
 

 

 

 

絵本ガイド 





世界を広げる絵本の力  
～ 物語の世界への船出 ～ 

  

 ４歳から６歳の時期の子どもたちは、自ら絵本の中にあるお話の世界に

入ると言われています。お話の流れに沿って想像力を働かせ始めた子ども

は、心のスクリーン上で動きだす情景に見入り、そこで聞こえる声や物音

に耳を傾けます。 

そのような様子が見え始めたら、大人は無理な声色を使って絵本を読ん

だり、あれこれ質問したりせず、絵本に書かれている物語の流れを壊すこ

となく、子どもに伝えることが大切です。そのためには、話の展開や絵な

ど、内容的にも素晴らしい絵本を子どもに手渡すことが、子どもにとって

何よりのサポートになります。 

この絵本ガイドでは、４歳から６歳ぐらいまでによく読まれる鹿児島市

立図書館おすすめの絵本を100冊紹介しています。 

 

この絵本ガイドが、子どもの世界を更に広げ、新しい出会いにつながる

一冊となることを心より祈っています。 

１ キッズタイム（幼児～小学生対象） 
【読 み 手】市内の読書グループや市立図書館ボランティアグループ 
【日時・会場】土曜日 14:00～14:30・２階ＡＶホール 

 
２ おはなしのじかん（幼児～小学生対象）  

  【読 み 手】市立図書館職員 
  【日時・会場】木曜日 15:30～16:00・１階おはなしのへや 
  
３ あかちゃん・幼児のためのおはなし会（０～５歳児対象） 

  【読 み 手】市立図書館ボランティア「りとるコアラ」 
  【日時・会場】第２・４金曜日・２階ＡＶホール 

Ⅰ部〔対象の目安：０歳～１歳２か月〕14:00～14:30 
         Ⅱ部〔対象の目安：１歳３か月～３歳〕14:45～15:15 
         Ⅲ部〔対象の目安：３歳～５歳〕   15:25～15:45 
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絵本ガイド（４歳児～６歳児向け）掲載作品一覧 
対象 番号 書 名 作 者 出版社 

４ 

歳 

児 

か 

ら 

１ 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 

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 村岡花子/訳 福音館書店 

３ おおかみと七ひきのこやぎ グリム/作 フェリクス・ホフマン/絵 瀬田貞二/訳 福音館書店 

４ おだんごぱん ロシア民話 瀬田貞二/訳 脇田和/絵 福音館書店 

５ おふろだいすき 松岡享子/作 林明子/絵 福音館書店 

６ ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ/作 堀内誠一/絵 福音館書店 

７ げんきなマドレーヌ ルドウィッヒ・ベーメルマンス/作・画 瀬田貞二/訳 福音館書店 

８ こぶじいさま 松居直/再話 赤羽末吉/画 福音館書店 

９ こわくないこわくない 内田麟太郎/ぶん 大島妙子/絵 童心社 

10 三びきのこぶた イギリスの昔話 瀬田貞二/訳 山田三郎/画 福音館書店 

11 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 瀬田貞二/訳 福音館書店 

12 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男/作 山本忠敬/絵 福音館書店 

13 そらいろのたね 中川李枝子/文 大村百合子/絵 福音館書店 

14 てぶくろ ウクライナ民話 エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ/絵 内田莉莎子/訳 福音館書店 

15 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 渡辺茂男/訳 福音館書店 

16 パンのかけらとちいさなあくま リトアニア民話 内田莉莎子/再話 堀内誠一/画 福音館書店 

17 100 まんびきのねこ ワンダ・ガアグ/文・絵 石井桃子/訳 福音館書店 

18 ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ/作・絵 小野寺百合子/訳 福音館書店 

19 もりのなか マリー・ホール・エッツ/文・絵 間崎ルリ子/訳 福音館書店 

20 わゴムはどのくらいのびるかしら マイク・サーラー/文 ジェリー・ジョイナー/絵 岸田衿子/訳 ほるぷ出版 

５ 

歳 

児 

か 

ら 

21 あくたれラルフ ジャック・ガントス/作 ニコール・ルーベル/絵 いしいももこ/訳 童話館出版 

22 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 福音館書店 

23 うまかたやまんば 小澤俊夫/再話 赤羽末吉/画 福音館書店 

24 おやすみなさいフランシス ラッセル・ホーバン/文 ガース・ウィリアムズ/絵 松岡享子/訳 福音館書店 

25 かもさんおとおり ロバート・マックロスキー/文・絵 渡辺茂男/訳 福音館書店 

26 くいしんぼうのはなこさん 石井桃子/文 中谷千代子/絵 福音館書店 

27 くわずにょうぼう 稲田和子/再話 赤羽末吉/画 福音館書店 

28 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 坪井郁美/訳 福音館書店 

29 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 福音館書店 

30 １１ぴきのねこ 馬場のぼる/作 こぐま社 

31 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー/作 今江祥智/訳 偕成社 

32 せんたくかあちゃん さとうわきこ/作・絵 福音館書店 

33 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 

34 ねむりひめ グリム/作 フェリクス・ホフマン/絵 瀬田貞二/訳 福音館書店 

35 のろまなローラー 小出正吾/作 山本忠敬/絵 福音館書店 

36 はじめてのおつかい 筒井頼子/作 林明子/絵 福音館書店 

37 はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン/作 マーガレット・ブロイ・グレアム/絵 森比左志/訳 ペンギン社 

38 はなのあなのはなし 柳生弦一郎/作 福音館書店 

39 ゆきのひ エズラ・ジャック・キーツ/作・絵 木島始/訳 偕成社 

40 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ/文・絵 徳永康元/訳 福音館書店 

６ 

歳 

児 

か 

ら 

41 あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま イヨンギョン/文・絵 神谷丹路/訳 福音館書店 

42 あな 谷川俊太郎/作 和田誠/画 福音館書店 

43 アンディとらいおん ジェームズ・ドーハーティ/文・絵 村岡花子/訳 福音館書店 

44 王さまと九人のきょうだい 中国の民話 君島久子/訳 赤羽末吉/絵 岩波書店 

45 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 

46 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 

47 かにむかし 木下順二/文 清水崑/絵 岩波書店 

48 きつねのホイティ シビル・ウェッタシンハ/作 松岡享子/訳 福音館書店 

49 くまのコールテンくん ドン・フリーマン/作 まつおかきょうこ/訳 偕成社 

50 子うさぎましろのお話 佐々木たづ/文 三好碩也/絵 ポプラ社 



 

対象 番号 書 名 作 者 出版社 

６ 

歳 

児 

か 

ら 

51 サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー/作・絵 石井桃子/訳 岩波書店 

52 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン/文・絵 石井桃子/訳 岩波書店 

53 チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ/作 瀬田貞二/訳 福音館書店 

54 時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ/作 阿部公子/訳 こぐま社 

55 はなのすきなうし マンロー・リーフ/文 ロバート・ローソン/絵 光吉夏弥/訳 岩波書店 

56 ひとまねこざる H．A．レイ/文・絵 光吉夏弥/訳 岩波書店 

57 ふしぎなたけのこ 松野正子/作 瀬川康男/絵 福音館書店 

58 マイク・マリガンとスチーム・ショベル バージニア・リー・バートン/作・絵 いしいももこ/訳 童話館出版 

59 やまなしもぎ 平野直/再話 太田大八/画 福音館書店 

60 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/作 せたていじ/訳 評論社 

こ 

と 

ば 

の 

本 

61 かずあそび ウラパン・オコサ 谷川晃一/作  童心社 

62 ことばあそびうた 谷川俊太郎/詩 瀨川康男/絵  福音館書店 

63 これはのみのぴこ 谷川俊太郎/作 和田誠/絵 サンリード 

64 てんぷらぴりぴり まど・みちお/作 杉田豊/絵 大日本図書 

65 のはらうたⅠ～Ⅴ くどうなおこ/作 童話屋 

世 

界 

の 

お 

は 

な 

し 

66 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 

67 おばけリンゴ ヤーノシュ/作・絵 矢川澄子/訳 福音館書店 

68 かさどろぼう シビル・ウェッタシンハ/作・絵 いのくまようこ/訳 徳間書店 

69 ガラスめだまときんのつののヤギ ベラルーシ民話 田中かな子/訳 スズキコージ/画 福音館書店 

70 ブレーメンのおんがくたい グリム/作 ハンス・フィッシャー/絵 瀬田貞二/訳 福音館書店 

日 

本 

の 

お 

は 

な 

し 

71 かさじぞう 瀬田貞二/再話 赤羽末吉/画   福音館書店 

72 さるとかに 神沢利子/文 赤羽末吉/絵 ＢＬ出版 

73 つるにょうぼう 矢川澄子/再話 赤羽末吉/画 福音館書店 

74 手ぶくろを買いに 新美南吉/作 黒井健/絵   偕成社 

75 ふるやのもり 瀬田貞二/再話 田島征三/絵 福音館書店 

家 

族 

・ 

友 

達 

の 

絵 

本 

76 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 

77 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ/作・絵 間崎ルリ子/訳 ペンギン社 

78 しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムズ/文・絵 松岡享子/訳 福音館書店 

79 ピーターのいす エズラ・ジャック・キーツ/作・絵 木島始/訳 偕成社 

80 みんなのベロニカ ロジャー・デュボアザン/作・絵 神宮輝夫/訳 童話館出版 

動 

物 

の 

絵 

本 

81 おなかのすくさんぽ 片山健/作 福音館書店 

82 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 

83 たんじょうび ハンス・フィッシャー/文・絵 大塚勇三/訳 福音館書店 

84 二ひきのこぐま イーラ/作 松岡享子/訳   こぐま社 

85 みんなうんち 五味太郎/作 福音館書店 

ユ 

｜ 

モ 

ア 

絵 

本 

86 おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ/作・絵 松岡享子/訳 福音館書店 

87 おまたせクッキー パット・ハッチンス/作 乾侑美子/訳 偕成社 

88 歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ/作 うつみまお/訳 評論社 

89 ベーコンわすれちゃだめよ！ パット・ハッチンス/作 わたなべしげお/訳    偕成社 

90 わにさんどきっ はいしゃさんどきっ 五味太郎/作・絵    偕成社 

知 

識 

・ 

科 

学 

の 

本 

91 かぶとむしはどこ？ 松岡達英/作   福音館書店 

92 これがほんとの大きさ！ スティーブ・ジェンキンズ/作 佐藤見果夢/訳 評論社 

93 トマトのひみつ 山口進／文・写真   福音館書店 

94 とりになったきょうりゅうのはなし 改訂版 大島英太郎/さく 福音館書店 

95 わたし 谷川俊太郎/文 長新太/絵 福音館書店 
絵 

本 

か 

ら 

童 

話 

へ 

96 あおい目のこねこ エゴン・マチーセン/作・絵 瀬田貞二/訳    福音館書店 

97 いやいやえん 中川李枝子/作 大村百合子/絵   福音館書店 

98 くまの子ウーフ 神沢利子/作 井上洋介/絵   ポプラ社 

99 こぐまのくまくん Ｅ・Ｈ・ミナリック/文 松岡享子/訳 モーリス・センダック/絵 福音館書店 

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 
 


