読み聞かせに向く絵本のリスト

低学年
葛飾区立図書館2020.2改訂

書名

著者

あおい玉あかい玉しろい玉

稲田和子/再話
太田大八/絵

赤ずきん

バーナディット・ワッツ／絵

あくび

中川ひろたか／文
飯野和好／絵
石津ちひろ/文
ささめやゆき/絵

あしたうちにねこがくるの

Ｉ Ｓ Ｂ Ｎ

出版社

時間

童話館出版 9784887500839

10分 擬態語がたくさん出てくる

岩波書店

9784001105803

９分 グリムの昔話

文溪堂

9784894232389

３分 くりかえしが楽しい 遠目がきく

講談社

9784061322417

２分 キ待つお話
５分 アフリカ民話

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

ほるぷ出版 9784593501373

アボカド・ベイビー

ジョン・バーニンガム／作

ほるぷ出版 9784593503001

あめのひ きのこは･･･

ステーエフ／原作
ホセ・アルエーゴ／絵
とりやまみゆき/文
中の滋/絵

あれこれたまご

備考

偕成社

9784032022506

ネコがくるのをワクワクドキド

不思議な赤ちゃんのお話

４分 中学年でも
５分 雨の降る頃に

福音館書店 9784834022728

５分 関西弁の絵本 食育でも
学校へ行く途中の話

アンディとらいおん

ジェームズ・ドーハーティ／ぶん・え

福音館書店 9784834000030

いえでをしたくなったので

リーゼル・モーク・スコーペン／文
ドリス・バーン／絵

ほるぷ出版 9784593505654

９分 読み方に工夫が必要
８分 絵がモノクロ 少人数向き

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／ぶん・え

福音館書店 9784834000047

15分 乗り物の絵本

いっすんぼうし

谷川俊太郎／詩
和田誠／絵
いしいももこ／ぶん
あきのふく／え

いっぽんばしわたる

五味太郎／作・画

絵本館

9784871100212

２分 少人数向き シリーズあり

うごいちゃだめ !

エリカ・シルヴァマン／ぶん
Ｓ．Ｄ．シンドラー／え

アスラン書房

9784900656147

10分 友情が感じられる 中学年でも

うしはどこでも「モ～！」

エレン・スラスキー・ワインス
ティーン作 ケネス・アンダー
ソン絵 桂かい枝訳

鈴木出版

9784790251934

４分 関西弁の絵本 鳴き声を楽しんで

うっかりまじょとちちんぷい

ヌリット・カーリン／作

冨山房

9784572002990

５分 歯を集める魔女の話 少人数向き

うんちしたのはだれよ!

偕成社

9784039611307

５分 テンポがよく楽しめる

偕成社

9784033312101

５分 遠目がきく

偕成社

9784033301501

14分 空想が広がる 中学年でも

おかえし

ｳﾞｪﾙﾅｰ･ﾎﾙﾂｳﾞｧﾙﾄ／文
ｳﾞｫﾙﾌ･ｴｰﾙﾌﾞﾙｯﾌ／絵
木村裕一／ぶん
田島征三／え
佐藤さとる／ぶん
村上勉／え
マージョリー・
フラック／文・絵
村山桂子／さく
織茂恭子／え

福音館書店 9784834004823

10分 テンポよく

おさるとぼうしうり

スロボﾄﾞキーナ／さく・え

福音館書店 9784834009798

７分 テンポよく 中学年でも

おじいちゃんちでおとまり

なかがわちひろ／さく・え

おじさんのかさ

佐野洋子／作・絵

いちねんせい

オオカミのごちそう
おおきなきがほしい
おかあさんだいすき

おつきさまは、よる、なにをしているの？ アンネ・エルボー／さく

小学館

9784097270126 ２分～ 詩の本

福音館書店 9784834000511

岩波書店

11分 日本の昔話

9784001151053 7分～ おかあさんがテーマ 少人数向き

おじいちゃんと孫の交流を描く

ポプラ社

9784591093702

講談社

9784061318809

５分 小人数向き
７分 雨の降る頃に 中学年でも

ひくまの出版

9784893172419

３分 月の本 大型の絵本

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 9784834014648

６分 夏におすすめ

おとなしいめんどり

ポール・ガルドン／作

童話館出版 9784924938069

６分 秋の実りのときに

おなかのかわ

瀬田貞二／再話
村山知義／絵

福音館書店 9784834005172

８分 北欧の民話

おなべおなべにえたかな？

こいでやすこ/さく

福音館書店 9784834014631

５分 春におすすめ シリーズあり

おなら

長新太／さく

福音館書店 9784834009439

５分 知識絵本

おならうた

谷川俊太郎/原詩
飯野和好/絵
アネット・チゾンさく
タラス・テイラーさく

おばけのバーバパパ
おひさまみたいに

ｽｰｻﾞﾝ･ﾏﾘｰ･ｽﾜﾝｿﾝ／文
ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ｶﾄﾞｽ＝ｱｰｳﾞｨﾝ／絵

おへそのあな

長谷川義史／作

絵本館

9784871101585

３分 詩の本

偕成社

9784032021301

３分 シリーズあり

ほるぷ出版 9784593505432

ＢＬ出版

9784776402046
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4分 詩的な文 遠目がきく
赤ちゃんを待つ家族の喜びを感じら

４分 れる本

＊時間・年齢・備考は参考です。

読み聞かせに向く絵本のリスト

低学年
葛飾区立図書館2020.2改訂

書名

著者

出版社

Ｉ Ｓ Ｂ Ｎ

おまたせクッキー－友だちとたのしいおやつ！－

パット・ハッチンス／さく

偕成社

9784032024005

およぐ

なかのひろたか／さく

福音館書店 9784834008692

４分 夏に 知識絵本

おんなのこってなあに？
おとこのこってなあに？

ステファニー・
ワックスマン/著

福音館書店 9784834011074

４分 写真絵本 性の本

かいじゅう ぞろぞろ

木曽秀夫／さく・え

サンリード

時間

9784914985158

備考

４分 テンポよく 算数的要素も

３分 おもしろい本

日野十成/再話
かえるをのんだととさん－日本の昔話－ 斎藤隆夫/絵
瀬田貞二／再話
かさじぞう
赤羽末吉／画
岸田衿子／作
かぞえうたのほん
スズキコージ／え
水谷章三／文
かたあしのひよこ
いとうひろし／絵
木下順二／作
かにむかし－日本むかしばなし－
清水崑／絵

福音館書店 9784834023053

６分 節分の時季に

福音館書店 9784834000719

５分 日本の昔話 年末年始向き

ガラスめだまときんのつののヤギ スズキコージ／画

福音館書店 9784834007718

福音館書店 9784834010435 ２分～ 言葉あそび 絵本の合間に

ほるぷ出版 9784593593132

岩波書店

9784001105773

４分 スペイン民話
８分 日本の昔話
６分 白ロシア民話
聞き手も参加できる
シリーズあり

きこえるきこえる

マーガレット・ワイズ・ブラウン/作

小峰書店

9784338126052

７分

きつねのおきゃくさま

あまんきみこ/ぶん
二俣英五郎/え

サンリード

9784914985271

５分 遠目がきく

きゃっきゃキャベツ

いわさゆうこ／さく

童心社

9784494001613

４分 シリーズあり

きょうはなんのひ？

瀬田貞二／作
林明子／絵

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

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 9784834012422

６分 奇想天外な話

きんのたまごのほん

マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく
レナード・ワイスガード／え

童話館出版 9784887500600

５分 あたたかい絵 遠目がきく

福音館書店 9784834000474

13分

くまくん

いしいももこ／ぶん
なかたにちよこ／え
まどみちお／詩
馬場のぼる／画
二宮由紀子／作
あべ弘士／絵

くれよんのはなし

ドン・フリーマン／さく

くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ／さく

くいしんぼうのはなこさん
くいしんぼさんのうた

けんかのきもち

柴田愛子／文
伊藤秀男／絵

福音館書店 9784834007527

小峰書店

4-338-12627-2

10分 結婚記念日の話 少人数向き
３分

きょうりゅうの絵がリアル シリーズあり

長めのお話だが聞きやすく絵も見やすい

童心社

9784494002573

４分 詩の本

ひかりのくに

9784564018107

ほるぷ出版 9784593500574

５分 た楽しい絵本
４分 夏に 少人数向き

ペンギン社 9784892740206

７分 新入学時に シリーズあり

ポプラ社

9784591070444

ことばを逆さまにしてお話をすすめ

４分 友だちについて考える絵本

げんきなマドレーヌ

ﾙﾄﾞｳｨｯﾋ･ﾍﾞｰﾒﾙﾏﾝｽ
／作･画

福音館書店 9784834003628

６分 フランスの話 シリーズあり

ごちゃまぜカメレオン

エリック・カール／さく

ほるぷ出版 9784593500635

４分 奇想天外な話 しかけ絵本

こねこのミヌー

フランソワーズ／さく

サイモンは、ねこである。

ガリア・バーンスタイン作
なかがわちひろ訳
長谷川摂子/文
矢間芳子/絵・構成
角野栄子/さく
長新太/え

さくら
サラダでげんき

のら書店

9784931129450

５分 主人公の身になって楽しめる

あすなろ書房

9784751528341

５分 ライオンたちの表情が楽しい

福音館書店 9784834024951

５分 春に 遠目がきく

福音館書店 9784834020816

５分 食育にも
10分 秋におすすめ

サリーのこけももつみ

ロバート・マックロスキー/文・絵

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 9784834009033

しおちゃんとこしょうちゃん

ルース・エインズワース／さく
こうもとさちこ／やく・え

福音館書店 9784834082289

ジャイアント・ジャム・サンド

ｼﾞｮﾝ・ｳﾞｧｰﾉﾝ・ﾛｰﾄﾞ／文・絵

アリス館

9784752040125

４分 少人数向き

しゃっくりがいこつ

らんか社

9784883301508

３分 読み方を工夫して

１０にんのきこり

マージェリー･カイラー／作
Ｓ．Ｄ．シンドラー／絵
Ａ．ラマチャンドラン/さく
田島伸二/やく

講談社

9784061323612

３分 数の絵本

１１ぴきのねこ

馬場のぼる／著

こぐま社

9784772100045

７分 シリーズあり

岩波書店

9784001105902

お母さんにサラダをつくる
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クリスマスのお話

３分 子どもの反応をみながら
７分 ふたごのこねこの大冒険

＊時間・年齢・備考は参考です。

読み聞かせに向く絵本のリスト

低学年
葛飾区立図書館2020.2改訂

書名

著者

出版社

Ｉ Ｓ Ｂ Ｎ

十二支のしんねんかい

みきつきみ／文
柳原良平／画

こぐま社

9784772102100

４分 リズミカルな文 お正月に

１４ひきのおつきみ

いわむらかずお／さく

童心社

9784494006830

３分

すいかのたね

さとうわきこ／さく・え

福音館書店 9784834003260

６分 ばばばあちゃんシリーズ

ずいとんさん

日野十成／再話
斎藤隆夫／絵

福音館書店 9784834021516

５分 日本の昔話 ユーモアがある

スイミー－ちいさなかしこいさかなのはなし－ レオ・レオニ／さく

時間

備考

お月見に シリーズあり 少人数向き

好学社

9784769020011

５分 力を合わせる話

徳間書店

9784198616892

５分 雨の時に

すてきなあまやどり

バレリー・ゴルバチョフ／作・絵

すてきな三にんぐみ

ﾄﾐｰ・ｳﾝｹﾞﾗｰ／作

偕成社

9784033270203

５分 遠目がきく

すなばのだいぼうけん

いとうひろし／さく・え

ポプラ社

9784591039502

４分 ともだちと冒険する話

せんたくかあちゃん

さとうわきこ／さく・え

福音館書店 9784834008975

７分 夏に シリーズあり

だいくとおにろく

リサ・マンチェフ／作
ユテウン／絵
松居直／再話
赤羽末吉／画

福音館書店 9784834000856

５分 つくる。暖かく見やすい絵
６分 日本の昔話

だいふくもち

田島征三／作

福音館書店 9784834005240

７分 冬に 少し怖い話 中学年でも

たからさがし

中川李枝子／さく
大村百合子／え

福音館書店 9784834012316

６分 お話

たったひとつのドングリが

ローラ・Ｍ．シェーファーぶん アダム・
シェーファーぶん フラン・プレストン＝ガ
ノンえ せなあいこやく

ゾウはおことわり！

－すべてのいのちをつなぐ－

たべられるしょくぶつ
たまごからうま

森谷憲／ぶん
寺島龍一／え
酒井公子／再話
織茂恭子／絵

徳間書店

ゾウをペットにした男の子が仲間を

9784198642594

男の子とうさぎがたからものを探す
知識絵本

評論社

9784566080324

２分 美しい絵で命のつながりを考え
る

福音館書店 9784834003161

６分 知識絵本 ゆっくりと

偕成社

9784039637901

10分 ベンガルの民話

講談社

9784062830591

５分 詩的な文章 遠目がきく

たまごってふしぎ

アリス・プロベンセン/作
マーティン・プロベンセン/作

タンゲくん

片山健／作

福音館書店 9784834011630

たんぽぽ

平山和子／ぶん・え

福音館書店 9784834004700 ４分～ 春に 写実的な絵 中学年でも

小さいりょうしさん

ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ／文
ﾀﾞｰﾛﾌ･ｲﾌﾟｶｰ／絵

ＢＬ出版

9784776405399

徳間書店

9784198645991

４分 片目の猫の話
小さいりょうしさんと大きいりょうしさ

7分 んのお話
６分 色が鮮やかで遠目がきく

チトくんとにぎやかないちば

アティヌーケ／文 アンジェラ・ブ
ルックスバンク／絵 さくまゆみこ
／訳

ちびゴリラのちびちび

ﾙｰｽ・ﾎﾞｰﾝｽﾀｲﾝ／さく

ほるぷ出版 9784593500772

３分 遠目がきく

つきのぼうや

イブ・スパング・
オルセン／さく・え

福音館書店 9784834004564

８分 縦長の形態 少人数向き

どうながのプレッツェル

マーグレット・レイ／ぶん
Ｈ・Ａ・レイ／え

福音館書店 9784834007312

７分 犬の話

とべバッタ

田島征三／作

ともだちや

内田麟太郎／作
降矢なな／絵
渡辺茂男／さく
山本忠敬／え

とらっくとらっくとらっく
トルーシー・トルトルとトラ

ヘレン・スティーヴンズ／作
ふしみみさを／訳

どろにんぎょう－北欧民話－

内田莉莎子／文
井上洋介／画

どろぼうがっこう

加古里子／絵・文

どんぶらどんぶら七福神

みきつきみ/文
柳原良平/画
エド・ヤング／作
藤本朝巳／訳

七ひきのねずみ

偕成社

9784033311401

偕成社

9784032048902 ５分～ シリーズあり

福音館書店 9784834000641

ＢＬ出版

9784776407614

４分 迫力のある絵

５分 乗り物の絵本
７分

福音館書店 9784834003703

どろぼうのパパと女の子のユーモラスな
話

８分 北欧の民話

偕成社

9784032060409

７分 ドジなどろぼうのお話

こぐま社

9784772102056

３分 お正月に

古今社

9784907689055

４分 はり絵で鮮やかな色。想像させる

なにをかこうかな

Ｈ．Ａ．レイ／作
マーグレット・レイ／作

ねえ、どれがいい？

ジョン・バーニンガム／さく

ねこざかな

わたなべゆういち／作・絵 フレーベル館

歯がぬけた

中川ひろたか／作
大島妙子／絵

文化出版局 9784579401949

評論社

８分 子どもとやり取りしながら

9784566001985 ４分～ 聞き手も参加
9784577004289

ＰＨＰ研究所 9784569683355
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４分 夏に シリーズあり

５分 歯の楽しいお話
＊時間・年齢・備考は参考です。

読み聞かせに向く絵本のリスト

低学年
葛飾区立図書館2020.2改訂

書名

著者

出版社

Ｉ Ｓ Ｂ Ｎ

バックルさんとめいけんグロリア ペギー・ラスマン／さく・え

徳間書店

9784198607739

９分 警察官と犬の楽しいお話

はっぱじゃないよぼくがいる

姉崎一馬／文･写真

アリス館

9784752003168

３分 写真絵本

はやくねてよ

あきやまただし/作・絵

岩崎書店

9784265034369

３分 楽しい絵本

はるがきた

ジーン・ジオン/文
マーガレット・ブロイ・グレアム/絵

主婦の友社 9784072742754

７分 春の季節に

ハンダのびっくりプレゼント

アイリーン・ブラウン/作

光村教育図書

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／画

福音館書店 9784834010831

びくびくビリー

アンソニー・ブラウン／さく

びっくりドラゴンおおそうどう！ ジャック・ケント/ぶん・え
ピッツァぼうや

ウィリアム・スタイグ/作

ひよこのかずはかぞえるな

ｲﾝｸﾞﾘ･ﾄﾞｰﾚｱ／さく
ｴﾄﾞｶﾞｰ･ﾊﾟｰﾘﾝ･ﾄﾞｰﾚｱ／さく

ふしぎなおるすばん
ふしぎなたけのこ
ふゆめがっしょうだん

斉藤栄美/作
岡本順/絵
松野正子／さく
瀬川康男／え
長新太／文
冨成忠夫・茂木透／写真

9784566008465

好学社

9784769022060

らんか社

9784883301362

福音館書店 9784834007121

ポプラ社

備考

アフリカの子どもを描いた絵本

３分 シリーズあり
リトアニア民話
８分 かわいい悪魔の知恵比べ絵本
グアテマラに伝わる、心配ひき

５分 うけ人形（ｳｫｰﾘｰﾄﾞｰﾙ）のお話
４分 ﾄﾞﾗｺﾞﾝが巻き起こす楽しいお話
ナンセンス絵本

３分 中・高学年でも
卵を売りに行くおばさんの
６分 ゆかいなお話
留守番が楽しくなるお話

８分 遠目がきく
８分 春におすすめ

福音館書店 9784834010206 ３分～ 冬から春に 参加型

へんてこへんてこ

長新太／さく

ポケットのないカンガルー

Ｈ．Ａ．レイ／え
エミイ・ペイン／さく
ﾛﾊﾞｰﾄ･ｸﾞﾛｽﾏﾝ／え
ﾏｲｸ･ｾｲﾗｰ／さく

ほね､ほね､きょうりゅうのほね バイロン・バートン／作

9784591037584

福音館書店 9784834000689

へんてこたまご

ぼちぼちいこか

9784895726511

評論社

渡辺茂男／さく
福音館書店
赤羽末吉／え
エミリー・グラヴェット／さく
フレーベル館
福本友美子／やく

へそもち

時間

9784834007879

７分 読み方に工夫が必要

9784577043349

４分 ラストにインパクトあり
４分 ナンセンス絵本

めくりしかけ

佼成出版社 9784333013258

偕成社

9784033276106

８分 子どもが安心できるお話

偕成社

9784032012309

４分 関西弁の絵本

ポプラ社

9784591151228

３分 遠目がきく

9784915632655

３分 ユーモラスなお話

ほんとに本はやくにたつ

クロード・ブージョン ／文・絵 セーラー出版

まあちゃんのながいかみ

たかどのほうこ／さく

福音館書店 9784834013306

まいごのまめのつる

こだまともこ/さく
おリもきょうこ/え

福音館書店 9784834026504

まじょのスーパーマーケット

スーザン・メドー／さく

フレーベル館

まちにはいろんなかおがいて

佐々木マキ／文・写真

福音館書店 9784834080179

ﾏﾏ､ﾏﾏ､おなかがいたいよ

レミイ・シャーリップ／さく・え 福音館書店

ミラクル・ベイビー

サイモン・ジェームズ／さく

むかしむかしとらとねこは…

大島英太郎／文・絵

福音館書店 9784834024401

10分 中国の昔話

めっきらもっきらどおんどん

長谷川摂子／作
ふりやなな／画

福音館書店 9784834010176

８分 夏におすすめ

もっとおおきなたいほうを

二見正直/作

福音館書店 9784834024753

６分 きつねとおうさまの知恵くらべ

ももたろう

松居直／再話
赤羽末吉／絵

福音館書店 9784834000399

15分 日本の昔話

もりのひなまつり

こいでやすこ／さく

福音館書店 9784834016543

８分 ひなまつりの絵本

やかましい！

シムズ・タバック/絵
アン・マクガバン/文

フレーベル館

やさいのおなか

きうちかつ／さく・え

福音館書店 9784834014389 ３分～ クイズ形式で シリーズあり

山んばあさんとむじな

いとうじゅんいち／作・絵

徳間書店

9784198605957

やまんばのにしき

まつたにみよこ／ぶん
せがわやすお／え

ポプラ社

9784591003756

ゆかいなかえる

ジュリエット・キープス／ぶん・え

評論社

9784577016954

読み方に工夫が必要

10分 シリーズあり
仲の悪いおばあさんたちが仲良くな
８分 るお話
５分 ハロウィーンの本
４分 写真絵本

9784834008616

５分 影絵風

9784566007963

６分 天才的な赤ちゃんが主人公

9784577035849

福音館書店 9784834000337
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９分 くりかえしが楽しい
むじなが化けて色々出てくる

７分 怖いお話
15分 日本の昔話

４分 夏に 少人数向き

＊時間・年齢・備考は参考です。

読み聞かせに向く絵本のリスト

低学年
葛飾区立図書館2020.2改訂

書名

著者

出版社

Ｉ Ｓ Ｂ Ｎ

時間

備考

ゆきがふったら

レベッカ・ボンド／さく

偕成社

9784032015409

５分 雪遊びの楽しさが伝わる

よかったね、カモのおちびちゃん

エヴァ・ムーア／ぶん
ナンシー・カーペンター／え

ＢＬ出版

9784776406549

８分 遠目がきく

よかったねネッドくん

レミー・チャーリップ／さく

偕成社

9784032014303

３分 奇想天外

ヨセフのだいじなコート

シムズ・タバック／作

フレーベル館

9784577022979

リボンのかたちのふゆのせいざオリオン

八板康麿／写真と文
杉浦範茂／絵と構成

福音館書店 9784834010688

３分 変わる しかけ絵本
３分 知識絵本

ルイのうちゅうりょこう

エズラ・ジャック・キーツ／作
田村恵子／訳

ルラルさんのにわ

いとうひろし／作

ロバのロバちゃん

ロジャー・デュボアザン／ぶん・え
くりやがわけいこ／やく

わたし

谷川俊太郎／ぶん
長新太／え

コートが次々いろんな物に

偕成社

9784033285900

７分 シリーズあり

ポプラ社

9784591069424

８分 ほるぷ出版版あり シリーズあり

偕成社

9784032010107

11分 自分の良さに気付く話 絵が鮮やか

福音館書店 9784834008470
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知識絵本 聞き手も参加できる

３分 「あなた」あり

＊時間・年齢・備考は参考です。

