
 

 

 
タイトル 作者 出版社 出版年 時間 

おおきなきがほしい 佐藤さとる/文  村上勉/絵 偕成社 1971 15分 

カモノハシくんはどこ？ 
ジェラール・ステア/作 ウィリー・グラサウ
ア/絵 河野万里子/訳 

福音館書店 2002 7分 

きつねのホイティ シビル・ウェッタシンハ/作 松岡享子/訳 福音館書店 1994 13分 

くわずにょうぼう（日本の昔話） 稲田和子/再話 赤羽末吉/画 福音館書店 1980 8分 

こいぬのうんち 
クォン･ジョンセン/文 チョン・スンガク/絵 
ピョン・キジャ/訳 

平凡社 2000 6分 

これはのみのぴこ 谷川俊太郎/作 和田誠/絵 サンリード 1979 5分 

さっちゃんとなっちゃん 浜田桂子/作･絵  教育画劇 2002 4分 

しょうたとなっとう 星川ひろ子/写真･文 星川治雄/写真･文 ポプラ社 2003 8分 

だってだってのおばあさん さのようこ/作･絵 フレベール館 1982 9分 

ねえ、どれがいい？ ジョン・バーニンガム/作 まつかわまゆみ/訳 評論社 1983 8分 

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 1993 5分 

わたし 谷川俊太郎/文 長新太/絵 福音館書店 1981 3分 

♪♪♪ 春の 15 分プログラム ♪♪♪    

     「 

 

 

 

 

 

タイトル 作者 出版社 出版年 時間 

いつもちこくのおとこのこ ジョン・バーニンガム/作 谷川俊太郎/訳 あかね書房 1988 6分 

ウェズレーの国 ポール・フライシュマン/作 ケビン・ホークス/
絵 千葉茂樹/訳 

あすなろ書房 1999 14分 

おじさんのかさ 佐野洋子/作･絵 講談社 1992 6分 

がぶりもぐもぐ！ ミック･マニング、ブリタ・グランストローム/作 
藤田千枝/訳 

岩波書店 1999 8分 

かんちがい 吉田遠志/絵と文 福武書店 1984 9分 

せみとりめいじん かみやしん/作 福音館書店 2001 7分 

だいちゃんとうみ 太田大八/さく・え 福音館書店 1992 5分 

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/え もりひさし/やく 

ペンギン社 1984 8分 

ブナの森は生きている 甲斐信枝/ぶん・え 福音館書店 1996 10分 

ふるやのもり 瀬田貞二/再話 田島征三/絵 福音館書店 1971 8分 

♪♪♪ 夏の 15 分プログラム ♪♪♪    
   

    『はちうえはぼくにまかせて』 

    『だいちゃんとうみ』 
 

  『ウェズレーの国』 

  『さっちゃんとなっちゃん』 

  『きつねのホイティ』 

 

  

  春春春
はははるるる

   

  夏夏夏
なななつつつ

   

  おすすめ読み聞かせ絵本リスト 

     ～３・４年生～ 

   『しょうたとなっとう』 

『これはのみのぴこ』 

 

読みごたえのある科学絵本と楽しいことばあそび絵本の組み合わせ。 

 

個性的な登場人物が楽しい 2冊。 

Ａ 

B 

Ａ 

B 

夏休みいろいろ。今と昔。外国と日本。   

楽しいのはみんないっしょ。 

 
埼玉県立久喜図書館        

  
子ども読書支援 

  ボランティア   
おすすめ！！ 

 



                                      

 

 

 
                                   

タイトル 作者 出版社 出版年 時間 

あくたれラルフ ジャック・ガントス/作 ニコール・ルーベ
ル/絵 いしいももこ/訳 

童話館 1994 9分 

エマおばあちゃん ウェンディ・ケッセルマン/文 バーバラ・
クーニー/絵 もきかずこ/訳 

徳間書店 1998 9分 

きのこはげんき 田中弘美/文 伊奈正名/写真 講談社 1994 7分 

さよならトンボ 石亀泰郎/著 文化出版局 2002 5分 

三びきのこぶた(こどものとも劇場) 山田三郎/絵 瀬田貞二/訳 福音館書店 1998 8分 

へっこきあねさがよめにきて 大川悦生/文 太田大八/絵 ポプラ社 1972 14分 

ぽんぽん山の月 あまんきみこ/文 渡辺洋二/絵 文研出版 1985 6分 

メアリー・スミス アンドレア･ユーレン/作 千葉茂樹/訳 光村教育図書 2004 7分 

やまなしもぎ 平野直/再話 太田大八/画 福音館書店 1977 9分 

よりみちエレベーター 土屋富士夫/作・絵 徳間書店 2000 8分 

♪♪♪ 秋の 15 分プログラム ♪♪♪    

    『きのこはげんき』  

 『やまなしもぎ』    
 

    『あくたれラルフ』  

 『メアリー・スミス』 

  

タイトル 作者 出版社 出版年 時間 

アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト/文 アニタ・ロ
ーベル/絵 松川真弓訳 

評論社 1990 10分 

王さまと九人のきょうだい 君島久子/訳 赤羽末吉/絵 岩波書店 1981 14分 

しもばしら 野坂勇作/さく 福音館書店 2004 7分 

十二支のはじまり 岩崎京子/文 二俣英五郎/画 教育画劇 1997 6分 

せかい１おいしいスープ マーシャ･ブラウン/え わたなべしげお/やく ペンギン社 1979 11分 

にんきもののひけつ 森絵都/文 武田美穂/絵 童心社 1998 12分 

びゅんびゅんごまがまわったら 宮川ひろ/作 林明子/絵 童心社 1982 15分 

はつてんじん 川端誠/作 クレヨンハウス 1996 9分 

ふきのとう 甲斐信枝/さく 福音館書店 2004 9分 

雪の上のなぞのあしあと あべ弘士/さく 福音館書店 1997 9分 

♪♪♪ 冬の 15 分プログラム ♪♪♪    
   

  『しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩』から詩を 1篇 

    『王さまと九人のきょうだい』 

                          

  『あんな雪こんな氷』       絵本ではなく読みものの本ですが、読むときは、絵本のように 

 『にんきもののひけつ』     本をひらいて持つと、子ども達が本に集中しやすいようです。 

 

  秋秋秋
あああききき

   

  冬冬冬
ふふふゆゆゆ

   

  おすすめ読み聞かせ絵本リスト 

     ～３・４年生～ 

大人もびっくりなきのこの数々。季節感たっぷりの昔話。 

目覚まし時計のない時代、こんな仕事もあった   

のか･･･という仕事をしていたメアリー・スミス。 

Ａ 

B 

Ａ 

B 

『にんきもののひけつ』はバレンタインデーに    

おすすめの 1冊！ 

 
埼玉県立久喜図書館        

  
子ども読書支援 

  ボランティア   
おすすめ！！ 

 


