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親子で読みたい絵本３００
３つの“こころ”がアドバ
イスわが子にぴったりの絵
本選び！

共同通信社 2004.1 019.5 ｵﾔｺ 児研

こころを育みこころをつなぐ絵本
１０１選

「こころを育みこころをつ
なぐ絵本１０１選」編集委
員会／編

福村出版 2012.8 019.5 ｺｺﾛ 一般

子どもといっしょに読みたい絵本
ベスト１００

重信秀年／執筆 メイツ出版 2010.4 019.5 ｺﾄﾓ 児研

子どもと読みたい１００冊の本
親子の宝物になる絵本＆児
童書

日経ＢＰ社 2013.8 019.5 ｺﾄﾓ 児研

幸せの絵本
家族の絆
編

金柿秀幸／編
ソフトバンククリエ
イティブ

2011.11 019.5 ｼｱﾜ 児研

１００冊の絵本と親子の３０００
日

福沢周亮／編 教育出版 2014.7 019.5 ﾋﾔｸ 児研

そら，にげろ 赤羽末吉／作 偕成社 197811 E ｱｶﾊ 児童

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／ぶんとえ

福音館書店 196306 E ｱﾃｲ 児童

グレー・ラビットスケートにゆく アリスン・アトリー／作 評論社 197812 E ｱﾄﾘ-1 児童

えんにち 五十嵐豊子／絵 福音館書店 197704 E ｲｶﾗ 児童

くろうまブランキー 伊東三郎／再話 福音館書店 197801 E ｲﾄｳ 児童

鬼 今江祥智／文 あかね書房 197207 E ｲﾏｴ 児童

バイオリンのおとは山のおと 今西祐行／作 偕成社 1974 E ｲﾏﾆ 児童

タンタンのぼうし いわむらかずお／作 偕成社 197801 E ｲﾜﾑ 児童

ゼラルダと人喰い鬼 トミー・ウンゲラー／著 評論社 197709 E ｳﾝｹ 児童

おとうさんおかあさんたちもこんな本よんでたよ～世代を越えて親しまれる絵本～
　　　　　　　　　　　　　　　（子育て応援コーナー展示）　期間 2018年12月14日～2019年3月13日
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へびのクリクター トミー・ウンゲラー／作 文化出版局 197403 E ｳﾝｹ 児童

こすずめのぼうけん ルース・エインワース／作 福音館書店 197704 E ｴｲﾝ 児童

あらいぐまとねずみたち 大友康夫／さく・え 福音館書店 197704 E ｵｵﾄ 児童

へんなどうつぶ ワンダ・ガアグ／文・絵 岩波書店 197811 E ｶｸ 児童

ナシの木とシラカバとメギの木 アロワ・カリジェ／文・絵 岩波書店 197011 E ｶﾘｼ 児童

マウルスとマドライナ アロワ・カリジェ／文・絵 岩波書店 197605 E ｶﾘｼ 児童

ごちゃまぜカメレオン エリック・カール／作 ほるぷ出版 197801 E ｶﾙ 児童

しっぽのはたらき 川田健／ぶん 福音館書店 197203 E ｶﾜﾀ 児童

あひるのバーバちゃん 神沢利子／作 偕成社 197410 E ｶﾝｻ 児童

そりになったブナの木 かんざわとしこ／ぶん 国土社 197402 E ｶﾝｻ 児童

こぐまのたろ きたむらえり／作・絵 福音館書店 197303 E ｷﾀﾑ 児童

たろのえりまき きたむらえり／著・絵 福音館書店 197303 E ｷﾀﾑ 児童

うんがにおちたうし
フィリス・クラシロフス
キー／作

ポプラ社 197611 E ｸﾗｼ 児童

おさらをあらわなかったおじさん
フィリス・クラジラフス
キー／文

岩波書店 197804 E ｸﾗｼ 児童

やっぱりおおかみ ささきまき／さく・え 福音館書店 197704 E ｻｻｷ 児童

ふしぎな　ふしぎな　ながぐつ 佐藤さとる／作 偕成社 197210 E ｻﾄｳ 児童

おばけのラーバン
インゲル・サンドベルイ／
ぶん

ポプラ社 197809 E ｻﾝﾄ 児童
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よあけ
ユリー・シュルヴィッツ／
作・画

福音館書店 197706 E ｼﾕﾙ 児童

お友だちのほしかったルピナスさ
ん

ビネッテ・シュレーダー／
文・絵

岩波書店 197612 E ｼﾕﾚ 児童

ぞうさんレレブム
ビネッテ・シュレーダー／
文・絵

岩波書店 197809 E ｼﾕﾚ 児童

はろるどとむらさきのくれよん
クロケット・ジョンソン／
著

文化出版局 197206 E ｼﾖﾝ 児童

ロバのシルベスターとまほうのこ
いし

ウィリアム・スタイグ／
〔作〕

評論社 1975.10 E ｽﾀｲ 児童

馬車でおつかいに
ウィリアム・スタイグ／さ
く

評論社 2006.3 E ｽﾀｲ 児童

サラダとまほうのおみせ 加津子・ストーン／さく 福音館書店 1997 E ｽﾄﾝ 児童

せかいのひとびと
ピーター・スピアー／えと
ぶん

評論社 1989 E ｽﾋｱ 児童

きょうはなんのひ？ 瀬田貞二／作 福音館書店 1979.8 E ｾﾀ 児童

ねこのごんごん 大道あや／作 福音館書店 2006.3 E ﾀｲﾄ 児童

じごくのそうべえ 田島征彦／作 童心社 1978.5 E ﾀｼﾏ 児童

ぼくのさんりんしゃ 津田櫓冬／さく 福音館書店 1994.1 E ﾂﾀ 児童

はじめてのおつかい 筒井頼子／作 福音館書店 1977.4 E ﾂﾂｲ 児童

ものぐさトミー
ウィリアム・ペン・デュボ
ア／文・絵

岩波書店 1977.6 E ﾃﾕﾎ 児童

ひよこのかずはかぞえるな イングリ・ドーレア／さく 福音館書店 1978.2 E ﾄﾚｱ 児童

うさぎのくに デニーズ・トレッツ／さく ペンギン社 1981 E ﾄﾚﾂ 児童

つきよのばんのさよなら 中川正文／作 福音館書店 1975.12 E ﾅｶｶ 児童

かめさんのさんぽ 中谷千代子／さく・え 福音館書店 1978.3 E ﾅｶﾀ 児童
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おばあさんのいないまに なかのひろたか／作・絵 福音館書店 1975.5 E ﾅｶﾉ 児童

おやすみみみずく パット・ハッチンス／作 偕成社 1977.1 E ﾊﾂﾁ 児童

ティッチ
パット・ハッチンス／さ
く・え

福音館書店 1975.4 E ﾊﾂﾁ 児童

１ねんに３６５のたんじょう日プ
レゼントをもらったベンジャミン
のおはなし

ジュディ・バレット／作 偕成社 1978.8 E ﾊﾚﾂ 児童

もりのようふくや
オクターフ・パンク・ヤシ
／ぶん

福音館書店 1977.11 E ﾊﾝｸ 児童

鬼ぞろぞろ 舟崎克彦／文 偕成社 1978.9 E ﾌﾅｻ 児童

おばけのジョージー
ロバート・ブライト／作・
絵

福音館書店 1978.6 E ﾌﾗｲ 児童

おやすみなさいおつきさま
マーガレット・ブラウン／
さく

評論社 1979.9 E ﾌﾗｳ 児童

せんろはつづくよ
マーガレット・ブラウン／
文

岩波書店 197902 E ﾌﾗｳ 児童

ちいさなとりよ
マーガレット・ブラウン／
文

岩波書店 197811 E ﾌﾗｳ 児童

ちいさなヒッポ マーシャ・ブラウン／さく 偕成社 1984.1 E ﾌﾗｳ 児童

ぼくにげちゃうよ
マーガレット・ブラウン／
文

ほるぷ出版 1977.10 E ﾌﾗｳ 児童

アンガスとあひる
マージョリー・フラック／
さく・え

福音館書店 1974.7 E ﾌﾗﾂ 児童

くまのコールテンくん フリーマンの絵本 ドン・フリーマン／さく 偕成社 1975.5 E ﾌﾘﾏ 児童

くまのビーディーくん ドン・フリーマン／さく 偕成社 1979.6 E ﾌﾘﾏ 児童

みつけたぞぼくのにじ ドン・フリーマン／文・絵 岩波書店 1977.6 E ﾌﾘﾏ 児童

ティムとひこうせん ジュディ・ブルック／作 冨山房 1979.8 E ﾌﾙﾂ 児童

ピーターとおおかみ
セルゲイ・プロコフィエフ
／文

岩波書店 1975 E ﾌﾛｺ 児童
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郵便局員ねこ
ゲイル・Ｅ・ヘイリー／さ
く

ほるぷ出版 1979.12 E ﾍｲﾘ 児童

ペレのあたらしいふく
エルサ・ベスコフ／さく・
え

福音館書店 1976.2 E ﾍｽｺ 児童

げんきなマドレーヌ
ルドウィッヒ・ベーメルマ
ンス／作・画

福音館書店 1972.11 E ﾍﾒﾙ 児童

ウルスリのすず ゼリーナ・ヘンツ／文 岩波書店 1973.12 E ﾍﾝﾂ 児童

きょうはよいてんき ナニー・ホグロギアン／著 ほるぷ出版 1976.9 E ﾎｸﾛ 児童

アーサーのくまちゃん リリアン・ホーバン／作 文化出版局 1977.1 E ﾎﾊﾝ 児童

おかしのくに
タチアーナ・アレクセーブ
ナ・マブリナ／ぶ

福音館書店 1971 E ﾏｳﾘ 児童

アイスクリーム マルシャーク／文 岩波書店 1978.4 E ﾏﾙｼ 児童

こねこのおひげちゃん マルシャーク／文 岩波書店 1978.9 E ﾏﾙｼ 児童

どうぶつのこどもたち
サムイル・マルシャーク／
おはなし

岩波書店 1978.5 E ﾏﾙｼ 児童

はたらくじどうしゃ ３ 山本忠敬／作・絵 福音館書店 1977.1 E ﾔﾏﾓ-3 児童

どうながのプレッツェル
マーグレット・Ｅ．レイ／
文

福音館書店 1978.10 E ﾚｲ 児童

カウボーイのスモールさん
ロイス・レンスキー／ぶ
ん・え

福音館書店 1971.10 E ﾚﾝｽ 児童

ちいさいじどうしゃ
ロイス・レンスキー／ぶ
ん・え

福音館書店 1971.5 E ﾚﾝｽ 児童

ちいさいひこうき
ロイス・レンスキー／ぶ
ん・え

福音館書店 1971.7 E ﾚﾝｽ 児童

ちいさいヨット
ロイス・レンスキー／ぶ
ん・え

福音館書店 1971.7 E ﾚﾝｽ 児童

おはなしばんざい アーノルド・ローベル／作 文化出版局 1977.11 E ﾛﾍﾙ 児童

どうぶつえんのピクニック
アーノルド・ローベル／
文・絵

岩波書店 1978.11 E ﾛﾍﾙ 児童
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どろんここぶた アーノルド・ローベル／著 文化出版局 1971.11 E ﾛﾍﾙ 児童

ルシールはうま アーノルド・ローベル／作 文化出版局 1974.10 E ﾛﾍﾙ 児童

こぐまちゃん　ありがとう わかやまけん／著 こぐま社 1972.10 E ﾜｶﾔ 児童

こぐまちゃんいたいいたい わかやまけん／著 こぐま社 1971.11 E ﾜｶﾔ 児童

こぐまちゃんのうんてんしゅ わかやまけん／作 こぐま社 1971.11 E ﾜｶﾔ 児童

こぐまちゃんのみずあそび わかやまけん／作 こぐま社 1971.11 E ﾜｶﾔ 児童

アラネア あるクモのぼうけん ジェニー・ワグナー／文 岩波書店 1979.2 E ﾜｸﾅ 児童

まっくろけのまよなかネコよおは
いり

ジェニー・ワグナー／文 岩波書店 1978.11 E ﾜｸﾅ 児童

ふしぎなタクシー 渡辺茂男／さく 福音館書店 1983.10 E ﾜﾀﾅ 児童

びんぼうこびと ウクライナ民話 内田莉莎子／再話 福音館書店 1998.3 E ｳﾁﾀ 児童Ｆ

こしおれすずめ 瀬田貞二／再話 福音館書店 2001.4 E ｾﾀ 児童Ｆ

ねずみじょうど 瀬田貞二／再話 福音館書店 1977.11 E ｾﾀ 児童Ｆ

絵本わらしべ長者 瀬田貞二／文 岩波書店 1972.4 E ｾﾀ 児童Ｆ

やまなしもぎ 平野直／再話 福音館書店 1977.11 E ﾋﾗﾉ 児童Ｆ
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