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岐阜県図書館では、大型絵本・大型紙芝居を所蔵しています。広

い会場や複数の子どもたちの前での読み聞かせには、大型絵本をご

活用ください。

このリストにある大型絵本や大型紙芝居は、読み聞かせをされる

個人の方へは個人貸出（おひとり3冊まで）、団体へは団体貸出が

できます。書庫に所蔵していますので、ご利用の際はお気軽にカウ

ンター職員へお尋ねください。

【リストの見方】

●対象年齢や学年はおおよその目安です。同じ絵本でも成長するに

つれて楽しみ方が変わります。

●テーマ欄は、おはなしの内容のキーワードを挙げました。読み聞

かせのプログラムを考える時などにご利用ください。

●テーマ欄に「しかけ」とあるものは、本にしかけがあるものです。



　☆３歳未満の小さなお子さんも楽しめる絵本
請求記号 タイトル 書者名 出版社 テーマ

1 Ｅ１１－ア のっているのはだあれ?　 新井 洋行 偕成社 動物　　乗り物

2 Ｅ１１－ア れいぞうこ 新井 洋行 偕成社 冷蔵庫　食べ物

3 Ｅ１１－イ おめんです いしかわ こうじ 偕成社 しかけ　おめん　動物

4 Ｅ１１－イ おめんです 2 いしかわ こうじ 偕成社 しかけ　おめん　動物

5 Ｅ１１－イ たまごのえほん　 いしかわ こうじ 童心社　 しかけ　たまご　擬音語

6 Ｅ１１－イ ハロウィンのかくれんぼ　 いしかわ こうじ ポプラ社　 しかけ　ハロウィン　英語

7 Ｅ１１－イ クリスマスのかくれんぼ　 いしかわ こうじ ポプラ社　 しかけ　クリスマス　英語

8 Ｅ１１－イ おやおや、おやさい 石津 ちひろ 福音館書店 食べ物　ことばあそび

9 Ｅ１１－カ おしくら・まんじゅう　 かがくい ひろし ブロンズ新社 まんじゅう　ユーモア　冬

10 Ｅ１１－カ おふとんかけたら　 かがくい ひろし ブロンズ新社　 おふとん　ユーモア

11 Ｅ１１－カ だるまさんが かがくい ひろし ブロンズ新社 だるま　ユーモア

12 Ｅ１１－カ だるまさんの かがくい ひろし ブロンズ新社 だるま　ユーモア

13 Ｅ１１－カ だるまさんと かがくい ひろし ブロンズ新社 だるま　ユーモア

14 Ｅ１１－カ ぴっけやまのおならくらべ かさい まり チャイルド本社 動物　ユーモア

15 Ｅ１１－カ たまごのあかちゃん かんざわ としこ 福音館書店 動物　親子　卵　誕生

16 Ｅ１１－キ かばくん 岸田 衿子 福音館書店 動物園　日曜日

17 Ｅ１１－ク あっぷっぷ くすはら 順子 チャイルド本社 わらべ歌　にらめっこ　　

18 Ｅ１１－コ わにわにのおふろ 小風 さち 福音館書店 ワニ　入浴　ユーモア

19 Ｅ１１－コ サンドイッチサンドイッチ 小西 英子 福音館書店 食べ物

20 Ｅ１１－ゴ きんぎょがにげた 五味 太郎 福音館書店 さがし絵　参加型

21 Ｅ１１－サ あぶくたった　 さいとう しのぶ チャイルド本社　 わらべ歌　ねずみ　

22 Ｅ１１－サ おべんとうばこのうた　 さいとう しのぶ チャイルド本社　 かぞえ歌　お弁当

23 Ｅ１１－シ はじめまして 新沢 としひこ 鈴木出版　 あいさつ　英語　

24 Ｅ１１－ス おにのパンツ　 鈴木 博子 チャイルド本社　 あそび歌　おに

25 Ｅ１１－タ わんわんわんわん 高畠 純 理論社 犬　動物　鳴き声

26 Ｅ１１－タ もこもこもこ 谷川 俊太郎 文研出版 ことばあそび

27 Ｅ１１－タ ありとすいか たむら しげる ポプラ社 夏　アリ　ユーモア

28 Ｅ１１－チ ぼくのくれよん 長 新太 講談社 動物　描く　ユーモア　

29 Ｅ１１－ツ いろいろバス　 tupera tupera 大日本図書　 バス・色・ユーモア

30 Ｅ１１－ツ やさいさん　 tupera tupera 学研プラス しかけ　野菜

31 Ｅ１１－ト バルボンさんのおでかけ とよた かずひこ アリス館 ワニ　ユーモア

32 Ｅ１１－ナ ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか 福音館書店 動物　散歩　ユーモア

33 Ｅ１１－ニ もりのおふろ 西村 敏雄 福音館書店 動物　入浴　ユーモア

34 Ｅ１１－フ とんとんとんとんひげじいさん　 藤本 ともひこ チャイルド本社　 手あそび歌　動物

35 Ｅ１１－マ ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社 動物　跳ぶ　参加型

36 Ｅ１１－マ ころわんとしろいくも 間所 ひさこ チャイルド本社 犬　雲　友達

37 Ｅ１１－マ まーだだよ　 間部 香代 鈴木出版　 春　新生活　動物

38 Ｅ２１－モ ころころころ 元永 定正 福音館書店 リズム　玉　色

39 Ｅ１１－ヤ しゅっぱつしんこう 山本 忠敬 福音館書店 電車

40 Ｅ１２－カ はらぺこあおむし　 エリック・カール 偕成社 しかけ　食べ物　変身

41 Ｅ１２－ト おおきなかぶ Ａ・トルストイ 福音館書店 民話　実り　協力

42 Ｅ１２－ボ ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版 誕生日　家族　成長

43 Ｅ１２－ヤ ドアがあいて… エルンスト・ヤンドゥル ほるぷ出版 ドキドキ　おもちゃ

44 Ｅ２１－ゴ みんなうんち 五味 太郎 福音館書店 動物　からだ



　☆幼稚園・保育所などでの読み聞かせに
●年少くらいから楽しめる本

請求記号 タイトル 書者名 出版社 テーマ

45 Ｅ１１－ア うみキリン あきやま ただし 金の星社 渡り鳥　うみキリン　友達

46 Ｅ１１－ア たまごにいちゃん あきやま ただし 鈴木出版 成長　卵　ユーモア

47 Ｅ１１－ア へんしんトンネル あきやま ただし 金の星社 ことばあそび　ユーモア

48 Ｅ１１－イ へびくんのおさんぽ いとう ひろし 鈴木出版 へび　ユーモア

49 Ｅ１１－イ 100かいだてのいえ いわい としお 偕成社 生き物　家　

50 Ｅ１１－イ ちか100かいだてのいえ いわい としお 偕成社 生き物　家　地下

51 Ｅ１１－イ うみの100かいだてのいえ いわい としお 偕成社 生き物　家　海

52 Ｅ１１－イ そらの100かいだてのいえ いわい としお 偕成社 生き物　家　空

53 Ｅ１１－イ もりの100かいだてのいえ　 いわい としお 偕成社 生き物　森　演奏会

54 Ｅ１１－カ だるまちゃんとかみなりちゃん 加古 里子 福音館書店 だるま　友達　かみなり

55 Ｅ１１－カ だるまちゃんとてんぐちゃん 加古 里子 福音館書店 だるま　友達　てんぐ

56 Ｅ１１－キ なにをたべてきたの? 岸田 衿子 佼成出版社 食べ物　色　ブタ

57 Ｅ１１－キ ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村 素子 ポプラ社 恐竜　冒険

58 Ｅ１１－ゴ まどから★おくりもの 五味 太郎 偕成社 しかけ　クリスマス　プレゼント

59 Ｅ１１－シ もったいないばあさん　 真珠 まりこ／作・絵　 講談社 家族　ユーモア　

60 Ｅ１１－ス せんろはつづくどこまでつづく 鈴木 まもる／文・絵　 金の星社　 列車　線路

61 Ｅ１１－セ おばけのてんぷら せな けいこ ポプラ社 ウサギ　おばけ　ユーモア

62 Ｅ１１－セ じゃんけんぽん せな けいこ 鈴木出版 じゃんけん　ユーモア

63 Ｅ１１－ソ はっぱのおうち 征矢 清 福音館書店 雨　虫

64 Ｅ１１－テ あいうえおうさま 寺村 輝夫 理論社 言葉　ユーモア　王様

65 Ｅ１１－ト でんしゃにのって とよた かずひこ アリス館 電車　動物　言葉遊び

66 Ｅ１１－ナ もちづきくん 中川 ひろたか チャイルド本社 しかけ　おもち　ユーモア

67 Ｅ１１－ナ ぐりとぐら なかがわ りえこ 福音館書店 卵　カステラ　歌　

68 Ｅ１１－ナ ぐりとぐらのえんそく 中川 李枝子 福音館書店 遠足　糸　ユーモア　

69 Ｅ１１－ナ ぐりとぐらのおきゃくさま 中川 李枝子 福音館書店 クリスマス　雪

70 Ｅ１１－ナ ねずみくんのチョッキ なかえ よしを ポプラ社 動物　ユーモア

71 Ｅ１１－ニ ぐるんぱのようちえん 西内 みなみ 福音館書店 友達　仕事　感動

72 Ｅ１１－ハ きょだいなきょだいな 長谷川 摂子 福音館書店 不思議　想像力

73 Ｅ１１－マ あめのひのえんそく 間瀬 なおかた チャイルド本社 しかけ　雨　遠足　秋

74 Ｅ１１－マ でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬 なおかた チャイルド本社 しかけ　四季　電車

75 Ｅ１１－マ ドライブにいこう 間瀬 なおかた チャイルド本社 しかけ　車

76 Ｅ１１－マ バスでおでかけ 間瀬 なおかた チャイルド本社 しかけ　バス　冬

77 Ｅ１１－マ ももたろう 松居 直 福音館書店 昔話　冒険

78 Ｅ１１－ミ あなたがとってもかわいい みやにし たつや 金の星社 親子　母親　愛情

79 Ｅ１１－モ ちいさなきいろいかさ にしまき かやこ 金の星社 かさ　雨　動物

80 Ｅ１２－カ パパ、お月さまとって！ エリック・カール 偕成社 しかけ　父親　月

81 Ｅ１２－チ おばけのバーバパパ チゾン＆テイラー 偕成社 家族　変身　

82 Ｅ１２－ノ だいすきっていいたくて カール・ノラック ほるぷ出版 愛情　家族　友達

83 Ｅ１２－バ ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 仲間　冒険

84 Ｅ１２－フ くまのコールテンくん ドン・フリーマン 偕成社 友達　感動

85 Ｅ１２－ブ ぼくにげちゃうよ マーガレット・Ｗ・ブラウン ほるぷ出版 母親　愛情

86 Ｅ１２－ブ 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 福音館書店 昔話　知恵



●年中くらいから楽しめる本

請求記号 タイトル 書者名 出版社 テーマ

87 Ｅ１１－ア おおきなもののすきなおうさま 安野 光雅 メイト ユーモア　

88 Ｅ１１－キ どうぶつしんちょうそくてい 聞かせ屋。けいたろう アリス館 動物　ユーモア

89 Ｅ１１－キ どうぶつたいじゅうそくてい 聞かせ屋。けいたろう アリス館 動物　ユーモア

90 Ｅ１１－キ ９９９ひきのきょうだい 木村 研 チャイルド本社 しかけ　成長　家族

91 Ｅ１１－キ ９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村 研 チャイルド本社 家族　父親　ユーモア

92 Ｅ１１－コ どうぞのいす 香山 美子 チャイルド本社 動物　思いやり　

93 Ｅ１１－ゴ グレート・ワンダーシップへようこそ! 五味 太郎 偕成社 船　ユーモア

94 Ｅ１１－サ もぐらバス　 佐藤 雅彦／原案 偕成社 もぐら　日常生活

95 Ｅ１１－シ バムとケロのにちようび 島田 ゆか 文溪堂 友達　本　ユーモア

96 Ｅ１１－シ バムとケロのそらのたび 島田 ゆか 文溪堂 飛行機　冒険

97 Ｅ１１－シ バムとケロのおかいもの 島田 ゆか 文溪堂 友達　買い物　ユーモア

98 Ｅ１１－シ バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか 文溪堂 友達　冬　ユーモア

99 Ｅ１１－シ バムとケロのもりのこや 島田 ゆか 文溪堂 友達　森　ユーモア

100 Ｅ１１－セ となりのたぬき せな けいこ 鈴木出版 友達　けんか　ユーモア

101 Ｅ１１－ナ そらまめくんのベッド なかや みわ 福音館書店 友達　思いやり　宝物

102 Ｅ１１－ナ そらまめくんのぼくのいちにち なかや みわ 小学館 友達　思いやり

103 Ｅ１１－ナ どんぐりむらのどんぐりえん なかや みわ 学研プラス 幼稚園　どんぐり　友達

104 Ｅ１１－ナ どんぐりむらのぱんやさん　 なかや みわ 学研プラス　 家族　どんぐり　パン屋

105 Ｅ１１－ナ もりもりくまさん 長野 ヒデ子 鈴木出版 くま　リズム　ユーモア

106 Ｅ１１－ハ めっきらもっきらどおんどん 長谷川 摂子 福音館書店 おばけ　冒険

107 Ｅ１１－ハ なつのいちにち はた こうしろう 偕成社 夏　夏休み　虫とり　少年

108 Ｅ１１－フ いただきバス 藤本 ともひこ 鈴木出版 ねずみ　バス　ユーモア

109 Ｅ１１－フ いもほりバス 藤本 ともひこ 鈴木出版 ねずみ　いもほり　ユーモア

110 Ｅ１１－フ たなばたバス 藤本 ともひこ 鈴木出版 七夕　夏　ユーモア

111 Ｅ１１－ミ きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西 達也 鈴木出版 おおかみ　ユーモア

112 Ｅ１１－ミ にゃーご 宮西 達也 鈴木出版 ねずみ　ねこ　ユーモア

113 Ｅ１１－ミ はなすもんかー！ 宮西 達也 鈴木出版 かえる　へび　ユーモア

114 Ｅ１１－ミ はらぺこおおかみとぶたのまち 宮西 達也 鈴木出版 おおかみ　ぶた　ユーモア

115 Ｅ１１－ミ ふしぎなカサやさん 宮西 達也 金の星社 たぬき　ぶた　ユーモア

116 Ｅ１１－ミ ふしぎなタネやさん　 宮西 達也 金の星社　 たぬき　　ぶた　ユーモア

117 Ｅ１１－ヤ ねずみのでんしゃ 山下 明生 チャイルド本社 しかけ　入園

118 Ｅ１１－ヤ ねずみのかいすいよく 山下 明生 チャイルド本社 夏　海　親子

119 Ｅ１１－ヤ ねずみのさかなつり 山下 明生 チャイルド本社 冬　さかなつり　親子

120 Ｅ１１－ヤ ねずみのいもほり 山下 明生 チャイルド本社 親子　秋　いもほり

121 Ｅ１２－ウ すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 偕成社 こわい話　泥棒　感動

122 Ｅ１２－エ こすずめのぼうけん ルース・エインズワース 福音館書店 母親　愛情



●年長くらいから楽しめる本

請求記号 タイトル 書者名 出版社 テーマ

123 Ｅ１１－ウ ともだちや 内田 麟太郎 偕成社 友情　キツネ　

124 Ｅ１１－カ からすのパンやさん かこ さとし 偕成社 食べ物　家族

125 Ｅ１１－ゴ くじらだ！ 五味 太郎 岩崎書店 ユーモア

126 Ｅ１１－サ おじさんのかさ 佐野 洋子 講談社 雨　歌　ユーモア

127 Ｅ１１－サ おしゃれなおたまじゃくし 塩田 守男 メイト 変身　服　

128 Ｅ１１－サ せんたくかあちゃん さとう わきこ 福音館書店 ユーモア　鬼　雷　

129 Ｅ１１－サ よくばりすぎたねこ さとう わきこ メイト ねこ　ひよこ　ユーモア

130 Ｅ１１－シ はじめてのおるすばん しみず みちを 岩崎書店 自立　親子

131 Ｅ１１－タ とべバッタ 田島 征三 偕成社 自立　バッタ

132 Ｅ１１－タ りんごがドスーン　 多田 ヒロシ 文研出版　 りんご　動物　アリ

133 Ｅ１１－ツ はじめてのおつかい 筒井 頼子 福音館書店 自立　冒険　女の子

134 Ｅ１１－ト きつねのでんわボックス 戸田 和代 金の星社 母親　愛情　死

135 Ｅ１１－ナ おこる 中川 ひろたか／作 金の星社 気持ち

136 Ｅ１１－ナ しりとりのだいすきなおうさま 中村 翔子 鈴木出版 ことばあそび　ユーモア

137 Ｅ１１－ニ おじいちゃんのごくらくごくらく 西本 鶏介 鈴木出版 家族　死

138 Ｅ１１－ミ おまえうまそうだな 宮西 達也 ポプラ社 恐竜　父親　愛情

139 Ｅ１１－ヤ やさしいライオン やなせ たかし フレーベル館 死　愛情　母親

140 Ｅ１２－サ 三びきのこぶた 瀬田 貞二 福音館書店 昔話　知恵　

141 Ｅ１２－シ よかったねネッドくん レミー・シャーリップ 偕成社 冒険　ユーモア

142 Ｅ１２－セ 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 乗物　宇宙

143 Ｅ１２－デ おばけパーティ ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 おばけ　ユーモア

144 Ｅ１２－デ おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 おばけ　ユーモア

145 Ｅ１２－デ おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 おばけ　ユーモア

146 Ｅ１２－ラ てぶくろ　 エウゲーニー・M.ラチョフ 福音館書店　 てぶくろ　動物　冬

147 Ｅ２１－オ きょうりゅうのおおきさ 冨田 幸光 チャイルド本社 恐竜

148 Ｅ２１－ニ ことわざのえほん 西本 鶏介 鈴木出版 ことわざ



　☆小学校での読み聞かせに
●１年生くらいから楽しめる本

請求記号 タイトル 書者名 出版社 テーマ

149 Ｅ１１－ア うさぎのくれたバレエシューズ 安房 直子 小峰書房 桜　バレリーナ

150 Ｅ１１－ア くものすおやぶんとりものちょう 秋山 あゆ子 福音館書店 桜　時代劇　江戸ことば

151 Ｅ１１－イ ちからたろう いまえ よしとも ポプラ社 昔話　冒険　ユーモア

152 Ｅ１１－オ かたあしだちょうのエルフ おのき がく ポプラ社 動物　命　仲間

153 Ｅ１１－カ いたずらラッコとおなべのほし 神沢 利子 あかね書房 ユーモア　ナンセンス

154 Ｅ１１－ク おこだでませんように　 くすのき しげのり／作 小学館 七夕　家族　学校

155 Ｅ１１－サ おおきなきがほしい さとう さとる 偕成社 夢　自然

156 Ｅ１１－ス もりのかくれんぼう 末吉 暁子 偕成社 かくし絵　動物　不思議

157 Ｅ１１－チ キャベツくん 長 新太 文研出版 ユーモア　ブタ

158 Ｅ１１－ハ だじゃれ日本一周 長谷川 義史 理論社 だじゃれ　都道府県

159 Ｅ１１－ハ だじゃれ世界一周 長谷川 義史 理論社 だじゃれ　世界の国

160 Ｅ１１－ミ おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにし たつや 鈴木出版 お父さん　仕事

161 Ｅ１１－ヤ ウララちゃんのたんじょうび 山本 なおこ ポプラ社 誕生日

162 Ｅ１１－ユ わんぱくだんのはしれ！いちばんぼし ゆきの ゆみこ チャイルド本社 冒険　乗物　夜空

163 Ｅ１２－カ 月ようびはなにたべる？ エリック・カール 偕成社 歌　動物　ＣＤ付

164 Ｅ１２－フ にじいろのさかな マーカス・フィスター 講談社 友達　幸せ

165 Ｅ１２－レ スイミー レオ=レオニ 好学社 友達　協力　魚

166 Ｅ２１－カ はははのはなし 加古 里子 福音館書店 からだ

167 Ｅ２１－カ しっぽのはたらき 川田 健 福音館書店 動物　からだ

168 Ｅ２１－ミ ダンゴムシみつけたよ 皆越 ようせい ポプラ社 写真絵本　虫

169 Ｅ２１－ム うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上 八千世 ほるぷ出版 からだ　食べ物

170 Ｅ２１－ム がっこうでトイレにいけるかな? 村上 八千世 ほるぷ出版 トイレ　ルール

171 Ｅ２２－ス 大しぜんと動物たち G.スティルトン BL出版 生き物、知識

●３年生くらいから楽しめる本

請求記号 タイトル 書者名 出版社 テーマ

172 Ｅ１１－ア ちいちゃんのかげおくり あまん きみこ あかね書房 戦争　死　家族

173 Ｅ１１－サ 花さき山 斎藤 隆介 岩崎書店 優しさ　伝説

174 Ｅ１１－サ 半日村 斎藤 隆介 岩崎書店 挑戦　協力　

175 Ｅ１１－サ ひさの星 斎藤 隆介 岩崎書店 優しさ　死

176 Ｅ１１－サ モチモチの木 斎藤 隆介 岩崎書店 勇気　恐怖

177 Ｅ１１－ツ かわいそうなぞう つちや ゆきお 金の星社 戦争　動物

178 Ｅ１１－テ おおはくちょうのそら 手島 圭三郎 リブリオ出版 家族　旅立ち　死

179 Ｅ１１－テ きたきつねのゆめ 手島 圭三郎 リブリオ出版 自然　動物

180 Ｅ１１－テ しまふくろうのみずうみ 手島 圭三郎 リブリオ出版 親子　自然

181 Ｅ１２－レ アレクサンダとぜんまいねずみ レオ=レオニ 好学社 ねずみ　友達

182 Ｅ１２－レ フレデリック レオ=レオニ 好学社 ねずみ　個性　想像力



　☆外国語の絵本
請求記号 タイトル 書者名

183 E12-AH Each peach pear plum Janet and Allan Ahlberg

184 E12-BR Goodnight Moon Margaret Wise Brown

185 E12-CA Dear Zoo Rod Campbell

186 E12-CA The Tiny Seeds Eric Carle

187 E12-CA The very hungry caterpillar Eric Carle

188 E12-CA Today is monday Eric Carle

189 E12-CA From Head to Toe Eric Carle

190 E12-DO Room on the Broom Julia Donaldson

191 E12-FR On the day you were born Debra Frasier

192 E12-NU If You Give a Mouse a Cookie Laura Joffe Numeroff

193 E12-HI Where's Spot? Eric Hill

194 E12-HU Don't forget the bacon! Pat Hutchins

195 E12-HU Rosie's walk Pat Hutchins

196 E12-HU The surprise party Pat Hutchins

197 E12-KE The Snowy Day Ezra Jack Keats

198 E12-LI A color of his own Leo Lionni

199 E12-LI It's Mine Leo Lionni

200 E12-LI Swimmy Leo Lionni

201 E12-MA Brown bear, brown bear, what do you see? Bill　Martin　Jr.

202 E12-MA Panda bear, panda bear, what do you see? Bill 　Martin jr.　 パンダくんパンダくんなにみているの？

203 E12-MA Polar bear, polar bear, what do you hear? Bill　Martin　Jr.

204 E12-MC Elmer David Mckee

205 E12-GA The Little Red Hen Paul Galdone

できるかな？あたまからつまさきまで　

まじょとねこどんほうきでゆくよ

もしもねずみにクッキーをあげると

おとなしいめんどり

じぶんだけのいろ

ぼくのだ！わたしのよ！

スイミー

くまさんくまさんなにみてるの？

しろくまくんなにがきこえる

あなたがうまれたひ

コロちゃんはどこ？

ベーコンわすれちゃだめよ！

ロージーのおさんぽ

びっくりパーティー

ゆきのひ

ぞうのエルマー

日本語のタイトル

もものきなしのきプラムのき

おやすみなさいおつきさま

ちいさいタネ

はらぺこあおむし

月ようびはなにたべる

どうぶつえんのおじさんへ



　☆大型紙芝居
●１・２歳から楽しめる紙芝居

請求記号 タイトル 書者名 出版社 テーマ

C1 Ｃ１－ト でんしゃがくるよ とよた かずひこ 童心社 電車　父親　子ども

C2 Ｃ１－ト はい、タッチ とよた かずひこ 童心社 動物　ふれあい

C3 Ｃ１－ト もみもみおいしゃさん とよた かずひこ 童心社 動物　ユーモア

C4 Ｃ１－ト りんごくんのおうちはどこ？ とよた かずひこ 童心社 りんご　お店　問いかけ

C5 Ｃ１－マ おおきくおおきくおおきくなあれ まつい のりこ 童心社 参加型（かけ声）

C6 Ｃ１－マ ごきげんのわるいコックさん まつい のりこ 童心社 参加型（かけ声）

C7 Ｃ１－マ みんなでぽん まつい のりこ 童心社 参加型（手をたたく）

C8 Ｃ１－ヤ くれよんさんのけんか 八木田 宜子 童心社 色　絵

●年少くらいから楽しめる紙芝居

請求記号 タイトル 書者名 出版社 テーマ

C9 Ｃ１－イ なんにもせんにん 巌谷 小波 童心社 昔話　ユーモア

C10 Ｃ１－カ いなむらの火 川崎 大治 童心社 津波　防災　実話

C11 Ｃ１－チ 台風がきたぞ 千世 繭子 童心社 台風　防災

C12 Ｃ１－ナ あわてないあわてない 仲川 道子 童心社 地震　防災

C13 Ｃ１－バ おうさまさぶちゃん 馬場 のぼる 童心社 着替え　ユーモア

C14 Ｃ１－ホ あひるのおうさま 堀尾 青史 童心社 知恵　ユーモア　民話

C15 Ｃ１－ホ こねこのしろちゃん 堀尾 青史 童心社 親子　色　違い

C16 Ｃ２－イ いちどとまってみぎひだり 今関 信子 童心社 安全　ルール

C17 Ｃ２－カ ねずみのミーちゃんききいっぱつ 上地 ちづ子 童心社 安全　ルール

C18 Ｃ２－ヤ ワンタさんは、おおいそがし やすい すえこ 童心社 安全　ルール

●年中・年長くらいから楽しめる紙芝居

請求記号 タイトル 書者名 出版社 テーマ

C19 Ｃ１－タ じごくのそうべえ　前編 田島 征彦 童心社 落語　地獄　ユーモア

C20 Ｃ１－タ じごくのそうべえ　後編 田島 征彦 童心社 落語　地獄　ユーモア

C21 Ｃ１－タ 竜のおさんばさん 田村 つねこ 童心社 竜　やさしさ

C22 Ｃ１－ツ おだんごころころ 坪田 譲治 童心社 昔話　お地蔵様　善悪

C23 Ｃ１－マ したきりすずめ 松谷 みよ子 童心社 昔話　善悪

C24 Ｃ１－マ たべられたやまんば 松谷 みよ子 童心社 昔話　冒険　

C25 Ｃ１－ヨ おとうさん 与田 準一 童心社 民話　親子　知恵

C26 Ｃ２－イ かぜヒッキーをやっつけろ! 礒 みゆき 童心社 手洗い　うがい　風邪



春におすすめの絵本

　

くものすおやぶんとりものちょう

夏におすすめの絵本

秋におすすめの絵本

冬におすすめの絵本

バムとケロのさむいあさ

2022年7月

岐阜県図書館

ちいちゃんのかげおくり

かわいそうなぞう

おおはくちょうのそら

きたきつねのゆめ

モチモチの木

バスでおでかけ

もちづきくん

ありとすいか

ひさの星

なつのいちにち

どうぞのいす

もりのかくれんぼう

まどから★おくりもの

ぐりとぐらのおきゃくさま

ねずみのかいすいよく

あめのひのえんそく

ねずみのいもほり

パパ、お月さまとって！

９９９ひきのきょうだいのおひっこし

ぐりとぐらのえんそく

ねずみのでんしゃ

おしゃれなおたまじゃくし

うさぎのくれたバレエシューズ

とべバッタ

９９９ひきのきょうだい

季節感を楽しむことができる大型絵本を紹介します


