
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 
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「読み聞かせ」の扉を開きたい方、開いたばかりの方へ ～本の世界を届けよう～ 

「地域で読み聞かせ活動を始めたい。」「子供の入学を期に、小学校で読み聞かせをしたい。」だけ

ど、「大勢の子供への読み聞かせって、親子の読み聞かせと違うの？」「たくさんある本の中から、何

を選べばいいの？」。 

そんな「はじめての読み聞かせ」に、まずはここから選んでほしいというおすすめの絵本をご紹介し

ます。   

長年読み継がれてきたロングセラーを中心に、絵本１３７冊のほか、役に立つガイドブックなど、参

考図書もご紹介します。 

子供達を、楽しい本の世界にいざなってください！ 

 

● リストに載っているのは、平成３０年２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。 

● 備考欄に、目安として、対象学年や季節を入れました。「低から」「中から」は「低学年から」「中学年から」を表します。

記述がないものは、幼児からを対象にした本や、季節を選ばない本です。 

● 時間欄に、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 



 

 

 

 

書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 時間 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 中から 

アンガスとあひる 
マージョリー・フラックさく・え 

瀬田貞二やく 
福音館書店 1981 E/ﾌﾗ 744 4分 

 

●シリーズ アンガスとねこ、トプシーとアンガス、べスとアンガス、まいごのアンガス  

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 低から 

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 中から 

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 中から 

おさるとぼうしうり 

エズフィール・スロボドキーナ

さく・え 

まつおかきょうこやく 

福音館書店 1970 E/ｽﾛ 703 8分  

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

梅雨 

おちゃのじかんにきたとら 
ジュディス・カー文・絵 

晴海耕平訳 
童話館 1994 E/ｶ 707 5分 

 

おっきょちゃんとかっぱ 長谷川摂子文 降矢奈々絵 福音館書店 1997 E/ﾌﾘ 001 15分 夏 

おとなしいめんどり 
ポール・ガルドン作 

谷川俊太郎訳 
童話館 1994 E/ｶﾙ 701 5分 

 

おなべおなべにえたかな？ こいでやすこさく  福音館書店 1997 E/ｺｲ 002 7分 春 

●シリーズ おおさむこさむ（冬）、やまこえのこえかわこえて（秋）、たろうめいじんのたからもの（夏）  

おばあさんのすぷーん 神沢利子さく 富山妙子え 福音館書店 2008 E/ﾄﾐ 002 4分 
 

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 1986 E/ｾﾝ 702 5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 
中から 

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 中から 

●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              

かばくん 岸田衿子さく 中谷千代子え 福音館書店 2008 E/ﾅｶ 026 4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。

好きな本をみつけたら、心を込めて読んでみましょう。子供に人

気のシリーズ絵本や季節感を取り入れるのもおすすめです。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

とができるので、少し長い物語もおすすめです。 



書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 時間 備考 

ガンピーさんのふなあそび 
ジョン・バーニンガムさく 

みつよしなつややく 
ほるぷ出版 1982 E/ﾊﾆ 701 5分 夏 

●シリーズ ガンピーさんのドライブ 

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 低から 

きょうはなんのひ？ 瀬田貞二作 林明子絵 福音館書店 1979 E/ﾊﾔ 005 7分 低から 

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 中から 

木はいいなあ 
ジャニス＝メイ＝ユードリイさ

く 
偕成社 1982 E/ｻｲ 701 5分 中から 

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 1965 E/ﾅｶ 026 16分 春 

ぐりとぐら 
なかがわりえこぶん 

おおむらゆりこえ 
福音館書店 1982 E/ｵｵ 108 5分  

●シリーズ ぐりとぐらとかいすいよく（夏）、ぐりとぐらのえんそく、ぐりとぐらのおおそうじ、ぐりとぐらのおきゃくさま（冬）、 

ぐりとぐらとくるりくら、ぐりとぐらとすみれちゃん 

ぐるんぱのようちえん 西内みなみさく 堀内誠一え 福音館書店 1966 E/ﾎﾘ 004 8分  

くんちゃんのはじめてのがっこ

う 

ドロシー・マリノさく 

まさきるりこやく 
ペンギン社 1982 E/ﾏﾘ 711 6分 

低から 

春 

●シリーズ くんちゃんとにじ、くんちゃんとふゆのパーティ、くんちゃんのだいりょこう（冬）、くんちゃんのはたけしごと、 

くんちゃんのもりのキャンプ、くんちゃんはおおいそがし（秋） 

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

●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                

１１ぴきのねこ 馬場のぼる著  こぐま社 1986 E/ﾊﾊ 001 5分  

●シリーズ 11ぴきのねことあほうどり、11ぴきのねことぶた、11ぴきのねことへんなねこ、11ぴきのねこどろんこ、 

11ぴきのねこふくろのなか                

じゅげむ 川端誠〔作〕 
クレヨンハウ

ス 
1998 E/ｶﾜ 016 11分 中から 

●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 中から 

しろくまちゃんのほっとけーき   わかやまけん〔ほか〕著  こぐま社 1987 E/ﾜｶ 002 3分  

すてきな三にんぐみ 
トミー＝アンゲラーさく 

いまえよしともやく 
偕成社 1983 E/ｳﾝ 701 4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 中から 

せんたくかあちゃん さとうわきこさく 福音館書店 1982 E/ｻﾄ 008 7分  

●シリーズ くもりのちはれせんたくかあちゃん 

ぞうくんのさんぽ 
なかのひろたかさく・え 

なかのまさたかレタリング 
福音館書店 2007 E/ﾅｶ 138 4分  

そらいろのたね 
中川李枝子文 

大村百合子絵 
福音館書店 1964 E/ｵｵ 108 5分 

 



書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 時間 備考 

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

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子さく 福音館書店 2008 E/ｶｺ 001 5分 
 

●シリーズ だるまちゃんとうさぎちゃん（冬）、だるまちゃんとかみなりちゃん、だるまちゃんとだいこくちゃん、 

だるまちゃんとてんじんちゃん、だるまちゃんととらのこちゃん、だるまちゃんとやまんめちゃん、 

だるまちゃんとにおうちゃん 

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 中から 

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 1983 E/ﾌﾗ 791 4分  

ちびゴリラのちびちび 
ルース・ボーンスタイン作 

いわたみみ訳 
ほるぷ出版 1978 E/ﾎﾝ 702 4分  

ティッチ 
パット・ハッチンスさく 

いしいももこやく 
福音館書店 1982 E/ﾊﾂ 713 4分  

●シリーズ ぶかぶかティッチ、きれいずきティッチ 

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 中から 

とべバッタ 田島征三作 偕成社 1988 E/ﾀｼ 002 5分 中から 

トラのじゅうたんになりたかった

トラ 

ジェラルド・ローズ作 

ふしみみさを訳 
岩波書店 2011 E/ﾛｽ 711 8分 低から 

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 1964 E/ｸﾚ 718 5分  

●シリーズ うみべのハリー（夏）、ハリーのセーター（冬） 

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 低から 

はじめてのおつかい 
筒井頼子作 

林明子絵 
福音館書店 1977 E/ﾊﾔ 005 6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 低から 

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 1983 E/ｻｲ 701 3分 早春 

はらぺこあおむし 
エリック＝カールさく 

もりひさしやく 
偕成社 1989 E/ｶﾙ 704 3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 低から 

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 中から 

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

１００まんびきのねこ 
ワンダ・ガアグさく 

いしいももこやく 
福音館書店 1961 E/ｶｸ 701 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 中から 

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

ペレのあたらしいふく 
エルザ・ベスコフさく おので

らゆりこやく 
福音館書店 1982 E/ﾍｽ 702 3分 低から 



書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 時間 備考 

まどからおくりもの 五味太郎作 偕成社 1983 E/ｺﾐ 001 7分 冬 

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 中から 

めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子作 ふりやなな画 福音館書店 2012 E/ﾌﾘ 001 5分 低から 

ゆかいなかえる 
ジュリエット・キープスさく 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 

中から 

冬 

ゆきのひ 
Ｅ．Ｊ．キーツさく 

きじまはじめやく 
偕成社 1983 E/ｷﾂ 704 5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 中から 

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 
中から 

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 中から 

わたしのワンピース にしまきかやこさく  こぐま社 1986 E/ﾆｼ 003 3分  

 

 

 

 

書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 時間 備考 

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

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 中から 

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 中から 

おおきなかぶ 
Ａ．トルストイ再話 

内田莉莎子訳 
福音館書店 2007 E/ｻﾄ 004 3分  

おだんごぱん ロシア民話  
せたていじやく 

わきたかずえ 
福音館書店 1966 E/ﾜｷ 001 6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 低から 

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 低から 

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 低から 

 

昔話は、同じタイトルでも、絵やストーリー、使われている言葉が

違う本がたくさんあります。比べて選ぶのもひとつの方法です。骨太

なストーリーで、子供たちを惹きつけます。 



書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 時間 備考 

ダチョウのくびはなぜながい？ 

アフリカのむかしばなし  

ヴァーナ・アーダマ文 

マーシャ・ブラウン絵 
富山房 1996 E/ﾀﾞ 8分  

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 1965 E/ﾗﾁ 701 4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 中から 

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 中から 

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 中から 

ももたろう   松居直文 赤羽末吉画 福音館書店 1965 E/ｱｶ 001 7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 中から 

ランパンパン インドみんわ マギー・ダフさいわ  評論社 1989 E/ﾗ 7分 中から 

三びきのこぶた イギリス昔話  瀬田貞二やく 山田三郎画 福音館書店 1967 E/ﾔﾏ 010 7分  

三びきのやぎのがらがらどん 

アスビョルンセンとモーによるノ

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 1965 E/ﾌﾗ 791 5分  

 

 

 

 

 

 

書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 時間 備考 

あしたのてんきははれ？くも

り？あめ？ おてんきかんさつ

えほん  

野坂勇作さく  福音館書店 1997 E/ﾉｻ 002 7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 低から 

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

しっぽのはたらき 川田健ぶん 藪内正幸え 福音館書店 1982 E/ﾔﾌ 001 6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 中から 

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 

はなのあなのはなし やぎゅうげんいちろうさく 福音館書店 1982 E/ﾔｷ 006 7分  

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 中から 

びっくりまつぼっくり 
多田多恵子ぶん 

堀川理万子え 
福音館書店 2010 E/ﾎﾘ 006 4分 秋 

身近なものから新しい発見がある科学･知識の本は、子供たちに

人気があります。プログラムにひとつ入れることで、バラエティー

に富んだものとなります。 



書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 時間 備考 

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 

ぼく、だんごむし 
得田之久ぶん 

たかはしきよしえ 
福音館書店 2005 E/ﾀｶ 057 7分 春 

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

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 中から 

みんなうんち 五味太郎／さく  福音館書店 1977 E/ｺﾐ 001 3分  

よもぎだんご さとうわきこ／さく  福音館書店 1989 E/ｻﾄ 008 7分 春 

 

 

書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 備考 

いまはむかしさかえるかえるの

ものがたり 

まつおかきょうこさく 

馬場のぼるえ 
こぐま社 1987 E/ｲ  

かぞえうたのほん 岸田衿子作 福音館書店 1990 E/ｶ 中から 

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 低から 

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 低から 

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 低から 

のはらうた   くどうなおこ作  童話屋 1984 91/ﾉ  

ぶたたぬききつねねこ 馬場のぼる著  こぐま社 1978 E/ﾊﾊ 001  

わにがわになる 多田ヒロシ著  こぐま社 1977 E/ﾀﾀ 001 低から 

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、時間が余ったときに使ったり。知っていると便利で

す。 

 

● 自然に、素直に、読みましょう。 

※ 演技や声色は必要ありません。 

● １対１のときより、ゆっくり、はっきり。 

● 一番後ろの列の、さらに１列後ろまで声が届くように。 

● ページをめくったらすぐ読み始めず、一呼吸置いて。 

● 写真や字のないページはじっくり見る時間をとって。 

聞き手が床→読み手は椅子に 

聞き手が椅子→読み手は立って 



 

 

書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 時間 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 

おにぎり 平山英三ぶん 平山和子え 福音館書店 1992 E/ﾋﾗ 007 3分  

キャベツくん 長新太文・絵  文研出版 1980 E/ﾁﾖ 001 5分  

きんぎょがにげた 五味太郎作  福音館書店 1982 E/ｺﾐ 001 3分  

こっぷ 
谷川俊太郎文 

今村昌昭写真 
福音館書店 1976 E/ｲﾏ 049 3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 E/ﾜﾀ 003 6分 低から 

しろいかみのサーカス 
たにうちつねおさく 

いちかわかつひろしゃしん 
福音館書店 2009 E/ｲﾁ 025 2分  

だるまさんが かがくいひろしさく  ブロンズ新社 2008 E/ｶｶ 013 3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 中から 

なぞなぞえほん 

 １のまき～３のまき 

中川李枝子さく 

山脇百合子え 
福音館書店 1988 E/ﾔﾏ 014  

一部だ

け読み

ましょう 

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 

ぴょーん まつおかたつひで作・絵  ポプラ社 2000 E/ﾏﾂ 005 3分 参加型 

ふしぎなナイフ 中村牧江・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 低から 

もこもこもこ 谷川俊太郎作 元永定正絵 文研出版 1977 E/ﾓﾄ 003 3分  

やさいのおなか きうちかつさく・え  福音館書店 1997 E/ｷｳ 001 3分 参加型 

よかったねネッドくん 
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  

わゴムはどのくらいのびるかし

ら？ 

マイク・サーラーぶん 

ジェリー・ジョイナーえ 
ほるぷ出版 2000 E/ｼﾖ 720 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  

＜MEMO＞ 

 

 

はじめての場所やはじめての人は、読み手も聞き手も

緊張します。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。導入に入れるも良

し、息抜きに途中で入れるも良し、最後におまけで入れ

るも良し。「もう 1 冊」にどうぞ。 



 

 

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 低から 

子どもに語るグリムの昔話   こぐま社 1990 ｸﾞ 低から 

●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 
中から 

●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、消えたモートンとんだ大そうさく、 

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 

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 
中から 

●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、 アバラーのぼうけん、 

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、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 
中から 

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 
高から 

「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。特に中・高学年に向いています。 

● メインの 1冊を決めて、組み合わせを考える 

● 詰め込みすぎず、ゆとりをもった時間配分 

 料理のコースのように！（メリハリ・バラエティ） 

メイン 

ディッシュ 

サイド 

ディッシュ 

あ
い
さ
つ 

部
屋
に
入
る 

部
屋
を
出
る 

お
わ
り
に 

ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ ﾃﾞｻﾞｰﾄ 

たとえば… 参加型 科学 or 季節の本 しっかりした内容(創作 or 昔話) 言葉遊び  



書    名 著    者 出版社 出版年 請求記号 

うたおうあそぼうわらべうた 

乳児・幼児・学童との関わり方 
木村はるみ・蔵田友子著 雲母書房 2009 J376.15/ｳﾀ 

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・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  

紙芝居演じ方のコツと基礎理論のテ

キスト 

（紙芝居入門テキスト・セット １） 

子どもの文化研究所編  一声社 2015 
J376.159/ ｶ

ﾐ 

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・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  

 

 

読み聞かせボランティアとして、「はじめの一歩」を踏み出すときに参考になる本を集めてみました。 

また、活動をしていて迷ったり悩んだりしたときに、これらの本に立ち返ってみると良いと思います。 



  

 

  

 

  

 

  

 

   

  

 

  

 

  

 



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

絵本を持って 

声に出して

読み合って

    充分に 

ページの開きぐせをつける ぐらぐらさせず、 

しっかり持つ 

 

日付、読んだ本、読み手、 

聞き手の反応、感想・反省点 

○まずは「聞き手」として絵本を楽しんで！ その楽しさを伝えましょう。 

○身近な図書館を利用しましょう。定評のある本が揃っていて、他の図書館

からの取り寄せや相談ができる「はじめて」の強い味方です。 

○自分が楽しいと感じた本を選びましょう。 

3人以上あつまったら勉強会で 

スキルアップ！ 

子ども読書支援サービス 

ページめくりの準備 

コバトン&さいたまっち 

http://2.bp.blogspot.com/-wg1XBbsYtQ4/U1T3p1v7o3I/AAAAAAAAfUg/A8XE8Wj1ahA/s800/figure_happy.png

