
タイトル５０音順

タイトル 著者名 出版社 出版年 対象
あ あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ 至光社 1984 2歳から
あがりめさがりめ いまきみち 福音館書店 2013 0歳から
アンガスとあひる マージョリー・フラック 福音館書店 2009 2歳から
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 福音館書店 1961 5歳から

いたずらこねこ
バーナディン・クック、
レミイ・チャーリップ

福音館書店 1964 5歳から

いちじくにんじん
大阪ＹＷＣＡ千里子ども図書室、
ごんもりなつこ 福音館書店 2013 0歳から

いっすんぼうし 石井桃子、秋野不矩 福音館書店 2003 5歳から
いないいないばあ 松谷みよ子、瀬川康男 童心社 2002 0歳から
おおかみと七ひきのこやぎ グリム兄弟 福音館書店 1967 5歳から
おおきくなるっていうことは 中川ひろたか、村上康成 童心社 1999 5歳から
おおきなかぶ Ａ．トルストイ、佐藤忠良 福音館書店 2000 5歳から
おだんごぱん せたていじ、わきたかず 福音館書店 2009 5歳から
おつきさまこんばんは 林明子 福音館書店 2013 0歳から
おててがでたよ 林明子 福音館書店 2013 0歳から
おとうさんあそぼう わたなべしげお、おおともやすお 福音館書店 2013 2歳から
おにぎり 平山英三、平山和子 福音館書店 2002 2歳から

おはよう
なかがわりえこ、
やまわきゆりこ

グランまま社 1986 0歳から

おふろだいすき 松岡享子、林明子 福音館書店 2010 5歳から
か かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック 冨山房 2000 5歳から
かおかおどんなかお 柳原良平 こぐま社 1988 0歳から
がたんごとんがたんごとん 安西水丸 福音館書店 2013 0歳から
かにむかし 木下順二、清水崑 岩波書店 2004 5歳から
かばくん 岸田衿子、中谷千代子 福音館書店 1966 2歳から
かもさんおとおり ロバート・マックロスキー 福音館書店 2010 5歳から
からすのパンやさん かこさとし 偕成社 1973 5歳から
ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 2002 5歳から
キャベツくん 長新太 文研出版 2005 5歳から
きんぎょがにげた 五味太郎 福音館書店 1982 2歳から
くだもの 平山和子 福音館書店 2002 0歳から
くっついた 三浦太郎 こぐま社 2013 0歳から
くまのコールテンくん ドン＝フリーマン 偕成社 2003 5歳から

くまのテディちゃん
グレタ・ヤヌス、
ロジャー・デュボアサン

こぐま社 2013 2歳から

ぐりとぐら 中川李枝子､大村百合子 福音館書店 2000 2歳から
ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ、堀内誠一 福音館書店 1966 5歳から
げんきなマドレーヌ ルドウィッヒ・ベーメルマンス 福音館書店 2004 5歳から
こぶこぶこぼこぼ 駒形克己 福音館書店 2013 0歳から

さ サンドイッチサンドイッチ 小西英子 福音館書店 2013 2歳から
３びきのくま トルストイ、バスネツォフ 福音館書店 2008 5歳から
三びきのこぶた 瀬田貞二、山田三郎 福音館書店 1972 5歳から
三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 福音館書店 2005 5歳から
じゃあじゃあびりびり まついのりこ 偕成社 2002 0歳から

ジャムつきパンとフランシス
ラッセル・ホーバン、
リリアン・ホーバン

好学社 2011 5歳から

１１ぴきのねこ 馬場のぼる こぐま社 2011 5歳から
しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男、山本忠敬 福音館書店 1966 5歳から
しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん こぐま社 2002 2歳から
しんせつなともだち 方軼羣 福音館書店 1987 5歳から
すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー 偕成社 1969 5歳から
せんたくかあちゃん さとうわきこ 福音館書店 1982 5歳から

『埼玉県立図書館司書がすすめる　とっておきのえほん１００冊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　親子のふれあいえほんばこ』　絵本リスト



ぞうくんのさんぽ なかのひろたか、なかのまさたか 福音館書店 2002 2歳から

た たまごのあかちゃん
かんざわとしこ、
やぎゅうげんいちろう

福音館書店 2013 0歳から

だるまさんが かがくいひろし ブロンズ新社 2008 0歳から
だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子 福音館書店 2003 2歳から
ちいさいきかんしゃ ロイス・レンスキー 福音館書店 1971 2歳から
ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ 福音館書店 1964 2歳から
ちいさなねこ 石井桃子、横内襄 福音館書店 2002 5歳から
ちいさなヒッポ マーシャ・ブラウン 偕成社 2006 5歳から
ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 2006 2歳から
ティッチ パット・ハッチンス 福音館書店 2003 5歳から
でてこいでてこい はやしあきこ 福音館書店 2000 0歳から
てぶくろ エウゲーニー・Ｍ．ラチョフ 福音館書店 2000 5歳から
どうぶつのおやこ 薮内正幸 福音館書店 2002 0歳から
ととけっこうよがあけた　わらべうたえほん こばやしえみこ、ましませつこ こぐま社 2013 0歳から
ともだち ヘレン・オクセンバリー 文化出版局 1981 0歳から
どろんこハリー ジーン・ジオン 福音館書店 1964 5歳から
どんどこももんちゃん とよたかずひこ 童心社 2002 0歳から

な にんじん せなけいこ 福音館書店 1969 0歳から
ねこがいっぱい グレース・スカール 福音館書店 2013 0歳から
ねんね さえぐさひろこ アリス館 2005 2歳から
のせてのせて 松谷みよ子、東光寺啓 童心社 2002 0歳から
のろまなローラー 小出正吾、山本忠敬 福音館書店 2004 5歳から

は はけたよはけたよ かんざわとしこ、にしまきかやこ 偕成社 2002 2歳から
はじめてのおつかい 筒井頼子、林明子 福音館書店 1977 5歳から

はなをくんくん
ルース・クラウス、
マーク・サイモント

福音館書店 2007 5歳から

はねはねはねちゃん なかがわりえこ、やまわきゆりこ 福音館書店 2013 0歳から
はははのはなし 加古里子 福音館書店 2014 5歳から
はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 2013 2歳から
バルンくん こもりまこと 福音館書店 2013 0歳から
ピーターのいす Ｅ＝ジャック＝キーツ 偕成社 2014 5歳から
ピッツァぼうや ウィリアム・スタイグ セーラー出版 2011 5歳から
ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ 岩波書店 2016 5歳から
ぴょーん（はじめてのぼうけん１） まつおかたつひで ポプラ社 2013 0歳から
ぴよぴよぴよ 平野剛 福音館書店 1987 0歳から
ぶーぶーじどうしゃ 山本忠敬 福音館書店 2002 0歳から
ふね バイロン・バートン 金の星社 1992 2歳から
ぼく、だんごむし 得田之久、たかはしきよし 福音館書店 2015 5歳から

ぼくにげちゃうよ
マーガレット・Ｗ・ブラウン、
クレメント・ハード

ほるぷ出版 1978 5歳から

ま ママだいすき まど・みちお、ましませつこ こぐま社 2002 0歳から
まるまる 中辻悦子 福音館書店 1998 2歳から
みんなうんち 五味太郎 福音館書店 2002 5歳から
めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子、ふりやなな 福音館書店 1990 5歳から
もこもこもこ 谷川俊太郎、元永定正 文研出版 2002 2歳から
ももたろう まついただし、あかばすえきち 福音館書店 1980 5歳から
もりのなか マリー・ホール・エッツ、まさきるりこ 福音館書店 2011 2歳から

や やさいのおなか きうちかつ 福音館書店 1987 2歳から
やまこえのこえかわこえて こいでやすこ 福音館書店 2002 5歳から
よかったねネッドくん レミー・チャーリップ 偕成社 1997 5歳から
ラチとらいおん マレーク・ベロニカ 福音館書店 1965 5歳から
リズム まさごひであき ミキハウス 1990 0歳から

わ わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ 福音館書店 2007 2歳から
わたしのワンピース にしまきかやこ こぐま社 1969 5歳から


