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　「どんな絵本を読んでいいかわからない。」との声に応え、島根県立図書館が、子ど

もの読書ボランティア団体「しまね子どもの読書等推進の会」の協力を得て、『おすす

めしたいこどものほん（ながく読みつがれた本・最近刊行された本）リスト』（編集・

発行：島根県立図書館、毎年刊行）を元に「しまね子育て絵本」リストを選定しました。

　『しまね子育て絵本』は、赤ちゃん基本（0 ～ 2歳向け）・幼児基本（3 ～ 6歳向け）・

15 のテーマ別セットから構成される合計300冊の絵本です。

　また、「子どもが保育所や幼稚園などで読んでもらって気に入った絵本を、家に持ち

帰られるといいなぁ」との声に応えて、『しまね子育て絵本』を一揃い各市町村に提供

いたします。

　地域の公共図書館等を拠点に、子どもたちがいる場所へ絵本が届き、たくさんの家

庭まで届けられることを願っています。

※『しまね子育て絵本』リスト作成、絵本の購入は、島根県が取り組んでいる子ども

読書活動推進事業の一環です。

はじめに

●このリストに関する問い合わせは下記へどうぞ。

　島根県立図書館子ども読書支援係　〒690-0873　松江市内中原町52　電話0852-22-6077

●『しまね子育て絵本』の利用については、各市町村の公共図書館等へお問い合わせください。

　裏表紙に県内の公共図書館等一覧を載せています。
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まついのりこ　作・絵
偕成社

自動車はぶーぶーぶーぶー、いぬは
わんわんわんわん、言葉を覚え始めた
あかちゃんのための擬音語絵本。

じゃあじゃあ　びりびり

林明子　作
福音館書店

夜空のまんまるおつきさま、わらっ
てますよ。こんばんは。

おつきさまこんばんは

小川忠博　写真
長谷川摂子　文
矢口峰子　製靴
福音館書店

かわいいくつたちがリズミカルな文
章にあわせて踊ります。歩き始めたあ
かちゃんの大好きな絵本。

くっくくっく

三浦太郎　作・絵
こぐま社

読み聞かせの後でおかあさん、おと
うさん、みんなでほっぺたをくっつけ
てみましょう。

くっついた

瀬川康男　絵
松谷みよ子　文
童心社

いないいないばあ遊び、たくさんし
てあげてくださいね。

いないいないばあ

平山和子　作
福音館書店

赤ちゃんは食べものの絵本が大好
き。口をモグモグして聞いてくれます。

くだもの

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年

あがりめさがりめ ましませつこ　絵 こぐま社 1,200 1994
いない　いない　ばあ 瀬川康男　絵　松谷みよ子　文 童心社 700 1967
うずらちゃんのかくれんぼ きもとももこ　作 福音館書店 900 1994
おさんぽおさんぽ ひろのたかこ　作 福音館書店 700 2008
おつきさまこんばんは 林明子　作 福音館書店 700 1986
おでかけばいばい やぎゅうげんいちろう　絵　はせがわせつこ　文 福音館書店 800 2006
おててがでたよ 林明子　作 福音館書店 700 1986
おとうさん せべまさゆき　絵　中村徹　作 佼成出版社 1,300 2005
おにぎり 平山和子　絵　平山英三　文 福音館書店 800 1992
おやすみなさいコッコさん 片山健　作・絵 福音館書店 800 1988
おんなじおんなじ 多田ヒロシ　著 こぐま社 1,000 1968
おんぶおんぶねえおんぶ 長新太　作 ポプラ社 850 2005
かおかおどんなかお 柳原良平　作・絵 こぐま社 800 1988
がたんごとんがたんごとん 安西水丸　作 福音館書店 700 1987
がちゃがちゃ　どんどん 元永定正　作 福音館書店 800 1990
かんかんかん 塩田正幸　写真　のむら さやか　文　川本幸　制作 福音館書店 700 2010
きたきたうずまき 元永定正　作 福音館書店 700 2005
きんぎょがにげた 五味太郎　作 福音館書店 800 1982
くだもの 平山和子　作 福音館書店 800 1981
くっくくっく 小川忠博　写真　長谷川摂子　文　矢口峰子　製靴 福音館書店 700 2005
くっついた 三浦太郎　作・絵 こぐま社 800 2005
くまさんくまさん なにみてるの？ エリック・カール　絵　ビル・マーチン　文 偕成社 1,000 1984
ここよここよ やぶうちまさゆき　絵　かんざわとしこ　文 福音館書店 700 2003
ごぶごぶごぼごぼ 駒形克己　作 福音館書店 700 1999
こりゃまてまて 酒井駒子　絵　中脇初枝　文 福音館書店 700 2008
ころころころ 元永定正　作・絵 福音館書店 800 1984
こんにちは おおともやすお　絵　わたなべしげお　文 福音館書店 800 1980
じどうしゃ（はじめてのこぐまちゃん） 若山憲　作 こぐま社 550 1994
じゃあじゃあびりびり まついのりこ　作・絵 偕成社 600 1983
ぞうくんのさんぽ なかのひろたか　作・絵 福音館書店 800 1977

歳 向
け0 1 2あかちゃん基本
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あがりめさがりめ

「あがりめさがりめ…」「いっぽんば
しこちょこちょ…」わらべうた、たく
さん歌って遊んであげてくださいね。

ましませつこ
絵
こぐま社

やぎゅうげんい
ちろう　絵
かんざわとしこ
文
福音館書店

「たまごのあかちゃんでておいでよ」
ぴよぴよいろんなあかちゃんが生まれ
ますよ。

たまごのあかちゃん

五味太郎　作
福音館書店

はちからにげたきんぎょ、どこにか
くれているのかな？

きんぎょがにげた

ディック・ブルーナ
文・絵
いしいももこ　訳
福音館書店

ふわふわさんと、ふわおくさんに、
かわいいあかちゃんのうさこちゃんが
うまれました。

ちいさなうさこちゃん

まつおかたつひで
作・絵
ポプラ社

かえるもいぬもうさぎも「ぴょ～
ん。」繰り返しが楽しい。

ぴょーん

せ な け い こ
作・絵
福音館書店

こわい絵本、おばけの絵本こどもた
ちは大好きです。寝る前に読んであげ
てください。

ねないこだれだ

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年

それはすごいなりっぱだね！ たかはしかずえ　絵　いちかわけいこ　文 アリス館 1,000 2005

たまごのあかちゃん やぎゅうげんいちろう　絵　かんざわとしこ　文 福音館書店 800 1993

ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ　文・絵　いしいももこ　訳 福音館書店 700 1964

ちょうちょうひらひら にしまきかやこ　絵　まどみちお　文 こぐま社 900 2008(復刊)

でてこいでてこい はやしあきこ　作 福音館書店 700 1998

でんぐりでんぐり くろいけん　作・絵 あかね書房 1,000 1982

どうぶつのおやこ 藪内正幸　画 福音館書店 800 1966

ととけっこうよがあけた ましませつこ　絵　こばやしえみこ　案　 こぐま社 900 2005

とりかえっこ 二俣英五郎　絵　さとうわきこ　作 ポプラ社 1,200 1978

どんどこももんちゃん とよたかずひこ　作・絵 童心社 800 2001

にんじんさんがあかいわけ ひらやまえいぞう　絵　松谷みよ子　文 童心社 800 1989

ねないこだれだ せなけいこ　作・絵 福音館書店 600 1969

のせてのせて 東光寺啓　絵　松谷みよ子　文 童心社 700 1969

ばいばい まついのりこ　作・絵 偕成社 600 1983

はけたよはけたよ 西巻茅子　絵　神沢利子　文 偕成社 1,000 1970

はっぱのおうち 林明子　絵　征矢清　作 福音館書店 800 1989

バルンくん こもりまこと　作 福音館書店 700 2003

ひまわり 和歌山静子　作 福音館書店 800 2006

ぴょーん まつおかたつひで　作・絵 ポプラ社 780 2000

ぶーぶーじどうしゃ 山本忠敬　作 福音館書店 700 1998

ぶーぶーぶー わきさかかつじ　絵　こかぜさち　文 福音館書店 700 2007

まいごになったぞう むらかみつとむ　絵　てらむらてるお　文 偕成社 1,000 1975

まり 広瀬弦　絵　谷川俊太郎　文 クレヨンハウス 1,200 2003

まるくておいしいよ こにしえいこ　作 福音館書店 700 1999

まるまる 中辻悦子　作 福音館書店 800 1998

まるまるころころ 織茂恭子　絵　得田之久　文 童心社 800 2007

もこ　もこもこ 元永定正　絵　谷川俊太郎　作 文研出版 1,300 1977

よくきたね 鎌田暢子　絵　松野正子　文 福音館書店 700 2009

りんご 鎌田暢子　絵　松野正子　文 童心社 600 1984

りんごがころん 奥田高文　写真　中川ひろたか　文 ブロンズ新社 850 2009

歳 向
け0 1 2あかちゃん基本
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しろくまちゃんの
ほっとけーき

わかやまけん　絵
森比左志
わだよしおみ　文
こぐま社

「ぽたあん　どろどろ　ぴちぴち」
おいしいホットケーキのできあがり。

エリック・
カール　作
もりひさし　訳
偕成社

きっとパパだったらお月さまをとっ
てくれる、と信じたくなる絵本です。

パパ、お月さまとって！

大村百合子　絵
中川李枝子　作
福音館書店

♪ぼくらのなまえはぐりとぐら♪メ
ロディをつけて楽しんでください。

ぐりとぐら

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
１１ぴきのねこ 馬場のぼる　著 こぐま社 1,200 1967
１４ひきのぴくにっく いわむらかずお　作 童心社 1,200 1986
３びきのくま バスネツォフ　絵　トルストイ　文　おがさわらとよき　訳 福音館書店 1,100 1962
９９９ひきのきょうだい 村上康成　絵　木村研　文 ひさかたチャイルド 1,000 1989
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 1,200 1967
アンガスとあひる マージョリー・フラック　作・絵　瀬田貞二　訳 福音館書店 1,100 1974
いそがしいよる さとうわきこ　作・絵 福音館書店 800 1987
いたずらこねこ レミイ・シャーリップ　絵　バーナディン・クック　文　まさきるりこ　訳 福音館書店 1,100 1964
いちご 平山和子　作 福音館書店 800 1989
いっすんぼうし 秋野不矩　絵　石井桃子　文 福音館書店 1,100 1965
いやいやえん 中川李枝子　作　大村百合子　絵 福音館書店 1,300 1962
エルマーのぼうけん R・S・ガネット　作　R・C・ガネット　絵　渡辺茂男　訳 福音館書店 1,200 1963
王さまと九人のきょうだい 赤羽末吉　絵　君島久子　訳 岩波書店 1,200 1969
おおかみと七ひきのこやぎ フェリクス・ホフマン　絵　グリム　原作　せたていじ　訳 福音館書店 1,400 1967
おおきなおおきなおいも 赤羽末吉　作・絵　市村久子　原案 福音館書店 1,200 1972
おおきなかぶ 佐藤忠良　画　Ａ・トルストイ　再話　内田莉莎子　訳 福音館書店 800 1966
おおきなもののすきなおうさま 安野光雅　作・絵 講談社 1,600 1976
おしゃべりなたまごやき 長新太　画　寺村輝夫　作 福音館書店 1,200 1972
おだんごぱん ロシア民話　脇田和　絵　瀬田貞二　訳 福音館書店 1,200 1966
おばけのバーバパパ アネット＝チゾン、タラス＝テイラー　作　やましたはるお　訳 偕成社 1,000 1972
おふろだいすき 林明子　絵　松岡享子　作　 福音館書店 1,300 1982
おやすみなさいフランシス ガース・ウイリアムズ　絵　ラッセル・ホーバン　文　まつおかきょうこ　訳 福音館書店 1,100 1966
かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック　作　じんぐうてるお　訳 冨山房 1,400 1975
かさじぞう 赤羽末吉　画　瀬田貞二　再話 福音館書店 800 1966
かちかちやま 赤羽末吉　画　おざわとしお　再話 福音館書店 1,200 1988
かにむかし 清水崑　絵　木下順二　作 岩波書店 1,600 1976
かばくん 中谷千代子　画　岸田衿子　作 福音館書店 800 1966
からすのパンやさん かこさとし　絵・文 偕成社 1,000 1973
きつねのホイティ シビル・ウェッタシンハ　作　まつおかきょうこ　訳 福音館書店 1,300 1994
キャベツくん 長新太　文・絵　 文研出版 1,300 1980
きょだいな　きょだいな 降矢なな　絵　長谷川摂子　作 福音館書店 800 1994
くまのコールテンくん ドン・フリーマン　作　まつおかきょうこ　訳 偕成社 1,200 1975
ぐりとぐら 大村百合子　絵　中川李枝子　作 福音館書店 800 1967
ぐるんぱのようちえん 堀内誠一　絵　西内ミナミ　文 福音館書店 800 1966
くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ　文・絵　石井桃子　訳 岩波書店 1,000 1986
こいぬがうまれるよ ウェクスラー　写真　ジョアンナ・コール　文　つぼいいくみ　訳 福音館書店 900 1982
こすずめのぼうけん 堀内誠一　画　ルース・エインズワース　作　石井桃子　訳 福音館書店 800 1977
こんとあき 林明子　作 福音館書店 1,300 1989
サラダでげんき 長新太　絵　角野栄子　作 福音館書店 800 2005
サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー　文・絵　石井桃子　訳 岩波書店 1,700 1986

めっきらもっきら
どおんどん

島根県出身の絵本作家長谷川摂子さ
んの作品。ちょっとこわくて不思議で
面白い絵本です。

ふりやなな　画
長谷川摂子　作
福音館書店

はらぺこあおむし

エリック・
カール　作
もりひさし　訳
偕成社

色あざやかなしかけ絵本。最後の
ちょうちょの場面では子どもたちの歓
声があがります。

ぼく、だんごむし

“しぜんのそうじや” だんごむし。
植物や死んだ虫、石やコンクリートも
食べるんだ。

たかはしきよし
絵
得田之久　文
福音館書店

幼児基本 歳 向
け3 4 5 6
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読み聞かせでも楽しめる児童書２冊。５・６歳になったら、し
おりをはさんで、毎日少しずつ読んであげてください。

エルマーのぼうけん

中川李枝子　作
大村百合子　絵
福音館書店

R・S・ガネット　作
R・C・ガネット　絵
渡辺茂男　訳
福音館書店

いやいやえん

佐藤忠良　画
Ａ・トルストイ
再話
内田莉莎子　訳
福音館書店

「うんとこしょ　どっこいしょ」繰
り返しの楽しいロシアの絵本です。

おおきなかぶ

赤羽末吉　画
おざわとしお
再話
福音館書店

ばあさまをだまして食べてしまっ
た、悪いたぬきをやっつけるウサギの
話。日本の昔話絵本。

かちかちやま

赤羽末吉　絵
君島久子　訳
岩波書店

無理難題をふっかける王さまを、９
人のきょうだいがつぎつぎと負かして
いく痛快な、中国の小数民族の民話絵
本です。

王さまと九人の
きょうだい

マーシャ・
ブラウン　絵
せたていじ　訳
福音館書店

こわいトロルを、おおきいやぎが
こっぱみじんにやっつける子どもたち
に大人気の北欧民話絵本です。

三びきのやぎの
がらがらどん

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
三びきのこぶた 山田三郎　絵　瀬田貞二　訳 福音館書店 800 1967
三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン　絵　せたていじ　訳 福音館書店 1,100 1965
ジオジオのかんむり 中谷千代子　絵　岸田衿子　作 福音館書店 800 1978
しずかなおはなし ウラジミル・レーベデフ　絵　サムイル・マルシャーク　文　うちだりさこ　訳 福音館書店 1,100 1963
しょうぼうじどうしゃじぷた 山本忠敬　絵　渡辺茂男　作 福音館書店 800 1966
しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん　絵　森比左志　わだよしおみ　文 こぐま社 800 1972
スイミー レオ・レオニ　作　谷川俊太郎　訳 好学社 1,456 1969
すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー　作　いまえよしとも　訳 偕成社 1,200 1969
せんたくかあちゃん さとうわきこ　作・絵 福音館書店 800 1982
そらいろのたね おおむらゆりこ　絵　なかがわりえこ　文 福音館書店 800 1967
そらまめくんのベッド なかやみわ　作・絵 福音館書店 743 1999
だいくとおにろく 赤羽末吉　画　松居直　再話 福音館書店 800 1967
だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子　作・絵 福音館書店 800 1967
タンゲくん 片山健　作 福音館書店 1,200 1992
ちいさなねこ 横内襄　絵　石井桃子　作 福音館書店 800 1967
ちいさなヒッポ マーシャ・ブラウン　作　うちだりさこ　訳 偕成社 1,200 1983
ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン　作　いわたみみ　訳 ほるぷ出版 1,250 1978
ティッチ パット・ハッチンス　作・絵　いしいももこ　訳 福音館書店 1,100 1975
てぶくろ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ　絵　うちだりさこ　訳 福音館書店 1,000 1965
どうながのプレッツエル H．A．レイ　絵　マーグレット・レイ　文　わたなべしげお　訳 福音館書店 1,100 1978
とべバッタ 田島征三　作 偕成社 1,400 1988
どろんこハリー マーガレット・ブロイ・グレアム　絵　ジーン・ジオン　文　わたなべしげお　訳 福音館書店 1,200 1964
ねずみくんのチョッキ 上野紀子　絵　なかえよしを　作 ポプラ社 1,000 1974
はじめてのおつかい 林明子　絵　筒井頼子　作 福音館書店 800 1977
はたらきもののじょせつしゃけいてぃー バージニア・リー・バートン　文・絵　いしいももこ　訳 福音館書店 1,200 1978
はなをくんくん マーク・シーモント　絵　ルース・クラウス　文　きじまはじめ　訳 福音館書店 1,100 1967
パパ、お月さまとって！ エリック・カール　作　もりひさし　訳 偕成社 1,600 1986
はらぺこあおむし エリック・カール　作　もりひさし　訳 偕成社 1,200 1976
ピーターのいす エズラ＝ジャック＝キーツ　作・画　木島始　訳 偕成社 1,200 1969
ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター　作・絵　いしいももこ　訳 福音館書店 700 1971
ピッツァぼうや ウィリアム・スタイグ　作　木坂涼　訳 らんか社 1,500 2000(復刊)
ひとまねこざる Ｈ・Ａ・レイ　文・絵　光吉夏弥　訳 岩波書店 1,300 1983
ふしぎなたけのこ 瀬川康男　絵　松野正子　作 福音館書店 800 1966
へんしんトンネル あきやまただし　作・絵 金の星社 1,200 2002
ぼく、だんごむし たかはしきよし　絵　得田之久　文 福音館書店 900 2005
ぼくにげちゃうよ クレメント・G・ハード　絵　マーガレット・W・ブラウン　文　いわたみみ　訳 ほるぷ出版 1,000 1976
ぼくのくれよん 長新太　作・絵 講談社 1,400 1993(復刊)
まっくろネリノ ヘルガ＝ガルラー　作　やがわすみこ　訳 偕成社 1,000 1973
マドレーヌといぬ 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 1,300 1973
みんなうんち 五味太郎　作 福音館書店 900 1981
むしたちのうんどうかい 久住卓也　絵　得田之久　文 童心社 1,300 2001
めっきらもっきらどおんどん ふりやなな　画　長谷川摂子　作 福音館書店 800 1990
めのまどあけろ 長新太　絵　谷川俊太郎　作 福音館書店 800 1984
ももたろう 赤羽末吉　画　松居直　文 福音館書店 1,100 1965
もりのかくれんぼう 林明子　絵　末吉暁子　作 偕成社 1,000 1978
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 1,000 1963
やさいのおなか きうちかつ　作・絵 福音館書店 1,000 1997
ラチとらいおん マレーク・ベロニカ　文・絵　とくながやすもと　訳 福音館書店 1,100 1965
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 1,100 1968
わたしのワンピース にしまきかやこ　絵・文 こぐま社 1,100 1969

幼児基本 歳 向
け3 4 5 6
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いわむらかずお　絵
山下明生　作
ひさかたチャイルド

春、ねずみのちゅうがっこうへ入園する 7つ
子たち。毛糸のせんろを「ちゅーちゅーごー
ごー」ねずみのでんしゃがはしります。

ねずみのでんしゃ

コッコさんとあめふり
片山健　作・絵
福音館書店

雨ふりの毎日。コッコさんはてるてるぼうず
を作って、「あしたてんきにしてください」と
お願いしました。

だるまちゃんとかみなりちゃん
加古里子　作・絵
福音館書店

空の上のかみなり公園のプールにつれて
いってもらっただるまちゃん。かみなり
ちゃんと楽しく遊びました。

つららがぽーっとん
藤枝つう　絵
小野寺悦子　文
福音館書店

「ぽーっとん、ぽーっとん」つららの音が、
春が近いかどうか教えてくれます。

モチモチの木
滝平二郎　絵
斎藤隆介　作
岩崎書店

おくびょうな豆太がじさまを助けるために寒
い夜道を医者さまを呼びにいくと、モチモチの
木に火がついて…。

たのしいふゆごもり
片山健　絵
片山令子　作
福音館書店

雪がふる前にふゆごもりの用意をするく
まの親子のおはなし。

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
ありとすいか たむらしげる　作・絵 ポプラ社 1,300 2002(復刊)
いちごばたけのちいさなおばあさん 中谷千代子　絵　わたりむつこ　作 福音館書店 800 1983
うみべのハリー マーガレット・ブロイ・グレアム　絵　ジーン・ジオン　文　わたなべしげお　訳 福音館書店 1,200 1967
おたまじゃくしの１０１ちゃん 加古里子　絵・文 偕成社 1,000 1973
おなべおなべにえたかな？ こいでやすこ　作 福音館書店 800 1997
だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子　作・絵 福音館書店 800 1968
たんぽぽ 甲斐信枝　作・絵 金の星社 1,300 1984
なつのいちにち はたこうしろう　作 偕成社 1,000 2004
ねずみのでんしゃ いわむらかずお　絵　山下明生　作 ひさかたチャイルド 800 1982
わにわにのおでかけ 山口マオ　絵　小風さち　文 福音館書店 800 2007

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
あめふりあっくん 浜田桂子　著 佼成出版社 1,300 2009
おじさんのかさ 佐野洋子　作・絵 講談社 1,400 1992（復刊）
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 1,400 2007（復刊）
くんちゃんとにじ ドロシー・マリノ　作　まさきるりこ　訳 ペンギン社 950 1984
コッコさんとあめふり 片山健　作・絵 福音館書店 800 2003
しもばしら 野坂勇作　作 福音館書店 900 2004
ぞうくんのおおかぜさんぽ なかのひろたか　作・絵 福音館書店 800 2010
つららがぽーっとん 藤枝つう　絵　小野寺悦子　文 福音館書店 800 2009
ぽとんぽとんはなんのおと 平山英三　絵　神沢利子　作 福音館書店 800 1985
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 1,300 1998

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
おちばがおどる いとうひろし　作 ポプラ社 950 2003
きつねのおふろ 国松エリカ　作・絵 偕成社 1,200 1995
さつまのおいも 村上康成　絵　中川ひろたか　文 童心社 1,300 1995
ざぼんじいさんのかきのき 織茂恭子　絵　すとうあさえ　文 岩崎書店 1,300 2000
たのしいふゆごもり 片山健　絵　片山令子　作 福音館書店 1,200 1991
だるまちゃんとうさぎちゃん 加古里子　作・絵 福音館書店 800 1977
どうぞのいす 柿本幸造　絵　香山美子　作 ひさかたチャイルド 1,000 1981
モチモチの木 滝平二郎　絵　斎藤隆介　作 岩崎書店 1,400 1971
もりのてぶくろ ナターリヤ・チャルーシナ　絵　八百板洋子　文 福音館書店 800 2010
ゆきのひ エズラ＝ジャック＝キーツ　文・絵　木島始　訳 偕成社 1,200 1969

テーマ おてんき

テーマ はる・なつ

テーマ あき・ふゆ
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よもぎだんご
さとうわきこ　作
福音館書店

ばばばあちゃん。春の野原で子どもたちとよ
もぎをとって、よもぎだんごを作りました。

サンドイッチサンドイッチ
小西英子　作
福音館書店

ふわふわパンにハムにチーズにトマトをのせ
てサンドイッチをつくろう！

十二支のはじまり
山口マオ　絵
長谷川摂子　文
岩波書店

えとのいわれの昔話。ね、うし、寅、卯…。
てのひらむかしばなしシリーズの小さいサイズ
の絵本。

でんしゃでいこう
　　　でんしゃでかえろう

間瀬なおかた　作・絵
ひさかたチャイルド

雪景色からトンネルをぬけると菜の花畑へ。
「デデンドドン」電車が走ります。

のろまなローラー
山本忠敬　絵
小出正吾　作
福音館書店

おもい車をころがして道をなおす、働く車、
ローラーくん。

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
14 ひきのおつきみ いわむらかずお　作 童心社 1,200 1988
ぐりとぐらのおきゃくさま 山脇百合子　絵　中川李枝子　文 福音館書店 800 1967
たなばた 初山滋　画　君島久子　再話 福音館書店 800 1977
だんだんのみ　てのひらむかしばなし 福知伸夫　絵　長谷川摂子　文 岩波書店 760 2004
ちいさなろば 酒井信義　画　ルース・エインズワース　作　石井桃子　訳 福音館書店 800 2002
ちびっこ ちびおに 若山憲　絵　あまんきみこ　文 偕成社 1,200 1975
のはらのひなまつり 岩村和朗　絵　神沢利子　作 金の星社 1,800 1980
みるなのくら 赤羽末吉　画　おざわとしお　再話 福音館書店 1,300 1989
ゆうびんやのくまさん フィービ・ウォージントン　セルビ・ウォージントン　作・絵　まさきるりこ　訳 福音館書店 900 1987
十二支のはじまり　てのひらむかしばなし 山口マオ　絵　長谷川摂子　文 岩波書店 760 2004

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
おかえし 織茂恭子　絵　村山桂子　作 福音館書店 800 1989
おばあちゃんのおはぎ 野村たかあき　作・絵 佼成出版社 1,300 2011
おまたせクッキー パット = ハッチンス　作　乾侑美子　訳 偕成社 1,200 1987
きょうのおべんとうなんだろな やまわきゆりこ　絵　きしだえりこ　作 福音館書店 800 1994
サンドイッチサンドイッチ 小西英子　作 福音館書店 800 2008
とらばあちゃんのうめしごと 垂石眞子　絵　いちかわけいこ　文 アリス館 1,400 2010
なにをたべてきたの 長野博一　絵　岸田衿子　文 佼成出版社 1,300 1978
ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン　作　福本友美子　訳 光村教育図書 1,400 2006
よもぎだんご さとうわきこ　作 福音館書店 900 1989
わにわにのごちそう 山口マオ　絵　小風さち　文 福音館書店 800 2007

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
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　むらおかはなこ　訳 福音館書店 1,200 1961
ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム　作　みつよしなつや　訳 ほるぷ出版 1,200 1976
ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキー　文・絵　わたなべしげお　訳 福音館書店 900 1970
でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬 なおかた　作・絵 ひさかたチャイルド 1,000 2002
とべ！ちいさいプロペラき 山本忠敬　絵　小風さち　作 福音館書店 800 2000
のろまなローラー 山本忠敬　絵　小出正吾　作 福音館書店 800 1967
ふねがきた！ 笠野裕一　作 福音館書店 800 2010
ぼくひこうきにのったんだ おおともやすお　絵　わたなべしげお　作 あかね書房 1,165 1986
みんなで！どうろこうじ 鈴木まもる　絵　竹下文子　作 偕成社 1,000 2010
やまのバス 村田エミコ　画　内田麟太郎　文 佼成出版社 1,300 2009

14 ひきのおつきみ
いわむらかずお　作
童心社

「おつきさん、ありがとう　たくさんのみの
りをありがとう」日本のお月見の行事を描いた
14ひきのねずみシリーズ。

テーマ たべもの

テーマ のりもの

テーマ ぎょうじ
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長新太　作
福音館書店

「ぶおおーん」「ぷう」「ぷお」みんな、おな
らをするんだよ。おならについてわかる科学絵
本。

おなら

ざりがに
吉崎正巳　文・絵
須甲鉄也　監修
福音館書店

ざりがにの脱
だっ

皮
ぴ

や結婚、子育てが子どもにわ
かりやすく描かれた科学絵本。

おっぱい
みやにしたつや　作・絵
鈴木出版

ぞうさん、ねずみさん、ぶたさん、みんなおっ
ぱいのんで大きくなあれ。

たこなんかじゃないよ
秋野亥左牟　絵
秋野和子　文
福音館書店

海の中で、まわりの色にあわせて、体の色を
かえて身を守る、たこ。

ちょっとだけ
鈴木永子　絵
瀧村有子　作
福音館書店

「ママ、ちょっとだけだっこして。」赤ちゃん
が生まれておねえちゃんになった、なっちゃん
のけなげな様子が描かれた絵本。

おかあさんがおかあさんになった日

長野ヒデ子　作
童心社

あなたが生まれた日。おかあさんがおかあさ
んになった日。

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
いーはとあーは やぎゅうげんいちろう　作 福音館書店 800 2003
うんこ日記 川端誠　作　村中李衣　作 BL出版 1,200 2004
おっぱい みやにしたつや　作・絵 鈴木出版 1,100 1990
おなら 長新太　作 福音館書店 900 1983
およぐ なかのひろたか　作 福音館書店 900 1981
からだのなかでドゥンドゥンドゥン あべ弘士　絵　木坂涼　文 福音館書店 800 2008
てとてとてとて 浜田桂子　作 福音館書店 1,500 2008
てのひらおんどけい 杉田比呂美　絵　浜口哲一　文 福音館書店 800 2009
はははのはなし 加古里子　文・絵 福音館書店 900 1972
まえむきよこむきうしろむき いのうえようすけ　絵・文 福音館書店 800 2008

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
ありこのおつかい 中川宗弥　絵　石井桃子　作 福音館書店 1,300 1968
かばががばー 内山晟　写真撮影　堀浩　監修 ひさかたチャイルド 1,200 2009
くわがたむし 安永一正　絵・文 フレーベル館 1,000 2007
ごきげんならいおん ロジャー・デュボアザン　絵　ルイーズ・ファティオ　文　むらおかはなこ　訳 福音館書店 1,100 1964
ざりがに 吉崎 正巳　文・絵　須甲鉄也　監修 福音館書店 900 1976
たこなんかじゃないよ 秋野亥左牟　絵　秋野和子　文 福音館書店 ― 2005
ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい　写真・文 ポプラ社 1,200 2002
ぼく、あぶらぜみ たかはしきよし　絵　得田之久　文 福音館書店 900 2008
ぼくんちのゴリ 笠野裕一　作 福音館書店 900 2011
むしたちのさくせん 得田之久　絵　宮武頼夫　文 福音館書店 900 2000

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
あさえとちいさいいもうと 林明子　絵　筒井頼子　作 福音館書店 800 1982
おおきくなるっていうことは 村上康成　絵　中川ひろたか　文 童心社 1,300 1999
おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子　作 童心社 1,300 1993
おじいちゃんのごくらくごくらく 長谷川義史　絵　西本鶏介　作 鈴木出版 1,200 2006
おとうさんがおとうさんになった日 長野ヒデ子　作 童心社 1,300 2002
おとうさんはパンやさん 鈴木まもる　絵　平田昌広　作 佼成出版社 1,300 2010
おもしろとうさん さとうわきこ　絵・作 フレーベル館 1,200 1996
コッコさんのともだち 片山健　作・絵 福音館書店 800 1991
しんせつなともだち 村山知義　画　方軼羣　作　君島久子　訳 福音館書店 800 1987
ちょっとだけ 鈴木永子　絵　瀧村有子　作 福音館書店 800 2007

テーマ からだ

テーマ かぞく・ともだち

テーマ どうぶつ・むし
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びっくりまつぼっくり
堀川理万子　絵
多田多恵子　文
福音館書店

まつぼっくりってちぢんだり、ひろがったり
するんだ、不思議だよ。

さくら
矢間芳子　絵・構成
長谷川摂子　文
福音館書店

桜の春、夏、秋、冬。やさしい文章と細やか
な絵で描かれた美しい絵本。

どろだんご
のさかゆうさく　絵
たなかよしゆき　文
福音館書店
どろだんごを作ろう！ぴかぴか光るどろだん

ご。かたくてこわれないどろだんご。きみも作
れるかな？

こっぷ
今村昌昭　写真
谷川俊太郎　文
福音館書店

こっぷでわかる不思議や科学。

くわずにょうぼう
赤羽末吉　画
稲田和子　再話
福音館書店

よく働いてめしを食わないにょうぼうは、実
は鬼ばばでした。しょうぶやよもぎの季節に読
みたい日本の昔話絵本。

マーシャとくま
E・ラチョフ　絵
M・ブラートフ　再話
うちだりさこ　訳
福音館書店
森でまいごになり、くまにつかまってしまっ

たマーシャ。かしこいマーシャはくまから逃げ
る方法を考え出します。ロシアの昔話絵本。

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
おおきなきがほしい 村上勉　絵　佐藤さとる　文 偕成社 1,000 1971
くるくるくるみ 松岡達英　作・絵 そうえん社 1,200 2007
さくら 矢間芳子　絵・構成　長谷川摂子　文 福音館書店 900 2010
ざっそう 甲斐信枝　文・絵 福音館書店 900 1976
たんぽぽ 平山和子　文・絵　北村四郎　監修 福音館書店 900 1976
つくし 甲斐信枝　作 福音館書店 900 1997
はちうえはぼくにまかせて マーガレット・ブロイ・グレアム　絵　ジーン・ジオン　作 ペンギン社 1,200 1981
はっぱじゃないよぼくがいる 姉崎一馬　文・写真 アリス館 1,400 2006
びっくりまつぼっくり 堀川理万子　絵　多田多恵子　文 福音館書店 800 2010
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 900 1990

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
あそぼうあそぼうおとうさん 浜田桂子　作 福音館書店 900 1997
こっぷ 今村昌昭　写真　谷川俊太郎　文 福音館書店 900 1976
じゃぐちをあけると しんぐうすすむ　作 福音館書店 800 2009
しろいかみのサーカス いちかわかつひろ　写真　たにうちつねお　作 福音館書店 800 2009
しんぶんしでつくろう よしだきみまろ　作 福音館書店 900 1990
てじな 土屋富士夫　作 福音館書店 800 2007
どろだんご のさかゆうさく　絵　たなかよしゆき　文 福音館書店 800 2002
ノマはちいさなはつめいか チョウ ミエ　絵　ヒョン ドク　文　かみやにじ　訳 講談社 ― 2010
みずたまレンズ 今森光彦　作 福音館書店 900 2008
わゴムはどのくらいのびるかしら ? ジェリー・ジョイナー　絵　マイク・サーラー　文　岸田衿子　訳 ほるぷ出版 1,200 1976

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
うまかたやまんば 赤羽末吉　画　おざわとしお　再話 福音館書店 1,200 1988
うらしまたろう 秋野不矩　画　時田史郎　再話 福音館書店 1,000 1974
かたあしのひよこ いとうひろし　絵　水谷章三　文 ほるぷ出版 1,450 1992
くわずにょうぼう 赤羽末吉　画　稲田和子　再話 福音館書店 800 1980
とらとほしがき パク・ジェヒョン　再話・絵　おおたけきよみ　訳 光村教育図書 1,600 2006
ふくろうのそめものや 和歌山静子　絵　松谷みよ子　文 童心社 800 1991
ふしぎなしろねずみ ユン ミスク　絵　チャン チョルムン　文　かみやにじ　訳 岩波書店 1,500 2009
ブレーメンのおんがくたい ハンス・フィッシャー　絵　グリム　原作　せたていじ　訳 福音館書店 1,400 1964
マーシャとくま E・ラチョフ　絵　M・ブラートフ　再話　うちだりさこ　訳 福音館書店 1,100 1963
やまなしもぎ 太田大八　画　平野直　再話 福音館書店 1,200 1977

テーマ しょくぶつ

テーマ むかしばなし

テーマ かがく・あそび



10

馬場のぼる　著
こぐま社

しりとりの言葉遊び絵本。子どもは言葉遊び
が大好き。しりとりして遊びましょう。

ぶたたぬききつねねこ

どこへいくの？ともだちにあいに！
いわむらかずお　作S
エリック・カール　作
童心社
同じ内容をいわむらかずおは日本語、エリッ

ク・カールは英語の文章に絵をつけました。前
からも後ろからも読めて、2人の絵が真ん中で
出会います。

はらぺこあおむし
点字つきさわる絵本
エリック・カール　作
もりひさし　訳
偕成社
布やいろいろな紙でできた 27×34cm大の

豪華で大きなさわる絵本。点字つきです。（こ
の本は取次経由での一般流通をしていません。）

10 ぱんだ
岩合光昭　写真
岩合日出子　文
福音館書店

かわいいパンダを 1パンダ、2パンダ、数え
よう。

おばけのてんぷら
せなけいこ　作・絵
ポプラ社

うさこは、うっかりめがねのてんぷらを作っ
てしまいました。おばけのてんぷらも…。

まあちゃんのまほう
たかどのほうこ　作
福音館書店

まあちゃんのまほうでたぬきになったおかあ
さん。なんだかいつものおかあさんと違うみた
い…。

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
1・2・3 どうぶつえんへ エリック・カール　構成・絵 偕成社 1,200 1970
10 ぱんだ 岩合光昭　写真　岩合日出子　文 福音館書店 900 2007
あいうえおうた 降矢なな　絵　谷川俊太郎　文 福音館書店 800 1999
あっちゃんあがつく　たべものあいうえお さいとうしのぶ　作　みねよう　原案 リーブル 1,800 2001
カニツンツン 元永定正　絵　金関寿夫　文 福音館書店 800 2001
これはおひさま 大橋歩　絵　谷川俊太郎　文 復刊ドットコム 1,400 2012(復刊)
さよならさんかく わかやまけん　絵　森比左志　わだよしおみ　文 こぐま社 800 1977
ぶたたぬききつねねこ 馬場のぼる　著 こぐま社 1,000 1978
まめのかぞえうた 和歌山静子　絵　西内ミナミ　作 鈴木出版 ― 2004
木いちごつみ 山脇百合子　絵　岸田衿子　詩 福音館書店 1,100 1983

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
きかんしゃトーマスなかまがいっぱい　てんじつきさわるえほん 小学館 900 2007
これ、なあに？改訂新装版（さわる絵本） バージニア・アレン・イエンセン　ドーカス・ウッドリー・ハラー　作　きくしまいくえ　訳 偕成社 2,800 1979
さわってごらんピーターラビット　さわるしかけえほん ビアトリクス・ポター　作　きたむらまさお　訳 大日本絵画 1,600 2005
ちびまるのぼうけん フィリップ・ヌート　作・絵　山内清子　訳 偕成社 2,900 1981
どこへいくの？ともだちにあいに！ いわむらかずお　作　エリック・カール　作 童心社 1,700 2001
はらぺこあおむし　点字つきさわる絵本 エリック・カール　作　もりひさし　訳 偕成社 8,000 2007
はらぺこあおむし（英語でもよめる） エリック・カール　作　もりひさし　訳 偕成社 1,600 2006
ひとまねこざるの ABC H．A．レイ　文・絵　山下明生　訳 岩波書店 1,600 1992
まめうしくんと ABC あきやまただし　作・絵 PHP研究所 1,200 2009

書　名 著　者 出版社 本体価格 出版年
おしいれのぼうけん ふるたたるひ　作　たばたせいいち　画 童心社 1,300 1974
おっきょちゃんとかっぱ 降矢奈々　絵　長谷川摂子　文 福音館書店 800 1997
おなかがすいた（きょうりゅうペペのぼうけん） ヒサクニヒコ　作・絵 草炎社 1,200 2006
おばけのてんぷら せなけいこ　作・絵 ポプラ社 1,200 1976
おまえうまそうだな 宮西達也　作・絵 ポプラ社 1,200 2003
じごくのそうべえ 田島征彦　作 童心社 1,400 1978
つきよのかいじゅう 長新太　作 佼成出版社 1,359 1990
ふしぎなナイフ 福田隆義　絵　中村牧江・林建造　作 福音館書店 800 1997
まあちゃんのまほう たかどのほうこ　作 福音館書店 800 2003
ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・スタイグ　作　せたていじ　訳 評論社 1,300 1975

テーマ バリアフリー

テーマ こわい・ふしぎ

テーマ ことば・かず



島根県立図書館
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図書館名 電話番号 図書館名 電話番号

島根県立図書館 0852-22-5725 江津市図書館 0855-52-0551

島根県立図書館西部読書普及センター 0855-23-6785 江津市図書館桜江分館 0855-92-0300

安来市立図書館 0854-22-2574 浜田市立浜田図書館 0855-22-0480

はくた文化学習館中央図書室 0854-37-0050 浜田市立金城図書館 0855-42-1823

松江市立中央図書館 0852-27-3220 浜田市立旭図書館 0855-45-1440

松江市立島根図書館 0852-85-9088 益田市立図書館 0856-22-4222

松江市立東出雲図書館 0852-52-3297 益田市立美都図書館 0856-52-2481

雲南市立木次図書館 0854-42-1021 飯南町立図書館 0854-72-0301

雲南市立大東図書館 0854-43-6131 かわもと図書館 0855-72-0025

雲南市立加茂図書館 0854-49-8739 邑南町立図書館 0855-83-1760

出雲市文化環境部出雲中央図書館子ども読書推進係 0853-21-6266 邑南町立図書館石見分館 0855-95-1044

出雲市立出雲中央図書館 0853-21-0487 邑南町立図書館羽須美分館 0855-88-0001

出雲市立平田図書館 0853-63-4010 津和野町立津和野図書館 0856-72-0155

出雲市立佐田図書館 0853-84-9050 津和野町立日原図書館 0856-74-0302

出雲市立海辺の多伎図書館 0853-86-7077 吉賀町立図書館 0856-77-1850

出雲市立湖陵図書館 0853-43-3309 海士町中央図書館 08514-2-1221

出雲市立大社図書館 0853-53-6510 隠岐の島町図書館 08512-2-2341

出雲市立ひかわ図書館 0853-73-3990 奥出雲町農村環境改善センター図書室 0854-54-2083

大田市立大田市中央図書館 0854-84-9200 美郷町立図書館 0855-75-1270

大田市立仁摩図書館 0854-88-4646 西ノ島町中央公民館図書室 08514-6-0171

大田市立温泉津図書館 0855-65-2177 知夫村教育委員会 08514-8-2301

県内公共図書館等一覧

リストに掲載している絵本の画像は、㈱図書館流通センターに提供していただきました。
ホームページ掲載にあたり、各出版社の許諾を得ています。


