
　  　第４回　本屋さんが選んだ、子どもに読み聞かせたい絵本１０１冊
 愛知県書店商業組合では、「サン・ジョルディフェスティバル名古屋２０１８」の開催に合わせ、子どもに読み聞かせたい絵本１０１冊を選定いたしました。

　「絵本がつなぐ親と子のふれあい」。　この機会に、すばらしい絵本の数々をお楽しみください。　※価格は単位：円（税込価格）　２０１８年２月末日現在

                                主催：愛知県書店商業組合　 協力：JIPC読書アドバイザークラブ　  協賛・協力：出版各社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆お問い合わせ）愛知県書店商業組合ホームページ   http://www.aichi-books.jp/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「サン・ジョルディフェスティバル名古屋２０１８」　４月２２日（日）１０：００～１７：００　名古屋テレビ塔１Ｆタワースクエアにて開催。

                                                                                   ■０～３才位）
               書名         著者       出版社  価格                                                               あらすじ

ゆうたはともだち きたやま　ようこ あかね書房 756 おまえわらう、おれしっぽふる。おまえほんがすき、おれほねがすき。--全然ちがうけどともだちです! 

せん あらい　ひろゆき 岩崎書店 918 0歳の赤ちゃんは、1本の線の形を見つめながら、音とことばを感じています。ことばが生まれる絵本。

へんがおあそび きむら　ゆういち 偕成社 756 かいじゅうさんが、「へんがおあそび」をはじめました。「へんがお」に、ぴいちゃんたちは大よろこび。

おかあさんだいすきだよ みやにし　たつや 金の星社 1,296 ぼくはお母さんが大好き｡だけど､ぼくをしかってばかり。優しくしてくれたら、もっと好きなるのに。

はだかんぼばなな じゃんぼかめ 国土社 864 あついので、ばななのかわをぬいだ、ばななのこども。かわがなくなって、さあ、たいへん。

だっこ 鈴木まもる 小峰書店 1,080 パンダ、ラッコ、クマ、ライオン、アザラシ・・・。次はどんな抱っこ？親子で楽しめるスキンシップ絵本。

おさじさん 松谷みよこ 童心社 756 離乳食開始期の孫はスプーンを使いたがりました。今上手に使いこなせてるのはこの本のお陰？

わんわんわんわん 高畠純 理論社 1,080 鳴き声を楽しむファーストブック。いぬ、ねこ、ぶたと次々にふえていく動物たちのにぎやかな絵本｡

さんどいっちにー たんじ　あきこ ほるぷ出版 918 『いっちにー　いっちにー　さんどいっちにー』とリズムにのって、パンダとウサギとリスがピクニック。

コロちゃんこうえんへいく エリック・ヒル 評論社 1,296 ママが、コロちゃんとカバコちゃんを、こうえんへつれていってくれた。でもボールがいけにおちて…。

どんないろがすき 100％オレンジ フレーベル館 756 大人から子どもまで幅広く知られている童謡「どんないろがすき」を絵本化。色への興味を高めます。 

いちご 平山　和子 福音館書店 972 畑で寒い冬を越し、初夏、緑の葉の陰に小さないちごの実がなりました。日に日に赤く色づいて・・・。

はじめてずかん415英語つき 小学館辞典編集部 小学館 1,058 初めて言葉を覚える時期から英語学習に取り組む時期まで親子で楽しめる１冊です。 

ウサギのすあなにいるのはだあれ？ジュリア　ドナルドソン 徳間書店 1,836 オクセンバリーによる動物たちの表情が楽しい。ラストが盛り上がるので読み聞かせにぴったり。 

おばけのやだもん ひらの　ゆきこ 教育画劇 1,080 やだもんがくっついておばけにしちゃうぞ！おばけのやだもんは、だだをこねる子を探しているよ。

パグパグ３きょうだい 長澤　星 鈴木出版 1,296 なかよし３きょうだいの表情の豊かさを楽しんでください。きょうだいっていいなと思える作品です。

いちにちじごく ふくべ　あきひろ ＰＨＰ研究所 1,296 子どもから大人まで人気の「いちにち」シリーズ第8弾！擬音の面白さとユーモア満載の絵で大好評。

ぎゅ～っ！ いしづ　ちひろ くもん出版 864 かぞくみんなでとってもしあわせになれる赤ちゃん絵本です｡

りんごがドスーン 多田　ひろし 文研出版 1,188 野原に大きなりんごが落ちてきた。もぐらがやってきて「むしゃむしゃおーうまい｣｡りすも、きつねも｡

バナナおいしくなーれ 矢野 アケミ 大日本図書 1,296 バナナがおいしくなる「じゅもん」をとなえると…　あれあれ～？？　でてきたなかみは…!?

こんなこいるかな新装版全12巻 有賀　忍 日本図書センター 9,072 NHK「おかあさんといっしょ」で大人気だった!12人のおともだちが帰ってきたよ!!

ママはしらないの？ ふくだ　いわお 光村教育図書 1,296 いろんなことをするたびにママからしかられてしまうぼく。でも、ぼくはママをおこらせたいんじゃなくて｡

のびのびおおかみ みやにし　たつや ポプラ社 950 おおかみが、りんごをみつけたよ。とどかない！とおもったら手が長ーくのび。とれない！でも足が｡

じてんしゃのれるかな 平田　利之 あかね書房 1,296 冬晴れの青空のもと、ぜっこうのサイクリング日和に読んでほしい１冊です。

ひげひげわたりひげ キャビンカンパニー あかね書房 1,404 不思議な生きものとして「ひげ」を描ききった、ユーモアたっぷりの楽しい絵本です！

ノンタンにんにんにこにこ キヨノ　サチコ 偕成社 648 にんにんにこにこ、びっくりひゃっくり、ぐすんぐすん。リズムにのって、ノンタンのかわいい表情が｡

はらぺこあおむし+ エリック　カール 偕成社 2,462 『はらぺこあおむし』のボードブック版と「はらぺこあおむし人形」がセットになりました！　

ぬいぐるみギフトセット お子さまがもって歩ける、かわいい取手つきです。プレゼントにもぴったり！

はたらくくるまセット 三浦　太郎 偕成社 2,592 のりもの絵本『よいしょ』『とどくかな』『まかせとけ』の3冊セット。お父さんの読み聞かせにどうぞ！

いっさいはん minchi 岩崎書店 1,296 じっとしてられない、ごみを集める、なんでも散らかす…くすっと笑えて子どもが愛おしくなる一冊。 

あかちゃん穴あきえほんせっと かしわら　あきお 教育画劇 2,916 まるまるとしかくでぽこぽこ、あらら、おばけくんがかくれんぼ？かしわらあきおの穴あきしかけ絵本！

いろいろバス ツペラツペラ 大日本図書 1,404 赤いバスがやってきました、黄色いバスがやってきました、緑のバスがやってきました。おりるのは？

ぱかっ 森　あさ子 ポプラ社 950 つぎからつぎへといろいろなものが、ぱかっ！と登場。言葉の繰り返しとカラフルで楽しい絵変わり｡

                                                                                   ■４～６才位）
               書名         著者       出版社  価格                                                               あらすじ

くいしんぼうのクジラ 谷口　智則 あかね書房 1,512 おいらはクジラ。いただきますが大好きでごちそうさまが大嫌い。まずはアジとイワシをいただきます。

たからもののあなた まつお　りかこ 岩崎書店 1,404 「大好き」という言葉と共にお母さんに「ぎゅっ」とされる安心感。一緒に読みながら「大好き」「ぎゅっ」｡

よるのおと たむら　しげる 偕成社 1,512 数十秒のあいだに起こる小さなドラマの数々。ページをめくることが一つの体験と感じてください。 

せんろはつづくどこまでつづく 鈴木　まもる 金の星社 1,296 新幹線も貨物列車もブルートレインも、みんなつなげて走らせよう。いろいろな列車が登場。

だれかたすけて 角野　栄子 国土社 1,512 だれか助けてよう｡暗やみに光る黒ひょうの目。次々にでてくる動物たち。少女ヒロに起こったのは。 

恐竜トリケラトプスと 黒川　みつひろ 小峰書店 1,080 獲物をとってくるよう言われた肉食恐竜ダスプレトサウルスのこどもプレト。狩りが苦手なプレトは、

ダスプレトサウルス 草食恐竜コリトサウルスの群れに迷い込ん。いつもは怖いダスプレトサウルス親子の愛の物語。 

でんしゃがきました 三浦　太郎 童心社 1,404 電車はガッタンふみきりカンカン。なんだかいいにおい。ねずみさんの待ってる駅にチーズの電車が｡

プリンちゃん なかがわ　ちひろ 理論社 1,188 おかしの国のプリンちゃん、きょうはおでかけ。おしゃれをしたら、すてきなおひめさまに大変身。

せかいいちまじめなレストラン たしろ　ちさと ほるぷ出版 1,404 注文をもらってから腕に寄りをかけてお料理を作ります。真面目ですから。ところが泣いている子が｡

かわいがってくれるのだあれ？ キルメニー・ナイランド 評論社 1,404 公園に捨てられてしまったクマのぬいぐるみのモフモフとプクプク。かわいがってくれる誰かを探しに｡

しっぽしっぽしっぽっぽ 木曽　秀夫 フレーベル館 1,080 もしもぼくのしっぽが長かったら。ねずみのしっぽがゴム出来ていてページを開くとびよーんと伸びる｡

ぐるんぱのようちえん 西内　ミナミ 福音館書店 972 ぞうのぐるんぱは、行く先々で大きなものばかり作って失敗ばかり。でも最後の幼稚園は大成功。

心やさしく賢い子に育つ 小学館・編 小学館 2,484 ２分ちょっとの短いお話を１日１話で３６６話。いろいろな世界のお話があるので、読み聞かせにも。

みじかいおはなし366 贈りたい！多彩な好奇心を育むおはなし宝箱です。

たぬきがのったら 田中　友佳子 徳間書店 1,728 はじめて「びっくり線」を走ることになりました。乗り込んできたのは、温泉に向かうたぬきの団体さん。

へんしんでんしゃ ところが、ここはおかしなことが起こるびっくり線の線路。

ちいさなちいさなこおりのくに さかい　さちえ 教育画劇 1,296 寒い冬の雪の中でもポコポコは元気に大活躍｡ポコポコと一緒にこおりのくもを追いかけてみよう｡



                                                                                   ■４～６才位）
               書名         著者       出版社  価格                                                               あらすじ

アナゴたいそう うさやまみやこ 鈴木出版 1,404 みぎむいて、ひだりむいて、うえむいて、したむいて。水の中でゆらゆら泳ぐチンアナゴたち。

あま～いしろくま 柴田　ケイコ ＰＨＰ研究所 1,404 甘いものが大好きなしろくまさん。おやつの中に入ってみたらどうなるのかなぁ｡ドーナツ、アイス・・・｡

ハッピーイースター ヨシエ くもん出版 1,404 春のお祭りイースターを彩るカラフルな卵やケーキが満載｡味わいながら物語が楽しめる絵本。 

おとうさんだいすき 司　修 文研出版 1,188 「ぼくのお父さんはね」森の朝はどうぶつの子どもたちの自慢話で賑やか。子ぐまだけはションボリ。

ぽちっとあかいおともだち コーリン・アヴェリス 少年写真新聞社 1,728 真っ白な雪の世界に、無垢な子どもの心が温かく描かれています。、とても印象的な美しい絵本。

おふくさんのおふくわけ 服部　美法 大日本図書 1,404 おふくさん第二弾｡またまた同じ鬼がやってきておふくさんたちを怖がらせます。でも負けません。

こんなこいるかなおはなししちえ 有賀　忍 日本図書センター 5,616 いやだいやだのやだもんをはじめ、こわがりやのぶるるいたずらっこのたずらなど、個性あふれる

あそびえほん新装版全4巻 12人のキャラクターたちが活躍する。大好評の「こんな こ いるかな」に待望の新シリーズです。

おちゃかいのおやくそく エイミー・ダイクマン 光村教育図書 1,512 クッキーが食べたいこぐま。おやくそくを守らなければいけません。ようやく食べられると思ったが｡

うちゅうひこうしになりたいなバイロン・バートン ポプラ社 1,512 うちゅうひこうしになりたい。スペースシャトルにのって宇宙めざして飛んでいくんだ。宇宙を体験？

しんごうきピコリ ザ・キャビンカンパニー あかね書房 1,404 パトカーが信号機のルールを教えていると、ピコリ。不思議な色に光りました。おかしな信号機｡

えでみるあいうえおさくぶん ニシワキ　タダシ あかね書房 1,404 どうしてこうなったか不思議なシーンが、ゆるふわなテイストで。1ページにひとつのあいうえお作文。

おさるのこうすけ 武田　美穂 童心社 1,404 おねえちゃんって、たいへんなんだから！おとうとっておさるみたい。でも、かわいいときもあるかな？

ばけバケツ 軽部　武宏 小峰書店 1,620 バケツ？それとも…！？月夜の不思議を描いた、おばけ絵本の新定番！

ぼくのおとうさんとおかあさん宮西　達也 金の星社 1,296 ぼくの おとうさんと おかあさんは だあれだ？

うわのそらいおん ふくなが　じゅんぺい 金の星社 1,404 おいしそうな食べものの絵、かっこいいのりもの、いろんな生きものがいっぱいで読んでいて楽しい。

なつみはなんにでもなれる ヨシタケ　シンスケ ＰＨＰ研究所 1,080 コレなーんだ！？なつみがなにかのマネをしておかあさんがあてるゲームしますが当てられません。

じごくにいったかんねどん かつらこ 童心社 1,404 あきのまつり“唐津くんち”が始まった。とんちものでほらふきのかんねどんはわるさを思い付いて。

へびかんこうセンター こじま　しほ 文溪堂 1,620 へび観光センターにようこそ。へびのバスに乗って、不思議で楽しい観光ツアーに出かけましょう。

                                                                                   ■小学校低学年）
               書名         著者       出版社  価格                                                               あらすじ

くまとやまねこ 湯本香樹実 河出書房新社 1,404 突然、最愛の友だち・ことりをなくしてしまった、くま。やがて見つけた　あたらしい　時の　かがやき。

アライバル ショーン・タン 河出書房新社 2,700 世界各国多数の賞を受賞、世界中に衝撃を与えたグラフィック・ノヴェル、ついに刊行！

おすしですし！ 林　木林 あかね書房 1,404 おすし大好きのすしおくんが、だじゃれや回文、しりとりなどでおすしをにぎる修行の旅へ。

おねえちゃんっていっつもがまんいとうみく 岩崎書店 1,080

おさんぽだいきょうそう 三池　悠 偕成社 1,296 ページをめくるたびにまったく違う風景が広がる｡すみずみまで描きこまれた背景の緻密さ｡

くまのこうちょうせんせい こんの　ひとみ 金の星社 1,296 病院から学校に通い続けるくま校長先生を励ましたい！羊君は元気なおはようを言えるでしょうか？

そして、トンキーもしんだ たなべ　まもる 国土社 1,404 戦時中の上野動物園のお話です。人間に懐き、信じて死んでいく象達が可哀想でなりません。

コウノトリのコウちゃん かこ　さとし 小峰書店 1,296 静かな田園地帯に生まれたコウノトリの兄弟の成長と優しい眼差しで見守る村の人々を描いたお話。

くろくんとちいさいしろくん なかや　みわ 童心社 1,296 ちいさくてしろいくれよんが、まいごになりました。くろくんたちは、しろくんのなかまをさがしますが･･･｡

だじゃれ世界一周 長谷川　義史 理論社 1,404 だじゃれで世界をめぐる楽しい絵本が誕生。47カ国の人々が国名だじゃれでコミュニケーション。

トムとジェリーのすうじの迷路 鈴木　みのる 河出書房新社 1,296 大人気キャラクター、トムとジェリーの迷路絵本。数字の国を舞台に、トムとジェリーといっしょに挑戦｡

さるとびすすけ 宮西　達也 ほるぷ出版 1,058 孫悟空や桃太郎、ゴキブリロボットまで登場する奇想天外なストーリーに、心理ゲームや名言クイズ、

愛とお金とゴキZのまき あみだくじまで！　一冊まるごと楽しめる、役に立つエンターテイメント読み物登場。 

あかちゃんの木 ソフィー・ブラッコール 評論社 1,404 ６歳の娘が、赤ちゃん大好きでして。どうしたら赤ちゃんができるの？と何度も何度も聞いてきました。

たいせつなこと マーガレット・ワイズ・ブラウン フレーベル館 1,296 1949年にアメリカで出版されて以来読みつがれてきた絵本。大切なこととは何かを、語りかけます。 

こぶたのピクルス 小風　さち 福音館書店 1,728 ピクルスはこぶたの男の子。ピクルスの毎日は、楽しさいっぱい！　だけど、失敗もいっぱい！

コンガらガっちどしんどしん ユーフラテス 小学館 1,296 こんガらガっちのゆびでたどる絵本第５弾｡いるかともぐらがこんがらがった生物「いぐら」が、

ちょこちょこすすめ！の本 あやしいトンネルをくぐると…。指で道をたどってみよう！ 

王さまライオンのケーキ マシュー・マケリゴット 徳間書店 1,728 王さまライオンが魅力的な相手を思いやる気持ちを描いた絵本、おすすめです。

いちばんしあわせなおくりもの 宮野　聡子 教育画劇 1,296 こりすとくまくんは大の仲良し。こりすはくまくんに贈り物で喜ばせたいけれどくまくんはいらないと｡

おかしなめんどり 林　なつこ 鈴木出版 1,404 めんどりが昼寝をしていると、ぬすっとぎつねの手が伸びてきました。藁の敷物ごと持ち上げると｡

今日は何の日？366 PHP研究所 PHP研究所 2,700 歴史・行事・記念日・はじめて・人物の分野で、今日は何の日かを366話収録しました｡

菌の絵本なっとう菌 木村啓太郎・監修 農山漁村文化協会 2,700 納豆のネバネバの正体とは？納豆のつくりかたや、世界の大豆発酵食品なども紹介｡

イチからつくるカレーライス 関野　吉晴 農山漁村文化協会 2,700 世界中を旅してきた探検家で医師でもある関野吉晴さん。提案したのはイチからカレーを作ること。

イチからつくるチョコレート NPO法人APLA 農山漁村文化協会 2,700 チョコレートって何からできてるの?どうやって作るの?そんな質問にお答えします｡

みえた！からだのなか キャロン・ブラウン くもん出版 1,512 からだのなかってどうなっているのかな？自分で答えを発見しながら読み進める新感覚の絵本。

てがみをください 山下　明生 文研出版 1,404 赤い郵便箱にもぐりこんだ一匹のカエル。どうすれば手紙がくるのか教えてもらいその通りに…。

いもうとガイドブック ポーラ・メトカーフ 少年写真新聞社 1,620 ちいさいいもうとがいるとおねえちゃんは大変です。どこへでもついてくるし、何でもまねするし。

ハリーとうたうおとなりさん ジーン・ジオン 大日本図書 1,512 ハリーの家のお隣さんは歌をうたうのです。その声の高くて大きいこと！ハリーはなんとかして。

卒業しよう！めんどくさがり 名越　康文 日本図書センター 1,080 「めんどくさい」という気もちが生まれるしくみや、めんどくささを小さくしてすぐやる自分を引き出す。

もしきみが月だったら ローラ・パディー・サラス 光村教育図書 1,512 月のうごきや特徴をお月さまがおしえてくれるたのしい科学絵本です。

おしりたんてい　 トロル ポプラ社 1,058 おしりたんていの住む町にライバルのたんていがあらわれた！どちらがめいたんていか勝負！！

あやうしたんていじむしょ 「においますね」が口ぐせの紳士、おしりたんていが繰り広げる、オシャレでユーモラスな謎解き絵本

おふくさん 服部　美法 大日本図書 1,404 何と愛らしい絵本なんでしょう。おふくさんたちの弾ける笑顔が素敵。みんな違った顔をしています。

ぴっちとりた　 長尾 琢磨 BL出版 1,404 第28回ニッサン童話と絵本のブランプリ　絵本大賞受賞作。

まよなかのサーカス 配色がとても美しく、優しさが伝わる絵本です。 

わかったさんのこんがりおやつ 寺村　輝夫 あかね書房 1,296 「クッキー」「ドーナツ」「アップルパイ」を紹介。ほかにも新しいこんがりレシピが入ったかわいい絵本。

かん字のうた 川崎　洋 岩崎書店 1,944 漢字の想像がどんどん広がっていくひとつの詩を絵本で展開。

あかいろうそく 新美　南吉 金の星社 1,512 大人も子どもも“名作を読もう”不世出の童話作家・新美南吉＋人気絵本作家・いもとようこ。

十二支のことわざえほん 高畠　純 教育画劇 1,080 動物達がことわざの世界でも大活躍！十二支の動物が愉快なことわざをユーモアたっぷりに紹介。

ココの運動会。お弁当はナッちゃんの好きなおいなりさんにしようって。おねえちゃんに寄り添う物語。


