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資料展示リスト（201７年５月１8日～201７年７月１３日） 
 

   

 

 

 

  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県立久喜図書館 子ども読書支援センター（子ども図書室） 

久喜市下早見 85－5 Tel：0480-21-2659 

１ 絵本のリスト 

 （１）創作 ものがたり ・・・・・・２～３ ｐ 

（２）むかしばなし・・・・・・・・・  ４ ｐ 

（３）かがく・ちしき・・・・・・・・  ５ ｐ 

（４）詩・ことば・・・・・・・・・・  ５ ｐ 

（５）導入・もう一冊・・・・・・・・・ ６ ｐ 

 ２ はじめの一歩 参考図書 ・・・・・    ７ ｐ 

３ 読み聞かせＱ＆Ａ   ・・・・・     ８ ｐ 

「読み聞かせ」の扉を開いたばかりの方へ  ～ 本の世界を届けよう ～ 

「自分で本が読める中・高学年の子供たちにどんな本を読んだらいいの？」そんな「はじめての読

み聞かせ」をサポートするために、長年支持されてきたロングセラーを中心におすすめの絵本をご

紹介します。まなざしを交わしながら、肉声で届ける読み聞かせは、子供の豊かな成長の一助となっ

ています。 

今回は、小学校中学年（３年生）から高学年（6年生）までを対象にした絵本を選びました。 

 

● リストに載っているのは、平成 29年５月末現在、久喜図書館子ども図書室で所蔵している資料です。 

● 貸出中の場合、熊谷図書館からお取り寄せできる資料もあります。詳しくはカウンターでおたずねください。 

● 対象欄には、目安として、低学年の読み聞かせにも向く本には＊印をつけました。 

● Time欄に、読み聞かせの時間の目安を入れました。 

携帯用 QR コード 

埼玉県のマスコット 

コバトン 
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１ 絵本リスト 

（１）創作（ものがたり） 

 

 

書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 Time 備考 

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 

岩崎書店  2001 E/ﾎﾗ 701 10分    

いつもちこくのおとこのこ  ジョ

ン・パトリック・ノーマン・マクヘネ

シー  

ジョン・バーニンガム さ

く たにかわしゅんたろう 

やく 

あかね書房 1988 E ﾊﾆ 701 ７分 ＊ 

ウエズレーの国 ポール・フライシュマン

作 

あすなろ書房 1999 E/ﾎｸ 704 11分   

ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン作・絵 徳間書店 2007 E/ﾁﾝ 509 12分    

おじさんのかさ   佐野洋子作・絵  講談社 1992 E/ｻﾉ 001 ７分 ＊ 梅雨 

おまたせクッキー   パット＝ハッチンスさく 

乾侑美子やく 

偕成社 1987 E/ﾊﾂ 713 ４分 ＊ 

かさどろぼう シビル・ウェッタシンハ

作・絵 

徳間書店 2007 E/ｳｴ 501 10分 梅雨  

がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン

作 

富山房 1999 E/ﾃﾕ 701 15分   

●シリーズ おばかさんのペチューニア、ペチューニアごようじん、ペチューニアのだいりょこう、ペチューニアすきだよ、ペチ

ューニアのうた、ペチューニアのたからもの、ペチューニアのクリスマス              

きつねのホイティ   シビル・ウェッタシンハさ

く 松岡享子やく 

福音館書店 1994 E/ｳｴ 501 10分 ＊ 

きょうはみんなでクマがりだ マイケル・ローゼン再話 評論社 1991 E/ｷ ５分   

木はいいなあ ジャニス＝メイ＝ユード

リイさく 

偕成社   E/ｻｲ 701 ５分   

じごくのそうべえ 田島征彦作 童心社 1978 E/ﾀｼ 001 13分   

●シリーズ    そうべえごくらくへゆく、 そうべえまっくろけのけ、 どろんこそうべえ、 そうべえふしぎなりゅうぐうじょう                

じゅげむ 川端誠〔作〕 クレヨンハウス 1998 E/ｶﾜ 016 11分   

●シリーズ  いちがんこく、 おおおかさばき、 おにのめん、 かえんだいこ、 そばせい、 たがや、 たのきゅう、 ときそば、              

はつてんじん、ばけものつかい、 ひとめあがり、 まんじゅうこわい、 みょうがやど、 めぐろのさんま      

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 

福音館書店 1982 E/ｼ ６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 E/ｺﾊ 007 1０分    

だいふくもち 田島征三作 福音館書店 1977 E/ﾀｼ 002 ６分   

  

「物語」の面白さを伝える、プログラムのメインとなる絵本です。

中学年以上の子供たちは、言葉から物語のイメージをふくらませ

ることができます。少し長い物語もおすすめです。 
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書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 Time 備考 

ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーと

んぶんとえ 

岩波書店 1982 E/ﾊﾄ 707 15分   

どうながのプレッツェル マーグレット・レイ文 福音館書店 1978 E/ﾚｲ 704 ６分   

とべバッタ 田島征三作 偕成社 1988 E/ﾀｼ 002 ５分   

トラのじゅうたんになりたかったト

ラ   

ジェラルド・ローズ文・絵 

ふしみみさを訳 

岩波書店 2011 E/ﾛｽ 711 ８分 ＊ 

歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグぶん

とえ 

評論社 1991 E/ｽﾀ 705 ９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 

ペンギン社 1984 E/ｸﾚ 718 ８分 ＊ 

ヒギンスさんととけい パット・ハッチンスさく ほるぷ出版 2006 E/ﾊﾂ 713 ５分   

ハンダのびっくりプレゼント   アイリーン・ブラウン作 

福本友美子訳 

光村教育図書 2006 E/ﾌﾗ 801  ４分 ＊ 

１００万回生きたねこ 佐野洋子作・絵 講談社 1977 E/ｻﾉ 001 11分   

富士山にのぼる 石川直樹著 教育画劇 2009 E/ｲｼ 146 ９分   

フレデリック レオ＝レオニ作 好学社 1987 E/ﾚｵ 702 ７分   

ペレのあたらしいふく   エルザ・ベスコフさく・え 

おのでらゆりこやく 

福音館書店 1982 E/ﾍｽ 702 ３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 E/ﾕﾚ 701 ６分  

ゆかいなかえる   ジュリエット・キープスぶ

ん・え いしいももこやく 

福音館書店 1981 E/ｷﾌ 707  ４分 夏 

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 

ＢＬ出版 1999 E/ｱｾ 701 11分 冬 

よあけ ユリー・シュルヴィッツ

作・画 

福音館書店 1977 E/ｼﾕ 717 ３分   

リベックじいさんのなしの木 テオドール・フォンターネ

文 

岩波書店 2006 E/ﾎｸ 707 ５分  秋  

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 評論社 2006 E/ｽﾀ 705 14分   

 

  
Q このリストに、「幼児～低学年向き」で紹介されている絵本が

ありますが、中学年以上の子供たちには、幼稚じゃないです

か？  

Ａ 子供たちは成長すると同じ絵本でも感じ方が違います。反応す

る場面も、反応の仕方も違いますから、読んでみてくださいね。 
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（２）むかしばなし 

 

書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 Time 備考 

あたごの浦  脇和子再話   福音館書店 1993 E/ﾀｲ 001 ７分   

いっすんぼうし いしいももこぶん 福音館書店 1965 E/ｱｷ 001 12分 ＊ 

うさぎのみみはなぜながい 北川民次ぶんとえ 福音館書店 1962 E/ｷﾀ 003 ８分   

王さまと九人のきょうだい 君島久子訳 岩波書店 1981 E/ｱｶ 001 13分   

かさじぞう   
瀬田貞二再話 赤羽末

吉画 
福音館書店 2008 E/ｱｶ 001 ５分 ＊ 

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 1976 E/ｼﾐ 001 11分 ＊  

くわずにょうぼう   
稲田和子再話 赤羽末

吉画 
福音館書店 1980 E/ｱｶ 001 ７分 ＊ 

せかいいちおいしいスープ ある

むかしばなし  

マーシャ・ブラウン文・

絵 こみやゆう訳 
岩波書店 2010 E/ﾌﾗ 791 11分 ＊ 

だいくとおにろく   
松居直再話 赤羽末吉

画 
福音館書店 2007 E/ｱｶ 001 ５分 ＊ 

なんでも見える鏡 フィツォフスキ再話 福音館書店 1989 E/ﾅ 10分   

ね、うし、とら…十二支のはなし 
ドロシー・バン・ウォアコ

ム文 
ほるぷ出版 1978 E/ﾙｶ 703 ８分   

みるなのくら 
おざわとしお再話 赤羽

末吉画 
福音館書店 1989 E/ｱｶ 001 ４分   

ゆきむすめ 内田莉莎子再話 福音館書店 2007 E/ｻﾄ 004 7分   

ランパンパン 内田莉莎子再話 福音館書店 2007 E/ﾗ 7分   

 

 

 

 

 

 

 

昔話は、学年を選びません。昔話は力強く、骨太なストーリーで、

子供たちを惹きつけます。 

Q 昔話って残酷な場面が多くないですか？ 

Ａ 昔話は余計な修飾を省いて、結果だけを伝えています。悪者は

退治され、ハッピーエンドの結末は、子供たちに生きる勇気を

与えてくれます。 

Q 昔話には「かわや」とか、子供たちにわからない言葉がたくさんでて

きますが？ 

Ａ 物語のカギとなる言葉は、最小限の説明を読み聞かせを始める前にし

ましょう。それ以外は説明しすぎると、子供たちが物語の世界に入れ

ません。 
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（３）かがく・ちしき 

 

 

書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 Time 備考 

アリからみると 桑原隆一文 福音館書店 2004 E/ｸﾘ 016 ３分   

あしのうらのはなし   やぎゅうげんいちろうさ

く  

福音館書店 1982 E/ﾔｷ 006 ７分 ＊ 

しょうたとなっとう 星川ひろ子写真・文 ポプラ社 2003 619/ｼﾖ ８分   

たんぽぽ   平山和子ぶん・え  福音館書店 1972 E/ﾋﾗ 007  ５分 春＊ 

トマトのひみつ 山口進文・写真 福音館書店 1994 E/ﾔﾏ 065  ６分  夏＊ 

どんぐりかいぎ   こうやすすむ文  片山

健絵 

福音館書店 1995 E/ｶﾀ 001  ８分  秋＊ 

ピーナッツ なんきんまめ らっ

かせい 

こうやすすむ文 福音館書店 1993 E/ﾅｶ 422 ７分   

ふゆめがっしょうだん   富成忠夫写真 茂木透

写真 

福音館書店 1990 E/ﾄﾐ/022 ３分 冬＊ 

干し柿 西村豊写真・文 あかね書房 2006 E/ﾆｼ 100 ８分 秋  

ホネホネたんけんたい 西澤真樹子監修・解説 アリス館 2008 480/ﾎﾈ ８分    

リボンのかたちのふゆのせいざ

オリオン   

八板康麿写真と文 杉

浦範茂絵と構成 

福音館書店 1991 44/ﾘ  ４分  冬 

 

 

 

（４）詩・ことば 

 

書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 備考 

かぞえうたのほん 岸田衿子作 福音館書店 1990 E/ｶ   

しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩   はせみつこ編 飯野和好絵 富山房 1995 91/ｼ ＊ 

ことばあそびうた   谷川俊太郎詩 瀬川康男絵 福音館書店 1973 91/ｺ ＊ 

ことばあそびうた  また 谷川俊太郎詩 瀬川康男絵 福音館書店 1981 91/ｺ  ＊ 

のはらうた   くどうなおこ作  童話屋 1984 91/ﾉ  ＊  

 

  

子供たちから「へぇ～」という反応がある科学・知識の本。

物語は好きではない子でも、よく聞いてくれます。身近な題

材を選ぶことがポイントです。 

耳で聞いて楽しむ詩や言葉遊びは、絵がなくても大丈夫。長いおは

なしが苦手な子も楽しめます。長めの絵本と組み合わせたり、導入

で使ったり、知っていると便利です。 
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（５）導入・もう一冊おまけ 

 

 

書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 Time 備考 

ウラパン・オコサ かずあそび  谷川晃一作  童心社 1999  E/ﾀﾆ 017 ５分  参加型＊ 

これはのみのぴこ   谷川俊太郎作 和田誠絵 サンリード 1979  E/ﾜﾀ 003 ６分  ＊ 

つきよのおんがくかい 山下洋輔文 福音館書店 1999 E/ﾕﾉ 002   ３分   

ねえ、どれがいい？ 
ジョン・バーニンガムさく 

まつかわまゆみやく 
評論社 2010  E/ﾊﾆ 701 ４分 参加型＊ 

ふしぎなナイフ   中村牧江さく 林健造さく 福音館書店 2008  E/ﾌｸ 060 ２分 ＊ 

ぼちぼちいこか   
マイク・セイラーさく ロバ

ート・グロスマンえ 
偕成社 1980  E/ｸﾛ 730 ３分  ＊ 

よかったねネッドくん 英文つき 

改訂版 

レミー・チャーリップさく 

八木田宜子やく 
偕成社 1997  E/ｼﾔ 714 ３分 ＊ 

わたし   
谷川俊太郎ぶん 長新太

え 
福音館書店 1981  E/ﾜ ３分 ＊ 

  

 

 

（６）物 語 

 

 

書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 備考 

おはなしのろうそく 愛蔵版   東京子ども図書館 2000  908/ｵﾊ   

子どもに語るグリムの昔話   こぐま社   ｸﾞ    

●シリーズ  子どもに語るアイルランドの昔話、 子どもに語るアジアの昔話、子どもに語るアラビアンナイト、 子どもに語

るアンデルセンのお話、子どもに語るイギリスの昔話、 子どもに語るイタリアの昔話、 子どもに語る中国の

昔話、 子どもに語るトルコの昔話、子どもに語る日本の神話、子どもに語る日本の昔話、 子どもに語る北

欧の昔話、子どもに語るモンゴルの昔話、 子どもに語るロシアの昔話               

火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・Ｅ．エリクソン

作 

評論社 2008 933/ｴﾘ

710 

  

●シリーズ   ウォートンとカラスのコンテスト、 ウォートンとモリネズミの取引屋、 ウォートンとモートンの大ひょうりゅう、 

ウォートンのとんだクリスマス・イブ、 ＳＯＳ、あやうし空の王さま号、 消えたモートンとんだ大そうさく                         

  

短くて楽しい絵本、声を出して場をほぐすのにぴったりな絵本を選

びました。導入やおまけのもう 1冊にもどうぞ。 

「耳からの読書」は、絵本の読み聞かせとは、また違った楽しみが

あります。一冊を数回に分けて読んでも、続きは子供たちが自分で

読んでも良いですね。 
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書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 備考 

がんばれヘンリーくん  ベバリイ・クリアリー作 学習研究社  1981 933/ｸﾘ 701   

●シリーズ    アバラーのぼうけん、ヘンリーくんとビーザス、ビーザスといたずらラモーナ、 ビーザスといたずらラモー

ナ、ヘンリーくんと新聞配達、ヘンリーくんと秘密クラブ、アバラーのぼうけん、 ラモーナは豆台風、 ゆう

かんな女の子ラモーナ                                     

くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡享子作 福音館書店 1968 913.6/ﾏﾂ 074   

魔法使いのチョコレート・ケーキ  マーガレット・マーヒー

〔著〕  石井桃子訳 

福音館書店 1984 933/ﾏﾋ 701   

 

2 はじめの一歩（参考図書） 

 
書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 

えほんのせかいこどものせかい   松岡享子著  
日本エディタースクー

ル出版部 
1987 J019.5/ｴ  

おはなし会ガイドブック 小学生向

きのプログラムを中心に  

茨木啓子編・著 平田美

恵子編・著 
こぐま社 2003 J015.8/ｵﾊ  

お話とは  新装改訂版 （レクチ

ャーブックス・お話入門 １） 
松岡享子著  東京子ども図書館 2009 J015.8/ｵﾊ  

キラキラ応援ブックトーク キラキラ読書クラブ著 岩崎書店 2009 J019.5/ｷﾗ 

子どもに物語の読み聞かせを 尾野三千代編著 児童図書館研究会 2014 J019.53/ｺﾄ 

小学校での読み聞かせガイドブッ

ク 朝の１５分のために  

湯沢朱実編著 平田美

恵子編著 
プランニング遊 2014 J019.53/ｼﾖ  

新科学の本っておもしろい 科学読物研究会編  連合出版 2003 J403.1/ｼﾝ  

読書ボランティア-活動ガイド- ど

うする？スキルアップどうなる？こ

れからのボランティア  

広瀬恒子著  一声社 2008 J019/ﾄｸ  

読み聞かせＡＢＣ 集団の子供た

ちへの読み聞かせに  
東京都立多摩図書館編  東京都立多摩図書館 2012 J028.09/ﾖﾐ  

読みきかせ絵本２６０ 
親子読書地域文庫全国

連絡会 
  2009 J028.09/ﾖﾐ 

読み聞かせわくわくハンドブック 

家庭から学校まで  
代田知子著  一声社 2001 J019.53/ﾖﾐ  
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３ 読み聞かせ Q&A 

 

 

 

 

子ども読書支援センターのご案内 

（埼玉県立久喜図書館 子ども図書室） 

●相談案内 「この季節にぴったりの読み聞かせ絵本は？」など 

   来館・電話・メールでご相談にお応えします 

●講師派遣 読み聞かせボランティアのための講師派遣 

経験豊富な指導者を勉強会の講師として派遣します。 

●ウェブサイト「子ども読書支援サービス」ページ 

https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/ko_shien/index.html 

    おすすめ本の紹介、読み聞かせ絵本リスト、関連機関リンク集 

 
 Q 本を読み始めようとしたら、「知ってる！」って

子供たちにいわれてしまいました。子供たちが

知らない本を読んだ方がいい？ 

Ａ 「知ってる」＝つまらないでは、ありません。

良い絵本は読む度に新しい発見があります。そ

して子供たちは大好きな絵本は何度読んでもら

っても楽しめます。 

 

相談してみよう！ 

子ども読書支援サービス 

コバトン&さいたまっち 

Q 学校での読み聞かせだし、高学年には「メッセ

ージ性のある」絵本や「ためになる」絵本を読

んだ方がいい？ 

Ａ メッセージ性の強い絵本を届けるには、子供た

ちとの信頼関係が必要です。読み聞かせ後に内

容についてフォローが必要な重いテーマの絵

本は、短い時間を担当するボランティアには向

きません。 

 

相談してみよう！ 

Q 自分で本が読める中・高学年の子供たちに読み聞かせ

は必要？  

Ａ 一人で本が読める子供も、肉声で読んでもらうと、別

の感じ方をします。友達と読後感を共有できるのも楽

しいですね。 


