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むぎわらぼうし
葛飾区立図書館
　　　　児童室

ISBNなし
葛飾区立図書館

小学１･２年､３･４年､５･６年の三種類があり、毎年夏休
みに区内の小学生に配布しているお勧め本のリスト。
本にはむぎわらぼうしのシールがついてる。

いちねんせいに
なったらよんでみよう

葛飾区立図書館
　　　　児童室

ISBNなし
葛飾区立図書館

毎年、新小学１年に配布しているお勧め本のリス
ト。本にはランドセルのシールがついている。

ＦＩＲＳＴ ＢＯＯＫ
葛飾区立図書館
　　　　児童室

ISBNなし
葛飾区立図書館

はじめて出会う絵本のリスト。子どもの本の参考
図書ものっている。

絵本を読むこと 松岡享子／著 1982年
ISBNなし

東京子ども図書館

読み聞かせに適した絵本の条件と読み方について、
初心者向けにわかりやすく解説されている。読み聞か
せにむく絵本のリストも紹介されている。

子どもの本のリスト
－「こどもとしょかん」新刊あん
ない１９９０～２００１セレク
ション－

東京子ども図書
館／編集

2004年
9784885691812
東京子ども図書館

１９９０年から２００１年に出版された比較的新しい本の
中から、絵本、物語、伝記、ノンフィクション等が厳選し
て紹介されている。

私たちの選んだ
子どもの本　改訂新版

東京子ども図書
館／編集

2012年
9784885690914
東京子ども図書館

長く読み継がれた本が紹介されている。他にも、
同出版社のおはなしや絵本のガイドは大変参考
になる。

絵本の庭へ
東京子ども図書
館／編集

2012年
9784885691997
東京子ども図書館

図書館員の目線で選んだ１１５７冊の絵本。巻末
には季節や国、行事など多くのテーマに合わせ
た索引付き。

ほん・本・ごほん　１
－東京都子ども読書活動推進資
料－２００８

東京都立多摩図
書館／編集

2009年
ISBNなし
東京都立

多摩図書館

小学生が自分で読みたい本を探せる。「おかしなペッ
ト」「なまけもの」など多くのテーマごとに６冊ずつ、すべ
てカラーで簡潔に紹介。索引に「読み聞かせに向く絵
本」の案内あり。※「２」「３」あり

★
読み聞かせＡＢＣ
－東京都子ども読書活動推進資
料－２０１１

東京都立多摩図
書館／編集

2012年
ISBNなし
東京都立

多摩図書館

これから読み聞かせをはじめようとする人のためのガ
イドブック。読み聞かせに向く絵本２００冊のリストも紹
介されている。対象年齢と読み聞かせの時間が記され
ており参考になる。

特別支援学校での読み
聞かせ
－都立多摩図書館の実践から－

都立多摩図書館
／執筆

2013年
ISBNなし
東京都立

多摩図書館

特別支援学校に実践してきた中で子ども達が喜んだも
のが障害別に紹介されている。絵本のあらすじ、特
色、読み方のコツ、実践事例あり。

読みきかせのための
ブックリスト
－高学年版－

親子読書・地域
文庫全国連絡会
／編

2003年
ISBNなし

親子読書・地域
文庫全国連絡会

いのち・愛・家族・ともだち・学校などテーマ別に
読み聞かせの本が探せる。巻末に読みつがれて
きた本（高学年版）あり。

読みきかせ絵本２６０
－高学年向き(2003～2009)－

広瀬恒子ほか
／編

2009年
ISBNなし

親子読書・地域
文庫全国連絡会

「読み聞かせのためのブックリスト高学年版」の２
００３～２００９に出版された絵本のリスト。

読みきかせのための絵
本カレンダー
－０才～低学年－

親子読書・地域
文庫全国連絡会
／編

2004年
ISBNなし

親子読書・地域
文庫全国連絡会

年齢別・季節別に読み聞かせに向く絵本がリスト
アップされている。巻末に読みつがれてきた絵本
１００冊のリストあり。

いきいき読書ボラン
ティアガイドブック

親子読書・地域
文庫全国連絡会
／編

2006年
ISBNなし

親子読書・地域
文庫全国連絡会

いろいろな読書ボランティアの実践の記録と季節別・
年齢別のプログラム例が載っている。プログラムのお
およその時間が参考になる。

おやちれんがすすめる
よみきかせ絵本２５０
－低学年向・２００３～２０１２－

親子読書・地域
文庫全国連絡会
／編

2013年
9784864840392

絵本塾出版
低学年に向く読み聞かせの本を命・平和・冒険な
どテーマ別に紹介している。

★印は、これから読み聞かせをはじめる方に、特におすすめの本です。

     読み聞かせに役立つ本のリスト      読み聞かせに役立つ本のリスト 
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★印は、これから読み聞かせをはじめる方に、特におすすめの本です。

     読み聞かせに役立つ本のリスト      読み聞かせに役立つ本のリスト 

小学生への読みがたり
読みきかせ　低学年編

この本だいすきの
会／小松崎進・平
川政男／企画・編
集

2003年
9784874982957

高文研

会員である小学校の先生の実践記録。巻末に
「一つのブックリスト　これだけは、読みがたろう」
学年別あり。「中・高学年編」も出版されている。

★
おはなし会ガイドブック
－小学生向きのプログラム
を中心に－

茨木啓子・
平田美恵子・
湯沢朱実／編著

2003年
9784772190381

こぐま社

読み聞かせを一歩進めて、おはなしを取り入れる時に
参考になる本。おはなしと読み聞かせを組み合わせて
プログラムを組むことができる。

ぼくの絵本わたしの絵本
－０歳から６歳までの絵本
ガイド－

茨木啓子・
平田美恵子・
湯沢朱実／編著

2007年
ISBNなし

プランニング遊

長年読み聞かせやおはなしを通して、子ども達と
関わってきた編著者がおすすめする絵本が紹介
されている。

ねえ この本読んで！
　　　　（全７巻）

赤木かん子／著 2001年
9784897848457

リブリオ出版

赤、だいだい、きいろ、みどり、水色、青、紫の巻があ
る。赤の巻では「おもしろくて元気がでて、生きてて良
かった！」と感じてもらえる本を読みましょうと提唱して
いる。その他の色では学年別に本が紹介されている。

かならず成功する
　　読みきかせの本

赤木かん子／著 2008年
9784426104962

自由国民社

子どもたちが大好きな絵本が紹介されている。
「この本はこんなふうに読んだら…」と具体的なア
ドバイスが満載。

自然とかがくの絵本総解説 赤木かん子／著 2008年
9784426102715

自由国民社
ビジュアルなかがく絵本と図鑑が数多く紹介され
ている。

絵本・子どもの本総解説
　　　　　　　　　（第７版）

赤木かん子／著 2009年
9784426106942

自由国民社

「兄弟の下の子が産まれた時の絵本」「眠れない時に
読む本」など、子どもの気持ちによりそった絵本が探せ
る。

読みきかせのすすめ
－子どもと本の出会いのために－

波木井やよい／著 1994年
9784337450295

国土社

読書は子どもの成長に欠かせないものであり、子ども
と本を出会わせる最も良い方法は「読み聞かせ」であ
る。この本は著者の具体的な活動を通して「読み聞か
せ」の大切さを教えてくれる。

★
《読み聞かせ》
ボランティア入門

波木井やよい／編 2006年
9784337450370

国土社

ボランティア活動をする際の基本について書かれ
ている。読み聞かせをする時に生じる素朴な疑
問にも答えてくれる一冊。

ジェンダー・フリーで楽しむ
こどもと大人の絵本の時間

草谷桂子／著 2002年
9784313870055

学陽書房

人間が生きるということに焦点をあて、さまざまな
絵本が紹介されている。読み聞かせのコツもあ
り。

はじまりは図書館から
－絵本は語る－

草谷桂子／著 2013年
9784864120692
子どもの未来社

『図書館という森を守り育てることこそすべての人の人
生を支える』と考えて図書館とかかわってきた著者が、
図書館の出てくる絵本を紹介。巻末に児童文学作品
のリストあり。図書館に求めるものも語られる。

★
読み聞かせわくわく
ハンドブック
－家庭から学校まで－

代田知子／著 2001年
9784870771611

一声社

読み聞かせのＨｏｗ Ｔｏが手取り足取り書かれている
本。日頃感じている素朴な疑問にも、答えてくれる。巻
末にジャンル別ブックリストあり。

★
読書ボランティア
―活動ガイド―
どうする？スキルアップ　どう
なる？これからのボランティア

広瀬恒子／著 2008年
9784870772069

一声社

読書ボランティアにとって知っておかなければならない
基本的な事柄がわかりやすく解説されている。お助け
のヒントも載っており、参考資料も充実している。

おはなし会プログラム
－季節別　年齢別厳選プロ
グラム116本収録－
〔PART1〕

この本読んで編
集部／編集

2008年
2014年

①
9784990417109

②
9784990417147
ＮＰＯ読書サポート

季節別・年齢別のプログラムが参考になる。このプロ
グラム例を参考に、自分にあった絵本やわらべうたを
加えて、オリジナルのプログラムをつくり実践したい。
「PART2」もあり。

★
小学校での読み聞かせ
ガイドブック
－朝の１５分のために－

湯沢朱実／編著
平田美恵子／編著
対馬初音／編著
高石聖子／編著

2012年
9784990638504
プランニング遊

初めて読み聞かせをする方や既に読み聞かせを
されている方にも役立つガイドブック。学年別に
読み聞かせに向く本が合わせて、２９７冊紹介さ
れている。
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★印は、これから読み聞かせをはじめる方に、特におすすめの本です。

     読み聞かせに役立つ本のリスト      読み聞かせに役立つ本のリスト 

その本、読みたい！
－読みきかせ＋ぷちブックトーク
－低学年

村上淳子／編著 2013年
9784337450516

国土社

読み聞かせとブックトークを結びつけた「ぷちブッ
クトーク」の実践例を紹介。読後の子どもたちの
反応も記されており参考になる。「高学年版」も出
版あり。

★
子どもの本１００問１００答
－司書、読書ボランティアにも
役立つ－

大阪国際児童文
学振興財団／編

2013年
9784422120621

創元社

「なぜ子どもはこわい本を読みたがるのか」「人が死ん
だり殺されたりする本は子どもに与えたくないが…」
「長新太について調べたい」など、さまざまな質問に具
体的かつ詳細に答えてくれる。

子育て絵本相談室
－こまった時の絵本だのみ－

横山眞佐子／著
村中李衣／著

1999年
9784591061398

ポプラ社
困った時の絵本だのみ、子育てに役立つ絵本を
探してみましょう。

ことばの喜び・絵本の力
－すずらん文庫３５年の歩みから－

渡辺順子／著 2008年
9784894911604

萌文社

保健所文庫の歩みから地域の中での育ち合いを描く。
絵本の大切さを子ども・親たちの両面から述べる。資
料が児童憲章・子どもの読書活動の推進に関する法
律・子どもの権利条約など充実。

★
松居直のすすめる
　　　　50の絵本
－大人のための絵本入門－

松居直／著 2008年
9784764269101

教文館

絵本の編集者・研究者・大人として絵本体験を勧めて
いる。その上で子どもに声に出して絵本を語りかける
ことが必要であると提唱している。

絵本の本 中村柾子／著 2009年
9784834024579

福音館書店

保育の中で育まれてきた読み聞かせの実践から優れ
た絵本を具体的に紹介している。また、絵本が子ども
にもたらす効果についても書かれている。

えほん
－子どものための５００冊－

日本子どもの本
研究会　絵本研
究部／編

1989年
9784870771215

一声社

定評のある絵本のブックリスト。追補として1995
年に140冊の本と、続編として2004年に300冊の
本が出されている。

こんなときこんな絵本
－子どもと読みたい絵本３００冊－

園田とき／編著 1997年
9784794507211

草土文化

「春をみつけに」「乗り物」など、子どもにとって身近な
テーマを題材に、３～５冊ずつ絵本を紹介している。紹
介は読みやすく見開き２ページにまとめられ、初心者
でも楽しみながら絵本を知ることができる。

ちひろ美術館が選んだ親子
で楽しむえほん１００冊

ちひろ美術館／編 1999年
9784895771801

メイツ出版
「遊びの絵本」や「探す絵本」というテーマで探せ
る本。視覚的に紹介されていて楽しい。

絵本のあるくらし
－プーさん文庫が選んだ４５６冊－

プーさん文庫／編 1999年
9784906577354

吉備人出版

1984年から続くプーさん文庫の活動の中から、子
どもたちの心の栄養となり、成長を手助けできる
本456冊を紹介している。

子どもといっしょに読みた
い絵本ベスト１００

軽井沢絵本の森
美術館／監修・重
信秀年／執筆・重
信三和子／執筆

2010年
9784780408058

メイツ出版

著者が実際に子どもと読んだ絵本と欧米の古典絵本
を中心に「楽しいことば」「冒険に出発」などテーマごと
にすべてカラーで紹介。読み聞かせ年齢の目安つき。

読み語り 絵本１００ 2001年
9784582921120

平凡社
大きな版でわかりやすく読み語りに向く本が紹介
されている。別冊太陽のシリーズ。

心をつなぐ読みきかせ絵
本１００

2004年
9784582921328

平凡社

人と人との心のふれあいが深まるような絵本がさ
まざまな視点から選ばれている。別冊太陽のシ
リーズ。

続・心をつなぐ読みきか
せ絵本１００

2007年
9784582921496

平凡社

続編は同じ視点だが、あかちゃん・十代・高齢者・支援
の必要な子ども達に向く絵本などが紹介されている。
読み聞かせにかかる時間が明記され便利。別冊太陽
のシリーズ。

３６５日、まいにち絵本！ 2008年
9784582921564

平凡社
３６５日その日その日に読み聞かせに向く絵本が
紹介されている。別冊太陽のシリーズ。
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子どもと楽しむ科学の絵
本８５０

子どもと科学を
つなぐ会

2002年
9784895774895

メイツ出版
楽しい科学の絵本が沢山紹介されている。

かがくする心の絵本１００
横山真佐子ほか
／編

2003年
9784582921205

平凡社

科学は「勉強」するものではなくて、人生を豊かに
してくれるもの。「知る」ことが楽しくなる本。読み
聞かせにかがくの本もとりいれたい。

科学の本っておもしろい
２００３－２００９

科学読物研究会
／編

2010年
9784897722535

連合出版

学校や図書館での取組みの実践報告と521冊の
科学読物を紹介したガイドブック。既刊第1～5集
もあり。

子どもと読みたい科学の本
棚
－童話から新書まで－

藤嶋昭／著
菱沼光代／著

2013年
9784487807154

東京書籍

幼少期から中学生までを対象とした科学童話が
幅広く紹介されている。一般の読者が読んだ感
想も併記されているので、参考にしやすい。

きみには関係ないことか
－戦争と平和を考えるブックリ
スト－’０３～’１０

京都家庭文庫・
地域文庫連絡会
／編

2011年
9784780304213
かもがわ出版

「戦争」と「平和」に関する本のブックリスト。「’９０
～’９６版」「’９７～’０３版」も出版されている。

多文化に出会うブックガ
イド

世界とつながる子
どもの本棚プロジェ
クト／編

2011年
9784902666250

読書工房
655タイトルの本が国別に紹介されている。
多文化理解に役立つ。

やさしさと出会う本 菊池澄子ほか／編 1990年
9784892400940

ぶどう社

「障害」をテーマとする、絵本・児童文学のガイド
ブック。障害をもつ人たちとの出会いへと案内し
てくれる。

からだといのちに出会う
ブックガイド

健康情報棚プロ
ジェクト＋からだと
こころの発見塾／
編

2008年
9784902666199

読書工房

体と命、病気、障害から家族や友だち、災害、戦
争というテーマで絵本・本が紹介されている。巻
末にリスト・索引あり。

絵本・児童文学における
老人像
－伝えたいもの伝わるもの－

宮地敏子／著 1999年
9784906195411
グランまま社

子どもと老人の織り成す物語が数多く紹介されて
いる。安らかな気持ちになれる本が多いのが特
徴。

お年よりと絵本でちょっとい
い時間－老人福祉施設での
読み聞かせガイド－

山花郁子／著 2003年
9784870771796

一声社
読み聞かせをお年より向けに実践している例が
参考になる。

子どもとシニアが元気にな
る絵本の読み聞かせガイド

世代間交流プロジェク
ト「りぷりんと・ネット
ワーク」／編著・藤原
佳典／監修

2008年
9784990399603
ライフ出版社

シニアから読み聞かせボランティアをはじめる人の本。
読み聞かせは異世代間交流を生み、健康体力づくり
にも効果があることが解説されている。読み聞かせに
向く本の１０１選あり。

昔話入門 小澤俊夫／編著 1997年
9784324052167

ぎょうせい
昔話とはなにか？ということが、わかりやすく解
説されている。

★ 昔話は残酷か
－グリム昔話をめぐって－

野村ヒロシ／著 1997年
9784885690402
東京子ども図書

館

「あかずきんがおおかみに食べられる」昔話は残
酷？　文学的・民俗学的・心理学的立場から、グ
リムの昔話について解りやすく書かれている。
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