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あおい目のこねこ ｴｺﾞﾝ･ﾏﾁｰｾﾝ作/絵 949ﾏ 福音館 1965

あおくんときいろちゃん ﾚｵ･ﾚｵｰﾆ作/絵 Eﾚ 至光社 1959

アンガスとあひる ﾏｰｼﾞｮﾘｰ･ﾌﾗｯｸ作/絵 Eﾌ 福音館 1974

アンディとらいおん ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾄﾞｰﾊﾃｨ文/絵 Eﾄﾞ 福音館 1961

いたずらきかんしゃちゅうちゅう ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ･ﾘｰ･ﾊﾞｰﾄﾝ文/絵 Eﾊﾞ 福音館 1961

いたずらこねこ ﾊﾞｰﾅﾃﾞｨﾝ･ｸｯｸ文､ﾚﾐｲ･ﾁｬｰﾘｯﾌﾟ絵 Eｶﾞ 福音館 1964

いっすんぼうし 石井桃子文､秋野不矩絵 Eｱ 福音館 1980

うらしまたろう 時田史郎再話､秋野不矩江絵 Eｱ 福音館 1977

海べのあさ ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾏｯｸﾛｽｷｰ文/絵 Eﾏ 岩波 1978

おおかみと七ひきのこやぎ ｸﾞﾘﾑ原作､ﾌｪﾘｸｽ･ﾎﾌﾏﾝ絵 Eﾎ 福音館 1967

おおきくなりすぎたくま ﾘﾝﾄﾞ･ﾜｰﾄﾞ文/画 Eﾜ 福音館 1969

おおきなかぶ ﾄﾙｽﾄｲ再話､佐藤忠良絵 Eｻ 福音館 1962

大雪 ｾﾞﾘｰﾅ･ﾍﾝﾂ文､ｱｲﾛｽ･ｶﾘｼﾞｪ絵 Eｶ 岩波 1965

おかあさんだいすき ﾌﾗｯｸ文/絵 Eｵ 岩波 1954

おさらをあらわなかったおじさん ﾌｨﾘｽ･ｸﾗｼﾞﾗﾌｽｷｰ文､ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ｸｰﾆｰ絵 933ｸ 岩波 1978

おさるとぼうしうり ｴｽﾞﾌｨｰﾙ･ｽﾛﾎﾞﾄﾞｷｰﾅ作/絵 Eｽ 福音館 1970

おふろだいすき 松岡享子作､林明子絵 Eﾊ 福音館 1982

おやすみなさいのほん ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ文､ｼﾞｬﾝ･ｼｬﾛｰ絵 Eｼ 福音館 1962

おやすみなさいフランシス ﾗｯｾﾙ･ﾎｰﾊﾞﾝ文､ｶﾞｰｽ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ絵 Eﾎ 福音館 1966

かいじゅうたちのいるところ ﾓｰﾘｽ･ｾﾝﾀﾞｯｸ作/絵 Eｾ 冨山房 1975

4月23日は子ども読書の日

読み継がれてきた絵本
　絵本のよしあしを見きわめる目を養うために
　″満二十五歳以上″の絵本を読みましょう

（「えほんのせかいこどものせかい」松岡享子著　より） 読んだら

チェック

背表紙に
赤いシールが
ついています
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かさじぞう 瀬田貞二再話､赤羽末吉絵 Eｱ 岩波 1961

かにむかし 木下順二文､清水崑絵 Eｼ 岩波 1976

かばくん 岸田衿子作､中谷千代子画 Eﾅ 福音館 1962

かもさんおとおり ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾏｯｸﾛｽｷｰ文/絵 Eﾏ 福音館 1941

ガンピーさんのふなあそび ｼﾞｮﾝ･ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑ作/絵 Eﾊﾞ ほるぷ 1976

きかんしゃやえもん 阿川弘之文､岡部冬彦絵 913ｱ 岩波 1959

木はいいなあ ﾕｰﾄﾞﾘｲ作､ﾏｰｸ･ｼｰﾓﾝﾄ絵 Eｼ 偕成社 1976

くいしんぼうのはなこさん 石井桃子文､中谷千代子絵 Eﾅ 福音館 1965

くまのコールテンくん ﾄﾞﾝ=ﾌﾘｰﾏﾝ作/絵 Eﾌ 偕成社 1975

くまのビーディーくん ﾄﾞﾝ=ﾌﾘｰﾏﾝ作/絵 Eﾌ 偕成社 1976

ぐりとぐら 中川李枝子作､山脇百合子絵 Eﾔ 福音館 1963

ぐるんぱのようちえん 西内みなみ作､堀内誠一絵 Eﾎ 福音館 1965

くんちゃんのだいりょこう ﾄﾞﾛｼｰ･ﾏﾘﾉ文/絵 Eﾏ 岩波 1986

げんきなマドレーヌ ﾙﾄﾞｳｨｯﾋ･ﾍﾞｰﾒﾙﾏﾝｽ作/画 Eﾍﾞ 福音館 1972

こいぬがうまれるよ ｼﾞｮｱﾝﾅ･ｺｰﾙ文､ｼﾞｪﾛｰﾑ･ｳｪｸｽﾗｰ写真 645ｺ 福音館 1982

こぐまのくまくん E･H･ﾐﾅﾘｯｸ文､ｾﾝﾀﾞｯｸ絵 933ﾐ 福音館 1972

こすずめのぼうけん ﾙｰｽ・ｴｲﾝｽﾞﾜｰｽ作､堀内誠一画 Eﾎ 福音館 1977

こぶじいさま 松居直再話､赤羽末吉画 Eｱ 福音館 1964

サリーのこけももつみ ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾏｯｸﾛｽｷｰ文/絵 Eﾏ 岩波 1986

３びきのくま ﾚﾌ=ﾄﾙｽﾄｲ作､ﾚｰﾍﾞﾃﾞﾌ絵 Eﾚ 偕成社 1962

三びきのやぎのがらがらどん 北欧民話､ﾏｰｼｬ･ﾌﾞﾗｳﾝ絵 Eﾌﾞ 福音館 1965

しずかなおはなし ｻﾑｲﾙ=ﾏﾙｼｬｰｸ文､ﾚｰﾍﾞﾃﾞﾌ絵 Eﾚ 福音館 1963

しずくのぼうけん ﾏﾘｱ･ﾃﾙﾘｺﾌｽｶ作､ﾎﾞﾌﾀﾞﾝ･ﾌﾞﾃﾝｺ絵 Eﾌﾞ 福音館 1969

シナの五にんきょうだい ｸﾚｰﾙ･H･ﾋﾞｼｮｯﾌﾟ文､ｸﾙﾄ･ｳﾞｨｰｾﾞ絵 Eｳ 瑞雲舎 1961

１１ぴきのねこ 馬場のぼる著 Eﾊﾞ こぐま 1967
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すてきな三にんぐみ ﾄﾐｰ･ｳﾝｹﾞﾗｰ作/絵 Eｳ 偕成社 1969

すばらしいとき ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾏｯｸﾛｽｷｰ文/絵 Eﾏ 福音館 1978

スーホの白い馬 大塚勇三再話､赤羽末吉画 Eｱ 福音館 1967

ターちゃんとペリカン ﾄﾞﾝ･ﾌﾘｰﾏﾝ文/絵 Eﾌ ほるぷ 1975

せんたくかあちゃん さとうわきこ作/絵 Eｻ 福音館 1978

ぞうのババール ｼﾞｬﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾘｭﾉﾌ作/絵 Eﾌﾞ 評論社 1979

だいくとおにろく 松居直再話､赤羽末吉画 Eｱ 福音館 1962

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子作/絵 Eｱ 福音館 1967

ちいさいおうち ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ･ﾘｰ･ﾊﾞｰﾄﾝ文/絵 Eﾊﾞ 岩波 1942

ちいさいしょうぼうじどうしゃ ﾛｲｽ･ﾚﾝｽｷｰ文/絵 Eﾚ 福音館 1970

ちいさなうさこちゃん ﾃﾞｨｯｸ･ﾌﾞﾙｰﾅ文/絵 Eﾌﾞ 福音館 1964

ちいさなねこ 石井桃子作､横内襄絵 Eﾖ 福音館 1963

チムとゆうかんなせんちょうさん ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ｱｰﾃﾞｨｿﾞｰﾆ作/絵 Eｱ 福音館 1963

つきのぼうや ｲﾌﾞ･ｽﾊﾟﾝｸﾞ･ｵﾙｾﾝ作/絵 Eｵ 福音館 1975

ティッチ ﾊﾟｯﾄ･ﾊｯﾁﾝｽ作/絵 Eﾊ 福音館 1975

てぶくろ ｳｸﾗｲﾅ民話､ﾗﾁｮﾌ絵 Eﾗ 福音館 1965

どろんこハリー ｼﾞｰﾝ･ｼﾞｵﾝ文､ﾌﾞﾛｲ･ｸﾞﾚｱﾑ絵 Eｸﾞ 福音館 1964

にちよういち 西村茂男作/絵 Eﾆ 童心社 1979

のろまなローラー 小出正吾作､山本忠敬絵 Eﾔ 福音館 1965

はじめてのおつかい 筒井頼子作､林明子絵 Eﾊ 福音館 1977

はちうえはぼくにまかせて ｼﾞｰﾝ･ｼﾞｵﾝ文､ﾌﾞﾛｲ･ｸﾞﾚｱﾑ絵 Eｸﾞ ペンギン 1981

はなをくんくん ﾙｰｽ･ｸﾗｳｽ文､ﾏｰｸ･ｻｲﾓﾝﾄ絵 Eｻ 福音館 1967

はなのすきなうし ﾏﾝﾛｰ･ﾘｰﾌ話､ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾛｰｿﾝ絵 Eﾛ 岩波 1936

はらぺこあおむし ｴﾘｯｸ･ｶｰﾙ作/絵 Eｶ 偕成社 1976

はろるどとむらさきのクレヨン ｸﾛｹｯﾄ･ｼﾞｮﾝｿﾝ作/絵 Eｼﾞ 文化出版 1972
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ひとあしひとあし ﾚｵ･ﾚｵﾆ作/絵 Eﾚ 好学社 1975

ひとまねこざる H･A･ﾚｲ文/絵 Eﾚ 岩波 1954

ふしぎなたいこ 石井桃子文､清水崑絵 Eｼ 岩波 1953

ふしぎなたけのこ 松野正子作､瀬川康男絵 Eｾ 福音館 1963

ふたりはともだち ｱｰﾉﾙﾄﾞ･ﾛｰﾍﾞﾙ作/絵 Eﾛ 文化出版 1972

ブレーメンのおんがくたい ｸﾞﾘﾑ原作､H･ﾌｨｯｼｬｰ絵 Eﾌ 福音館 1964

ふわふわくんとアルフレッド ﾄﾞﾛｼｰ･ﾏﾘﾉ文/絵 Eﾏ 岩波 1977

ペレのあたらしいふく ｴﾙｻ･ﾍﾞｽｺﾌ作/絵 Eﾍﾞ 福音館 1976

まりーちゃんとひつじ ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ文/絵 953ｾ 岩波 1956

まんげつのよるまでまちなさい ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ作､ｶﾞｰｽ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ絵 Eｳ ペンギン 1978

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 Eﾌ 岩波 1985

ものぐさトミー ﾍﾟｰﾝ･ﾃﾞｭﾎﾞｱ文/絵 933ﾃﾞ 福音館 1977

ももたろう 松居直文､赤羽末吉絵 Eｱ 福音館 1965

もりのなか ﾏﾘｰ･ﾎｰﾙ･ｴｯﾂ文/絵 Eｴ 福音館 1944

やさいのおなか きうちかつ作/絵 Eｷ 福音館 1997

ゆかいなかえる ｼﾞｭﾘｴｯﾄ･ｷｰﾌﾟｽ文/絵 Eｷ 福音館 1964

ゆきのひ ｴｽﾞﾗ=ｼﾞｬｯｸ=ｷｰﾂ文/絵 Eｷ 偕成社 1969

ゆきむすめ ロシア民話､佐藤忠良絵 Eｻ 福音館 1963

よあけ ﾕﾘｰ･ｼｭﾙｳﾞｨｯﾂ作/絵 Eｼ 福音館 1977

よかったねネッドくん ﾚﾐｰ･ｼｬｰﾘｯﾌﾟ作/絵 Eｼ 偕成社 1969

ラチとらいおん ﾏﾚｰｸ･ﾍﾞﾛﾆｶ文/絵 Eﾏ 福音館 1965

ロバのシルベスターとまほうのこいし ｳｨﾘｱﾑ･ｽﾀｲｸﾞ文/絵 Eｽ 評論社 1975

わゴムはどのくらいのびるかしら？ ﾏｲｸ･ｻｰﾗｰ文､ｼﾞｪﾘｰ･ｼﾞｮｲﾅｰ絵 Eｼﾞ ほるぷ 1976

わたしとあそんで ﾏﾘｰ･ﾎｰﾙ･ｴｯﾂ文/絵 Eｴ 福音館 1968

わたしのワンピース 西巻茅子文/絵 Eﾆ こぐま 1969

出版社名は一部省略しています


