
 ３歳～６歳向け　テーマ絵本リスト

セット

番号
テーマ タイトル 著者

あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ／作  藤田 圭雄／訳

かばくん 岸田 衿子／作　  中谷 千代子／絵 

ちいさなねこ 横内襄／絵　石井桃子／作

ロージーのおさんぽ パット＝ハッチンス／作　わたなべしげお／訳

わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ／文・絵　よだ じゅんいち／訳

おばけのてんぷら せな けいこ／作・絵 

ちいさなヒッポ  マーシャ=ブラウン／作　うちだ りさこ／訳 

どうそのいす 香山 美子／作　柿本 幸造／絵

どろんこハリー マーガレット・ブロイ・グレアム／絵　ジーン・ジオン／文　わたなべしげお／訳

ピッツァぼうや  ウィリアム・スタイグ／作　木坂 涼／訳

おまたせクッキー パット= ハッチンス／作　乾侑美子／訳　

キャベツくん 長新太／文・絵

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

そらまめくんのベッド なかやみわ／作・絵

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／作　じんぐう てるお／訳

なにをたべてきたの 岸田 衿子／文　長野 博一／絵

おおきくなるっていうことは 村上康成／絵　中川ひろたか／文

かもさんおとおり ロバート・マックロスキー／文と絵　わたなべ しげお／訳 

ピーターのいす  エズラ=ジャック=キーツ／作・画　木島 始／訳

もりのなか マリー・ホール・エッツ／文・絵　まさき るりこ／訳 

あさえとちいさいいもうと 林明子／絵　筒井頼子／作

こすずめのぼうけん ルース・エインズワース／作　  石井 桃子／訳 　 堀内 誠一／画

100万回生きたねこ 佐野洋子／作・絵

ラチとらいおん  マレーク・ベロニカ／文・絵　とくなが やすもと／訳

ろくべえまってろよ 灰谷 健次郎／作　長 新太／絵

ぐりとぐら 大村百合子／絵　中川李枝子／作

ぐりとぐらとくるりくら 大村百合子／絵　中川李枝子／作

ぐりとぐらの1ねんかん 大村百合子／絵　中川李枝子／作

ぐりとぐらのうたうた12つき 大村百合子／絵　中川李枝子／作

ぐりとぐらのえんそく 大村百合子／絵　中川李枝子／作

こぐまちゃんおはよう わかやま けん／絵　森 比左志／著　わだ よしおみ／著

しろくまちゃんのほっとけーき わかやま けん／絵　森 比左志／著　わだ よしおみ／著

こぐまちゃんとどうぶつえん わかやま けん／絵　森 比左志／著　わだ よしおみ／著

こぐまちゃんとぼーる わかやま けん／絵　森 比左志／著　わだ よしおみ／著

こぐまちゃんのみずあそび わかやま けん／絵　森 比左志／著　わだ よしおみ／著

11ぴきのねこ　ふくろのなか 馬場のぼる／著

11ぴきのねことあほうどり 馬場のぼる／著

11ぴきのねことぶた 馬場のぼる／著

11ぴきのねことへんなねこ 馬場のぼる／著

11ぴきのねこ 馬場のぼる／著

14ひきのこもりうた いわむらかずお／作

14ひきのせんたく いわむらかずお／作

14ひきのぴくにっく いわむらかずお／作

14ひきのひっこし いわむらかずお／作

14ひきのあさごはん いわむらかずお／作

34
定番人気者

１４ひきのねずみ

29
おすすめしたい絵本④

（おおむね5歳から）

30
おすすめしたい絵本➄

（おおむね6歳から）

31
定番人気者

ぐりとぐら

26
おすすめしたい絵本①

（おおむね3歳から）

27
おすすめしたい絵本②

（おおむね4歳から）

28
おすすめしたい絵本③

（おおむね5歳から）

32
定番人気者

こぐまちゃん

33
定番人気者

　11ぴきのねこ



 ３歳～６歳向け　テーマ絵本リスト

セット

番号
テーマ タイトル 著者

だるまちゃんとうさぎちゃん  加古里子／作・絵

だるまちゃんとかみなりちゃん  加古里子／作・絵

だるまちゃんとだいこくちゃん 加古里子／作・絵

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子／作・絵

だるまちゃんととらのこちゃん 加古里子／作・絵

ねずみくんねずみくん 上野紀子／絵　なかえよしを／作

ねずみくんのチョッキ 上野紀子／絵　なかえよしを／作

ねみちゃんとねずみくん 上野紀子／絵　なかえよしを／作

また、ねずみくんのチョッキ 上野紀子／絵　なかえよしを／作

りんごがたべたいねずみくん 上野紀子／絵　なかえよしを／作

あめふり さとうわきこ／作・絵

ばばばあちゃんのやきいもたいかい さとうわきこ／作・絵

すいかのたね さとうわきこ／作・絵

よもぎだんご さとうわきこ／作・絵

そりあそび さとうわきこ／作・絵

あけるな 谷川 俊太郎／作  安野 光雅／絵 

おおきなもののすきなおうさま 安野 光雅作／絵 

旅の絵本　1 安野 光雅／著

ふしぎなえ 安野 光雅／著

もりのえほん 安野 光雅／著

おっきょちゃんとかっぱ ふりやなな／画　長谷川摂子／作

きょだいな　きょだいな 降矢なな／絵　長谷川摂子／作

めっきらもっきらどおんどん ふりやなな／画　長谷川摂子／作

さくら 長谷川 摂子／文　矢間 芳子／絵・構成

つるのおんがえし 長谷川 摂子／文　ながさわ まさこ／絵

おむすびころりん  よだ じゅんいち／文　わたなべ さぶろう/絵

三びきのこぶた 山田三郎／絵　瀬田貞二／訳

だいくとおにろく 赤羽末吉／画　松居直／再話

ねずみのよめいり  岩崎 京子／文　二俣 英五郎／画

まめつぶこぞうパトゥフェ　 ささめやゆき／絵　宇野和美／文

うまかたやまんば 赤羽末吉／画　おざわとしお／再話　

おおかみと七ひきのこやぎ フェリクス・ホムマン／絵　グリム／原作　せたていじ／訳

ガラスめだまときんのつののヤギ  ベラルーシ民話　田中 かな子／訳　スズキ コージ／画

パンのかけらとちいさなあくま  リトアニア民話　内田 莉莎子／再話　堀内 誠一／画

へっこきあねさがよめにきて  大川 悦生／文　太田 大八／絵

あわてんぼうウサギ  中川 素子／再話　バーサンスレン・ボロルマー／絵

いたずらおばけ イギリス民話　和田義三／画　瀬田貞二／再話

どうしてカは耳のそばでぶんぶんいうの？ 西アフリカの民話　レオ・ディロン、ダイアン・ディロン／絵　ヴェルナ・アールデマ／文　さがのやよい／訳

にぎりめしごろごろ 小林 輝子／再話　赤羽 末吉／画

みるなのくら 赤羽末吉／画　おざわとしお／再話　

おおきなかぶ 佐藤忠良／画　Ａ・トルストイ／再話　内田莉莎子／訳

かえるをのんだととさん  日野 十成／再話　斎藤 隆夫／絵 

かちかちやま おざわ としお／再話　赤羽 末吉／画

さんねん峠  李 錦玉／作　朴 民宜／絵

三びきのやぎのがらがらどん ノルウェーの昔話　マーシャ・ブラウン／絵　せたていじ／訳

41 昔話②

42 昔話③

43 昔話④

39
島根の絵本作家

　長谷川摂子

40 昔話①

35
定番人気者

　だるまちゃん

36
定番人気者

　ねずみくん

37
定番人気者

ばばばあちゃん

38
島根の絵本作家

　安野光雅



 ３歳～６歳向け　テーマ絵本リスト

セット

番号
テーマ タイトル 著者

スーホの白い馬 大塚勇三／再話　赤羽末吉／画

てぶくろ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ／絵　うちだりさこ／訳

ブレーメンのおんがくたい ハンス・フィッシャー／絵　グリム／原作　せたていじ／訳

やまなしもぎ 平野 直／再話　太田 大八／画

ロバのおうじ  グリム兄弟／原作　M.ジーン・クレイグ／再話　バーバラ・クーニー／絵　もき かずこ／訳

たいへんなひるね さとうわきこ／作・絵

つくし 甲斐 信枝／作

はなをくんくん ルース・クラウス／文　マーク・シーモント／絵　きじま はじめ／訳

はるがきた  ジーン・ジオン／文，マーガレット・ブロイ・グレアム／絵　こみや ゆう／訳

ぽとんぽとんはなんのおと  神沢 利子／作　平山 英三／絵 

雨、あめ ピーター・スピアー／作

おじさんのかさ 佐野洋子／作・絵

コッコさんとあめふり 片山 健／作・絵

しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ／作　うちだ りさこ／訳　ボフダン・ブテンコ／絵

どしゃぶり はたこうしろう／絵　おーなり由子／文

うみべのハリー マーガレット・ブロイ・グレアム／絵　ジーン・ジオン／文　わたなべしげお／訳

オニのサラリーマン じごくの盆やすみ  富安 陽子／文　大島 妙子／絵

すなのたね シビル・ドラクロワ／作　石津ちひろ／訳

トマトさん  田中 清代／作

なつのいちにち はた こうしろう／作

さつまのおいも 村上康成／絵　中川ひろたか／文

びっくりまつぼっくり  多田 多恵子／文　堀川 理万子／絵 

もりのかくれんぼう 末吉 暁子／作　林 明子／絵

もりのてぶくろ 八百板 洋子／文　ナターリヤ・チャルーシナ／絵 

やまのバス  内田 麟太郎/文  村田 エミコ/画

じょやのかね とうごう なりさ／作

しんせつなともだち 方 軼羣／作　君島 久子／訳　村山 知義／画

たのしいふゆごもり  片山 令子／作　片山 健／絵 

てぶくろをかいに  にいみ なんきち／文　わかやま けん／絵 

ゆきのひ エズラ=ジャック=キーツ／文･絵　きじま はじめ／訳 

ぐりとぐらのおきゃくさま 大村百合子／絵　中川李枝子／作

クリスマス・オールスター 村上康成／絵　中川ひろたか／文

クリスマスのまえのばん クレメント・C・ムーア／文　わたなべ しげお／訳　ウィリアム・W・デンスロウ／絵

サンタクロースってほんとにいるの?  てるおか いつこ／文　すぎうら はんも／絵

まどから★おくりもの  五味 太郎／作・絵 

クリスマスのてんし エルゼ・ヴェンツ‐ヴィエトール／作・絵　さいとう ひさこ／訳

クリスマスのふしぎなはこ 長谷川 摂子／文　斉藤 俊行／絵

くろうまブランキー 伊東 三郎／再話　堀内 誠一／画

ちいさなもみのき  マーガレット・ワイズ・ブラウン／作　バーバラ・クーニー／絵　かみじょう ゆみこ／訳

ぶたたぬききつねねこ 馬場 のぼる／著

あけましておめでとう 村上康成／絵　中川ひろたか／文

おもち! 石津 ちひろ／文　村上 康成／絵

かさじぞう 赤羽末吉／画　瀬田貞二／再話

十二支のお節料理  川端 誠／作

もうすぐおしょうがつ  西村 繁男／作

50
季節

～ クリスマス① ～

51
季節

～ クリスマス② ～

52
季節

～ お正月 ～

47
季節

 ～ 夏 ～

48
季節

～ 秋 ～

49
季節

　～ 冬 ～

44 昔話⑤

45
季節

～ 春 ～

46
季節

　～ 雨 ～



 ３歳～６歳向け　テーマ絵本リスト

セット

番号
テーマ タイトル 著者

たろうのおでかけ 村山 桂子／作　堀内 誠一／絵

たんじょうび  ハンス・フィッシャー／文・絵　おおつか ゆうぞう／訳

ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン／作　いわた みみ／訳

どんくまさんと おたんじょうび 柿本 幸造／絵　蔵冨 千鶴子／文

よかったねネッドくん レミー・シャーリップ／作　やぎたよしこ／訳

アンディとらいおん  ジェームズ・ドーハーティ／文と絵　むらおか はなこ／訳

しっぽのはたらき 川田 健／文　薮内 正幸／絵　今泉 吉典／監修

へびのクリクター  トミー・ウンゲラー／作　中野 完二／訳 

マスターさんとどうぶつえん  アーノルド・ローベル／作　こみや ゆう／訳 

もうちょっともうちょっと 高畠純／絵　きむらゆういち／文

くらやみのゾウ　ペルシャのふるい詩から ユージン・イェルチン／絵　ルーミー／原作　ミナ・ジャバアービン／再話　山口文生／訳

おちゃのじかんにきたとら  ジュディス・カー／作　晴海 耕平／訳 

もぐらバス 佐藤 雅彦／原案　うちの ますみ／文・絵 

ゆかいなかえる ジュリエット・ケペシュ／文・絵　いしい ももこ／訳

わんわんわんわん  高畠 純／作

ずーっとずっとだいすきだよ  ハンス・ウィルヘルム／絵と文　久山 太市／訳

どうながのプレッツェル マーグレット・レイ／文　H・A・レイ／絵　わたなべ しげお／訳

ドライバーマイルズ ジョン・バーニンガム／作　谷川俊太郎／訳

ペロのおしごと  樋勝 朋巳／作

まいごのアンガス マージョリー・フラック／作・絵　瀬田 貞二／訳

こねこのぴっち ハンス・フイッシャー／お話と絵　石井 桃子／訳

サイモンは、ねこである。 ガリア・バーンスタイン／作　なかがわちひろ／訳

タンゲくん  片山 健／作

ねこです。 北村 裕花／作 

100まんびきのねこ ワンダ・ガアグ／文・絵　いしい ももこ／訳

うごいちゃだめ! エリカ・シルヴァマン／文　S.D.シンドラー／絵　せな あいこ／訳 

がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン／作　まつおか きょうこ／訳

コッケモーモー!  ジュリエット・ダラス=コンテ／文　アリソン・バートレット／絵　たなか あきこ／訳 

ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン／作　さいおんじ さちこ／訳

手おけのふくろう あべ弘士／絵　ひらののぶあき／文

おかえし 村山 桂子／作　織茂 恭子／絵

きつねのホイティー シビル・ウェッタシンハ／作　まつおか きょうこ／訳

こぎつねキッコ 松野 正子／文　梶山 俊夫／絵

フォックスさんのにわ ブライアン・リーズ／作　せな あいこ／訳

やまこえのこえかわこえて こいで やすこ／作

クマさんのいえへいかなくちゃ! ブライアン・リーズ／作・絵　横山和江／訳 

くまのビーディーくん ドン＝フリーマン／作　まつおかきょうこ／訳

サリーのこけももつみ  ロバート・マックロスキー文/絵，石井 桃子訳 

パンやのくまさん フィービ・ウォージントン／作・絵　セルビ・ウォージントン／作・絵　まさき るりこ／訳

ほんとさいこうの日 レイン・スミス／作　青山 南／訳 

アリからみると 桑原 隆一／文　栗林 慧／写真

せみとりめいじん  かみや しん／作　奥本 大三郎／監修

ぞうきばやしのすもうたいかい 廣野研一／絵　広野多珂子／作

とべバッタ  田島 征三／作

むしたちのうんどうかい 得田 之久／文　久住 卓也／絵 

59 キツネのおはなし

60 クマのおはなし

61 ムシのおはなし①

56 イヌのおはなし

57 ネコのおはなし

58 トリのおはなし

53 誕生日おめでとう

54
いろいろな動物の

おはなし①

55
いろいろな動物の

おはなし②



 ３歳～６歳向け　テーマ絵本リスト

セット

番号
テーマ タイトル 著者

ありとすいか  たむら しげる／作・絵 

サラダとまほうのおみせ  カズコ・G.ストーン／作

ちょうちょはやくこないかな  甲斐 信枝／作

むしたちのおんがくかい 得田 之久／文　久住 卓也／絵 

わたし、くわがた 得田 之久／文　たかはし きよし／絵

いいからいいから 1 長谷川 義史／作

いちごばたけのちいさなおばあさん わたり むつこ／作　中谷 千代子／絵 

おじいちゃん ジョン・バーニンガム／作   たにかわ しゅんたろう／訳

おばあさんのすぷーん 神沢 利子／作　富山 妙子／絵

このあとどうしちゃおう  ヨシタケ シンスケ／作

おとうさんがおとうさんになった日  長野 ヒデ子／作

おとうさんはウルトラマン  みやにし たつや／作・絵  円谷プロダクション／監修

おとうさん・パパ・おとうちゃん  みやにし たつや／作・絵

オニのサラリーマン 富安 陽子／文　大島 妙子／絵

パパ、お月さまとって エリック・カール／作・絵　もりひさし／訳

おかあさん おかあさん おかあさん… 大島 妙子／著 

おかあさんがおかあさんになった日  長野 ヒデ子／作

せんたくかあちゃん さとう わきこ／作・絵

どれがぼくかわかる? カーラ=カスキン／文・絵　ぶん・え，よだ しずかやく 

ぼくにげちゃうよ マーガレット・W・ブラウン／文　クレメント・ハード／絵　いわた みみ／訳

アルド・わたしだけのひみつのともだち  ジョン・バーニンガム／作　 たにかわ しゅんたろう／訳

きみなんかだいきらいさ ジャニス・メイ・ユードリー／文　モーリス・センダック／絵　こだまともこ／訳

ともだちや 降矢なな／絵　内田鱗太郎／作

とん ことり 筒井 頼子／作　林 明子／絵

みんなともだち 村上康成／絵　中川ひろたか／文

けんかのきもち  柴田 愛子／文　伊藤 秀男／絵 

コッコさんのともだち  片山 健／作・絵

チェクポ  イ チュニ／文　キム ドンソン／絵　おおたけ きよみ／訳 

ともだち 谷川 俊太郎／文　和田 誠／絵

ないしょのおともだち  ビバリー・ドノフリオ／文　バーバラ・マクリントック／絵　福本 友美子／訳

いちねんせい 谷川 俊太郎／詩　和田 誠／絵 

いちねんせいのはる・なつ・あき・ふゆ  おか しゅうぞう／作　ふじた ひおこ／絵

くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ／作　まさきるりこ／訳

しょうがっこうへいこう  斉藤 洋／作　田中 六大／絵 

どろぼうがっこう かこさとし／絵・文

あめふりあっくん 浜田 桂子／著

ぐるんぱのようちえん  西内 ミナミ／作　堀内 誠一／絵

せんせい 大場 牧夫／文　長 新太／絵 

ほいくえんのいちにち おか しゅうぞう／作　ふじた ひおこ／絵

ようちえんのはる・なつ・あき・ふゆ  おか しゅうぞう／作　ふじた ひおこ／絵

あいうえおうさま 寺村 輝夫／文　和歌山 静子／絵　杉浦 範茂／デザイン

かえるがみえる まつおか きょうこ／作　馬場 のぼる／絵 

これはのみのぴこ 和田誠／絵　谷川俊太郎／作

だじゃれ日本一周 長谷川 義史／作

どうぶつはやくちあいうえお きしだ えりこ／作　かたやま けん／絵

68 学校

69 幼稚園・保育所

70 ことばで遊ぼう①

65 だいすきおかあさん

66 友情っていいな①

67 友情っていいな②

62 ムシのおはなし②

63
大活躍！おじいさん・

おばあさん

64 だいすきおとうさん



 ３歳～６歳向け　テーマ絵本リスト

セット

番号
テーマ タイトル 著者

じゅげむ  川端 誠／作

だじゃれ世界一周  長谷川 義史／作

ふしぎなナイフ 中村 牧江／作　林 健造／作　福田 隆義／絵

へんしんトンネル あきやまただし／作・絵

ままです すきです すてきです  谷川 俊太郎／文　タイガー立石／絵

ごはん 平野理子／作

あっちゃん あがつく たべものあいうえお みね よう／原案　さいとう しのぶ／作

おいしいおと 三宮 麻由子／文　ふくしま あきえ／絵

からすのパンやさん かこさとし／絵・文

せかいいちまじめなレストラン  たしろ ちさと／作 

おすしのせかいりょこう 竹下 文子／文　鈴木 まもる／絵 

きょうのおやつはなんだろな?  ふじもと のりこ／作・絵

サラダでげんき 長新太／絵　角野栄子／作

めんたべよう！ 小西英子／作

おなべおなべにえたかな? こいで やすこ／作

おだんごぱん ロシア民話　わきたかず／絵　せたていじ／訳

かぼちゃスープ ヘレン・クーパー／作　せな あいこ／訳

300年まえから伝わるとびきりおいしいデザート エミリー・ジェンキンス／文　ソフィー・ブラッコール／絵　横山 和江／訳 

はらぺこあおむし エリック・カール／作・絵　もりひさし／訳

まわるおすし 長谷川 義史／作 

あたしもびょうきになりたいな! フランツ=ブランデンベルク／作　アリキ=ブランデンベルク／絵　ふくもと ゆみこ／訳

ちゅうしゃなんかこわくない 穂高 順也／作　長谷川 義史／絵

ねずみのおいしゃさま なかがわ まさふみ／作　やまわき ゆりこ／絵

歯いしゃのチュー先生  ウィリアム・スタイグ／文と絵　うつみ まお／訳

みんなうんち 五味 太郎／作

いもうとのにゅういん  筒井 頼子／作　林 明子／絵

からだっていいな 山本直英／作　片山健／作

はははのはなし  加古 里子／文・絵

ひとまねこざるびょういんへいく Ｈ・Ａ・レイ／文・絵　光吉夏弥／訳

ぼくびょうきじゃないよ 角野 栄子／作　垂石 眞子／絵 

ああ、たいくつだ ピーター・スピアー／作　松川 真弓／訳

アベコベさん フランセスカ・サイモン／文   ケレン・ラドロー／絵   青山 南／訳 

うえきばちです 川端 誠／作

ごろごろにゃーん 長 新太／作・画

ものぐさトミー  ペーン・デュボア／文・絵　松岡 享子／訳 

いえでをしたくなったので リーゼル・モーク・スコーペン／文　ドリス・バーン／絵　松井 るり子／訳

おどります 高畠 純／作 

かとりせんこう 田島征三／作

きっとみんなよろこぶよ! ピーター・スピアー／作　松川 真弓／訳

つきよのかいじゅう 長 新太／作

おたすけこびと なかがわ ちひろ／文　コヨセ ジュンジ／絵 

クリスティーナとおおきなはこ パトリシア・リー・ゴーチ／作　ドリス・バーン／絵　おびか ゆうこ／訳

そらいろのたね  なかがわ りえこ／文　おおむら ゆりこ／絵

びっくり水族館  （絵巻えほん） 長新太／作

すいかのプール  アンニョン・タル／作　斎藤 真理子／訳

77 ゆかい・奇想天外①

78 ゆかい・奇想天外②

79
あったらいいな・

いたらいいな①

74
ごちそうたくさん

（料理）③

75 元気なからだ①

76 元気なからだ②

71 ことばで遊ぼう②

72
ごちそうたくさん

（料理）①

73
ごちそうたくさん

（料理）②



 ３歳～６歳向け　テーマ絵本リスト

セット

番号
テーマ タイトル 著者

3人のちいさな人魚  デニス・トレ／絵と文　アレイン・トレ／絵と文　麻生 九美／訳

たたたんたたたん 内田 麟太郎／文　西村 繁男／絵

まあちゃんのながいかみ たかどの ほうこ／作

Michi　みち junaida／著

りんごがドスーン 多田 ヒロシ／作・文・絵

おばけでんしゃ  内田 麟太郎／文　西村 繁男／絵

おばけなんてこわくない 村上康成／絵　中川ひろたか／文

おばけのバーバパパ アネット＝チゾン、タラス＝テイラー／作　やましたはるお／訳

もりのおばけ かたやまけん／作・絵

妖怪の森（絵巻えほん） 水木しげる／作

どっとこどうぶつえん 中村 至男／作 

中をそうぞうしてみよ 佐藤雅彦／作　ユーフラテス／作

なんにかわるかな?  パット・ハッチンス／作

ねえ、どれがいい? ジョン・バーニンガム／作　まつかわ まゆみ／訳

やさいのおなか きうちかつ／作・絵

がんばれ!パトカー  鈴木まもる／絵　竹下文子／作　

しょうぼうじどうしゃじぷた 山本忠敬／絵　渡辺茂男／作

ピン・ポン・バス 鈴木まもる／絵　竹下文子／作　

ふねがきた! 笠野 裕一／作 

やこうれっしゃ 西村 繁男／作 

のろまなローラー  小出 正吾／作　山本 忠敬／絵 

ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム／作  みつよし なつや／訳

きかんしゃホブ・ノブ 安徳瑛／画　ルース・エインズワース／作　上條由美子／訳

ざっくん!ショベルカー  鈴木まもる／絵　竹下文子／作　

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー ばーじにあ・りー・ばーとん／文と絵　いしい ももこ／訳

おさるとぼうしうり  エズフィール・スロボドキーナ／作・絵　まつおか きょうこ／訳

おばあちゃんのあかいマント ローレン・カスティーヨ／作　たがきょうこ／訳

ペレのあたらしいふく  エルサ・ベスコフ／作・絵　おのでら ゆりこ／訳 

まあちゃんのすてきなエプロン  たかどの ほうこ／作

わたしのワンピース にしまきかやこ／絵・文

赤ずきん バーナディット・ワッツ／絵　グリム／原作　生野幸吉／訳

イードのおくりもの  ファウズィア・ギラニ・ウィリアムズ／文　プロイティ・ロイ／絵　前田 君江／訳

おじいさんならできる フィービ・ギルマン／作・絵　芦田 ルリ／訳

ハリーのセーター マーガレット・ブロイ・グレアム／絵　ジーン・ジオン／文　わたなべしげお／訳

もうぬげない  ヨシタケ シンスケ／作 

きょうはなんのひ？ 林明子／絵　瀬田貞二／作　

たんじょうびのふしぎなてがみ  エリック=カール／作・絵　もり ひさし／訳

てがみをください  やました はるお／作　むらかみ つとむ／絵

ピーターのてがみ エズラ=ジャック=キーツ／作　きじま はじめ／訳

魔女からの手紙  角野 栄子／著

せとうちたいこさん　デパートいきタイ 長野ヒデ子／作

はじめてのおつかい 林明子／絵　筒井頼子／作

バムとケロのおかいもの 島田 ゆか／作・絵

ぶたぶたくんのおかいもの 土方 久功／作・絵

ベーコンわすれちゃだめよ! パット=ハッチンス／作　わたなべ しげお／訳 

86

いろんな服を

きてみたい②

87 手紙

88 お手伝いできるよ

83 のりもの大集合①

84 のりもの大集合②

85

いろんな服を

きてみたい①

80
あったらいいな・

いたらいいな②

81 怖い?怖くない？

82 答えてみよう



 ３歳～６歳向け　テーマ絵本リスト

セット

番号
テーマ タイトル 著者

おふろだいすき 松岡 享子／作   林 明子／絵 

きつねのおふろ 国松 エリカ／作・絵

パンダ銭湯  tupera tupera／作 

ぼくのおふろ 鈴木 のりたけ／作・絵

もりのおふろ 西村 敏雄／作

ちいさいおうち  ばーじにあ・りー・ばーとん／文・絵　いしい ももこ／訳

バーバパパのいえさがし  アネット＝チゾン、タラス＝テイラー／作　やましたはるお／訳

ひっこしだいさくせん  たしろ ちさと／作

100かいだてのいえ  いわい としお／作 

みんなで！いえをたてる 鈴木まもる／絵　竹下文子／作　

おおきなきがほしい 佐藤 さとる／文　村上 勉／絵

きのうえのおうちへようこそ!  ドロシア・ウォーレン・フォックス／作　おびか ゆうこ／訳

木はいいなあ ユードリイ／作　シーモント／絵　さいおんじ さちこ／訳

ジャックと豆の木 ジョン・シェリー／再話・絵　おびか ゆうこ／訳

はるにれ 姉崎 一馬／写真

かしこいビル ウィリアム・ニコルソン／作　まつおか きょうこ／訳　よしだ しんいち／訳

くまのコールテンくん ドン＝フリーマン／作　まつおかきょうこ／訳

こんとあき 林明子／作

ティリーのねがい フェイス・ジェイクス／作　小林 いづみ／訳

わすれもの  豊福 まきこ／作

おなかがすいた ヒサクニヒコ／作・絵

きょうりゅうがすわっていた 矢吹申彦／絵　市川宣子／作

きょうりゅうたちのおやすみなさい ジェイン・ヨーレン／文　マーク・ティーグ／絵　なかがわ ちひろ／訳

きょうりゅうのかいかた くさの だいすけ／文　やぶうち まさゆき／絵

ほね、ほね、きょうりゅうのほね バイロン・バートン／作　かけがわやすこ／訳

あのほしなんのほし みき つきみ／文　柳原 良平／絵

うちゅうはきみのすぐそばに  いわや けいすけ／文　みねお みつ／絵 

つきのぼうや イブ・スパング・オルセン/作・絵　やまのうち きよこ/訳

みらいのえんそく ジョン・ヘア／作　椎名 かおる／文 

ルイのうちゅうりょこう  エズラ・ジャック・キーツ／作　田村 恵子／訳

あ 大槻あかね／作

このあいだになにがあった？ 佐藤雅彦／作　ユーフラテス／作

二ひきのこぐま イーラ／作　松岡 享子／訳

杉山きょうだいのしゃぼんだまとあそぼう  杉山 弘之／文と構成　杉山 輝行／文と構成　吉村 則人／写真　平野 恵理子／絵

まちにはいろんなかおがいて 佐々木 マキ／文・写真

いちにちおもちゃ ふくべ あきひろ／作　かわしま ななえ／絵

いちにちなぞのいきもの ふくべ あきひろ／作　かわしま ななえ／絵

いちにちのりもの ふくべ あきひろ／作　かわしま ななえ／絵

いちにちぶんぼうぐ  ふくべ あきひろ／作　かわしま ななえ／絵

いちにちむかしばなし  ふくべ あきひろ／作　かわしま ななえ／絵

くずかごおばけ せな けいこ／作

どうぐのおばけ せな けいこ／作

ばけものづかい せな けいこ／作 

ひとつめのくに せな けいこ／作

ゆうれいのたまご せな けいこ／作

95 写真の絵本

96
シリーズ

いちにち

97
シリーズ

おばけえほん

92 大切なともだち、人形

93 あってみたいな恐竜

94 宇宙は広い！

89 お風呂であったまろう

90
住んでみたいなこんな

家

91 気になる木！？



 ３歳～６歳向け　テーマ絵本リスト

セット

番号
テーマ タイトル 著者

だっこだっこのねこざかな  わたなべ ゆういち／作・絵

ねこざかな わたなべ ゆういち／作・絵

ねこざかなとうみのおばけ わたなべ ゆういち／作・絵

ねむるねこざかな  わたなべ ゆういち／作・絵

まいごのねこざかな  わたなべ ゆういち／作・絵

あかんべノンタン キヨノ サチコ/作・絵 

ノンタンこちょこちょこちょ キヨノ サチコ/作・絵 

ノンタンぱっぱらぱなし  キヨノ サチコ/作・絵 

ノンタンぶらんこのせて キヨノ サチコ/作・絵 

ノンタンボールまてまてまて キヨノ サチコ/作・絵 

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

わんぱくだんのてるてるぼうず ゆきの ゆみこ／作　上野 与志／作　末崎 茂樹／絵

わんぱくだんのてんぐのすむやま ゆきの ゆみこ／作　上野 与志／作　末崎 茂樹／絵

わんぱくだんのおかしなおかしや ゆきの ゆみこ／作　上野 与志／作　末崎 茂樹／絵

わんぱくだんのおにわのようせいたち ゆきの ゆみこ／作　上野 与志／作　末崎 茂樹／絵

98
シリーズ

ねこざかな

99
シリーズ

ノンタン

100
シリーズ

わんぱくだん


