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赤ちゃんから楽しめる絵本

書名 著者 出版社

がたんごとんがたんごとん 安西水丸／さく 福音館書店 Ｅ ｱﾝｻ 児童

ねてるの だあれ 神沢利子／さく 福音館書店 Ｅ ｶﾝｻ 児童

まるくておいしいよ こにしえいこ／さく 福音館書店 Ｅ ｺﾆｼ 児童

サンドイッチサンドイッチ 小西英子／さく 福音館書店 Ｅ ｺﾆｼ 児童

せんべせんべやけた こばやしえみこ／案 こぐま社 Ｅ ｺﾊﾔ 児童

ぱんだいすき 征矢清／ぶん 福音館書店 Ｅ ｿﾔ 児童

おおきなあかいりんご たるいしまこ／さく 福音館書店 Ｅ ﾀﾙｲ 児童

たべもの 中江俊夫／ぶん 福音館書店 Ｅ ﾅｶｴ 児童

おかあさんとあかちゃん 中谷千代子／ぶん・え 福音館書店 Ｅ ﾅｶﾀ 児童

きゅっきゅっきゅっ 林明子／さく 福音館書店 Ｅ ﾊﾔｼ 児童

おにぎり 平山英三／ぶん 福音館書店 Ｅ ﾋﾗﾔ 児童

くだもの 平山和子／さく 福音館書店 Ｅ ﾋﾗﾔ 児童

いちご 平山和子／さく 福音館書店 Ｅ ﾋﾗﾔ 児童

やさい 平山和子／さく 福音館書店 Ｅ ﾋﾗﾔ 児童

りんご 松野正子／ぶん 童心社 Ｅ ﾏﾂﾉ 児童

うさぎ うさぎ なにたべてるの 松野正子／さく 福音館書店 Ｅ ﾏﾂﾉ 児童

いちじく にんじん （こどものとも０．１．２．） 大阪ＹＷＣＡ 千里子ども図書室／案 福音館書店 雑誌

２・３才くらい～

書名 著者 出版社

おおきなかぶ 内田莉莎子／再話 福音館書店 Ｅ ｳﾁﾀ 児童Ｆ

はらぺこあおむし エリック・カール／さく 偕成社 Ｅ ｶﾙ 児童

やさいのおなか きうちかつ／さく・え 福音館書店 Ｅ ｷｳﾁ 児童

みんなおっぱいのんでたよ 木坂涼／ぶん 福音館書店 Ｅ ｷｻｶ 児童

きょうのおべんとうなんだろな 岸田衿子／さく 福音館書店 Ｅ ｷｼﾀ 児童

ぼくのにんじん ルース・クラウス／作 ペンギン社 Ｅ ｸﾗｳ 児童

はたけのはなとみ ごんもりなつこ／さく 福音館書店 Ｅ ｺﾝﾓ 児童

みつ すきですか ごんもりなつこ／さく 福音館書店 Ｅ ｺﾝﾓ 児童

みどりのみ あかいみ ごんもりなつこ／さく 福音館書店 Ｅ ｺﾝﾓ 児童

だいどころにも はるがきた 島津和子／さく 福音館書店 Ｅ ｼﾏｽ 児童

トマトさん 田中清代／さく 福音館書店 Ｅ ﾀﾅｶ 児童

はじめてのおべんとう なとりちづ／ぶん 福音館書店 Ｅ ﾅﾄﾘ 児童

しんせつなともだち 方軼羣／作 福音館書店 Ｅ ﾌｱﾝ 児童

やさいたちのうた 藤富保男／詩 福音館書店 Ｅ ﾌｼﾄ 児童

しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん／〔ほか〕著 こぐま社 Ｅ ﾜｶﾔ 児童

４・５才くらい～

請求記号

請求記号

たべもの・おいしいものの 絵本



書名 著者 出版社

おおきなおおきなおいも 赤羽末吉／さく・え 福音館書店 Ｅ ｱｶﾊ 児童

パンやのくまさん フィービ・ウォージントン／さく・え 福音館書店 Ｅ ｳｵｼ 児童

はははのはなし 加古里子／ぶん・え 福音館書店 Ｅ ｶｺ 児童

からすのパンやさん 加古里子／絵・文 偕成社 Ｅ ｶｺ 児童

サラダで げんき 角野栄子／さく 福音館書店 Ｅ ｶﾄﾉ 児童

二ほんのかきのき 熊谷元一／さく・え 福音館書店 Ｅ ｸﾏｶ 児童

だいず えだまめ まめもやし こうやすすむ／文 福音館書店 Ｅ ｺｳﾔ 児童

ピーナッツ なんきんまめ らっかせい こうやすすむ／文 福音館書店 Ｅ ｺｳﾔ 児童

サンドイッチつくろう さとうわきこ／さく 福音館書店 Ｅ ｻﾄｳ 児童

ばばばあちゃんのなぞなぞりょうりえほん－むしぱんのまき さとうわきこ／作 福音館書店 Ｅ ｻﾄｳ 児童

ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき さとうわきこ／作 福音館書店 Ｅ ｻﾄｳ 児童

すいかのたね さとうわきこ／さく・え 福音館書店 Ｅ ｻﾄｳ 児童

ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫／作 福音館書店 Ｅ ﾃﾗﾑ 児童

あれこれたまご とりやまみゆき／文 福音館書店 Ｅ ﾄﾘﾔ 児童

ぐりとぐら なかがわりえこ／著 福音館書店 Ｅ ﾅｶｶ 児童

ぼくのぱんわたしのぱん 神沢利子／ぶん 福音館書店 Ｅ ﾇﾏﾉ 児童

１１ぴきのねことあほうどり 馬場のぼる／著 こぐま社 Ｅ ﾊﾊ 児童

平野レミのサラダブック 平野レミ／〔文〕 福音館書店 Ｅ ﾋﾗﾉ 児童

平野レミのおりょうりブック 平野レミ／〔文〕 福音館書店 Ｅ ﾋﾗﾉ 児童

まめ 平山和子／さく 福音館書店 Ｅ ﾋﾗﾔ 児童

ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 Ｅ ﾎﾀ 児童

ジャムつきパンとフランシス ラッセル・ホーバン／さく 好学社 Ｅ ﾎﾊﾝ 児童

サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー／文・絵 岩波書店 Ｅ ﾏﾂｸ 児童

ふしぎなたけのこ 松野正子／さく 福音館書店 Ｅ ﾏﾂﾉ 児童

はらぺこさん やぎゅうげんいちろう／さく 福音館書店 Ｅ ﾔｷﾕ 児童

クマくんのはちみつぶんぶんケーキ 柳生まち子／さく 福音館書店 Ｅ ﾔｷﾕ 児童

トマトのひみつ 山口進／文・写真 福音館書店 Ｅ ﾔﾏｸ 児童

やさいでペったん よしだきみまろ／さく 福音館書店 Ｅ ﾖｼﾀ 児童

おだんごぱん 瀬田貞二／やく 福音館書店 Ｅ ｵﾀﾝ 児童Ｆ

６才くらい～

書名 著者 出版社

くいしんぼうのはなこさん いしいももこ／ぶん 福音館書店 Ｅ ｲｼｲ 児童

どんぐりだんご 小宮山洋夫／作 福音館書店 Ｅ ｺﾐﾔ 児童

あきのかわらでいもにかい さいとゆふじ／さく 福音館書店 Ｅ ｻｲﾄ 児童

たべられるきのみ 菅原久夫／文 福音館書店 Ｅ ｽｶﾜ 児童

くさる なかのひろたか／さく 福音館書店 Ｅ ﾅｶﾉ 児童

干し柿 西村豊／写真・文 あかね書房 Ｅ ﾆｼﾑ 児童

あじ 沼野正子／さく 福音館書店 Ｅ ﾇﾏﾉ 児童

ほね 堀内誠一／さく 福音館書店 Ｅ ﾎﾘｳ 児童

※たべもの・おいしいものが出てくる絵本は この他にもありますので、職員にお尋ねください。

請求記号

請求記号


