
１ いないいないばあ 松谷 みよ子/文 瀬川 康夫/絵（童心社）

２ ぴょーん まつおか たつひで/作・絵（ポプラ社）

３ がたんごとんがたんごとん★ 安西 水丸/作（福音館書店）

４ ちいさなうさこちゃん★ ディック・ブルーナ/作・絵 いしい ももこ/訳（福音館書店）

５ きゅっきゅっきゅっ★ 林 明子/作・絵（福音館書店）

あかちゃん絵本
繰り返しやリズムが楽しい絵本

１ 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/文・絵 村岡 花子/訳（福音館書店）

２ おやすみなさいフランシス★ ラッセル・ホーバン/文 ガース・ウイリアムズ/絵 松岡 亨子/訳（福音館書店）

３ とべ！ちいさいプロペラき 小風 さち/作 山本 忠敬/絵（福音館書店）

４ ぐるんぱのようちえん 西内 ミナミ/作 堀内 誠一/絵（福音館書店）

５ だるまちゃんとてんぐちゃん★ 加古 里子/文・絵（福音館書店）

６ ちいさいしょうぼうじどうしゃ★ ロイス・レンスキー/文・絵 渡辺 茂男/訳（福音館書店）

７ １００まんびきのねこ ワンダ・ガアグ/作・絵 石井 桃子/訳（福音館書店）

８ ジオジオのかんむり 岸田 衿子/作 中谷 千代子/絵（福音館書店）

９ めっきらもっきらどおんどん 長谷川 摂子/作 降矢 なな/画（福音館書店）

10 からすのパンやさん★ 加古 里子/文・絵（偕成社）

11 わたしのワンピース 西巻 茅子/文・絵（こぐま社）

12 そらいろのたね 中川 李枝子/作 大村 百合子/絵（福音館書店）

13 はらぺこあおむし エリック・カール/作 森 比佐志/訳（偕成社）

14 ありこのおつかい 石井 桃子/作 中川 宗弥/絵（福音館書店）

15 わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ/文・絵 よだ じゅんいち/訳（福音館書店）

16 かもさんおとおり ロバート・マックロスキー/文・絵 渡辺 茂男/訳（福音館書店）

17 せんろはつづく★ 竹下 文子/文 鈴木 まもる/絵（金の星社）

18 ぐりとぐら★ 中川 李枝子/作 大村 百合子/絵（福音館書店）

19 もりのなか★ マリー・ホール・エッツ/文・絵 まさき るりこ/訳（福音館書店）

20 こんとあき 林 明子/作（福音館書店）

21 ティッチ パット・ハッチンス/作・絵 石井 桃子/訳（福音館書店）

おはなし
いろいろな世界にとびこもう

【日本】
１ いっすんぼうし 石井 桃子/文 秋野 不矩/絵（福音館書店）

２ さんまいのおふだ 水沢 謙一/再話 梶山 俊夫/画（福音館書店）

３ かさじぞう 瀬田 貞二/再話 赤羽 末吉/画（福音館書店）

４ だいくとおにろく 松居 直/再話 赤羽 末吉/画（福音館書店）

５ ねずみのすもう 大川 悦生/作 梅田 敏夫/絵（ポプラ社）

６ ももたろう 松居 直/再話 赤羽 末吉/画（福音館書店）

７ かにむかし 木下 順二/文 清水 崑/絵（岩波書店）

【ロシア】

８ ３びきのくま L.N.トルストイ/文 バスネツォフ/絵 小笠原 豊樹/訳（福音館書店）

９ おおきなかぶ A.トルストイ/再話 佐藤 忠義/画 内田 莉莎子/訳（福音館書店）

10 おだんごぱん 瀬田 貞二/訳 脇田 和/絵（福音館書店）

【ノルウェー】

11 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン/絵 瀬田 貞二/訳（福音館書店）

【ドイツ】

12 おおかみと七ひきのこやぎ グリム/作 フェリックス・ホフマン/絵 瀬田 貞二/訳（福音館書店）

13 ブレーメンのおんがくたい グリム/作 ハンス・フィッシャー/絵 瀬田 貞二/訳（福音館書店）

むかしばなし
むかしむかしから語り継がれてきたお話！

知恵や優しさ、強さなどにふれることができるお話がいっぱい

１ おさるがふねをかきました まど みちお/詩 東 貞美/絵（国土社）

２ もこもこもこ 谷川 俊太郎/作 元永 定正/絵（文研出版）

３ あがりめ さがりめ ましま せつこ（こぐま社）

４ あんたがたどこさ ましま せつこ（こぐま社）

５ ぞうさん まど みちお/詩 にしまき かやこ/絵（こぐま社）

し・うた・どうよう
声を出して読むとおもしろい、歌や詩の世界を楽しむ絵本 ～遊び方ものってるよ！～

１ ざりがに 吉崎 正巳/文・絵（福音館書店）

２ どろだんご 田中 義行/作 のさか ゆうさく/絵（福音館書店）

３ もぐらはすごい アヤ井 アキ子/作（アリス館）

４ ゆかいなかえる ジュリエット・キープス/文・絵 石井 桃子/訳（福音館書店）

５ ぼく、だんごむし 得田 之久/文 たかはし きよし/絵（福音館書店）

６ しゃぼんだまとあそぼう 杉山 弘之/文・構成（福音館書店）

７ とりになったきょうりゅうのはなし 大島 英太郎/作（福音館書店）

しぜん・いきもの
そうなんだ！不思議がいっぱい！今度はどんなことがわかるかな？

１ いやいやえん 中川 李枝子/作 大村 百合子/絵（福音館書店）

２ もりのへなそうる わたなべ しげお/作 やまわき ゆりこ/絵（福音館書店）

３ ももいろのきりん 中川 李枝子/作 中川 宗弥/絵（福音館書店）

４ おおきなおおきなおいも 赤羽 末吉/作・絵（福音館書店）

５ ながいながいぺんぎんのはなし いぬい とみこ/作 山田 三郎/絵（理論社）

１ かさぶたくん やぎゅう げんいちろう/作（福音館書店）

２ たべもののたび かこ さとし/作・絵（童心社）

３ はははのはなし かこ さとし/作・絵（福音館書店）

４ ねずみのおいしゃさま なかがわ まさふみ/作 やまわき ゆりこ/絵（福音館書店）

ものがたり 【読んでもらってお話の世界を楽しもう】

文字の多い絵本はどうですか？少しなが-いお話だよ

からだ
体ってどうなってるの？体のことをもっと知ってみよう

<乳幼児版> 「豊岡市推薦図書６０」

どきどき！わくわく！素敵な絵本との出会い☻
～親子で出会ってほしい絵本集めました～

◇発行：豊岡市教育委員会 ◇選定：豊岡市推薦図書作成委員会（2020年3月改訂）

★シリーズのある本

おばあさんが、ほかほかのお

だんごぱんを焼きました。ぱ

んは、ころころ転がって，お

じいさんやおばあさん、途

中で出会った動物たち

から次々と逃げま

すが…

難しい橋かけ工事に悩む

大工のもとに鬼があらわ

れ, 目玉と引き換えに橋を

かけて やると持ち掛けま

す。二日後、立派な橋が

完成し鬼が目玉をよこせ

と迫ってきました。

小さな機関車の

ちゅうちゅうは、

重い客車を引く

のが嫌になり、

ひとりで走り出

してしまいます。

末っ子ティッチ

の持ち物は、他

のきょうだいよ

り小さいものば

かりでしたが…

一緒に遊ぶ友だちが見

つからない「かんた」

が、めちゃくちゃな歌

を歌っていると、おか

しな３人組が「いっ

しょに遊ぼう」とやっ

てきました。


