
「彩の国わくわくこどもページ」で紹介した本 2022年12月1日現在　

　【対象：幼児】　　※おおよその目安です
書名 著者名 出版社 紹介年月

1 あーそーぼ やぎゅうまちこ／さく 福音館書店 2017.07
2 あーといってよあー 小野寺悦子／ぶん
堀川理万子／え 福音館書店 2016.07
3 あかいかさ ロバート・ブライト／さく　清水真砂子／訳 ほるぷ出版 2012.07
4 あかちゃんかたつむりのおうち いとうせつこ／ぶん　島津和子／え 福音館書店 2013.03
5 あがりめさがりめ
　おかあさんと子どものあそびうた 真島節子／絵 こぐま社 2012.03
6 あげは 小林　勇／ぶん・え 福音館書店 2018.03
7 あたしもびょうきになりたいな！ フランツ・ブランデンベルク　さく
アリキ・ブランデンベルク　え
ふくもとゆみこ　やく 偕成社 2015.03
8 あなのなかには… レベッカ・コッブ／作・絵　
長友恵子／訳 フレーベル館 2017.11
9 アリからみると 桑原隆一　文　栗林慧　写真  福音館書店 2015.07

10 アリのかぞく 島田拓／ぶん 大島加奈子／え 福音館書店 2022.04
11 アレックスとまほうのふね キャサリン・ホラバード／文　ヘレン・クレイグ／絵　こだまともこ／訳 徳間書店 2020.07
12 アンガスとあひる マージョリー・フラック　さく・え 福音館書店 2009.07
13 いえでをしたくなったので リーゼル・モーク・スコーペン　文　ドリス・バーン　絵 ほるぷ出版 2015.11
14 いけのおと 松岡達英　さく 福音館書店 2014.07
15 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 2013.03
16 いっすんぼうし 石井桃子、秋野不矩 福音館書店 2003.07
17 うどんできた！ 加藤休ミ／さく 福音館書店 2020.07
18 エイモスさんがかぜをひくと フィリップ・Ｃ・ステッド　文　えりん・Ｅ・ステッド　絵 光村教育図書 2011.07
19 おいしいおと 三宮麻由子／ぶん
ふくしまあきえ／え 福音館書店 2018.07
20 おおかみと七ひきのこやぎ グリム兄弟／原作
フェリクス・ホフマン／え
せたていじ／やく 福音館書店 2017.07
21 おじさんのかさ 佐野洋子 講談社 2004.11
22 おすわり どうぞ しもかわらゆみ／作 講談社 2018.11
23 おだんごぱん せたていじ　やく　わきたかず　え 福音館書店 2009.11
24 おちばのしたをのぞいてみたら・・・ 皆越ようせい ポプラ社 2002.11
25 おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー　文と絵 童話館出版 2014.11
26 おつきさまこんばんは 林明子／さく 福音館書店 2017.11
27 おとうとがおおきくなったら ソフィー・ラグーナ／文　ジュディ・ワトソン／絵 徳間書店 2022.04
28 おならうた 谷川俊太郎 絵本館 2007.07
29 おにぎりをつくる 高山なおみ／文　長野陽一／写真　 ブロンズ新社 2021.03
30 おばあさんとトラ ヤン・ユッテ／作・絵　西村由美／訳 徳間書店 2021.12
31 おばけのてんぷら せなけいこ／作・絵 ポプラ社 2018.11
32 おひさまぽかぽか 笠野裕一 福音館書店 2005.07
33 おふろだいすき 松岡享子　作　林明子　絵 福音館書店 2010.11
34 おべんとう 小西英子／さく 福音館書店 2012.07
35 おやすみみみずく パット＝ハッチンス　作
わたなべしげお　訳 偕成社 2014.07
36 おんなじ、おんなじ！でも、ちょっとちがう！ ジェニー・スー・コステキ＝ショー／作
宮坂宏美／訳 光村教育図書 2012.07
37 かさどろぼう シビル・ウェッタシンハ／作・絵
猪熊葉子／訳 徳間書店 2013.07
38 かにむかし 木下順二、清水 岩波書店 2004.11
39 かぶとむしはどこ？ 松岡達英 福音館書店 2005.03
40 カマキリくん タダサトシ／作 こぐま社 2016.07
41 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 2010.11
42 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 2002.07
43 きかんしゃヘンリエッテ ジェームス・クリュスさく、リーズル・シュッテイッヒえ、はたさわゆうこやく フレーベル館 2008.11
44 きかんしゃやえもん 阿川弘之　文
岡部冬彦　絵 岩波書店 2014.03
45 気のいいバルテクとアヒルのはなし クリスティーナ・トゥルスカ／作・絵　おびかゆうこ／訳 徳間書店 2021.03

46 きめてよ、おじいちゃん！ ジャン・ルロワ　文　ジャン＝リュック・アングルベール　絵 光村教育図書 2016.03

47 きゅっきゅっきゅっ 林明子／さく　 福音館書店 2018.03
48 ぎょうれつぎょうれつ マリサビーナ・ルッソ　絵と文
青木久子　訳 徳間書店 2013.11
49 きょだいなきょだいな 長谷川摂子作、降矢なな絵 福音館書店 2009.03
50 くいしんぼうのはなこさん いしいももこ、なかたにちよこ 福音館書店 2006.03
51 くだもの だもの 石津 ちひろ／文 
山村 浩二／絵 福音館書店 2019.03
52 くちばし ビアンキ　藪内正幸 福音館書店 2003.07
53 くまのコールテンくん ドン＝フリーマン 偕成社 2003.11
54 くらいくらい 長谷川摂子 福音館書店 2007.07
55 くるまはこびます 小風さち／ぶん　鈴木周作／え 福音館書店 2020.11
56 くんちゃんはおおいそがし ドロシー・マリノ ペンギン社 2005.11
57 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 2004.07
58 こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール　文
ジェローム・ウェクスラー　写真
つぼいいくみ　訳 福音館書店 2013.11
59 ここがわたしのねるところ　せかいのおやすみなさい レベッカ・ボンド／文　サリー・メイバー／作画　まつむらゆりこ／訳 福音館書店 2022.2
60 こすずめのぼうけん ルース・エインワース／作
石井桃子／訳
堀内誠一／画 福音館書店 2017.03
61 こっぷ 谷川俊太郎文、今村昌昭写真 福音館書店 2008.11



62 こねこのハリー メアリー・チャルマーズ　さく
おびかゆうこ　やく 福音館書店 2013.11
63 こねこのぴっち ハンス・フィッシャー 岩波書店 2008.03
64 このかみなあに？　トイレットペーパーのはなし 谷内　つねお／さく　 福音館書店 2020.11
65 ごろりん たまねぎ いわさ　ゆうこ／さく 童心社 2019.03
66 サイモンは、ねこである。 ガリア・バーンスタイン／作　
なかがわちひろ／訳 あすなろ書房 2018.03
67 さかさんぼの日 ルース・クラウス　作
マーク・シーモント　絵
三原　泉　訳 偕成社 2014.03
68 ざぼんじいさんのかきのき すとうあさえ　文　織茂恭子　絵 岩崎書店 2015.11
69 さよならさんかく わかやまけん／絵 こぐま社 2012.03
70 さる・るるる 五味太郎 絵本館 2004.03
71 ３びきのくま トルストイ、バスネツォフ 福音館書店 2008.03
72 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 2005.07
73 しずかなおはなし サムイル・マルシャークぶん、ウラジミル・レーベデフえ 福音館書店 2008.11
74 しっぽのはたらき 薮内正幸 福音館書店 2004.03
75 シャオユイのさんぽ チェン・ジーユエン／作
中由美子／訳 光村教育図書 2013.07
76 じゃぐちをあけると じんぐうすすむ　作 福音館書店 2009.07
77 １１ぴきのねこ 馬場のぼる　著 こぐま社 2011.03
78 しろいかみのサーカス たにうち つねお／さく
いちかわ かつひろ／しゃしん 福音館書店 2019.11
79 せきたんやのくまさん フィービとセルビ・ウォージントン 福音館書店 2006.07
80 せみとりめいじん かみやしん　作、奥本大二郎監修 福音館書店 2009.07
81 ぞうきばやしのすもうたいかい 広野多珂子／作 廣野研一／絵 福音館書店 2017.07
82 ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン／さく
さいおんじさちこ／やく ほるぷ出版 2016.07
83 タイヤ タイヤ だれのタイヤ そく・ちょるうぉん／さく アリス館 2019.07
84 タタタタ りとうようい／さく 鈴木出版 2020.07
85 たてる　―こうじのえほん サリー・サットン.／さく
ブライアン・ラブロック／え
あらやしょうこ／やく 福音館書店 2019.07
86 たねがとぶ 甲斐信枝 福音館書店 2007.03
87 たべたのだーれだ？ たむらしげる／さく　 福音館書店 2021.4
88 だるまさんが かがくいひろし ブロンズ新社 2008.11
89 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子 福音館書店 2003.03
90 ちいさいおうち ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ 岩波書店 2003.11
91 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 2016.11
92 ちいさなヒッポ マーシャ・ブラウン 偕成社 2006.03
93 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 2006.11
94 ティッチ パット・ハッチンス 福音館書店 2003.07
95 てのひらかいじゅう 松橋利光写真・文 そうえん社 2009.03
96 でんごんでーす マック・バーネット／文
ジェン・カラーチー／絵 講談社 2016.11
97 でんしゃくるかな きくちちき／作 福音館書店 2022.02
98 どうぞのいす 香山美子　作、柿本幸造　絵 ひさかたチャイルド 2008.07
99 どうろこうじのくるま　まえとうしろどんなくるま？ １ 小輪瀬護安　〔作〕　 偕成社 2016.03

100 どーこだどこだ ガスコ　Ｇ．ストーン 童心社 2007.03
101 ドオン！ 山下洋輔、長新太 福音館書店 2006.11
102 とけいのあおくん エリザベス・ロバーツ　さく　灰島かり　やく 福音館書店 2015.07
103 どこが ながいか わかる？ みやにしたつや／作・絵 金の星社 2019.07
104 どこかなどこかな？ 今福理博／さく,やすのなほ／え エンブックス　メディアパル2021.06
105 どどどどど 五味太郎　作 偕成社 2009.11
106 トビのめんどり ポリー・アラキジャ　作　さくまゆみこ　訳 さ・え・ら書房 2015.03
107 トラさん、トラさん、木のうえに！ アヌシュカ・ラヴィシャンカール、プラク・ビスワス 評論社 2008.03
108 トラのじゅうたんになりたかったトラ ジェラルド・ローズ／文・絵　
ふしみみさを／訳 岩波書店 2012.03
109 どろだんご たなかよしゆき　ぶん　のさかゆうさく　え 福音館書店 2010.03
110 どろんここぶた アーロルド・ローベル 文化出版局 2003.03
111 とんことり 筒井頼子、林明子 福音館書店 2005.03
112 どんどこどん 和歌山静子／作 福音館書店 2012.03
113 どんどこももんちゃん とよたかずひこ 童心社 2002.07
114 なーんだ なんだ カズコ　Ｇ．ストーン／さく 童心社 2018.11
115 ながーい はなで なにするの？ 齋藤 槙／さく 福音館書店 2019.11
116 なっちゃんのなつ 伊藤比呂美 ／文　片山健 ／絵 福音館書店 2020.07
117 なつやすみ虫ずかん 稲田務／え
宮武頼夫／ぶん 福音館書店 2013.07
118 なまえのないねこ 竹下文子／文
町田尚子／絵 小峰書店 2020.03



119 ねぎぼうずのあさたろう
その１　とうげのまちぶせ 飯野和好／作 福音館書店 2018.07
120 ねこくんいちばでケーキをかった　ロシアのわらべうた ユーリー・ワスネツォフ　絵　たなかともこ　編訳 岩波書店 2020.12
121 ナマケモノだから むらかみひとみ／さく イマジネイション・プラス 2015.07
122 ねむねむこうさぎ 麦田あつこ／文　森山標子／絵 ブロンズ新社 2021.03
123 ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅうげんいちろう／さく 福音館書店 2021.03
124 ねんね さえぐさひろこ アリス館 2005.03
125 のっていこう 木内達朗　さく 福音館書店 2015.11
126 のびるじどうしゃ 平山暉彦／さく 福音館書店 2021.03
127 のろまなローラー 小出正吾、山本忠敬 福音館書店 2004.07
128 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 2002.07
129 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 2007.03
130 パパのぼり きくちちき／作 文溪堂 2018.07
131 はははのはなし 加古里子　ぶん・え 福音館書店 2014.11
132 Ｐａｐａ！パパー！ フィリップ・コランタン ポプラ社 2004.03
133 ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン 光村教育図書 2006.07
134 パンツのはきかた 岸田今日子　文　佐野洋子　絵 福音館書店 2011.07
135 パンのかけらとちいさなあくま　リトワニア民話 内田莉沙子　再話　堀内誠一　画 福音館書店 2011.11
136 ピーターのいす Ｅ＝ジャック＝キーツ　さく
きじまはじめ　やく 偕成社 2014.03
137 ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター 福音館書店 2002.11
138 びくびくビリー アンソニー・ブラウン 評論社 2007.03
139 ぴちぱち さくさく 若菜ひとし・きよこ／作 ひさかたチャイルド 2019.03
140 ピッツァぼうや ウィリアム・スタイグ　作 セーラー出版 2011.07
141 ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ　文・絵　光吉夏弥　訳　 岩波書店 2016.03
142 ぴよぴよぴよ 平野剛／さく 福音館書店 2016.11
143 ふしぎなしろねずみ チャン・チョルムン　文　ユン・ミスク　絵　かみやにじ　訳 岩波書店 2010.11
144 ふしぎなナイフ 中村牧江　さく　林健造　さく　福田隆義　え 福音館書店 2010.07
145 ふしぎなボジャビのき　アフリカのむかしばなし ダイアン・ホフマイアー　再話
ピート・フロブラー　絵
さくまゆみこ　訳 光村教育図書 2014.07
146 ふたごのもうふ ヘウォン・ユン／さく　せなあいこ／やく トランスビュー 2012.11
147 ぶたぶたくんのおかいもの 土方久功 福音館書店 2007.11
148 ふーってして 松田奈那子／作　 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2020.07
149 ふわふわくんとアルフレッド ドロシー・マリノ　文・絵 岩波書店 2010.07
150 ペレのあたらしいふく エルザ・ベスコフ 福音館書店 2007.07
151 ぺんぎんたいそう 斉藤槙／さく 福音館書店 2017.03
152 ぼうし ジャン・ブレット、松井るり子 ほるぷ出版 2006.11
153 ぼくにげちゃうよ マーガレット・Ｗ・ブラウン　文　クレメント・ハード　絵 ほるぷ出版 2016.03
154 ぼくのおじいちゃんのかお 天野祐吉　文　沼田早苗　写真 福音館書店 2014.07
155 ぼくはぞうだ 五味太郎　さく 絵本館 2008.07
156 ぽんちんぱん　(０．１．２．えほん)　 柿木原政広　作 福音館書店 2015.03
157 まてまてまて こばやしえみこ、ましませつこ こぐま社 2006.03
158 まほうのコップ 藤田千枝　原案
川島敏生　写真
長谷川摂子　文 福音館書店 2013.11
159 みえないこいぬぽっち ワンダ・ガアグ／作,こみやゆう／訳 好学社 2020.12
160 みたらみられた たけがみたえ／作　 アリス館 2021.01
161 みつけたよ　さわったよ　にわのむし 澤口たまみ／ぶん
田中清代／え 福音館書店 2013.07
162 みんなうんち 五味太郎／さく 福音館書店 2017.03
163 むしたちのさくせん 宮武頼夫文、得田之久絵 福音館書店 2009.03
164 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 2005.07
165 もうちょっと もうちょっと きむら ゆういち／文
高畠 純／絵 福音館書店 2019.11
166 もじもじこぶくん 小野寺悦子／ぶん
きくちちき／え 福音館書店 2020.03
167 ももたろう まついただし、あかばすえきち 福音館書店 2006.07
168 もりのてがみ 片山令子／さく
片山健／え 福音館書店 2017.11
169 もりのてぶくろ 八百板洋子 ぶん　ナターリヤ・チャルーシナ　え 福音館書店 2011.11
170 もりのなか マリー・ホール・エッツ　ぶん　まさきるりこ　え 福音館書店 2011.03
171 やぎのグッドウィン ドン・フリーマン／さく　こみやゆう／やく 福音館書店 2020.07
172 やさいだいすき 柳原良平 こぐま社 2004.11
173 やさいでぺったん よしだきみまろ 福音館書店 2005.11
174 やさいのおなか きうちかつ　さく・え 福音館書店 2011.07
175 やさいのおにたいじ つるたようこ／さく 福音館書店 2020.07
176 やまこえのこえかわこえて こいでやすこ 福音館書店 2002.07
177 ゆきのひ エズラ＝ジャック＝キーツ 偕成社 2002.11
178 よかったねネッドくん レミー・チャーリップ　ぶん・え　やぎたよしこ　訳 偕成社 2010.03
179 よじはんよじはん ユンソクチュン、イヨンギョン 福音館書店 2007.11
180 ランパンパン　インドみんわ マギー・ダフ　さいわ
ホセ・アルエゴ、アリアンヌ・ドウィ　え
山口文生　やく 評論社 2015.03
181 りきしのほし 加藤休ミ　著 イースト・プレス 2014.11
182 りんごのき エドアルド・ペチシカ　ぶん　ヘレナ・ズマトリーコバー　え 福音館書店 2015.11
183 りんごのきにこぶたがなったら アーノルド・ローベル　ぶん　アニタ・ローベル　え 評論社 2015.07
184 わゴムはどのくらいのびるかしら？ マイク・サーラー／ぶん　ジェリー・ジョイナー／え　岸田衿子／訳 ほるぷ出版 2013.03
185 わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ 福音館書店 2007.11
186 ワニをつかまえたこざるのおはなし メイ・ダランソン／文
ケルスティ・チャプレ／絵
ふしみみさを／訳 徳間書店 2020.03


