
タ イ ト ル 著者名 タ イ ト ル 著者名
1 赤ちゃん絵本ノート 田中　尚人／監修 59 子どもの本　2008年 図書館の学校／編集

2 赤ちゃんが大好きな絵本 赤木　かん子／著 60 この絵本が好き!　2010年版 別冊太陽編集部／編

3 赤ちゃんが喜ぶ読み聞かせ 徳永　満理／著 61 この絵本が好き!　2011年版 別冊太陽編集部／編

4 赤ちゃんからの絵本ガイド さわだ　さちこ／監修 62 このえほんだいすき! 細川　和子／著

5 赤ちゃんと絵本をひらいたら ブックスタート／編著 63 これだけは読んでおきたいすてきな絵本100 木村　美幸／著

6 赤ちゃんと絵本であそぼう! 金澤　和子／編著 64 こわい絵本

7 赤ちゃんに贈る絵本ガイドブック 田中　裕子／著 65 こんなとき子どもにこの本を 下村　昇／編

8 赤ちゃんにどんな絵本を読もうかな 徳永　満理／著 66 こんなときこんな絵本 園田　とき／編著

9 頭のいい子に育つ0歳からの親子で音読 山口　謠司／絵・ことば 67 こんなに楽しい絵本の読み聞かせ かつお　きんや／著

10 新しい絵本1000　2001-2009年版 「この本読んで!」編集部／編集 68 13歳からの絵本ガイド 金原　瑞人／監修

11 池上彰のお父さんが読んで聞かせる楽しいおはなし 池上　彰／著 69 12歳の絵本 佐藤　マチ子／著

12 1日7分の絵本で子どもの頭はみるみる良くなる! 浜島　代志子／著 70 小学校での読み聞かせガイドブック 湯沢　朱実／編　著

13 絵本をとおって子どものなかへ 松井　るり子／著 71 小学校での読み聞かせガイドブック 湯沢　朱実／編　著

14 絵本をみる眼 松居　直／著 72 ステップアップ0歳音読 山口　謠司／絵・ことば

15 絵本があればだいじょうぶ! 浜島　代志子／著 73 世界で読み継がれる子どもの本100 コリン・ソルター／著

16 絵本が育てる子どもの心 松居　直／著 74 0〜5歳子どもを育てる「読み聞かせ」実践ガイド 児玉　ひろ美／著

17 絵本がつなぐ子どもとおとな 依田　逸夫／著 75 その本、読みたい!　高学年 村上　淳子／編著

18 絵本カタログ Pooka編集部／編 76 その本、読みたい!　低学年 村上　淳子／編著

19 絵本処方箋 落合　恵子／著 77 小さな絵本美術館 鳥越　信／著

20 絵本だいすき! 落合　恵子／著 78 小さな本の大きな世界 長田　弘／著

21 絵本で子育て 秋田　喜代美／著 79 小さな窓から 森口　清／著

22 絵本で育つ子どものことば 徳永　満理／著 80 できる子に育つ魔法の読みきかせ ジム・トレリース／著

23 絵本でふくらむ子どもの心 高山　智津子／著 81 東大脳を育てる!読み聞かせ絵本100 佐藤　亮子／著

24 絵本とこども 門田　雅人／著 82 どの絵本読んだらいいですか? 向井　惇子／[述]

25 絵本と子どものこころ 佐々木　宏子／著 83 どんな絵本を読んできた? 「この絵本が好き!」編集部／編

26 絵本と想像性 佐々木　宏子／著 84 夏の日の思い出は心のゆりかご 柳田　邦男／著

27 絵本とともに学ぶ発達と教育の心理学 増田　梨花／編著 85 脳が元気になる読み聞かせ 関　可明／著

28 絵本に魅せられて 佐藤　英和／著 86 100歳までに読みたい100の絵本 木村　民子／著

29 絵本の記憶、子どもの気持ち 山口　雅子／著 87 父母&保育園の先生おすすめのシリーズ絵本200冊 絵本ナビ／監修

30 絵本の深層心理学 矢吹　省司／著 88 保育をゆたかに絵本でコミュニケーション 村中　李衣／著

31 絵本のつぎに、なに読もう? 越高　綾乃／著 89 保育・子育て絵本の住所録 舟橋　斉／編著

32 絵本・昔話にみる楽しい子育ての知恵 松居　友／著 90 本好きな子を育てる読書指導 村上　淳子／著

33 絵本は心のへその緒 松居　直／著 91 ママが楽になる絵本レシピ31 景山　聖子／[著]

34 絵本屋の日曜日 落合　恵子／著 92 ママの心に寄りそう絵本たち 磯崎　園子／著

35 絵本屋さんがおすすめする絵本100 柿田　友広／監修 93 もっと読みたいおはなし絵本100 鳥越　信／編

36 絵本好きが集まる絵本屋さん100 MOE編集部／編 94 豊かな心をはぐくむこども0〜7才絵本ガイド さわだ　さちこ／絵本セレクト

37 親子で楽しむこどもの本 谷川　澄雄／編・著 95 ようこそ絵本の世界へ 寺澤　敬子／著

38 親地連がすすめる読みきかせ絵本２５０ 親子読書地域文庫全国連絡会／編 96 洋書絵本のえほん

39 かならず成功する読みきかせの本 赤木　かん子／著 97 よくわかる0〜5歳児の絵本読み聞かせ 徳永　満理／著

40 川本裕子親子読書のすすめ 川本　裕子／著 98 4人の子どもを東大理三に合格させた佐藤ママが教えるわが子の知能と心を育てる「読み聞かせ」! 佐藤　亮子／著

41 クレヨンハウス絵本スクール 99 読み聞かせ 蔵元　和子／[ほか]著

42 ココ・マッカリーナのしみこむしみこむえほん 中島　京子／著 100 読み聞かせで育つ子どもたち 清水　鉄郎／編

43 心をつなぐ読みきかせ絵本100 101 読みきかせのすすめ 波木井　やよい／著

44 心をつなぐ読みきかせ絵本100　続 102 《読みきかせ》ボランティア入門 波木井　やよい／編

45 子育て絵本相談室 横山　真佐子／著 103 読み継ぐべき絵本の名作200

46 子育てに絵本の読み聞かせを 野村　昇司／著 104 私が選ぶ絵本100 マイルスタッフ／[編]

47 子どもを夢中にさせる魔法の朗読法 山田　敦子／著 105

48 子どもが楽しむ読み聞かせ 徳永　満理／著 106

49 子どもが夢中になる絵本の読み聞かせ方 景山　聖子／著 107

50 子どもと一緒に読みたい絵本 108

51 子どもと読みたい絵本200 109

52 子どもに絵本を届ける大人の心構え 藤井　勇市／著 110

53 子どもの心を動かす読み聞かせの本とは 岡崎　一実／共編 111

54 子どもの育ちを支える絵本 脇　明子／編著 112

55 子どもの脳と心がぐんぐん育つ絵本の読み方選び方 仲宗根　敦子／著 113

56 子どもの本のカレンダー 鳥越　信／編著 114

57 子どもの本　2003年 図書館の学校／編集 115

58 子どもの本　2006年 図書館の学校／編集 116
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