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◎ 年齢を5段階に分けました

1 0～2才

2 3～5才

3 年長～小学校低学年

4 小学校中学年

5 小学校高学年

◎ ジャンルを分けました

０才～２才 ３才～５才、年長～低学年、中学年、高学年

1 どうぶつ・むし 1

2 おいしい 2

3 のりもの 3

4 ことばあそび 4

5 あそび 5

6 ものがたり 6

7

8

◎ 時間を計りました

個人差があるため、必ず事前に読んで下さい。（参加型絵本はかなり差が出ます）

◎ 簡単な内容、シリーズ、おすすめの時期などを書いてあります

◎

◎

◎

現在教科書や、宮崎県立図書館が選定しました「みやざき本のページ」のリストに掲載さ
れているものは除きました。

このリストは宮崎県内公共図書館・図書室のおはなし会で使用したも
のを編集し、読み聞かせボランティアの方々の協力により時間を計
り、作成しました。

毎年多くの出版数がある中の一部を掲載しており、この他にもおはなし会に向くものもた
くさんありますので、ご不明な点がありましたら図書館員におたずね下さい。

はじめに

おいしい絵本

いのち・自然が大切に思える絵本

科学の絵本

◎

年齢により理解度が違うので、目安として５段階に分けました。低年齢の絵本を上の年
齢で読むのは大丈夫ですが高年齢のものを低年齢で読む場合は考慮が必要です。

楽しくて元気になれる絵本

優しい気持ちになる・ほのぼの絵本

はらはらどきどきの絵本

ゆかいで笑いたくなる絵本

ことば・詩の絵本

※印がついている絵本は 現在絶版のため購入が出来ませんが、図書館には所有され
ているものもあります。

上記以外に福音館書店発行の月刊誌など、雑誌にもおはなし会に向く絵本がありました
が、発行して２年を過ぎると入手がむずかしくなることもあり、今回は掲載しておりませ
ん。

【 資料の見方 】

【 注意事項 】



うんちっち 3分

うちゅうひこうしになりたいな 3分

おおきくなるっていうことは 5分

ちびゴリラのちびちび 3分 （３-５才のリストから）

しゃっくりがいこつ 5分

おちばのしたをのぞいてみたら 4分

ミミズのふしぎ 5分

やさいのおなか 3分 （３-５才のリストから）

シロナガスクジラより大きいものっているの？ 7分

おまたせクッキー 4分 （低学年のリストから）

やあ ともだち！ 2分 （中学年のリストから）

ウェズレーの国 11分

こんにちワニ 2分 （低学年のリストから）

≪ 参考資料 ≫

絵本屋さんが選んだ絵本１００

この本読んで

読み語り絵本１００

あかちゃんの絵本箱

絵本でひろがる子どものえがお

出版文化産業振興財団

石井 光恵／著

こどもと本－おかやま－
「あかちゃんの絵本箱」

高山 智津子／著

月刊誌

吉備人出版

チャイルド本社

平凡社

平凡社

明治図書出版

書名

読み聞かせ絵本１０１冊ガイド

読み聞かせわくわくハンドブック

絵本の読み聞かせと活用アイデア５６

講談社

一声社

西本 鶏介／著

代田 知子／著

≪１５分のプログラムの場合≫

出版者著者名

【 使用例 】 年長のおわり頃 卒園前

【 使用例 】 ２年生 秋

【 使用例 】 ４年生 春 新しいクラスになって

【 使用例 】 高学年 夏休み前



０～２才向け



０才－２才 - 1

1 どうぶつ・むし ※年令・時間は目安です

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

ありのあちち つちはし としこ/作・絵 福音館書店 2
アリがやかんにさわって、ア
チチ

いいおかお さえぐさ ひろこ/文・絵 アリス館 2 動物の写真絵本

すきすきどうぶつ
今森 光彦/作
今森 洋輔/絵

童心社 2
はじめてのしぜんえほんシ
リーズ

チューチューこいぬ 長 新太/作・絵 ブックローン 2 オッパイチューチュー

ねこがいっぱい
スカール/作
やぶき みちこ/訳

福音館書店 1 ねこにもいろいろいるんだね

ねんね さえぐさ ひろこ/文・絵 アリス館 2 動物の写真絵本

ぶぅさんのブー １００％ＯＲＡＮＧＥ/作・絵 福音館書店 1 ぶたさんの口ぐせは「ブー」

まるまる もも/作･絵 岩崎書店 2 だんごむしの成長

2 おいしい絵本

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

いちご 平山 和子/作・絵 福音館書店 3 赤くなるまでまっててね

おいしいおとなぁに？ さいとう しのぶ/作・絵 あかね書房 2 おいしいおとがきこえるよ

おいしいね 吉村 竹彦/作･絵 佼成出版社 1 ヤギさん一家の夕食は･･･

おいしいものたべたら みやもと ただお/作・絵 すずき出版 3 おいしいとうれしくなるね

おさじさん
松谷 みよ子/作
東光寺 啓/絵

童心社 3 「おさじさん」ってだあれ？

おっぱい おっぱい わかやま けん/作・絵 童心社 4
いろんなどうぶつのおっぱ
い

おにぎり
平山 栄三/作
平山 和子/絵

福音館書店 2 「おにぎり」がつくりたくなる

きゅっきゅっきゅっ 林 明子/作・絵 福音館書店 2
お口のまわりをふいてあげるね
くつくつあるけのほんシリーズ

くだもの 平山 和子/作・絵 福音館書店 2
おいしいくだもの さあどう
ぞ！



０才－２才 - 2

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

しろくまちゃんぱんかいに わかやま けん/作・絵 こぐま社 3 こぐまちゃんえほんシリーズ

スプーンさん
中川 ひろたか/文
１００％ｏｒａｎgｅ/絵

ブロンズ新社 2
スプーンであーん
シリーズ本

にゅるぺろりん
谷川 俊太郎/文
長 新太/絵

クレヨンハウス 2 ペロペロキャンディ

のしのし ふじかわ ひでゆき/作・絵 佼成出版社 2 ぎたいごのえほん

ぱんだいすき
征矢 清/文
ふくしま あきえ/絵

福音館書店 2 あなたはどのパンがすき？

まるくておいしいよ こにし えいこ/作・絵 福音館書店 2 参加型絵本

もりのパンやさん
松谷 みよ子／文
ひらやま えいぞう/絵

童心社 2
きつねが焼いたパンは…
あかちゃんのおいしい本シ
リーズ

りんごころころ
松谷 みよ子／文
とよた かずひこ/絵

童心社 3
りんごと一緒にころころころ
りん

3 のりもの絵本

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

がたんごとんがたんごとん 安西 水丸/作・絵 福音館書店 1 みんなのれるかな？

ぎったんこばったんこ 柚木 沙弥郎/作・絵 福音館書店 2
シーソーであがったりさがった
り

のせてのせて
松谷 みよ子/文
東光寺 啓/絵

童心社 2
みんなが乗りたいまこ
ちゃんの自動車

はやいぞブンブン こもり まこと/作・絵 童心社 2 とことこえほんシリーズ

バルンくん こもり まこと/作・絵 福音館書店 2 元気なくるま「バルンくん」

ぶーぶーじどうしゃ 山本 忠敬/作･絵 福音館書店 3 いろんなくるまが大集合

マットくんのしょうぼうじどうしゃ
ピーター・シス/作
中川 ひろたか/訳

ＢＬ出版 2
しょうぼうしゃになっちゃっ
たマットくん シリーズ本



０才－２才 - 3

4 ことば絵本

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

がちゃがちゃどんどん 元永 定正/作・絵 福音館書店 2 いろいろな音がでてくるよ

ごろごろにゃーん 長 新太/作・絵 福音館書店 3 飛行機はネコで満席

さよなら さんかく わかやま けん/作･絵 こぐま社 2 こぐまちゃんえほんシリーズ

だれかな？だれかな？ なかや みわ/作・絵 福音館書店 2 参加型絵本

てんてんてん わかやま しずこ/作・絵 福音館書店 1 なんのもよう？

ばいばい まつい のりこ/作・絵 偕成社 1
手をふって ばいばい
あかちゃんのほん 第２集

ぱくり ふじかわ ひでゆき/作・絵 佼成出版社 2 いろんな食べ方があるよ

ぴょーん まつおか たつひで/作・絵 ポプラ社 1 おもわずジャンプしたくなる

まめうしぽんぽんぽん あきやま ただし／作・絵 ＰＨＰ研究所 2 テンポよく

まり
谷川 俊太郎/文
広瀬 弦/絵

クレヨンハウ
ス 2 ころころころがる「まり」

めんめんばあ
はせがわ せつこ/文
やぎゅう げんいちろう/絵

福音館書店 2
おでかけばいばいのほんシ
リーズ

もこ もこもこ
谷川 俊太郎/作
元永 定正/絵

文研出版 3
ふしぎな世界
みるみる絵本シリーズ



０才－２才 - 4

5 ものがたり絵本

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

いないいないばあ
松谷 みよ子/文
瀬川 康男/絵

童心社 2 あかちゃんとあそぼう

いろいろへんしん！ りゅみえーる/作・絵 主婦の友社 1
いろいろな色をまぜてみ
たら…

おひさまあはは 前川 かずお/作・絵 こぐま社 2 えがおっていいな

おーくんおんぶ かたやま けん/作・絵 福音館書店 1 ねえ、おんぶして

ぎゅうって さいとう しのぶ／作・絵
ひさかたチャ
イルド 2 こどもは「ぎゅう」がだいすき

くっついた 三浦 太郎/作・絵 こぐま社 2 ほっぺとほっぺがくっついた

くらいくらい
はせがわ せつこ/文
やぎゅう げんいちろう/絵

福音館書店 2
おでかけばいばいのほんシ
リーズ

※ こちょこちょ
角野 栄子/作
津田 直美/絵

リブロポート 2 みんなともだちシリーズ

でてこい でてこい はやし あきこ/作・絵 福音館書店 2 なにがでてくるかな？

どうすればいいのかな？
わたなべ しげお/文
おおとも やすお/絵

福音館書店 2 くまくんの絵本シリーズ

はくしゅぱちぱち
中川 ひろたか/文
村上 康成/絵

ひかりのくに 1 みんなでいっしょに

やさい 平山 和子/作・絵 福音館書店 2
いろいろな野菜を目でたの
しむ



０才－２才 - 5

6 あそび絵本

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

あかちゃんのおと みやにし たつや/作・絵 金の星社 2
あかちゃんのまわりのいろ
いろな音がいっぱい

あがりめ さがりめ いまき みち/作･絵 福音館書店 1 さいごがびっくり？！

いいおかお
松谷 みよ子/文
瀬川 康男/絵

童心社 2 みんなにこにこいいお顔

いたいのいたいのとんでいけ！山岡 ひかる/作・絵 絵本館 2
おまじないで元気になっ
た！

いたいの いたいの とんでけ 平出 衛/作・絵 福音館書店 2
「いたいの いたいの」はど
こいった？ 少人数向き

うしろにいるのはだあれ まつい のりこ/作・絵 童心社 2 かくれているのはだれ？
よんでよんでのえほんシリーズ

おつきさまこんばんは 林 明子/作・絵 福音館書店 2 おつきさまとおはなししたら･･･
くつくつあるけのほんシリーズ

おつむてんてん
なかえ よしを/作
うえの のりこ/絵

金の星社 1 からだを動かして楽しもう

おでかけばいばい
はせがわ せつこ/文
やぎゅう げんいちろう/絵

福音館書店 2
おでかけばいばいのほんシ
リーズ

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

福音館書店 2
いろんな動物にかさをさして
あげると…

きたきた うずまき 元永 定正/作・絵 福音館書店 1 いろいろなうずまき
よんでよんでのえほんシリーズ

こぐまちゃんのみずあそび わかやま けん/作・絵 こぐま社 3 こぐまちゃんえほんシリーズ

だれかしら 多田 ヒロシ/作・絵 文化出版局 2 とんとんとん…だれかしら？
どうぶつあれあれえほんシリーズ

ちびすけ どっこい
こばやし えみこ/案
ましま せつこ/絵

こぐま社 2 わらべうたえほん

とっとこ とっとこ まつい のりこ/作・絵 童心社 2 元気よく
よんでよんでのえほんシリーズ

トン ト トン だあれ？
ブライアン・ワイルドスミス/
作

講談社 2 ドアをたたくのだあれ？

なーんだなんだ カズコ・Ｇ・ストーン/作･絵 童心社 1
なにがでてくるかな？
とことこえほんシリーズ

ぶーん ぶーん とよた かずひこ/作･絵 岩崎書店 2 シリーズ本

ほーらね できたよ
片山 令子/作
はた こうしろう/絵

主婦の友社 2 はじめてブックシリーズ

もじゃもじゃ せな けいこ/文・絵 福音館書店 3 いやだいやだの絵本シリーズ



３～５才向け



３才－５才 - 1

1 ※年令・時間は目安です

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

あおいふうせん
ミック・インクベン/作
角野 栄子/訳

小学館 4
犬がひろってきた不思議な
風船

あそぼうよ 五味 太郎/作･絵 偕成社 1 やりとりがおもしろい絵本

あるけあるけ 長 新太/作･絵 こぐま社 2 なんだか、あるきたくなる絵本

うずらちゃんのかくれんぼ きもと ももこ/作･絵 福音館書店 4
うずらちゃんをいっしょに
探そう

エンソくんきしゃにのる スズキ・コージ/作･絵 福音館書店 5 はくりょくのある絵が印象的

おうちのともだち 柳原 良平/作･絵 こぐま社 2 初めて出会うものの絵本

※ おおきくなるの 堀内 誠一/作･絵 福音館書店 3 大きくなるってどんなこと？

おおきなかぶ
A.トルストイ/再話
佐藤 忠良/画
内田 莉莎子/訳

福音館書店 4 ロシアの民話

おだんごぱん
脇田 和/絵
瀬田 貞二/訳

福音館書店 5 ロシアの民話

かおかおどんなかお 柳原 良平/作・絵 こぐま社 2 いろいろな表情を描いた本

かくしたのだあれ 五味 太郎/作・絵 文化出版局 3 参加型絵本
どうぶつあれあれえほんシリーズ

かさ
松野 正子/作
原田 治/絵

福音館書店 2 はずむ言葉と美しい色の絵

ぎょうれつぎょうれつ
マリサビーナ・ルッソ/絵・文
青木 久子/訳

徳間書店 4 こころのゆとりは大事です

ぐりとぐらとすみれちゃん
中川 李枝子/作
山脇 百合子/絵

福音館書店 5 ぐりとぐらシリーズ

くろねこかあさん 東 君平/作・絵 福音館書店 3 テンポよく

ごくらくももんちゃん とよた かずひこ/作・絵 童心社 3 ももんちゃんあそぼうシリーズ

コッケモーモー
ジュリエット・ダラス・コンテ/
文 アリソン・バーレット/絵
たなか あきこ/訳

徳間書店 3 大きな声で元気よく

コッコさんのおみせ 片山 健/作･絵 福音館書店 4 コッコさんシリーズ

これはうみ 五味 太郎/作・絵 岩崎書店 2
ここはうみのはじっこ? それ
ともはじまり?

楽しくて元気になれる絵本



３才－５才 - 2

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

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 6 小さくても元気いっぱい

せーのジャンプ！ 深川 直美/作･絵 福音館書店 5
ふうせんをつかまえようと
ジャンプ！

ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか/作・絵 福音館書店 2 続編あり

それゆけはしごしゃせいのびく
ん

杉山 径一/文
高橋 透/絵

小峰書店 5 乗り物絵本のシリーズ

たまごのあかちゃん
神沢 利子/作
柳生 弦一郎/絵

福音館書店 2 次々とたまごがわれて･･･

タンタンのズボン いわむら かずお/作･絵 偕成社 3 タンタンえほんシリーズ

ちょろちょろかぞくの
あがります

木坂 涼/作･絵
大森 裕子/絵

理論社 2 シリーズ本

ティッチ
パット・ハッチンス/作・絵
いしい ももこ/訳

福音館書店 3
末っ子の気持ちがわかる
続編あり

テディおひさまぴかぴか
マイケル・グレイニエツ/作・絵
ほその あやこ/訳

ポプラ社 2
夏におすすめ 参加型絵本
シリーズ本

でておいで ねずみくん

ロバート・クラウス/文
ホセ・アルエゴ＆アリアンヌ・
デューイ/絵 まさき るりこ/
訳

アリス館 4
猫とネズミのやりとりが楽し
い絵本

できるかな？
あたまからつまさきまで

エリック・カール/作
くどう なおこ/訳

偕成社 4 参加型絵本

とりかえっこ
さとう わきこ/作
二俣 英五郎/絵

ポプラ社 3
鳴き声をとりかえっこする
絵本

どんどこももんちゃん とよた かずひこ/作・絵 童心社 2
ももんちゃんあそぼうシリー
ズ

ねえ どっちがすき？
安江 リエ/作
降矢 奈々/絵

福音館書店 3 あなたならどっちがすき？

ねずみくんのチョッキ
なかえ よしを/作
上野 紀子/絵

ポプラ社 3 ねずみくんの絵本シリーズ

ねずみのでんしゃ
山下 明生/作
いわむら かずお/絵

ひさかたチャ
イルド 5 春入園時におすすめ

パオちゃんのすべりだい なかがわ みちこ/作･絵 PHP研究所 3 パオちゃんシリーズ

はたらくくるま
バイロン・バートン/作
あかぎ かずまさ/訳

インター・コ
ミュニケーショ
ンズ

2 わかりやすい絵で紹介

はるです はるのおおそうじ
こいで たん/文
こいで やすこ/絵

福音館書店 6 シリーズ本

はんしろうがおこった せな けいこ/作・絵 グランまま社 1
ちいさなうさぎはんしろうシ
リーズ
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

ピッツァぼうや
ウィリアム・スタイグ/作･絵
木坂 涼/絵

セーラー出版 5
雨の日に楽しくパパと遊ん
だ気持ちに！

ひまわり 和歌山 静子/作･絵 福音館書店 1 生命力があふれる絵本

ぷくちゃんのすてきなぱんつ ひろかわ さえこ/作 アリス館 2 シリーズ本

ブターラとクマーラ ベッタベタ 高畠 純/作･絵 フレーベル館 6 テンポよく シリーズ本

ブルンミとアンニパンニ
マレーク・ベロニカ/文･絵
羽仁 協子/訳

風濤社 3 シリーズ本

ブンブンどらいぶ ミノオカ リョウスケ/作・絵 福音館書店 3 元気よく出発だ！

ぼくのくれよん 長 新太/作・絵 講談社 2 絵が描きたくなる絵本

モーっていったのだあれ？
ハリエット・ツィーフェルト/文
シムズ・ターバック/絵
はるみ こうへい/訳

童話館 3 しかけ絵本

りんごがたべたいねずみくん
なかえ よしを/作
上野 紀子/絵

ポプラ社 2 ねずみくんの絵本シリーズ

ワニくんのレインコート みやざき ひろかず/作･絵 ＢＬ出版 2
ワニくんシリーズ
淡い水彩画

わにわにのおふろ
小風 さち/文
山口 マオ/絵

福音館書店 2 シリーズ本

2

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

あおくんときいろちゃん
レオ・レオーニ/作
藤田 圭雄/訳

至光社 3 もっと仲良くなりたいな

あったまろう もろはら じろう/作・絵 鈴木出版 2 冬におすすめ

うしろにいるのだあれ ふくだ としお/作･絵 新風舎 2 参加型絵本 シリーズ本

おいていかないで
筒井 頼子/作
林 明子/絵

福音館書店 2
お兄ちゃんについて行きた
い 妹の気持ち

お月さまってどんなあじ？
ミヒャエル・グレイニエツ/作･絵
いずみ ちほこ/訳

セーラー出版 6 お月さまをかじってみたら…

おっぱい みやにし たつや/作・絵 すずき出版 3 お母さんのおっぱい大好き

おとなりさん
きしら まゆこ/作
高畠 純/絵

ＢＬ出版 4
いつもすれ違い、おとなりさ
んはだあれ？

優しい気持ちになる・ほのぼの絵本
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

おひさま ぽかぽか 笠野 裕一/文･絵 福音館書店 3 みんなでおひるねする楽しさ

かいじゅうたちのいるところ
モーリス・センダック/著
じんぐう てるお/訳

富山房 5
お母さんにおこられたマック
スは…

かばくん
岸田 衿子/文
中谷 千代子/絵

福音館書店 3
動物園のかばの親子の一日
続編あり

かばさん やべ みつのり/作･絵 こぐま社 2
おとうさんとかばごっこをし
て遊ぼう

きみたちきょうからともだちだ
中川 ひろたか／文
長谷川 義史/絵

朔北社 5
春におすすめ
新しいお友達と仲良くなろう

ぐるんぱのようちえん
西内 ミナミ/作
堀内 誠一/絵

福音館書店 7
しっぱい続きのぞうのぐる
んぱは…

くれよんのくろくん なかや みわ/作・絵 童心社 6 仲間はずれのくろくんは…

コッコさんとあめふり 片山 健/作・絵 福音館書店 2 コッコさんシリーズ

ことりのうち さとう わきこ/作・絵 福音館書店 8 ばばばあちゃんシリーズ

こんとあき 林 明子/作・絵 福音館書店 10
あきとぬいぐるみのこんの
冒険

さっちゃんとなっちゃん 浜田 桂子/作・絵 教育画劇 5
ちがっていても二人は仲良
し

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 5
年老いたライオンと小鳥と
の交流

１４ひきのひっこし いわむら かずお/作･絵 童心社 3 １４ひきのシリーズ

しろねこしろちゃん
森 佐智子/文
MAYA MAXX/絵

福音館書店 3
黒くなりたいしろねこしろ
ちゃん

しんせつなともだち
ファン・イーチュン/作
村上 知義/画
君島 久子/訳

福音館書店 4 「かぶ」がめぐりめぐって…

そらいろのたね
なかがわ りえこ/文
おおむら ゆりこ/絵

福音館書店 5
空色の種をまくと空色の家
がはえてきた？！

それはすごいなりっぱだね！
いちかわ けいこ/文
たかはし かずえ/絵

アリス館 2 大きくなったらなにになる？

たかいたかい ジェズ・オールバラ/作・絵 徳間書店 2 どんどん高くなっていく

だれのあしあと ふくだ としお/作・絵 新風舎 2 冬におすすめ

ちいさなたまねぎさん せな けいこ/作・絵 金の星社 3 わるいネズミをやっつけろ
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

ちびゴリラのちびちび
ルース・ボーンスタイン/作
いわた みみ/訳

ほるぷ出版 3
大きくなってもみんなちび
ちびが大好きだよ

てぶくろ
エウゲーニー・Ｍ.ラチョフ/絵
うちだ りさこ/訳

福音館書店 5 ウクライナの民話

どうぞのいす
香山 美子/作
柿本 幸造/絵

ひさかたチャイ
ルド 6 ゆずりあいの心

にんじんさんがあかいわけ
松谷 みよこ/文
ひらやま えいぞう/絵

童心社 3 日本の昔話

はじめてのゆき
なかがわ りえこ/文
なかがわ そうや/絵

福音館書店 5
雪をはじめてみたとらのこ
「とらた」

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 4 はしごにのったらとどくかな？

はるさんがきた
越智 のりこ/作
出久根 育/絵

すずき出版 5 寒い日に心温まる話

※ ぼくのおじいちゃんのかお
天野 祐吉/作
沼野 早苗/写真

福音館書店 3 写真絵本

ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ
マーガレット・ワイズ・ブラウ
ン 坪井 郁美/文 林
明子/絵

ペンギン社 6 とにかくまっすぐ歩いていこう！

もりのなか
マリー・ホール・エッツ/文・絵
まさき るりこ/訳

福音館書店 6 少人数向き 続編あり

わたしのワンピース にしまき かやこ/作･絵 こぐま社 4 どんどん模様がかわっていく

3

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

きょだいなきょだいな
長谷川 摂子/作
降矢 なな/絵

福音館書店 4
あったとさあったとさ、きょだ
いなピアノが…

三びきのやぎのがらがらどん
マーシャ・ブラウン/絵
瀬田 貞二/訳

福音館書店 5 北欧の民話

ぞうのぼたん うえの のりこ/作・絵 冨山房 3 参加型絵本 字のない絵本

だいくとおにろく
松居 直/再話
赤羽 末吉/絵

福音館書店 5 日本の昔話

ちいさなねこ
石井 桃子/作
石井 襄/絵

福音館書店 3 ちいさいねこの冒険

ちいさなヒッポ
マーシャ・ブラウン/絵
うちだ りさこ/訳

福音館書店 6 版画絵本

とべバッタ 田島 征三/作･絵 偕成社 4 絵に迫力があり遠目がきく

はらはらどきどきの絵本
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

とんでけかぼちゃ あきやま ただし/作・絵
ひさかたチャ
イルド 4 かぼちゃも飛べる？

はじめてのおつかい
筒井 頼子/作
林 明子/絵

福音館書店 5
ちゃんとおつかいできる
かな？

ふしぎなたけのこ
松野 正子/作
瀬川 康男/絵

福音館書店 7 どこまでものびるたけのこ

ふしぎなナイフ
中村 牧江・林 健造/作
福田 隆義/絵

福音館書店 3 想像力がふくらむ絵本

ふとんやまトンネル
那須 正幹/作
長野 ヒデ子/絵

童心社 5 ふとんの中にはなにがある？

めっきらもっきらどおんどん
長谷川 摂子/作
降矢 奈々/絵

福音館書店 7
へんてこりんな３人組と遊ぶ
かんた

4

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

あれれれれ
やぎゅう げんいちろう/作･
絵

福音館書店 3 よくよく見ると不思議だな？

いったでしょ 五味 太郎/作・絵 偕成社 1 あーあ やっちゃった

おかあさんのパンツ 山岡 ひかる/作･絵 絵本館 2
私のパンツをおかあさんが
はいたら？ 続編あり

おどります 高畠 純/作・絵 絵本館 2 メケメケ フラフラ～

おばけのコンサート たむら しげる/作･絵 福音館書店 3 ようこそ、おばけのコンサートへ

かとおもったら いしばし ひろやす/作･絵 新風社 2 想像力がふくらむ絵本

きんぎょがにげた 五味 太郎/作･絵 福音館書店 2
金魚はどこにいる？
みんなでさがして

さつまのおいも
中川 ひろたか/文
村上 康成/絵

童心社 3 秋におすすめ
ピーマン村の絵本たちシリーズ

すいかのたね さとう わきこ/作・絵 福音館書店 7 ばばばあちゃんシリーズ

すっぽんぽんのすけ
もとした いづみ/作
荒井 良二/絵

鈴木出版 3 すっぽんぽんのすけシリーズ

スパゲッティになりたい
おいかわ けんじ，
たけうち まゆこ/作

学習研究社 4 いろんなものになりたいぼく

そうじき
ねじめ 正一／作
飯野 和好/絵

すずき出版 2
きれいにしようと思ったの
に･･･

ゆかいで笑いたくなる絵本
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

そら、はだかんぼ！ 五味 太郎/作・絵 偕成社 3
変身、ヘンシン、また
へんしん

だめだめおさるのサルサ 竹内 通雅/作・絵 教育画劇 3 おこられても平気のサルサ

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古 里子/作・絵 福音館書店 8 シリーズ本

でんしゃにのって とよた かずひこ/作・絵 アリス館 4
うららちゃんののりものえほ
んシリーズ

トイレとっきゅう 織茂 恭子/作・絵 福音館書店 3 トイレが遠足に行っちゃった！

とうさんまいご 五味 太郎/作・絵 偕成社 5 少人数向き

どんどんしっぽ 竹内 通雅/作・絵 あかね書房 5 たぬきのしっぽがひとりで…

なにたべてるの？
いちかわ けいこ/文
たかはし かずえ/絵

アリス館 3
あなたの好きな食べ物は
なあに？

なにをたべてきたの？
岸田 衿子/文
長野 博一/絵

佼成出版社 4 おなかに色がついたわけは？

なりました
内田 麟太郎/作
山口 マオ/絵

すずき出版 3 ナンセンス絵本

にょきにょき 多田 ヒロシ/作・絵 こぐま社 3
ページをめくる楽しさがいっ
ぱい

にんじんとごぼうとだいこん 和歌山 静子/絵 すずき出版 3 日本の民話

にんじんロケット 佐々木 マキ/作･絵 福音館書店 2
にんじんがロケットになっ
ちゃった

ねこざかな 渡辺 有一/作・絵 フレーベル館 4 ねこざかなシリーズ

はけたよはけたよ
かんざわ としこ/作
にしまき かやこ/絵

偕成社 4 ひとりでパンツがはけるかな？

ぱっくんおおかみときょうりゅう
たち

木村 泰子/作・絵 ポプラ社 3 ぱっくんおおかみシリーズ

バナナをかぶって
中川 ひろたか/文
あべ 弘二/絵

クレヨンハウ
ス 2 歌が絵本になった

はやくねてよ あきやま ただし/作・絵 岩崎書店 5
なかなか寝られない子にお
すすめ

はらぺこヘビくん みやにし たつや/作・絵 ポプラ社 3 なんでも食べるヘビのお話

びっくり、しゃっくり くしゃみに
おなら

長 新太/作・絵 福音館書店 3 ナンセンス絵本
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

ひょいひょいひょい あきやま ただし/作・絵 鈴木出版 3 どんどん足がのびていく！

ふくろうのそめものや 山口 マオ/絵 鈴木出版 2 日本の民話

へんしんトンネル あきやま ただし/作・絵 金の星社 3 へんしんシリーズ

へんなおにぎり 長 新太/作・絵 福音館書店 2 ナンセンス絵本

ぼくんちどうぶつえん
正道 かほる/文
大島 妙子/絵

童心社 3 ようこそぼくのおうちへ

※ ミミーのみみ 富永 秀夫/作･絵 フレーベル館 6 うそをうくと耳がのびる？

よくばりすぎたねこ さとう わきこ/作・絵 PHP研究所 5
たまごを拾った欲張りな猫
の見た夢は？

わにさんどきっ はいしゃさん
どきっ

五味 太郎/作・絵 偕成社 2
お互いにこわがるわにさんと
歯医者さん

5 おいしい絵本

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

いちごです 川端 誠/作・絵 文化出版局 5 シリーズ本

かえるとカレーライス 長 新太/作・絵 福音館書店 2 カレーがからいよ

ぎょうざのひ かとう まふみ/作・絵 偕成社 4
家族で餃子を作って食べよ
う

くまとりすのおやつ
きしだ えりこ／文
ほりうち せいいち，もみこ/
絵

福音館書店 2 きいちごっておいしいな！

ぐりとぐら
なかがわ りえこ/作
おおむら ゆりこ/絵

福音館書店 5 ぐりとぐらシリーズ

さかなだ さかなだ 長野 ヒデ子/作・絵 偕成社 4
でっかいサカナをみんなで
食べよう

１４ひきのあさごはん いわむら かずお/作･絵 童心社 3 １４ひきのシリーズ

ねずみさんのながいパン 多田 ヒロシ/作・絵 こぐま社 3
ねずみさん、パン持ってどこ
いくの？

はらぺこあおむし
エリック・カール/作
もり ひさし/訳

偕成社 3 色のきれいなしかけ絵本

ぼくのおべんとう スギヤマ カナヨ/作･絵 アリス館 2
「わたしのおべんとう」と一緒
に読むと楽しい

やさいだいすき 柳原 良平/作･絵 こぐま社 3 やさいがすきになるといいな
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6

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

かみさまからのおくりもの ひぐち みちこ/作・絵 こぐま社 3
天使がはこんできたものは
…

これはて 五味 太郎/作・絵 岩崎書店 3 手の活躍を描く絵本

ぷらぷら もも/作･絵 岩崎書店 2 みのむしの成長

7

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

１，２，３と一、二、三
星川 ひろ子/作
小西 啓介/デザイン

福音館書店 2
すうじのかくれんぼ
写真絵本

いないよいないよいませんよ ふくざわ ゆみこ/作・絵 教育画劇 5 ちょうちょのかくれんぼ

うんこ みやにし たつや/作･絵 鈴木出版 2 色々な動物の色々なうんこ

おおきなおなべとちいさなおな
べ

二宮 由紀子/文
石倉 ヒロユキ/絵

福音館書店 4
仲良くおいしいお料理つくろ
う

おかしいなおかしいね 得田 之久/作・絵 福音館書店 1
違った角度から見ると 見え
るものが違う

かまきりのちょん 得田 之久/作・絵 福音館書店 8 かまきりの一日

かみひこうき
小林 実/文
林 明子/絵

福音館書店 3 かみひこうきをとばそう

ダンゴムシみつけたよ 皆越 ようせい/写真・文 ポプラ社 5 写真絵本

どうやってねるのかな やぶうち まさゆき/作・絵 福音館書店 3 参加型絵本
薮内正幸のどうぶつ絵本シリーズ

どろだんご
たなか よしゆき/文
のさか ゆうさく/絵

福音館書店 3 たのしい泥あそび

ぼく、だんごむし
得田 之久/文
たかはし きよし/絵

福音館書店 5 ダンゴムシの生態

ぼくはぞうだ 五味 太郎/作・絵 福音館書店 4
生態や大きさの比較をおも
しろく描いている

ほね、ほね、きょうりゅうのほ
ね

バイロン・バートン/作
かけがわ やすこ/絵

インターコミュ
ニケーション
ズ

4 恐竜の骨を探して歩く

みんなうんち 五味 太郎/作･絵 福音館書店 3 「うんち」のたのしい絵本

いのち・自然が大切に思える絵本

科学の絵本
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

やさいのおなか きうち かつ/作・絵 福音館書店 3 参加型絵本

わゴムはどのくらいのびる
かしら？

マイク・サーラー/文
ジェリー・ジョイナー/絵
岸田 衿子/訳

ほるぷ出版 3
ほんとにこんなにのびる
の？

8

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

あいうえおうた
谷川 俊太郎/文
降矢 なな/絵

こぐま社 2
あいうえお順の詩と絵が
マッチ

かお かお どんなかお 柳原 良平/作・絵 こぐま社 2 いろんな顔がいっぱい！

カニ ツンツン
金関 寿夫/文
元永 定正/絵

福音館書店 3
ことばと絵をからだで感じて
たのしむ絵本

木いちごつみ
きしだ えりこ/詩
やまわき ゆりこ/絵

福音館書店 2 子どものための詩と絵の本

ころ ころ ころ 元永 定正/文･絵 福音館書店 2 小さな色玉が ころころ･･･

そしたらそしたら
谷川 俊太郎/文
柚木 沙弥郎･絵

福音館書店 3
おかしなことがつぎつぎ起こ
る

ててててて 五味 太郎/作・絵 偕成社 3 テンポよく

はじめまして
新沢 としひこ/作
大和田 美鈴/絵

鈴木出版 2 仲良くなるための第一歩

ぶたたぬききつねねこ 馬場 のぼる/作・絵 こぐま社 3 しりとり遊び 続編あり

ぽんぽん
内田 麟太郎/作
畑中 純/絵

鈴木出版 2 ゆかいな絵とストーリー

ままです すきです すてきです
谷川 俊太郎/文
タイガー 立石/絵

福音館書店 3
不思議で奇妙なしりとり
遊びの絵本

めの まど あけろ
谷川 俊太郎/文
長 新太/絵

福音館書店 4
起きてから寝るまでを詩で
描いた絵本

もけらもけら
山下 洋輔/作
元永 定正 /絵

福音館書店 3
へんてこな絵と言葉のたくさ
んでてくる絵本

わんわんわんわん 高畠 純/作・絵 理論社 2 動物の鳴き声いっぱい

ことば・詩の絵本



年長～小学校低学年向け



年長－低学年 - 1

1 ※年令・時間は目安です

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

アフリカの音 沢田 としき/作・絵 講談社 3 アフリカのくらしを描いた絵本

アンディとらいおん
ジェームズ・ドーハティ/文・
絵 むらおか はなこ/訳

福音館書店 7 ライオンと少年の友情のお話

いそがしいよる さとう わきこ/作・絵 福音館書店 5 ばばばあちゃんシリーズ

※ いねかりやすみ 菊池 日出夫/作･絵 福音館書店 8
農家の稲刈りのお話
のらっこのえほんシリーズ

うきうきしたら
ジェズ・オールバラ/作
多賀 京子/訳

徳間書店 5 うきうきしたら空を飛べるの？

おーい みえるかい 五味 太郎/作･絵 教育画劇 2 導入におすすめ

おじいさんならできる
フィービ・ギルマン/作・絵
芦田 ルリ/訳

福音館書店 7
おじいさんと孫の心温まる
お話

おじいちゃんちでおとまり なかがわ ちひろ/作・絵 ポプラ社 4
初めておじいちゃんちにとま
るぼく

おばけのバーバパパ
アネット・チゾン＆タラス・テイ
ラー/作 山下 明生/訳

偕成社 5
何にでも変身できるおばけ
のバーバパパ

おもいついたらそのときに
西内 ミナミ/作
にしまき かやこ/画

こぐま社 7
その気になったらすぐ実
行！

かいじゅうじまのなつやすみ
風木 一人/作
早川 純子/絵

ポプラ社 8 夏におすすめ

かたあしのひよこ
水谷 章三/文
いとう ひろし/絵

ほるぷ出版 9 スペインの民話

カメレオンはどこ？
グレイグ・K・ストレート/文
J.アルエゴ，A.デュウェイ/絵
赤木 かん子/訳

ほるぷ出版 4 春におすすめ

９９９ひきのきょうだい
木村 研/作
村上 康成/絵

ひさかたチャ
イルド 5 しかけ絵本 続編あり

げんきなマドレーヌ
ルドウィッヒ・ベーメルマンス
/作・画 瀬田 貞二/訳

福音館書店 6 シリーズ本

さかさのこもりくん あきやま ただし/作・絵 教育画劇 6 続編あり

さんねんごい 菊池 日出夫/作･絵 福音館書店 4
川で見つけた大きな鯉
のらっこの絵本シリーズ

１１ぴきのねこ 馬場 のぼる/作･絵 こぐま社 8 １１ぴきのねこシリーズ

１０＋１ぴきのかえる
間所 ひさこ/作
仲川 道子/絵

PHP研究所 4 １０ぴきのかえるシリーズ

せんたくかあちゃん さとう わきこ/作・絵 福音館書店 7 洗濯ならかあちゃんにおまかせ

楽しくて元気になれる絵本



年長－低学年 - 2

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

せんたくねこさん 高木 さんご/作・絵
ひさかたチャ
イルド 4 ねこのせんたく屋さん

だいこんどのむかし
渡辺 節子/文
二俣 英五郎/絵

ほるぷ出版 6 日本の昔話

ちびくろさんぼ
ヘレン・バンナーマン/文
フランク・ドビアス/絵
光吉 夏弥/訳

瑞雲社 10
小型絵本 少人数向き
トラがバターになるお話

つきよのおんがくかい
山下 洋輔/文
柚木 沙弥郎/絵

福音館書店 8 テンポよく

でこちゃん つちだ のぶこ/作･絵 ＰＨＰ研究所 5
おでこがかわいい「でこちゃ
ん」

※ でてこいミルク！
ジェニファー・A・.エリクソン/作
オラ・アイタン/絵
うちだ りさこ/訳

福音館書店 4
ミルクはどうすればでてくる
の？

１０までかぞえられるこやぎ
アルフ・プリョイセン/著
林 明子/画
山内 清子/訳

福音館書店 12 数をかぞえるのは楽しいよ

となりのせきのますだくん 武田 美穂/作・絵 ポプラ社 5
みほちゃんが気になる
ますだくんシリーズ

とぶ
谷川 俊太郎/著
和田 誠/画

福音館書店 4 とべたらいいな

歯がぬけた
中川 ひろたか/作
大島 妙子/絵

PHP研究所 6 抜けた歯はどうしよう？

バムとケロのおかいもの 島田 ゆか/作・絵 文溪堂 8 バムとケロシリーズ

ひみつのがっき 五味 太郎/作・絵 偕成社 4 からだの中に楽器がかくれてる

びゅんびゅんごまがまわったら
宮川 ひろ/作
林 明子/絵

童心社 9 校長先生と子どものふれあい

※ ビリーはもうすぐ１ねんせい
ローレンス・アンホールト/文
キャスリーン・アンホールト/絵
松野 正子/訳

岩波書店 9 学校へいくのがちょっと不安…

ぼくがいっぱい いもと ようこ/作・絵 岩崎書店 5 やっぱりぼくはひとりでいい

ポッケのワンピース つちだ のぶこ/作・絵 学習研究社 5 ポケットには何が入っている？

ましろのあさ いもと ようこ/作・絵 金の星社 3
あみからにげだしたうさぎの
ましろは･･･

まってるよサンタクロース
ジュリー・サイクス/作
ティム・ワーンズ/絵
にしき はるみ/訳

文渓堂 7 ねぼすけサンタのお話

まゆとおに
富安 陽子/文
降矢 なな/絵

福音館書店 9
やまんばの娘まゆのお話シ
リーズ

むしたちのうんどうかい
得田 之久/文
久住 卓也/絵

童心社 8 一番はだれ？ 続編あり



年長－低学年 - 3

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

もりでいちばんつよいのは？
ジュリア・ドナルドソン/文
アクセル・シェフラー/絵
久山 太市/訳

評論社 7
森で一番強い生き物は誰だ
ろう？

やぁゆきだるま！
ロイス・エイラト/作
ふじさき なおこ/訳

偕成社 4 目にたのしいゆきだるま！

ゆうたはともだち きたやま ようこ/作･絵 あかね書房 2
小型絵本 少人数向き
ゆうたくんちのいばりいぬ
シリーズ

ゆきだるまはよるがすき！
キャラリン・ビーナー/文
マーク・ビーナー/絵
せな あいこ/訳

評論社 5
ゆきだるまの夜の素顔は？
続編あり

ヨセフのだいじなコート
シムズ・ターバック/作
木坂 涼/訳

フレーベル館 4 しかけ絵本

ラチとライオン
マレーク・ベロニカ/文・絵
徳永 康元/訳

福音館書店 9 小型絵本 少人数向き

わんぱくだんのクリスマス
ゆきの ゆみこ，上野 与志/作
末崎 茂樹/絵

ひさかたチャイルド 10 わんぱくだんシリーズ

2

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

あさえとちいさいいもうと
筒井 頼子/作
林 明子/絵

福音館書店 5
はじめてのおるすばんで
大事件？

あしたうちにねこがくるの
石津 ちひろ/文
ささめや ゆき/絵

講談社 3 どんなねこがくるのかな？

いぬがかいた～い！
ボブ・グラハム/作
木坂 涼/訳

評論社 7 家に犬がいるっていいな

海からきたカサゴン 伊藤 順一/作・絵 徳間書店 6 海でみつけた大事な友だち

おおきなきがほしい
佐藤 さとる/文
村上 勉/絵

偕成社 10 こんな木があったらいいな

おこじょのユキ
あんびる やすこ/作
藤本 四郎/絵

すずき出版 7 おこじょのユキの独り立ち

おじいちゃんのまち 野村 たかあき/作・絵 講談社 5 人間関係のよさを描いた絵本

おつきみうさぎ
中川 ひろたか/文
村上 康成/絵

童心社 5 ピーマン村の絵本たちシリーズ

おにいちゃんにははちみつ
ケーキ

ジル・ローベル/文
セバスチャン・ブラウン/絵
なかがわ ちひろ/訳

主婦の友社 6
おにいちゃんになった男の
子 の切ない気持ち

おにたのぼうし
あまん きみこ/作
岩崎 ちひろ/絵

ポプラ社 8 節分におすすめ

優しい気持ちになる・ほのぼの絵本



年長－低学年 - 4

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

おはいんなさいえりまきに
角野 栄子/作
牧野 鈴子/絵

金の星社 8
マフラーをせっせと編むりっ
ちゃん

おふろだいすき
松岡 享子/作
林 明子/絵

福音館書店 10
お風呂で繰り広げられる楽
し いお話

かあちゃんかいじゅう
内田 麟太郎/作
長谷川 義史/絵

ひかりのくに 3
いつもはこわいかあちゃん、
でも…

かもさんおとおり
ロバート・マックロスキー/文・絵
わたなべ しげお/訳

福音館書店 15 かもの親子の引っ越しのお話

きつねのかみさま
あまん きみこ/作
酒井 駒子/絵

ポプラ社 6
なわとびを忘れたりえちゃん
は…

きょうはなんのひ？
瀬田 貞二/作
林 明子/絵

福音館書店 8
家族のあたたかさが伝わっ
てくる絵本

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 8
ボタンのとれたおもちゃのく
まは…

クレリア
えだのうえでおきたできごと

マイケル・グレイニエツ/文・絵
ほその あやこ/訳

セーラー出版 8
クレリアという虫を知りませ
んか？

くろうまブランキー
伊東 三郎/再話
堀内 誠一/画

福音館書店 3 クリスマスにおすすめ

こぎつねコンとこだぬきポン
松野 正子/文
二俣 英五郎/画

童心社 10
きつねとたぬきが友だちに
なるお話

こんこんさまにさしあげそうろう
森 はな/作
梶山 俊夫/絵

PHP研究所 10 山で生きる人ときつねの交流

ざぼんじいさんのかきのき
すとう あさえ/文
織茂 恭子/絵

岩崎書店 7 みんなで食べるとおいしいよ

サリーのこけももつみ
ロバート・マックロスキー/文・絵
石井 桃子/訳

岩波書店 10
サリーと小熊はお母さんか
ら はぐれて・・・

シイイイッ！
ジーン・ウィリス/文
トニー・ロス/絵
いけ ひろあき/訳

評論社 4 静かにして！

じいじのさくら山 松成 真理子/作･絵 白泉社 5 孫と祖父の心温まるお話

シャンプーなんて、だいきらい
アンバー・スチュアート/文
ローラ・ランキン/絵
おおつか のりこ/訳

徳間書店 8
うさぎの男の子がちょっぴり
おにいちゃんになるお話

じろきち おおかみ 矢玉 四郎/作･絵 岩崎書店 6 版画絵本

ずーっとずっとだいすきだよ
ハンス・ウィルヘルム/作･絵
久山 太市/訳

評論社 4 ぼくと犬のエルフィーのお話

すてきなあまやどり
バレリー・ゴルバチョフ/作・絵
なかがわ ちひろ/訳

徳間書店 4 ブタくんのぬれた訳は？

そらまめくんのベッド なかや みわ/作･絵 福音館書店 6 そらまめくんシリーズ

だいこんとにんじんとごぼう つるた ようこ/再話・絵 アスラン書房 3 はじめはみんな白かった？



年長－低学年 - 5

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

たぬきのいとぐるま
松岡 節/文
狩野 富貴子/絵

ひかりのくに 8 伊豆地方の民話

タンゲくん 片山 健/作･絵 福音館書店 5
のらねこのタンゲくんはマイ
ペース

ちいさな魔女リトラ 広野 多珂子/文・絵 福音館書店 8
お母さんが病気になった
トーマは…

つきよのくじら
戸田 和代/作
沢田 としき/絵

鈴木出版 5 親子のくじらのおはなし

てがみをください
山下 明生/作
村上 勉/絵

文研出版 4 手紙がほしいかえるのお話

手ぶくろを買いに
新美 南吉/作
黒井 健/絵

偕成社 13 狐と人間のあったかいお話

どのくらいおおきいかっていう
とね

船崎 靖子/文
にしかわ おさむ/絵

偕成社 3
おおきな おおきな おおき
なクマさんとくらべると･･･

とんことり
筒井 頼子/著
林 明子/絵

福音館書店 7
引っ越してきた女の子の揺
れる気持ち

どんなにきみがすきだかあて
てごらん

サム・マクブラットニィ/文
アニタ・ジェラーム/絵
小川 仁央/訳

評論社 6
チビウサギとデカウサギの
お話

ないた
中川 ひろたか/作
長 新太/絵

金の星社 4 いろんな泣く場面が出てくる

なかよくなんかならないよ
リカルド・アルカンターラ/文
グスティ/絵
伏見 操/訳

文化出版社 5 こいぬとこねこのお話

なくしたものみつけた 五味 太郎/作・絵 偕成社 3 思い出を見つけた

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 10 にじいろのさかなシリーズ

にじいろのしまうま
こやま 峰子/作
やなせ たかし/絵

金の星社 4
しまうまはみんなのために
雨乞いをした

ねこのき
長田 弘/作
大橋 歩/絵

クレヨンハウ
ス 4 おばあさんと猫のお話

ねずみにそだてられたこねこ
ミリアム・ノートン/文
ガース・ウィリアムズ/絵
戸谷 陽子/訳

徳間書店 10 かたき同士のはずが…

はなたれこぞうさま
川崎 大治/文
太田 大八/絵

童話館 6
こぞうさまがはなを「ぶーん」
とかむと…

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 8
戦うことがきらいな牛のお話
少人数向き

ピーターのくちぶえ
エズラ・ジャック・キーツ/作
木島 始/訳

偕成社 5 シリーズ本

ふゆじたくのおみせ ふくざわ ゆみこ/作･絵 福音館書店 10
おおきなクマさんとちいさな
ヤマネくんシリーズ



年長－低学年 - 6

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

フレデリック
ちょっとかわったのねずみのはなし

レオ・レオニ/作
谷川 俊太郎/訳

好学社 5 感性豊かなねずみのお話

ふわふわくもパン
ベク・ヒナ/文・絵 キム・
ヒャンス/写真 星 あキ
ラ．キム・ヨンジョン/共訳

小学館 5 韓国の絵本

ぼくがおっぱいをきらいなわけ 磯 みゆき/作・絵 ポプラ社 2
お兄ちゃんになったぼくは
ちょっと不満 続編あり

まんげつのよるまでまちなさい
マーガレット・ワイズ・ブラウン/
作 ガース・ウィリアムズ/絵
松岡 享子/訳

ペンギン社 9
もう少し待ったらいいことが
あるよ

※ もぐおばさんのすももジャム 吉田 道子/作 童心社 7
もぐおばさんの一年を楽しく
描いた絵本 少人数向き

やさしいゆきだるま
フランチェスカ・シュティッヒ/作
ヴラスタ・バランコヴァ/絵
那須田 淳/訳

ひのくま出版 7 冬におすすめ

やさしいライオン やなせ たかし/文・絵 フレーベル館 10
犬に育てられたライオンの
話

やまこえのこえかわこえて こいで やすこ/作 福音館書店 8 きつねのきっこシリーズ

山ねこおことわり
あまん きみこ/文
北田 卓史/絵

ポプラ社 9
タクシーのお客はやまねこ
だった？

ゆき
ユリ・シュルヴィッツ/作
さくま ゆみこ/訳

あすなろ書房 4 冬におすすめ 幻想的

雪のかえりみち
藤原 一枝/作
はた こうしろう/絵

岩崎書店 8 冬におすすめ

ゆきみち 梅田 俊作，梅田 佳子/著 ほるぷ出版 7
生まれた弟に会いに雪道を
乗り越えて・・・

りんごがひとつ ふくだ すぐる/作・絵 岩崎書店 3
さるがりんごを独り占めした
訳は…

ルラルさんのにわ いとう ひろし/作･絵 ほるぷ出版 4 ルラルさんシリーズ

ろくべえまってろよ
灰谷 健次郎/作
長 新太/絵

文研出版 7
穴に落ちた犬を子どもたちが救
出

3

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

あな
谷川 俊太郎/作
和田 誠/画

福音館書店 3 どこまでもほりつづけると…

あめだま
新美 南吉/作
長野 ヒデ子/絵

星雲社 3 遠目がきく

いじわるブッチー
バーバラ・ボットナー/文
ペギー・ラスマン/絵
東 春見/訳

徳間書店 5 いじわるばっかりしていると…

はらはらどきどきの絵本
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

いたずらきかんしゃちゅうちゅう
バージニア・リー・バートン/文・絵

むらおか はなこ/訳
福音館書店 11 にげだした機関車のお話

うまかたやまんば
おざわ としお/再話
赤羽 末吉/画

福音館書店 6 日本の昔話

おおかみと七ひきのこやぎ
フェリクス・ホフマン/絵
瀬田 貞二/訳

福音館書店 10 グリムの昔話

おしいれのぼうけん
ふるた たるひ/作
たばた せいいち/作

童心社 15
けんかしておしいれに入れ
られた二人は…

おしゃべりなたまごやき
寺村 輝夫/作
長 新太/絵

福音館書店 10 たまごが大好きな王様のお話

おちゃのじかんにきたとら
ジュディス・カー/作
晴海 耕平/訳

童話館 5 お腹のすいたトラがやってきた

おっきょちゃんとかっぱ
長谷川 摂子/文
降矢 奈々/絵

福音館書店 8 かっぱの国へ行った子どものお話

おばけこわくないぞ!
石津 ちひろ/作
石井 聖岳/絵

あかね書房 2 もしもおばけがでてきたら・・

おまたせクッキー
パット・ハッチンス/作
乾 侑美子/訳

偕成社 4 クッキーたりるかな？

かっぱのごちそう
阿部 夏丸/文
渡辺 有一/絵

童心社 10
かっぱが教えてくれた川遊びが
５つ

かにむかし
木下 順二/文
清水 崑/絵

岩波書店 13 日本の昔話

ガラスめだまときんのつののヤギ
田中 かな子/訳
スズキ コージ/画

福音館書店 7 白ロシア民話

きつねのテスト
小沢 正/作
片山 健/絵

ビリケン出版 9
学校の帰り道、不思議な
テストが･･･

きみの町に星をみているねこ
はいないかい?

えびな みつる/作･絵 架空社 4 猫は本当は宇宙人？

きょうはみんなでクマがりだ
マイケル・ローゼン/作
ヘレン・オクセンバリー/画
山口 文生/訳

評論社 8
ことばのリズムとストーリー
の展開が面白い

くものすおやぶんとりものちょう 秋山 あゆ子/作・絵 福音館書店 6 時代劇絵本 少人数向き

けんかのきもち
柴田 愛子/文
伊藤 秀男/絵

ポプラ社 6 けんかをした男の子の気持ち
からだとこころのえほんシリーズ

こすずめのぼうけん
ルース・エインワース/作
堀内 誠一/画
石井 桃子/訳

福音館書店 6
初めて飛んだ日、遠くまで
行きすぎて…

３びきのくま
トルストイ/文
ポール・ガルドン/絵
多田 ひろみ/訳

ほるぷ出版 6 ロシアの昔話

三びきのこぶた
山田 三郎/絵
瀬田 貞二/訳

福音館書店 4 イギリスの昔話
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

しゃっくりがいこつ
マージェリー・カイラー/作
Ｓ・Ｄ・シンドラー/絵
黒宮 純子/訳

セーラー出版 5 ハロウィンにおすすめ

すてきな三にんぐみ
トミー・アンゲラー/作･絵
今江 祥智/訳

偕成社 5
どろぼう三人組と女の子の
お話

ソメコとオニ
斎藤 隆介/作
滝平 二郎/絵

岩崎書店 6 切り絵絵本

ダンスのすきなワニ
リチャード・ウェアリング/文
ホリー・スウェイン/絵
まえざわ あきえ/訳

朔北社 7
二人の一番のお気に入りは
タンゴ

ちいさなさかなピピ
ジョス・ゴフィン/作･絵
乙武 洋匡/文

講談社 3 ピピの冒険のおはなし

ちからたろう
いまえ よしとも/文
たしま せいぞう/絵

ポプラ社 10
日本の民話をもとにしたお
話

チムとゆうかんなせんちょうさん
エドワード・アーディゾーニ/作
せた ていじ/訳

福音館書店 11 チムシリーズ

ちょろりんととっけー 降矢 なな/作・絵 福音館書店 10 とかげの兄弟の冒険 続編あり

どかんねこ 矢玉 四郎/作・絵 ポプラ社 4 どかんにねこが入ったら･･･

とらとほしがき
パク・ジェヒョン/再話・絵
おおたけ きよみ/訳

光村教育図
書 5 韓国の昔話

どろんこハリー

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 6 どろんこハリーシリーズ

ナムチンカラトラヤーヤー
松谷 みよ子/文
諸橋 精光/絵

小学館 5 日本の昔話

ねこがさかなをすきになったわけ ひだの かな代/作・絵 新風舎 5 魚はねこの恩人、そのわけは…

ねんどぼうや
ミラ・ギーンズバーグ/文
ジョン・Ａ・スミス/絵
覚 和歌子/訳

徳間書店 5 ロシアの昔話

バーガーボーイ
アラン・デュラント/文
まつおか めい/絵
真珠 まりこ/訳

主婦の友社 6
ハンバーガーばかり食べて
いると…

はじめてのおるすばん
しみず みちお/作
山本 まつ子/絵

岩崎書店 4
お母さんが急に出かけてし
まった…

バスをおりたら… 小泉 るみ子/作・絵 ポプラ社 3
バスをのりちがえた女の子
のお話

パンのかけらとちいさなあくま
内田 莉莎子/再話
堀内 誠一/訳

福音館書店 9 リトアニアの昔話

ふくはうちおにもうち
内田 麟太郎/作
山本 孝/絵

岩崎書店 4 節分におすすめ

ふくろにいれられたおとこのこ
山口 智子/再話
堀内 誠一/画

福音館書店 5 フランスの昔話
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

ぶたぶたくんのおかいもの 土方 久功/作・絵 福音館書店 7 顔つきパンが印象的

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 12 グリムの昔話

へそもち
渡辺 茂男/作
赤羽 末吉/絵

福音館書店 5 かみなり様はおへそが好き

ぼくのパンツがぬすまれた！
アラン・メッツ/作
石津 ちひろ/訳

長崎出版 4
オオカミより、子ヒツジのほう
が上手かも・・。

ぼくはおこった
ハーウィン・オラム/文
きたむら さとし/絵・訳

評論社 4
アーサーが怒ると町が嵐に
…

ぽんぽん山の月
あまん きみこ/作
渡辺 洋二/絵

文研出版 8 お月見におすすめ

マーシャと白い鳥
ミハイル・ブラートフ/再話
出久根 育/絵・訳

偕成社 8 ロシアの民話

まよなかのだいどころ
モーリス・センダック/作・絵
じんぐう てるお/訳

冨山房 5
夜のだいどころでおこった
ことは…

もうひとりのアドロ 成田 雅子/作・絵 講談社 6 ぼくとそっくりな、きみはだれ?

もりのかくれんぼう
末吉 暁子/作
林 明子/絵

偕成社 10 かくれているのはだれ？

雪の上のなぞのあしあと あべ 弘士/作･絵 福音館書店 8
北国の動物園で実際にあっ
たお話 少人数向き

ゆらゆらばしのうえで
きむら ゆういち/文
秦 好史郎/絵

福音館書店 7
きつねとうさぎが橋の上で
バッタリ

われたたまご 小野 かおる/再話・画 福音館書店 8 フィリピンの民話

4

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

アーダじいさんとコーダじいさん たたら なおき/作･絵 佼成出版社 10 ほらふき話が好きな２人のお話

あしにょきにょき 深見 春夫/作・絵 岩崎書店 5
めずらしいそら豆をたべたと
たん！？

あたごの浦
脇 和子/再話
大道 あや/絵

福音館書店 8 壱岐の昔話

あたまにかきの木
小沢 正/文
田島 征三/絵

教育画劇 8 日本の民話

あらまっ！
ケイト・ラム/作
エイドリアン・ジョンソン/絵
石津 ちひろ/訳

小学館 5 眠れない男の子のお話

ゆかいで笑いたくなる絵本
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

いいないいなこのおうち 軽部 武宏/作・絵 小学館 6 かわったおうち大集合

イカタコつるつる 長 新太/作・絵 講談社 4 ナンセンス絵本

いたずらジャック 犬飼 さやか/作・絵 新風舎 4 ハロウィンにおすすめ

いっきょくいきまぁす 長谷川 義史/作・絵 PHP研究所 8 カラオケ絵本

いったでしょ 五味 太郎/作・絵 偕成社 4 馬の親子の掛け合いが楽しい

うえへまいりまぁす 長谷川 義史/作・絵 PHP研究所 4 ユーモラスなイラストとお話

うしさんおっぱいしぼりましょ
穂高 順也/作
竹内 通雅/絵

ポプラ社 5 ナンセンス絵本

うちのパパってかっこいい
アンソニーブラウン/作･絵
久山 太市/訳

評論社 3 パパの魅力を再発見

うんちしたのはだれよ！
ヴェルナー・ホルツヴァルト/文
ヴォルフ・エールブルッフ/絵
関口 裕昭/訳

偕成社 7 どうぶつのうんちがいっぱい

うんちっち
ステファニー・ブレイク/作・絵
ふしみ みさを/訳

ＰＨＰ研究所 3
うさぎの子どもが言える言葉
は…

うんぽっとん みうら し～まる/作・絵 金の星社 3
うんちがぽっとんとおちてきて
…

えすがたよめさま
木島 泉/文
石倉 欣二/絵

ほるぷ出版 6 日本の民話

えほんをよんで、ローリーポー
リー

リリ・シャルトラン/作
ロジェ/絵
徳永 玲子/訳

ポプラ社 9 どうしてこわがらないの？

えんぴつのおすもう かとう まふみ/作・絵 偕成社 6 文房具の国のおすもう大会

おおきなおおきなねこ せな けいこ/作・絵 金の星社 3 お月見におすすめ

おかえし
村山 桂子/作
織茂 恭子/絵

福音館書店 10
引越しご挨拶のお返しは
延々と続き…

おさるとぼうしうり
エズフィール・スロボドキーナ
/作・絵 まつおか きょう
こ/訳

福音館書店 7
昼寝から目覚めると帽子がな
い

おじぞうさん 田島 征三/作･絵 福音館書店 3 テンポよく

おとなしいめんどり
ボール・ガルドン/作
谷川 俊太郎/訳

童話館 6 イギリスの昔話

おどりトラ
金森 襄作/再話
チョン・スクヒャン/絵

福音館書店 7 韓国の昔話
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

おならのしゃもじ
小沢 正/文
田島 征三/画

教育画劇 8 日本の昔話

おばけのてんぷら せな けいこ/作・絵 ポプラ社 6
めがねまでてんぷらにし
ちゃった！

おひるねのいえ
オードリー・ウッド/作
ドン・ウッド/絵
えくに かおり/訳

ブックローン 6 不思議な気持ちになる絵本

おもちのきもち かがくい ひろし/作・絵 講談社 6 お正月におすすめ

オレ・ダレ
越野 民雄/文
高畠 純/絵

講談社 5 なぞなぞ絵本

かたづけポイ・ポイ！
トニー・ボニング/作
サリー・ボブソン/絵
くどう なおこ/訳

小学館 5
おじさんが急に来た、ごみは
どうしよう…

かとおもったら いしばし ひろやす/作・絵 新風舎 3 想像がふくらむ絵本

かめがカメになったわけ
ヤン・モーエセン/作・絵
おおみちゆか/訳

新世研 8 カメの甲羅の由来

から から からが…
高田 桂子/作
木曽 秀夫/絵

文研出版 7 語り口調がおもしろい

きこりとおおかみ
山口 智子/再話
堀内 誠一/画

福音館書店 8 フランスの昔話

キャベツくん 長 新太/文・絵 文研出版 5 ナンセンス絵本

きょうはなんてうんがいいんだ
ろう

宮西 達也/作・絵 鈴木出版 10 次々にいいことが起きる日だ！

きょうりゅうたちがかぜひいた
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 4
きょうりゅうとこどもをおきか
えてみてほしい

くいしんぼうのはなこさん
石井 桃子/文
中谷 千代子/絵

福音館書店 12 わがままな子牛のお話

ごちゃまぜカメレオン
エリック・カール/作・絵
八木田 宜子/訳

ほるぷ出版 4 ありのままがいちばん

このがっきだあれ？
スヴェトラン・ユナコビッチ/
絵 石津 ちひろ/文

小学館 5
参加型絵本 ひらいてごら
んどうぶつえほんシリーズ

ごほん！ごほん！ごほん！
デボラ・ブラス/文
ティファニー・ビーク/絵
小川 ひとみ/訳

童心社 5
図書館にやってきた動物た
ちのお話

ゴムあたまポンたろう 長 新太/作・絵 童心社 8 世界一周冒険の旅

こんたのおつかい 田中 友佳子/作・絵 徳間書店 5 秋におすすめ

３６人のパパ
イアン・リュック・アングルベール
/作 ひろはた えりこ/訳

小峰書店 5
パパは何人いたらちょうどい
い？
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

さるのせんせいとへびのかん
ごふさん

穂高 順也/文
荒井 良二/絵

ビリケン出版 7
こんなお医者さんがいたらびっ
くり！ 続編あり

じごくのそうべえ 田島 征彦/作･絵 童心社 9
上方落語の絵本
じごくのそうべえシリーズ

十二支のはじまり
岩崎 京子/文
二俣 英五郎/画

教育画劇 6 十二支の成り立ちのお話

じてんしゃにのるアヒルくん
デイヴィッド・シャノン/作・絵
小川 仁央/訳

評論社 6 遠目がきく

ジローとぼく 大島 妙子/作・絵 偕成社 5
犬とぼくが入替わるふしぎな
お話

それからのおにがしま
川崎 洋/作
国松 エリカ/絵

岩崎書店 6 ももたろうのおはなしの続き？

だごだご ころころ
石黒 なみ子他再話
梶山 俊夫/再話・絵

福音館書店 6 日本の昔話

たこのぼうやがついてきた
ダン・ヤッカリーノ/作
きやま かすみ/訳

小峰書店 2 ペットが大好きな女の子のお話

たぬきのおつきみ
内田 麟太郎/文
山本 孝/絵

岩崎書店 3 お月見におすすめ

だめだめおさるのサルサ 竹内 通雅/作・絵 教育画劇 3 ものわかりのわるいさるのお話

だめだめ、デイジー
ケス・グレイ/作
ニック・シャラット/絵
よしがみ きょうた/訳

小峰書店 5
世界の絵本コレクションシ
リーズ

だめよ、デイビッド！
デイヴィッド・シャノン/作・絵
小川 仁央/訳

評論社 4 デイビッドシリーズ

だれのじてんしゃ 高畠 純/作･絵 フレーベル館 2 参加型絵本

だれのパンツ
斉藤 洋/作
森田 みちよ/絵

佼成出版社 2 パンツの持ち主をさがせ！

だんまりくらべ 遊子/文・絵 鈴木出版 5 墨絵で描かれた日本の昔話

でんしゃえほん 井上 洋介/作･絵 ビリケン出版 3 へんな電車がはしってたのしい

となりのたぬき せな けいこ /作・絵 鈴木出版 3
けんかばかりしているたぬき
とうさぎのお話

とのさまサンタ
本田 カヨ子/文
長野 ヒデ子/絵

リブリオ出版 7 クリスマスにおすすめ

※ トーマスのもくば
小風 さち/作
長 新太/絵

福音館書店 5 トーマスは「もくば」を独り占め

トム・ティット・トット
岩倉 千春/文
飯野 和好/絵

ほるぷ出版 7 イギリスの民話

ドラゴンだいかんげい？
デイヴィット ラロシェル/文
脇山 華子/絵
長友 恵子/訳

徳間書店 5 ペットを飼いたい男の子のお話
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

どろぼうがっこう 加古 里子/文・絵 偕成社 10 どろぼう学校の遠足だ

トンちゃんってそういうネコ Maya Maxx/作･絵 角川書店 5
シマシマねこのトンちゃんの
お話

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 3
ドアをあけると誰が出てくる
のかな

どんなきぶん？
サクストン・フライマン＆ユー
スト・エルファーズ/作
アーサー・ビナード/訳

福音館書店 5
目鼻をつけた野菜やくだも
の

なっちゃうかもよ 斎藤 多加子/作･絵 PHP研究所 3 からだは正しく使おうね

なにをたべたかわかる？ 長 新太/作･絵 絵本館 8 話の展開が面白い

ニニロのおとしもの いとう ひろし/作・絵 教育画劇 5 しっぽをなくしたとかげのお話

にんげんごっこ
木村 裕一/作
長 新太/絵

講談社 7 動物が人間のまねをする

ねえどっち？
二宮 由紀子/作
あべ 弘士/絵

PHP研究所 8
しまうまの身体の色は白色？
それとも黒色に縞？

ねえ、どれがいい？
ジョン・バーニンガム/作
まつかわ まゆみ/訳

評論社 10 参加型 究極の選択！

ねぎぼうずのあさたろう 飯野 和好/作・絵 福音館書店 10
ねぎぼうずのあさたろうシリー
ズ

ねこのはなびや 渡辺 有一/作・絵 フレーベル館 7 夏におすすめ

ねむいねむいねずみのクリス
マス

佐々木 マキ/作・絵 PHP研究所 10
ねむいねむいねずみシリー
ズ

ハエをのみこんだおばあさん
シムズ・タバック/作・絵
木坂 涼/訳

フレーベル館 7 しかけ絵本

はなすもんかー！ 宮西 達也/作・絵 鈴木出版 2
かえるがつなひきに使った
ひもの正体は？

パフパフ
リン・Ｒ・マクファーランド/文
ジム・マクファーランド/絵
石津 ちひろ/訳

講談社 4
迷子の犬が猫の仲間になる
お話

はやわざむこどん
竹崎 有斐/文
赤坂 三好/絵

佼成出版社 5 日本の昔話

ぴかくんめをまわす
松井 直/作
長 新太/絵

福音館書店 8 信号機が故障した？！

ひとのいいネコ
田島 征三/絵
南部 和也/文

小学館 6 ちょっとかゆくなるかも…

ひゃくにんのおとうさん
譚 小勇・天野 祐吉/文
譚 小勇/絵

福音館書店 5 中国の昔話

ぷしゅ～
風木 一人/作
石井 聖岳/絵

岩崎書店 3 夏におすすめ
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

ぶたぬきくん おまわりさんに
なっちゃった

斉藤 洋/作
森田 みちよ/絵

佼成出版社 5 ぶたぬきくんシリーズ

ぶたのたね 佐々木 マキ/作・絵 絵本館 5 続編あり

へえ六がんばる
北 彰介/作
簑田 源二郎/絵

岩崎書店 6 人のいい「へえ六」のお話

へっこきあねさがよめにきて
大川 悦生/文
太田 大八/絵

ポプラ社 12 日本の昔話

へんてこライオン 長 新太/作・絵 小学館 7 へんてこライオンシリーズ

ぼちぼちいこか
マイク・セイラー/作
ロバート・グロスマン/絵
いまえ よしとも/訳

偕成社 3 関西弁がおもしろい

ぼんぞうののぞきだま
たかどの ほうこ/文
さの ようこ/絵

ポプラ社 10
占い研究家のたぬきの正体
は？

まあちゃんのながいかみ たかどの ほうこ/作･絵 福音館書店 6 髪が早くのびないかなー

まてまて！きつねのおめん しらかた みお/作・絵 新風舎 4 江戸の町を大暴れ！

まほうつかいとねこ せな けいこ/作・絵 鈴木出版 4
「くろねこ」がほしかったのに
しろねこが…

まめうし あきやま ただし/作・絵 PHP研究所 5 まめうしシリーズ

むかでのいしゃむかえ 飯野 和好/作・絵 福音館書店 3 日本の昔話

もったいないばあさん 真珠 まり子/作・絵 講談社 5
物の大切さをおもしろく描い
た絵本

もっちゃうもっちゃうもうもっ
ちゃう

土屋 富士夫/作・絵 徳間書店 6
おしっこがしたい！トイレは
どこ？

ものぐさトミー
ウィリアム・ペン・デュボア/
文・絵 松岡 享子/訳

岩波書店 9 小型本絵本 少人数向き

やんすけとやんすけとやんす
けと

永井 鱗太郎/原作
梶山 俊夫/文・絵

ミキハウス 5 「やんすけ」がいっぱい

ゆきおとこのバカンス 白鳥 洋一/作・絵 ＢＬ出版 5 夏を見たい「ゆきおとこ」のお話

よーいどん！
中川 ひろたか/文
村上 康成/絵

童心社 2 運動会の頃におすすめ
ピーマン村の絵本たちシリーズ

ようかいオジジあらわれる
よなは かんた/文
山口 みねやす/絵

くもん出版 7
酔っ払ったお父さんと子ども
達の話

よかったね ネッドくん
レミー・チャーリップ/作
八木田 宜子/訳

偕成社 4
良いことと悪いことは隣り合わ
せ 手遊びを入れると効果的

よくばりすぎたねこ さとう わきこ/作・絵 PHP研究所 5
たまごを拾った欲張りな猫
の 見た夢は？
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

わがままいもうと
ねじめ 正一/文
村上 康成/絵

教育画劇 5 小型絵本 少人数向き

わたしのうみべ 長 新太/作・絵 佼成出版社 4 ブラックユーモア絵本

わたしゃほんとにうんがいい せな けいこ/文・絵 鈴木出版 4 イギリスの民話

ワーニー、パリへ行く
フレッド・マルチェリーノ/作
せな あいこ/訳

評論社 8 アフリカ育ちのワニのワーニー

ワニのスワニー
中川 ひろたか/著
あべ 弘士/絵

講談社 10 ワニのスワニーシリーズ

ワニぼうのこいのぼり
内田 麟太郎/文
高畠 純/絵

文渓堂 3 ワニぼう一家のシリーズ

5 おいしい絵本

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

ありとすいか たむら しげる/作・絵 ポプラ社 3 夏におすすめ

オー・スッパ
越野 民雄/文
高畠 純/絵

講談社 5
レモンを食べた動物の反応
は？

おばけパーティ
ジャック・デュケノワ/作・絵
大澤 晶/訳

ほるぷ出版 3
なかよしおばけ絵本シリー
ズ 小型絵本 少人数
向き

おりょうりとうさん さとう わきこ/作・絵
フレーベル
館

4 とうさん特製カレーライス

からすのパンやさん 加古 里子/文・絵 偕成社 10 少人数向き

くいしんぼらいおん
八木田 宜子/文
長 新太/絵

徳間書店 3 らいおんえほんシリーズ

ジャイアントジャムサンド
ジョン・ヴァーノン・ロード/文・絵
安西 徹雄/訳

アリス館 8 巨大ジャムサンドではちを撃退

ちょっとそこまでぱんかいに 山下 明生/作・絵 サンリード 6
じてんしゃにのって「おひさ
まパン」を買いにいこう

でんきがまちゃんとおなべちゃ
ん

長野 ヒデ子/作・絵 学習研究社 5
やっぱり、ごはんとみそしる
だ！

ひつじぱん あきやまただし/作・絵 鈴木出版 3 いろいろなパンが登場

ひものでございっ！
平田 昌広/文
平田 景/絵

文化出版局 7 夏におすすめ

ぼくんちカレーライス つちだ のぶこ/作・絵 佼成出版社 6
みんなカレーライスが食べ
たくなる？
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6

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

あかちゃんてね 星川 ひろこ，星川 治雄/著 小学館 6 写真絵本

いのちのまつり ヌチヌグスー
ジ

草場 一壽/作
平安座 資尚/絵

サンマーク出
版 6

いのちのつながりが一目で
わかる

うちにあかちゃんがうまれるの
いとう えみこ/文
伊藤 泰寛/写真

ポプラ社 10 写真絵本

おおきくなるっていうことは
中川 ひろたか/文
村上 康成/絵

童心社 5 ピーマン村の絵本たちシリーズ

おかあさんがおかあさんになった
日

長野 ヒデ子/作・絵 童心社 5 新米おかあさん誕生の日

おじいちゃんのおじいちゃんの
おじいちゃんのおじいちゃん

長谷川 義史/作・絵 BL出版 5
自分のご先祖様をたどって
いくと…

おばあちゃんがいるといいの
にな

松田 素子/作
石倉 欣二/絵

ポプラ社 4
家族の中のおばあちゃんっ
て？

かたあしだちょうのエルフ おのき がく/文・絵 ポプラ社 10
命がけでみんなをまもった
エルフ

カマキリくん タダ サトシ/作･絵 こぐま社 5
カマキリが大好きな子どもの
お話

からだっていいな
山本 直英/作
片山 健/作

童心社 5 「からだ」が主人公の絵本

きかんしゃやえもん
阿川 弘之/文
岡部 冬彦/絵

岩波書店 10
古くなった機関車のお話
小型絵本 少人数向き

くまのこうちょうせんせい
こんの ひとみ/作
いもと ようこ/絵

金の星社 8 病気になって気がつくこと

ゴミをぽいぽい/やまからにげ
てきた

田島 征三/作･絵 童心社 3 環境を考える絵本

せかいいちおおきなうち
レオ・レオニ/作
谷川 俊太郎/訳

好学社 5 生きる力 くらしの知恵

つきのよるに いもと ようこ/作・絵 岩崎書店 7
厳しい自然の中でのカモシ
カの親子

ひゅるりとかぜがふくおかで ふくだ としお/作･絵 新風舎 2 食物連鎖のお話

へそのお
中川 ひろたか/文
石井 聖岳/絵

PHP研究所 7
「へそのお」を見たことあ
る？

ゆずちゃん
肥田 美代子/作
石倉 欣二/絵

ポプラ社 8 阪神大震災のお話

リリ はらだ ゆうこ/作・絵 BL出版 2
犬の一生を描いた絵本
続編あり

いのち・自然が大切に思える絵本
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

アカメアマガエル

ジョイ・カウリー/文
ニック・ビショップ/写真
大澤 晶/訳
富田 京一/監修

ほるぷ出版 3 写真絵本

アリからみると
桑原 隆一/文
栗林 慧/写真

福音館書店 3 写真絵本

※ うずまき よつもと あきら/作・絵 福音館書店 3
自然界にあるいろいろなうず
まき

うちゅうひこうしになりたいな
バイロン・バートン/作
ふじた ちえ/訳

インターコミュニ
ケーションズ 3 子どもの夢が広がるお話

オコジョのすむ谷 増田 戻樹/文・写真 あかね書房 8 写真絵本

おしゃべりな森 野呂 希一/文・写真 講談社 7 写真絵本

おちばのしたをのぞいてみた
ら…

皆越 ようせい/文・写真 ポプラ社 4 写真絵本

おなら 長 新太/作・絵 福音館書店 4 生きている証拠

およぐ なかの ひろたか/作・絵 福音館書店 3 夏におすすめ

かぜはどこへいくの
シャーロット・ゾロトウ/作
ハワード・ノッツ/絵
松岡 享子/訳

偕成社 8 質問がいっぱい

からだのみなさん 五味 太郎/作・絵 福音館書店 5 少人数向き

ガンバレ！！まけるな！！
ナメクジくん

三輪 一雄/作・絵 偕成社 9 ナメクジの生態がわかる

※ くさる なかの ひろたか/作･絵 福音館書店 4 食べ物が腐っていく過程を描く

※ くものかたち
フランスワ・タヴィッド/文
マルク・ソラル/写真
わかぎ えふ/訳

ブロンズ新社 5 写真絵本

こぶたは大きい
ダグラス・フロリアン/作
灰島 かり/訳

BL出版 4 こぶたから宇宙まで…

サンタクロースってほんとに
いるの？

てるおか いつこ/文
すぎうら はんも/絵

福音館書店 3
あなたの疑問にお答えしま
す

ざっそう 甲斐 伸枝/文・絵 福音館書店 5
いろいろな雑草の名前がわか
る

ざりがに
吉崎 正巳/文・絵
須甲 鉄也/監修

福音館書店 4 ざりがにの生態がわかる

しずくのぼうけん
マリア・テルリコフスカ/作
うちだ りさこ/訳

福音館書店 7
水はどこから来て、どこへ行
くの？

科学の絵本
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

しっぽのはたらき
川田 健/文
薮内 正幸/絵

福音館書店 5 いろいろな「しっぽ｝

しもばしら 野坂 勇作/作･絵 福音館書店 6 しものできるふしぎさ

しゃぼんだまとあそぼう
杉山 弘之・輝之/文・構成
吉村 則人/写真
平野 恵理子/絵

福音館書店 4 写真絵本

たくあん またき けいこ/作・絵 福音館書店 3 大根がたくあんになるまで

チーターよりはやくはしるのは
だあれ？

ロバート・Ｅ．ウェルズ/作
せな あいこ/訳

評論社 5
ふしぎだな？知らないこと
いっぱいシリーズ

ちのはなし 堀内 誠一/文・絵 福音館書店 7
血のはたらきを分かりやすく描
く

土の中からでてきたよ 小川 忠博/写真・文 平凡社 7
考古学へいざなうユニーク
な写真絵本

てじなでだましっこ 佐伯 俊男/作・絵 福音館書店 6 てじなのたねあかし

どうぶつえんのおいしゃさん 降矢 洋子/作・絵 福音館書店 10
大切な動物たちの命を守る
仕事

トマトのひみつ 山口 進/文・写真 福音館書店 4 写真絵本

鳥の巣みつけた 鈴木 まもる/文・絵 あすなろ書房 7 いろいろな巣を山で発見

はなのあなのはなし
やぎゅう げんいちろう/作・
絵

福音館書店 8 鼻の役目をユーモラスに解説

※
ピーナッツ なんきんまめ
らっかせい

こうや すすむ/文
中島 睦子/絵

福音館書店 5 名前は違っても実はおんなじ

ふたごのき
谷川 俊太郎/文
姉崎 一馬/写真

偕成社 10 写真絵本

※ ふゆのせいざオリオン
八板 康麿/写真・文
杉浦 繁茂/絵・構成

福音館書店 3 写真絵本

ふゆめがっしょうだん
長 新太/文
富成 忠夫，茂木 透/写真

福音館書店 5 写真絵本

ポットくんのおしり
真木 文絵/文
石倉 ヒロユキ/絵

福音館書店 5
土いじりがしたくなる
ポットくんシリーズ

ほね 堀田 誠一/作･絵 福音館書店 4
人間の骨をわかりやすく説
明した本

みかん
中島 睦子/作
こうや すすむ/監修

福音館書店 7
食べるだけでないみかんの
楽しみ方

みず
長谷川 摂子/文
英 伸三/写真

福音館書店 3 夏におすすめ
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

ミミズのふしぎ 皆超 ようせい/写真・文 ポプラ社 4 写真絵本

※ むかいあわせ よつもと あきら/作 福音館書店 2 自然のふしぎ

もうどうけんドリーナ 土田 ひろみ/文･写真 福音館書店 6
目の不自由な人を助けて働
く犬のお話

やさいのせなか きうち かつ/作･絵 福音館書店 3 参加型絵本

やぶかのはなし
栗原 毅/文
長 新太/絵

福音館書店 4 夏におすすめ

8

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

おならうた
谷川 俊太郎/原詩
飯野 和好/絵

絵本館 2
リズミカルで楽しいおならの
詩

かぜのこもりうた
くどう なおこ/詩
あべ 弘士/絵

絵本館 3
ぞうのぼうやがまいごになっ
た

かぞえうたのほん
岸田 衿子/作
スズキ コージ/絵

福音館書店 5 テンポよく

※ かっぱかぞえうた 瀬川 康男/作･絵 福音館書店 5 調子の良い言葉遊び

これはのみのぴこ
谷川 俊太郎/作
和田 誠/絵

サンリード 6
どんどんつながる言葉
最後まで言えるかな？

こんにちワニ
中川 ひろたか/文
村上 康成/絵

PHP研究所 2
わははは！ことばあそび
ブックシリーズ

寿限無
斎藤 孝/文
工藤 ノリコ/絵

ほるぷ出版 4 声に出すことば絵本シリーズ

しりとりのだいすきなおうさま
中村 翔子/作
はた こうしろう/絵

すずき出版 4
何でもしりとりになっていな
いとだめな王様の話

つきよのおんがくかい
山下 洋輔/文
柚木 沙弥郎/絵

福音館書店 8 音の表現が素敵

ぬぬぬぬぬ 五味 太郎/作･絵 偕成社 2
リズミカルでユニークな音と文
字

ことば・詩の絵本



小学校中学年向け
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1 ※年令・時間は目安です

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

おとこどうしのおるすばん
梅田 俊作， 梅田 佳子/
作・絵

岩崎書店 8 父と子のふれあい

お化けの真夏日 川端 誠/作・絵 ＢＬ出版 5 おばけの夏の一日 シリーズ本

教室はまちがうところだ
蒔田 晋治/作
長谷川 知子/絵

子どもの未来
社 4 まちがってもいいんだよ

だってだってのおばあさん さの ようこ/作・画 フレーベル館 7 おばあさんとねこのお話

なつのいちにち はた こうしろう/作・画 偕成社 4 夏におすすめ

なんででんねん天満はん
天神祭

今江 祥智/文
長 新太/絵

童心社 10 関西弁の文章

はちうえはぼくにまかせて
ジーン・ジオン/作
マーガレット・Ｂ・グレアム/絵
もり ひさし/訳

ペンギン社 12 夏休み前におすすめ

ひとりぼっちのタツノオトシゴ
サクストン・フライマン，
ユースト・エルファーズ/作
ちば しげき/訳

小峰書店 3 野菜でつくった海の生きもの

ヘンリー フィッチバーグへいく
D・B・ジョンソン/文・絵
今泉 吉晴/訳

福音館書店 7 シリーズ本

ぼくがほんとにほしいもの
バイロン・バートン/作
海輪 聡/訳

ポプラ社 2 ぼくの本当の気持ちは？

ママがたまごをうんだ！
バベット・コール/作
ちば みどり/訳

ほるぷ出版 4
あかちゃんって、たまごから
うまれるの?

メアリー・アリス いまなんじ？
ジェフリー・アレン/文
ジェームズ・マーシャル/絵
小沢 正/訳

童話館出版 8 働くのってたのしいな

2

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

あした花になる いもと ようこ/作・絵 岩崎書店 8 花に魅せられたカマキリは…

アナンシと６ぴきのむすこ
ジェラルド・マクダーモット/作
しろた のぼる/訳

ほるぷ出版 7 アフリカの民話

おじさんのかさ 佐野 洋子/作・絵 講談社 6
おじさんはかさが大好き、でも
…

かあさんのいす
ベラ・B.ウィリアムズ/作・絵
佐野 洋子/訳

あかね書房 8 続編あり

かっくん
クリスチャン・メルベイユ/文
ジョス・ゴフィン/絵
乙武 洋匡/訳

汐文社 8 人と違ってもいいんだよ

楽しくて元気になれる絵本

優しい気持ちになる・ほのぼの絵本



中学年 - 2

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

きたきつねのゆめ 手島 圭三郎/文・絵 リブリオ出版 8 幻想的な版画絵本

ごろはちだいみょうじん
中川 正文/作
梶山 俊夫/絵

福音館書店 9
関西弁の文章
ちょっぴり悲しいお話

さくらの里の風来坊 川端 誠/作・絵 ＢＬ出版 6 風来坊シリーズ

さんびきめのかいじゅう
デビッド・マッキー/作
なかがわ ちひろ/訳

光村教育図
書 6 よそもの おことわり

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 8 タイのお話

世界のだっことおんぶの絵本
エメリー・バーナード/文
ドワルガ・バーナード/絵
仁志田 博司，園田 正世/監訳

メディカ出版 15 色々なだっことおんぶ

セーターになりたかった毛糸
玉

津田 直美/作・絵 ブロンズ新社 10 かわいい絵の絵本

だいじょうぶ だいじょうぶ いとう ひろし/作・絵 講談社 5 小型絵本 少人数向き

たいせつなきみ
マックス・ルケード/作
セルジオ・マルティネス/絵
ホーバード・豊子/訳

いのちのこと
ば社 11

みんなきんぴかお星様シー
ルだよ

ダンデライオン
ドン・フリーマン/作・絵
アーサー・ビナード/訳

福音館書店 7 お茶会によばれたライオンは…

ネコとクラリネットふき 岡田 淳/作・絵
クレヨンハウ
ス 5 ファンタジー絵本

ネンネコごろごろ
梅田 俊作， 梅田 佳子/
作・絵

ポプラ社 6 たいくつなねこの春夏秋冬

半日村
斎藤 隆介/作
滝平 二郎/絵

岩崎書店 6
半日しか日があたらない
村の話

ペレのあたらしいふく
エルサ・ベスコフ/作
おのでら ゆりこ/訳

福音館書店 7
服を手に入れるためにがん
ばるペレ

ぼくだけのこと
森 絵都/作
スギヤマ カナヨ/絵

理論社 4
世界でひとりだけのあなたへ
自己発見の絵本

ほろづき 沢田 としき/著 岩崎書店 6 ひいおばあちゃんの思い出

ほんとにほんとにほしいもの
ベラ・B.ウィリアムズ/作・絵
佐野 洋子/訳

あかね書房 8 「かあさんのいす」の続編

やあ、ともだち！
クリス・ラシュカ/作・絵
泉山 真奈美/訳

偕成社 2
友情のはじまりを描いた絵
本 低学年でも可

４こうねんのぼく ひぐち ともこ/作・絵 草炎社 8
４光年離れた星から地球を
見たら…

ラブ・ユー・フォーエバー
ロバート・マンチ/作
梅田 俊作/絵
乃木 りか/訳

岩崎書店 9
親子の愛情のきずなを描い
た絵本



中学年 - 3

3

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

あくたれラルフ
ジャック・ガントス/作
ニコール・ルーベル/絵
いしい ももこ/訳

童話館 7 あくたれネコが大変身？

あたしもすっごい魔女になるんだ!
ミッシェル・ヴァン・ゼブラン/作
金原 瑞人/訳

小峰書店 4
「ゼルダのママはすごい魔
女」の続編

あらしのよるに
きむら ゆういち/作
あべ 弘士/絵

講談社 8 シリーズ本

うごいちゃだめ！
エリカ・シルヴァマン/文
S.D.シンドラー/絵
せな あいこ/訳

アスラン書房 8 かもとがちょうのがまんくらべ

王さまと九人のきょうだい
君島 久子/訳
赤羽 末吉/絵

岩波書店 12 中国の民話

大きな山のトロル
アンナ・ヴァーレンベルイ/文
織茂 恭子/絵
菱木 晃子/訳

岩崎書店 12 トロルの本当の姿は？

オオカミくんのホットケーキ
ジャン・フィアンリー/作
まつかわ まゆみ/訳

評論社 7 ブラック・ユーモア

大雪
ゼリーナ・ヘンツ/文
アロワ・カリジェ/絵
生野 幸吉/訳

岩波書店 10
スイスの画家カリジェの美し
い絵本 シリーズ本

がちょうときつね
ジャック・ケント/作・絵
いしざわ ひろこ/訳

リブリオ出版 7 親切ながちょうときつねのお話

きんぎょのおうち 高部 晴市/作･絵 フレーベル館 6 きんぎょの絵本シリーズ

くわずにょうぼう
稲田 和子/再話
赤羽 末吉/画

福音館書店 7
日本の民話
五月の節句時におすすめ

サボテンマルティ大あらしが
やってくる

川端 誠/作・絵 ＢＬ出版 7 おどるサボテンシリーズ

月がくれたきんか
Ａ・ルッサルト/文
ヨゼフ・ウィルコン/絵
いずみ ちほこ/訳

セーラー出版 8 幻想的なウィルコンの絵

ほうまんの池のカッパ
椋 鳩十/文
赤羽 末吉/絵

銀河社 6
南種子島に伝わるちょっと
怖いカッパのお話

星になったりゅうのきば
君島 久子/再話
赤羽 末吉/画

福音館書店 13 中国の民話

ももの里 毛利 まさみち/文・絵 リブリオ出版 9
「もも太郎」の前の話かも？
節分でも使える本

ロバのシルベスターとまほうの
小石

ウィリアム・スタイグ/作・絵
瀬田 貞二/訳

評論社 9 親子の愛情が奇跡を起こす

わらのうし
内田 莉莎子/文
ワレンチン・ゴルディチューク
/絵

福音館書店 7 ウクライナ地方の民話

りこうなおきさき
立原 えりか/文
いわさき ちひろ/絵

講談社 8 ルーマニアの民話

はらはらどきどきの絵本



中学年 - 4

4

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

ありがたいこってす！
マーゴット・ツェマック/作
わたなべ しげお/訳

童話館出版 10 ユダヤ民話をもとにしたお話

いちばんつよいのはオレだ
マリオ・ラモ/作･絵
原 光枝/訳

平凡社 5
結末のどんでん返しが意外
続編あり

いろいろへんないろのはじまり
アーノルド・ローベル/作
牧田 松子/訳

冨山房 10 色のはじまりのお話

えものはどこだ 五味 太郎/作・絵 岩崎書店 3 ナンセンスな白黒絵本

おとしものしちゃった
中山 千夏/文
長 新太/絵

自由国民社 5
落とした小さい「っ」を探しに
いくお話

がいこつさん 五味 太郎/作・絵 文化出版局 6
何を忘れたのかがわからな
い？

おでんさむらい こぶまきのまき
内田 麟太郎/文
西村 繁男/絵

くもん出版 8 語り口調がおもしろい

紙ぶくろの王女さま
ロバート・マンチ/文
マイケル・マーチェンコ/絵
加島 葵/訳

河合楽器製作所
出版事業部 6

ちょっとかわった王女さまの
お話

きつねのホイティ
シビル・ウェッタシンハ/作
松岡 享子/訳

福音館書店 8 スリランカの絵本

きっとみんなよろこぶよ
ピーター・スピアー/著
松川 真弓/訳

評論社 4 子どもたちだけでお留守番

空気がなくなる日
岩倉 政治/文
二俣 英五郎/絵

ポプラ社 12
昔の日本で、ハレー彗星接
近で本当にあった話らしい

さんねん峠
李 錦玉/文
朴 民宜/絵

岩崎書店 6 朝鮮の民話

しばいのすきなえんまさん
渋谷 勲/作
松谷 春夫/絵

ほるぷ出版 6
日本の昔話 低学年でも
可

ずいとん先生と化けの玉
那須 正幹/文
長谷川 義史/絵

童心社 10 医者ときつねの化かしあい

せかいのはてってどこですか
アルビン・トゥレッセルト/作
ロジャー・デュボアザン/絵
三木 卓/訳

童話館 10
井戸から出たかえるが見た
ものは…

ぞうの金メダル
斎藤 洋/作
高畠 那生/絵

偕成社 3 オリンピックでゾウが大活躍

チーター大セール 高畠 那生/作・絵 絵本館 3 おしゃれなチーターのお話

つきよのかいじゅう 長 新太/作・絵 偕成社 3 ナンセンス絵本

トッケビのこんぼう
チョン・チャジュン/文
ハン・ビョンホ/絵
藤本 朝巳/訳

平凡社 7
韓国の昔話
ふたつのおはなしが1冊に
なったユニークな絵本

ゆかいで笑いたくなる絵本



中学年 - 5

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

となりのイカン
中山 千夏/文
長谷川 義史/絵

自由国民社 2 シリーズ本

なんげえはなしっこしかへがな
北 彰介/文
太田 大八/絵

銀河社 10 津軽弁の短いきりなし話七話

はたらきもののあひるどん
マーティン・ワッデル/作
ヘレン・オクセンバリー/絵

評論社 5
こきつかわれたあひるを
みかねて…

ヒギンスさんと とけい
パット・ハッチンス/作
田中 信彦/訳

ほるぷ出版 4 正しい時間はどれ？

ブタはともだち
マーク・ティーグ／作・絵
小宮山 みのり/訳

徳間書店 5
お部屋はきれいなほうがい
いね！？

フラニー・Ｂ・クラニー
あたまにとりがすんでるよ

ハリエット・ラーナー，スーザ
ン・ゴルドール/文
ヘレン・オクセンバリー/絵
ふしみ みさを/訳

ＰＨＰ研究所 10
ユニークな髪形の女の子の
お話

ぼくのうちに波がきた
キャサリン・コーワン/文
マーク・ブエナー/絵
中村 邦生/訳

岩波書店 9 夏におすすめ

むしゃ！むしゃ！むしゃ！
カンダス・フレミング/文
G.ブライアン・カラス/絵
石津 ちひろ/訳

BL出版 5 いたずらうさぎの撃退法は？

メアリー・スミス
アンドレア・ユーレン/作
千葉 茂樹/訳

光村教育図
書 7

イギリスに実在した「めざま
し屋」の話

やまださんちのてんきよほう 長谷川 義史/作・絵 絵本館 3 だじゃれで天気予報

5 おいしい絵本

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

くもりときどきミートボール
ジュディ・バレット/文
ロン・バレット/絵
青山 南/訳

ほるぷ出版 10
少人数向き
空から食べ物が降ってく
る？

十二支のお節料理 川端 誠/作･絵 ＢＬ出版 10
十二支とお節にまつわるお
話

しょうたとなっとう
星川 ひろ子，星川 治雄/
写真・文
小泉 武夫/原案・監修

ポプラ社 9 写真絵本



中学年 - 6

6

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

赤ちゃんの誕生
ニコル・テイラー/文
レナルト・ニルソンほか/写真
上野 和子/訳

あすなろ書房 5 写真絵本

※ いしになったかりゅうど
大塚 勇三/再話
赤羽 末吉/画

福音館書店 12 モンゴルの民話

おじいちゃんのごくらくごくらく
西本 鶏介/作
長谷川 義史/絵

すずき出版 7 おじいちゃんと孫の絆

きつねのおきゃくさま
あまん きみこ/文
二俣 英五郎/絵

サンリード 5
きつねの気持ちがだんだんと
変わっていく、最後が切ないお
話

クマはどこへいくの
松田 もとこ/作
ふりや かよこ/絵

ポプラ社 8 自然環境学習にも役立つ

こいぬのうんち
クォン・ジョンセン/文
チョン・スンガク/絵
ピョン・キジャ/訳

平凡社 8 うんちだって役に立つ！

スガンさんのやぎ
アルフォンス・ドーデ/原作
エリック・バテュー/絵
とき ありえ/訳

西村書店 8
ドーデ不朽の名作を絵本に
した

ちいさいおうち
バージニア・リー・バートン/
文・絵 いしい ももこ/訳

岩波書店 10
開発が進むなかで「ちいさい
おうち」は…

ぼくはねこのバーニーがだい
すきだった

ジュディス・ボースト/作
エリック・ブレグバッド/絵
中村 妙子/訳

偕成社 7
ペットも大事な家族の一員
小型絵本 少人数向き

森の絵本
長田 弘/作
荒井 良二/絵

講談社 5 秋におすすめ

7

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

イチゴ
ジェニファー・コールドリー/
文 ジョージ・バーナード/
写真 舟木 秋子/訳

評論社 5
写真絵本
しょくぶつ・すくすくずかんシリー
ズ

いわしくん 菅原 たくや/作 文化出版局 3 夏におすすめ 遠目がきく

おじいちゃんのはたけ
ジャンヌ・ブベール/作
冨山房編集部/文

冨山房 2 「園芸」がテーマ

※ がぶりもぐもぐ！
ミック・マニング＆ブリタ・
グランストローム/作
藤田 千枝/訳

岩波書店 6
食物連鎖がわかる
低学年でも可

くちばし どれが一番りっぱ？
ビアンキ/文 薮内 正幸/
絵 田中 友子/訳

福音館書店 12 鳥のくちばし自慢

シロナガスクジラより大きいも
のっているの？

ロバート・E.ウェルズ/作
せな あいこ/訳

評論社 7
ふしぎだな？しらないこと
いっぱいシリーズ

科学の絵本

いのち・自然が大切に思える絵本



中学年 - 7

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

地球はえらい
城 雄一/案
香原 知志/文
松岡 達英/絵

福音館書店 10 かけがえのない地球

とんとんとんのこもりうた いもと ようこ/作・絵 講談社 10
奄美の黒うさぎの子育ての
様子

ボス猿カミナリ
二宮 勝憲/文・絵
水戸 サツヱ/監修

汐文社 8
幸島のさるのお話
シリーズ本

8

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

いっぽんばしわたる 五味 太郎/作・画 絵本館 2
小型絵本 少人数向き
いっぽんばしのいろいろなわたり
方

うそつきのつき
内田 麟太郎/作
荒井 良二/絵

文溪堂 2 子どもに人気のダジャレが満載

ウラパン・オコサ 谷川 晃一／作 童心社 5 かずあそびの絵本 参加型

でんでんむしのかなしみ
新美 南吉/著
かみや しん/絵

大日本図書 5
生きることへのメッセージが
込められている

のどからあいうえお
斉藤 洋/作
高畠 純/絵

偕成社 10 ことば遊びの本 高学年でも可

へいき へいき
内田 麟太郎/文
竹内 通雅/絵

講談社 5 ことばあそび絵本

ベ－コンわすれちゃだめよ！
パット・ハッチンス/作
わたなべ しげお/訳

偕成社 6 まちがえずに買えるかな？

ランパンパン インドみんわ
マギー・ダフ/再話
ホセ・アルエゴ＆アリアンヌ・
ドウィ/絵 山口 文生/訳

評論社 8 テンポよく

ことば・詩の絵本



小学校高学年向け



高学年 - 1

1 ※年令・時間は目安です

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

ウエズレーの国
ポール・フライシュマン/作
ケビン・ホークス/絵
千葉 茂樹/訳

あすなろ書房 11 夏におすすめ

くろねこのかぞく
ピョートル・ウィルコン/作
ヨゼフ・ウィルコン/絵
いずみ ちほこ/訳

セーラー出版 7
自分探しの旅にでたネコの
話

とても すてきな わたしの学校

ドクター・スースとＪ・プレラッ
キー/文 レイン・スミスとドク
ター・スース/絵
神宮 輝夫/訳

童話館出版 11 ユニークで楽しい学校

歯いしゃのチュー先生
ウイリアム・スタイグ/文・絵
うつみ まお/訳

評論社 9 ネズミの歯医者ときつねのお話

パイルドライバー 長谷川 集平/作・絵 ブッキング 3
好きな人の前ではつい意地
悪になってしまう･･･

飛行士フレディ・レグランド
ジョン・エイジー/文･絵
清水 奈緒子/訳

セーラー出版 7 勇敢な飛行士の冒険

ホームランを打ったことのない
君に

長谷川 集平/作・絵 理論社 7 野球の好きな子ども達へ

みにくいシュレック
ウイリアム・スタイグ/文・絵
おがわ えつこ/訳

セーラー出版 9
みにくくたっていいじゃな
い！

ミラクルゴール！
マイケル・フォアマン/作･絵
せな あいこ/訳

評論社 4 サッカー好きな子ども達へ

2

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

ありがとう、フォルカーせんせ
い

パトリシア・ポラッコ/作・絵
香咲 弥須子/訳

岩崎書店 14 LD障害だった作者の自伝

オオカミクン
グレゴワール・ソロタレフ/作・絵
ほりうち もみこ/絵

ポプラ社 6 ともだちってなんだろう？

おじいちゃんの口笛
ウルフ・スタルク/作
アンナ・ヘルグンド/絵
菱木 晃子/訳

ほるぷ出版 12 小型本 少人数向き

おまえうまそうだな 宮西 達也/作・絵 ポプラ社 10 シリーズ本

オレゴンの旅
ラスカル/文
ルイ・ジョス/絵
山田 兼士/訳

セーラー出版 7
ピエロとクマのちょっとせつ
ないお話

オリバーくん
ロバート・クラウス/文
Ｊ・アルエゴ，Ａ・デュウェイ/絵
はせがわ しろう/訳

ほるぷ出版 3 大きくなったら何になる？

おんちゃんは車イス司書
梅田 俊作/原案
梅田 俊作/作・絵

岩崎書店 15
街の図書館にオモロイ人が
やってきた

楽しくて元気になれる絵本

優しい気持ちになる・ほのぼの絵本



高学年 - 2

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

おんぶは こりごり
アンソニー・ブラウン/作・絵
藤本 朝巳/訳

平凡社 4 自分のことは自分でしようね

かちんこちんのムニア
アスン・バルソラ/作・絵
宇野 和美/訳

徳間書店 13
いじっぱりのムニアは「ごめ
んなさい」が言えません

神の道化師
トミー・デ・パオラ/作･絵
ゆあさ ふみえ/訳

ほるぷ出版 15 イタリアの民話に基づいたお話

しろいうさぎとくろいうさぎ
ガース・ウイリアムズ/文・絵
まつおか きょうこ/訳

福音館書店 6 愛に気づいたうさぎのお話

てん
ピーター・レイノルズ/作･絵
谷川 俊太郎/訳

あすなろ書房 4
女の子の才能を伸ばした先
生のお話

ねこのくにのおきゃくさま
シビル・ウェッタシンハ/作･絵
松岡 享子/訳

福音館書店 10 スリランカの創作絵本

八郎
斎藤 隆介/作
滝平 二郎/画

福音館書店 11
東北地方のお国言葉でかか
れた絵本

ひとりぼっちのかいぶつといし
のうさぎ

クリス・ウォーメル/作・絵
吉上 恭太/訳

徳間書店 7 孤独な怪物のせつないお話

１００万回生きたねこ 佐野 洋子/作・絵 講談社 10
100万回生き100万回死んだ
猫の話

みどりの船
クェンティン・ブレイク/作・絵
千葉 茂樹/訳

あかね書房 8
夏におすすめ
遠目がきかない

わたしの手はおだやかです
アマンダ・ハーン/文
マリナ・サゴナ/絵
谷川 俊太郎/訳

ソニー・マガジ
ンズ 4 「手」は心の鏡です

3

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

いつもちこくのおとこのこ
―ジョン・パトリック・ノーマン・マク
ヘネシ-―

ジョン・バーニンガム/作･絵
たにかわ しゅんたろう/訳

あかね書房 6
毎日遅刻の男の子、その訳
は？

終わらない夜
セーラ・Ｌ・トムソン/文
ロブ・ゴンサルヴェス/絵
金原 瑞人/訳

ほるぷ出版 5 ファンタジー絵本 続編あり

かえるの平家ものがたり
日野 十成/文
斎藤 隆夫/絵

福音館書店 13
平家物語をかえるとねこに
おきかえた話

くいしんぼうのあり
C.V.オールズバーグ/作･絵
きじま はじめ/訳

ほるぷ出版 8 ありの冒険物語

蜘蛛の糸
芥川 龍之介/作
遠山 繁年/絵

偕成社 12 不朽の名作

スキーをはいたねこのヘンリー
ネリー・カルホーン/文
エリック・イングラハム/絵
猪熊 葉子/訳

リブリオ出版 14
おいてけぼりをくったネコの
ヘンリーは… シリーズ本

はらはらどきどきの絵本
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

ストライプ
たいへん！しまもようになっちゃった

ディヴィッド・シャノン/文・絵
清水 奈緒子/訳

セーラー出版 10
人の目が気になる女の子の
お話

ぜつぼうの濁点
原田 宗典/作
柚木 沙弥郎/絵

教育画劇 8
ひらがなのくにでおきた不思
議なお話

のらいぬ
新美 南吉/作
鶴田 陽子/絵

大日本図書 10
和尚の後から野良犬がつい
てくる

はいけい、たべちゃうぞ
福島 サトル/作
はらだ ゆうこ/絵

ＢＬ出版 10
ブラックユーモアだけどほの
ぼの

光の旅 かげの旅
アン・ジョナス/作･絵
内海 まお/訳

評論社 5
終わりまで読んだらさかさま
に してもどってくる絵本

モーリッツと空とぶ船
ディーテル・ヴィースミュラー
/作・絵 徳間書店児童書編
集部/訳

徳間書店 8 ファンタジー絵本

4

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

さとりくん 五味 太郎/作・絵
クレヨンハウ
ス 6

さとりきっている「さとりくん」
の話

3びきのかわいいおおかみ
ユージーン・トリビザス/作
ヘレン・オクセンバリー/絵
こだま ともこ/訳

冨山房 10 「三匹のこぶた」のパロディ

三びきのコブタのほんとうの話
A.ウルフ談

ジョン・シェスカ/文
レイン・スミス/絵
いくしま さちこ/訳

岩波書店 10 「三匹のこぶた」のパロディ

どうぶつにふくをきせてはいけ
ません

ジュディ・バレット/文
ロン・バレット/画
ふしみ みさを/訳

朔北社 3 そのままが一番

忍者にんにく丸 川端 誠/作・絵 BL出版 8 楽しい忍者絵本

パパのカノジョは
ジャニス・レヴィ/作
クリス・モンロー/絵
もん/訳

岩崎書店 10 パパの彼女はどんな人？

※ ホジャどんのしっぺがえし
ギュンセリ・オズギュル/再話・
絵 ながた まちこ/訳

ほるぷ出版 10 トルコの民話

まじめなフレッドおじさん
ティム・イーガン/作
もき かずこ/訳

ソニー・マガジ
ンズ 6

ぜったい笑わないおじさんを
笑わせるには…

まんじゅうこわい 川端 誠/作・絵
クレヨンハウ
ス 7 落語絵本シリーズ

ものぐさトミー
ウィリアム・ペン・デュボア/
文・絵 松岡 享子/訳

岩波出版 12 小型絵本 少人数向き

ゆかいで笑いたくなる絵本



高学年 - 4

5 おいしい絵本

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

きつね森の山男 馬場 のぼる/作・絵 こぐま社 9
ふろふき大根が食べたくな
る

ジェイミー・オルークとおばけイモ
トミー・デ・パオラ/再話・絵
福本 友美子/訳

光村教育図
書 8 アイルランドの昔話

ゼラルダと人喰い鬼
トミー・ウンゲラー/作･絵
たむら りゅういち, あそう
くみ/訳

評論社 7
料理が上手だといいことが
あるかも

6

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

※ ある池のものがたり 三芳 悌吉/作 福音館書店 10
池の一生を記録風に綴った絵
本

いきてる
中山 千夏/文
ささめや ゆき/絵

自由国民社 4 いきてるってどんなこと？

O(ｵｰ)じいさんのチェロ
ジェーン・カトラー/作
グレッグ・カトラー/絵
タケカワ ユキヒデ/訳

あかね書房 11
戦時下でもチェロ音楽が勇
気をくれる

おじいちゃんと森へ
ダグラス・ウッド/原作
Ｐ・Ｊ・リンチ/絵
加藤 則芳/訳

平凡社 12 人間とは自然とは何か？

オットー
戦火をくぐったテディベアー

トミー・ウンゲラー/作
鏡 哲生/訳

評論社 8
テディベアーのオットーがた
どった不思議な運命

おばあちゃんは木になった 大西 暢夫/写真・文 ポプラ社 13 写真絵本

からすたろう やしま たろう/文・絵 偕成社 7 たろうの隠された才能は？

きみの家にも牛がいる
小森 香折/作
中川 洋典/絵

解放出版社 10
牛はいろいろな形で人間の
役にたっている

キャラメルの木
上条 さなえ/作
小泉 るみ子/絵

講談社 7
おばあちゃんが小さかった
頃の戦争の話

きょうというひ 荒井 良二/作・絵 ＢＬ出版 2
少女の祈りがきえませんよう
に…

紅玉
後藤 竜二/文
高田 三郎/絵

新日本出版
社 10 収穫まじかのりんごが盗まれた

桜物語
大西 伝一郎/作
たち ようこ/絵

文溪堂 10 日本の戦争中のお話

サルビルサ スズキ コージ/著 ほるぷ出版 5 戦うことの空しさ

鹿よ おれの兄弟よ
神沢 利子/作
Ｇ・Ｄ・パヴリーシン/絵

福音館書店 9
シベリアの森とそこに暮らす
人の魂を描く

いのち・自然が大切に思える絵本
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書 名 著 者 出版社 時間 備 考

島ひきおに
山下 明生/文
梶山 俊夫/絵

偕成社 10
人間と一緒に暮らしたい鬼
の お話

しょうぼうていハーヴィ
ニューヨークを守る

マイラ・カルマン/作
矢野 顕子/訳

リトル・ドッグ・
プレス 8

ニューヨークのテロ時に活躍
した消防艇の話

だいじょうぶだよ、ゾウさん
ローレンス・ブルギニョン/文
ヴァレリー・ダール/絵

文溪堂 8
年老いたゾウのために橋を
修理するネズミ

たいせつなこと
マーガレット・ワイズ・ブラウン/
作 レナード・ワイスガード/絵
うちだ ややこ/訳

フレーベル館 5
あなたにとってたいせつなも
のは？

たったひとりの戦い
アナイス・ヴォージュラード/
作・絵 平岡 敦/訳

徳間書店 10
戦わずに国を平和へ導いた
王子の話

トビウオのぼうやはびょうきで
す

いぬい とみこ/作
津田 櫓冬/絵

金の星社 8 核実験に関する絵本

鳥の島 川端 誠/作・絵 ＢＬ出版 5 版画絵本

ナヌークの贈りもの 星野 道夫/著 小学館 8 写真絵本

なめとこ山の熊
宮沢 賢治/作
中村 道雄/絵

偕成社 12 貧しい猟師の小十郎と熊の話

にぐるまひいて
ドナルド・ホール/文
バーバラ・クーニー/絵
もき かずこ/訳

ほるぷ出版 7
19世紀の古きよきアメリカの
暮らし

バスラの図書館員
ジャネット・ウィンター/文・絵
長田 弘/訳

晶文社 6 イラクでの実話

母なる地球のために
シム・シメール/絵・文
小梨 直/訳

小学館 8 環境への警鐘

人にはどれだけの土地がいる
か

レフ・トルストイ/原作
柳川 茂/文
小林 豊/画

いのちのことば
社 11

パフォームが命がけで手に
入 れた土地は…

むささび星
今西 祐行/文
斎藤 博之/絵

ポプラ社 10 日南飫肥杉にまつわる話

ムッちゃん
中尾 町子/原案
中川 正文/文
四国 五郎/絵

山口書店 10 大分の戦時中の実話

山のいのち
立松 和平/作
伊勢 英子/絵

ポプラ社 12
自閉症の少年が自然の中で
立ち直る

よみがえれ、えりもの森
本木 洋子/文
高田 三郎/絵

新日本出版
社 11

襟裳岬の海に昆布を蘇らせ
る取組

わすれられないおくりもの
スーザン・バーレイ/作・絵
小川 仁央/訳

評論社 10 思い出はいつまでも心の中に

わたしいややねん
吉村 敬子/文
松下 香住/絵

偕成社 5 障害に関する絵本

わたしの足は車いす
フランツ・ヨーゼフ・ファイニク/
作 フェレーナ・バルハウス/絵
ささき たづこ/訳

あかね書房 10 障害に関する絵本
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7

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

ウナギのひみつ
カレン・ウォレス/文
マイク・ボストク/絵
百々祐利子/訳

岩波書店 10
ウナギの生態について描か
れた本

ピリカ、おかあさんへの旅
越智 典子/文
沢田 としき/絵

福音館書店 10 1匹の鮭、ピリカの一生

雪の写真家ベントレー
ジャクリーン・ブリッグズ・マー
ティン/作 メアリー・アゼリア
ン/絵 千葉 茂樹/訳

BL出版 10 伝記絵本

トキよおおぞらへ
国松 俊英/文
鈴木 まもる/絵

金の星社 8 トキの飼育の記録

ライオンのしごと
どうぶつさいばん

竹田津 実/作
あべ 弘士/絵

偕成社 10
ライオンがヌーを襲った訳は？
続編あり

8

書 名 著 者 出版社 時間 備 考

あさの絵本
谷川 俊太郎/詩
吉村 和敏/写真

アリス館 3 写真絵本

がまの油
斎藤 孝/文
長谷川 義史/絵

ほるぷ出版 5 声に出すことば絵本シリーズ

ことわざのえほん
西本 鶏介/編・文
高部 晴市/絵

すずき出版 8
ことわざを絵でわかりやすく
解説

だじゃれどうぶつえん
中川 ひろたか/文
高畠 純/絵

絵本館 4
小型絵本 少人数向き
だじゃれシリーズ

魔法のことば
柚木 沙弥郎/絵
金関 壽夫/訳

福音館書店 4 エスキモーに伝わる詩

まさかさかさま 伊藤 文人/文・絵 新風舎 7
上下さかさまにするとちがう
絵が見えてくる シリーズ本

ライオンのよいいちにち あべ 弘士 佼成出版社 8 俳句を詠むライオンのお父さん

ことば・詩の絵本

科学の絵本
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