
おすすめ資料リスト 出力日：2021/03/26

タイトル名：色の変化や線の動きを楽しむ絵本

表示順 書誌ID タイトル 著者名 出版者
1 1001711179 まるてんいろてん 中辻/悦子‖さく 福音館書店
2 1000138509 ごぶごぶごぼごぼ 駒形 克己‖作 福音館書店
3 1000786715 いろ フィオナ・ランド‖え 主婦の友社
4 1000116120 ころころころ 元永 定正‖さく 福音館書店
5 1001552230 いました 五味 太郎‖著 ブロンズ新社
6 1001712891 あかいのあつまれ accototo‖え 岩崎書店
7 1001739423 しろとくろ 新井/洋行‖作・絵 岩崎書店
8 1001668321 もよう フィオナ・ランド‖絵 主婦の友社
9 1002067506 もいもい 市原/淳‖作 ディスカヴァー・トゥエンティ

ワン
10 1002161227 もいもいどこどこ? 市原/淳‖作 ディスカヴァー・トゥエンティ

ワン
11 1002071496 あかまるいくつ? しみず/だいすけ‖作 ポプラ社
12 1001982626 あかまるどれかな? しみず/だいすけ‖作 ポプラ社
13 1001834288 どんないろがすき 100%ORANGE‖絵 フレーベル館
14 1002061872 まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ‖さく ポプラ社
15 1002003950 しろくろいろいろかくれんぼ いしかわ/こうじ‖作・絵 ポプラ社
16 1001196905 色のえほん 早坂 優子‖著 視覚デザイン研究所
17 1001867429 カラフル 新井/洋行‖作・絵 岩崎書店
18 1001960200 せん あらい/ひろゆき‖作・絵 岩崎書店
19 1001869044 あかいけいと 佐々木/マキ‖[作] 偕成社
20 1001778943 みどりのほん 五味/太郎‖作 復刊ドットコム
21 1002087882 まる 松田/奈那子‖作・絵 鈴木出版
22 1001948928 にこにこばあ 新井/洋行‖作 えほんの杜
23 1000065155 あおくん と きいろちゃん レオ・レオーニ‖作 至光社
24 1001879136 いろがみびりびりぴったんこ 松田/奈那子‖作 アリス館
25 1001857659 きらきらどうぶつ 講談社‖編 講談社
26 1001857657 きらきらいろ 講談社‖編 講談社
27 1000056669 アロくんとキーヨちゃん 長谷川 集平‖作と絵 ブックローン出版
28 1001869047 あおいともだち 佐々木/マキ‖[作] 偕成社
29 1001356677 いろいろばあ 新井 洋行‖作 えほんの杜
30 1000871427 どうぶつえん Ｕ．Ｇ．サトー‖さく 福音館書店
31 1001215125 くるり ＬａＺＯＯ‖作/絵 教育画劇
32 1001382518 はろるどのクリスマス クロケット・ジョンソン‖作 文化学園文化出版局
33 1001199213 はろるどまほうのくにへ クロケット・ジョンソン‖作 文化出版局
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34 1001199214 はろるどむらさきのくれよん クロケット・ジョンソン‖作 文化出版局
35 1000992554 はろるどのふしぎなぼうけん クロケット・ジョンソン‖作 文化出版局
36 1000870844 ごちゃまぜカメレオン エリック・カール‖さく ほるぷ出版
37 1002193548 6つの色 とだ/こうしろう‖作・絵 戸田デザイン研究室
38 1002234366 にじいろのせかい 刀根/里衣‖著 NHK出版
39 1001947042 まけるのもだいじだよにじいろのさかな マーカス・フィスター‖作 講談社
40 1000111144 にじいろのさかな マーカス・フィスター‖作 講談社
41 1000354278 にじいろのさかなとおおくじら マーカス・フィスター‖作 講談社
42 1000129998 でてこいでてこい はやし あきこ‖作 福音館書店
43 1000992630 にじのはなさかせよう! ロイス・エイラト‖作 偕成社
44 1000009660 はらぺこあおむし エリック=カール‖さく 偕成社
45 1000995375 メイシーちゃんとにじいろのゆめ ルーシー・カズンズ‖作 偕成社
46 1001375217 おおきいちいさい 元永 定正‖さく 福音館書店
47 1001115916 しましまぐるぐる かしわら　あきお‖え 学習研究社
48 1001235013 まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ‖さく ポプラ社
49 1001458157 もっといろいろばあ 新井 洋行‖作 えほんの杜
50 1001546132 いろいろバス tupera tupera‖さく 大日本図書
51 1001300039 どうぶつどのみちいっぽんみち 林 健造‖絵 大日本図書
52 1002010780 あかちゃんごたどりえほん ふーふーぽい かしわら/あきお‖作・絵 主婦の友社
53 1000430098 なにいろ? 本信 公久‖作・絵 くもん出版
54 1000431882 ぼくのいろなあに はた こうしろう‖さく・え ポプラ社
55 1002057024 でこぼこぬりぬりなにがでる? 松田/奈那子‖作 アリス館
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