
題　　　名 人　　名 出版者 保護者に向けて

1 あーそーぼ やぎゅう　まちこ／さく 福音館書店
わらべ歌「ひとやまこえて」から生まれた、言葉のかけ合いが楽しい
絵本。

2 あーんあん せな　けいこ／さく・え 福音館書店
保育園は大好きだけど、お母さんが帰ってしまうと、「あーん　あん」
になって、みんなにも広がって…。

3 あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ／作 至光社
絵の具で描かれた青や黄色のまるが生き生きと動きまわり、絵本な
らではの夢と感動をもたらしてくれます。

4 あかい ふうせん イエラ・マリ／さく ほるぷ出版
字のない絵本。赤いふうせんが次のページで違うものにかわります。
子どもは自由に想像ができる絵本。読み聞かせにおすすめ。

5 あかいかさ ロバート・ブライト／さく ほるぷ出版
女の子の持っている赤いかさに、次々に動物が「いれて」とやってき
て・・・。作：ロバート・ブライト

6 あかくんでんしゃとはしる あんどう　としひこ／さく 福音館書店
車のあかくん、緑色の電車を追いかけ、駅で追いついたり、トンネル
を抜けたり…。

7 あかくんまちをはしる あんどう　としひこ／さく 福音館書店
ゴミ収集車、パトカー、救急車、バス、消防車…街には働く車がいっ
ぱいだ！

8 赤ずきん グリム／[著] 岩波書店 グリム童話

9 あかちゃんたいそう 鈴木　まもる／作 小峰書店
親子で楽しむスキンシップ絵本。ねこさんと、ほっぺとほっぺ、すりす
りすり。ぞうさんと、おはなとおはな、くんくんくん。

10 あかちゃんのゆりかご レベッカ・ボンド／作 偕成社 【家族の方へ】家族の愛情を描いたアメリカの絵本。

11 あがりめさがりめ ましま　せつこ／絵 こぐま社 昔からある手遊びや、身体を使った遊びのためのわらべうた。

12 あなたはだあれ 松谷　みよ子／文 童心社
ワンワンワン。メエメエメエ。あなたは、だあれ？　あてっこするのが
楽しい絵本。読み聞かせにおすすめ。

13 あのね、サンタの国ではね… 黒井　健／絵 偕成社
サンタさん一年間何をしているんでしょう。サンタさんの国の一年間
がわかる絵本。クリスマス以外にも楽しめます。

14 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 あかちゃんから楽しめるわらべうたの絵本。楽譜も掲載。

15 雨、あめ ピーター・スピアー／[作] 評論社 雨の一日を描いた、ことばのない絵本。

16 あめあめふれふれねずみくん なかえ　よしを／作 ポプラ社
〈ねずみくんシリーズ〉雨の中でねずみくんがカサをさしていると、「カ
サなんていらないよ!」と笑われてしまいます。

17 あめふり さとう　わきこ／さく・え 福音館書店
〈ばばばあちゃんの絵本〉毎日毎日雨ばかり。怒ったばばばあちゃん
は雲の上の雷に向かって大声で言った。「ようし、こっちにも考えがあ
るよ」。

18 あめふりくまのこ 鶴見　正夫／詩 ひさかたチャイルド 童謡「あめふりくまのこ」の絵本。

19 アリからみると　　（かがくのとも絵本） 桑原　隆一／文 福音館書店 アリの目から見た虫たちの生態を紹介する絵本。

　　えほん　あっぴぃ ぶっくる　リスト　（あ行）



20 ありこちゃんのおてつだい 高家　博成／さく 童心社
アリのありこちゃんは、アブラムシのみつをもらってくるようにたのま
れて大はりきり。強い風にふきとばされたり、アリジゴクにおそわれそ
うになりますが。

21 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
見るものかぐもの、何でも知りたがりやの小犬アンガスの好奇心が
軸になって展開するこの物語は、幼い子どもたちの冒険心を見事に
表現している傑作です。

22 アンディとらいおん ジェームズ・ドーハーティ／ぶんとえ 福音館書店
アンディの目の前に、ほんもののライオンがとびだしてきました。さ
あ、たいへん！でもアンディは平気です。ライオンはアンディの親友
だったのです。

23 いいおかお 松谷　みよ子／文 童心社
「いいおかお、みせて」ってねこがきて・・・。松谷みよ子あかちゃん絵
本。

24 いいおかお さえぐさ　ひろこ／文 アリス館 いいおかおを写した、ほのぼのとする動物の写真絵本

25 いーれーてー わたなべ　あや／作 アリス館
うめぼしさんが「いーれーてー」と言うと、おにぎりさんが「いーいー
よー」と返事して…。

26
生き物対決スタジアム　1
宿命のライバル対決

有沢　重雄／構成・文 旬報社
生き物同士の対決を通して、生き物が持つ素晴らしい力を紹介しま
す。

27
生き物対決スタジアム　2
大きさ・運動能力対決

有沢　重雄／構成・文 旬報社
生き物同士の対決を通して、生き物が持つ素晴らしい力を紹介。大
きさ・運動能力対決を取り上げます。

28 生きものつかまえたらどうする? 秋山　幸也／文 偕成社
持ちかえりかた、飼いかた、観察のポイントなど、ひと目でわかるよう
に写真で解説。

29 いそのなかまたち 中村　武弘／写真・文 ポプラ社 「磯」の生き物たちを、写真で紹介。

30 いたい いたいはとんでいけ 松谷　みよ子／文 偕成社 あかちゃんわらべうた絵本。

31 いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・リー・バートン／ぶん　え 福音館書店
子どもの冒険心にぴったり合った物語の展開と、ダイナミックに描か
れた機関車が子どもの心をとらえます。

32 いただきまあす わたなべ　しげお／ぶん 福音館書店
お行儀の本ではなく、一生懸命な子どもの様子を描いた楽しい絵
本。

33 いちご 平山　和子／さく 福音館書店 いちごが真っ赤になるまでを描いた絵本。

34 いっすんぼうし いしい　ももこ／ぶん 福音館書店 昔話

35 いってきまあす! わたなべ　しげお／ぶん 福音館書店 いってきまぁす！と散歩に出かけるくまくん。幼いこぐまの大冒険。

36 いぬおことわり! H.A.レイ／え 偕成社
動物園に行ってみると、「いぬ、おことわり」。そこでイヌは、人間の子
どもに変装しますが…。

37 いもごろごろ 川村　たかし／文 教育画劇 昔話

38 イモリくんヤモリくん 松岡　たつひで／さく・え 岩崎書店 やさしさと科学の心を育むおはなし。

39 いやだいやだのスピンキー ウィリアム・スタイグ／作 らんか社
ふとしたはずみですねてしまった男の子スピンキー。お父さんやお母
さんがあやまっても機嫌が直らないのですが、よいことを思いつい
て・・・。

40 いるいるだあれ 岩合　日出子／ぶん 福音館書店 美しいシルエット写真から、何の動物かを当てる写真絵本。



41 いろいろいろのほん エルヴェ・テュレ／さく ポプラ社
「いろ」にさわってごらん。「いろ」がまざってあふれだす、新感覚のフ
ランス発の絵本。

42 うえきやのくまさん フィービ・ウォージントン／さく・え 福音館書店
うえきやのくまさんの一日のおはなしです。くまさんのお仕事が描か
れているシリーズ絵本。

43 うさぎとかめ イソップ／[原作] 童話館出版 イソップ物語

44 うさぎのおうち マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん ほるぷ出版
春のあかるいひざしのなか、こうさぎが自分の家を探しにでかけまし
た。名作絵本です。

45 うさぎをつくろう レオ=レオニ／作 好学社
ハサミとエンピツが２匹のうさぎをつくりました。工作で生まれたうさぎ
はがどうなっていくのか…。
作・絵： レオ・レオニ

46 うさこちゃんおとまりにいく ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店
おともだちの家へお泊りにきたうさこちゃん。かくれんぼをしたり、
ローラースケートをしたりして、楽しく遊びます。

47 うさこちゃんおばけになる ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店
すっぽりかぶった古いシーツに穴を開けたら、おばけのできあがり。
うさこちゃんは、お友だちをおどろかしに行きました。

48 うさこちゃんとうみ ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店
父さんのふわふわさんに、海に連れて行ってもらったうさこちゃんは、
シャベルとバケツで砂のお山を作ったり、貝がらを集めたりと、楽しく
あそんで…。

49 うさこちゃんとじてんしゃ ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店
〈うさこちゃんの絵本〉大きくなったら自転車に乗っておでかけするん
だ。森を抜け、丘を越え、ふわこおばさんの家に行って…。

50 うさこちゃんとどうぶつえん ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店
動物園にやってきたうさこちゃん。しまうま、かんがるー、ぞう、きり
ん。めずらしい動物を見たあとで、うさこちゃんは大きいかめに乗り
…。

51 うさこちゃんとゆうえんち ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店
〈うさこちゃんの絵本〉ぶらんこ、鉄棒、すべり台…。うさこちゃんは、
いろいろな遊具で楽しく遊びます。

52 うさこちゃんのたんじょうび ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店
今日はうさこちゃんの誕生日。とうさんとかあさんもお祝いしてくれま
す。プレゼントは何でしょう?

53 うさこちゃんひこうきにのる ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店
〈うさこちゃんの絵本〉パイロットのおじさんに、飛行機に乗せてもらう
ことになったうさこちゃん。大きな森やヨットが走る海の上を高く高く飛
んで…。

54 うまれてきてくれてありがとう  にしもと　よう／ぶん 童心社
【家族の方へ】生まれてくる子どもが抱いているママへの気持ちを描
く、かけがえのない命の誕生を喜びあう物語。

55 海のなかのぞいた よしの　ゆうすけ／さく 福音館書店 海のなかを紹介する写真絵本。

56 うみの100かいだてのいえ いわい　としお／[作] 偕成社
〈100かいだてのいえシリーズ〉縦に開いて、上に行ったり、下にいっ
たり、たくさんの発見ができる絵本。

57 うみべのハリー ジーン・ジオン／ぶん 福音館書店 海へ出かけたハリーが起こす楽しい騒動。

58 うらしまたろう 時田　史郎／再話 福音館書店 昔話

59 うんちコロコロうんちはいのち きむら　だいすけ／さく・え 岩崎書店
フンコロガシは、うんちが大好物。おいしいうんちは、どこにある?　お
はなしかがく絵本。

60 うんちしたのはだれよ! ヴェルナー・ホルツヴァルト／文 偕成社
もぐらくんが地面から顔を出したときそれはおこった。「だれだ、ぼくの
あたまにうんちなんかしたやつは！」さっそく犯人さがしにでかけまし
た。

61 うんちっち ステファニー・ブレイク／作 あすなろ書房 うさぎのこが言う言葉はただひとつ。いつでもどこでも「うんちっち」。



62 えんやら りんごの木 松谷　みよ子／文 偕成社 わらべ歌「えんやらもものき」の絵本

63 おいしいおと 三宮　麻由子／ぶん 福音館書店
はるまきを食べると、どんな音がするかな? ウィンナをかじったら、ど
んな音がするかな? 食事がよりいっそう楽しくなる絵本。

64 おいしいおと!なんのおと? ふくざわ　ゆみこ／さく・え ひかりのくに
ポリポリ、チュルチュル、モグモグ、ムニュ〜。動物たちが、おいしい
音を立てながら食事中。食べることの楽しさを伝える絵本。

65 おいしいね おいしいよ わかやま　けん／さく 童心社
うさぎさんは、朝のごはんに、人参をもぐもぐ。動物が食べる様子が
かわいい絵本。

66 オオカミがきた [イソップ／原作] 岩崎書店 イソップ物語

67 おおかみと七ひきのこやぎ グリム／[原作] 福音館書店 グリム童話

68 オオカミのひみつ きむら　ゆういち／ぶん 偕成社
誰にだって秘密はあります。くいしんぼうでわがままのオオカミにも、
絶対知られたくない秘密がありました。

69 おおきいちいさい 元永　定正／さく 福音館書店
「大きい」と「小さい」をテーマに、ユニークな形と鮮やかな色彩で描い
た絵本。

70 おおきくなった! まつい　のりこ／作・絵 偕成社
ちいさなにんじんが、ちいさな傘が…大きくなった! 親と赤ちゃんで楽
しめる絵本。

71 おおきくなりたいこりすのもぐ 征矢　清／ぶん 福音館書店
 初めてお母さんや兄弟から離れて、1人で食べものを探しに出かけ
た、こりすのもぐ。

72 おおきなかぶ A.トルストイ／再話 福音館書店 昔話

73 おおきなかぼちゃ エリカ・シルバーマン／作 主婦の友社 魔女とゆかいな仲間たちのハロウィンのハッピーストーリー。

74 大坂城　絵で見る日本の城づくり 青山　邦彦／作 講談社
羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)が築城した大坂城をモデルに、巨大な城が
建ち上がって行く様子を精緻な絵で紹介。さがし絵も楽しめます。

75 王さまと九人のきょうだい 君島　久子／訳 岩波書店
子どものいないおじいさんとおばあさんのところに、９人も赤んぼうが
生まれました。この兄弟が成長したとき、王さまが次々と難題をふっ
かけて…。

76 おおさむ こさむ 松谷　みよ子／文 偕成社 「おおさむこさむ、山から子うさぎとんできた。」わらべ歌絵本。

77 おかあさんだいすき [まーじょりー・ふらっく／文と絵] 岩波書店
「おかあさんのたんじょうびに何をあげたらいいかしら…。」幼い子ど
もと母親との愛情あふれるお話二つ。

78 おかあさんといっしょ 藪内　正幸／さく 福音館書店
お母さんと一緒に遊んだり、食べたり、動物が丁寧に描かれている
絵本。

79 おかあさんになるってどんなこと 内田　麟太郎／文 PHP研究所
【家族の方へ】「お母さんになるってどんなこと?」　こどもの名前を呼
ぶこと、子どもと手をつなぐこと、そして心配して抱きしめること…。

80 おかえし 村山　桂子／さく 福音館書店
タヌキの家の隣に引越してきたキツネは、いちごを持ってあいさつに
いきました。するとタヌキはおかえしに…。

81 おきゃく、おことわり? ボニー・ベッカー／ぶん 岩崎書店
〈くまさんのおことわりシリーズ〉クマは、おきゃくがすきではありませ
ん。ところがある日ネズミが１ぴきやってきて、クマの家は大さわぎ！

82 おさじさん 松谷　みよ子／文 童心社
離乳食時期、スプーンで食べるようになった子どものようすが描かれ
ている、やさしい語りの絵本。



83 おさるのジョージがっこうへいく M.レイ／原作 岩波書店
〈ジョージの絵本〉学校で先生のお手伝いをすることになったジョー
ジ。絵の具をまぜあわせていろんな色をつくったら、大変なことに!

84 おさるのジョージとしょかんへいく M.レイ／原作 岩波書店
〈ジョージの絵本〉黄色いぼうしのおじさんが、図書館へ連れて行って
くれました。おはなしの会の部屋をとびだしたジョージは…。

85 おさんぽおさんぽ　 　 （０．１．２．えほん） ひろの　たかこ／さく 福音館書店
雨上がり、お気に入りの長靴でおさんぽに出かけると、いろいろな生
き物に出会って…。

86 おしいれのぼうけん ふるた　たるひ／さく 童心社
さくらほいくえんにはこわいものが二つあります。ひとつはおしいれ
で、もうひとつはねずみばあさん。ある日、いたずらをやめなかったさ
としとあきらは…。

87 おたすけこびと なかがわ　ちひろ／文 徳間書店
キッチンにこびとたちがやってきて、ショベルカーやクレーン車、ブル
ドーザーやミキサー車、働く車をたくさん使って、こびとたちが作った
ものは?

88 おたすけこびととあかいボタン なかがわ　ちひろ／文 徳間書店
〈おたすけこびととシリーズ〉ショベルカーやブルドーザーなど働く車と
こびとたちが大活躍。

89 おたすけこびととハムスター なかがわ　ちひろ／文 徳間書店
ショベルカーやブルドーザーなど、働く車とこびとたちが大活躍する、
シリーズ。

90 おたすけこびとのまいごさがし なかがわ　ちひろ／文 徳間書店
雨ふりの午後、おばあさんがこびとたちにまいごさがしを頼みまし
た。ショベルカーやブルドーザーなど働く車とこびとたちが大活躍。

91 おだんごぱん せた　ていじ／やく 福音館書店
ロシアの民話。かまどからとびだしたおだんごぱんは、おじいさん、お
ばあさんや動物たちから、次つぎとうまく逃れてゆきますが……。

92 おたんじょうび、おことわり? ボニー・ベッカー／ぶん 岩崎書店
お祝いのカードも、赤い風船も、パーティも、何もかもきらいなクマの
ところへ、お友だちのネズミがやって来て…。

93 おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー／作 童話館出版 おちゃのじかんにきたとらは家中の食べ物を食べてしまいました。

94 おつかい さとう　わきこ／さく 福音館書店 雨の日におつかいをたのまれた女の子のおはなし。

95 おつきさまこんばんは 林　明子／さく 福音館書店
おつきさまの顔が黒い雲にかくされてしまいます。おはなし会でも人
気の絵本。

96 おつきみおばけ せな　けいこ／作・絵 ポプラ社
お月見の夜、泣いている小さなうさぎちゃんをなぐさめようと、おばけ
ちゃんはおだんごにばけますが…

97 おでかけのまえに 筒井　頼子／さく 福音館書店
おでかけ前の急いでいるときに幼い子どもがしそうなことが描かれて
いる絵本。あやこちゃんの表情に笑みがこぼれます。

98 おでかけばいばい はせがわ　せつこ／ぶん 福音館書店
みんなどこへ行くのかな? 声に出して読んで楽しい、赤ちゃんの絵
本。

99 おでこぴたっ 武内　祐人／さく くもん出版
パパとぼくも、おでこぴたっ。子どもとおでこをくっつけたくなる、親子
でコミュニケーションを楽しむ絵本。

100 おててがでたよ 林　明子／さく 福音館書店
「おててが　でたよ　あたまは　どこかな。」　子どもの手や足をさわっ
てあげても楽しそう。

101 おとうさんはウルトラマン  みやにし　たつや／作絵 学研プラス
ウルトラマン世代に向けて放つ、お父さん賛歌。一生懸命まじめで不
器用なウルトラ・パパの子育て絵日記。

102 おとうさんもういっかい　1　　たかいたかい はた　こうしろう／作 アリス館
おとうさん、あそぼう! いっしょに読んでいっしょに遊ぶ、おとうさんの
子育てを応援する絵本。

103 おとまり、おことわり? ボニー・ベッカー／ぶん 岩崎書店
夜は完璧に静かでなければ眠れないクマでも、ある日、お友だちの
ネズミがお泊りにやってきました。果たしてクマは…。



104 おどります 高畠　純／作 絵本館
ぶたが踊ります。かばとぞうが踊ります。たこが踊ります。みんなが
踊ります…。次々と踊る動物たちのユーモラスな表情に、吹き出さず
にはいられません。

105 おなかのかわ 瀬田　貞二／再話 福音館書店
互いの家を訪問したねことおうむ。でも、けちんぼのねこは、少ししか
食事を出さずにおうむの沢山のごちそうを全部たいらげた上に、足り
ないと言い…。

106 おなべおなべにえたかな? こいで　やすこ／さく 福音館書店
でかけたおおばあちゃんのかわりにきっこたちがおなべの番です。さ
あ、おいしく煮えたかな。

107 おばけ、がっこうへいく ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版 おばけの学校って、なにするの? かわいいおばけの絵本。

108 おばけときょうりゅうのたまご ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版
おばけのパコームがお城の地下のトンネルで会ったのは、ご先祖さ
ま。そこには大きなたまごがあって、割ってみると…。

109 おばけなんてないさ せな　けいこ／絵 ポプラ社 童謡「おばけなんてないさ」を題材にした、楽しい絵本。楽譜付き。

110 おばけのうちゅうりょこう ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版
おばけのパコームが出会ったピックに誘われ、宇宙船でキラキラ星
に遊びに行くことになって…。

111 おばけのこもりうた [せな　けいこ／作] 童心社 かぞえ歌にもなっているこもりうたの絵本。

112 おばけのジョージーとさわがしいゆうれい ロバート・ブライト／作　絵 徳間書店
ジョージーは、ホイッティカーさんの家に住む、はずかしがりやの小さ
なおばけ。

113 おばけのジョージーのハロウィーン ロバート・ブライト／作　絵 徳間書店
ハロウィーンのお祭りの日。広場で行われるコンテストに本物のおば
けのジョージーが出たら、一等賞まちがいなしなんだけど…?

114 おばけのバーバパパ アネット=チゾン／さく 偕成社
自由に形を変えられるバーバパパは、火事でみんなを助けたり、逃
げたヒョウをつかまえたりとだいかつやくします。

115 おばけのゆきだるま ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版
おばけたちがゆきだるまを作って、目と口をつける
と…。かわいいおばけの絵本。

116 おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版
仲良しおばけたちは、地下室へたんけんに。でも夜のお城は、あやし
い音がいっぱいで…。

117 おばけパーティ ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版
おばけのアンリが、ともだちみんなをおもてなし。ゆかいで楽しいおば
けのパーティ。

118 おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版
近ごろおばけのアンリは病気になったり、ケガしたり。なかよしおばけ
絵本

119 おばけまほうにかかる ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版
おばけのリュシーは、変身ごっごが大好きな女の子。魔女の帽子を
かぶって寝ています。

120 おふろだ、おふろだ! わたなべ　しげお／ぶん 福音館書店
親子で一緒にお風呂に入ったくまくん。やさしい文章が小さな子にも
わかりやすい絵本です。

121 おふろだいすき 松岡　享子／作 福音館書店
あひるのプッカをつれておふろにはいると、かめやペンギン、オットセ
イやくじらまで登場して…。子どもの空想の世界をのびのびと描いた
絵本。

122 おへそのあな 長谷川　義史／作 BL出版 【家庭の方へ】お母さんのおなかの中のあかちゃんの思い。

123 おべんとう 小西　英子／さく 福音館書店
おべんとうばこ用意して、さあて、何からいれようか? おべんとうの中
身をひとつずつ順番に詰めていきます。

124 おべんとうばこのうた さいとう　しのぶ／構成・絵 ひさかたチャイルド わらべうた「おべんとうばこのうた」の楽しい絵本。楽譜も掲載。



125 おまたせクッキー パット=ハッチンス／さく 偕成社
おかあさんがクッキーを焼きました。ビクトリアとサムで6つずつ。食
べようとすると、友だちがだんだん増えて、食べられるクッキーの枚
数がへっていき…。

126 おみまい、おことわり? ボニー・ベッカー／ぶん 岩崎書店
クマはひどい風邪をひいてしまいました。鼻も赤くて、のども痛くて、も
うぐったりです。そこへネズミがおみまいにやってきて…。

127 おめんです　１ いしかわ　こうじ／作・絵 偕成社
おめんのページをめくると動物たちが出てくるしかけ絵本。読み聞か
せ絵本。

128 おめんです　2 いしかわ　こうじ／作・絵 偕成社
おめんをかぶっていたのは誰かな? おめんのページをめくると動物
たちが出てくるしかけ絵本。

129 おもちゃのチャチャチャ 市原　淳／構成・絵 ひさかたチャイルド 童謡「おもちゃのチャチャチャ」の絵本。楽譜も掲載。

130 おやすみなさい おつきさま マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく 評論社
「おやすみおへや」「おやすみこねこさん」・・・　寝るときの一冊にお
すすめ。ゆったりとした気持ちになれる絵本。

131 おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん 福音館書店
やさしい言葉で眠りについていく様子が語られている。寝る前に読ん
であげたい絵本。

132 おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん 福音館書店
ちいさな子どもへの愛情が伝わる絵本。寝る前の読み聞かせにおす
すめ。

133 おやすみみみずく パット=ハッチンス／さく 偕成社
昼間、鳥たちの声がうるさくてねむたいのにみみずくは眠れません。
でも夜になると…。

134 おんちょろちょろ 瀬田　貞二／再話 福音館書店
日本民話　男の子をお寺の小僧だと思った老夫婦は、男の子がでた
らめに作ったお経を、熱心に唱え続けました。ある晩、老夫婦の家に
泥棒が入り込み…。

135 おんぶおばけ 松谷　みよ子／ぶん 童心社 昔話

136 お月さまってどんなあじ? マイケル・グレイニエツ／絵と文 らんか社 お月さまってどんな味なんだろう。甘いのかな、しょっぱいのかな。

137 お月さまってどんなあじ? マイケル・グレイニエツ／絵と文 らんか社
お月さまってどんな味なんだろう。甘いのかな、しょっぱいのかな。ほ
んのひとくち食べてみたいね。高いあの山にのぼって、お月さまをか
じってみよう。


