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（１）子どもたちに読ませたい絵本 
 小さい子どもたちに読ませたい、読み聞かせたい絵本を紹介します。人権保育・教育に役立つものです。 

今回紹介する絵本は宝塚の公立幼稚園・認定こども園で活用しているものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野 本の題名 著者 出版社

あなたがうまれたひ デブラ・フレイジャー 福音館

アンジュール ガブリエル・バンサン ＢＬ出版

うまれてきてくれてありがとう にしもとよう 童心社
おじいちゃんのごくらくごくらく 西本鶏介 すずき出版

おじいちゃんわすれないよ ベッテ　ウェステラ 金の星社

おへそのあな 長谷川義史 ＢＬ出版

きみにあえてよかった エリザベス・テール 評論社

くまのこうちょうせんせい こんのひとみ 金の星社

さよならエルマおばあさん 大塚敦子 小学館

ずーっとずっとだいすきだよ ハウス・ウェルヘルム 評論社

千の風になって 新井　満 童心社

のんくんとピク ひょうどうきょう 兵同協

はっぱのフレディ レオ・バスカーリア 童話屋

１００万回生きたねこ 佐野洋子 講談社

まあるいいのち イルカ 小学館

みんなぜんぶいろんな 中川ひろたか ブロンズ社

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 評論社

あすはきっと ドリス・シュワーリン 童話館

あなたがだいすき 鈴木まもる ポプラ社

いつもいっしょに こんのひとみ 金の星社

おおきくなるっていうことは 中川ひろたか 童心社

くろうまブランキー 伊東三郎 福音館

ここがすき きたやまようこ こぐま社

だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし 講談社

だいすきっていいたくて カール・ノラック ほるぷ社

だいすきなあなたへ レイフ・クリスチャンソン 岩崎書店

ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ホルプ社

てぶくろをかいに 新見南吉 ポプラ社

どうぞのいす 香山美子 ひさかたチャイルド

ともだちってだれのこと 岩瀬成子 佼成出版

どんなにきみがすきだかあててごらん サム・マクブラットニィ 評論社
にじいろのさかな （※他シリーズ） マーカス・フィスター 講談社

にじいろのしまうま こやま峰子 金の星社

虹の森のミミっち 森沢明夫 ティーオーエンターテイメント

２ほんの木 エリザベト・ブラミ ひさかたチャイルド

花さき山 斎藤隆介 岩崎書店

ぼくにげちゃうよ ブラウン ほるぷ出版

モチモチの木 斎藤隆介 岩崎書店

ろくべえまってろよ 灰谷健次郎 文研出版

あかちゃん ジョンバーニンガム 冨山房

あかちゃんてね 星川ひろ子 小学館

あなたがとってもかわいい 宮西達也 金の星社

あなたってほんとうにしあわせね！ キャサリ―ン・アンボルト 童話館

いいこって　どんなこ？ ジーン・モデシット 冨山房

いもうとのにゅういん 筒井頼子 福音館

いろいろかぞく トッド・バール フレーベル館

おおかみと七ひきのこやぎ グリム童話 福音館

おおきなかぶ Ａ.トルストイ 福音館

おじいちゃんのおじいちゃんの
おじいちゃんのおじいちゃん

長谷川義史 BL出版

おじいちゃんのまち 野村たかあき 講談社

おたまじゃくしの１０１ちゃん かこさとし 偕成社

おとうさんがおとうさんになった日 長野ヒデ子 童心社

かあさん、わたしのことすき？ バーバラ　ジョシー 偕成社

ギザ耳うさぎ シートン あすなろ書房

こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子 童心社

さんびきのこぶた あかぎかんこ 埼玉福祉会

たつのこたろう 松谷みよ子 ポプラ社

ちょっとだけ 鈴木永子 福音館

ティッチ パットハッチンス 福音館

とべないホタル 小沢昭己 ハート出版

ピーターのいす Eジャックキーツ 偕成社

ぼくがあかちゃんだったとき 浜田桂子 教育画劇

ママがおうちにかえってくる ケイトバンクス 講談社
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分野 本の題名 著者 出版社

きつねのおきゃくさま あまんきみこ サンリード

ちいさいおうち バージニア・リー・バートン 福音館

まっくろネリノ ベルガ・ガルラー 偕成社

いやだ　いやだ せなけいこ ポプラ社

おこだでませんように くすのきしげのり 小学館

おこる 中川ひろたか 金の星社

おもちのきもち かがくいひろし 講談社

かお　ＦＡＣＥＳ おぐまこうじ くもん出版

きもち 谷川俊太郎 福音館

気持ちの本 森田ゆり 童話館

けんかのきもち 柴田愛子 ポプラ社

こうさぎましろのお話 佐々木たづ ポプラ社

コッコさんのともだち 片山健 福音館

さくらいろのランドセル さえぐさひろこ 教育画劇

しょうじき５０円ぶん くすのきしげのり 廣斉堂あかつき

せかいのはてのむこうがわ たなかやすひろ ＢＬ出版

ダメ！ くすのきしげのり 佼成出版社

どんなかお？こんなかお！ ニコラ・スミー 評論社

どんなきもち？ ミース・ファン・ハウト 西村書店

ないた 中川ひろたか 金の星社

ねずみくんのきもち なかえよしを ポプラ社

ハグくまさん ニコラス・オールドランド クレヨンハウス

はやくはやくっていわないで 益田ミリ ミシマ社

やればできるよ　 ランドルフエレン・コンフォード 国土社

ゆうきをだして！ くすのきしげのり 偕成社

よかったね　ネッドくん レミー・シャーリップ 偕成社

ラチとらいおん マレーク・ベロニカ 福音館

アリーテ姫のぼうけん ダイアナ・コールス 学陽書房

エルマーとローズ デビット・マッキー ＢＬ出版

おにたのぼうし あまんきみこ ポプラ社

しげちゃん 室井滋 童心社

泣いた赤鬼 浜田廣介 小学館

ニコラスどこにいってたの？ レオレオーニ 佑学社

ぼくはまぁくん ひょうどうきょう 兵同協

やさしいおおかみ ペーター・ニックル フレーベル社

りんごかもしれない ヨシタケシンスケ ブロンズ新社

あおくんときいろちゃん レオ・レオー二 至光社

ええところ くすのきしげのり 福音館

おおきくても　ちいさくても エリザベス・ボルヒェルス 偕成社

おかえりなさいスポッティ マーグレット・Ｅ・レイ 文化出版局

かっくんどうしてボクだけしかくいの？ クリスチャン・メルベイユ 講談社

かみさまからのおくりもの ひぐちみちこ こぐま社

ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ 福音館

くれよんのくろくん なかやみわ 童心社

ざっくりぶうぶうがたがたごろろ 神戸淳吉 偕成社

ぞうのエルマー デイビッド・マッキ― ＢＬ出版

どうながのプレッツェル マーグレット・Ｅ・レイ 福音館

ともだち 太田大八 講談社

ともだちっていいな エマ・チチェスター・クラーク 評論社

のろまなローラー 小出正吾 福音館

もりいちばんのおともだち ふくざわゆみこ 福音館

「わたし」科学絵本 谷川俊太郎 福音館

わらって！リッキ ヒド・ファン、ヘネヒテン フレーベル社
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分野 本の題名 著者 出版社

はなのすきなうし マンロー・リーフ 岩波書店

ぼちぼちいこか マイク・セイラ― 偕成社

ありがとうシンシア
介助犬シンちゃんのおはなし

山本由花 講談社

おとうさんといっしょに 青木道代 福音館

おとうさんの手 まはら三桃 講談社

グッドガール　シンシア 寺田　操 大和書房

さっちゃんのまほうのて たばたせいいち 偕成社

たっちゃんぼくがきらいなの さとうとしなお 岩崎書店

つとむくん ひょうどうきょう 兵同協

となりのしげちゃん 星川ひろ子 小学館

どんなかんじかなあ 中山千夏 自由国民社

ペカンの木のぼったよ 白石清春 福音館

ぼくはじっとできない バーバラ　エシャム 岩崎書店

ポケットのないカンガルー エミイ・ペイン 偕成社

みえるとか　みえないとか ヨシタケシンスケ アリス館

もうどうけんドリーナ 土田ヒロミ 福音館

やぁ、すてきななかまたち！ トゥリシア・ブラウン 偕成社

ありのままでいられる社会 渡辺大輔 ポプラ社

イリスのたんじょうび がりーど　ちえこ 文芸社

いろいろいろんな家族のほん メアリ・ホフマン 少年写真新聞社

王さまと王さま リンダ・ハーン ポット出版

くまのトーマスはおんなのこ ジェシカ　ウォルトン ポット出版

くりちゃんのふしぎながっき はぎいわむつみ 集英社

こんなのへんかな 村瀬幸浩 大月書店

じぶんをいきるためのるーる ippo 解放出版社

たまごちゃん、たびにでる フランチェスカ・パルディ イタリア会館・福岡

タンタンタンゴはパパふたり ジャスティンリチャードソン ポット出版

にじいろのしあわせ マーロン・ブンド 岩崎書店

ピンクがすきってきめないで ナタリー・オンス 講談社

マチルダとふたりのパパ メル・エリオット 岩崎書店

りつとにじのたね ながみつ　まき リーブル出版

レインボーkids 手丸かのこ 子どもの未来社

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 子どもの未来社

わたしは　あかねこ サトシン 文渓堂

かわいそうなぞう 土家由岐雄 金の星社

チロヌップのきつね 高橋宏幸 金の星社

とびうおのぼうやはびょうきです いぬい　とみこ 金の星社

にじ ジークフリード・Ｐ・ルプレヒト らんか社

ピースブック トッド・パール 童心社

ひろしまのピカ 丸木　俊 小峰書店

まちんと 松谷みよ子 偕成社

六人の男たち‐なぜ戦争をするのか？ デイビッド・マッキー 偕成社

こんにちは（ニーハオ） ひょうどうきょう 兵同協

せかいいちうつくしいぼくの村 小林　豊 ポプラ社

せかいちずえほん てづかあけみ パイインターナショナル

せかいとであうえほん てづかあけみ パイインターナショナル

せかいのあいさつ 長新太 福音館

せかいのこどもたちのはなし
はがぬけたらどうするの？

セルビー・ピーラー フレーベル館

世界の人々 ピーター・スピアー 評論社

どこにいくの？？To See My Friend! クオン・ユンドウ セーラー出版

マンヒのいえ エリック・カール 童心社

あの子 ひぐち　ともこ 解放出版社

いのちの花 丸木　俊 解放出版社

おたまさんのおかいさん 長谷川義史 解放出版社

ひらがなにっき 長野ヒデ子 解放出版社

ほうすけのひよこ 谷川俊太郎 解放出版社
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分野 本の題名 著者 出版社

あんなになかよしだったのに かさいまりひ ひさかたチャイルド

いっしょならもっといい ルイス・スロボドキン 偕成社

ええやんそのままで トッド・パル 解放出版社

おれはティラノザウルスだ
（※他シリーズ）

宮西達也 ポプラ社

かおかお　どんなかお 柳原良平 こぐま社

きみなんかだいきらいさ ジャニス・メイ・ユードリー 富山房

ごろりんごろん　ころろろろ 香山美子 ひさかたチャイルド

さみしくなかったよ つちだよしはる ＰＨＰ研究所

しんせつなともだち 方軼羣 福音館

せかいにパーレただひとり イェンス・シースゴーン 偕成社

だごだごころころ 石黒ナミ子 福音館

たろうのともだち 村山桂子 福音館

てぶくろ ウクライナ民話 福音館

ともだち 谷川俊太郎 偕成社

ともだち　いいな いもとようこ 岩崎書店

ともだちになろうよ 中川ひろたか アリス館

ともだちほしいな　おおかみくん いもとようこ 岩崎書店

ともだちや （※他シリーズ） 内田麟太郎 偕成社

ともだちやもんな、ぼくら くすのきしげのり えほんの社

とらくんとぼく カザ敬子 西村書店

ひとりじめ 本間正樹 佼成出版

ふたりはともだち（おてがみ） アーノルド・ローベル 文化出版社

ぽんたのじどうはんばいき 加藤ますみ ひさかたチャイルド

あらしのよるに 木村裕一 講談社

いつまでもともだち 新沢としひこ 金の星社

いつもなかよし つちだよしはる あかね書房

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 福音館

スイミー レオ・レオニ 好学社

てんのくぎをうちにいったはりっこ 金沢利子 福音館

へびくん　ぞうくん 森山京 小峰書店

ぼくたちともだち 中川ひろたか アリス館

みんなともだち 中川ひろたか 福音館

みんなともだち 二宮由紀子 教育画劇

やあ、ともだち！(Ｙo! Yes?) クリス・ラシュカ 偕成社

どうぶつむら ひょうどうきょう 兵同協

みんなでやれば ひょうどうきょう 兵同協

にほんちずえほん てづかあけみ パイインターナショナル

まあるいちきゅうのまるいちにち 安野光雅 童話屋

あぶないよ！ フランチェスコ・ピトー ブロンズ新社

とにかくさけんでにげるんだ ベティー・ボガホールド 岩崎書店

おじいさんならできる フィード・ギルマン 福音館

ナマケモノのいる森で ソフィー・ストラディ アノニマ・スタジオ

もったいないばあさん
（※他シリーズ）

真珠まりこ 講談社

やまからにげてきた・ゴミをぽいぽい 田島征三 童心社

いわしくん 菅原たくや 文化出版局

しんでくれた 谷川俊太郎 佼成出版社

たべもののたび かこさとし 童心社

やさいだいすき 柳原良平 こぐま社

やさいのおなか きうちかつ 福音館

木の本 荻原信介 福音館

こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール 福音館

すみれとあり 矢間芳子 福音館

たねがとぶ 甲斐信枝 福音館

たべたのはだれ？ 薮内正幸 童心社

だれだかわかるかい？ 今森光彦 福音館

どんぐりかいぎ こうやすすむ 福音館

はちうえはぼくにまかせて ジーン　ジオン ペンギン社
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