
東松山市立図書館 

セカンドブック絵本リスト

（３・４・５歳向け） 

絵本の中には、子どもたちの笑顔のもとがたくさんあります 

ｗａｎｐｕｇ 



０歳や１歳で、はじめて絵本に出会ったころは、きれいな

色や、リズミカルな言葉を楽しんでいた赤ちゃんも、２～３

歳ころになると、少しずつ長いお話にも耳を傾けられるよう

になります。３～５歳ころには本格的に、読み聞かせを楽し

める時期を迎えます。

この冊子では、今も昔も人気の絵本を紹介しています。２

世代３世代にわたって読み継がれてきた絵本をお子さんと一

緒に楽しんでみてください。お母さんやお父さんにとって

も、懐かしい再会があるかもしれません。

そして、お子さんが気に入った絵本は何度でも繰り返し読

んであげてください。繰り返しの中で、子どもたちは成長し

ていきます。

 絵本を通して、親子で目と目を合わせ、心と心を通わせ、楽

しさを分かち合うことのできる大切な時間をとことん楽しん

でみてはいかがでしょう。

はじめに



１． どうぶつのおはなし 

「ぐりとぐら」  E０２７ 

なかがわりえこ・おおむらゆりこ／さく 福音館書店

お料理と食べることが大好きなぐりとぐら。 

森でみつけた大きな卵。さて、どうする？ 

「しろくまちゃんのほっとけーき」  Ｅ０２２ 

若山憲／さく こぐま社  

みんな大好きほっとけーき。作る喜びと、出来上がり

へのワクワクがいっぱい。

「ぼくのくれよん」  E０２２ 

長新太／さく・え 講談社 

ぞうのくれよんは、とても大きなくれよん。青、赤、黄色の 

くれよんでびゅーびゅーかくと… 何がかけるかな？     

「ちびゴリラのちびちび」  E０２６ 

ルース・ボーンスタイン／さく 岩田みみ／やく ほるぷ出版     

ちいさなかわいいゴリラのちびちび。みんなちびちびが大好 

き。そんなちびちびがどんどんどんどん大きくなって… 

「タンタンのぼうし」  E０１６

いわむらかずお／さく 偕成社 

タンタンのゆかいなぼうし。くるくるまわるぼうし。ころころ 

ころころこがるぼうし。ひょいとなげるとほーらね 



２． ぼく・わたしが主人公のおはなし 

「かいじゅうたちのいるところ」  Ｅ１２６ 

モーリス・センダック／さく じんぐうてるお／訳 冨山房     

ある晩マックスは狼のぬいぐるみを着ておおあばれ。夕ごは 

ん抜きで寝室に放り込まれた。いつのまにか部屋は森に。 

「すてきな三にんぐみ」  E１２２ 

トミー＝アンゲラー／さく いまえよしとも／訳 偕成社 

漆黒の背景に青や黄色、まさかりの赤。 

宝集めに夢中だった 三人組の泥棒のおはなし。 

「もりのなか」  E１２６ 

マリー・ホール・エッツ／文・絵 まさきるりこ／訳 

福音館書店 

ぼくが森の中へ行くと、森の中の動物たちがついてきた。 

ライオン、ゾウ、クマ… みんなと行列をつくって散歩。 

「ラチとらいおん」 Ｅ１２３ 

マレーク・ベロニカ／文・絵 とくながやすもと／訳 

福音館書店 

よわむしのラチは、ちいさな赤いらいおんと出会い、どん 

どん強くなっていく。勇気をくれる一冊。 

「はけたよはけたよ」  E１２１

かんざわとしこ／文 にしまきかやこ／絵 偕成社 

ひとりでパンツがはけなかったたつくん。 

どうやったらはけるのかな？ 



３． おばけなどが主人公 

「キャベツくん」 E２２３  

長新太／文・絵 文研出版 

キャベツくんをたべるとどうなる？

キャベツくんとブタヤマさんの愉快な会話絵本。 

「あおくんときいろちゃん」  E２２１

レオ・レオーニ／作 藤田圭雄／訳 至光社 

あおくんときいろちゃんは一番のなかよし。やっと会えた 

二人はうれしくてうれしくてみどりいろになってしまった。 

「だるまちゃんとてんぐちゃん」  E２２７ 

加古里子／さく・え 福音館書店 

てんぐちゃんの持っているものを何でも欲しがるだるまちゃ 

ん。最後には、てんぐちゃんの長い鼻が欲しくなってしまう。 

「おばけのバーバパパ」  E２２５ 

アネット＝チゾンとタラス＝テイラー／さく 

やましたはるお／やく 偕成社 

バーバパパのすごいところは何にでも変身できること。 

バーバパパにしかできない手助けをした事で人気者に。

「もこもこもこ」  E２２３ 

谷川俊太郎／作 元永定正／絵 文研出版 

空と地面の絵から、しーん、もこもこ、にょき、ぱく、ぽろり。 

次々に起こる驚きの擬音の展開が楽しい本。 



４． ちしきの絵本 

「ぶたたぬききつねねこ」  Ｅ３１８ 

馬場のぼる／著 こぐま社

子どもたちの大好きな、しりとりあそびを楽しむ本。 

「ウラパン・オコサ」  Ｅ３２０

谷川晃一／さく 童心社  

１が「ウラパン」２が「オコサ」。 

一緒に声を出して数えてみよう。

「やさいのおなか」  E３１９

きうちかつ／さく・え 福音館書店 

やさいのおなかの中をのぞいたら、意外な模様が見えるよ。 

何のやさいかわかるかな？

「いしころ」  E３２７ 

森宏詞／作 京田信太良／絵 平光紀雄／撮影 文研出版 

このいしころ、何に見える？なにげなく拾ったいしころから、 

想像するたのしさを味わえる絵本。

「まほうのコップ」  E３２１ 

藤田千枝／原案 川島敏生／写真 長谷川摂子／文 

福音館書店 

身近なものでも、見る角度が変わるとあっという間にふし 

ぎな世界に早変わり。



５． にほんのむかしばなし

「ももたろう」  Ｅ４２２ 

松居直／文 赤羽末吉／画 福音館書店

ももから生まれたももたろう。きびだんごをもっておにたい 

じ。一度は読んでおきたい日本のむかしばなし。

「いっすんぼうし」  E４２２ 

いしいももこ／ぶん あきのふく／え 福音館書店 

おわんのふねにのって、みやこにのぼったいっすんぼうしが 

だいかつやく。

「かにむかし」  Ｅ４１７ 

木下順二／文 清水崑／絵 岩波書店 

「はよう 芽を だせ かきのたね、…」かには、かきのたね 

をそだてて、大きなかきの実がたくさんなりましたが…

「だんごころころ」  Ｅ４１９ 

松谷みよ子／ぶん 和歌山静子／え 童心社 

ばあさまがつくっただんごが、ころころころがって、だんご 

だんご どこへいく

「にんじんとごぼうとだいこん」  Ｅ４２２ 

日本民話 和歌山静子／絵 すずき出版 

はたけでそだった、にんじんとごぼうとだいこんがおふろに 

はいったら… 



６．せかいのむかしばなし 

「三びきのやぎのがらがらどん」(ノルウェーの昔話) 

Ｅ５２１ マーシャ・ブラウン／絵 瀬田貞二／訳  

福音館書店 

三びきのやぎたちは、こわいトロルのいる橋を無事に渡る 

ことができるでしょうか？

「おおきなかぶ」(ロシア民話)  Ｅ５２７ 

Ａ．トルストイ／再話 内田莉莎子／訳 佐藤忠良／画  

福音館書店 

「うんとこしょ。どっこいしょ。」いっしょにかけ声をかけな 

がら読んでみよう。

「赤ずきん」  Ｅ５１７ 

グリム／文 バーナディット・ワッツ／絵 生野幸吉／訳  

岩波書店 

おばあさんの家へおつかいにいく赤ずきん。気をつけて。 

恐ろしいオオカミがねらっていますよ。

「おだんごぱん」(ロシア民話)  E５２２ 

瀬田貞二／訳 わきたかず／絵 福音館書店 

ころころころにげていくおだんごぱん。どこまでいくの。 

「三びきのこぶた」(イギリス昔話)  Ｅ５１９ 

瀬田貞二／訳 山田三郎／画 福音館書店 

三びきのこぶたとおおかみのちえくらべ。 

どきどきのストリー展開。 



これもよんでね （１） 

「わたしのワンピース」  Ｅ０２２ 

にしまきかやこ／え・ぶん こぐま社

「からすのパンやさん」  Ｅ０２１ 

かこさとし／絵・文 偕成社 

「バルボンさんのおでかけ」  Ｅ０２３ 

とよたかずひこ／作・絵 アリス館

「どろんこハリー」  E０２２ 

ジーン・ジオン／文 マーガレット・ブロイ・グレアム／絵  

わたなべしげお／訳 福音館書店 

「ちいさいしょうぼうじどうしゃ」  Ｅ１２１ 

ロイス・レンスキー／文・絵 わたなべしげお／訳 

福音館書店 

「だーれもいない だーれもいない」  Ｅ１２１ 

片山健／さく・え 復刻ドットコム 



これもよんでね （２）

「こんとあき」  Ｅ１２２ 

林明子／さく 福音館書店 

「ピーターのいす」  Ｅ１２４ 

エズラ＝ジャック＝キーツ／作 きじまはじめ／訳  

偕成社 

「ふしぎなナイフ」  E３２７ 

中村牧江・林健造／作 福田隆義／絵 福音館書店 

「みんなうんち」  Ｅ３２２

五味太郎／作 福音館書店 

「だいくとおにろく」（日本の昔話）  E４２７  

松居直／再話 赤羽末吉／画 福音館書店 

「おおかみと七ひきのこやぎ」（グリム童話） E５３０ 

フェリクス・ホフマン／え せたていじ／やく 福音館書店 



●東松山市立図書館の絵本の分類● 

このリストで絵本の題名の右側のアルファベットＥと数字は 

東松山市立図書館での絵本の分類記号です。 

 ＜物語の絵本＞ 

 Ｅ０ … どうぶつのおはなし 

 Ｅ１ … 人が主人公 

 Ｅ２ … おばけなど想像上のものが主人公 

 ＜知識の絵本＞ 

 Ｅ３ … ちしき 

 ＜昔話の絵本＞ 

 Ｅ４ … 日本の昔話 

 Ｅ５ … 外国の昔話 

後ろの２ケタは本のおおよその横幅（cm）を表しています。 

絵本の背表紙に貼ってある記号シールを目印にお探しください。 

※この分類は東松山市立図書館独自のものです。 
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