4 歳から

1 おおかみと七ひきのこやぎ
グリム童話 せたていじ/訳
ﾌｪﾘｯｸｽ･ﾎﾌﾏﾝ/絵 福音館書店 Ｅグリ
古典童話の名作。ホフマンの絵が細かいところ
まできちんと描かれています。

2 かいじゅうたちのいるところ
ﾓｰﾘｽ･ｾﾝﾀﾞｯｸ/作 神宮輝夫/訳
冨山房 Ｅセン
しかられて押入の中へ。そんなときの子ども
の思考回路がよくわかります。

3 三びきのこぶた
イギリス昔話 瀬田貞二/訳 山田三郎/絵
福音館書店 Ｅセタ
本当の三匹の子豚のお話を知っていますか。
よく知られた話を原作に忠実な形で。

4 三びきのやぎのがらがらどん
北欧民話 瀬田貞二/訳 マーシャ・ブラウン/絵
福音館書店 E ブラ
やぎたちが、かいぶつトロルと闘う話。
勇気を持って立ち向かうことを教えます。

5 しょうぼうじどうしゃじぷた
渡辺茂男/文 山本忠敬/絵
福音館書店 Ｅワタ
小さな消防自動車が活躍します。スピード感あふ
れる文と絵は子どもたちに大人気。

ぜひともよんでほしい 10 冊
6 てぶくろ
ウクライナ民話 内田莉莎子/訳
エウゲーニー･M･ラチョフ/絵 福音館書店 Ｅラチ
手袋の中に次々と動物が……。
話の展開にドキドキする絵本です。

7 どろんこハリー
ジーン・ジオン/文 マーガレット・ブロイ・グレアム/絵

わたねべしげお/訳

福音館書店

E ジオ

主人公のハリーはお風呂が大きらい。でもあること
がきっかけで、お風呂に入るようになり…

8 １００まんびきのねこ
ワンダ・ガアグ/作 いしいももこ/訳
福音館書店 Ｅガグ
１匹のねこがほしいおじいさんは、１００まんびき
のねこがいる丘を見つけました。

9 ペレのあたらしいふく
エルサ・ベスコフ/作 おのでらゆりこ/訳
福音館書店 Ｅベス
子羊の毛から、たくさんの人の協力を得て作られた
新しいペレの服。ぺれのうれしさが伝わります。

10 もりのなか
マリー・ホール・エッツ/作 まさきるりこ/訳
福音館書店 E エツ
紙のぼうしをかぶり、あたらしいラッパを持って
森に入ったぼくに起こる森のファンタジー。

4 歳から
11 おかえし
村山桂子/作 織茂恭子/絵
福音館書店
E ムラ
たぬきときつねのおかえし合戦はだんだんエスカレート。
12 おだんごぱん
ロシア民話 瀬田貞二/訳 脇田和/絵 福音館書店 Ｅセタ
歌いながらリズムを感じて楽しんでほしい。
13 お月さまってどんなあじ
ﾏｲｹﾙ･ｸﾞﾚｲﾆｴﾂ/作 いずみちほこ/訳 セーラー出版 Ｅグレ
素朴な疑問から動物たちが協力し合って行動。繰り返しが楽しい。
14 おなかのすくさんぽ
片山健/作 福音館書店
Ｅカタ
動物たちとぼくとのいきいきとした会話が魅力。
15 おふろだいすき
松岡享子/文 林明子/絵 福音館書店 Ｅマツ
お風呂の中に楽しい想像の世界を作ります。
16 おやすみゴリラくん
ﾍﾟｷﾞｰ･ﾗｽﾏﾝ/作 いとうひろし/訳 徳間書店 Ｅラス
寝ることも楽しくなります。ユーモアたっぷりのお話。
17 キツネのホイティ
シビル・ウェッタシンハ/作 松岡享子/訳 福音館書店 Ｅ
弱い立場の人を助ける心を育てたい。
18 くまのコールテンくん
ﾄﾞﾝ･ﾌﾘｰﾏﾝ/作 松岡享子/訳 偕成社 Ｅフリ
心の通い合いと愛情をしみじみと伝えます。
19 ぐるんぱのようちえん
西内みなみ/文 堀内誠一/絵 福音館書店 Ｅニシ
失敗しながら一生懸命やることは、必ず報われる。
20 げんきなマドレーヌ
ﾙﾄﾞｳｨｯﾋ･ﾍﾞｰﾒﾙﾏﾝｽ/作 瀬田貞二/訳 福音館書店 Ｅベメ
元気な女の子の楽しい寄宿舎生活。パリの雰囲気も味わって。

これもおすすめ ２0 冊

21 こぶじいさま
松居直/再話 赤羽末吉/絵 福音館書店 Ｅマツ
世界中にあるこぶとり話。やわらかいタッチの絵本です。
22 こわくない こわくない
内田麟太郎/文 大島妙子/絵 童心社 Ｅウチ
まあ君はいつも反対のことばかり言います。
23 そらいろのたね
中川李枝子/文 大村百合子/絵 福音館書店 Ｅナカ
キツネと取り替えた種が大きく育って･･･

24 でこちゃん
つちだのぶこ/作 ＰＨＰ研究所 Ｅツチ
髪の毛を切りすぎて、みんなに「でこちゃん」と呼ばれます。
25 パンのかけらとちいさなあくま
ﾘﾄｱﾆｱ民話 内田莉莎子/再話 堀内誠一/絵 福音館書店 Ｅウチ
弱い立場の人を助ける心を育てたい。
26 みんなうんち
五味太郎/作 福音館 Ｅゴミ
みんな同じ生き物、うんちするのはとってもすばらしいこと！
27 めっきらもっきらどおんどん
長谷川摂子/文 降矢なな/絵
福音館書店 Ｅハセ
かんたとお化けの三人組。リズミカルな文章が魅力です。
28 ゆうちゃんのみきさーしゃ
村上祐子/文 片山健/絵 福音館書店 Ｅムラ
子どもの夢をかなえる、こんな車があったらいいな。
29

わゴムはどのくらいのびるかしら
ﾏｲｸ･ｻｰﾗｰ/文 ｼﾞｪﾘｰ・ｼﾞｮｲﾅｰ/絵 きしだえりこ/訳 ほるぷ出版 Eセイ
ある日、坊やは輪ゴムがどのくらい伸びるか試してみました。

30

わたし
谷川俊太郎/文 長新太/絵 福音館書店 E タニ
「わたし」ってこんなに呼び方があるんだ。

5 歳から

31 うまかたやまんば
おざわとしお/再話 赤羽末吉/絵
福音館書店 Ｅオザ
やまんばに追いかけられたうまかたの必死の仕返
しとは… はらはらどきどきの展開です。

32 おやすみなさいフランシス
ラッセル・ホーバン/文 ガース･ウィリアムズ/絵
まつおかきょうこ/訳 福音館書店
Ｅホバ
夜 7 時はあなぐまのフランシスの寝る時間。
でもなんとなく眠れない…

33 かもさんおとおり
ロバート･マックロスキー/作
わたなべしげお/訳
福音館書店 Ｅマツ
アメリカ、ボストンの町で起こった、鴨の家族
のお引っ越し。動物を温かく見守る心。

34 こすずめのぼうけん
ルース・エインワース/文 堀内誠一/絵
石井桃子/訳
福音館書店 Ｅエイ
初めて大空を飛んだとき、こすずめは飛びすぎ
ました。こすずめと一緒に冒険をどうぞ。

35 タンゲくん
片山健/作

福音館書店 Ｅカタ

のらねこのタンゲくんは、ある日ふらっと私の家
に来た。でも、昼間はどこに行っているのか。

ぜひともよんでほしい 10 冊

36 のろまなローラー
小出正吾/文 山本忠敬/絵
福音館書店 Ｅコイ
みんなのために着実に仕事をこなすローラー。
「ゆっくり」が悪いことではない。

37 はじめてのおつかい
筒井頼子/文 林明子/絵 福音館書店 Ｅツツ
はじめての冒険には難所がいっぱい。
がんばる姿に共感します。

38 はなのすきなうし
マンロー・リーフ/文 ロバート・ローソン/絵
光吉夏弥/訳
岩波書店 Ｅリフ
花の大好きな牛フェルジナンドが、闘牛場で
とった行動は。

39 ゆきのひ
エズラ・ジャック・キーツ/作 木島始/訳
偕成社 Ｅキツ
雪の中のワクワクした気持ちがシンプルに伝
わります。美しい絵本です。

40 ラチとらいおん
マレーク・ベロニカ/作
とくながやすもと/訳 福音館書店 Ｅマレ
気の弱い男の子ラチのところへ、ライオンが
やってきた。少しずつ成長する物語。

5 歳から
41 あかちゃんのゆりかご
レベッカ･ボンド/作 さくまゆみこ/訳 偕成社 Ｅボン
生まれてくる赤ちゃんのために家族総出でゆりかごを作ります。
42 あくたれラルフ
ジャック･ガンストン/文 ニコール・ルーベル/絵 いしいももこ/訳
童話館 Ｅガン
いたずらがやまないときに。
43 アンガスとあひる
マージョリー･フラック/作 瀬田貞二/訳 福音館書店 Ｅフラ
好奇心旺盛な子犬のアンガスの姿は小さな子どもそっくりです。
44 おしゃべりなたまごやき
寺村輝夫/文 長新太/絵 福音館書店 Ｅテラ
ユーモラスな王さまの失敗。
45 からすのパンやさん
かこさとし/作 偕成社 Ｅカコ
カラスのパン屋さんの愉快な子育て。
46 きっときってかってきて
ことばあそびの会/文 金川禎子/絵 さ・え・ら書房

Ｅコト

言葉に対する感覚を育てます。いっしょに声に出して。
47 くいしんぼうのはなこさん
いしいももこ/文 なかたにちよこ/絵 福音館書店 Ｅイシ
のどかな牧場の物語。食べすぎは、こうなります。
48 こいぬがうまれるよ
ジョアンナ・コール/文 坪井郁美/訳 ジェローム・ウェクスラー/写真
福音館書店

645 コ

子いぬがかわいい写真絵本
49 子うさぎましろのお話
ささきたづ/文 みよしせきや/絵 ポプラ社

Ｅササ

子うさぎの「ましろ」とサンタクロースの物語
50 ごきげんななめのてんとうむし
ｴﾘｯｸ･ｶｰﾙ/作 もりひさし/訳 偕成社 Ｅカル
自分の力を誇示したがるころに。

これもおすすめ２0 冊
51 さんまいのおふだ
水沢謙一/再話 梶山俊夫/絵 福音館書店

Ｅミス

鬼婆から必死で逃げる昔話。
52 11 ぴきのねこ
馬場のぼる/作 こぐま社

Ｅババ

ほのぼのとしたねこたちの魚とり。
53 すてきな三にんぐみ
トミー・アンゲラー/作 今江祥智/訳 偕成社

Ｅウン

黒いマントの泥棒三人組。女の子との出会いで生活が変わります。
54 せんたくかあちゃん
さとうわきこ/作 福音館書店

Ｅサト

せんたくがだいすきな「たくましいかあちゃん」のお話。
55 なぞなぞのたび
石津ちひろ/作 荒井良二/絵 フレーベル館

798 ｲ

なぞなぞのこたえを絵の中から見つけ出す。なぞなぞ絵本。
56 ねむりひめ
グリム童話 フェリクス・ホフマン/絵 瀬田貞二/訳 福音館書店

Ｅグリ

グリム童話の中でも有名な昔話を、すばらしいタッチの絵本で。
57 はちうえはぼくにまかせて
ジーン･ジオン/文 もりひさし/訳 マーガレット･ブロイ･グレアム/絵
ペンギン社

Ｅジオ

鉢植えを育てる子どもをおとうさんが見守ります。
58 はなのあなのはなし
長谷川義史/作 ＢＬ出版 E ハセ
ユーモラスな絵と文で鼻の穴の役割を知ろう。
59 バムとケロのおかいもの
島田ゆか/作 文溪堂 Ｅシマ
月に一度のお買い物の日。車に乗り込み市場目指してさあ出発。
60 むかしむかしとらとねこは・・・
大島英太郎/作 福音館書店 Ｅオオ
トラとネコのことをよく知っている中国の人々が生み出した昔話。

6 歳から

61 あな
谷川俊太郎/文 和田誠/絵 福音館書店 Ｅタニ
日曜日の朝、何もすることがなかったのでひろしは
あなをほり始めた。穴の中は、とても静かで……。

62 王さまと九人のきょうだい
君島久子/訳 赤羽末吉/絵 岩波書店 Ｅキミ
王さまが出す難題を、きょうだいが力をあわせて
解決します。

63 おおきなおおきなおいも
赤羽末吉/作 福音館書店 913 アカ
延期になったいもほり遠足。こどもたちは、大き
く育つおいもを想像して遊びます。

64 くわずにょうぼう
稲田和子/再話 赤羽末吉/絵 福音館書店 Ｅイナ
飯を食べずに、よく働く女房が実は……。
力強い絵が聞き手を昔話にさそいます。

65 サリーのこけももつみ
ロバート・マックロスキー/作 石井桃子/訳
岩波書店 Ｅマツ
お母さんと同じことをする喜びは、人間だけで
はなく。

ぜひともよんでほしい１０
冊
66 ちいさいおうち
バージニア･リー･バートン/作 石井桃子/訳
岩波書店
Ｅバト
静かな田舎に小さいおうちが建っていた。
やが
ておうちの周りに道路や建物ができていく。

67 チムとゆうかんなせんちょうさん
エドワード･アーディゾーニ/作 瀬田貞二/訳
福音館書店 Ｅアデ
船乗りになりたいチムはこっそり船に乗り
込んだのだが、船は嵐で座礁してしまう

68 時計づくりのジョニー
エドワード･アーディゾーニ/作 あべきみこ/訳
こぐま社
Ｅアデ
大時計を自分でつくる決意をするジョニー。
好きなことに夢中になる少年のお話

69 ひとまねこざる
Ｈ・Ａ・レイ/作 光吉夏弥/訳
岩波書店
Ｅレイ
知りたがりやのこざるのジョージが大活躍。
明るい色使いが特徴的です。

70 やまなしもぎ
平野直/再話 太田大八/絵
福音館書店 Ｅヒラ
病気のお母さんに食べさせようと山なしもぎ
にでかけた三人の兄弟。言葉の響きが美しい。

6 歳から
71 あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま
イ ヨンギョン/作 かみやにじ/訳
福音館書店

Ｅイ

さいほう道具とおかみさんのユニークなやりとり。
72 あたまにつまった石ころが
キャロル･オーティス･ハースト/文 千葉茂樹/訳 ジェイムズ･スティーブンソン/絵

光村教育図書 Ｅハス
ひとつのことに熱中することの大切さ。
73 アンディとらいおん
ジェームズ･ドーハーティ/作 むらおかはなこ/訳 福音館 Ｅドハ
親切にしてもらったことは忘れない。
74 とりになったきょうりゅうのはなし
大島英太郎/作 福音館書店 Ｅオオ
恐竜時代と現代が結びつく、壮大なドラマ
75 おおきくなりすぎたくま
リンド・ワード作 渡辺茂男/訳 ホルプ出版 Ｅワド
セピア色の絵は力強く、クマの表情を魅力的に描きます。
76 おおきくなるっていうことは
中川ひろたか/文 村上康成/絵 童心社 Ｅナカ
おおきくなることを子どもの視線から解説。
77 おこだでませんように
くすのきしげのり/文 石井聖岳/絵 小学館 Ｅクス
いつも怒られている男の子の気持ち。
78 おじさんのかさ
佐野洋子/作 講談社 Ｅサノ
立派な傘を持つおじさんは、雨の日もかさを使いません。
79 おまたせクッキー
ハッチンス/作 乾侑美子/訳 偕成社 Ｅハツ
クッキーを食べようとすると「ピンポーン」。繰り返しが面白い絵本。
80 かさぶたくん
柳生弦一郎/作 福音館書店

Ｅヤギ

「かさぶたとりたいなあ。」かさぶたについての科学絵本。

これもおすすめ３0 冊
81 かにむかし
木下順二/文 清水崑/絵 岩波出版

Ｅキノ

痛快な昔話、リズムを楽しんで。
82 クモのいと
新開孝/写真・文 ポプラ社

485 シ

クモの巣。それは自然界の不思議なアート。
83 くんちゃんのはじめてのがっこう
ドロシー・マリノ/作 まさきるりこ/訳 ペンギン社

Ｅマリ

入学の日、くんちゃんは勇んで学校に出かけました。ところが……。
84 これがほんとのおおきさ！
スティーブ・ジェンキンズ/作 佐藤見果夢/訳 評論社 Ｅコレ
地球上の生物 18 種を実物大で紹介。迫力満点です。
85 これはのみのぴこ
谷川俊太郎/文 和田誠/絵 サンリード Ｅタニ
「これはのみのぴこ」からはじまって、どんどん展開していく言葉遊び。
86 サンタクロースと小人たち
マウリ・クンナス/作 いながきみはる/訳 偕成社

Ｅクン

サンタクロースの日常を分かりやすく紹介。
87 じめんのうえとじめんのした
アーマＥ・ウェバー/作 藤枝澪子/訳 福音館書店

471 ウ

地面の上と下で生活する動植物を分かりやすく紹介。
88 ジャイアント・ジャムサンド
ジョン・ヴァーノン・ロード/作 安西徹雄/訳 アリス館

Ｅロド

ハチの大群が村に飛んできた。テンポのいい文章で話が展開。
89 だってだってのおばあさん
佐野洋子/作 フレーベル館
Ｅサノ
心の持ち方次第でなんだってできる。
90 天の火をぬすんだウサギ
ジョアンナ・トゥロートン/作
評論社

山口文生/訳

Ｅトウ

冬の寒さに動物たちは、高い山にすむ天の人から火をぬすもうと……。

6 歳から

これもおすすめ 30 冊
91 トラのじゅうたんになりたかったトラ
ジェラルド・ローズ/作 ふしみみさを/訳 岩波書店

Ｅロズ

やせこけたトラのとびきりゆかいな絵本。
92 歯いしゃのチュー先生
ウィリアム・スタイグ/作 うつみまお/訳 評論社

Ｅスタ

ネズミのチュー先生のところへ、キツネの紳士がやってきた。
93 100 万回生きたねこ
佐野洋子/作 講談社 Ｅサノ
初めて愛した白猫が死んだとき、100 万回生きたねこは初めて泣いた。
94 ふしぎなたけのこ
松野正子/作 瀬川康男/絵 福音館書店

Ｅマツ

ふしぎなたけのこがぐんぐんのびて大騒ぎ。
95 ぼくのかえりみち
ひがしちから/作 ＢＬ出版

Ｅヒガ

学校からのかえりみちが大冒険に変身。
96 ぼくはぞうだ
五味太郎/作 絵本館

Ｅゴミ

さまざまな角度からものを見ることを教えてくれる一冊。
97 ぼくんちどうぶつえん
正道かほる/文 大島妙子/絵 童心社

Ｅシヨ

身近な人を動物にたとえてみると。
98 みどりおばさん、ちゃいろおばさん、むらさきおばさん
エルサ・ベスコフ/作 ひしきあきらこ/訳 福音館書店

Ｅベス

個性豊かな３人のおばさんのあたたかさを感じる絵本。
99 りんごのき
エドアルド・ペチシカ/文 ヘレナ・ズマトリーコバー/絵 内田莉莎子/訳
福音館書店

Ｅペチ

美しい四季を背景にりんごの木の変化が描かれます。
100 ロバのシルベスターとまほうの小石
ウィリアム・スタイグ/作 せたていじ/訳 評論社
何でもかなう魔法よりも大切なもの。

Ｅスタ

