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書　名
（シリーズ名）

著者名 出版社 出版年 価格 内　容

 あめかな！
（０．１．２．えほん）

Ｕ．Ｇ．サトー／さく・え 福音館書店 2009年 ¥700
雨がぽつ、ぽつ、ふってきた。雨つぶはだんだんおおきくなっ
て、ざあざあざあ……。ふりはじめから雨上がりまでを、イン
クを紙におとしたりにじませる手法で表現しています。

 おおきいちいさい
（０．１．２．えほん）

元永　定正／さく 福音館書店 2011年 ¥700
さまざまな大きさや文字にデザインされた「おおきい」、「ち
いさい」の２つのことばが、鮮やかな色彩で描かれたユニーク
な抽象画とともにくり返される、楽しい絵本。

 かおかおどんなかお 柳原　良平／作・絵 こぐま社 1988年 ¥800
かおに目がふたつ。鼻はひとつ。口もひとつ。たのしいかお
や、かなしいかお。おこったかおに、ねむったかお。いろいろ
なかおがいっぱい。どんなかおがすきかな？

 きたきたうずまき
（０．１．２．えほん）

元永　定正／作 福音館書店 2005年 ¥700
大きいうずまき、小さいうずまき、いろいろうずまきやってき
た。くるりん、くるくる、ぐるぐる、ぐるりん。いったいどこ
へ行くのかな？　うずまきの形や色も楽しい絵本。

 きんぎょがにげた
（福音館の幼児絵本）

五味　太郎／作 福音館書店 1982年 ¥800
きんぎょがにげた。どにににげた？赤いきんぎょが、カーテン
の柄やキャンディのびんの中に紛れこんで……。親子できん
ぎょをさがしてくださいね。

 くろねこかあさん
（幼児絵本シリーズ）

東　君平／さく 福音館書店 1990年 ¥800
くろねこかあさん、あかちゃんうんだ。しろねこさんびき、お
ちちをのんだ、くろねこさんびき、あそんでばかり……。白と
黒のねこの親子と、リズミカルな言葉がたのしい。

 サンタのおまじない 菊地　清／作・絵 冨山房 1991年 ¥1,200
サンタさんからとどいた荷物に入っていたのは、けんちゃんの
きらいな野菜ばっかり。でも、手紙のとおりに「いち　にい
サンタ！」とおまじないを言うと……。

 だれかな？だれかな？
（０．１．２．えほん）

なかや　みわ／さく 福音館書店 2003年 ¥700
小さな壁の穴からのぞいているのはだれかな？あっ、ねずみさ
んだ！ つぎは──。いろいろな動物の体がちょっとだけ見え
ているよ。だれだかわかるかな？

 でてこいでてこい
（０．１．２．えほん）

はやし　あきこ／さく 福音館書店 1998年 ¥700
みどりのはっぱに、だれかかくれているよ。でてこいでてこ
い。あっ、かえる！　いろいろな色の中で、どうぶつたちがか
くれんぼしているよ。つぎはだれがでてくるかな？

いろ・かたち・かず



 ねずみぬりたて
エレン・ストール・ウォルシュ／作

たかはし　けいすけ／訳
セーラー出版 1993年 －

絵の具をみつけたまっしろい３びきのねずみたちは、あか、あ
お、きいろの絵の具でおしゃれをはじめた。するとこぼれた絵
の具がまざりあい……。カラフルな色が楽しめる絵本。

 まる、しかく、さんかく
（子どもがはじめてであう絵本）

ディック・ブルーナ／ぶん・え

まつおか　きょうこ／やく
福音館書店 1984年 ¥700

まる。ボールやおさら、タイヤもまるだね。しかく。まどやつ
みきがしかくだね。さんかく。さんかくなものはなにかな？
身のまわりのまる、しかく、さんかくを見つけてね。

 まるまる
（幼児絵本シリーズ）

中辻　悦子／さく 福音館書店 1998年 ¥800
まるまる　さんかく　まるまる　しかく。それぞれのページに
あいている２つのまるい穴と、まわりのいろいろな形との組み
合わせを、明るい色彩の絵で楽しむしかけ絵本。

 まるまるころころ
（とことこえほん）

得田　之久／ぶん
織茂　恭子／え

童心社 2007年 ¥800
いろいろな大きさ、いろいろな色のまる。くっついておだんご
になったり、組み合わさってパンダになったり……。さまざま
な形とあざやかな色を楽しめる、切り絵の絵本。

 やさいのおなか
（幼児絵本シリーズ）

きうち　かつ／さく・え 福音館書店 1997年 ¥1,000
これなあに？　輪切りにしたやさいの断面図が黒一色のシル
エットになっているよ。まるでやさいのおなかをのぞいている
みたい。なんのやさいかわかるかな？
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書　名
（シリーズ名）

著者名 出版社 出版年 価格 内　容

 あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん
小林　衛己子／編
大島　妙子／絵

のら書店 1998年 ¥1,200
「ここはとうちゃんにんどころ」のほか、赤ちゃんとふれあい
ながら遊べるわらべうたあそびを、かわいいイラストで紹介。
『子どもとお母さんのあそびうたえほん』もあります。

 あかちゃんのうた
（松谷みよ子あかちゃんの本）☆

松谷　みよ子／ぶん
いわさき　ちひろ／え

童心社 1971年 ¥800
おむつをかえる時、お散歩してる時、おふろにはいっている
時、生活の中の１コマがやさしい言葉でうたわれています。一
緒にうたったり、遊んだりして楽しんでください。

 あがりめさがりめ いまき　みち／さく 福音館書店 1992年 ¥600
「あーがりめ　さーがりめ　ぐるりとまわって　ねーこのめ」
あれ、あれれ？　ねこになっちゃった!?　 みんなが知っている
わらべうたが２つ。ユニークな絵とともに楽しめます。

 あがりめさがりめ
（おかあさんと子どものあそびうた）

ましま　せつこ／絵 こぐま社 1994年 ¥1,200
「あがりめさがりめ」や「いっぽんばし」など、よく知られた
15のわらべうたが収められた絵本。遊び方や詩の意味が伝わる
よう工夫された絵が楽しい。『あんたがたどこさ』もどうぞ。

あのやまこえてどこいくの
（うたあそびえほん1）

ひろかわ　さえこ／作 アリス館 1993年 ¥800
「ありさんありさん　どこいくの？」「あのやまこえてこめつ
ぶかいに」 ありさんはこめつぶをどうするのかな？　かけあい
ことばが楽しい、うたあそびえほん。

 あぶくたった さいとう　しのぶ／構成・絵 ひさかたチャイルド 2009年 ¥900

「あぶくたった　にえたった……」かあさんねずみが歌いなが
らおしるこを作っていると、ねずみの家族が次々とやってきま
した。おなじみのわらべうたが、ほのぼのとした絵で描かれて
います。

 いないいないばあ
（松谷みよ子あかちゃんの本）☆

松谷　みよ子／文
瀬川　康男／え

童心社 1967年 ¥700
いない　いない　ばあ。にゃあにゃがほらほら、いないいない
……ばあ！　つぎは、こんこんぎつねが──。本を読みながら
親子でいないいないばあ遊びができます。

 いろいろおせわになりました
（福音館の幼児絵本）

やぎゅう　げんいちろう／さく 福音館書店 2008年 ¥800
「おーちゃを　のーみに　きてください」「はい　こんにち
は」 かえるやたこがやってきて……。わらべうた「おちゃをの
みにきてください」を題材にした、愉快な絵本。

おつむてんてん
（あかちゃんとおかあさんの絵本1）

なかえ　よしを／さく
上野　紀子／え

金の星社 1980年 ¥780
さっちゃんが、おつむてんてん。おくちはあわわ。おおきなお
くち、あ・わ・わ。ねこのにゃんこがまねをして……。本を読
みながら赤ちゃんと一緒に手あそびが楽しめます。



 がちゃがちゃどんどん
（幼児絵本シリーズ）

元永　定正／さく 福音館書店 1990年 ¥800
「がちゃがちゃ　どんどん」「かーん　かーん」 いろいろな音
の響きを、ユニークで動きのある形や線で表現しています。

かっきくけっこ
（ことばのえほん2）

谷川　俊太郎／さく
堀内　誠一／え

くもん出版 2009年 ¥1,000
あいうーえーお。かっきくけっこ……。「あ」から「ん」まで
の五十音を、リズミカルな詩と、それぞれの音を視覚化した絵
で表現した絵本。『ぴよぴよ』『あっはっは』もどうぞ。

 くっくくっく
（０．１．２．えほん）

長谷川　摂子／文
小川　忠博／写真
矢口　峰子／製靴

福音館書店 2005年 ¥700
「くっく くっく そっと しっと」とやってきたフェルトの
くつ。みんなで、おどりはじめたよ。でも、ぐるぐるまわりす
ぎて……。リズミカルな言葉が楽しい写真絵本。

 ごぶごぶごぼごぼ
（０．１．２．えほん）

駒形　克己／さく 福音館書店 1999年 ¥700
ごぶごぶ ごぼごぼ。ざぶ ざぶ ざぶん。いろいろな水の音
を、いろいろな色、いろいろな大きさの丸で表現した絵本。と
ころどころにあいた丸い穴に指を入れて楽しめます。

 ころころころ
（福音館の幼児絵本）

元永　定正／さく・え 福音館書店 1984年 ¥800
いろだま　ころころ　ころころころ。かいだんみち、あかいみ
ち、でこぼこみちもなんのその。ころころころころ、ころがっ
て……。声に出して読んで、音の響きを楽しんでください。

 ごろんごゆきだるま
（０．１．２．えほん）

たむら　しげる／さく 福音館書店 2007年 ¥700
「ごろ　ごろ　ごろんご」雪の玉がころがってきて、「ずでで
ん」と雪だるまになりました。「きょろ　きょろ」まわりを見
回していると……。縫った布を原画とした温かみのある絵本。

 じゃあじゃあびりびり
（まついのりこあかちゃんのほん）

まつい　のりこ／さく 偕成社 1983年 ¥600
「じどうしゃ　ぶーぶーぶーぶー」「いぬ　わんわんわんわ
ん」「みず　じゃあじゃあじゃあ」……。身近ないろいろな音
がシンプルな絵とともに描かれた絵本。

 たんたんぼうや
（０．１．２えほん）

かんざわ　としこ／ぶん
やぎゅう　げんいちろう／え

福音館書店 1998年 ¥700
たんたんぼうやがあるいていけば、あとからだれかもたんたん
たん。いっしょにたんたんあるいていったら、きゃっきゃっお
さるがやってきて……。つぎはだれにであうかな？

 ととけっこうよがあけた
（わらべうたえほん）

こばやし　えみこ／案
ましま　せつこ／絵

こぐま社 2005年 ¥900
「ととけっこう　よがあけた　まめでっぽう　おきてきな」。
にわとりさんがみんなをおこします。赤ちゃんが目を覚ました
時に歌ってあげたいわらべうたが、楽しい絵本になりました。

 どんどこどん
（福音館の幼児絵本）

和歌山　静子／作 福音館書店 2011年 ¥800

にんじん、さつまいも、だいこんなどの野菜が、土の中で「ど
んどこどんどこ」大きくなっていく様子が、ページいっぱいに
描かれています。テンポのよいことばの繰り返しが心地よい絵
本。
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書　名
（シリーズ名）

著者名 出版社 出版年 価格 内　容

 ぴよぴよぴよ
（福音館あかちゃんの絵本）

平野　剛／さく 福音館書店 1987年 ¥700
ひよこがいちわやってきた。ぴよぴよ。続いてまたいちわ、ぴ
よぴよぴよ。次から次にやってくるひよこたちを見ていたこね
こは、いたずらしようと……。

 ぶたたぬききつねねこ 馬場　のぼる／著 こぐま社 1978年 ¥1,000
「おひさま」「まど」「どあ」「あほうどり」と、しりとりを
していくと、おやおや？　絵が、ひとつのおはなしになってる
よ！『こぶたたんぽぽぽけっととんぼ』もあります。

 みんなであそぶわらべうた
（日本傑作絵本シリーズ）

近藤　信子／編・遊び方指導
梶山　俊夫／絵

福音館書店 1997年 ¥1,300
「ずーくぼんじょ　ずくぼんじょ　ずっきんかぶってでてこら
さい」（ずくぼんじょ）。春夏秋冬にあわせて選ばれたわらべ
うたで遊ぶ子どもたちの姿を、楽しく描いた絵本。

 めのまどあけろ
（福音館の幼児絵本）

谷川　俊太郎／ぶん
長　新太／え

福音館書店 1984年 ¥800
「めのまどあけろ　おひさままってるぞ──」朝 目ざめてか
ら、夜 眠るまでの子どもたちの１日の情景を、力強くリズミカ
ルなことばで描き出した詩の絵本。

 もこ　もこもこ
（みるみる絵本）

谷川　俊太郎／作
元永　定正／絵

文研出版 1977年 ¥1,300

「しーん」と静かなところで「もこっ」となにかがでてきた
よ。「もこもこ」と大きくなると、となりで「にょき」っと─
─!?
ふしぎな形と擬態語のリズムが楽しい絵本。

リズム・おと・ことば



書　名
（シリーズ名）

著者名 出版社 出版年 価格 内　容

 いぬがいっぱい
（福音館あかちゃんの絵本）

グレース・スカール／さく
やぶき　みちこ／やく

福音館書店 1986年 ¥700
おりこうな犬、いたずら犬、はらぺこ犬、おなかいっぱいの犬
……。かわいい犬がいっぱいです。『ねこがいっぱい』もいっ
しょにどうぞ。

 ここよここよ
（０．１．２．えほん）

かんざわ　としこ／ぶん
やぶうち　まさゆき／え

福音館書店 2003年 ¥700
コアラの赤ちゃん、どこにいるの？ ニワトリの赤ちゃんはど
こにいるの？ それぞれのお母さんのかげに動物の赤ちゃんが
かくれているよ。どこにいるかわかるかな？

 こんにちはどうぶつたち
（０．１．２．えほん）

とだ　きょうこ／あん
さとう　あきら／しゃしん

福音館書店 1998年 ¥700
動物たちが、こんにちは！ おおかみ、カピバラ、コアラ、ゴ
リラ……。愛らしい表情の動物たちの顔をあつめた写真絵本。

 どうぶつのおかあさん
（福音館の幼児絵本）

小森　厚／ぶん
薮内　正幸／え

福音館書店 1981年 ¥800
おかあさんねこは、こどもをくわえてはこびます。それでは、
おかあさんざるはどうやってはこぶのかな？　このほかに、字
のない絵本『どうぶつのおやこ』もあります。

 なにのこどもかな
（福音館の幼児絵本　薮内正幸のどうぶつ絵

本）

やぶうち　まさゆき／著 福音館書店 1987年 ¥900
シカ、ニワトリ、ゴリラ……。お父さんやお母さんにそっくり
な子もいれば、少しちがう子もいるね。写実的に描かれた動物
の親子たちが、とても愛らしい絵本です。

 ねんね さえぐさ　ひろこ／文 アリス館 2004年 ¥1,200
「こぎつね　ねんね　なかよし　ねんね」。気持ちよさそうに
眠る動物たちの愛らしい姿に、詩的なことばが添えられた写真
絵本。『いいおかお』『おしり』もどうぞ。

 はるののはらで
（おかあさんのひざぶんこ）

ひらやま　かずこ／さく 童心社 1987年 －
はるののはらで、はながさいたよ。すみれや、たんぽぽ、おお
いぬのふぐりのはなが、ぽっぽっぽっぽっ。この絵本を持っ
て、野原で花をさがしてみませんか。

 もうおきるかな？
（０．１．２．えほん）

まつの　まさこ／ぶん
やぶうち　まさゆき／え

福音館書店 1998年 ¥700
ねこのおやこがねています。よくねているね、もうおきるか
な？あー、おきた！　 動物たちの目ざめの様子が表情豊かに描
かれ、短いくり返しの言葉のリズムも心地よい。
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書　名
（シリーズ名）

著者名 出版社 出版年 価格 内　容

 いちご
（福音館の幼児絵本）

平山　和子／さく 福音館書店 1989年 ¥800
いちごに花がさき、ちいさな実がなりました。はやくまっかな
あまいいちごになーれ！　はたけで育つみずみずしくておいし
そうなやさいの絵本『やさい』もどうぞ。

 いちじくにんじん
（０．１．２．えほん）

大阪ＹＷＣＡ千里子ども図書室／案

ごんもり　なつこ／絵
福音館書店 2012年 ¥700

いちじく　にんじん　さんしょに　しいたけ　ごぼうに　むぎ
……。やわらかなタッチで描かれた野菜の絵をじっくり味わい
ながら、声に出して読みたい、かぞえうたの絵本。

 おにぎり
（幼児絵本シリーズ）

平山　英三／ぶん
平山　和子／え

福音館書店 1992年 ¥800
あつあつのごはんを手にのせて、ぎゅっ。まんなかにうめぼし
うめて、ぎゅっぎゅっ。はい、おにぎりのできあがり。おいし
そうなおにぎりを、お子さんといっしょにどうぞ。

おやまごはん
（できるよできる2）

西内　ミナミ／さく
和歌山　静子／え

偕成社 1999年 ¥800
にんじん、ピーマン、たまねぎ、ハムがやってきて、バターの
とけたフライパンにとびこんだ！　そこへごはんもとんできて
──。1982年発行『おやまごはんのほん』の改訂新版。

 くだもの
（福音館の幼児絵本）

平山　和子／さく 福音館書店 1981年 ¥800
まんまるのすいか、とん、と切って、はいどうぞ──。写真を
思わせる絵で、いろいろなくだものの姿を捉えた絵本。みずみ
ずしいくだものを思わず食べたくなります。

しろくまちゃんのほっとけーき
（こぐまちゃんえほん）☆

森　比左志・わだ　よしおみ／文

わかやま　けん／絵
こぐま社 1972年 ¥800

しろくまちゃんがホットケーキをつくります。たまごをわっ
て、牛乳を入れて、よくかきまぜて……。ぷつぷつと音をたて
て焼けていくホットケーキがとってもおいしそう！

 すいかです 川端　誠／作 文化出版局 1992年 －
夏はやっぱり、すいかです。しまのないもの、すこしながほそ
いもの、きいろいもの。すいかにもいろいろあります。よくひ
やして、みんなでおいしく食べたあとは……。

 たまごさんがね・・
（おいしいともだち）

とよた　かずひこ／さく・え 童心社 2008年 ¥850
たまごさんが、ころころころがって、ぐっしゃ～ん、割れ
ちゃった！　でも、大丈夫。フライパンでじりじり焼けば、目
玉焼きになったよ。お皿に盛りつけて、さあ召し上がれ。

にんじん
（いやだいやだの絵本1）☆

せな　けいこ／さく・え 福音館書店 1969年 ¥600
にんじんのすきな子は？　うまさん、きりんさん、おさるさん
……。みんな「ああおいしい」と言って食べています。では、
にんじんがいちばんすきな子は？

たべもの



 ぱんだいすき
（０．１．２．えほん）

征矢　清／ぶん
ふくしま　あきえ／え

福音館書店 2007年 ¥700
パンやさんに入ると、いいにおいのパンがいっぱい！　おおき
な食パン、ながーいフランスパン……。どれもみんなおいしそ
う。たくさん買って、おうちでたべようね。

 まるくておいしいよ
（０．１．２．えほん）

こにし　えいこ／さく 福音館書店 1999年 ¥700
まるい形のたべものなあに？　チョコレートケーキ、クッ
キー、まきずし、レモン……まるくておいしいものがいっぱ
い！　クイズのように楽しめるユニークな絵本。

 やさいだいすき 柳原　良平／作・絵 こぐま社 2004年 ¥900
だいこん、にんじん、きゅうりにかぼちゃ……。いろいろなや
さいをおいしく料理して、たくさん食べてね。切り絵で表現さ
れた色とりどりのやさいがいっぱいの絵本。

8
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書　名
（シリーズ名）

著者名 出版社 出版年 価格 内　容

 がたごとがたごと
（絵本・こどものひろば）

内田　麟太郎／文
西村　繁男／絵

童心社 1999年 ¥1,300
おきゃくをのせて、でんしゃがしゅっぱつします。がたごとが
たごとはしっていって、ついたところはおくやまえき。おりて
きたのは……。でんしゃはどこまでいくのかな？

 がたんごとんがたんごとん
（福音館あかちゃんの絵本）

安西　水丸／さく 福音館書店 1987年 ¥700
がたんごとんときしゃがきます。「のせてくださーい」と、ほ
にゅうびん、おさじにコップ、りんごにばなながやってきて…
…。単純な絵と文で離乳の過程が表現されています。

 コトコトでんしゃ
（あかちゃんのりものえほん）

とよた　かずひこ／著 アリス館 2007年 ¥800
コトコトコトン、でんしゃがはしります。てっきょうをわた
り、ゴトゴトゴトン。トンネルにはいり、プアーン。電車が走
るリズミカルな音の繰り返しが心地よい絵本。

さんりんしゃにのって
（うららちゃんののりものえほん3）

とよた　かずひこ／著 アリス館 1998年 ¥1,300

きょうのうららちゃんはバスのうんてんしゅ。ブッブー、のり
ませんか。はっしゃしまーす。ねこすべりだいや、かえるいけ
をすぎて……。『でんしゃにのって』『ボートにのって』もど
うぞ。

 じどうしゃ
（福音館の幼児絵本）

寺島　龍一／画 福音館書店 1966年 ¥743
じどうしゃってどんな種類があるのかな？　トラックやタンク
ローリーのような大きなじどうしゃもあるよね。字のない絵本
なので、自由にお話を作りながら読んでみてください。

 ちいさいしょうぼうじどうしゃ
（世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本）

ロイス・レンスキー／ぶん・え

わたなべ　しげお／やく
福音館書店 1970年 ¥900

スモールさんののるしょうぼうじどうしゃは、ポンプしゃで
す。かじがおきるとしゅつどうして──。スモールさんの活躍
するお話は『ちいさいきかんしゃ』もあります。

 でんしゃはうたう
（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ）

三宮　麻由子／ぶん
みねお　みつ／え

福音館書店 2009年 ¥800

電車が「かかっ　かかっ　すしゅーん　こっ」と車輪の音をひ
びかせて走ります。ホームや踏切、鉄橋など、通る場所によっ
て車輪の響きが変わる様子をリズミカルな擬音で表現した絵
本。

 とどくかな
（はたらくくるま）

 三浦　太郎／作 偕成社 2007年 ¥800
クレーン車がてっこつをつり上げます。さぎょうばまでとどく
かな？　とどいた！　人や物を上に運び上げる車の活躍を、短
いかけ合いの文とシンプルな絵で描いています。

 のせてのせて
（松谷みよ子あかちゃんの本）☆

松谷　みよ子／文
東光寺　啓／え

童心社 1969年 ¥700
ブブブー、まこちゃんが自動車を走らせていると、「ストッ
プ！のせてのせて」とみんなが手をあげます。うさぎもくまも
ねずみも乗せて、びゅーんと一緒におでかけしよう。

のりもの



 バルンくん
（０．１．２．えほん）

こもり　まこと／さく 福音館書店 2003年 ¥700
バルン、バルン、バルルン、とエンジンをひびかせて、バルン
くんのおでかけです。車のバルンくんの愉快なおはなし。

 ぶーぶーじどうしゃ
（０．１．２．えほん）

山本　忠敬／さく 福音館書店 1998年 ¥700
ぶーぶー、じどうしゃ。のってください。さあ、しゅっぱつ。
マイクロバス、ゆうびんしゃ、パトロールカー……。いろいろ
な車が細かく描かれたのりもの絵本。
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書　名
（シリーズ名）

著者名 出版社 出版年 価格 内　容

 あそぼうあそぼうおとうさん
（かがくのとも傑作集・わいわいあそび）

浜田　桂子／さく 福音館書店 1997年 ¥900
おとうさん、あそぼう、いっしょにあそぼう！　のぼって、ぶ
らさがって、すべって……。おとうさんならではのダイナミッ
クなあそびがいっぱい!! 　さあ、どれからあそぼうかな？

 いただきまあす
（くまくんの絵本）☆

わたなべ　しげお／ぶん
おおとも　やすお／え

福音館書店 1980年 ¥800
いただきまあす。スプーンやフォークを使って食べるのはむず
かしいね。そこで、くまくんはどうすればいいのか考えまし
た。さあ、おいしく食べられたかな？

うんちがぽとん
（まあくんのバイバイあかちゃんシリーズ

1）

アロナ・フランケル／え・ぶん

さくま　ゆみこ／やく
アリス館 1984年 ¥800

ある日、まあくんはおばあさんからおまるをもらいました。で
も、うんちもおしっこも、おまるの中には出てくれません。さ
あ、まあくんはおむつにさよならできるかな？

 おーくんおんぶ
（０．１．２．えほん）

かたやま　けん／さく 福音館書店 2007年 ¥700
自分でおんぶしたいおーくんは、くま、にんぎょう、と次々と
おんぶするうちに、どっしん！としりもちをついちゃったよ。
こんどは、お母さんにおんぶしてもらおうね。

おそろいパンツ
（ピチピチえほん18）

今井　弓子／作・絵 岩崎書店 1981年 －
いぬさんがひろったふしぎなもの、なんだろう？　みんなでか
ぶったり、ひっぱったり、おふとんにしたり。そこへ、「あた
しのパンツ！」とかよちゃんがやってきて……。

 おつかい
（日本傑作絵本シリーズ）

さとう　わきこ／さく 福音館書店 1993年 ¥1,100
雨がふっているのに、おかあさんにおつかいをたのまれた女の
子は、しぶしぶおつかいの用意をしたよ。かさにながぐつ、レ
インコートにぼうし、おまけにボート──!?

おててがでたよ
（福音館あかちゃんの絵本  くつくつあるけのほん2）☆

林　明子／さく 福音館書店 1986年 ¥700
服の穴からおててが、ぱっ。あたまが、ぬうー。赤ちゃんが、
ひとりでお着替えにちょうせん！　ぎこちない着替えの動作、
表情の変化も愛らしい絵本。

 おはよう
なかがわ　りえこ／さく
やまわき　ゆりこ／え

グランまま社 1986年 ¥760
はんぶん目をあけたおひさまは、はみがきをして、かおをあら
い、ぱっちり目をあけました。そして、みんなにおはようを
言って──。『おやすみ』もあります。

 おやすみなさいコッコさん
（福音館の幼児絵本）

片山　健／さく・え 福音館書店 1988年 ¥800
もうよるです。おきているのはおつきさまだけ。おや？　コッ
コさんは、まだおきてますよ……。小さな女の子コッコさんの
生活の１コマをあたたかみのある絵で描いたシリーズの１冊。

せいかつ



しっこっこ
（できるよできる1）

西内　ミナミ／さく
和歌山　静子／え

偕成社 1999年 ¥800
おやおや、あめかとおもったら、せみのしっこっこ。わんわん
もぞうさんも、みんなしっこっこ。さあ、ゆうちゃんは……。
1980年発行『しっこっこのほん』の改訂新版。

 そら　はだかんぼ！
（はじめてよむ絵本5）

五味　太郎／作 偕成社 1979年 ¥1,000
おふろですよ！　ライオンくんは、身に着けているものをひと
つずつ脱いでいって、はだかんぼになり……。ユーモアたっぷ
りのおふろタイムを楽しんでね。

 どろんこももんちゃん
（ももんちゃんあそぼう）☆

とよた　かずひこ／さく・え 童心社 2009年 ¥800
雨上がり、ももんちゃんは、きんぎょさん・おばけさん・さぼ
てんさんと一緒にどろんこあそびを始めました。どろんこ こね
こね、こね こね どろんこ……。さて、できあがったものは？

はけたよはけたよ
（創作えほん3）

かんざわ　としこ／ぶん
にしまき　かやこ／え

偕成社 1970年 ¥1,000
たつくんはね、ひとりでパンツがはけないんだよ。ほら、かた
あしあげて……どでん！　でも、しりもちついたままやってみ
ると、あらら？　パンツもズボンもはけちゃった!!

ぱんつもいいな
（講談社の幼児えほん　えほん・はじめのいっぽ1）

いとう　ひろし／作・絵 講談社 2000年 －
あかちゃんも虫も鳥もがまんなんてしないけど、ぼくはちが
う。だっておむつとさよならしてぱんつになったんだ。“ぼ
く”の成長を微笑ましく描いたシリーズの１冊。

バディのおまるくん
（世界の絵本14）

ヴァージニア・ミラー／さく・え

こばやし　さとこ／やく
岩崎書店 1994年 ―

おきる時からきげんのわるいバディ。パパにおまるくんにのる
よういわれても「いやーっ！」。しぶしぶのってみてもなんに
もでなかったバディは、おそとへでかけて……。

 ぷくちゃんのすてきなぱんつ ひろかわ　さえこ／さく アリス館 2001年 ¥880
おかあさんがすてきなぱんつをかってきました。ぷくちゃん
は、さっそくぱんつをはいたけれど、おしっこがじょじょー
ん！　でも大丈夫。おかわりぱんつがあるからね。

 みんなうんち
（かがくのとも傑作集・どきどきしぜん）

五味　太郎／さく 福音館書店 1981年 ¥900
おおきいぞうは、おおきいうんち。ちいさいねずみは、ちいさ
いうんち。いきものはたべるから、みんなうんちをするんだ
ね。
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書　名
（シリーズ名）

著者名 出版社 出版年 価格 内　容

 おとうと
いちかわ　けいこ／作
つるた　ようこ／画

佼成出版社 2003年 －
「小さなかいじゅうみたいな弟はおしいれにとじこめちゃおう
か」って母さんは言うけれど……。親子のほのぼのとした会話
が楽しい絵本。『ねぇだっこ』とあわせてどうぞ。

 ちびゴリラのちびちび
ルース・ボーンスタイン／さく

いわた　みみ／やく
ほるぷ出版 1978年 ¥1,250

ちいさなかわいいゴリラがいました。家族も森の動物たちも、
みんなちびちびのことが大すきで、いっしょに遊んでくれま
す。そんなある日、ちびちびが大きくなりはじめて――。

 ティッチ
（世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本）

パット・ハッチンス／さく・え

いしい　ももこ／やく
福音館書店 1975年 ¥1,100

ティッチはちいさな男の子。にいさんのピートも、ねえさんの
メアリも、ティッチより大きなもちものを持っています。でも
……。『ぶかぶかティッチ』もあわせてどうぞ。

 ね、ぼくのともだちになって！ エリック＝カール／作 偕成社 1991年 ¥1,200
「ね、ぼくのともだちになって！」ねずみが動物たちのしっぽ
に向かって次々と声をかけていきます。ページをめくると何の
動物かわかる、楽しい絵本。

 はりねずみかあさん
（０．１．２．えほん）

まつや　さやか／ぶん
Ｍ・ミトゥーリチ／え

福音館書店 1999年 ¥700
りんごを見つけに出かけたはりねずみかあさんは、あかいりん
ごとあおいりんごを見つけたよ。せなかにのせたら、いそいで
かえろう。かわいいこどもがまってるからね。

へえーすごいんだね
（おにのこあかたろうのほん2）

北山　葉子／作・絵 偕成社 1977年 ¥700
みどりおにはみどりのはっぱから、黄おにはきいろいおつきさ
まから、あおおにはあおいうみからとびだしてきたんだって。
じゃあ、あかおにはどこからきたのかな？

 ぼくのおじいちゃんのかお
（幼児絵本シリーズ）

天野　祐吉／文
沼田　早苗／写真

福音館書店 1992年 －
ぼくのおじいちゃんは、よくわらう。あんまりわらうとないて
るみたい。目が大きくなったり、きこえないふりをしたり…
…。おじいちゃんのいろいろな表情を捉えた写真絵本。

 ゆうたはともだち
（ゆうたくんちのいばりいぬ1）☆

きたやま　ようこ／作 あかね書房 1988年 ¥700

おれ いぬ。おまえ にんげん。おれとおまえぜんぜんちがう。だ
けどすき。 ハスキー犬のじんぺいから見た、飼い主のゆうたく
んやその家族の様子などをユーモラスに描いたシリーズの１
冊。

かぞく・ともだち



書　名
（シリーズ名）

著者名 出版社 出版年 価格 内　容

 おおきなかぶ
（こどものとも絵本）

Ａ．トルストイ／再話
内田　莉莎子／訳
佐藤　忠良／画

福音館書店 1966年 ¥800
おじいさんのうえたかぶが、とてつもなくおおきなかぶになり
ました。ところがかぶは、なかなかぬけません。そこで、おじ
いさんはおばあさんをよんできましたが……。

 にんじんさんがあかいわけ
（あかちゃんのむかしむかし）

松谷　みよ子／ぶん
ひらやま　えいぞう／え

童心社 1989年 ¥800
にんじんはあかくて、ごぼうはくろくて、だいこんはしろいよ
ね。どうしてそうなったのか、この絵本をよめばわかるよ！
乳幼児向けに平易なことばで書かれた昔話シリーズの１冊。

 ふくろうのそめものや
（あかちゃんのむかしむかし）

松谷　みよ子／ぶん
和歌山　静子／え

童心社 1991年 ¥800
むかし、からすのからだはまっ白でした。きれいな色の鳥がう
らやましくなったからすは、ふくろうのそめものやにそめても
らいますが……。

むかしばなし

昔話は語りで受け継がれてきたため、くりかえし・極端・残酷とも思える

独特の“文法”があります。それは、展開していく話を耳で聞いて理解す

るために、私たちの祖先が練り上げてきたものなのです。現代の創作物語

とは異なるものです。

昔話は、語る大人には、子どもの育っていく過程を実感させ、聞く子ど

もたちには、勇気と励ましを与えます。昔話は、楽しんで聞きながら、人

類の知恵と希望、励ましを引き継ぐ“宝物”といえるでしょう。



書　名
（シリーズ名）

著者名 出版社 出版年 価格 内　容
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書　名
（シリーズ名）

著者名 出版社 出版年 価格 内　容

 かばくん
（こどものとも絵本）

岸田　衿子／さく
中谷　千代子／え

福音館書店 1966年 ¥800
どうぶつえんにあさがきた。でも、かばくんは、11じになって
もまだねてる──。動物園で暮らすかばの親子の日常を、ゆっ
たりと描く。『かばくんのふね』もあわせてどうぞ。

 サンタクロースとれいちゃん
（クリスマスの三つのおくりもの）

林　明子／さく 福音館書店 1987年 ¥429
クリスマスのよるのできごとを、あたたかみのある絵で描いた
小さい絵本。『ふたつのいちご』『ズボンのクリスマス』とあ
わせて、親子でいっしょに楽しんでください。

 ぞうくんのさんぽ
（こどものとも絵本）

なかの　ひろたか／さく・
え
なかの　まさたか／レタリング

福音館書店 1977年 ¥800
きょうは、いいてんき。ごきげんなぞうくんは、さんぽにでか
けました。とちゅうであったかばくんをさそったら、「せなか
にのせてくれるならいってもいいよ」だって!?

 タンタンのハンカチ
（ちいさいえほん28）

いわむら　かずお／作 偕成社 1981年 ¥700

タンタンのふしぎな赤いハンカチ。おまじないすると……。タ
ンタンのお話はこのほかに、大すきなぼうしのお話や、おばあ
ちゃんが作ってくれた、だぶだぶのズボンのお話などがありま
す。

 とこちゃんうみへいく
（幼児絵本シリーズ）

織茂　恭子／さく 福音館書店 1997年 －
あつい夏の日、おにいちゃんは海へいきましたが、とこちゃん
はおふろで水あそび。「あたしもうみでおよぎたいよー」とい
うと、なんとおふろの水が……!?

 とらたとおおゆき
（幼児絵本シリーズ）

なかがわ　りえこ／ぶん
なかがわ　そうや／え

福音館書店 1993年 ¥800
ゆきがふりました。おとうさんがつくってくれたそりにのっ
て、とらたはおでかけ。いきおいよくみちにとびだすと、ぽー
ん　ぽーん　ぽーん、そりがとびはねて……。

とりかえっこ
（絵本のせかい21）

さとう　わきこ／作
二俣　英五郎／絵

ポプラ社 1978年 ¥1,200
あそびにでかけたひよこは、とちゅうで出会った動物たちとな
きごえをとりかえっこしていきます。まずは、ねずみさんとと
りかえっこ。ちゅうちゅうなきながらいくと……。

ねずみくんのチョッキ
（絵本のひろば5・ねずみくんの絵本1）

なかえ　よしを／作
上野　紀子／絵

ポプラ社 1974年 ¥1,000
おかあさんがあんでくれたチョッキは、ねずみくんにぴった
り。でも、「ちょっときせて」とみんながやってきて──。ね
ずみくんのチョッキ、どうなっちゃうのかな？

 はなをくんくん
（世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本）

ルース・クラウス／ぶん
マーク・シーモント／え
きじま　はじめ／やく

福音館書店 1967年 ¥1,100
ゆきのふるなか目をさましたどうぶつたち。はなをくんくんさ
せながら、みんなどこかへでかけていきます──。春の訪れを
よろこぶ動物たちの姿が白黒の絵で描かれています。

ものがたり



 はらぺこあおむし
エリック・カール／さく
もり　ひさし／やく

偕成社 1976年 ¥1,200
おなかがぺっこぺこのあおむしは、月曜日にりんごをひとつた
べました。火曜日はなしをふたつ。水曜日は……。カラフルな
コラージュの手法で描かれた、楽しいしかけ絵本。

 はるののはらにひもいっぽん ひぐち　みちこ／作 こぐま社 1991年 －
雪のふとんでぐっすりねむっていたひもは、生まれたてのたん
ぽぽの声で目をさまして――。動き出したひもが、ちょうちょ
や花になる楽しい絵本。

ふうちゃんとちゃぼ
（ふうちゃんのにわ2）

いまき　みち／さく 福音館書店 1990年 －
ふうちゃんは、ちゃぼの世話をしています。ある朝、ちゃぼに
えさをやりにいくと……。このほかに、チューリップを育てる
お話と、あげはちょうを育てるお話があります。

ロージーのおさんぽ
（新訳えほんシリーズ21）

パット・ハッチンス／さく
わたなべ　しげお／やく

偕成社 1975年 ¥1,000
おさんぽにでかけたロージーを、きつねがねらっています。と
ころがロージーは……。のんきにおさんぽを続けるロージーの
とぼけた様子を、ユニークな絵で描いています。

 わたしのワンピース にしまき　かやこ／えとぶん こぐま社 1969年 ¥1,100
空からおちてきたまっ白なきれでつくったワンピース。おはな
ばたけをさんぽしたら、はなもようになっちゃった！　ラララ
ン　ロロロン　わたしににあうかしら？
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書　名
（シリーズ名）

著者名 出版社 出版年 価格 内　容

 かささしてあげるね
（０．１．２．えほん）

はせがわ　せつこ／ぶん
にしまき　かやこ／え

福音館書店 1998年 ¥700
ピッチャンパッチャン、ピロリンポロリン……。ぞうさんやキ
リンさんたちの背中が雨にぬれているよ。「かさ　さしてあげ
るね」一緒にかさにはいって、おさんぽしない？

 かぶさんとんだ
（福音館の幼児絵本）

五味　太郎／作 福音館書店 1985年 ¥800
とってもてんきのいいあるひ、あかかぶさんがとんだ！ しろ
かぶさんも、てるてるぼうずくんもとんだ！ すると、たこさ
ん、かみなりくん、うちゅうじんさんがついてきて……。

 こやぎがめえめえ
（０．１．２．えほん）

田島　征三／さく 福音館書店 2010年 ¥700
野原でめえめえと鳴いたり、ぴょんととんで遊ぶこやぎ。かあ
さんやぎがめええと呼ぶと、ぴょんぴょんやってきて……。躍
動感あふれる絵と擬音語のリズムが楽しい絵本。

 すってんころりん
（０．１．２．えほん）

なかの　ひろたか／さく 福音館書店 1999年 ¥700
たっちゃんがひるねから目をさますと、タオルの上にねずみさ
んがのっています。そこでたっちゃんがタオルをひっぱると、
ねずみさんがすってんころりん転がって……。

 たまごのあかちゃん
（幼児絵本シリーズ）

かんざわ　としこ／ぶん
やぎゅう　げんいちろう／え

福音館書店 1993年 ¥800
たまごのなかでかくれんぼしているあかちゃんはだあれ？　で
ておいでよ──。たまごから、いろいろなどうぶつのあかちゃ
んがでてくるよ。カラフルな絵もたのしい！

 ちょうちょうひらひら
まど　みちお／文
にしまき　かやこ／絵

こぐま社 2008年 ¥900
ちょうちょうひらひら、うさちゃんにとまって、うさちゃんが
うふふ。今度はしかさんにとまって……。温かな色づかいの絵
で、動物たちの朗らかな表情を描いた絵本。

 はねはねはねちゃん
（０．１．２．えほん）

なかがわ　りえこ／ぶん
やまわき　ゆりこ／え

福音館書店 1998年 ¥700
はねはねはねちゃんが体操します。手を上に、う～んとせの
び、きりんにとどくかな？　はねちゃんや動物たちと一緒に楽
しく体操をしましょう。

 わにわにのおふろ
（福音館の幼児絵本）

小風　さち／ぶん
山口　マオ／え

福音館書店 2004年 ¥800
わにわには、お風呂が大好き。お湯をためて、おもちゃをうか
べて、じょろろーん！　と湯船にはいると──。あぶくをとば
したり、うたをうたったり、お風呂ってたのしいね。

その他



いやだいやだの絵本 （4冊） せな　けいこ／さく 福音館書店 1969年 ¥600

うさこちゃんの絵本 （34冊） 福音館書店 1964年 ～ ¥700 ～

くつくつあるけのほん （4冊） 林　明子／さく 福音館書店 1986年 ¥700

くまくんの絵本 （10冊） 福音館書店 1980年 ～ ¥800

こぐまちゃんえほん （15冊） こぐま社 1970年 ～ ¥800

こぶたの赤ちゃんシリーズ （6冊） きたやま　ようこ／作・絵 偕成社 1987年 ～ ¥600

14ひきのシリーズ （12冊） いわむら　かずお／さく 童心社 1983年 ～ ¥1,200

ぽかぽかえほん （3冊） ひろかわ　さえこ／著 アリス館 1999年 ¥800

ほっぺっぺえほん （3冊） 童心社 1996年 ¥800

松谷みよ子あかちゃんの本 （９冊） 童心社 1967年 ～ ¥700 ～

松谷みよ子あかちゃんのわらべうた （10冊） 偕成社 1977年 ～ ¥700 ～

ももんちゃんあそぼう （17冊） とよた　かずひこ／さく・え 童心社 2001年 ～ ¥800

ゆうたくんちのいばりいぬ （9冊・別巻2冊） きたやま　ようこ／作 あかね書房 1988年 ～ ¥700 ～
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シリーズでよもう

松谷　みよ子／文　 丸木　俊（ほか）／絵

ディック・ブルーナ／ぶん・え　 いしい　ももこ（ほか）／やく

わたなべ　しげお／ぶん　 おおとも　やすお／え

森　比左志・わだ　よしおみ／文　 わかやま　けん／絵

うちだ　りんたろう／作　 ながの　ひでこ／作

松谷　みよ子／文　 瀬川　康男（ほか）／え

（購入できないものあり）

（購入できないものあり）


