
互助文庫大型絵本リスト
令和２年３月

Ｎｏ. 書　　名 著者名 出版者名 出版年 対象

1 あかまるちゃんとくろまるちゃん 上野与志／作，松村カツ／絵 チャイルド本社 2009 幼児

2 あなたがとってもかわいい みやにしたつや／作絵 金の星社 2016 幼児

3 あめのひのえんそく 間瀬なおかた／作・絵 チャイルド本社 2007 幼児

4 あるのかな 織田道代／作，飯野和好／絵 鈴木出版 2007 幼児～小学校低学年

5
アレクサンダとぜんまいねずみ
－ともだちをみつけたねずみのはな
し－

レオ＝レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 2012 幼児

6 いただきバス 藤本ともひこ／作・絵 鈴木出版 2008 幼児～小学校低学年

7 いつもいっしょに こんのひとみ／作，いもとようこ／絵 金の星社  2009 幼児

8 いもほりバス 藤本ともひこ／作・絵 鈴木出版 2012 幼児

9 うがいライオン ねじめ正一／作，長谷川義史／絵 鈴木出版 2012 幼児

10 うさぎのくれたバレエシューズ  安房直子／文，南塚直子／絵 小峰書店  2004 幼児～小学校低学年

11 うんこダスマン 村上八千世／文，せべまさゆき／絵 ほるぷ出版 2007 小学校低学年 

12 えらいえらい！ ますだゆうこ／文，竹内通雅／絵 そうえん社 2008 幼児

13 おおきなきがほしい 佐藤さとる／文，村上勉／絵 偕成社 2007 幼児

14 おかあさんだいすきだよ みやにしたつや／作絵 金の星社 2015 幼児

15 おかしなかくれんぼ 山脇恭／作，末崎茂樹／絵 チャイルド本社 2008 幼児

16 おこだでませんように くすのきしげのり／作，石井聖岳／絵 小学館 2014 幼児～小学校低学年

17 おこる 中川ひろたか／作，長谷川義史／絵 金の星社 2012 幼児

18 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本鶏介／作，長谷川義史／絵 鈴木出版 2007 幼児

19 おっぱい みやにしたつや／作・絵 鈴木出版 2005 幼児

20 おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにしたつや／作・絵 鈴木出版 2012 幼児

21 おばあちゃん，まっててね！ いけずみひろこ／作・絵 岩崎書店 2012 幼児

22 おばけだじょ tupera tupera／さく 学研プラス 2018 幼児
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23 おばけの地下室たんけん  ジャック・デュケノワ／作，おおさわあきら／訳  ほるぷ出版  2008 幼児

24 おばけのてんぷら せなけいこ／作・絵 ポプラ社 2004 幼児

25 おばけパーティ ジャック・デュケノワ／さく，おおさわあきら／やく ほるぷ出版 2004 幼児

26 おまえうまそうだな 宮西達也／作・絵 ポプラ社 2006 幼児～小学校低学年

27 おめんです いしかわこうじ／作・絵 偕成社 2014 乳幼児

28 おめんです２ いしかわこうじ／作・絵 偕成社 2018 乳幼児

29 おやおや，おやさい 石津ちひろ／文，山村浩二／絵 福音館書店 2014 幼児

30 かたあしだちょうのエルフ おのきがく／文・絵 ポプラ社 2004 幼児

31 がっこうでトイレにいけるかな？  村上八千世／文，せべまさゆき／絵  ほるぷ出版  2007 小学校低学年 

32 かばくん 岸田衿子／作，中谷千代子／絵 福音館書店 2001 幼児～小学校低学年

33 かわいそうなぞう つちやゆきお／ぶん，たけべもといちろう／え 金の星社 1999 幼児～一般

34 きたきつねのゆめ  手島圭三郎／画・文  リブリオ出版  2005 小学校低学年 

35 きつねのでんわボックス 戸田和代／作，たかすかずみ／絵 金の星社 2008 幼児

36 キャベツくん 長新太／文・絵 文研出版 2007 幼児

37 給食番長 よしながこうたく／さく 好学社 2017 小学校低学年～中学年

38 999ひきのきょうだい 木村研／文，村上康成／絵 チャイルド本社 2005 幼児

39 きょうはなんてうんがいいんだろう  宮西達也／作・絵  鈴木出版  2010 幼児

40 きょうりゅうのおおきさ 冨田幸光／監修，岡本三紀夫／イラスト チャイルド本社 2008 幼児

41 きょだいなきょだいな  長谷川摂子／作，降矢なな／絵  福音館書店  2001 幼児～小学校低学年

42 きんぎょがにげた 五味太郎／作 福音館書店 2009 幼児

43 くじらだ！ 五味太郎／作・絵  岩崎書店  2004 幼児～一般

44 くまのコールテンくん ドン・フリーマン／さく，まつおかきょうこ／やく 偕成社 2006 幼児

45 くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆ子／作 福音館書店 2008 幼児～小学校低学年

46 ぐりとぐらのえんそく 中川李枝子／文，山脇百合子／絵 福音館書店 2008 幼児～小学校低学年
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47 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川李枝子／文，山脇百合子／絵 福音館書店 2003 幼児～小学校低学年

48 グレート・ワンダーシップへようこそ 五味太郎／作 偕成社 2007 幼児

49 ここがせかいいち！ 千葉とき子／監修 チャイルド本社 2008 幼児

50 ことわざのえほん 西本鶏介／編・文，高部晴市／絵 鈴木出版 2008 幼児

51 ころころころ 元永定正／さく 福音館書店 2010 幼児

52 ころわんとしろいくも 間所ひさこ／作，黒井健／絵  チャイルド本社  2005 幼児

53 サンドイッチサンドイッチ 小西英子／さく 福音館書店 2014 幼児

54 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え，せたていじ／やく 福音館書店 2016 幼児

55 しげちゃん 室井滋／作，長谷川義史／絵 金の星社 2013 幼児

56 じしんだ！子どもをまもる大きな絵本　防災 ラビッツ・アイ／文・構成，白土あつこ／絵，国崎信江／監修 チャイルド本社 2013 幼児～一般

57 しっぽのはたらき  川田健／ぶん，薮内正幸／え，今泉吉典／監修  福音館書店  2011 幼児～小学校低学年

58 じゃんけんぽん  せなけいこ／作・絵  鈴木出版  2010 幼児

59 しゅっぱつしんこう！ 山本忠敬／さく 福音館書店 2014 幼児

60 スイミー－ちいさなかしこいさかなのはなし－  レオ＝レオニ／作，谷川俊太郎／訳  好学社  2010 幼児

61 スキャリーおじさんのおおきなことばえほん  リチャード・スキャリー／さく，松本守／監修，松本加奈子／監修，ＢＬ出版編集部／訳  ＢＬ出版  2010 幼児～小学校低学年

62 すっぽんぽんのすけ もとしたいづみ／作，荒井良二／絵 鈴木出版 2009 幼児

63 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー／作，いまえよしとも／訳 偕成者 2001 幼児～小学校低学年

64 すみっこのおばけ 武田美穂／作・絵 ポプラ社 2005 幼児～小学校低学年

65 せんたくかあちゃん さとうわきこ／作・絵  福音館書店 2003 幼児～小学校低学年

66 せんろはつづく  竹下文子／文，鈴木まもる／絵  金の星社  2010 幼児

67 ぞうのはな 堀浩／監修，山内晟／写真撮影 チャイルド本社 2008 幼児

68 だいすきっていいたくて カール・ノラック／文，クロード・K．デュボア／絵 ほるぷ出版 2008 幼児

69 だじゃれ世界一周 長谷川義史／作  理論社  2017 小学校中学年

70 だじゃれ日本一周  長谷川義史／作  理論社  2011 小学校中学年

－　3　－



71 たなばたバス 藤本ともひこ／作・絵 鈴木出版 2015 幼児

72 たまごにいちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 2003 幼児

73 たまごにいちゃんぐみ  あきやまただし／作・絵  鈴木出版  2009 幼児

74 たまごねえちゃん あきやまただし／著 鈴木出版 2006 幼児

75 たまごのあかちゃん  かんざわとしこ／文，やぎゅうげんいちろう／絵  福音館書店  2009 幼児

76 だるまさんが  かがくいひろし／さく  ブロンズ新社  2010 乳幼児

77 だるまさんと かがくいひろし／さく  ブロンズ新社 2011 乳幼児

78 だるまさんの かがくいひろし／さく  ブロンズ新社  2010 乳幼児

79 だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子／さく・え 福音館書店 2016 幼児～小学校低学年

80 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子／さく・え 福音館書店 2016 幼児～小学校低学年

81 たろうくんのじどうしゃ 山本忠敬／作絵 チャイルド本社 2006 幼児

82 ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい／写真・文 ポプラ社 2005 幼児～小学校低学年

83 ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ／作，上野紀子／絵 あかね書房 2014 小学校低学年

84 ちか100かいだてのいえ  いわいとしお／作  偕成社  2010 幼児

85 ちからたろう いまえよしとも／ぶん，たしませいぞう／え ポプラ社 2004 幼児

86 ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン／文，フランク・ドビアス／絵，光吉夏弥／訳 瑞雲社 2006 小学校低学年

87 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン／さく，いわたみみ／やく ほるぷ出版 2003 幼児

88 ちゅーちゅー  宮西達也／作・絵  鈴木出版  2010 幼児

89 つきよのくじら 戸田和代／作，沢田としき／絵 鈴木出版 2005 幼児

90 でんしゃにのって とよたかずひこ／著 アリス館 2006 幼児

91 どうぞのいす 香山美子／作，柿本幸造／絵 チャイルド本社 2005 幼児～小学校低学年

92 どうぶついろいろかくれんぼ いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社 2007 幼児

93 となりのたぬき せなけいこ／作・絵 鈴木出版 2005 幼児～小学校低学年

94 とべバッタ  田島征三／作  偕成社 2003 幼児
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95 トーマスきゃくしゃをひく  ウィルバート・オードリー／原作，Robin Davies／画，文平玲子／訳   ポプラ社  2004 幼児

96 ともだちや 内田麟太郎／作，降矢なな／絵 偕成社 2006 幼児

97 ドライブにいこう 間瀬なおかた／作・絵 チャイルド本社 2006 幼児

98 とんとんとん あきやまただし／作・絵 金の星社 2019 幼児

99 とんとんとん 上野与志／作，末崎茂樹／絵 チャイルド本社 2007 幼児

100 なつのいちにち はたこうしろう／作 偕成社 2013 幼児

101 なにをたべてきたの？ 岸田衿子／文，長野博一／絵 佼成出版社 2005 幼児

102 にじいろのさかな マーカス・フィスター／作，谷川俊太郎／訳 講談社 2001 幼児

103 にゃーご 宮西達也／作・絵 鈴木出版 2003 幼児～小学校低学年

104 にんじんとごぼうとだいこん 和歌山静子／絵 鈴木出版 2007 幼児

105 ねずみのいもほり 山下明生／作，いわむらかずお／絵 チャイルド本社 2006 幼児

106 はじめてのおるすばん しみずみちを／作，山本まつ子／絵 岩崎書店 2004 幼児～一般

107 花さき山  斎藤隆介／作，滝平二郎／絵  岩崎書店  2003 幼児

108 はなすもんかー！ 宮西達也／作・絵 鈴木出版 2006 幼児

109 はははのはなし  加古里子／ぶん・え  福音館書店  2011 幼児～小学校低学年

110 バムとケロのおかいもの  島田ゆか／作・絵 文溪堂 2010 幼児

111 バムとケロのさむいあさ 島田ゆか／作・絵  文溪堂 2012 幼児

112 バムとケロのそらのたび 島田ゆか／作・絵 文溪堂 2008 幼児

113 バムとケロのにちようび  島田ゆか／作・絵  文溪堂 2008 幼児

114 はらぺこおおかみとぶたのまち 宮西達也／作・絵 鈴木出版 2007 幼児

115 バルボンさんのおでかけ とよたかずひこ／著 アリス館 2007 幼児

116 半日村  斎藤隆介／作，滝平二郎／絵  岩崎書店  2004 幼児～一般

117 ひさの星 斎藤隆介／作，岩崎ちひろ／絵 岩崎書店 2004 幼児

118 ぴっけやまのおならくらべ かさいまり／文，村上康成／絵 チャイルド本社 2007 幼児
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119 ひつじぱん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 2008 幼児

120 100かいだてのいえ  いわいとしお／作  偕成社  2009 幼児

121 ぴょーん まつおかたつひで／作・絵 ポプラ社 2004 幼児

122 ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 宮西達也／作・絵 鈴木出版 2006 幼児

123 フレデリック レオ=レオニ／作，谷川俊太郎／訳 好学社 2016 幼児

124 へんしんオバケ あきやまただし／作・絵 金の星社 2012 幼児

125 へんしんトンネル あきやまただし／作・絵 金の星社 2007 幼児

126 ぽんたのじどうはんばいき 加藤ますみ／作，水野二郎／絵 チャイルド本社 2007 幼児

127 まどからおくりもの  五味太郎／作  偕成社 2003 幼児

128 みんなうんち 五味太郎／さく  福音館書店  2011 幼児～小学校低学年

129 めっきらもっきらどおんどん 長谷川 摂子／作，ふりやなな／画 福音館書店 2008 幼児～小学校低学年

130 もぐらバス 佐藤雅彦／原案，うちのますみ／文・絵 偕成社 2011 幼児～小学校低学年

131 もこもこもこ 谷川俊太郎／作 ，元永定正／絵 文研出版 2006 幼児

132 もちづきくん 中川ひろたか／作，長野ヒデ子／絵 チャイルド本社 2007 幼児

133 モチモチの木 斉藤隆介／作，滝平二郎／絵 岩崎書店 2002 幼児～一般

134 もったいないばあさん 真珠まりこ／作・絵 講談社 2008 幼児

135 ももたろう 松居直／文，赤羽末吉／画 福音館書店 2016 幼児

136 もりのおふろ 西村敏雄／さく 福音館書店 2010 幼児

137 もりのかくれんぼう 末吉暁子／文，林明子／絵  偕成社  2006 幼児

138 もりもりくまさん 長野ヒデ子／作，スズキコージ／絵 鈴木出版 2012 幼児

139 やさいさん tupera　tupera／さく 学研教育出版 2015 幼児

140 ゆうたとさんぽする きたやまようこ／作 あかね書房 2008 幼児

141 よかったねネッドくん  レミー・シャーリップ／さく，やぎたよしこ／やく  偕成社  2010 幼児

142 よくばりすぎたねこ さとうわきこ／作・絵 メイト 2005 幼児
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143 ろばさんのかわいいバッグ 香山美子／作，柿本幸造／絵 チャイルド本社 2006 幼児

144 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，きしだえりこ／やく ほるぷ出版 2005 幼児

145 わにわにのおふろ 小風さち／文，山口マオ／絵 福音館書店 2009 幼児

146 わんぱくだんのはしれ！いちばんぼし ゆきのゆみこ／作，上野与志／作，末崎茂樹/絵 チャイルド本社 2006 幼児
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