
読み聞かせに向く絵本のリスト　中学年

葛飾区立図書館2020.2改訂

書名 著者 出版社 ＩＳＢＮ 時間 備考

あ 大槻あかね/作 福音館書店 9784834023909 ２分
読み方に工夫が必要
少人数向き

あかてぬぐいのおくさんと
７にんのなかま

イ・ヨンギョン／ぶん・え 福音館書店 9784834016338 ７分 韓国のお話 

あずきがゆばあさんとトラ
チョホサン／文
ユンミスク／絵 アートン 9784901006934 ７分 韓国の昔話

あな
谷川俊太郎／作
和田誠／画

福音館書店 9784834009217 ５分 あなをほる男の子のお話

アライグマじいさんと
        　　 １５ひきのなかまたち

ビル・ピート／作・絵 佼成出版社 9784333010318 10分 シリーズあり

あらしのよるに
きむらゆういち／作
あべ弘士／絵

講談社 9784062102933 13分 シリーズあり  高学年でも

アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ／作 好学社 9784769020059 10分 ともだちをみつけたねずみのお話

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 9784834000764 11分 モンゴル民話

1ねんに３６５のたんじょう日プレゼントをも
らったベンジャミンのおはなし

ジュディ・バレット／さく
ロン・バレット／え 偕成社 9784033270708 ８分 なんでもプレゼントにするお話

うさぎのみみはなぜながい 北川民次／ぶん・え 福音館書店 9784834000078 10分 メキシコ民話

エイモスさんがかぜをひくと
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･C・ｽﾃｯﾄﾞ/文
ｴﾘﾝ･E･ｽﾃｯﾄﾞ/絵

光村教育図書 9784895728140 ５分 動物たちとの心温まるお話

エゾオオカミ物語 あべ弘士／作 講談社 9784061323865 ６分
絵に迫力があり遠目がきく
高学年でも

王さまと九人のきょうだい 赤羽末吉／絵 岩波書店 9784001105575 12分 中国の昔話

王さまライオンのケーキ マシューマケリゴット／作・絵　 徳間書店 9784198629465 ７分 遠目がきく　数の本

おおかみと七ひきのこやぎ フェリクス・ホフマン／え 福音館書店 9784834000948 ９分 グリムの昔話

おおきくなりすぎたくま リンド・ワード／文・画 ほるぷ出版 9784593561230 10分 白黒の絵  ページ数多い 

おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子／作 童心社 9784494008599 ５分
「おとうさんがおとうさんになった日」
あり

おかあさんとわるいキツネ イチンノロブ・ガンバートル/ぶん
バーサンスレン・ボロルマー/え 福音館書店 9784834026894 ７分 モンゴルのお話

おかしなゆきふしぎなこおり 片平孝／写真・文 ポプラ社 9784591131244 ６分
科学絵本
写真をゆっくりみせて

おしゃべりなたまごやき
寺村輝夫／作
長新太／画

福音館書店 9784834003789 15分
「ぞうのたまごのたまごやき」
あり

おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー／作 童話館 9784924938212 ５分 遠目がきく

おばあちゃんのおせち 野村たかあき/作・絵 佼成出版社 9784333023561 ５分 お正月に　シリーズもあり

かあさんのいす ベラ・Ｂ・ウｨリアムズ／作・絵 あかね書房 9784251005083 10分
お母さんにいすを買ってあげる
お話

かたあしだちょうのエルフ おのきがく／ぶん・え ポプラ社 9784591005361 10分 版画で描かれた絵本

がちょうのペチューニア ロジャー・デュボアザン／作 冨山房 9784572003652 13分 シリーズあり  

かもさんおとおり ロバート・マックロスキー／ぶん・え 福音館書店 9784834000412 15分 春に　読みごたえあり

きっとみんなよろこぶよ！ ピーター・スピアー／作 評論社 9784566002685 ５分
子どもたちがペンキで家を塗る楽し
いお話

きつねとうさぎ フランチェスカ･ヤールブソワ／絵 福音館書店 9784834009958 ７分 ロシアの昔話

木はいいなあ
ジャニス・メイ・ユードリイ／さく
マーク・シーモント／え 偕成社 9784033270906 ５分 絵をゆっくり見せる

きょうはハロウィン 平山暉彦／さく 福音館書店 9784834082838 ７分
ハロウィンの一日を楽しむ子供たち
の姿を生き生きと描く

きょうはみんなでクマがりだ
マイケル･ローゼン／再話
ヘレン･オクセンバリー／絵 評論社 9784566002876 ５分 繰り返しが多い　テンポ良く

くうき
まどみちお／詩
ささめやゆき／え

理論社 9784652040959 ４分 新緑の５月におすすめ

くさる なかのひろたか／さく 福音館書店 9784834006728 ５分 知識絵本

くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆ子/作 福音館書店 9784834021493 ６分 絵がこまかいので少人数向き

クラゲゆらゆら 楚山いさむ/写真・文 ポプラ社 9784591101131 ５分 写真絵本
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くわずにょうぼう
稲田和子／再話
赤羽末吉／画

福音館書店 9784834007893 ８分 日本の昔話  菖蒲の頃に

こいぬがうまれるよ
ｼﾞｮｱﾝﾅ･ｺｰﾙ／文
ｼﾞｪﾛｰﾑ･ｳｪｸｽﾗｰ／写真

福音館書店 9784834009125 ５分 写真絵本  

皇帝にもらった花のたね デミ/作・絵 徳間書店 9784198627270 ４分 遠目がきかない　少人数向き

ことばあそびうた
谷川俊太郎 ／詩
瀬川康男／絵

福音館書店 9784834004014 ２分～
「ことばあそびうた　また」もあり
詩の絵本

ゴナンとかいぶつ
イチンノロブ・ガンバートル/文
バーサンスレン・ボロルマー/絵 偕成社 9784033285801 ８分 モンゴルの昔話

こまった鳥の木 スーザン・メドー／作 あすなろ書房 9784751514344 ６分 冬におすすめ

これはのみのぴこ
谷川俊太郎 ／作
和田誠／絵

サンリード 9784914985011 ５分 重ね言葉の絵本  低学年でも

こんや、妖怪がやってくる
君島久子／文
小野かおる／絵

岩波書店 9784001112450 ６分 「さるかに合戦」に似た中国の昔話

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 9784265034642 ６分 秋におすすめ

さんねん峠－朝鮮のむかしばなし－
李錦玉／作
朴民宜／絵

岩崎書店 9784265910212 ６分 朝鮮の昔話

三びきのこぶた
瀬田貞二／やく
山田三郎／え

福音館書店 9784834000979 ７分 イギリスの昔話　

しごとをとりかえただんなさん ウィリアム・ウィースナー/え 童話館出版 9784887501034 ７分 ノルウェーの昔話

しずかなおはなし
サムイル・マルシャーク/ぶん
ウラジミル・レーベデフ/え

福音館書店 9784834000177 ５分 秋におすすめ

しずくのぼうけん
マリア・テルリコフスカ/さく
ボフダン・ブテンコ/え

福音館書店 9784834002089 ６分 水の一生  知識絵本

したきりすずめ
石井桃子／再話
赤羽末吉／画

福音館書店 9784834008883 12分 日本の昔話

舌ながばあさん
千葉幹夫／文
武建華／絵

小学館 9784097272373 ９分 韓国のお話

詩ってなあに？
ミーシャ・アーチャー／作
石津ちひろ／訳

ＢＬ出版 9784776407928 ５分 高学年にも　哲学的

しっぽのはたらき
川田健／ぶん
薮内正幸／え

福音館書店 9784834003154 10分 参加型知識絵本

島ひきおに
山下明生／文
梶山俊夫／絵

偕成社 9784033300207 12分
「島ひきおにとケンムン」あり
広島弁

12のつきのおくりもの
内田莉莎子／再話
丸木俊／画

福音館書店 9784834021608 11分 スロバキア民話

しょうとのおにたいじ
稲田和子/再話
川端健生/画

福音館書店 9784834024791 ９分 日本の昔話(しょうと＝ほおじろ）

しろいゆきあかるいゆき
アルビン･トレッセルト／さく
ロジャー･デュボアザン／え ＢＬ出版 9784892388446 10分 冬におすすめ

新世界へ あべ弘士／作 偕成社 9784032212402 ３分 迫力あるわたり鳥の絵本

じんべえざめ 新宮晋／著
文化学園文化

出版局 9784579404568 ４分 ゆったりと　絵をみせて

すきですゴリラ アンソニー・ブラウン／作・絵 あかね書房 9784251005120 ５分
忙しいお父さんのお話
高学年でも

スプロケットおばさんのポケット
クエンティン・ブレイク／作
谷川俊太郎／訳 好学社 9784769022138 ４分 不思議なポケットの愉快なお話

せかいいち大きな女の子のものがたり
アン・アイザックス／文
ポール　Ｏ．ゼリンスキー／絵 冨山房 9784572003577 15分 女の子にも男の子にもおすすめ

せかいでいちばんつよい国 デビッド･マッキー／作 光村教育図書 9784895726443 ５分 ユーモアたっぷりのお話

ソーニャのめんどり
フィービー・ウォール／作
なかがわちひろ／訳

くもん出版 9784774325026 ８分 命のつながりを考える

それほんとう？
松岡享子／ぶん
長新太／え

福音館書店 9784834025866 ２分～
ことばあそびの本
絵本の合間に

だごだごころころ
石黒渼子・梶山俊夫／再話
梶山俊夫／絵

福音館書店 9784834012187 ８分 鬼がでてくるお話

だってだってのおばあさん 佐野洋子／さく・え フレーベル館 9784577036495 ７分 敬老の日におすすめ

ちいさいおうち ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ／ぶん・え 岩波書店 9784001105537 15分
ちいさいおうちをとりまく環境が変わって
いく

ちいさなヒッポ マーシャ・ブラウン／さく 偕成社 9784033272504 ５分 版画絵本

ちいさな魔女リトラ 広野多珂子／作・絵 福音館書店 9784834017601 ８分 大型絵本
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ちからたろう
いまえよしとも／ぶん
たしませいぞう／え

ポプラ社 9784591003787 13分 日本の昔話

チュンチエ－中国のおしょうがつ－
ユイリーチョン/文
チュチョンリャン/絵

光村教育図書 9784895728362 ７分 中国のお正月のお話

月おとこ トミー・ウンゲラー／作 評論社 9784566001138 10分 秋におすすめ

つきよのかいじゅう 長新太／さく 佼成出版社 9784333014941 ３分 ナンセンス絵本

ツバメのたび
－５０００キロのかなたから－

鈴木まもる/作・絵 偕成社 9784034373903 ３分 渡り鳥の科学絵本

てとてとてとて 浜田桂子/さく 福音館書店 9784834023275 ３分
触れる点字付き
読み方に工夫が必要

天の火をぬすんだウサギ ジョアンナ・トゥロートン／さく 評論社 9784566002708 ６分
ネイティブアメリカンの昔話
火の源の話

どうするどうするあなのなか
きむらゆういち/文
高畠純/絵

福音館書店 9784834023664 ６分 縦開き　ユーモア絵本

としょかんライオン
ミシェル・ヌードセン/さく
ケビン・ホークス/え 岩崎書店 9784265068173 13分 読みごたえあり

となかいはなぜサンタのそりをひく？
モー・ブライス／文
アツコ・モロズミ／絵

岩波書店 9784001106213 ６分 クリスマス絵本

トム・ティット・トット
岩倉千春／文
飯野和好／絵

ほるぷ出版 9784593593163 ７分 イギリスの昔話

とらとほしがき パクジェヒョン／再話・絵 光村教育図書 9784895726580 ６分 韓国の昔話

ドングリさがして
ドン・フリーマン／作
ロイ・フリーマン／作

ＢＬ出版 9784776405153 ８分
りすのアールが家族のために
ドングリをさがす

ないた
中川ひろたか/作
長新太/絵

金の星社 9784323070476 ３分 最後はしんみりと考えさせられる

ないたあかおに
はまだひろすけ／ぶん
いけだたつお／え

偕成社 9784033020204 15分 遠目がきく

にゅうどうぐも
野坂勇作／さく
根本順吉／監修

福音館書店 9784834083996 ６分 たてにめくる　知識絵本

のはらうたⅠ くどうなおことのはらのみんな／作 童話屋 9784924684218 ２分～ シリーズあり　詩の本

歯いしゃのチュー先生 ウイリアム・スタイグ／ぶん・え 評論社 9784566002906 10分
ねずみと動物のやりとりが
おもしろい

はたらきもののあひるどん マーティン・ワッデル／さく
ヘレン・オクセンバリー/え 評論社 9784566003101 ５分 低学年でも

はなたれこぞうさま
川崎大治/ぶん
太田大八/え

童話館出版 9784887500150 ７分 日本の昔話

はなのあなのはなし やぎゅうげんいちろう／さく 福音館書店 9784834008913 ７分 知識絵本

パンプキン ケン・ロビンズ／写真＆文 ＢＬ出版 9784776402572 ４分 ハロウィンのときにも　写真絵本

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 9784834012132 ７分 知識絵本

ヒギンスさんととけい
パット・ハッチンス/さく
たなかのぶひこ/やく ほるぷ出版 9784593504473 ５分 遠目がきく　ユーモラスなお話

１００まんびきのねこ ワンダ・ガアグ／ぶん・え 福音館書店 9784834000023 12分 少人数向き

ふしぎなおたまじゃくし スティーブン・ケロッグ／さく 錨といるか社 9784990071400 ５分 低学年でも

ふしぎなしろねずみ
チャンチョルムン/文
ユンミスク/絵

岩波書店 9784001112146 ６分 ユニークな韓国の昔話

ふしぎなナイフ
中村牧江・林健造／さく
福田隆義／え

福音館書店 9784834014075 ３分 幼児～高学年でも

ふしぎなやどや
はせがわせつこ／文
いのうえようすけ／画

福音館書店 9784834010398 10分 中国の昔話

ブタはともだち マーク・ティーグ／作・絵 徳間書店 9784198608729 ５分 ゆかいなお話

ふとっちょねこ ジャック・ケント／さく 朔北社 9784931284692 ６分 デンマーク民話

ブレーメンのおんがくたい ハンス・フィッシャー／絵 福音館書店 9784834000313 12分 グリムの昔話

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 好学社 9784769020028 ６分 ねずみの心温まるお話

ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ／さく・え 福音館書店 9784834004625 ７分 ペレの服ができあがるまで

星どろぼう
ｱﾝﾄﾞﾚｱ・ﾃﾞｨﾉﾄ/ぶん
ｱｰﾉﾙﾄﾞ・ﾛｰﾍﾞﾙ/え

ほるぷ出版 9784593505333 12分 夜空の星を全部盗んだお話
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ほね 堀内誠一／さく 福音館書店 9784834008647 ４分 知識絵本  

まだだよまだだよ
村上しいこ／文
市居みか／絵

講談社 9784061325456 ５分
うめぼしつくりと祖母とのふれあいをやさ
しくえがく。幼い子にも

魔女たちのあさ
エドリアン・アダムズ／ぶん・え
奥田継夫／やく アリス館 9784752040248 ３分

ハロウィーンの本
「魔女たちのパーティー」もあり

まゆとおに
富安陽子/文
降矢なな/絵

福音館書店 9784834009989 ７分
まゆとおにのユーモラスなお話
シリーズあり

水は、 山下大明／写真・文 福音館書店 9784834027563 ３分 変化する水　美しい写真

みるなのくら
おざわとしお/再話
赤羽末吉/画 福音館書店 9784834008319 ６分 四季の絵が美しい日本の昔話

もとこども
富安陽子／作
いとうひろし／絵 ポプラ社 9784591149157 ５分

こどもへのエールとユーモア
深みもあり高学年もＯＫ

もりのかくれんぼう
末吉暁子／作
林明子／絵 偕成社 4-03-330060-0 12分 秋におすすめ　少人数向き

森はオペラ 姉崎一馬／写真・文 クレヨンハウス 9784861010569 ２分 写真絵本  

やまのじぞうさん 高部晴市／作 架空社 9784877521172 ６分 「かわのじぞうさん」あり

ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ／作 セーラー出版 9784915632327 ８分 冬におすすめ

ゆきむすめ
内田莉莎子/再話
佐藤忠良/画

福音館書店 9784834000931 ５分 ロシアの昔話

ヨッケリなしをとっといで フェリックス・ホフマン／え 架空社 9784877523046 ５分 スイスのわらべうた　小人数向き

よるのねこ
ダーロフ・イプカー／文と絵
光吉夏弥／訳

大日本図書 9784477020037 ７分 明暗の対比が楽しめる

ランパンパン マギー・ダフ/再話
ホセ・アルエゴ、アリアンヌ・ドウィ/絵 評論社 9784566002814 10分 インドの民話　テンポよく

リベックじいさんのなしの木
ﾃｵﾄﾞｰﾙ･ﾌｫﾝﾀｰﾈ/文
ﾅﾆｰ･ﾎｸﾞﾛｷﾞｱﾝ/絵

岩波書店 9784001108859 ５分 秋におすすめ

ロバのシルベスターとまほうの小石 ウイリアム・スタイグ／作 評論社 9784566008359 15分 不思議で感動するお話

＊時間・年齢・備考は参考です。
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