
子どもの成長段階に応じた推奨図書　リスト　【 ４　幼児対象：4歳児～創作絵本 】

No タイトル 責任表示 出版者 ISBN

価格
（2021年

9月調

べ）

備考

1 あくたれラルフ ジャック・ガントス∥

さく

ニコール・ルーベル∥

え

いしいももこ∥やく

童話館 978-4-924938-26-7 1,500

2 あした、がっこうへいくんだ

よ（児童図書館・絵本の部

屋）

ミルドレッド・カント

ロウィッツ∥ぶん

ナンシー・ウィンス

ロー・パーカー∥え

せたていじ∥やく

評論社 978-4-566-00243-2 1,000

3 あたしもびょうきになりたい

な!

フランツ・ブランデン

ベルク∥作

アリキ・ブランデンベ

ルク∥画

ふくもとゆみこ∥訳

偕成社 978-4-03-201290-3 1,200

4 あなはほるものおっこちると

こ

ちいちゃいこどもたちのせつ

めい（岩波の子どもの本）

ルース・クラウス∥文

モーリス・センダック

∥絵

岩波書店 978ｰ4ｰ00ｰ115140ｰ4 920

5 あひるのバーバちゃん（創作

こども文庫）

かんざわとしこ∥さく

やまわきゆりこ∥え

偕成社 978-4-03-313020-0 1,000

6 アボカド・ベイビー ジョン・バーニンガム

∥作

青山南∥訳

ほるぷ出版 978-4-593-50300-1 1,600

7 あまがさ（世界傑作選絵本シ

リーズ）

やしまたろう∥作 福音館書店 978-4-8340-0297-3 1,200

8 雨、あめ（児童図書館・絵本

の部屋）

ピーター・スピアー∥

え

評論社 978-4-566-00253-1 1,400

9 あめがふるときちょうちょう

はどこへ（金の星社の絵本）

メイ・ゲアリック∥文

レナード・ワイスガー

ド∥絵

岡部うた子∥訳

金の星社 978ｰ4ｰ3230ｰ0225ｰ5 1,000

10 あめのひきのこは…（新訳え

ほんシリーズ）

ステーエフ∥原作

ミラ=ギンズバーグ∥

再話

くりやがわけいこ∥訳

偕成社 978-4-03-202250-6 1,400

11 ありがとう…どういたしまし

て（新訳えほんシリーズ）

ルイス・スロボトキン

∥さく

渡辺茂夫∥やく

偕成社 978-4-03-202040-3 1,400

12 えんにち（こどものともセレ

クション）

五十嵐豊子∥さく 福音館書店 978-4-8340-0519-6 900

13 おおきいツリー・ちいさいツ

リー

ロバート・バリー∥さ

く

光吉夏弥∥やく

大日本図書 978-4-477-01141-7 1,300

14 おかえし（こどものとも絵

本）

村山桂子∥さく

織茂恭子∥え

福音館書店 978-4-8340-0482-3 900
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15 おさらをあらわなかったおじ

さん（岩波の子どもの本）

フィリス・クラジラフ

スキー∥文

バーバラ・クーニー∥

絵

光吉夏弥∥訳

岩波書店 978-4-00-115135-0 780

16 おさるとぼうしうり エズフィール・スロボ

ドキーナ∥さく・え

まつおかきょうこ∥や

く

福音館書店 978-4-8340-0979-8 1,100

17 おしいれのぼうけん（絵本ぼ

くたちこどもだ）

ふるたたるひ∥さく

たばたせいいち∥さく

童心社 978-4-494-00606-9 1,300

18 おじさんのかさ 佐野洋子∥作・絵 講談社 978-4-06-131880-9 1,400 電子書籍版

あり

19 おばあさんのすぷーん（こど

ものとも絵本）

神沢利子∥さく

富山妙子∥え

福音館書店 978-4-8340-0238-6 900

20 おばけのバーバパパ アネット=チゾン∥

作・画

タラス=テイラー∥

作・画

偕成社 978-4-03-202130-1 1,000

21 おふろばをそらいろにぬりた

いな（岩波の子どもの本）

ルース・クラウス∥文

モーリス・センダック

∥絵

岩波書店 978-4-00-115142-8 840

22 おまたせクッキー パット=ハッチンス∥

さく

乾侑美子∥やく

偕成社 978-4-03-202400-5 1,200

23 おやすみなさいフランシス

（世界傑作絵本シリーズ）

ラッセル・ホーバン∥

ぶん

ガース・ウイリアムズ

∥え

まつおかきょうこ∥や

く

福音館書店 978-4-8340-0059-7 1,100

24 おりこうなアニカ（世界傑作

絵本シリーズ）

エルサ・ベスコフ∥さ

く・え

いしいとしこ∥やく

福音館書店 978-4-8340-0254-6 1,100

25 かしこいビル ウィリアム・ニコルソ

ン∥さく

まつおかきょうこ∥や

く

よしだしんいち∥やく

ペンギン社 978-4-89274-021-3 1,000

26 かぜはどこへいくの シャーロット・ゾロト

ウ∥さく

ハワード・ノッツ∥え

まつおかきょうこ∥や

く

偕成社 978-4-03-327120-0 1,200

27 かぞえうたのほん（日本傑作

絵本シリーズ）

岸田衿子∥作

スズキコージ∥え

福音館書店 978-4-8340-1043-5 1,100
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28 カヌーはまんいん ナサニエル・ベンチ

リー∥文

アーノルド・ローベル

∥絵

三木卓∥訳

文化出版局 978-4-579-40089-8 950

29 木はいいなあ ジャニス=メイ=ユード

リイ∥さく

マーク=シーモント∥

え

偕成社 978ｰ4ｰ03ｰ327090ｰ6 1,000

30 きかんしゃやえもん（岩波の

子どもの本）

阿川弘之∥文

岡部冬彦∥絵

岩波書店 978-4-00-115122-0 800

31 きっとみんなよろこぶよ!（児

童図書館・絵本の部屋）

ピーター・スピアー∥

[著]

松川真弓∥訳

評論社 978-4-566-00268-5 1,600

32 きみなんかだいきらいさ（セ

ンダックの絵本）

ジャニス・メイ・ユー

ドリー∥ぶん

こだまともこ∥やく

モーリス・センダック

∥え

冨山房 978-4-572-00208-2 800

33 くまのビーディーくん ドン=フリーマン∥さ

く

まつおかきょうこ∥や

く

偕成社 978-4-03-202230-8 1,400

34 クリスマスのまえのばん（世

界傑作絵本シリーズ）

クレメント・C.ムーア

∥ぶん

ウィリアム・W.デンス

ロウ∥え

わたなべしげお∥やく

福音館書店 978-4-8340-1370-2 1,800

35 くろうまブランキー（こども

のとも絵本）

伊東三郎∥再話

堀内誠一∥画

福音館書店 978-4-8340-0123-5 900

36 子うさぎましろのお話（おは

なし名作絵本）

ささきたづ∥ぶん

みよしせきや∥え

ポプラ社 978-4-591-00530-5 1,100

37 こぎつねキッコ（キッコシ

リーズ）

松野正子∥文

梶山俊夫∥絵

童心社 978-4-494-00220-7 1,200

38 こぐまのくまくん（世界傑作

童話シリーズ）

E.H.ミナリック∥ぶん

モーリス・センダック

∥え

まつおかきょうこ∥や

く

福音館書店 978-4-8340-0344-4 1,000

39 こねこのチョコレート B.K.ウィルソン∥作

小林いづみ∥訳

大社玲子∥絵

こぐま社 978-4-7721-0174-5 1,100

40 こぶたたんぽぽぽけっととん

ぼ

馬場のぼる∥作 こぐま社 978-4-7721-0099-1 1,100

41 こんとあき（日本傑作絵本シ

リーズ）

林明子∥さく 福音館書店 978-4-8340-0830-2 1,300

42 サラダとまほうのおみせ（こ

どものとも傑作集）

カズコ・G.ストーン∥

さく

福音館書店 978-4-8340-1462-4 900
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43 サリーのこけももつみ（大型

絵本）

ロバート・マックロス

キー∥文 絵

石井桃子∥訳

岩波書店 978-4-00-110590-2 1,700

44 3だいの機関車（新・汽車のえ

ほん）

ウィルバート・オード

リー∥作

レジナルド・ダルビー

∥絵

桑原三郎∥訳

ポプラ社 978-4-591-16852-3 1,650

45 11ぴきのねこ 馬場のぼる∥著 こぐま社 978-4-7721-0004-5 1,200

46 ジョニーのかぞえうた モーリス・センダック

∥さく

じんぐうてるお∥やく

冨山房 978-4-572-00286-0 800

47 しろいゆきあかるいゆき アルビン・トレッセル

ト∥さく

ロジャー・デュボアザ

ン∥え

江国香織∥やく

ＢＬ出版 978-4-89238-844-6 1,300

48 スーザンのかくれんぼ ルイス・スロボドキン

∥作

やまぬしとしこ∥訳

偕成社 978-4-03-327970-1 1,200

49 すてきな三にんぐみ（世界の

新しい絵本）

トミー・アンゲラー∥

さく

今江祥智∥訳

偕成社 978-4-03-327020-3 1,200

50 せんたくかあちゃん（こども

のとも絵本）

さとうわきこ∥さく・

え

福音館書店 978-4-8340-0897-5 900

51 ぞうのババール　こどものこ

ろのおはなし（児童図書館・

絵本の部屋）

ジャン・ド・ブリュノ

フ∥さく

やがわすみこ∥やく

評論社 978-4-566-00000-1 1,400

52 ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン∥さ

く

さいおんじさちこ∥や

く

ほるぷ出版 978-4-593-50007-9 1,500

53 たあんきぽおんきたんころり

ん　たんたんたのしいうたづ

くし（こどものともセレク

ション）

長谷川摂子∥文

降矢なな∥絵

福音館書店 978-4-8340-2161-5 900

54 たのしいふゆごもり（日本傑

作絵本シリーズ）

片山令子∥作

片山健∥絵

福音館書店 978-4-8340-0749-7 1,200

55 ちいさなもみのき（世界傑作

絵本シリーズ）

マーガレット・ワイ

ズ・ブラウン∥さく

バーバラ・クーニー∥

え

上条由美子∥やく

福音館書店 978-4-8340-1162-3 1,100

56 ちいさなろば（こどものとも

傑作集）

ルース・エインズワー

ス∥作

石井桃子∥訳

酒井信義∥画

福音館書店 978-4-8340-1893-6 900
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57 どうながのプレッツェル（世

界傑作絵本シリーズ）

マーグレット・レイ∥

文

H.A.レイ∥絵

わたなべしげお∥訳

福音館書店 978-4-8340-0731-2 1,100

58 とこちゃんはどこ（こどもの

とも傑作集）

松岡享子∥さく

加古里子∥え

福音館書店 978-4-8340-0239-3 900 福井ゆかり

59 とべ、カエル、とべ! ロバート・カラン∥ぶ

ん

バイロン・バートン∥

え

松川真弓∥やく

評論社 978-4-566-00274-6 1,300

60 トムテ ヴィクトール・リード

ベリ∥さく

ハラルド・ウィーベリ

∥え

やまのうちきよこ∥や

く

偕成社 978-4-03-961090-4 1,400

61 なぞなぞえほん 中川李枝子∥さく

山脇百合子∥え

福音館書店 978-4-8340-0741-1 700

62 なにをかこうかな マーグレット・E.レイ

∥作

H.A.レイ∥作

中川健蔵∥訳

文化出版局 978-4-579-40194-9 1,200

63 にちよういち（童心社の絵

本）

西村繁男∥作 童心社 978-4-494-01209-1 1,400

64 二ひきのこぐま イーラ∥作

松岡享子∥訳

こぐま社 978-4-7721-0100-4 1,500

65 ばけくらべ（こどものとも絵

本）

松谷みよ子∥さく

瀬川康男∥え

福音館書店 978-4-8340-0492-2 900

66 はたらきもののじょせつしゃ

けいてぃー（世界傑作絵本シ

リーズ・アメリカの絵本）

バージニア・リー・

バートン∥ぶん・え

いしいももこ∥訳

福音館書店 978-4-8340-0509-7 1,200

67 ピーターのいす（新訳えほ

ん）

エズラ=ジャック=キー

ツ∥さく

きじまはじめ∥やく

偕成社 978-4-03-328060-8 1,200

68 ふしぎなたけのこ（こどもの

とも絵本）

松野正子∥さく

瀬川康男∥え

福音館書店 978-4-8340-0068-9 900

69 ふしぎなナイフ（こどものと

も傑作集）

中村牧江∥さく

林健造∥さく

福田隆義∥え

福音館書店 978-4-8340-1407-5 900

70 ぶたたぬききつねねこ 馬場のぼる∥著 こぐま社 978-4-7721-0060-1 1,000

71 ブルーベリーもりでのプッテ

のぼうけん（世界傑作絵本シ

リーズ）

エルサ・ベスコフ∥絵

おのでらゆりこ∥訳

福音館書店 978-4-8340-0545-5 1,300

72 まあちゃんのながいかみ（こ

どものとも絵本）

たかどのほうこ∥さく 福音館書店 978-4-8340-1330-6 900
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73 まんげつのよるまでまちなさ

い

マーガレット・ワイ

ズ・ブラウン∥さく

ガース・ウィリアムズ

∥え

ペンギン社 978-4-89274-005-3 1,000

74 めのまどあけろ（福音館の幼

児絵本）

谷川俊太郎∥ぶん

長新太∥え

福音館書店 978-4-8340-0965-1 900

75 めっきらもっきらどおんどん

（こどものとも絵本）

長谷川摂子∥作

ふりやなな∥画

福音館書店 978-4-8340-1017-6 900

76 もしもぼくのせいがのびたら にしまきかやこ∥さく こぐま社 978-4-7721-0200-1 1,300

77 もりのこびとたち（世界傑作

絵本シリーズ）

エルサ・ベスコフ∥

作・絵

おおつかゆうぞう∥訳

福音館書店 978-4-8340-0841-8 1,300

78 やこうれっしゃ（こどものと

も絵本）

西村繁男∥さく 福音館書店 978-4-8340-0922-4 900

79 やどなしねずみのマーサ アーノルド・ローベル

∥作

三木卓∥訳

文化出版局 978-4-579-40106-2 1,100

80 よあけ（世界傑作絵本シリー

ズ）

ユリー・シュルヴィッ

ツ∥作・画

瀬田貞二∥訳

福音館書店 978-4-8340-0548-6 1,200

81 よかったねネッドくん レミー・チャーリップ

∥さく

八木田宜子∥やく

偕成社 978-4-03-201430-3 1,400

82 ロージーのおさんぽ（新訳え

ほん）

パット=ハッチンス∥

さく

わたなべしげお∥やく

偕成社 978-4-03-202210-0 1,200

83 ろくべえまってろよ（みるみ

る絵本）

灰谷健次郎∥作

長新太∥絵

文研出版 978-4-580-81135-6 1,300

84 わゴムはどのくらいのびるか

しら?

マイク・サーラー∥ぶ

ん

ジェリー・ジョイナー

∥え

岸田衿子∥やく

ほるぷ出版 978-4-593-50402-2 1,200

85 わたしのおふねマギーB（世界

傑作絵本シリーズ）

アイリーン・ハース∥

さく・え

うちだりさこ∥やく

福音館書店 978-4-8340-0487-8 1,300

86 わたしのろばベンジャミン ハンス・リマー∥文

レナート・オスベック

∥写真

松岡享子∥訳

こぐま社 978-4-7721-0122-6 1,200
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