
子どもにどんな絵本を選んだらよいかわからないときはありませんか？

「ロングセラー絵本」は、親子代々読み継がれてきた、子どもに選ばれ続けてきた絵本です。

「ロングセラー絵本」には、派手さはなくてもどの世代の心も温めてくれるような、安心できるぬくもりが詰まっています。

是非長く愛されてきた「ロングセラー絵本」を、子ども達に出会わせてあげて下さい。

絵本は大人が届けてあげなければ、子どもは出会えないもの。子どもは絵本が大好きです！

飯田エフエム放送「こどもといっしょ　おさんぽ日和」（2014.4～2020.3）では、

司書さん達に毎月お勧めのロングセラー絵本ご紹介いただきました。

このリストが、お子さんとの幸せな時間のお役に立てますように。

「こどもといっしょ　おさんぽ日和」パーソナリティ　佐藤圭代　2020.3

●2014年度　下沢洋子司書●

月 タイトル 作者 出版社 出版年

4 ぐりとぐら おおぬまゆりことなかがわえりこ 福音館 1967

5 いない　いない　ばあ 平沢和子　文　絵 福音館 1967

6 くんちゃんのはたけしごと ドロシーマリノ作まさきるりこ訳　 福音館 1983

8 だるまちゃんとてんぐちゃん かこさとし 福音館 1967

9 つきのぼうや　 イブ　スパングオルセン　やまのうちきよこ訳 福音館 1975

10 しずかなおはなし サムイルマルシャーク文うちだりさこ訳 福音館 1963

11 はなのすきなうし マンロー・リーフ　光吉夏弥やく 岩波 1954

12 ゆうびんやのくまさん セルビ・ウォージントン作絵まさきるりこ訳 福音館 1987

1 てぶくろ　　　ウクライナ民話 エウゲーニーMラチョフ　うちだりさこ訳 福音館 1965

2 ペレのあたらしいふく エルサ　ベスコフ 福音館 1976

3 くいしんぼうのはなこさん 石井桃子 福音館 1965

●2015年度（4月～11月）　佐藤圭代●

月 タイトル 作者 出版社 出版年

？ どうぶつのおかあさん 小森厚　文　薮内正幸絵 福音館 1981

10 チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード　アーテイゾーニ　せたていじやく 福音館 2001

11 くんちゃんのふゆのパーティー ドロシーマリノ作あらいゆうこ訳　 ペンギン社 1981

●2015年度（11月～3月）　瀧本明子司書●

月 タイトル 作者 出版社 出版年

12 はたらきもののじょせつしゃケイティ バージニア・リーバートン　いしいももこやく 福音館 1965

1 わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ著　与田準一訳 福音館 1968

2 ぬまばばさまのさけづくり イブ・スパング・オルセン　きむらゆりこ訳 福音館 1981

3 いちごばたけのちいさなおばあさん 福音館
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●2016年度　関口真紀司書●

月 タイトル 作者 出版社 出版年

4 とこちゃんはどこ 松岡享子　さく　加古里子　絵 福音館 1970

5 くいしんぼうのはなこさん 石井桃子　中谷千代子 福音館 1965

6 かささしてあげるね はせがわせつこ文　にしまきかやこ　絵 福音館 1998

7 はちうえはぼくにまかせて ジーンジオン・マーガレットブロイグレアㇺ ペンギン社 1981

8 あつさのせい？ スズキコージ　 福音館 1994

9 げんきなマドレーヌ ルドウィッヒ・ベーメルマンス　瀬田貞二訳 福音館 1972

ころころころ 元永定正 福音館 1984

がちゃがちゃどんどん 元永定正 福音館 1990

11 こんとあき 林明子 福音館 1989

12 ぐりとぐらのおきゃくさま なかがわりえこ　やまわきゆりこ 福音館 1967

1 てぶくろ　ウクライナ民話 エウゲーニーMラチョフ　うちだりさこ訳 福音館 1965

2 だいくとおにろく 松居直　再話　赤羽末吉　画 福音館 1967

3 わたしのワンピース にしまきかやこ こぐま社 1969

●2017年度　宮下裕司司書●

月 タイトル 作者 出版社 出版年

4 どろぼうがっこう かこさとし 偕成社 1973

あさえとちさいいもうと 筒井頼子作　林明子絵 福音館 1982

おでかけのまえに 〃 福井館 1981

はっぱのおうち 征矢清作　林明子絵 福井館 1989

ぴーちゃんにじにのる まついのりこ作 偕成社 1976

ぴーちゃんくもにとぶ まついのりこ作 偕成社 1976

ぴーちゃんほしのことあそぶ まついのりこ作 偕成社 1976

こびとくんなにしてるの まついのりこ作 偕成社 1992

ぐりとぐらのかいすいよく なかがわりえこ　やまわきゆりこ 福音館 1977

ピッキーとポッキーのかいすいよく 嵐山光三郎文　安西水丸絵 福音館 1980

9 もりのこびとたち エルサ・ベスコフ作・絵大塚勇三訳 福音館 1981

あらいぐまとねずみたち 大友康夫　　　 福音館 1977

やさい 平山和子 福音館 1977

さんまいのおふだ　新潟の昔話 水沢謙一再話　梶山俊夫画 福音館 1985

かぜのおまつり いぬいとみこ作梶山俊夫絵 福音館 2014

ぬくぬく 天野祐吉　作　梶山俊夫画 福音館 2009

さむがりやのサンタ レイモンドブルック作絵　菅原啓州訳 福音館 1973

サンタのなつやすみ 　〃　　　　　　　　　　さくまゆみこ訳 あすなろ出版 1998

サンタクロースとれいちゃん 林明子作 福音館 1987

ハリーのセーター ｼﾞーンジオン文　マーガレットブロイグレアム絵渡辺茂雄訳 福音館 1983

うみべのハリー　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　　　〃 福音館 1967
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１１ぴきのねこ 馬場のぼる　著 こぐま社 1967

１１ぴきのねことあほうどり 馬場のぼる　著 こぐま社 1972

１１ぴきのねことぶた 馬場のぼる　著 こぐま社 1976

１１ぴきのねことへんなねこ 馬場のぼる　著 こぐま社 1989

１１ぴきのねこどろんこ 馬場のぼる　著 こぐま社 1996

１１ぴきのねこマラソン大会 馬場のぼる　著 こぐま社 1992

しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂雄作　山本忠敬絵 福音館 1966

とべ！小さいプロペラき 小風さち文　山本忠敬絵 福音館 2000

●2018年度　樋本有希司書●

月 タイトル 作者 出版社 出版年

4 わたしのワンピース にしまきかやこ こぐま社 1969

5 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 福音館 1964

6 雨・あめ ピーター・スピアー絵　 評論社 1984

やさい 平山和子 福音館 1977

やさいたちのうた 福富保男　詩　　谷口広樹　絵 福音館 1987

9 パンやのくまさん セルビ・ウォージントン作・絵　まさきるりこ訳 福音館 1987

10 もりのかくれんぼう 末吉暁子　作　林明子　絵 偕成社 1978

11 にんじんのたね ルースクラウス　作　クロケットジョンソン　絵　おしおたかし　訳 こぐま社 2008

12 アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト作　アニタ・ローベル絵　松川真弓訳 評論社 1990

1 おおさむこさむ 松谷みよこ文　遠藤てるよ絵　 偕成社 1979

2 もけらもけら 山下洋輔文　元永定正絵　中辻悦子構成 1990

3 よもぎだんご さとうわきこ作　 福音館 1987

●2019年度　田中文子司書●

月 タイトル 作者 出版社 出版年

4 はいっちゃだめ！ マイケル・ローゼン文　ボブ・グレアム絵　掛川恭子訳 岩波 1997

5 はなのあなのはなし やぎゅうげんいちろう　さく 福音館 1981

6 すきですゴリラ アンソニー・ブラウン著　山下明生訳　 あかね書房 1985

7 ティリーのねがい フェイスジェイクス著　小林いづみ訳 こぐま社 1995

8 ぐるーりすいぞくかん　他 もりながよう

9 わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ著　与田準一訳 福音館 1968

10 つくったのはだれ？はやしのなかのげいじゅつか 山口進 福音館 1998

11 ぼくにげちゃうよ マーガレット・ワイズ・ブラウン文　クレメント・ハード絵 ほるぷ 1976

12 サンタクロースってほんとにいるの？ てるおかいつこ作　杉浦範茂絵 福音館 1982

1 しずかなおはなし サムイル・マルシャーク文　ウラジミル・レーベデフ絵　内田莉莎子訳 福音館 1963

2 ちいさなメリーゴーランド マーシャ・ブラウン作　こみやゆう訳 瑞雲舎 1945

3 きょうは、なんのひ？ 瀬田貞二文　林明子作 福音館 1979
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