
平成27年度「読み聞かせ絵本」参考リスト
０，１，２歳から

書名 著者１ 著者２ 出版社
いないいないばあ　改版 松谷　みよ子／文 瀬川　康男／え 童心社
えんやらりんごの木 松谷　みよ子／文 遠藤　てるよ／え 偕成社
こんにちはどうぶつたち とだ　きょうこ／あん さとう　あきら／しゃしん 福音館書店
ととけっこうよがあけた 小林　衛己子／案 真島　節子／絵 こぐま社
ぴょーん 松岡　達英／作・絵 ポプラ社
もこもこもこ 谷川　俊太郎／作 元永　定正／絵 文研出版
もちっこやいて－わらべうたの「もちっこやいて」より やぎゅう　げんいちろう／さく 福音館書店

りんご 松野　正子／ぶん 鎌田　暢子／え 童心社

２～３歳から

書名 著者１ 著者２ 出版社
あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ／作 藤田　圭雄／訳 至光社
あかいふうせん イエラ・マリ／著 ほるぷ出版
あぶくたった さいとう　しのぶ／構成・絵 ひさかたチャイルド

うめぼしさんのうた－わらべうた 真島　節子／え 福音館書店
おおきなかぶ 内田　莉莎子／訳 佐藤　忠良／画 福音館書店
おじいちゃん ジョン・バーニンガム／さく 谷川　俊太郎／やく ほるぷ出版
おやすみなさいおつきさま マーガレット・ワイズ・ブラウン クレメント・Ｇ・ハード／え 評論社
おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン ジャン・シャロー／え 福音館書店
かばくん 岸田　衿子／さく 中谷　千代子／え 福音館書店
ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム／さく 光吉　夏弥／やく ほるぷ出版
きつねとねずみ　４６刷〔改版〕 ビアンキ／さく 内田　莉莎子／やく 福音館書店
くまのコールテンくん ドン＝フリーマン／作 まつおか　きょうこ（松岡享子） 偕成社
ぐりとぐら 中川　李枝子／著 大村　百合子／絵 福音館書店
ぐりとぐらのおおそうじ 中川　李枝子／文 山脇　百合子／絵 福音館書店
ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子 山脇　百合子 福音館書店
ぐりとぐらのかいすいよく 中川　李枝子／さく 山脇　百合子／え 福音館書店
スモールさんはおとうさん ロイス・レンスキー／ぶん・え 渡辺　茂男／やく 童話館出版（長崎）

せきたんやのくまさん フィービ・ウォージントン／さく セルビ・ウォージントン／さく・ 福音館書店
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
ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキー／ぶん・え わたなべ　しげお／やく 福音館書店
ちいさなうさこちゃん　改版 ディック・ブルーナ／ぶん／え いしい　ももこ／やく 福音館書店
ちいさなねこ 石井　桃子／さく 横内　襄／え 福音館書店
ちいさなヒッポ マーシャ＝ブラウン／さく うちだ　りさこ／やく 偕成社
ティッチ パット・ハッチンス／さく・え いしい　ももこ／やく 福音館書店
てぶくろ－ウクライナ民話 エウゲーニー・Ｍ．ラチョフ／え うちだ　りさこ／やく 福音館書店
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 福音館書店
どんどんどんどん 片山　健／作 文研出版（大阪）

のろまなローラー 小出　正吾／さく 山本　忠敬／え 福音館書店
はじめてのおつかい 筒井　頼子／さく 林　明子／え 福音館書店
はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン／さく マーガレット・ブロイ・グレアム ペンギン社
パパ、お月さまとって！　改訂 エリック＝カール／さく 森　比左志／やく 偕成社
はらぺこあおむし　改訂新版 エリック＝カール／さく 森　比左志／やく 偕成社
ぼくにげちゃうよ マーガレット・Ｗ・ブラウン／ぶ クレメント・ハード／え ほるぷ出版
もりのなか Ｍ・Ｈ・エッツ 間崎　ルリ子 福音館書店
ゆかいなかえる ジュリエット＝キープス／ぶん・ いしい　ももこ／やく 福音館書店
ラチとらいおん マレーク・ベロニカ／ぶん・え とくなが　やすもと／やく 福音館書店
わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ／ぶん／ よだ　じゅんいち／やく 福音館書店
わたしのワンピース にしまきかやこ（西巻茅子） こぐま社

三びきのやぎのがらがらどん－北欧民話；ノルウェーの昔話マーシャ・ブラウン／え せた　ていじ／やく 福音館書店
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平成27年度「読み聞かせ絵本」参考リスト
４歳から

書名 著者１ 著者２ 出版社
１００まんびきのねこ ワンダ・ガアグ／ぶん　え いしい　ももこ／やく 福音館書店
あかちゃんのゆりかご レベッカ・ボンド／作 さくま　ゆみこ／訳 偕成社
アンガスとあひる マージョリー・フラック／さく・ 瀬田　貞二／やく 福音館書店
おおかみと七ひきのこやぎ－グリム童話 フェリクス・ホフマン／え せた　ていじ／やく 福音館書店
おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ まつおか　きょうこ（松岡享子） 福音館書店
おふろだいすき 松岡　享子／作 林　明子／絵 福音館書店
おやすみなさいフランシス Ｒ・ホーバン／ぶん Ｇ・ウィリアムズ／え 福音館書店
かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく じんぐう　てるお／やく 冨山房
かさじぞう 瀬田　貞二／再話 赤羽　末吉／画 福音館書店
くいしんぼうのはなこさん いしい　ももこ／ぶん なかたに　ちよこ／え 福音館書店
くまのアーネストおじさんあめのひのピクニック ガブリエル・バンサン／さく もり　ひさし／やく ブックローン出版

くんちゃんとにじ ドロシー・マリノ／さく まさき　るりこ／やく ペンギン社
サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー／文・ 石井　桃子／訳 岩波書店
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
ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ／著 たなべ　いすず／訳 冨山房
そらいろのたね なかがわ　りえこ／文 おおむら　ゆりこ／絵 福音館書店
だいくとおにろく 松居　直／再話 赤羽　末吉／画 福音館書店
たいようオルガン 荒井　良二／著 偕成社
たんぽぽ 甲斐　信枝／作・絵 金の星社
つきのぼうや イブ・スパング・オルセン／さく やまのうち　きよこ／やく 福音館書店
バスにのって 荒井　良二／作・絵 偕成社
はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン／さく マーガレット・ブロイ・グレアム ペンギン社
ピーターのいす　改訂版－キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ／さく きじま　はじめ／やく 偕成社
ピーターのくちぶえ－キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ／さく きじま　はじめ／やく 偕成社
ピーターのてがみ－キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ／さく きじま　はじめ／やく 偕成社
ひぐまのあき 手島　圭三郎／絵・文 リブリオ出版
ふしぎなたけのこ 松野　正子／さく 瀬川　康男／え 福音館書店
ペレのあたらしいふく Ｅ・ベスコフ おのでらゆりこ（小野寺百合子） 福音館書店
マーシャとくま－ロシア民話 Ｅ・ラチョフ／え Ｍ・ブラトフ／再話 福音館書店
やまなしもぎ 平野　直／再話 太田　大八／画 福音館書店
ゆきのひ－キーツの絵本 Ｅ＝Ｊ＝キーツ／ぶん・え きじま　はじめ／やく 偕成社

よあけ ユリー・シュルヴィッツ／作・画 瀬田　貞二／訳 福音館書店
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平成27年度「読み聞かせ絵本」参考リスト
小学校１年生から

書名 著者１ 著者２ 出版社

あひるのピンのぼうけん　新装版 マージョリー・フラック／ぶん クルト・ヴィーゼ／え 瑞雲舎
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 むらおか　はなこ／やく 福音館書店
おおきくなりすぎたくま リンド・ワード／文・画 渡辺　茂男／訳 ほるぷ出版
おふろだいすき 松岡　享子／作 林　明子／絵 福音館書店
かにむかし－日本むかしばなし 木下　順二／文 清水　崑／絵 岩波書店
かもさんおとおり ロバート・マックロスキー／ぶん わたなべ　しげお／やく 福音館書店
かようびのよる デヴィッド・ウィーズナー／作・ 当麻　ゆか／訳 徳間書店
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
くまのコールテンくん ドン＝フリーマン／作 まつおか　きょうこ（松岡享子） 偕成社
こぎつねコンとこだぬきポン 松野　正子／文 二俣　英五郎／画 童心社
すきですゴリラ アンソニー・ブラウン／作・絵 山下　明生／訳 あかね書房
ぞうのホートンたまごをかえす　新装版 ドクター・スース／さく・え 白木　茂／やく 偕成社
ちいさいおうち Ｖ・Ｌ・バ－トン／文と絵 いしい　ももこ／訳 岩波書店
チムとゆうかんなせんちょうさん　新版－チムシリーズ１ エドワード・アーディゾーニ／さ 瀬田　貞二／やく 福音館書店
チンパンジーとさかなどろぼう－タンザニアのおはなし ジョン・キラカ／作 若林　ひとみ／訳 岩波書店
ねずみとくじら ウイリアム・スタイグ／作 せた　ていじ（瀬田貞二）／訳 評論社
ねむりひめ－グリム童話 フェリクス・ホフマン／え せた　ていじ（瀬田貞二）／やく 福音館書店
ハスの花の精リアン チェン　ジャンホン／作・絵 平岡　敦／訳 徳間書店
はたらきもののじょせつしゃけいてぃー ばーじにあ＝りー＝ばーとん／ぶ いしい　ももこ（石井桃子）／や 福音館書店
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
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 主婦の友社
ひまわり 荒井　真紀／文・絵 高橋　秀男／〔監修〕 金の星社
マイク・マリガンとスチーム・ショベル バージニア・リー・バートン／ぶ 石井　桃子／やく 童話館（長崎）

まりーちゃんとひつじ フランソワーズ／文　絵 与田　準一／訳 岩波書店
モチモチの木 斎藤　隆介／作 滝平　二郎／絵 岩崎書店
ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・スタイグ／さく 瀬田　貞二／やく 評論社

木はいいなあ Ｊ・Ｍ・ユードリイ／さく マーク＝シーモント／え 偕成社

小学校４年生から

書名 著者１ 著者２ 出版社
いちご 新宮　晋／作 文化出版局
ウルスリのすず ゼリーナ・ヘンツ／文 アロワ・カリジェ／絵 岩波書店
おじいさんの旅 アレン・セイ／文・絵 ほるぷ出版
おれは歌だおれはここを歩く－アメリカ・インディアンの詩 金関　寿夫／訳 秋野　亥左牟／絵 福音館書店
からすたろう やしま　たろう／ぶん・え 偕成社
キツネ マーガレット・ワイルド／文 ロン・ブルックス／絵 ＢＬ出版（神戸）

ことばあそびうた 谷川　俊太郎／詩 瀬川　康男／絵 福音館書店
せいめいのれきし バージニア・リー・バートン／文 石井　桃子／やく 岩波書店
ふしぎな５００のぼうし　新装版 ドクター・スース／さく・え 渡辺　茂男／やく 偕成社
ふたつの島 イエルク・シュタイナー／ぶん イエルク・ミュラー／え ほるぷ出版
ぼくはくまのままでいたかったのに イエルク・シュタイナー／ぶん イエルク・ミュラー／え ほるぷ出版
まどのむこう チャールズ・キーピング／えとぶ 猪熊　葉子／やく らくだ出版
海べのあさ ロバート・マックロスキー／文・ 石井　桃子／訳 岩波書店

赤ちゃんのはなし マリー・ホール・エトス／ぶん・ 坪井　郁美／やく 福音館書店

家庭での読み聞かせ絵本（ひとりで読むなら小学校低学年から）

書名 著者１ 著者２ 出版社
おかあさんだいすき　改版 光吉　夏弥／訳・編 マージョリー・フラック／文・絵 岩波書店
きかんしゃやえもん　第５６刷改版 阿川　弘之／文 岡部　冬彦／絵 岩波書店
こぐまのくまくん Ｈ・ミナリック Ｍ・センダック 福音館書店
ぞうのババール－こどものころのおはなし ジャン・ド・ブリュノフ／さく やがわ　すみこ／やく 評論社
ひとまねこざるときいろいぼうし Ｈ・Ａ・レイ／文・絵 光吉　夏弥／訳 岩波書店
ふしぎなたいこ　改版－にほんむかしばなし 石井　桃子／ぶん 清水　崑／え 岩波書店
やまのたけちゃん 石井　桃子／文 深沢　紅子／絵 岩波書店
ゆかいなゆうびんやさん－おとぎかいどう自転車にのって ジャネット・アルバーグ／作 アラン・アルバーグ／作 文化出版局

金のがちょうのほん－四つのむかしばなし レズリー・ブルック／文・画 瀬田　貞二／訳 福音館書店
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