
読み聞かせに向く絵本のリスト　幼児

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

あおくんときいろちゃん レオ・レオニ／作 至光社 9784783400004 ４分 色で気持ちを表している

あかいかさ ロバート・ブライト／さく ほるぷ出版 9784593500031 ２分 雨の季節に

あかちゃんかたつむりのおうち
いとうせつこ／ぶん
島津和子／え

福音館書店 9784834027204 ４分 少人数向き

あげます。 浜田桂子／作 ポプラ社 9784591140888 ５分
下の子がうまれたとき、よりそえる
本

あのほしなんのほし
みきつきみ／文
柳原良平／絵

こぐま社 9784772102209 ３分 星の本　たなばたのころにも

あのやまこえてどこいくの ひろかわさえこ／作 アリス館 9784752000013 ３分 うたあそびえほん

あめのひに
チェソンオク／作
キムヒョウン／絵

ブロンズ新社 9784893095855 ６分 雨の季節に　少人数向き

アリからみると
桑原隆一／文
栗林慧／写真

福音館書店 9784834019896 ４分 迫力ある写真

アンガスとあひる マージョリー・フラック／さく・え 福音館書店 9784834004229 ５分 シリーズあり

イエペはぼうしがだいすき 石亀泰郎／写真 文化出版局 9784579401482 ５分 写真絵本

いけのおと 松岡達英／さく 福音館書店 9784834027808 ３分
初夏の池のようす
読み方に工夫が必要

いたずらこねこ
バｰナディン・クック/ぶん
レミィ・シャーリップ/え

福音館書店 9784834000375 ９分 少人数向き

いっぱいやさいさん
まどみちお／文
斎藤恭久／絵

至光社 9784783402114 ３分 詩の絵本

ウサギのすあなにいるのはだあれ？
ジュリア・ドナルドソン／文　ヘレ
ン・オクセンバリー／絵　とたによう
こ／訳

徳間書店 9784198644994 ５分 ことばのくりかえし　リズムよく

ウラパン・オコサ－かずあそび－ 谷川晃一／作 童心社 9784494008858 ４分 かずあそびの絵本

おいしいおと
三宮麻由子/文
ふくしまあきえ/絵

福音館書店 9784834023923 ２分 擬音が楽しい 食育にも

おおきなおおきなおいも 赤羽末吉／さく・え 福音館書店 9784834003604 ９分 秋に 少人数向き

おおきなかぶ
Ａ・トルストイ/再話
佐藤忠良／画

福音館書店 9784834000627 ５分 ロシアの昔話　　　　　

おかあさんは、なにしてる？ ドロシー・マリノ/作・絵 徳間書店 9784198630751 ４分 少人数向き

おじぞうさん 田島征三/作 福音館書店 9784834007442 ３分 遠目がきく　リズミカルな文章

おだんごぱん わきたかず／絵 福音館書店 9784834000573 ７分 ロシアの昔話　　　　　

お月さまってどんなあじ？ マイケル・グレイニエツ／絵と文 らんか社 9784883301065 ５分 お月見の季節におすすめ

おとうさんおかえり
M・W・ブラウン/文
S・サヴェッジ/絵

ブロンズ新社 9784893095084 ３分 くり返しが楽しめる

おばけのてんぷら せなけいこ/作・絵 ポプラ社 9784591004890 ４分 ユーモラスなおばけのお話　　　　　

おひさまがいっぱい
よだじゅんいち／詩
ほりうちせいいち／画

童心社 9784494004041 ４分 詩の絵本

おふろだいすき
松岡享子／作
林明子／絵

福音館書店 9784834008739 13分 おふろが楽しくなる

おやすみなさいコッコさん 片山健／さく・え 福音館書店 9784834005431 ３分 シリーズあり

おやすみみみずく パット・ハッチンス/さく　 偕成社 9784032011401 ３分 ハッキリとした色づかい

おやつがほーいどっさりほい 梅田俊作・梅田佳子/さく 新日本出版社 9784406008761 ６分
女の子ときつねがピクニックに行く
お話

かあさんねずみがおかゆをつくった
ヘレナ・ズマトリーコバー/え
いでひろこ/やく 福音館書店 9784834009880 ４分 チェコのわらべうた

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく 冨山房 9784572002150 ５分 空想の世界を楽しめるお話

かえりみちをわすれないで パット･ハッチンス／さく・え 福音館書店 9784834020823 ５分 少人数向き

かえるとカレーライス 長新太/さく 福音館書店 9784834013511 ３分 ナンセンス絵本

かえるぴょん ささめやゆき／作 講談社 9784061333192 ２分 「ぴょん」という言葉が楽しい

かさ
松野正子／さく
原田治／え

福音館書店 9784834010848 ２分
テンポよく
かさの色の変化も楽しんで
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かぜフーホッホ
三宮麻由子／ぶん
斉藤俊行／え

福音館書店 9784834080223 ４分
風の音がリズミカル
読み方に工夫が必要

かぜのこもりうた
くどうなおこ／詩
あべ弘士／絵

童話屋 9784924684799 ３分 詩の絵本

がたごとがたごと
内田麟太郎／文
西村繁男／絵

童心社 9784494008872 ２分 乗り物の絵本

かばくん
岸田衿子／さく
中谷千代子／え

福音館書店 9784834000818 ４分 「かばくんのふね」もあり

ガブリエリザちゃん
Ｈ・Ａ・レイ／作
今江祥智／訳

文化出版局 9784579401369 ６分 たのしいお話

かまきりのちょん 得田之久／さく・え 福音館書店 9784834006773 ３分 初夏 知識絵本

からすのパンやさん かこさとし／作・絵 偕成社 9784032060706 ８分 絵が細かいところもあり

きいろいのはちょうちょ 五味太郎／作・絵 偕成社 9784033380100 ３分 しかけ絵本　　　　　

きつねとねずみ ビアンキ／さく　山田三郎／え 福音館書店 9784834000962 ３分 遠目がきく

キャベツくん 長新太／文・絵 文研出版 9784580813977 ４分 ナンセンス絵本 シリーズあり

きょうりゅうのたまご なかがわちひろ／さく・え 徳間書店 9784198611774 ４分
男の子が重機に乗って、たまごをさ
がす本

くまさん
まどみちお／詩
ましませつこ／絵 こぐま社 9784772102353 ３分 春の訪れとともに読みたい絵本

くまさんくまさんなにみてるの？
エリック・カール／え
ビル・マーチン／ぶん

偕成社 9784032013306 ３分 子どもたちとやりとりできる

くまのコールテンくん ドン・フリーマン／さく 偕成社 9784032021905 ７分 「コーちゃんのポケット」あり

くもさんおへんじどうしたの エリック・カール／さく 偕成社 9784033282701 ３分 さわって楽しむこともできる

ぐりとぐら
中川李枝子／ さく
大村百合子／え

福音館書店 9784834000825 ６分 シリーズあり　

ぐりとぐらのおきゃくさま
中川李枝子／さく
山脇百合子／え

福音館書店 9784834001013 ６分 クリスマス絵本　

ぐるんぱのようちえん
西内ミナミ／さく
堀内誠一／え

福音館書店 9784834000832 ８分 幼い子の共感を得られる

こすずめのぼうけん
ﾙｰｽ・ｴｲﾝｽﾞﾜｰｽ／作
堀内誠一／画

福音館書店 9784834005264 ８分 幸せな結末にホッとする

コッケモーモー！
ｼﾞｭﾘｴｯﾄ･ﾀﾞﾗｽ＝ｺﾝﾃ／文
ｱﾘｿﾝ・ﾊﾞｰﾄﾚｯﾄ／絵 徳間書店 9784198614508 ３分 ゆかいなお話　遠目がきく

こっぷ
谷川俊太郎／文　今村昌昭／写真
日下弘／ＡＤ 福音館書店 9784834004694 ３分 科学絵本　こっぷの変化

ごろごろにゃーん 長新太／作・画 福音館書店 9784834009668 ３分 ナンセンス絵本 

３じのおちゃにきてください
こだまともこ/さく
なかのひろたか/え

福音館書店 9784834021585 ７分 春におすすめ

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え 福音館書店 9784834000436 ５分 北欧民話

ジオジオのかんむり
岸田衿子／さく
中谷千代子／え

福音館書店 9784834007145 ５分 ほのぼのしたお話

じてんしゃにのるアヒルくん デイヴィット・シャノン/さく 評論社 9784566008434 ５分 色彩があざやか　遠目がきく

じゃぐちをあけると しんぐうすすむ/さく 福音館書店 9784834024012 ２分 科学絵本　水の変化が楽しめる

しょうぼうじどうしゃじぷた
渡辺茂男／さく
山本忠敬／え

福音館書店 9784834000603 ５分 乗り物の絵本

しんせつなともだち
方軼羣／作
村山知義／画

福音館書店 9784834001327 ５分 冬におすすめ

すずめくんどこでごはんたべるの？
－マルシャークの詩より－ たしろちさと／ぶん・え 福音館書店 9784834082463 ２分

動物園に住むすずめの話
リアルでやさしいタッチ

せんせい
大場牧夫／ぶん
長新太／え

福音館書店 9784834013733 ４分 園児向き

せんろはつづく
竹下文子/文
鈴木まもる/絵

金の星社 9784323013633 ５分 参加型

ぞうくんのさんぽ なかのひろたか／さく・え 福音館書店 9784834005158 ３分 シリーズあり

そら　はだかんぼ！ 五味太郎／作 偕成社 9784032400502 ４分 絵をしっかり見せて

そらいろのたね
中川李枝子／さく
山脇百合子／え

福音館書店 9784834000849 ６分 春におすすめ

そらまめくんのベッド なかやみわ／さく・え 福音館書店 9784834016291 ５分 シリーズあり　
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だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子／さく・え 福音館書店 9784834001242 ５分 シリーズあり  少人数向き

だれといっしょにいこうかな？
得田之久／ぶん
和歌山静子／え 童心社 9784494007790 ２分 雨の日を楽しむ絵本

たろうのおでかけ
村山桂子／作
堀内誠一／画

福音館書店 9784834000634 ８分 シリーズあり

ちいさなきいろいかさ
にしまきかやこ／イラスト
もりひさし／シナリオ 金の星社 9784323002149 ３分 女の子と動物たちのお話

ちいさなねこ
石井桃子／さく
横内襄／え

福音館書店 9784834000870 ４分 子猫のはじめての冒険

ティッチ パット・ハッチンス/さく・え 福音館書店 9784834004496 ４分 シリーズあり

でこちゃん つちだのぶこ／さく・え ＰＨＰ研究所 9784569682099 ５分 シリーズあり

てぶくろ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ／え 福音館書店 9784834000504 ５分 ウクライナ民話

でんしゃにのって とよたかずひこ／作・絵 アリス館 9784752000839 ３分 シリーズあり　

どしゃぶり
おーなり由子／ぶん
はたこうしろう／え

講談社 9784061333246 ３分 雨を音で表現

とべ、カエル、とべ！
ロバート・カラン/ぶん
バイロン・バートン/え

評論社 9784566002746 ４分
絵がはっきりしていて、くりかえしが楽し
い

とりかえっこ
さとうわきこ／作
二俣英五郎／絵

ポプラ社 9784591005187 ３分 声をとりかえるお話

とりがないてるよ
ヨアル・ティーベリ／ぶん
アンナ・ベングトソン／え

福音館書店 9784834027372 ３分 鳥の鳴き声が楽しい本

どれがぼくかわかる？ カーラ・カスキン／ぶん・え 偕成社 9784032020809 ４分
聞き手とやりとりしながら
楽しめる

どろんこハリー ジーン・ジオン／ぶん
マーガレット・ブロイ・グレアム／え 福音館書店 9784834000207 ５分 シリーズあり

とん ことり
筒井頼子／さく
林明子／え

福音館書店 9784834007657 ５分 春におすすめ 　 

なぞなぞえほん　１のまき
中川李枝子／さく
山脇百合子／え

福音館書店 9784834007411 １分～
読み聞かせの合間に
シリーズあり

なにをたべてきたの？
岸田衿子／文
長野博一／絵

佼成出版社 4-333-00320-2 ４分 いろんな色のくだものを食べると…

ニーナはおちびさん ジャック・ケント/さく 好学社 9784769022053 ３分 幼い子の共感を得られる

ねえどっちがすき？
安江リエ／ぶん
降矢奈々／え

福音館書店 9784834019155 ３分 聞き手も参加

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 9784591004654 ３分 シリーズあり　　

ねずみのつきめくり
レオ＝レオニ／画
谷川俊太郎／詩

好学社 9784769020271 ５分 詩的に十二か月を表現

のげしとおひさま 甲斐信枝／さく 福音館書店 9784834081947 3分
春の日にぴったり
身近なかえるやありもでてくる

ノマはちいさなはつめいか
ヒョンドク/文
チョウミエ/絵

講談社 9784062830461 ５分
韓国のお話
工作に夢中になる男の子

はじめてのおつかい
筒井頼子／さく
林明子／え

福音館書店 9784834005257 ６分 幼い子の共感が得られる

はすいけのぽん
古舘綾子/作
山口マオ/絵

岩崎書店 9784265069811 ５分 遠目がきく　初夏におすすめ

はだしになっちゃえ
小長谷清実／ぶん
サイトウマサミツ／え

福音館書店 9784834080902 ４分 夏に　大迫力の絵

はっぱのおうち
征矢清／さく
林明子／え

福音館書店 9784834002966 ３分 雨の季節に 少人数向き

はなをくんくん
ルース・クラウス／ぶん
マーク・サイモント／え

福音館書店 9784834000955 ４分 雪どけの春を感じる絵本

パパ、お月さまとって！ エリック・カール／さく 偕成社 9784033282800 ３分 月の絵本 しかけ絵本

はらぺこあおむし エリック・カール／さく 偕成社 9784033280103 ６分 しかけ絵本

ピーターのいす エズラ・ジャック・キーツ／作・画 偕成社 9784033280608 ４分
妹や弟ができたときにも
シリーズあり

ひまわり 和歌山静子／作 福音館書店 9784834022056 ２分 夏におすすめ

ぶたたぬききつねねこ 馬場のぼる／著 こぐま社 9784772100601 ３分 しりとり絵本 ２もあり

ぼく、あぶらぜみ
得田之久/ぶん
たかはしきよし/え

福音館書店 9784834023411 ７分 貼り絵で描かれている　夏に
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まっくろネリノ ヘルガ・ガルラー／さく 偕成社 9784032021400 ４分 遠目がきく

まめのかぞえうた
西内みなみ/作
和歌山静子/絵

鈴木出版 9784790251040 ３分 節分に良い

まよなかのだいどころ モーリス・センダック／さく
じんぐうてるお／やく 富山房 9784572002693 ５分 遠目がきく　ナンセンスなお話

まりーちゃんとひつじ フランソワーズ／文・絵 岩波書店 9784001151145 ７分 シリーズあり  少人数向き

まんまるおつきさまをおいかけて ケビン・ヘンクス/作・絵 福音館書店 9784834020854 ５分 遠目がきく

みかん
なかがわりえこ／ぶん
やまわきゆりこ／え

ブッキング 9784835443799 ３分
おばあさんが育てた大きなみかん
のお話

みんなうんち 五味太郎／さく 福音館書店 9784834008487 ３分 うんちの科学の本

みんなでせんたく フレデリック・ステール/さく 福音館書店 9784834025767 ５分 夏におすすめ

もちづきくん
中川ひろたか/作
長野ヒデ子/絵

ひさかた
チャイルド 9784893255303 ３分 年末からお正月にぴったり

もけらもけら
山下洋輔／ぶん
元永定正／え

福音館書店 9784834004021 ３分 言葉のリズムを楽しめる

もこもこもこ
谷川俊太郎／さく
元永定正／え

文研出版 9784580813953 ５分 言葉のリズムを楽しめる

もりのてぶくろ
八百板洋子／ぶん
ﾅﾀｰﾘﾔ･ﾁｬﾙｰｼﾅ／え

福音館書店 9784834025804 ２分 秋におすすめ

もりのなか マリー・ホール・エッツ／ぶん・え 福音館書店 9784834000160 ８分 「またもりへ」もあり

やまこえのこえかわこえて こいでやすこ／さく 福音館書店 9784834017847 ５分 秋祭りのお話　シリーズあり

ゆきだるまはよるがすき！ キャラリン・ビーナー／ぶん
マーク・ビーナー／え 評論社 9784566008311 ５分

｢ゆきだるまのクリスマス！」
もあり

ゆきのひ エズラ・ジャック・キーツ／作 偕成社 9784033281209 ４分 冬におすすめ　　　 

ライオンをかくすには
ヘレン・スティーヴンズ／作
さくまゆみこ／訳

ブロンズ新社 9784893095602 ６分 ゆかいなお話　遠目がきく

ラチとらいおん マレーク・ベロニカ／文・絵 福音館書店 9784834000450 ８分 少人数向き　高学年まで

ロージーのおさんぽ パット･ハッチンス／作 偕成社 9784032022100 ３分 間をしっかりとって

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 ほるぷ出版 9784593504022 ３分 幅広い年齢に向く

わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ／ぶん・え 福音館書店 9784834001532 ６分 春におすすめ　少人数向き

わたしのおべんとう
ぼくのおべんとう

スギヤマカナヨ／作 アリス館
9784752002468
9784752002451

３分
本を２冊使って読み聞かせをす
ると効果的

わたしのワンピース にしまきかやこ／え・ぶん こぐま社 9784772100182 ３分 女の子におすすめ

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 9784033303307 ３分 遠目がきく

＊時間・年齢・備考は参考です。
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