
 

 

 

 

 

 

市立図書館では、子どもの興味や関心にあわせて、ジャンルごとに更に

１００冊紹介します。年齢別に紹介した１００冊とあわせて、読み聞かせ

の際にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャンル別 

読み聞かせおすすめ絵本ガイド 100 

《ジャンルと掲載絵本数》 

○ ことばの絵本・・・・・・１０冊 

○ 世界のおはなし・・・・・１０冊 

○ 日本のおはなし・・・・・１０冊 

○ 家族・友達の絵本・・・・１０冊 

○ 動物の絵本・・・・・・・２０冊 

○ ユーモア絵本・・・・・・１０冊 

○ 知識・科学の絵本・・・・１０冊 

○ いろいろな絵本・・・・・１３冊 

○ 絵本から童話へ（幼年童話）・・７冊 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ あいうえおうさま   

寺村輝夫/文 和歌山静子/絵 杉浦範茂/デザイン 理論社  Ｅテラ 
２ かずあそび ウラパン・オコサ  
  谷川晃一/作 童心社  Ｅタニ 
３ ことばあそびうた 
  谷川俊太郎/詩 瀨川康男/絵 福音館書店  911タ 
４ ことばのこばこ 
  和田誠/作 すばる書房 Ｅワダ 
５ 十二支のはやくちことばえほん 
  高畠純/作  教育画劇  Ｅタカ 
６ じゅげむ 
  川端誠/作 クレヨンハウス  Ｅカワ 
７ てんぷらぴりぴり 
  まど・みちお/作 大日本図書  911マ 
８ 絵本 のはらうた 
  工藤直子 童話屋  911ク 
９ ふしぎなナイフ 
  中村牧江・林健造/作 福田隆義/絵  福音館書店  Ｅナカ 
10 よかったね ネッドくん 
  レミー・チャーリップ/作 やぎたよしこ/訳 偕成社  Ｅシヤ 

ことばの絵本 

 
1１ うさぎのみみはなぜながい   

北川民次/文絵  福音館書店  Ｅキタ 
1２ ウルスリのすず 
   ゼリーナ・ヘンツ/文 アロワ・カリジェ/絵 大塚勇三/訳 岩波書店  Ｅヘン 
1３ おこった月 
   ウィリアム・スリーター/再話 ブレア・レント/絵 はるみこうへい/訳  童話館出版  Ｅスリ 
1４ かさどろぼう 
   シビル・ウェッタシンハ/作 猪熊葉子/訳 福武書店  Ｅウエ 
1５ ガラスめだまときんのつののヤギ   
   白ロシア民話 スズキコージ/画 田中かな子/訳 福音館書店  Ｅタナ 
1６ しごとをとりかえただんなさん 
   ウィリアム・ウィースナー/絵 あきのしょういちろう/訳 童話館出版  Ｅウィ 
1７ ノックメニーの丘の巨人とおかみさん 
   トミー・デ・パオラ/再話・絵  晴海耕平/訳  童話館出版  Ｅデパ 
1８ 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  Ｅブラ 
1９ ブレーメンのおんがくたい 
   グリム童話 ハンス・フィッシャー/絵  せたていじ/訳 福音館書店  Ｅグリ 
20 ラン パン パン 
   マギー・ダフ/再話 ホセ・アルエゴ/アリアンヌ・ドウィ/絵 山口文生/訳 評論社  Ｅダフ 

世界のおはなし 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 かえるをのんだととさん   

日野十成/再話 斉藤隆夫/絵  福音館書店  Ｅヒノ 
22 かさじぞう   

瀬田貞二/再話 赤羽末吉/絵  福音館書店  Ｅセタ 
23 さるとかに  
   神沢利子/文 赤羽末吉/絵  銀河社  Ｅカン 
24 だいくとおにろく 
   松居直/再話 赤羽末吉/絵  福音館書店  Ｅマツ 
25 手ぶくろを買いに 
   新美南吉/作 黒井健/絵  偕成社  Eニイ 
26 ねずみのすもう 
   大川悦生/文 梅田俊作/絵  ポプラ社  Ｅオオ 
27 花さき山 
   斎藤隆介/作  滝平二郎/絵  岩崎書店  Ｅサイ 
28 はなたれこぞうさま 
   川崎大治/文 太田大八/絵  童話館出版  Ｅカワ 
29 ふるやのもり 
   瀬田貞二/再話 田島征三/絵  福音館書店  Ｅセタ 
30 ほうまんの池のカッパ 
   椋鳩十/文 赤羽末吉/絵  銀河社  Ｅムク 
 

日本のおはなし 

 
31 アレクサンダとぜんまいねずみ 

レオ＝レオニ/作  谷川俊太郎/訳  好学社  Ｅレオ 
3２ ウィリーをすくえ！チム 川をいく 
   ジュディ・ブルック/作 あきのしょういちろう/訳  童話館出版  Ｅブル 
3３ かたあしだちょうのエルフ 
   おのきがく/文絵  ポプラ社  Ｅオノ 
3４ からすたろう 
   やしまたろう/作  偕成社  Ｅヤシ 
3５ しろいうさぎとくろいうさぎ   
   ガース・ウィリアムズ/作  まつおかきょうこ/訳 福音館書店  Ｅウィ 
3６ ソメコとオニ 
   斉藤隆介/文 滝平二郎/絵 岩崎書店  Ｅサイ 
3７ にじいろのさかな 
   マーカス・フィスター/作 谷川俊太郎/訳  講談社  Ｅフィ 
3８ ピーターのいす 
   エズラ・ジャック・キーツ/作 木島始/訳 偕成社  Ｅキツ 
39 まゆとおにーやまんばのむすめまゆのおはなし 
   富安陽子/文 降矢なな/絵   福音館書店  Ｅトミ 
40 みんなのベロニカ 
   ロジャー・デュボアザン/作 神宮輝夫/訳 童話館出版  Ｅデュ 

家族・友達の絵本 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 おさるとぼうしうり 

エズフィール・スロボドキーナ/作 松岡享子/訳  福音館書店  Ｅスロ 

4２ おたまじゃくしの１０１ちゃん 

   加古里子/作  偕成社  Ｅカコ 

4３ 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  童話館出版  Ｅケル 

4４ かぼちゃひこうせん ぷっくらこ 

   レンナート・ヘルシング/文 スベン・オットー/絵 奥田継夫木村由利子/訳 アリス館  Ｅヘル 

45 ごきげんならいおん 

   ルイーズ・ファティオ/文 ロジャー・デュボアザン/絵 むらおかはなこ/訳 福音館書店  Ｅデュ 

46 こぎつねキッコ 

   松野正子/文 梶山俊夫/絵  童心社  Ｅマツ 

47 しずかなおはなし 

   サムイル・マルシャーク/文 ウラジミル・レーベデフ/絵 うちだりさこ/訳 福音館書店  Ｅマル 

48 しまふくろうのみずうみ 

   手島圭三郎/作    リブリオ出版  Ｅテジ 

49 １４ひきのおつきみ 

   いわむらかずお/作  童心社  Ｅイワ 

50 ぞうのババール 

ジャン・ド・ブリュノフ/作  やがわすみこ/訳  評論社  Ｅブリ 

51 たんじょうび 

   ハンズ・フィッシャー/作 おおつかゆうぞう/訳  福音館書店  Ｅフィ 

52 とべバッタ 

   田島征三/作  偕成社  Ｅタシ 

53 にゃーご 

   宮西達也/作  すずき出版  Ｅミヤ 

54 ねずみのとうさんアナトール   

   イブ・タイタス/文 ポール・ガルドン/絵 晴海耕平/訳  童話館出版  Ｅタイ 

55 はたらきもののあひるどん 

   マーティン・ワッデル/文 ヘレン・オクセンバリー/絵  せなあいこ/訳  評論社  Ｅウオ 

56 ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 

   宮西達也/作 すずき出版  Ｅミヤ 

57 ぶどう畑のアオさん 

   馬場のぼる/作  こぐま社  Ｅババ 

58 ペニーさん   

   マリー・ホール・エッツ/作  松岡享子/訳 徳間書店  Ｅエツ 

59 ポケットのないカンガルー 

   エミイ・ペイン/作 Ｈ・Ａ・レイ/絵 にしうちミナミ/訳  偕成社  Ｅレイ 

60 ろくべえまってろよ 

   灰谷健次郎/文 長新太/絵 文研出版  Ｅハイ 

 

動物の絵本 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 あおくんときいろちゃん   

レオ・レオーニ/作 藤田圭雄/訳  至光社  Ｅレオ 
62 おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 
   長谷川義史/作  BL出版  Ｅハセ 
63 キャベツくん 
   長新太/作  文研出版  Ｅチヨ 
6４ 給食番長 
   よしながこうたく/作  好学社  Ｅヨシ 
6５ ゴムあたまポンたろう 
   長新太/作  童心社  Ｅチヨ 
6６ つきよ 
   長新太/作  教育画劇  Ｅチヨ 
6７ 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  Ｅバニ 
6８ はやくねてよ 
   あきやまただし/作  岩崎書店  Ｅアキ 
6９ ぼちぼちいこか 
   マイク・セイラー/文  ロバート・グロスマン/絵  今江祥智/訳   偕成社  Ｅセイ 
70 わにさんどきっ はいしゃさんどきっ 
   五味太郎/作  偕成社  Ｅゴミ 

ユーモア絵本 

 
71 うんちしたのはだれよ！ 

ヴェルナー・ホルツヴァルト/文 ヴォルフ・エールブルッフ/絵  関口裕昭/訳  偕成社 Ｅホル 
7２ おしょうがつ 
   松野正子/文 ましませつこ/絵  教育画劇  Ｅマツ 
7３ かぶとむしはどこ？ 
   松岡達英/作  福音館書店  Ｅマツ 
7４ からだっていいな 
   山本直英・片山健/作  童心社  Ｅヤマ 
7５ しずくのぼうけん   
   マリア・テルリコフスカ/文 ボフダン・ブテンコ/絵 うちだりさこ/訳  福音館書店  Ｅテル 
7６ しっぽのはたらき 
   川田健/文 薮内正幸/絵  福音館書店  Ｅカワ 
7７ シロナガスクジラよりおおきいものっているの？ 
   ロバート・E・ウェルズ/作 せなあいこ/訳  評論社  Ｅウエ 
7８ ちのはなし 
   堀内誠一/作  福音館書店   Ｅホリ 
7９ きょうりゅうのおおきさ 
   冨田 幸光／監修  ひさかたチャイルド  457キ 
80 よもぎだんご 
   さとうわきこ/作  福音館書店  Ｅサト 

知識・科学の絵本 



 

 
94 あおい目のこねこ 

エゴン・マチーセン/作  瀬田貞二/訳  福音館書店   949マ 
95 いやいやえん 
   中川李枝子/作 大村百合子/絵  福音館書店  913ナカ 
96 こぐまのくまくん 
   E・H・ミナリック/文  モーリス・センダック/絵  松岡享子/訳  福音館書店  933ミナ 
97 とうさんねこのすてきなひみつ 
   メアリー・チャルマーズ/作  あきのしょういちろう/訳 童話館出版  Ｅチヤ 
98 どんぐりと山ねこ 
   宮沢賢治/作  高畠純/絵   岩崎書店  913ミヤ 
99 はじめてのキャンプ   
   林明子/作  福音館書店  913ハヤ 
100 ふたりはいっしょ 
   アーノルド・ローベル/作 三木卓/訳 文化出版局  Ｅロベ 
    

 
81 イエペはぼうしがだいすき   

文化出版局編集部/文  石亀泰郎/写真  文化出版局  Ｅイシ 
82 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/作 むらおかはなこ/訳  福音館書店  Ｅバト 
83 おばあさんのすぷーん 
   神沢利子/文 富山妙子/絵 福音館書店  Ｅカン 
8４ おばけリンゴ 
   ヤーノッシュ/作 やがわ・すみこ/訳 福音館書店 Ｅヤノ 
8５ ガンピーさんのふなあそび 
   ジョン・バーニンガム/作 光吉夏弥/訳  ほるぷ出版  Ｅバニ 
8６ はたらきもののじょせつしゃけいてぃー 
   バージニア・リー・バートン/作 いしいももこ/訳 福音館書店  Ｅバト 
8７ サンタクロースってほんとにいるの？ 
   てるおかいつこ/文 すぎうらはんも/絵 福音館書店  Ｅテル 
8８ ジルベルトとかぜ 
   マリー・ホール・エッツ/作 たなべいすず/訳 冨山房  Ｅエツ 
8９ すみれ島 
   今西裕行/文 松永禎郎/絵  偕成社  Ｅイマ 
90  ドワーフじいさんのいえづくり 
   青山邦彦/作  フレーベル館  Ｅアオ 
91 ふれ、ふれ、あめ！ 
   カレン・ヘス/文 ジョン・J・ミュース/絵 さくまゆみこ/訳 岩崎書店  Ｅヘス 
92 ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ 
   マーガレット・ワイズ・ブラウン・坪井郁美/文 林明子/絵 ペンギン社  Ｅブラ 
93 もうどうけんドリーナ 
   土田ヒロミ/作 日紫喜均三/監修 福音館書店  Ｅツチ 

いろいろな絵本 

絵本から童話へ（幼年童話） 


