
子どもの成長段階に応じた推奨図書　リスト　【 ３　幼児対象：３歳児～ 】

Ｎｏ タイトル 責任表示 出版者 ISBN
価格

(2021年9

月調べ)

備考

1 あかいかさ ロバート・ブライト∥

さく

しみずまさこ∥やく

ほるぷ出版 978-4-593-10181-8 1,000

2 あかいふうせん イエラ・マリ∥作 ほるぷ出版 978-4-593-50027-7 1,300

3 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 978-4-579-40148-2 1,300

4 おふろだいすき(日本傑作絵本

シリーズ)

松岡享子∥作

林明子∥絵

福音館書店 978-4-8340-0873-9 1,300

5 おやすみなさいのほん(世界傑

作絵本シリーズ)

マーガレット・ワイ

ズ・ブラウン∥ぶん

ジャン・シャロー∥え

いしいももこ∥やく

福音館書店 978-4-8340-0005-4 1,100

6 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 978-4-593-10182-5 1,400

7 木いちごつみ(日本傑作絵本シ

リーズ)

きしだえりこ∥詩

ヤマワキユリコ∥絵

福音館書店 978-4-8340-0948-4 1,100

8 きつねとねずみ(こどものとも

傑作集)

ビアンキ∥さく

内田莉莎子∥やく

山田三郎∥え

福音館書店 978-4-8340-0096-2 900

9 きみはライオン! ユテウン∥作絵

竹下文子∥訳

偕成社 978-4-03-201650-5 1,500

10 ぐるんぱのようちえん

(こどものとも絵本)

西内ミナミ∥さく

堀内誠一∥え

福音館書店 978-4-8340-0083-2 900

11 くれよんのはなし ドン・フリーマン∥さ

く

さいおんじさちこ∥や

く

ほるぷ出版 978-4-593-50057-4 1,000

12 こすずめのぼうけん(こどもの

とも傑作集)

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 978-4-8340-0526-4 900

13 さよならさんかく 安野光雅∥著 講談社 978-4-06-127291-0 1,600

14 しんせつなともだち(こどもの

とも絵本)

方軼羣∥作

君島久子∥訳

村山知義∥画

福音館書店 978-4-8340-0132-7 900

15 スモールさんののうじょう(世

界傑作絵本シリーズ)

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 978-4-8340-2019-9 1,000

16 そらいろのたね(こどものとも

絵本)

中川李枝子∥さく

大村百合子∥え

福音館書店 978-4-8340-0084-9 900

17 たからさがし(こどものとも絵

本)

中川李枝子∥さく

大村百合子∥え

福音館書店 978-4-8340-1231-6 900

18 たろうのおでかけ(こどものと

も絵本)

村山桂子∥さく

堀内誠一∥え

福音館書店 978-4-8340-0063-4 900

19 ちいさなき(幼児絵本ふしぎな

たねシリーズ)

神沢利子∥ぶん

高森登志夫∥え

福音館書店 978-4-8340-2399-2 800
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20 ちいさなヒッポ マーシャ・ブラウン∥

さく

うちだりさこ∥やく

偕成社 978-4-03-327250-4 1,200

21 でんしゃはうたう(幼児絵本ふ

しぎなたねシリーズ)

三宮麻由子∥ぶん

みねおみつ∥え

福音館書店 978-4-8340-2398-5 900

22 とべ!ちいさいプロペラき(こ

どものとも絵本)

小風さち∥作

山本忠敬∥絵

福音館書店 978-4-8340-1639-0 900

23 とらっくとらっくとらっく(こ

どものとも傑作集)

渡辺茂男∥さく

山本忠敬∥え

福音館書店 978-4-8340-0064-1 900

24 どれがぼくかわかる?(新訳え

ほん)

カーラ=カスキン∥ぶ

ん・え

よだしずか∥やく

偕成社 978-4-03-202080-9 1,200

25 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 978-4-579-40243-4 950

26 どろんこハリー(世界傑作絵本

シリーズ)

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 978-4-8340-0020-7 1,200

27 ニャーンといったのはだーれ ステーエフ∥文・訳

西郷竹彦∥訳

偕成社 978-4-03-201030-5 1,400

28 ねずみのいえさがし(ねずみの

ほん)

ヘレン・ピアス∥さく

まつおかきょうこ∥や

く

童話屋 978-4-924684-24-9 1,000

29 ねずみくんのチョッキ(絵本の

ひろば)

なかえよしを∥作

上野紀子∥絵

ポプラ社 978-4-591-00465-4 1,000

30 ばしん!ばん!どかん! ピーター・スピア∥ぶ

ん・え

渡辺茂男∥やく

童話館出版 978-4-88750-062-4 1,500

31 はたらくくるま(ポプラせかい

の絵本)

バイロン・バートン∥

さく

あかぎかずまさ∥やく

ポプラ社 978-4-591-15672-8 1,400

32 はろるどとむらさきのくれよ

ん(ミセスこどもの本)

クロケット・ジョンソ

ン∥著

岸田衿子∥訳

文化出版局 978ｰ4ｰ579-40245-8 950

33 ひこうじょうのじどうしゃ(幼

児絵本シリーズ)

山本忠敬∥さく 福音館書店 978-4-8340-1228-6 900

34 ピン・ポン・バス 竹下文子∥作

鈴木まもる∥絵

偕成社 978-4-03-221040-8 1,000

35 ぼく、お月さまとはなしたよ

(児童図書館・絵本の部屋)

フランク・アッシュ∥

えとぶん

山口文生∥やく

評論社 978-4-566-00256-2 1,200

36 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

いわたみみ∥訳

ほるぷ出版 978-4-593-50026-0 1,200

37 ぼくのくれよん 長新太∥おはなし・え 講談社 978-4-06-131891-5 1,400
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38 まこちゃんのおたんじょうび にしまきかやこ∥えと

ぶん

こぐま社 978-4-7721-0012-0 1,000

39 まりーちゃんとひつじ(岩波の

子どもの本)

フランソワーズ∥文・

絵

与田準一∥訳

岩波書店 978-4-00-115114-5 800

40 ゆきのひ(新訳えほんシリー

ズ)

E.J.キーツ∥さく

きじまはじめ∥やく

偕成社 978-4-03-328120-9 1,200

41 りんごのき(世界傑作絵本シ

リーズ)

エドアルド・ペチシカ

∥ぶん

ヘレナ・ズマトリーコ

バー∥え

うちだりさこ∥やく

福音館書店 978-4-8340-0334-5 900
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