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1 あっぷっぷ 中川　ひろたか，村上　康成
 ひかりのくに 1 あめふりくまのこ 鶴見　正夫，高見　八重子
ひさかたチャイル
ド 1 あしにょきにょき 深見　春夫 岩崎書店

2 いないいないばあ 松谷　みよ子，瀬川　康男
 童心社 2 おおきなかぶ Ａ．トルストイ，佐藤忠良
 福音館書店 2 ありがとう いもと　ようこ 至光社

3 いろいろばあ 新井　洋行
 えほんの杜 3 おだんごぱん　ロシア民話 瀬田　貞二，　脇田　和
 福音館書店 3 いいからいいから 長谷川　義史 絵本館

4 うずらちゃんのかくれんぼ きもと　ももこ 福音館書店 4 おばけかぞくのいちにち 西平　あかね 福音館書店 4 いちねんせい 谷川　俊太郎，和田　誠 小学館

5 おつきさまこんばんは 林　明子 福音館書店 5 おばけなんてないさ せな　けいこ，槇　みのり，峯　陽 ポプラ社 5 いちばんしあわせなおくりもの 宮野　聡子 教育画劇

6 おひさまあはは 前川 　かずお こぐま社 6 おひさまぽかぽか 笠野　裕一
 福音館書店 6 おおきくなるっていうことは 中川　ひろたか，村上　康成
 童心社

7 おべんとうバス 真珠　まりこ
ひさかたチャイル
ド 7 おへそのあな 長谷川　義史 BL出版 7 おかあさんだいすきだよ みやにし　たつや 金の星社

8 おんなじおんなじおんなじね 苅田　澄子，つちだ　のぶこ 
 学研 8 おべんとう 小西　英子 福音館書店 8 おかあさんがおかあさんになった日 長野　ヒデ子 童心社

9 かおかおどんなかお 柳原　良平 こぐま社 9 おやすみなさいコッコさん 片山　健 福音館書店 9 おやおや、おやさい 石津　ちひろ，山村　浩二 福音館書店

10 がたんごとんがたんごとん 安西　水丸 福音館書店 10 きょだいなきょだいな 長谷川　摂子，降矢　なな 福音館書店 10 お月さまってどんなあじ? マイケル・グレイニエツ セーラー出版

11 きんぎょがにげた 五味　太郎 福音館書店 11 ぐりとぐら 中川　李枝子，大村　百合子 福音館書店 11 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック 冨山房

12 くだもの 平山　和子 福音館書店 12 ぐるんぱのようちえん 西内　ミナミ，堀内　誠一 福音館書店 12 からすのパンやさん かこ　さとし 偕成社

13 くっついた 三浦　太郎 こぐま社 13 くれよんのくろくん なかや　みわ 童心社 13 くまのコールテンくん ドン＝フリーマン 偕成社

14 くらいくらい
はせがわせつこ，やぎゅうげんい
ちろう

福音館書店 14 こぶたのぽんくん ますだ　ゆうこ，西村　敏雄
 そうえん社 14 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース,堀内誠一 福音館書店

15 ごあいさつあそび きむら　ゆういち 偕成社 15 さつまのおいも 中川　ひろたか，村上　康成 童心社 15 こんとあき 林　明子 福音館書店

16 コロちゃんはどこ？ エリック・ヒル 評論社 16 １４ひきのひっこし いわむら　かずお 童心社 16 三びきのこぶた　イギリス昔話 瀬田 貞二，山田　三郎
 福音館書店

17 しましまぐるぐる かしわら　あきお 学研 17 しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん，森比左志，わだよ
しおみ

こぐま社 17 しげちゃん 室井　滋，長谷川　義史 金の星社

18 じゃあじゃあびりびり まつい　のりこ 偕成社 18 しろくまのパンツ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ
 ブロンズ新社 18 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ，ボフダン・
ブテンコ

福音館書店

19 だーれかなだーれかな カズコ　Ｇ・ストーン
 童心社 19 すいかのたね さとう わきこ 福音館書店 19 しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ 福音館書店

20 だっこして にしまき　かやこ こぐま社 20 すてきな三にんぐみ トミー＝アンゲラー 偕成社 20 スイミー レオ＝レオニ 好学社

21 たまごのあかちゃん
かんざわとしこ，やぎゅうげんいち
ろう

福音館書店 21 ぞうくんのさんぽ
なかの　ひろたか，なかの　まさた
か

福音館書店 21 だいくとおにろく 松居　直，赤羽　末吉 福音館書店

22 だるまさんがシリーズ かがくい　ひろし ブロンズ新社 22 たべたのだあれ 五味　太郎 文化出版局 22 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン 岩波書店

23 だれかしら 多田　ヒロシ 文化出版局 23 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子 福音館書店 23 ちょっとだけ 瀧村　有子，鈴木　永子 福音館書店

24 どんどこももんちゃん とよた　かずひこ 童心社 24 てぶくろ　ウクライナ民話 エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ 福音館書店 24 どうぞのいす 香山　美子，柿本　幸造
ひさかたチャイル
ド

25 ねないこだれだ せな　けいこ 福音館書店 25 どろんこハリー ジーン・ジオン，マーガレット・ブロ
イ・グレアム

福音館書店 25 とべバッタ 田島　征三 偕成社

26 はなのさくえほん いしかわ　こうじ 童心社 26 ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを，上野　紀子
 ポプラ社 26 にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社

27 ひまわり 和歌山　静子 福音館書店 27 バムとケロのにちようび 島田　ゆか 文溪堂 27 ねぎぼうずのあさたろう 飯野　和好 福音館書店

28 ぴょーん まつおか　たつひで ポプラ社 28 はらぺこあおむし エリック＝カール
 偕成社 28 はじめてのおつかい 筒井　頼子，林　明子 福音館書店

29 ぷくちゃんのすてきなぱんつ ひろかわ　さえこ アリス館 29 へんしんトンネル あきやま　ただし
 金の星社 29 100かいだてのいえ いわい　としお 偕成社

30 フルーツめしあがれ
視覚デザイン研究所，高原美和 視覚デザイン研

究所 30 まあちゃんのながいかみ たかどの　ほうこ 福音館書店 30 ぼちぼちいこか マイク＝セイラー，ロバート＝グロ
スマン

借成社

31 ぺんぎんたいそう 齋藤　槇 福音館書店 31 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ
 福音館書店 31 めっきらもっきらどおんどん 長谷川　摂子，ふりや　なな 福音館書店

32 ぼうしとったら tupera tupera 学研 32 わたしのワンピース にしまき　かやこ こぐま社 32 もうぬげない ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

33 もこもこもこ 谷川　俊太郎，元永　定正 文研出版 33 わにわにのおふろ 小風　さち，山口　マオ 福音館書店 33 もったいないばあさん 真珠　まりこ 講談社

34 もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 土屋　富士夫 徳間書店

平成３０年１０月　　長与町教育委員会

0～2歳向け 3～4歳向け 5～6歳向け

教育委員会では、町内の認定こども園、保育所、保

育園、幼稚園の先生方の協力を得て、子どもたちに

ぜひ読み聞かせたい本100冊を選定しました。読み

聞かせや選書などの資料として御活用ください。


