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◆リストは日本語
に ほ ん ご

タイトルの五十音
ごじゅうおん

順
じゅん

に並
なら

んでいます。 

 

◆所蔵
しょぞう

資料
し り ょ う

の網羅的
も う ら て き

なリストではありません。おなじみの絵本
え ほ ん

に加
くわ

え、浪速
な に わ

図書館
と し ょ か ん

で

令和
れ い わ

2年度
ね ん ど

に展示
て ん じ

した絵本
え ほ ん

を中心
ちゅうしん

としたリストです。一覧
いちらん

の項目
こうもく

「季節
き せ つ

」は、令和
れ い わ

2

年度
ね ん ど

に展示
て ん じ

したテーマに該当
がいとう

する場合
ば あ い

のみ記載
き さ い

しています。ご了承
りょうしょう

ください。 

 

◆浪速
な に わ

図書館
と し ょ か ん

に所蔵
しょぞう

がないものは、他
ほか

の大阪
おおさか

市立
し り つ

図書館
と し ょ か ん

から取
と

り寄
よ

せすることが

できます。ご希望
き ぼ う

の場合
ば あ い

はご予約
よ や く

ください。 

 

 

 



言語 タイトル 著者 出版社 出版年 書誌ID 季節

あ 日本語 あおくんときいろちゃん
レオ・レオーニ/作  藤田 圭

雄/訳
至光社 1979 0000168785

英語 Little blue and little yellow Leo Lionni
Hodder and Stoughton 

children's Books
1959 0080317160

中国語

(簡)
小蓝和小黄

[美]李欧·李奥尼(文图) 彭

懿(译)
明天出版社 2008.6 0512218107

韓国・

朝鮮語
파랑이와 노랑이 레오리오니이경혜 파랑새 2003.4 0613858229

ポルトガ

ル語
Pequeno azul e pequeno amarelo Leo Lionni Berlendis & Vertecchia 2005 0012660362

イタリア

語
Piccolo blu e piccolo giallo : una storia 

per Pippo e Ann e altri bambini
Leo Lionni Babalibri 1999 0012839591

日本語 あげます。 浜田 桂子/作 ポプラ社 2014.8 0013081072

中国語

(簡)
奇怪的小不点,有人要吗? 滨田桂子 连环画出版社 2018.6 0514761369

日本語 あさえとちいさいいもうと 筒井 頼子/さく 福音館書店 2012.8 0012655521

英語 あさえとちいさいいもうと -英語版- 筒井 頼子/作 アールアイシー出版 2005.2 0010931127

中国語

(簡)
阿惠和妹妹 筒井赖子 林明子 北京联合出版公司 2017.7 0514571749

日本語 あさがお 荒井 真紀/文・絵 金の星社 2011.6 0012312466

中国語

(簡)
牵牛花 -一粒种子的旅程- 荒井真纪 新星出版社 2018.3 0514571665

日本語 あさになったのでまどをあけますよ 荒井 良二/著 偕成社 2011.12 0012411908

中国語

(簡)
天亮了,打开窗子吧 荒井良二 九州出版社 2017.9 0514571661

日本語 あのひの音だよおばあちゃん 佐野 洋子/さく・え フレーベル館 2007.12 0011563695

中国語

(簡)
奶奶你听,是那天的声音 佐野洋子 南京大学出版社 2017.8 0514571626

日本語 雨、あめ ピーター・スピアー/[作] 評論社 1984.6 0070007310 あめふり

英語 Peter Spier’s rain Peter Spier Delacorte Press 1982 0000551564 あめふり

日本語 あめのちゆうやけせんたくかあちゃん さとう わきこ/さく・え こどものとも社(販売) 2017.4 0014301870 あめふり

韓国・

朝鮮語
달님을 빨아 버린 우리 엄마 사토 와키코 한림출판사 2013.10 0613387249 あめふり

日本語 あめのひに チェ ソンオク/作 ブロンズ新社 2014.5 0012982753 あめふり

韓国・

朝鮮語
비오는날에 최성옥 파란자전거 2011.11 0614418450 あめふり

日本語 あめふり(ばばばあちゃんの絵本) さとう わきこ/さく・え 福音館書店 2012.6 0012796758 あめふり

英語
あめふり -英語版-(ばばばあちゃんシ

リーズ)
さとう わきこ/作・絵 チャールズ・イー・タトル出版 2005.9 0011061490 あめふり

英語
あめふり -Grandma Baba wants 

sunshine!-
さとう わきこ/作・絵 チャールズ・イー・タトル出版 2004.5 0010764822 あめふり

日本語 アランの歯はでっかいぞこわーいぞ
ジャーヴィス/作  青山 南/

訳
BL出版 2016.6 0014103376

英語
Alan's big, scary teeth :First U.S. 

edition
Jarvis Candlewick Press 2016 0014440336

韓国・

朝鮮語
비오는날에 최성옥 파란자전거 2011.11 0614418450

い 日本語 いたずらきかんしゃちゅうちゅう
バージニア・リー・バートン/ぶん 

え  むらおか はなこ/やく
福音館書店 1961.8 0080003946

英語
Choo choo : the story of a little 

engine who ran away
Virginia Lee Burton Houghton Mifflin 1964 0011295387

韓国・

朝鮮語
말괄량이 기관차 치치 버지니아 리 버튼 시공사 2010.3 0612351157

日本語 いちばんはじめに 五味 太郎/作絵 偕成社 1984.11 0070019918

英語
The great day :First Chronicle 

books LLC edition.
Taro Gomi Chronicle Books 2014 0014439405

日本語 いないいないばあ :改版
松谷 みよ子/文  瀬川 康男

/え
童心社 1981.5 0000229912
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言語 タイトル 著者 出版社 出版年 書誌ID 季節

英語
いないいないばあ＝Peek-a-Boo：英語

版
松谷 みよ子/文  瀬川 康男/え  

ミア・リン・ペリー/訳
アールアイシー出版 2006.6 0011236022

中国語

(簡)
不见了,不见了

松谷美代子 文 濑川康男 

图
南海出版公司 2011.12 0512829390

日本語 いろいろおんせん(ケロちゃんえほん 2) ますだ ゆうこ/ぶん そうえん社 2008 0011702782

中国語

(簡)
彩色温泉

增田裕子 著 长谷川义史 

绘 彭懿 译 周龍梅 译
广西师范大学出版社 2016.1 0514401395

う 日本語 うさこちゃんとどうぶつえん
ディック・ブルーナ/ぶん・え  

いしい ももこ/やく

福音館書店
1964.6 0000168827

英語 Miffy at the zoo Dick Bruna  Egmont 1997 0011168082

スペイン

語
Miffy en el zoo Dick Bruna Destino 2002 0010705216

日本語 うちがいっけんあったとさ
ルース・クラウス/文  モーリス・

センダック/絵  わたなべ しげお

/訳
岩波書店 1978.11 0070007325

英語 A very special house
by Ruth Krauss   pictures 

by Maurice Sendak.
Harper 1981 0000550650

韓国・

朝鮮語
아주아주 특별한 집

모리스 샌닥   루스 크라우스   

홍 연미
시공주니어 2013.10 0613387238

日本語 ウミガメものがたり 鈴木 まもる/作・絵 童心社 2016.5 0014095225

中国語

(簡)
海龟大冒险 铃木守 北京科学技术出版社 2018.3 0514571697

日本語 うみの100かいだてのいえ いわい としお/[作] 偕成社 2014.7 0013013552

中国語

(簡)
海底100层的房子 岩井俊雄 著 肖潇 译 北京科学技术出版社 2015.6 0513980926

中国語

(繁)
海底100層樓的家 岩井 俊雄 小魯文化 2015.1 0513740035

韓国・

朝鮮語
바다 100층짜리 집 이와이 도시오 김숙 북뱅크 2014.9 0613858223

タイ語 บา้นใตท้ะเล 100 ชัน้
อวิาอ ิโทชโิอะ เมธนิ ีนุช

นาค แปล
แพรวเพือ่นเด็ก 2016 0014539250

日本語 海は広いね、おじいちゃん 五味 太郎/作画 絵本館 1981 0070067000

中国語

(簡)
大海好辽阔啊,爷爷

五味太郎 文・图 彭懿 译 

周龙梅 译
贵州人民出版社 2017.1 0514401313

お 日本語 おいでよ!むしのもり タダ サトシ/作 小学館 2009.6 0011890119

中国語

(簡)
昆虫森林・游泳比赛 多田智 贵州人民出版社 2017.7 0514571621

日本語 おおかみと七ひきのこやぎ -グリム童話- グリム/[原作] 福音館書店 1967.4 0000226420

中国語

(簡)
狼和七只小羊

格林兄弟 菲利克斯·霍夫曼 

(绘)
新星出版社 2014.4 0514761405

ドイツ語
Wolf und die sieben Geisslein : ein Mä

rchenbilderbuch nach Grimm
von Felix Hoffman Sauerländer 1957 0080239826

日本語 おおきなかぶ -ロシア民話- A.トルストイ/再話 福音館書店 1999.11 0000233628

中国語

(簡)
拔萝卜

[俄]阿·托尔斯泰 编写 [日]内

田莉莎子 译写 [日]佐藤忠良 

绘图 朱自强 译
南海出版 2008.6 0511951931

日本語 おおきな木
シェル・シルヴァスタイン/さく・え 

 ほんだ きんいちろう/やく
篠崎書林 1976.11 0000179700

英語 The giving tree Shel Silverstein HarperCollins 1992 0010832926

中国語

(簡)
爱心树

[美]谢尔·希尔弗斯坦 著 

傅惟慈 译
南海出版 2007.7 0511880084

日本語 大坂城 -絵で見る日本の城づくり- 青山 邦彦/作 講談社 2016.11 0014204255

中国語

(簡)
大坂城 -一座城堡的诞生- 青山邦彦 新星出版社 2018.3 0514571671

日本語 おかあちゃんがつくったる 長谷川 義史/作 講談社 2012.4 0012511779

中国語

(簡)
妈妈的手作

长谷川义史 文/图 猿渡静

子 译
连环画出版社 2017.3 0514401324

中国語

(繁)
妈妈做给你 长谷川义史 文·图 维京国际 2013.5 0512832920

韓国・

朝鮮語
엄마가 만들었어 하세가와 요시후미 천개의 바람 2013.5 0613387344
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言語 タイトル 著者 出版社 出版年 書誌ID 季節

日本語 おさるのジョージうみへいく M.レイ/原作 岩波書店 2000.1 0000835774

英語
Margret & H.A. Rey's Curious 

George goes to the beach
Margret & H.A. Rey Houghton Mifflin 1999 0011596759

中国語

(簡)
好奇的乔治 去海边 玛格丽特&H.A.雷 二十一世纪出版社 2010.4 0514761399

日本語 おさるのジョージおもちゃやさんへいく
M.レイ/原作  H.A.レイ/原作  

福本 友美子/訳  マーサ・ウェス

トン/画
岩波書店 2003.1 0010620135

英語
Margret & H.A. Rey's Curious 

George visits a toy store
[Margret Rey] Houghton Mifflin 2002 0011613185

中国語

(簡)
好奇的乔治 去玩具店 玛格丽特&H.A.雷 二十一世纪出版社 2010.4 0514761394

日本語 おさるのジョージキャンプにいく M.レイ/原作 岩波書店 2000.10 0000835773

英語
Margret & H.A. Rey's Curious 

George goes camping
Margret & H.A. Rey Houghton Mifflin 1999 0011596756

中国語

(簡)
好奇的乔治 去野营 玛格丽特&H.A.雷 二十一世纪出版社 2010.4 0514761401

日本語 おさるのジョージこいぬをかう
M.レイ/原作  H.A.レイ/原作  

福本 友美子/訳
岩波書店 1999.10 0000768420

英語
Margret and H.A. Rey's Curious 

George and the puppies
Margret & H.A. Rey Houghton Mifflin 1998 0011596751

中国語

(簡)
好奇的乔治 和小狗 玛格丽特&H.A.雷 二十一世纪出版社 2010.4 0514761396

日本語 おさるのジョージダンプカーにのる M.レイ/原作 岩波書店 2000.1 0000835775

英語
Margret & H.A. Rey's Curious 

George and the dump truck
Margret & H.A. Rey Houghton Mifflin 1999 0011596757

中国語

(簡)
好奇的乔治 和翻斗车 玛格丽特&H.A.雷 二十一世纪出版社 2010 0514761400

日本語
おさるのジョージチョコレートこうじょうへ

いく
M.レイ/原作 岩波書店 1999.1 0000768418

英語
Margret & H.A. Rey's Curious George 

goes to a chocolate factory
Margret & H.A. Rey Houghton Mifflin 1998 0011596750

中国語

(簡)
好奇的乔治 去巧克力工厂 玛格丽特&H.A.雷 二十一世纪出版社 2010.4 0514761395

日本語 おさるのジョージパレードにでる M.レイ/原作 岩波書店 2000.1 0000835772

英語
Margret & H.A. Rey's Curious 

George at the parade
Margret & H.A. Rey Houghton Mifflin 1999 0011596758

中国語

(簡)
好奇的乔治 看游行 玛格丽特&H.A.雷 二十一世纪出版社 2010.4 0514761398

日本語 おさるのジョージゆめをみる M.レイ/原作 岩波書店 1999.1 0000768423

英語
Margret & H.A. Rey's Curious 

George's dream
Margret & H.A. Rey Houghton Mifflin 1998 0011596754

中国語

(簡)
好奇的乔治 在梦里 玛格丽特&H.A.雷 二十一世纪出版社 2010.4 0514761397

日本語 おしいれのぼうけん ふるた たるひ/さく 童心社 1980 0000237468

中国語

(簡)
壁橱里的冒险

[日]古田足日 [日]田[ba ta]

精一 著 彭懿 译
南海出版 2007.8 0511710495

日本語 おじさんとカエルくん リンダ・アシュマン/ぶん あすなろ書房 2013.5 0012740907 あめふり

英語 Rain!
story by Linda Ashman  

pictures by Christian 

Robinson

Houghton Mifflin Books 

for Children
2013 0013261942 あめふり

日本語 おじさんのかさ 佐野 洋子/作・絵 講談社 1992 0000263060 あめふり

中国語

(簡)
爸爸的红雨伞 林韦达 文·图 信谊基金出版社 2011.4 0512388236 あめふり

韓国・

朝鮮語
아저씨 우산 사노 요코 비룡소 1996.5 0610111955 あめふり

日本語 おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ シンスケ/作・絵 PHP研究所 2018.6 0014508474

中国語

(繁)
尿尿太郎 吉竹伸介 三采文化 2019.1 0514743962

日本語 おしりたんてい トロル/さく・え ポプラ社 2012.1 0012605777
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言語 タイトル 著者 出版社 出版年 書誌ID 季節

中国語

(簡)
屁屁侦探 -消失的人气甜点- Troll 甜老虎 译 北京联合出版公司 2016.1 0514401408

日本語
おしりたんてい ププッきえたおべんとうの

なぞ!
トロル/さく・え ポプラ社 2014.1 0013253985

中国語

(簡)
屁屁侦探 -失踪的便当之谜- Troll 甜老虎 译 北京联合出版公司 2016.1 0514401409

日本語
おしりたんてい ププッちいさなしょちょうの

だいピンチ!?
トロル/さく・え ポプラ社 2014.3 0012926070

中国語

(簡)
屁屁侦探 -小局长的大危机- Troll 甜老虎 译 北京联合出版公司 2016.1 0514401407

日本語
おしりたんてい ププッレインボーダイヤを

さがせ!
トロル/さく・え ポプラ社 2013.9 0012801439

中国語

(簡)
屁屁侦探 -寻找彩虹钻石- Troll 甜老虎 译 北京联合出版公司 2016.1 0514401410

日本語 おつきさまこんばんは 林 明子/さく 福音館書店 1986.6 0000186810 おつきさま

中国語

(簡)
月亮,晚上好

林明子 文・图 小林 译 小

熊 译
少年儿童出版社 [2011] 0512419787 おつきさま

韓国・

朝鮮語
달님 안녕 하야시 아키코 한림출판사 1994.1 0600414359 おつきさま

日本語 おねがいパンダさん
スティーブ・アントニー/さく  

せな あいこ/やく
評論社  2015.4 0013489588

英語 Please Mr Panda Steve Antony
Hodder Children's 

Books
2015 0014055601

中国語

(簡)
拜託,熊貓先生 史蒂夫‧安東尼 青林國際出版

2015.12
0514175853

日本語 おばけでんしゃ 内田 麟太郎/文 童心社 2007.6 0011444857

中国語

(簡)
魔法火车 内田麟太郎 北京科学技术出版社 2018.1 0514571692

日本語 おひさまあはは 前川 かずお/作・絵 こぐま社 1989.7 0070009234

中国語

(簡)
太阳公公笑哈哈 前川一夫 北京联合出版公司 2018.3 0514571775

日本語 おまえうまそうだな 宮西 達也/作絵 ポプラ社
2003.3

0010498142

英語 You look yummy!

Tatsuya Miyanishi ; 

translation by Mariko 

Shii Gharbi
Museyon 2003 0014042225

中国語

(簡)
你看起来好像很好吃 宫西达也 二十一世纪出版社 2009.1 0512829409

韓国・

朝鮮語
고 녀석 맛있겠다 미야니시 타츠야 달리 2004.6 0612347219

日本語 おやすみなさい(あいさつしかけえほん) 新井 洋行/さく 童心社 2014.3 0012929622

英語 Everyone says goodnight Hiroyuki Arai Chronicle Books 2016 0014439406

日本語 おやすみなさい おつきさま
マーガレット・ワイズ・ブラウン/さ

く  クレメント・ハード/え  せた て

いじ/やく
評論社 1979.9 0070045344 おつきさま

英語 Goodnight moon Margaret Wise Brown HarperCollins [1997] 0000549731 おつきさま

中国語

(簡)
晚安,月亮

玛格丽特·怀兹·布朗 克雷

门·赫德
北京联合出版公司 2014.7 0514761404 おつきさま

韓国・

朝鮮語
잘 자요,달님 마거릿 와이즈 브라운 시공주니어 1996.6 0610111953 おつきさま

ポルトガ

ル語
Boa noite,lua Margaret Wise Brown Martins Fontes 1997 0012660363 おつきさま

日本語 おやすみ、はたらくくるまたち
シェリー・ダスキー・リンカー/文  ト

ム・リヒテンヘルド/絵  福本 友美

子/訳
ひさかたチャイルド

2012.9
0012587983 おつきさま

英語
Goodnight, goodnight, 

construction site

Sherri Duskey Rinker and 

[illustrated by] Tom 

Lichtenheld
Chronicle Books 2011 0012325117 おつきさま

中国語

(簡)
晚安、工地上的车：第2版

[美]谢丽·达斯基·瑞科尔 [美]

汤姆·利希藤黑尔德 绘
湖北美术出版社

2012.8
0512666636 おつきさま

か 日本語 かいじゅうたちのいるところ
モーリス・センダック/さく  じ

んぐう てるお/やく
冨山房 1975.12 0000168219

英語 Where the wild things are
Maurice Sendak/story 

and pictures by
Harper Collins 1963 0000294011

中国語

(簡)
野兽出没的地方

[美]莫里斯·桑达克(文图) 

阿甲(译)
明天出版社 2009.9 0512218098

韓国・

朝鮮語
괴물들이 사는 나라 모리스 샌닥 사공사 1994.1 0660004179
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イタリア

語
Nel paese dei mostri selvaggi

storia e illustrazioni di 

Maurice Sendak
Babalibri

1999
0012839592

スペイン

語
Donde viven los monstruos

texto e ilustraciones de 

Maurice Sendak
HarperTrophy

1996
0012379174

日本語 かぐやひめ 舟崎 克彦/文 小学館 2009.8 0011912315 おつきさま

中国語

(簡)
辉夜姬 舟崎克彦 天地出版社 2017.9 0514571739 おつきさま

日本語 がたごとがたごと 内田 麟太郎/文 童心社 1999.4 0000735789

中国語

(簡)
变身火车 内田麟太郎 北京科学技术出版社 2018.1 0514571691

日本語 がたんごとんがたんごとん 安西 水丸/さく  福音館書店 1987.6 0000226097

英語 がたんごとんがたんごとん -英語版- 安西 水丸/絵と文 アールアイシー出版 2005.1 0011087814

中国語

(簡)
咣当当,火车开了 安西水丸 新星出版社

[2014]
0514761402

韓国・

朝鮮語
덜컹덜컹 기차 안자이 미즈마루 한림출판사

2011.6
0612896689

日本語 がちょうのペチューニア
ロジャー・デュボワザン/作  

まつおか きょうこ/訳
冨山房 1999.1 0000717852

英語 Petunia Roger Duvoisin Alfred A. Knopf [2000] 0013853112

中国語

(簡)
傻鹅皮杜妮

(美)罗杰·杜佛辛 著 蒋家

语 译
明天出版社

2008.9
0512169784

日本語 かばくん 岸田 衿子/作 福音館書店 1966.12 0000226365

英語 Wake up，Hippo! Eriko Kishida Fukuinkan shoten 1991. 0000190893

中国語

(簡)
大河马

[日]岸田衿子 著 [日]中谷千

代子 图 [日]猿渡静子 译
南海出版 2008.9 0511951858

中国語

(繁)
河马

[日]岸田衿子 着 [日]中谷

千代子 绘 林真美 译
天下杂志 2010.3 0512148106

日本語 かべのむこうになにがある? ブリッタ・テッケントラップ/作 BL出版 2018.3 0014460806

英語 Little mouse and the red wall Britta Teckentrup Orchard Books 2018 0014597302

ドイツ語
Die kleine Maus und die große 

Mauer
Britta Teckentrup Ars Edition 2018 0014700925

日本語 かぼちゃスープ
ヘレン・クーパー/さく ; せな 

あいこ/やく
アスラン書房 2002.4 0010295367

英語 Pumpkin soup Helen Cooper Farrar Straus Giroux 2005 0012425602

中国語

(簡)
南瓜汤 海伦·库柏 文·图 柯倩华 译 明天出版社 2010.11 0512387336

日本語 からすのパンやさん :2版 かこ さとし/作・絵 偕成社 2010.1 0012316059

英語 からすのパンやさん -英語版- 加古 里子/絵と文 アールアイシー出版 2007.2 0011373898

中国語

(簡)
乌鸦面包店

加古里子 文·图 猿渡静子 

译
南海出版公司 2011.4 0512829384

韓国・

朝鮮語
까마귀네 빵집 가코 사토시 고슴도치 2002.11 0614557224

日本語 かわ 加古 里子/作 画 福音館書店 2008.4 0011631990

中国語

(簡)
河川 加古里子 新星出版社 2013.3 0514571663

き 日本語 きみはしっている :改版 五味 太郎/作 岩崎書店 2016.3 0014057960

中国語

(簡)
是你吧 五味太郎 连环画出版社 2018.3 0514571639

日本語 キャベツくん 長 新太/文・絵 文研出版 2002.12 0000226557

中国語

(簡)
圆白菜小弟 [日]长新太 文/图 彭懿 译 南海出版 2007.6 0511710491

韓国・

朝鮮語
양배추 소년 초 신타 비룡소 2007.3 0611699896

日本語 きょうはみんなでクマがりだ
マイケル・ローゼン/再話  ヘレ

ン・オクセンバリー/絵  山口 文

生/訳
評論社 1991.1 0000200527
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英語 We're going on a bear hunt
retold by Michal Rosen   

illustrated by Helen 

Oxenbury.
Walker 1989 0000550969

中国語

(簡)
我们要去捉狗熊

迈克尔·罗森 文 海伦·奥克

森伯里 图 林良 译
河北教育出版社 2010.1 0512448884

韓国・

朝鮮語
곰 사냥을 떠나자 헬린 옥슨버리 시공사 1994 0660004819

日本語 きんぎょが にげた 五味 太郎/作 福音館書店 1982.8 0000271071

英語 きんぎょがにげた -英語版- 五味 太郎/絵と文 アールアイシー出版 2005.2 0010931128

中国語

(簡)
小金鱼逃走了

 [日]五味太郎 著 [日]猿

渡静子 译
新星出版社 2012.4 0513155238

中国語

(繁)
小金鱼逃走了 :2版 五味太郎 文·图 信谊基金出版社 2011.1 0512494303

韓国・

朝鮮語
금붕어가 달아나네 고미 타로 한림출판사 2003.7 0612140796

ベトナム

語
Cá vàng trốn ở đâu rồi nhỉ? Taro Gomi Phụ nữ 2017 0014377268

日本語
金のはさみのカニ(タンタンの冒険旅行 

18)
エルジェ/作 福音館書店 2003.9 0010611580

韓国・

朝鮮語
황금 집게발 달린 게 에르제 서울 2003.4 0612542925

ベトナム

語

Cua càng vàng(Những cuộc phiêu 

lưu của Tintin)
Hergé

Nhà Xuất Bản Tổng hợp thà

nh phố Hồ Chí Minh
2014 0014377256

く 日本語 くだものさん tupera tupera/さく 学研プラス 2010.7 0014029082

中国語

(簡)
水果躲猫猫 tupera tupera 北京联合出版公司 2016.3 0514571746

日本語 くっついた 三浦 太郎/作・絵 こぐま社  2005.8 0011042637

中国語

(簡)
连在一起 三浦太郎 文・图 黄超 译 少年儿童出版社

[2009]
0512419793

韓国・

朝鮮語
딱 붙었네 미우라 타로 북뱅크  2009.3 0612140805

日本語 くまさん くまさん なにみてるの? エリック・カール/え 偕成社 1984.11 0000226805

英語
Brown bear, brown bear, what do 

you see?
Bill Martin, Jr. Henry Holt and Co. 1996 0012169810

中国語

(簡)
棕色的熊,棕色的熊,你在看什么? 比尔·马丁 文 艾瑞·卡尔 图 明天出版社 2013.1 0512829323

韓国・

朝鮮語

갈색 곰아, 갈색 곰아, 무엇을 보고 있

니?
빌 마틴 주니어 에릭 칼 김

세실
더큰 2007.1 0614738647

スペイン

語

Oso pardo, oso pardo, que ves 

ahi?
Bill Martin, Jr.

Henry Holt and 

Company
2002 0012380080

日本語 ぐりとぐら
中川 李枝子/さく  大村 百

合子/え
福音館書店 1967.1 0080003875

英語 Guri and Gura -the giant egg.-
By Rieko Nakagawa.   

Illustrated by Yuriko 

Omura.
Fukuinkanshoten 1991 0000140971

中国語

(簡)
古利和古拉

(日)中川李枝子 大村百合

子 著 季颖 译
南海出版公司 2008.7 0511951930

韓国・

朝鮮語
Guri to Gura -韓国・朝鮮語版-

なかがわ りえこ/作  おおむ

ら ゆりこ/絵
絵本の家 2003.4 0010529408

日本語 ぐりとぐらとくるりくら
なかがわ りえこ/[さく]  や

まわき ゆりこ/[え]
福音館書店 1992.10 0000725029

英語
ぐりとぐらとくるりくら -Guri and Gura's 

magical friend- 英語版

中川 李枝子/文  山脇 百合子/

絵  ピーター・ハウレット/訳  リ

チャード・マクナマラ/訳
チャールズ・イー・タトル出版 2003.6 0010546088

韓国・

朝鮮語
구리랑 구리랑 구루리구라 나카가와 리에코 한림출판사 2006.2 0611969520

日本語 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川 李枝子/さく 福音館書店 2007.4 0011402354 クリスマス

英語
ぐりとぐらのおきゃくさま -Guri and 

Gura’s surprise visitor-
中川 李枝子/文 チャールズ・イー・タトル出版 2003.1 0010450350 クリスマス

スペイン

語

古利和古拉的神秘客人(福音馆绘本杰

作选)
[日]中川李枝子 文 [日]山

胁百合子 图 季颖 译
南海出版 2008.12 0511951914 クリスマス

日本語 ぐりとぐらのかいすいよく
中川 李枝子/さく  山脇 百

合子/え
福音館書店 2012.7 0012704016

英語
ぐりとぐらのかいすいよく -Guri and 

Gura's seaside adventure- 英語版

中川 李枝子/文  山脇 百合子/

絵  ピーター・ハウレット/訳  リ

チャード・マクナマラ/訳
チャールズ・イー・タトル出版 2003.1 0010450349
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スペイン

語
Guri y Gura aprenden a nadar

Rieko Nakagawa, Yuriko 

Yamawaki   traduccion  

Takako Kodami y Aya Bracho
Ediciones Ekare 2001 0012379181

日本語 グリーンマントのピーマンマン
さくら ともこ/作  中村 景児

/絵
岩崎書店 1983.7 0000193393

英語
グリーンマントのピーマンマン(英語版い

わさき名作えほん)
さくら ともこ/作  中村 景児/絵  

Soshi Uchida/英訳
岩崎書店 2019.2 0014647382

中国語

(繁)
青椒超人綠披風 :二版 佐倉智子 中村景兒 小熊出版 2018.8 0514743964

日本語 ぐるんぱのようちえん
西内 ミナミ/さく  堀内 誠一

/え
福音館書店 2008.4 0011631976

英語 The happiest Elephant. Minami Nishiuch Fukuinkan shoten 1991 0000166297

中国語

(繁)
古倫巴幼兒園 西內南 堀內誠一 臺灣麥克 2018.7 0514743966

韓国・

朝鮮語
구룬파 유치원 니시우치 미나미 한림출판사 1997.8 0612347246

日本語 クレヨンからのおねがい!
ドリュー・デイウォルト/文  オリ

ヴァー・ジェファーズ/絵  木坂 

涼/訳
ほるぷ出版

2014.9
0013160674

英語 The day the crayons quit
by Drew Daywalt   pictures 

by Oliver Jeffers
Philomel Books 2013 0012780269

中国語

(簡)
蠟筆大罷工

祖兒·戴沃特/文 奧利佛·傑

法/圖
 遠流 2014.8 0513740042

日本語 くれよんのくろくん なかや みわ/さく・え 童心社 2001.10 0010169579

中国語

(簡)
蜡笔小黑 :第2版

[日]中屋美和 文·图 朱自

强 译
南海出版公司 2011.7 0513980952

韓国・

朝鮮語
까만 크레파스 나카야 미와 웅진닷컴 2002.3 0610111850

日本語 くろくんとちいさいしろくん なかや みわ/さく・え 童心社 2017.9 0014364943

韓国・

朝鮮語
까만 크레파스와 하얀 꼬마 크레파스 나카야 미와 웅진주니어 2018.8 0614738655

日本語 くろくんとふしぎなともだち なかや みわ/さく・え 童心社 2004.8 0010818738

中国語

(簡)
蜡笔小黑和神奇的朋友 中屋美和 朱自强(译) 北京联合出版公司 2018.7 0514761367

韓国・

朝鮮語
까만크레파스와 요술기차 나카야 미와 웅진주니어 2005.2 0611969532

け 日本語 月世界探検(タンタンの冒険旅行 13) エルジェ/作 福音館書店 1991 0000174915 おつきさま

韓国・

朝鮮語

달나라에 간 땡땡 :1판(땡땡의 모험 

17)
에르제 솔 2003.8 0612542933 おつきさま

こ 日本語 紅海のサメ(タンタンの冒険旅行 11) エルジェ/作 福音館書店 1989.12 0000168184

韓国・

朝鮮語
노예선(땡땡의 모험 19) 에르제 서울 2003.9 0612542935

ベトナム

語

Cá mập vùng biển đỏ(Những cuộc 

phiêu lưu của Tintin)
Hergé

Nhà Xuất Bản Tổng hợp thà

nh phố Hồ Chí Minh
2014 0014377254

日本語 仔牛の春 五味 太郎/作 偕成社 1999.1 0000718106 はる

中国語

(簡)
小牛的春天

[日]五味太郎 [日]猿渡静

子 译
新星出版社 2012.9 0512666630 はる

日本語 幸福の王子 O.ワイルド/作 ポプラ社 2019.1 0014629326

英語 The happy prince a tale by Oscar Wilde Thames & Hudson 2017 0014440354

中国語

(簡)
快乐王子 奥斯卡·王尔德 巴金 译 上海译文出版社 2010.4 0512387318

日本語 ごきげんならいおん
ロジャー・デュボアザン/え  ル

イーズ・ファティオ/ぶん  むらお

か はなこ/やく
福音館書店 1979 0000226562

英語 The happy lion
by Louise Fatio   pictures 

by Roger Duvoisin
Alfred A. Knopf [2004] 0013853113

韓国・

朝鮮語
행복한 사자 루이제 파쇼   로저 뒤봐젱 시공주니어 1997.6 0600008855

フランス

語
Le lion heureux

Louise Fatio   illustré 

par Roger Duvoisin
Gallimard jeunesse 2005 0013254398

日本語
ごちゃまぜカメレオン -わたしといっしょに

このほんをつくったこどもたちへ-
エリック・カール/さく ほるぷ出版 1978.1 0000211646

7 / 22 ページ



言語 タイトル 著者 出版社 出版年 書誌ID 季節

英語 The mixed―up chameleon Eric Carle. Hamilton
1985, 

1984
0000549218

韓国・

朝鮮語
뒤죽박죽 카멜레온 에릭 칼 오정환 더큰 2007.1 0614738658

日本語 コッコさんとあめふり 片山 健/さく・え 福音館書店 2003.5 0010528561 あめふり

中国語

(繁)
小可可的下雨天 片山健 遠見天下文化 2017.3 0514363052 あめふり

日本語 このあとどうしちゃおう ヨシタケ シンスケ/作 ブロンズ新社 2016.4 0014081466

英語 What happens next? Shinsuke Yoshitake Thames&Hudson 2017 0014367576

中国語

(繁)
爺爺的天堂筆記本 吉竹 伸介 三采文化 2017.4 0514363033

韓国・

朝鮮語
이게 정말 천국일까? 요시타케 신스케 주니어김영사 2016.1 0614418457

日本語 ごんぎつね 新美 南吉/作 講談社 2013.1 0012659553

英語 Gon, the little fox
written by Nankichi 

Niimi
MUSEYON 1969 0014367563

中国語

(簡)
小狐狸阿权

[日]新美南吉 著 [日]黑井健 

绘 周龙梅 译 彭懿 译
新星出版社 2012.8 0512666625

日本語 こんとあき 林 明子/さく 福音館書店 1989.6 0000142189

英語
こんとあき -Amy and Ken visit 

grandma-
林 明子/絵と文 アールアイシー出版 2003.10 0010670897

中国語

(簡)
阿秋和阿狐 :第2版 林明子 南海出版公司 2011.8 0512829375

韓国・

朝鮮語
 은지와 푹신이 하야시 아키코 한림출판사 1995.1 0610111957

さ 日本語 さかな1ぴきなまのまま 佐野 洋子/さく・え フレーベル館 2008.2 0011596352

中国語

(簡)
一条生鱼 佐野洋子 南京大学出版社 2017.8 0514571627

日本語
さかなはさかな -かえるのまねしたさかな

のはなし-
レオ・レオニ/作  谷川 俊太

郎/訳
 好学社 1979 0070000010

英語 Fish is fish Leo Lionni
Knopf　Distributed by 

Random House
1970 0012105828

韓国・

朝鮮語
물고기는 물고기야! 레오 리오니 최순희 시공주니어 2000.3 0613858231

タイ語 ปลาก็คอืปลา ลโีอ ลอีอนน,ี อรยิา ไพฑรูย์ มลูนธิซิเิมนตไ์ทย 2010.11 0014049983

日本語 サムとデイブ、あなをほる
マック・バーネット/文  ジョン・ク

ラッセン/絵  なかがわ ちひろ/

訳
あすなろ書房 2015.1 0013399913

英語 Sam & Dave dig a hole
Mac Barnett   illustrated 

by Jon Klassen
Candlewick Press 2014 0013369419

中国語

(繁)
一直一直往下挖

麥克·巴奈特/文 雍·卡拉森

/圖
天下雜誌 2014.12 0513740041

日本語 サンカクさん マック・バーネット/文 クレヨンハウス 2017.9 0014358941

英語 Triangle
by Mac Barnett & Jon 

Klassen
Candlewick Press 2017 0014440333

日本語 サンタクロースはおばあさん 佐野 洋子/さく・え フレーベル館 2007.1 0011525028 クリスマス

中国語

(簡)
圣诞老奶奶 佐野洋子 南京大学出版社 2017.8 0514571625 クリスマス

日本語 サンタパスポート のぶみ/さく サンマーク出版 2016.11 0014200780 クリスマス

中国語

(簡)
圣诞节奖励贴 信实 北京科学技术出版社 2017.12 0514571695 クリスマス

日本語
三びきのやぎのがらがらどん -アスビョル

ンセンとモーの北欧民話-
マーシャ・ブラウン/え  せた 

ていじ/やく
福音館書店 1979 0080003949

英語 The three billy goats Gruff
P. C. Asbjørnsen/ ; J. E. 

Moe/ ; Marcia 

Brown/pictures by
Harcourt, Brace [1957] 0080239703

中国語

(簡)
三只山羊嘎啦嘎啦 玛夏·布朗 图 二十一世纪出版社 2007.2 0512829400

タイ語
แพะสามตวั : เปียเตอร ์อัสบยีอรน์เซน และ

 เจ.อ.ีโม

มารเ์ซยี บราวน์, ดาราฉันท ์

สทุธธินกลู
มลูนธิซิเิมนตไ์ทย 2012 0014050012

し 日本語 じてんしゃにのるアヒルくん
デイヴィッド・シャノン/さく  

小川 仁央/やく
評論社 2006.5 0011217125
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英語 Duck on a bike David Shannon Blue Sky Press 2002 0010340560

中国語

(簡)
鸭子骑车记 大卫·香农 彭懿(译) 新星出版社 2017.4 0514401339

日本語 しましまじま ツペラツペラ/さく ブロンズ新社 2006.4 0011194949

英語 Stripe Island Tupera Tupera Thames & Hudson 2015 0014439397

日本語 11ぴきのねこ 馬場 のぼる/著 こぐま社 1978 0000211627

韓国・

朝鮮語
11마리 고양이 바바 노보루 꿈소담이 2006.6 0611969541

日本語 11ぴきのねことぶた 馬場 のぼる/著 こぐま社 1980 0000211628

中国語

(繁)
11隻貓和豬先生 馬場 登 文圖 道聲出版社  2014.5 0513155383

韓国・

朝鮮語
11마리 고양이와 돼지 바바 노보루 꿈소담이  2006.6 0611969542

日本語 14ひきのさむいふゆ いわむら かずお/さく 童心社 1985.11 0000226813 ふゆ

中国語

(簡)
14只老鼠过冬天(14只老鼠) 岩村和朗 文/图 彭懿 译 接力出版社 2010.3 0512419780 ふゆ

日本語 14ひきのおつきみ いわむら かずお/さく 童心社 1988.6 0000211587 おつきさま

英語 14ひきのおつきみ -英語版- いわむら かずお/さく 童心社 2005.8 0011041560 おつきさま

中国語

(簡)
14只老鼠赏月(14只老鼠) 岩村和朗 文/图 彭懿 译 接力出版社 2010.3 0512419781 おつきさま

韓国・

朝鮮語
14마리의 달맞이 이와무라 카즈오 한림출판사 2003.1 0611969507 おつきさま

日本語 14ひきのぴくにっく いわむら かずお/さく 童心社 1986.11 0000226448 はる

英語 14ひきのぴくにっく -英語版- いわむら かずお/さく 童心社 2005.8 0011041563 はる

中国語

(簡)
14只老鼠去春游(14只老鼠) 岩村和朗 文/图 彭懿 译 接力出版社 2010.3 0512419783 はる

日本語 シルヴィーどうぶつえんへいく
ジョン・バーニンガム/さく  たに

かわ しゅんたろう/やく
BL出版 2015.8 0013567302

英語 The way to the zoo John Burningham Walker books 2014 0014172325

中国語

(簡)
秘密动物园 约翰·伯宁罕 、阿甲 (译) 二十一世纪出版社 2017.1 0514401420

日本語 しろいうさぎとくろいうさぎ
ガース・ウイリアムズ/ぶん,え  ま

つおか きょうこ/やく
福音館書店  2001.11 0010301855

英語 The rabbits' wedding
story and pictures by 

Garth Williams.
HarperCollins 1986 0000551276

中国語

(簡)
黑兔和白兔：第2版

(美)加思·威廉斯 著 彭懿 

译
南海出版公司 2010.3 0512169780

韓国・

朝鮮語
흰 토끼와 검은 토끼 가스 윌리엄스 다산기획 1994.7 0610111722

日本語 しろくまくん なにがきこえる?
エリック=カール/え  ビル=マー

チン/ぶん  おおつき みずえ/や

く
偕成社 1992.8 0000272645

英語
Polar bear, polar bear, what do 

you hear?
by Bill Martin Jr.   pictures 

by Eric Carle.
Hamilton 1992 0000549832

韓国・

朝鮮語

북극곰아, 북극곰아, 무슨 소리가 들리

니?
빌 마틴 주니어 에릭 칼 이

희재
더큰  2007.1 0614738648

ドイツ語 Lieber Eisbär, hör gut zu!：2. Aufl.

Bill Martin   Bilder von Eric 

Carle   Deutsche 

Textfassung von Viktor 

Christen
Gerstenberg 1994 0010796221

日本語
しろくまちゃんのほっとけーき(こぐまちゃん

えほん 3)
わかやま けん/[絵]  森 比左志

/[文]  わだ よしおみ/[文]
こぐま社 1972.10 0000214429

中国語

(簡)
小白熊做松饼

若山宪  森比左志  和田义

臣  贾超
北京联合出版公司 2017.7 0514936055

日本語
新幹線のたび :DX版 -はやぶさ・のぞみ・

さくらで日本縦断-
コマヤスカン/作 講談社 2014.9 0013222890

中国語

(簡)

坐着新干线去旅行 -隼号、希望号、樱花

号纵贯日本-
驹谷贯 新星出版社 2017.1 0514571666

す 日本語 すいか! 石津 ちひろ/文 小峰書店 2013.5 0012736722

中国語

(簡)
今天是西瓜日! 石津千寻 村上康成 广西师范大学出版社 2017.8 0514571744
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日本語
スイミー -ちいさなかしこいさかなのはな

し-
レオ・レオニ/作  谷川 俊太

郎/訳
好学社 1979 0000285361

英語 英語でもよめるスイミー
レオ・レオニ/作  谷川 俊太

郎/訳
好学社 2013.6 0012761654

英語 Swimmy Leo Lionni
Knopf　Distributed by 

Random House
1991 0011296294

中国語

(簡)
小黑鱼

[美]李欧·李奥尼 著 彭懿 

译
南海出版 2007.12 0511710487

韓国・

朝鮮語
Suimii -韓国・朝鮮語版- レオ・レオニ/作・絵 絵本の家 2004.7 0010810985

日本語 すうじの絵本 五味 太郎/作・絵 岩崎書店 1985.7 0000173939

英語 I know numbers! Taro Gomi Chronicle Books 2017 0014439403

中国語

(簡)
数字在哪里

[日]五味太郎 著 上谊编辑
部 译

明天出版社 2012.6 0512666662

日本語 すてきな三にんぐみ
トミー=アンゲラー/さく  い

まえ よしとも/やく
偕成社 1997.12 0010550396

英語 The three robbers Tomi Ungerer. Aladdin Books 1991 0000551155

中国語

(簡)
三个强盗 汤米·温格尔 明天出版社 2009.5 0512829386

韓国・

朝鮮語
세 강도 토미 웅게러 시공주니어 1995.7 0600008586

スペイン

語
Los tres bandidos Tomi Ungerer kalandraka 2007 0011642466

ポルトガ

ル語
Os tres ladroes Tomi Ungerer Global 2008 0012922021

日本語 スーホの白い馬 -モンゴル民話- 大塚 勇三/再話 福音館書店 1967.10 0000174618

中国語

(簡)
苏和的白马

大冢勇三 改编 赤羽末吉 

图
南海出版公司 2010.5 0512829401

韓国・

朝鮮語
수호의 하얀말 오츠카 유우조 한림출판사 2001.1 0610111960

せ 日本語 せんそうがやってきた日 ニコラ・デイビス/作 鈴木出版 2020.6 0014884704

中国語

(繁)
戰爭來的那一天 妮古拉‧戴維斯 幸佳慧 水滴文化 2018.5 0514549554

日本語 せんろはつづく
竹下 文子/文  鈴木 まもる/

絵
金の星社 2003.10 0010632354

韓国・

朝鮮語
칙칙 폭폭 기찻길을 만들어요 다케시타 후미코 홍진P&M 2005.4 0611419408

タイ語 ตอ่ทางรถไฟ
Fumiko Takeshita

Mamoru Suzuki
Praewpeundek 2014 0013404608

日本語 せんたくかあちゃん さとう わきこ/さく・え 福音館書店 1982.8 0080017259

英語 せんたくかあちゃん -英語版- さとう わきこ/絵と文 アールアイシー出版 2005.10 0011075066

中国語

(簡)
洗个不停的妈妈

佐藤和贵子 文·图 李幸纹 

译
河北教育出版社 2013.6 0513155193

中国語

(繁)
洗不停的媽媽 佐藤 和貴子 文·圖 臺灣麥克 2014.5 0513155378

韓国・

朝鮮語
도깨비를 빨아버린 우리 엄마 :1판 사토 와키코 한림출판사 1991.9 0610111285

日本語 せんろはつづくまだつづく 竹下 文子/文 金の星社 2009.9 0011934454

タイ語 ตอ่ทางรถไฟยาวไกล
ฟมูโิกะ ทาเคชติะ เรือ่ง มาโมรุ 

ซซูกู ิภาพ วาดดาว วสิาสะ แปล
แพรวเพือ่นเด็ก 2014 0014539253

そ 日本語 ぞうくんのさんぽ
なかの ひろたか/さく・え  なか

の まさたか/レタリング
福音館書店 1977.4 0000777472

英語 Elephant Blue. Hirotaka Nakano Fukuinkan shoten 1991 0000190888

中国語

(簡)
小象散歩 中野弘隆 文・图 南海出版公司  2010.3 0512884973

韓国・

朝鮮語
코끼리 형님의 나들이 나카노 히로다카/원작 한림출판사 1989.9 0600414340

日本語 そらの100かいだてのいえ いわい としお/[作] 偕成社 2017.8 0014352938

中国語

(繁)
天空100層樓的家 岩井俊雄 周姚萍 小魯文化 2018.2 0514549523
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韓国・

朝鮮語
하늘 100층짜리 집 이와이 도시오 김숙 북뱅크 2017.12 0614738654

タイ語 บา้นลอยฟ้า 100 ชัน้
อวิาอ ิโทชโิอะ เมธนิ ีนุช

นาค แปล
แพรวเพือ่นเด็ก 2018 0014539252

日本語 そらまめくんのベッド なかや みわ/さく・え 福音館書店 2016.5 0014129372

中国語

(繁)
蚕豆哥哥的床 中屋 美和 经典传讯文化 2004.5 0510895656

韓国・

朝鮮語
누에콩의 침대 :개정판 나카야 미와 웅진주니어 2016.7 0614418451

日本語 そりあそび(ばばばあちゃんのおはなし) さとう わきこ/さく・え 福音館書店 1994.10 0000413959 ふゆ

英語
そりあそび -Grandma Baba's 

warming ideas!- 英語版
さとう わきこ/作・絵 チャールズ・イー・タトル出版 2004.1 0010683695 ふゆ

韓国・

朝鮮語
씽씽 달려라!침대썰매 사토 와키코 한림출판사 2008.5 0611969528 ふゆ

た 日本語 たいようオルガン 荒井 良二/著 アートン 2007.7 0011425431

中国語

(簡)
太阳风琴 荒井良二 九州出版社 2017.9 0514571660

日本語 たこやきのたこさぶろう 長谷川 義史/作 小学館 2016.2 0014045358

中国語

(繁)
我是章魚燒,我叫章魚三郎 長谷川義史 林真美 維京國際 2018.8 0514743965

日本語 ダダダダダディーマン みやにし たつや/作絵 ポプラ社 2014.1 0013253983

中国語

(簡)
哒哒哒爸爸超人 宫西达也 二十一世纪出版社 2017.12 0514571760

韓国・

朝鮮語
나의 영웅, 대디맨 미야니시 타츠야 달리 2015.8 0614208993

日本語 たまごのあかちゃん かんざわ としこ/ぶん 福音館書店 1993.2 0000303068

中国語

(簡)
蛋宝宝

神泽利子 文 柳生弦一郎 

图
少年儿童出版社 2012.5 0512829403

ベトナム

語
Bé Trứng Toshiko Kanzawa Văn học 2016 0014377269

日本語
だるまちゃんとかみなりちゃん(だるまちゃ

んの絵本)
加古 里子/さく え 福音館書店 2018.2 0014507403

英語
だるまちゃんとかみなりちゃん -Little 

Daruma and little Kaminari-
加古 里子/著 チャールズ・イー・タトル出版 2003.1 0010458374

中国語

(繁)
為什麼會打雷? -小雷神傳說- 加古里子 大穎文化事業 2016.2 0514363091

日本語 だるまちゃんとうさぎちゃん 加古 里子/さく え 福音館書店 2008.4 0011631988 ふゆ

英語
Little Daruma and the Little 

Rabbits
Satoshi Kako Tuttle publishing 2002 0010494564 ふゆ

日本語 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 1967.11 0000233627

英語
だるまちゃんとてんぐちゃん -Little 

Daruma and little Tengu- 英語版

加古 里子/著  ピーター・ハウ

レット/訳  リチャード・マクナマラ

/訳
チャールズ・イー・タトル出版 2002.12 0010424773

中国語

(簡)
小达摩和小天狗 加古里子 文·图 南海出版公司 2009.4 0512829383

日本語 たんぽぽ 荒井 真紀/文・絵 金の星社 2015.3 0013440405 はる

中国語

(簡)
蒲公英 -一粒种子的旅程- 荒井真纪 新星出版社 2018.3 0514571664 はる

ち 日本語 ちいさいおうち
ばーじにあ・りー・ばーとん/ぶん

とえ  いしい ももこ/やく
岩波書店 2001.9 0010376695

英語 The little house
story and pictures by 

Virginia Lee Burton.
Houghton Mifflin 1969 0000549897

中国語

(簡)
小房子

美)维吉尼亚·李·伯顿 著 阿

甲 译
南海出版公司 2010.1 0512169778

韓国・

朝鮮語
Chiisai ouchi -韓国・朝鮮語版-

バージニア・リー・バートン/

作・絵
絵本の家 2004.7 0010810986

日本語 ちいさいタネ
エリック=カール/さく  ゆあ

さ ふみえ/やく
偕成社 1990.12 0000226859

英語 The tiny seed Eric Carle
Simon & Schuster Books 

for Young readers
1987 0011596773

11 / 22 ページ



言語 タイトル 著者 出版社 出版年 書誌ID 季節

中国語

(簡)
小种子 艾瑞·卡尔 文·图 蒋家语 译 明天出版社 2010.1 0512387330

韓国・

朝鮮語
아주 작은 씨앗 에릭 칼 허은미 더큰 2007.1 0614738649

イタリア

語
Il piccolo seme Eric Carle Mondadori 2011 0012849055

日本語 ちがうねん
ジョン・クラッセン/作  長谷

川 義史/訳
レヨンハウス 2012.11 0012627124

英語 This is not my hat Jon Klassen Candlewick Press 2012 0012625533

中国語

(簡)
這不是我的帽子 雍·卡拉森 文·圖 天下雜誌 2013.8 0513155380

日本語 ちか100かいだてのいえ いわい としお/[作] 偕成社 2009.11 0011966596

中国語

(簡)
地下100辰的房子 岩井俊雄 作 刘洋 译 北京科学技术出版社 2011.1 0512387319

韓国・

朝鮮語
지하 100층짜리 집 이와이 도시오 김숙 북뱅크 2010.9 0613387335

タイ語 บา้นใตด้นิ 100 ชัน้
อวิาอ ิโทชโิอะ เมธนิ ีนุช

นาค แปล
แพรวเพือ่นเด็ก 2013 0014539251

日本語 チーター大セール 高畠 那生/作 絵本館 2006.2 0011158585

中国語

(繁)
印度豹大拍賣 高畠那生 林真美 米奇巴克 2018.4 0514549559

日本語 ちびゴリラのちびちび
ルース・ボーンスタイン/さく  

いわた みみ/やく
ほるぷ出版 1978.8 0000179355

英語 Little gorilla Ruth Bornstein World's Work 1978 0080239528

スペイン

語
Gorilita

Ruth Bornstein   

Argentina Palacios
Clarion books 1978 0013401595

日本語 ちゃいろおばさんのたんじょうび エルサ・ベスコフ/さく・え 福音館書店 2002.2 0010240775

中国語

(簡)
棕姑姑的生日 艾莎·贝斯克、赵清(译) 长江少年儿童出版社 2016.5 0514401417

日本語 チリとチリリはらっぱのおはなし どい かや/作 アリス館 2007.6 0011446517

英語 Chirri & Chirra . -in the tall grass- Kaya Doi Enchanted Lion Books 2017 0014439408

日本語 チリとチリリゆきのひのおはなし どい かや/作 アリス館 2010.2 0012009542 ふゆ

英語 Chirri & Chirra . -the snowy day- Kaya Doi Enchanted Lion Books 2017 0014439407 ふゆ

つ 日本語 つきとあそぼう :第3版 谷内 こうた/絵 至光社 2010 0012106971 おつきさま

中国語

(簡)
和月亮玩儿 谷内钢太 连环画出版社 2017.1 0514571634 おつきさま

日本語 月夜のみみずく ジェイン=ヨーレン/詩 偕成社 1989.3 0070009082
おつきさま

ふゆ

英語 Owl moon Jane Yolen Philomel Books 1987 0090013010
おつきさま

ふゆ

韓国・

朝鮮語
부엉이와 보름달 제인 욜런 시공사 1996.12 0600008594

おつきさま

ふゆ

日本語
ツバメのたび

 -5000キロのかなたから-
鈴木 まもる/作・絵 偕成社 2009.2 0011806895

中国語

(簡)
燕子的呼唤 铃木守 北京科学技术出版社 2018.3 0514571696

日本語 つまんないつまんない ヨシタケ シンスケ/著 白泉社 2017.5 0014307178

中国語

(繁)
好無聊啊好無聊 吉竹伸介 許婷婷 三采文化 2018.3 0514549529

韓国・

朝鮮語
심심해 심심해 요시타케 신스케 김영사 2017.8 0614557230

て 日本語 ティッチ
パット・ハッチンス/さく・え  

いしい ももこ/やく

福音館書店
1975.4 0000228681

英語 Titch Pat Hutchins. Bodley Head 1972 0000549328

韓国・

朝鮮語
티치 팻 허친즈 시공주니어 1997.10 0610111287

日本語 デイビッドがっこうへいく デイビッド・シャノン/さく 評論社 2001.9 0010149795
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中国語

(簡)
大卫上学去 大卫·香农 文·图 余治莹 译 河北教育出版社 2008.1 0513980930

韓国・

朝鮮語
유치원에 간 데이빗 데이빗 섀논 지경사 1999.1 0614557227

日本語 デイビッドがやっちゃった!
デイビッド・シャノン/さく  小

川 仁央/やく
評論社 2004.11 0010868113

英語 David gets in trouble David Shannon Blue Sky Press 2002 0010659180

中国語

(簡)
大卫惹麻烦 大卫·香农 文·图 余治莹 译 河北教育出版社 2009.3 0513980929

日本語 できるかな? -あたまからつまさきまで-
エリック・カール/さく  くどう 

なおこ/やく
偕成社 1997.10 0000634962

英語 From head to toe Eric Carle  HarperCollins 1997 0011493024

中国語

(簡)
从头动到脚 艾瑞·卡尔 文·图 明天出版社  2013.1 0512829324

ポルトガ

ル語
Da cabeca aos pes Eric Carle Callis  2012 0012922024

日本語 てぶくろ -ウクライナ民話-
エフゲーニ・ラチョフ/え  う

ちだ りさこ/やく
福音館書店 1965.11 0000228682 ふゆ

中国語

(簡)
手套 叶夫格尼·M·拉乔夫 编绘 二十一世纪出版社 2011.12 0512829405 ふゆ

韓国・

朝鮮語
장갑：2판 에우게니 M. 라쵸프 한림출판사  2007.3 0612004022 ふゆ

日本語 手ぶくろを買いに 新美 南吉/作  黒井 健/絵 偕成社 1988.3 0000173919 ふゆ

英語 Buying mittens Niimi Nankichi
University of Hawai'i 

Press
1999 0014367580 ふゆ

中国語

(簡)
小狐狸买手套

((日)新美南吉 文 黑井健 

图 彭懿 译
南海出版公司 2010.2 0512169789 ふゆ

日本語 てんごくのおとうちゃん 長谷川 義史/作 講談社 2008.11 0011764767

中国語

(簡)
爸爸,我想你了

长谷川义史 文/图 猿渡静

子 译
连环画出版社 2017.3 0514401325

中国語

(繁)
天国的爸爸 长谷川义史 作 米雅 翻译 维京国际股份有限公司 2011.6 0512388221

韓国・

朝鮮語
아빠, 잘 있어요? 하세가와 요시후미 사게절 2011.11 0612896690

日本語 でんしゃがいっぱい! そく ちょるうぉん/作 アリス館 2013.6 0012745295

中国語

(簡)
火车多多多! 石哲元 文/图 晓晗 译 连环画出版社 2016.12 0514401319

と 日本語 どこまでゆくの? 五味 太郎/さく 福音館書店 2014.2 0012898337

中国語

(簡)
你要去哪里? 五味太郎 少年儿童出版社 2016.7 0514401353

日本語 としょかんライオン
ミシェル・ヌードセン/さく  ケビ

ン・ホークス/え  福本 友美子/

やく
岩崎書店 2007.4 0011387553

英語 Library lion

 Michelle Knudsen ; 

illustrated by Kevin 

Hawkes
Candlewick Press 2006 0011313032

韓国・

朝鮮語
도서관에 간 사자 미셸 누드슨 웅진주니어 2007.2 0611568149

日本語 ともだち 谷川 俊太郎/文  和田 誠/絵 玉川大学出版部 2002.11 0010413866

英語 A friend
Tanikawa Shuntaro/[著]   

Wada Makoto/[画]   Arthur 

Binard/[訳]
[玉川大学出版部] 2004.11 0010866091

中国語

(簡)
朋友

[日]谷川俊太郎 文 [日]和

田诚 图 彭懿 译
连环画出版社  2015.5 0513980878

日本語 トラさん、あばれる
ピーター・ブラウン/作  青山 

南/訳
光村教育図書  2014.8 0013160000

英語 Mr. Tiger goes wild Peter Brown
 Little, Brown and 

Company
 2013 0012820096

中国語

(繁)
老虎先生 彼得 布朗 遠見天下文化 2014.1 0513155381

日本語 どろんこハリー
ジーン・ジオン/ぶん  わたなべ 

しげお/やく  マーガレット・ブロ

イ・グレアム/え
福音館書店 1964.3 0000229963

英語 Harry, the dirty dog
by Gene Zion   pictures by 

Margaret Bloy Graham.

HarperCollins 

Publishers
1984 0000549816

韓国・

朝鮮語
개구쟁이 해리  G.자이언 다산기획 1994.4 0610111289
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スペイン

語
Harry, el perrito sucio

Gene Zion   Margaret 

Bloy Graham
Harper Collins 2003 0013401594

日本語 とん ことり 筒井 頼子/さく  林 明子/え 福音館書店 2012.4 0012579841

英語 Anna's secret friend.
By Yoriko Tsutsui.   

Pictures by Akiko Hayashi.
Fukuinkan shoten 1991 0000190865

タイ語 ดอกไมจ้ากใครเอย่ โยรโิอะ ษุษุอิ แพรวเพือ่นเด็ก 1986 0010572412

日本語 どんなにきみがすきだかあててごらん
サム・マクブラットニィ/ぶん  ア

ニタ・ジェラーム/え  小川 仁央

/やく
評論社 1995.10 0000480331

英語 Guess how much I love you
Sam McBratney   

illustrated by Anita Jeram
Candlewick Press 2008 0012237261

中国語

(簡)
猜猜我有多爱你

山姆·麦克布雷尼 文 安妮

塔·婕朗 图 梅子涵 译
明天出版社 2008.11 0512169785

韓国・

朝鮮語

내가 아빠를 얼마나 사랑하는지 아세

요?
샘 맥브래트니 베틀북  2003.4 0610619621

な 日本語
ながぐつをはいたねこ -「ペロー童話」よ

り-
ペロー/[原作] 小学館 2007.5 0011416337

中国語

(簡)
穿靴子的猫 奥本大三郎 天地出版社 2017.9 0514571740

日本語
なぞのユニコーン号(タンタンの冒険旅行 

3)
エルジェ/作 福音館書店 1983.10 0000168190

韓国・

朝鮮語
유니콘 호의 비밀(땡땡의 모험 11) 에르제 서울 2002.5 0612542927

ベトナム

語

Bí mật tàu Kỳ Lân(Những cuộc phiê

u lưu của Tintin)
Hergé

Nhà Xuất Bản Tổng hợp thà

nh phố Hồ Chí Minh
2014 0014377255

日本語 なつみはなんにでもなれる ヨシタケ シンスケ/作・絵 PHP研究所 2016.12 0014214598

中国語

(簡)
夏美变变变 吉竹伸介 云南美术出版社 2018.4 0514571743

ね 日本語 ねこいるといいなあ 佐野 洋子/作・絵 講談社 2016.11 0014203420

中国語

(簡)
要是有只猫 佐野洋子 连环画出版社 2018.1 0514571638

日本語 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 2000.2 0000815708

中国語

(簡)
鼠小弟的小背心

 [日]中江嘉男 文 [日]上

野纪子 图 赵静 等译
南海出版 2004.6 0511951864

韓国・

朝鮮語
그건 내 조끼야 나카에 요시오 비룡소 2000.2 0610111283

日本語 ねむりひめ -「ペロー童話」より- ペロー/[原作] 小学館 2007.6 0011435309

中国語

(簡)
睡美人 奥本大三郎 天地出版社 2017.9 0514571738

の 日本語 ノラネコぐんだんアイスのくに 工藤 ノリコ/著 白泉社 2017.11 0014395119

中国語

(簡)
野猫军团吃冰淇淋(野猫军团系列) 工藤纪子 接力出版社 2018.9 0514761392

日本語 ノラネコぐんだん おすしやさん 工藤 ノリコ/著 白泉社 2015.11 0013844502

中国語

(簡)
野猫军团吃寿司(野猫军团系列) 工藤纪子 接力出版社 2018.9 0514761390

韓国・

朝鮮語
초밥이 빙글빙글 구도 노리코 책읽는곰 2016.6 0614418472

日本語 ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ 工藤 ノリコ/著 白泉社 2014.4 0012968083

中国語

(簡)
野猫军团开火车 工藤纪子 接力出版社 2018.9 0514761391

韓国・

朝鮮語
기차가 덜컹덜컹 구도 노리코 책읽는곰 2015.9 0614418471

日本語 ノラネコぐんだん そらをとぶ 工藤 ノリコ/著 白泉社 2016.11 0014200323

中国語

(簡)
野猫军团开飞机(野猫军团系列) 工藤纪子 接力出版社 2018.9 0514761393

日本語 ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤 ノリコ/著 白泉社 2012.11 0012627000

中国語

(簡)
野猫军团烤面包(野猫军团系列) 工藤纪子 接力出版社 2018.9 0514761389

韓国・

朝鮮語
빵공장이 들썩들썩 구도 노리코 책읽는곰 2015.6 0614209115
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は 日本語 はじめてのおつかい
筒井 頼子/さく   林 明子/

え
福音館書店 2012.4 0012561108

中国語

(簡)
第一次上街买东西 筒井 赖子 英文汉声出版有限公司 1996 0561000075

韓国・

朝鮮語

Hajimete no otsukai -韓国・朝鮮語版

-
筒井 頼子/作  林 明子/絵 絵本の家  2003.4 0010529411

日本語 はじめはりんごのみがいっこ いとう ひろし/作 ポプラ社 1999.9 0000762197

中国語

(簡)
首先有一个苹果 伊东宽∥南昌 二十一世纪出版社 2005.8 0514571720

日本語 バスがいっぱい! そく ちょるうぉん/作 アリス館 2011.11 0012402858

中国語

(簡)
汽车多多多! 石哲元 文/图 晓晗 译 连环画出版社 2016.12 0514401320

日本語
はたらきもののじょせつしゃけいていー :

新版
バージニア・リー・バートン/

ぶん・え
福音館書店 1980 0070059561 ふゆ

英語 Katy and the big snow
story and pictures by 

Virginia Lee Burton
Houghton Mifflin 1971 0080219773 ふゆ

韓国・

朝鮮語
겨울철 벌레를 찾아서 미야타케 요리오 한림출판사 2003.12 0600008571 ふゆ

日本語 はっけん!むしのもり タダ サトシ/作 小学館 2011.6 0012315107

中国語

(簡)
昆虫森林・昆虫宝宝 多田智 贵州人民出版社 2017.7 0514571619

日本語 はっぱのおうち 征矢 清/さく 福音館書店 1989.4 0000142184

英語 はっぱのおうち -A house of leaves- 征矢 清/作 福音館書店 2000.3 0000802561

中国語

(簡)
叶子小屋 征矢清 北京科学技术出版社 2017.11 0514571689

韓国・

朝鮮語
숲 속의 나뭇잎집 :2판 소야 키요시 한림출판사 2007.9 0612140802

日本語 はなをくんくん
ルース・クラウス/ぶん  マーク・

シーモント/え  きじま はじめ/や

く
福音館書店 1967.3 0000725034 はる

英語 The happy day
by Ruth Krauss   pictures 

by Marc Simont.
Harper ＆ Row 1949 0000551558 はる

韓国・

朝鮮語
코를 "킁킁" 루스 크라우스 비룡소 1997.1 0610111286 はる

日本語 パパ、お月さまとって! :改訂
エリック=カール/さく  もり 

ひさし/やく
偕成社 1990.7 0010250990 おつきさま

英語 Papa, please get the moon for me Eric Carle
Simon & Schuster Books 

for Young Readers
1986

0011295392

００１２１６９８０９
おつきさま

中国語

(簡)
爸爸、我要月亮

[美]艾瑞·卡尔 文·图 林良 

译
明天出版社 2011.11 0512702288 おつきさま

韓国・

朝鮮語
아빠, 달님을 따 주세요 에릭 칼 오정환 더큰 2007.1 0614738646 おつきさま

日本語 パパのしごとはわるものです 板橋 雅弘/作 岩崎書店 2011.5 0012285530

中国語

(繁)
我爸爸的工作是大壞蛋 板橋雅弘 吉田尚令 小光點 2018 0514743963

日本語 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか/作 絵 文渓堂 1999.2 0000721290

英語
バムとケロのおかいもの = Bam and 

Kero Go Shopping：英語版
島田 ゆか/作 絵 文溪堂 2019.9 0014739376

韓国・

朝鮮語
 바무와 게로 오늘은 시장 보러 가는 날 시마다 유카 중앙출판사 2001.4 0613387304

日本語 バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか/作 絵 文渓堂 1996.12 0000587430

英語
バムとケロのさむいあさ＝Bam and Kero's 

Frosty Morning：英語版

島田 ゆか/作 絵  クリスト

ファー・ベルトン/訳
文溪堂 2015.1 0013386133

日本語 バムとケロのそらのたび 島田 ゆか/作 絵 文渓堂 1995.10 0000486247

英語
バムとケロのそらのたび = Bam and Kero 

Go Flying：英語版

島田 ゆか/作 絵  クリスト

ファー・ベルトン/訳
文溪堂 2017.2 0014259425

韓国・

朝鮮語
바무와 게로의 하늘 여행 시마다 유카 JDM충앙출판사 2007.10 0612347176

日本語 バムとケロのにちようび 島田 ゆか/作 絵 文渓堂 1994.9 0000409554

英語
バムとケロのにちようび＝Bam and 

Kero's Sunday -英語版-

島田 ゆか/作 絵  クリスト

ファー・ベルトン/訳
文溪堂 2014.9 0013216018
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韓国・

朝鮮語
바무와 게로의 일요일 시마다 유카 중앙출판사 2009.12 0612140798

日本語 はやくあいたいな 五味 太郎/作・画 絵本館 1982 0000184282

英語 I really want to see you, grandma Taro Gomi Chronicle Books 2018 0014597292

中国語

(繁)
好想見到妳 :二版 五味太郎 遠流出版 2019.1 0514743945

日本語 はらぺこあおむし :改訂 エリック=カール/さく 偕成社 1989 0000226440

英語 The very hungry caterpillar Eric Carle Philomel Books 1987 0011596760

中国語

(簡)
好饿的毛毛虫 艾瑞·卡尔 郑明进 译 明天出版社 2008.4 0511979889

中国語

(繁)
好餓的毛毛蟲 :2版 艾瑞・卡爾 上誼文化 2017.9 0514549589

韓国・

朝鮮語
배고픈 애벌레 에릭 칼 더큰컴퍼니 2007.1 0614418474

ポルトガ

ル語
Uma lagarta muito comilona Eric Carle Callis 2012 0013769412

ベトナム

語
Chú Sâu Háu Ăn Eric Carle Phụ nữ 2016 0014377271

イタリア

語
Il Piccolo Bruco Maisazio Eric Carle Mondadori [2013] 0012848620

ドイツ語 Die kleine Raupe Nimmersatt von Eric Carle Gerstenberg Verlag 1969 0010796216

フランス

語
La chenille qui fait des trous Eric Carle Mijade 2009 0012015693

日本語 ハリーのセーター
ジーン・ジオン/ぶん  マーガレッ

ト・ブロイ・グレアム/え  わたな

べしげお/やく
福音館書店 1983.5 0000231844

クリスマス

ふゆ

英語 No roses for Harry
Gene Zion   pictures by 

Margaret Bloy Graham.
HarperCollins 1986 0000549874

クリスマス

ふゆ

中国語

(簡)
哈利的花毛衣

金·纪欧 文 玛格丽特·布罗

伊·葛雷汉 图 林真美 译
远流出版事业 2003.11 0512213747

クリスマス

ふゆ

日本語 はるまでまってごらん ジョイス・デュンバー/文 ほるぷ出版 1995.3 0000439145 はる

韓国・

朝鮮語
봄 토끼 	조이스 둔바 수잔 바레이 대연 2002.3 0614208842 はる

日本語 パンダ銭湯 tupera tupera/さく 絵本館 2013.8 0012792407

中国語

(簡)
熊猫澡堂

tupera tupera 彭懿 周龙
梅

广西师范大学出版社 2018.4 0514761364

中国語

(繁)
貓熊澡堂 tupera tupera 小魯文化 2014.4 0513155379

韓国・

朝鮮語
판다 목욕탕 투페라 투페라  김효묵 노란우산 2014.10 0614930131

ひ 日本語 ピクニック
ジョン・バーニンガム/作  谷

川 俊太郎/訳
BL出版  2014.2 0012887275

英語 Picnic John Burningham Candlewick press 2014 0013223768

韓国・

朝鮮語
소풍 존 버닝햄 토토북 2013.12 0613387246

日本語 ピーターのいす :改訂
エズラ=ジャック=キーツ/

作・画  木島 始/訳
偕成社  1984 0000170485

英語 Peter's chair Ezra Jack Keats Bodley Head 1968 0000550771

韓国・

朝鮮語
피터의 의자 에즈러 잭 키츠 시공주니어 1996.6 0610112198

日本語 ひとまねこざるときいろいぼうし :改版
H.A.レイ/文,絵  光吉 夏弥

/訳
岩波書店 1998.2 0000660415

英語 Curious George H.A.Rey/by Houghton Mifflin 1941 0000220900

スペイン

語
Jorge el curioso

H.A.Rey   Margret E 

Rey
Houghton Mifflin 1990 0013401597

日本語 ひまわり 荒井 真紀/文・絵 金の星社 2013.6 0012760942

中国語

(簡)

向日葵

 -一粒种子的旅程-
荒井真纪 新星出版社 2018.3 0514571667

日本語 ひみつだから!
ジョン・バーニンガム/ぶん・

え  福本 友美子/やく
岩崎書店 2010.2 0012021383

16 / 22 ページ



言語 タイトル 著者 出版社 出版年 書誌ID 季節

英語 It's a secret! John Burningham Candlewick Press 2009 0012237282

中国語

(簡)
这是个秘密! 约翰·伯宁罕 、阿甲 (译) 二十一世纪出版社 2017.1 0514401421

日本語 100かいだてのいえ いわい としお/[作] 偕成社 2008.6 0011655678

中国語

(簡)
100层的房子 [日]岩井俊雄 北京科学技术出版社 2010.1 0512829408

韓国・

朝鮮語
100층짜리 집 이와이 도시오 북뱅크 2009.6 0612140791

タイ語 บา้น 100 ชัน้
อวิาอ ิโทชโิอะ เมธนิ ีนุช

นาค แปล
แพรวเพือ่นเด็ก 2013 0014539249

日本語 100万回生きたねこ 佐野 洋子/作・絵 講談社 1977.10 0011528258

中国語

(簡)
活了100万次的猫

[日]佐野洋子 著 唐亚明 

译
接力出版社 2004.10 0511979869

韓国・

朝鮮語
100만 번 산 고양이 사노 요코 비룡소 2002.10 0612347247

タイ語 แมวนอ้ย 100 หมืน่ชาติ Yoko Sano Phraeo phuean dek 1998 0013404620

日本語 ピヨピヨおばあちゃんのうち 工藤 ノリコ/著 佼成出版社 2016.4 0014078617

中国語

(繁)
小雞到外婆家 工藤紀子 劉康儀 小魯文化 2017.6 0514549522

日本語 ぴよぴよぴよ 平野 剛/さく 福音館書店 1987.6 0000226095

中国語

(簡)
叽叽叽, 小鸡跑了 平野刚 新星出版社 2014.1 0514761403

日本語 ひるねのじかんです 馬場 のぼる/作・絵 フレーベル館 2007.7 0011461425

中国語

(簡)
午睡时间 马场登 新世纪出版社 2017.8 0514571763

ふ 日本語 ファーディのはる ジュリア・ローリンソン/さく 理論社 2009.3 0011834485 はる

英語
Fletcher and the springtime 

blossoms
by Julia Rawlinson

pictures by Tiphanie Beeke
Greenwillow Books 2009 0012653542 はる

日本語 ぷくちゃんのいただきまあす ひろかわ さえこ/さく アリス館 2002.8 0010354921

中国語

(簡)
好喝的蔬菜汤 广川沙映子 文 图 晓晗 译 连环画出版社 2017.2 0514401330

日本語 ぷくちゃんのすてきなぱんつ ひろかわ さえこ/さく アリス館 2001.2 0000852936

中国語

(簡)
漂亮的小裤衩 广川沙映子 文 图 晓晗 译 连环画出版社 2017.2 0514401326

日本語 ぷくちゃんのたくさんだっこ ひろかわ さえこ/さく アリス館 2001.11 0010182563

中国語

(簡)
好多好多抱抱 广川沙映子文 图 晓晗 译 连环画出版社 2017.2 0514401328

日本語 ぷくちゃんのとことこあんよ ひろかわ さえこ/さく アリス館 2001.8 0010126071

中国語

(簡)
啪嗒啪嗒向前走 广川沙映子 文 图 晓晗 译 连环画出版社 2017.2 0514401327

日本語 ぷくちゃんのねんねんぽっぽ ひろかわ さえこ/さく アリス館 2002.2 0010244779

中国語

(簡)
晚安火车出发喽 广川沙映子 文 图 晓晗 译 连环画出版社 2017.2 0514401329

日本語 ふしぎなともだち たじま ゆきひこ/作 くもん出版 2014.6 0013013543

中国語

(簡)
不可思议的朋友 田岛征彦 北京联合出版公司 2017.7 0514571748

日本語 ふねのたび(ペンギンきょうだい) 工藤 ノリコ/[作] ブロンズ新社 2011.6 0012317707

中国語

(繁)
小企鵝搭郵輪 工藤紀子 小魯文化 2016.12 0514363025

日本語 ふまんがあります ヨシタケ シンスケ/作・絵 PHP研究所 2015.1 0013755541

中国語

(繁)
我有意見 吉竹伸介 親子天下 2016.12 0514363076

韓国・

朝鮮語
불만이 있어요 요시타케 신스케 봄나무 2016.1 0614418459
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日本語  ふゆのむしにあいたくて 宮武 頼夫/文 こどものとも社(発売) 2011.4 0012309937 ふゆ

韓国・

朝鮮語
 겨울철 벌레를 찾아서 미야타케 요리오 한림출판사 2003.12 0600008571 ふゆ

日本語 ブルくんとかなちゃん ふくざわ ゆみこ/さく 福音館書店 2007.11 0011531146

英語 ブルくんとかなちゃん -英語版- ふくざわ ゆみこ/絵と文 アールアイシー出版 2005.12 0011128009

ベトナム

語
Bull và Kana Yumiko Fukuzawa Phụ nữ 2015 0014377270

へ 日本語 ペーテルおじさん
エルサ・ベスコフ/さく  石井 

登志子/やく
フェリシモ 2002.4 0010281411

英語 Peter's old house Elsa Beskow. Floris Books 1990 0000549634

中国語

(簡)
皮特的老房子 艾莎·贝斯克、赵清(译) 长江少年儿童出版社 2016.5 0514401414

日本語 ペッテルとロッタのクリスマス
エルサ・ベスコフ/さく・え  ひ

しき あきらこ/やく
福音館書店 2001.1 0010169569

英語 Peter and Lotta's Christmas
told and illustrated by 

Elsa Beskow
Floris 2002 0012653555

中国語

(簡)
皮特和洛塔的圣诞节 艾莎·贝斯克、赵清(译) 长江少年儿童出版社 2016.5 0514401416

日本語 ペッテルとロッタのぼうけん エルサ・ベスコフ/さく・え 福音館書店 2001.9 0010151447

中国語

(簡)
皮特和洛塔的历险 艾莎·贝斯克、赵清(译) 长江少年儿童出版社 2016.5 0514401418

日本語 ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ/さく・え 福音館書店 1976.2 0000237460

中国語

(簡)
派勒的新衣 艾莎·贝斯克、赵清(译) 长江少年儿童出版社 2016.5 0514401415

ほ 日本語 ぼうしとったら tupera tupera/さく 学研教育出版 2012.7 0012551421

中国語

(簡)
掀开帽子 tupera tupera 北京联合出版公司 2016.3 0514571747

日本語 ぼうしのおうち
エルサ・ベスコフ/さく・え  ひ

しき あきらこ/やく
福音館書店 2001.5 0010080770

英語 The children of Hat Cottage Elsa Beskow Floris Books 2012 0012692173

中国語

(簡)
帽子小屋 艾莎·贝斯克 著绘 赵清 译 长江少年儿童出版社 2016.5 0514203178

日本語 ぼくにもそのあいをください 宮西 達也/作絵 ポプラ社 2006.1 0011301164

英語 I want that love Tatsuya Miyanishi Museyon 2016 0014440340

韓国・

朝鮮語
나에게도 사랑을 주세요 미야니시 타츠야 달리 2011.12 0613387316

日本語
ぼくのだ!わたしのよ! -3びきのけんかず

きのかえるのはなし-
レオ=レオニ/[作]  谷川 俊

太郎/訳
好学社 1989.5 0000236075

英語 It's mine! Leo Lionni Dragonfly Books 1986 0012677897

中国語

(簡)
这是我的! 李欧·李奥尼 文·图 阿甲 译 南海出版公司 2010.9 0512387332

韓国・

朝鮮語
내 거야! 레오 리오니 이명희 마루벌 2003.9 0613858233

イタリア

語
e mio! Leo Lionni Fatatrac 1986 0012336402

日本語 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ シンスケ/作 ブロンズ新社 2014.9 0013223158

英語 Can I build another me?
 Shinsuke Yoshitake

Thames & Hudson 2016 0014172290

中国語

(繁)
做一個機器人,假裝是我

Yoshitake Shinsuke
三采文化 2015.6 0514175869

韓国・

朝鮮語
이게 정말 나일까? 요시타케 신스케 주니어김영사 2015.9 0614208940

日本語 ほげちゃん やぎ たみこ/作 偕成社 2011.6 0012306510

中国語

(簡)
小丢丢

[日]八木民子 文图 彭懿 

翻译
北京联合出版公司 2015.5 0513980893

ま 日本語
まえとうしろどんなくるま? 1 どうろこうじ

のくるま
こわせ もりやす/[作] 偕成社 2015.9 0013724789
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中国語

(簡)
了不起的车 1 道路施工车 小轮濑护安 北京科学技术出版社 2017.8 0514571685

日本語
まえとうしろどんなくるま? 2 きんきゅう

しゃりょう
こわせ もりやす/[作] 偕成社 2016.2 0014008200

中国語

(簡)
了不起的车 2 紧急救援车 小轮濑护安 北京科学技术出版社 2017.8 0514571686

日本語 マーシャとくま -「ロシア民話」より- 三木 卓/文 小学館 2007.1 0011506281

中国語

(簡)
玛莎和熊 三木卓 天地出版社 2017.9 0514571741

日本語 まどから★おくりもの 五味 太郎/作・絵 偕成社 1983.11 0000184317 クリスマス

英語
Presents through the window -a 

Taro Gomi Christmas book-
Taro Gomi Chronice Books 2016 0014226604 クリスマス

中国語

(簡)
从窗外送来的礼物

[日]五味太郎 [日]猿渡静

子 译
新星出版社 2012.3 0512666651 クリスマス

韓国・

朝鮮語
창문으로 넘어온 선물 고미 타로 이종화 비룡소 2000.12 0614738650 クリスマス

日本語 まどのそとの そのまたむこう
モーリス・センダック/さく・え 

  わき あきこ/やく
福音館書店 1983.4 0000226580

英語 Outside over there Maurice Sendak Bodley Head 1981 0080239660

韓国・

朝鮮語
잃어버린 동생을 찾아서 모리스 센닥 비룡소 2011.12 0612542906

日本語 ママがおばけになっちゃった! のぶみ/さく 講談社 2015.7 0013559765

中国語

(簡)
小宽,你要坚强 信实 连环画出版社 2017.1 0514761412

韓国・

朝鮮語
엄마가 유령이 되었어! 노부미 길벗어린이 2016.5 0614557225

日本語 まりーちゃんとひつじ
フランソワーズ/文・絵  与田 

準一/訳
岩波書店 1956.12 0000226444 はる

英語 Springtime for Jeanne-Marie Françoise
Hodder and Stoughton 

Children’s Books
1986 0080317041 はる

日本語 まるいちきゅうのまるいちにち 安野 光雅/編 童話屋 1986.1 0070008985

英語 All in a day
Mitumasa Anno/et 

al.|by
Philomel Books [1991] 0000215482

中国語

(簡)
世界的一天 :20版 安野 光雅 英文汉声出版有限公司 1996 0561000138

韓国・

朝鮮語

동그란 지구의 하루 :초판 -ALL IN A 

DAY-
안노 미쓰마사 아이세움 2004.12 0611969536

み 日本語 みつけたものとさわったもの
ウィル/さく  ニコラス/さく  

晴海 耕平/やく

童話館出版
1997.11 0000643153

英語 Finders keepers
by William Lipkind   by 

Nicolas Mordvinoff

Harcourt
1951 0080219756

中国語

(簡)
小机灵和小迷瞪

威廉·利普金德 尼古拉斯·

莫尔德维诺夫 文/图
北京联合出版公司 2012.7 0512829329

日本語 みんなうんち 五味 太郎/さく 福音館書店 2012.5 0012561146

英語 Everyone poops Taro Gomi Kane Miller 2001 0014172301

中国語

(簡)
大家来大便 :20版 五味 太郎 英文汉声出版有限公司 1996 0561000123

韓国・

朝鮮語
Minna unchi -韓国・朝鮮語版- 五味 太郎/作・絵 絵本の家 2003.4 0010529413

ベトナム

語
Tất cả đều đi ị Taro Gomi Phụ nữ 2015 0014377267

日本語 みんながおしえてくれました 五味 太郎/作 絵本館 1983.10 0070028853

英語 My friends Taro Gomi Chronicle Books
2005, 

©1990
0014172300

中国語

(簡)
大家教给我的 五味太郎 季颖 译 北京联合出版公司 2016.5 0514401405

韓国・

朝鮮語
모두에게 배웠어 : 고미 타로의 성장 수

업
고미 타로 천개의바람 2015.12 0614209072

ポルトガ

ル語
Aprendo Com Meus Amigos Taro Gomi Cosac Naify 2007 0011710401

む 日本語 むしのもり タダ サトシ/作 小学館 2008.6 0011660986
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中国語

(簡)
昆虫森林・摔跤比赛 多田智 贵州人民出版社 2017.7 0514571622

日本語 むしむしでんしゃ 内田 麟太郎/文 童心社 2009.6 0011885091

中国語

(簡)
酷虫火车 内田麟太郎 北京科学技术出版社 2018.1 0514571693

も 日本語 もうねむたくて ねむたくて 森山 京/さく フレーベル館 2007.11 0011535304

中国語

(簡)
啊,好困好困 森山京 佐野洋子 南京大学出版社 2017.8 0514571628

日本語 もうぬげない ヨシタケ シンスケ/作 ブロンズ新社 2015.1 0013787721

英語 Still stuck Shinsuke Yoshitake Abrams 2015 0014439376

中国語

(繁)
脫不下來啊! 吉竹伸介 三采文化 2016.5 0514175872

韓国・

朝鮮語
벗지 말걸 그랬어 요시타케 신스케 위즈덤하우스 2016.5 0614208997

日本語 もこ　もこもこ 谷川 俊太郎/作 文研出版 1977 0000226468

英語 噗~噗~噗
谷川俊太郎 文 元永定正 

图
南海出版公司 2012.3 0512829406

日本語 もったいないばあさん 真珠 まりこ/作・絵 講談社 2004.10 0010844877

英語
Mottainai Grandma -もったいないば

あさん対訳版-
真珠 まりこ/作・絵 講談社 2005.11 0011102220

中国語

(簡)
怕浪费婆婆 真珠真理子 文·图 二十一世纪出版社 2009.7 0512829381

日本語 モチモチの木
斎藤 隆介/作  滝平 二郎/

絵
岩崎書店 1971.11 0000165401

中国語

(簡)
魔奇魔奇树

[日]齐藤隆介 [日]泷平二

郎 绘 彭懿 译

新星出版社
2012.8 0512666633

韓国・

朝鮮語
모치모치 나무 사이토 류스케 주니어랜덤 2010.8 0612347214

や 日本語 やさいさん tupera tupera/さく 学研プラス 2010.7 0013960984

中国語

(簡)
蔬菜躲猫猫 tupera tupera 北京联合出版公司 2016.3 0514571745

日本語 やまださんちのてんきよほう 長谷川 義史/作
絵本館

2005.3 0010959033

中国語

(簡)
山田家的气象报告

长谷川义史 文·图 李瑾伦 

译
河北教育出版社 2014.3 0513155194

韓国・

朝鮮語
우리 집 일기 예보 하세가와 요시후미

책속물고기
2011.7 0612542919

ゆ 日本語  ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ/作 セーラー出版 1988.12 0070007649 ふゆ

英語  Brave Irene William Steig Farrar，Stausand Giroux 1986 0080317225 ふゆ

日本語 ゆきおんな 中脇 初枝/文 小学館 2009.12 0011990799 ふゆ

中国語

(簡)
雪女 中脇初枝 天地出版社 2017.9 0514571737 ふゆ

日本語  ゆきがやんだら 酒井 駒子/[作] 学研 2005.12 0011102887 ふゆ

英語  The snow day :1st American ed. Komako Sakai Arthur A. Levine Books 2009 0011960454 ふゆ

日本語 雪の写真家ベントレー
ジャクリーン・ブリッグズ・

マーティン/作
BL出版 1999.12 0000780479 ふゆ

中国語

(簡)
雪花人

[美]杰奎琳·布里格斯·马丁 文 

[美]玛丽·阿扎里安 图 柯倩华 

译
河北教育出版社 2007.11 0511710478 ふゆ

日本語 ゆきのひ
エズラ・ジャック・キーツ/ぶ

ん・え  きじま はじめ/やく

偕成社
1979 0000193129 ふゆ

英語 The snowy day Ezra Jack Keats. Bodley Head 1967 0000551463 ふゆ

中国語

(簡)
下雪天 艾兹拉·杰克·季兹 明天出版社 2008.9 0511979887 ふゆ

日本語 ゆびさきちゃんのだいぼうけん いわい としお/著 白泉社 2016.7 0014139699

中国語

(簡)
小手指的大冒险 岩井俊雄 北京科学技术出版社 2018.3 0514571687
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よ 日本語 よるのいえ
スーザン・マリー・スワンソン/文  

ベス・クロムス/絵  谷川 俊太郎

/訳
岩波書店 2010.11 0012182724

英語 The house in the night
written by Susan Marie 

Swanson   pictures by Beth 

Krommes
Houghton Mifflin Co. 2008 0011705542

中国語

(簡)
夜色下的小屋

苏珊·玛丽·斯万森 著 贝斯·

克罗姆斯 绘

新星出版社
2012.5 0512829320

ら 日本語 ライオンをかくすには
ヘレン・スティーヴンズ/作  

さくま ゆみこ/訳

ブロンズ新社
2013.3 0012695182

英語 How to hide a lion Helen Stephens
Henry Holt and 

company
2013 0013303109

中国語

(繁)
獅子要藏在哪裡? 海倫・史蒂芬 米奇巴克 2013 0513740068

り 日本語 りゆうがあります ヨシタケ シンスケ/作・絵 PHP研究所 2015.3 0013435373

中国語

(繁)
我有理由 吉竹伸介 親子天下 2016.5 0514175921

韓国・

朝鮮語
이유가 있어요 요시타케 신스케 봄나무 2015.7 0614418458

日本語 りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ/作 ブロンズ新社 2013.4 0012718988

英語 It might be an apple Shinsuke Yoshitake Thames ＆ Hudson 2015 0014172307

中国語

(繁)
這是蘋果嗎?也許是喔 Yoshitake Shinsuke 三采文化 2015.7 0514175868

韓国・

朝鮮語
이게 정말 사과일까? 요시타케 신스케 주니어김영사 2014.10 0614208938

る 日本語 ルピナスさん -小さなおばあさんのお話-
バーバラ・クーニー/さく  か

けがわ やすこ/やく
ほるぷ出版 1987.10 0070007658

英語 Miss Rumphius
story and picures by 

Barbara Cooney
Viking Press 1982 0000250383

中国語

(簡)
花婆婆

[美]芭芭拉·库尼(文图) 方

素珍(译)
河北教育出版社 2007.4 0512218100

韓国・

朝鮮語
미스 럼피우스 바버러 쿠니 시공사 1996.10 0600008591

日本語 ルラルさんのごちそう いとう ひろし/作 ポプラ社 2001.9 0010144876

中国語

(簡)
鲁拉鲁先生请客

伊东宽 文/图 蒲蒲兰 译∥

南昌
二十一世纪出版社 2009.6 0514401378

日本語 ルラルさんのじてんしゃ いとう ひろし/作 ポプラ社 2002.4 0010291975

中国語

(簡)
鲁拉鲁先生的自行车 伊东宽、蒲蒲兰(译) 二十一世纪出版社 2009.6 0514401413

日本語 ルラルさんのにわ いとう ひろし/作 ポプラ社 2001.9 0010144878

中国語

(簡)
鲁拉鲁先生的院子 伊东宽 文/图 蒲蒲兰 译 二十一世纪出版社 2009.6 0514401377

れ 日本語 れっしゃのたび(ペンギンきょうだい) 工藤 ノリコ/作 ブロンズ新社 2007.5 0011423012

中国語

(繁)
小企鵝搭火車 工藤紀子 小魯文化 2016.12 0514363026

日本語
レッド・ラッカムの宝(タンタンの冒険旅行 

4)
エルジェ/作 福音館書店 1983.10 0000168188

韓国・

朝鮮語
라캄의 보물(땡땡의 모험 12) 에르제 서울 2002.5 0612542928

ベトナム

語

Kho báu của Rackham áo đỏ(Những 

cuộc phiêu lưu của Tintin)
Hergé

Nhà Xuất Bản Tổng hợp 

thành phố Hồ Chí Minh
2014 0014377253

ろ 日本語 ろくべえ まってろよ 灰谷 健次郎/作 文研出版 1978 0000173442

韓国・

朝鮮語
로쿠베,조금만 기다려 :초판 하이타니 겐지로 양철북 2006.3 0612347216

日本語 ロバのシルベスターとまほうの小石
ウィリアム・スタイグ/さく  せ

た ていじ/やく
評論社 2006.2 0011156737

英語 Sylvester and the magic pebble William Steig

Simon and Schuster 

Books for Young 

Readers

1969, 

1997
0011349944

中国語

(簡)
驴小弟变石头

威廉·史塔克 文·图 张剑鸣 

译
明天出版社 2013.7 0513155189

日本語 ロンパーちゃんとふうせん 酒井 駒子/さく・え 白泉社 2003.3 0010483588

中国語

(簡)
蓉蓉和气球 [日]酒井驹子 赵峭 译 新星出版社 2012.9 0512666629
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韓国・

朝鮮語
노란 풍선 사카이 고마코 웅진주니어 2007.5 0611699893

わ 日本語 わすれられないおくりもの
スーザン・バーレイ/さく え  

小川 仁央/やく
評論社 1986.1 0000240407

英語 Badger's parting gifts Susan Varley. Andersen Press 1984 0000550770

中国語

(繁)
獾的禮物 蘇珊.巴蕾 林眞美 遠流 2019.2 0514743961

日本語
わたしのくらし世界のくらし -地球にくらす7人

の子どもたちのある1日-

マット・ラマス/作・絵  おお

つか のりこ/訳
汐文社 2018.7 0014534084

英語
This is how we do it -one day in the 

lives of seven kids from around the 

world-

Matt Lamothe Chronicle Books 2017 0014440346

中国語

(繁)
世界的孩子,不一樣的生活 -來自7個國家的7

個孩子,食衣住行都不同的一天-
麥特‧拉莫斯 彭欣喬 遠見天下文化 2018.2 0514549551

日本語 わたしのぼうし さの ようこ/作・絵 ポプラ社 1977 0000214200

中国語

(簡)
我的帽子 佐野洋子 连环画出版社 2017.1 0514571633

日本語 わたり鳥 鈴木 まもる/作・絵 童心社 2017.3 0014272555

中国語

(簡)
候鸟回来了 铃木守 北京科学技术出版社 2018.3 0514571698

日本語 わにさんどきっはいしゃさんどきっ :2版 五味 太郎/作 偕成社 2009.9 0012749746

英語 The crocodile and the dentist Taro Gomi Chronicle Books 2018 0014640417

中国語

(簡)
鳄鱼怕怕牙医怕怕 (日)五味太郎 明天出版社 2008.10 0512169790

中国語

(繁)
鳄鱼怕怕牙医怕怕 五味太郎 上谊文化实业 1998.3 0512494302

韓国・

朝鮮語
악어도 깜짝,치과 의사도 깜짝! 고미 타로 비룡소 2000.1 0610111748
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