
子どもの成長段階に応じた推奨図書　リスト　【 幼児対象：０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 あがりめさがりめ（おかあさ

んと子どものあそびうた）

真島節子∥絵 こぐま社 978-4-7721-0119-6 1,200

2 いちじくにんじん（0.1.2.え

ほん）

大阪YWCA千里子ども図

書室∥案

ごんもりなつこ∥絵

福音館書店 978-4-8340-2744-0 800

3 おおきいちいさい（0.1.2.え

ほん）

元永定正∥さく 福音館書店 978-4-8340-2681-8 800

4 おさじさん（松谷みよ子あか

ちゃんの本）

松谷みよ子∥文

東光寺啓∥え

童心社 978-4-494-00105-7 700

5 おさんぽおさんぽ（0.1.2.え

ほん）

ひろのたかこ∥さく 福音館書店 978-4-8340-2335-0 800

6 おててがでたよ（福音館あか

ちゃんの絵本）

林明子∥さく 福音館書店 978-4-8340-0683-4 800

7 かおかおどんなかお 柳原良平∥作・絵 こぐま社 978-4-7721-0090-8 800

8 かぞく（あかちゃんのえほ

ん）

ヘレン・オクセンバ

リー

文化出版局 978-4-579-40055-3 400

9 がちゃがちゃどんどん（幼児

絵本シリーズ）

元永定正∥さく 福音館書店 978-4-8340-1024-4 900

10 きゅっきゅっきゅっ（福音館

あかちゃんの絵本）

林明子∥さく 福音館書店 978-4-8340-0684-1 800

11 きんぎょがにげた（福音館の

幼児絵本）

五味太郎∥作 福音館書店 978-4-8340-0899-9 900

12 くつくつあるけ（福音館あか

ちゃんの絵本）

林明子∥さく 福音館書店 978-4-8340-0682-7 800

13 くっついた 三浦太郎∥作・絵 こぐま社 978-4-7721-0178-3 800

14 くらいくらい（福音館あか

ちゃんの絵本）

長谷川摂子∥ぶん

柳生弦一郎∥え

福音館書店 978-4-8340-2236-0 800

15 ここよここよ（0.1.2.えほ

ん）

かんざわとしこ∥ぶん

やぶうちまさゆき∥え

福音館書店 978-4-8340-1903-2 800

16 ごぶごぶごぼごぼ（0.1.2.え

ほん）

駒形克己∥さく 福音館書店 978-4-8340-1598-0 800

17 ころころころ（福音館の幼児

絵本）

元永定正∥さく 福音館書店 978-4-8340-0111-2 900

18 こんにちは（福音館の幼児絵

本）

わたなべしげお∥ぶん

おおともやすお∥え

福音館書店 978-4-8340-0783-1 900

19 しろ、あか、きいろ ディック・ブルーナ∥

ぶん・え

まつおかきょうこ∥や

く

福音館書店 978-4-8340-0960-6 700

20 スープになりました（講談社

の創作絵本）

彦坂有紀∥作

もりといずみ∥作

講談社 978-4-06-133333-8 1,200 電子書籍版

あり

21 せんべせんべやけた（わらべ

うたえほん）

こばやしえみこ∥案

ましませつこ∥絵

こぐま社 978-4-7721-0184-4 900
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22 だれのなきごえかな? ディック・ブルーナ∥

ぶん え

まつおかきょうこ∥や

く

福音館書店 978-4-8340-2790-7 700

23 ちびすけどっこい（わらべう

たえほん）

こばやしえみこ∥案

ましませつこ∥絵

こぐま社 978-4-7721-0181-3 900

24 でてこいでてこい（0.1.2.え

ほん）

はやしあきこ∥さく 福音館書店 978-4-8340-1529-4 800

25 てんてんてん（0.1.2.えほ

ん）

わかやましずこ∥さく 福音館書店 978-4-8340-1536-2 800

26 どうぶつのおかあさん 小森厚∥ぶん

藪内正幸∥え

福音館書店 978-4-8340-0851-7 900

27 どうぶつのおやこ 藪内正幸∥著 福音館書店 978-4-8340-0074-0 800

28 どうぶつのこどもたち（幼児

絵本シリーズ）

小森厚∥ぶん

藪内正幸∥え

福音館書店 978-4-8340-0837-1 900

29 どうやってねるのかな（幼児

絵本シリーズ）

やぶうちまさゆき∥

[著]

福音館書店 978-4-8340-0152-5 900

30 ねないこだれだ（いやだいや

だの絵本）

せなけいこ∥さく・え 福音館書店 978-4-8340-0218-8 700

31 ぱかぱか（0.1.2.えほん） 福知伸夫∥さく 福音館書店 978-4-8340-8043-8 800

32 ぶーぶーぶー（0.1.2.えほ

ん）

こかぜさち∥ぶん

わきさかかつじ∥え

福音館書店 978-4-8340-2276-6 800

33 ぽぽんぴぽんぽん（0.1.2.え

ほん）

松竹いね子∥文

ささめやゆき∥絵

福音館書店 978-4-8340-2704-4 800

34 ぽんちんぱん（0.1.2.えほ

ん）

柿木原政広∥作 福音館書店 978-4-8340-8092-6 800

35 まてまてまて（わらべうたえ

ほん）

こばやしえみこ∥案

ましませつこ∥絵

こぐま社 978-4-7721-0179-0 900

36 まる、しかく、さんかく ディック・ブルーナ∥

ぶん・え

まつおかきょうこ∥や

く

福音館書店 978-4-8340-0959-0 700

37 まるくておいしいよ（0.1.2.

えほん）

こにしえいこ∥さく 福音館書店 978-4-8340-1608-6 800

38 りんご（母と子のえほん） 松野正子∥ぶん

鎌田暢子∥え

童心社 978-4-494-00219-1 600

39 あかちゃんとお母さんのあそ

びうたえほん

小林衛己子∥編

大島妙子∥絵

のら書店 978-4-931129-74-0 1,200 わらべうた

の参考に
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