おすすめ絵本です
長く読みつがれてきた絵本、最近出版されたおすすめ絵本の中から選んでみました。
どんな本を読もうか迷ったとき、この中から選んでみてはどうですか？
『あおくんときいろちゃん』

レオ・レオニ／作 藤田圭雄／訳 至光社

『アンディとらいおん』
『アンナの赤いオーバー』

ジェームズ・ドーハーティ／作 むらおかはなこ／訳 福音館書店
ハリエット・ジィーフェルト／文 アニタ・ローベル／絵 松川真弓／訳 評論社

『いしころ』
『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』
『おおきなかぶ』

森宏詞／文 京田信太良／絵 平光紀雄／写真 文研出版
バージニア・リー・バートン／作 むらおかはなこ／訳 福音館書店
トルストイ／再話 内田莉莎子／訳 佐藤忠良／画 福音館書店

『おしいれのぼうけん』

古田足日／文 田畑精一／絵 童心社

『おじさんのかさ』

佐野洋子／作 講談社

『おしゃべりなたまごやき』
『お月さまってどんなあじ？』

寺村輝夫／文 長新太／絵 福音館書店
ミヒャエル・グレイニェク／作 いずみちほこ／訳 セーラー出版

『おっぱい』

みやにしたつや／作 すずき出版

『おふろだいすき』

松岡享子／文 林明子／絵 福音館書店

『かいじゅうたちのいるところ』

モーリス・センダック／作 神宮輝夫／訳 富山房

『かさ』

太田大八／作 文研出版

『かにむかし』

木下順二／文 清水崑／絵 岩波書店

『かばくん』
『かもさんおとおり』
『かようびのよる』

岸田衿子／文 中谷千代子／絵 福音館書店
ロバート・マックロスキー／作 渡辺茂男／訳 福音館書店
デヴィット・ウィーズナー／作 当麻ゆか／訳 徳間書店

『からすたろう』

八島太郎/作 偕成社

『からすのパンやさん』

加古里子／作 偕成社

『きかんしゃやえもん』

阿川弘之／文 岡部冬彦／絵 岩波書店

『キャベツくん』（シリーズあり）

長新太／作 文研出版

『くまのコールテンくん』

ドン・フリーマン／作 松岡享子／訳 偕成社

『ぐりとぐら』
（シリーズあり）

中川李枝子・大村百合子／作 福音館書店

『ぐるんぱのようちえん』

西内みなみ／文 堀内誠一／画 福音館書店

『くんちゃんのはじめてのがっこう』（シリーズあり）
『げんきなマドレーヌ』
（シリーズあり）
『こぎつねコンとこだぬきポン』
『こすずめのぼうけん』
『さっちゃんのまほうのて』
『サリーのこけももつみ』
『三びきのやぎのがらがらどん』
『三びきのこぶた』

ドロシー・マリノ／作 間崎ルリ子／訳 ペンギン社

ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作 瀬田貞二／訳 福音館書店
松野正子／文 二俣英五郎／絵 童心社
ルース・エインズワース／文 堀内誠一／画 石井桃子／訳 福音館書店
たばたせいいち／ほか作 偕成社
ロバート・マックロスキー／作 石井桃子／訳 岩波書店
マーシャ・ブラウン／画 瀬田貞二／訳 福音館書店
瀬田貞二／訳 山田三郎／画 福音館書店

『さんまいのおふだ』

水沢謙一／再話 梶山俊夫／絵 福音館書店

『ジオジオのかんむり』

岸田衿子／文 中谷千代子／絵 福音館書店

『じごくのそうべえ』（シリーズあり）

田島征彦／作 童心社

『１１ぴきのねこ』
（シリーズあり）

馬場のぼる／作 こぐま社

『１４ひきのひっこし』
（シリーズあり）

いわむらかずお／作 童心社

『しょうぼうじどうしゃじぷた』

渡辺茂男／作 山本忠敬／絵 福音館書店

『スイミー』

レオ・レオニ／作 谷川俊太郎／訳 好学社

『すてきな三にんぐみ』

トミー・アンゲラー／作 今江祥智／訳 偕成社

『スーホの白い馬』

大塚有三／再話 赤羽末吉／画 福音館書店

『ぞうくんのさんぽ』
（シリーズあり）

なかのひろたか／作 福音館書店

『そらはだかんぼ』

五味太郎／作 偕成社

『だいくとおにろく』

松居直／再話 赤羽末吉／絵 福音館書店

『だるまちゃんとてんぐちゃん』（シリーズあり）

加古里子／作 福音館書店

『タンゲくん』

片山健／作 福音館書店

『ちいさいおうち』

バージニア・リー・バートン／作 石井桃子／訳 岩波書店

『ちいさなきいろいかさ』

もりひさし／文 にしまきかやこ／絵 金の星社

『ちいさなねこ』

石井桃子／作 福音館書店

『チロヌップのきつね』
（シリーズあり）

たかはしひろゆき／作 金の星社

『ティッチ』（シリーズあり）

パット・ハッチンス／作 石井桃子／訳 福音館書店

『てぶくろ』

エフゲーニ・M・ラチョフ／絵 うちだりさこ／訳 福音館書店

『となりのせきのますだくん』
（シリーズあり）

武田美穂／作 ポプラ社

『とべバッタ』

田島征三／作 偕成社

『ともだちや』
（シリーズあり）

内田麟太郎／作 偕成社

『とりかえっこ』

さとうわきこ／文 二俣英五郎／絵 ポプラ社

『どろんこハリー』
（シリーズあり）

ジーン・ジオン／文 マーガレット・ブロイ・グレアム／絵 渡辺茂男／訳 福音館書店

『にじいろのさかな』（シリーズあり）

マーカス・フィスター／作 谷川俊太郎／訳 講談社

『ねずみくんのチョッキ』
（シリーズあり）

なかえよしを／文 上野紀子／絵 ポプラ社

『はじめてのおつかい』

筒井頼子／文 林明子／絵 福音館書店

『はなのすきなうし』

マンロー・リーフ／文 ロバート・ローソン／絵 光吉夏弥／訳 岩波書店

『はなをくんくん』

ルース・クラウス／文 マーク・サイモント／絵 きじまはじめ／訳 福音館書店

『パパ、お月さまとって』

エリック・カール／作 もりひさし／訳 偕成社

『ひとまねこざる』
（シリーズ『おさるのジョージ』もあり）

H・A・レイ／作 光吉夏弥／訳 岩波書店

『１００万回生きたねこ』

佐野洋子／作 講談社

『ブレーメンのおんがくたい』

ハンス・フィッシャー／絵 瀬田貞二／訳 福音館書店

『ぼちぼちいこか』

マイク・セイラー／文 ロバート・グロスマン／絵 今江祥智／訳 偕成社

『マーシャとくま』

M・ブラトフ／再話 E・ラチョフ／絵 うちだりさこ／訳 福音館書店

『モチモチの木』

斎藤隆介／文 滝平二郎／絵 岩波書店

『もりのなか』
（シリーズあり）
『やまんばのにしき』

松谷みよ子／文 瀬川康男／絵 ポプラ社

『よーいどんけついっとうしょう』
『ラチとらいおん』

梅田俊作・梅田佳子／作 岩崎書店
マレーク・ベロニカ／作 とくながやすとも／訳 福音館書店

『ろくべえまってろよ』

灰谷健次郎／文 長新太／絵 文研出版

『わすれられないおくりもの』
『わたしのワンピース』

マリー・ホール・エッツ／作 間崎ルリ子／訳 福音館書店

スーザン・バーレイ／文 小川仁央／絵 評論社
にしまきかやこ／作 こぐま社
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