
NO 写真・内容 対象年齢 備考

1 あーいいきもち　　　　　　       ０.1.２えほん 野菜の気持ちになれる。 　０歳～

2 子どもは好奇心いっぱい。今日は何を見つけるのかな？ ０歳～
3 まわりにあるいろいろな愛らしい音を集めた絵本 　０歳～
4 点と線で描かれた人のような絵が色々なことをして… 　０歳～
5 あめかな！　　　　　　　　０.1.２えほん 色でつづる空と雨と光のおはなし 　０歳～
6 いいな　いいな　　　　　　　０.1.２えほん ぷうちゃんと動物たちの色々な「いいな」をみつけるお話 　０歳～
7 こねこがにゃあ　             こどものとも０１２ 愛らしい子猫たちのかくれんぼをお楽しみください 　０歳～
8 こやぎがめえめえ　　　　        ０.1.２えほん こやぎがちょうちょと遊んで跳ねて転んでしまい… 　０歳～
9 じゃあじゃあ　びりびり 赤ちゃんの身近なものが音と一緒に登場 　０歳～
10 絵本と一緒に「あっぷぷ」とにらめっこしましょう。 　０歳～
11 ばいばい　またね 「またね」の気持ちをこめた「ばいばい」をあつめた絵本 　O歳～
12 動物たちと一緒にピクニックにおでかけ 　０歳～
13 車のバルンと友だちがサーキット競争 　０歳～
14 よくきたね　　　　　　　　　     ０.1.２えほん 最も幸せな「愛されること」の大切な体験を描いている 　０歳～
15 りんごをたべよう　　　　　       ０.1.２えほん 「ああ美味しかった」と絵本を閉じる楽しさがある 　０歳～
16 とっとこ　とっとこ 「とっとこ とっとこ」と楽しく歩く音とともにやってくる、楽しいお友達 　１歳～
17 うしろにいるのはだあれ 大きな木。うしろにいるのはだあれ。次々出てくる楽しい友達 　２歳～
18 おべんとう　　　　　　　 こどものとも年少版 いろんんなおかずを詰めておいしいお弁当ができるよ 　２歳～
19 くだもの まるで実物のような果物の絵集 　２歳～
20 でんぐり　でんぐり でんぐりがえりをすると、ねこやうさぎやぞうもいっしょにでんぐりがえり 　２歳～
21 まねっこ　まねっこ ねずみの鳴き声をまねっこすると、あれあれねずみがやってきました 　２歳～
22 まかせとけ はたらくくるまたちを描く 　２歳～
23 あーと　いってよ　あー いろんな「あー」の声をだしてみよう 　３歳～
24 あひるのたまご ばばばあちゃんのおはなし　ばばばあちゃんがおなかを抱えて… 　３歳～
25 もりのてぶくろ １枚の葉をめぐって繰り広げる、美しい秋の森の心温まるお話 　３歳～
26 あかくん　まちをはしる　 小さなあかくん。たくさんの車に出会いながら走っているうちに…　 　３歳～
27 おいしいおと 春巻きを食べると、どんな音がする？食卓の、おいしい音 　３歳～
28 からだのなかで　ドゥン　ドゥン　ドゥン ひともねこもみんなからだの中にふしぎな命の音をもっている 　３歳～
29 くさはらどん ちいさなかがくのとも。　ちいさなふしぎ、みつけてください 　３歳～
30 ことりのゆうびんやさん セキレイの夫婦が郵便受けの中に巣をつくると… 　３歳～
31 じゃくちをあけると じゃぐちをあけると水がでて…広がる水の世界 　３歳～
32 しろいかみのサーカス 折ったり、切ったり、まるめたり、やぶいたりと紙といっしょに遊ぶ絵本 　３歳～
33 ちいさなき 赤ちゃんの木。おかあさんの木はどこ？大きくなあれ赤ちゃんの木！ 　３歳～
34 てのひらおんどけい てのひら温度計を使って、思いがけない発見をたのしんで 　３歳～
35 おしょうがつ                    　　 お正月。　昔ながらのお正月の過ごし方を素朴に紹介 　４歳～
36 おつきさまのとおるみち　　　 お月見。　熱を出した子供のために家へ急ぐかあさんギツネ 　４歳～
37 おにのおめん　　　　　　　　　 まめまき。　兄ちゃんが作った鬼のお面をかぶったら… 　４歳～
38 こぐまのまぐのなつやすみ　 夏休み。　まぐの夢が夏休みにかないましたよ 　４歳～
39 サンタさんといっしょに　　　　 クリスマス。　サンタさんの手紙が風にとばされて… 　４歳～
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40 ちいさなこいのぼりのぼうけん　 こいのぼり。折り紙で作ったこいのぼりが幼稚園をぬけだして 　４歳～
41 七・五・三　きょうだい　　　　　 七五三。　きょうだいが仲良く大きくなり、今日は七五三　 　４歳～
42 ほしにおねがい　　　　　　　　　 七夕。　1人前でない星の子が、願い事をかなえてあげて 　４歳～
43 ももこのひなまつり ひなまつり。　家族で桃の花見にでかけましたが… 　４歳～
44 もりのはみがき むしばの日。　歯医者さんにもらったハブラシ… 　４歳～
45 ねこどけい　　　　　　　　こどものとも年中向 鳩時計の鳩にちょっかいを出して、時計を壊してしまったねこ… 　４歳～
46 バナナのはなし　　　　　　　　　　かがくのとも 子どもの好きなﾊﾞﾅﾅ。種のこと実のなりかたなどの秘密を探る 　５歳～
47 世界一の大きなケーキを作ろうとはりきるやまんばの娘まゆ 　５歳～
48 一休さん まんが日本昔話より。小坊主の一休さんがとんちで大活躍 　５歳～
49 いっすんぼうし まんが日本昔話より。小さな体の男の子が冒険で出かける 　５歳～
50 ねずみのすもう まんが日本昔話より。林のおくから不思議な声が… 　５歳～
51 花さかじいさん まんが日本昔話より。正直者のおじいさんが子犬を助けたら… 　５歳～
52 金のがちょう グリム童話　みんなにばかにされていた末っ子の男の子が… 　５歳～
53 ジャックの豆の木 イギリスの昔話　ジャックが牛を売りに市場にいくと… 　５歳～
54 ブレーメンのおんがくたい 年をとったロバは家を逃げ出しました… 　５歳～
55 うごくにんぎょうあそび ゆかいなキャラクターたちが絵本から飛び出して動きます ０歳～
56 はみがきあそび しかけで遊びびながら生活のリズムを覚えられる ０歳～
57 いいおへんじできるかな 「ハーイ！」ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのはじまりを楽しく覚えられる ０歳～
58 ごあいさつあそび しかけで遊びながら「こんにちは」が覚えられる ０歳～
59 シャンプーだいすき 身体と髪の毛も洗ってﾋﾟｶﾋﾟｶほかほか。楽しくお風呂に入ろう ０歳～
60 たまごさんがね・・ たまごさんがころころころ… ２歳～
61 おにぎりくんがね・・ おにぎりくんがにぎにぎにぎ… ２歳～
62 クリスマスにはおくりもの プレゼントを「贈るたのしさ」を描いたお話です   ３歳～
63 メリークリスマス、ペネロペ！ 驚くようなしかけがたくさん！　ペネロペの楽しいクリスマス！ ０歳～
64 小さなしかけ絵本 ３歳～
65 ピヨピヨメリークリスマス ささやかでも温もりあふれるピヨピヨ一家のステキな一日！ ２歳～
66 ﾉﾝﾀﾝはねこのｻﾝﾀに、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄをたのみたいのですが会えません ３歳～
67 クリスマスの三つのおくりもの 「ふたつのいちご」など三冊がセットになっています ３歳～
68 クリスマスったらクリスマス かんじんのｻﾝﾀさんが、ｼﾞｭｰｽをのんでねむってしまったのです ３歳～
69 クリスマス・イブのおはなし 「１００こめのクリスマスケーキ」など三冊がセットになっています ３歳～
70 プレゼントはなあに？ ﾍﾟﾝｷﾞﾝｶﾞ作ったﾕﾆｰｸなｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄは何でしょう…? ４歳～
71 おだんごぱん おばあさんが作ったおだんごぱんはころころ逃げ出し遂に外へ ４歳～
72 おふろだいすき ぼくお風呂大好き。だってｶﾊﾞやﾍﾟﾝｷﾞﾝたちと一緒だから… ４歳～
73 そらまめくんのベッド そらまめくんのお気に入りベットが、ある日なくなった ３歳～
74 ざっくんショベルカー ショベルカーの一日のお仕事がわかるよ ３歳～
75 ひらがなだいぼうけん 本の文字が夜になるとそっとでてきて、あれやこれやの大冒険 　５歳～
76 どろんこハリー お風呂嫌いのﾊﾘｰは黒ぶちの白い犬。ある日逃げ出した ４歳～
77 おおかみと七ひきのこやぎ お留守番の七匹の子ﾔｷﾞはｵｵｶﾐから身を守れるでしょうか ４歳～
78 はなをくんくん 冬眠していたｸﾏもﾘｽもみんな鼻をくんくん。見つけたものは… 　３歳～
79 もうねんね いぬもねこもﾓﾓちゃんもねむたいよう。おやすみなさい ０歳～
80 いないいないばあ 動物たちとのんちゃんが「いないいないばあ」をします ０歳～
81 あなたはだあれ ワンワンワン。メエメエメエ。だれでしょう？　 ０歳～
82 のせてのせて まこちゃんの自動車が走ります。みんなのせて、のせて ０歳～
83 いいおかお ふうちゃんも、ねこも、いぬも、みんなまねっこしていいおかお ０歳～
84 おさじさん おやまをこえて、のはらをこえて、おさじさんがやってきました ０歳～
85 あめふり 雨が降ってきて庭の動物たちはみんな動きだします ０歳～
86 まっててね みんなお母さんから「まっててね」と優しく言葉をかけてもらう ０歳～
87 ねむねむねんころりん 子どもがひとりで身の回りのことができるようになるしつけ絵本 １歳～
88 ぱっくんもぐもぐ 子どもがひとりで身の回りのことができるようになるしつけ絵本 １歳～
89 でたでたうんち 子どもがひとりで身の回りのことができるようになるしつけ絵本 １歳～
90 はみがきしゃっしゃかしゃ 子どもがひとりで身の回りのことができるようになるしつけ絵本 １歳～
91 はい！うさぎです うさぎさんにさわってみよう！どんなかな？ 　３歳～
92 あかいぼうし 女の子と動物たちの軽妙なやりとりと、あっと驚く嬉しい結末 　２歳～
93 きんぎょがにげた 絵さがし。にげだしたきんぎょはどこに隠れてる？ ２歳～
94 きりかぶ きりかぶになった木が年寄りにしかできない事があると気づく 　幼児～
95 きりかぶのともだち 本当の友達のよさがつまってる 　幼児～
96 きりかぶのたんじょうび 動物たちが年輪を数えて、きりかぶの誕生日をお祝いする 　幼児～
97 のいちごつみ こどものとも おいしいｼﾞｬﾑを作ろうと、ばばばあちゃんは野いちご摘みに　５歳～
98 あまがえるのあおちゃん ある日とぶれんしゅうをしていたら、かわにおっこちてしまい… 　３歳～
99 なのなの まーくんは大好きなかいじゅう「なのなの」と出会って… ２歳～

ノンタン！サンタクロースだよ

まゆとおおきなケーキ　こどものとも　　　

メイシーちゃんのクリスマス
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100 おうちへかえろ 帰った先に温かい家族が待ってる喜びを感じることができる  ０歳～
101 優しさ・勇気・支えあいと友情を考えあう本。障害児ﾏﾏ作 　４歳～
102 ももんちゃん えーんえーん ももんちゃんが昼寝してるとひよこさんがなきながらやってきた 　２歳～
103 ももんちゃん ぽっぽー ぽっぽーの合図で友達が集まり、汽車ごっこがはじまった 　２歳～
104 ももんちゃんあーん おにぎりを食べてると赤ちゃんﾗｲｵﾝが、あｰんしたんだって 　２歳～
105 ゆーらりももんちゃん ももんちゃんがこいでるﾌﾞﾗﾝｺ。実はそのﾌﾞﾗﾝｺは… 　０歳～
106 ももんちゃんどすこーい ももんちゃんひとりでどすこｰい。するときんぎょがやってきて 　２歳～
107 すりすりももんちゃん ももんちゃんにひよこやきんぎょらがすりすりしにきた 　２歳～
108 ごくらくももんちゃん お友達とおふろに入ったももんちゃん。ごくらく、ごくらく… 　２歳～
109 ももんちゃんのっしのっし ももんちゃんが、うしさんとのっしのっしとおさんぽ 　２歳～
110 とらっく ﾊﾟﾝを運ぶ。ｺﾞﾐを集める。とらっくっていろいろあるね 　１歳～
111 ふね 漁船、消防艇、ﾖｯﾄ、ﾌｪﾘｰ。いろんなふねがあるね 　１歳～
112 ひこうき ｼﾞｬﾝﾎﾟｼﾞｪｯﾄ。海や山を越え、畑や町を通り越して飛行場へ 　１歳～
113 ぶたさんじるし　こぶたちゃん こぶたちゃんのお家には、たくさんぶたさんじるしがあるよ ０歳～
114 だからこぶたちゃん お父さんはぶた。お母さんもぶた。だからぼくはこぶたちゃん ０歳～
115 なにがすき？こぶたちゃん ﾘﾝｺﾞやﾒﾛﾝが大好きこぶたちゃん。だけど一番大好きなのは ０歳～
116 こんなにたべるよ　こぶたちゃん こぶたちゃんの家は野菜も魚もたくさん食べるのでみんな元気 ０歳～
117 かみのけのない こぶたちゃん こぶたちゃんはかみの毛がないから青いﾘﾎﾞﾝをどこに結ぶ？ ０歳～
118 なかよしいっしょこぶたちゃん こぶたちゃん、こいぬ、ことりと仲良しがたくさんいるよ ０歳～
119 おはよう 朝おきて「おはよう」。ご飯を食べておやすみなさい迄の一日 ０歳～
120 クリスマスのおかいもの クリスマスのキラキラした気持ちをとじこめた美しい絵本 　３歳～
121 このあいだになにがあった？ かがくのとも 2枚の写真から、間に起こった出来事を推理する写真絵本 　５歳～
122 もりのなか 森の動物達と一緒にﾋﾟｸﾆｯｸしたりかくれんぼしたり遊びます 　２歳～
123 あおくんときいろちゃん 青と黄色の○が生き生きと動きまわり、夢と感動をもたらす 　２歳～
124 クリスマスのふしぎなはこ ｸﾘｽﾏｽの朝、見つけた箱を開けるとｻﾝﾀさんの姿が見えて… 　２歳～
125 ねずみくんのクリスマス 小さくて笑われたﾂﾘｰ。でも小さくたってﾂﾘｰはすてき！ 　２歳～
126 ねずみくんのチョッキ お母さんが編んでくれたねずみくんのﾁｮｯｷちょっと着せてよ 　２歳～
127 かめのこうちゃん くさがめのこうちゃんは泳いだりひなたぼっこが大好き！ 　４歳～
128 ざりがにのあかくん ザリガニのあかくんの家は小さな沼の泥の中 　３歳～
129 あかちゃんのうた お母さんが赤ちゃんに語りかける、かわいいことば ０歳～
130 レイちゃんの自転車 ﾊｰﾄｳｫｰﾐﾝｸﾞなお話が心に沁みわたり、豊かな心が育つ時間 　３歳～
131 三びきのやぎのがらがらどん 谷川の橋を渡る3匹のﾔｷﾞと橋の下にすむﾄﾛﾙとの対決物語 　４歳～
132 熱をだしたななちゃんに友だちがお見舞いにきてくれます 　４歳～まどからのおくりもの　こどものとも

ちいさなおばけちゃんとくるまいすのななちゃん
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