
久留米市立図書館所蔵大型絵本テーマ別一覧 

 ※市内各図書館の所蔵の有無は、蔵書検索でご確認ください。 

 

タイトル 作 絵 訳 出版 年 サイズ 

くものすおやぶんとりものちょう  秋山  あゆ子     福音館書店 2008 36×50 

へんしんトイレ あきやま ただし あきやま ただし   金の星社 2020 50 

とんとんとん  あきやま ただし あきやま ただし   金の星社 2019 50 

うみキリン  あきやま ただし あきやま ただし   金の星社 2016 50 

へんしんおばけ あきやま ただし あきやま ただし   金の星社 2012 50 

たまごにいちゃんぐみ あきやま ただし あきやま ただし   鈴木出版 2009 50 

ひつじぱん あきやま ただし あきやま ただし   鈴木出版 2008 44 

へんしんトンネル あきやま ただし あきやま ただし   金の星社 2007 50 

たまごねえちゃん あきやま ただし あきやま ただし   鈴木出版 2006 50 

たまごにいちゃん あきやま ただし あきやま ただし   鈴木出版 2003 50 

おばけのバーバパパ アネット・チゾン 

タラス・テイラー 

  山下 明生 偕成社 2003 43×49 

ちいちゃんのかげおくり  あまん きみこ 上野 紀子   あかね書房 2014 50 

れいぞうこ  新井 洋行 新井 洋行   偕成社 2015 56 

うさぎのくれたバレエシューズ  安房 直子 南塚 直子   小峰書店 2004 50 

おおきなもののすきなおうさま  安野 光雅 安野 光雅   メイト 2004 50 

おばあちゃん、まっててね！ いけずみ ひろこ いけずみ ひろこ   岩崎書店 2012 47 

パンダくんのおにぎり いしかわ こうじ いしかわ こうじ   ポプラ社 2020 38×50 

クリスマスのかくれんぼ いしかわ こうじ いしかわ こうじ   ポプラ社 2019 38×38 

おめんです いしかわ こうじ いしかわ こうじ   偕成社 2014 43×43 

おめんです 2 いしかわ こうじ いしかわ こうじ   偕成社 2014 21×21 

どうぶついろいろかくれんぼ  いしかわ こうじ いしかわ こうじ   ポプラ社 2007 38×38 

のりものいろいろかくれんぼ いしかわ こうじ いしかわ こうじ   ポプラ社 2007 38×38 

おやおや、おやさい  石津 ちひろ 山村 浩二   福音館書店 2014 42 
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へびくんのおさんぽ  いとう ひろし いとう ひろし   鈴木出版 2006 44 

ちからたろう いまえ よしとも たじま せいぞう   ポプラ社 2004 48 

そらの 100 かいだてのいえ  いわい としお     偕成社 2018 116×21 

うみの１００かいだてのいえ  いわい としお     偕成社 2014 116×21 

ちか１００かいだてのいえ  いわい としお     偕成社 2010 116×21 

１００かいだてのいえ  いわい としお     偕成社 2009 116×21 

トーマスきゃくしゃをひく ウィルバート・オードリー（原作）   文平 玲子 ポプラ社 2004 42 

とんとんとん 上野 与志 末崎 茂樹   チャイルド本社 2007 50 

ともだちや  内田 麟太郎 降矢 なな   偕成社 2006 50 

パパ、お月さまとって！  エリック＝カール   もり ひさし 偕成社 2015 59 

はらぺこあおむし  エリック・カール   もり ひさし 偕成社 1994 42×58 

月ようびはなにたべる？  エリック・カール エリック・カール もり ひさし 偕成社 1997 56 

ドアがあいて・・・  エルンスト・ヤンドゥル ノルマン・ユンゲ 斉藤 洋 ほるぷ出版 2006 33×44 

ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 大村 泰子 大村 泰子   ポプラ社 2005 44 

かたあしだちょうのエルフ おのき がく おのき がく   ポプラ社 2004 44 

あるのかな  織田  道代 飯野 和好   鈴木出版 2007 36×50 

だいすきっていいたくて  カール・ノラック クロード・Ｋ・デュボア 河野万里子 ほるぷ出版 2008 37×44 

おしくら・まんじゅう  かがくい ひろし     ブロンズ新社 2019 39×48 

おふとんかけたら  かがくい ひろし     ブロンズ新社 2019 39 

だるまさんと  かがくい ひろし かがくい ひろし   ブロンズ社 2011 39 

だるまさんが  かがくい ひろし     ブロンズ新社 2010 39×39 

だるまさんの  かがくい ひろし     ブロンズ新社 2010 39×39 

時の迷路  香川 元太郎 香川 元太郎   PHP 研究所 2012 53 

だるまちゃんとかみなりちゃん  加古 里子 加古 里子   福音館書店 2016 36×50 
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だるまちゃんとてんぐちゃん  加古 里子 加古 里子   福音館書店 2016 36×50 

からすのパンやさん  加古 里子 加古 里子   偕成社 1997 51 

はははのはなし 加古 里子 加古 里子   福音館書店 2011 49 

ろばさんのかわいいバッグ  香山 美子 柿本 幸造   チャイルド本社 2006 50×50 

どうぞのいす  香山 美子 柿本 幸造   チャイルド本社 2005 50 

しっぽのはたらき 川田 健(文) 薮内 正幸 今泉 吉典(監修) 福音館書店 2011 48×44 

たまごのあかちゃん かんざわ としこ やぎゅう げんいちろう   福音館書店 2009 42 

いたずらラッコとおなべのほし  神沢 利子 長 新太   あかね書房 2003 50 

なにをたべてきたの？  岸田 衿子 長野 博一   佼成出版社 2005 50 

どうぶつしんちょうそくてい  聞かせ屋。けいたろう 高畠 純   アリス館 2016 50 

かばくん  岸田 衿子 中谷 千代子   福音館書店 2001 36×50 

ゆうたとさんぽする  きたやま ようこ きたやま ようこ   あかね書房 2008 43 

ゆうたはともだち  きたやま ようこ     あかね書房 2007 43 

９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村 研 村上 康成   チャイルド本社 2006 50 

９９９ひきのきょうだい  木村 研 村上 康成   チャイルド本社 2005 50 

Series 大きな絵本 第３巻 

ビッグゲーム  

キャロライン・アストロップ 

ジョン・アストロップ 

    集文社 1990 62 

おこだでませんように くすのき しげのり 石井 聖岳   小学館 2014 40×45 

ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ  工藤 ノリコ     白泉社 2019 44×44 

ノラネコぐんだんパンこうじょう  工藤 ノリコ     白泉社 2017 44×44 

はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう!  くぼ まちこ     アリス館 2022 36×36 

みんなでんしゃ  薫 くみこ かとう ようこ   チャイルド本社 2009 50×50 

わにわにのおふろ 小風 さち 山口 マオ   福音館書店 2009 42 

サンドイッチサンドイッチ  小西 英子     福音館書店 2014 42 
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みんなうんち 五味 太郎     福音館書店 2011 49 

まどから・おくりもの  五味 太郎 五味 太郎   偕成社 2003 43×45 

にじいろのしまうま  こやま  峰子 やなせ たかし   金の星社 2004 48×50 

いつもいっしょに こんの ひとみ いもと ようこ   金の星社 2009 48×50 

グレートワンダーシップへようこそ！  五味  太郎     偕成社 2007 52 

きんぎょがにげた 五味 太郎     福音館書店 2009 42 

くじらだ！ 五味  太郎 五味  太郎   岩崎書店 2004 52 

だいおういかのいかたろう  ザ・キャビンカンパニー ザ・キャビンカンパニー   鈴木出版 2015 50 

あぶくたった  さいとう しのぶ（構成） さいとう しのぶ   チャイルド本社 2019 50 

おべんとうばこのうた  さいとう しのぶ（構成） さいとう しのぶ   チャイルド本社 2019 50 

ひさの星  斎藤 隆介 岩崎 ちひろ   岩崎書店 2004 50 

半日村  斎藤 隆介 滝平 二郎   岩崎書店 2004 53 

花さき山  斎藤 隆介 滝平 二郎   岩崎書店 2003 52 

モチモチの木  斎藤 隆介 滝平 二郎   岩崎書店 2002 53 

おしゃれなおたまじゃくし  佐倉 智子 塩田  守男   メイト 2003 51 

おおきなきがほしい  さとう  さとる むらかみ つとむ   偕成社 2007 51 

もぐらバス  佐藤 雅彦（原案） 

うちの ますみ 

うちの ますみ   偕成社 2011 40×55 

よくばりすぎたねこ さとう わきこ さとう わきこ   メイト 2005 50 

せんたくかあちゃん  さとう わきこ さとう わきこ   福音館書店 2003 36×50 

おじさんのかさ  佐野 洋子 佐野 洋子   講談社 2003 53 

ちいさなくれよん 篠塚 かをり 安井 淡   金の星社 2002 50 

バムとケロのもりのこや 島田 ゆか 島田 ゆか   文溪堂 2013 32×41 

バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか 島田 ゆか   文溪堂 2012 32×41 
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バムとケロのおかいもの 島田 ゆか 島田 ゆか   文溪堂 2010 32×41 

バムとケロのそらのたび 島田 ゆか 島田 ゆか   文渓堂 2009 32×41 

バムとケロのにちようび 島田 ゆか 島田 ゆか   文溪堂 2008 32×41 

はじめてのおるすばん  清水  道尾 山本 まつ子   岩崎書店 2003 51 

はじめまして How Do You Do?  新沢 としひこ 大和田 美鈴 デレック・ウェスマン 鈴木出版 2019 44 

もったいないばあさんのいただきます 真珠 まりこ 真珠 まりこ   講談社 2019 53 

おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ   おおさわ あきら ほるぷ出版 2008 34×43 

おばけびょうきになる  ジャック・デュケノワ   おおさわ あきら ほるぷ社 2008 34×43 

おばけパーティ  ジャック・デュケノワ ジャック・デュケノワ おおさわ あきら ほるぷ出版 2004 33×43 

Series 大きな絵本 第５巻  

世界の地図 ワンダフルワールド 

シュテファン・レムケ シュテファン・レムケ   集文社 1990 61×41 

ガンピーさんのふなあそび  ジョン・バーニンガム   光吉 夏弥 ほるぷ出版 2004 38×38 

おべんとうバス 真珠 まりこ 真珠 まりこ   チャイルド本社 2009 50 

もったいないばあさん  真珠 まりこ 真珠 まりこ   講談社 2008 53 

もりのかくれんぼう  末吉 暁子 林 明子   偕成社 2006 51 

おにのパンツ  鈴木 博子（構成） 鈴木 博子   チャイルド本社 2019 50 

せんろはつづくどこまでつづく 鈴木 まもる 鈴木 まもる   金の星社 2022 48×50 

こわーいはなし  せな けいこ せな けいこ   鈴木出版 2007 36×50 

となりのたぬき  せな けいこ せな けいこ   鈴木出版 2005 36×50 

おばけのてんぷら せな けいこ せな けいこ   ポプラ社 2004 50 

じゃんけんぽん  せなけいこ せなけいこ   鈴木出版 2010 36×50 

はっぱのおうち 征矢 清 林 明子   福音館書店 2010 42 

せんろはつづく 竹下 文子 鈴木 まもる   金の星社 2010 48×50 

すみっこのおばけ 武田 美穂 武田 美穂   ポプラ社 2005 38×38 
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タイトル 作 絵 訳 出版 年 サイズ 

とべバッタ  田島 征三     偕成社 2003 43×54 

りんごがドスーン  多田 ヒロシ 多田 ヒロシ   文研出版 2019 43 

Series 大きな絵本 第７巻 

おばけもいますなかまがぞろぞろ 

多田 ヒロシ 多田 ヒロシ   集文社 1992 61 

もこもこもこ 谷川 俊太郎 元永 定正   文研出版 2006 44 

ありとすいか たむら しげる たむら しげる   ポプラ社 2004 49 

ここがせかいいち！ 千葉 とき子（監修）     チャイルド本社 2008 51×60 

キャベツくん 長 新太 長 新太   文研出版 2007 44 

ぼくのくれよん  長 新太 長 新太   講談社 2003 53 

かわいそうなぞう 土家  由岐雄 武部 本一郎   金の星社 1999 50 

はじめてのおつかい  筒井 頼子 林 明子   福音館書店 1999 36×50 

いろいろバス tupera tupera     大日本図書 2021 50 

おばけだじょ tupera tupera     学研プラス 2018 52 

やさいさん tupera tupera     学研プラス 2015 36×36 

どんぐりたろうのき  鶴見  正夫 黒井 健   佼成出版社 2004 50 

おおはくちょうのそら  手島 圭三郎 手島 圭三郎   リブリオ出版 2005 44 

きたきつねのゆめ  手島 圭三郎 手島 圭三郎   リブリオ出版 2005 44 

しまふくろうのみずうみ  手島 圭三郎 手島 圭三郎   リブリオ出版 2005 44 

あいうえおうさま 寺村 輝夫 和歌山 静子 

杉浦 範茂（デザイン） 

  理論社 2020 43 

おおきなかぶ  Ａ・トルストイ 佐藤 忠良 内田 莉莎子 福音館書店 1998 36×50 

きつねのでんわボックス 戸田 和代 たかす かずみ   金の星社 2008 48×50 

つきよのくじら  戸田 和代 沢田 としき   鈴木出版 2005 50 

すてきな三にんぐみ  トミー・アンゲラー   いまえ よしとも 偕成社 2001 53 
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バルボンさんのおでかけ  とよた かずひこ とよた かずひこ   アリス館 2007 36×40 

でんしゃにのって  とよた かずひこ とよた かずひこ   アリス館 2006 43 

Series 大きな絵本 第６巻 恐竜 ドゥーガル・ディクソン ドゥーガル・ディクソン   集文社 1991 66 

くまのコールテンくん  ドン・フリーマン   松岡 享子 偕成社 2006 43×47 

ねずみくんのチョッキ なかえ よしを 上野 紀子   ポプラ社 2004 44 

おこる 中川 ひろたか 長谷川 義史   金の星社 2012 50 

もちづきくん  中川 ひろたか 長野 ヒデ子   チャイルド本社 2007 50×50 

ぐりとぐら  なかがわ りえこ おおむら ゆりこ   福音館書店 1998 36×50 

ぐりとぐらのえんそく 中川 李枝子 山脇 百合子   福音館書店 2008 36×50 

ぐりとぐらのおきゃくさま  中川 李枝子 山脇 百合子   福音館書店 2003 50 

ぞうくんのさんぽ  なかの ひろたか なかの ひろたか   福音館書店 1999 50 

しりとりのだいすきなおうさま  中村 翔子 はた こうしろう   鈴木出版 2004 36×50 

どんぐりむらのどんぐりえん なかや みわ     学研プラス 2020 37×54 

どんぐりむらのぱんやさん なかや みわ     学研プラス 2019 37×54 

そらまめくんのぼくのいちにち なかや みわ     小学館 2015 37×54 

そらまめくんのベッド  なかや みわ なかや みわ   福音館書店 2001 36×50 

はじめまして  新沢 としひこ 大和田 美鈴   鈴木出版 2006 44 

ぐるんぱのようちえん  西内 みなみ 堀内 誠一   福音館書店 1999 36×50 

もりのおふろ  西村 敏雄     福音館書店 2010 42 

おじいちゃんのごくらくごくらく  西本 鶏介 長谷川 義史   鈴木出版 2007 50 

ことわざのえほん  西本鶏介 高部晴市   鈴木出版 2008 50 

Series 大きな絵本 第４巻 

わたしたちのからだ 

ネイル・アードレー デイビッド・ウエスト   集文社 1990 62 

うがいライオン  ねじめ 正一 長谷川 義史   鈴木出版 2012 36×50 
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ふゆのよるのおくりもの 芭蕉 みどり 芭蕉 みどり   ポプラ社 2004 44×44 

きょだいなきょだいな  長谷川 摂子 降矢 奈々   福音館書店 2001 36×50 

めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子 ふりやなな   福音館書店 2008 35×50 

だじゃれ世界一周 長谷川 義史     理論社 2017 44 

だじゃれ日本一周 長谷川 義史 長谷川 義史   理論社 2011 44 

なつのいちにち  はた こうしろう はた こうしろう   偕成社 2013 51 

地震がおきたら 畑中 弘子 かなざわ まゆこ   BL 出版 2020 42 

新ウォーリーハリウッドへいく ハンドフォード・マーティン ハンドフォード・マーティン 唐沢則幸 フレーベル館 2004 42 

新ウォーリーをさがせ！ ハンドフォード・マーティン ハンドフォード・マーティン 唐沢則幸 フレーベル館 2004 42 

妖怪交通安全  広瀬 克也     絵本館 2015 41×45 

ぜったいにおしちゃダメ?  ビル・コッター     サンクチュアリ出版 2018 39×42 

まめまきバス  藤本 ともひこ 藤本 ともひこ   鈴木出版 2019 36×50 

たなばたバス  藤本 ともひこ 藤本 ともひこ   鈴木出版 2015 36×50 

いもほりバス  藤本 ともひこ 藤本 ともひこ   鈴木出版 2012 36×50 

いただきバス  藤本 ともひこ 藤本 ともひこ   鈴木出版 2008 36×50 

ぞうのはな  堀  浩（監修） 内山 晟（写真撮影）   チャイルド本社 2008 51×60 

マイトレーヤーの散歩 堀越  千秋 堀越  千秋   架空社 1992 51 

にじいろのさかな  マーカス・フィスター   谷川 俊太郎 講談社 2001 47 

ぼくにげちゃうよ  マーガレット・ワイズ・ブラウン クレメント・ハード 岩田 みみ ほるぷ出版 2003 34×39 

三びきのやぎのがらがらどん  マーシャ・ブラウン   せた ていじ 福音館書店 2016 48 

わゴムはどのくらいのびるかしら？  マイク・サーラー ジェリー・ジョイナー 岸田 衿子 ほるぷ出版 2005 34×43 

おべんとくん 真木 文絵 石倉 ヒロユキ   チャイルド本社 2005 50×50 

えらいえらい ますだゆうこ 武内通雅   そうえん社 2008 51 

バスでおでかけ 間瀬 なおかた 間瀬 なおかた   チャイルド本社 2008 50×50 
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あめのひのえんそく  間瀬 なおかた 間瀬 なおかた   チャイルド本社 2007 50×50 

ドライブにいこう  間瀬 なおかた 間瀬 なおかた   チャイルド本社 2006 50×50 

ももたろう  松居 直 赤羽 末吉   福音館書店 2016 36×37 

ぴょーん 松岡  達英 松岡  達英   ポプラ社 2004 37×37 

ころわんとしろいくも  間所 ひさこ 黒井 健   チャイルド本社 2005 50×50 

ダンゴムシみつけたよ 皆越 ようせい（写真・文）     ポプラ社 2005 35×44 

ふしぎなカサやさん みやにし たつや みやにし たつや   金の星社 2018 50 

あなたがとってもかわいい みやにし たつや みやにし たつや   金の星社 2016 50 

おかあさんだいすきだよ みやにし たつや みやにし たつや   金の星社 2015 50 

ふしぎなタネやさん みやにし たつや みやにし たつや   金の星社 2014 50 

おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにし たつや みやにし たつや   鈴木出版 2012 44×42 

おっぱい  みやにし たつや みやにし たつや   鈴木出版 2005 44 

きょうはなんてうんがいいんだろう  宮西 達也 宮西 達也   鈴木出版 2010 50 

ちゅーちゅー  宮西 達也 宮西 達也   鈴木出版 2010 50 

ふしぎなキャンディーやさん 宮西 達也 宮西 達也   金の星社 2008 50 

はらぺこおおかみとぶたのまち  宮西 達也 宮西 達也   鈴木出版 2007 50 

おまえうまそうだな 宮西 達也 宮西 達也   ポプラ社 2006 47 

はなすもんかー！  宮西 達也 宮西 達也   鈴木出版 2006 36×50 

ぶたくんと１００ぴきのおおかみ  宮西 達也 宮西 達也   鈴木出版 2006 36×50 

にゃーご  宮西 達也 宮西 達也   鈴木出版 2003 50 

おとうさんはウルトラマン  みやにし たつや 

円谷プロダクション（監修） 

みやにし たつや   学研 2008 48 

うんこダスマン  村上  八千世 せべ まさゆき   ほるぷ出版 2007 38×38 

うんぴ・うんにょ・うんち・うんご  村上  八千世 せべ まさゆき   ほるぷ出版 2007 38×39 
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がっこうでトイレにいけるかな？  村上  八千世 せべ まさゆき   ほるぷ出版 2007 38×37 

しげちゃん 室井 滋 長谷川 義史   金の星社 2013 50 

すっぽんぽんのすけ  もとした いづみ 荒井 良二   鈴木出版 2009 44×42 

ころころころ  元永 定正 元永 定正   福音館書店 2010 42 

ちいさなきいろいかさ  森 比左志 西巻 茅子   金の星社 2003 51 

あんぱんまん  やなせ たかし やなせ たかし   フレーベル館 2018 49 

チリンのすず やなせ たかし やなせ たかし   フレーベル館 2007 49 

やさしいライオン やなせ たかし やなせ たかし   フレーベル館 2006 49 

にこにこげんきのおまじない  やなせスタジオ やなせスタジオ   「早寝早起き朝ご

はん」全国協議会 

2021 42×37 

ねずみのさかなつり 山下 明生 いわむら かずお   チャイルド本社 2008 50 

ねずみのかいすいよく  山下 明生 いわむら かずお   チャイルド本社 2007 50 

ねずみのいもほり  山下 明生 いわむら かずお   チャイルド本社 2006 50 

ねずみのでんしゃ 山下 明生 いわむら かずお   チャイルド本社 2005 50 

しゅっぱつしんこう！  山本 忠敬     福音館書店 2014 42 

たろうくんのじどうしゃ 山本 忠敬 山本 忠敬   チャイルド本社 2006 50×50 

ウララちゃんのたんじょうび 山本 なおこ 黒井 健   ポプラ社 2005 44×44 

わんぱくだんのはしれ！いちばんぼし  ゆきの ゆみこ 

上野 与志 

末崎 茂樹   チャイルド本社 2006 50 

たからものはなあに？  吉田 隆子 せべ まさゆき   金の星社 2007 40 

給食番長  よしなが こうたく     好学社 2017 52 

びょうきにまけない!  ラビッツアイ 冬野 いちこ 阿部 恵・黒川 叔彦（監修）  チャイルド本社 2015 50×50 

あぶない!  ラビッツアイ 鈴木 えりん 国崎 信江（監修） チャイルド本社 2013 50×50 

じしんだ! ラビッツアイ 白土 あつこ 国崎 信江（監修） チャイルド本社 2013 50×50 
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たすけて!  ラビッツアイ 森のくじら 国崎 信江（監修） チャイルド本社 2013 50×50 

Series 大きな絵本 第１巻 

ことば遊び「はたらく人たち」 

リチャード・スキャーリー リチャード・スキャーリー   集文社 1989 62 

こすずめのぼうけん  ルース・エインズワース 堀内 誠一 石井 桃子 福音館書店 2003 36×50 

ちびゴリラのちびちび  ルース・ボーンスタイン   岩田 みみ ほるぷ出版 2003 37×43 

フレデリック  レオ=レオニ   谷川 俊太郎 好学社 2016 52 

アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ   谷川 俊太郎 好学社 2012 52 

スイミー レオ＝レオニ   谷川 俊太郎 好学社 2010 52 

よかったねネッドくん レミー・シャーリップ   やぎた よしこ 偕成社 2010 51 

にんじんとごぼうとだいこん  （日本民話） 和歌山 静子   鈴木出版 2007 44 

三びきのこぶた  （イギリス昔話） 山田 三郎 瀬田 貞二 福音館書店 1998 50 

てぶくろ  （ウクライナ民話） エウゲーニー・M.ラチョフ うちだ りさこ 福音館書店 2020 48 

ＢＲＯＷＮ ＢＥＡＲ，ＢＲＯＷＮ 

ＢＥＡＲ， 

ＷＨＡＴ ＤＯ ＹＯＵ ＳＥＥ？ 

Ｂｉｌｌ Ｍａｒｔｉ

ｎ，Ｊｒ． 

Ｅｒｉｃ Ｃａｒｌｅ   ＬＯＮＧＭＡＮ 1999 46 

Ｐｏｌａｒ Ｂｅａｒ，Ｐｏｌａｒ 

Ｂｅａｒ，Ｗｈａｔ Ｄｏ Ｙｏｕ 

Ｈｅａｒ？ 

Ｂｉｌｌ Ｍａｒｔｉ

ｎ，Ｊｒ． 

Ｅｒｉｃ Ｃａｒｌｅ  ＬＯＮＧＭＡＮ 1998 45 

ＴＨＥ ＶＥＲＹ ＨＵＮＧＲＹ Ｃ

ＡＴＥＲＰＩＬＬＡＲ 

Ｅｒｉｃ Ｃａｒｌｅ Ｅｒｉｃ Ｃａｒｌｅ   ＬＯＮＧＭＡＮ 2002 34 

ＴＨＥ ＶＥＲＹ ＨＵＮＧＲＹ Ｃ

ＡＴＥＲＰＩＬＬＡＲ （ボード・ブッ

ク） 

Ｅｒｉｃ Ｃａｒｌｅ Ｅｒｉｃ Ｃａｒｌｅ   ＰＨＩＬＯＭＥ

Ｌ ＢＯＯＫＳ 

2001 36×40 
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Ｔｏｄａｙ Ｉｓ Ｍｏｎｄａｙ 

（ＢＩＧ ＢＯＯＫＳ） 

Ｅｒｉｃ Ｃａｒｌｅ Ｅｒｉｃ Ｃａｒｌｅ   ＳＣＨＯＬＡＳ

ＴＩＣ 

1993 52 

ＴＨＥ ＳＮＯＷＹ ＤＡＹ  

（ＢＩＧ ＢＯＯＫＳ） 

EZRA JACK KEATS EZRA JACK KEATS   ＳＣＨＯＬＡＳ

ＴＩＣ 

1962 32×46 

Ａ ＩＳ ＦＯＲ ＡＦＲＩＣＡ Ｉｆｅｏｍａ Ｏｎｙｅ

ｆｕｌｕ 

Ｉｆｅｏｍａ Ｏｎｙｅ

ｆｕｌｕ 

  ＦＲＡＮＣＥＳ 

ＬＩＮＣＯＬＮ 

1999 36 

ＥＡＣＨ ＰＥＡＣＨ ＰＥＡＲ Ｐ

ＬＵＭ 

Ｊａｎｅｔ ａｎｄ Ａｌｌａｎ Ａｈｌｂｅｒｇ  ＳＣＨＯＬＡＳ

ＴＩＣ 

1978 32×46 

ＢＲＡＭＢＬＹ ＨＥＤＧ ＰＯＳＴＥ

Ｒ ＢＯＯＫ 

Ｊｉｌｌ Ｂａｒｋｌｅｍ Ｊｉｌｌ Ｂａｒｋｌｅｍ   ＭＡＲＵＺＥＮ 

Ｍａｔｅｓ 

  40 

Ａ Ｃｏｌｏｒ ｏｆ Ｈｉｓ Ｏｗ

ｎ 

Ｌｅｏ Ｌｉｏｎｎｉ Ｌｅｏ Ｌｉｏｎｎｉ   ＳＣＨＯＬＡＳ

ＴＩＣ 

1994 41 

ＩＴ’Ｓ ＭＩＮＥ Ｌｅｏ Ｌｉｏｎｎｉ Ｌｅｏ Ｌｉｏｎｎｉ   ＳＣＨＯＬＡＳ

ＴＩＣ 

1996 51 

ＳＷＩＭＭＹ ＬＩＯＮＮＩ ＬＥＯ Ｌｅｏ Ｌｉｏｎｎｉ Ｌｅｏ Ｌｉｏｎｎｉ   ＳＣＨＯＬＡＳ

ＴＩＣ 

  48 

ＧＯＯＤＮＩＧＨＴ ＭＯＯＮ Ｍａｒｇａｒｅｔ Ｗｉ

ｓｅ Ｂｒｏｗｎ 

Ｃｌｅｍｅｎｔ Ｈｕｒ

ｄ 

  ＳＣＨＯＬＡＳ

ＴＩＣ 

1975 32×46 

Ｗｅ’ｒｅ Ｇｏｉｎｇ ｏｎ ａ Ｂ

ｅａｒ Ｈｕｎｔ 

Ｍｉｃｈａｅｌ Ｒｏｓ

ｅｎ 

Ｈｅｌｅｎ Ｏｘｅｎｂ

ｕｒｙ 

  ＷＡＬＫＥＲ 

ＢＯＯＫＳ 

1989 38 

ＴＨＥ ＳＵＲＰＲＩＳＥ ＰＡＲＴＹ  Ｐａｔ Ｈｕｔｃｈｉｎｓ Ｐａｔ Ｈｕｔｃｈｉｎｓ   ＡＬＡＤＤＩＮ 

ＢＯＯＫＳ 

  35 

ＤＥＡＲ ＺＯＯ Ｒｏｄ Ｃａｍｐｂｅｌｌ Ｒｏｄ Ｃａｍｐｂｅｌｌ   Ｃａｍｐｂｅｌｌ 

Ｂｏｏｋｓ 

2001 42 

 


