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【子どもの世界・生活】

育児・子育て＞子どもの健康・保健衛生

「5にんのぼく 5にんめのぼく」 かこさとし文;大竹伸一絵 農山漁村文化協会（かこさとしのからだとこころ
のえほん10） 1988年12月絵本

「あくびがでたよもうおやすみ」 かしわらあきお作・絵 永岡書店 2014年11月絵本

「あくびはどんなときでるのかな？-あくび」 山脇恭作；くすはら順子画 教育画劇（すごいぞ!からだのふ
しぎ） 2002年12月紙芝居

「あさ おきられないニワトリ」 宮田雄吾文；ほりえあつし絵 情報センター出版局 2010年2月絵本

「あさごはんでもりもりげんき-あさごはんの大切さ」 林ふみこ作；岡本美子画 教育画劇 1998年5月紙芝
居

「あし あし はだし」 谷川俊太郎文；中村ノブオ写真；なかのまさたかAD 福音館書店（年少版・こどものと
も） 1994年7月絵本

「あしのうらのはなし」 やぎゅうげんいちろう作 福音館書店（かがくのとも） 1982年10月絵本

「あしのうらのはなし」 やぎゅうげんいちろう作 福音館書店（かがくのとも傑作集） 1982年10月絵本

「あせあせがんばれ」 玉木ミヨ子；竹内登美子監修；宮本忠夫作 童心社（しってるかなからだのふしぎ） 
1993年6月絵本

「あそぼ あそぼ」 石黒幸司ほか作 砂書房（六歳臼歯の6ちゃんシリーズ） 2007年9月絵本

「あのねかずくん はいしゃさんはこわくない」 あまんきみこ作；渡辺有一絵 ポプラ社（えほんはともだち
22） 1992年7月絵本

「あらうよ バシャザブーン」 K.チェコフスキー作;G.アレクサンドロヴァ絵;田中潔訳 偕成社（コルネイ・
チェコフスキーの絵本） 2011年2月絵本

「ありがとうセッケンマン-手洗い」 田中秀幸作・画 教育画劇（保健衛生かみしばい けんこういちばん
じょうぶなこ） 1996年10月紙芝居

「あるけばあるある」 玉木ミヨ子；竹内登美子監修；夏目尚吾作 童心社（しってるかなからだのふしぎ） 
1993年6月絵本

「いいタッチわるいタッチ―だいじょうぶの絵本」 安藤由紀著 復刊ドットコム 2016年2月絵本

「いしゃがよい」 さくらせかい作 福音館書店（こどものとも年少版） 2010年1月絵本

「いたいのいやだ かゆいのごめん」 かこさとし文;藤本四郎絵 農山漁村文化協会（かこさとしのからだと
こころのえほん6） 1988年12月絵本

「いってらっしゃいうんちくん」 ナカオマサトシさく;イヌイマサノリえ ひさかたチャイルド 2016年2月絵本

「いっぱいたべてげんきなうんち : 1・2・3さいボードブック ぷち版―きむらゆういちのだんだんしかけえ
ほん」 きむらゆういち作;みやもとえつよし絵 世界文化社 2014年4月絵本

「いつもパクパクこぶたのポー」 宮西達也作・画 教育画劇（四季の行事シリーズ むしば） 1993年5月紙
芝居

「いのちとからだの なぞなぞなんだ」 かこさとし文;清原一秀絵 農山漁村文化協会（かこさとしのからだ
とこころのえほん8） 1988年12月絵本

「いやいやにゃんこ―にゃんこちゃんえほん ; 4」 ひがしくんぺいえ・ぶん 復刊ドットコム 2015年1月絵
本

「うすぎになったもんきーちゃん」 大川秀夫作；渡辺加三画 教育画劇 1965年3月紙芝居

「うんこ」 谷川俊太郎詩;塚本やすし絵 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2015年6月絵本

「うんちくん」 宮﨑二美枝脚本；大和田美鈴絵 童心社（かみしばいからだってすごい!） 2003年8月紙芝
居

「えほんもやしもん 「きんのオリゼー」いただきます」 いしかわまさゆき作・絵 講談社 2009年10月絵本

「えほんもやしもん 「きんのオリゼー」てをあらおう」 いしかわまさゆき作・絵 講談社 2009年8月絵本
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「えほんもやしもん 「きんのオリゼー」はをみがこう」 いしかわまさゆき作・絵 講談社 2010年3月絵本

「おいしいね」 伴弘子脚本；ヒロナガシンイチ画 童心社（2・3歳児しつけかみしばい・みんなは、できるか
な?） 1993年5月紙芝居

「おいしゃさんへ」 グニラ・ボルデ作；たかむらきみこ訳 偕成社（トミーちゃんシリーズ） 1976年1月絵本

「おおきくなったかな?」 リンネ・ビー作；野坂悦子訳 講談社（講談社の幼児えほん） 2008年11月絵本

「おおきくなったかな？」 しらかたみお脚本・絵 童心社 2009年1月紙芝居

「おおきくなったかな?　48396」 リンネ・ビー作；野坂悦子訳 講談社（講談社の幼児えほん） 2008年11月
絵本

「おさるのジョージはいしゃさんへいく」 M.レイ原作;H.A.レイ原作;福本友美子訳;モニカ・ペレス文;メア
リー・オキーフ・ヤング画 岩波書店 2014年10月絵本

「おっぱい」 みやにしたつや作・絵 鈴木出版（たんぽぽえほんシリーズ） 1990年5月絵本

「おっぱいはごちそう」 細谷亮太脚本・監修；磯みゆき絵 童心社（かみしばい からだってすごい!） 2003
年8月紙芝居

「おとうとのおっぱい」 みやにしたつや作・絵 教育画劇 2007年11月絵本

「おなかが いたいよ」 岩切美子作・絵 講談社（あかちゃんじゃないもん-しつけ絵本11） 1990年11月絵
本

「おなかのこびと」 よしむらあきこ作・絵・デザイン 教育画劇 2015年3月絵本

「おなかをこわしたよしおくん」 浅沼とおる作・絵 教育画劇（びょうきのシグナルわかる?健康紙芝居） 
2008年9月紙芝居

「おなら」 長新太作 福音館書店（かがくのとも） 1978年12月絵本

「おなら」 長新太作 福音館書店（かがくのとも傑作集） 1983年8月絵本

「おならをならしたい」 鈴木のりたけ作 小学館 2015年9月絵本

「おねぼうチュピ」 わしおとしこ作；土田義晴画 教育画劇 2004年5月紙芝居

「おはじきくんのぼうけん」 三好富美子脚本；夏目尚吾画 童心社 1997年7月紙芝居

「おふろ―はじめての絵本たいむ」 いもとようこ作絵 金の星社 2016年4月絵本

「おふろだ～いすき!」 レスリー・パトリセリえ・ぶん;おおはまちひろやく パイインターナショナル 2016年
11月絵本

「おへそに きいてごらん」 七尾純作；長谷川知子絵 あかね書房（からだのえほん3） 1985年1月絵本

「おやつのまえに」 高橋道子脚本；いそけんじ画 童心社（2・3歳児しつけかみしばい・みんなは、できる
かな?） 1993年5月紙芝居

「おりょうりだいすきエプロンさん」 いちかわけいこ脚本;市居みか絵 童心社（おひさまこんにちは年少
向） 2015年10月紙芝居

「お日さまにおはよう―子どもの生活習慣を考える絵本 ; 1」 高橋秀雄作;中谷靖彦絵 ベースボール・
マガジン社 2014年5月絵本

「かえるのよぼうちゅうしゃ」 さくらともこ作；せべまさゆき絵 PHP研究所（PHPわたしのえほんシリーズ） 
1999年5月絵本

「かきの木のたてふだ」 奈街三郎作；泉川美枝画 教育画劇（心をはぐくむシリーズ4集） 1974年10月紙
芝居

「かさぶたくん」 やぎゅうげんいちろう作 福音館書店（かがくのとも） 1997年5月絵本

「かさぶたくん」 やぎゅうげんいちろう作 福音館書店（かがくのとも傑作集） 2000年1月絵本

「かさぶたブッタ-かさぶた」 なかむらとおる作；中村陽子画 教育画劇（すごいぞ!からだのふしぎ） 2002
年12月紙芝居

「かぜとおもったら」 川端理絵作・絵 教育画劇（びょうきのシグナルわかる?健康紙芝居） 2008年9月紙
芝居
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「かぜひいちゃった」 スザンナ・グレッツ作・絵；各務三郎訳 岩崎書店（テディベアのえほん8） 1985年3
月絵本

「かぜひいちゃったかな?」 リンネ・ビー作；野坂悦子訳 講談社（講談社の幼児えほん） 2008年11月絵
本

「かぜひいちゃったかな?　48397」 リンネ・ビー作；野坂悦子訳 講談社（講談社の幼児えほん） 2008年
11月絵本

「かぜひきころわん」 間所ひさこ作；黒井健絵 ひさかたチャイルド（プチころわん） 1999年1月絵本

「かぜヒッキーをやっつけろ！」 礒みゆき脚本・絵 童心社（保健衛生かみしばいまいにちげんき!） 2013
年11月紙芝居

「かぜをひいたケイティ」 シャーロット・コーワン文；ケイティ・ブラウン絵；にしむらひでかず訳 サイエン
ティスト社 2009年10月絵本

「かぜをひくってってどんなこと?」 ジョイ・リチャードソン著;菅原明子訳 ポプラ社（あなたのからだ12） 
1986年3月絵本

「カユイ カユイ」 毛利子来文；なかのひろたか絵 福音館書店（かがくのとも） 1996年11月絵本

「カユイ カユイ」 毛利子来文；なかのひろたか絵 福音館書店（かがくのとも傑作集） 1998年11月絵本

「かゆくてもかかないよ-皮フのびょうき」 小林ゆき子作・絵 教育画劇（びょうきのシグナルわかる?健康紙
芝居） 2008年9月紙芝居

「がらがらごろごろ」 西村敏雄脚本・絵 童心社（おひさまこんにちは年少向） 2010年11月紙芝居

「からだ」 幼児ソフト企画開発部編 学習研究社（あそびのおうさまずかん1） 2000年6月絵本

「からだに もしもし」 七尾純作；福田岩緒絵 あかね書房（からだのえほん4） 1985年10月絵本

「からだのなかでドゥンドゥンドゥン」 きさかりょう文；あべひろし絵 福音館書店（幼児絵本ふしぎなたねシ
リーズ） 2008年12月絵本

「からだのなかでドゥンドゥンドゥン　47963」 きさかりょう文；あべひろし絵 福音館書店（ちいさなかがくの
とも） 2002年4月絵本

「からだのなかでドゥンドゥンドゥン　47963」 きさかりょう文；あべひろし絵 福音館書店（幼児絵本ふしぎ
なたねシリーズ） 2008年12月絵本

「からだの絵本」 砂川しげひさ作 星の環会（だいじな絵本1） 2006年12月絵本

「からだの絵本　30036」 砂川しげひさ作 星の環会（だいじな絵本1） 1979年3月絵本

「からだは水でできている」 沖大幹監修；嶋田泰子文；佐藤真紀子絵 ポプラ社（水ってなんだろう3） 
2009年3月絵本

「からだぽっかぽっかおうえんだん」 尾崎曜子作・画 教育画劇（食育かみしばい） 2005年4月紙芝居

「がんばれウンチくん」 はたよしこ作・画 教育画劇 2005年4月紙芝居

「きいてみよう しんぞうのおと」 ポール・シャワーズ作；ホリー・ケラー絵；ほそやりょうた訳 福音館書店 
2009年9月絵本

「キタナイちゃん-バイキンなんかにまけないぞ！」 川崎大治脚本；水沢研画 童心社 1996年9月紙芝居

「きたないよ!」 フランチェスコ・ピトー文；ベルナデット・ジェルベ絵；栗栖カイ訳 ブロンズ新社 2002年7月
絵本

「きみがしらないひみつの三人」 ヘルメ・ハイネ作・絵；天沼春樹訳 徳間書店 2004年3月絵本

「きゅうきゅうばこ」 山田真文；柳生弦一郎絵 福音館書店（かがくのとも） 1987年2月絵本

「きゅうきゅうばこ」 山田真文；柳生弦一郎絵 福音館書店（かがくのとも傑作集） 1989年3月絵本

「きんぴらたろう-よくかんで味わう」 仲倉眉子作；ひらのてつお画 教育画劇 1998年5月紙芝居

「くすり いやだもん」 たきもとつみき作；わたなべあきお絵 こずえ（やだもんくんシリーズ） 1984年6月絵
本

「くまくんのあさごはんとうばん」 やすいすえこ脚本;中谷靖彦絵 童心社（保健衛生かみしばいまいにち
げんき!） 2013年11月紙芝居
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「くませんせいがやってきた！」 よこみちけいこ脚本・絵 童心社（おひさまこんにちは年少向） 2015年6
月紙芝居

「ぐるぐるおなかのあまたろう」 しばはらち作・画 教育画劇 2004年5月紙芝居

「くろくまくんおふろでさっぱり―わくわくくろくま」 たかいよしかずさく・え くもん出版 2016年1月絵本

「くろくまくんトイレでち～!―わくわくくろくま」 たかいよしかずさく・え くもん出版 2014年11月絵本

「くろわんしろわん はみがきシュッシュッ」 伊東美貴作・画 教育画劇（年少版はじめての行事かみしば
い） 2003年1月紙芝居

「ゲーとピー-たぬきせんせいのびょうきのほん」 毛利子来文；なかのひろたか絵 福音館書店（かがくの
とも） 1996年1月絵本

「ゲーとピー-たぬきせんせいのびょうきのほん」 毛利子来文；なかのひろたか絵 福音館書店（かがくの
とも傑作集） 1998年11月絵本

「けがをするってどんなこと?」 ジョイ・リチャードソン作;日比逸郎訳 ポプラ社（あなたのからだ11） 1986
年3月絵本

「けけけのけ」 やぎゅうげんいちろう作 福音館書店（かがくのとも） 2009年2月絵本

「げんきいっぱいあさごはんのじゅつ―たべるってたのしい!」 のびこえ;かがわやすおかんしゅう 少年写
真新聞社 2016年11月絵本

「げんきなうんちくん」 玉木ミヨ子；竹内登美子監修；若山憲作 童心社（しってるかなからだのふしぎ） 
1993年6月絵本

「けんこうしんだん」 ヘレン・オクセンバリー作・絵；なかむらくみこ訳 ほるぷ出版（はじめてのえほん6） 
1983年12月絵本

「けんぼうとちゅうしゃ」 柳瀬由里子作；野々口重画 教育画劇（健康とユーモアぺろぺろんシリーズ） 
1977年6月紙芝居

「ごはんですよーっ」 宮﨑二美枝脚本；長谷川知子絵 童心社（おいしくたべて、げんきな子） 2008年12
月紙芝居

「コンちゃんのかぜようじん-かぜの予防」 大久保宏昭作・画 教育画劇（保健衛生かみしばい けんこう
いちばんじょうぶなこ） 1996年10月紙芝居

「こんなとき どうするの?」 高田芳朗構成・文；藤本四郎絵 偕成社（子供の健康を考える絵本5） 1983年
8月絵本

「さかながこわいクジラ」 宮田雄吾文；海谷泰水絵 情報センター出版局 2010年2月絵本

「シーザーのハに かんぱい」 アンヌ・シュシュマン文；ミッシェル・バケ絵；いわきとしゆき訳 アスラン書房
 1994年9月絵本

「シーマくんびょうきになる」 エミール・ジャドゥール作；石津ちひろ訳 小学館（シーマくんとペギーちゃ
ん） 2006年10月絵本

「しきぶとんとうさんとかけぶとんかあさんとまくらちゃんのいちにち」 とよたかずひこ脚本・絵 童心社（お
ひさまこんにちは年少向） 2015年11月紙芝居

「シャボンだまのくに ハングル併記 」 山内かがり／文,中川早霧／絵 アートヴィレッジ 2016年10月絵本

「ジュンペイのウンチ-うんちのはなし」 清水道尾作；宮崎耕平画 教育画劇 1998年5月紙芝居

「すっきり うんち」 七尾純作；守矢るり絵 あかね書房（からだのえほん2） 1984年9月絵本

「すっすっはっはっ こ・きゅう・う」 長野麻子作；長野ヒデ子絵 童心社（絵本・こどものひろば） 2010年11
月絵本

「せいぎのみかたよだれマン-よだれ」 岡信子作；山口みねやす画 教育画劇（すごいぞ!からだのふし
ぎ） 2002年12月紙芝居

「せなかまるたろうくん」 青木きみ作；山本まつ子画 童心社 1991年6月紙芝居

「せなかを ぴん」 小林まさこ作；長野ヒデ子絵 あかね書房（からだのえほん6） 1989年2月絵本

「だいじなかみのけ」 国松俊英脚本；多田ヒロシ絵 童心社（かみしばい からだってすごい!） 2003年8月
紙芝居
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「たいへん はが ないの」 エイミー・マクドナルド文；マージョリー・プライスマン絵；角野栄子訳 BL出版 
1999年5月絵本

「たべものランドのおまつりだ！-たべもののはたらき」 宗方あゆむ作；毛利将範画 教育画劇 1998年5
月紙芝居

「ちちちマン」 細谷亮太脚本；高橋透絵 童心社（かみしばい からだってすごい!） 2003年8月紙芝居

「ちなんてへへんのへーんだ」 玉木ミヨ子；竹内登美子監修；福田岩緒作 童心社（しってるかなからだ
のふしぎ） 1995年1月絵本

「ちはたからもの」 小林まさこ作；せべまさゆき絵 あかね書房（からだのえほん8） 1991年5月絵本

「ちゅうしゃなんかこわくない」 穂高順也作；長谷川義史絵 岩崎書店（えほんのぼうけん10） 2010年3月
絵本

「ちゅるちゅるベタベタ」 得田之久脚本；和歌山静子絵 童心社（年少向けおひさまこんにちは） 2008年
5月紙芝居

「ちらかしおばあさん」 ときわひろみ脚本；多田ヒロシ画 童心社 1999年6月紙芝居

「でたぁ」 山中恒文；金子三蔵絵 小峰書店（えほんらんど13） 1982年3月絵本

「テレビみないであそぼうよ」 スタン・ベレンスティン；ジャン・ベレンスティン作；HEART訳 偕成社（ベア・
ファミリーえほん8） 1993年6月絵本

「テントのちいさなは」 リカルド・アルカンターラ作；グスティ絵；しまむらかよ訳 ポプラ社（こいぬのテント
2） 2002年2月絵本

「トゥース・フェアリー-妖精さん、わたしの歯をどうするの?」 ピーター・コリントン作 BL出版 1998年5月絵
本

「どうして いきをするのかな」 岡本暁監修；マンディ・サー文；マイク・ゴードン絵；宙野素子訳 小学館
（心とからだの絵本3） 1994年4月絵本

「どうして うごけるのかな」 岡本暁監修；マンディ・サー文；マイク・ゴードン絵；宙野素子訳 小学館（心と
からだの絵本4） 1994年4月絵本

「どうして おおきくなるのかな」 岡本暁監修；マンディ・サー文；マイク・ゴードン絵；宙野素子訳 小学館
（心とからだの絵本1） 1994年3月絵本

「どうして たべるのかな」 岡本暁監修；マンディ・サー文；マイク・ゴードン絵；宙野素子訳 小学館（心と
からだの絵本2） 1994年3月絵本

「どうぶつしんちょうそくてい」 聞かせ屋。けいたろう文 ;高畠純絵 アリス館（アリス館のよみきかせ大型
絵本） 2016年11月絵本

「どうぶつしんちょうそくてい―アリス館のよみきかせ大型絵本」 聞かせ屋。けいたろう文;高畠純絵 アリ
ス館 2016年11月絵本

「どきどき よぼうちゅうしゃ」 小林まさこ作；おかべりか絵 あかね書房（からだのえほん5） 1986年12月絵
本

「どこどこおへそ」 はしもとゆたか作・絵 教育画劇（すごいよ！みんなのからだ） 2010年1月紙芝居

「ドロンコちゃんピカピカちゃん-からだの清潔」 尾崎曜子作・画 教育画劇（保健衛生かみしばい けんこ
ういちばんじょうぶなこ） 1996年10月紙芝居

「どろんこどろんこ―はじめましてのえほん ; Vol.10-5」 北森紀子作・絵 チャイルド本社 2016年8月絵
本

「なかまはずれのペータ」 多田ヒロシ作・画 童心社（基本的生活習慣を育てるよいこのしつけシリーズ） 
1966年9月紙芝居

「なみだがポロロン」 玉木ミヨ子；竹内登美子監修；篠崎三朗作 童心社（しってるかなからだのふしぎ） 
1993年10月絵本

「なみだくん ありがとう」 小林まさこ作；今井弓子絵 あかね書房（からだのえほん7） 1989年12月絵本

「にょきにょきパッチンつめのひみつ―からだはすごいよ!」 中山成子絵;馬場直子監修 少年写真新聞
社 2014年12月絵本
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「にんじんにんじゃにんにんまる」 山本省三作・画 教育画劇 1994年11月紙芝居

「ぬくぬくげんきぼくのたいおん―からだはすごいよ!」 タカタカヲリ絵;永島計監修 少年写真新聞社 
2014年11月絵本

「ねこのちゅうしゃ」 間所ひさこ作；渡辺有一絵 フレーベル館（おはなしメルヘン8） 1994年10月絵本

「ねこのちゅうしゃ」 間所ひさこ作；渡辺有一絵 フレーベル館（おはなしメルヘン8） 1994年10月絵本

「ネッチュウショウにごようじん！」 こがしわかおり作・絵 教育画劇（びょうきのシグナルわかる?健康紙芝
居） 2008年9月紙芝居

「ねびえ」 毛利子来文；堀内誠一絵 福音館書店（かがくのとも） 1975年8月絵本

「ねびえ」 毛利子来文；堀内誠一絵 福音館書店（かがくのとも特製版） 2002年4月絵本

「ねむるってどんなこと?」 ジョイ・リチャードソン作;正木健雄訳 ポプラ社（あなたのからだ9） 1986年3月
絵本

「ノンタン がんばるもん」 キヨノサチコ作・絵 偕成社（すきすきノンタンシリーズ2） 1998年7月絵本

「ノンタン はっくしょん!」 キヨノサチコ作・絵 偕成社（赤ちゃん版ノンタン9） 1989年12月絵本

「は、にげちゃった」 山本省三作・画 教育画劇（四季の行事シリーズ むしば） 1993年5月紙芝居

「ばいきん がっこう」 木村裕一作;田中四郎絵 偕成社（おはなしゲーム絵本） 2005年10月絵本

「ばいきんこわいぞ」 佐藤利清原作;稲庭桂子脚本 童心社（ともだちだいすき） 2010年7月紙芝居

「ばいきんバイバイ！」 仲川道子作・画 童心社（バイキンなんかにまけないぞ!） 1996年9月紙芝居

「はいしゃさんなんか、へっちゃらだい」 本田カヨ子作；中沢正人画 教育画劇（四季の行事シリーズ む
しば） 1993年5月紙芝居

「ばいばいばいきんだいまおう-食中毒」 浅沼とおる作・画 教育画劇（保健衛生かみしばい けんこうい
ちばんじょうぶなこ） 1996年10月紙芝居

「パオちゃんのかぜひいちゃった」 仲川道子作・絵 PHP研究所 1988年10月絵本

「はがいたい かいじゅうくん」 ローズ・インピ文；ジョナサン・アレン絵；いわきとしゆき訳 アスラン書房（か
いじゅうくんとかえるくん） 1996年6月絵本

「はがぬけたときこうさぎは…」 ルーシー・ベイト文；ディアン・ド・グロート絵；河津千代訳 リブリオ出版 
2002年4月絵本

「はくしょん かぜひいたの」 花形恵子作；北山葉子絵 偕成社（ロミちゃんムーちゃんえほん6） 1985年1
月絵本

「ハッハッハークション」 ときわひろみ作;ささきみお絵 教育画劇（0・1・2かみしばいみんなにこにこ） 
2011年1月紙芝居

「はっぴーバースデイ」 石黒幸司ほか作 砂書房（六歳臼歯の6ちゃんシリーズ） 2007年9月絵本

「はなくそテレビ-はなくそ」 藤本ともひこ作・画 教育画劇（すごいぞ!からだのふしぎ） 2002年12月紙芝
居

「はなしのかばちゃん」 堀尾青史脚本；高橋透画 童心社（よいこの12か月） 1976年6月紙芝居

「はなのあなのはなし」 やぎゅうげんいちろう作 福音館書店（かがくのとも） 1981年8月絵本

「はなのあなのはなし」 やぎゅうげんいちろう作 福音館書店（かがくのとも傑作集） 1982年10月絵本

「はなはなどんなはな」 にへいたもつ作;新井洋行絵 教育画劇（すごいよ！みんなのからだ） 2010年1
月紙芝居

「はなみずじゅるじゅるせきごほごほ―からだだからすごい!」 細谷亮太文;つちだよしはる絵 童心社 
2014年1月絵本

「はなみずちゅるる～ん！」 よこみちけいこ脚本・絵 童心社（おひさまこんにちは年少向） 2011年11月
紙芝居

「はのいたいモモちゃん」 松谷みよ子脚本；鈴木未央子画 童心社（松谷みよ子かみしばい・ちいさいモ
モちゃん2） 1972年6月紙芝居

「はのはのはなし」 中西翠文;山本孝絵 アリス館 2014年4月絵本
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子どもの世界・生活

「ババールとおいしゃさん」 L.ド・ブリュノフ作；しまづさとし訳；おのかずこ文 評論社（ミニ・ババール1） 
1975年12月絵本

「はははおんがくたい」 おざきえみ作・絵 教育画劇（すごいよ！みんなのからだ） 2010年1月紙芝居

「はははのはなし」 加古里子文・絵 福音館書店（かがくのとも） 1970年7月絵本

「はははのはなし」 加古里子文・絵 福音館書店（かがくのとも傑作集） 1972年3月絵本

「ピーマンマンとかぜひきキン」 さくらともこ作；中村景児絵 岩崎書店（えほん・ハートランド5） 1994年7
月絵本

「びょうきじまんの やまいくらべ」 かこさとし文・絵 農山漁村文化協会（かこさとしのからだとこころのえほ
ん2） 1988年12月絵本

「びょうきのブルンミ」 マレーク・ベロニカ文・絵；羽仁協子訳 風涛社（マレーク・ベロニカの本） 2006年2
月絵本

「びょうきむし ばいばい」 こうのごろう企画・監修；なかじまかずこ文；こいでのぶこ絵 ひかりのくに（あか
ちゃんえほん・こぶたのブーブちゃんシリーズ9） 1989年5月絵本

「ふみちゃんだいしっぱい」 今村洋子作 童心社（かみしばい・わらいとユーモア大行進） 1982年4月紙
芝居

「ふらふらびょうのびょういん」 上地ちづ子脚本；和歌山静子画 童心社（かみしばい・きちんとするのだ
いすき） 1981年9月紙芝居

「ふらふらふーちゃんおたすけメニュー！」 宗方あゆむ作；森川百合香絵 教育画劇 2005年4月紙芝居

「ぶるぶるはきらい」 多田ヒロシ作 文化出版局（ワニタン王のきらいシリーズ1） 1985年12月絵本

「へっちゃらさーくんのおやつえんそく-食品衛生」 相沢るつ子作・画 教育画劇（保健衛生かみしばい）
 1996年10月紙芝居

「ぼうや、おくちをあけて」 エイミー・ヘスト文；アニタ・ジェラーム絵；小川仁央訳 評論社（児童図書館・
絵本の部屋） 2002年10月絵本

「ぼく、かぜひいちゃった！」 ディディエ・デュフレーン文；アルメル・モデレ絵；那須田淳訳 ひくまの出
版 2003年9月絵本

「ぼくのきもちわかってね」 玉木ミヨ子；竹内登美子監修；むかいながまさ作 童心社（しってるかなからだ
のふしぎ） 1995年1月絵本

「ぼくはオニじゃない！」 福田岩緒作 童心社 2002年9月絵本

「ボサいぬくんのかゆーいいちにち」 デイビッド・ベッドフォード文；グウィネス・ウィリアムソン絵；きむらゆ
ういち訳 くもん出版 2004年12月絵本

「ポップ・トップ・チッピ」 福田和作；石川雅也画 童心社（基本的生活習慣を育てるよいこのしつけシリー
ズ） 1981年11月紙芝居

「ほねがつよいこ じょうぶなこ!」 杉浦保夫構成・文；境木康雄絵 偕成社（子供の健康を考える絵本6） 
1983年7月絵本

「ほねほねげんき？」 服部幸應作；北田哲也画 教育画劇 2005年4月紙芝居

「まいにちイキイキねむりのふしぎ―からだはすごいよ!」 木村倫子絵;福田一彦監修 少年写真新聞社 
2014年1月絵本

「まいにちからだはあたらしい!―からだだからすごい!」 細谷亮太文;長野ヒデ子絵 童心社 2014年1月
絵本

「マドレンカ」 ピーター・シス作；松田素子訳 BL出版 2001年7月絵本

「ママ、ママ、おなかがいたいよ」 レミー・チャーリップ作・絵；つぼいいくみ訳 福音館書店（世界傑作絵
本シリーズ・アメリカの絵本） 1981年11月絵本

「マルチーヌかぜをひく」 ジルベール・ドラエイ作；マルセル・マルリエ絵；黒木義典訳；板谷和雄文 ブッ
クローン出版（ファランドールえほん17） 1984年1月絵本

「まんまるキリン」 しばはら・ち作；たなかなおき画 教育画劇（からだのおはなし） 1991年6月紙芝居
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「みぎのいい耳ひだりのかわいい耳-耳のびょうきのおはなし」 南部和也作；いとうみき絵 教育画劇
（びょうきのシグナルわかる?健康紙芝居） 2008年9月紙芝居

「みてみてぼくのは」 しばはらち作・画 教育画劇（四季の行事シリーズ むしば） 1993年5月紙芝居

「みみたとみみきち」 にへいたもつ作;西野沙織絵 教育画劇（すごいよ！みんなのからだ） 2010年1月
紙芝居

「みよちゃんとバイキン」 清水えみ子脚本；長島克夫画 童心社（かみしばい安全教育シリーズ） 1977年
1月紙芝居

「みんなげんき」 町山充弘文・絵 全国牛乳普及協会 1980年12月紙芝居

「みんなのチャンス : ぼくと路上の4億人の子どもたち」 石井光太著 少年写真新聞社 2014年1月絵本

「むしばいっかのおひっこし」 にしもとやすこ作・絵 講談社（講談社の創作絵本） 2009年5月絵本

「むしばきんが やってきた」 わたなべあきお作・絵 アリス館（けんこうえほん） 1988年4月絵本

「むしばくん だいすき?」 七尾純作；今井弓子絵 あかね書房（からだのえほん1） 1984年6月絵本

「むしばくんには まけないよ!」 今西孝博構成・文；藤本四郎絵 偕成社（子供の健康を考える絵本2） 
1982年5月絵本

「むしばちゃんを やっつけろ!」 今西孝博構成・文；藤本四郎絵 偕成社（子供の健康を考える絵本1） 
1982年5月絵本

「ムシババイキン」 仲川道子脚本・画 童心社 1996年6月紙芝居

「めがねなんか、かけないよ」 レイン・スミス作；青山南訳 ほるぷ出版 1993年2月絵本

「めだまをとりにきたかみなりさま」 こわせたまみ作；井川ゆり子絵 教育画劇（びょうきのシグナルわかる?
健康紙芝居） 2008年9月紙芝居

「もうすぐぬけそうぐらぐらのは」 ディー・シュルマン作・絵；山脇恭訳 フレーベル館 1999年5月絵本

「モジャモジャくんとパラパラくん」 玉木ミヨ子；竹内登美子監修；むかいながまさ作 童心社（しってるか
なからだのふしぎ） 1993年10月絵本

「ももちゃんとうんちのポッタン-うんち」 山本和子文；鈴木博子画 教育画劇（すごいぞ!からだのふしぎ） 
2002年12月紙芝居

「やさいなんてだいっきらい」 丘修三作；鈴木びんこ画 教育画劇（やさいとなかよしげんきなこ） 1994年
11月紙芝居

「りんごちゃん」 服部幸應作；太田裕子画 教育画劇 2005年4月紙芝居

「るんたのおねつ」 のぶみ作・絵 主婦の友社（はじめてブックシリーズ） 2005年3月絵本

「れいぞうこのなかのなっとうざむらい : カチンコチンをとりもどせ」 漫画兄弟作・絵 ポプラ社 2015年6月
絵本

「ロージー、はがぬける」 マリアン・マクドナルド文；メリッサ・スイート絵；松野正子訳 冨山房 1993年9月
絵本

「ろくちゃんとはっくしょん」 織茂恭子作 福音館書店（福音館の幼児絵本） 1996年11月絵本

「わたしがねむり ねていたとき」 かこさとし文;栗原徹絵 農山漁村文化協会（かこさとしのからだとこころ
のえほん1） 1988年12月絵本

「わっせわっせあせレンジャー」 荒木文子脚本;長谷川知子絵 童心社（おひさまこんにちは年少向） 
2014年7月紙芝居

「大おとことちゅうしゃ」 深見春夫作 福武書店 1991年2月絵本

育児・子育て＞子どものしつけ＞てあらい・うがい・はみがき

「6がつ6ちゃんはっはっは」 かこさとし作・画 童心社（よいこの十二か月） 1978年6月紙芝居

「GO!GO!カートくんはみがきって、たいせつさ―ミキハウスの絵本」 中山洋三CG・デザイン 三起商行 
2016年5月絵本

「あそぼ あそぼ」 石黒幸司ほか作 砂書房（六歳臼歯の6ちゃんシリーズ） 2007年9月絵本
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「あっちゃんとむしばきんおう」 こわせたまみ作；わたなべあきお絵 佼成出版社（園児のすくすく絵本1） 
1987年5月絵本

「あのねかずくん はいしゃさんはこわくない」 あまんきみこ作；渡辺有一絵 ポプラ社（えほんはともだち
22） 1992年7月絵本

「アランの歯はでっかいぞこわーいぞ」 ジャーヴィス作;青山南訳 BL出版 2016年6月絵本

「ありがとうセッケンマン-手洗い」 田中秀幸作・画 教育画劇（保健衛生かみしばい けんこういちばん
じょうぶなこ） 1996年10月紙芝居

「あわあわぶくぶく! せっけん」 長谷川治監修；田崎トシ子絵；中島妙文 チャイルド本社（ものづくり絵本
シリーズ どうやってできるの?3） 2007年6月絵本

「アンパンマンとはみがきまん」 やなせたかし作・絵 フレーベル館 2009年5月紙芝居

「いーはとあーは」 やぎゅうげんいちろう作 福音館書店（幼児絵本シリーズ） 2003年5月絵本

「えほん・はじめのいっぽ4 おてては ぴかぴか」 いとうひろし作 講談社（講談社の幼児えほん） 2002年
9月絵本

「えほんもやしもん 「きんのオリゼー」てをあらおう」 いしかわまさゆき作・絵 講談社 2009年8月絵本

「えほんもやしもん 「きんのオリゼー」てをあらおう」 いしかわまさゆき作・絵 講談社 2009年8月絵本

「えほんもやしもん 「きんのオリゼー」はをみがこう」 いしかわまさゆき作・絵 講談社 2010年3月絵本

「えほんもやしもん 「きんのオリゼー」はをみがこう」 いしかわまさゆき作・絵 講談社 2010年3月絵本

「えんまのはいしゃ」 くすのきしげのり作;二見正直絵 偕成社 2011年11月絵本

「おおおとこのこどものはなし」 ツウィフェロフ原作；宮川やすえ訳・文；かみやしん絵 国土社（やっちゃ
ん絵本3） 1982年3月絵本

「おくち くちゅくちゅ」 中島和子文；小出信子絵 ひかりのくに（あかちゃんえほん・こぶたのブーブちゃん
シリーズ7） 1989年5月絵本

「おこりんぼうおじさん」 おかいみほ作 福音館書店（こどものとも年中向き） 2012年10月絵本

「おでかけ版 はみがきあそび」 きむらゆういち作 偕成社（あかちゃんのあそびえほん） 2012年7月絵本

「おなかをこわしたよしおくん」 浅沼とおる作・絵 教育画劇（びょうきのシグナルわかる?健康紙芝居） 
2008年9月紙芝居

「おばけのはみがき」 林原玉枝作；内海博画 教育画劇（年少向はじめまして!おばけです） 2001年8月
紙芝居

「おばけのやだもん」 ひらのゆきこさく・え 教育画劇 2014年6月絵本

「おはなしちえあそびえほん : こんなこいるかな 2 新装版」 有賀忍作 日本図書センター 2016年11月絵
本

「おやつのじかん」 軽部武宏作 長崎出版（ciel books） 2006年10月絵本

「おやつのまえに」 高橋道子脚本；いそけんじ画 童心社（2・3歳児しつけかみしばい・みんなは、できる
かな?） 1993年5月紙芝居

「おやつのまえに　改訂新版」 高橋道子脚本;いそけんじ絵 童心社 2009年7月紙芝居

「かぜとおもったら」 川端理絵作・絵 教育画劇（びょうきのシグナルわかる?健康紙芝居） 2008年9月紙
芝居

「かぜヒッキーをやっつけろ！」 礒みゆき脚本・絵 童心社（保健衛生かみしばいまいにちげんき!） 2013
年11月紙芝居

「がらがらごろごろ」 西村敏雄脚本・絵 童心社（おひさまこんにちは年少向） 2010年11月紙芝居

「がんばれ はぶらしハーマン」 木村裕一作;田中四郎絵 偕成社（木村裕一・しかけ絵本8） 1988年4月
絵本

「きらきら は・は・歯」 室井滋文;長谷川義史絵 世界文化社 2014年1月絵本

「きれいにしようね みんなのて」 やなせたかし原作；東京ムービー作画 フレーベル館（アンパンマンの
しかけえほん3） 2000年9月絵本
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子どもの世界・生活

「くみちゃん むしばだよ」 てらおかくにお文・絵 ポプラ社（おかあさんとおやくそく10） 1990年2月絵本

「くろくまくんぴかぴかはみがき―わくわくくろくま」 たかいよしかずさく・え くもん出版 2014年11月絵本

「くろわんしろわん はみがきシュッシュッ」 伊東美貴作・画 教育画劇（年少版はじめての行事かみしば
い） 2003年1月紙芝居

「ケチャップせんせいありがとう」 舟崎克彦作；黒井健絵 ポプラ社（えほんとなかよし16-チラホラもりのは
いしゃさん3） 1992年6月絵本

「こぐまのトムトムぼくのいちにち」 葉祥明著 絵本塾出版 2012年1月絵本

「ごしごしごし」 とよたかずひこ脚本・絵 童心社 2001年6月紙芝居

「コリゴリゴリタとはとはぐきさん」 ミミィ；ミーヤン作・絵 文渓堂 2006年4月絵本

「コンちゃんのかぜようじん-かぜの予防」 大久保宏昭作・画 教育画劇（保健衛生かみしばい けんこう
いちばんじょうぶなこ） 1996年10月紙芝居

「さよなら バイキンくん」 わらべきみか作 ひさかたチャイルド（あかちゃんからのステップアップ絵本） 
2000年7月絵本

「サンジャーム船長 : 7つの海の大冒険 虫歯編―歯みがきの絵本」 新谷哲生文・構成;galleryouchi絵 
学研マーケティング 2014年9月絵本

「ゾウさんのハブラシ」 舟崎克彦作；黒井健絵 ポプラ社（えほんとなかよし7-チラホラもりのはいしゃさん
2） 1991年3月絵本

「そんなときどうする? : たのしいれいぎさほうのほん」 セシル・ジョスリン文;モーリス・センダック絵;こみや
ゆう訳 岩波書店 2016年6月絵本

「たっちゃんむしばだね」 森比左志著;わだよしおみ著 こぐま社 2013年5月絵本

「だれがはみがきをするの?」 フレッド・エールリヒ作；エミリー・ボーラム絵；石原良純訳 学習研究社（質
問が大好きなこどもとよむ本） 2008年10月絵本

「タローちゃんが手をあらったら」 鈴木美也子作；前田賢画 教育画劇 1979年6月紙芝居

「チラホラもりのはいしゃさん」 舟崎克彦作；黒井健絵 ポプラ社（えほんとなかよし5） 1990年11月絵本

「できるといいね はみがき」 やなせたかし原作；東京ムービー作画 フレーベル館（アンパンマンのしか
けえほん1） 2000年3月絵本

「ねずみくんといっしょ はははは」 なかえよしを構成；上野紀子絵 ポプラ社 2009年6月絵本

「ねむるまえに」 アルバート・ラム作;デイビッド・マクフェイル絵;木坂涼訳 主婦の友社（主婦の友はじめ
てブック） 2012年1月絵本

「のはらのせんたくやさん」 神沢利子作；いもとようこ絵 ひかりのくに 2006年9月絵本

「のはらのせんたくやさん」 神沢利子作；いもとようこ絵 ひかりのくに 2006年9月絵本

「ノンタン はみがき はーみー」 キヨノサチコ作・絵 偕成社 1989年10月絵本

「ノンタン はみがき はーみー」 キヨノサチコ作・絵 偕成社（赤ちゃん版ノンタン8） 2009年2月絵本

「は、にげちゃった」 山本省三作・画 教育画劇（四季の行事シリーズ むしば） 1993年5月紙芝居

「ばいきんこわいぞ」 佐藤利清原作;稲庭桂子脚本 童心社（ともだちだいすき） 2010年7月紙芝居

「ばいきんバイバイ！」 仲川道子作・画 童心社（バイキンなんかにまけないぞ!） 1996年9月紙芝居

「はいしゃさん こわいの」 たけだみほ作・絵 偕成社（みほブック2） 1987年9月絵本

「はいしゃさんへ」 グニラ・ボルデ作；たかむらきみこ訳 偕成社（エミーちゃんシリーズ） 1977年1月絵本

「バイバイ!むしバイキン」 ドクター・レイコ作；イブ・タルレ絵 アノニマ・スタジオ 2010年10月絵本

「ばいばいばいきんだいまおう-食中毒」 浅沼とおる作・画 教育画劇（保健衛生かみしばい けんこうい
ちばんじょうぶなこ） 1996年10月紙芝居

「パオちゃんのみんなではみがき」 仲川道子作・絵 PHP研究所 1996年5月絵本

「パオちゃんのみんなではみがき　27803」 なかがわみちこ作・絵 PHP研究所 1996年5月絵本
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子どもの世界・生活

「ぱくぱくもぐもぐ じょうぶなは」 玉木ミヨ子；竹内登美子監修；藤本四郎作 童心社（しってるかなからだ
のふしぎ） 1995年1月絵本

「はははおんがくたい」 おざきえみ作・絵 教育画劇（すごいよ！みんなのからだ） 2010年1月紙芝居

「はははのはなし」 加古里子文・絵 福音館書店（かがくのとも） 1970年7月絵本

「はははのはなし」 加古里子文・絵 福音館書店（かがくのとも傑作集） 1972年3月絵本

「ハブラシくん」 岡田よしたか作 ひかりのくに 2013年9月絵本

「はぶらしシュシュシュッ」 力夕倫作・画 教育画劇（あたらしい行事紙芝居） 1995年3月紙芝居

「はみがき」 ささきようこ作・絵 ポプラ社（くまくんのあかちゃんえほん8） 2004年3月絵本

「はみがき しゃっしゃかしゃ」 あさのななみ作；岸本眞弓絵 PHP研究所 2004年5月絵本

「はみがき しゅわしゅわ」 わらべきみか作・絵 ひさかたチャイルド（あかちゃんのための絵本） 1990年2
月絵本

「はみがき だいすき」 スージー・スパッフォード絵；みはらいずみ文 BL出版（スージー・ズーのたのしい
まいにち） 2012年4月絵本

「はみがき はみがき」 きむらゆういち作;せべまさゆき絵 偕成社（2才からのあそびえほん4） 2003年9月
絵本

「はみがき、きらい?」 ママダミネコ作・絵 ひさかたチャイルド 2010年4月絵本

「はみがき、やーだよ！」 スベトラーナ・チューリナ作；いぬいゆみこ訳 評論社（児童図書館・絵本の部
屋） 2003年6月絵本

「はみがきあわこちゃん―ひまわりえほんシリーズ」 ザ・キャビンカンパニー作・絵 鈴木出版 2015年7月
絵本

「はみがきがすきなカバのデカオ」 中村翔子文；塩田守男画 教育画劇 2002年12月紙芝居

「はみがきごうがしゅっしゅっしゅっ！」 山本省三作・絵 教育画劇（ひとりでできたー!） 2014年1月紙芝
居

「はみがきごっこ」 きむらゆういち作；長野ヒデ子絵 佼成出版社 2005年7月絵本

「はみがきさん」 せなけいこ作・絵 ポプラ社（せなけいこのえ・ほ・ん7） 2013年5月絵本

「はみがきしゅっしゅっ」 花形恵子作；北山葉子絵 偕成社（ロミちゃんムーちゃんえほん5） 1985年1月絵
本

「はみがきしゅっしゅっ―はじめましてのえほん ; vol. 10-3」 いしはらきんさく・ねんどえ チャイルド本社 
2016年6月絵本

「はみがきしようね」 さくらともこ文；宮尾怜衣絵 小学館（はじめてのしつけ絵本） 2005年5月絵本

「はみがきでんしゃ―あかちゃんえほん」 木戸直子え;平岩美香文 交通新聞社 2016年3月絵本

「はみがきやさんですよ」 伊藤たまき脚本；多田ヒロシ画 童心社（げんきななかまシリーズ） 1994年6月
紙芝居

「はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう!」 くぼまちこ著 アリス館 2015年1月絵本

「ぴかぴか おてて」 わらべきみか作・絵 ひさかたチャイルド（あかちゃんのための絵本） 1987年11月絵
本

「ひろったはぶらし」 藤昌秀作；伊藤悌夫画 教育画劇 1974年6月紙芝居

「プッチ王の法律 大切な歯1」 佐塚仁一郎文;さのあや絵;栗原東亜子監修 佐塚仁一郎 2016年7月絵
本

「プレゼントははみがき!」 きむらゆういち作;ふゆのいちこ絵 教育画劇（12か月のしかけえほん6） 1998
年5月絵本

「へっちゃらさーくんのおやつえんそく-食品衛生」 相沢るつ子作・画 教育画劇（保健衛生かみしばい）
 1996年10月紙芝居

「ペンギーのはみがきだいすき」 小田切麻里作；スタジオ・むう絵 産心社（ペンギー絵本シリーズ2） 
2004年11月絵本
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子どもの世界・生活

「ヘンテコはみがきこ」 みやにしたつや作・絵 学研教育出版 2015年3月絵本

「ボクはせっけんくん」 田島かおり作・絵 教育画劇（ひとりでできたー!） 2014年1月紙芝居

「ぼくびょうきじゃないよ」 角野栄子作;垂石眞子絵 福音館書店（こどものとも絵本） 2013年5月絵本

「ほら きれいでしょ」 藤永保監修 講談社（ディズニーベビーしつけえほんVol.2） 1992年4月絵本

「ほら きれいでしょ」 藤永保監修 講談社（ディズニーベビーしつけえほんVol.2） 1992年4月絵本

「ほれほーれ」 西内としお作 ポプラ社（こんにちは! えほん1） 2005年5月絵本

「まこちゃんごはんですよ」 カプチキャン原作；小林純一脚本；久保雅勇画 童心社（ひよこシリーズ） 
1971年5月紙芝居

「まめまきバス―チューリップえほんシリーズ」 藤本ともひこ作・絵 鈴木出版 2016年1月絵本

「むかしむかしのハブラシは？-ハミガキのはじまり」 塩田守男作・画 教育画劇 1991年5月紙芝居

「むしばあちゃん」 苅田澄子さく;おかべりかえ 佼成出版社 2014年5月絵本

「むしばいきん ムゥ・シィ・バァのぼうけん」 木村裕一作；宮本えつよし絵 PHP研究所（はみがき絵本） 
1992年4月絵本

「むしばいっかのおひっこし」 にしもとやすこ作・絵 講談社（講談社の創作絵本） 2009年5月絵本

「むしばがいたいヤンダヤンダ」 おのりえん作；国松エリカ絵 偕成社 1998年12月絵本

「むしばきんが やってきた」 わたなべあきお作・絵 アリス館（けんこうえほん） 1988年4月絵本

「むしばきんがねらってる」 山末やすえ作；西村郁雄画 教育画劇（四季の行事シリーズ むしば） 1998
年5月紙芝居

「ムシバキンを やっつけろ」 清島葉子構成；浜かをる絵 小学館（バタバタプレイブック3） 1995年2月絵
本

「むしばくん だいすき?」 七尾純作；今井弓子絵 あかね書房（からだのえほん1） 1984年6月絵本

「むしばくんには まけないよ!」 今西孝博構成・文；藤本四郎絵 偕成社（子供の健康を考える絵本2） 
1982年5月絵本

「むしばせいじんがやってきた」 内山安二作・画 教育画劇（ユーモアひろば） 1992年11月紙芝居

「むしばちゃんを やっつけろ!」 今西孝博構成・文；藤本四郎絵 偕成社（子供の健康を考える絵本1） 
1982年5月絵本

「ムシババイキン」 仲川道子脚本・画 童心社 1996年6月紙芝居

「もりのはみがき」 村山桂子作；山口みねやす絵 教育画劇（行事のえほん5） 1993年5月絵本

「ゆっくとすっく しあげに はみがき もういっかい」 さこももみ絵；たかてらかよ文 ひかりのくに 2011年6月
絵本

「りんごちゃんと、おひさまの森のなかまたち 3―よい習慣が身につく絵本」 明橋大二監修;太田知子作
 1万年堂出版 2015年11月絵本

「るんたのはみがき」 のぶみ作・絵 主婦の友社（はじめてブックシリーズ） 2006年1月絵本

「ろばのトコちゃん はをみがく」 ベネディクト・ゲティエ；ふしみみさを訳 ほるぷ出版 2006年6月絵本

「わたし、まだねむたくないの!」 スージー・ムーア作；ロージー・リーヴ絵；木坂涼訳 岩崎書店 2011年7
月絵本

「わたしはまいご」 清水えみ子脚本；長島克夫画 童心社（きちんとするのだいすき） 1981年9月紙芝居

育児・子育て＞食育＞たべもののすききらい

「6がつ6ちゃんはっはっは」 かこさとし作・画 童心社（よいこの十二か月） 1978年6月紙芝居

「Bad dreamin'」 あんどうしゅん文・絵 パブリック・ブレイン 2015年11月絵本

「GO!GO!カートくんすき?きらい?ベジタブルだいさくせん―ミキハウスの絵本」 中山洋三CG・デザイン 
三起商行 2016年5月絵本

「ありがとうごはんつぶマン」 みやざきひろかず作・絵 教育画劇（やさしいエコかみしばい） 2009年9月
紙芝居
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子どもの世界・生活

「あんちゃんのよだれかけ」 田仲由佳作・絵 教育画劇 2016年8月絵本

「いただきます」 奥野涼子作・絵 アスク講談社（あかちゃんじゃないもん-しつけ絵本8） 1990年9月絵本

「いってらっしゃいうんちくん」 ナカオマサトシさく;イヌイマサノリえ ひさかたチャイルド 2016年2月絵本

「いっぱいたべよう」 上野紀子絵 ポプラ社（あまんきみこのあかちゃんえほん7） 1984年8月絵本

「いるよね～!こんなこ」 たかいよしかずさく・え 主婦の友社 2016年5月絵本

「おかし・な・ごはん」 山岡ひかる作 偕成社（日本の絵本） 2002年4月絵本

「おねがいパンダさん―評論社の児童図書館・絵本の部屋」 スティーブ・アントニーさく;せなあいこやく 
評論社 2015年4月絵本

「おばけのモジくんごちそうピーマン!」 モカ子作・絵 ひかりのくに 2016年9月絵本

「おひめさまのカレーライス-すききらい」 山本和子作；伊東美貴画 教育画劇 1998年5月紙芝居

「カレーライスがにげだした」 しばはらち作・画 教育画劇（ゆかいなたべもののおはなし） 1993年6月紙
芝居

「きらいさ きらい」 中川ひろたか文；工藤ノリコ絵 理論社 2009年7月絵本

「くみちゃん おいしいね」 てらおかくにお文・絵 ポプラ社（おかあさんとおやくそく7） 1989年6月絵本

「くもかいじゅう」 深見春夫作・絵 PHP研究所（PHPわたしのえほん） 2004年11月絵本

「クリスティーヌといわし」 エレーヌ・レイ文；エヴ・タルレ絵；波木居慈子訳 ほるぷ出版 1988年2月絵本

「ごめんね、ピーマン（にこにこ、ぷんアニメえほん14）」 井出隆夫作；岡部久義人形美術；ビジュアル80
絵 講談社（講談社の能力開発絵本29） 1989年1月絵本

「ごんがねらっているよ」 山元護久作；田畑精一絵 ひさかたチャイルド（ひさかたメルヘン2） 1981年9月
絵本

「すききらい、とんでいけ!もぐもぐマシーン」 イローナ・ラメルティンク文;リュシー・ジョルジェ絵;野坂悦子
訳 西村書店東京出版編集部 2016年2月絵本

「すききらいなんてだいきらい―たべるってたのしい!」 さくらいあつこえ;つつみちはるかんしゅう 少年写
真新聞社 2016年12月絵本

「ぜったいたべないからね」 ローレン・チャイルド作；木坂涼訳 フレーベル館（ほんやくえほん140） 2002
年1月絵本

「ぜったいたべないからね 新装版―チャーリーとローラ」 ローレン・チャイルド作;木坂涼訳 フレーベル
館 2016年11月絵本

「そらとぶすぷーん」 ささもとけい作・絵 岩崎書店（母と子の絵本10） 1975年2月絵本

「たべてあげる」 ふくべあきひろ文;おおのこうへい絵 教育画劇 2011年11月絵本

「たべてよたべてよ」 小松原優作；石川雅也画 教育画劇（健康とユーモアぺろぺろんシリーズ） 1977年
5月紙芝居

「たべないおばけ」 東君平文・絵 全国牛乳普及協会 1980年12月紙芝居

「たべられないよアレルギー」 井嶋敦子脚本;鈴木幸枝絵;内海裕美監修 童心社（保健衛生かみしばい
まいにちげんき!） 2013年11月紙芝居

「ちいさなターちゃん すききらいしたっていいじゃない」 あべはじめ作 ポプラ社（ポプラ社の幼児絵本
4） 1994年7月絵本

「チコちゃん こまった こまったね」 たんじあきこ作 ほるぷ出版（ほるぷ創作絵本） 2010年3月絵本

「ちゃんとたべなさい」 ケス・グレイ文；ニック・シャラット絵；よしがみきょうた訳 小峰書店（世界の絵本コ
レクション） 2002年5月絵本

「テーブルのうえで」 なかえよしを作；上野紀子絵 講談社 1975年11月絵本

「とらくんおれさまさいこう!?―12支キッズのしかけえほん」 きむらゆういち;作 ふくざわゆみこ;絵 ポプラ
社 2012年7月絵本

「なに たべた?」 木坂涼文;アンヴィル奈宝子絵 福音館書店（年少版・こどものとも） 1996年12月絵本

「なんでも すきすき」 たけいしろう作；もうりまさのり絵 国土社（かわりえ・えほん5） 2003年9月絵本
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「なんでもたべて チューパーマン（すききらいをなくす絵本）」 木村裕一作；黒川光広絵 PHP研究所
（PHP子育てブックシリーズ） 1993年1月絵本

「にんじん」 せなけいこ作・絵 福音館書店（いやだいやだの絵本1） 1969年11月絵本

「にんじんにんじゃにんざえもん」 山本省三作;楢原美加子絵 教育画劇 2000年6月絵本

「ぱくぱくピクニック」 薫くみこ作;市川和子テディベア ポプラ社（テディベアのえほん3） 1994年10月絵
本

「ぱくぱくもぐもぐ じょうぶなは」 玉木ミヨ子；竹内登美子監修；藤本四郎作 童心社（しってるかなからだ
のふしぎ） 1995年1月絵本

「はしれ！やきにくん」 塚本やすし作 ポプラ社（絵本のおもちゃばこ） 2011年1月絵本

「ピーマン にんじん たまねぎ トマト！」 平田昌広文；平田景絵 文化出版局 2005年10月絵本

「ピーマンなんてこわくない－えんじぇるまもたん」 リサ・オーバー絵；比良凛文 アリス館 2002年11月絵
本

「びっくりサラダ」 新沢としひこ脚本;村上康成絵 童心社（おひさまこんにちは年少向） 2012年6月紙芝
居

「ひとつおおきいしんちゃん」 津田真一脚本;吉田尚令絵 童心社（ともだちだいすき） 2012年6月紙芝
居

「ヘルシーせんたいダイズレンジャー―講談社の創作絵本」 やぎたみこ作 講談社 2015年11月絵本

「ベルとブゥおいしいいちにち」 マンディ・サトクリフさく;ひがしかずこやく 岩崎書店 2014年2月絵本

「ポチポチのレストラン」 井川ゆり子文・絵 文渓堂 2005年12月絵本

「まこちゃんのおべんとう」 こわせたまみ作；尾崎真吾絵 佼成出版社（園児のすくすく絵本9） 1988年4
月絵本

「まめぼうやのリトル・ピー」 エイミー・クロウス・ローゼンサール作；ジェン・カラーチー絵；石津ちひろ訳 
コンセル 2006年4月絵本

「みーんな たべたかな」 さくらともこ文；宮尾怜衣絵 小学館（はじめてのしつけえほん） 2005年4月絵本

「もう、まてないくん」 清水えみ子脚本；徳田徳志芸画 童心社 1981年11月紙芝居

「もったいないばあさんの いただきます」 真珠まりこ作・絵 講談社（講談社の創作絵本） 2009年6月絵
本

「もりもり森のネコロッケ」 あさのあつこおはなし;やすとみたかゆきえ KADOKAWA 2015年11月絵本

「やきざかなののろい―ポプラ社の絵本 ; 30」 塚本やすし作 ポプラ社 2014年11月絵本

「やさいさんごめんね」 志茂田景樹；石川あゆみ絵 KIBA BOOK（よい子に読み聞かせ隊の絵本8） 
2001年3月絵本

「やさいすーぷとりえちゃん」 まじませつこ作 フレーベル館（フレーベル館のえほん・タイニーシリーズ
18） 1981年7月絵本

「やさいだいすき」 土田義晴脚本・画 童心社 1998年6月紙芝居

「やさいなんて、だいすき!」 服部由美作；あさいとおる絵 新風舎 2007年7月絵本

「やさいなんてだいっきらい」 丘修三作；鈴木びんこ画 教育画劇（やさいとなかよしげんきなこ） 1994年
11月紙芝居

「やさいのおしゃべり」 泉なほ作；いもとようこ絵 金の星社 2005年5月絵本

おやすみ・ねむり

「「ぼくねむいよ」とピラト」 クロード・クレマン文；ナディーヌ・アーン絵；辻昶訳 DEMPA/ペンタン 1990年
9月絵本

「108ぴきめのひつじ」 いまいあやの作 文渓堂 2011年1月絵本

「999ひきのきょうだいのはるですよ 第2版―おはなしチャイルドリクエストシリーズ ; 2016・4」 木村研ぶ
ん;村上康成え チャイルド本社 2016年4月絵本
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「The Bedbug who wouldn't bite」 
writtenbyMelodyRhodes;translatedbySarahIkeya;illustratedbyEdwardAish=かまないベッドバグ;メロ
ディー・ローデス作;いけや咲良翻訳;エドワード・アイシュイラスト Studio Seven Publishers 2014年絵本

「アイラのおとまり」 バーナード・ウエーバー作・絵；まえざわあきえ訳 徳間書店 1997年7月絵本

「あかりをけして」 アーサー・ガイサート作;久美沙織訳 BL出版 2006年8月絵本

「あかりをけすと」 こばやしゆかこ作 学習研究社（学研おはなし絵本） 2009年7月絵本

「あくびがでたよもうおやすみ」 かしわらあきお作・絵 永岡書店 2014年11月絵本

「あくびで ねんね」 神沢利子文；沢田としき絵 福音館書店（こどものとも0.1.2.） 2009年3月絵本

「あしたえんそく! : らんらんらん―武田美穂のえほん ; 2」 武田美穂作・絵 ポプラ社 2014年2月絵本

「あっ、ひっかかった」 オリヴァー・ジェファーズ作・絵;青山南訳 徳間書店 2014年3月絵本

「あっ・ほっ」 五味太郎作 絵本館 2014年3月絵本

「アニメおさるのジョージ アイス・マイルーム」 マーガレット・レイ原作;ハンス・アウグスト・レイ原作;エリ
カ・ザッピー翻案;キャシー・ウォーテレビアニメ脚本;山北めぐみ訳 金の星社 2014年12月絵本

「あのおとなんだ」 谷内こうた絵；武市八十雄文 至光社（ブッククラブ国際版絵本） 1972年1月絵本

「あらまっ！」 ケイト・ラム文；エイドリアン・ジョンソン絵；石津ちひろ訳 小学館 2004年6月絵本

「アルフィとくらやみ」 サリー・マイルズ文；エロール・ル・カイン絵；ジルベルトの会訳 評論社（児童図書
館・絵本の部屋） 2004年12月絵本

「あわてないあわてない」 仲川道子脚本・絵;東京消防庁協力 童心社（いのちを守る防災かみしばい じ
しん・つなみ・たいふう） 2011年6月紙芝居

「あわてみみちゃん―手塚治虫復刻こども絵本 ; 1」 手塚治虫絵・文 復刊ドットコム 2014年10月絵本

「アンパンマンとアクビぼうや」 やなせたかし作・絵 フレーベル館（アンパンマンのおはなしるんるん） 
2011年3月絵本

「いいこでねんね」 デヴィッド・エズラ・シュタイン作;さかいくにゆき訳 ポプラ社（ポプラせかいの絵本） 
2012年12月絵本

「いいこでねんねできるかな」 きむらゆういち作 偕成社（あかちゃんのあそびえほん） 2011年3月絵本

「いいこにして、マストドン!―World library ; メキシコ」 ミカエラ・チリフ文;イッサ・ワタナベ絵;星野由美訳
 ワールドライブラリー 2015年9月絵本

「いいこねんね―とことこえほん」 内田麟太郎ぶん;長谷川義史え 童心社 2015年2月絵本

「いかだにのって―うららちゃんののりものえほん ; 5」 とよたかずひこ著 アリス館 2014年11月絵本

「いじわるなこびと」 しん著 文芸社 2014年7月絵本

「いそがしいよる」 さとうわきこ作・絵 福音館書店（こどものとも傑作集） 1987年9月絵本

「いちにちおばけ」 ふくべあきひろ作;かわしまななえ絵 ＰＨＰ研究所（ＰＨＰにこにこえほん） 2012年6月
絵本

「イチロくん」 竹内通雅作 ポプラ社（おとうさんだいすき3） 2010年3月絵本

「いっしょにねてあげる」 さこももみ作 アリス館 2014年9月絵本

「いつもいっしょ = Always together」 アリス・ペンゲリー作 純心社 2015年6月絵本

「いつもとちがうよる : 夜行性動物―中国のおはなしシリーズ. 自然科学のおはなし絵本」 謝芳群文;草
草絵;新井悦子訳 ベネッセコーポレーション 2016年8月絵本

「いねむりのすきな月」 石崎正次作・絵 ブックローン出版 1990年11月絵本

「いねむりろばくん」 杉田豊絵・文 講談社 1975年7月絵本

「いのししくんおばけへいきだもん―12支キッズのしかけえほん」 きむらゆういち;作 ふくざわゆみこ;絵 
ポプラ社 2011年7月絵本

「いばらひめ」 岡上鈴江文；工藤市郎画 教育画劇（おたんじょう日のかみしばい） 1975年3月紙芝居
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「いばらひめ : グリム童話より 新版」 グリム原作;エロール・ル・カインえ;やがわすみこやく ほるぷ出版 
2015年4月絵本

「いやだあさまであそぶんだい」 ヘレン・クーパー作；ふじたしげる訳 アスラン書房 2004年5月絵本

「いろんなおかお にっこり ぐっすり」 山岡ひかる作・絵 ひかりのくに 2010年3月絵本

「うーとんの ごろごろごん」 みやもとただお作・絵 ポプラ社（ちいさなおはなしえほん3） 2001年5月絵本

「うさぎは月のゆりかごに眠る 」 鳥毛清絵と文 芸艸堂 2015年12月絵本

「エドワード・カルヴァートの眠れる森の美女―プリンセスミュージアムミニ復刻本シリーズ ; 3」 シャルル・
ペロー原作;エドワード・カルヴァート著;児玉亜紀子訳;プリンセスミュージアム編 アトランスチャーチ 
2016年7月絵本

「おうさまのおひっこし」 牡丹靖佳作 福音館書店（日本傑作絵本シリーズ） 2012年5月絵本

「おうちがいちばん」 バレリー・ゴルバチョフ絵；キャロル・ロス文；那須田淳訳 講談社（世界の絵本） 
2000年8月絵本

「おーいおひさま！」 よこたきよし作;西村敏雄絵 ひさかたチャイルド 2013年6月絵本

「おおいびきのツチブタ」 ムワリム文；アドリエンヌ・ケナウェイ絵；草山万兎訳 西村書店 1992年6月絵本

「おかあさんがいちばん」 バレリー・ゴルバチョフ作；那須田淳訳 講談社（世界の絵本） 1999年9月絵本

「おかあさんみてる？」 花井亮子作・絵 金の星社（新しいえほん） 1980年8月絵本

「おきておきて ぷーちゃん」 たるいしまこ作 ポプラ社（ぷーちゃんのえほん3） 2008年5月絵本

「おきなさい! まーちゃん」 ごうだまきと作；太田大八絵 福音館書店（年少版・こどものとも） 1987年9月
絵本

「おくびょううさぎ」 若林一郎文；奈良坂智子画 NHKソフトウェア（世界むかしばなし） 1996年1月紙芝居

「おさるのジョージ ゆめをみる」 M.レイ；H.A.レイ原作；渡辺茂男；福本友美子訳 岩波書店 1999年10月
絵本

「おしいれ」 新井洋行作・絵 偕成社（あけて・あけてえほん） 2009年4月絵本

「おじょらぽん」 はせがわせつこ文;さいとうとしゆき絵 福音館書店（こどものとも0.1.2.） 2004年7月絵本

「おたんじょうびおめでとう」 いしいつとむ脚本・絵 童心社（おひさまこんにちは年少向） 2012年3月紙
芝居

「おつきさま すーやすや」 青島左門作 福音館書店（こどものとも0.1.2.） 2008年11月絵本

「おつきさま なにみてる」 なかじまかおり作 岩崎書店（あかちゃん・かどまるえほん2） 2011年12月絵本

「おつきさま、こんばんは！」 市川里美作 講談社（講談社の創作絵本） 2011年8月絵本

「おつきさま-さとりいぬのこりない一日」 ラファエル・ティエリー著；伊勢英子訳 中央公論新社 2003年7
月絵本

「おつきさまは きっと」 ゲオルク・ハレンスレーベン絵；ケイト・バンクス文；さくまゆみこ訳 講談社（世界の
絵本） 2000年3月絵本

「オットーねむれないよる」 トッド・パール作・絵；ほむらひろし訳 フレーベル館（オツトーのほん2） 2003
年10月絵本

「おっぱいバイバイ」 たけだまいさく;いまいみちえ;たかむらあゆみえ ゲートジャパン 2014年10月絵本

「おとうさん!おとうさん!―こどもえほんランド ; 7」 中川ひろたかさく;ミスミヨシコえ ポプラ社 2014年5月絵
本

「おともだちのぷ―ぷうちゃんのえほん」 まつあきのり作・絵 ポプラ社 2014年2月絵本

「おねしょのせんせい」 正道かほる;作 橋本聡;絵 フレーベル館（おはなしえほんシリーズ） 2011年11月
絵本

「おねぼうニコライ」 マリー・ブランド作・絵；奥田継夫；木村由利子訳 岩崎書店（新・創作絵本29） 1982
年11月絵本

「おばけかぞくのいちにち―さくぴーとたろぽうのおはなし」 西平あかね作 福音館書店（こどものとも絵
本） 2012年2月絵本

© Copyright 2020 DB Japan Corp,Inc. All rights reserved.

16



子どもの世界・生活

「おばけのドレス」 はせがわさとみ作・絵 絵本塾出版 2013年10月絵本

「おはよう」 八木田宜子作；島田光雄絵 文化出版局（八木田宜子みどりのえほん10） 1971年6月絵本

「おはよう・おやすみ」 シャーロット・ゾロトウ文；パメラ・パパローン絵；くどうなおこ訳 のら書店 2004年5
月絵本

「おはようおひさま」 LaZOO作;伊藤知紗絵 教育画劇（ひとりでできたー!） 2014年1月紙芝居

「おはようオロギーコ」 こいでなつこ作 ブロンズ新社 2010年10月絵本

「おひざでだっこ―とことこえほん」 内田麟太郎ぶん;長谷川義史え 童心社 2014年2月絵本

「おひさま ぽかぽか」 笠野裕一作 福音館書店（こどものとも年少版） 2000年5月絵本

「おひさまがしずむ　30957」 ローラ・ルーク文；オラ・アイタン絵；うちだりさこ訳 福音館書店 1996年6月
絵本

「おひさまがしずむ よるがくる」 ローラ・ルーク文；オラ・アイタン絵；うちだりさこ訳 福音館書店 1996年6
月絵本

「おひめさまはねむりたくないけれど―そうえんしゃ・世界のえほん ; 8」 メアリー・ルージュさく;パメラ・ザ
ガレンスキーえ;浜崎絵梨やく そうえん社 2015年3月絵本

「おひるね」 ディディエ・デュフレーヌ作；アルメール・モデレ絵；やましたはるお訳 佼成出版社（きょうも
ごきげんアポリーヌシリーズ1） 2005年3月絵本

「おひるね いっぱい」 いしなべふさこ作 偕成社（はじめてよむ絵本8） 1988年7月絵本

「おひるねけん」 おだしんいちろう作;こばようこ絵 教育画劇 2013年9月絵本

「おひるねじかんにまたどうぞ」 武鹿悦子作；西巻茅子絵 小峰書店（えほんらんど） 1980年2月絵本

「おひるねちゃんとできるかな」 宮野聡子作・絵 教育画劇 2014年6月絵本

「おひるねネコさん」 ふくざわゆみこ作・絵 佼成出版社 2007年7月絵本

「おひるねのいえ」 オードリー・ウッド作；ドン・ウッド絵；江國香織訳 ブックローン出版 1993年5月絵本

「おふとんかけたら」 かがくいひろし作 ブロンズ新社 2009年10月絵本

「おふとんかけたら　46877」 かがくいひろし作 ブロンズ新社 2009年10月絵本

「おふとんかけて!」 D.ハコエン;S.シャーシュミット作;いしづちひろ訳 BL出版 2011年8月絵本

「おめめ とじてね」 伊藤比呂美文;ながさわまさこ絵 福音館書店（こどものとも0.1.2.） 2003年1月絵本

「おやすみ」 中川李枝子作；山脇百合子絵 グランまま社 1986年5月絵本

「おやすみ」 宮尾怜衣絵 ひかりのくに（ことばがひろがるあかちゃん絵本） 2003年4月絵本

「おやすみ : バニーといっしょ!」 イョルク・ミューレさく;まるやまめぐみやく キーステージ21 2016年12月
絵本

「おやすみ いっしょ」 ニック・バターワース作；もりやまみやこ絵 小学館（ともだちだいすき絵本） 1994年
9月絵本

「おやすみ ウィッツィー」 スージー・スパッフォード絵；みはらいずみ文 BL出版（スージー・ズーのたのし
いまいにち） 2012年4月絵本

「おやすみ おちびちゃん」 ドーン・アパリー作・絵；垣内磯子訳 フレーベル館 2003年5月絵本

「おやすみ ぐーぐー」 あべ弘士作 小学館（はじめのえほん3） 1997年8月絵本

「おやすみ、アンニパンニ」 マレーク・ベロニカ文・絵；羽仁協子訳 風涛社（マレーク・ベロニカの本） 
2001年8月絵本

「おやすみ、オラフ! : アナと雪の女王―ディズニーしかけえほん」 ロリ・C・フローブぶん;ディズニー・ス
トーリーブック・アーティストえ;緒方恵子やく 大日本絵画 2016年8月絵本

「おやすみ、かけす」 マリー・ホール・エッツ文・絵；まさきるりこ訳 大日本図書 2008年11月絵本

「おやすみ、くまくん」 クヴィント・ブッフホルツ作；石川素子訳 徳間書店 1994年7月絵本

「おやすみ、ソフィア : ちいさなプリンセスソフィア : ソフィアといっしょにねるしたく!―ディズニーしかけ
えほん」 キャサリン・ハプカぶん;ホセ・カルドーナえ;中井川玲子やく 大日本絵画 2015年7月絵本
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「おやすみ、ちいさなこ : あっというまのスヤスヤ絵本」 バーナデット・ケアルス著;ポーラ・ボウルズ絵;明
橋大二日本版監修;樹山かすみ訳 竹書房 2016年7月絵本

「おやすみ、はたらく くるまたち」 シェリー・ダスキー・リンカー文;トム・リヒテンヘルド絵;福本友美子訳 
ひさかたチャイルド 2012年9月絵本

「おやすみ、はたらくくるまたち」 シェリー・ダスキー・リンカー文;トム・リヒテンヘルド絵;福本友美子訳 ひ
さかたチャイルド 2012年9月絵本

「おやすみ、はたらくくるまたち―ボードブック」 シェリー・ダスキー・リンカー文;トム・リヒテンヘルド絵;福
本友美子訳 ひさかたチャイルド 2016年8月絵本

「おやすみ、ロジャー : 魔法のぐっすり絵本」 カール=ヨハン・エリーン著;三橋美穂監訳 飛鳥新社 2015
年11月絵本

「おやすみアルフォンス！」 グニッラ・ベリィストロム作；山内清子訳 偕成社（アルフォンスのえほん） 
1981年2月絵本

「おやすみおやすみ」 シャーロット・ゾロトウ文;ウラジーミル・ボブリ絵;ふしみみさを訳 岩波書店 2014年
3月絵本

「おやすみおやすみ ぐっすりおやすみ」 マリサビーナ・ルッソ作；みらいなな訳 童話屋 2007年11月絵
本

「おやすみくまさん」 ひらやまえいぞう作 福音館書店（おやすみくまさんの絵本3） 1985年3月絵本

「おやすみクマタくん」 カズコ・G.ストーン作 福音館書店（年少版・こどものとも） 1992年1月絵本

「おやすみクマタくん」 カズコ・G.ストーン作 福音館書店（福音館の幼児絵本） 2001年3月絵本

「おやすみくまちゃん」 シャーリー・パレントー文；デイヴィッド・ウォーカー絵；福本友美子訳 岩崎書店 
2012年8月絵本

「おやすみくまちゃん―ボードブック」 シャーリー・パレントーぶん;デイヴィッド・ウォーカーえ;福本友美
子やく 岩崎書店 2015年10月絵本

「おやすみゴリラくん : ミニブック」 ペギー・ラスマン作・絵;いとうひろし訳 徳間書店 2015年3月絵本

「おやすみサム」 メアリー=ルイーズ・ゲイ作；江國香織訳 光村教育図書 2004年4月絵本

「おやすみしましょ」 薫くみこ作;市川和子テディベア ポプラ社（テディベアのえほん1） 1994年10月絵
本

「おやすみぞうちゃん―講談社の幼児えほん」 三浦太郎作 講談社 2016年8月絵本

「おやすみてんし」 松村真依子作 絵本塾出版 2015年6月絵本

「おやすみなさい」 ロバート・クラウス作;N.M.ボーデッガー絵;しらいしかずこ訳 ポプラ社（ポプラ社のピ
クチャーブック8） 1979年6月絵本

「おやすみなさい」 上野紀子絵 ポプラ社（あまんきみこのあかちゃんえほん10） 1984年9月絵本

「おやすみなさい」 イヴ・ライス作；かたやまれいこ訳 ほるぷ出版 1995年11月絵本

「おやすみなさい」 リーヴ・リンドバーグ文;ジル・マックエルマリー絵;なかがわみちこ訳 アリス館 2005年
4月絵本

「おやすみなさい」 大阪YWCA千里子ども図書室文;大塚いちお絵 福音館書店（福音館あかちゃんの
絵本） 2012年11月絵本

「おやすみなさい」 ヴィルジニー・アラジディぶん;カロリーヌ・ペリシェぶん;エマニュエル・チュクリエール
え;カヒミカリィやく アノニマ・スタジオ 2014年6月絵本

「おやすみなさい : Sweet Dreams」 金井政人ぶん;Rokoえ TOブックス 2014年5月絵本

「おやすみなさい 1.2.3」 ロバート・クラウス作;N.M.ボーデッガー絵;しらいしかずこ訳 ポプラ社（ポプラ
社のピクチャーブック9） 1979年6月絵本

「おやすみなさい A.B.C」 ロバート・クラウス作;N.M.ボーデッガー絵;しらいしかずこ訳 ポプラ社（ポプラ
社のピクチャーブック10） 1979年6月絵本

「おやすみなさい おつきさま　38137」 マーガレット・ワイズ・ブラウン作；クレメント・ハード絵；せたていじ
訳 評論社（児童図書館・絵本の部屋） 1979年9月絵本
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子どもの世界・生活

「おやすみなさい おひめさま」 ミック・インクペン作；角野栄子訳 小学館 2000年6月絵本

「おやすみなさい コッコさん　29328」 片山健作・絵 福音館書店（こどものとも年少版） 1982年9月絵本

「おやすみなさい コッコさん　29328」 片山健作・絵 福音館書店（福音館の幼児絵本） 1988年1月絵本

「おやすみなさい ネムネムちゃん」 山岡ひかる作 くもん出版 2010年5月絵本

「おやすみなさい メイシーちゃん」 ルーシー・カズンズ作；なぎともこ訳 偕成社 1999年9月絵本

「おやすみなさいおつきさま」 マーガレット・ワイズ・ブラウン作；クレメント・ハード絵；せたていじ訳 評論
社（児童図書館・絵本の部屋） 1979年9月絵本

「おやすみなさいコッコさん」 片山健作・絵 福音館書店（幼児絵本シリーズ） 1988年1月絵本

「おやすみなさいダース・ヴェイダー」 ジェフリー・ブラウン作;とみながあきこ訳 辰巳出版 2014年11月
絵本

「おやすみなさいの えほん」 アンナ・ロス文;ノーマン・ゴーバティ絵;マック・ツイン訳 偕成社（ちびっこ
セサミストリート6） 1994年5月絵本

「おやすみなさいの おと」 いりやまさとし作 講談社（講談社の創作絵本） 2009年1月絵本

「おやすみなさいのおともだち」 ケイト・バンクス作;ゲオルグ・ハレンスレーベン絵；肥田美代子訳 ポプ
ラ社（ポプラせかいの絵本） 2012年11月絵本

「おやすみなさいのほん」 マーガレット・ワイズ・ブラウン文；ジャン・シャロー絵；いしいももこ訳 福音館書
店（世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本） 1962年1月絵本

「おやすみなさいフランシス」 ラッセル・ホーバン文；ガース・ウイリアムズ絵；松岡享子訳 福音館書店 
1966年7月絵本

「おやすみなさいマーヤちゃん」 西巻かな作 福音館書店（こどものとも年少版） 2005年6月絵本

「おやすみの じかん」 トニー・ロス作;かねはらみずひと訳 偕成社（ちいさなおひめさま4） 1995年7月絵
本

「おやすみのあお」 植田真著 佼成出版社 2014年6月絵本

「おやすみのキッス」 カレン・カッツ作；石津ちひろ訳 講談社（講談社の翻訳絵本） 2003年10月絵本

「おやすみのぎゅう」 さいとうしのぶ作 佼成出版社 2007年9月絵本

「おやすみハリー」 キム・ルイス作；もりやまみやこ訳 小学館 2003年12月絵本

「おやすみひよちゃん」 アランジ アランゾ作 ベネッセコーポレーション（ベネッセ・ムック たまひよ絵本） 
1996年10月絵本

「おやすみみみずく」 パット・ハッチンス作・画；渡辺茂男訳 偕成社 1977年1月絵本

「おやすみやさい」 わたなべあや作 ひかりのくに 2012年9月絵本

「おやすみラッテ」 いりやまさとし作 ポプラ社 2011年7月絵本

「おやすみ時計」 山岡ひかる著 偕成社 2000年9月絵本

「おりづるのゆめ」 金井直作；早川良雄絵 小峰書店（はじめてのどうわ11） 1978年2月絵本

「おんなじ おなじ」 かめざわゆうや作 くもん出版 2009年11月絵本

「おんなじおんなじおんなじね」 苅田澄子作;つちだのぶこ絵 学研教育出版 2014年2月絵本

「お月さま見たいの」 ルイス・バウム文；ニキ・デイリー絵；久山太市訳 評論社（児童図書館・絵本の部
屋） 1989年11月絵本

「お日さまにおはよう―子どもの生活習慣を考える絵本 ; 1」 高橋秀雄作;中谷靖彦絵 ベースボール・
マガジン社 2014年5月絵本

「カーテン」 こばやしゆかこ作 学研教育出版（学研おはなし絵本） 2010年11月絵本

「カエルくんのおひるね」 宮西達也作・絵 鈴木出版（チューリップえほんシリーズ） 2000年5月絵本

「かえるくんのこわい夜」 マックス・ベルジュイス文・絵；清水奈緒子訳 セーラー出版 1995年6月絵本

「かぜひいちゃった」 いもとようこ作・絵 金の星社（こねこちゃんえほん6） 1985年3月絵本
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「かみさまきいてねよるのおいのり」 ソフィー・パイパー文;ギャレス・リューウェリン画;女子パウロ会訳 女
子パウロ会 2016年10月絵本

「かみなりなんてこわくない」 ジェイミー・A・スウェンソンぶん;デイヴィッド・ウォーカーえ;ひがしかずこや
く 岩崎書店 2014年5月絵本

「かめのおひるね」 山﨑克己作 福音館書店（こどものとも0.1.2.） 2007年11月絵本

「かわいい どうぶつ おやすみなさい」 山本省三文；わらべきみか絵 講談社 2003年8月絵本

「きかせてたのしいこと ねんねのまえに」 ジョイス・ダンバー文；デビ・グリオリ絵；山口文生訳 評論社（児
童図書館・絵本の部屋） 2000年11月絵本

「ギフトセット くまちゃんミニ絵本―くまちゃんシリーズ」 シャーリー・パレント著 岩崎書店 2016年10月絵
本

「きょうのシロクマ」 あべ弘士作 光村教育図書 2013年7月絵本

「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 小峰
書店（世界の絵本コレクション） 2003年6月絵本

「ぐう ぐう ぐう」 五味太郎作 文化出版局 1982年7月絵本

「ぐう ぐう ぐう」 田島征三作 偕成社 1993年3月絵本

「ぐーぐーぐー みんなおやすみ」 イルソン・ナ作；小島希里訳 光村教育図書 2008年2月絵本

「クークーグーグー」 たなかしん作 あかね書房 2016年8月絵本

「グーグースースー―そうえん社世界のえほん ; 11」 ジョヴァンナ・ゾーボリぶん;シモーナ・ムラッツァー
ニえ;佐藤まどかやく そうえん社 2016年1月絵本

「くーくーねむりんこ」 南椌椌作 アリス館 1999年9月絵本

「ぐっすりおやすみ」 深見春夫作・絵 PHP研究所（PHPにこにこえほん） 2003年11月絵本

「ぐっすりメーメさん 夜のおさんぽ?」 マウリ・クンナス作；いながきみはる訳 猫の言葉社 2009年10月絵
本

「くまくん、はるまでおやすみなさい」 ブリッタ・テッケントラップ作・絵;石川素子訳 徳間書店 2016年11
月絵本

「くまくんおやすみ」 アデレイド・ホール文；シンディ・ゼッカース絵；中野完二訳 文化出版局 1976年11
月絵本

「くまくんのおやすみなさい」 ミシュリーヌ・ベルトラン作；リーズ・マラン絵；辻昶訳 ペンタン（くまくんの絵
本） 1985年12月絵本

「くまさんのあたらしいカーテン」 末崎茂樹作・画 教育画劇（おおきくなあれ） 1992年1月紙芝居

「くまのクリスマス―おひさまのほん」 高橋和枝作 小学館 2015年11月絵本

「くらいの こわいよ～」 スタン・ベレンスティン；ジャン・ベレンスティン作；HEART訳 偕成社（ベア・ファミ
リーえほん2） 1991年12月絵本

「クリスマスのおきゃくさま」 ジュリエット・デビット文;ジョー・パリィ絵 いのちのことば社CS成長センター 
2016年9月絵本

「ぐるぐるぐる―こどものくに傑作絵本」 内田麟太郎作;長野ヒデ子絵 金の星社 2016年9月絵本

「くろくんたちとおえかきえんそく」 なかやみわさく 童心社 2015年11月絵本

「くろちゃんのひるね」 杉田豊絵・文 至光社（ブッククラブ国際版絵本） 1984年1月絵本

「こぐまちゃんおやすみ」 わかやまけん作 こぐま社（こぐまちゃんえほん） 1973年10月絵本

「こちら どうぶつほいくえん」 おのりえん作 福音館書店（年少版・こどものとも） 1993年1月絵本

「ことりちゃん」 武鹿悦子脚本;イ・スジン絵 童心社（おひさまこんにちは年少向） 2013年12月紙芝居

「ことりはことりは木でねんね」 チョン・スニ作；松谷みよ子訳 童心社 2007年9月絵本

「こねこちゃんこねこちゃん―チャイルドブックアップル傑作選 ; vol.11-10」 長野ヒデ子作・絵 チャイル
ド本社 2014年1月絵本
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「こねこのき・も・ち ちょっとまって ねるまえに」 竹下文子作;鈴木まもる絵 ポプラ社（こんにちは!えほん
15） 2006年9月絵本

「このこ だあれ?」 加藤チャコ作 福音館書店（こどものとも0.1.2.） 1997年11月絵本

「ごろん ごろん ごろん」 おおともやすお作 福音館書店（こどものとも0.1.2.） 2009年10月絵本

「こわいドン―武田美穂のえほん ; 1」 武田美穂作・絵 ポプラ社 2014年2月絵本

「こわいものがこないわけ」 新井洋行;作・絵 講談社の創作絵本] 2012年8月絵本

「こわいよ」 古川タク作・絵 アスク講談社（あかちゃんじゃないもん-しつけ絵本9） 1990年9月絵本

「こわがりのかえるぼうや」 キティ・クローザー作・絵；平岡敦訳 徳間書店 2003年4月絵本

「こんばんはおばけです」 さとうまきこ作；岡本颯子絵 教育画劇（スピカのおはなしえほん23） 1986年7
月絵本

「サザエさんえほん 6 (どうぶつむらのきしゃ)」 長谷川町子著 朝日新聞出版 2015年2月絵本

「さむい さむい」 そやきよし文;V.フレーブニコワ絵 福音館書店（こどものとも0.1.2.） 2000年2月絵本

「じいちゃんのよる」 きむらよしお作 福音館書店（こどものとも絵本） 2011年6月絵本

「しーっ!」 ひろかわさえこ作 創育（ことばのポケット2） 1989年12月絵本

「しーっ！ぼうやがおひるねしているの」 ミンフォン・ホ作；ホリー・ミード絵；安井清子訳 偕成社 1998年
11月絵本

「ジェイクとかみひこうき = Jake and the Paper Airplane」 葉祥明絵・文 自由国民社 2014年6月絵本

「しきぶとんさん かけぶとんさん まくらさん」 高野文子作・絵 福音館書店（こどものとも年少版） 2010年2
月絵本

「しきぶとんさんかけぶとんさんまくらさん―福音館の幼児絵本. 幼児絵本シリーズ」 高野文子作・絵 福
音館書店 2014年2月絵本

「じゅんばんこ!」 季巳明代作;はせがわかこ絵 フレーベル館 2014年6月絵本

「シルヴィーどうぶつえんへいく」 ジョン・バーニンガムさく;たにかわしゅんたろうやく BL出版 2015年8月
絵本

「シルクハットぞくはよなかのいちじにやってくる」 おくはらゆめ作 童心社（絵本・こどものひろば） 2012
年5月絵本

「すいみんぶそく」 長谷川集平作 童心社 1996年1月絵本

「すいみんぶそく 改訂新版―絵本・こどものひろば」 長谷川集平作・絵 童心社 2016年3月絵本

「すきまおばけ」 辻邦脚本；尾崎曜子画 童心社（げんきななかまシリーズ） 1997年11月紙芝居

「すやすや おやすみ」 アロナ・フランケル絵・文；さくまゆみこ訳 アリス館（まあくんのバイバイあかちゃ
んシリーズ2） 1984年2月絵本

「すやすや ねんね」 こうのごろう企画・監修；なかじまかずこ文；こいでのぶこ絵 ひかりのくに（あかちゃ
んえほん・こぶたのブーブちゃんシリーズ8） 1989年5月絵本

「すやすや ねんね」 藤永保監修 講談社（ディズニーベビーしつけえほんVol.3） 1992年5月絵本

「すやすや ぷー」 山本祐司作 童心社（とことこえほん） 2013年5月絵本

「すやすやタヌキがねていたら」 内田麟太郎文；渡辺有一絵 文研出版（えほんのもり） 2009年3月絵本

「すやんこすやんこおやすみなさい―たんぽぽえほんシリーズ」 オームラトモコ作・絵 鈴木出版 2016年
11月絵本

「セイウチぼうや―こどもえほんランド ; 6」 あべ弘士作・絵 ポプラ社 2014年2月絵本

「ぜーんぶ…」 エマ・ドッド文・絵;にいむらまさこ訳 バベルプレス 2014年6月絵本

「ぜったい ねないからね」 ローレン・チャイルド作；木坂涼訳 フレーベル館 2002年1月絵本

「ぜったいぜったいねるもんか!」 マラ・バーグマン文；ニック・マランド絵；おおさわあきら訳 ほるぷ出版 
2007年5月絵本
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「せみとくまのこ」 鶴見正夫作；いわむらかずお画 童心社（紙芝居ベストセレクション第2集） 2000年5月
紙芝居

「ぞうさんのふとん」 鬼頭隆作；福田岩緒絵 ひさかたチャイルド 2007年10月絵本

「そっと そっと しずかにね」 イアン・ホワイブロウ文；ティファニー・ビーク絵；おがわひとみ訳 評論社（児
童図書館・絵本の部屋） 2005年6月絵本

「そらまめくんのぼくのいちにち―大型絵本」 なかやみわさく 小学館 2015年3月絵本

「だーれもいない だーれもいない」 片山健作・絵 福音館書店（幼児絵本シリーズ） 1990年1月絵本

「だーれもいない だーれもいない　29017」 片山健作・絵 福音館書店（年少版・こどものとも） 1983年10
月絵本

「だーれもいない だーれもいない　29017」 片山健作・絵 福音館書店（福音館の幼児絵本） 1990年1月
絵本

「だいすき だっこ」 ニック・ブランド文；フレヤ・ブラックウッド絵；灰島かり訳 岩崎書店 2013年4月絵本

「だいすき ひゃっかい」 村上しいこ作；大島妙子絵 岩崎書店（レインボーえほん12） 2007年8月絵本

「だいすき、でも、ゆめみてる―えほんのもり」 二宮由紀子文;高畠那生絵 文研出版 2014年9月絵本

「たいへんなひるね」 さとうわきこ作・絵 福音館書店（ばばばあちゃんの絵本） 2013年2月絵本

「だっこだっこ」 マリカ・ドレ作;青山花訳 クレヨンハウス 2016年2月絵本

「タトゥとパトゥのへんてこドリーム」 アイノ・ハブカイネン作;サミ・トイボネン作;いながきみはる訳 猫の言
葉社 2016年7月絵本

「たね」 サーラ・ギンバリソン絵・文;ひだにれいこ訳 ワールドライブラリー 2015年10月絵本

「だれかがきたよ」 得田之久文;垂石眞子絵 福音館書店（こどものとも年少版） 2013年2月絵本

「だれがきめるの?」 スティーナ・ヴィルセン作;ヘレンハルメ美穂訳 クレヨンハウス（やんちゃっ子の絵本
2） 2011年2月絵本

「だれかたすけて」 角野栄子文；宇野亜喜良絵 国土社（絵本といっしょ1） 1996年12月絵本

「だれもしらないバクさんのよる」 まつざわありさ作・絵 絵本塾出版 2012年9月絵本

「ちいさないっぽ いっぽくんのおやすみ」 とよたかずひこ作 ポプラ社（こんにちは! えほん13） 2006年2
月絵本

「ちいさなうたえほん おやすみなさいのうた」 いまむらあしこ作;いちかわなつこ絵 ポプラ社（こんにちは!
 えほん7） 2005年9月絵本

「ちいさなヘーヴェルマン」 リスベート・ツヴェルガー絵；テオドーア・シュトルム作；池内紀訳 太平社 
1997年11月絵本

「ちいちゃんとおふとん」 岸川悦子文；稲本みえ子絵 銀河社（わたしねちこちゃん4） 1983年6月絵本

「ちっとも ねむくないの」 花之内雅吉作・絵 フレーベル館 1987年11月絵本

「ちびくまちゃんのおねんね」 サンドール・ストダード作；リン・マンシンガー絵；佐藤秀美訳 新世研 1992
年12月絵本

「チビクロひるね」 森まりも絵・文 北大路書房 1998年7月絵本

「チビねずくんのながーいよる」 ダイアナ・ヘンドリー作；ジェーン・チャップマン絵；くぼしまりお訳 ポプラ
社（ポプラせかいの絵本1） 2000年10月絵本

「チュッパカホワホワ」 こいでなつこ著 あかね書房 2014年5月絵本

「ちょっとまって」 ささきまゆさく 是之堂 2014年12月絵本

「つまさきさん、おやすみ!」 バーバラ・ボットナー文;マギー・スミス絵;ふしみみさを訳 光村教育図書 
2015年7月絵本

「ディズニーのおひめさまとすやすやねむれるえほん : 2歳から : オーロラひめとおやすみなさい―ディ
ズニーブックス. Disney PRINCESS」 ランダムハウス社編 講談社 2016年2月絵本

「てんてんおやすみ」 梅田俊作；梅田佳子作 新日本出版社（ゆびでおはなし） 2007年11月絵本
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「どうしておひるねするのかな」 生源寺美子作；橘田美智子絵 銀河社（銀河社の創作絵本） 1975年11
月絵本

「どうぶつたちのおやすみなさい」 アン・ウィットフォード・ポールぶん;デイヴィッド・ウォーカーえ;福本友
美子やく 岩崎書店 2015年7月絵本

「どうやって ねるのかな」 やぶうちまさゆき作 福音館書店（福音館の幼児絵本） 1987年3月絵本

「ドクタースースのねむたい本」 ドクタースース作；渡辺茂男訳 日本パブリッシング 1971年1月絵本

「どこかでだれかがねむくなる―世界傑作絵本シリーズ. アメリカの絵本」 メアリー・リン・レイ詩;クリスト
ファー・サイラス・ニール絵;こうのすゆきこ訳 福音館書店 2016年9月絵本

「どこで おひるね しようかな」 岸田衿子文；山脇百合子絵 福音館書店（年少版・こどものとも） 1993年4
月絵本

「どこで おひるね しようかな」 岸田衿子文；山脇百合子絵 福音館書店（幼児絵本シリーズ） 1996年10
月絵本

「どこでねるの―はじめましてのえほん ; Vol.9-6」 奥田継夫詩;いわむらかずお絵 チャイルド本社 2015
年9月絵本

「とりの こもりうた」 木坂涼文；夏目義一絵 福音館書店（ちいさなかがくのとも） 2007年10月絵本

「トントンドア」 山崎ゆかり文；荒井良二絵 偕成社 2007年9月絵本

「とんとんとん！とをたたくのはだあれ？」 サリー・グリンドレー文；アンソニー・ブラウン絵；灰島かり訳 評
論社（児童図書館・絵本の部屋） 2003年11月絵本

「トンパプリリンおやすみなさい」 山本和子作；津田直美画 教育画劇 1999年8月紙芝居

「なきべそゴロ」 森比左志原作・脚色；高橋宏幸画 NHKサービスセンター（NHK創作童話集） 1978年1
月紙芝居

「なんで?」 トレーシー・コーデュロイ作;ティム・ワーンズ絵;三辺律子訳 ブロンズ新社 2015年9月絵本

「にこにこおやすみ-ポピーとこいぬのピップ2」 イアン・ベック作・絵；なかおえつこ訳 文渓堂 1996年8
月絵本

「にほんごだいすき!―ことばの絵本 ; 5 (8月)」  チャイルド本社 2014年8月絵本

「ヌンヌ」 オイリ・タンニネン作；稲垣美晴訳 あすなろ書房 2009年3月絵本

「ねえ、おきて」 さとうわきこ作・絵 ポプラ社（絵本のひろば15） 1975年8月絵本

「ねえ、まだねてるの！」 さとうわきこ作・絵 ポプラ社（絵本のひろば24） 1976年6月絵本

「ねえくまちゃん、はやくねなくっちゃ！」 ブルーノ・ヘクラー文；ビルテ・ムゥラー絵；くぼじゅんこ訳 BL出
版 2006年4月絵本

「ねこ ねてる」 田島征三作 福音館書店（こどものとも0.1.2.） 2005年6月絵本

「ネコちゃんの花」 今西祐行作；宮川ひろ脚色；工藤市郎画 教育画劇 1980年4月紙芝居

「ねどこどこ?―ダヤンと森の写真絵本」 池田あきこ作・絵;横塚眞己人写真 長崎出版 2013年2月絵本

「ねないこ だれだ」 せなけいこ作・絵 福音館書店（いやだいやだの絵本4） 1969年11月絵本

「ねないこ どのこ」 フィリス・ルート文；スーザン・ゲイバー絵；野の水生訳 フレーベル館 2004年12月絵
本

「ねないこだあれ」 松谷みよ子文；さとうわきこ絵 講談社（松谷みよ子ふうちゃんえほん1） 1982年7月絵
本

「ねないこだあれ」 松谷みよ子脚本；村上康成絵 童心社 2000年4月紙芝居

「ねぼすけこびと」 まついのりこ脚本・画 童心社（とびだすせかい） 1981年1月紙芝居

「ねむい ねむい」 たかののりこ作 講談社（講談社の幼児えほん） 2002年7月絵本

「ねむい ねむいの ほん」 ジュディー・ヒンドレイ文;パトリス・アッグス絵;ひがしはるみ訳 徳間書店 1994
年8月絵本

「ねむいねむいおはなし」 ユリ・シュルヴィッツ作；さくまゆみこ訳 あすなろ書房 2006年9月絵本

© Copyright 2020 DB Japan Corp,Inc. All rights reserved.

23



子どもの世界・生活

「ねむいねむいちいさなライオン」 マーガレット・ワイズ・ブラウン文；イーラ写真；ふしみみさを訳 徳間書
店 2009年1月絵本

「ねむいねむいねずみとおばけたち」 佐々木マキ作 PHP研究所（PHPわたしのえほん） 2007年3月絵
本

「ねむいねむいねずみとどろぼうたち」 佐々木マキ作 PHP研究所（PHPわたしのえほん） 2010年10月
絵本

「ねむいよ ねむいよ」 長新太作 こぐま社 1997年7月絵本

「ねむく ないもん！」 ジュリー・サイクス作；ティム・ワーンズ絵；もりむらかい訳 文渓堂（トラのぼうやはげ
んきです） 1998年1月絵本

「ねむくないもん」 さげさかのりこ作・絵 アスク講談社（あかちゃんじゃないもん-しつけ絵本6） 1990年6
月絵本

「ねむくなんかないっ！」 ジョナサン・アレン作;せなあいこ訳 評論社（児童図書館・絵本の部屋） 2011
年2月絵本

「ねむたい ねむたい ももんがたち」 あかしのぶこ作 福音館書店（ちいさなかがくのとも） 2004年2月絵
本

「ねむたいピクルスくん―国際版絵本」 五十嵐昭子絵と文 至光社 2014年絵本

「ねむねむ ねんころりん」 あさのななみ作；岸本眞弓絵 PHP研究所 2003年10月絵本

「ねむねむくんとねむねむさん」 片山令子作;片山健絵 のら書店 2012年4月絵本

「ネムネムのじかん」 メグ・パイバス;キャサリン・パイバス文;ペトラ・ブラウン絵;石津ちひろ訳 BL出版 
2013年3月絵本

「ねむねむパジャマ」 ささきようこ作・絵 ポプラ社（絵本のぼうけん7） 2002年9月絵本

「ねむりいす」 ゆーちみえこ作・絵 ひさかたチャイルド 2007年9月絵本

「ねむりたいのに」 ヴェロニカ・ウリベ作；グロリア・カルデロン絵；はやしゆかり訳 新世研 2002年6月絵本

「ねむりたくないトム」 マリーアリーン・ボーウィン作；かねづかきょうこ訳 文化出版局 1997年4月絵本

「ねむりのはなし」 ポール・シャワーズ作；ウェンディ・ワトソン絵；こうやまじゅん；こうやまみえこ訳 福音館
書店 2008年10月絵本

「ねむりのもりのひめ」 ペロー原作；立原えりか脚色；津田光郎画 NHKサービスセンター（NHK小学校
国語紙芝居教材 外国の名作） 1979年1月紙芝居

「ねむりひつじのウルル」 篠原利佳文;篠崎三朗絵 文芸社 2016年6月絵本

「ねむりひめ」 ペロー原作；稲庭桂子脚本；佐竹美保画 童心社（世界の名作・第3集） 1999年5月紙芝
居

「ねむりひめ」 グリム原作;いもとようこ文・絵 金の星社 2013年4月絵本

「ねむりひめ」 グリム原作;サラ・ギブ絵;角野栄子訳 文化学園文化出版局 2015年11月絵本

「ねむるってどんなこと?」 ジョイ・リチャードソン作;正木健雄訳 ポプラ社（あなたのからだ9） 1986年3月
絵本

「ねむるまえに」 アルバート・ラム作;デイビッド・マクフェイル絵;木坂涼訳 主婦の友社（主婦の友はじめ
てブック） 2012年1月絵本

「ねむるまえに」 アルバート・ラム作；デイビッド・マクフェイル絵；木坂涼訳 主婦の友社（はじめてブック
シリーズ） 2012年1月絵本

「ねむるまえにクマは」 フィリップ・C.ステッド文;エリン・E.ステッド絵;青山南訳 光村教育図書 2012年11
月絵本

「ねむれない ねむれない」 木村泰子絵・文 至光社（ブッククラブ国際版絵本） 1978年1月絵本

「ねむれないこのくに」 小竹守道子作;西片拓史絵 岩崎書店（えほんのぼうけん） 2012年8月絵本

「ねむれないこぶた」 セシル・ユドゥリジエ；中井珠子訳 アシェット婦人画報社 2005年3月絵本

© Copyright 2020 DB Japan Corp,Inc. All rights reserved.

24



子どもの世界・生活

「ねむれないしろくまくん」 デビ・グリオリ作；片山令子訳 ほるぷ出版（ほるぷ海外秀作絵本） 2001年11
月絵本

「ねむれないねずみくん」 ベルナデット・フェナンド作;ピーター・バーネット絵;長谷川圭訳 
KADOKAWA 2016年11月絵本

「ねむれないの、ほんとだよ」 ガブリエラ・ケセルマン文；ノエミ・ビリャムーサ絵；角野栄子訳 岩波書店 
2007年9月絵本

「ねむれないの？ちいくまくん」 マーティン・ワッデル文；バーバラ・ファース絵；角野栄子訳 評論社（児
童図書館・絵本の部屋） 1991年5月絵本

「ねむれないひつじのよる かずのほん」 きたむらさとし文・絵 小峰書店（世界の絵本コレクション） 2003
年5月絵本

「ねむれないふくろうオルガ」 ルイス・スロボドキン作;三原泉訳 偕成社 2011年2月絵本

「ねむれないよるは」 クリス・ラシュカ作・絵；泉山真奈美訳 偕成社 1997年9月絵本

「ねむれない王女さま」 ジタ・ユッカー絵；ウルスラ・フォン・ヴィーゼ作；ウィルヘルム・きくえ訳 太平社 
1984年8月絵本

「ねんね」 チャールズ・M.シュルツ絵 講談社（スヌーピーの0歳からの本1） 2002年6月絵本

「ねんね」 ささきようこ作・絵 ポプラ社（くまくんのあかちゃんえほん4） 2003年6月絵本

「ねんね」 さえぐさひろこ文 アリス館 2004年2月絵本

「ねんね」 さこももみ作 講談社（講談社の幼児えほん） 2008年7月絵本

「ねんね ねんね」 ひろのたかこ作 福音館書店（こどものとも0.1.2.） 2012年4月絵本

「ねんねこ さっしゃれ」 ひぐちみちこ作 こぐま社 1993年9月絵本

「ねんねこコトラ : すこやかねんねのおやすみ絵本」 中野日出美著 学研プラス 2016年9月絵本

「ねんねだよ、ちびかいじゅう！」 マリオ・ラモ絵・文；原光枝訳 平凡社 2003年1月絵本

「ねんねねんね」 いそみゆき作・画 教育画劇 1999年8月紙芝居

「ねんねのうた」 たかぎあきこ作；いもとようこ絵 リーブル（こどものじかんシリーズ） 2006年10月絵本

「ねんねのおとがきこえるよ : エゾリスみんとちゃんのおはなし―コドモエのえほん」 きたやまようこ著 白
泉社 2015年7月絵本

「ねんねん ねこ ねこ」 ながのひでこ作 アリス館（うたあそびえほん10） 1996年2月絵本

「ねんねん ねむねむ おやすみね」 ジェニファー・バーン文；デイヴィッド・ウォーカー絵；福本友美子訳 
岩崎書店 2013年4月絵本

「ねんねん のはら」 あまんきみこ文;ほさかあやこ絵 福音館書店（こどものとも0.1.2.） 1998年9月絵本

「ねんねんこねこ」 長野ヒデ子脚本・絵 童心社（おひさまこんにちは年少向） 2010年12月紙芝居

「のっぽのスイブル155」 こもりまこと作 偕成社 2016年1月絵本

「ノンタンおやすみなさい」 キヨノサチコ作・絵 偕成社（ノンタンあそぼうよ2） 1976年8月絵本

「のんびりハチコがんばる-ミツバチのはなし」 相沢るつ子作・画 教育画劇（ちいさな虫のなかまたち） 
1991年5月紙芝居

「パオちゃんのみんなおひるね」 なかがわみちこ作・絵 PHP研究所 1984年7月絵本

「バスがくるまで」 森山京作;黒井健絵 小峰書店（にじいろえほん） 2011年11月絵本

「パッチワークのかけぶとん」 ウィリーマイン・ミン文・絵；清水奈緒子訳 セーラー出版 1991年2月絵本

「はっぱのふとん」 南本樹作 福武書店 1987年11月絵本

「はなふうせん」 白川三雄作 福音館書店（こどものとも0.1.2.） 2000年11月絵本

「バニーとビーの みんなでおやすみ」 サム・ウィリアムズ作；おびかゆうこ訳 主婦の友社 2005年5月絵
本

「バニーとビーの みんなでおやすみ　31974」 サム・ウィリアムズ作；おびかゆうこ訳 主婦の友社（はじめ
てブックシリーズ） 2005年5月絵本
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「パパ、おはなしして」 モイラ・ケンプ作；たなかまや訳 評論社（児童図書館・絵本の部屋） 2008年6月
絵本

「パパとニルス おやすみなさいのそのまえに」 マーカス・フィスター作；那須田淳訳 講談社（講談社の
翻訳絵本） 2010年10月絵本

「パパのはなしじゃねむれない」 武谷千保美作；赤川明絵 PHP研究所（PHPにこにこえほん） 2002年3
月絵本

「はやくねてよ」 あきやまただし作・絵 岩崎書店（えほん・ハートランド6） 1994年9月絵本

「はやくねようね、ペネロペ」 アン・グッドマン文；ゲオルグ・ハレンスレーベン絵；ひがしかずこ訳 岩崎書
店（ペネロペできるかなえほん2） 2007年11月絵本

「パレッタとふしぎなもくば」 千葉史子作・絵 講談社（「創作絵本グランプリ」シリーズ） 2008年12月絵本

「バングルスせんせい ちこく! ちこく?」 ステファニー・カルメンソン作;よしかわさちこ絵;きむらのりこ訳 ひ
さかたチャイルド 2011年5月絵本

「パンダさんパンダさんなにしてるの？」 とよたかずひこ脚本・絵 童心社（おひさまこんにちは年少向） 
2014年5月紙芝居

「パンダちゃんはねむれない！」 マイケル・フォアマン作；山口文生訳 評論社（児童図書館・絵本の部
屋） 1997年8月絵本

「はんなちゃんがめをさましたら」 酒井駒子文・絵 偕成社 2012年11月絵本

「ハンフリー おやすみのじかんよ」 サリー・ハンター作；山口知代子訳 文渓堂 2003年9月絵本

「ピカチュウとポケモンおんがくたい―小学館のテレビ絵本」 姫野よしかず絵 小学館 2015年6月絵本

「ぴかぴかドキドキ」 あきやまただし作・絵 金の星社（新しいえほん） 1998年11月絵本

「びくびくビリー」 アンソニー・ブラウン作；灰島かり訳 評論社（児童図書館・絵本の部屋） 2006年9月絵
本

「びっくりいねむりおてつだい」 ピーター・クロス絵；ジュディ・テイラー作；長谷川たかこ訳 金の星社（ダ
ドリーのちいさな絵本1） 1987年8月絵本

「ひつじがいっぴき……」 あべはじめ作・絵 講談社 1983年10月絵本

「ひつじのラッセル」 ロブ・スコットン作；ときありえ訳 文化出版局 2006年11月絵本

「ひつじをかぞえるかこちゃん」 沼田光代作；安井淡絵 金の星社（こどものくに傑作絵本20） 1977年4月
絵本

「ひとりでねんね」 沢井いづみ作;広瀬薫絵 ポプラ社（こうさぎラビイのほん2） 1995年8月絵本

「ひなたぼっこねこ = Le soleil et le chat」 おづちともか作 エディション・エフ 2015年10月絵本

「ひよよのおひるね―ミキハウスの絵本」 ひよよさく・え 三起商行 2015年4月絵本

「ひるねのきらいなぶうくん」 小沢正文；山下勇三絵 小峰書店（はじめてのどうわ10） 1978年2月絵本

「ひるねのじかんです」 馬場のぼる作・絵 フレーベル館（おはなしえほんシリーズ8） 2007年7月絵本

「ひるねむし」 みやざきひろかず作・絵 ひかりのくに（ひかりのくに傑作絵本集10） 1998年7月絵本

「ふうたかぜまかせ―くろねこ・ふうたシリーズ ; 2」 村上康成著 復刊ドットコム 2014年9月絵本

「フォクシー よなかの3じ？」 コリン・ホーキンス；ジャッキー・ホーキンス共著；左近蘭子訳 学習研究社
（フォクシー絵本3） 1995年9月絵本

「ぷくちゃんの ねんねんぽっぽ」 ひろかわさえこ作 アリス館 2002年2月絵本

「ふくろうおやこおやここうもり」 マリー=ルイーズ・フィッツパトリック作 BL出版 2016年9月絵本

「ふたごのしろくま ねえ、おんぶのまき」 あべ弘士作 講談社（講談社の創作絵本） 2012年5月絵本

「ぷっぷみみずく」 赤星亮衛原作・脚色・画 NHKサービスセンター（NHK創作童話集） 1979年1月紙芝
居

「ふとんやまトンネル」 那須正幹作；長野ヒデ子絵 童心社 1994年12月絵本

「ふゆってどんなところなの？」 工藤ノリコ作・絵 学研教育出版 2012年12月絵本
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「フローラのもうふ」 デビ・グリオリ作；山口文生訳 評論社（児童図書館・絵本の部屋） 2003年3月絵本

「ぶんたのはいたつやさん」 つのだふみ作;かとうだいすけ絵 文芸社 2015年10月絵本

「ブンブン ガタガタ ドンドンドン」 神沢利子；田畑精一作 のら書店 2009年6月絵本

「ベッドに10にん」 メアリ・リース作・絵；おかせいこ訳 岩崎書店（世界の絵本17） 1994年9月絵本

「ベッドのしたになにがいる?」 ジェームズ・スティーブンソン文・絵；つばきはらななこ訳 童話館出版 
2007年3月絵本

「ベッドのまわりはおばけがいっぱい」 ジェイムズ・スティーブンソン作・絵；岡本浜江訳 佑学社 1984年1
月絵本

「ベンジャミンのふしぎなまくら」 ステファン・ポーリン作；木坂涼訳 セーラー出版 1994年5月絵本

「へんしんねこ―チューリップえほんシリーズ」 星野イクミ作・絵 鈴木出版 2014年3月絵本

「ヘンなあさ」 笹公人作；本秀康絵 岩崎書店（キラキラえほん7） 2008年10月絵本

「ぽかぽか―講談社の幼児えほん」 新井洋行作・絵 講談社 2014年2月絵本

「ぽかぽかふとんおやこ」 コダイラヒロミ作・絵 教育画劇 2016年4月絵本

「ぼく おやすみなさい だいすき」 ナタリー・フォーシル作・絵；かみおえりこ訳 童心社 1988年11月絵本

「ぼく ねむくないよ」 アストリッド・リンドグレーン文；イロン・ヴィークランド絵；ヤンソン由実子訳 岩波書店
 1990年1月絵本

「ぼく ねむたくないの」 山本まつ子作・絵 ポプラ社（山本まつ子の絵本1） 1976年12月絵本

「ぼく ねむれないよ！」 ミレイユ・ダランセ作；青柳秀敬訳 朔北社 1999年3月絵本

「ぼく、まだねむくないよ」 おおたか蓮文；あべ弘士絵 童心社（絵本・こどものひろば） 2009年12月絵本

「ぼく、まってるから」 正岡慧子作;おぐらひろかず絵 フレーベル館（おはなしえほんシリーズ） 2013年2
月絵本

「ぼくがパジャマにきがえていると」 にしかわおさむ作・絵 PHP研究所（PHPわたしのえほんシリーズ） 
1999年11月絵本

「ぼくのともだちおつきさま」 アンドレ・ダーハン作；きたやまようこ文 講談社（世界の絵本） 1999年6月絵
本

「ぼくのともだちおつきさま2 おやすみなさいをいうまえに」 アンドレ・ダーハン作；きたやまようこ文 講談
社（世界の絵本） 2002年2月絵本

「ぼくのともだちおつきさま3 もうひとりのともだち」 アンドレ・ダーハン作；きたやまようこ文 講談社（世界
の絵本） 2002年7月絵本

「ぼくのはね」 きたむらえり作・絵 福音館書店 1974年3月絵本

「ぼくのふとんはともだちもよう」 清水朋子作；田頭よしたか絵 PHP研究所（PHPにこにこえほん） 1998年
11月絵本

「ぼくの兄ちゃん」 よしながこうたく作・絵 ＰＨＰ研究所（わたしのえほん） 2013年3月絵本

「ぼくはジャガーだ」 ウルフ・スタルク作；アンナ・ヘグルンド絵；いしいとしこ訳 ブッキング 2007年7月絵
本

「ぼくはちっともねむくない」 クリス・ホートン作;木坂涼訳 BL出版 2016年9月絵本

「ぽってんあおむしまよなかに」 山崎優子文・絵 至光社（至光社ブッククラブ国際版絵本） 2012年9月
絵本

「ポットさん」 きたむらさとし作 ＢＬ出版 2011年6月絵本

「ポピーちゃん おやすみなさい」 ララ・ジョーンズ作 主婦の友社（はじめてブックシリーズ） 2005年1月絵
本

「ボヨンボヨンだいおうのおはなし」 ヘルメ・ハイネ作；ふしみみさを訳 朔北社 2006年4月絵本

「ほらきこえてくるでしょ」 ラ・ヴァーン・ジョンソン文；マーサ・アレクサンダー絵；岸田衿子訳 偕成社（世
界の新しい絵本） 1969年1月絵本

「ほんとだってば！」 マーサ・メイヤー作；今江祥智訳 偕成社 1988年7月絵本
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「まあくんおひるね」 さのごろう作;うちべけい絵 偕成社（ハッピー・ベイビー1） 1987年2月絵本

「マーシャよるのおさんぽ」 ガリーナ・レーベジェワ作；みやしたひろこ訳 新読書社 1983年12月絵本

「まいにちイキイキねむりのふしぎ―からだはすごいよ!」 木村倫子絵;福田一彦監修 少年写真新聞社 
2014年1月絵本

「マイマイとナイナイ」 皆川博子作;宇野亜喜良絵;東雅夫編 岩崎書店（怪談えほん） 2011年10月絵本

「まくらのせんにん さんぽみちの巻」 かがくいひろし作 佼成出版社（クローバーえほんシリーズ） 2009
年1月絵本

「まくらのせんにん そこのあなたの巻」 かがくいひろし作 佼成出版社（クローバーえほんシリーズ） 2010
年1月絵本

「まくらのマクちゃん」 花山かずみ作・絵 徳間書店 2010年11月絵本

「またあえたね」 デヴィッド・エズラ・シュタイン作;さかいくにゆき訳 ポプラ社（ポプラせかいの絵本） 2012
年4月絵本

「まっくらなよると ばくのムー」 むらかみひとみ作 ソニー・マガジンズ（にいるぶっくす） 2005年10月絵本

「まどべのおきゃくさま」 なかえよしを作；上野紀子絵 文研出版（みるみる絵本） 1982年7月絵本

「マニマニのおやすみやさん」 つちだのぶこ作・絵 偕成社 1999年5月絵本

「まねまねひるね」 北川チハル文；はせがわゆうじ絵 岩崎書店（いっしょによんで!3） 2010年5月絵本

「まよなかのうんどうかい」 大川悦生作；若山憲絵 佼成出版社 1986年10月絵本

「まよなかのたたかい」 ティエリー・デデュー作；レミ・クールジョン絵；おかべりか訳 フレーベル館 1996
年7月絵本

「マリコちゃんのまくら」 たにしんすけ作；あかさかみよし絵 PHP研究所（PHPおはなしプレゼント） 1979
年6月絵本

「まるちゃんとくろちゃんのおうち」 ささきようこ作 ポプラ社 2011年6月絵本

「みーんなねんね いいこだね」 すぎやまたかし文 コスモトゥーワン（すくすくえほん） 2007年3月絵本

「みっきちゃんのあくび」 かきたまさのり作；山本祐司絵 新風舎 2006年7月絵本

「ミッフィーのおうち」 ディック・ブルーナ作；かどのえいこ訳 講談社（ブルーナのちいさなかみしばい） 
1998年1月紙芝居

「ミッフィーのゆめ」 ディック・ブルーナ作；角野栄子訳 講談社（ブルーナのおはなし文庫13） 1995年6
月絵本

「ミッフィーのゆめ」 ディック・ブルーナ作；角野栄子訳 講談社（ミッフィーはじめてのえほん3） 2004年10
月絵本

「ミミちゃんのねんねタオル」 アンバー・スチュアート文；レイン・マーロウ絵；ささやまゆうこ訳 徳間書店 
2007年7月絵本

「みんな おおあくび」 薮内正幸作 福音館書店（年少版・こどものとも） 1989年4月絵本

「みんな おおあくび」 薮内正幸作 福音館書店（福音館の幼児絵本） 2003年3月絵本

「みんな おひるね」 村上勉作 あかね書房（ほしのこえほん1） 1996年9月絵本

「みんな おやすみ」 高橋悦二郎監修；間所ひさこ文 講談社（ディズニーベビーえほん3） 1986年4月絵
本

「みんな おやすみ」 高橋悦二郎監修；間所ひさこ文 講談社（ディズニーベビーえほん新編6） 1994年8
月絵本

「みんなおきなさい」 七尾純構成・文;阿部肇絵 くもん出版（くもんの学習絵本） 1982年9月絵本

「みんなおひるね」 生源寺美子作；牧村慶子絵 PHP研究所（PHPおはなしえほん3） 1980年4月絵本

「みんなおひるね」 やまなかさちこ作・絵 岩崎書店（ピチピチえほん9） 1980年11月絵本

「みんなおやすみ」 和木亮子作；いもとようこ絵 金の星社 2008年8月絵本

「みんなひるね」 川端誠作 文化出版局 1985年4月絵本
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「メイシーちゃん ベッドにはいります」 ルーシー・カズンズ作;五味太郎訳 偕成社 1991年1月絵本

「めざましくん」 深見春夫作 福武書店 1990年1月絵本

「メロンパンナのぐーぐーぐー―アンパンマンるんるんBOX ; 4」 やなせたかし作・絵 フレーベル館 2016
年4月絵本

「もう おきるかな?」 まつのまさこ文；やぶうちまさゆき絵 福音館書店（0.1.2.えほん） 1998年6月絵本

「もう ねましょう」 アルセア作;ニタ・スーター絵 偕成社 1980年1月絵本

「もう、ねるんだってば!―そうえん社世界のえほん ; 10」 ジョリ・ジョンさく;ベンジ・デイヴィスえ;金原瑞人
やく そうえん社 2015年12月絵本

「もうねむたくてねむたくて」 森山京作；佐野洋子絵 フレーベル館 1981年6月絵本

「もうねんね」 松谷みよ子文；瀬川康男絵 童心社（松谷みよ子あかちゃんの本） 1968年1月絵本

「もうねんね　37013」 松谷みよ子文；瀬川康男絵 童心社（松谷みよ子あかちゃんの本） 1968年1月絵本

「もうふ」 ジョン・バーニンガム作；谷川俊太郎訳 冨山房（バーニンガムのちいさいえほん2） 1976年6月
絵本

「もうふくん」 山脇恭作；西巻茅子絵 ひさかたチャイルド 2005年10月絵本

「モコはかんがえます。」 まつしたさゆり作・絵 学研教育出版 2011年8月絵本

「もっかい！」 イアン・ホワイブロウ文；セバスチャン・ブラウン絵；中川ひろたか訳 主婦の友社 2005年12
月絵本

「モラッチャホンがきた!」 ヘレン・ドカティ文;トーマス・ドカティ絵;福本友美子訳 光村教育図書 2013年
10月絵本

「もりの こもりうた」 松居スーザン詩；大井戸百合子絵 福音館書店（年少版・こどものとも） 1995年1月絵
本

「もりのおくで おやすみなさい」 キャロル・レクサ・シェファー作；ヴァネッサ・キャバン絵；おびかゆうこ訳 
徳間書店 2001年2月絵本

「もりのふくろう」 おおなり修司文;おぼまこと絵 絵本館 2014年10月絵本

「やかましい!」 シムズ・タバック絵；アン・マクガバン文；木坂涼訳 フレーベル館 2008年4月絵本

「やだ!」 ジェズ・オールバラ作・絵 徳間書店 2007年4月絵本

「ゆきがふるよ、ムーミントロール」 トーベ・ヤンソン原作・絵;ラルス・ヤンソン原作・絵;当麻ゆか訳 徳間
書店（ムーミンのおはなしえほん） 2011年10月絵本

「ゆっくりおやすみにじいろのさかな」 マーカス・フィスター作;谷川俊太郎訳 講談社（世界の絵本） 
2012年6月絵本

「ゆっくりおやすみにじいろのさかな : 年少版―にじいろのさかなブック」 マーカス・フィスター作;谷川
俊太郎訳 講談社 2015年6月絵本

「ゆめすいこうもり」 近藤薫美子作・絵 ひさかたチャイルド（ひさかた絵本ランド） 1991年6月絵本

「ゆめってとてもふしぎだね」 ウィリアム・ジェイ・スミス文；ドン・アルムクィスト絵；那須辰造訳 偕成社（世
界の新しい絵本） 1969年10月絵本

「ゆめどろぼう」 みやざきひろかず作・絵 PHP研究所（PHPにこにこえほん） 1996年9月絵本

「ゆめのおはなし」 クリス・ヴァン・オールズバーグ絵・文；西郷容子訳 徳間書店 1994年6月絵本

「よいこは もう ねるじかん」 高畠じゅん子作;高畠純絵 BL出版 2013年2月絵本

「よぞらをみあげて」 ジョナサン・ビーン作；さくまゆみこ訳 ほるぷ出版 2009年2月絵本

「よふかしにんじゃ」 バーバラ・ダ・コスタ文;エド・ヤング絵；長谷川義史訳 光村教育図書 2013年12月
絵本

「よるのえほん」 バーバラ・エンバリー;エド・エンバリー作;木坂涼訳 あすなろ書房 2011年6月絵本

「よるのおさんぽ」 リリー・ロスコウぶん;デイヴィッド・ウォーカーえ;福本友美子やく 岩崎書店 2016年6月
絵本

「よるのおはなし」 ヘアツ作；クランテ絵；木村由利子訳 偕成社（くまくんえほん） 1978年12月絵本
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「よるのきらいなヒルディリド」 チェリ・デュラン・ライアン文；アーノルド・ローベル絵；渡辺茂男訳 冨山房 
1975年4月絵本

「ヨルは生きている」 キャンディス・ホイットマン作；木坂涼訳 あすなろ書房 1997年2月絵本

「ラッコのおやこ」 ひだのかな代脚本・絵 童心社（おひさまこんにちは年少向） 2014年2月紙芝居

「リトルクワック おやすみのじかん」 ローレン・トンプソン文；デレック・アンダーソン絵；オオノトモコ訳 ジェ
ネオンエンタテインメント 2007年11月絵本

「りょうかんさま」 川崎大治脚本；須々木博画 童心社（美しい心シリーズ） 1979年3月紙芝居

「ろばのトコちゃん おやすみなさい」 ベネディクト・ゲティエ；ふしみみさを訳 ほるぷ出版 2006年10月絵
本

「わたし、まだねむたくないの!」 スージー・ムーア作；ロージー・リーヴ絵；木坂涼訳 岩崎書店 2011年7
月絵本

「わたしがねむり ねていたとき」 かこさとし文;栗原徹絵 農山漁村文化協会（かこさとしのからだとこころ
のえほん1） 1988年12月絵本

「わたしのゆたんぽ」 きたむらさとし文・絵 偕成社 2012年12月絵本

「ワニくんのなが～いよる」 みやざきひろかず作・絵 ブックローン出版 1991年7月絵本

「ワニくんのひるねの木」 みやざきひろかず作・絵 ブックローン出版 1993年7月絵本

「ワニくんのふしぎなよる」 みやざきひろかず作・絵 BL出版 2002年8月絵本

「悪夢のニュートラリーノ」 縄文リー文；チーム・リー絵 てらいんく 2008年11月絵本

「王さまはとびはねるのがすき」 ヘルメ・ハイネ作・絵；松代洋一訳 佑学社（オーストリア創作絵本シリー
ズ1） 1978年3月絵本

「王さまはとびはねるのがすき」 ヘルメ・ハイネ作；松代洋一訳 佑学社 1991年4月絵本

「自律神経を整えてこどもが眠る魔法のよみきかせ絵本 : ラッコのココの星まつり」 ささきあり作;坪田聡
監修;Wakako絵 PHP研究所 2016年12月絵本

「天国のいねむり男」 遠藤周作作；ヨゼフ・ウィルコン絵 河出書房新社（メルヘンの森） 1985年11月絵
本

「眠れなくなる宇宙のはなし : 絵本―講談社の創作絵本」 佐藤勝彦作;長崎訓子絵 講談社 2016年7月
絵本

「眠れぬ王さま」 スヴェトスラフ・ミンコフ文；ルーメン・スコルチェフ絵；松永緑彌訳 ほるぷ出版 1982年
10月絵本

「眠れる森の美女 : 影絵劇場しかけえほん」 ロッテ・ライニガー影絵;いよりゆうこ訳 大日本絵画 2016年
9月絵本

「眠れる森の美女―ディズニー・プレミアム・コレクション」 うさぎ出版編 うさぎ出版 2016年4月絵本

「目をつむるのよ、ぼうや」 ケイト・バンクス文；ゲオルグ・ハレンスレーベン絵；今江祥智訳 ブロンズ新社
 2002年12月絵本

「夜まわりクマのアーサー」 ジェシカ・メザーブ作;みらいなな訳 童話屋 2011年7月絵本

「旅するベッド」 ジョン・バーニンガム作；長田弘訳 ほるぷ出版 2003年1月絵本
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