
                                 

お話会のための 
 
 
“プラスワン！”えほんリスト 

 

メインの絵本と組み合わせて読むと楽しい、お話会の導入に 

おすすめの絵本をご紹介します。“季節”“かけあいを楽しむ” 

“ほっこり・ナンセンス”のテーマで、３～５分程度で読める絵本

をピックアップしました。お話会のプログラムを決める際のご参考

にしていただければ幸いです。 

 

リスト内   マークは、赤ちゃんにもおすすめです。 

岩手県立図書館 2014.10 月発行 



 

  

書名 著者名等 出版者 キーワード 請求記号 

いちご 平山 和子∥さく 福音館書店 ちしき絵本 ｴﾎﾝ/ﾃｲ/2355 

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

ちょうちょう 
ひらひら 

まど みちお∥ぶん  
にしまき かやこ∥え 

フレーベル館 蝶々 エホン/マ 

ママだいすき 
まど みちお∥文 
ましま せつこ∥絵 

こぐま社 お母さん エホン/マ 

ちびはち エドワード ギブス∥作  

谷川 俊太郎∥訳 
光村教育図書

ことば遊び 
ユーモア エホン/ギ 

おべんとう 小西 英子∥さく 福音館書店
おでかけ 
大型サイズあり

エホン/コ 

なにをしているの？ わたなべ あきお∥さく 佼成出版社
くま
親子 エホン/ワ 

はるのきかんしゃ 
テトラララン 

とし たかひろ∥さく え ＰＨＰ研究所
機関車 
おでかけ ｴﾎﾝ/ﾃｲ/2022 

てのひらおんどけい 
浜口 哲一∥ぶん  
杉田 比呂美∥え 

福音館書店
ひなた散歩
お父さん エホン/ハ 

だって春だもん 小寺 卓矢∥写真 文 アリス館 木の芽 
写真絵本 エホン/コ 

 

 

 

 

      

 

 

その他のおすすめえほん 

おおきくなりたいこりすのもぐ

征矢 清∥ぶん 

夏目 義一∥え 

福音館書店 

（エホン/ソ） 
 

つららがぽーっとん 

小野寺 悦子∥ぶん  

藤枝 つう∥え 

福音館書店 

（JK/エホン/オ） 
 

仔牛の春 

五味 太郎∥作 

福音館書店 （エホン/ゴ） 
 
春が来て、夏が来て、秋、冬が来て、

そしてまた春が来て･･･。 

成長する仔牛の一年をイメージ豊か

に描きます。 

ぐるりんぱっ 

まつお ようこ∥しゃしん 

なかの ひろみ∥ぶん 

アリス館 

（エホン/ナ） 

ぽーっとん ちーかい。つららのしずくが春の訪れ

を教えてくれます。つららの落ちるスピードが速く

なるにつれ、春が待ち遠しい気持ちが高まります。 ぐるぐる、ぐるりん、ぐるりん、ぱっ!  

とびっきりキュートなシダのめばえ、 

あなたも探してみませんか? 

芽吹きの春を感じる写真絵本。 

こりすのもぐは、初めてお母さんや

兄弟からはなれて、一人で食べ物を

探しに出かけます。もぐは、いっぱ

いたべて大きくなれるかな？ 

 

サンドイッチサンドイッチ 

小西 英子∥さく 

福音館書店 （エホン/コ） 
 
サンドイッチを作ろう! パン

にバターを塗って、しゃきし

ゃきレタスに真っ赤なトマ

ト、大きなチーズをはさんで。

みんな大好きおいしい絵本！  

（大型サイズあり） 
 

春のえほん 



 

  

書名 著者名等 出版社 キーワード 請求記号 

おさんぽおさんぽ ひろの たかこ∥さく 福音館書店 雨 長靴 エホン/ヒ 

まほうのコップ 
藤田 千枝∥原案 
川島 敏生∥写真 

福音館書店
コップ 
レンズ遊び

エホン/ハ 

ひとつひまわり 
小長谷 清実∥ぶん 
福知 伸夫∥え 

福音館書店
ひまわり 
かぞえうた エホン/コ 

おなかのすいた 
ばったのトト 

得田 之久∥さく 福音館書店 ばった 虫 エホン/ト 

ピッツァぼうや 
ウィリアム スタイグ∥作 
木坂 涼∥訳 

セーラー出版
雨の日 
お父さん エホン/ス 

アリからみると 
桑原 隆一∥文 
栗林 慧∥写真 

福音館書店
虫 
写真絵本 エホン/ク 

あついあついひ しのづか ゆみこ∥[作] 佼成出版社 雨 生き物 エホン/シ 
いちくん にいくん 
さんちゃん 

なかがわ りえこ∥ぶん 
やまわき ゆりこ∥え

ブッキング 海 魚つり エホン/ナ 

わにわにのおでかけ 
小風 さち∥ぶん 
山口 マオ∥え 福音館書店

夏祭り 
シリーズ有 エホン/ゴ 

ふねがきた！ 笠野 裕一∥さく 福音館書店 ふね 海 エホン/サ 

 

その他のおすすめえほん 

はだしになっちゃえ 

小長谷 清実∥ぶん 

サイトウ マサミツ∥え 

福音館書店 （エホン/コ） 
     

夏の砂浜、裸足になったらあっ 

ちっち！でも、浪打際ではひん 

や～り。裸足の感覚を楽しむ、 

夏にぴったりの絵本。 

いわしくん 

菅原 たくや∥[作] 
文化出版局 

（エホン/テイ

/2887） 

ぼくはいわし。海でとられて、買われて、

焼かれて、食べられた。でも最後は

ね・・・。ユーモアたっぷり、小学生に

もおすすめです。 

じゃぐちをあけると 

しんぐう すすむ∥さく 

福音館書店  

（エホン/シ） 
     

じゃぐちを開けて、さあ始まり。

コップに当てると水の風船。スプ

ーンを入れると宇宙船。水の不思

議な形が次々と生まれます。 

ふたごのかいぞく 

ウイリアム ニコルソン∥作 

谷川 俊太郎∥訳 

復刊ドットコム （エホン/ニ） 
     
  メリーと双子の海賊の、ちょ

っぴり不思議なおはなし。 

裏表紙の絵まで楽しんで。 

 

いけのおと 

松岡 達英∥さく 

福音館書店 （エホン/マ） 
     
 小さな池のほとりで耳をすまして

いると、いろんな音が聞こえてく

るよ。音で綴る、雨の日の池の生

き物たちの小さなドラマ。 

夏のえほん 



 

 

 

 

  

書名 著者名等 出版者 キーワード 請求記号 

どんどこどん 和歌山 静子∥作 福音館書店
やさい 
収穫 

エホン/ワ 

もりのおふろ 西村 敏雄∥さく 福音館書店
おふろ 
どうぶつ

エホン/ニ 

つきよ 長 新太∥さく 教育画劇 
月  
ナンセンス ｴﾎﾝ/ﾃｲ/2209 

やさい 平山 和子∥さく 福音館書店
やさい 収穫

焼きいも エホン/ヒ 
びっくり 
まつぼっくり 

多田 多恵子∥ぶん 
堀川 理万子∥え 

福音館書店 ちしき絵本 エホン/タ 

はっぱ 水野 政雄∥作 小学館 写真絵本 エホン/ミ 

おいしいおと 三宮 麻由子∥ぶん 

ふくしま あきえ∥え 
福音館書店

実りの秋 
食卓 エホン/サ 

あきいろおさんぽ 村上 康成∥作 絵 ひかりのくに 落ち葉 エホン/ム 

とってください 福知 伸夫∥さく 福音館書店
収穫 
ユーモア

エホン/フ 

魔女ひとり 
ローラ ルーク∥作 
S.D.シンドラー∥絵 

小峰書店 
ハロウィン 
魔女

エホン/ル 

 

 

 

かぜフーホッホ 

三宮 麻由子∥ぶん 

斉藤 俊行∥え 

福音館書 

（エホン/サ） 

しゃっくりがいこつ 

マージェリー カイラー∥作 

S.D.シンドラー∥絵 

黒宮 純子∥訳  

セーラー出版 

（エホン/カ） 

おつきさまこっちむいて 

片山 令子∥ぶん 片山 健∥え 

福音館書店  （エホン/カ） 

おちばがおどる 

いとう ひろし∥作 

ポプラ社 （エホン/イ） 

 

 

風と一緒にくるくる回ったり

空へ舞いあがったり。 

何だか楽しい落ち葉のダンス。 

自然が身近に感じられる絵本。 

おおきいトンとちいさいポン 

いわむら かずお∥作 絵 

偕成社  （エホン/テイ/2735） 

 

大きいのと小さいの、どっちがいいの？ 

トンとポンは、秋の野原を散歩しながら 

くらべっこ。秋の景色と二人の掛け合いに 

ほっこり。 

フーホッホ、風が吹いたらさんぽに行こ

う。ススキ原や竹林、庭の木が、風といっ

しょに歌ってる。風という大自然の息吹を

耳で、体で、感じてみよう。 

その他のおすすめえほん 

がいこつのおめざめです。おや、しゃっく

りがとまらない。どうやって止めたらいい

のかな？ハロウィンにおすすめの一冊。 

 

おつきさま、こっちむいて！ 

  いろんな形の月と、いろんなところで 

  出会います。月がきれいな秋の季節に

おすすめです。 

秋のえほん 



         

  

書名 著者名等 出版者 キーワード 請求記号 

ごろごろどっしーん 西内 ミナミ∥ぶん  

山内 ふじ江∥え 
福音館書店 クリスマス エホン/ニ 

てぶくろ 
エウゲーニー M ラチョフ∥え 

うちだ りさこ∥やく 
福音館書店

冬の森 
どうぶつ

エホン/ラ 

だれのあしあと ふくだ としお∥さく 新風舎 
雪  
どうぶつ エホン/フ 

しょうがつがくると 
川崎 洋∥さく  
沢田 としき∥え 

鈴木出版 
お正月 
凧揚げ

エホン/カ 

あぶくたった さいとう しのぶ∥構成 絵 
ひさかた 
チャイルド

わらべうた エホン/サ 

まめのかぞえうた 
西内 ミナミ∥さく  
和歌山 静子∥え 

鈴木出版 節分 エホン/ニ 

やまのおふろやさん とよた かずひこ∥さく え 
ひさかた 
チャイルド

おふろ 
シリーズ有 エホン/ト 

十二支の 
しんねんかい 

みき つきみ∥文 
柳原 良平∥画 

こぐま社 
十二支 
お正月

エホン/セ 
ゆきがふるよ 
ねこがいるよ 

ごうだ つねお∥さく 教育画劇 雪 ねこ エホン/ゴ 

わたしのすきなもの 
フランソワーズ∥さく 
なかがわ ちひろ∥やく

偕成社 クリスマス エホン/セ 

 

 
やだよ 

クラウディア ルエダ∥さく

うの かずみ∥やく 

西村書店 

（エホン/ル） 

はーくしょい 

せな けいこ∥作 絵 

ポプラ社 （エホン/セ） 

 

ルルちゃんが風邪をひきま

した。魔法使いも治せない。

だけどお医者様なら治せま

す。「はーくしょい」の 

くり返しがとっても愉快。 

おしょうがつさん 

谷川 俊太郎∥ぶん  

大橋 歩∥え 

福音館書店 （エホン/タ） 

 

門松、おせちにお年玉。

リズミカルな言葉と楽し

い絵でお正月気分を存分

に味わえます。 
 

クリスマスのふしぎなはこ 

長谷川 摂子∥ぶん 

斉藤 俊行∥え 

福音館書店 

（エホン/ハ） 

クリスマスが近いある日、男の子は

縁の下で箱を見つけます。中をのぞ

いてみるとそこには･･･。 

夢が広がるクリスマス絵本。 

 

外で遊ぶのが大好きなクマの子は、お

母さんのいうことをきかずに、吹雪の

中、出かけていって･･･。 

親子のふれあいを温かく描きます。 

 

きらきら 

谷川 俊太郎∥文  

吉田 六郎∥写真 

アリス館 （エホン/タ） 

 

美しい雪の結晶写真と、 

そこから生み出された言葉

が幻想の世界へ誘います。 
 

 

その他のおすすめえほん 

冬のえほん 



 

                                

  

書名 著者名等 出版者 キーワード 請求記号 

とりかえっこ さとう わきこ∥作 

二俣 英五郎∥絵 
ポプラ社  エホン/サ 

10 ぱんだ 岩合 日出子∥ぶん 

岩合 光昭∥しゃしん 
福音館書店 写真絵本 エホン/イ 

ててててて 五味 太郎∥作 偕成社 ことば遊び エホン/ゴ 

うえきばちです 川端 誠∥作 BL 出版 
ち ょ っ ぴ り
こわい エホン/カ 

みんながいこつ 
たなか ひろこ∥ぶん 
たなか やすお∥え 

偕成社 ことば遊び エホン/タ 

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 お母さん エホン/ヒ 

つぎ、とまります 村田 エミコ∥作 福音館書店  エホン/ム 

ぼくのくれよん 長 新太∥おはなし え 講談社  エホン/チ 

ねえねえ 
内田 麟太郎∥作 
長谷川 義史∥絵 

鈴木出版 家族 エホン/ウ 

とっとことっとこ まつい のりこ∥さく 童心社 おさんぽ 
少人数向け エホン/マ 

 

 

 

   

その他のおすすめえほん 

からだのなかでドゥンドゥンドゥン 

木坂 涼∥ぶん あべ 弘士∥え 

福音館書店 （エホン/キ） 
     

人も動物も鳥も、みんな体の中

に「いのちの音」を持っている。 

生きている証、みんなで感じて

みよう。 

ひなたぼっこです 

高畠 純∥作 

絵本館 （エホン/タ） 
     
 

どうぶつにふくをきせてはいけません 

ジュディ バレット∥文 

ロン バレット∥画 

朔北社  （エホン/バ） 

 

どうして動物に服を着せてはいけな

いの？その答えは、絵をみて納得。

笑いがこぼれるナンセンス絵本 

あるのかな 

織田 道代∥作  

飯野 和好∥絵 

鈴木出版    

（エホン/オ） 
     
 

まえむきよこむきうしろむき 

いのうえ ようすけ∥えとぶん 

福音館書店 

（エホン/イ） 
     
 

あめだまにめだま、あるのかな。 

ラムネにむねは、あるのかな。 

空想が広がる、リズミカルで楽しい 

ことばの世界。（大型サイズあり） 

ページをめくるたびに、仲間がふえ 

ていきます。みんなでの～んびり 

ひなたぼっこしてあったまろうよ。 

 

前向き、横向き、後ろ向き。見慣れたも

のでも、角度を変えてみると新しい発見

があります。さて、たまごはどうかな？

 

ほっこり 
ナンセンス 



 

  

書名 著者名等 出版者 キーワード 請求記号 

かくしたのだあれ 五味 太郎∥さく 文化出版局
さがしっこ 
少人数向け 

ｴﾎﾝ/ﾃｲ/1830 

ねえどれがいい ジョン バーニンガム∥さく 評論社  エホン/バ 

かかかかか 五味 太郎∥作 偕成社 ことば遊び エホン/コ 
おもちゃの 
かくれんぼ 

桑原 伸之∥さく あすなろ書房  エホン/ク 

みんなみーつけた きしだ えりこ∥さく  

やまわき ゆりこ∥え 
福音館書店  エホン/キ 

はしるのだいすき わかやま しずこ∥さく 福音館書店  エホン/ワ 

10 にんのきこり 
A.ラマチャンドラン∥さく 
田島 伸二∥やく 

講談社 かず絵本 エホン/ラ 

ねてるのだあれ 神沢 利子∥さく  

山内 ふじ江∥え 
福音館書店  エホン/カ 

ふしぎなナイフ 
中村 牧江∥さく  
林 健造∥さく 

福音館書店  エホン/ナ 

いしころ 
森 宏詞∥作 
京田 信太良∥絵

文研出版 ふしぎな形 
写真絵本

エホン/モ 

その他のおすすめえほん 

  

 

 

うしはどこでも「モ～！」 

エレン スラスキー ワインスティーン∥作 

ケネス アンダーソン∥絵 

鈴木出版 （エホン/ワ） 
 
桂かい枝による、関西弁の邦訳が楽し

い絵本。国によって変わる動物の鳴き

声をみんなで声に出して楽しもう！ 
 

 

どれどれどこどこ 

中村 牧江∥ぶん  

林 健造∥え 

ひさかたチャイルド （エホン/ナ） 
  
 シンプルな線と絵で描かれた、さ

まざまな人の中から同じ人を探し

ましょう。ヒントを出してあげる

とスムーズです。 

やさいのおなか 

きうち かつ∥さく え 

福音館書店 

（エホン/キ） 

しろいかみのサーカス 

たにうち つねお∥さく  

いちかわ かつひろ∥しゃしん 

福音館書店 （エホン/タ） 

 

一枚の白い紙を折ったり切ったり丸め

たり。紙の特性をサーカスに見立てて、 

いろんな技を披露します。「このあと 

どうなる？」を一緒に楽しんで。 

かっきくけっこ 

谷川 俊太郎∥さく  

堀内 誠一∥え 

くもん出版 

（エホン/タ） 

なーにぬねーの、ぱっぴぷっぺっぽっぽ。

なんと日本語を絵で表現！声に出して体

で感じる、あいうえお絵本。 

 

 

ふしぎなかたちの絵、これなあに？ 

モノクロの野菜の断面図をクイズにして

かけあいを楽しめます。 
 

かけあいをたのしむ 



（2014 年 10 月 10 日現在） 

 

  

プログラム作りの際におすすめ！ 
参考資料のご紹介

『絵本の庭へ』（QR/028.09/ｴﾎ） 
東京子ども図書館∥編

東京子ども図書館∥出版

 

東京こども図書館で長年読み継がれてきた

絵本を掲載。「うみ」「ゆき」などのおなじみの

季節のキーワードだけでなく、「あくたれる」

「しくじる」「やっつける」など、性格や動作か

らのキーワードでも絵本を探すことができま

す。          ※館内閲覧のみとなります。 

『おはなし会プログラム』（Q/015.8/ｵﾊ） 
季節別年齢別厳選プログラム 116 本 

「この本読んで!」編集部∥編集 

読書サポート∥出版 

 

乳幼児から小学校高学年まで、年齢別・季

節別のおはなし会プログラム 116 本を紹介。

巻末では、おはなし会で使える、手遊び・わ

らべうたも掲載しています。PART2 もあり。 

『新しい絵本 1000』（Q/019.53/ｱﾀ） 

テーマ別ガイド 2001-2009 年版 

「この本読んで!」編集部∥編集

読書サポート∥出版

 

2000 年以降に出版された絵本を、「家族」

「心・からだ」「季節・自然」などのテーマ別に

紹介。導入向けからメイン向けまで幅広く取

り上げています。2008-2012 年版もあり。 

「読み聞かせ ABC」
集団の子どもたちへの読み聞かせに 

 
東京都立多摩図書館による、200 冊の絵
本の紹介。おはなし会のプログラムをたて
るときの考え方や具体的なプログラム例を
掲載しています。 
http://www.library.metro.tokyo.jp/Portals/
0/j/pdf/yomikikaseABCweb.pdf

web サイト 

「福音館書店 ほんをさがそう」 
 

福音館書店のホームページ内、本検索ペ
ージ。読み聞かせ向けとは限定されていな
いが、「季節で探そう」「こんな日に」「生活」
など様々なカテゴリーで、福音館書店おす
すめの本を探すことができます。 
http://www.fukuinkan.co.jp/search.php 

県立図書館児童図書研究室
には、お話会向けの参考書が
たくさんあります。 
入室自由です。 
一部を除き、貸出もできます
ので、どうぞご利用ください
ませ！ 


