
                                                       2021 年 11 月 1 日現在 

大型絵本リスト  

 書名 著者名 出版社 大きさ（ｃｍ） 

1  アレクサンダとぜんまいねずみ レオ=レオニ／作 谷川俊太郎／訳 好学社 52×41 

2  いもほりバス 藤本ともひこ／作・絵 鈴木出版 36×50 

3  おおきなかぶ ロシア民話  佐藤忠良／画 福音館書店  36×50 

4  おおきなきがほしい さとうさとる／ぶん むらかみつとむ／え 偕成社 51×41 

5  おおきなもののすきなおうさま 安野光雅／作・絵 メイト  50×36 

6  おこだでませんように くすのきしげのり／作 石井 聖岳／絵 小学館 40×45 

7  おじさんのかさ 佐野洋子／作・絵 講談社  53×37 

8  おばけだじょ tupera tupera／さく 学研プラス 52×42 

9  おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ／さく おおさわあきら／やく ほるぷ出版 34×43 

10  おばけのてんぷら せなけいこ／作・絵 ポプラ社   50×44 

11  おばけのバーバパパ 
Ａ．チゾン／作 Ｔ．テイラー／作  

やましたはるお／やく 
偕成社   43×49 

12  おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ／さく おおさわあきら／やく ほるぷ出版 34×43 

13  おべんとうバス チャイルド本社 チャイルド本社 50×44 

14  おめんです １ いしかわこうじ／作・絵 偕成社 43×43 

15  おめんです ２ いしかわこうじ／作・絵 偕成社 43×43 

16  おやおや、おやさい 石津ちひろ／文 山村浩二／絵 福音館書店 42×40 

17  かたあしだちょうのエルフ おのきがく／文・絵 ポプラ社  44×38 

18  かばくん 岸田衿子／さく 中谷千代子／え 福音館書店  50×36 

19  からすのパンやさん かこさとし／絵と文 偕成社 51×43 

20  ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム／さく みつよしなつや／やく ほるぷ出版  38×38 

21  キャベツくん 長新太／文・絵 文研出版 44×35 

22  きょだいなきょだいな 長谷川摂子／作 降矢なな／絵 福音館書店  36×50 

23  きんぎょがにげた 五味太郎／作 福音館書店 42×40 

24  くまのコールテンくん ドン・フリーマン／さく まつおかきょうこ／やく 偕成社 43×47 

25  くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆ子／さく 福音館書店  36×50 

26  ぐりとぐら  中川李枝子／作 山脇百合子／絵 福音館書店  36×50 

27  ぐりとぐらのえんそく  中川李枝子／作 山脇百合子／絵 福音館書店  36×50 

28  ぐりとぐらのおきゃくさま   中川李枝子／作 山脇百合子／絵 福音館書店 50×36 

29  ぐるんぱのようちえん 西内みなみ／さく 堀内誠一／え 福音館書店  36×50 

30  こすずめのぼうけん 
ルース・エインズワース／作 石井桃子／訳 

堀内誠一／画 
福音館書店  36×50 

31  ころころころ 元永定正／さく 福音館書店 42×40 

32  サンドイッチサンドイッチ 小西英子／さく 福音館書店 42×40 

33  三びきのこぶた 山田三郎／え 福音館書店  50×36 

34  三びきのやぎのがらがらどん 
ノルウェーの昔話 マーシャ・ブラウン／え 

せたていじ／やく 
福音館書店 48×38 

35  しっぽのはたらき 川田健／ぶん 薮内正幸／え 福音館書店 49×45 

36  じゃんけんぽん せなけいこ／作・絵 鈴木出版 36×50 

37  しゅっぱつしんこう! 山本忠敬／さく 福音館書店 42×40 



38  しりとりのだいすきなおうさま 中村翔子／作 はたこうしろう／絵 鈴木出版 36×50 

39  スイミー レオ=レオニ／作 谷川俊太郎／訳 好学社 52×41 

40  すてきな三にんぐみ トミー・ウンゲラー／さく いまえよしとも／やく  偕成社  53×39 

41  せんたくかあちゃん さとうわきこ／作・絵 福音館書店  36×50 

42  せんろはつづく 竹下文子／文 鈴木まもる／絵 金の星社 48×50 

43  せんろはつづくまだつづく 竹下文子／文 鈴木まもる／絵 金の星社 48×50 

44  ぞうくんのさんぽ なかのひろたか／作･絵 福音館書店  50×36 

45  そらまめくんのベッド なかやみわ／さく・え 福音館書店 36×50 

46  そらまめくんのぼくのいちにち なかやみわ／さく・え 福音館書店 37×54 

47  だじゃれ日本一周 長谷川義史／作 理論社 44 

48  たなばたバス 藤本ともひこ／作・絵 鈴木出版 36×50 

49  たまごのあかちゃん かんざわとしこ／ぶん やぎゅうげんいちろう／え 福音館書店 42 

50  だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子／さく え 福音館書店 36×50 

51  だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子／さく え 福音館書店 36×50 

52  ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい／写真・文 ポプラ社 35×44 

53  ちか 100 かいだてのいえ いわいとしお／[作] 偕成社 116×21 

54  ちからたろう いまえよしとも／文 たしませいぞう／え ポプラ社 49×38 

55  ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン／さく 谷川俊太郎／訳 ほるぷ出版  37×42 

56  てぶくろ  エウゲーニー・M.ラチョフ／え，うちだりさこ／やく 福音館書店 48×39 

57  でんしゃにのって  とよたかずひこ／著 アリス館 43×40 

58  ドアがあいて… 
エルンスト・ヤンドゥル／作 

ノルマン・ユンゲ／絵 斉藤洋／訳 
ほるぷ出版 33×43 

59  とべ バッタ 田島征三／作 偕成社  43×54 

60  ともだちや 内田麟太郎／作，降矢なな／絵 偕成社 50 

61  どんぐりむらのどんぐりえん なかやみわ／さく 学研プラス 37×54 

62  どんぐりむらのぱんやさん なかやみわ／さく 学研プラス 37×54 

63  なつのいちにち はたこうしろう／作 偕成社 51×42 

64  なにをたべてきたの？ 岸田衿子／作 長野博一／絵 佼成出版社 50×44 

65  にじいろのさかな マーカス・フィスター／作 谷川俊太郎／訳 講談社  46×35 

66  にんじんとごぼうとだいこん 和歌山静子／絵 鈴木出版 44×42 

67  ねずみくんのチョッキ なかえよしを／作 上野紀子／絵 ポプラ社   44×38 

68  はじめてのおつかい 筒井頼子／さく 林明子／え 福音館書店  36×50 

69  はっぱのおうち  征矢清／さく 林明子／え 福音館書店 42×40 

70  花さき山 斎藤隆介／作 滝平二郎／絵 岩崎書店 51×45 

71  パパ、お月さまとって！ エリック=カール／さく もりひさし／やく 偕成社 59 

72  はははのはなし 加古里子／ぶん・え 福音館書店 49×44 

73  バムとケロのにちようび 島田ゆか／作・絵 文溪堂 32×41 

74  はらぺこあおむし エリック・カール／作 もりひさし／やく 偕成社  42×58 

75  100 かいだてのいえ いわいとしお／[作] 偕成社 116×21 

76  バルボンさんのおでかけ とよたかずひこ／著 アリス館 36×40 

77  ぴょーん  まつおかたつひで／作・絵 ポプラ社 37×37 

78  フレデリック レオ=レオニ／作 谷川 俊太郎／訳 好学社 52 

79  へびくんのおさんぽ  いとうひろし／作・絵 鈴木出版 44×42 

80  ぼくにげちゃうよ 
Ｍ・Ｗ．ブラウン／作  クレメント・ハード／絵 

いわたみみ／やく 
ほるぷ出版  33×39 



 

 

 

81  ぼくのくれよん 長新太／おはなし・え 講談社  53×37 

82  まどから★おくりもの 五味太郎／作・絵 偕成社 43×45 

83  まめまきバス 藤本ともひこ／作・絵 鈴木出版 36×50 

84  めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子／作 ふりやなな／画 福音館書店 36×50 

85  みんなうんち 五味太郎／さく 福音館書店 44×49 

86  もぐらバス 佐藤雅彦／原案 うちのますみ／文・絵 偕成社 40×55 

87  もこもこもこ 谷川俊太郎／作 元永定正／絵 文研出版 44×35 

88  モチモチの木 斎藤隆介／作 滝平二郎／絵 岩崎書店  53×45 

89  もったいないばあさん 真珠まりこ／作・絵 講談社 53×37  

90  ももたろう 松居直／文 赤羽末吉／画 福音館書店 36×37 

91  もりのおふろ 西村敏雄／さく 福音館書店 42×40 

92  もりのかくれんぼう 末吉暁子／作 林明子／絵 偕成社 51×41 

93  もりもりくまさん 長野ヒデ子／作 スズキコージ／絵 鈴木出版 44×42 

94  やさいさん tupera tupera／さく 学研プラス 36×36 

95  ゆうたはともだち きたやまようこ／作 あかね書房 43×35 

96  よかったねネッドくん（英文つき） レミー・シャーリップ／さく やぎたよしこ／やく 偕成社 51×35 

97  りんごがドスーン 多田ヒロシ／作・文・絵 文研出版 44×35 

98  わムはどのくらいのびるかしら？ 
マイク・サーラー／ぶん ジェリー・ジョイナー／え  

きしだえりこ／やく 
ほるぷ出版  34×43 

99  わにわにのおふろ 小風さち／ぶん 山口マオ／え 福音館書店 42×40 

 書名 著者名 出版社 大きさ（㎝） 

1  あひるのおうさま 堀尾青史／脚本 田島征三／絵 童心社 ４３×６２ 

2  おうさまさぶちゃん 馬場のぼる／脚本・絵 童心社 ４３×６２ 

3  おおきくおおきくおおきくなあれ まついのりこ／脚本・絵 童心社 ４３×６２ 

4  おとうさん（スマトラの民話より） 与田準一／脚本 田畑精一／画 童心社 ４３×６２ 

5  おだんごころころ 坪田譲治／脚本 二俣英五郎／絵 童心社 ４３×６２ 

6  くれよんさんのけんか 八木田宣子／脚本 田畑精一／画 童心社 ４３×６２ 

7  ごきげんのわるいコックさん まついのりこ／脚本・絵 童心社 ４３×６２ 

8  こねこのしろちゃん 堀尾青史／脚本 和歌山静子／絵 童心社 ４３×６２ 

9  じごくのそうべえ（前編・後編） 田島征彦／脚本・絵 童心社 ４３×６２ 

10  したきりすずめ 松谷みよ子／脚本 堀内誠一／絵 童心社 ４３×６２ 

11  たべられたやまんば 松谷みよ子／脚本 二俣英五郎／絵 童心社 ４３×６２ 

12  でんしゃがくるよ とよたかずひこ／脚本・絵 童心社 ４３×６２ 

13  なんにもせんにん 
巌谷小谷／原作 川崎大治／脚本 

さとうわきこ／絵 
童心社 ４３×６２ 

14  はい、タッチ とよたかずひこ／脚本・絵 童心社 ４３×６２ 

15  みんなでポン！ まついのりこ／脚本・絵 童心社 ４３×６２ 

16  りんごくんのおうちはどこ？ とよたかずひこ／脚本・絵 童心社 ４３×６２ 

大型紙芝居リスト 

市川市中央図書館こどもとしょかん  047-320-3346 

こどもとしょかん開館時間 

火～金  10:00～18：00   

土・日・祝 10:00～17：00 


