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■勉強会で紹介された本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

作・文 絵 出版社 出版年

さかさまライオン 内田麟太郎 長新太 童心社 1985

うそつきのつき 内田麟太郎 荒井良二 文渓堂 1996

なつはうみ 内田麟太郎 村上康成 偕成社 1997

ともだちや 内田麟太郎 降矢なな 偕成社 1998.1

がたごとがたごと 内田麟太郎 西村繁男 童心社 1999

わらうだいじゃやま 内田麟太郎 伊藤秀男 石風社 1999

ぶきゃ　ぶきゃ　ぶー 内田麟太郎 竹内通雅 光村教育図書 2009

たぬきのおつきみ 内田麟太郎 山本孝 岩崎書店 2003

ぽっかりつきがでましたら 内田麟太郎 渡辺有一 文研出版 2007
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■その他関連資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作・文 絵 出版社 出版年

おばけでんしゃ 内田麟太郎 西村繁男 童心社 2007

むしむしでんしゃ 内田麟太郎 西村繁男 童心社 2009

ようちえんがばけますよ 内田麟太郎 西村繁男 くもん出版 2012

しょうてんがいはふしぎど
おり

内田麟太郎 村田エミコ 佼成出版社 2014

書名

書名 作・文 作・文 絵 出版社 出版年

くるぞくるぞ 内田麟太郎 長新太 童心社 1988

うみのしっぽ 内田麟太郎 長新太 童心社 1991

ぼくはぼくだよ 内田麟太郎 藤井克彦 あすなろ書房 1991.6

こいしがどしーん 内田麟太郎 長新太 童心社 1992.5

ちょっとだけ 内田麟太郎 梶山俊夫 くもん出版 1992.4

そらとぶアヒル 内田麟太郎 長新太 童心社 1995.5

くろねこニヤニヤ 内田麟太郎 かわむらふゆ ルック 1995.1

あれってしってる 内田麟太郎 かわむらふゆ ルック 1995.1

はるまでおあずけ 内田麟太郎 村上康成 ベネッセ 1996.10

つぎは3丁目 内田麟太郎 長野ひで子 童心社 1996.11

こちょこちょこちょ 内田麟太郎 長野ひで子 童心社 1996.7

ほっぺほっぺほっぺ 内田麟太郎 長野ひで子 童心社 1996.7

おいでおいで 内田麟太郎 長野ひで子 童心社 1996.7

うみへいきたい 内田麟太郎 宮本忠夫 佼成出版社 1997.6

でたーっ 内田麟太郎 メグホソキ 国土社 1997.7

へんてこ島うた 内田麟太郎 高部晴一 パロル舎 1997.12

ひたひたどんどん 内田麟太郎 伊藤秀男 解放出版社 2000.2

ともだちくるかな 内田麟太郎 降矢なな 偕成社 1999.2

つれたつれた 内田麟太郎 石井聖岳 解放出版社 2000.2

あしたもともだち 内田麟太郎 降矢なな 偕成社 2000.10

ごめんねともだち 内田麟太郎 降矢なな 偕成社 2001.3

おはようぺろぺろ 内田麟太郎 みやざきひろかず 金の星社 2001.6

いただきますおいしいね 内田麟太郎 みやざきひろかず 金の星社 2001.6

ただいまいわないもん 内田麟太郎 みやざきひろかず 金の星社 2001.7

たかーいたかーい 内田麟太郎 本信公久 金の星社 2001.9

じてんしゃきこきこ 内田麟太郎 大橋重信 ビリケン出版 2001.9

そろそろぞろぞろ 内田麟太郎 藤枝リュウジ 金の星社 2001.9

ともだちひきとりや 内田麟太郎 降矢なな 偕成社 2002.2

くるぞくるぞ

ちょっとだけ

つぎは3丁目

ひたひたどんどん
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書名 作・文 作・文 絵 出版社 出版年

ワニぼうのこいのぼり 内田麟太郎 高畠純 文溪堂 2002.5

こわくないこわくない 内田麟太郎 大島妙子 童心社 2002.7

さびしいはさびしくない 内田麟太郎 田頭よしたか 教育画劇 2002.8

いろいろあってね 内田麟太郎 本信公久 くもん出版 2002.10

十二支のおはなし 内田麟太郎 山本孝 岩崎書店 2002.11

やまのむにゃむにゃ 内田麟太郎 伊藤秀男 佼成出版社 2002.11

しんじなくてもいいけれど 内田麟太郎 早川純子 ビリケン出版 2003.2

かあちゃんかいじゅう 内田麟太郎 長谷川義史 ひかりのくに 2003.4

ありがとうともだち 内田麟太郎 降矢なな 偕成社 2003.6

ワニぼうのかいすいよく 内田麟太郎 高畠純 文渓堂 2003.6

はくちょう 内田麟太郎 伊勢英子 講談社 2003.7

うみのむにゃむにゃ 内田麟太郎 伊藤秀男 佼成出版社 2003.12

ふくはうち　おにもうち 内田麟太郎 山本孝 岩崎書店 2004.1

ことば　どんどん　1-5 内田麟太郎 矢沢励（写真）ほか ひかりのくに 2004.1

なりました 内田麟太郎 山口マオ すずき出版 2004.4

おかあさんになるってどんなこと 内田麟太郎 中村悦子 ＰＨＰ研究所 2004.4

おじいちゃんの木 内田麟太郎 村上康成 佼成出版社 2004.5

ねがいぼしかなえぼし 内田麟太郎 山本孝 岩崎書店 2004.6

かたちのおしゃべり 内田麟太郎 本信公久 くもん出版 2004.6

ねぇねぇ 内田麟太郎 長谷川義史 すずき出版 2004.10

あいつもともだち 内田麟太郎 降矢なな 偕成社 2004.10

さみしがりやのサンタさん 内田麟太郎 沢田としき 岩崎書店 2004.11

はるまでおあずけ 内田麟太郎 村上康成 ベネッセ 2004.11

ともだちできたら 内田麟太郎 石井聖岳 ベネッセ 2004.11

こんにちはおにさん 内田麟太郎 広野多珂子 教育画劇 2004.12

わたしのおひなさま 内田麟太郎 山本孝 岩崎書店 2005.1

ワニぼうのゆきだるま 内田麟太郎 高畠純 文渓堂 2005.2

かあさんのこころ 内田麟太郎 味戸ケイコ 佼成出版社 2005.5

へいきへいき 内田麟太郎 竹内通雅 講談社 2005.5

ぽんぽん 内田麟太郎 畑中純 すずき出版 2005.7

えんまとおっかさん 内田麟太郎 山本孝 岩崎書店 2005.7

とってもいいこと 内田麟太郎 荒井良二 クレヨンハウス 2005.9

おばあちゃんの花 内田麟太郎 村上康成 佼成出版社 2005.9

おでんさむらいこぶまきのまき 内田麟太郎 西村繁男 くもん出版 2006.1

どうしたの 内田麟太郎 のぶみ 教育画劇 2006.1

ルサちゃんのさんぽみち 内田麟太郎 村上康成 佼成出版社 2006.3

かみさま全員集合 内田麟太郎 山本孝 岩崎書店 2006.10

ともだちおまじない 内田麟太郎 降矢なな 偕成社 2006.11

かあさんから生まれたんだよ 内田麟太郎 味戸ケイコ ＰＨＰ研究所 2007.2

ワニぼうのやまのぼり 内田麟太郎 高畠純 文渓堂 2007.3

ちゃいますちゃいます 内田麟太郎 大橋重信 教育画劇 2007.4

狂言絵本「ぶす」 内田麟太郎 長谷川義史 ポプラ社 2007.7

狂言絵本「かきやまぶし」 内田麟太郎 大島妙子 ポプラ社 2008.1

わらった 内田麟太郎 竹内通雅 絵本館 2008.3

おでんさむらいしらたきのまき 内田麟太郎 西村繁男 くもん出版 2008.3

いつもいつもそうかな 内田麟太郎 下谷二助 すずき出版 2008.3

おばけの花見 内田麟太郎 山本孝 岩崎書店 2008.4

ごくらくねこ 内田麟太郎 大橋重信 佼成出版社 2008.5

狂言絵本「かたつむり」 内田麟太郎 かつらこ ポプラ社 2008.6

きになるともだち 内田麟太郎 降矢なな 偕成社 2008.9

かあちゃんかいじゅう

ことば　どんどん　1-4

ともだちできたら

かあさんのこころ

ワニぼうのこいのぼり

おばあちゃんの花

狂言絵本「ぶす」

おでんさむらいしらた
きのまき



 

書名 作・文 作・文 絵 出版社 出版年

うまれてきたんだよ 内田麟太郎 味戸ケイコ 解放出版社 2008.10

ぎゅっとだっこ七五三 内田麟太郎 山本孝 岩崎書店 2008.10

おでんさむらいちくわのまき 内田麟太郎 西村繁男 くもん出版 2008.10

ありがとうサンタさん 内田麟太郎 かすや昌宏 女子パウロ会 2008.10

なのなの 内田麟太郎 大島妙子 童心社 2008.11

狂言絵本「かみなり」 内田麟太郎 よしながこうたく ポプラ社 2008.12

狂言絵本「うそなき」 内田麟太郎 マスリラ ポプラ社 2009.2

すやすやタヌキがねていたら 内田麟太郎 渡辺有一 文研出版 2009.3

なきすぎてはいけない 内田麟太郎 たかすかずみ 岩崎書店 2009.5

ありがとうしょうぼうじどうしゃ 内田麟太郎 西村繁男 童心社 2009.6

みさき 内田麟太郎 沢田としき 佼成出版社 2009.7

やまのバス 内田麟太郎 村田エミコ 佼成出版社 2009.9

おもいで 内田麟太郎 中野真典 イーストプレス 2009.9

やってきました 内田麟太郎 かわむらふゆみ 福音館書店 2009.10

なりました 内田麟太郎 山口マオ すずき出版 2009.10

だいくのたこ９さん 内田麟太郎 田中六大 くもん出版 2009.11

まねっこでいいから 内田麟太郎 味戸ケイコ 瑞雲舎 2009.12

ともだちごっこ 内田麟太郎 降矢なな 偕成社 2010.3

だんどんだんどん 内田麟太郎 かつらこ ＰＨＰ研究所 2010.4

『とうさん』 内田麟太郎 つよしゆうこ ポプラ社 2010.5

おでんさむらいひやしおでんのまき内田麟太郎 西村繁男 くもん出版 2010.6

こわ～いおつかい 内田麟太郎 こいでなつこ あかね書房 2010.6

だれかがぼくを 内田麟太郎 黒井健 ＰＨＰ研究所 2010.8

とげとげ 内田麟太郎 佐藤茉利子 童心社 2010.9

ありがとうもぐらのゲンさん 内田麟太郎 古川麻澄 童心社 2010.10

だがしかし 内田麟太郎 西村繁男 文渓堂 2010.12

お正月さんありがとう 内田麟太郎 山本孝 ひかりのくに 2010.12

みんなかわいい 内田麟太郎 梅田俊作 女子パウロ会 2011.4

うっとりはなにみとれたら 内田麟太郎 渡辺有一 文研出版 2011.4

イタチとみずがみさま 内田麟太郎 山本孝 岩崎書店 2011.6

これもむしぜんぶむし 内田麟太郎 斎藤隆夫 すずき出版 2011.9

はなのはなうた 内田麟太郎 おぼまこと 絵本館 2011.9

かっぱのこいのぼり 内田麟太郎 山本孝 岩崎書店 2012.4

よろしくともだち 内田麟太郎 降矢なな 偕成社 2012.5

おひげおひげ 内田麟太郎 西村敏雄 すずき出版 2012.6

ともだちできたよ 内田麟太郎 こみねゆら 文研出版 2012.9

あいうえおのえほん 内田麟太郎 西村繁男 童心社 2012.10

ぽにょりぽにょり 内田麟太郎 林家木久扇 今人舎 2012.10

内田麟太郎の行事絵本　全１３巻 内田麟太郎 岩崎書店 2013.3

なんだかへんなのね 内田麟太郎 岡山伸也 絵本塾出版 2013.4

おばけにょうぼう 内田麟太郎 町田尚子 イーストプレス 2013.4

ことばであそぼう五七五 内田麟太郎 喜湯本のづみ ＷＡＶＥ出版 2013.6

くるぞくるぞ 内田麟太郎 長新太 童心社 2013.11

うみのしっぽ 内田麟太郎 長新太 童心社 2013.11

こいしがどしーん 内田麟太郎 長新太 童心社 2013.11

そらとぶアヒル 内田麟太郎 長新太 童心社 2013.11

さっちゃんのてぶくろ 内田麟太郎 つちだのぶこ 金の星社 2014.2

タコのたこきちくん 内田麟太郎 西村繁男 小学館 2014.2

おひざでだっこ 内田麟太郎 長谷川義史 童心社 2014.2

うみべのいす 内田麟太郎 nakaban 佼成出版社 2014.4

わらってるわらってる 内田麟太郎 クレヨンハウス 2014.7

ないてるないてる 内田麟太郎 クレヨンハウス 2014.7

いいこねんね 内田麟太郎 長谷川義史 童心社 2015.2

だれかさん 内田麟太郎 今森光彦（切り絵） アリス館 2015.4

なりました

こわ～いおつかい

お正月さんありがとう

かっぱのこいのぼり

なんだかへんなのね

さっちゃんのてぶくろ

うまれてきたんだよ

なきすぎてはいけない


