
題　　　名 人　　名 出版者 保護者に向けて

1 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく 冨山房
ある晩、マックスはおおかみのぬいぐるみを着ると、いたずらをはじ
めておおあばれ・・・。子どもたちに人気の絵本。

2 かえりみち あまん　きみこ／[著] 童心社
「あーん。おうちが わかんないよう。」そこへ、こぎつねがやって来て
…。子どもが大好きな「くりかえし」絵本。読み聞かせにおすすめ。

3 かえるがなくからかーえろ 松谷　みよ子／文 偕成社
遊びに行って帰ってこないおたまじゃくしを、かえるの母さんと子ども
たちが探します。一匹、二匹、三匹と数をかぞえるわらべうた。

4 かえるのがっしょう 岡本　敏明／訳詩 ひさかたチャイルド 「かえるのがっしょう」のうた絵本。

5 かえるをのんだととさん 日野　十成／再話 福音館書店 昔話

6 かぐやひめ 岩崎　京子／文 教育画劇 昔話

7 かさじぞう 瀬田　貞二／再話 福音館書店 昔話

8 かじだ、しゅつどう 山本　忠敬／さく 福音館書店
「火事だ、出動」、サイレンをならしながらハシゴ車と救急車は火事場
へ急ぎます。

9 かじってみたいな、お月さま フランク・アッシュ／えとぶん 評論社 ぼく、お月さまをぱくっとかじってみたい。きっと、おいしいだろうな？

10 がたんごとんがたんごとん 安西　水丸／さく 福音館書店
「がたんごとんがたんごとん」と汽車がやってきます。音と動きがリズ
ミカルな絵本。

11 がたんごとんがたんごとんざぶんざぶん 安西　水丸／さく 福音館書店
「がたんごとん」と、海辺を走る汽車。「ざぶんざぶん」と、波が浜辺に
打ち寄せています。

12 かちかちやま おざわ　としお／再話 福音館書店 昔話

13 かっぱのすもう 小沢　正／文 教育画劇 昔話

14 かにむかし 木下　順二／作 岩波書店 昔話

15 かばくん 岸田　衿子／さく 福音館書店
動物園でのかばの一日を描いた絵本。読んでみると良さがわかる一
冊。

16 かぶとむし　　かぶとむしの一生 得田　之久／ぶん・え 福音館書店 かぶとむしの力強さやその生態の秘密に迫る絵本。

17 かみコップでつくろう　　（かがくのとも絵本） よしだ　きみまろ／さく 福音館書店 紙コップにちょっと手を加えるだけで、誰でもできる楽しい工作絵本。

18 かみなりのおやこ せな　けいこ／[作] 童心社
雲の切れめから、かみなりの子が下界へ落っこちたからさあ大変
…。

19 からすのおかしやさん かこ　さとし／作・絵 偕成社
いずみがもりの「からすのパンやさん」では、小さかった4羽の子ども
たちが大きくなった。大はりきりのチョコくんのおはなし。

　　えほん　あっぴぃ ぶっくる　リスト　（か行）



20 からすのパンやさん かこ　さとし／作・絵 偕成社
かこさとしシリーズの中の１冊。泉が森のからすのパン屋さんは、お
いしい、すてきなパンをどっさり焼きましたが大騒動が起こります。

21 からすのやおやさん かこ　さとし／作・絵 偕成社 〈かこさとしおはなしのシリーズ〉リンゴちゃんが大活躍のおはなし。

22 カレーライス 小西　英子／さく 福音館書店 おいしいカレーライスができるまでを描いた絵本。

23 かんかんかん　　 （０．１．２．えほん） のむら　さやか／文 福音館書店
不思議な踏み切りの「かんかんかん」のリズミカルな音に導かれて、
遮断機の向こうをいろいろな列車が通ります。

24 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム／さく ほるぷ出版
ガンピーさんが小舟で出かけました。途中で、子ども、ウサギ、ネコ、
イヌ、ブタ、ニワトリたちが、つぎつぎに「乗せて下さい」とやってきて
…。

25 きたかぜとたいよう イソップ／[作] 西村書店 イソップ物語

26 きつねとたぬきのばけくらべ 松谷　みよ子／ぶん 童心社 昔話

27 きつねとねずみ ビアンキ／さく 福音館書店 昔話

28 キャベツくん 長　新太／文・絵 文研出版
ライオンがキャベツを食べるとどうなるのかな？キャベツくんとブタヤ
マさんの楽しい会話のおもしろさ。

29 きゅうりさんととまとさんとたまごさん 松谷　みよ子／ぶん 童心社 すいすい ちゃぷちゃぷ… 知っている食べ物たちが動き出す絵本。

30 ぎゅっ ジェズ・オールバラ／作・絵 徳間書店 動物たちの幸せそうな顔! 思わず、ぎゅっとしたくなる絵本。

31 きゅっきゅっきゅっ 林　明子／さく 福音館書店
あかちゃんがぬいぐるみと一緒にスープをのみはじめ、うさぎがこぼ
し、くまがこぼし…。

32 きょうはなんのひ? 瀬田　貞二／作 福音館書店
まみこがおかあさんに仕掛けた手紙探し遊び。子どもとこんな手紙遊
びをしたら楽しそう。

33 きょうはみんなでクマがりだ マイケル・ローゼン／再話 評論社
「今日はみんなでクマ狩りだ。つかまえるのはでかいやつ。」子供た
ちが進んでいくさまを楽しく描く絵本。

34 きょうりゅうたちのいただきます  ジェイン・ヨーレン／文 小峰書店 
さあ、ごはんですよ。きょうりゅうたちは、どうするの? ぺちゃくちゃお
しゃべり? 好きなものだけ食べて、嫌いなものはぽいっと投げちゃう?

35 ぎょうれつぎょうれつ マリサビーナ・ルッソ／絵と文 徳間書店
サムは積木の行列や本の行列を作るのに夢中です。サムの行列は
どこまで続くのでしょう。いきいきした子どもの姿とおおらかな母親の
姿を描く絵本。

36 きょだいなきょだいな 長谷川　摂子／作 福音館書店
広い野原の真ん中に、巨大なピアノがあったとさ、そこへ子どもが
100人やってきて…。次々に巨大なものが」・・・。

37 きれいずきティッチ パット・ハッチンス／さく 童話館出版
古いおもちゃを捨てようとすると、ティッチはそれをみんなもらっていっ
て…。

38 きんぎょが にげた 五味　太郎／作 福音館書店
金魚鉢から逃げだした金魚を探して…。カラフルでとびっきりに楽し
い絵本。

39 きんたろう さねとう　あきら／文 教育画劇 昔話

40 金のがちょうのほん レズリー・ブルック／文・画 福音館書店 昔話



41 くだもの 平山　和子／さく 福音館書店
すいか、もも、ぶどう、なし、りんごなど、「さぁ　めしあがれ」子どもと
一緒に楽しむ絵本。読み聞かせに人気。

42 くつがじまんのむかでさん 松谷　みよ子／ぶん 童心社 昔話

43 くつくつあるけ 林　明子／さく 福音館書店 一足のくつの楽しい絵本。あかちゃんへの読み聞かせにおすすめ。

44 くっついた 三浦　太郎／作・絵 こぐま社 ページをめくると…くっついた! その繰り返しが楽しい赤ちゃん絵本。

45 くまとりすのおやつ きしだ　えりこ／ぶん 福音館書店
大きいくまと小さいりすのかわいいおやつ。読み聞かせにもおすす
め。

46 くまのコールテンくん ドン=フリーマン／さく 偕成社
おもちゃ売場のくまの人形を一目で好きになった女の子。くまのコー
ルテンくんにすてきなお家とすてきなともだちができます。

47 くまのこくまきち 中川　李枝子／作 ひさかたチャイルド
くまのこくまきちは「まつぼっくりがあったとさ」と歌うと「まつぼっくりが
あったのかい」と歌ってついてきます…。

48 くまのビーディーくん ドン=フリーマン／さく 偕成社
ビーディーくんは『ぼくはくまのすむところえいっています』と書き置き
をして家を出ます。さあ、“くまのすむところ”の住み心地はどうだった
のかな？

49 くもさんおへんじどうしたの エリック=カール／さく 偕成社
馬や牛などが誘いにきても、くもはだまって巣を作っている。出来上
がった巣の感触も楽しい。読み聞かせにもおすすめ。

50 くらいくらい はせがわ　せつこ／ぶん 福音館書店
まっくら、くら、くら、くらーい、くらい。電気をつけてちょうだい。声に出
して読んで楽しい、赤ちゃんの絵本。

51 クリスマスって なあに ディック=ブルーナ／作 講談社 クリスマスをわかりやすく描くブルーナのクリスマス絵本。

52 ぐりとぐら 中川　李枝子／さく 福音館書店
ぼくらのなまえはぐりとぐら…　このよでいちばんすきなのは　おりょう
りすること　たべること

53 ぐりとぐらとくるりくら 中川　李枝子／さく 福音館書店
野ねずみのぐりとぐらの新しい友だちは、手長うさぎの愉快なくるりく
ら。

54 ぐりとぐらとすみれちゃん 中川　李枝子／さく 福音館書店
ぐりとぐらのところにすみれちゃんが持ってきたのは、とびきり大きく
てとっても固いかぼちゃ。かぼちゃのお料理のはじまりです…。

55 ぐりとぐらのうたうた12つき なかがわ　りえこ／文 福音館書店 ぐりとぐらの１年間を楽しく描いた絵本。

56 ぐりとぐらのえんそく 中川　李枝子／さく 福音館書店
遠足に出かけ、マラソンを始めたぐりとぐらは、野原にのびていた毛
糸に足をとられて、突然ころんでしまいました。その毛糸をたどってい
くと…。

57 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子／さく 福音館書店
ぐりとぐらがあしあとを見つけたところからお話しが始まります。クリス
マスの読み聞かせに。

58 ぐりとぐらのかいすいよく 中川　李枝子／さく 福音館書店
うみぼうずに泳ぎを教えてもらうぐりとぐら。くじらおよぎってどんな泳
ぎでしょう。

59 ぐるんぱのようちえん 西内　ミナミ／さく 福音館書店
ぐるんぱは、とても大きなぞうです。ぐるんぱには、おおきい体のせい
で、すべてのことが悪いことになるという問題があって…。

60 くわがたのがたくん 高家　博成／さく 童心社
夜、がたくんが遊びに出かけると、いろんな形のあごのくわがたが
やってきて、力くらべをすることに…。生態もおさえた物語絵本。

61 くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ／文　絵 岩波書店 くんちゃんの小さな冒険。愛情に見守られている幸せを感じる絵本。



62 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ／さく ペンギン社 はじめてのことにドキドキ、学校ってどんなところかな。

63 くんちゃんのもりのキャンプ ドロシー・マリノ／さく ペンギン社
ある夏の日、こぐまのくんちゃんは、いとこのアレックに誘われて二人
でキャンプに出かけました。

64 くんちゃんはおおいそがし ドロシー・マリノ／さく ペンギン社
子どもは、自分の周りに目をとめ、何かを発見する。だから、幼い子
どもに「何もない時間が必要」なのです。（作者のあとがきより）

65 げんこつやまがあったとさ 間所　ひさこ／さく PHP研究所 「げんこつやまのたぬきさん」の歌をもとに描いた絵本。

66 こうじ車りょう 五味　零／作 岩崎書店 工事現場で力強く活躍する工事車両たち。のりもの写真絵本。

67 こぐまちゃんおやすみ わかやま　けん／[え] こぐま社
〈こぐまちゃんえほん〉おとうさんとおすもうをとったり、寝る前の幸せ
なひととき。

68 こぐまちゃんのうんてんしゅ わかやま　けん／[え] こぐま社
「ごっこ遊び」の絵本。ぬいぐるみをいっぱい乗せて走り出す。読み聞
かせにおすすめ。

69 こぐまちゃんのどろあそび わかやま　けん／[え] こぐま社
こぐまちゃんとしろくまちゃんは楽しくどろあそび。子どもが夢中であ
そぶ様子が描かれていて、読み聞かせにもおすすめ。

70 こぐまちゃんのみずあそび わかやま　けん／[絵] こぐま社
こぐまちゃんと一緒にみずあそび。いたずら大好き。読み聞かせにお
すすめ。

71 こぐまのくまくん E.H.ミナリック／ぶん 福音館書店
４つの愛らしいお話を収録。小さい子どもにはじめて読んであげるの
にぴったりな童話集

72 ここよここよ　　 （０．１．２．えほん） かんざわ　としこ／ぶん 福音館書店
「どこにいるの?」の呼びかけに、お母さんの陰に隠れていた動物の
赤ちゃんたちが顔をのぞかせます。

73 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース／作 福音館書店
「ちゅんちゅんってきりいえない」こすずめのちいさな冒険のお話。お
母さんのそばにいる幸せを感じる絵本。

74 こちょこちょ　　 （０．１．２．えほん） 福知　伸夫／さく 福音館書店
ねこさん、かえるさん、にわとりさんなど、生き物たちのくすぐったそう
な様子が伝わる絵本

75
コツがまるわかり!生き物の飼いかた１
動物を飼おう１

ポプラ社
動物、鳥、魚、昆虫…。生き物の飼育の準備や世話のしかたを、わ
かりやすく解説。ハムスター、モルモット、シマリスの飼い方など。

76
コツがまるわかり!生き物の飼いかた２
動物を飼おう！２

ポプラ社
動物、鳥、魚、昆虫…。生き物の飼育の準備や世話のしかたを、豊
富な写真を用いてわかりやすく解説。ウサギ、ヤギ、ミニブタの飼い
方を取り上げます。

77
コツがまるわかり!生き物の飼いかた６
水辺の生き物を飼おう！

ポプラ社
動物、鳥、魚、昆虫…。生き物の飼育の準備や世話のしかたを、わ
かりやすく解説。ザリガニ、カニ、オタマジャクシなどの飼い方を取り
上げる。

78 こっぷ 谷川　俊太郎／文 福音館書店 ガラスのコップを、いろいろな見方で見る写真絵本。

79 このあしだあれ? ネイチャー&サイエンス／編 河出書房新社
だれの足か、当ててみよう。生きものの足とその特徴を知ることがで
きる写真絵本。

80 このいろなあに せな　けいこ／[著] 金の星社 このいろなあに。子どもと一緒に色を覚えるのに楽しい絵本。

81 このゆきだるまだーれ? 岸田　衿子／文 福音館書店
やまのうえからすべりおりるとちゅう、どうぶつたちは、そりからころげ
おちてしまいます。やっとそりがとまったら、そこにはへんなゆきだる
まが…。

82 ごはんたべよ 大阪YWCA千里子ども図書室／ぶん 福音館書店
言葉と知識を獲得し始めるあかちゃんに、初めての知の体験を美し
い言葉と絵で伝える絵本。



83 こびとのくつや グリム／[原作] 西村書店 昔話

84 こぶじいさま 松居　直／再話 福音館書店 昔話

85 こりすのはつなめ 浜田　廣介／作 ひさかたチャイルド
こぐまは1粒食べてやめにして、手のひらでつぶしました…。詩情あ
ふれる浜田廣介の名作を絵本化

86 ころころころ 元永　定正／さく・え 福音館書店
いろんな道を、小さな色玉たちが、ころがっていく。鮮やかな色の世
界を楽し絵本。

87 コロコロどんぐりみゅーじあむ いわさ　ゆうこ／著 アリス館 日本で出会える27種類のどんぐりがせいぞろい。

88 ころころパンダ いりやま　さとし／作 講談社
お散歩途中のパンダの赤ちゃん。ボールをころころ、ささのはもぐも
ぐ。なんだか眠くなってうとうとしていると、坂道をころがってしまって
…。

89 ごろりんごろんころろろろ 香山　美子／作 ひさかたチャイルド
「どうぞのいす」の続編。誰かのために何かをする、あたたかな気持
ちになる絵本。

90 コんガらガっちあっちこっちすすめ!の本 ユーフラテス／さく 小学館
「いぐら」と一緒に、指で道をたどってみよう! NHK教育テレビ「ピタゴ
ラスイッチ」のスタッフが贈る、何通りも楽しめる絵本。

91 コんガらガっちおそるおそるすすめ!の本 ユーフラテス／さく 小学館
「いぐら」と一緒に、指で道をたどってみよう! NHK教育テレビ「ピタゴ
ラスイッチ」のスタッフが贈る、何通りも楽しめる絵本。

92 コんガらガっちどっちにすすむ?の本 ユーフラテス／さく 小学館
「いぐら」と一緒に、指で道をたどってみよう! NHK教育テレビ「ピタゴ
ラスイッチ」のスタッフが贈る、何通りも楽しめる絵本。

93 コんガらガっちぬきあしさしあしすすめ!の本 ユーフラテス／さく 小学館
忍者に変身した「いぐら」が悪者の屋敷に忍び込んだ。NHK Eテレ「ピ
タゴラスイッチ」のスタッフが贈る、何通りも楽しめる絵本。

94 こんちゅうの本 高家　博成／監修 講談社
ちょう、とんぼ、はち、あり、せみ、かまきり、こおろぎ、かぶとむし、く
わがたむし…。身近な昆虫をイラストで紹介します。楽しい「ちえあそ
び」も収録。

95 こんとあき 林　明子／さく 福音館書店
こんは、おばあちゃんが作ったキツネのぬいぐるみ。なかよしのあき
とふたりで、おばあちゃんに会いに行くことになりました。


