読み聞かせに向く絵本のリスト

高学年
葛飾区立図書館2020.2改訂

書 名

著 者

工藤直子／著
佐野洋子／画
マーシャ・ブラウン／作
あおいジャッカル－インドの昔話－ こみやゆう／訳
君島久子／再話
あかりの花
赤羽末吉／画
中山千夏/文
あげたおはなし
安西水丸/絵

あいたくて

あたまにつまった石ころが
雨ニモマケズ

ｷｬﾛﾙ･ｵｰﾃｨｽ･ﾊｰｽﾄ／文
ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝ／絵
宮沢賢治／作
柚木沙弥郎／絵

アルド・わたしだけのひみつのともだち ジョン・バーニンガム／さく

アンナの赤いオーバー

ﾊﾘｴｯﾄ・ｼﾞｨｰﾌｪﾙﾄ／ぶん
アニタ・ローベル／え

いすがにげた

森山京/作
スズキコージ/絵

いつもちこくのおとこのこ
-ジョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー-

ジョン・バーニンガム／さく

いなばのしろうさぎ
いのちのつながり

舟崎克彦／文
赤羽末吉／絵
中村運／ぶん
佐藤直行／え

出版社

ＩＳＢＮ

大日本図書 9784477000701

瑞雲舎

9784907613181

時間

備 考

1分～ 詩の本

６分 力強く迫力のある絵

福音館書店 9784834001167

10分 中国苗族民話

自由国民社 9784426875077

４分 リズム感あることば

光村教育図書

9784895726306

14分

三起商行

9784895881364

３分

ほるぷ出版 9784593502806

５分

好きなことを続けることの大切さ
小人数向き
明るい色調の絵
卒業や進学の頃におすすめ
子どもにだけ見える
特別な友達の話

評論社

9784566002883

７分 クリスマスの季節に

ポプラ社

9784591087756

７分 奇想天外なお話

あかね書房 9784251005175

６分 繰り返しが楽しい

あかね書房 9784251008244

12分 日本神話絵本

福音館書店 9784834010299

８分 知識絵本

トモ企画版もあり

いやだいやだのスピンキー

ウィリアム・スタイグ／作

らんか社

9784915632440

８分 子どもが共感できる

いろいろへんないろのはじまり

アーノルド・ローベル／作

冨山房

9784572002051

12分 色の絵本 楽しいお話

ウエズレーの国

9784751519752

10分 主人公が自分の国をつくる

9784001105650

10分 冬のお話

エマおばあちゃん

ポール・フライシュマン／作
あすなろ書房
ケビン・ホークス／絵
ゼリーナ・ヘンツ／文
岩波書店
アロワ・カリジェ／絵
ウェンディ・ケッセルマン／文
徳間書店
バーバラ・クーニー／絵

9784198608866

８分 少人数向き

えんぎかつぎのだんなさん

桂文我/話 梶山俊夫/絵

福音館書店 9784834005561

７分 らくご絵本 姉妹編あり

王さまになった羊飼い
－チベットの昔話－

松瀬七織再話 イヨンギョン
絵

福音館書店 9784834083446

13分 絵も美しいチベットの昔話

おおきな木

シェル・シルヴァスタイン／さく・え

ウルスリのすず

篠崎書林

9784784101481

８分

ほんだきんいちろう訳
あすなろ書房版（村上春樹訳）もあり

ノルウェーを舞台にしたオーラの冒険

オーラのたび

ドーレア夫妻／作

福音館書店 9784834009231

13分

おじいちゃんわすれないよ

ベッテ・ウェステラ／作
ﾊﾙﾒﾝ･ﾌｧﾝ･ｽﾄﾗｰﾃﾝ／絵

金の星社 9784323070254

７分 オランダの絵本

オットー
戦火をくぐったテディベア

トミー・ウンゲラー／作

おっと合点承知之助
鬼の首引き

齋藤孝／文
つちだのぶこ／絵
岩城範枝／文
井上洋介／絵

評論社

9784566008007

ほるぷ出版 9784593560455

８分 戦争と平和を考える
声に出すことば絵本

２分～ 絵本の合間に

福音館書店 9784834021806

６分 狂言から生まれたお話

おもいでのクリスマスツリー

グロリア・ヒューストン／ぶん
バーバラ・クーニー／え

ほるぷ出版 9784593502776

18分 クリスマスのお話

おりこうねこ

ピーター･コリントン／作・絵

徳間書店 9784198612924

10分 猫のゆかいなお話

オレ・ダレ

越野民雄／文
高畠純／絵
富安陽子／作
村上勉／絵

かぐら山の大男

講談社

9784061322660

６分 視覚的な絵本 中学年でも

あかね書房 9784251009265

16分 読みがたりでも

ほるぷ出版 9784593501793

７分 詩的な文章 アフリカのお話

影ぼっこ

ブレーズ・サンドラール／ぶん
マーシャ・ブラウン／え

かさどろぼう

シビル・ウェッタシンハ／作・絵

からすたろう

やしまたろう／文・絵

木

佐藤忠良/画
木島始/文

福音館書店 9784834021110

４分 力強い絵 春に

きつねのホイティ

シビル・ウェッタシンハ／作・絵

福音館書店 9784834001983

11分 スリランカの絵本 リズム良く

きりのなかのはりねずみ

ノルシュテイン、コズロフ/作
ヤールブソワ／絵
ダイアン・シェルダン／作
ゲイリー・ブライズ／絵

福音館書店 9784834017052

８分 遠目はきかない

くじらの歌ごえ

徳間書店

9784198623371

偕成社

9784039600400

ＢＬ出版

9784892389115
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福武書店版あり

９分 スリランカの絵本
８分 友達が主人公の良さに気付く

８分 神秘的 絵のトーンが暗い

読み聞かせに向く絵本のリスト

高学年
葛飾区立図書館2020.2改訂

書 名

著 者

出版社

ＩＳＢＮ

時間

備 考

クマよ

星野道夫／文・写真

福音館書店 9784834016383

７分 写真絵本

くろずみ小太郎旅日記

飯野和好／作

クレヨンハウス

9784861010903

こうら

内田至／ぶん
金尾恵子／え

福音館書店 9784834007664

３分 中学年でも
９分 知識絵本

ことりをすきになった山

エリック・カール／絵
アリス･マクレーラン／文

この世でいちばんすばらしい馬 チェン・ジャンホン/作・絵

こぶとりたろう
こんこんさまにさしあげそうろう

たかどのほうこ/作
杉浦範茂/絵
森はな／さく
梶山俊夫／え

シリーズあり 朗曲調

偕成社

9784033273402

11分 色彩が鮮やか 遠目がきく

徳間書店

9784198626600

７分 実在した画家のお話 遠目がきく

童心社

9784494007486

13分 こぶをとるのに奮闘するお話

ＰＨＰ研究所 9784569586007

さよならエルマおばあさん

大塚敦子／写真・文

3びきのかわいいオオカミ

鹿よおれの兄弟よ

ﾕｰｼﾞｰﾝ･ﾄﾘﾋﾞｻﾞｽ／文
ﾍﾚﾝ・ｵｸｾﾝﾊﾞﾘｰ／絵
ホイテーマ／ぶん
ﾁｪﾚｽﾁｰﾉ･ﾋﾞﾔｯﾁ／え
神沢利子/作
Ｇ.Ｄ.パヴリーシン/絵

じごくのそうべえ

たじまゆきひこ／作

しにがみさん

野村たかあき／作・絵

教育画劇 9784774606132

７分 柳家小三治 落語「死神」より

しまふくろうのみずうみ

手島圭三郎／絵と文

リブリオ出版

9784897848747

７分 ダイナミックな版画 遠目がきく

じゅげむ

川端誠／さく

クレヨンハウス

9784906379804

９分 落語絵本

しあわせなふくろう

ガース・ウイリアムズ
／ぶん・え
大塚勇三／再話
スーホの白い馬
赤羽末吉／画
メリー・カルホーン／文
スキーをはいたねこのヘンリー
ｴﾘｯｸ･ｲﾝｸﾞﾗﾊﾑ／絵
ストライプ―たいへん！しまもようになっ デヴィッド・シャノン
／文と絵
ちゃった―

しろいうさぎとくろいうさぎ

小学館

9784097272496

冨山房

9784572003331

大寒の日の前後におすすめ

１０分 キツネの親子のこころ暖まるお話
12分 死を考える絵本 写真絵本
三びきのこぶたのパロディ

福音館書店 9784834000917

12分 原作を紹介して
７分 オランダ民話

福音館書店 9784834006322

９分 大型のため読み方に工夫が必要

童心社

9784494012039

９分 上方落語 シリーズあり

福音館書店 9784834000429

６分 うさぎの結婚のお話

福音館書店 9784834001129

12分 モンゴル民話

リブリオ出版

9784860570286

13分

ねこのヘンリーが家族を追いか
けるお話 シリーズあり

らんか社

9784883301331

10分 奇想天外なお話 遠目がきく

西風号の遭難

ｸﾘｽ・ｳﾞｧﾝ・ｵｰﾙｽﾞﾊﾞｰｸﾞ
／絵と文

河出書房新社

9784309260716

せかいいちおいしいスープ

マーシャ・ブラウン
／さいわ・え

岩波書店 9784001112177

12分 絵は遠目がきく
12分 ロシアの昔話

ゼラルダと人喰い鬼

トミー・ウンゲラー／作

セロ弾きのゴーシュ
せんねんまんねん

宮沢賢治／作
赤羽末吉／絵
まどみちお／詩
柚木沙弥郎／絵

ぞうのホートンたまごをかえす ドクター・スース／さく・え
そばがらじさまとまめじさま

小林輝子/再話
赤羽末吉/画

ちいさいケーブルカーのメーベル ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ／作

不思議な話と絵が合っている

評論社

9784566001114

９分 遠目がきく

偕成社

9784039634603

35分

理論社

9784652040669

３分 命のつながりを感じられる

偕成社

9784033480503

15分 ユーモラスな語り口だが感動的

読み語りで 福音館書店版
（茂田井 武／画）もあり

福音館書店 9784834023787

９分 日本の昔話

ペンギン社 9784892740114

15分 うつりゆく時代が伝わる

ちえちゃんの卒業式

星川ひろ子／写真・文

小学館

9784097272564

10分 障害を知る本

注文の多い料理店

宮沢賢治／作
島田睦子／絵

偕成社

9784039632104

月のしずくの子どもたち

ローラ・クラウス・メルメッド／文
ジム・ラマルシェ／絵

ＢＬ出版

9784776406198

18分 他の出版社のものでも
１０分 こどもがほしい老夫婦におきた不思議

月はどうしてできたか

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾘｰﾌﾞｽﾞ／文
ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ｱｰﾃﾞｨｿﾞｰﾆ／絵

評論社

9784566001534

8分 グリムの昔話

月夜のみみずく

ジェイン・ヨーレン／詩
ジョン＝ショーエンヘール／絵

偕成社

9784033283005

10分 大自然を感じるお話

つるにょうぼう

矢川澄子／再話
赤羽末吉／画

天使と話す子

エスター・ワトスン／作

君島久子／文
小野かおる／絵
ジュディ・バレット/文
どうぶつにふくをきせてはいけません
ロン・バレット/画

天女の里がえり

福音館書店 9784834007572

読み語りで

８分 日本の昔話

ＢＬ出版

9784892387166

４分 障害を知る本

岩波書店

9784001112030

10分 中国の昔話

朔北社

9784860850296

３分 ユーモア絵本
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読み聞かせに向く絵本のリスト

高学年
葛飾区立図書館2020.2改訂

書 名

著 者

とうもろこしおばあさん

秋野和子／再話
秋野亥左牟／画

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

ともだちのしるしだよ

ｶﾚﾝ･ﾘﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ/作
ｶｰﾄﾞﾗ･ﾓﾊﾒｯﾄﾞ/作 ﾀﾞｰｸﾞ･ﾁｬｰｶ/絵

とらのゆめ

出版社

ＩＳＢＮ

福音館書店 9784834011753

時間

備 考

６分 アメリカインディアン民話

平凡社

9784582831719

８分 韓国の絵本

岩崎書店

9784265810529

９分 難民キャンプで芽生えた友情

タイガー立石／さく・え

ビリケン出版

9784939029479

とらよりこわいほしがき

小沢清子/文
太田大八/絵

太平出版社 9784803135046

３分 福音館書店版もあり
７分 韓国・朝鮮の民話

ながいながいよる

マリオン・デーン・バウアー/文
テッド・ルウィン/絵

岩波書店

9784001112214

７分 遠目がきく 春を待つお話

におい山脈

椋鳩十／著
梶山俊夫／画

あすなろ書房

9784751508114

15分 環境問題を考えるきっかけに

ねえさんといもうと

シャーロット・ゾロトウ／さく
マーサ・アレキサンダー／え

福音館書店 9784834004144

５分 妹思いの姉のお話

ねぎぼうずのあさたろう

飯野和好／作

福音館書店 9784834016345

６分 シリーズあり 浪曲調 中学年でも

ネコとクラリネットふき

岡田淳/作

クレヨンハウス

9784906379583

５分 不思議なネコのお話

ねこのオーランドー

キャスリーン・ヘイル／作・画 福音館書店

9784834008944

16分 シリーズあり 大型絵本

猫の事務所

宮沢賢治／作
黒井健／絵

9784039634207

20分 読み語りでも

ねむりひめ

フェリクス・ホフマン／え

福音館書店 9784834000146

13分 グリムの昔話

はちみついろのうま

小風さち／作
福音館書店
オリガ・ヤクトーヴィチ／絵
斎藤隆介／作
福音館書店
滝平二郎／画
武田英子／文
講談社
清水耕蔵／絵
斎藤隆介／作
岩崎書店
滝平二郎／絵

八郎
八方にらみねこ
花さき山
パパがサーカスと行っちゃった
ハルばぁちゃんの手
半日村

エットガール・キャロット／文
ルートゥー・モエダン／絵

山中恒／文
木下晋／絵
斎藤隆介／作
滝平二郎／絵

偕成社

評論社

9784834017502

視覚的な絵本

森で馬にされた娘が知恵を働かせ

9784834001143

11分 たお話
12分 きり絵の絵本

9784061322653

７分 迫力ある絵

9784265908202

６分 きり絵の絵本 花の季節に

9784566007918

７分 ユーモラスなお話

福音館書店 9784834021066

７分 遠目がきく

岩崎書店

9784265909360

７分 きり絵の絵本

講談社

9784061272743

９分 命と愛について考えさせられる

9784198608095

８分 奇想天外

9784891943486

11分 イースターの話

9784790251941

10分 自由を求めた奴隷のお話

9784895728164

９分 メキシコのクリスマスのお話

9784776408215

８分 力持ちとカッパの戦い

9784883441341

６分 モンゴル遊牧民の草原での話

ほしになったりゅうのきば

椋鳩十／文 赤羽末吉／
ＢＬ出版
絵
バーサンスレン・
石風社
ボロルマー／絵･文
君島久子／再話
福音館書店
赤羽末吉／画

9784834000153

17分 中国の民話

ポップコーンをつくろうよ

トミー・デ・パオラ／作

光村教育図書

9784895726429

10分

まーふぁのはたおりうた

小野かおる／ぶん・え

童話館出版

9784887500341

12分 福音館書店版あり

まさ夢いちじく

Ｃ.Ｖ.オールズバーグ
／絵と文

河出書房新社

9784309262314

10分 不思議な話

まんじゅうこわい

川端誠／作

クレヨンハウス

9784906379569

７分 落語絵本

メアリー・スミス

アンドレア・ユーレン/作

光村教育図書

9784895726405

５分 実在した目ざましやのお話

メロウ

せなけいこ／再話・絵

ポプラ社

9784591124352

６分 アイルランドの民話

茂吉のねこ

松谷みよ子／文
辻司／絵
斎藤隆介／作
滝平二郎／絵

ポプラ社

9784591005460

岩崎書店

9784265909063

10分 になったお話
10分 きり絵の絵本 冬のお話

１００万回生きたねこ

佐野洋子／作・絵

ふうせんばたけのひみつ

マーク・ビーナー／絵
徳間書店
ジャーディン・ノーレン／文

ふわふわしっぽと小さな金のくつ

ヘンリー・ブラウンの誕生日
ポインセチアはまほうの花
ほうまんの池のカッパ
ぼくのうちはゲル

モチモチの木

デュ・ボウズ・ヘイワード／作
Ｐａｒｃｏ出版
マージョリー・フラック／絵
エレン・レヴァイン/作
鈴木出版
カディール・ネルソン/絵
ジョアンヌ・オッペンハイム/文
光村教育図書
ファビアン・ネグリン/絵
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ポップコーンの歴史から楽しく学べる

人間に捨てられたものが、ばけもの

読み聞かせに向く絵本のリスト

高学年
葛飾区立図書館2020.2改訂

書 名

著 者

出版社

ＩＳＢＮ

時間

備 考

岩波書店

9784001151299

10分 テンポよく 少人数向き

ものぐさトミー

ペーン・デュボア／文・絵

門ばんネズミのノーマン

ドン・フリーマン／作

ＢＬ出版

9784776403272

13分 美術館に住むネズミのお話

ヤクーバとライオン

ティエリー・デデュー／作

講談社

9784062830126

やぶかのはなし

福音館書店 9784834002119

やまなしもぎ

栗原毅／ぶん
長新太／え
平野直／再話
太田大八／画

５分 友情 シリーズあり
８分 夏向き 知識絵本 中学年でも

福音館書店 9784834007077

10分 日本の昔話 秋に

山になった巨人

リュウ・チェスウ／作・絵

福音館書店 9784834010138

12分 朝鮮の白頭山の物語

ゆうれいフェルピンの話

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

よあけ

ユリー・シュルヴィッツ／作・画

ルピナスさん－小さなおばあさんのお話－ バーバラ・クーニー／さく

わたしの足は車いす
わたしの妹は耳がきこえません

ﾌﾗﾝﾂ＝ﾖｰｾﾞﾌ・ﾌｧｲﾆｸ／作
ﾌェﾚｰﾅ・ﾊﾞﾙﾊｳｽ／絵
ジーン・Ｗ・ピーターソン／作
デボラ・レイ／絵

岩波書店

9784001106183

迫力ある絵 人間とライオンの

15分 幽霊の話

福音館書店 9784834005486

４分 絵をゆっくり見せて

ほるぷ出版 9784593502097

８分 おばあさんのお話 紙芝居あり
11分 障害を知る本

あかね書房 9784251009395

偕成社

9784034210505

4 / 4 ページ

自分のできることを続けた

９分 障害を知る本

