
大型絵本リスト 2020.07.16更新

タイトル 著者 シリーズ名 出版社 出版年 形態 問い合わせ番号

あかまるちゃんとくろまるちゃん 上野与志作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2009.4 24p ; 50×50cm PV:7200091918

ありとすいか たむらしげる作・絵
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2004.4 1冊 ; 49cm PV:7000218766

あるのかな 織田道代作 大きな絵本 鈴木出版 2007.6 25p ; 36×50cm PV:7200005874

アレクサンダとぜんまいねずみ レオ=レオニ作 ビッグブック 好学社 2012.10
1冊(ページ付なし) ;

52cm
PV:7200336266

あんぱんまん やなせたかし作・絵
フレーベル館の大型え

ほん
フレーベル館 2018.11 [34p] ; 49cm PV:7200595227

いたずらラッコとおなべのほし 神沢利子文 よみきかせ大型絵本 あかね書房 2003.8 32p ; 50cm PV:7000145898

いただきバス 藤本ともひこ作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2008.11 [28p] ; 36×50cm PV:7200075748

いっしょにあそぼ! 田中四郎絵 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2009.5 21p ; 50cm PV:7200186137

いっすんぼうし メルヘン立体童話企画制作 大型立体絵本 メイト 2002.5 21p ; 50cm PV:7000136758

いつもいっしょに こんのひとみ作 読みきかせ大型絵本 金の星社 2009.8 [32p] ; 48×50cm PV:7200302423

いもほりバス 藤本ともひこ作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2012.5 25p ; 36×50cm PV:7200489094

うがいライオン ねじめ正一作 大きな絵本 鈴木出版 2012.3 [28p] ; 36×50cm PV:7200302424

うさぎのくれたバレエシューズ 安房直子文 よみきかせ大型絵本 小峰書店 2004.2 1冊 ; 50cm PV:7000339237

うみの100かいだてのいえ いわいとしお[作] ビッグブック 偕成社 2014.12 [36p] ; 116×21cm PV:7200513877

ウララちゃんのたんじょうび 山本なおこ作
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2005.11 31p ; 44×44cm PV:7000317531

うんこダスマン 村上八千世文 大きな絵本 ほるぷ出版 2007.9 [32p] ; 38×38cm PV:7200012511

うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上八千世文 大きな絵本 ほるぷ出版 2007.9 [32p] ; 38×38cm PV:7200012509

えらいえらい! ますだゆうこぶん よみきかせ大型絵本 そうえん社 2008.7 [29p] ; 51cm PV:7200050583

えんそく 片山健作  架空社 1994.0 1冊p ; 61cm PV:0005215235

おおきなかぶ
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 1998.3 1冊 ; 36×50cm PV:6000167066

おおきなきがほしい さとうさとるぶん ビッグブック 偕成社 2007.10 [34]p ; 51cm PV:7200016546

おおきなもののすきなおうさま 安野光雅作絵 よみきかせ大型絵本 メイト 2004.2 27p ; 50cm PV:7000339236

おおはくちょうのそら 手島圭三郎画・文
リブリオ出版のビッグ

ブック
リブリオ出版 2005.8

1冊(ページ付なし) ;

44cm
PV:7000302674

おかあさんだいすきだよ みやにしたつや作絵 読みきかせ大型絵本 金の星社 2015.5 [24p] ; 50cm PV:7200579063

おかしなかくれんぼ 山脇恭作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2008.5 24p ; 50×50cm PV:7200045088

おこだでませんように くすのきしげのり作 大型絵本 小学館 2014.6
1冊(ページ付なし) ;

40×45cm
PV:7200579127

おこる 中川ひろたか作 読みきかせ大型絵本 金の星社 2012.2
1冊(ページ付なし) ;

50cm
PV:7200302426

おじいちゃんのごくらくごくらく 西本鶏介作 大きな絵本 鈴木出版 2007.1 29p ; 50cm PV:7100004898

おしくら・まんじゅう かがくいひろしさく
かがくいひろしの大型

絵本
ブロンズ新社 2019.11

1冊(ページ付なし) ;

39×48cm
PV:7200632515

おじさんのかさ 佐野洋子作・絵 講談社の創作絵本 講談社 2003.9 31p ; 53cm PV:7000169765

おっぱい みやにしたつや作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2005.1 25p ; 44cm PV:7200302428

おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにしたつや作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2012.3 25p ; 44cm PV:7200302430

おとうさんはウルトラマン みやにしたつや作絵
学研のジャンボよみき

かせえほん
学研 2008.2 [39p] ; 48cm PV:7200036414

おばあちゃん、まっててね! いけずみひろこ作・絵  岩崎書店 2012.3
1冊(ページ付なし) ;

47cm
PV:7200302432

おばけだじょ tupera tuperaさく  学研プラス 2018.8 [24p] ; 52cm PV:7200582690

おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワさく
ほるぷ出版の大きな絵

本
ほるぷ出版 2008.10 [48p] ; 34×43cm PV:7200066174
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おばけのてんぷら せなけいこ作・絵 よみきかせ大型絵本 ポプラ社 2003.7 32p ; 50cm PV:7000145904

おばけのてんぷら せなけいこ作・絵
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2004.4 32p ; 50cm PV:7000218767

おばけのバーバパパ アネット=チゾン, タラス=テイラーさくビッグブック 偕成社 2003.11 1冊 ; 43×49cm PV:7000198037

おばけパーティ ジャック・デュケノワさく
ほるぷ出版の大きな絵

本
ほるぷ出版 2004.3 1冊 ; 33×43cm PV:7000218102

おばけびょうきになる ジャック・デュケノワさく
ほるぷ出版の大きな絵

本
ほるぷ出版 2008.10 [48p] ; 34×43cm PV:7200127696

おふとんかけたら かがくいひろしさく
かがくいひろしの大型

絵本
ブロンズ新社 2019.11

1冊(ページ付なし) ;

39cm
PV:7200632514

おべんとうバス 真珠まりこ作・絵 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2009.1 21p ; 50cm PV:7200078477

おべんとくん 真木文絵作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2005.3 24p ; 50×50cm PV:7000282712

おまえうまそうだな 宮西達也作絵
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2006.4 [40p] ; 47cm PV:7000345353

おめんです いしかわこうじ作・絵 ビッグブック 偕成社 2014.9 [28p] ; 43×43cm PV:7200436997

おやおや、おやさい 石津ちひろ文
こどものとも年少版劇

場
福音館書店 2014.1 23p ; 42cm PV:7200383084

おやゆびひめ メルヘン立体童話企画制作 大型立体絵本 メイト 2002.12 21p ; 50cm PV:7000136765

かたあしだちょうのエルフ おのきがく文・絵
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2004.11 1冊 ; 44cm PV:7000263344

かちかちやま メルヘン立体童話企画制作 大型立体絵本 メイト 2002.9 21p ; 50cm PV:7000136762

がっこうでトイレにいけるかな? 村上八千世文 大きな絵本 ほるぷ出版 2007.9 [32p] ; 38×38cm PV:7200012510

かばくん 岸田衿子さく
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 2001.11 27p ; 36×50cm PV:7000084455

からすのパンやさん かこさとし絵と文 ビッグブック 偕成社 1997.5 1冊 ; 51cm PV:7000022386

かわいそうなぞう つちやゆきおぶん よみきかせ大型絵本 金の星社 1999.4 32p ; 50cm PV:7000339230

ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガムさく
ほるぷ出版の大きな絵

本
ほるぷ出版 2004.3 1冊 ; 38×38cm PV:7000218012

きたきつねのゆめ 手島圭三郎画・文
リブリオ出版のビッグ

ブック
リブリオ出版 2005.8

1冊(ページ付なし) ;

44cm
PV:7000302673

きつねのでんわボックス 戸田和代作 読みきかせ大型絵本 金の星社 2008.8 [32p] ; 48×50cm PV:7200058279

キャベツくん 長新太文・絵

ぽっぽライブラリ みる

みる絵本 みるみる大型

絵本

文研出版 2007.2 [28p] ; 44cm PV:7100008489

給食番長 よしながこうたくさく ビッグブック 好学社 2017.10
1冊(ページ付なし) ;

52cm
PV:7200579113

999ひきのきょうだい 木村研文 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2005.4 39p ; 50cm PV:7000288933

999ひきのきょうだいのおひっこし 木村研文 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2006.5 40p ; 50cm PV:7000345119

きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西達也作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2010.10 29p ; 50cm PV:7200302433

きょうりゅうのおおきさ 富田幸光監修 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2008.6 27p ; 51×60cm PV:7200049561

きょだいなきょだいな 長谷川摂子作
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 2001.11 [32]p ; 36×50cm PV:7000084453

きんぎょがにげた 五味太郎作
こどものとも年少版劇

場 [大型絵本]
福音館書店 2009.1

1冊(ページ付なし) ;

42cm
PV:7200075612

くじらだ! 五味太郎作・絵 ビッグ・えほん 岩崎書店 2004.4 31p ; 52cm PV:7000221033

くまのコールテンくん ドン・フリーマンさく ビッグブック 偕成社 2006.3 30p ; 43×47cm PV:7000339241

くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆ子さく
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 2008.2 31p ; 36×50cm PV:7200029018

ぐりとぐら なかがわりえこ[著]
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 1998.3 27p ; 36×50cm PV:6000167067

ぐりとぐらのえんそく 中川李枝子文
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 2008.2 31p ; 36×50cm PV:7200029016

ぐりとぐらのおきゃくさま 中川李枝子文
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 2003.11 26p ; 50cm PV:7000221724

グリーンマントのピーマンマン さくらともこ作 よみきかせ大型絵本 岩崎書店 2005.2 28p ; 50cm PV:7000339229

ぐるんぱのようちえん 西内ミナミさく
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 1999.3 [26p] ; 36×50cm PV:7200365597
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ぐるんぱのようちえん 西内みなみさく
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 1999.3 27p ; 36×50cm PV:7000010239

グレート・ワンダーシップへようこそ! 五味太郎[作] ビッグブック 偕成社 2007.10 [34p] ; 52cm PV:7200020458

月ようびはなにたべる? エリック・カール作 ビッグブック 偕成社 1997.5
24p ; 56cm + 録音

ディスク1枚(8cm)
PV:7000022387

ここがせかいいち! 千葉とき子監修 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2008.4 27p ; 51×60cm PV:7200041124

こすずめのぼうけん ルース・エインズワース作
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 2003.11 31p ; 36×50cm PV:7000221723

ことわざのえほん 西本鶏介編・文 大きな絵本 鈴木出版 2008.1 28p ; 50cm PV:7200028277

こぶとりじいさん メルヘン立体童話企画制作 大型立体絵本 メイト 2002.7 21p ; 50cm PV:7000136760

ころころころ 元永定正さく
こどものとも年少版劇

場 [大型絵本]
福音館書店 2010.1 [24p] ; 42cm PV:7200127693

ころわんとしろいくも 間所ひさこ作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2005.5 24p ; 50×50cm PV:7000291200

こわーいはなし せなけいこ作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2007.11 25p ; 36×50cm PV:7200026472

サンドイッチサンドイッチ 小西英子さく
こどものとも年少版劇

場
福音館書店 2014.1 24p ; 42cm PV:7200383083

三びきのこぶた 瀬田貞二訳
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 1998.3

1冊(ページ付なし) ;

50cm
PV:6000167078

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウンえ 傑作絵本劇場 福音館書店 2016.1 [34p] ; 48cm PV:7200484733

しげちゃん 室井滋作 読みきかせ大型絵本 金の星社 2013.1 [32p] ; 50cm PV:7200361251

したきりすずめ メルヘン立体童話企画制作 大型立体絵本 メイト 2002.11 21p ; 50cm PV:7000136764

しっぽのはたらき 川田健ぶん
かがくのとも劇場 大

型絵本
福音館書店 2011.1 [22p] ; 49cm PV:7200179571

しまふくろうのみずうみ 手島圭三郎画・文
リブリオ出版のビッグ

ブック
リブリオ出版 2005.7

1冊(ページ付なし) ;

44cm
PV:7000299604

じゃんけんぽん せなけいこ作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2010.12 25p ; 36×50cm PV:7200302434

しゅっぱつしんこう! 山本忠敬さく
こどものとも年少版劇

場
福音館書店 2014.1 23p ; 42cm PV:7200383085

しりとりのだいすきなおうさま 中村翔子作 大きな絵本 鈴木出版 2004.3 25p ; 36×50cm PV:7000295586

シンデレラ メルヘン立体童話企画制作 大型立体絵本 メイト 2002.10 21p ; 50cm PV:7000136763

シンドバッドのぼうけん メルヘン立体童話企画制作 大型立体絵本 メイト 2002.8 21p ; 50cm PV:7000136761

スイミー レオ=レオニ作 ビッグブック 好学社 2010.11
1冊(ページ付なし) ;

52cm
PV:7200291171

スキャリーおじさんのおおきなことばえほん リチャード・スキャリーさく  BL出版 2010.2 [12]p ; 61cm PV:7200302436

すっぽんぽんのすけ もとしたいづみ作 大きな絵本 鈴木出版 2009.2 [28p] ; 44cm PV:7200079501

すてきな三にんぐみ トミー=アンゲラーさく ビッグブック 偕成社 2001.3
1冊(ページ付なし) ;

53cm
PV:7000017331

すみっこのおばけ 武田美穂作・絵
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2005.11

1冊(ページ付なし) ;

38×38cm
PV:7000317529

せんたくかあちゃん さとうわきこ作・絵
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 2003.11 31p ; 36×50cm PV:7000221722

せんろはつづく 竹下文子文 読みきかせ大型絵本 金の星社 2010.9 [32p] ; 48×50cm PV:7200291168

ぞうのはな 堀浩監修 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2008.1 27p ; 51×60cm PV:7200028126

ぞうくんのさんぽ なかのひろたかさく・え
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 1999.3 1冊 ; 50cm PV:7000010213

そらの100かいだてのいえ いわいとしお[作] ビッグブック 偕成社 2018.2 [36p] ; 116×21cm PV:7200625739

そらまめくんのベッド なかやみわさく・え
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 2001.11 [28]p ; 36×50cm PV:7000084452

だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2015.9 29p ; 50cm PV:7200489148

大しぜんと動物たち My Big Book
1冊(ページ付なし) ;

56cm
PV:7200302442

だいすきっていいたくて カール・ノラックぶん
ほるぷ出版の大きな絵

本
ほるぷ出版 2008.10 [25p] ; 37×44cm PV:7200066173

たからものはなあに? 吉田隆子作
げんきをつくる食育ラ

ンド
金の星社 2007.4 [32p] ; 40cm PV:7100020898
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だじゃれ世界一周 長谷川義史作 大型絵本 理論社 2017.7 [48p] ; 44cm PV:7200579094

だじゃれ日本一周 長谷川義史作  理論社 2011.4
1冊(ページ付なし) ;

44cm
PV:7200289715

たなばたバス 藤本ともひこ作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2015.4 25p ; 36×50cm PV:7200579116

たまごをこんこんこん あかまあきこ作・絵 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2009.3 21p ; 50cm PV:7200087253

たまごにいちゃん あきやまただし作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2003.6 29p ; 50cm PV:7200122402

たまごにいちゃんぐみ あきやまただし作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2009.7 [32p] ; 50cm PV:7200102446

たまごねえちゃん あきやまただし作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2006.9 29p ; 50cm PV:7000360897

たまごのあかちゃん かんざわとしこぶん
こどものとも年少版劇

場
福音館書店 2009.1 [24p] ; 42cm PV:7200075613

だるまさんが かがくいひろしさく
かがくいひろしの大型

絵本
ブロンズ新社 2010.5

1冊(ページ付なし) ;

39×39cm
PV:7200219792

だるまさんと かがくいひろしさく
かがくいひろしの大型

絵本
ブロンズ新社 2011.11

1冊(ページ付なし) ;

39×39cm
PV:7200336265

だるまさんの かがくいひろしさく
かがくいひろしの大型

絵本
ブロンズ新社 2010.12

1冊(ページ付なし) ;

39cm
PV:7200219790

だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子さくえ こどものとも劇場 福音館書店 2016.12 [26p] ; 36×50cm PV:7200579114

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子さくえ こどものとも劇場 福音館書店 2016.12 [26p] ; 36×50cm PV:7200579115

たろうくんのじどうしゃ 山本忠敬作絵 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2006.4 28p ; 50×50cm PV:7000340046

ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい写真・文
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2005.11 35p ; 35×44cm PV:7000317530

ちいさなきいろいかさ 森比左志作 よみきかせ大型絵本 金の星社 2003.8 1冊p ; 50cm PV:7000145886

ちいさなくれよん 篠塚かをり作 読みきかせ大型絵本 金の星社 2002.5 23p ; 50cm PV:7000071246

ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ作 あかね書房の大型絵本 あかね書房 2014.7 [52p] ; 50cm PV:7200439947

ちか100かいだてのいえ いわいとしお[作] ビッグブック 偕成社 2010.11 [36p] ; 116×21cm PV:7200206941

ちからたろう いまえよしともぶん
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2004.11 1冊 ; 49cm PV:7000263343

ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタインさく
ほるぷ出版の大きな絵

本
ほるぷ出版 2003.7 1冊 ; 37×42cm PV:7000152339

ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン文 ビッグブック 瑞雲舎 2006.11 30p ; 44cm PV:7200302454

ちゅーちゅー 宮西達也作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2010.1 29p ; 50cm PV:7200127778

チリンのすず やなせたかし作・絵
フレーベル館の大型え

ほん
フレーベル館 2007.1 [32p] ; 49cm PV:7100006300

つきよのくじら 戸田和代作 大きな絵本 鈴木出版 2005.10 29p ; 50cm PV:7000320936

てぶくろ エウゲーニー・M.ラチョフえ
傑作絵本劇場 ロシア

の絵本
福音館書店 2020.1 15p ; 48cm PV:7200636808

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬なおかた作・絵 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2005.1 24p ; 50×50cm PV:7000271098

でんしゃにのって とよたかずひこ著
アリス館のよみきかせ

大型絵本
アリス館 2006.4 [36p] ; 43cm PV:7000336315

ドアがあいて… エルンスト・ヤンドゥル作
ほるぷ出版の大きな絵

本
ほるぷ出版 2006.2 [36p] ; 33×43cm PV:7000331743

どうぞのいす 香山美子作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2005.6 39p ; 50cm PV:7000297363

どうぶついろいろかくれんぼ いしかわこうじ作・絵
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2007.2 [32p] ; 38×38cm PV:7100009518

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
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2004.11 1冊 ; 42cm PV:7000263345

となりのたぬき せなけいこ作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2005.5 25p ; 36×50cm PV:7000296265

とべバッタ 田島征三作 ビッグブック 偕成社 2003.11 1冊 ; 43×54cm PV:7000198038

ともだちや 内田麟太郎作 ビッグブック 偕成社 2006.3 31p ; 50cm PV:7000339234

ドライブにいこう 間瀬なおかた作・絵 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2006.2 24p ; 50×50cm PV:7000331633

どんぐりたろうのき 鶴見正夫作 よみきかせ大型絵本 31p ; 50cm PV:7000339232
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とんとんとん 上野与志作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2007.1 30p ; 50cm PV:7100006386

ながぐつをはいたねこ メルヘン立体童話企画制作 大型立体絵本 メイト 2002.4 21p ; 50cm PV:7000136757

なつのいちにち はたこうしろう作 ビッグブック 偕成社 2013.7 [32p] ; 51cm PV:7200360454

なにをたべてきたの? 岸田衿子文 よみきかせ大型絵本 31p ; 50cm PV:7000339239

にじいろのさかな マーカス・フィスター作 世界の絵本 大型絵本 講談社 2001.4
1冊(ページ付なし) ;

47cm
PV:7200302459

にじいろのしまうま こやま峰子作 よみきかせ大型絵本 金の星社 2004.2 1冊 ; 48×50cm PV:7000339226

にゃーご 宮西達也作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2003.1 29p ; 50cm PV:7200127779

にんぎょひめ メルヘン立体童話企画制作 大型立体絵本 メイト 2002.6 21p ; 50cm PV:7000136759

にんじんとごぼうとだいこん 和歌山静子絵 大きな絵本 鈴木出版 2007.3 25p ; 44cm PV:7100021992

ねずみのいもほり 山下明生作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2006.1 37p ; 50cm PV:7000327516

ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本四郎作・絵 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2009.6 24p ; 50×50cm PV:7200099909

ねずみのかいすいよく 山下明生作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2007.5 37p ; 50cm PV:7100024662

ねずみのさかなつり 山下明生作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2008.3 38p ; 50cm PV:7200037305

ねずみのでんしゃ 山下明生作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2005.2 35p ; 50cm PV:7000279127

ねずみくんのチョッキ なかえよしを作
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2004.4 1冊 ; 44cm PV:7000218765

のりものいろいろかくれんぼ いしかわこうじ作・絵
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2007.2 [32p] ; 38×38cm PV:7100009517

はじめてのおつかい 筒井頼子さく
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 1999.3 31p ; 36×50cm PV:7000010229

はじめてのおるすばん しみずみちを作 ビッグ・えほん 岩崎書店 2004.9 31p ; 50cm PV:7000249180

はじめまして 新沢としひこ作 大きな絵本 鈴木出版 2006.3 25p ; 44cm PV:7000340778

バスでおでかけ 間瀬なおかた作・絵 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2008.2 24p ; 50×50cm PV:7200032500

ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村泰子作・絵
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2005.11 31p ; 44cm PV:7000317528

はっぱのおうち 征矢清さく
こどものとも年少版劇

場 [大型絵本]
福音館書店 2010.1 [24p] ; 42cm PV:7200132097

花さき山 斎藤隆介作 ビッグ・えほん 岩崎書店 2003.3 34p ; 52cm PV:7000124601

はなすもんかー! 宮西達也作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2006.6 25p ; 36×50cm PV:7000355087

パパ、お月さまとって! エリック=カールさく ビッグブック 偕成社 2015 [40p] ; 59cm PV:7200439368

はははのはなし 加古里子ぶん・え
かがくのとも劇場 大

型絵本
福音館書店 2011.1 [22p] ; 49cm PV:7200179573

バムとケロのおかいもの 島田ゆか作絵  文渓堂 2010.2 [32p] ; 32×41cm PV:7200135702

バムとケロのさむいあさ 島田ゆか作絵 大型絵本 文渓堂 2012.1
1冊(ページ付なし) ;

32×41cm + 1枚
PV:7200302462

バムとケロのそらのたび 島田ゆか作絵 大型絵本 文渓堂 2009.3
1冊(ページ付なし) ;

32×41cm
PV:7200083961

バムとケロのにちようび 島田ゆか作絵  文渓堂 2008.3 [32p] ; 32×41cm PV:7200135703

バムとケロのもりのこや 島田ゆか作絵 大型絵本 文渓堂 2013.3 [32p] ; 32×41cm PV:7200461821

はらぺこあおむし エリック=カ-ルさく ビッグブック 偕成社 1994.5 1冊 ; 42×58cm PV:0005215239

はらぺこおおかみとぶたのまち 宮西達也作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2007.9 29p ; 50cm PV:7200016547

バルボンさんのおでかけ とよたかずひこ著
アリス館のよみきかせ

大型絵本
アリス館 2007.2 [32p] ; 36×40cm PV:7100006451

半日村 斎藤隆介作 ビッグ・えほん 岩崎書店 2004.4 31p ; 53cm PV:7000221034

ピグレットさんのゆかいなものしりランド ペーター・ホレイノーネさく My Big Book
1冊(ページ付なし) ;

56cm
PV:7200302465

ひさの星 斎藤隆介作 よみきかせ大型絵本 岩崎書店 2004.2 30p ; 50cm PV:7000339228
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ぴっけやまのおならくらべ かさいまり文 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2007.6 40p ; 50cm PV:7100028860

ひつじぱん あきやまただし作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2008.12 [28p] ; 44cm PV:7200075764

100かいだてのいえ いわいとしお[作] ビッグブック 偕成社 2009.11 [36p] ; 116×21cm PV:7200206940

ぴょーん まつおかたつひで作・絵
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2004.4 37p ; 37×37cm PV:7000218764

ふしぎなカサやさん みやにしたつや作絵 読みきかせ大型絵本 金の星社 2018.3 [32p] ; 50cm PV:7200579124

ふしぎなキャンディーやさん みやにしたつや作絵 読みきかせ大型絵本 金の星社 2008.7 [32p] ; 50cm PV:7200054834

ふしぎなタネやさん みやにしたつや作絵 読みきかせ大型絵本 金の星社 2014.5 [32p] ; 50cm PV:7200579062

ぶたくんと100ぴきのおおかみ 宮西達也作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2006.11 25p ; 36×50cm PV:7100001540

ふゆのよるのおくりもの 芭蕉みどり作・絵
ポプラ社のよみきかせ

大型絵本
ポプラ社 2004.11 26p ; 44×44cm PV:7000263342

フレデリック レオ=レオニ作 ビッグブック 好学社 2016.11
1冊(ページ付なし) ;

52cm
PV:7200579125

ぶんぶくちゃがま メルヘン立体童話企画制作 大型立体絵本 メイト 2003.1 21p ; 50cm PV:7000136766

へびくんのおさんぽ いとうひろし作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2006.1 25p ; 44cm PV:7000333702

へんしんオバケ あきやまただし作・絵 読みきかせ大型絵本 金の星社 2012.9 [32p] ; 50cm PV:7200579061

へんしんトンネル あきやまただし作・絵 読みきかせ大型絵本 金の星社 2007.8 [32p] ; 50cm PV:7200289716

ほうきぼしのおくりもの トニー・ウルフさく・え My Big Book
1冊(ページ付なし) ;

56cm
PV:7200302466

ぼくにげちゃうよ マーガレット・W.ブラウンぶん
ほるぷ出版の大きな絵

本
ほるぷ出版 2003.7 1冊 ; 33×39cm PV:7000152340

ぼくのくれよん 長新太おはなし・え 講談社の創作絵本 講談社 2003.9 1冊 ; 53cm PV:7000169764

ぽんたのじどうはんばいき 加藤ますみ作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2007.3 38p ; 50cm PV:7100015320

まどから★おくりもの 五味太郎作・絵 ビッグブック 偕成社 2003.11
1冊(ページ付なし) ;

43×45cm
PV:7000198036

まめまきバス 藤本ともひこ作・絵 大きな絵本 鈴木出版 2019.1 26p ; 36×50cm PV:7200605758

みんなうんち 五味太郎さく
かがくのとも劇場 大

型絵本
福音館書店 2011.1 [30p] ; 49cm PV:7200179572

みんなでんしゃ 薫くみこ作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2009.2 24p ; 50cm PV:7200083074

めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子作
こどものとも劇場 [大

型絵本]
福音館書店 2008.2 31p ; 36×50cm PV:7200029017

もぐらバス 佐藤雅彦原案 ビッグブック 偕成社 2011.9 33p ; 40×55cm PV:7200219953

もこもこもこ たにかわしゅんたろうさく
ぽっぽライブラリ み

るみる絵本 みるみる
文研出版 2006.3 1冊 ; 44cm PV:7000336429

もちづきくん 中川ひろたか作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2007.2 26p ; 50×50cm PV:7100010683

モチモチの木 斎藤隆介作 ビッグ・えほん 岩崎書店 2002.3 31p ; 53cm PV:7000066365

もったいないばあさん 真珠まりこ作・絵
講談社の創作絵本 大

型絵本
講談社 2008.2 [32p] ; 53cm PV:7200291170

もったいないばあさんのいただきます 真珠まりこ作・絵
講談社の創作絵本 大

型絵本
講談社 2019.6 [32p] ; 53cm PV:7200617438

ももたろう 松居直文 傑作絵本劇場 福音館書店 2016.1 [46p] ; 36×37cm PV:7200484731

もりのおふろ 西村敏雄さく
こどものとも年少版劇

場 [大型絵本]
福音館書店 2010.1 [24p] ; 42cm PV:7200132096

もりのかくれんぼう 末吉暁子作 ビッグブック 偕成社 2006.3 [40p] ; 51cm PV:7000339242

やさいさん tupera tuperaさく  [38p] ; 36×36cm PV:7200579092

やさしいライオン やなせたかし作・絵
フレーベル館の大型え

ほん
フレーベル館 2006.4 [32p] ; 49cm PV:7000339982

ゆうたとさんぽする きたやまようこ作 あかね書房の大型絵本 あかね書房 2008.3 [24p] ; 43cm PV:7200036135

ゆうたはともだち きたやまようこ作 あかね書房の大型絵本 あかね書房 2007.7 [24p] ; 43cm PV:7200001581

よかったねネッドくん レミー・シャーリップさく ビッグブック 偕成社 2010.11 41p ; 51cm PV:7200187026
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よくばりすぎたねこ さとうわきこ作・絵 よみきかせ大型絵本 メイト 2005.2
1冊(ページ付なし) ;

50cm
PV:7000339227

れいぞうこ 新井洋行作・絵 ビッグブック 偕成社 2015.10 [19p] ; 56cm PV:7200489074

ろばさんのかわいいバッグ 香山美子作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2006.6 24p ; 50×50cm PV:7000349512

わゴムはどのくらいのびるかしら? マイク・サーラーぶん
ほるぷ出版の大きな絵

本
ほるぷ出版 2005.5

1冊(ページ付なし) ;

34×43cm
PV:7000289157

わにわにのおふろ 小風さちぶん
こどものとも年少版劇

場
福音館書店 2009.1 24p ; 42cm PV:7200075614

わんぱくだんのはしれ!いちばんぼし ゆきのゆみこ, 上野与志作 大きな大きな絵本 チャイルド本社 2006.3 39p ; 50cm PV:7000337230
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