
番号 書名 著者 出版社 ラベル 書誌番号

1 アカメアマガエル
ジョイ・カウリー／文 ニック・ビショップ／

写真 大澤晶／訳
ほるぷ出版 ４／あおいろ 3-0205079553

2 いちねんせい 谷川俊太郎／詩 和田誠／絵 小学館 91 3-0190263898

3 いっぱいやさいさん まどみちお／文 斉藤恭久／絵 至光社 さ／はいいろ 3-0203048962

4 いわしくん 菅原たくや／〔作〕 文化出版局 す／はいいろ 3-0193055625

5 うみやまがっせん
上沢謙二／原案 大島英太郎／絵 ⾧谷川摂子

／文
福音館書店 お／あか 3-0206075457

6 おうさまのくつ
ヘレン・ビル／文 ルイス・スロボドキン／絵

こみやゆう／訳
瑞雲舎 ス／はいいろ 3-0500322643

7 おおかみと七ひきのこやぎ
グリム／〔原作〕 フェリクス・ホフマン／え

せたていじ／やく
福音館書店 ３／あおいろ 3-0190450009

8 おかしなゆきふしぎなこおり 片平孝／写真・文 ポプラ社 ４／あおいろ 3-0212081765

9 おさるとぼうしうり
エズフィール・スロボドキーナ／作・絵 まつ

おかきょうこ／訳
福音館書店 ス／はいいろ 3-0194005668

10 おじさんのかさ 佐野洋子／作・絵 講談社 さ／はいいろ 3-0190427981

11 おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー／作 晴海耕平／訳 童話館 カ／みどり 3-0194070698

12 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 ふ／ももいろ 3-0212065079

13 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 カ／みどり 3-0194032007

14 おどりトラ 金森襄作／再話 鄭 香／絵 福音館書店 ３／あおいろ 3-0197074489

15 かさじぞう 瀬田貞二／再話 赤羽末吉／画 福音館書店 ３／あおいろ 3-0208025058

16 ガラスめだまときんのつののヤギ 田中かな子／訳 スズキコージ／画 福音館書店 ３／あおいろ 3-0190274367

17 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 ハ／ももいろ 3-0190010183

18 くんちゃんのだいりょこう ＊ ドロシー・マリノ／文・絵 石井桃子／訳 岩波書店 マ／うぐいすいろ 3-0190225350

19 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 マ／うぐいすいろ 3-0190106741

20 こいぬがうまれるよ
ジョアンナ・コール／文 ジェローム・ウェク

スラー／写真 つぼいいくみ／訳
福音館書店 ４／あおいろ 3-0190099002

21 ごちそうの木 ジョン・キラカ／作 さくまゆみこ／訳
西村書店東京

出版編集部
３／あおいろ 3-0500507451

22 ざぼんじいさんのかきのき すとうあさえ／文 織茂恭子／絵 岩崎書店 お／あか 3-0200053324

23 三びきのこぶた 瀬田貞二／やく 山田三郎／え 福音館書店 ３／あおいろ 3-0208025016

24
しずかに！ここはどうぶつのとしょ

かんです
ドン・フリーマン／作 なかがわちひろ／訳 ＢＬ出版 フ／ももいろ 3-0208031067

25 しっぽのはたらき 薮内正幸／え 川田健／ぶん 福音館書店 ４／あおいろ 3-0190550933

読み聞かせに向く絵本のリスト  …読み聞かせボランティアステップアップ講座…2019/11/07・13

低学年 ＊はシリーズ・続編あり
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26 しもばしら 野坂勇作／さく 福音館書店 ４／あおいろ 3-0204082385

27 じゃぐちをあけると しんぐうすすむ／さく 福音館書店 ４／あおいろ 3-0209041525

28 すいかのめいさんち 平田昌広／作 平田景／絵 鈴木出版 ひ／ももいろ 3-0500059475

29 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 フ／ももいろ 3-0190211874

30 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 ウ／あか 3-019037328

31 ぞうからかうぞ 石津ちひろ／文 藤枝リュウジ／絵 ＢＬ出版 ８／あおいろ 3-0203071001

32 だいくとおにろく 松居直／再話 赤羽末吉／画 福音館書店 ３／あおいろ 3-0207091482

33 だいずえだまめまめもやし なかじまむつこ／絵 こうやすすむ／文 福音館書店 ４／あおいろ 3-0204013116

34 タンゲくん 片山健／〔著〕 福音館書店 か／みどり 3-0193008233

35 ちいさなちいさなおばあちゃん エルサ・ベスコフ／作 いしいとしこ／訳 偕成社 ヘ／ももいろ 3-0201052314

36 手おけのふくろう ひらののぶあき／ぶん あべ弘士／え 福音館書店 あ／あか 3-0500498940

37 てんぐだいこ 神沢利子／文 赤羽末吉／絵 偕成社 ３／あおいろ 3-0190063556

38 とべバッタ 田島征三／作 偕成社 た／ちゃいろ 3-0190276860

39
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 ロ／きみどり 3-0211077369

40 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 フ／ももいろ 3-0206028822

41 １００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 カ／みどり 3-0190450125

42 ひょっこりひとつ 佐々木マキ／さく 福音館書店 さ／はいいろ 3-0207015095

43 ひょろのっぽくん かとうまふみ／さく・え 農山漁村文化協会か／みどり 3-0208007049

44 ふしぎなナイフ 中村牧江／さく 林健造／さく 福田隆義／え 福音館書店 ふ／ももいろ 3-0208025031

45 ふゆめがっしょうだん 冨成忠夫，茂木透／写真 ⾧新太／文 福音館書店 ４／あおいろ 3-0190330749

46 ペレのあたらしいふく
エルサ・ベスコフ／さく・え おのでらゆりこ

／やく
福音館書店 ヘ／ももいろ 3-0190449515

47 ぼくのおじいちゃんのかお 沼田早苗／写真 天野祐吉／文 福音館書店 ぬ／みずいろ 3-0209083608

48 ほね、ほね、きょうりゅうのほね
バイロン・バートン／さく かけがわやすこ／

やく
ポプラ社 ハ／ももいろ 3-0500495677

49 まあちゃんのながいかみ たかどのほうこ／さく 福音館書店 た／ちゃいろ 3-0208025020

50 まほうのコップ
藤田千枝／原案 川島敏生／写真 ⾧谷川摂子

／文
福音館書店 ４／あおいろ 3-0212068542
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51 みかん 中島睦子／作 福音館書店 ４／あおいろ 3-0500268539

52 密林一きれいなひょうの話 工藤直子／おはなし 和田誠／え 瑞雲社 わ／くろ 3-0500558633

53 やさいのおなか ＊ きうちかつ／さく・え 福音館書店 き／きいろ 3-0197003824

54 ヨセフのだいじなコート シムズ・タバック／作 木坂涼／訳 フレーベル館 タ／ちゃいろ 3-0201074555

55 りゅうおうさまのたからもの
イチンノロブ・ガンバートル／文 バーサンス

レン・ボロルマー／絵 津田紀子／訳
福音館書店 ももいろ／ホ 3-0500417516

56 ルラルさんのにわ ＊ いとうひろし／さく ポプラ社 い／あか 3-0201055455

57 ロージーのおさんぽ
パット・ハッチンス／さく わたなべしげお／

やく
偕成社 ハ／ももいろ 3-0190450295

58 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 岸田衿子／やく
ほるぷ出版 シ／はいいろ 3-0200040927
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1 あおいジャッカル マーシャ・ブラウン 瑞雲社 ３／あおいろ 3-0500529296

2 あくたれラルフ
ジャック・ガントス／さく ニコール・ルーベ

ル／え
童話館 ル／きみどり 3-0194082161

3 アンドルーのひみつきち ドリス・バーン 岩波書店 ハ／ももいろ 3-0500289845

4 いっすんぼうし いしいももこ／ぶん あきのふく／え 福音館書店 ３／あおいろ 3-0190445658

5
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
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 ハ／ももいろ 3-0190284327

6 うちにあかちゃんがうまれるの  いとうえみこ／文 伊藤泰寛／写真 ポプラ社 い／あか 3-0204090341

7 うちゅうはきみのすぐそばに いわやけいすけ／ぶん みねおみつ／え 福音館書店 ４／あおいろ 3-0500555768

8 うめぼしさん かんざわとしこ／文 ましませつこ／絵 こぐま社 ま／うぐいすいろ 3-0500236482

9 ウルスリのすず
ゼリーナ・ヘンツ／文 アロイス・カリジェ／

絵 大塚勇三／訳
岩波書店 カ／みどり 3-0193009809

10 エイモスさんがかぜをひくと
フィリップ・Ｃ．ステッド／文 エリン・Ｅ．

ステッド／絵 青山南／訳
光村教育図書 ス／はいいろ 3-0210056026

11 王さまと九人のきょうだい 赤羽末吉／絵 君島久子／訳 福音館書店 ３／あおいろ 3-0190473849

12 おじいちゃんのコート
ジム・エイルズワース／文 バーバラ・マクリ

ントック／絵 福本友美子／訳
ほるぷ出版 マ／うぐいすいろ 3-0500318115

13 おとうとは青がすき
イフェオマ・オニェフル／作・写真 さくまゆ

みこ／訳
偕成社 ３／あおいろ 3-0206042674

14 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 ハ／ももいろ 3-0190256332

15 かさどろぼう
シビル・ウェッタシンハ／作・絵 猪熊葉子／

訳
福武書店 ウ／あか 3-0190227309

16 かぞえうたのほん 岸田衿子／作 スズキコージ／え 福音館書店 ７／あおいろ 3-0190332260

17 きこりとおおかみ 山口智子／再話 堀内誠一／画 福音館書店 ３／あおいろ 3-0209022526

18 きっときってかってきて ことばあそびの会／文 金川禎子／絵
さ・え・ら書

房
８／あおいろ 3-0190023902

19 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 ウ／あか 3-0194028835

20 木はいいなあ
ジャニス＝メイ＝ユードリイ／作 マーク＝

シーモント／絵 西園寺祥子／訳
偕成社 シ／はいいろ 3-0190448491

21 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 オ／あか 3-0203085329

22 巨人の花よめ スウェーデン サーメのむかしばなし菱木晃子／文 平澤朋子／絵 BL出版 ３／あおいろ 3-0500549184

23 きんいろのしか
ジャラール アーメド／案 石井桃子／再話

秋野不矩／画
福音館書店 ３／あおいろ 3-0190447442

24
クララ ３００年前にはじめてヨー

ロッパをたびしたサイのはなし
エミリー・アーノルド・マッカリー／作 よし

いかずみ／訳
BL出版 マ／うぐいすいろ 3-0500452654

25 くわずにょうぼう 稲田和子／再話 赤羽末吉／画 福音館書店 ３／あおいろ 3-0190047629

読み聞かせに向く絵本のリスト  …読み聞かせボランティアステップアップ講座…2019/11/07・13

中学年 ＊はシリーズ・続編あり
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26 サイモンは、ねこである。
ガリア・バーンスタイン／作 なかがわちひろ

／訳
あすなろ書房 ハ／ももいろ 3-0500516325

27 さるとかに 神沢利子／文 赤羽末吉／絵 BL出版 ３／あおいろ 3-0500525348

28 しまふくろうとふゆのつき ＊ 手島圭三郎／絵・文 絵本塾出版 て／ちゃいろ 3-0500400585

29 女王さまのぼうし
スティーブ・アントニー／さく せなあいこ／

やく
評論社 ア／あか 3-0500313248

30 ゼラルダと人喰い⿁
トミー・ウンゲラー／著 たむらりゅういち，

あそうくみ／やく
評論社 ウ／あか 3-0190010234

31 ソーニャのめんどり
フィービー・ウォール／作 なかがわちひろ／

訳
くもん出版 ウ／あか 3-0500389559

32 ダチョウのくびはなぜながい
ヴァーナ・アーダマ／文 マーシャ・ブラウン

／絵 松岡享子／訳
冨山房 ３／あおいろ 3-0196060135

33 太陽と月になった兄弟 秋野靭子／再話・絵 福音館書店 ３／あおいろ 3-0194030142

34 ちいさなたいこ 秋野不矩／え 松岡享子／さく 福音館書店 あ／あか 3-0194062182

35 とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール／さく さのようこ／やく 偕成社 カ／みどり 3-0206064535

36 時計つくりのジョニー
エドワード・アーディゾーニ／作 あべきみこ

／訳
こぐま社 ア／あか 3-0198035890

37 ドライバーマイルズ ジョン・バーニンガム／作 谷川俊太郎／訳 ＢＬ出版 ハ／ももいろ 3-0500409310

38 とらとほしがき−韓国のむかしばなし
パク・ジェヒョン／再話・絵 おおたけきよみ

／訳
光村教育図書 ３／あおいろ 3-0206084020

39 中をそうぞうしてみよ 佐藤雅彦／作 ユーフラテス／作 福音館書店 ５／あおいろ 3-0212018196

40 ねずみのよめいり 小澤俊夫／再話 金井田英津子／絵 くもん出版 ３／あおいろ 3-0207090609

41 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 チ／ちゃいろ 3-0211026606

42 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
ペンギン者 ク／みどり 3-0190056782

43 バナナのはなし 伊沢尚子／文 及川賢治／絵 福音館書店 ４／あおいろ 3-0500029035

44 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 ４／あおいろ 3-0500653802

45 ピーターのいす
エズラ・ジャック・キーツ／作・画 木島始／

訳
偕成社 キ／みどり 3-0190599234

46 ふしぎな銀の木 スリランカの昔話
シビル・ウェッタシンハ／再話・絵 松岡享子

／訳 市川雅子／訳
福音館書店 ３／あおいろ 3-0500497353

47 ふしぎなやどや はせがわせつこ／文 いのうえようすけ／画 福音館書店 い／あか 3-0190331831

48 ふゆめがっしょうだん 冨成忠夫，茂木透／写真 ⾧新太／文 福音館書店 ４／あおいろ 3-0190330749

49 へそもち 渡辺茂男／さく 赤羽末吉／え 福音館書店 あ／あか 3-0190047637

50 みずたまレンズ 今森光彦／さく 福音館書店 ４／あおいろ 3-0208017351
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51
むらの英雄−エチオピアのむかしば

なし−
渡辺茂男／文 西村繁男／絵 瑞雲舎 ３／あおいろ 3-0500045627

52 ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ／作 おがわえつこ／訳 セーラー出版 ス／はいいろ 3-0190478725

53 ゆきのひ
Ｅ．Ｊ．キーツ／ぶん・え きじまはじめ／や

く
偕成社 キ／みどり 3-0190449821

54 よるのびょういん 谷川俊太郎／作 ⾧野重一／写真 福音館書店 な／みずいろ 3-0206005663

55 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 マ／うぐいすいろ 3-0190478181

56 ルイのうちゅうりょこう エズラ・ジャック・キーツ／作 田村恵子／訳 偕成社 キ／みどり 3-0500130595

57 わたし 谷川俊太郎／ぶん ⾧新太／え 福音館書店 ４／あおいろ 3-0190050526
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番号 書名 著者 出版社 ラベル 書誌番号

1 あおのじかん
イザベル・シムレール／文・絵 石津ちひろ／

訳
岩波書店 シ／はいいろ 3-0500393684

2 あかりの花 肖甘牛／採話 君島久子／再話 赤羽末吉／画 福音館書店 ３／あおいろ 3-0190173908

3 あさになったのでまどをあけますよ 荒井良二／著 偕成社 あ／あか 3-0211085052

4 あたまにつまった石ころが
キャロル・オーティス・ハースト／文 ジェイ

ムズ・スティーブンソン／絵 千葉茂樹／訳
光村教育図書 ２／あおいろ 3-0202041081

5 あまがさ やしまたろう／著 福音館書店 や／むらさき 3-0190572102

6 アンジェロ デビッド・マコーレイ／作 千葉茂樹／訳 ほるぷ出版 マ／うぐいすいろ 3-0206036494

7 アンナの赤いオーバー
ハリエット・ジィーフェルト／ぶん アニタ・

ローベル／え 松川真弓／やく
評論社 ロ／きみどり 3-0190339560

8 あんな雪こんな氷 高橋喜平／文・写真 講談社 ４／あおいろ 3-0194004866

9 石たちの声がきこえる
マーグリート・ルアーズ／作 ニザール・ア

リー・バドル／絵 前田君江／訳
新日本出版社 ハ／ももいろ 3-0500618342

10
いしになったかりゅうど モンゴル

民話
大塚勇三／再話 赤羽末吉／絵 福音館書店 ３／あおいろ 3-0190447282

11 うみべのまちで
ジョアン・シュウォーツ／文 シドニー・スミ

ス／絵 いわじょうよしひと／訳
BL出版 ス／はいいろ 3-0500503962

12 エリカ奇跡のいのち
ルース・バンダー・ジー／文 ロベルト・イン

ノチェンティ／絵 柳田邦男／訳
講談社 イ／あか 3-0204057036

13 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 ワ／くろ 3-0203033979

14 おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ／作 さくまゆみこ／訳 あすなろ書房 シ／はいいろ 3-0209039966

15 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 ウ／あか 3-0190128873

16 カクレンボジャクソン
デイヴィッド・ルーカス／さく なかがわちひ

ろ／やく
偕成社 ル／きみどり 3-0205041861

17
化石をみつけた少女 メアリー・ア

ニング物語
キャサリン・ブライトン／さく せなあいこ／

やく
評論社 ２／あおいろ 3-0201002584

18 からすたろう やしまたろう／ぶん・え 偕成社 や／むらさき 3-0190029647

20 クマよ 星野道夫／文・写真 福音館書店 48.9 3-0199058944

21 この世でいちばんすばらしい馬 チェン・ジャンホン／作・絵 平岡敦／訳 徳間書店 チ／ちゃいろ 3-0208090860

22 サリバン先生とヘレン
デボラ・ホプキンソン／文 ラウル・コローン

／絵 こだまともこ／訳
光村教育図書 ２／あおいろ 3-0500412581

23 しあわせの石のスープ
ジョン・Ｊ．ミュース／さく・え 三木卓／や

く
フレーベル館 ミ／うぐいすいろ 3-0204096586

24 じゃがいもかあさん
アニータ＝ローベル／さく いまえよしとも／

やく
偕成社 ロ／きみどり 3-0190065414

25 重力って・・・ ジェイソン・チン／作 竹内薫／訳 偕成社 ４／あおいろ 3-0500463437

26 すばこ キムファン／文 イスンウォン／絵 ほるぷ出版 ４／あおいろ 3-0500372698

読み聞かせに向く絵本のリスト  …読み聞かせボランティアステップアップ講座…2019/11/07・13

高学年 ＊はシリーズ・続編あり
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番号 書名 著者 出版社 ラベル 書誌番号

読み聞かせに向く絵本のリスト  …読み聞かせボランティアステップアップ講座…2019/11/07・13

高学年 ＊はシリーズ・続編あり

27 せかいでさいしょのポテトチップス
アン・ルノー／文 フェリシタ・サラ／絵 千

葉茂樹／訳
BL出版 ５／あおいろ 3-0500586607

28 ソリちゃんのチュソク イ・オクベ／絵と文 みせけい／訳 セーラー出版 イ／あか 3-0201000328

29
太陽へとぶ矢 インディアンに伝わ

るおはなし
ジェラルド・マクダーモット／さく じんぐう

てるお／やく
ほるぷ出版 ３／あおいろ 3-0190010244

30 タケノコごはん 大島渚／文 伊藤秀男／絵 ポプラ社 い／あか 3-0500295969

31 つなのうえのミレット
エミリー・アーノルド・マッカリー／作／絵

津森優子／訳
文溪堂 マ／うぐいすいろ 3-0500035618

32 つるにょうぼう 矢川澄子／再話 赤羽末吉／画 福音館書店 ３／あおいろ 3-0190036655

33 桃源郷ものがたり 松居直／文 蔡皋／絵 福音館書店 サ／はいいろ 3-0202006949

34
図書館を心から愛した男アンド

リュー・カーネギー物語
アンドリュー・ラーセン／文 カティ・マレー

／絵 志多田静／訳
六耀社（りくようしゃ）２／あおいろ 3-0500532633

35 図書館に児童室ができた日
ジャン・ピンボロー／文 デビー・アトウェル

／絵 張替惠子／訳
徳間書店 ２／あおいろ 3-0500076855

36 ともだち 谷川俊太郎／文 和田誠／絵 玉川大学出版部わ／くろ 3-0202070135

37 ともだちのしるしだよ
カレン・リン・ウィリアムズ／作 カードラ・

モハメッド／作 ダーグ・チャーカ／絵
岩崎書店 チ／ちゃいろ 3-0209063417

38 どんなかんじかなあ 中山千夏／ぶん 和田誠／え 自由国民社 わ／くろ 3-0205050799

39 にぐるまひいて
ドナルド・ホール／ぶん バーバラ・クーニー

／え もきかずこ／やく ほるぷ出版
ク／みどり 3-0190067797

40 ニコラス・クリーブのゆうれい
トニー・ジョンストン／文 Ｓ．Ｄ．シンド

ラー／絵 きたむらさとし／訳
ＢＬ出版 シ／はいいろ 3-0198066449

41 バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター／絵と文 ⾧田弘／訳 晶文社 ウ／あか 3-0206025716

42 発明家になった女の子マッティ
エミリー・アーノルド・マッカリー／作 宮坂

宏美／訳
光村教育図書 ２／あおいろ 3-0500526434

43 パパの大飛行
アリス・プロヴェンセン，マーティン・プロ

ヴェンセン／作 脇明子／訳
福音館書店 フ／ももいろ 3-0190217318

44 春の主役桜 ゆのきようこ／文 早川司寿乃／絵 理論社 ４／あおいろ 3-0206016406

45 ハルばぁちゃんの手 山中恒／文 木下晋／絵 福音館書店 き／みどり 3-0205045624

46 光の旅かげの旅 アン・ジョナス／作 内海まお／訳 評論社 シ／はいいろ 3-0190173437

47 ひがんばな 甲斐信枝／さく 福音館書店 ４／あおいろ 3-0190057219

48 びくびくビリー アンソニー・ブラウン／さく 灰島かり／やく 評論社 フ／ももいろ 3-0206062780

49 人にはどれだけの土地がいるか トルストイ／原作 柳川茂／文 小林豊／画 いのちのことば社こ／みどり 3-0206030645

50 プーさんとであった日
リンジー・マティック／ぶん ソフィー・ブ

ラッコール／え 山口文生／やく
評論社 フ／ももいろ 3-0500411982

51 ブライディさんのシャベル
レスリー・コナー／文 メアリー・アゼアリア

ン／絵 千葉茂樹／訳
ＢＬ出版 ア／あか 3-0205060877
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番号 書名 著者 出版社 ラベル 書誌番号

読み聞かせに向く絵本のリスト  …読み聞かせボランティアステップアップ講座…2019/11/07・13

高学年 ＊はシリーズ・続編あり

52 ペドロの作文
アントニオ・スカルメタ／文 アルフォンソ・

ルアーノ／絵 宇野和美／訳
アリス館 ル／きみどり 3-0204022373

53 耳の聞こえないメジャーリーガー
ウィィアム・ホイナンシー・チャーニン／文

ジェズ・ツヤ／絵 斉藤洋／訳
光村教育図書 ２／あおいろ 3-0500431147

54 みるなのくら おざわとしお／再話 赤羽末吉／画 福音館書店 ３／あおいろ 3-0190296717

55 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 ユ／むらさき 3-0204053791

56 モナ・リザをぬすんだのはだれ？
ルーシー・ナップ／文 ジル・マックエルマ

リー／絵 結城昌子／訳
岩波書店 マ／うぐいすいろ 3-0211065997

57 森のおくから レベッカ・ボンド／作 もりうちすみこ／訳 ゴブリン書房 ホ／ももいろ 3-0500519100

58 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 シ／はいいろ 3-0190010405

59 りんごのおじさん 竹下文子／文 鈴木まもる／絵 ハッピーオウル社す／はいいろ 3-0208048861

60 ルピナスさん
バーバラ・クーニー／さく かけがわやすこ／

やく
ほるぷ出版 ク／みどり 3-0190450142

61 ルリユールおじさん いせひでこ／作 講談社 い／あか 3-0211024948

62 わたしのもみじ 岩間史朗／写真・文 ポプラ社 47 3-0201072335
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書   名 著／編者 出版社 出版年 書誌番号

【子どもと本に関して】

1 子どもの図書館 石井桃子 岩波書店 1965 3-0190198992

2 新編 子どもの図書館 石井桃子 岩波書店 2015 3-0500253118

3 子どもと本 松岡享子 岩波書店 2015 3-0500244408

【絵本とは】

4 私の絵本ろん 赤羽末吉 偕成社 1983 3-0205025185

5 絵本論ー瀬田貞二子どもの本の評論集 瀬田貞二 福音館書店 1985 3-0190231635

6 赤羽末吉の絵本 画集 赤羽末吉 講談社 2010 3-0210034360

7 子どもの育ちを支える絵本 脇明子 岩波書店 2011 3-0211037143

8 松居直と『こどものとも』 松居直 ミネルヴァ書房 2013 3-0500069769

絵本作家のアトリエ Ⅰ 母の友編集部 福音館書店 2012 3-0212042138

絵本作家のアトリエ Ⅱ 母の友編集部 福音館書店 2013 3-0500043956

絵本作家のアトリエ Ⅲ 母の友編集部 福音館書店 2014 3-0500155266

【絵本（本）の目録・リスト】

10 私たちの選んだ子どもの本 改訂新版 東京子ども図書館 東京子ども図書館 2012 3-0212017139

11 絵本の庭へ 東京子ども図書館 東京子ども図書館 2012 3-0212026253

12 かがくのとものもと 福音館書店 2019 3-0500682655

13 子どもの本のもつ力 清水真砂子 大月書店 2019 3-0500698809

14 よみきかせのきほん 東京子ども図書館 東京子ども図書館 2019 3-0500637264

【昔話】

15 昔話は残酷か 野村泫 東京子ども図書館 1997 3-0198041962

16 昔話とは何か  改訂 小澤俊夫 小澤昔ばなし研究所 2009 3-0209029052

【読み聞かせ】

17 小学校での読み聞かせガイドブック 改訂版 湯沢朱美［ほか］ プランニング遊 2014 3-0500215692

9

絵本や読み聞かせに関する参考図書
鶴見図書館読み聞かせボランティア ステップアップ講座 2019/11   

10/10 横浜市鶴見図書館


