
書名 著者名 出版者 請求記号

1 おうちにかえろう 青山 邦彦∥さく 白泉社      E       /ｱ          

2 あたらしいおうちにひっこしたけれど…（My new home） マルタ  アルテス∥さく パイインターナショナル      E       /ｱ          

3 マダム・ミャーゴのひみつのいえ 青山 邦彦∥作　絵 フレーベル館      E       /ｱ          

4 くまのこミンのおうち あいはら ひろゆき∥文 ソニー・マガジンズ      E       /ｱ          

5 流木のいえ 石川 えりこ∥作 小学館      E       /ｲ          

6 そらの100かいだてのいえ いわい としお∥[作] 偕成社      E       /ｲ          

7 つるの家 安房 直子∥作 金の星社      E       /ｲ          

8 ぼくのいえにけがはえて 川北 亮司∥文 くもん出版      E       /ｲ          

9 うさぎのおうち マーガレット　ワイズ　ブラウン∥ぶん ほるぷ出版      E       /ｳ          

10 おうちにいれちゃだめ! ケヴィン　ルイス∥作 フレーベル館      E       /ｴ          

11 わたしのいえ カーソン　エリス∥作 偕成社      E       /ｴ          

12 おうちをつくろう 角野 栄子∥作 学研      E       /ｵ          

13 つみきのいえ 加藤 久仁生∥絵 白泉社      E       /ｶ          

14 いいないいなあのおうち 軽部 武宏∥作 小学館      E       /ｶ          

15 いいないいなこのおうち 軽部 武宏∥[作] 小学館      E       /ｶ          

16 リリーのおうち ミシェル　カートリッジ∥作 偕成社      E       /ｶ          

17 みのりちゃんのすてきなおうち 河口 将和∥絵 ナムコ      E       /ｶ          

18 くまのオットーとえほんのおうち ケイティ　クレミンソン∥作　絵 岩崎書店      E       /ｸ          

19 こもものおうち こいで やすこ∥さく 福音館書店      E       /ｺ          

20 おうちがいちばん バレリー　ゴルバチョフ∥絵 講談社      E       /ｺﾞ         

21 リコちゃんのおうち さかい こまこ∥作　絵 偕成社      E       /ｻ          

22 人形の家にすんでいたネズミ一家のおるすばん マイケル　ボンド∥文 徳間書店      E       /ｻ          

23 人形の家にすんでいたネズミ一家のおはなし マイケル　ボンド∥文 徳間書店      E       /ｻ          

24 あかちゃんかたつむりのおうち いとう せつこ∥ぶん 福音館書店      E       /ｼ          

25 ゆうひのおうち 林 木林∥作 鈴木出版      E       /ｼ          

26 もぐらのモリスさんおうちにかえりたい! ジャーヴィス∥作 BL出版      E       /ｼﾞ         

27 このいえもむかしは ジュリー　フォリアーノ∥文 BL出版      E       /ｽ          

28 だれの おうちかな? ジョージ　メンドーサ∥作 フレーベル館      E       /ｽ          

29 ぼくのきいろいおうち すまいるママ∥著 ソニー・マガジンズ      E       /ｽ          

30 おばけのおうちいりませんか? せき ゆうこ∥[作] PHP研究所      E       /ｾ          

31 ルウのおうち 松谷 みよ子∥文 講談社      E       /ﾀ          

32 ふしぎのおうちはドキドキなのだ 武田 美穂∥作　絵 ポプラ社      E       /ﾀ          

33 きんぎょのおうち 高部 晴市∥[作] フレーベル館      E       /ﾀ          

34 ウォッシュバーンさんがいえからでない13のりゆう 中川 ひろたか∥作 文溪堂      E       /ﾀ          

35 おうちピクニック きむら ゆういち∥作 世界文化社      E       /ﾄ          

36 んふんふ なめこ絵本 Beeworks∥監修 岩崎書店      E       /ﾄ          

37 ツムーリのおうち とりごえ まり∥著 佼成出版社      E       /ﾄ          

38 いえでをしたてるてるぼうず にしまき かやこ∥作 こぐま社      E       /ﾆ          

39 ライオンのすてきないえ 西村 敏雄∥[作] 学研教育出版      E       /ﾆ          

40 いえのなかのかみさま もとした いづみ∥文 光村教育図書      E       /ﾊ          

41 はっぱのおうち 征矢 清∥さく 福音館書店      E       /ﾊ          

42 おばあちゃんのおうち はせがわ さとみ∥さく  え 学研プラス      E       /ﾊ          

43 ちいさいおうち バージニア　バートン∥おはなしとえ 岩波書店      E       /ﾊﾞ         

44 いえすみねずみ ジョン　バーニンガム∥作 BL出版      E       /ﾊﾞ         

45 ティモシーとサラときのおうち 芭蕉 みどり∥作　絵 ポプラ社      E       /ﾊﾞ         

46 しましまゼビーおうちにありがやってきた ブライアン　パターソン∥作 岩波書店      E       /ﾊﾟ         

47 ちいさいおうちうみへいく エリーシュ　ディロン∥作 福音館書店      E       /ﾋ          

いいな いいな みんなのおうち
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48 おうちなのね 中川 ひろたか∥ぶん ブロンズ新社      E       /ﾋ          

49 いえのなかといえのそとで レウィン　ファム∥さく 廣済堂あかつき      E       /ﾌ          

50 おうちにかえろうちいくまくん マーティン　ワッデル∥ぶん 評論社      E       /ﾌ          

51 おおきいおうちとちいさいおうち 上野 与志∥作 岩崎書店      E       /ﾌ          

52 ピネくんとさかなのおうち ふくだ としお∥さく 新風舎      E       /ﾌ          

53 きのうえのおうちへようこそ! ドロシア　ウォーレン　フォックス∥作 偕成社      E       /ﾌ          

54 カーリンヒェンのおうちはどこ? アンネゲルト　フックスフーバー∥さく 一声社      E       /ﾌ          

55 うさこちゃんのおうち ディック　ブルーナ∥ぶん え 福音館書店      E       /ﾌﾞ         

56 動物たちは、建築家! ダニエル  ナサル∥文 河出書房新社      E       /ﾌﾞ         

57 プフとノワローのいえづくり ピエール  プロブスト∥さく BL出版      E       /ﾌﾟ         

58 ぼうしのおうち エルサ　ベスコフ∥さく　え 福音館書店      E       /ﾍﾞ         

59 ねずみちゃんのおうちさがし ペトル  ホラチェック∥作  絵 フレーベル館      E       /ﾎ          

60 フランシスのいえで ラッセル　ホーバン∥さく 好学社      E       /ﾎ          

61 もののけの家 ほりかわ りまこ∥作 偕成社      E       /ﾎ          

62 ママがおうちにかえってくる! トメク　ボガツキ∥絵 講談社      E       /ﾎﾞ         

63 ふたりママの家で パトリシア  ポラッコ∥絵  文 サウザンブックス社      E       /ﾎﾟ         

64 おうちにかえろう ロア　シーガル∥文 富山房      E       /ﾏ          

65 どれがぼくのおうちになるのかな? ロン　マリス∥ぶん　え アリス館      E       /ﾏ          

66 くつのおうち コリン　マクリーン∥作　絵 河合楽器製作所・出版事業部      E       /ﾏ          

67 もぐらのいえ 松屋 真由子∥作 くもん出版      E       /ﾏ          

68 ゆきのひのいえで まるやま あやこ∥作　絵 学研教育出版      E       /ﾏ          

69 おうちでんしゃはっしゃしまーす 間瀬 なおかた∥作　絵 ひさかたチャイルド      E       /ﾏ          

70 すてきなおうち マーガレット　ワイズ　ブラウン∥さく フレーベル館      E       /ﾐ          

71 ペギーのちいさな家 エレイン　ミルズ∥作 セーラー出版      E       /ﾐ          

72 おうちへかえろ 三浦 太郎∥さく  え 童心社      E       /ﾐ          

73 さるくんにぴったりなおうち!! おおはし えみこ∥作 鈴木出版      E       /ﾑ          

74 ちいさなちいさなひみつのおうち 森津 和嘉子∥さく　え PHP研究所      E       /ﾓ          

75 おうちをわけっこ ジュリア　ドナルドソン∥ぶん 評論社      E       /ﾓ          

76 ぼくがおうちでまっていたのに ヤーノシュ∥作　絵 徳間書店      E       /ﾔ          

77 やとのいえ 八尾 慶次∥作 偕成社      E       /ﾔ          

78 おうちのともだち 柳原 良平∥作　絵 こぐま社      E       /ﾔ          

79 おひなさまのいえ ねぎし れいこ∥作 世界文化社      E       /ﾖ          

80 もりのおうちのきいちごジュース ハヤ　シェンハヴ∥文 徳間書店      E       /ﾘ          

81 こんな家にすんでたら ジャイルズ　ラロッシュ∥作 偕成社 K    520     /ﾗ       

82 いえができるまで 砺波 周平∥取材　構成　写真 ひさかたチャイルド K    527     /ﾄ      

83 家をせおって歩く 村上 慧∥作 福音館書店 K    702     /ﾑ       

84 リンゴちゃんのいえで 角野 栄子∥作 ポプラ社 K    913     /ｶ       

85 たびいえさん 北川 チハル∥作 くもん出版 K    913     /ｷ       

86 古典から生まれた新しい物語 日本児童文学者協会∥編 偕成社 K    913     /ｺ       

87 まいごのアローおうちにかえる 竹下 文子∥作 佼成出版社 K    913     /ﾀ      

88 ショコラとコロンおかしの家のいたずらクッキー ふくざわ ゆみこ∥作　絵 KADOKAWA K    913     /ﾌ       

89 ショコラとコロンおかしの家のパンケーキ ふくざわ ゆみこ∥作　絵 KADOKAWA K    913     /ﾌ       

90 二人の小さな家 シーリア　ウィルキンズ∥作 福音館書店 K    933     /ｳ       

91 タテルさんゆめのいえをたてる ステファン　テマーソン∥ぶん エクスナレッジ K    989     /ﾃ       

いいな いいな みんなのおうち



 


