
題　　　名 人　　名 出版者 保護者に向けて

1 バーバパパうみにでる アネット=チゾン／さく 講談社
ボートに変身して島へ渡り、古い海賊船を発見。楽しいバーバファミ
リーの絵本。

2 バーバパパのがっこう アネット・チゾン／さく 講談社
バーバパパがゆかいな学校をつくり、楽しい授業をはじめます。おか
げで、みんな学校が大好きになります。

3 バーバパパのプレゼント アネット=チゾン／さく 講談社
バーバパパ一家へのクリスマスプレゼントは、南の国の鳥でした。寒
いのが大のにがてのその鳥のために、みんなは家の中を暖めるの
に大さわぎしますが……。

4 ばいばい まつい　のりこ／作・絵 偕成社
ひよこ、こんにちは。ひよこ、ばいばい。「こんにちは」「ばいばい」のく
りかえしが楽しい絵本。

5 ばけものづかい せな　けいこ／さく 童心社
ろくろっくびや大入道のすむ家にひっこしてきたおじいさんは、ばけも
のをこき使います。

6 はこぶ 鎌田　歩／作・絵 教育画劇
コンテナトレーラー、路面電車、タンクローリーなど「はこぶ」をテーマ
に、さまざまなのりものをイラストで紹介。

7 はじめてのおつかい 筒井　頼子／さく 福音館書店
子どもがいつか必ず経験する、はじめてのおつかい。ひとりのおかあ
さんが、子どもの体験をもとにつくったお話。

8 はじめてのゆき 中川　李枝子／さく 福音館書店
とらたは、雪だるまと友達になったり、雪晴れの空の青さにおどろい
たり…。

9 はだかの王さま アンデルセン／作 岩波書店 昔話

10 はっぱのおうち 征矢　清／さく 福音館書店
さちが、はっぱのおうちで雨やどりをしていると、そこにいろいろな虫
たちがやってきました。

11 はなさかじい 松谷　みよ子／[著] 童心社 昔話

12 バナナです 川端　誠／作 文化出版局
「バナナです」シンプルだけど楽しい。読み聞かせにもおすすめで
す。

13 はなをくんくん ルース・クラウス／ぶん 福音館書店
まだ雪が積もっている森の中を、冬眠から目覚めた動物たちが「はな
をくんくん」と走り出す。待ち遠しい春は…。

14 パパ、お月さまとって! エリック=カール／さく 偕成社
「お月さまをとって!」と娘にせがまれたお父さんは、長い長いはしごを
かけて…。画面を左右上下に開いて、広い広い空を描いた絵本。

15 ばばばあちゃんのアイス・パーティ さとう　わきこ／作 福音館書店
＜ばばばあちゃんの絵本＞きょうはこの夏一番の暑さ。ばばばあ
ちゃんはアイスパーティーにみんなを誘いました。アイデアが光る楽
しい絵本。

16 ばばばあちゃんのおもちつき さとう　わきこ／作 福音館書店
〈ばばばあちゃんの絵本〉臼や杵のかわりに、すりこぎでもち米をペタ
ペタつくばばばあちゃん流のおもちつき。

17 ばばばあちゃんのクリスマスかざり さとう　わきこ／作 福音館書店
〈ばばばあちゃんの絵本〉ばばばあちゃんのアイデアが光る楽しい工
作絵本。

18
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
〈ばばばあちゃんの絵本〉料理だってなぞなぞをしながらやっちゃう、
ばばばあちゃんの特製むしぱんの楽しい料理絵本。

19 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
〈ばばばあちゃんの絵本〉おこのみやきに挑戦。どんなものができる
かな…?

20 ばばばあちゃんのやきいもたいかい さとう　わきこ／作 福音館書店
〈ばばばあちゃんの絵本〉子どもたちに誘われじゃがいもやらさといも
やら、バナナやりんごまでたき火の中へ…。

　　えほん　あっぴぃ ぶっくる　リスト　（は行）



21 バムとケロのおかいもの 島田　ゆか／作　絵 文渓堂
今日は月に一度のお買い物の日。犬のバムとかえるのケロは、友だ
ちといっしょに市場に行きました。

22 バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか／作　絵 文渓堂
バムとケロはスケートと釣りの道具をもって池にいきました。すると、
あひるさんが一緒に凍りついているではありませんか!

23 バムとケロのそらのたび 島田　ゆか／作　絵 文渓堂
バムの家に大きな小包が届きました。小包の中身は組立て式の飛
行機。バムはケロは組み立てた飛行機にのって、おじいちゃんの誕
生日パーティーに出発。

24 バムとケロのにちようび 島田　ゆか／作　絵 文渓堂
雨の日、かえるのケロは外でビチャビチャどろんこ遊び。犬のバムは
お部屋をきれいに片づけて、お菓子をいっぱい作って本を読もうと
思ったけれど…。

25 はらっぱハウス 近藤　薫美子／著 アリス館 たくさんの生きものが、いたるところで暮らしています。

26 はらぺこあおむし エリック・カール／さく 偕成社
あおむしはおなかがぺっこぺこ。数や曜日の認識をおりこんだ、食い
しん坊あおむしの穴あき絵本。

27 ハリーのセーター ジーン・ジオン／ぶん 福音館書店
犬のハリーは誕生日にセーターをもらいましたが…。嫌いなバラの花
の模様だったので、脱ごうとするのですが。

28 ハロウィンドキドキおばけの日! ますだ　ゆうこ／作 文溪堂
ハロウィンの日、いじわるなちびドラキュラをやっつけることに…。
パーティー料理、おまじないなど、アイディアも満載!

29 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 パンやのくまさんの１日のお話。かわいいくまさんのお仕事絵本。

30 ひとまねこざる H.A.レイ／文,絵 岩波書店
〈ジョージの絵本〉動物園の外の様子が知りたくてたまりません。つい
にオリを抜け出して・・・。ロングセラー絵本

31 ひとまねこざるときいろいぼうし H.A.レイ／文,絵 岩波書店
サルのじょーじは、きいろいぼうしのおじさんに連れられて、アフリカ
から船に乗り、次々と騒ぎを起こす。ロングセラー絵本。

32 ひとまねこざるびょういんへいく マーガレット・レイ／文 岩波書店
じょーじは、キャンディと間違えて、「はめ絵」のかけらを1つのみこん
でしまいました。おなかが痛くなったじょーじは病院に連れていかれ
ますが…。

33 100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〉100階までたどりつけるかな…? 縦に
開く絵本。

34 100まんびきのねこ ワンダ・ガアグ／ぶん え 福音館書店
１匹の猫を探しに行くおじいさん。100まんびきの猫がいる丘にでま
す。ロングセラーの絵本。

35 ぴょーん まつおか　たつひで／作・絵 ポプラ社
かえるが、ぴょーん。いぬが、ぴょよよーん。ばったが、ぴょーん。に
わとりとひよこが親子でぴょーん。いろいろな生き物がとびはねる様
子を描いた絵本。

36 ぴよぴよぴよ 平野　剛／さく 福音館書店
「ぴよ ぴよ ぴよ」とひよこがでてきます。あかちゃんの読み聞かせに
もおすすめ。

37 ぴょんぴょんぱんのかばんです 香山　美子／ぶん 新日本出版社
うさぎさんが小さなかばんをつくりました。すてきなかばんは動物たち
に大人気。

38 ぴょんぴょんむし 谷本　雄治／さく 岩崎書店
葉っぱの中で葉っぱをたべて、葉っぱをつづってまゆをつくる、小さ
なゾウムシのおはなし。おはなしかがくえほん。

39 プアー 長　新太／さく・え 福音館書店
「プアー」っと膨らんだ犬のしっぽ。耳、鼻、脚と、次々と体のあちこち
が大きくなる犬。一体どうなる?!

40 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
「じどうしゃ」っていろんな種類があるんだね。マイクロバス、郵便車、
パトカー、救急車に消防車。さまざまなじどうしゃのかたちをおぼえよ
う。

41 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
お母さんが、すてきなぱんつを買ってきてくれました。やわらかくてさ
らさら。でも、ぷくちゃんはおもらしばかり。大丈夫。ほらね、おかわり
ぱんつ。

42 ふくろうのそめものや 松谷　みよ子／ぶん 童心社 昔話



43 ふしぎなたいこ 石井　桃子／ぶん 岩波書店 昔話

44 ふしぎなタネやさん みやにし　たつや／作絵 金の星社
ブタくんは森の中でふしぎなタネ屋さんを見つけます。もらったタネを
うめてみると、にょきにょきにょきっと木が生えてきて…。

45 ふしぎなたまご ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店
緑の野原に真っ白いたまごが落ちていました。いったい誰のたまごで
しょう。

46 ふしぎなナイフ 中村　牧江／さく 福音館書店
ここにふしぎなナイフがあります。このナイフは、ひとりでに曲がった
り、ねじれたり、きれたり、ほどけたり。光沢あざやかなナイフの美し
い絵本。

47 ふしぎなボジャビのき ダイアン・ホフマイアー／再話 光村教育図書
おなかをすかせた動物たちが、1本のふしぎな木を見つけました。木
の名前を当てないと、木に巻きついたヘビがどいてくれません。そこ
で動物たちは…。

48 ぶたたぬききつねねこ 馬場　のぼる／著 こぐま社
しりとりの絵本。声に出して子どもたちと読みあうと楽しい一冊。クリ
スマスの頃の読み聞かせにも。

49 ぶたぶたくんのおかいもの 土方　久功／さく　え 福音館書店
子どもが買い物にいった様子が、なんとも暖かくユーモアたっぷりに
描かれ、楽しい言葉がたくさん盛り込まれた魅力あふれる絵本。

50 ふゆじたくのおみせ ふくざわ　ゆみこ／さく 福音館書店
〈おおきなクマさんとちいさなヤマネくんシリーズ〉クマさんとヤマネく
んは贈り物をしようと、冬じたくのお店へ買い物に行くのですが…。

51 ブルドーザとなかまたち 山本　忠敬／さく 福音館書店 工事現場で、土を削ったり掘ったりして働く車を紹介します。

52 ブレーメンのおんがくたい グリム／[原作] 福音館書店 グリムの昔話

53 ぶんぶくちゃがま 香山　美子／文 教育画劇 昔話

54 ベーコンわすれちゃだめよ! パット=ハッチンス／さく 偕成社
お母さんにおつかいをたのまれた男の子が、忘れないように品物の
名前をくり返していると?!? ユーモアあふれる楽しい絵本。

55 ベスとアンガス マージョリー・フラック／さく・え アリス館
ベスは、恥ずかしがり屋でこわがり屋。アンガスと出会ったベスは一
緒にあひるを追いかけはじめて…。

56 ぺんぎんたいそう 齋藤　槇／さく 福音館書店
「ぺんぎんたいそう、はじめるよ。いきをすって〜、はいて〜」 ペンギ
ンのユニークで愛らしい動きは、まるで体操のよう。

57 へんしんオバケ あきやま　ただし／作・絵 金の星社
どうくつをくぐると、なぜかオバケに変身しちゃう。おかしな言葉あそ
び絵本。

58 へんしんトンネル あきやま　ただし／作・絵 金の星社
〈へんしんシリーズ〉トンネルをくぐると、なぜか変身しちゃう楽しい言
葉遊びの絵本。

59 へんし〜んねずみくん なかえ　よしを／作 ポプラ社
ねみちゃんをびっくりさせたいねずみくんは、「へんしんや」と書かれ
た看板を見つけます。はりきってうさぎさんにへんしんした、ねずみく
ん。

60 ヘンゼルとグレーテルのおはなし グリム／原作 BL出版 グリム童話

61 ぼく、だんごむし　　（かがくのとも絵本） 得田　之久／ぶん 福音館書店
だんごむしの視点からだんごむしの生態を描く絵本。読み聞かせに
もおすすめ。

62 ぼくにげちゃうよ マーガレット・W・ブラウン／ぶん ほるぷ出版
ある日、子うさぎは母さんうさぎに言いました。「ぼく、逃げちゃうよ。」
すると母さんうさぎが…。

63 ぼくのくれよん 長　新太／おはなし・え 講談社
「これは くれよんです。でもね この くれよんは こんなに おおきいの
です…。」

64 ぼくは、チューズデー ルイス・カルロス・モンタルバン／文 ほるぷ出版 介助犬の仕事とふたりの生活を描く写真絵本。



65 ぼくはざりがに 武田　正倫／監修 ひさかたチャイルド
アメリカザリガニの暮らしぶりと機能的な体の秘密を、大画面の写真
で解き明かしていく写真絵本。

66 ホネホネすいぞくかん 西澤　真樹子／監修・解説 アリス館
いろいろな水中生物のホネを紹介して、そのふしぎやひみつを解き
明かします。

67 ホネホネたんけんたい 西澤　真樹子／監修・解説 アリス館
いろいろな動物のホネを紹介して、そのふしぎやひみつを解き明かし
ます。

68 ホネホネどうぶつえん 西澤　真樹子／監修・解説 アリス館 ホネからわかることを紹介。骨には秘密がひそんでいます。

69 ぽぽんぴぽんぽん　　 （０．１．２．えほん）　　 松竹　いね子／文 福音館書店
「ぽぽんぴぽんぽん、たろうくんのおへそはどーこ」みんなのおへそ
はどこにあるんでしょう?


