
乳幼児 小学生

1 アンガスとあひる
マージョリー・フラック／作・絵
瀬田貞二／訳

1974 福音館書店 外国創作 幼児 低学年

2 いたずらきかんしゃちゅうちゅう
バージニア・リー・バートン／文・絵
むらかおかはなこ　訳

1961 福音館書店 外国創作 幼児 中学年

3 かいじゅうたちのいるところ
モーリス・センダック／作
じんぐうてるお／訳

1975 富山房 外国創作 幼児 低学年

4 くまのコールテンくん
ドン＝フリーマン／作
松岡享子／訳

1975 偕成社 外国創作 幼児 低学年

5 こすずめのぼうけん
ルース・エインズワース／作
石井桃子／訳　堀内誠一／画

1976 福音館書店 外国創作 幼児 低学年

6 サリーのこけももつみ
ロバート・マックロスキー／文・絵
石井桃子／訳

1986 岩波書店 外国創作 ―
低・中・高

学年

7 しずくのぼうけん
マリア・テルリコフスカ／作
ボフダン・ブテンコ／絵
うちだりさこ／訳

1969 福音館書店 外国創作 幼児
低・中
学年

8 すてきな三にんぐみ
トミー＝アンゲラー／作
今江祥智／訳

1969 偕成社 外国創作 ―
低・中・高

学年

9 ティッチ
パット・ハンチンス／作・画
石井桃子／訳

1975 福音館書店 外国創作 幼児 低学年

10 どろんこハリー
ジーン・ジオン／文
マーガレット・ブロイ・グレアム／絵
わたなべしげお／訳

1964 福音館書店 外国創作 幼児
低・中
学年

11 はなをくんくん
ルース・クラウス／文
マーク・シーモント／絵
きじまはじめ／訳

1967 福音館書店 外国創作 幼児 低学年

12 パパ、お月さまとって！
エリック＝カール／作
もりひさし／訳

1986 偕成社 外国創作 幼児 ―

13 はらべこあおむし
エリック＝カール／作
もりひさし／訳

1976 偕成社 外国創作 幼児 ―

14 ピーターのいす
エズラ・ジャック・キーツ／作・画
きじまはじめ／訳

1969 偕成社 外国創作 幼児 ―

15 よかったねネッドくん
レミー・シャーリップ／作
八木田宜子／訳

1969 偕成社 外国創作 幼児
低・中・高

学年

16
おおかみと七ひきのこやぎ
グリム童話

フィリクス・ホフマン／絵
せたていじ／訳

1967 福音館書店 外国民話 幼児 低学年

17
おおきなかぶ
ロシアの昔話

A・トルストイ／再話
内田莉沙子／訳
佐藤忠良／画

1962 福音館書店 外国民話 幼児 低学年

18
おだんごばん
ロシアの昔話

瀬田貞二／訳
脇田和／絵

1966 福音館書店 外国民話 幼児 低学年

19
三びきのやぎのがらがらどん
ノルウェーの昔話

マーシャ・ブラウン／絵
せたていじ／訳

1965 福音館書店 外国民話 幼児 低学年

20
てぶくろ
ウクライナの民話

エウゲーニー・M・ラチョフ／絵
うちだりさこ／訳

1965 福音館書店 外国民話 幼児 低学年
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読書活動参考資料１

                                     【読み聞かせの参考絵本リスト】

対象年齢

　この参考絵本リストは，子ども読書読書活動支援事業として，平成19年度から平成25年度まで実施した「読み聞かせボラン
ティア講座」において，家庭文庫や図書館で読み聞かせ活動を長年にわたって実践してきた講師から，「おすすめの絵本リス
ト」「読み聞かせ実習での絵本選びのために読んでほしい絵本リスト」として示された絵本のなかから，共通してリストアップされ
た代表的な絵本44冊を選んだものです。
　選定にあたっては，初版から25年以上にわたって出版され，今でも読みつがれている絵本を選びました。

出版社 ジャンル



乳幼児 小学生

21 いない　いない　ばあ
松谷みよ子／文
瀬川康男／画

1967 童心社 日本創作 赤ちゃん ―

22
鶴巻幼稚園・市村久子の教育実践
による／おおきなおおきなおいも

赤羽末吉／作・絵 1972 福音館書店 日本創作 幼児 低学年

23 おつきさまこんばんは 林明子／作 1986 福音館書店 日本創作 赤ちゃん ―

24 おやすみなさいコッコさん 片山健／作・絵 1988 福音館書店 日本創作 幼児 ―

25 きょだいな　きょだいな
長谷川摂子／作
降矢なな／絵

1988 福音館書店 日本創作 幼児 低学年

26 きんぎょがにげた 五味太郎／作 1977 福音館書店 日本創作 幼児 ―

27 くだもの 平山和子／作 1979 福音館書店 日本創作 幼児 ―

28 ぐりとぐら
中川季枝子／作
大村百合子／絵

1963 福音館書店 日本創作 幼児 低学年

29 ぐりとぐらのおきゃくさま
中川季枝子／作
山脇百合子／絵

1966 福音館書店 日本創作 幼児 低学年

30 ぐるんぱのようちえん
西内ミナミ／作
堀内誠一／絵

1965 福音館書店 日本創作 幼児 低学年

31 ジオジオのかんむり
岸田衿子／作
中谷千代子／絵

1960 福音館書店 日本創作 幼児 低学年

32 １１ぴきのねこ 馬場のぼる／著 1967 こぐま社 日本創作 幼児
低・中
学年

33 しょうぼうじどうしゃじぷた
渡辺茂男／作
山本忠敬／絵

1963 福音館書店 日本創作 幼児 低学年

34 しろくまちゃんのホットケーキ わかやまけん／著 1972 こぐま社 日本創作 幼児 ―

35 せんたくかあちゃん さとうわきこ／作・絵 1978 福音館書店 日本創作 幼児 低学年

36 ぞうくんのさんぽ
なかのひろたか／作・絵
なかのまさたか／レタリング

1968 福音館書店 日本創作 幼児 低学年

37 たまごのあかちゃん
かんざわとしこ／文
やぎゅうげんいちろう／絵

1987 福音館書店 日本創作 幼児 ―

38 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子／作・絵 1967 福音館書店 日本創作 幼児 低学年

39 はじめてのおつかい
筒井頼子／作
林明子／絵

1976 福音館書店 日本創作 幼児 低学年

40 もこ　もこもこ
谷川俊太郎／作
元永定正／絵

1977 文研出版 日本創作 幼児 ―

41 わたし
谷川俊太郎／文
長新太／絵

1976 福音館書店 日本創作 幼児 低学年

42 わたしのワンピース にしやまかやこ／絵・文 1969 こぐま社 日本創作 幼児 低学年

43 かにむかし
木下順二／文
清水崑／絵

1959 岩波書店 日本民話 幼児
低・中・高

学年

44 だいくとおにろく／日本の昔話
松居直／再話
赤羽末吉／画

1962 福音館書店 日本民話 幼児 低学年
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