
題　　　名 人　　名 出版者 保護者に向けて

1 だいくとおにろく 松居　直／再話 福音館書店 昔話

2 たこをあげるひとまねこざる マーガレット・レイ／文 岩波書店
子ウサギとかくれんぼしたり，釣りをして池に落ちたり…たこあげにも
挑戦。ジョージの楽しい絵本。

3 だっこして にしまき　かやこ／作 こぐま社
あかちゃんはみんな、抱っこが大好き。あかちゃんにやさしく読んで
あげたい絵本。

4 たべたのだあれ 五味　太郎／さく 文化出版局
「たべたの　だあれ」あてっこが楽しい絵本。親子で集団で、楽しい読
み聞かせができる絵本。

5 たまごにいちゃん あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版
たまごのままでいたい、たまごにいちゃん。だって、いつまでもお母さ
んに温めてもらえるし。

6 たまごのあかちゃん かんざわ　としこ／ぶん 福音館書店
「たまごのなかでかくれんぼしている あかちゃんはだあれ？　でてお
いでよ」子どもと一緒に楽しむえほん。

7 だるまさんが かがくい　ひろし／さく ブロンズ新社
だ・る・ま・さ・ん・が…頁をめくって、あらら、びっくり、大わらい。とび
きりゆかいなだるまさんの絵本。

8 だるまさんと かがくい　ひろし／さく ブロンズ新社
だるまさんが、いろんなお友だちと面白いポーズをキメてるよ。めろ
んさんとは、どんなポーズをするのかな? とびきりゆかいなだるまさ
んの絵本。

9 だるまさんの かがくい　ひろし／さく ブロンズ新社
だ・る・ま・さ・んの…め。だ・る・ま・さ・んの…て。変幻自在のだるまさ
ん、今度は何をみせてくれるかな。とびきりゆかいなだるまさんの絵
本。

10 だるまちゃんとうさぎちゃん 加古　里子／さく　え 福音館書店
〈だるまちゃんシリーズ〉雪の遊び方や手袋人形の作り方など、雪が
楽しくなる絵本。

11 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子／さく　え 福音館書店
〈だるまちゃんシリーズ〉だるまちゃんは、てんぐちゃんの持っているう
ちわ、ぼうし、はきものが欲しくなりました。そこで…。

12 だれかな?だれかな?　　 （０．１．２．えほん） なかや　みわ／さく 福音館書店
顔をのぞかせている動物。「だれかな? だれかな?」とページを開く
と・・・。なぞなぞをアレンジした絵本。

13 だれのなきごえかな? ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店
「こっこっこっ」と鳴くのはめんどりさん。「こけこっこー」はおんどりさん
だね。「ぶぅぶぅぶぅー」と鳴くのはだれかな? 動物の鳴き声を紹介す
る絵本。

14 だんごころころ 松谷　みよ子／ぶん 童心社 昔話

15 ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい／写真・文 ポプラ社
コロコロ丸まるダンゴムシ。どこに棲んでいるのかな? 何を食べてい
るのかな? 驚きいっぱい、小さな虫の世界。写真絵本。

16 たんぽぽ　　（かがくのとも絵本） 平山　和子／ぶん・え 福音館書店 身近なたんぽぽがよくわかる一冊。実物大の根っこはすごい！

17 ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶんとえ 岩波書店 まわりに工場がたち、電車が通って、にぎやかな町になると…。

18 ちいさなあなたへ アリスン・マギー／ぶん 主婦の友社 【家族の方へ】母であることのすべてがつまった絵本。

19 ちいさなあめふりぐも せな　けいこ／作・絵 鈴木出版
3匹のネコが楽しそうに遊んでいると、小さなあめふりぐもがやってき
て。雨の日が楽しくなる絵本。

　　えほん　あっぴぃ ぶっくる　リスト　（た行）



20 ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店
ふわふわさんとふわおくさんに、赤ちゃんができました。うさこちゃん
と名づけられたその赤ちゃんをお祝いするため、あちこちから動物が
やってきて…。

21 ちいさなねこ 石井　桃子／さく 福音館書店
外に飛び出した子猫の、ハラハラ、ドキドキの冒険を描いた絵本。超
ロングセラーの絵本。

22 ちいさなねずみのクリスマス アン・モーティマー／作・絵 徳間書店
今日はクリスマスイブ。ねずみくんは、家の中を見てまわります。クリ
スマスツリーの下にはプレゼントが山ほど。テーブルにはごちそうが
いっぱい!

23 ちいさなヒッポ マーシャ=ブラウン／さく 偕成社
力強く美しい木版画の絵本。子どものヒッポは、生きる術を身につけ
るため言葉を練習します。

24 ちか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。

25 ちっちゃなトラックレッドくんとイエローくん みやにし　たつや／作絵 ひさかたチャイルド
「ブッブ〜 いってきまーす」 ちっちゃなトラックのレッドくんとイエローく
んが、水族館に荷物を届けるために出発! うまく運べるかな?

26 ちっちゃなトラックレッドくんとグリーンくん みやにし　たつや／作絵 ひさかたチャイルド パンダ博士に荷物を届けるために出発! うまく運べるかな?

27 ちっちゃなトラックレッドくんとグリーンくん みやにし　たつや／作絵 ひさかたチャイルド
ちっちゃなトラックのレッドくんはパンダ博士に荷物を届けることにな
り・・・。

28 ちっちゃなトラックレッドくんとピンクちゃん みやにし　たつや／作・絵 ひさかたチャイルド
「ブッブ〜 いってきまーす」 ちっちゃなトラックのレッドくんとピンクちゃ
んが、ビカソ博物館に荷物を届けるために出発! うまく運べるかな?

29 ちっちゃなトラックレッドくんとブラックくん みやにし　たつや／作・絵 ひさかたチャイルド
ぶたさんのところへ荷物を届けるように頼まれた、トラックのレッドくん
とブラックくん。でも、山火事があったり、橋が工事中だったり…。

30 ちっちゃなミッケ!　１．２．３とあそぼう ジーン・マルゾーロ／文 小学館
大きな赤い「1」、黄色い大きな「2」、明るい緑の「3」はどこにある? さ
がしものを見つけて楽しむ、かくれんぼ絵本。

31 ちっちゃなミッケ!　うさぎがいっぱい ジーン・マルゾーロ／文 小学館
いろいろなものが写っている写真の中から、さがしものを見つけて楽
しむ、かくれんぼ絵本。

32 ちっちゃなミッケ!　クリスマスがいっぱい ジーン・マルゾーロ／文 小学館
いろいろなものが写っている写真の中から、さがしものを見つけて楽
しむ、かくれんぼ絵本。

33 ちびけちゃんにもやらせて! ミレイユ・ダランセ／作 朔北社
クリスマスの飾り付けをお手伝いしているちびけちゃんは失敗ばか
り。「私が…。僕が…。」とやりたいものです。親子の心の交流を描い
たお話です。

34 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン／さく ほるぷ出版
子どもたちが、大人に「こんなふうに愛してほしい」と思っている子ど
もの気持ちを描いた絵本。

35 つきのぼうや イブ・スパング・オルセン／さく・え 福音館書店
ある晩、おつきさまはつきのぼうやを呼びました。おつきさまは池の
中にいる、もうひとりのおつきさまが気になってしかたがなかったので
す。

36 つきよのおんがくかい 山下　洋輔／文 福音館書店 山下 洋輔の擬音がユニークな絵本。

37 つくし　　（かがくのとも絵本） 甲斐　信枝／さく 福音館書店 つくしの根っこはどうなっているのだろう。

38 つみき 中川　ひろたか／ぶん 金の星社
つみきをつんだ。ひとつ、ふたつ、みっつ、よっつ…赤ちゃんとのふれ
あいが楽しめる絵本。

39 つみきでとんとん 竹下　文子／文 金の星社
つみきとつみき、ならべてとんとん。やまかな? いえかな? くるまかな?
さあ、みんななら何つくる?

40 ティッチ パット・ハッチンス／さく・え 福音館書店
末っ子のティッチの手には小さな種が一つだけ！読み聞かせにおす
すめな絵本。



41 でてこいでてこい はやし　あきこ／さく 福音館書店
どんな動物がかくれているのかな。赤ちゃんや小さな子が、色やかた
ちを楽しめる絵本。

42 てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ／え 福音館書店
雪の上に落ちていた手袋にネズミが住みこみました。そこへ、カエル
やウサギやキツネが次つぎやってきて､とうとう手袋ははじけそう…
…。

43 てるてるぼうずとふりふりぼうず せな　けいこ／作・絵 金の星社
雨が降ると嬉しい犬と、雨が嫌いな猫。てるてるぼうずとふりふりぼう
ず、どっちが勝つでしょう。

44 でんしゃ バイロン・バートン／さく　え 金の星社
でんしゃはおきゃくさんをのせてはしりつづけます。いろんなでんしゃ
がでてくる絵本。

45 電車いっぱい図鑑 井上　廣和／監修 チャイルド本社
JRから公営交通、私営交通まで、幅広いジャンルの車両400を鮮明
な写真で紹介。

46 でんしゃがはしる 山本　忠敬／さく・え 福音館書店
東京の街を一周する緑色の電車「山手線」を主人公に、そこに並走し
たり交差したりするいろいろな電車を描いた絵本。復刊。

47 でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬　なおかた／作・絵 ひさかたチャイルド
時間の経過が読み取れます。後ろからも読むことができ、また電車
に乗ってやまのえきまで帰ることもできます。

48 でんしゃにのって とよた　かずひこ／著 アリス館
うららちゃんは、ひとりで電車に乗っておばあちゃんの所へでかけま
す。その電車には、ワニさんやクマさん、ゾウさんたちが、次々と乗り
こんできて…。

49 どうぐのおばけ せな　けいこ／[作] 童心社 古い道具がすきなおばあさん。ある晩台所から音がして…。

50 どうぞのいす 香山　美子／作 ひさかたチャイルド 「どうぞ」に込められたやさしさが伝わる絵本。

51 どうぶつのおかあさん 小森　厚／ぶん 福音館書店
子どもたちが好きな動物の親子が描かれています。絵は美しく繊細
な描写で動物を描く、 藪内 正幸さん。

52 どうぶつのおやこ 薮内　正幸／画 福音館書店 文字のない絵本、親子で語らいながら見るのに最高の絵本。

53 どうぶつのこどもたち 小森　厚／ぶん 福音館書店
動物の子どもは、遊んでいるように見えて、実は成長してからの体の
動きの練習をしているのです。いぬ、さる、ぞうなどの子どもの遊び
の様子を描きます。

54 どうやってねるのかな やぶうち　まさゆき／[作] 福音館書店 美しく繊細な描写で動物を描く。動物はどうやってねるのかな。

55 どうやってみをまもるのかな やぶうち　まさゆき／[作] 福音館書店 動物画の第一人者として知られる薮内正幸さんの作品。

56 とっきゅうでんしゃあつまれ 山本　忠敬／さく 福音館書店
日本全国を走るいろいろな特急列車を精確な絵で描きます。山本忠
敬の絵本。

57 ととけっこうよがあけた こばやし　えみこ／案 こぐま社
わらべうたをもとにしたシンプルなストーリーを、絵で楽しく展開。わら
べうたの絵本

58 とべバッタ 田島　征三／作 偕成社
天敵から身を守るために茂みに住んでいたバッタが決心し、大空へ
向って飛んでいく…。ロングセラー絵本。

59 トマトさん 田中　清代／さく 福音館書店
ある暑い夏の日。真っ赤なトマトさんは小川に泳ぎに行きたくなりまし
た。でも、体が重たいので転がることができません。楽しい絵本。

60 とらたとおおゆき なかがわ　りえこ／ぶん 福音館書店 とらの子とらたが、お父さんに作ってもらったそりで出かけると…。

61 とりかえっこ さとう　わきこ／作 ポプラ社
ひよこは「ぴよぴよ」鳴きながら、さんぽにでかけました。いろいろな
動物と鳴き声をとりかえていったひよこが、さいごにもらった鳴き声は
…。



62 どろぼうがっこう かこ　さとし／作・絵 偕成社
「はーい。」「へーい。」「ほーい。」「わかりやしたー。」おかしなどろぼ
うのおかしなお話。
作： かこ さとし

63 どろんこどろんこ! わたなべ　しげお／ぶん 福音館書店
砂遊びが大好きなくまくん。「どろんこ どろんこ」が楽しくなる絵本で
す。

64 どろんこハリー ジーン・ジオン／ぶん 福音館書店
ハリーは、黒いぶちのある白いいぬ。なんでもすきだけど、おふろに
はいることだけはだいきらい。ある日、おふろにお湯をいれる音がき
こえてくると…。

65 どんぐりころころおやまへかえるだいさくせん スギヤマ　カナヨ／作・絵 赤ちゃんとママ社
「どんぐりころころ」のメロディで、お話がまるごと歌える絵本。『おは
なしひかりのくに』2009年11月号を再編集。

66 どんどこももんちゃん とよた　かずひこ／さく・え 童心社
〈ももんちゃんシリーズ〉どんどこ どんどこ そんなにいそいでどこにい
くの?

67 とんとんとんとんひげじいさん 藤本　ともひこ／構成・絵 ひさかたチャイルド 手遊び歌「とんとんとんとんひげじいさん」の楽しい絵本。

68 どんないろがすき 100%ORANGE／絵 フレーベル館
童謡「どんないろがすき」を絵本化。子どもといっしょに歌える絵本。
色から連想遊びをすることもできます。


