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全国学校図書館協議会選定 第28回「よい絵本」 

 

全国学校図書館協議会では、子どもの読書活動の推進を図るため、絵本読書が各地でより活発になり、広がっていくこと

を願って、1977年以来、学校や家庭、地域で子どもたちへの読み聞かせや絵本をすすめる際の選書の手がかりとなる優れた

絵本のリストを「よい絵本」として発表し、あわせて解説を付けたカラー解説目録『よい絵本』を発行してきた。第17回ま

では毎年、それ以降は隔年ごとに書目を見直し、目録を改訂、今回で第28回を数える。今回は、第27回の書目に2013年

10 月から 2015 年９月までに刊行された絵本の中から、厳選した17点を加え、現在入手可能なものに絞り279点を選んで

いる。 

なお、第26回から、学校図書館および絵本読書に関する資料として、学校図書館関係者、教育関係者だけではなく、より

広く一般社会に提供することで、絵本読書の普及を図ることを目的とし、目録の形態ではなく、当会 Webサイトで情報を発

信している。詳しくは、全国ＳＬＡホームページ（http://www.j-sla.or.jp/）をご覧いただきたい。 

 

＜はんれい＞ 

①第28回「よい絵本」279点を次の４つに分類し表示している。 

＊日本の絵本＝日本の創作絵本。原話は外国のものでも、再話、再創造して日本で絵本化されたもの。 

＊日本の絵本（昔話）＝日本の民話・伝説の絵本。 

＊外国の絵本＝外国で出版された絵本の翻訳で、絵も原書によるもの。 

＊知識の絵本＝日本の絵本、外国の絵本を問わず科学的な知識や認識を深める絵本。 

②対象読者は乳幼児から成人までで、年齢を限らないことを基本とし、参考までに対象読者の程度の下限を以下の６段階で

示している。 

＊乳児＝０歳～３歳未満。   ＊幼児＝３歳～就学前まで。   ＊小低＝小学校１・２年生。 

＊小中＝小学校３・４年生。  ＊小高＝小学校５・６年生。   ＊中学＝中学生。 

③程度の同じものは、書名の五十音順に従って配列している。 

④図書についての事項は、2016年７月１日現在のもので、本体価格には別途消費税が加算される。 

⑤★は第28回の新規追加書目。 

⑤★は第28回の新規追加書目。 

 
 

 

 

日本の絵本 

 

 

●乳 児 

いないいないばあ 松谷みよ子 文 

瀬川康男 え 童心社 （松谷みよ

子・あかちゃんの本） 

 本体価格700円 

おふろでちゃぷちゃぷ 松谷みよ子 

文 いわさきちひろ え 童心社 

（松谷みよ子・あかちゃんの本） 

    本体価格700円 

きゅうりさんととまとさんとたまごさ

ん 松谷みよ子 ぶん ひらやまえ

いぞう え 童心社 （あかちゃん

のおいしい本）  本体価格800円 

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

ゃんあそぼう）  本体価格800円 

 

●幼 児 

あいうえおうさま 寺村輝夫 文 和

歌山静子 絵 杉浦範茂 デザイン 

理論社     本体価格1,000円 

イエペはぼうしがだいすき 石亀泰郎 

写真 文化出版局編集部 文 文化

出版局     本体価格1,300円 

うたのてんらんかい くどうなおこ 

うた 長新太 え 理論社 

本体価格1,400円 

おおきなかぶ Ａ．トルストイ 再話 

内田莉莎子 訳 佐藤忠良 画 福

音館書店 （こどものとも絵本） 

   本体価格900円 

おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫 

作 長新太 画 福音館書店 （日

本傑作絵本シリーズ） 

本体価格1,200円 

オー・スッパ 越野民雄 文 高畠純 

絵 講談社   本体価格1,600円 

おばけのどろんどろんとぴかぴかおば

け わかやまけん 作・絵 ポプラ

社       本体価格1,200円 

かいわれざむらいとだいこんひめ 川

北亮司 文 国松エリカ 絵 童心

社 （絵本・こどものひろば） 

      本体価格1,300円 

かえるのあまがさ 与田凖一 〔作〕 

那須良輔 画 童心社 （おはなし

えほん）    本体価格1,000円 

か さ 太田大八 作・絵 文研出版 

（ジョイフルえほん傑作集） 

      本体価格1,100円 

がたたん たん やすいすえこ 作 

福田岩緒 絵 ひさかたチャイルド 

    本体価格1,000円 

ガラスめだまときんのつののヤギ：ベ

ラルーシ民話 田中かな子 訳 ス

ズキコージ 画 福音館書店 （日

本傑作絵本シリーズ） 
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本体価格1,300円 

きかんしゃやえもん 阿川弘之 文 

岡部冬彦 絵 岩波書店 （岩波の

子どもの本）   本体価格640円 

きつねとうさぎ：ロシアの昔話 フラ

ンチェスカ・ヤールブソワ 絵 ユ

ーリー・ノルシュテイン 構成 こ

じまひろこ 訳 福音館書店 （世

界傑作絵本シリーズ） 

      本体価格1,200円 

きつねのかみさま あまんきみこ 作 

酒井駒子 絵 ポプラ社 （絵本・

いつでもいっしょ９） 

本体価格1,100円 

キャベツくん 長新太 文・絵 文研

出版 （みるみる絵本） 

本体価格1,300円 

くまくん 二宮由紀子 作 あべ弘士 

絵 ひかりのくに 

  本体価格1,200円 

くろねこかあさん 東君平 さく 福

音館書店 （幼児絵本シリーズ） 

       本体価格900円 

ぐりとぐら なかがわりえことおおむ

らゆりこ 〔作〕 福音館書店 （ぐ

りとぐらの絵本） 本体価格900円 

けんかのきもち 柴田愛子 文 伊藤

秀男 絵 ポプラ社 （からだとこ

ころのえほん２） 

本体価格1,200円 

ケンケンとびのけんちゃん 角野栄子 

作 大島妙子 絵 あかね書房 

（あかね創作えほん37） 

本体価格1,262円 

ゴムあたまポンたろう 長新太 作 

童心社 （絵本・こどものひろば） 

    本体価格1,300円 

三びきのこぶた：イギリス昔話 瀬田

貞二 やく 山田三郎 え 福音館

書店 （こどものとも絵本） 

       本体価格900円 

したのどうぶつえん あきびんご 作 

くもん出版   本体価格1,200円 

しゅくだい 宗正美子 原案 いもと

ようこ 文・絵 岩崎書店 （えほ

んのマーチ５） 本体価格1,300円 

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 （こどものとも絵本） 

       本体価格900円 

しろくまのパンツ tupera tupera 

作 ブロンズ新社 

 本体価格1,400円 

11ぴきのねこ 馬場のぼる 著 こぐ

ま社      本体価格1,200円 

14ひきのおつきみ いわむらかずお 

さく 童心社 （14ひきのシリーズ） 

   本体価格1,200円 

すやすやタヌキがねていたら 内田麟

太郎 文 渡辺有一 絵 文研出版 

（えほんのもり） 

本体価格1,300円 

だいおういかのいかたろう ザ・キャ

ビンカンパニー 作・絵 鈴木出版 

（ひまわりえほんシリーズ） 

 本体価格1,200円 

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 （こど

ものとも絵本）  本体価格900円 

でこちゃん つちだのぶこ さく・え 

PHP研究所 （PHPわたしのえほん）      

本体価格1,100円 

でんしゃえほん 井上洋介 〔作〕 ビ

リケン出版   本体価格1,600円 

とべバッタ 田島征三 作 偕成社 

（創作大型えほん） 

 本体価格1,400円 

ともだち できたよ 内田麟太郎 文 

こみねゆら 絵 文研出版 （えほ

んのもり）   本体価格1,300円 

とりかえっこ さとうわきこ 作 二

俣英五郎 絵 ポプラ社 

本体価格1,200円 

ねえ とうさん 佐野洋子 作 小学

館       本体価格1,400円 

ねずみくんのチョッキ なかえよしを 

作 上野紀子 絵 ポプラ社 （ね

ずみくんの絵本１） 

本体価格1,000円 

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 

（創作えほん） 本体価格1,000円 

はぶじゃぶじゃん ますだゆうこ ぶ

ん 高畠純 え そうえん社 （ケ

ロちゃんえほん） 

本体価格1,000円 

はやくねてよ あきやまただし 作・

絵 岩崎書店 （えほん・ハートラ

ンド６）    本体価格1,300円 

ふうせんクジラ わたなべゆういち 

作・絵 佼成出版社 

  本体価格1,300円 

ふってきました もとしたいづみ 文 

石井聖岳 絵 講談社 （講談社の

創作絵本）   本体価格1,500円 

ぶたたぬききつねねこ 馬場のぼる 

著 こぐま社  本体価格1,000円 

ブラッキンダー スズキコージ 作絵 

イースト・プレス （こどもプレス） 

  本体価格1,300円 

ぼくのくれよん 長新太 おはなし・

え 講談社   本体価格1,400円 

ぼくのトイレ 鈴木のりたけ 作・絵 

PHP研究所 （PHPわたしのえほん） 

    本体価格1,200円 

ぽんぽん山の月 あまんきみこ 文 

渡辺洋二 絵 文研出版 （えほん

のもり）    本体価格1,200円 

もけら もけら 山下洋輔 ぶん 元

永定正 え 中辻悦子 構成 福音

館書店 （日本傑作絵本シリーズ） 

    本体価格1,200円 

わたしのワンピース にしまきかやこ 

えとぶん こぐま社 

本体価格1,100円 

わっこおばちゃんのしりとりあそび 

さとうわきこ さく 童心社 （絵

本・こどものひろば） 

本体価格1,300円 

わんわん わんわん：くすくすえほん 

高畠純 作 理論社 

 本体価格1,000円 

 

●小 低 

あさになったのでまどをあけますよ 

荒井良二 著 偕成社 

本体価格1,300円 

あしたうちにねこがくるの 石津ちひ

ろ 文 ささめやゆき 絵 講談社 

     本体価格1,500円 

あのときすきになったよ 薫くみこ 

さく 飯野和好 え 教育画劇 

（教育画劇みんなのえほん） 

      本体価格1,200円 

あんちゃん 高部晴市 作 童心社 

（絵本・こどものひろば） 

本体価格1,300円 
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いたずらララちゃん なかえよしを 

作 上野紀子 絵 ポプラ社 

       本体価格1,200円 

いろはにほへと 今江祥智 文 長谷

川義史 絵 BL出版 

本体価格1,300円 

うさぎのくれたバレエシューズ 安房

直子 文 南塚直子 絵 小峰書店 

（えほん・こどもとともに） 

    本体価格1,300円 

うさぎのさとうくん 相野谷由起さ

く・え 小学館 （おひさまのほん） 

    本体価格1,200円 

オオカミのおうさま きむらゆういち 

ぶん 田島征三 え 偕成社 

      本体価格1,400円 

おかあさん、げんきですか。 後藤竜

二 作 武田美穂 絵 ポプラ社 

（絵本・いつでもいっしょ14） 

    本体価格1,100円 

おしいれのぼうけん ふるたたるひ・

たばたせいいち さく 童心社 

（絵本ぼくたちこどもだ１） 

      本体価格1,300円 

おにたのぼうし あまんきみこ ぶん 

いわさきちひろ え ポプラ社 

（おはなし名作絵本２） 

本体価格1,000円 

おばあちゃんがいるといいのにな 松

田素子 作 石倉欣二 絵 ポプラ

社 （えほんとなかよし32） 

      本体価格1,200円 

カエルのおでかけ 高畠那生 〔作〕 

フレーベル館  本体価格1,200円 

かずあそびウラパン・オコサ 谷川晃

一 作 童心社 （絵本・こどもの

ひろば）    本体価格1,300円 

からからからが… 高田桂子 作 木

曽秀夫 絵 文研出版 （みるみる

絵本）     本体価格1,300円 

かわいそうなぞう つちやゆきお ぶ

ん たけべもといちろう え 金の

星社 （金の星社の絵本） 

本体価格1,100円 

がたごと がたごと 内田麟太郎 文 

西村繁男 絵 童心社 （絵本・こ

どものひろば） 本体価格1,300円 

きつね、きつね、きつねがとおる 伊

藤遊 作 岡本順 絵 ポプラ社 

（ポプラ社の絵本２） 

本体価格1,300円 

きょうはなんのひ？ 瀬田貞二 作 

林明子 絵 福音館書店 （日本傑

作絵本シリーズ） 

本体価格1,200円 

きょうはマラカスのひ：クネクネさん

のいちにち  文・絵 福

音館書店 （日本傑作絵本シリーズ） 

本体価格1,400円 

キリンがくる日 志茂田景樹 文 木

島誠悟 絵 ポプラ社 （ポプラ社

の絵本22）   本体価格1,300円 

くろべのツンコぎつね 大割輝明 さ

く 井口文秀 え 小峰書店 （こ

みね創作えほん） 

本体価格1,500円 

こうさぎと４ほんのマフラー わたり

むつこ 作 でくねいく 絵 のら

書店     本体価格1,600円 

子うさぎましろのお話 佐々木たづ 

ぶん 三好碩也 え ポプラ社（お

はなし名作絵本３） 

本体価格1,000円 

こんこんさまにさしあげそうろう 森

はな さく 梶山俊夫 え PHP研

究所 （PHPこころのえほん） 

     本体価格1,165円 

５ひきのすてきなねずみひっこしだい

さくせん たしろちさと さく ほ

るぷ出版    本体価格1,400円 

30000このすいか あきびんご 作 

くもん出版   本体価格1,300円 

しげちゃん 室井滋 作 長谷川義史 

絵 金の星社  本体価格1,300円 

しげるのかあちゃん 城ノ内まつ子 

作 大畑いくの 絵 岩崎書店 

（えほんのぼうけん46） 

本体価格1,300円 

シルクハットぞくはよなかのいちじに

やってくる おくはらゆめ 〔作〕 

童心社 （絵本・こどものひろば） 

本体価格1,333円 

スーホの白い馬：モンゴル民話 大塚

勇三 再話 赤羽末吉 画 福音館

書店 （日本傑作絵本シリーズ） 

    本体価格1,300円 

せとうちたいこさんデパートいきタイ 

長野ヒデ子 さく 童心社 （絵

本・ちいさななかまたち） 

     本体価格1,300円 

たろうとつばき 渡辺有一 作・絵 

ポプラ社    本体価格1,200円 

タンゲくん 片山健 文・絵 福音館

書店 （日本傑作絵本シリーズ） 

     本体価格1,200円 

だいちゃんとうみ 太田大八 さく・

え 福音館書店 （こどものとも絵

本）       本体価格800円 

小さな小さなキツネ すずきよしはる 

え ながさきげんのすけ ぶん 国

土社 （国土社の創作えほん２） 

   本体価格1,300円 

となりのせきのますだくん 武田美穂 

作・絵 ポプラ社 （えほんとなか

よし12）    本体価格1,200円 

どんなかんじかなあ 中山千夏 ぶん 

和田誠 え 自由国民社 

本体価格1,500円 

ないた 中川ひろたか 作 長新太 

絵 金の星社  本体価格1,300円 

にちよういち 西村繁男 作 童心社 

（童心社の絵本） 

本体価格1,400円 

のっぺらぼう 杉山亮 作 軽部武宏 

絵 ポプラ社 （おばけ話絵本 壱） 

   本体価格1,200円 

はしれ、きたかぜ号 渡辺有一 さく 

童心社 （絵本・ちいさななかまた

ち）      本体価格1,300円 

はしれクラウス ふじさわともいち 

え かんべじゅんきち ぶん 金の

星社 （金の星社の絵本） 

     本体価格1,100円 

はっきょいどーん やまもとななこ 

作 講談社 （講談社の創作絵本） 

 本体価格1,400円 

ひろしまのピカ 丸木俊 文・絵 小

峰書店 （記録のえほん１） 

本体価格1,500円 

ふしぎなキャンディーやさん みやに

したつや 作・絵 金の星社 （新

しいえほん）  本体価格1,200円 

ふしぎなたけのこ 松野正子 さく 

瀬川康男 え 福音館書店 （こど

ものとも絵本）  本体価格900円 

ふなひき太良：沖縄の絵本 儀間比呂

志 作・絵 岩崎書店 （創作絵本
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２）      本体価格1,400円 

へちまのへーたろー 二宮由紀子 作 

スドウピウ 絵 教育画劇 

本体価格1,300円 

ぼうし せがわやすお 〔作〕 福音

館書店 （日本傑作絵本シリーズ） 

     本体価格1,300円 

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川

義史 作／絵 教育画劇 

本体価格1,300円 

マーシャと白い鳥：ロシアの民話 

Ｍ・ブラートフ 再話 出久根育 

文・絵 偕成社 （世界のお話傑作

選）      本体価格1,400円 

みずくみに 飯野和好 絵と文 小峰

書店 （にじいろえほん） 

 本体価格1,400円 

モチモチの木 斎藤隆介 作 滝平二

郎 絵 岩崎書店 （創作絵本６） 

    本体価格1,400円 

ものすごくおおきなプリンのうえで 

二宮由紀子 ぶん 中新井純子 え 

教育画劇    本体価格1,300円 

もりのおくのおちゃかいへ みやこし

あきこ 著 偕成社 

 本体価格1,200円 

やじるし 平田利之 作 あかね書房 

本体価格1,200円 

ゆずちゃん 肥田美代子 作 石倉欣

二 絵 ポプラ社 （えほんとなか

よし34）    本体価格1,200円 

よしおくんがぎゅうにゅうをこぼして

しまったおはなし 及川賢治、竹内

繭子 作・絵 岩崎書店 （レイン

ボーえほん７） 本体価格1,300円 

ルラルさんのにわ いとうひろし 作 

ポプラ社 （いとうひろしの本４） 

    本体価格1,200円 

ろくべえまってろよ 灰谷健次郎 作 

長新太 絵 文研出版 （みるみる

絵本）     本体価格1,300円 

わたしのぼうし さのようこ 作・絵 

ポプラ社    本体価格1,200円 

 

●小 中 

 スズキコージ 作 

福音館書店 （日本傑作絵本シリー

ズ）      本体価格1,200円 

あほろくの川だいこ 岸武雄 ぶん 

梶山俊夫 え ポプラ社 

本体価格1,200円 

雨のにおい星の声 赤座憲久 ぶん 

鈴木義治 え 小峰書店 （えほ

ん・こどもとともに） 

本体価格1,400円 

あらしのよるに 木村裕一 作 あべ

弘士 絵 講談社 （りとる②） 

     本体価格1,000円 

うそ 中川ひろたか 作 ミロコマチ

コ 絵 金の星社 

 本体価格1,300円 

馬のゴン太旅日記 島崎保久 原作 

関屋敏隆 版画と文 小学館 

       本体価格1,460円 

かたあしだちょうのエルフ おのきが

く ぶん・え ポプラ社 （おはな

し名作絵本９） 本体価格1,000円 

キリンさん まど・みちお 詩 南塚

直子 絵 小峰書店 （まど・みち

お詩のえほん２） 

本体価格1,500円 

ごんぎつね 新美南吉 ぶん 箕田源

二郎 え ポプラ社 （おはなし名

作絵本１）   本体価格1,000円 

さらば、ゆきひめ 宮本忠夫 文・絵 

童心社 （絵本・だいすきおはなし） 

 本体価格1,500円 

じごくのそうべえ：桂米朝・上方落語・

地獄八景より 田島征彦 作 童心

社 （童心社の絵本） 

本体価格1,400円 

12にんのいちにち 杉田比呂美 作 

あすなろ書房   本体価格1,400円 

せんねん まんねん まど・みちお 

詩 柚木沙弥郎 絵 理論社 （ま

ど・みちおの絵本） 

本体価格1,500円 

タケノコごはん 大島渚 文 伊藤秀

男 絵 ポプラ社 （ポプラ社の絵

本）       本体価格1,300円 

天使のかいかた なかがわちひろ 作 

理論社 （おはなしパレード） 

      本体価格1,200円 

とうちゃんのトンネル 原田泰治 

作・絵 ポプラ社 

 本体価格1,200円 

ねこのシジミ 和田誠 作 ほるぷ出

版 （イメージの森） 

本体価格1,500円 

八 郎 斎藤隆介 作 滝平二郎 画 

福音館書店 （日本傑作絵本シリー

ズ）      本体価格1,200円 

ハナミズキのみち 淺沼ミキ子 文 

黒井健 絵 金の星社 

本体価格1,300円 

ひさの星 斎藤隆介 作 岩崎ちひろ 

絵 岩崎書店 （創作絵本７） 

     本体価格1,400円 

びゅんびゅんごまがまわったら 宮川

ひろ 作 林明子 絵 童心社 

（絵本・ちいさななかまたち） 

     本体価格1,300円 

ふしぎなともだち たじまゆきひこ 

作 くもん出版  本体価格1,500円 

ぼうさまになったからす 松谷みよ子 

文 司修 絵 偕成社 （新編・絵

本平和のために２） 

本体価格1,200円 

マーガレットとクリスマスのおくりも

の 植田真 作 あかね書房 

       本体価格1,500円 

 

●小 高 

アフリカの音 沢田としき 作・絵 

講談社     本体価格1,500円 

オオカミがとぶひ ミロコマチコ 著 

イースト・プレス （こどもプレス） 

本体価格1,400円 

おこんじょうるり さねとうあきら 

文 井上洋介 挿絵 理論社 （カ

ラー版愛蔵本） 本体価格1,500円 

おばあちゃんは木になった 大西暢夫 

写真・文 ポプラ社 （シリーズ・

自然いのちひと４） 

本体価格1,300円 

恐竜たちの大脱出：進化恐竜トロオの

ものがたり 松岡達英 絵 羽田節

子 文 福音館書店 （福音館のか

がくのほん）  本体価格1,900円 

くつがいく 和歌山静子 作 童心社 

（日・中・韓平和絵本） 

本体価格1,300円 

クラウディアのいのり 村尾靖子 文 

小林豊 絵 ポプラ社 （絵本のお

もちゃばこ30） 本体価格1,300円 

けんぼうは１年生 岸武雄 作 二俣

英五郎 絵 ポプラ社 （絵本・子
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どもの世界20） 本体価格1,200円 

さくら子のたんじょう日 宮川ひろ 

作 こみねゆら 絵 童心社 （絵

本・こどものひろば） 

本体価格1,300円 

サニーのおねがい地雷ではなく花をく

ださい 葉祥明 絵 柳瀬房子 文 

自由国民社   本体価格1,456円 

しらんぷり 梅田俊作／佳子 作・絵 

ポプラ社    本体価格1,500円 

100万回生きたねこ 佐野洋子 作・絵 

講談社     本体価格1,400円 

ホームランを打ったことのない君に 

長谷川集平 作 理論社 

本体価格1,200円 

まつげの海のひこうせん 山下明生 

作 杉浦範茂 絵 偕成社 （創作

絵本）     本体価格1,000円 

やい トカゲ 舟崎靖子 作 渡辺洋

二 絵 あかね書房 （あかね創作

えほん18）   本体価格1,400円 

山のいのち 立松和平 作 伊勢英子 

絵 ポプラ社 （えほんはともだち

10）      本体価格1,200円 

 

●中 学 

絵本玉虫厨子の物語 平塚武二 作 

太田大八 画 童心社 

本体価格2,300円 

ここが家だ：ベン・シャーンの第五福

竜丸 ベン・シャーン 絵 アーサ

ー・ビナード 構成・文 和田誠 装

丁・デザイン 集英社 

       本体価格1,600円 

さがしています アーサー・ビナード 

作 岡倉禎志 写真 童心社 

 本体価格1,300円 

 

 

 

 

日本の絵本（昔話） 

 

 

●幼 児 

かさじぞう 瀬田貞二 再話 赤羽末

吉 画 福音館書店 （こどものと

も絵本）     本体価格900円 

かちかちやま 瀬川康男 絵 松谷み

よ子 文 フレーベル館 （日本む

かし話３）   本体価格1,500円 

かにむかし：日本むかしばなし 木下

順二 文 清水崑 絵 岩波書店 

（岩波の子どもの本） 

 本体価格640円 

こぶとり おおかわえっせい ぶん 

おおたこうし え ポプラ社 （む

かしむかし絵本18） 

 本体価格1,000円 

三ねんねたろう おおかわえっせい 

ぶん わたなべさぶろう え ポプ

ラ社 （むかしむかし絵本８） 

    本体価格1,000円 

だいくとおにろく 松居直 再話 赤

羽末吉 画 福音館書店 （こども

のとも絵本）   本体価格900円 

ちからたろう いまえよしとも ぶん 

たしませいぞう え ポプラ社 

（むかしむかし絵本５） 

本体価格1,000円 

ねずみのすもう 大川悦生 作 梅田

俊作 絵 ポプラ社 （子どもがは

じめてであう民話５） 

本体価格1,000円 

ももの子たろう おおかわえっせい 

ぶん みたげんじろう え ポプラ

社 （むかしむかし絵本14） 

      本体価格1,000円 

 

●小 低 

やまんばのにしき まつたにみよこ 

ぶん せがわやすお え ポプラ社

（むかしむかし絵本２） 

本体価格1,000円 

 

●小 中 

風の神とオキクルミ 萱野茂 文 斎

藤博之 絵 小峰書店 （アイヌの

民話）     本体価格1,400円 

きつねにょうぼう 長谷川摂子 再話 

片山健 絵 福音館書店 （日本傑

作絵本シリーズ） 

本体価格1,300円 

パヨカカムイ：ユカラで村をすくった

アイヌのはなし かやのしげる 文 

いしくらきんじ 絵 小峰書店 

    本体価格1,400円 

 

●小 高 

つつじのむすめ 松谷みよ子 文 丸

木俊 画 あかね書房 （あかね創

作えほん５）  本体価格1,400円 

 

 

 

 

外国の絵本 

 

 

●幼 児 

雨、あめ ピーター・スピアー 〔作〕 

評論社 （評論社の児童図書館・絵

本の部屋）   本体価格1,400円 

あらまっ！ ケイト・ラム 文 エイ

ドリアン・ジョンソン 絵 石津ち

ひろ 訳 小学館 

  本体価格1,350円 

おばけのバーバパパ アネット＝チゾ

ンとタラス＝テイラー さく やま

したはるお やく 偕成社 

      本体価格1,000円 

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 

本体価格1,200円 

きょうはみんなでクマがりだ マイケ

ル・ローゼン 再話 ヘレン・オク

センバリー 絵 山口文生 訳 評

論社 （評論社の児童図書館・絵本

の部屋）    本体価格1,400円 

三びきのやぎのがらがらどん：ノルウ

ェーの昔話 マーシャ・ブラウン 

え せたていじ やく 福音館書店 

（世界傑作絵本シリーズ） 

    本体価格1,200円 

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 うちだりさこ やく 福

音館書店 （世界傑作絵本シリーズ） 

   本体価格1,100円 

だめよ、デイビッド！ デイビッド・

シャノン さく 小川仁央 やく 

評論社 （評論社の児童図書館・絵

本の部屋）   本体価格1,300円 

ティッチ パット・ハッチンス さ
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く・え いしいももこ やく 福音

館書店 （世界傑作絵本シリーズ） 

    本体価格1,100円 

てぶくろ：ウクライナ民話 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 （世界傑

作絵本シリーズ） 

本体価格1,000円 

どろんここぶた アーノルド・ローベ

ル 作 岸田衿子 訳 文化出版局 

（ミセスこどもの本） 

本体価格950円 

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 （世界傑作絵本シリーズ） 

本体価格1,200円 

ねこ ねこ こねこ ブルノー＝ホル

スト＝ブル ぶん ヤーヌシ＝グラ

ビアンスキー え まえかわやすお 

やく 偕成社  本体価格1,200円 

はなをくんくん ルース・クラウス 

ぶん マーク・シーモント え き

じまはじめ やく 福音館書店 

（世界傑作絵本シリーズ） 

      本体価格1,100円 

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 

     本体価格1,200円 

ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ 文，

絵 光吉夏弥 訳 岩波書店 （岩

波の子どもの本） 本体価格640円 

ピーターのくちぶえ エズラ＝ジャッ

ク＝キーツ さく きじまはじめ 

やく 偕成社  本体価格1,200円 

まっくろネリノ ヘルガ＝ガルラー 

さく やがわすみこ やく 偕成社 

     本体価格1,000円 

まって アントワネット・ポーティス 

作 椎名かおる 訳 あすなろ書房       

本体価格1,300円 

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 （世界傑作絵本シリーズ）  

本体価格1,000円 

 

●小 低 

あたし、メラハファがほしいな：さば

くのくにモーリタニアのおはなし 

ケリー・クネイン 文 ホダー・ハ

ッダーディ 絵 こだまともこ 訳 

光村教育図書   本体価格1,300円 

アナベルとふしぎなけいと マック・

バーネット 文 ジョン・クラッセ

ン 絵 なかがわちひろ 訳 あす

なろ書房    本体価格1,300円 

おひめさまはねむりたくないけれど 

メアリー・ルージュ さく パメ

ラ・ザガレンスキー え 浜崎絵梨 

やく そうえん社 （そうえんし

ゃ・世界のえほん） 

 本体価格1,400円 

かさどろぼう シビル・ウェッタシン

ハ 作・絵 いのくまようこ 訳 

徳間書店    本体価格1,400円 

クレヨンからのおねがい！ ドリュ

ー・デイウォルト 文 オリヴァ

ー・ジェファーズ 絵 木坂涼 訳 

ほるぷ出版    本体価格1,500円 

スイミー：ちいさなかしこいさかなの

はなし レオ＝レオニ 作 谷川俊

太郎 訳 好学社 

  本体価格1,456円 

ちいさいおうち ばーじにあ・りー・

ばーとん ぶんとえ いしいももこ 

やく 岩波書店 （大型絵本） 

  本体価格1,600円 

ちいさな１ アン・ランド＆ポール・

ランド 作 谷川俊太郎 訳 ほる

ぷ出版     本体価格1,400円 

どうぶつがすき パトリック・マクド

ネル さく なかがわちひろ やく 

あすなろ書房  本体価格1,500円 

はしれ、トト！ チョ ウンヨン さ

く ひろまつゆきこ やく 文化学

園文化出版局  本体価格1,800円 

はちうえはぼくにまかせて ジーン・

ジオン さく マーガレット・ブロ

イ・グレアム え もりひさし や

く ペンギン社 本体価格1,200円 

ひみつだから！ ジョン・バーニンガ

ム ぶん・え 福本友美子 やく 

岩崎書店    本体価格1,600円 

へびのクリクター トミー・ウンゲラ

ー 作 中野完二 訳 文化出版局 

（大型傑作絵本） 

本体価格1,000円 

ペレのあたらしいふく エルサ・ベス

コフ さく・え おのでらゆりこ 

やく 福音館書店 （世界傑作絵本

シリーズ）   本体価格1,200円 

ぼくはおこった ハーウィン・オラム 

文 きたむらさとし 絵・訳 評論

社 （評論社の児童図書館・絵本の

部屋）     本体価格1,300円 

ボールのまじゅつしウィリー アンソ

ニー・ブラウン さく 久山太市 

やく 評論社 （評論社の児童図書

館・絵本の部屋） 

  本体価格1,300円 

メアリー・スミス アンドレア・ユー

レン 作 千葉茂樹 訳 光村教育

図書      本体価格1,400円 

ゆ き ユリ・シュルヴィッツ 作 

さくまゆみこ 訳 あすなろ書房 

     本体価格1,300円 

ゆきだるま レイモンド・ブリッグズ 

〔作〕 評論社 （評論社の児童図

書館・絵本の部屋） 

本体価格1,300円 

わすれられないおくりもの スーザ

ン・バーレイ さく・え 小川仁央 

やく 評論社 （評論社の児童図書

館・絵本の部屋） 

  本体価格1,200円 

 

●小 中 

アトリエのきつね ロランス・ブルギ

ニョン 作 ギ・セルヴェ 絵 中

井珠子 訳 BL出版 

本体価格1,300円 

アンナの赤いオーバー ハリエット・

ジィーフェルト ぶん アニタ・ロ

ーベル え 松川真弓 やく 評論

社 （評論社の児童図書館・絵本の

部屋）     本体価格1,300円 

おいしそうなバレエ ジェイムズ・マ

ーシャル 文 モーリス・センダッ

ク 絵 さくまゆみこ 訳 徳間書

店       本体価格1,600円 

おとうさんのちず ユリ・シュルヴィ

ッツ 作 さくまゆみこ 訳 あす

なろ書房    本体価格1,500円 

時計つくりのジョニー エドワード・

アーディゾーニ 作 あべきみこ 

訳 こぐま社  本体価格1,300円 

ふつうに学校にいくふつうの日 コリ
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ン・マクノートン 文 きたむらさ

とし 絵 柴田元幸 訳 小峰書店 

（世界の絵本コレクション） 

  本体価格1,300円 

水おとこのいるところ イーヴォ・ロ

ザーティ 作 ガブリエル・パチェ

コ 絵 田中桂子 訳 岩崎書店 

  本体価格1,500円 

みどりの船 クェンティン・ブレイク 

作 千葉茂樹 訳 あかね書房 

（あかねせかいの本） 

本体価格1,600円 

ヨハンナの電車のたび カトリーン・

シェーラー 作 松永美穂 訳 西

村書店東京出版編集部  

本体価格1,500円 

わたしの足は車いす フランツ＝ヨー

ゼフ・ファイニク 作 フェレー

ナ・バルハウス 絵 ささきたづこ 

訳 あかね書房 （あかね・新えほ

んシリーズ19） 本体価格1,400円 

 

●小 高 

アンジュール：ある犬の物語 ガブリ

エル・バンサン 作 BL出版 

       本体価格1,300円 

ウエズレーの国 ポール・フライシュ

マン 作 ケビン・ホークス 絵 

千葉茂樹 訳 あすなろ書房 

     本体価格1,400円 

エリカ 奇跡のいのち ルース・バン

ダー・ジー 文 ロベルト・インノ

チェンティ 絵 柳田邦男 訳 講

談社      本体価格1,500円 

かようびのよる デヴィッド・ウィー

ズナー 作・絵 当麻ゆか 訳 徳

間書店     本体価格1,400円 

からすたろう やしまたろう ぶん・

え 偕成社   本体価格1,800円 

キツネ マーガレット・ワイルド 文 

ロン・ブルックス 絵 寺岡襄 訳 

BL出版     本体価格1,600円 

京劇がきえた日：秦淮河・一九三七 姚

紅 作 姚月蔭 原案 中由美子 

訳 童心社 （日・中・韓平和絵本） 

   本体価格1,800円 

木を植えた男 ジャン・ジオノ 原作 

フレデリック・バック 絵 寺岡襄 

訳 あすなろ書房 

 本体価格1,600円 

ジョットという名の少年：羊がかなえ

てくれた夢 パオロ・グアルニエー

リ 文 ビンバ・ランドマン 絵 

せきぐちともこ 訳 石鍋真澄 解

説 西村書店  本体価格1,800円 

ピートのスケートレース：第二次世界

大戦下のオランダで ルイーズ・ボ

ーデン 作 ニキ・ダリー 絵 ふ

なとよし子 訳 福音館書店 （世

界傑作絵本シリーズ） 

本体価格1,500円 

ヘンリー・ブラウンの誕生日 エレ

ン・レヴァイン 作 カディール・

ネルソン 絵 千葉茂樹 訳 鈴木

出版      本体価格1,900円 

満月をまって メアリー・リン・レイ 

ぶん バーバラ・クーニー え 掛

川恭子 やく あすなろ書房 

    本体価格1,400円 

ローザ ニッキ・ジョヴァンニ 文 

ブライアン・コリアー 絵 さくま

ゆみこ 訳 光村教育出版 

       本体価格1,700円 

 

●中 学 

西風号の遭難 Ｃ・Ｖ・オールズバー

グ 絵と文 村上春樹 訳 河出書

房新社     本体価格1,505円 

よあけ ユリー・シュルヴィッツ 

作・画 瀬田貞二 訳 福音館書店 

（世界傑作絵本シリーズ） 

本体価格1,200円 

 

 

 

 

知識の絵本 

 

 

●幼 児 

いしころ 森宏詞 作 京田信太良 

絵 平光紀雄 撮影 文研出版 

（ジョイフルえほん傑作集） 

      本体価格1,100円 

しっぽのはたらき 川田健 ぶん 薮

内正幸 え 今泉吉典 監修 福音

館書店 （かがくのとも絵本）    

本体価格900円 

じめんのうえとじめんのした アーマ

Ｅ．ウェバー ぶん・え 藤枝澪子 

やく 福音館書店 （福音館のかが

くのほん）   本体価格1,000円 

ふゆめがっしょうだん 冨成忠夫、茂

木透 写真 長新太 文 福音館書

店 （かがくのとも絵本） 

     本体価格900円 

ぼくたちのコンニャク先生 星川ひろ

子 写真／文 小学館 

本体価格1,360円 

ぼくのはなし 和歌山静子 さく 童

心社 （おかあさんとみる性の本） 

     本体価格1,300円 

 

●小 低 

ありのごちそう 高家博成 ぶん 横

内襄 え 新日本出版社 （新日本

動物植物えほん） 

      本体価格1,200円 

オコジョのすむ谷 増田戻樹 写真・

文 あかね書房 （あかね創作えほ

ん６）     本体価格1,400円 

しずくのぼうけん マリア・テルリコ

フスカ さく うちだりさこ やく 

ボフダン・ブテンコ え 福音館書

店 （世界傑作絵本シリーズ） 

   本体価格900円 

たんぽぽ 甲斐信枝 作・絵 金の星

社 （絵本のおくりもの） 

本体価格1,300円 

ちのはなし 堀内誠一 ぶんとえ 福

音館書店 （かがくのとも絵本） 

  本体価格900円 

のうさぎにげろ 伊藤政顕 ぶん 滝

波明生 え 新日本出版社 （新日

本動物植物えほん） 

      本体価格1,068円 

のぞく 天野祐吉 文 後藤田三朗 

写真 大社玲子 絵 福音館書店 

（日本傑作絵本シリーズ） 

      本体価格1,400円 

バナナのはなし 伊沢尚子 文 及川

賢治 絵 福音館書店 （かがくの

とも絵本）    本体価格900円 

ほね・ホネ・がいこつ！ 中川ひろた

か 文 スズキコージ 絵 保育社 

（すごいぞ！ぼくらのからだシリー
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ズ）       本体価格1,200円 

みずたまのたび アンヌ・クロザ さ

く こだましおり やく 西村書店

東京出版編集部 

 本体価格1,300円 

ゆらゆらチンアナゴ 横塚眞己人 し

ゃしん 江口絵理 ぶん ほるぷ出

版 （ほるぷ水族館えほん） 

 本体価格1,300円 

 

●小 中 

屋上のとんがり帽子 折原恵 写真と

文 福音館書店 （たくさんのふし

ぎ傑作集）   本体価格1,300円 

風の島へようこそ：くりかえしつかえ

るエネルギー アラン ドラモンド 

さく まつむらゆりこ やく 福音

館書店     本体価格1,300円 

カワセミ：青い鳥見つけた 嶋田忠 

文・写真 新日本出版社 （日本の

野鳥）     本体価格1,500円 

たまごとひよこ ミリセント・Ｅ・セ

ルサム ぶん 竹山博 え 松田道

郎 やく 福音館書店 （福音館の

かがくのほん） 本体価格1,100円 

ダンゴムシ 今森光彦 文・写真 ア

リス館 （やあ！出会えたね１） 

      本体価格1,400円 

ひとのからだ 毛利子来 著 帆足次

郎 絵 岩崎書店 （知識の絵本３） 

   本体価格1,165円 

北極熊ナヌーク ニコラ・デイビス 

文 ゲイリー・ブライズ 絵 松田

素子 訳 BL出版 

  本体価格1,600円 

ホネホネたんけんたい 西澤真樹子 

監修・解説 大西成明 しゃしん 

松田素子 ぶん アリス館 

       本体価格1,500円 

 

●小 高 

絵で見る日本の歴史 西村繁男 作 

福音館書店 （かがくのほん） 

      本体価格2,300円 

「けんぽう」のおはなし 井上ひさし 

原案 武田美穂 絵 講談社 

      本体価格1,300円 

雑草のくらし：あき地の五年間 甲斐

信枝 さく 福音館書店 （福音館

の科学の本）  本体価格2,300円 

ジャングル 松岡達英 作 岩崎書店

（絵本図鑑シリーズ14） 

本体価格1,400円 

天動説の絵本：てんがうごいていたこ

ろのはなし 安野光雅 〔作〕 福

音館書店    本体価格1,500円 

フィボナッチ：自然の中にかくれた数

を見つけた人 ジョセフ・ダグニー

ズ 文 ジョン・オブライエン 絵 

渋谷弘子 訳 さ・え・ら書房 

    本体価格1,500円 

わたしのひかり モリー・バング 作 

さくまゆみこ 訳 評論社 （評論

社の児童図書館・絵本の部屋） 

     本体価格1,400円 

 

●中 学 

絵で読む広島の原爆 那須正幹 文 

西村繁男 絵 福音館書店 （かが

くのほん）   本体価格2,600円 

グーテンベルクのふしぎな機械 ジェ

イムズ・ランフォード 作 千葉茂

樹 訳 あすなろ書房 

本体価格1,500円 

コロンブスの航海 ピエロ・ベントゥ

ーラ 絵 ジアン・パオロ・チェゼ

ラーニ 文 吉田悟郎 訳 評論社 

（評論社の児童図書館・絵本の部屋 

探検と航海シリーズ） 

 本体価格2,000円 

生命の樹：チャールズ・ダーウィンの

生涯 ピーター・シス 文・絵 原

田勝 訳 徳間書店 

本体価格1,700円 

ぼくの見た戦争：2003年イラク 高橋

邦典 写真・文 ポプラ社 

本体価格1,300円 

 


