
 

 

 
タイトル 作者 出版社 出版年 時間 

かあさんのいす ベラ・Ｂ．ウィリアムズ/作･絵 佐野洋子/訳    あかね書房 1984 12分 

ガブリエリザちゃん Ｈ．Ａ．レイ/作 今江祥智/絵 文化出版局 1982 5分 

くわずにょうぼう 稲田和子/再話 赤羽末吉/絵 福音館書店 1977 8分 

3びきのかわいいオオカミ ユージーン・トリビザス/文 ヘレン・オク
センバリー/絵 こだまともこ/訳 

冨山房 1994 13分 

シロナガスクジラよりおおきい
ものっているの？ 

ロバート・Ｅ．ウェルズ/作        
せなあいこ/訳  

評論社 1999 11分 

ストライプ たいへん！しまもよ
うになっちゃった 

デヴィッド・シャノン/文と絵      
清水奈緒子/訳 

セーラー出版 1999 13分 

せかいいちうつくしいぼくの村 小林豊/作･絵  ポプラ社 1995 13分 

ねむりひめ グリム童話 フェリクス・ホフマン/絵 せたていじ/訳 福音館書店 1963 10分 

はなのすきなうし マンロー・リーフ/おはなし  
ロバート・ローソン/絵 光吉夏弥/訳  

岩波書店 1983 11分 

ゆうたはともだち きたやまようこ/作 あかね書房 1988 2分 

夕日がせなかをおしてくる 阪田寛夫/詩 高畠純/絵 国土社 1983 時間にあわせて 

♪♪♪ 春の 15 分プログラム ♪♪♪    

   

 

 

 

 

タイトル 作者 出版社 出版年 時間 

あつさのせい？ スズキコージ/作 福音館書店 1994 5分 

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          
かみやにじ/ やく 

福音館書店 1999 10分 

アフリカの音 沢田としき/作･絵 講談社 1996 5分 

あまがさ やしま・たろう/〔さく〕 福音館書店 1984 7分 

おさる日記 和田誠/文 村上康成/絵 偕成社 1994 10分 

せいたかだいおう 
ヒマラヤのふしぎなはな 

広松由紀子/文 大森雄二、ヴィジュア
ルフォークロア/写真 

福音館書店 2002 7分 

ぞろぞろ～円窓の落語紙芝居～ 三遊亭圓窓/脚本 渡辺享子/画 汐文社 2002 9分 

どうぶつのすむところ たなかとよみ/さく 福音館書店 1991 6分 

なんでも見える鏡 ジプシーの昔話 フィツォフスキ/再話 内田莉莎子/訳 
スズキコージ/画 

福音館書店 1989 12分 

ピカピカ たばたせいいち 偕成社 1998 13分 

  ♪♪♪ 夏の 15分プログラム ♪♪♪    
      

     『アフリカの音』             

  『ピカピカ』 

     『せいたかだいおう』          

『ぞろぞろ』 

『夕日がせなかをおしてくる』から詩を１つ 

『３びきのかわいいオオカミ』 

『ゆうたはともだち』 

『ストライプ 』   夏夏夏
なななつつつ

   

  春春春
はははるるる

   
  おすすめ読み聞かせ絵本リスト 

     ～５・６年生～ 

Ｂ 

Ａ 

驚きの写真絵本。オチのはっきりした落語紙芝居。 

遠い国へも関心を持ち出した子ども達へ。 Ａ 

Ｂ 

高学年に尻込みしてしまう人も、 

このプログラムなら大丈夫！ 
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タイトル 作者 出版社 出版年 時間 

ありがとう、フォルカーせん
せい 

パトリシア・ポラッコ/作･絵 香咲弥須子/訳 岩波書店 2001 16分 

お江戸はやくちことば 杉山亮/文 藤枝リュウジ/絵 カワイ出版 1998 時間にあわせて 

きつねにょうぼう 長谷川摂子/再話 片山健/絵 福音館書店 1997 11分 

だんじりまつり はまのゆか/作 ポプラ社 2005 11分 

田んぼのきもち 森雅浩/作 松原裕子/絵 ポプラ社 2004 8分 

パヨカカムイ かやのしげる/文 いしくらきんじ/絵 小峰書店 2000 11分 

ぼちぼちいこか 
マイク・セーラー/作 ロバート・グロスマン/
絵 いまえよしとも/訳 

偕成社 1980 3分 

ほんとうのことをいってもい
いの 

パトリシア・Ｃ．マキサック/文 ジゼル・ポタ
ー/絵 福本由紀子/訳 

ＢＬ出版 2002 15分 

魔術師ガザージ氏の庭で 
クリス・バン・オールスバーグ/作 
へんみまさなお/訳 

ほるぷ出版 1981 13分 

ライオンのしごと 竹田津実/作 あべ弘士/絵 偕成社 2004 13分 

♪♪♪ 秋の 15 分プログラム ♪♪♪    
   

   『魔術師ガザージ氏の庭で』  

『よあけ』 ユリー・シュルヴィッツ／作・画，瀬田貞二／訳 
 

   『カニツンツン』 

 『パヨカカムイ』 
 

       

タイトル 作者 出版社 出版年 時間 

うまかたやまんば おざわとしお/再話 赤羽末吉/画 福音館書店 1988 7分 

えんぎかつぎのだんなさん 桂文我/話 梶山俊夫/絵 福音館書店 2004 9分 

からすたろう やしまたろう/文･絵 偕成社 1979 11分 

急行北極号 
クリス・ヴァン・オールズバーグ/絵と文 
村上春樹/訳 

あすなろ書房 2003 13分 

けものたちのみち 宮崎学/さく 福音館書店 1984 3分 

さらば、ゆきひめ 宮本忠夫/文･絵 童心社 2002 10分 

しろいうさぎとくろいうさぎ 
ガース・ウィリアムズ/ぶん・え 
まつおかきょうこ/やく  

福音館書店 1983 6分 

世界でいちばんやかましい音 
ベンジャミン・エルキン/作 松岡享子/訳 
太田大八/絵 

こぐま社 1999 15分 

ふゆのうま 手島圭三郎/絵と文 福武書店 1987 7分 

雪の写真家ベントレー 
ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン/作  
メアリー・アゼアリアン/絵 千葉茂樹/訳 

ＢＬ出版 1999 11分 

♪♪♪ 冬の 15 分プログラム ♪♪♪    
   

  『あんな雪こんな氷』                     

    『ふゆのうま』                          
 

   『けものたちのみち』 

『うまかたやまんば』         

  冬冬冬
ふふふゆゆゆ

   

  秋秋秋
あああききき

   
  おすすめ読み聞かせ絵本リスト 

     ～５・６年生～ 

きーんとこおる冬の冷気を感じてください。 

『ふゆのうま』は、あまり紹介されない本ですが、 

読み聞かせにぴったりのすばらしい本です。 
Ａ 

Ｂ 

不思議な世界に迷い込んだ後は、静かな        

よあけの空気を胸いっぱい吸い込んで。 

アイヌの物語とアイヌ語の入ったことば遊びの

本の組み合わせ。 

Ａ 

B 
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