
 資料名 著者名 出版者 請求記号

1  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∥ぶん　え 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ﾃｲ32         

2  おおきなかぶ 内田　莉莎子∥再話　佐藤　忠良∥絵 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ﾃｲ114       

3  ぐるんぱのようちえん 西内　みなみ∥さく　堀内 誠一∥絵 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ﾃｲ116        

4  どうながのプレッツェル マーグレット　レイ∥ぶん　Ｈ　Ａ　レイ∥え 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ﾃｲ1244     

5  かばの　ベロニカ ロジャー　デュボアザン∥作　絵 佑学社      ｴﾎﾝ     /ﾃｲ1298       

6  ベーコンわすれちゃだめよ！ パット　ハッチンス∥さく　え 偕成社      ｴﾎﾝ     /ﾃｲ3020      

7  おまたせクッキー パット＝ハッチンス∥さく 偕成社      ｴﾎﾝ     /ﾃｲ3088     

8  ジャイアントジャムサンド ジョン　ヴァーノン　ロード∥ぶん　え アリス館      ｴﾎﾝ     /ﾃｲ636   

9  ちいさな魔女リトラ 広野 多珂子∥作　絵 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ﾃｲ722   

10 おおきなもののすきなおうさま 安野　光雅∥作　絵 講談社      ｴﾎﾝ     /ｱ       

11  ぼくのきいろいバス 荒井 良二∥[作] 学研      ｴﾎﾝ     /ｱ        

12  ひょいひょいひょい あきやま ただし∥作　絵 鈴木出版      ｴﾎﾝ     /ｱ           

13  うさぎのくれたバレエシューズ 安房　直子∥文　南塚 直子∥絵 小峰書店      ｴﾎﾝ     /ｱ           

14  くものすおやぶんとりものちょう 秋山 あゆ子∥さく 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ｱ           

15  ブレーメンのおんがくたい グリム∥作　村岡 花子∥文　中谷 千代子∥絵 偕成社      ｴﾎﾝ     /ｸﾞ     

16  オー・スッパ 越野 民雄∥文　高畠 純∥絵 講談社      ｴﾎﾝ     /ｺ          

17  おだんごぱん 瀬田　貞二∥訳　脇田　和∥画 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ｾ          

18  もりのがっしょうだん たかどの ほうこ∥作　飯野 和好∥絵 教育画劇      ｴﾎﾝ     /ﾀ      

19  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      ｴﾎﾝ     /ﾀ        

20  はじめてのおつかい 筒井　頼子∥さく　林　明子∥え 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ﾂ          

21  おでかけのまえに 筒井　頼子∥さく　林　明子∥え 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ﾂ             

22  ぐりとぐらとすみれちゃん なかがわ りえこ∥文　やまわき ゆりこ∥絵 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ﾅ        

23  どうぶつサーカスはじまるよ 西村 敏雄∥作 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ﾆ       

24  わたしのワンピース にしまき　かやこ∥　えとぶん こぐま社      ｴﾎﾝ     /ﾆ            

25  うがいライオン ねじめ 正一∥作　長谷川 義史∥絵 鈴木出版      ｴﾎﾝ     /ﾈ        

26
 １ねんに３６５のたんじょう日プレゼン
トをもらったベンジャミンのおはなし

ジュディ　バレット∥さく　ロン＝バレット∥え 偕成社
     ｴﾎﾝ     /ﾊﾞ      

27  ちいさいおうち バージニア　リー　バートン∥文　絵 岩波書店      ｴﾎﾝ     /ﾊﾞ         

28  ぼくのかえりみち ひがし ちから∥作 BL出版      ｴﾎﾝ     /ﾋ     

29  げんきなマドレーヌ ルドウィッヒ　ベーメルマンス∥作　画 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ﾍﾞ      

30  こんもりくん 山西 ゲンイチ∥[作] 偕成社      ｴﾎﾝ     /ﾔ      

　震災を直接的に、またはニュースの映像などを通して間接的に経験した子どもたちへ、読み聞かせを通し
て楽しい気持ちや安心を感じてもらえるような絵本を岩手県立図書館児童コーナースタッフが選定し、リス
トにしました。おはなし会やご家庭での読み聞かせの際の参考にしていただければ幸いです。
　※ご紹介した絵本はすべて貸出可能です。



 資料名 著者名 出版者 請求記号

31  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      ｴﾎﾝ     /ﾃｲ1311        

32  くだものだもの 石津 ちひろ∥文　山村 浩二∥絵 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ｲ       

33  寿限無 斎藤 孝∥文　工藤 ノリコ∥絵 ほるぷ出版      ｴﾎﾝ     /ｻ           

34  これはおひさま 谷川 俊太郎∥ぶん　大橋 歩∥え ブッキング      ｴﾎﾝ     /ﾀ       

35  にゅるぺろりん 長 新太∥絵　谷川 俊太郎∥文 クレヨンハウス      ｴﾎﾝ     /ﾀ        

36  すっすっはっはっ こ・きゅ・う 長野 麻子∥作　長野 ヒデ子∥絵 童心社      ｴﾎﾝ     /ﾅ       

37  ぴっつんつん もろ かおり∥絵　武鹿 悦子∥文 くもん出版      ｴﾎﾝ     /ﾌﾞ         

38  まどさんとさかたさんのことばあそび まど みちお∥文　かみや しん∥絵 小峰書店      ｴﾎﾝ     /ﾏ           

 資料名 著者名 出版者 請求記号

39  おやすみなさいフランシス ラッセル　ホーバン∥ぶん　ガース　ウイリアムズ∥福音館書店      ｴﾎﾝ     /ﾃｲ37         

40  だいじょうぶだいじょうぶ いとう ひろし∥作　絵 講談社      ｴﾎﾝ     /ｲ           

41  しゅくだい 宗正 美子∥原案　いもと ようこ∥文　絵 岩崎書店      ｴﾎﾝ     /ｲ            

42  きみのままでいいんだよ エミーリオ　ウルベルアーガ∥さく
いのちのことば社
フォレストブックス      ｴﾎﾝ     /ｳ            

43  おひさまぽかぽか 笠野 裕一∥作 福音館書店      ｴﾎﾝ     /ｶ       

44  ねむれないふくろうオルガ ルイス　スロボドキン∥作 偕成社      ｴﾎﾝ     /ｽ            

45  ココロのヒカリ 谷川 俊太郎∥文　元永 定正∥絵 文研出版      ｴﾎﾝ     /ﾀ       

46  ねえだっこして 竹下 文子∥文　田中 清代∥絵 金の星社      ｴﾎﾝ     /ﾀ        

47  ひなたぼっこです 高畠 純∥作 絵本館      ｴﾎﾝ     /ﾀ            

48  ことりはことりは木でねんね チョン スニ∥作 童心社      ｴﾎﾝ     /ﾁ            

49  どんどこももんちゃん とよた かずひこ∥さく　え 童心社      ｴﾎﾝ     /ﾄ            

50  わたしの手はおだやかです アマンダ　ハーン∥文　マリナ　サゴナ∥絵 ソニー・マガジンズ      ｴﾎﾝ     /ﾊ          

51  ねんころりん ジョン　バーニンガム∥さく ほるぷ出版      ｴﾎﾝ     /ﾊﾞ           

52  おひさまとおつきさまのしたで マーガレット　ワイズ　ブラウン∥作　黒井 健∥絵 教育画劇      ｴﾎﾝ     /ﾌﾞ        

53  だっこのえほん ヒド　ファン　ヘネヒテン∥さく　え フレーベル館      ｴﾎﾝ     /ﾍ       

54  ちびゴリラのちびちび ルース　ボーンスタイン∥さく ほるぷ出版      ｴﾎﾝ     /ﾎﾞ          

55  教室はまちがうところだ 蒔田 晋治∥作　長谷川 知子∥絵 子どもの未来社      ｴﾎﾝ     /ﾏ       

56  あしたのぼくは… みやにし たつや∥作　絵 ポプラ社      ｴﾎﾝ     /ﾐ           

※このリストの作成に際し、以下のサイトを参考にしました。

・ＪＳＰＰ　被災地での絵本の読み聞かせマニュアル
http://homepage2.nifty.com/jspp/jspp_website/JSPP_hui_ben_dumi_wenkase.html
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