
◆ 25年以上読み継がれている（1984年までに刊行され、現在も流通している）絵本から選びました。
　　【参考　『えほんのせかい こどものせかい』 『絵本はともだち』 『私たちの選んだ子どもの本』 『子どもの本のリスト』】

◆ 対象年齢は、各出版社の表記などを参考にしました。
　　【０・１・２ 歳対象の絵本は 「はじめてえほん」 コーナーにあります。】

対象年齢 書名 （★印はシリーズもしくは続編あり） 画家名 作者名 出版社 刊行年

１・２歳～ もこもこもこ 元永定正 谷川俊太郎 文研出版 1977

２歳～ いたずらこねこ ﾚﾐｲ・ｼｬｰﾘｯﾌﾟ ﾊﾞｰﾅﾃﾞｨﾝ・ｸｯｸ 福音館書店 1964

おやすみなさいのほん ｼﾞｬﾝ・ｼｬﾛｰ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾜｲｽﾞ・ﾌﾞﾗｳﾝ 福音館書店 1962

２・３歳～ ちいさいしょうぼうじどうしゃ ★ ﾛｲｽ・ﾚﾝｽｷｰ ﾛｲｽ・ﾚﾝｽｷｰ 福音館書店 1970

３歳～ おおきなかぶ 佐藤忠良 A・ﾄﾙｽﾄｲ 福音館書店 1966

かばくん ★ 中谷千代子 岸田衿子 福音館書店 1966

きつねとねずみ 山田三郎 ﾋﾞﾀｰﾘｰ・V・ﾋﾞｱﾝｷ 福音館書店 1967

ぐりとぐら ★ 大村百合子 中川李枝子 福音館書店 1967

３びきのくま ﾊﾞｽﾈﾂｫﾌ L・N・ﾄﾙｽﾄｲ 福音館書店 1962

三びきのこぶた 山田三郎 瀬田貞二 福音館書店 1967

しずかなおはなし ｳﾗｼﾞﾐﾙ・ﾚｰﾍﾞﾃﾞﾌ ｻﾑｲﾙ・ﾏﾙｼｬｰｸ 福音館書店 1963

だいふくもち 田島征三 田島征三 福音館書店 1977

だるまちゃんとてんぐちゃん ★ 加古里子 加古里子 福音館書店 1967

たろうのおでかけ ★ 堀内誠一 村山桂子 福音館書店 1966

ちいさなねこ 横内襄 石井桃子 福音館書店 1967

つきのぼうや ｲﾌﾞ・ｽﾊﾟﾝｸﾞ・ｵﾙｾﾝ ｲﾌﾞ・ｽﾊﾟﾝｸﾞ・ｵﾙｾﾝ 福音館書店 1975

ティッチ ★ ﾊﾟｯﾄ・ﾊｯﾁﾝｽ ﾊﾟｯﾄ・ﾊｯﾁﾝｽ 福音館書店 1975

てぶくろ ｴｳｹﾞｰﾆｰ・M・ﾗﾁｮﾌ 内田莉莎子 福音館書店 1965

とこちゃんはどこ 加古里子 松岡享子 福音館書店 1970

どろんここぶた ｱｰﾉﾙﾄﾞ・ﾛｰﾍﾞﾙ ｱｰﾉﾙﾄﾞ・ﾛｰﾍﾞﾙ 文化出版局 1971

はなをくんくん ﾏｰｸ・ｼｰﾓﾝﾄ ﾙｰｽ・ｸﾗｳｽ 福音館書店 1967

へびのクリクター ﾄﾐｰ・ｳﾝｹﾞﾗｰ ﾄﾐｰ・ｳﾝｹﾞﾗｰ 文化出版局 1974

もりのなか ★ ﾏﾘｰ・ﾎｰﾙ・ｴｯﾂ ﾏﾘｰ・ﾎｰﾙ・ｴｯﾂ 福音館書店 1963

ゆかいなかえる ｼﾞｭﾘｴｯﾄ・ｷｰﾌﾟｽ ｼﾞｭﾘｴｯﾄ・ｷｰﾌﾟｽ 福音館書店 1964

わたしとあそんで ﾏﾘｰ・ﾎｰﾙ・ｴｯﾂ ﾏﾘｰ・ﾎｰﾙ・ｴｯﾂ 福音館書店 1968

わたしのワンピース 西巻茅子 西巻茅子 こぐま社 1969

３・４歳～ あおくんときいろちゃん ﾚｵ・ﾚｵｰﾆ ﾚｵ・ﾚｵｰﾆ 至光社 1967

あかいかさ ﾛﾊﾞｰﾄ・ﾌﾞﾗｲﾄ ﾛﾊﾞｰﾄ・ﾌﾞﾗｲﾄ ほるぷ出版 1975

ありこのおつかい 中川宗弥 石井桃子 福音館書店 1968

おばけのバーバパパ ★ ｱﾈｯﾄ=ﾁｿﾞﾝ，ﾀﾗｽ=ﾃｲﾗｰ ｱﾈｯﾄ=ﾁｿﾞﾝ，ﾀﾗｽ=ﾃｲﾗｰ 偕成社 1972

ガンピーさんのふなあそび ★ ｼﾞｮﾝ・ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑ ｼﾞｮﾝ・ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑ ほるぷ出版 1976

きみなんかだいきらいさ ﾓｰﾘｽ・ｾﾝﾀﾞｯｸ ｼﾞｬﾆｽ・ﾒｲ・ﾕｰﾄﾞﾘｰ 冨山房 1975

くまのコールテンくん ﾄﾞﾝ・ﾌﾘｰﾏﾝ ﾄﾞﾝ・ﾌﾘｰﾏﾝ 偕成社 1975

くまのビーディーくん ﾄﾞﾝ・ﾌﾘｰﾏﾝ ﾄﾞﾝ・ﾌﾘｰﾏﾝ 偕成社 1976

ちいさなふるいじどうしゃ ﾏﾘｰ・ﾎｰﾙ・ｴｯﾂ ﾏﾘｰ・ﾎｰﾙ・ｴｯﾂ 冨山房 1976

どれがぼくかわかる？ ｶｰﾗ=ｶｽｷﾝ ｶｰﾗ=ｶｽｷﾝ 偕成社 1970

なにをかこうかな H・A・ﾚｲ ﾏｰｸﾞﾚｯﾄ・ﾚｲ 文化出版局 1984

ニャーンといったのはだーれ ｽﾃｰｴﾌ ｽﾃｰｴﾌ 偕成社 1969

ねずみくんのチョッキ ★ 上野紀子 なかえよしを ポプラ社 1974

はけたよはけたよ 西巻茅子 神沢利子 偕成社 1970

はらぺこあおむし ｴﾘｯｸ=ｶｰﾙ ｴﾘｯｸ=ｶｰﾙ 偕成社 1976

はろるどとむらさきのくれよん ★ ｸﾛｹｯﾄ・ｼﾞｮﾝｿﾝ ｸﾛｹｯﾄ・ｼﾞｮﾝｿﾝ 文化出版局 1972



対象年齢 書名 （★印はシリーズもしくは続編あり） 画家名 作者名 出版社 刊行年

３・４歳～ ぼくにげちゃうよ ｸﾚﾒﾝﾄ・ﾊｰﾄﾞ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・W・ﾌﾞﾗｳﾝ ほるぷ出版 1976

マーシャとくま ｴｳｹﾞｰﾆｰ・M・ﾗﾁｮﾌ M・ﾌﾞﾗｰﾄﾌ 福音館書店 1963

ゆきのひ ｴｽﾞﾗ・ｼﾞｬｯｸ・ｷｰﾂ ｴｽﾞﾗ・ｼﾞｬｯｸ・ｷｰﾂ 偕成社 1969

りんごのき ﾍﾚﾅ・ｽﾞﾏﾄﾘｰｺﾊﾞｰ ｴﾄﾞｱﾙﾄﾞ・ﾍﾟﾁｼｶ 福音館書店 1972

ロージーのおさんぽ ﾊﾟｯﾄ・ﾊｯﾁﾝｽ ﾊﾟｯﾄ・ﾊｯﾁﾝｽ 偕成社 1975

４歳～ アンガスとあひる ★ ﾏｰｼﾞｮﾘｰ・ﾌﾗｯｸ ﾏｰｼﾞｮﾘｰ・ﾌﾗｯｸ 福音館書店 1974

いたずらきかんしゃちゅうちゅう ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ 福音館書店 1961

いっすんぼうし 秋野不矩 石井桃子 福音館書店 1965

うらしまたろう 秋野不矩 時田史郎 福音館書店 1974

おおかみと七ひきのこやぎ ﾌｪﾘｸｽ・ﾎﾌﾏﾝ 瀬田貞二 福音館書店 1967

おおきなおおきなおいも 赤羽末吉 市村久子 福音館書店 1972

おだんごぱん 脇田和 瀬田貞二 福音館書店 1966

おふろだいすき 林明子 松岡享子 福音館書店 1982

おやすみなさいフランシス ★ ｶﾞｰｽ・ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ﾗｯｾﾙ・ﾎｰﾊﾞﾝ 福音館書店 1966

かさじぞう 赤羽末吉 瀬田貞二 福音館書店 1966

くいしんぼうのはなこさん 中谷千代子 石井桃子 福音館書店 1965

ぐるんぱのようちえん 堀内誠一 西内ミナミ 福音館書店 1966

くわずにょうぼう 赤羽末吉 稲田和子 福音館書店 1980

げんきなマドレーヌ ★ ﾙﾄﾞｳｨｯﾋ・ﾍﾞｰﾒﾙﾏﾝｽ ﾙﾄﾞｳｨｯﾋ・ﾍﾞｰﾒﾙﾏﾝｽ 福音館書店 1972

こすずめのぼうけん 堀内誠一 ﾙｰｽ・ｴｲﾝｽﾞﾜｰｽ 福音館書店 1977

こぶじいさま 赤羽末吉 松居直 福音館書店 1980

三びきのやぎのがらがらどん ﾏｰｼｬ・ﾌﾞﾗｳﾝ 瀬田貞二 福音館書店 1965

１１ぴきのねこ ★ 馬場のぼる 馬場のぼる こぐま社 1967

しょうぼうじどうしゃじぷた 山本忠敬 渡辺茂男 福音館書店 1966

しろいうさぎとくろいうさぎ ｶﾞｰｽ・ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｶﾞｰｽ・ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 福音館書店 1965

そらいろのたね 大村百合子 中川李枝子 福音館書店 1967

だいくとおにろく 赤羽末吉 松居直 福音館書店 1967

たんじょうび ﾊﾝｽ・ﾌｨｯｼｬｰ ﾊﾝｽ・ﾌｨｯｼｬｰ 福音館書店 1965

とうさんおはなしして ｱｰﾉﾙﾄﾞ・ﾛｰﾍﾞﾙ ｱｰﾉﾙﾄﾞ・ﾛｰﾍﾞﾙ 文化出版局 1973

どろんこハリー ★ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾌﾞﾛｲ・ｸﾞﾚｱﾑ ｼﾞｰﾝ・ｼﾞｵﾝ 福音館書店 1964

のろまなローラー 山本忠敬 小出正吾 福音館書店 1967

はたらくじどうしゃ ★ 山本忠敬 山本忠敬 福音館書店 1972

パンはころころ ﾏｰｼｬ・ﾌﾞﾗｳﾝ ﾏｰｼｬ・ﾌﾞﾗｳﾝ 冨山房 1976

ピーターラビットのおはなし ★ ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ 福音館書店 1971

ブルーベリーもりでのプッテのぼうけん ｴﾙｻ・ﾍﾞｽｺﾌ ｴﾙｻ・ﾍﾞｽｺﾌ 福音館書店 1977

みんなうんち 五味太郎 五味太郎 福音館書店 1981

もぐらとずぼん ★ ｽﾞﾃﾞﾈｯｸ・ﾐﾚﾙ ｴﾄﾞｱﾙﾄﾞ・ﾍﾟﾁｼｶ 福音館書店 1967

やっぱりおおかみ 佐々木マキ 佐々木マキ 福音館書店 1977

やまなしもぎ 太田大八 平野直 福音館書店 1977

ラチとらいおん ﾏﾚｰｸ・ﾍﾞﾛﾆｶ ﾏﾚｰｸ・ﾍﾞﾛﾆｶ 福音館書店 1965

４・５歳～ 王さまと九人のきょうだい 赤羽末吉 君島久子 岩波書店 1969

おかあさんだいすき ﾏｰｼﾞｮﾘｰ・ﾌﾗｯｸ，大沢昌助 ﾏｰｼﾞｮﾘｰ・ﾌﾗｯｸ 岩波書店 1954

おしいれのぼうけん 田畑精一 古田足日 童心社 1974

かにむかし 清水崑 木下順二 岩波書店 1959

きかんしゃやえもん 岡部冬彦 阿川弘之 岩波書店 1959

４・５歳～ こぎつねコンとこだぬきポン 二俣英五郎 松野正子 童心社 1977



対象年齢 書名 （★印はシリーズもしくは続編あり） 画家名 作者名 出版社 刊行年

しずくのぼうけん ﾎﾞﾌﾀﾞﾝ・ﾌﾞﾃﾝｺ ﾏﾘｱ・ﾃﾙﾘｺﾌｽｶ 福音館書店 1969

すてきな三にんぐみ ﾄﾐｰ・ｱﾝｹﾞﾗｰ ﾄﾐｰ・ｱﾝｹﾞﾗｰ 偕成社 1969

ターちゃんとペリカン ﾄﾞﾝ・ﾌﾘｰﾏﾝ ﾄﾞﾝ・ﾌﾘｰﾏﾝ ほるぷ出版 1975

ちいさいおうち ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ 岩波書店 1965

どうながのプレッツェル H・A・ﾚｲ ﾏｰｸﾞﾚｯﾄ・ﾚｲ 福音館書店 1978

にちよういち 西村繁男 西村繁男 童心社 1979

はじめてのおつかい 林明子 筒井頼子 福音館書店 1977

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ 福音館書店 1978

はなのすきなうし ﾛﾊﾞｰﾄ・ﾛｰｿﾝ ﾏﾝﾛｰ・ﾘｰﾌ 岩波書店 1954

はるにれ 姉崎一馬 福音館書店 1981

ピーターのいす ★ E・ｼﾞｬｯｸ=ｷｰﾂ E・ｼﾞｬｯｸ=ｷｰﾂ 偕成社 1969

ひとまねこざるときいろいぼうし ★ H・A・ﾚｲ H・A・ﾚｲ 岩波書店 1966

１００まんびきのねこ ﾜﾝﾀﾞ・ｶﾞｱｸﾞ ﾜﾝﾀﾞ・ｶﾞｱｸﾞ 福音館書店 1961

ふしぎなたいこ 清水崑 石井桃子 岩波書店 1953

ふしぎなたけのこ 瀬川康男 松野正子 福音館書店 1966

ペレのあたらしいふく ｴﾙｻ・ﾍﾞｽｺﾌ ｴﾙｻ・ﾍﾞｽｺﾌ 福音館書店 1976

まりーちゃんとひつじ ★ ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ 岩波書店 1956

ものぐさトミー ﾍﾟｰﾝ・ﾃﾞｭﾎﾞｱ ﾍﾟｰﾝ・ﾃﾞｭﾎﾞｱ 岩波書店 1977

ももたろう 赤羽末吉 松居直 福音館書店 1965

やまんばのにしき 瀬川康男 松谷みよ子 ポプラ社 1967

ゆきむすめ 佐藤忠良 内田莉莎子 福音館書店 1966

５歳～ あおい目のこねこ ｴｺﾞﾝ・ﾏｾｰﾁﾝ ｴｺﾞﾝ・ﾏｾｰﾁﾝ 福音館書店 1965

かいじゅうたちのいるところ ﾓｰﾘｽ・ｾﾝﾀﾞｯｸ ﾓｰﾘｽ・ｾﾝﾀﾞｯｸ 冨山房 1975

キスなんてだいきらい ﾄﾐｰ・ｳﾝｹﾞﾗｰ ﾄﾐｰ・ｳﾝｹﾞﾗｰ 文化出版局 1974

ぞうのババール ★ ｼﾞｬﾝ・ﾄﾞ・ﾌﾞﾘｭﾉﾌ ｼﾞｬﾝ・ﾄﾞ・ﾌﾞﾘｭﾉﾌ 評論社 1974

ねむりひめ ﾌｪﾘｸｽ・ﾎﾌﾏﾝ 瀬田貞二 福音館書店 1963

５・６歳～ アンディとらいおん ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾄﾞｰﾊｰﾃｨ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ・ﾄﾞｰﾊｰﾃｨ 福音館書店 1961

うさぎのみみはなぜながい 北川民次 北川民次 福音館書店 1962

海のおばけオーリー ﾏﾘｰ・ﾎｰﾙ・ｴｯﾂ ﾏﾘｰ・ﾎｰﾙ・ｴｯﾂ 岩波書店 1974

おさるとぼうしうり ｴｽﾞﾌｨｰﾙ・ｽﾛﾎﾞﾄﾞｷｰﾅ ｴｽﾞﾌｨｰﾙ・ｽﾛﾎﾞﾄﾞｷｰﾅ 福音館書店 1970

おしゃべりなたまごやき ★ 長新太 寺村輝夫 福音館書店 1972

かもさんおとおり ﾛﾊﾞｰﾄ・ﾏｯｸﾛｽｷｰ ﾛﾊﾞｰﾄ・ﾏｯｸﾛｽｷｰ 福音館書店 1965

かわ 加古里子 加古里子 福音館書店 1966

木はいいなあ ﾏｰｸ=ｼｰﾓﾝﾄ ｼﾞｬﾆｽ=ﾒｲ=ﾕｰﾄﾞﾘｲ 偕成社 1976

こぐまのくまくん ★ ﾓｰﾘｽ・ｾﾝﾀﾞｯｸ E・H・ﾐﾅﾘｯｸ 福音館書店 1972

しょうぼうねこ ｴｽﾀｰ・ｱﾍﾞﾘﾙ ｴｽﾀｰ・ｱﾍﾞﾘﾙ 文化出版局 1974

スーホの白い馬 赤羽末吉 大塚勇三 福音館書店 1967

チムひとりぼっち ★ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ=ｱｰﾃﾞｨｿﾞｰﾆ ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ=ｱｰﾃﾞｨｿﾞｰﾆ 偕成社 1968

ふたりはともだち ★ ｱｰﾉﾙﾄﾞ・ﾛｰﾍﾞﾙ ｱｰﾉﾙﾄﾞ・ﾛｰﾍﾞﾙ 文化出版局 1972

フレデリック ﾚｵ・ﾚｵﾆ ﾚｵ・ﾚｵﾆ 好学社 1969

ブレーメンのおんがくたい ﾊﾝｽ・ﾌｨｯｼｬｰ 瀬田貞二 福音館書店 1964

モチモチの木 滝平二郎 斎藤隆介 岩崎書店 1971

よあけ ﾕﾘｰ・ｼｭﾙｳﾞｨｯﾂ ﾕﾘｰ・ｼｭﾙｳﾞｨｯﾂ 福音館書店 1977
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