
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年に出版された 

「おはなし会」に向く本 
 

板橋区立図書館 
 



（１） 掲載作品について 

この一覧に掲載されている作品は、令和３年に出版された絵本のなかから「おはなし会に向く本」であることを基準に選定されたものです。 

選定の基準としては、 

・絵がはっきりとしていて、広い空間でも見やすいこと。 

・絵と文のバランスがよく、話の展開を理解しやすいこと。 

・見開きに一場面、もしくは場面割が適切であること。 

など、上記の三点をもとに判断しました。 

なお、今回の選定対象は絵本のみであり、ものがたりや詩、ちしきの本は含まれていません。 

 

（２） このリストの見方 

＜季節：通年＞ 

番号 書名 著者名 出版者 大きさ タイトルコード テーマ 対象年齢 

1 あがりめさがりめ とよたかずひこ 世界文化社 22cm 1000050134306  わらべうた 乳 

 

〔季節〕      …絵本の内容から、読み聞かせに適した季節を通年と春・夏・秋・冬に分類しました。 

〔番号〕      …〔対象年齢〕が幼いものから、書名のあいうえお順で並んでいます。 

〔著者名〕     …表記は、TRC マーク（板橋区立図書館の OPAC）の記述をもとにしました。 

〔タイトルコード〕 …板橋区立図書館の所蔵タイトルにひとつずつ割り振られている番号です。OPAC で検索する際にお使いいただけます。 

〔テーマ〕     …絵本の内容や特徴をあらわしています。 

〔対象年齢〕    …読み聞かせに適当だと思われる子どもたちの年齢です。目安としてご参照ください。 

            乳：乳児 （0・1・2 歳） 

            幼：幼児 （3 歳～未就学児まで） 

            低：低学年（小学校 1・2 年生） 

            中：中学年（小学校 3・4 年生） 

            高：高学年（小学校 5・6 年生） 

            ※ 「乳・幼」などの表記は、『乳児から幼児の年齢にかけて適当だと思われる』という意味です。 



＜季節：通年＞

番号 書名 著者名 出版社 大きさ タイトルコード テーマ 対象年齢 備考

1 あかちゃんですよ はいどうぞ
うしろ　よしあき／文
鈴木　智子／絵

アリス館 21㎝ 1000050393234 動物・くりかえし・家族 乳

2 だーっこだっこ にへい　たもつ／作 KADOKAWA 20×20㎝ 1000050420268 くりかえし・動物 乳

3 たべたのだーれだ？ たむら　しげる／さく 福音館書店 ２０×２０㎝ 1000050398627 参加型　動物 乳

4 どーこかな？ こがようこ／さく 瑞雲舎 20㎝ 1000050437843 参加型 乳

5 みんなおやすみ
かきもと　こうぞう／絵
はせがわ　さとみ／文

学研プラス 20cm 1000050430991 くりかえし 乳

6 あさだおはよう 三浦　太郎/さく・え 童心社 18×18cm 1000050432679 食べ物・くりかえし 乳・幼

7 おおきいのちいさいの ふくだ　じゅんこ／作 大日本図書 22㎝ 1000050385086 生活・くりかえし 乳・幼

8 おつきさまのパンケーキ 真珠　まりこ/作・絵 ほるぷ出版 19×19cm 1000050427478 食べ物 乳・幼

9 おやつトランポリン
大塚 健太/文
小池 壮太/絵

白泉社 21×21㎝ 1000050402073 食べ物 乳・幼 手遊びうた

10 サンドイッチでんしゃ いりやま　さとし／作・絵 ひさかたチャイルド 22㎝ 1000050382442 食べ物・ユーモア 乳・幼

11 だんごむしコーロコロ 海野 あした／[作] アルファポリス 21×21cm 1000050431610 動物・くりかえし・自然 乳・幼

12 パ・パ・パ・パパジャマ
石津 ちひろ／文
布川　愛子／絵

のら書店 18×19cm 1000050432532 生活 乳・幼

13 バスごっこ　てあそびうたえほん 香山　美子／詞 世界文化ワンダークリエイト 19ｃｍ 1000050375499 参加型　　歌（わらべうた） 乳・幼

14 いろどろぼう 中垣　ゆたか／作・絵 金の星社 25cm 1000050410946 参加型 幼

15 おおきなかべがあったとさ
サトシン／文
広瀬　克也／絵

文渓堂 27㎝ 1000050420029 くりかえし・成長 幼

令和３年に出版された　おはなし会に向く本
※五十音順
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番号 書名 著者名 出版社 大きさ タイトルコード テーマ 対象年齢 備考

16 おじさんのぼうしはどこいった?
ジョアン・L.ノドセット／ぶん
フリッツ・シーベル／え
やすだ　ふゆこ／やく

出版ワークス 18×26cm 1000050429440 動物・くりかえし 幼

17 おせんべいわれた 岡田 よしたか/著 出版ワークス 25㎝ 1000050386689 くりかえし・ユーモア 幼

18 おふくさんのてるてるぼうず 服部　美法／ぶん・え 大日本図書 21×25㎝ 1000050407768 生活・歌（わらべうた） 幼

19 おもち
 彦坂 有紀／さく
もりもと　いずみ／さく

福音館書店  22cm 1000050451506 食べ物 幼

20 かける はらぺこめがね/著 佼成出版社 25cm 1000050373953 食べ物 幼

21 キツネくんとツルくん 木坂 涼／作 PHP研究所 26cm 1000050432932 友達 幼

22 きつねのぱんとねこのぱん
小沢 正／作
長 新太／絵

 世界文化ワンダークリエイト  31cm 1000050442595 友達・食べ物・動物・ユーモア 幼

23 くまがうえにのぼったら アヤ井 アキコ／作 ブロンズ新社 28cm 1000050430762 動物・自然 幼

24 ここからおいしいよかんがするよ たな/え・ぶん パイインターナショナル 18×２０cm 1000050442737 食べ物・くりかえし・家族 幼

25 ゴリラさんは 北村 裕花／作 講談社 27cm 1000050439583 食べ物・動物・友達 幼

26 じはんきくん おおい　じゅんこ／作・絵 教育画劇 19×19㎝ 1000050422550 くりかえし・友達・動物 幼

27 しましましましょ 北村　人／作 小学館 19×24㎝ 1000050414936 くりかえし・オノマトペ 幼

28 たいそうするよ 高畠 純／作・装丁 光村教育図書 21×21㎝ 1000050446190 動物・くりかえし・参加型 幼

29 たいやきのちから  みやじ ひろこ／さく 文芸社 27㎝ 1000050440627 家族・食べ物 幼

30 つくろう！つくろう！おべんとう
若菜 ひとし／作
若菜 きよこ/作

ひさかたチャイルド 22㎝ 1000050401928 食べ物 幼

31 ともだちのいろ きくちちき／作・絵 小峰書店 24×24㎝ 1000050436455 動物・くりかえし・友達 幼
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番号 書名 著者名 出版社 大きさ タイトルコード テーマ 対象年齢 備考

32 どろんこおばけになりたいな
内田 麟太郎/作
石井 聖岳/絵

童心社 21×23㎝ 1000050408794 生活 幼

33 なぁなぁ、あそぼ～！ さいとう しのぶ/作 岩崎書店 27㎝ 1000050399059 動物 幼

34 なんだかたのしそう 古内　ヨシ／作 絵本館 ２７㎝ 1000050413981 くりかえし 幼

35 ねたふりゆうちゃん 阿部　結／著 白泉社 27㎝ 1000050387983 生活・成長 幼

36 ねむたくないせんにん ナカオ マサトシ／作 佼成出版社 25cm 1000050432786 ユーモア 幼

37 バルバルさん　きょうはこどもデー
乾　栄里子／文
西村　敏雄／絵

福音館書店 27㎝ 1000050388545 生活・動物 幼

38 ぶくぶくざばあ 新井　洋行／作 講談社 20×20㎝ 1000050441225 くりかえし・参加型 幼

39 へんしんへんしんフルーツポンチ 山内　祐司／さく ほるぷ出版 25×25㎝ 1000050413679 くりかえし・食べ物 幼

40 ポッポポーン たまむらさちこ／著 白泉社 25㎝ 1000050432546 食べ物 幼

41 マスクをとったら いりやま さとし/作 講談社 １９×19㎝ 1000050375369 くりかえし・動物・ユーモア 幼

42 まってました
もとした いづみ/文
石井　聖岳／絵

講談社 27㎝ 1000050392405 くりかえし・家族 幼

43 まよなかのトイレ まるやま あやこ/さく 福音館書店 27㎝ 1000050398618 生活・成長 幼

44 まるのみへび
花田　鳩子／ぶん
植垣　歩子／え

大日本図書 26㎝ 1000050403114 くりかえし 幼

45 みち さいとう しのぶ／作・絵 ひさかたチャイルド 24㎝ 1000050382379 想像・ユーモア 幼

46 むかしむかしあるところに子ヤギが
ダン・リチャーズ／ぶん
エリック・バークレー／え
おがわ　ひとみ／やく

評論社 29㎝ 1000050422354 家族・ユーモア 幼

47 むぎゅーっ 中田 スミ粉／さく・え みらいパブリッシング 27㎝ 1000050420946 生活 幼

48 むしゃむしゃたべたらおいしいぞ みやにし　たつや／作・絵 鈴木出版 ２１×２８㎝ 1000050394122 ユーモア　食べ物 幼
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49 書名 著者名 出版社 大きさ タイトルコード テーマ 対象年齢 備考

50 めがねがね tupera tupera／さく ひさかたチャイルド 24㎝ 1000050390255 くりかえし・参加型・ユーモア 幼

51 もしかして…
クリス・ホートン／作 
木坂　涼／訳

BL出版 27㎝ 1000050380438 動物・くりかえし 幼

52 ものおもう 新井 洋行/作 アルファポリス 27㎝ 1000050401259 くりかえし・生活・想像・ユーモア 幼

53 ももたろう ヒョーゴノスケ/著 マイナビ 21×21㎝ 1000050410286 昔話 幼

54 いっしょだねいっしょだよ きむら だいすけ／作 講談社 21×21㎝ 1000050450029 家族・動物 幼・低

55 ウッソースやきそば ささき みお/作・絵 ひさかたチャイルド 25㎝ 1000050399070 食べ物・ユーモア 幼・低

56 おにのおふろや
苅田 澄子/作
りとう　ようい／絵

鈴木出版 27㎝ 1000050373851 生活・ユーモア 幼・低

57 おばあちゃんのたからもの
シモーナ・チラオロ／作
福本　友美子／訳

光村教育図書 27㎝ 1000050387166 家族　命 幼・低

58 かいぞくタコせんちょう
二宮由紀子／文
市原　淳／絵

KADOKAWA 26㎝ 1000050390240 友達 幼・低

59 キリンのなやみごと
ジョリ・ジョン／さく
レイン・スミス／え
岡野　佳／やく

化学同人 29㎝ 1000050434040 動物・友達 幼・低

60 くまちゃんがちいさくなっちゃった
トム・エリヤン／文
ジェーン・マッセイ／絵
なかがわ　ちひろ／訳

光村教育図書 26×26㎝ 1000050396158 成長・友達 幼・低

61 チーターじまんのてんてんは みやけ　ゆま／作 BL出版 27㎝ 1000050408847 動物・くりかえし・ユーモア 幼・低

62 チリンでんしゃ
大原　悦子／文
村田　エミコ／絵

福音館書店 27㎝ 1000050441098 動物・ユーモア 幼・低

63 デリバリーぶた 加藤　休ミ／作 偕成社 27㎝ 1000050414912 食べ物・ユーモア 幼・低

64 でんしゃとしょかん
深山 さくら/文
はせがわ　かこ／絵

文研出版 22×27㎝ 1000050394121 生活 幼・低

65 どせいじんくん 岡田 よしたか／著 出版ワークス 25㎝ 1000050429442 友達・ユーモア 幼・低

66 ねこおばさんニンジャ マスダフミコ／作 新日本出版社 26㎝ 1000050437718 ユーモア 幼・低
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67 書名 著者名 出版社 大きさ タイトルコード テーマ 対象年齢 備考

68 ぱくぱくはんぶん
渡辺　鉄太／ぶん
南　伸坊／え

福音館書店 20×27㎝ 1000050381021 くりかえし・食べ物 幼・低

69 バスにのるひ
はせがわさとみ／作
nakaban／絵

絵本塾出版 27㎝ 1000050453477 動物・成長 幼・低

70 はりねずみのおいしゃさんとおばけのこ ふくざわ ゆみこ/作 世界文化ワンダークリエイト 27㎝ 1000050386920 動物・友達 幼・低

71 ピンクはおとこのこのいろ
ロブ　パールマン／文
イダ　カバン／絵
ロバート　キャンベル／訳

KADOKAWA 24×25㎝ 1000050451124 友達 幼・低

72 ペロペロおさらくん まるやま なお/著 みらいパブリッシング 27㎝ 1000050451812 食べ物・生活 幼・低

73 ぼくのバス
バイロン・バートン/作・絵
いとう　ひろし／訳

徳間書店 23×23㎝ 1000050408578 くりかえし・生活 幼・低

74 やっぱりじゃない！ チョー　ヒカル／作 フレーベル館 24㎝ 1000050451582 参加型、食べ物、ユーモア、想像 幼・低

75 夜をあるく
 マリー・ドルレアン／作
よしい　かずみ／絵

BL出版  28㎝ 1000050449139 探検・自然 幼・低

76 わたしのかみがた 樋勝　朋巳／作 ブロンズ新社 22㎝ 1000050413432 ユーモア 幼・低

77 アヒルかも！ウサギかも！
エイミー・クラウス・ローゼンタール／著

トム・トムリヒテンヘルド／著
せきね　みつひろ／訳

光文社 24×24㎝ 1000050386778 参加型　ユーモア　想像 低

78 石ころのスープ
ジュディス・マリカ・リバーマン／文

ゼイネップ・オザタライ／絵
こだま　ともこ／訳

光村出版図書 27㎝ 1000050436490 食べ物・ユーモア 低

79 おおきなトラとシカのはんぶんくん
バーニス・フランケル／さく
レナード・ワイスガード／え
こみや　ゆう／やく

好学社 28㎝ 1000050449514 動物・成長 低

80 サボテンにハグなんてしない
カーター・グッドリッチ／作
橋本　あゆみ／訳

化学同人 26×26㎝ 1000050441287 友達・成長 低

81 さるじぞう
大黒 みほ/再話
斎藤　隆夫／絵

あすなろ書房 26×26㎝ 1000050395050 昔話・ユーモア 低

82 しらすどん 最勝寺 朋子／作・絵 岩崎書店 27㎝ 1000050422104 食べ物 低 怖いと感じる場合があり

83 たぬきのおまじない
おおなり　修司／文
丸山　誠司／絵

絵本館 28㎝ 1000050373635 動物・ユーモア 低

84 とっています 市原　淳／作 世界文化ワンダークリエイト 18×18㎝ 1000050374142 オノマトペ・ユーモア 低
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85 書名 著者名 出版社 大きさ タイトルコード テーマ 対象年齢 備考

86 ひー りとう ようい/作・絵 鈴木出版 21×28㎝ 1000050401269 動物・ユーモア 低

87 オノモロンボンガ
アルベナ・イヴァノヴィッチ＝レア／再話

二コラ・トレーヴ／絵
さくま　ゆみこ／訳

光村出版図書 24×24㎝ 1000050436500 動物・昔話 低・中

88 はげたかのオーランドー
トミー・ウンゲラー／さく
こみや　ゆう／やく

好学社 27㎝ 1000050416712 動物 低・中

89 ぼくはひとりで
フン・グエン・クアン／作・絵
フイン・キム・リエン／作・絵

冨山房インターナショナル 26×26㎝ 1000050400112 生活・自然 低・中

90 ほんやねこ 石川えりこ／作 講談社 30㎝ 1000050443161 動物・ユーモア 低・中

91 わらしべちょうじゃ いもとようこ／文・絵 金の星社 29㎝ 1000050444382 昔話 低・中

92 いぬのせんせい
ジェーン・グドール／作
ジェリー・リッティ／絵
ふしみ　みさを／訳

グランまま社 30㎝ 1000050375126 命 中・高

93 うそ
谷川　俊太郎／詩
中山　信一／絵

主婦の友社 25㎝ 1000050396502 成長 高

94 ＜きもち＞はなにをしているの？
ティナ・オジェヴィッツ／作
アレクサンドラ・ザヨンツ／絵
森　絵都／訳

河出書房新社 25㎝ 1000050453182 成長 高

＜季節：春＞

番号 書名 著者名 出版社 大きさ タイトルコード テーマ 対象年齢 備考

1 ねずみくんのピッピッピクニック
なかえ よしを/作
上野 紀子/絵

ポプラ社 25㎝ 1000050397891 動物・くりかえし 幼

2 まーるいまーるい せな　けいこ/作・絵 金の星社 21×29㎝ 1000050426561 ユーモア 幼

3 おにぎり！
石津　ちひろ／文
村上　康成／絵

小峰書店 27㎝ 1000050384414 家族・食べ物 幼・低

4 さくららら
升井　純子／文
小寺　卓矢／写真

アリス館 29㎝ 1000050392356 自然 幼・低

5 きたきつねとはるのいのち 手島　圭三郎／絵・文 絵本塾出版 31㎝ 1000050398397 動物・命 低
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＜季節：夏＞

番号 書名 著者名 出版社 大きさ タイトルコード テーマ 対象年齢 備考

1 うみべのくまちゃん
シャーリー・パレントー/ぶん
デイヴィッド・ウォーカー/え
福本 友美子/やく

岩崎書店 23×27㎝ 1000050414884 動物 幼

2 すいかのたね
グレッグ・ピゾーリ／作
みやさか　ひろみ／訳

こぐま社 24㎝ 1000050411907 食べ物 幼

3 お化けの猛暑日 川端　誠／作 BL出版 29㎝ 1000050418591 おばけ 幼・低

4 スイカワンときもだめし 澤野　秋文／作 世界文化ワンダークリエイト 28㎝ 1000050414886 おばけ・ユーモア 幼・低

5 ナキウサギの山 本田　哲也／作 偕成社 27㎝ 1000050413858 命・自然 中

＜季節：秋＞

番号 書名 著者名 出版社 大きさ タイトルコード テーマ 対象年齢 備考

1 ふかふか おの　かつこ／さく・え 国土社 25㎝ 1000050410847 家族・動物 乳・幼

2 おばけくんのハロウィン 新井　洋行／作・絵 KADOKAWA 21×22㎝ 1000050435756 行事 幼

3 おばけのキルト
リール・ネイソン／文
バイロン・エッゲンシュワイラー／絵
石井　睦美／訳

光村教育図書 29㎝ 1000050431144 行事・おばけ 幼・低 ハロウィン

4 こうさぎとおちばおくりのうた
わたり むつこ／文
でくね　いく／絵

のら書店 26㎝ 1000050442871 行事・動物・自然 幼・低 あきまつり

5 よあけ あべ弘士／作 偕成社 26×26㎝ 1000050440603 自然・動物 幼・低
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＜季節：冬＞

番号 書名 著者名 出版社 大きさ タイトルコード テーマ 対象年齢 備考

1 じゅうにしどこいくの？
すとう あさえ／さく
おくはら　ゆめ／え

ほるぷ出版 19×19㎝ 1000050449400 行事 幼

2 だれかのプレゼント 谷口 智則／著 文溪堂 28㎝ 1000050449341 行事 幼

3 つばきレストラン おおたぐろ まり/さく 福音館書店 21×24㎝ 1000050374158 自然・動物・食べ物 幼

4 とうみんホテルグッスリドーゾ かめおかあきこ／作 岩崎書店 29㎝ 1000050442843 動物 幼

5 はらぺこサンタのクリスマス はらぺこめがね／作  ほるぷ出版 22×28㎝ 1000050444651 食べ物 幼

6 うちにパンダがいるよ
唐 亜明／作
高畠　純／絵

 偕成社  27㎝ 1000050443488 動物 幼・低

7 あかいてぶくろ
林　木林／文
岡田　千晶／絵

小峰書店 28㎝ 1000050444919 動物 低・中

8 メンドリと赤いてぶくろ
安東　みきえ／作
村尾　亘／絵

KADOKAWA 26㎝ 1000050449324 成長 低・中
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