
大型絵本リスト

索引 タ　イ　ト　ル 作　　者 出版社
サイズ

（縦×横） 学 校 名 備　考

あひ あひるのおうさま（大型紙芝居） 堀尾　青史 童心社 43×62 富丘小

あり ありくんとかえるくん ようふゆか 教育画劇 263×375 八軒北小 紙芝居

あり ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 49×37 栄北小

あり ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 49×37 富丘小

あり ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 49×37 前田北小

あり ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 49×37 美しが丘緑小

あり ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 49×37 札幌小

あり ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 49×37 平岸高台小

あり ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 49×37 北白石小

あり ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 49×37 新川中央小

あり ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 49×37 平岸西小

あり ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 49×37 もみじの森小

あり ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 49×37 幌北小

あり ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 49×37 桑園小

あり ありとすいか たむら　しげる ポプラ社 49×37 伏古小

ある あるのかな？ 織田　道代 鈴木出版 35×50 厚別西小

ある あるのかな？ 織田　道代 鈴木出版 35×50 西岡北小

ある あるのかな？ 織田　道代 鈴木出版 35×50 富丘小

ある あるのかな？ 織田　道代 鈴木出版 35×50 小野幌小

ある あるのかな？ 織田　道代 鈴木出版 35×50 栄西小

あれ アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ 好学社 52×41.2 小野幌小

あれ アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ 好学社 52×41.2 琴似小

あれ アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ 好学社 52×41.2 富丘小

あれ アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ 好学社 52×41.2 栄西小

あれ アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ 好学社 52×41.2 厚別西小

いた いたずらラッコとおなべのほし 神沢　利子 あかね書房 50cm 富丘小

いた いただきバス 藤本　ともひこ 鈴木出版 37×50 厚別西小

いも いもころがし＜元禄のころ＞ 長谷川大治 童心社 265×381 八軒北小 紙芝居

いも いもほりバス 藤本　ともひこ 鈴木出版 36×50 小野幌小

うか うがいライオン ねじめ正一 すずき出版 36×49.5 小野幌小

うか うがいライオン ねじめ正一 すずき出版 36×49.5 清田緑小

うさ うさぎのくれたバレエシューズ 安房　直子 小峰書店 50×39 発寒西小

うみ うみの１００かいだてのいえ いわいとしお 偕成社 116×21 清田緑小

うみ うみの１００かいだてのいえ いわいとしお 偕成社 116×21 小野幌小
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うみ うみの１００かいだてのいえ いわいとしお 偕成社 116×21 北都小

うみ うみの１００かいだてのいえ いわいとしお 偕成社 116×21 琴似中央小

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

うみ うみの１００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×21 八軒小

うら ウララちゃんのたんじょうび 山本　なおこ ポプラ社 44×43 札幌小

うら ウララちゃんのたんじょうび 山本　なおこ ポプラ社 44×43 伏古小

うら ウララちゃんのたんじょうび 山本　なおこ ポプラ社 44×43 西園小

うら ウララちゃんのたんじょうび 山本　なおこ ポプラ社 44×43 もみじの森小

うら ウララちゃんのたんじょうび 山本　なおこ ポプラ社 44×43 藤野小

うら ウララちゃんのたんじょうび 山本　なおこ ポプラ社 44×43 北都小

うん うんこダスマン 村上八千世 ほるぷ出版 37.8×37.4栄町小

うん うんこダスマン 村上八千世 ほるぷ出版 37.8×37.4栄西小

えら えらいえらい！ ますだ　ゆうこ そうえん社 50×43 開成小

えら えらいえらい！ ますだ　ゆうこ そうえん社 50×43 富丘小

えら えらいえらい！ ますだ　ゆうこ そうえん社 50×43 小野幌小

おい おいしくたべよう！ ラビッツアイ チャイルド社 50×50 栄町小

おお おおきいぞう　ちいさいさい 多田　ヒロシ 集文社 61×41 琴似小

おお おおきいぞう　ちいさいさい 多田　ヒロシ 集文社 61×41 平岸小

おお おおきくおおきくおおきくなあれ まついのりこ 童心社 265×381 八軒北小 紙芝居

おお おおきなかぶ A・トルストイ 福音館書店 35×50 北白石小

おお おおきなかぶ A・トルストイ 福音館書店 35×50 太平小

おお おおきなかぶ A・トルストイ 福音館書店 35×50 栄西小

おお おおきなかぶ A・トルストイ 福音館書店 35×50 篠路小

おお おおきなかぶ A・トルストイ 福音館書店 35×50 福住小

おお おおきなかぶ A・トルストイ 福音館書店 35×50 しらかば台小

おお おおきなかぶ A・トルストイ 福音館書店 35×50 山の手南小

おお おおきなかぶ A・トルストイ 福音館書店 35×50 新川中央小

おお おおきなかぶ A・トルストイ 福音館書店 35×50 富丘小

おお おおきなきがほしい さとう　さとる 偕成社 52×42 幌南小

おお おおきなきがほしい さとう　さとる 偕成社 52×42 小野幌小

おお おおきなきがほしい さとう　さとる 偕成社 52×42 栄町小

おお おおきなきがほしい さとう　さとる 偕成社 52×42 桑園小

おお おおきなもののすきなおうさま 安野　光雅 メイト 50cm 富丘小

おお おおはくちょうのそら 手島　圭三郎 リブリオ出版 44×31 篠路小
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おお おおはくちょうのそら 手島　圭三郎 リブリオ出版 44×31 もみじの丘小

おお おおはくちょうのそら 手島　圭三郎 リブリオ出版 44×31 小野幌小

おか おかあさん　まだかな 福田岩緒 童心社 265×381 八軒北小 紙芝居

おか おかあさんだいすきだよ みやにしたつや 金の星社 50×45 栄町小

おか おかあさんだいすきだよ みやにしたつや 金の星社 50×45 発寒西小

おこ おこだでませんように くすのきしげのり 小学館 40×45 西岡北小

おこ おこだでませんように くすのきしげのり 小学館 40×45 前田中央小

おこ おこる 中川　ひろたか 金の星社 50×43.4 清田緑小

おこ おこる 中川　ひろたか 金の星社 50×43.4 八軒北小

おこ おこる 中川ひろたか 金の星社 500×432 八軒北小

おこ おこる 中川　ひろたか 金の星社 50×43.4 新陽小

おし おじいちゃんのごくらくごくらく 西本　鶏介 鈴木出版 50×41 米里小

おし おじいちゃんのごくらくごくらく 西本　鶏介 鈴木出版 50×41 富丘小

おし おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 52×37 美しが丘緑小

おし おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 52×37 富丘小

おし おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 52×37 新川小

おし おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 52×37 西岡北小

おし おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 52×37 北白石小

おし おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 52×37 発寒東小

おし おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 52×37 中の島小

おし おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 52×37 新川中央小

おし おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 52×37 東山小

おし おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 52×37 琴似小

おし おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 52×37 新琴似小

おし おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 52×37 小野幌小

おし おじさんのかさ 佐野　洋子 講談社 52×37 太平小

おつ おっぱい 宮西　達也 鈴木出版 44×42 米里小

おと おとうさん（大型紙芝居） 与田　準一 童心社 43×62 栄西小

おと おとうさん（大型紙芝居） 与田　準一 童心社 43×62 富丘小

おと おとうさん・パパ・おとうちゃん 宮西　達也 鈴木出版 44×42 小野幌小

おと おとうさんはウルトラマン 宮西　達也 学研 48×42 栄東小

おと おとうさんはウルトラマン 宮西　達也 学研 48×42 北白石小

おと おとうさんはウルトラマン 宮西　達也 学研 48×42 山の手南小

おと おとうさんはウルトラマン 宮西　達也 学研 48×42 太平小
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おに おにぎりさんきょうだい つぼいじゅり 教育画劇 263×375 八軒北小 紙芝居

おは おばあちゃん、まっててね！ いけずみ　ひろこ 岩崎書店 47×43 東札幌小

おは おばけだじょ ツペラ　ツペラ 学研 51×36 小野幌小

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×44 美しが丘緑小

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×44 新琴似西小

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×44 伏古小

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×44 もみじの森小 　

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×44 北白石小

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×44 富丘小

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×44 米里小

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×44 新川中央小

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×44 西岡南小

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×44 西白石小

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×44 新琴似小

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×44 藤野小

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×44 星置東小

おは おばけのてんぷら せな　けいこ ポプラ社 50×38 新陽小

おは おばけのバーバパパ アネット・チゾン 偕成社 43×49 札幌小

おは おばけのバーバパパ アネット・チゾン 偕成社 43×49 新川中央小

おは おばけのバーバパパ アネット・チゾン 偕成社 43×49 富丘小

おは おばけのバーバパパ アネット・チゾン 偕成社 43×49 栄北小

おは おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ ぽるぷ出版 43×33 もみじの丘小

おは おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ ぽるぷ出版 43×33 栄町小

おは おばけパーティ ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 33×43 札幌小

おは おばけパーティ ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 33×43 西園小

おは おばけパーティ ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 33×43 もみじの丘小

おは おばけパーティ ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 33×43 富丘小

おは おばけパーティ ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 33×43 発寒東小

おは おばけパーティ ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 33×43 桑園小

おは おばけパーティ ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 33×43 平岸西小

おは おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 43×33 もみじの丘小

おは おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 43×33 栄町小

おは おばけもいますなかまがぞろぞろ 多田　ヒロシ 集文社 61×41 琴似小

おは おばけもいますなかまがぞろぞろ 多田　ヒロシ 集文社 61×41 藤野小
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おは おばけもいますなかまがぞろぞろ 多田　ヒロシ 集文社 61×41 北都小

おへ おべんとうバス 真珠　まりこ チャイルド本社 51×44.6 もみじの森小

おへ おべんとくん 真木　文絵 チャイルド本社 50×50 琴似小

おへ おべんとくん 真木　文絵 チャイルド本社 50×50 藤野小

おへ おべんとくん 真木　文絵 チャイルド本社 50×50 富丘小

おへ おべんとくん 真木　文絵 チャイルド本社 50×50 東札幌小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 新琴似小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 開成小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 新琴似西小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 新札幌わかば小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 伏古小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 新陽小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 平和小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 北白石小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 富丘小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 新川中央小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 西岡南小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 栄西小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 山の手南小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 清田南小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 発寒西小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 札幌小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 前田中央小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 清田緑小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 栄東小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 東札幌小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 もみじの丘小

おま おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 47×38 札苗緑小

おま おまんじゅうのすきなとのさま 日下部由美子 童心社 265×381 八軒北小 紙芝居

おめ おめんです いしかわ　こうじ 偕成社 43×43 栄西小 　

おめ おめんです いしかわ　こうじ 偕成社 43×43 西岡南小

おめ おめんです２ いしかわ　こうじ 偕成社 43×43 西岡南小

おや おやおや、おやさい 石津　ちひろ 福音館書店 42×40 栄西小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 美しが丘緑小
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かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 篠路小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 富丘小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 厚別西小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 新札幌わかば小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 北白石小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 西園小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 平岸西小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 西岡南小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 もみじの森小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 太平小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 伏古小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 幌北小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 芸術の森小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 米里小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 栄町小

かた かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 44×38 八軒小

かつ がっこうでトイレにいけるかな？ 村上八千世 ほるぷ出版 38×38 栄町小

かつ がっこうでトイレにいけるかな？ 村上八千世 ほるぷ出版 38×38 新川小

かつ がっこうでトイレにいけるかな？ 村上八千世 ほるぷ出版 38×38 稲穂小

かは かばくん 岸田　衿子 福音館書店 35×50 北白石小

かは かばくん 岸田　衿子 福音館書店 35×50 平岸小

から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 52×42 新陽小

から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 52×42 美しが丘緑小

から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 52×42 富丘小

から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 52×42 桑園小

から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 52×42 篠路小

から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 52×42 西岡南小

から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 52×42 もみじの森小

から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 52×42 しらかば台小

から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 52×42 発寒西小

から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 52×42 稲穂小

から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 52×42 北都小

から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 52×42 幌北小

から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 52×42 藤野小
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から からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社 51×42 新琴似小

かわ かわいそうなぞう つちや　ゆきお 金の星社 50×35 太平小

かわ かわいそうなぞう つちや　ゆきお 金の星社 50×35 もみじの森小 　

かわ かわいそうなぞう つちや　ゆきお 金の星社 50×35 美しが丘緑小

かわ かわいそうなぞう つちや　ゆきお 金の星社 50×35 稲穂小

かわ かわいそうなぞう つちや　ゆきお 金の星社 50×35 栄東小

かわ かわいそうなぞう つちや　ゆきお 金の星社 50×35 米里小

かん ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 38×38 美しが丘緑小

かん ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 38×38 発寒東小

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

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

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

かん ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 38×38 西野第二小

きた きたきつねのゆめ 手島　圭三郎 リブリオ出版 46×34 新陽小

きた きたきつねのゆめ 手島　圭三郎 リブリオ出版 44×31 篠路小

きた きたきつねのゆめ 手島　圭三郎 リブリオ出版 44×31 八軒小

きつ きつねのでんわボックス 戸田　和代 金の星社 75×50 小野幌小

きつ きつねのでんわボックス 戸田　和代 金の星社 75×50 もみじの丘小

きつ きつねのでんわボックス 戸田　和代 金の星社 75×50 新札幌わかば小

きつ きつねのでんわボックス 戸田　和代 金の星社 75×50 新川小

きつ きつねのでんわボックス 戸田　和代 金の星社 75×50 西岡北小

きや キャベツくん 長　新太 文研出版 34×44 幌西小

きや キャベツくん 長　新太 文研出版 34×44 白楊小

きや キャベツくん 長　新太 文研出版 34×44 元町小

きゆ ９９９ひきのきょうだい 木村　研 チャイルド本社 50×44 平岸小

きゆ ９９９ひきのきょうだい 木村　研 チャイルド本社 50×44 栄町小

きゆ ９９９ひきのきょうだい 木村　研 チャイルド本社 50×44 富丘小

きゆ ９９９ひきのきょうだい 木村　研 チャイルド本社 50×44 東札幌小

きゆ ９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村　研 チャイルド本社 50×44 丘珠小 　

きゆ ９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村　研 チャイルド本社 50×44 新川中央小

きゆ ９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村　研 チャイルド本社 50×44 太平小

きゆ ９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村　研 チャイルド本社 50×44 西岡南小

きゆ 給食番長 よしながこうたく 長崎出版 43×52 新陽小

きゆ 給食番長 よしながこうたく 好学社 51.5×42 小野幌小
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きゆ 給食番長 よしながこうたく 好学社 51.5×42 八軒北小

きゆ 給食番長 よしながこうたく 好学社 51×41.5 白楊小

きゆ 給食番長 よしながこうたく 好学社 513×418 八軒北小

きよ きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西　達也 鈴木出版 52×44 稲穂小

きよ きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西　達也 鈴木出版 52×44 小野幌小

きよ きょうりゅうのおおきさ 岡本三紀夫 チャイルド本社 51×60 伏古小

きよ きょうりゅうのおおきさ 岡本三紀夫 チャイルド本社 51×60 前田中央小

きよ きょうりゅうのおおきさ 岡本三紀夫 チャイルド本社 51×60 桑園小

きよ きょだいなきょだいな 降矢　なな 福音館書店 35×50 石山緑小

きよ きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 北白石小

きよ きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 西小

きよ きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 鴻城小

きよ きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 富丘小

きよ きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 平岸小

きよ きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 栄西小

きよ きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 平岸西小

きよ きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 東山小

きよ きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 白楊小

きよ きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 伏古小

きよ きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 南郷小

きよ きょだいなきょだいな 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 八軒北小

きよ きょだいなきょだいな 長谷川摂子 福音館書店 354×500 八軒北小

きよ 恐竜 ドゥーガル・ディクソン 集文社 61×41 琴似小

きよ 恐竜 ドゥーガル・ディクソン 集文社 61×41 北都小

きん きんぎょがにげた 五味太郎 福音館書店 42×40 西小

きん きんぎょがにげた 五味太郎 福音館書店 42×40 幌北小

きん きんぎょがにげた 五味　太郎 福音館書店 42×40 屯田小

くし くじらだ！ 五味　太郎 岩崎書店 53×45 美しが丘緑小

くし くじらだ！ 五味　太郎 岩崎書店 53×45 琴似小

くし くじらだ！ 五味　太郎 岩崎書店 53×45 桑園小

くし くじらだ！ 五味　太郎 岩崎書店 53×45 富丘小

くし くじらだ！ 五味　太郎 岩崎書店 53×45 栄西小

くし くじらだ！ 五味　太郎 岩崎書店 53×45 北白石小

くし くじらだ！ 五味　太郎 岩崎書店 53×45 西岡南小
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くし くじらだ！ 五味　太郎 岩崎書店 53×45 平岸西小

くま くまのコールテンくん ドン・フリーマン 偕成社 43×47 新陽小

くま くまのコールテンくん ドン・フリーマン 偕成社 43×47 北都小

くま くまのコールテンくん ドン・フリーマン 偕成社 43×47 白楊小

くも くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆこ 福音館書店 36×50 八軒西小

くも くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆこ 福音館書店 36×50 富丘小

くも くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆこ 福音館書店 36×50 新札幌わかば小

くも くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆこ 福音館書店 36×50 栄町小

くも くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆこ 福音館書店 36×50 栄東小

くも くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆこ 福音館書店 36×50 丘珠小

くら
くらべてみよう大きいぞうちいさいさい
ぞう 多田　ヒロシ 集文社 61×41 北都小

くり グリーンマントのピーマンマン さくら　ともこ 岩崎書店 50×44 伏古小

くり ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 36×50 新陽小

くり ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 36×50 開成小

くり ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 36×50 新川中央小

くり ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 36×50 平岸小

くり ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 36×50 太平小

くり ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 36×50 北白石小

くり ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 36×50 桑園小

くり ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 36×50 幌北小

くり ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 36×50 富丘小

くり ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 36×50 栄西小

くり ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 36×50 しらかば台小

くり ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 36×50 福住小

くり ぐりとぐら なかがわ　りえこ 福音館書店 36×50 藤野小

くり ぐりとぐらのおきゃくさま なかがわ　りえこ 福音館書店 50×36 北白石小

くり ぐりとぐらのおきゃくさま なかがわ　りえこ 福音館書店 50×36 琴似小

くり ぐりとぐらのおきゃくさま なかがわ　りえこ 福音館書店 50×36 富丘小

くる ぐるんぱのようちえん 西内　ミナミ 福音館書店 36×50 北白石小

くる ぐるんぱのようちえん 西内　ミナミ 福音館書店 36×50 西岡北小

くる ぐるんぱのようちえん 西内　ミナミ 福音館書店 36×50 富丘小

くる ぐるんぱのようちえん 西内　ミナミ 福音館書店 36×50 平岸小

けか けがをしない！ ラビッツアイ チャイルド本社 50×50 栄町小

けつ 月ようびはなにたべる？ エリック・カール 偕成社 56cm 富丘小
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こき ごきげんのわるいコックさん まついのりこ 童心社 265×381 八軒北小 紙芝居

ここ ここがせかいいち！ 作者掲載なし チャイルド本社 51×60 西岡北小

ここ ここがせかいいち！ 作者掲載なし チャイルド本社 51×60 前田中央小

ここ ここがせかいいち！ 作者掲載なし チャイルド本社 51×60 厚別西小

こす こすずめのぼうけん ルース・エインズワース 福音館書店 36×50 富丘小

こす こすずめのぼうけん ルース・エインズワース 福音館書店 36×50 藤野小

こす こすずめのぼうけん ルース・エインズワース 福音館書店 36×50 丘珠小

こと ことわざのえほん 西本　鶏介 鈴木出版 41×50 八軒西小

こね こねこの　しろちゃん 堀尾青史 童心社 265×381 八軒北小 紙芝居

ころ ころわんとしろいくも 間所　ひさこ チャイルド本社 50×49 東札幌小

さら さらやしきのおきく 桂文我 童心社 265×381 八軒北小 紙芝居

さん 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 福音館書店 48×38 栄西小

さん 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 福音館書店 48×38 八軒小

さん 三びきのこぶた イギリス昔話 福音館書店 50×35 北白石小

さん 三びきのこぶた イギリス昔話 福音館書店 50×35 富丘小

さん 三びきのこぶた イギリス昔話 福音館書店 50×35 太平小

さん 三びきのこぶた イギリス昔話 福音館書店 50×35 福住小

さん 三びきのこぶた イギリス昔話 福音館書店 50×35 平岸小

さん 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 福音館書店 48×38 栄東小

しけ しげちゃん 室井　滋 金の星社 50×43 八軒北小

しけ しげちゃん 室井　滋 金の星社 50×43 幌西小

しけ しげちゃん 室井　滋 金の星社 500×432 八軒北小

した したきりすずめ（大型紙芝居） 松谷みよ子 童心社 43×62 富丘小

しつ しっぽのはたらき 川田　健 福音館書店 49×45 富丘小

しま しまふくろうのみずうみ 手島　圭三郎 リブリオ出版 43×31 札幌小

しま しまふくろうのみずうみ 手島　圭三郎 リブリオ出版 43×31 桑園小

しま しまふくろうのみずうみ 手島　圭三郎 リブリオ出版 43×31 篠路小

しま しまふくろうのみずうみ 手島　圭三郎 リブリオ出版 43×31 富丘小

しま しまふくろうのみずうみ 手島　圭三郎 リブリオ出版 43×31 稲穂小

しや じゃんけんぽん せなけいこ 鈴木出版 36×49.5 幌北小

しり しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 鈴木出版 36×50 新陽小

しり しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 すずき出版 36×50 新琴似小

しり しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 鈴木出版 36×50 美しが丘緑小

しり しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 鈴木出版 36×50 札幌小
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しり しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 鈴木出版 36×50 平岸西小

しり しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 鈴木出版 36×50 琴似小

しり しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 鈴木出版 36×50 太平小

しり しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 鈴木出版 36×50 栄西小

しり しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 鈴木出版 36×50 小野幌小

しり しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 鈴木出版 36×50 富丘小

しり しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 鈴木出版 36×50 栄北小

しり しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 鈴木出版 36×50 西岡南小

しん 新ウォーリーハリウッドへいく マーティン・ハンドフォード フレーベル館 42×34 北白石小

しん 新ウォーリーをさがせ マーティン・ハンドフォード フレーベル館 42×34 北白石小

すい スイミー レオ・レオニー 好学社 51×40 富丘小

すい スイミー レオ・レオニー 好学社 51×40 平和小

すい スイミー レオ・レオニー 好学社 51×40 新琴似小

すい スイミー レオ・レオニー 好学社 51×40 札苗緑小

すい スイミー レオ・レオニー 好学社 51×40 中の島小

すい スイミー レオ・レオニー 好学社 51×40 栄西小

すい スイミー レオ・レオニー 好学社 51×40 小野幌小

すい スイミー レオ・レオニー 好学社 51×40 もみじの丘小

すつ すっぽんぽんのすけ もとした いづみ 鈴木出版 44×42 富丘小

すつ すっぽんぽんのすけ もとした いづみ 鈴木出版 44×42 西小

すつ すっぽんぽんのすけ もとした いづみ 鈴木出版 44×42 栄西小

すつ すっぽんぽんのすけ もとした いづみ 鈴木出版 44×42 栄東小

すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 新陽小

すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 美しが丘緑小

すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 新川中央小

すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 北都小

すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 北白石小

すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 西園小

すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 平和小

すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 桑園小

すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 東山小

すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 小野幌小

すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 西岡南小

すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 新陵小
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すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 新川小

すて すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 53×39 八軒小

すみ すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社 38×38 鴻城小

すみ すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社 38×38 北白石小

すみ すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社 38×38 新陽小

すみ すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社 38×38 栄西小

すみ すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社 38×38 富丘小

すみ すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社 38×38 伏古小

すみ すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社 38×38 もみじの森小

すみ すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社 38×38 西岡南小

すみ すみっこのおばけ 武田　美穂 ポプラ社 38×38 前田北小

せか 世界の地図　ワンダーランド シュテファン・レムケ 集文社 61×41 北都小

せん せんたくかあちゃん さとう　わきこ 福音館書店 36×50 美しが丘緑小

せん せんたくかあちゃん さとう　わきこ 福音館書店 36×50 富丘小

せん せんたくかあちゃん さとう　わきこ 福音館書店 35×50 白楊小

せん せんろはつづく 鈴木まもる 金の星社 48×50 北都小

せん せんろはつづく 鈴木まもる 金の星社 48×50 栄西小

そう ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか 福音館書店 35×50 平岸小

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

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

そら そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 36×50 新陽小

そら そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 36×50 美しが丘緑小

そら そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 36×50 富丘小

そら そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 36×50 栄西小

そら そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 36×50 新札幌わかば小

そら そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 36×50 平岸西小

そら そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 36×50 北白石小

そら そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 36×50 藤野小

そら そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 36×50 西小

そら そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 36×50 芸術の森小

そら そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 36×50 平岸小

そら そらまめくんのベッド なかや　みわ 福音館書店 35×50 石山緑小

そら そらまめくんのぼくのいちにち なかや　みわ 小学館 36×53 栄町小

そら そらまめくんのぼくのいちにち なかや　みわ 小学館 36×53 星置東小
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そら そらまめくんのぼくのいちにち なかや　みわ 小学館 36×53 琴似小

それ それゆけがんばれわれらの楽団 かこ　さとし
全国心身障害
者福祉財団 104×73 西小

それ それゆけがんばれわれらの楽団 かこ　さとし
全国心身障害
者福祉財団 104×73 西岡北小

それ それゆけがんばれわれらの楽団 かこ　さとし
全国心身障害
者福祉財団 104×73 発寒西小

たい だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー 鈴木出版 50×41 新陽小

たい だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー 鈴木出版 50×41 小野幌小

たい だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー 鈴木出版 50×41 栄西小

たい だいすきっていいたくて カール･ノラック ほるぷ出版 37×43 桑園小

たい だいすきっていいたくて カール･ノラック ほるぷ出版 37×43 新陽小

たい だいすきっていいたくて カール･ノラック ほるぷ出版 37×43 小野幌小

たい だいすきっていいたくて カール･ノラック ほるぷ出版 37×43 西岡南小

たい だいおういかのいかたろう ザ・キャビンカンパニー 鈴木出版 50×41 西小

たか たからものはなあに？ 吉田　隆子 金の星社 40×39 米里小

たか たからものはなあに？ 吉田　隆子 金の星社 40×39 もみじの森小

たし だじゃれ日本一周 長谷川　義史 理論社 44×37 前田中央小

たし だじゃれ日本一周 長谷川　義史 理論社 44×37 小野幌小

たし だじゃれ日本一周 長谷川　義史 理論社 44×37 西岡南小

たし だじゃれ日本一周 長谷川　義史 理論社 44×37 藤野小

たな たなばたバス 藤本ともひこ 鈴木出版 36×50 西小

たな たなばたバス 藤本ともひこ 鈴木出版 36×50 小野幌小

たへ
たべられたやまんば（大型紙芝
居）

松谷みよ子 童心社 43×62 富丘小

たま たまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 美しが丘緑小

たま たまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 西園小

たま たまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 平岸小

たま たまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 開成小

たま たまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 富丘小

たま たまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 小野幌小

たま たまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 西岡南小

たま たまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 新川中央小

たま たまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 平岸高台小

たま たまごにいちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 大倉山小

たま たまごねえちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 清田緑小

たま たまごねえちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 伏古小

たま たまごねえちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 新川中央小

13 



大型絵本リスト

索引 タ　イ　ト　ル 作　　者 出版社
サイズ

（縦×横） 学 校 名 備　考

たま たまごねえちゃん あきやま　ただし 鈴木出版 50×41 米里小

たま たまごのあかちゃん かんざわ　としこ 福音館書店 42×40 白楊小

たま たまごのあかちゃん かんざわ　としこ 福音館書店 42×40 西小

たる だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社 58×58 開成小

たる だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社 58×58 発寒西小

たる だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社 58×58 富丘小

たる だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社 58×58 栄西小

たる だるまさんが かがくい　ひろし ブロンズ新社 58×58 白楊小

たる だるまさんと かがくい　ひろし ブロンズ新社 58×58 白楊小

たる だるまさんと かがくい　ひろし ブロンズ新社 58×58 発寒西小

たる だるまさんの かがくい　ひろし ブロンズ新社 58×58 白楊小

たる だるまちゃんとかみなりちゃん 加古　里子 福音館書店 35×50 東札幌小

たる だるまちゃんとかみなりちゃん 加古　里子 福音館書店 35×50 八軒北小

たる だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子 福音館書店 35×50 八軒北小

たん タンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい ポプラ社 35×44 新陽小

たん ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい ポプラ社 35×44 富丘小

たん ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい ポプラ社 35×44 もみじの森小

たん ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい ポプラ社 35×44 桑園小

たん ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい ポプラ社 35×44 幌北小

たん ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい ポプラ社 35×44 栄町小

ちい ちいさなきいろいかさ もり　ひさし 金の星社 50×36 稲穂小

ちい ちいさなきいろいかさ もり　ひさし 金の星社 50×36 米里小

ちい ちいさなきいろいかさ もり　ひさし 金の星社 50×36 もみじの森小

ちい ちいさなくれよん 篠塚　かをり 金の星社 50×36 美しが丘緑小

ちい ちいさなくれよん 篠塚　かをり 金の星社 50×36 稲穂小

ちい ちいさなくれよん 篠塚　かをり 金の星社 50×36 幌北小

ちい ちいさなくれよん 篠塚　かをり 金の星社 50×36 米里小

ちい ちいさなくれよん 篠塚　かをり 金の星社 50×36 富丘小

ちい ちいさなくれよん 篠塚　かをり 金の星社 50×36 山の手南小

ちい ちいさなくれよん 篠塚　かをり 金の星社 50×36 東札幌小

ちい ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ あかね書房 50×36 栄町小

ちい ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ あかね書房 50×36 発寒西小

ちか ちか100かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 115×21 西岡南小

ちか ちか100かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 115×21 新陵小
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ちか ちか100かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 115×21 幌南小

ちか ちか100かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 115×21 小野幌小

ちか ちか100かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 115×21 前田中央小

ちか ちか100かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 115×21 石山緑小

ちか ちか100かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 115×21 北都小

ちか ちか100かいだてのいえ 岩井　俊雄 偕成社 116×21 新川小 横開き

ちか ちか100かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 115×20 白楊小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 厚別西小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 篠路小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 西岡南小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 稲穂小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 美しが丘緑小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 西園小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 山の手南小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 北白石小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 太平小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 伏古小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 もみじの森小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 幌北小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 富丘小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 米里小

ちか ちからたろう いまえ　よしとも ポプラ社 48×38 八軒小

ちひ ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 37×42 桑園小

ちひ ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 37×42 藤の沢小

ちひ ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 37×42 北白石小

ちひ ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 37×42 西野第二小

ちひ ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 37×42 伏古小

ちひ ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 37×42 小野幌小

ちひ ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 37×42 発寒小

ちひ ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 37×42 東山小

ちひ ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 37×42 新琴似西小

ちひ ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 37×42 発寒東小

ちゆ ちゅーちゅー 宮西　達也 鈴木出版 50×41 清田緑小

ちゆ ちゅーちゅー 宮西　達也 鈴木出版 50×41 新札幌わかば小
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ちゆ ちゅーちゅー 宮西　達也 鈴木出版 50×41 八軒北小

ちゆ ちゅーちゅー 宮西　達也 鈴木出版 498×450 八軒北小

ちり チリンのすず やなせたかし フレーベル館 49×39 中の島小

つき つきよのくじら 戸田　和代 鈴木出版 50×41 札幌小

つき つきよのくじら 戸田　和代 鈴木出版 50×41 米里小

つき つきよのくじら 戸田　和代 鈴木出版 50×41 富丘小

つき つきよのくじら 戸田　和代 鈴木出版 50×41 藤野小

つき つきよのくじら 戸田　和代 鈴木出版 50×41 伏古小

てぶ てぶくろ エウゲニー・Ｍ・ラチョフ 文溪堂 48×39 屯田小

てん でんしゃでいこうでんしゃでかえろう間瀬　なおかた チャイルド本社 50×50 琴似小

てん でんしゃでいこうでんしゃでかえろう間瀬　なおかた チャイルド本社 50×50 新川中央小

てん でんしゃでいこうでんしゃでかえろう間瀬　なおかた チャイルド本社 50×50 小野幌小

てん でんしゃでいこうでんしゃでかえろう間瀬　なおかた チャイルド本社 50×50 札幌小

てん でんしゃでいこうでんしゃでかえろう間瀬　なおかた チャイルド本社 50×50 東札幌小

てん でんしゃにのって とよた　かずひこ アリス館 39×42 北白石小

てん でんしゃにのって とよた　かずひこ アリス館 39×42 八軒西小

てん でんしゃにのって とよた　かずひこ アリス館 39×42 栄西小

とあ ドアがあいて・・・ エルンスト・ヤンドゥル ほるぷ出版 33×44 北都小

とあ ドアがあいて・・・ エルンスト・ヤンドゥル ほるぷ出版 33×44 稲穂小

とあ ドアがあいて・・・ エルンスト・ヤンドゥル ほるぷ出版 33×44 栄町小

とう どうぞのいす 香山　美子 チャイルド本社 50×45 新琴似小

とう どうぞのいす 香山　美子 チャイルド本社 50×45 前田中央小

とう どうぞのいす 香山　美子 チャイルド本社 50×45 西園小

とう どうぞのいす 香山　美子 チャイルド本社 50×45 富丘小

とう どうぞのいす 香山　美子 チャイルド本社 50×45 東札幌小

とう どうぞのいす 香山　美子 チャイルド本社 50×45 栄西小

とう どうぞのいす 香山　美子 チャイルド本社 50×45 平岸西小

とう どうぞのいす 香山　美子 チャイルド本社 50×45 丘珠小

とう どうぞのいす 香山　美子 チャイルド本社 50×45 八軒西小

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

とう どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう アリス館 50×36 北都小

とう どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう アリス館 50×36 栄西小

とう どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう アリス館 50×36 前田中央小

とう どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう アリス館 50×36 八軒小
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とう トーマスきゃくしゃをひく ウィルバート・オードリー ポプラ社 42×38 厚別西小

とう トーマスきゃくしゃをひく ウィルバート・オードリー ポプラ社 42×38 もみじの森小

とう トーマスきゃくしゃをひく ウィルバート・オードリー ポプラ社 42×38 新札幌わかば小

とう トーマスきゃくしゃをひく ウィルバート・オードリー ポプラ社 42×38 米里小

とう トーマスきゃくしゃをひく ウィルバート・オードリー ポプラ社 42×38 北白石小

とう トーマスきゃくしゃをひく ウィルバート・オードリー ポプラ社 42×38 篠路小

とな となりのたぬき せな　けいこ 鈴木出版 36×50 西園小

とな となりのたぬき せな　けいこ 鈴木出版 36×50 米里小

とへ とべバッタ 田島　征三 偕成社 43×54 新陽小

とへ とべバッタ 田島　征三 偕成社 43×54 美しが丘緑小

とへ とべバッタ 田島　征三 偕成社 43×54 富丘小

とへ とべバッタ 田島　征三 偕成社 43×54 北白石小

とへ とべバッタ 田島　征三 偕成社 43×54 小野幌小

とへ とべバッタ 田島　征三 偕成社 43×54 西園小

とも ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 41×50 札幌小

とも ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 41×50 新陽小

とも ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 41×50 西岡南小

とも ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 41×50 米里小

とも ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 41×50 平岸高台小

とも ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 41×50 清田緑小

とも ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 41×50 八軒小

とも ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 41×50 もみじの丘小

とら トラネコとクロネコ 宮西　達也 鈴木出版 50×40.8 小野幌小

とら トラネコとクロネコ 宮西　達也 鈴木出版 50×40.8 栄西小

とん どんぐりたろうのき 鶴見　正夫 佼成出版社 50×44 富丘小

とん どんぐりたろうのき 鶴見　正夫 佼成出版社 50×44 発寒西小

なつ なつのいちにち はたこうしろう 偕成社 50.6×42.4小野幌小

にし にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社 46×35 平岸西小

にし にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社 46×35 北都小

にし にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社 46×35 栄西小

にし にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社 46×35 清田緑小

にし にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社 46×35 琴似小

にし にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社 46×35 新陽小

にし にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社 46×35 もみじの丘小
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にし にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社 46×35 太平小

にし にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社 46×35 小野幌小

にし にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社 46×35 栄東小

にし にじいろのしまうま こやま　峰子 金の星社 48×50 東札幌小

にし にじいろのしまうま こやま　峰子 金の星社 48×50 米里小

にし にじいろのしまうま こやま　峰子 金の星社 48×50 もみじの森小

にし にじいろのしまうま こやま　峰子 金の星社 48×50 発寒西小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 新陽小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 北白石小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 富丘小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 藤野小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 清田緑小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 西岡北小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 琴似小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 西岡南小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 北都小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 小野幌小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 八軒北小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 幌北小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 日新小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 みどり小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 西園小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 栄町小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 稲穂小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 498×450 八軒北小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 篠路小

にや にゃーご 宮西　達也 鈴木出版 50×41 八軒小

にん にんじんとごぼうとだいこん 日本民話 鈴木出版 44×42 栄西小 　

ねこ ねこのおかあさん 渡辺享子 童心社 265×381 八軒北小 紙芝居

ねす ねずみくんのさかなつり 山下　明生 チャイルド本社 50×44 八軒小

ねす ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社 44×38 北白石小

ねす ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社 44×38 伏古小

ねす ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社 44×38 小野幌小

ねす ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社 44×38 米里小
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ねす ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社 44×38 幌北小

ねす ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社 44×38 富丘小

ねす ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを ポプラ社 44×38 もみじの森小

ねす ねずみのいもほり 山下　明生 チャイルド本社 50×44 琴似小

ねす ねずみのいもほり 山下　明生 チャイルド本社 50×44 新川中央小

ねす ねずみのかいすいよく 山下　明生 チャイルド本社 50×44 清田緑小

ねす ねずみのかいすいよく 山下　明生 チャイルド本社 50×44 琴似小

ねす ねずみのでんしゃ 山下　明生 チャイルド本社 50×44 琴似小

ねす ねずみのでんしゃ 山下　明生 チャイルド本社 50×44 東札幌小

ねす ねずみのでんしゃ 山下　明生 チャイルド本社 50×44 新川中央小

ねす ねずみのでんしゃ 山下　明生 チャイルド本社 50×44 八軒西小

ねす ねずみのでんしゃ 山下　明生 チャイルド本社 50×44 栄東小

ねす ねずみのでんしゃ 山下　明生 チャイルド本社 50×44 富丘小

ねす ねずみのでんしゃ 山下　明生 チャイルド本社 50×44 平岸小

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

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

はし はじめてのおつかい 筒井　頼子 福音館書店 36×50 新札幌わかば小

はし はじめてのおつかい 筒井　頼子 福音館書店 36×50 美しが丘緑小

はし はじめてのおつかい 筒井　頼子 福音館書店 36×50 幌北小

はし はじめてのおつかい 筒井　頼子 福音館書店 36×50 しらかば台小

はし はじめてのおつかい 筒井　頼子 福音館書店 36×50 桑園小

はし はじめてのおつかい 筒井　頼子 福音館書店 36×50 富丘小

はし はじめてのおつかい 筒井　頼子 福音館書店 36×50 西岡南小

はし はじめてのおつかい 筒井　頼子 福音館書店 36×50 平岸小

はし はじめてのおつかい 筒井　頼子 福音館書店 36×50 元町小

はし はじめてのおるすばん しみず　みちを 岩崎書店 50×44 西園小

はし はじめてのおるすばん しみず　みちを 岩崎書店 50×44 富丘小

はし はじめまして 新沢　としひこ 鈴木出版 44×42 北白石小

はす バスでおでかけ 間瀬　なおかた チャイルド本社 50×50 札幌小

はた はたらく人たち リチャード・スキャーリー 集文社 61×41 琴似小

はた はたらく人たち リチャード・スキャーリー 集文社 61×41 北都小

はつ ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村　泰子 ポプラ社 44×38 札幌小

はつ ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村　泰子 ポプラ社 44×38 伏古小

はつ ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村　泰子 ポプラ社 44×38 富丘小
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はつ ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村　泰子 ポプラ社 44×38 平岸西小

はつ ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村　泰子 ポプラ社 44×38 藤野小

はつ ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村　泰子 ポプラ社 44×38 もみじの森小

はな はなすもんかー！ 宮西　達也 鈴木出版 36×50 富丘小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 美しが丘緑小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 栄東小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 小野幌小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 富丘小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 新川中央小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 藤野小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 桑園小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 発寒西小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 西岡北小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 清田南小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 平和小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 もみじの丘小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 白楊小

はな 花さき山 斎藤　隆介 岩崎書店 52.5×45 新川小

はな 花さき山 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 八軒小

はは パパ、お月さまとって！ エリック・カール 偕成社 59×42 琴似小

はは パパ、お月さまとって！ エリック・カール 偕成社 59×42 栄西小

はは パパ、お月さまとって！ エリック・カール 偕成社 59×42 八軒北小

はは パパ、お月さまとって！ エリック・カール 偕成社 59×42 八軒小

はは パパ、お月さまとって！ エリック・カール 偕成社 582×417 八軒北小

はは パパお月様とって エリック・カール 偕成社 58×42 新陽小

ぱぱ パパお月さまとって！ エリック・カール 偕成社 59×42 清田緑小

はむ バムとケロのおかいもの 島田　ゆか 文渓社 31×40 稲穂小

はむ バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか 文渓社 31×41 新陵小

はむ バムとケロのそらのたび 島田　ゆか 文渓社 31×40 稲穂小

はむ バムとケロのそらのたび 島田　ゆか 文渓社 31×40 桑園小

はむ バムとケロのそらのたび 島田　ゆか 文渓社 31×40 平岸高台小

はむ バムとケロのそらのたび 島田　ゆか 文溪堂 31.1×40.5 石山緑小

はむ バムとケロのにちようび 島田　ゆか 文渓社 31×40 稲穂小

はむ バムとケロのにちようび 島田　ゆか 文渓社 31×40 新札幌わかば小
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はむ バムとケロのにちようび 島田　ゆか 文渓社 31×40 新陽小

はむ バムとケロのにちようび 島田　ゆか 文渓社 31×40 桑園小

はむ バムとケロのにちようび 島田　ゆか 文渓社 31×40 南郷小

はむ バムとケロのにちようび 島田　ゆか 文渓社 31×40 星置東小

はむ バムとケロのもりのこや 島田　ゆか 文渓社 31×42 新陵小

はむ バムとケロのもりのこや 島田　ゆか 文渓社 31×42 西岡南小

はむ バムとケロのおかいもの 島田　ゆか 文渓社 31×40 平岸小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 新陽小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 しらかば台小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 栄北小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 美しが丘緑小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 新川中央小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 清田緑小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 栄西小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 北白石小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 新陵小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 前田北小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 新札幌わかば小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 西小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 篠路小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 新川小

はら はらぺこおおかみとぶたのまち 宮西　達也 鈴木出版 50×41 西岡南小

はら はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 42×58 平岸高台小

はら はらぺこおおかみとぶたのまち 宮西　達也 鈴木出版 50×41 新川小

はる バルボンさんのおでかけ とよたかずひこ アリス館 36×39 北白石小

はる バルボンさんのおでかけ ワニのバルボンとよたかずひこ アリス館 36×39 栄町小

はん 半日村 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 美しが丘緑小

はん 半日村 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 富丘小

はん 半日村 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 大倉山小

はん 半日村 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 篠路小

はん 半日村 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 白楊小

はん 半日村 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 桑園小

はん 半日村 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 八軒小

ひさ ひさの星 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 富丘小
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ひさ ひさの星 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 発寒西小

ひさ ひさの星 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 新川中央小

ひつ ビックゲーム キャロライン・アストロップ 集文社 61×41 北都小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 開成小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 前田中央小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 新川中央小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 西小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 栄西小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 小野幌小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 稲穂小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 新琴似西小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 中の島小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 幌北小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 北都小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 もみじの森小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 幌南小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 西岡南小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 新陵小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 石山緑小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 藤野小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 篠路小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 白楊小

ひや １００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 116×20 八軒西小

ひや １００人のサンタクロース 谷口　智則 文溪堂 40.6×29.3 屯田小

ひや １００人のサンタクロース 谷口　智則 文溪堂 40.6×29.3 栄西小

ひや １００人のサンタクロース 谷口　智則 文溪堂 40.6×29.3 八軒小

ひよ びょうきにまけない！ ラビッツアイ チャイルド本社 50×50 栄町小

ひよ ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社 37×37 北白石小

ひよ ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社 37×37 平岸西小

ひよ ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社 37×37 伏古小

ひよ ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社 37×37 もみじの森小

ひよ ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社 37×37 富丘小

ひよ ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社 37×37 米里小

ひよ ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社 37×37 西小

22 



大型絵本リスト

索引 タ　イ　ト　ル 作　　者 出版社
サイズ

（縦×横） 学 校 名 備　考

ひよ ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社 37×37 発寒小

ひよ ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社 37×37 小野幌小

ふし ふしぎなカサやさん みやにし　たつや 金の星社 50×44 新琴似小

ふし ふしぎなカサやさん 宮西　達也 ポプラ社 50×44 新陽小

ふし ふしぎなカサやさん 宮西　達也 金の星社 50×43 幌西小

ふし ふしぎなカサやさん 宮西　達也 金の星社 50×43 開成小

ふし ふしぎなカサやさん 宮西　達也 金の星社 50×43 前田中央小

ふし ふしぎなキャンディやさん 宮西　達也 金の星社 50×44 稲穂小

ふし ふしぎなキャンディやさん 宮西　達也 金の星社 50×44 琴似小

ふし ふしぎなキャンディやさん 宮西　達也 金の星社 50×44 幌北小

ふし ふしぎなキャンディやさん 宮西　達也 金の星社 50×44 もみじの森小

ふし ふしぎなキャンディやさん 宮西　達也 金の星社 50×44 八軒小

ふし ふしぎなキャンディやさん 宮西　達也 金の星社 50×44 西岡北小

ふし ふしぎなタネやさん みやにし　たつや 金の星社 50×43.5 屯田小

ふし ふしぎなタネやさん 宮西　達也 金の星社 50×43.5 小野幌小

ふし ふしぎなタネやさん 宮西　達也 金の星社 50×43.5 開成小

ふし ふしぎなタネやさん 宮西　達也 金の星社 50×43.5 栄町小

ふし ふしぎなタネやさん 宮西　達也 金の星社 50×43.5 八軒北小

ふし ふしぎなタネやさん みやにしたつや 金の星社 500×435 八軒北小

ふた ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 宮西　達也 鈴木出版 36×50 平岸西小

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

ふた ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 宮西　達也 鈴木出版 36×50 清田緑小

ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 厚別西小

ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 幌北小

ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 富丘小

ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 八軒西小

ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 北白石小

ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 札幌小

ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 西岡南小

ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 米里小

ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 篠路小

ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 藤野小

ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 琴似小

ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 太平小
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ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 伏古小

ふゆ ふゆのよるのおくりもの 芭蕉　みどり ポプラ社 44×44 もみじの森小

へひ へびくんのおさんぽ いとう　ひろし 鈴木出版 44×42 札幌小

へひ へびくんのおさんぽ いとう　ひろし 鈴木出版 44×42 新川中央小

へひ へびくんのおさんぽ いとう　ひろし 鈴木出版 44×42 富丘小

へひ へびくんのおさんぽ いとう　ひろし 鈴木出版 44×42 栄西小

へん へんしんオバケ あきやまただし 金の星社 50×45 栄町小

へん へんしんオバケ あきやまただし 金の星社 50×45 小野幌小

へん へんしんトンネル あきやまただし 金の星社 50×45 新陽小

へん へんしんトンネル あきやまただし 金の星社 56×47 もみじの森小

へん へんしんトンネル あきやまただし 金の星社 56×47 栄西小

へん へんしんトンネル あきやまただし 金の星社 56×47 西岡北小

へん へんしんトンネル あきやまただし 金の星社 50×44 西小

ほく ぼくにげちゃうよ M・W・ブラウン ほるぷ出版 33×38 西園小

ほく ぼくにげちゃうよ M・W・ブラウン ほるぷ出版 33×38 前田中央小

ほく ぼくにげちゃうよ M・W・ブラウン ほるぷ出版 33×38 西野第二小

ほく ぼくにげちゃうよ M・W・ブラウン ほるぷ出版 33×38 幌北小

ほく ぼくにげちゃうよ M・W・ブラウン ほるぷ出版 33×38 発寒東小

ほく ぼくにげちゃうよ M・W・ブラウン ほるぷ出版 33×38 富丘小

ほく ぼくにげちゃうよ M・W・ブラウン ほるぷ出版 33×38 藤の沢小

ほく ぼくのくれよん 長　新太 講談社 52×37 美しが丘緑小

ほく ぼくのくれよん 長　新太 講談社 52×37 富丘小

ほく ぼくのくろまるつかってよ！ 鈴木真実 教育画劇 263×375 八軒北小 紙芝居

ほん ぽんたのじどうはんばいき 加藤　ますみ チャイルド本社 50×45 東札幌小

ほん ぽんたのじどうはんばいき 加藤　ますみ チャイルド本社 50×45 もみじの丘小

まつ 松谷みよ子民話珠玉選 松谷みよ子 童心社 265×381 八軒北小 紙芝居

まと まどからおくりもの 五味太郎 偕成社 42×44 新琴似小

まと まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社 43×45 琴似小

まと まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社 43×45 東札幌小

まと まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社 43×45 稲穂小

まと まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社 43×45 栄北小 　

まと まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社 43×45 新川中央小

まと まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社 43×45 西小

まと まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社 43×45 新陵小

24 



大型絵本リスト

索引 タ　イ　ト　ル 作　　者 出版社
サイズ

（縦×横） 学 校 名 備　考

まと まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社 43×45 丘珠小

まと まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社 43×45 幌北小

まと まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社 43×45 富丘小

まと まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社 43×45 米里小

まと まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社 43×45 星置東小

まめ まめまきバス 藤本ともひこ 鈴木出版 36×50 北白石小

まん まんまるまんま　たんたかたん 荒井　文子 童心社 265×381 八軒北小 紙芝居

みつ ミッケ！　3（クリスマス） ジーンマルゾーロ 小学館 56×42 栄町小

みつ ミッケ！　3（クリスマス） ジーンマルゾーロ 小学館 56×42 北都小

みり ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし ＢＬ出版 60×40 平岡小

めつ めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 西岡南小

めつ めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 新札幌わかば小

めつ めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 白楊小

めつ めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 発寒西小

めつ めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 富丘小

めつ めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 八軒西小

めつ めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 清田緑小

めつ めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 平和小

めつ めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子 福音館書店 35×50 八軒小

もく もぐらバス 佐藤　雅彦 偕成社 40×55 新陽小

もく もぐらバス うちのますみ 偕成社 40×55 丘珠小

もく もぐらバス うちのますみ 偕成社 40×55 星置東小

もく もぐらバス うちのますみ 偕成社 40×55 伏古小

もち もちづきくん 中川　ひろたか チャイルド本社 50×49 芸術の森小

もち モチモチの木 斎藤　隆介 岩崎書店 52×45 北白石小

もち モチモチの木 斎藤　隆介 岩崎書店 52×45 新川小

もち モチモチの木 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 新札幌わかば小

もち モチモチの木 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 美しが丘緑小

もち モチモチの木 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 富丘小

もち モチモチの木 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 小野幌小

もち モチモチの木 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 清田緑小
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もち モチモチの木 斉藤　隆介 岩崎書店 52×45 もみじの丘小

もつ もったいないばあさん 真珠まりこ 講談社 52×37 西岡北小

もつ もったいないばあさん 真珠まりこ 講談社 52×37 東札幌小

もつ もったいないばあさん 真珠まりこ 講談社 52×37 栄東小

もり もりのおふろ 西村　敏雄 福音館書店 48×40 平岸西小

もり もりのおふろ 西村　敏雄 福音館書店 48×40 西小

もり もりのおふろ 西村　敏雄 福音館書店 48×40 栄西小

もり もりのおふろ 西村　敏雄 福音館書店 48×40 白楊小

もり もりのかくれんぼう 末吉　暁子 偕成社 51×42 札幌小

もり もりのかくれんぼう 末吉　暁子 偕成社 51×42 平岸西小
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