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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２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。 



令和2年出版　おはなし会に向く本

＜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 たまちゃんとしっぽ カズコ G.ストーン／さく 童心社 21cm 1000050314068 動物 乳

2 どてっ 田口 麻由／作　布川 愛子／絵 エンブックス 20×20cm 1000050352008 オノマトペ 乳

3 どこどこかわいい たなか しん／作・絵 KADOKAWA 18×18cm 1000050335443 動物・ くりかえし 乳

4 おとなりさん 木坂 涼／文 講談社 19×19cm 1000050303165 参加型・くりかえし 乳

5 おひさまでるよ 齋藤 槇／さく ほるぷ社 19×19cm 1000050310043 生活・くりかえし 乳

6 けんけんぱっ にご まりこ／作 福音館書店 20cm 1000050314913 動物・ くりかえし 乳

7 いっぱいあるよ！ごはんどれたべる？ てづか あけみ／作 偕成社 18×18cm 1000050364840 参加型・生活・くりかえし 乳 №7、8シリーズ

8 いっぱいあるよ！おでかけどれにする？ てづか あけみ／作 偕成社 18×18cm 1000050364848 参加型・食べ物・くりかえし 乳 №7、8シリーズ

9 おさんぽ 前田　まゆみ／さく・え 主婦の友社 20cm 1000050305297 生活・ 動物・自然 乳

10 おふろにはいろ　あかちゃんととととと 三浦 太郎／さく・え 童心社 18×18cm 1000050340927 生活・くりかえし 乳 №10、11シリーズ

11 ぼうしかぶって　あかちゃんととととと 三浦 太郎／さく・え 童心社 18×18cm 1000050340925 生活・くりかえし 乳 №10、11シリーズ

12 ねこはすっぽり 石津 ちひろ／文　松田　奈那子／絵　 こぐま社 20×22cm 1000050351664 動物 乳・幼

13 だれかなぁ？ みやにし たつや／作・絵 鈴木出版 23cm 1000050343110 動物・想像 乳・幼

14 はじまるよはじまるよ とよた かずひこ／作 世界文化社 22cm 1000050295306 歌（わらべうた）・参加型 乳・幼
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令和2年出版　おはなし会に向く本

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

15 おんなじだあれ？ しもかわら ゆみ／作 あかね書房 22×23cm 1000050305390 参加型・動物 乳・幼

16 パンダオリンピックたいそう いりやま さとし／作 講談社 21×21cm 1000050316888 行事・参加型 乳・幼

17 いろいろおてつだい えがしら みちこ／作 小学館 21×21cm 1000050299030 生活 乳・幼

18 ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅう げんいちろう／さく 福音館書店 22cm 1000050341296 生活 乳・幼

19 ひっひっひくしょーん たあ先生／作 KADOKAWA 20×20cm 1000050344811 くりかえし 乳・幼

20 モンスターれっしゃシューシュー
鈴木　翼／文・原案　福田　翔／原案
かげやま　しゅん／絵

世界文化ワンダー
クリエイト 20cm 1000050343209 くりかえし 乳・幼

21 な～んだ？ ヒド・ファン・ヘネヒテン／文・絵
パイインター
ナショナル

19×19cm 1000050320053 参加型 乳・幼

22 はっけよーい ケロポンズ／作 ポプラ社 21×21cm 1000050301353 参加型・くりかえし 乳・幼

23 ガチャガチャぽん!
ナカオ マサトシ／ぶん 
 森 あさ子／え

マイクロマガジン社 25cm 1000050353630 参加型・くりかえし 乳・幼

24 あのほん ひぐち みちこ／作 こぐま社 20×25cm 1000050296977 参加型・くりかえし 乳・幼

25 ねえねえあのね しもかわら ゆみ／作 講談社 22×23cm 1000050295121 動物・くりかえし 乳・幼

26 わんわんバス
きむら　ゆういち／さく
エム　ナマエ／え

新日本出版社 18×18cm 1000050331217 動物・くりかえし 乳・幼

27 もりのおふとん 西村 敏雄／さく 福音館書店 22cm 1000050350250 動物・くりかえし 乳・幼

28 どすこーい 山岡 ひかる／作 アリス館 20cm 1000050346810 ユーモア・くりかえし 乳・ 幼

29 はんぶんこ 多田 ヒロシ／作 こぐま社 21cm 1000050346759 食べ物・くりかえし 乳・幼

30 みかんおいしくなーれ 矢野 アケミ／さく 大日本図書 20×20cm 1000050357292 食べ物・ユーモア 乳・幼
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令和2年出版　おはなし会に向く本

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

31 しゅっぱーつ
きむら　ゆういち／さく
エム　ナマエ／え

新日本出版社 18×18cm 1000050313576 くりかえし・探検 乳・幼

32 えだまめ　語りかけ絵本 こが　ようこ／ぶん・え 大日本図書 21×21cm 1000050315389 参加型・食べ物 乳・幼

33
ばけばけばけばけばけたくん
おかしの巻

岩田　明子／ぶん・え 大日本図書 26cm 1000050326774 ユーモア 乳・幼

34 あくびしてるのだーれ？
穂高　順也／作
サトウ　マサノリ／絵

岩崎書店 22×25cm 1000050296962 くりかえし・参加型・動物 乳～低 №34～36シリーズ

35 あしあし だーれ？
穂高　順也／作
サトウ　マサノリ／絵

岩崎書店 22×25cm 1000050296967 くりかえし・参加型・動物 乳～低 №34～36シリーズ

36 くちばしだーれ？ 穂高　順也／作 岩崎書店 22×25cm 1000050294391 くりかえし・参加型・動物 乳～低 №34～36シリーズ

37 こんたのさかなつり 田中 友佳子／作・絵 徳間書店 31cm 1000050335649 おばけ 幼

38 きえるあひる なつめ よしかず／さく 福音館書店 22ｃｍ 1000050299025 家族・動物 幼

39 きょうりゅうたちもほんがよめるよ
ジェイン・ヨーレン／文
マーク・ティーグ／絵

小峰書店 31cm 1000050345529 くりかえし 幼

40 なにしてるの？ 鈴木 まもる／作 ポプラ社 18×19cm 1000050357269 くりかえし 幼

41 ひょうたんとかえる  西條　八十／作 鈴木出版 23cm 1000050336617 くりかえし 幼

42 あめかっぱ むらかみ さおり／作 偕成社 26cm 1000050317894 自然・おばけ 幼

43 くつしたどろぼう
さはら ゆうき／ぶん
もりの みさこ／え

マイルスタッフ 25cm 1000050367286 生活 幼

44 しんかんせん！ 穂村 弘／ぶん　長谷川　朗／え くもん出版 27cm 1000050360834 生活 幼

45 いろんなでんしゃはっしゃしまーす 岡本 雄司／作 アリス館 24cm 1000050287632 生活・くりかえし 幼

46 あかいしろくま 柴田 ケイコ／作・絵 PHP研究所 24×24cm 1000050323923 食べ物 幼
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令和2年出版　おはなし会に向く本

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

47 うどんできた! 加藤 休ミ／作 福音館書店 24cm 1000050317882 食べ物 幼

48 ふかふかぽん！
若菜 ひとし／作
若菜 きよこ／絵

ひさかたチャイルド 22cm 1000050300435 食べ物 幼

49 くいしんぼうのマルチェロふしぎなエプロン
大塚 ミク／作
オオノ マユミ／絵

出版ワークス 21×21cm 1000050311203 食べ物・くりかえし 幼

50 どきどきオムライス 苅田 澄子／作　ドーリー／絵 鈴木出版 21×28cm 1000050343088 食べ物・動物 幼

51 あばれネコ キューライス／さく・え KADOKAWA 27cm 1000050346821 動物 幼

52 おやすみなさいどうぶつたち ケイト・プレンダーガスト／さく 潮出版社 26×26cm 1000050360557 動物 幼

53 うさぎがいっぱい リチャード・スキャリー／さく 好学社 21×21cm 1000050300712 動物 幼

54 とかげくんのしっぽ ツク之助／さく イースト・プレス 24cm 1000050311191 動物 幼

55 ねこはるすばん 町田 尚子／作 ほるぷ出版 27cm 1000050343195 動物 幼

56 でんにゃ
大塚　健太／作
柴田　ケイコ／絵

パイインター
ナショナル

26cm 1000050311352 動物・ユーモア 幼

57 りんごりんごろりんごろりん ひだの かな代／著 みらいパブリッシング 22×22cm 1000050286640 動物・ユーモア・くりかえし 幼

58 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 26cm 1000050352473 動物・ユーモア・くりかえし 幼

59 ぱぱんがパン！ 柴田 ケイコ／作 アリス館 25cm 1000050304443 ユーモア・くりかえし 幼

60 おならしたのだぁれ？ 加納　徳博／著
サンクチュアリ
出版

17×18cm 1000050335154 ユーモア 幼

61
すみっこのかくれんぼ
れいぞうこのよこのおく

うえだ しげこ／作 絵 教育画劇 19×24cm 1000050357509 ユーモア 幼

62 スナックだいさくせん! テリー・ボーダー／作 岩崎書店 26cm 1000050314922 ユーモア 幼
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令和2年出版　おはなし会に向く本

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

63 ブウさん、だいじょうぶ？ バレリー・ゴルバチョフ／作 山烋 29cm 1000050341145 友達 幼

64 やっこさんのけんか 殿内 真帆／作・絵 フレーベル館 22×22cm 1000050352050 友達 幼

65 ボール、みいつけた！ 宮野 聡子／著 ハッピーオウル社 23cm 1000050348200 友達・動物 幼

66 ごんべえだぬき 川端 誠／作・絵 KADOKAWA 31cm 1000050297061 ユーモア 幼・低

67 ヒゲタさん 山西 ゲンイチ／作・絵 徳間書店 27cm 1000050319758 ユーモア 幼・低

68 もりねこ
くさか　みなこ／文
品田　紗桜里／絵

文研出版 27cm 1000050355395 友達・動物 幼・低

69 ぼくのカメはどこ？
バーバラ・ポットナー／文
ブルーク・ボイントン・ヒューズ／絵

岩崎書店 28cm 1000050344424 友達・動物 幼・低

70 おくりもの 豊福 まきこ／作 BL出版 27cm 1000050300706 友達・動物 幼・低

71 ねこになっちゃった
角野　栄子／作
よしむら　めぐ／絵

小学館 21×21cm 1000050331163 動物 幼・低

72 あっごきぶりだ！ 塚本 やすし／作 ポプラ社 26ｃｍ 1000050341108 家族・ ユーモア 幼・ 低

73 ウォッシュバーンさんがいえからでない１３のりゆう 中川 ひろたか／作 文溪堂 27cm 1000050283444 くりかえし・ユーモア 幼・低

74 ふーってして 松田 奈那子／作 KADOKAWA 22×22cm 1000050327195 参加型・くりかえし 幼・低

75 はかせのふしぎなプール 中村 至男／さく 福音館書店 27cm 1000050317877 参加型・くりかえし・想像 幼・低

76 おかあさんは「なんでだろう」とおもっています 岡田 まゆみ／さくえ 三恵社 21×21cm 1000050328865 生活・ユーモア 幼・低

77 きょうりゅうたちのおーっとあぶない ジェイン・ヨーレン／文 小峰書店 31cm 1000050301199 生活・ユーモア 幼・低

78 こんにちは！わたしのえ はた こうしろう／作 ぽるぷ出版 25cm 1000050330910 成長・想像 幼・低
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令和2年出版　おはなし会に向く本

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

79 えんぴつとケシゴム
カレン・キルパトリック／文
ルイス・Ｏ・ラモス・ジュニア／文
ヘルマン・ブランコ／絵

KADOKAWA 22×28cm 1000050300992 想像 幼・低

80 みそしるをつくる 高山 なおみ／文　長野 陽一／写真 ブロンズ新社 22cm 1000050360362 食べ物 幼・低 №80、81シリーズ

81 おにぎりをつくる 高山 なおみ／文　長野 陽一／写真 ブロンズ新社 22cm 1000050283075 食べ物 幼・低 №80、81シリーズ

82 ああ、アジのひらきがたべたい！ かねまつ すみれ／作　青山 友美／絵 文研出版 27cm 1000050363026 食べ物・動物 幼・低

83 おとうふ ２ちょう
くろだ かおる／さく
たけがみ たえ／え

ポプラ社 27cm 1000050342633 食べ物・ユーモア 幼・低

84 きんぴらきょうだい
苅田 澄子／文
大島 妙子／絵

講談社 27cm 1000050321903 食べ物・ユーモア 幼・低

85 はしのうえのおおかみ 奈街 三郎／作　花之内 雅吉／絵 鈴木出版 21×28cm 1000050359018 動物・成長 幼・低

86 スキップスキップ あまん きみこ／作 ひさかたチャイルド 25cm 1000050294676 友達・くりかえし 幼・低

87 九色のしか
リン　シュウスイ／文
リャオ　ジャンホン／絵

廣済堂あかつき 22×30cm 1000050314919 昔話 幼～中

88 ゆめみるへや
ヤン　ホンイン／文
エレーヌ　ルヌヴー／絵

樹立社 24×24cm 1000050314073 自然 幼～高

89 これがぼくらにぴったり！
アン・ローズ／さく
アーノルド・ノーベル／え

好学社 19×21cm 1000050338771 くりかえし 低

90 カールはなにをしているの？ デボラ・フリードマン／作 BL出版 30cm 1000050332523 動物・自然 低

91 ありがとう、アーモ！ オーゲ・モーラ／文・絵 鈴木出版 29cm 1000050340725 食べ物 低

92 うしとざん 高畠 那生／作 小学館 27cm 1000050368841 ユーモア 低

93 ほうひてんしきへひりのぷうう
山崎 朋絵／作
山崎 克己／絵

鈴木出版 21×28cm 1000050329356 ユーモア 低

94 レミーさんのひきだし
斉藤 倫／作　うさまる／作
くらはし れい／絵

小学館 28cm 1000050357324 生活 低～高
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令和2年出版　おはなし会に向く本

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

95 トゥクパをたべよう
プラバ・ラム＆シーラ・プルイッ
ト／ぶん　シルパ・ラナデ／え

イマジネイション
・プラス 24×24cm 1000050348556 食べ物 低～高

96 かけだしたイス サトシン／作　ドーリー／絵 あわわ 25cm 1000050363186 ユーモア 低～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 ぼくのうた、なんだっけ? ヘンドリック・ヨナス／作 絵 　  偕成社 23cm 1000050314665 動物・くりかえし 幼

＜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 なつのおとみつけた みやじま みほこ／さく・え みらいパブリッシング 27cm 1000050286643 生活 幼

2 やたいのおやつ  ふじもと のりこ／作・絵 鈴木出版 23cm 1000050311524 食べ物 幼

3 きんぎょ 山本 久美子／さく・え ひだまり舎 30cm 1000050341602 行事・動物 幼・低 おまつり

4 まっている。 村上 康成／作 講談社 27cm 1000050329417 自然 幼・低

5 カメレオンのかきごおりや 谷口 智則／作 アリス館 27cm 1000050329246 命・想像 低・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 かぼちゃのだいおう おおい じゅんこ／作 ほるぷ出版 19×19cm 1000050337597 行事 乳・幼 ハロウィン

2 まほうのハッピーハロウィン 石津 ちひろ／文　岡田 千晶／絵 ブロンズ新社 28cm 1000050339103 行事 乳・幼 ハロウィン

3 すずめのうんどうぼうしつくります
西本 鶏介／作
黒井 健／絵

金の星社 27cm 1000050357327 行事・動物 幼・低 運動会

7 ページ
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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 ウィルとふゆのおきゃくさん
リンダ・アシュマン／文
チャック・グルニンク／絵

光村教育図書 25cm 1000050348336 動物 幼

2 こたつうし
かわまた ねね／作
長谷川 義史／絵

世界文化
ワンダークリエイト 25×25cm 1000050357148 ユーモア 幼

3 もうふちゃん
くさか みなこ／作
よしむら めぐ／絵

小学館 28cm 1000050351719 友達・生活・動物 幼

4 とっくんトラックゆきのひにぶぶー いわむら かずお／作・絵 ひさかたチャイルド 25×25cm 1000050358657 友達・動物 幼

5 クリスマス・イブのねがいごと
トレーシー・コーデュロイ／作
サラ・マッシーニ／絵

岩崎書店 26×28cm 1000050355391 行事・友達 幼・低

6 あかいてぶくろ いりやま さとし／作 講談社 27cm 1000050360980 生活 幼・低

7  ほらふきカールおじさん ロシアのたび 齊藤 洋／文 講談社 26cm  1000050321870 ユーモア 幼・低

8 いろりからでてきたくろいて 西本 鶏介／文　星野 イクミ／絵 鈴木出版 27cm 1000050336616 昔話 低
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