
書　名 作者名 出版社 出版年 所要時間 対象 キーワード 参考

1 あおい目のこねこ エゴン・マチーセン 福音館書店 1965 Ｅ マチセ 児童 １１分 年長～中 ネコ、ネズミ、旅

2 あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ 至光社 1967 Ｅ レオニ 児童 ４分 年少～低 友達、親子、家族、色

3 あかいぼうしのゆうびんやさん
ルース・エインズワー
ス

福音館書店 2011 Ｅ エンス 児童 １２分 年中～中
手紙、郵便屋、ネコ、リス、イヌ、コマド
リ、動物、帽子

少人数向け

4 アーサーのくまちゃん リリアン・ホーバン 文化出版局 1977 Ｅ ホハン 児童 １４分 年中～低
サル、兄妹、おもちゃ、ぬいぐるみ、フ
リーマーケット、春

シリーズあり

5 赤ずきん グリム 福音館書店 2012 Ｅ クリム 児童Ｆ １０分 年少～中
女の子、オオカミ、おばあさん、狩
人

昔話（グリム）

6 あくたれラルフ ジャック・ガントス 福音館書店 1982 Ｅ カント 児童 　８分 年中～高 ネコ、あくたれ、サーカス、家族

7 あたごの浦 脇和子　再話 福音館書店 1993 Ｅ ワキ 児童Ｆ ６分 年少～高 月、砂浜、タコ、鯛、魚、演芸会
昔話（香川
県）、方言

8 あひるのピンのぼうけん マージョリー・フラック 瑞雲舎 1994 Ｅ フラツ 児童 １２分 低～高 あひる、中国、川（揚子江）

9 ありこのおつかい 石井桃子 福音館書店 1982 Ｅ イシイ 児童 １０分 年少～低
アリ、お使い、おなかの中、クマ、誕生
日

少人数向け

10 アンガスとあひる マージョリー・フラック 福音館書店 1974 Ｅ フラツ 児童 ５分 年少～低 イヌ、アヒル、冒険、好奇心 シリーズあり

11 イエペはぼうしがだいすき 石亀泰郎 文化出版局 1981 Ｅ イシカ 児童 ５分 年少～低 男の子、ぼうし、お気に入り 写真絵本

12 いたずら王子バートラム アーノルド・ローベル 偕成社 2003 Ｅ ロヘル 児童 ８分 年中～中 王子、いたずら、魔女、りゅう

13 いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・バートン 福音館書店 1961 Ｅ ハトン 児童 １４分 年中～低 乗り物（機関車）、冒険

請求記号

図書館、保育所・幼稚園、小学校などグループへの読み聞かせに向く絵本のリストです。
読み聞かせの所要時間、対象、キーワードも記載していますので、本を選ぶときの参考にしていただければ幸いです。
対象は、年少・・・４歳くらい、年中・・・５歳くらい、年長・・・６歳くらい、低･･･小学校低学年、中･･･小学校中学年、高･･･小学校高学年です。
年齢を限定したものではありませんので、あくまでひとつの目安としてお使いください。

グループへのよみ聞かせの本 鳥取県立図書館（２０１９年１０月更新）
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14 いたずらこねこ バーナディン・クック 福音館書店 1964 Ｅ クツク 児童 ８分 年少～低 ネコ、カメ、好奇心、池

15 いぬとにわとり 石井桃子 福音館書店 出版年不明 Ｅ イシイ 児童 ４分 年少～低
イヌ、ニワトリ、おばあさん、いたず
ら

16 うさぎのみみはなぜながい 北川民次 福音館書店 1962 Ｅ キタカ 児童Ｆ １１分 低～中 ウサギ、神様、ワニ、サル、トラ 昔話（メキシコ）

17 エンソくんきしゃにのる スズキコージ 福音館書店 1990 Ｅ ススキ 児童 ４分 年少～低
男の子、乗り物（汽車）、ヒツジ、おじいさ
ん、旅、弁当

18 王さまと九人のきょうだい 君島久子 訳 岩波書店 1981 Ｅ オウサ 児童Ｆ １５分 年長～高 兄弟、王様、特技 昔話（中国）

19 おおかみと七ひきのこやぎ グリム童話 福音館書店 1967 Ｅ クリム 児童Ｆ １０分 年少～低 オオカミ、ヤギ、お母さん、きょうだい 昔話（グリム）

20 おおきくなりすぎたくま リンド・ワード ほるぷ出版 1985 Ｅ ワト 児童 １１分 中～高 クマ、男の子

21 おおきなおおきなおいも 赤羽末吉 福音館書店 1982 Ｅ アカハ 児童 ７分 年中～低
いもほり、さつまいも、幼稚園、おな
ら

22 おおきなかぶ トルストイ　再話 福音館書店 1966 Ｅ ウチタ 児童Ｆ ４分 年少～低 カブ、おじいさん、家族 昔話（ロシア）

23 おかえし 村山桂子 福音館書店 1989 Ｅ ムラヤ 児童 １０分 年中～高
タヌキ、キツネ、引っ越し、贈り物、
春

24 おさるとぼうしうり
エズフィール・スロモド
キーナ

福音館書店 1970 Ｅ スロホ 児童 ７分 年中～中 サル、帽子、仕事

25 おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー 童話館 1994 Ｅ カ 児童 ６分 年中～中 女の子、トラ、お父さん、お母さん

26 おどりトラ 金森襄作 福音館書店 1987 Ｅ カナモ 児童Ｆ ８分 年長～高 トラ、おどり、笛、きこり
昔話（韓国・朝鮮）、
縦開き部分あり

27 おばあさんのすぷーん 神沢利子 福音館書店 1981 Ｅ カンサ 児童 ５分 年少～低
おばあさん、ねずみ、スプーン、冬、
そり遊び、雪

28 おやすみなさいフランシス ラッセル・ホーバン 福音館書店 1982 Ｅ ホハン 児童 15分 年中～低 アナグマ、親子、眠り シリーズあり

29 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック 富山房 1975 Ｅ センタ 児童 ５分 年少～低 男の子、かいじゅう、お母さん

30 かさどろぼう シビル・ウェッタシンハ 徳間書店 2007 Ｅ ウエツ 児童 ９分 年中～高 傘、おじさん、どろぼう、スリランカ

31 かしこいビル ウィリアム・ニコルソン ペンギン社 1982 Ｅ ニコル 児童 ３分 年少～低 人形、旅行、忘れ物、かばん

32 かまきりのちょん 得田之久 福音館書店 1998 Ｅ トクタ 児童 ３分 年少～低 カマキリ、夏、植物
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33 かもさんおとおり
ロバート・マックロスキ
－

福音館書店 1980 Ｅ マクロ 児童 １２分 年中～低 カモ、家族、親子、仕事（警官）、旅

34 木はいいなあ ジャニス・ユードリィ 福音館書店 1982 Ｅ ユトリ 児童 ４分 年長～高 木、四季、自然

35 くいしんぼうのはなこさん 石井桃子 福音館書店 1981 Ｅ イシイ 児童 １１分 年中～中 ウシ、春、牧場、わがまま

36 くまのコールテンくん ドン・フリーマン 偕成社 1975 Ｅ フリマ 児童 ７分 年中～低
クマ、ぬいぐるみ、ボタン、女の子、友
だち、店

37 ぐりとぐら なかがわりえこ 福音館書店 1967 Ｅ ナカカ 児童 ５分 年少～低
ネズミ、たまご、お菓子（カステラ）、料
理、森、秋

シリーズあり

38 ぐるんぱのようちえん 西内みなみ 福音館書店 1966 Ｅ ニシウ 児童 ５分 年少～低 ゾウ、仕事、幼稚園

39 くわずにょうぼう 稲田和子 福音館書店 1980 Ｅ イナタ 児童Ｆ ７分 年中～高
おにばば、菖蒲、よもぎ、春（５月）、
こわい話

昔話（日本）

40 くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ 福音館書店 1986 Ｅ マリノ 児童 １０分 年少～低 クマ、冒険、冬、親子 シリーズあり

41 げんきなマドレーヌ
ルドウィッヒ・ベーメル
マンス

福音館書店 1972 Ｅ ヘメル 児童 ５分 年中～低
入院、病気、手術、フランス（パリ）、女
の子

シリーズあり

42 こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール 福音館書店 1982 Ｅ コル 児童 ４分 年中～高 イヌ、命、誕生、親子、成長
写真絵本、科学
絵本

43 ごきげんならいおん ルイーズ・ファティオ 福音館書店 1982 Ｅ フアテ 児童 １１分 年中～中 友だち、ライオン

44 こぐまのくまくん エルサ・ミナリック 福音館書店 1982 Ｅ ミナリ 児童 １５分 年中～低
クマ、お母さん、親子、冬、誕生日、好
奇心

４編収録１話完結、
シリーズあり

45 これはのみのぴこ 谷川俊太郎 サンリード 1985 Ｅ タニカ 児童 ４～６分 年中～高 言葉遊び、繰り返し

46 こんとあき 林明子 福音館書店 1989 Ｅ ハヤシ 児童 １０分 年中～中
ぬいぐるみ、旅行、汽車、砂丘、キツ
ネ、女の子、おばあさん

鳥取が舞台

47 さくら 長谷川摂子 福音館書店 2010 Ｅ ハセカ 児童 ５分 年中～中 さくら、季節、春 科学絵本

48 サリーのこけももつみ
ロバート・マックロスキ
－

岩波書店 1986 Ｅ マツク 児童 １５分 年長～低
ブルーベリー、ジャム作り、秋、クマ、親子、
山

49 三びきのこぶた イギリス昔話 福音館書店 1967 Ｅ セタ 児童Ｆ ７分 年中～中 ブタ、オオカミ、家、知恵比べ 昔話（イギリス）

50 三びきのやぎのがらがらどん 北欧民話 福音館書店 1965 Ｅ サンヒ 児童Ｆ ５分 年少～低 北欧、ヤギ、トロル、橋
昔話（ノル
ウェー）

51 しっぽのはたらき 川田　健 福音館書店 1972 Ｅ カワタ 児童 ７分 年中～中 しっぽ、動物、クイズ、 科学絵本
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52 しまふくろう 山本純郎 福音館書店 1992 Ｅ ヤマモ 児童 ８分 年長～中 しまふくろう、成長、１年間、森 写真絵本

53 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男 福音館書店 1966 Ｅ ワタナ 児童 ６分 年少～低 消防車、火事

54 しょうぼうねこ エスター・アベリル 文化出版局 1982 Ｅ アヘリ 児童 １８分 中～高 消防士、ネコ
少人数向け、３編
収録

55 しんせつなともだち 方　軼羣 福音館書店 1987 Ｅ フアン 児童 ５分 年少～低 冬、雪、カブ、友だち、動物

56 ずいとんさん 日野十成　再話 福音館書店 2005 Ｅ ヒノ 児童Ｆ ５分 年中～中 小僧、きつね、お寺 昔話（日本）

57 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 1983 Ｅ アンケ 児童 ５分 年中～低 女の子、どろぼう、人助け

58 スモールさんはおとうさん ロイス・レンスキー 福音館書店 1990 Ｅ レンス 児童 ６分 年少～年長 家族、お父さん、生活 シリーズあり

59 ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ 評論社 1974 Ｅ フリユ 児童 １２分 年中～低 ぞう、王様、結婚
シリーズあり、少
人数向け

60 だいくとおにろく 松居　直　再話 福音館書店 1967 Ｅ マツイ 児童Ｆ ６分 年中～中 名前、オニ、知恵比べ、橋 昔話（日本）

61 ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン ほるぷ出版 1982 Ｅ フリマ 児童 ９分 年中～中 夏休み、鳥、男の子、海、長靴 少人数向け

62 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子 福音館書店 1982 Ｅ カコ 児童 ６分 年少～低 だるま、てんぐ、ともだち シリーズあり

63 たろうのおでかけ 村山桂子 福音館書店 1982 Ｅ ムラヤ 児童 ７分 年少～年長 交通ルール シリーズあり

64 たんぽぽ 平山和子 福音館書店 1981 Ｅ ヒラヤ 児童 ５分 年長～中 春、タンポポ、植物 科学絵本

65 ちいさいおうち ばーじにあ・ばーとん 岩波書店 1982 Ｅ ハトン 児童 １７分 年中～高
家、りんごの木、四季、田舎、町、環
境、時の流れ、文明の発達

66 ちいさなねこ 石井桃子 福音館書店 1967 Ｅ イシイ 児童 ４分 年少～年長 ネコ、お母さん、親子、冒険

67 ちいさなヒッポ マーシャ・ブラウン 偕成社 1984 Ｅ フラウ 児童 ５分 年中～低 カバ、お母さん、親子、ワニ、言葉

68 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

福音館書店 1963 Ｅ アテイ 児童 １３分 年中～中 仕事、船、海、嵐、男の子、冒険 シリーズあり

69 つきのぼうや
イブ・スパング・オルセ
ン

福音館書店 1975 Ｅ オルセ 児童 ７分 年長～低 月、鏡、空 変形本（長細）

70 ティッチ パット・ハッチンス 福音館書店 1975 Ｅ ハツチ 児童 ３分 年少～年中 きょうだい、末っ子、男の子
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71 てぶくろ ウクライナ民話 福音館書店 1965 Ｅ テフク 児童Ｆ ５分 年少～低 雪、冬、てぶくろ、動物、森
昔話（ウクライ
ナ）

72 どうながのプレッツェル マーグレット・Ｅ．レイ 福音館書店 1978 Ｅ レイ 児童 ６分 年長～中 イヌ、結婚、長い、持ち味

73 どうやってみをまもるのかな やぶうちまさゆき 福音館書店 1987 Ｅ ヤフウ 児童 ３分 年少～中 動物、クイズ
科学絵本、シリー
ズあり

74 トマトさん 田中清代 福音館書店 2006 Ｅ タナカ 児童 ５分 年少～低 夏、トマト、トカゲ、虫

75 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 岩波書店 2011 Ｅ ロス 児童 ７分 年中～高
トラ、じゅうたん、王様、どろぼう、願い、
インド

76 どろんここぶた アーノルド・ローベル 文化出版局 1971 Ｅ ロヘル 児童 ８分 年長～中 ブタ、家出、セメント

77 どろんこハリー ジーン・ジオン 福音館書店 1964 Ｅ シオン 児童 ５分 年少～低 犬、おふろ、家族、家出 シリーズあり

78 二ひきのこぐま イーラ こぐま社 1990 Ｅ イラ 児童 ７分 年中～低 くま、動物、迷子、親子、お母さん、兄弟 写真絵本

79 根っこのこどもたち目をさます
ヘレン・ディーン・フィッ
シュ

童話館出版 2003 Ｅ フイツ 児童 ６分 年中～中 春、土、根っこ、したく
翻訳の違う『ねっ
こぼっこ』あり

80 のろまなローラー 小出正吾 福音館書店 1967 Ｅ コイテ 児童 ６分 年少～低 はたらく車、仕事、道

81 はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン ペンギン社 1981 Ｅ シオン 児童 ７分 年長～中 夏休み、世話、アルバイト、植物

82 はなのあなのはなし やぎゅうげんいちろう 福音館書店 1982 Ｅ ヤキユ 児童 ５分 年少～中 鼻の穴、役目 科学絵本

83 はなをくんくん ルース・クラウス 福音館書店 1983 Ｅ クラウ 児童 ３分 年少～低 春、動物、森、花、鼻

84 はろるどとむらさきのくれよん クロケット・ジョンソン 文化出版局 1972 Ｅ シヨン 児童 ６分 年中～低 クレヨン、散歩、夜、月 シリーズあり

85 パンのかけらとちいさなあくま 内田莉莎子 再話 福音館書店 1988 Ｅ ウチタ 児童Ｆ ７分 年中～高 きこり、悪魔、パン、麦、知恵 昔話（リトアニア）

86 ぴかくんめをまわす 松居直 福音館書店 1982 Ｅ マツイ 児童 ４分 年中～低 信号機、交通ルール

87 ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ 岩波書店 1983 Ｅ レイ 児童 １２分 年中～中 サル、好奇心、いたずら シリーズあり

88 １００まんびきのねこ ワンダ・ガアグ 福音館書店 1961 Ｅ カアク 児童 １０分 年少～中 ネコ、旅、数、おじいさん、おばあさん

89 ふしぎなナイフ 中村牧江 福音館書店 1997 Ｅ ナカム 児童 ２分 年少～低 ナイフ、ことば、形

https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100638563&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100669827&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100649504&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101352218&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101815136&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100647775&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100637870&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100035589&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1101074882&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100723631&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100714217&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100716640&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100638019&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100714093&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100640922&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100722553&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100660030&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100639864&kgrn=0&tso=on%22
https://www.library.pref.tottori.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1100295565&kgrn=0&tso=on%22


書　名 作者名 出版社 出版年 所要時間 対象 キーワード 参考請求記号

90 ふしぎなやどや はせがわせつこ 福音館書店 1990 Ｅ ハセカ 児童 １０分 年長～高 中国、ロバ、旅、変身

91 ふたりはともだち アーノルド・ローベル 文化出版局 1983 Ｅ ロヘル 児童 １４分 年長～中
友達、仲良し、カエル、春、おはなし、ボ
タン、水着、手紙

５編収録１話完結、
シリーズあり

92 ふゆめがっしょうだん 冨成忠夫 福音館書店 1990 Ｅ トミナ 児童 ３分 年少～中 春、木の芽、顔
科学絵本、写真
絵本

93 フレデリック レオ・レオニ 好学社 1969 Ｅ レオニ 児童 ６分 年長～高 ネズミ、四季、詩

94 へびのクリクター トミー・ウンゲラー 文化出版局 1974 Ｅ ウンケ 児童 ６分 年長～中 へび、ペット、泥棒 少人数向け

95 ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ 福音館書店 1976 Ｅ ヘスコ 児童 ４分 年中～中 服、ヒツジ、お手伝い

96 ほね 堀内誠一 福音館書店 1982 Ｅ ホリウ 児童 ４分 年中～高 骨、やくめ 科学絵本

97 まほうのかさ Ｒ．ファイルマン 福音館書店 2008 Ｅ フアル 児童 ７分 年中～高 かさ、まほう、数

98 ママ、ママ、おなかがいたいよ レミイ・チャーリップ 福音館書店 1981 Ｅ チヤリ 児童 ５分 年中～中
おなか、男の子、おかあさん、医者、食
べる

かげ絵

99 めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子 福音館書店 1990 Ｅ ハセカ 児童 ６分 年中～低
男の子、うた、穴、おばけ、お母さん、
遊び

100 もこ　もこもこ たにかわしゅんたろう 文化出版 1990 Ｅ タニカ 児童 ２分 年少～低 音、ことば

101 ものぐさトミー ペーン・デュボア 岩波書店 1977 Ｅ テユホ 児童 １２分 低～高
なまけもの、反省、男の子、家、故
障

102 ももたろう 松居　直 福音館書店 1965 Ｅ マツイ 児童Ｆ １０分 年中～高 鬼、退治、仲間 昔話（日本）

103 もりのなか マリー・ホール・エッツ 福音館書店 1963 Ｅ エツツ 児童 ６分 年少～年長 散歩、動物、お父さん

104 ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ セーラー出版 1988 Ｅ スタイ 児童 ６分 年長～中
冬、雪、ドレス、勇気、おつかい、女の
子、お母さん

105 ゆかいなかえる ジュリエット・キープス 福音館書店 1964 Ｅ キフス 児童 ４分 年少～低 カエル、四季、仲良し、仲間

106 ゆきのひ エズラ・キーツ 偕成社 1983 Ｅ キツ 児童 ５分 年少～低 雪遊び 切り絵、貼り絵

107 ゆきまくり 野坂勇作 福音館書店 1989 Ｅ ノサカ 児童 ４分 年中～中 雪、早春、自然現象 科学絵本

108 よあけ ユリー・シュルヴィッツ 福音館書店 1977 Ｅ シユル 児童 ３分 年中～高 湖、夜明け、おじいさん、ボート
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109 よかったねネッドくん レミイ・チャーリップ 偕成社 1969 Ｅ チヤリ 児童 ３分 年少～高 男の子、パーティ、誕生日、幸運、不運
1997年刊は英文
つき

110 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ 福音館書店 1965 Ｅ マレク 児童 ８分 年中～中 ライオン、弱虫、勇気、手紙、男の子

111 りんごのき エドアルド・ペチシカ 福音館書店 1982 Ｅ ヘチシ 児童 ４分 年少～低 りんご、四季

112 ロバのシルベスターとまほうのこいしウィリアム・スタイグ 評論社 1975 Ｅ スタイ 児童 １５分 年長～高 ロバ、魔法、石、変身、願い事、親子愛

113 わゴムはどのくらいのびるかしら？ マイク・サーラー ほるぷ出版 2000 Ｅ サラ 児童 ３分 年少～低
わゴム、男の子、冒険、乗り物、ベッド、
月、砂漠

114 わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ 福音館書店 1983 Ｅ エツツ 児童 ４分 年少～低 女の子、原っぱ、動物

115 わたしのワンピース にしまきかやこ こぐま社 1986 Ｅ ニシマ 児童 ３分 年少～低 ワンピース、模様、ウサギ、ミシン

◎このリストは随時更新します。（2019.10.25更新）
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