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３ お薦めの絵本リスト 

【１歳～２歳の子どもに読んであげたい本のリスト】 

遊びを楽しむ絵本 

言葉を聞く楽しさや喜びを！ 

 本の題 作者 出版社 

１ うさちゃんとどうぶつえん ディック・ブルーナ 福音館書店 

２ ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか 福音館書店 

３ いちご 平山 和子 福音館書店 

４ しゅっぱつしんこう！ 山本 忠敬 福音館書店 

５ きんぎょが にげた 五味 太郎 福音館書店 

６ たまごのあかちゃん かんざわ としこ 福音館書店 

７ いたいのいたいの とんでいけ！ 山岡 ひかる 絵本館 

８ たべたの だあれ 五味 太郎 文化出版局 

９ だるまさんが かがくい ひろし ブロンズ新社 

１０ つみき 中川 ひろたか 金の星社 

１１ まるさんかくぞう 及川賢治・竹内繭子 文溪堂 

１２ くんくん、いいにおい たしろ ちさと グランまま社 

１３ あかい ふうせん イエラ・マリ ほるぷ出版 

１４ ぎゅっ ジェズ・オールバラ 徳間書店 

１５ おばけなんてないさ せな けいこ ポプラ社 

出典：読み方からおススメまで 絵本ガイド 

発行：全日本私立幼稚園連合会 

（公財）全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

★０～１歳の赤ちゃんに読んであげたい本のリストは、プログラム

Ｎｏ 「親子のスキンシップを深めよう！」に掲載。 
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【２歳～３歳の子どもに読んであげたい本のリスト】 

日常生活に添った絵本を！ 

繰り返しが大切！ 

 本の題 作者 出版社 

１ おおきなかぶ Ａ・トルストイ 福音館書店 

２ かじだ、しゅつどう 山本 忠敬 福音館書店 

３ ひまわり 和歌山 静子 福音館書店 

４ ちいさなねこ 石井 桃子 福音館書店 

５ おやすみなさいコッコさん 片山 健 福音館書店 

６ てぶくろ エウゲーニ・Ｍ・ラチョフ 福音館書店 

７ いろいろ ばあ 新井 洋行 えほんの社 

８ めの まど あけろ 谷川 俊太郎 福音館書店 

９ うずらちゃんのかくれんぼ きもと ももこ 福音館書店 

１０ 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 

１１ なにをたべてきたの？ 岸田 衿子 佼成出版社 

１２ 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 

１３ ぞうはどこへいった？ 五味 太郎 偕成社 

１４ わたしのワンピース にしまき かやこ こぐま社 

１５ せんろはつづく 竹下 文子 金の星社 

出典：読み方からおススメまで 絵本ガイド 

発行：全日本私立幼稚園連合会 

（公財）全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

★０～１歳の赤ちゃんに読んであげたい本のリストは、プログラム

Ｎｏ 「親子のスキンシップを深めよう！」に掲載。 
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【３歳～４歳の子どもに読んであげたい本のリスト】 

「物語絵本」が主役に！ 

絵と文がうまくとけ合った絵本を！ 

 本の題 作者 出版社 

１ どうぞのいす 香山 美子 ひさかたチャイルド 

２ ねずみくんのチョッキ なかえ よしを ポプラ社 

３ ラチとらいおん マレーク・ベロニカ 福音館書店 

４ サンドイッチ サンドイッチ 小西 英子 福音館書店 

５ もりのなか マリー・ホール・エッツ 福音館書店 

６ そらまめくんのベッド なかや みわ 福音館書店 

７ めっきらもっきら どおんどん 長谷川 摂子 福音館書店 

８ みんなうんち 五味 太郎 福音館書店 

９ 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 

１０ おっとっと 木坂 涼 講談社 

１１ ゆうびんやさん おねがいね サンドラ・ホーニング 徳間書店 

１２ もう ぬげない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 

１３ おかあしゃん。はぁい。 くすのき しげのり 佼成出版社 

１４ ちょっとだけ まいご クリス・ホートン ＢＬ出版 

１５ どんぐり エドワード・ギブス 光村教育図書 

出典：読み方からおススメまで 絵本ガイド 

発行：全日本私立幼稚園連合会 

（公財）全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

★０～１歳の赤ちゃんに読んであげたい本のリストは、プログラム

Ｎｏ 「親子のスキンシップを深めよう！」に掲載。 
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【４歳～５歳の子どもに読んであげたい本のリスト】 

絵本が想像力を育てます！ 

 

 本の題 作者 出版社 

１ おおきくなるっていうことは 中川 ひろたか 童心社 

２ からすのパンやさん かこ さとし 偕成社 

３ ちいさな き 神沢 利子 福音館書店 

４ ねこざかな わたなべ ゆういち フレーベル館 

５ ごろごろ にゃーん 長 新太 福音館書店 

６ こすずめのぼうけん ルース・エインズワース 福音館書店 

７ やさしいライオン やなせ たかし フレーベル館 

８ やっぱりおおかみ ささき まき 福音館書店 

９ 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 

１０ どこいったん ジョン・クラッセン クレヨンハウス 

１１ すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 

１２ くれよんのくろくん なかや みわ 童心社 

１３ まって アントワネット 

・ポーティス 

あすなろ書房 

１４ よるのかえりみち みやこし あきこ 偕成社 

１５ まじょのほうき さとう めぐみ ハッピーオウル社 

出典：読み方からおススメまで 絵本ガイド 

発行：全日本私立幼稚園連合会 

（公財）全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

★０～１歳の赤ちゃんに読んであげたい本のリストは、プログラム

Ｎｏ 「親子のスキンシップを深めよう！」に掲載。 
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【５歳～６歳の子どもに読んであげたい本のリスト】 

夢中になれる１冊の絵本を見つけましょう！ 

６歳児には、長い物語（童話）を読んであげましょう！ 

 本の題 作者 出版社 

１ １１ぴきのねこ 馬場 のぼる こぐま社 

２ おしいれのぼうけん ふるた たるひ 

たばた せいいち 

童心社 

３ うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上 八千世 ほるぷ出版 

４ よあけ ユリー・シュルヴィッツ 福音館書店 

５ エルマーのぼうけん ルース・スタイルス 

・ガネット 

福音館書店 

６ さっちゃんのまほうのて たばた せいいち 偕成社 

７ わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 評論社 

８ おちゃべりな たまごやき 寺村 輝夫 福音館書店 

９ ちいさいおうち バージニア・リー 

・バートン 

岩波書店 

１０ としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 岩崎書店 

１１ スーホの白い馬 大塚 勇三 福音館書店 

１２ ことばあそびうた 谷川 俊太郎 福音館書店 

１３ もっちゃう もっちゃう 

もうもっちゃう 

土屋 富士夫 徳間書店 

１４ １００万回生きたねこ 佐野 洋子 講談社 

１５ おおきな おおきな おいも （原案）市村 久子 

（作）赤羽 末吉 

福音館書店 

出典：読み方からおススメまで 絵本ガイド 

発行：全日本私立幼稚園連合会 

（公財）全日本私立幼稚園幼児教育研究機構 

 

                                   

 

 

 

★０～１歳の赤ちゃんに読んであげたい本のリストは、プログラム

Ｎｏ 「親子のスキンシップを深めよう！」に掲載。 


