
       ま、いっか! 
サトシン/作 ドーリー/絵 えほんの杜 

２０１５ 32p 31cm (５分) 

  

       まゆとおに 
富安 陽子/文 降矢 なな/絵 

福音館書店 ２００４ 30p 27cm(7 分) 

  

       ミリーのすてきなぼうし 
きたむら さとし/作 

BL 出版 ２００９ 32p 29cm （８分） 

  

       むしプロ 
山本 孝作/絵 教育画劇 ２００６ 

32p 25cm （5 分） 

  

       もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 
土屋 富士夫/作・絵 

徳間書店 ２０００ 1 冊 31cm （４分） 

  

       もりのかくれんぼう 
末吉 暁子/作 林 明子/絵 

偕成社 １９７９ 1 冊 26cm （５分） 

  

       もりのほうせきねんきん 
新井 文彦/写真・文 ポプラ社 

２０１８ 34p 21×26cm （５分） 

  

       やさいのおなか 
きうち かつ/さく・え 福音館書店 １９９７ 

47p 19×19cm （８分） 

  

       やまんばあかちゃん 
富安 陽子/文 大島 妙子/絵 

理論社 ２０１１ 32p 26cm (１２分) 

  

       ゆっくりおやすみにじいろのさかな 
マーカス・フィスター/作 谷川 俊太郎/訳 

講談社 ２０１２ 25p 30cm (２分) 

 

 

       ライタのたてがみ 
モカ子/作・絵 ひさかたチャイルド 

２０１７ 32p 25cm (５分) 

  

       りんごかもしれない 
ヨシタケ シンスケ/作 ブロンズ新社 

２０１３ 1 冊 27cm (６分) 

  

       レッド あかくてあおいクレヨンのはなし 
マイケル・ホール/作 上田 勢子/訳 

子どもの未来社 ２０１７ 40p 27cm （4 分） 

  

       わくわく!れっしゃで 

かぞくりょこう 
サトシン/作 羽尻 利門/絵 

交通新聞社 ２０１８ 1 冊 21×27cm （３分） 

  

       わゴムはどのくらい 

のびるかしら？改訂新版 
マイク・サーラー/ぶん 

ジェリー・ジョイナー/え きしだ えりこ/やく 

ほるぷ出版 ２０００ 1 冊 19×24cm （８分） 

  

       悪い本 
宮部 みゆき/作 吉田 尚令/絵 

東 雅夫/編 岩崎書店 ２０１１ 

1 冊 29cm (４分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊タイトル 50音順、()は読み聞かせ目安時間です 
 

       あいつもともだち 

内田 麟太郎/作 降矢 なな/絵 

偕成社 ２００４ 31p 25cm （５分） 

  

       あさになったので 

まどをあけますよ 
荒井 良二/著 偕成社 

2011 32p 30cm (３分) 

  

       あま～いしろくま 

柴田 ケイコ/作・絵 PHP 研究所 2017 

32p 24×24cm （４分） 

  

       あらまっ！ 
ｹｲﾄ・ﾗﾑ/文 ｴｲﾄﾞﾘｱﾝ・ｼﾞｮﾝｿﾝ/絵 石津 ちひろ/訳 

小学館 ２００４ 1 冊  30cm （5 分） 

  

       あれこれたまご 

とりやま みゆき/文 中の 滋/絵 

福音館書店 ２００７ 

27p 26cm （４分） 

 

       いいからいいから １ 

長谷川 義史/作 絵本館 ２００６ 

24p 28cm (４分) 

  

       いるのいないの 
京極 夏彦/作 町田 尚子/絵 

東 雅夫/編 岩崎書店 ２０１２ 

1 冊 29cm (３分) 

 

       いわたくんちのおばあちゃん 
天野 夏美/作 はまの ゆか/絵 

主婦の友社 ２００６ 1 冊 25cm (１５分) 

  

       うえきばちです 
川端 誠/作 BL 出版 ２００７ 

24p 31cm （3 分） 

  

       うごきません。 
大塚 健太/作 柴田 ケイコ/絵 

パイインターナショナル ２０２０ 

32p 26cm（5 分） 

  

       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・ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ/絵 桂 かい枝/訳  

鈴木出版 20０８ 

28p 24×24cm （３分） 

  

       うちゅうじんはいない！？ 
ｼﾞｮﾝ・ｴｲｼﾞｰ/作・絵 久保 陽子/訳 

ﾌﾚｰﾍﾞﾙ館 201９ 32p 30cm （5 分） 

  

       おうちにいれちゃだめ！ 
ｹｳﾞｨﾝ・ﾙｲｽ/作 ﾃﾞｨｳﾞｨｯﾄﾞ・ｴﾙｺﾘｰﾆ/絵 

長友 恵子/訳 ﾌﾚｰﾍﾞﾙ館 ２０１３ 

34p 29cm (5 分) 

  

       おすわりどうぞ 
しもかわら ゆみ/作 講談社 201８ 

24p  22×23cm (3 分) 

  

       おばあさんのしんぶん 
松本 春野/文・絵 岩國 哲人/原作 

講談社 ２０１５ 27p 27cm (10 分) 

  

       かえるをのんだととさん 
日野 十成/再話 斎藤 隆夫/絵 

福音館書店 2008 

31p 20×27cm （７分） 

TRCスタッフが選
え ら

んだ 

よみきかせ絵本
え ほ ん
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       風をつかまえたウィリアム 
ｳｨﾘｱﾑ・ｶﾑｸﾜﾝﾊﾞ/文 ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ﾐｰﾗｰ/文 

ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｽﾞｰﾉﾝ/絵 さくま ゆみこ/訳 

さ・え・ら書房 ２０１２ 1 冊 29cm （９分） 

  

       かぶとむしランドセル 
ふくべ あきひろ/さく おおの こうへい/え 

PHP 研究所 ２０１３ 32p 26cm （3 分） 

  

       ぐるんぱのようちえん 
西内 ミナミ/さく 堀内 誠一/え 

福音館書店 １９６６ 

27p 20×27cm （5 分） 

  

       このよでいちばんはやいのは 
ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾌﾛｰﾏﾝ/原作 天野 祐吉/翻案 

あべ 弘士/絵 福音館書店 ２０１１ 

27p 26cm (７分) 

  

       これはのみのぴこ 
谷川 俊太郎/作 和田 誠/絵 

サンリード １９７９ 1 冊 29cm （5 分） 

  

       こんたのおつかい 
田中 友佳子/作・絵 徳間書店 ２００４ 

1 冊 ３１ｃｍ （6 分） 

  

       サンカクさん 
ﾏｯｸ･ﾊﾞｰﾈｯﾄ/文 ｼﾞｮﾝ･ｸﾗｯｾﾝ/絵 長谷川 義史/訳 

ｸﾚﾖﾝﾊｳｽ 2017 45p  23×23cm （３分） 

  

        3びきのかわいいオオカミ 
ﾕｰｼﾞｰﾝ･ﾄﾘﾋﾞｻﾞｽ/文 ﾍﾚﾝ･ｵｸｾﾝﾊﾞﾘｰ/絵 

富山房 １９９４ 32p 28cm （３分） 

  

       しげちゃんのはつこい 
室井 滋/作 長谷川 義史/絵 

金の星社 ２０２１ 32p 25cm （５分） 

 

 

 

       しろいうさぎとくろいうさぎ 
ｶﾞｰｽ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ/ぶん・え  

まつおか きょうこ/やく 

福音館書店 １９７４ 

1 冊 31cm (７分) 

  

       しんごうきピコリ 
ザ・キャビンカンパニー/作・絵 

あかね書房 ２０１７ 

34p  22×31cm （８分） 

  

       すごいね！みんなの通学路 
ローズマリー・マカーニー/文 西田 佳子/訳 

西村書店 ２０１７ 34p 23×29cm （５分） 

  

       ぜつぼうの濁点 
原田 宗典/作 柚木 沙弥郎/絵 

教育画劇 ２００６ 

1 冊 27cm （7 分） 

  

       だいくとおにろく  

松居 直/再話 赤羽 末吉/画 

福音館書店 １９６７ 27p 

20×27cm （5 分） 

 

  

       だいじょうぶだよ、ゾウさん 
ﾛｰﾚﾝｽ･ﾌﾞﾙｷﾞﾆｮﾝ/作 ｳﾞｧﾚﾘｰ･ﾀﾞｰﾙ/絵  

柳田 邦男/訳 文溪堂 ２００５  

1 冊 29cm （５分） 

  

       だいぶつさまのうんどうかい 
苅田 澄子/ぶん 中川 学/え 

アリス館 ２０１７ 32p 31cm （３分） 

  

       ダサいぬ 
ダン・ヤッカリーノ/作 講談社 ２００３ 

1 冊  24×24cm （5 分） 

  

       タタタタ 
りとう ようい/作・絵 鈴木出版 

２０１９ 1 冊 21×28cm （2 分） 

       ちいさなちいさなおかしのまち 
さかい さちえ/作 教育画劇 2011  

32p 19×24cm （4 分） 

  

       チキンライスがいく。 
はらぺこめがね/作 あかね書房 

２０１８ 32p 19×24cm （２分） 

  

       ちびうそくん 
乾 栄里子/作 西村 敏雄/絵 

PHP 研究所 ２０１４ 32p 26cm （５分） 

  

       どうぶつたいじゅうそくてい 
聞かせ屋。けいたろう/文 

高畠 純/絵 アリス館 ２０１４ 

32p 27cm （３分） 

  

       どこいったん 
ジョン・クラッセン/作 長谷川 義史/訳 

クレヨンハウス ２０１１ 33p 29cm (５分) 

  

       どっちかな？ 
ﾏﾏﾀﾞ ﾐﾈｺ/作・絵 ひさかたチャイルド 

２０１０ 24p 21×21cm （２分） 

  

       ともだちや 
内田 麟太郎/作 降矢 なな/絵 

偕成社 １９９８ 31p 25cm （７分） 

  

       どんなかんじかなあ 
中山 千夏/ぶん 和田 誠/え 

自由国民社 ２００５ 1 冊 27cm （5 分） 

  

       なまえのないねこ 
竹下 文子/文 町田 尚子/絵 

小峰書店 ２０１９ 32p 28cm （3 分） 

  

       なわとびょ〜ん 
シゲリ カツヒコ/作 KADOKAWA ２０２１  

32p 26cm (８分) 

 

       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 １９９５ 1 冊 30cm (5 分) 

  

       ２ひきのいけないアリ 
C.V.ｵｰﾙｽﾞﾊﾞｰｸﾞ/作 村上 春樹/訳 

あすなろ書房 ２００４ 

31p 31cm（１2 分） 

  

       ねえ、どれがいい? 
ｼﾞｮﾝ･ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑ/さく まつかわ まゆみ/やく 

評論社 １９８３ 1 冊 31cm （５分） 

  

       歯がぬけた 
中川 ひろたか/作 大島 妙子/絵 

PHP 研究所 ２００２ 1 冊 26cm （４分） 

 

       パパ、お月さまとって! 
ｴﾘｯｸ・ｶｰﾙ/さく もり ひさし/やく 

偕成社 １９８６ 1 冊 30cm （３分） 

  

       ハンダのびっくりプレゼント 

ｱｲﾘｰﾝ･ﾌﾞﾗｳﾝ/作 福本 友美子/訳 

光村教育図書 ２００６ 25p 23×27cm (３分) 

 

       光の旅かげの旅 

アン・ジョナス/著 内海 まお/訳 

評論社 １９８４ 1 冊 25cm (５分) 

 

       ぼくだけのこと 
森 絵都/作 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅﾖ/絵 偕成社 

２０１３ 1 冊 24×25cm （５分） 

  

       ほげちゃん 
やぎ たみこ/作 偕成社 ２０１１ 

32p 25cm （４分） 

  

       ぼちぼちいこか 
ﾏｲｸ・ｾｲﾗｰ/さく ﾛﾊﾞｰﾄ・ｸﾞﾛｽﾏﾝ/え 

いまえ よしとも/やく  

偕成社 １９８０ 1 冊 26cm （２分） 
 


