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資料展リスト（令和4年9月23日～令和4年10月27日） 
埼玉県のマスコット 

コバトン＆さいたまっち 

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室                     

久喜市下早見85－5 Tel：0480-21-2659 

 埼玉県立図書館司書がすすめるとっておきの１００冊を、子どもたちに届けたいという願いを込め

て作成したリストです。 

 絵本の読み聞かせを通して子どもの心を耕し、豊かな人間性を育むことを願って「絵本のタネまき

プロジェクト」と名付けました。プロジェクトの一環として、０歳から小学校入学前の子どもたちに

読んであげたい絵本を１０のテーマ（わらべうた・おと、あそび、たべもの、せいかつ、かぞく、 

ともだち、いきもの、のりもの、むかしばなし、もってよんで）で選びました。 

 ぜひ子どもたちに絵本を読み聞かせ、親子がふれあう大切なひとときを過ごして下さい。 

 

※令和4年8月末現在、埼玉県立久喜図書館で所蔵している資料です。 

※リストは対象年齢別で分け、書名の五十音順で並べています。 

※掲載している資料の情報は埼玉県立図書館の所蔵データに基づき、 

 作成しています。 

 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 テーマ 

あがりめさがりめ いまきみち／さく 福音館書店 1992 Eｲﾏ003 わらべうた・おと 

いちじくにんじん 
大阪ＹＷＣＡ千里子ども図書

室／案、ごんもりなつこ／絵 
福音館書店 2012 Eｺﾝ041 わらべうた・おと 

いないいないばあ 
松谷みよ子／文、 

瀬川康男／え 
童心社 1981 Eｾｶ001 あそび 

おつきさまこんばんは 林明子／さく 福音館書店 1986 Eﾊﾔ005 せいかつ 

おててがでたよ 林明子／さく 福音館書店 1986 Eﾊﾔ005 せいかつ 

おはよう 
なかがわりえこ／さく、 

やまわきゆりこ／え 
グランまま社 1986 Eﾔﾏ014 せいかつ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 テーマ 

がたんごとんがたんごとん 安西水丸／さく 福音館書店 1987 Eｱﾝ006 のりもの 

くだもの 平山和子／さく 福音館書店 1981 Eﾋﾗ007 たべもの 

くっついた 三浦太郎／作・絵 こぐま社 2005 Eﾐｳ021 かぞく 

こぶこぶこぼこぼ 駒形克己／さく 福音館書店 1999 Eｺﾏ004 わらべうた・おと 

じゃあじゃあびりびり まついのりこ／さく 偕成社 2001 Eﾏﾂ078 わらべうた・おと 

たまごのあかちゃん 
かんざわとしこ／ぶん、 

やぎゅうげんいちろう／え 
福音館書店 1993 Eﾔｷ006 いきもの 

だるまさんが かがくいひろし／さく ブロンズ新社 2008 Eｶｶ013 あそび 

でてこいでてこい はやしあきこ／さく 福音館書店 1998 Eﾊﾔ005 あそび 

どうぶつのおやこ 藪内正幸／画 福音館書店 1986 Eﾔﾌ001 いきもの 

ととけっこうよがあけた 
こばやしえみこ／案、 

ましませつこ／絵 
こぐま社 2005 Eﾏｼ001 わらべうた・おと 

ともだち ヘレン・オクセンバリー／作 文化出版局 1981 Eｵｸ703 ともだち 

どんどこももんちゃん とよたかずひこ／さく・え 童心社 2001 Eﾄﾖ002 あそび 

にんじん せなけいこ／さく・え 福音館書店 1969 Eｾﾅ001 たべもの 

ねこがいっぱい 
グレース・スカール／さく、 

やぶきみちこ／やく 
福音館書店 1986 Eｽｶ708 いきもの 

のせてのせて 
松谷みよ子／文、 

東光寺啓／え 
童心社 1982 Eﾄｳ012 のりもの 

はねはねはねちゃん 
なかがわりえこ／ぶん、 

やまわきゆりこ／え 
福音館書店 1998 Eﾔﾏ014 あそび 

バルンくん こもりまこと／さく 福音館書店 2003 Eｺﾓ008 のりもの 

ぴょーん まつおかたつひで／作・絵 ポプラ社 2000 Eﾏﾂ005 あそび 

ぴよぴよぴよ 平野剛／さく 福音館書店 1987 Eﾋﾗ009 わらべうた・おと 

ぶーぶーじどうしゃ 山本忠敬／さく 福音館書店 1998 Eﾔﾏ008 のりもの 

ママだいすき 
まど・みちお／文、 

ましませつこ／絵 
こぐま社 2002 Eﾏｼ001 かぞく 

ゆめ にこにこ 柳原良平／作・絵 こぐま社 1998 Eﾔﾅ003 わらべうた・おと 

リズム 真砂秀朗／絵 ミキハウス 1990 Eﾏｻ010 わらべうた・おと 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 テーマ 

あおくんときいろちゃん 
レオ・レオーニ／作、 

藤田圭雄／訳 
至光社 1985 Eﾚｵ702 ともだち 

アンガスとあひる 
マージョリー・フラック／さく・え、 

瀬田貞二／やく 
福音館書店 1981 Eﾌﾗ744 いきもの 

おとうさんあそぼう 
わたなべしげお／ぶん、 

おおともやすお／え 
福音館書店 1986 Eｵｵ018 かぞく 

おにぎり 
平山英三／ぶん、 

平山和子／え 
福音館書店 1992 Eﾋﾗ007 たべもの 

かばくん 
岸田衿子／さく、 

中谷千代子／え 
福音館書店 2008 Eﾅｶ026 いきもの 

きんぎょがにげた 五味太郎／作 福音館書店 1982 Eｺﾐ001 あそび 

くまのテディちゃん 

グレタ・ヤヌス／作、 

ロジャー・デュボアサン／絵、 

湯沢朱実／訳 

こぐま社 1998 Eﾃﾕ701 せいかつ 

ぐりとぐら 
中川李枝子／さく、 

大村百合子／え 
福音館書店 2007 Eｵｵ108 たべもの 

サンドイッチサンドイッチ 小西英子／さく 福音館書店 2008 Eｺﾆ003 たべもの 

しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん／〔ほか〕著 こぐま社 1972 Eﾜｶ002 たべもの 

たくさんの子どもたちに愛されてきたロングセラー絵本 

『しろくまちゃんのほっとけーき』は2022年で刊行50周年です。 

ぞうくんのさんぽ 
なかのひろたか／さく・え、 

なかのまさたか／レタリング 
福音館書店 1982 Eﾅｶ138 ともだち 

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 2008 Eｶｺ001 ともだち 

ちいさいきかんしゃ 
ロイス・レンスキー／ぶん・え、 

わたなべしげお／やく 
福音館書店 1982 Eﾚﾝ704 のりもの 

ちいさなうさこちゃん 
ディック・ブルーナ／ぶん・え、 

いしいももこ／やく 
福音館書店 2010 Eﾌﾙ704 かぞく 

ちびゴリラのちびちび 
ルース・ボーンスタイン／さく、 

いわたみみ／やく 
ほるぷ出版 1978 Eﾎﾝ702 かぞく 

ねんね さえぐさひろこ／文 アリス館 2004 Eｻｴ009 いきもの 

はけたよはけたよ 
かんざわとしこ／ぶん、 

にしまきかやこ／え 
偕成社 2011 Eﾆｼ003 せいかつ 

はらぺこあおむし 
エリック＝カール／さく、 

もりひさし／やく 
偕成社 1989 Eｶﾙ704 いきもの 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 テーマ 

ふね 
バイロン・バートン／さく・え、 

こじままもる／やく 
金の星社 1992 Eﾊﾄ710 のりもの 

まるまる 中辻悦子／さく 福音館書店 1998 Eﾅｶ086 わらべうた・おと 

もこもこもこ 
谷川俊太郎／作、 

元永定正／絵  
文研出版 1977 Eﾓﾄ003 わらべうた・おと 

もりのなか 
マリー・ホール・エッツ／ぶん・え、 

まさきるりこ／やく 
福音館書店 1982 Eｴﾂ701 あそび 

やさいのおなか きうちかつ／さく・え 福音館書店 1997 Eｷｳ001 たべもの 

わたしとあそんで 
マリー・ホール・エッツ／ぶん・え、 

よだじゅんいち／やく 
福音館書店 1968 Eｴﾂ701 ともだち 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 テーマ 

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、 

むらおかはなこ／やく 

福音館書店 1982 Eﾊﾄ707 のりもの 

いたずらこねこ 

バーナディン・クック／ぶん、 

レミイ・チャーリップ／え、 

まさきるりこ／やく 

福音館書店 1964 Eｼﾔ714 いきもの 

いっすんぼうし 
いしいももこ／ぶん、 

あきのふく／え 
福音館書店 1965 Eｱｷ001 むかしばなし 

おおかみと七ひきのこやぎ 
フェリクス・ホフマン／え、 

せたていじ／やく  
福音館書店 1967 Eﾎﾌ705 むかしばなし 

おおきくなるっていうことは 
中川ひろたか／文、 

村上康成／絵 
童心社 1999 Eﾑﾗ009 せいかつ 

おおきなかぶ 
Ａ．トルストイ／再話、 

佐藤忠良／画 
福音館書店 2007 Eｻﾄ004 むかしばなし 

おだんごぱん 
せたていじ／やく、 

わきたかず／え 
福音館書店 2008 Eﾜｷ001 むかしばなし 

おふろだいすき 
松岡享子／作、 

林明子／絵 
福音館書店 1982 Eﾊﾔ005 せいかつ 

かいじゅうたちのいるところ 
モーリス・センダック／さく、 

じんぐうてるお／やく 
冨山房 1975 Eｾﾝ702 もっとよんで 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 テーマ 

かにむかし 
木下順二／文、 

清水崑／絵 
岩波書店 1976 Eｼﾐ001 むかしばなし 

かもさんおとおり 

ロバート・マックロスキー／ぶん

とえ、 

わたなべしげお／やく 

福音館書店 1974 Eﾏﾂ712 もっとよんで 

からすのパンやさん かこさとし／絵・文 偕成社 1982 Eｶｺ001 たべもの 

ガンピーさんのふなあそび 
ジョン・バーニンガム／さく、 

みつよしなつや／やく 
ほるぷ出版 1982 Eﾊﾆ701 のりもの 

キャベツくん 長新太／文・絵 文研出版 1980 Eﾁﾖ001 もっとよんで 

くまのコールテンくん 
ドン＝フリーマン／さく、 

まつおかきょうこ／やく 
偕成社 1975 Eﾌﾘ713 ともだち 

ぐるんぱのようちえん 
西内みなみ／さく、 

堀内誠一／え 
福音館書店 1966 Eﾎﾘ004 もっとよんで 

げんきなマドレーヌ 

ルドウィッヒ・ベーメルマンス／

作・画、 

瀬田貞二／訳 

福音館書店 1972 Eﾍﾒ701 もっとよんで 

３びきのくま 

トルストイ／ぶん、 

バスネツォフ／え、 

おがさわらとよき／やく 

福音館書店 2001 Eﾜｽ703 むかしばなし 

三びきのこぶた 
瀬田貞二／やく、 

山田三郎／え 
福音館書店 2008 Eﾔﾏ010 むかしばなし 

三びきのやぎのがらがらどん 
マーシャ・ブラウン／え、 

せたていじ／やく 
福音館書店 1965 Eﾌﾗ791 むかしばなし 

ジャムつきパンとフランシス 

ラッセル・ホーバン／さく、 

リリアン・ホーバン／え、 

まつおかきょうこ／やく 

好学社 1986 Eﾎﾊ702 たべもの 

１１ぴきのねこ 馬場のぼる／著 こぐま社 1967 Eﾊﾊ001 たべもの 

しょうぼうじどうしゃじぷた 
渡辺茂男／さく、 

山本忠敬／え 
福音館書店 2007 Eﾔﾏ008 のりもの 

しんせつなともだち 
方軼羣／作、村山知義／画、 

君島久子／訳 
福音館書店 2007 Eﾑﾗ002 ともだち 

すてきな三にんぐみ 
トミー＝アンゲラー／さく、 

いまえよしとも／やく 
偕成社 1977 Eｳﾝ701 もっとよんで 

せんたくかあちゃん さとうわきこ／さく・え 福音館書店 1982 Eｻﾄ008 かぞく 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 テーマ 

ちいさなねこ 
石井桃子／さく、 

横内襄／え 
福音館書店 2007 Eﾖｺ002 かぞく 

ちいさなヒッポ 
マーシャ・ブラウン／さく、 

うちだりさこ／やく 
偕成社 1984 Eﾌﾗ791 かぞく 

ティッチ 
パット・ハッチンス／さく・え、 

いしいももこ／やく 
福音館書店 1982 Eﾊﾂ713 かぞく 

てぶくろ 
エウゲーニー・Ｍ．ラチョフ／え、 

うちだりさこ／やく 
福音館書店 1965 Eﾗﾁ701 むかしばなし 

どろんこハリー 

ジーン・ジオン／ぶん、 

マーガレット・ブロイ・グレアム／え、 

わたなべしげお／やく 

福音館書店 1964 Eｸﾚ718 あそび 

のろまなローラー 
小出正吾／さく、 

山本忠敬／え 
福音館書店 2007 Eﾔﾏ008 のりもの 

はじめてのおつかい 
筒井頼子／作、 

林明子／絵 
福音館書店 1977 Eﾊﾔ005 せいかつ 

はなをくんくん 

ルース・クラウス／ぶん、 

マーク・サイモント／え、 

きじまはじめ／やく 

福音館書店 1983 Eｻｲ701 いきもの 

はははのはなし 加古里子／ぶん・え 福音館書店 1970 Eｶｺ001 せいかつ 

ピーターのいす 
エズラ＝ジャック＝キーツ／さく、 

きじまはじめ／やく 
偕成社 1982 Eｷﾂ704 もっとよんで 

ピッツァぼうや 
ウィリアム・スタイグ／作、 

木坂涼／訳 
セーラー出版 2000 Eｽﾀ005 あそび 

ひとまねこざる 
Ｈ．Ａ．レイ／文・絵、 

光吉夏弥／訳 
岩波書店 1998 Eﾚｲ704 ともだち 

ぼく、だんごむし 
得田之久／ぶん、 

たかはしきよし／え 
福音館書店 2005 Eﾀｶ057 いきもの 

ぼくにげちゃうよ 

マーガレット・Ｗ・ブラウン／ぶん、 

クレメント・ハード／え、 

いわたみみ／やく 

ほるぷ出版 1976 Eﾊﾄ709 かぞく 

みんなうんち 五味太郎／さく 福音館書店 1977 Eｺﾐ001 せいかつ 

めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子／作、ふりやなな／画 福音館書店 1990 Eﾌﾘ001 もっとよんで 

ももたろう 松居直／文、赤羽末吉／画 福音館書店 1965 Eｱｶ001 むかしばなし 

やまこえのこえかわこえて こいでやすこ／さく 福音館書店 2008 Eｺｲ002 ともだち 

よかったねネッドくん 
レミー・チャーリップ／さく、 

やぎたよしこ／やく 
偕成社 1997 Eｼﾔ714 もっとよんで 

ラチとらいおん 
マレーク・ベロニカ／ぶん・え、 

とくながやすもと／やく 
福音館書店 1965 Eﾏﾚ709 ともだち 

わたしのワンピース にしまきかやこ／えとぶん こぐま社 1969 Eﾆｼ003 もっとよんで 


