
  

通し番号 タイトル 著者 出版社 初版年 価格（税抜き） 所要時間

1 あーといってよあー 小野寺 悦子 ぶん　堀川 理万子 え 福音館書店 2009年 900円 ⌛⌛

2 あめがふるときちょうちょうはどこへ M・ゲアリック 文　L・ワイスガード 絵　岡部 うた子 訳 金の星社 1974年 1,000円 ⌛

3 アンガスとあひる マージョリー・フラック さく・え　　瀬田 貞二 やく 福音館書店 1974年 1,100円 ⌛⌛

4 アンディとらいおん ジェームズ・ドーハーティ ぶん／え　むらおか はなこ やく 福音館書店 1961年 1,300円 ⌛⌛

5 いっすんぼうし いしい ももこ ぶん　あきの ふく え 福音館書店 1965年 1,100円 ⌛⌛⌛

6 うまかたやまんば おざわ としお 再話　赤羽 末吉 画 福音館書店 1988年 1,200円 ⌛⌛

7 おおかみと七ひきのこやぎ　グリム童話 フェリクス・ホフマン え　せた ていじ やく 福音館書店 1967年 1,400円 ⌛⌛

8 おおきなかぶ　ロシアの昔話 A．トルストイ 再話　佐藤 忠良 画　内田 莉莎子 訳 福音館書店 1962年 900円 ⌛

9 おなべおなべにえたかな？ こいで やすこ さく 福音館書店 1995年 900円 ⌛⌛

10 およぐ なかの ひろたか さく 福音館書店 1978年 900円 ⌛

11 かえるのあまがさ 与田 凖一【作】　那須 良輔　画 童心社 1977年 1,000円 ⌛

12 くいしんぼうのはなこさん いしい ももこ ぶん なかたに ちよこ え 福音館書店 1965年 1,100円 ⌛⌛⌛

13 くまのビーディーくん ドン＝フリーマン さく　まつおか きょうこ やく 偕成社 1976年 1,400円 ⌛⌛

14 ぐりとぐらのかいすいよく なかがわ りえこ 【さく】　やまわき ゆりこ 【え】 福音館書店 1976年 900円 ⌛⌛

15 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ さく　まさき るりこ やく ペンギン社 1982年 950円 ⌛⌛

16 サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー 文／絵　石井 桃子 訳 岩波書店 1986年 1,700円 ⌛⌛

17 三びきのこぶた　イギリスの昔話 瀬田 貞二 やく　山田 三郎 え　 福音館書店 1960年 900円 ⌛⌛

18 三びきのやぎのがらがらどん　ノルウェーの昔話 マーシャ・ブラウン え　せた ていじ やく 福音館書店 1965年 1,200円 ⌛⌛

19 したきりすずめ 石井 桃子 再話　赤羽 末吉 画 福音館書店 1982年 1,500円 ⌛⌛⌛

20 しっぽのはたらき 川田 健 ぶん　薮内 正幸 え　【今泉 吉典　監修】 福音館書店 1969年 900円 ⌛⌛

21 じゃぐちをあけると しんぐう すすむ さく 福音館書店 2004年 900円 ⌛

22 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺 茂男 さく　山本 忠敬 え 福音館書店 1963年 900円 ⌛⌛

23 しんせつなともだち 方 軼羣 作　　村山 知義 画　君島 久子 訳 福音館書店 1965年 900円 ⌛

24 せんたくかあちゃん さとう わきこ さく・え 福音館書店 1978年 900円 ⌛⌛

25 だいくとおにろく　日本の昔話 松居 直 再話　赤羽 末吉 画 福音館書店 1962年 900円 ⌛⌛

                                                　 　　　●リストの書名、著者などの情報は、表紙の記載を基にしています。表紙以外からの情報には【　】を付けて記載しています。
                                                　　　　 ●出版年は基本として初版年を記載していますが、復刊や再刊などで改訂版が発行された場合は、改訂版の情報を載せています。

                                                 　　　　●所要時間は、おおよその目安です。　⌛：5分未満　⌛⌛：5分以上～10分未満　⌛⌛⌛：10分以上
〈低学年向け絵本〉



 

26 たったひとつのドングリが　-すべてのいのちをつなぐ- ローラ・M・シェーファーとアダム・シェーファー ぶん フラン・プレストン＝ガノン え　せな あいこ やく 評論社 2018年 1,400円 ⌛

27 たんぽぽ 平山 和子 ぶん・え　北村 四郎　監修 福音館書店 1972年 900円 ⌛⌛

28 チトくんとにぎやかないちば アティヌーケ 文　アンジェラ・ブルックスバンク 絵　さくま ゆみこ 訳 徳間書店 2018年 1,600円 ⌛⌛

29 つばきレストラン おおたぐろ　まり さく 福音館書店 2014年 900円 ⌛

30 どうやってねるのかな やぶうち まさゆき【作】 福音館書店 1987年 900円 ⌛

31 トマトさん 田中 清代　さく 福音館書店 2002年 900円 ⌛

32 どろんこハリー ジーン・ジオン ぶん　マーガレット・ブロイ・グレアム え　わたなべ しげお やく 福音館書店 1964年 1,200円 ⌛⌛

33 二ひきのこぐま イーラ 作　松岡 享子 訳 こぐま社 1990年 1,500円 ⌛⌛

34 ねえどっちがすき？ 安江 リエ ぶん　降矢 奈々 え 福音館書店 1998年 900円 ⌛

35 ピーターのてがみ エズラ＝ジャック＝キーツ さく　きじま はじめ やく 偕成社 1974年 1,200円 ⌛⌛

36 びっくりまつぼっくり 多田 多恵子 ぶん　堀川 理万子 え 福音館書店 2006年 900円 ⌛

37 大型絵本　ひとまねこざるときいろいぼうし Ｈ．Ａ．レイ 文，絵　光吉 夏弥 訳 岩波書店 1983年 1,420円 ⌛⌛

38 ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ さく・え　おのでら ゆりこ やく 福音館書店 1976年 1,200円 ⌛⌛

39 ぼく、だんごむし 得田 之久 ぶん　たかはし きよし え 福音館書店 2003年 900円 ⌛⌛

40 まあちゃんのながいかみ たかどの ほうこ さく 福音館書店 1989年 900円 ⌛⌛

41 まちにはいろんなかおがいて 佐々木 マキ 文・写真 福音館書店 1997年 900円 ⌛

42 まほうのコップ 藤田 千枝 原案　長谷川 摂子 文　　川島 敏生 写真 福音館書店 2008年 900円 ⌛

43 まゆとおに　やまんばのむすめ　まゆのおはなし 富安 陽子 文　降矢 なな 絵 福音館書店 1999年 900円 ⌛⌛

44 めっきらもっきらどおんどん 長谷川 摂子 作　ふりや なな 画 福音館書店 1985年 900円 ⌛⌛

45 ももたろう 松居 直 文　赤羽 末吉 画 福音館書店 1965年 1,100円 ⌛⌛

46 やさいのおなか きうち かつ さく・え 福音館書店 1997年 1,000円 ⌛

47 やまなしもぎ 平野 直 再話　太田 大八 画 福音館書店 1977年 1,200円 ⌛⌛

48 ゆかいなかえる　 ジュリエット・ケペシュ ぶん・え　いしい ももこ やく 福音館書店 1964年 1,000円 ⌛

49 ろくべえまってろよ 灰谷　健次郎 作　長　新太 絵 文研出版 1975年 1,300円 ⌛⌛

50 ロバくんのみみ ロジャー・デュボアザン さく　こみや ゆう やく 好学社 2019年 1,600円 ⌛⌛


