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☆リストの見方

出版社名 出版年 ISBN

ページ数 大きさ 対象

所蔵館 請求記号

資料番号

☆大型絵本の貸出について

・大型絵本の貸出期間は、団体貸出の場合でも、個人貸出と同じ2週間です。

・次の予約がない場合は、返却期限内のお申し出に限り、さらに2週間延長することができます。

※資料データは一部を除き（株）図書館流通センター（TRC）社作成のMARCに基づいています。

三郷市図書館所蔵 大型絵本リスト

書名
内容

著者名
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メイト 2001.6 4-89622-126-5

21p 50cm 幼児

彦成 ｵｵ E ｱ

050514124

ポプラ社 2004.4 4-591-08045-5

1冊 49cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾀ

081907321

鈴木出版 2007.6 978-4-7902-5163-7

1冊 36×50cm 幼児、小初

早稲田 ｵｵ E ｲ

032281107

好学社 2012.1 978-4-7690-2026-4

1冊 52cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ﾚ

032249435

小峰書店 2004.2 4-338-01026-6

1冊 50cm 幼児、小初

早稲田 ｵｵ E ﾐ

032314734

偕成社 2014.12 978-4-03-332360-2

36p 116×21cm 幼児

北部 ｵｵ E ｲ

082087982

あかずきん
病気のおばあさんにおかしとワイン
をとどけに行くあかずきんちゃんと、
それをねらう悪いおおかみ。おなじ
みのストーリーを立体的な切り絵と
大きな文字で紹介する、大型立体厚
紙絵本。読み聞かせ用テキスト付
き。

メルヘン立体童話企画制作　小沢優文

ありとすいか
ある暑い夏の午後、ありがすいかを
みつけてやってきました。これはうま
いぞ、巣に運ぼう、ということになり
ました。さて…。人気絵本作家の原
点となった鮮やかでユーモラスな作
品。大型絵本での再刊。

メルヘン立体童話企画制作　たむらしげる作・絵

あるのかな
みみずにみみはあるのかな? おお
かみにかみのけは? あめだまにめ
だまは? デコレーションケーキにおで
こあるのかな? 言葉遊びが楽しい、
読みきかせに最適な大型絵本。読
みきかせ用テキスト付き。

織田 道代作　飯野 和好絵 

アレクサンダとぜんまいねずみーともだちをみつけたねずみのはなし
ねずみのアレクサンダは、みんなに
ちやほやされる、おもちゃのぜんま
いねずみのウイリーがうらやまし
い。自分をぜんまいねずみに変えて
もらおうと、魔法のとかげに会いに
行くが…。思いやりと友情を伝える、
心温まる大型絵本。

レオ=レオニ作　谷川 俊太郎訳

うさぎのくれたバレエシューズ
おどりがじょうずなりたいと、いつもおね
がいをしている女の子がいました。する
とあるあさ、いっそくのバレエシューズが
とどきました。そのバレエシューズをは
いてみると、ふいにからだがかるくなっ
て、だれかがよんでいるこえがきこえて
きす。やまへむかってみると、おおきなさ
くらの木のしたで、うさぎがくつをつくって
いました。読み聞かせ用大型絵本です。
よみきかせ用テキスト付き。

安房直子文　南塚直子絵

うみの１００かいだてのいえ
ここは海に浮かぶ船の上｡女の子が
カモメにえさをあげようとしたら､テン
ちゃんという人形を海に落としてしま
いました｡さあ､テンちゃんは女の子
のもとへ帰れるのでしょうか? 大迫
力の長さ1メートル以上の超大型絵
本｡

いわいとしお〔作〕
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メイト 2001.7 4-89622-127-3

21p 50cm 幼児

彦成 ｵｵ E ｳ

050514132

ほるぷ出版 2007.9 978-4-593-72356-0

32p 38×38cm 小初

北部 ｵｵ E ｾ

081434532

ほるぷ出版 2007.9 978-4-593-72352-2

32p 38×38cm 小初

北部 ｵｵ E ｾ

081434524

メイト 2001.8 4-89622-128-1

21p 50cm 幼児

彦成 ｵｵ E ｵ

050514751

福音館書店 1998.3 4-8340-1478-9 

1冊 36×50cm 幼児、小初

早稲田（２冊） ｵｵ E ｻ

031906530 031906571

偕成社 2007.10 978-4-03-331490-7

34p 51cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾑ

081651853

うらしまたろう
いじめられていた亀を助けたうらしま
たろうは、おれいに竜宮城に招待さ
れました。おなじみのストーリーを立
体的な切り絵と大きな文字で紹介す
る、大型立体厚紙絵本。読み聞か
せ用テキスト付き。

メルヘン立体童話企画制作　佐竹玲文

うんこダスマン
どうしたら毎日うんこが出るんだろ
う? うんこは健康のバロメーター。う
んこダスマンが、うんこと関係が深い
代表的な5つの習慣を紹介。生活習
慣を見直せば、体もうんこももっと健
康に。元気にうんこがでる大きな絵
本。

村上八千世文　せべまさゆき絵

うんぴ・うんにょ・うんち・うんご
きみは自分のうんこをじっくり見たこ
とあるかな? だいべん博士といっしょ
にうんこを考えてみよう。子どもたち
が興味をもてるような楽しいネーミン
グとアイディアがいっぱい。気持ちよ
くトイレにいけるようになる大きな絵
本。

村上八千世文　せべまさゆき絵

おおかみと７ひきのこやぎ
７ひきのこやぎたちは、おかあさん
に頼まれてお留守番をしています。
そこへおおかみがやって来て…。お
なじみのストーリーを立体的な切り
絵と大きな文字で紹介する、大型立
体厚紙絵本。読み聞かせ用テキスト
付き。

メルヘン立体童話企画制作　小沢優文

おおきなかぶ－ロシア民話－
大きなかぶをみんなで力を合わせて
抜くという単純な物語の中に、大ら
かさ、力強さ、ユーモアなどが満ちあ
ふれ、ロシア民話の楽しさを味わわ
せてくれます。

Ａ．トルストイ再話　内田莉莎子訳　佐藤忠良画

おおきなきがほしい
「ぼく、おおきな木がほしいなあ」 か
おるの考えているおおきな木は、こ
んなすてきな木。うーんと太くて、ほ
らあながあいていて…。子どもの想
像を色彩豊かに描き、長いあいだ愛
されてきた絵本を大型化。

さとうさとるぶん　むらかみつとむえ
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金の星社 2015.5 978-4-323-03315-0

24p 50cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾐ

081651879

小学館 2014.6 978-4-09-726539-9

１冊 40×45cm 幼児、小初

北部 ｵｵ E ｲ

082072885

金の星社 2012.2 978-4-323-03311-2

32p 50cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾊ

082015546

講談社 2003.9 4-06-132282-6

31p 53cm 幼児

北部 ｵｵ E ｻ

081585846

メイト 2003.8 4-89622-154-0

1冊 50cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ｼ

032100158

ポプラ社 2003.8、2004.4 4-591-07717-9

32p 50cm 4-591-08067-6

市立・北部 ｵｵ E ｾ 幼児

011565538 082055070

おかあさんだいすきだよ
ぼくはお母さんが大好きだけど、お
母さんはぼくをしかってばかり。優し
くしてくれたら、もっと好きなのに。み
んなのお母さんはどんなお母さん?
読み聞かせにぴったりな大型絵本。
読み聞かせ用テキスト付き。

みやにしたつや作絵

おこだでませんように
ぼくはいつも、家でも学校でもおこら
れる。どないしたらおこられへんの
やろ。どないしたらほめてもらえるの
やろ。ぼくは「悪い子」なんやろか
…。そしてぼくは、たなばたさまにあ
るお願いをした。大型絵本。

くすのきしげのり作　石井聖岳絵

おこる
毎日怒られてばかりのぼく。なんで
ぼくは怒られるんだろう? なんで人
は怒るんだろう? 怒ったからって、気
持ちがすっきりするわけじゃないの
に…。読み聞かせにぴったりな大型
絵本。

中川 ひろたか作　長谷川 義史絵

おじさんのかさ
黒くてピカピカの傘が自慢のおじさ
んは、雨の日でも決して傘をさすこと
がありません。「雨がふったら、ポン
ポロロン」　その声に合わせて、思わ
ず傘を開いたおじさんは…。９２年刊
の大型絵本版。

佐野洋子作・絵

おしゃれなおたまじゃくし
うさぎは洋服屋さん。素敵な服を作
るので動物たちは大喜び。おたま
じゃくしたちも欲しくなり、さっそくうさ
ぎの洋服屋さんに頼みましたが…。
よみきかせ用テキスト付き。８７年Ｐ
ＨＰ研究所刊を大型絵本で再刊。

塩田守男え　さくらともこぶん

おばけのてんぷら
うさこが、ご機嫌でてんぷらを揚げて
いると、においにつられた山のおば
けが、そーっとしのびこんできまし
た。さあ大変！　よみきかせ用テキ
スト付き。大型絵本での再刊。

せなけいこ作・絵
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偕成社 2003.11 4-03-321180-2

32p 43×49cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ﾁ

032102626

ほるぷ出版 2004.3 4-593-72330-2

1冊 33×43cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ﾃﾞ

032242240

ポプラ社 2006.4 4-591-09262-3 

40p 47cm 幼児、小初

早稲田・北部 ｵｵ E ﾐ

032461899 082053786

かいちゃんとつぶちゃんとひっこしてきたさつきちゃん

三郷市教育委員会生涯学習部日本一の読書のまち推進室　飯島有イラスト

三郷市教育委員会 2017.1 4-591-09262-3 

25p 38×38cm 幼児、小初

全図書館・図書室 ｵｵ E ｶ

011926292 032314387 081660417

福音館書店 2014.1 978-4-8340-8039-1

23p 42cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾔ

082052366

メイト 2001.9 4-89622-129-X

21p 50cm 幼児

彦成 ｵｵ E ｶ

050515378

おばけのバーバパパ
体のかたちを自在に変えられるバー
バパパ。独特のぬくもりとユーモア
感覚が、今なお新鮮な傑作ロングセ
ラー絵本を大型化。すてきな町並み
やバーバパパを大画面上で堪能で
きます。

アネット＝チゾンさく　タラス＝テイラーさく　やましたはるおやく

おばけパーティ  
おばけのアンリが、ともだちみんなを
おもてなし。どんなごちそうがでるの
かな? おばけって、お料理たべたら
どうなるの? 読み聞かせに最適な大
きな絵本で再刊。

ジャック・デュケノワさく　おおさわ あきらやく

おまえうまそうだな
恐竜の赤ちゃんが、ひとりぼっちでさ
みしくて泣いていると、「おまえうまそ
うだな」と声がして…。お父さんにま
ちがえられた大きな恐竜と、あか
ちゃんの愛情の物語。読み聞かせ
にぴったりな大型絵本。

宮西達也作絵

三郷のまちがえほんになりました
画像や動画が見られるARマーク付
き｡
大型本

おやおや、おやさい
今日は野菜たちのマラソン大会。
「そらまめ、そろって、マラソンさ」
「りっぱなパセリは、つっぱしる」な
ど、韻を踏んだようなユーモアのあ
る言葉が楽しい大型絵本。

石津ちひろ文　山村浩絵

かぐやひめ
竹のなかにはいっていたかわいい
女の子。「かぐやひめ」と名づけられ
美しい女の子に成長するけれど…。
おなじみのストーリーを立体的な切
り絵と大きなサイズで紹介する。大
型立体厚紙絵本。読み聞かせ用テ
キスト付き。

メルヘン立体童話企画制作　佐竹玲文
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ほるぷ出版 2007.9 978-4-593-72370-6

32p 38×38cm 小初

北部 ｵｵ E ｾ

081434540

福音館書店 2001.11 4-8340-1789-3

27p 36×50cm 幼児、小初

北部 ｵｵ E ﾅ

081525917

偕成社 1997.5 4-03-206150-5 

1冊 51cm 幼児

早稲田・北部 ｵｵ E ｶ

031906563 082053711

金の星社 1999.4 4-323-03301-X 

32p 50cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ﾀ

032009854

ほるぷ出版 2004.3 4-593-72030-3

1冊 38×38cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾊﾞ

081317976

金の星社 2008.8 978-4-323-03308-2

32p 48×50cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ﾀ

032451551

がっこうでトイレにいけるかな?
うきうき、わくわく、待ちに待った小学
校への入学。でも、「学校でトイレに
いけるかな?」 トイレの国のぷーせん
せいが、そんな子どもの学校のトイ
レに対するとまどいや疑問に、丁寧
に答える大きな絵本。

村上八千世文　せべまさゆき絵

かばくん
動物園のかばの一日を簡潔なこと
ばと美しい絵で描いた絵本。絵本は
はじめてという幼い子どもたちに最
適です。欧米でも翻訳出版され高い
評価を受けています。

岸田衿子さく　中谷千代子え

からすのパンやさん
２０年以上愛されてきた、かこさとし
の人気絵本が楽しい大型絵本にな
りました。いずみが森のからすのパ
ン屋さんが、おいしい、すてきなパン
をどっさり焼くと、店先で大騒動が起
こります。

かこさとし絵と文

かわいそうなぞう
戦時中のことです。もし爆弾が動物
園に落ちて、動物たちが町中に暴れ
出しては大変と、動物たちは次々に
毒殺されていきました。とうとう、人
気者のぞうトンキーとワンリーの番
になり…。読み聞かせ用大型厚紙
絵本。再刊。

つちやゆきおぶん　たけべもといちろうえ

ガンピーさんのふなあそび
ガンピーさんが小舟で出かけまし
た。途中で、子ども、ウサギ、ネコ、
イヌ、ブタ、ニワトリたちが、つぎつぎ
に「乗せて下さい」とやってきて…。
大型絵本での再刊。

ジョン・バーニンガムさく　みつよしなつややく

きつねのでんわボックス
子ぎつねを亡くした母ぎつねは山の
ふもとにある電話ボックスに来る男
の子とわが子をだぶらせ、入院中の
母親に電話をかける姿をそっと見守
ります。ところが電話が使えなくなっ
たことを知り…。読み聞かせにぴっ
たりな大型絵本。

戸田和代作　たかすかずみ絵

6



文研出版 2007.2 978-4-580-80007-6

28p 44cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ﾁ

032425886

長崎出版 2013.3 978-4-86095-548-9

1冊 52cm 小初、小中

北部 ｵｵ E ﾖ

082020959

チャイルド本社 2005.4 4-8054-2605-5

39p 50cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾑ

081651887

チャイルド本社 2006.5 4-8054-2652-7

40p 50cm 幼児、小初

北部 ｵｵ E ﾑ

081651895

チャイルド本社 2008.6 978-4-8054-2977-8

27p 51×60cm 幼児

北部 ｵｵ E ｵ

082133737

福音館書店 2001.11 4-8340-1790-7

31p 36×50cm 幼児

早稲田・北部 ｵｵ E ﾌ

032009862 082053729

キャベツくん
ライオンがキャベツを食べるとどうな
るのかな？　じゃあクジラがキャベツ
を食べると？　キャベツくんとブタヤ
マさんのナンセンスな会話が楽し
い、名作絵本の大型化。読み聞か
せ用テキスト付き。

長新太文・絵

給食番長
1年2組は、食べ物の好き嫌いばか
りで、いつも給食を残します。そんな
ある日、怒った給食のおばちゃんた
ちは、家出をしてしまいました。でも
番長は、自分たちだけで給食をつ
くってみせると自信満々で…。博多
弁付き大型絵本。

よしなが こうたくさく

999ひきのきょうだい はるに、かえるのおかあさんが、た
んぼに999ひきのたまごをうみまし
た。みんながかえるになっても、いち
ばんさきにうまれたおにいちゃん
は、まだたまごのまま。やっと、めを
さますと、とてもおおきなおたまじゃく
しで、みんなはびっくり。999ひきでか
くれんぼ。おにいちゃんがおにです。
ところが、そばにはへびが・・・。 読
み聞かせ用の大きな絵本です。

木村研文　村上康成絵

999ひきのきょうだいのおひっこし
暖かなある日、たまごから999匹の
おたまじゃくしが生まれました。兄弟
はぐんぐん大きくなって、立派なかえ
るになりました。おかげで小さな池
はぎゅうぎゅうになり、お引っ越しを
することに…。読み聞かせ用テキス
ト付き。

木村研文　村上康成絵

きょうりゅうのおおきさ
君は知ってるかい、恐竜がどれくら
い大きかったか。君たちと恐竜の大
きさを比べてみたら、ほうら、恐竜の
大きさがわかった! 恐竜のイラストと
人間の写真を並べた、恐竜の大きさ
が実感できる大型絵本。

冨田幸光監修　岡本三紀夫イラスト　榎本功写真撮影

きょだいなきょだいな
広い野原の真ん中に、巨大なピアノ
があったとさ、そこへ子どもが100人
やってきて…。次々に巨大なせっけ
ん、巨大な電話、巨大なトイレット
ペーパー、巨大なびんが出てくるお
話。うたうようなリズムの文体の絵
本。

長谷川摂子作　降矢なな絵
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福音館書店 2009.1 978-4-8340-2405-0

24p 42cm 幼児

早稲田・北部 ｵｵ E ｺﾞ

032459695 082017914

偕成社 2006.3 4-03-202650-5

30p 43×47cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾌ

081324394

福音館書店 2008.2 978-4-8340-2310-7

31p 36×50cm 幼児、小初

北部 ｵｵ E ｱ

081824005

福音館書店 1998.3 4-8340-1477-0

1冊 36×50cm 幼児

早稲田・北部 ｵｵ E ﾔ

031733694 081332827

福音館書店 2008.2 978-4-8340-2311-4

31p 36×50cm 幼児、小初

早稲田・北部 ｵｵ E ﾔ

032308736 081824013

福音館書店 2003.11 4-8340-0989-0

1冊 50cm 幼児、小初

早稲田・北部 ｵｵ E ﾔ

032308728 081317968

きんぎょがにげた
きんぎょがにげた、どこににげた？
金魚鉢から逃げだした金魚を探し
て、カラフルでとびっきりに楽しい絵
本の世界へと誘われます。大型絵
本。

五味太郎作

くまのコールテンくん
おもちゃ売場のつりひものボタンが
とれた熊のお人形、コールテンくん
を買っていこうとする人は誰もいま
せん。ところがある朝…。コールテン
くんと少女リサとの心のふれあいを
描く絵本。１９７５年初版刊を大型
化。

ドン・フリーマンさく　まつおかきょうこやく

くものすおやぶんとりものちょう
明日は、虫町春祭り。だが、大繁盛
の町のお菓子屋に盗みの予告状が
届く。「今夜、蔵の中のお菓子を頂
戴する」　盗人を待ち受けるくもの巣
親分の前に現れたのは、姿の見え
ない盗賊だった！

秋山あゆ子さく

ぐりとぐら
野ねずみのぐりとぐらは森で大きな
卵を見つけました。大きな卵から
は、大きなカステラができました。

なかがわりえこ〔さく〕　おおむらゆりこ〔え〕

ぐりとぐらのえんそく
のねずみのぐりとぐらは、歌を歌い
ながら林を通り抜け、野原へ行きま
した。お昼になるまでの間、マラソン
をしていると２人は足に毛糸が絡ま
り、転んでしまいました。その毛糸を
まいていくと…。

中川李枝子文　山脇百合子絵

ぐりとぐらのおきゃくさま
雪合戦をしていたぐりとぐらは、雪の
上に大きな長靴の跡を見つけまし
た。足跡は森を抜けて原っぱを通
り、ぐりとぐらの家のドアの前で消え
ています。いったい誰の足跡なので
しょう？　大型絵本での再刊。

中川李枝子文　山脇百合子絵
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福音館書店 1999.3 4-8340-1590-4

27p 36×50cm 幼児

早稲田・北部 ｵｵ E ﾎ

031906522 081332835

エリック・カールえ　もりひさしやく

偕成社 1997.5 4-03-321090-3

24p 56cm 幼児

市立 ｵｵ E ｶ

011725173

福音館書店 2003.11 4-8340-0990-4

31p 36×50cm 幼児、小初

北部 ｵｵ E ﾎ

081651861

元永定正さく

福音館書店 2010.1 978-4-8340-2482-1

24p 42cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾓ

081891913

鈴木出版 2007.11 978-4-7902-5173-6

25p 36×50cm 幼児、小初

市立 ｵｵ E ｾ

012172656

福音館書店 2014.1 978-4-8340-8040-7

24p 42cm 幼児

北部 ｵｵ E ｺ

082052390

ぐるんぱのようちえん
ぞうのぐるんぱは、行く先々でとてつ
もなく大きなものばかり作って失敗
ばかり。でも、最後につくった幼稚園
は大成功。子どもたちが大喜びする
ことうけあいの絵本。

西内みなみさく　堀内誠一え

月ようびはなにたべる？－アメリカのわらべうた－
今日は月よう日、何食べる？　毎日
の食べものをうたったアメリカのわら
べ歌を絵本に。楽譜とＣＤで歌を楽
しみながらページをめくれるビッグ
ブック。

こすずめのぼうけん
翼をぱたぱたさせることができるよう
になった小雀に、お母さん雀が飛び
方を教え始めました。「もっと遠くま
で飛んでいける」と思った小雀は羽
をいよいよ速く動かして飛んでいき
ますが…。大型絵本での再刊。

ルース・エインズワース作　石井桃子訳　堀内誠一画

ころころころ
ころころころ、かいだん道、あかい
道、でこぼこ道、さか道、あらしの道
…。いろんな道を、小さな色玉たち
が、ころがっていく。鮮やかな色の世
界を楽しむ大型絵本。

こわーいはなし
雪の降る日に山で迷子になった小さ
なおばけ。「もしもし、ちょっとおたず
ねします」 うさぎに道をたずねたけ
れど、悲鳴をあげて逃げていってし
まいました。逃げかえったうさぎは、
仲間たちにおばけのことを話したの
ですが…。

せな けいこ作・絵

サンドイッチサンドイッチ  
サンドイッチを作ろう! パンにバター
を塗って、しゃきしゃきレタスに真っ
赤なトマト、大きなチーズをのせた
ら、次は何をのせようかな? おいしそ
うな食べ物が次々と登場する、楽し
い大型絵本。

小西英子さく
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福音館書店 1998 4-8340-1479-7

19p 52cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾔ

081332843

メルヘン立体童話企画制作　小沢優文

メイト 2001.4 4-89622-124-9

21p 50cm 幼児

彦成 ｵｵ E ｻ

050509066

福音館書店 2016.1 978-4-8340-8212-8

34p 48cm 幼児

市立・早稲田・北部 ｵｵ E ﾌﾞ

011926490 032314684 081651846

金の星社 2013.1 978-4-323-03313-6

32p 50cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾊ

082013251

川田健ぶん　薮内正幸え　今泉吉典監修

福音館書店 2011.1 978-4-8340-2588-0

22p 49cm 幼児、小初

北部 ｵｵ E ﾔ

081929572

せなけいこ作・絵

鈴木出版 2010.12 978-4-7902-5216-0

25p 36×50cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ｾ

032512964

三びきのこぶた－イギリス昔話－
「三びきのこぶた」は多種あります
が、この本は、子どもにこびることな
く、もとの昔話を忠実に絵本化したも
のです。ラストシーンにいたる必然
性も、なっとくのいく真実味がありま
す。

瀬田貞二やく　山田三郎え

さんびきのこぶた
むかし、あるところにとても仲の良い
３匹のこぶたの兄弟がいました。あ
る日、自分で家を作って暮らすよう
にお母さんに言われます。おなじみ
のストーリーを切り絵で展開。大型
立体厚紙絵本。読み聞かせ用テキ
スト付き。

三びきのやぎのがらがらどん－ノルウェーの昔話－
谷をわたろうとするやぎの兄弟「がら
がらどん」たちに襲いかかるトロル。
3匹の兄弟やぎと魔物との知恵比べ
は…。ノルウェーの昔話を迫力のあ
る絵で楽しめる大型絵本。読み聞か
せ用テキスト付き。

マーシャ・ブラウンえ せたていじやく

しげちゃん
「わたし、じぶんの名前、キライ!」 男
の子みたいな名前のせいでしょっ
ちゅういやな目にあっている小学1年
の女の子しげるは、お母さんに「もっ
とかわいい名前にかえてよ」と言い
ますが…。読み聞かせにぴったりな
大型絵本。

室井 滋作　長谷川 義史絵

しっぽのはたらき
物をつかむ、バランスをとる、気持ち
を表現するなど、しっぽにはいろい
ろな働きがあります。たくみな構成と
克明な絵で、動物観察の面白さを伝
えます。

じゃんけんぽん

空の上で太陽と雲がじゃんけんをし
ました。雲が勝って雪が降ると、子ど
もたちはおおよろこび。その子どもた
ちがゆきだるまとじゃんけんをすると
…。みんながじゃんけんでつながっ
ていく楽しい物語。

10



福音館書店 2014.1 978-4-8340-8041-4

23p 42cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾔ

082052416

メイト 2001.1 4-89622-130-3

21p 50cm 幼児

彦成 ｵｵ E ｼ

050515931

鈴木出版 2004.3 4-7902-5105-5

25p 36×50cm 幼児、小初

早稲田 ｵｵ E ﾊ

032314726

好学社 2010.11 978-4-7690-2020-2

1冊(ﾍﾟｰｼﾞ付なし) 52cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ﾚ

032510265

偕成社 2001.3 4-03-321160-8 

1冊 53cm 幼児、小初

北部 ｵｵ E ｳ

081339335

武田美穂作・絵

ポプラ社 2005.11 4-591-08908-8 

1冊 38×38cm 幼児、小初

北部 ｵｵ E ﾀ

082053851

しゅっぱつしんこう！
お母さんとみよちゃんは、おじいさん
の家へ行くために、大きな駅から特
急列車に乗り込みました。しゅっぱ
つしんこう! ぐんぐんスピードを上げ
て走る特急列車。やがて見えてきた
のは…。楽しい大型絵本。

山本忠敬さく

しらゆきひめ
森で暮らすしらゆきひめのところに、
いじわるお妃が毒リンゴを持ってき
て…。おなじみの名作を、今までに
ない「切り絵細工」の手法で製作・特
殊撮影。大型立体厚紙絵本。読み
聞かせ用テキストつき。

メルヘン立体童話企画制作　小沢優文

しりとりのだいすきなおうさま
お城に住んでいる王様は、しりとり
が大好き。食事の料理もしりとりの
順番に出てこないとご機嫌ななめ。
しかも最後は決まってプリン。毎日、
献立に苦労している家来たちは…。
読み聞かせ用テキスト付き。

中村翔子作　はたこうしろう絵

スイミー－ちいさなかしこいさかなのはなし－
泳ぐのが誰よりも速い魚スイミー。あ
る日、恐ろしいまぐろに襲われて、兄
弟たちが１匹残らず飲み込まれてし
まった。逃げたのはスイミーだけで
…。多彩な技法で描いた美しい海の
様子をダイナミックに伝える大型絵
本。

レオ＝レオニ作　谷川俊太郎訳

すてきな三にんぐみ
黒マントに黒い帽子がトレードマーク
で、宝集めに夢中だった三人組の泥
棒が、すてきなことを思いつきました
…。国際アンデルセン賞受賞画家の
ロングセラー絵本を大型化。大胆な
構図・明快な画面がより魅力的に。

トミー＝アンゲラーさく　いまえよしともやく

すみっこのおばけ
ぼくの秘密をおしえてあげようか?
ぼくのへやの机の下に、小さなおば
けがすんでるの。白くて、ふわふわ、
綿菓子みたいなやつなんだ。ぴかぴ
か、ちかちか光るんだ。ぼくと小さな
おばけのお話。
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福音館書店 2003.11 4-8340-0991-2 

31p 36×50cm 幼児、小初

早稲田 ｵｵ E ｻ

032144131

金の星社 2010.9 978-4-323-03310-5

32p 48×50cm 幼児

早稲田・北部 ｵｵ E ｽ

032508186 082015595

福音館書店 1999.3 4-8340-1591-2

1冊 50cm 幼児

早稲田・北部 ｵｵ E ﾅ

031906555 081332850

偕成社 2018.2 978-4-03-332810-2

36p 116×21cm 幼児

北部 ｵｵ E ｲ

082207168

福音館書店 2001.11 4-8340-1791-5

27p 36×50cm 幼児、小初

北部（２冊） ｵｵ E ﾅ

081525925 081849689

小学館 2015.3 978-4-09-726566-5

32p 37×54cm 幼児

市立 ｵｵ E ﾅ

011923687

そらの１００かいだてのいえ
ある雪の日､おなかを空かせたシ
ジュウカラのツピくんは､一粒のひま
わりの種を見つけました｡ツピくん
は､花を咲かせて種を増やそうと考
え､植える場所を探して､空へ飛び立
ちます｡大迫力の長さ1メートル以上
の超大型絵本｡

せんたくかあちゃん
せんたくの大の大の大好きなかあ
ちゃんがいました。家中のものばか
りか、猫も犬もソーセージもげたも子
供たちもみんな洗って干していると、
おへそを取りにきたかみなりさまが
落ちてきて…。大型絵本での再刊。

さとうわきこ作・絵

せんろはつづく
線路をつなげる遊びをしている子ど
もたち。山にトンネルをほり、川に鉄
橋をかけて、どんどん線路をのばし
ていきます。やがて線路がつなが
り、駅ができ…。読み聞かせにぴっ
たりな大型絵本。

竹下文子文　鈴木まもる絵

ぞうくんのさんぽ
散歩にでかけたぞうくんは、とちゅう
で出会ったかばくんとわにくんとかめ
くんを背中にのせて……。明るい色
彩と単純にデザイン化した絵が、こ
の愉快な散歩に子どもたちを誘いま
す。

なかのひろたかさく・え　なかのまさたかレタリング

いわいとしお〔作〕

そらまめくんのベッド
そらまめくんの宝物はベッド。くもの
ようにフワフワで、わたのようにやわ
らかい。えだまめくんたちがうらやま
しがりますが、ぜったいに使わせよ
うとしません。ところが、そのベッドが
なくなってしまい－。

なかやみわさく・え

そらまめくんのぼくのいちにち
雲のようにふわふわで、わたのよう
にやわらかい、たからもののベッド
で今日も気持ちよく目がさめたそら
まめくん。顔をあらってあさつゆを飲
んだら、今日はなにをして過ごそう
かな? 大型絵本。

なかやみわさく・え
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理論社 2017.7 978-4-652-20169-5

48p 44cm 小中

北部 ｵｵ E ﾊ

082192071

理論社 2011.4 978-4-652-04096-6

48p 44cm 小中

北部 ｵｵ E ﾊ

081935306

鈴木出版 2003.6 4-7902-5098-9

29p 50cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ｱ

032100141

福音館書店 2009.1 978-4-8340-2406-7

24p 42cm 幼児

早稲田・北部 ｵｵ E ﾔ

032459703 081849697

ブロンズ新社 2010.5 978-4-89309-501-5

1冊(ﾍﾟｰｼﾞ付なし) 39×39cm 幼児

早稲田（２冊）・北部 ｵｵ E ｶ

032308249 032497927 081980591

ブロンズ新社 2011.11 978-4-89309-531-2

1冊 39cm 幼児

早稲田（２冊）・北部 ｵｵ E ｶ

032308264 032563405 081980609

だじゃれ日本一周
北は「ほっかいろ」、南は「チャー
シューおっきいわ」まで、４７都道府
県をだじゃれで笑いとばす、日本一
周の旅絵本。迫力ある絵がさらに大
きくなった、読み聞かせにぴったりな
ビッグブック。

長谷川義史作

たまごにいちゃん
本当はもうたまごから出ていないと
いけない、たまごにいちゃん。でも、
たまごにいちゃんは、ずーっとたまご
でいたいと思っていました…。読み
聞かせ用テキスト付き。大型絵本で
の再刊。

あきやまただし作・絵

たまごのあかちゃん
たまごの中でかくれんぼしているあ
かちゃんはだあれ？　でておいで
よ。にわとりのあかちゃん、かめの
あかちゃん、へびのあかちゃん…。
いろいろな動物のあかちゃんが登場
する楽しい大型絵本。

かんざわとしこぶん　やぎゅうげんいちろうえ

だるまさんが
どてっ。ぷしゅーっ。ぷっ。びろーん。
にこっ…。だ・る・ま・さ・ん・が…頁を
めくって、あらら、びっくり、大わら
い。とびきりゆかいなだるまさんの大
型絵本。

かがくいひろしさく

だるまさんと  
いちごさんと、ぺこっ。ばななさんと、
ぽにん。だるまさんが、いろんなお
友だちと面白いポーズを決めてる
よ。めろんさんとは、どんなポーズを
するのかな? とびきりゆかいなだる
まさんの大型絵本。

かがくい ひろしさく

だじゃれ世界一周
だじゃれでえがおがアルメニア｡せか
いなかよくシンガポール! アメリカか
らジャマイカまで､世界をだじゃれで
めぐる大型絵本｡各地の名産､史跡､
景勝地などがわかる「3倍楽しく読む
ヒント」､読み聞かせ用テキスト付き｡

長谷川義史作
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ブロンズ新社 2010.12 978-4-89309-513-8

1冊(ﾍﾟｰｼﾞ付なし) 39×39cm 幼児

早稲田（２冊）・北部 ｵｵ E ｶ

032308256 032514291 081980617

加古里子さくえ

福音館書店 2016.12 978-4-8340-8298-2

26p 36×50cm 幼児、小初

早稲田・北部 ｵｵ E ｶ

032314692 082172677

加古里子さくえ

福音館書店 2016.12 978-4-8340-8297-5

26p 36×50cm 幼児、小初

早稲田・北部 ｵｵ E ｶ

032314700 082172693

皆越ようせい写真・文

ポプラ社 2005.11 4-591-08909-6 

35p 35×44cm 幼児、小初

北部 ｵｵ E ﾐ

081907354

金の星社 2003.8 4-323-03303-6

1冊 50cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾆ

081539934

金の星社 2002.5 4-323-03302-8

23p 50cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ﾔ

032049942

だるまさんの
だ・る・ま・さ・んの…め。だ・る・ま・
さ・んの…て。だ・る・ま・さ・んの…。
変幻自在のだるまさん、今度は何を
みせてくれるかな。とびきりゆかいな
だるまさんの大型絵本。

かがくいひろしさく

だるまちゃんとかみなりちゃん
だるまちゃんが遊びに行こうとする
と､雨が降ってきて､ちいさなかみな
りちゃんが落ちてきました｡かみなり
ちゃんと仲良くなっただるまちゃん
は､雲に乗って…｡大型絵本｡読み聞
かせ用テキスト付き｡

だるまちゃんとてんぐちゃん
だるまちゃんは､てんぐちゃんの持っ
ているうちわ､ぼうし､はきものが欲し
くなりました｡そこで､やつでの葉っ
ぱ､おわん､おもちゃのまな板を使っ
て…｡大型絵本｡読み聞かせ用テキ
スト付き｡

ダンゴムシみつけたよ
コロコロ丸まるダンゴムシ。どこに棲
んでいるのかな？　何を食べている
のかな？　驚きいっぱい、小さな虫
の世界。さあ、虫眼鏡を持って、ダン
ゴムシを探しにいこう。写真絵本。

ちいさなきいろいかさ
なっちゃんがお母さんに買ってもらっ
た黄色い傘。うさぎさん、りすくんも
入りなさい。胴長のだっくすくんは入
れないかな？　すると傘が広くなっ
て…。よみきかせ用テキスト付き。
大型絵本での再刊。

にしまきかやこイラスト　もりひさしシナリオ

ちいさなくれよん
折れて短くなった黄色いくれよんが、
くずかごの中に捨てられました。「ぼ
く、まだかけますよ」　モノや命の大
切さを子どもたちに伝えます。読み
きかせ用テキスト付き。７９年刊を大
型絵本で復刊。

篠塚かをり作　安井淡絵
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あかね書房 2014.7 978-4-251-01003-2

52p 50cm 小初

北部 ｵｵ E ｳ

082076332

偕成社 2010.11 978-4-03-331850-9

36p 116×21cm 幼児

北部 ｵｵ E ｲ

081918146

ほるぷ出版 2003.7 4-593-72077-X

1冊 37×42cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾎﾞ

081539942

メイト 2001.11 4-89622-131-1

21p 50cm 幼児

彦成 ｵｵ E ﾂ

050516400

アリス館 2006.4 4-7520-0328-7

36p 43cm 幼児

市立・北部 ｵｵ E ﾄ

012105011 080418155

ほるぷ出版 2006.2 4-593-72391-4

36p 33×43cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾕ

081434557

ちいちゃんのかげおくり
出征するお父さんから「かげおくり」
というあそびを教えてもらった、ちい
ちゃん。ある夏の夜、空襲でお母さ
んたちとはぐれてしまったちいちゃん
が防空壕でみんなを待っていると、
お父さんの声が聞こえてきて…。大
型絵本。

あまんきみこ作 上野紀子絵

ちか１００かいだてのいえ
地下１００階でパーティがあるから遊
びにこない？　クウちゃんは、誰か
から誘われ、思い切って行ってみる
ことに。地下１００階までたどりつけ
るかな？　大迫力の長さ１メートル
以上の超大型絵本。

いわいとしお〔作〕

ちびゴリラのちびちび
赤ちゃんゴリラのちびちびは、生ま
れたその日から、家族とジャングル
のみんなに愛されます。子供達が、
大人に「こんなふうに愛してほしい」
と思っているやり方を描いた絵本。７
８年刊を読み聞かせに最適な大きな
絵本で再刊。

ルース・ボーンスタインさく　いわたみみやく

つるのおんがえし
ある日、心のやさしいおじいさんは、
罠にかかって苦しんでいる鶴を見つ
け、助けてやりました…。おなじみの
ストーリーを立体的な切り絵と大き
な文字で紹介する、大型立体厚紙
絵本。読み聞かせ用テキスト付き。

メルヘン立体童話企画制作　佐竹玲文

でんしゃにのって
うららちゃんは、ひとりで電車に乗っ
ておばあちゃんの所へでかけます。
その電車には、ワニさんやクマさ
ん、ゾウさんたちが、次々と乗りこん
できて…。読み聞かせにぴったり
な、名作絵本の大型化。

とよたかずひこ著

ドアがあいて…
ひっそりとした待合室。おもちゃの病
院で順番を待っているおもちゃた
ち。患者さんがひとりずつ減ってい
く。中の先生はどんな人なのかな?
ちょっとドキドキ、ちょっと心配…。読
み聞かせに最適な大きな絵本で再
刊。

エルンスト・ヤンドゥル作 ノルマン・ユンゲ絵 斉藤洋訳
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チャイルド本社 2005.6 4-8054-2607-1

39p 50cm 幼児、小初

北部 ｵｵ E ｶ

082057316

偕成社 2006.3 4-03-232180-9

31p 50cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾌ

081324402

チャイルド本社 2007.1 978-4-8054-2805-4

30p 50cm 幼児

北部 ｵｵ E ｽ

081808800

偕成社 2013.7 978-4-03-332150-9

32p 51cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾊ

082033614

佼成出版社 2005.2 4-89622-175-3

31p 50cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾅ

081754202

講談社 2001.4 4-06-262170-3 

1冊 47cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾌ

081415333

どうぞのいす
うさぎさんが作った椅子をめぐって
次々に繰りひろげられる取りかえっ
こ。「どうぞ」にこめられたやさしさが
伝わってくるロングセラー絵本。ひさ
かたチャイルド 1998年刊を大型化

香山美子作　柿本幸造絵

ともだちや－おれたち、ともだち！－
ある日、キツネは「友だち屋さん」を
始めることを思いつきました。１時間
１００円で友だちになってあげるので
す。森で一番のさびしんぼうのキツ
ネは友だちを上手に作れるでしょう
か。１９９８年刊を大型化。

内田麟太郎作　降矢なな絵

とんとんとん
くまごろうさんの家には、お客さんが
毎日たくさんやって来ます。どうして
かしらね？　とんとんとん。ほら、今
日も…。ページの片そでがめくれる
絵本。まるで本物の扉を開いている
かのような臨場感が味わえます。

上野与志作　末崎茂樹絵

なつのいちにち
暑い暑い夏の日。今日は絶対つか
まえる。ぼくがひとりで捕まえる。虫
取りあみを持って家を出たぼくは、ク
ワガタムシのいる谷へ向かって走っ
た…。ページをめくるたびに夏があ
ふれだす大型絵本。

はたこうしろう作

なにをたべてきたの？
しろぶたくん、そんなに急いでどこへ
行くの？　ぼく、なにか食べにいくと
ころ。りんごを食べたしろぶたくん。
おや？　いつもと少し違うみたい…。
よみきかせ用テキスト付き。初版７８
年刊を大型絵本で再刊。

岸田衿子文　長野博一絵

にじいろのさかな
虹色に輝く鱗を持つ世界で一番美し
い魚。でもひとりぼっち。僕はこんな
にきれいなのに、どうして誰も好きに
なってくれないの？　たこのおばあさ
んが教えてくれたその悩みの解決
法は何だったでしょうか。９５年刊の
大型絵本版。

マーカス・フィスター作　谷川俊太郎訳
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鈴木出版 2003.1 4-7902-5079-2

29p 50cm 幼児、小初

北部 ｵｵ E ﾐ

082012279

鈴木出版 2007.3 978-4-7902-5160-6

25p 44cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ﾜ

032592461

ポプラ社 2004.4 4-591-08046-3

1冊 44cm 幼児

早稲田・北部 ｵｵ E ｳ

032144149 081849879

チャイルド本社 2006.1 4-8054-2648-9

37p 50cm 幼児

北部 ｵｵ E ｲ

082042102

チャイルド本社 2007.5  978-4-8054-2809-2

37p 50cm 幼児

市立 ｵｵ E ｲ

011858800

チャイルド本社 2008.3 978-4-8054-2974-7

38p 50cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ｲ

032462137

にゃーご
猫の怖さを知らない子ねずみ三匹
に、見るからに恐ろしい大猫が
「にゃーご!」と襲いかかりますが…。
小学校の教科書にも採用されてい
る、読み聞かせに評判の絵本の大
型版。

宮西 達也作・絵

にんじんとごぼうとだいこん‐日本民話‐
にんじんとごぼうと大根は、ある日お
風呂に入ることに。にんじんはじっく
り入り、ごぼうはさっさと出て、大根
は体をごしごし洗ったので…。野菜
の色にまつわる民話を楽しく描く。読
み聞かせに最適な大型絵本。

和歌山 静子絵

ねずみくんのチョッキ
ねずみくんのお母さんが編んでくれ
たチョッキを、さるやライオンやぞう
たちが次々に「いいチョッキだね。
ちょっと着させて。すこしきついが似
合うかな？」　チョッキはだんだん伸
びていって…。大型絵本での再刊。

なかえよしを作　上野紀子絵

ねずみのいもほり
ねずみの７つ子たちは、お父さんと、
いもほり大会に行きました。いもほり
農園につくと、あとからあとから、い
ろんな動物たちがあつまってきま
す。いちばん大きなおいもをほるの
は、だれ？ロングセラーの大型絵本
化。読み聞かせ用テキスト付き。

山下明生作　いわむらかずお絵

ねずみのかいすいよく
ねずみの７つ子たちが、夏休みに海
水浴にでかけることになりました。お
父さんは、わんぱくな７つ子たちの
ために浮き輪を７つ作り、それぞれ
に長いひもをつけました…。ロング
セラーの大型絵本化。読み聞かせ
用テキスト付き。

山下明生作　いわむらかずお絵

ねずみのさかなつり
いたちの親子が湖の氷に穴を開け
て魚釣りをしているのを見た７つ子
のねずみたち。おかあさんと魚釣り
に行くために、何かを作り始めまし
たが…。ロングセラーの大型絵本
化。読み聞かせ用テキスト付き。

山下明生作　いわむらかずお絵
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チャイルド本社 2005.2 4-8054-2603-9

35p 50cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ｲ

032264616

白泉社 2017.7 978-4-592-76212-6

1冊 44×44cm 幼児

北部 ｵｵ E ｸ

082199290

福音館書店 1999.3 4-8340-1592-0

31p 36×50cm 幼児

早稲田・北部 ｵｵ E ﾊ

031906548 081332868

チャイルド本社 2008.2 978-4-8054-2973-0

24p 50×50cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾏ

082086661

福音館書店 2010.1 4-8340-1592-0

24p 42cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ﾊ

032486565

メイト 2002.1 4-89622-133-8

21p 50cm 幼児

彦成 ｵｵ E ﾊ

050517879

ねずみのでんしゃ
ねずみの７つ子たちは今日からちゅ
うがっこう。でもみんながっこうに行
きたがりません。そこでおかあさん
は…。初版８２年ひさかたチャイルド
刊を大型絵本で再刊。読み聞かせ
用テキスト付き。大きく広がる折りこ
みページあり。

山下明生作　いわむらかずお絵

はじめてのおつかい
子どもがいつか必ず経験する、はじ
めてのおつかい。ひとりのおかあさ
んが、子どもの体験をもとにつくった
お話を、さわやかな絵本にしあげま
した。

筒井頼子さく　林明子え

ノラネコぐんだんパンこうじょう
ワンワンちゃんのパン工場には､お
いしそうなパンがいっぱい｡パンを作
るところをのぞき見していたノラネコ
軍団は､夜中に工場に忍び込んで､
見よう見まねでパンを作りはじめた
けれど…｡読み聞かせにぴったりの
大型絵本｡

工藤ノリコ著

バスでおでかけ
寒い冬の日､バスに乗って家族でお
でかけ｡でも､遊園地やデパートの前
を通っても､お父さんは降りようとし
ません｡一体どこへ行くのかな? 穴あ
きのしかけやサンタクロース探しも
楽しい大型絵本｡読み聞かせ用テキ
スト付き｡

間瀬なおかた作・絵

はっぱのおうち
さちが、はっぱのおうちで雨やどりを
していると、そこにいろいろな虫たち
がやってきました。いったい、どんな
虫たちがやってくるのでしょう…。女
の子と小さな虫たちとの交流を静か
に描く大型絵本。

征矢清さく　林明子え

はなさかじいさん
いじめられている犬を助けたじいさ
まとばあさま。犬が「わんわん」と吠
えるところを掘ってみると…。おなじ
みのストーリーを立体的な切り絵と
大きな文字で紹介する、大型立体厚
紙絵本。

メルヘン立体童話企画制作　佐竹玲文
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岩崎書店 2003.3 4-265-80116-1

34p 52cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾀ

081534364

偕成社 2015 978-4-03-321360-6

40p 59cm 幼児

早稲田・北部 ｵｵ E ｶ

032314676 082133745

福音館書店 2011.1 978-4-8340-2589-7

22p 49cm 幼児、小初

北部 ｵｵ E ｶ

081929770

文溪堂 2010.2 978-4-89423-546-5

32p 32×41cm 幼児

北部 ｵｵ E ｼ

081893430

文溪堂 2012.1 978-4-89423-545-8

32p 32×41cm 幼児

北部 ｵｵ E ｼ

081976789

文溪堂 2009.3 978-4-89423-544-1

32p 32×41cm 幼児

北部 ｵｵ E ｼ

081850919

花さき山
山菜をとりにいって、山ンばに出
会ったあや。やさしいことをすると美
しい花がひとつ咲くという花さき山の
感動のものがたり。おなじみのお話
をビッグサイズに。読みきかせ用テ
キスト付き。

斎藤隆介作　滝平二郎絵

パパ、お月さまとって!
「パパ、お月さまとって!」 モニカにせ
がまれたパパは、長いはしごをの
ぼってお月さまに会いにいきます。
お月さまに着いたパパは…。ページ
が左右上下に広がる、大型しかけ
絵本。

エリック=カールさく もりひさしやく

はははのはなし
虫歯のせいで歯が痛むと、いっそ歯
なんかなければいいと思いません
か？　でも、歯がないと困ることがた
くさんあるのです。歯の大切さと歯を
丈夫に守る方法を、からだ全体との
関連の中で楽しく伝えます。

加古里子ぶん・え

バムとケロのおかいもの
今日は月に一度のお買い物の日。
犬のバムとかえるのケロは、友だち
といっしょに市場に行きました。
チョッキの生地に、新鮮な野菜に、
オカリナに…欲しいものがいっぱ
い！　読み聞かせ用テキストつき。

島田ゆか作絵

バムとケロのさむいあさ
きょうはとっても寒い日。こんな日は
裏の池もきっと凍っているはず。バ
ムとケロは、スケートと釣りの道具を
もって池に行きました。すると、あひ
るさんが凍りついていて…。

島田 ゆか作/絵

バムとケロのそらのたび
バムの家におじいちゃんから山のよ
うな小包が届きました。中身は、組
み立て式の飛行機。バムとケロは、
何日もかけてようやく完成させた飛
行機に乗って、おじいちゃんの誕生
日パーティーに出発！　読み聞かせ
用テキストつき。

島田ゆか作絵
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文溪堂 2008.3 978-4-89423-543-4

32p 32×41cm 幼児

北部 ｵｵ E ｼ

080428196

文溪堂 2013.3 978-4-89423-787-2

32p 32×41cm 幼児

北部 ｵｵ E ｼ

082021056

偕成社 1997 4-03-321100-4

1冊 42×58cm 幼児

早稲田（２冊）・北部 ｵｵ E ｶ

031733199 032306235 080684111

アリス館 2007.2 978-4-7520-0359-5

32p 36×40cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾄ

081808818

偕成社 2009.11 978-4-03-331740-3

36p 116×21cm 幼児

北部 ｵｵ E ｲ

081885477

ポプラ社 2004.4 4-591-08044-7

37p 37×37cm 幼児

市立・北部 ｵｵ E ﾏ

011893864 082053976

バムとケロのにちようび
犬のバムとかえるのケロは雨の日よ
う日に何をしたでしょう。ケロは外で
ビチャビチャどろんこ遊び。バムは
お部屋をきれいに片づけて、お菓子
をいっぱい作って本を読もうと思った
けれど…。開くたびに新しい発見が
ある愉快な本。

島田ゆか作絵

バムとケロのもりのこや
ぽかぽかあたたかい木曜日。近くの
森に木いちごをつみに行ったバムと
ケロは、つる草に覆われた古い小屋
を発見。だれも住んでいないので、2
人の秘密基地にしよう! まずは掃除
と修理をして…。大型絵本。

島田ゆか作絵

はらぺこあおむし
食いしんぼうのあおむしは、毎日も
りもりと何でも食べつづけ、最後は
美しい蝶になります。斬新なしかけ
が子どもたちを引きこみ、数や曜日
の認識が深まるこの絵本がビッグ
ブックになりました。普通判の４倍
で、グループの読み聞かせに最適。

エリック・カール作　森比左志訳

バルボンさんのおでかけ－ワニのバルボン－
みどりのワニのバルボンさん。天気
のいい朝、おでかけです。「おはよう
ございます」　あいさつしながら、
ゆっくりのんびり、バスにのっておで
かけです。さあどこへいくのかな？
読み聞かせにぴったりな、名作絵本
の大型化。

とよたかずひこ著

１００かいだてのいえ
１００階建てのてっぺんに住む誰か
から、「遊びに来てね」と手紙をも
らったトチくん。でも１００階までたど
りつけるかな…？　大迫力の長さ１
メートル以上の超大型絵本。

いわいとしお〔作〕

ぴょーん
かえるが、ぴょーん。いぬが、ぴょよ
よーん。ばったが、ぴょーん。にわと
りとひよこが親子でぴょーん。いろい
ろな生き物がとびはねる様子を描い
た絵本。大型絵本での再刊。

まつおかたつひで作・絵
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金の星社 2008.7 978-4-323-03307-5

32p 50cm 幼児

市立・北部 ｵｵ E ﾐ

012088902 082053984

ポプラ社 2004.11 4-591-08318-7 

26p 44×44cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾊﾞ

081929838

好学社 2016.11 978-4-7690-2029-5

1冊 52cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ﾚ

032314718

鈴木出版 2006.1 4-7902-5140-3

25p 44cm 幼児

北部 ｵｵ E ｲ

081785214

金の星社 2012.9 978-4-323-03312-9

32p 50cm 幼児

北部 ｵｵ E ｱ

082021072

金の星社 2007.8 978-4-323-03306-8

32p 50cm 幼児

北部 ｵｵ E ｱ

080428204

ふしぎなキャンディーやさん
ブタくんが森の中でみつけたキャン
ディー屋さん。「ここにあるキャン
ディーをなめると、ふしぎなことが起
こるよ」　タヌキのおじさんにすすめ
られて、黄色いキャンディーをなめて
みると…。読み聞かせにぴったりな
大型絵本。

みやにしたつや作絵

ふゆのよるのおくりもの
もうすぐクリスマス。こねずみのティ
モシーとサラの家でも、ツリーを飾っ
たりおかしを作ったり大忙しです。ク
リスマスを過ごすためにおじいさん
の家に向かった二人は…。９０年刊
を大型絵本で再刊。

芭蕉みどり作・絵

フレデリック－ちょっとかわったのねずみのはなし－
仲間の野ねずみたちが昼も夜も
せっせと働き､食べ物を貯えている
間､フレデリックだけは何もせず､ぼ
んやり過ごしているように見えまし
た｡やがて寒い冬が来て､食べ物が
少なくなってくると…｡大型絵本｡

レオ=レオニ作 谷川俊太郎訳

へびくんのおさんぽ
へびくんが大きな水たまりを渡ろうと
すると、いろんな動物が「背中を渡ら
せてもらえませんか？」　ぞろぞろ、
どかどか、どすどす…。親子やみん
なで楽しむのにぴったりな、読み聞
かせ用テキスト付き。大型絵本での
再刊。

いとうひろし作・絵

へんしんオバケ
どきどき、わくわくオバケ洞窟。この
洞窟をくぐり抜けると、誰でもオバケ
に変身しちゃうんです…。繰り返し声
に出して読むうちに、いろんなもの
がオバケに変身する、不思議な読
み聞かせ大型絵本。

あきやま ただし作・絵

へんしんトンネル
不思議な「へんしんトンネル」。このト
ンネルをくぐると、なぜか変身しちゃ
うんです。あるときかっぱが、「かっ
ぱ、かっぱ、かっぱ…」とつぶやきな
がらトンネルをくぐると…。読みきか
せにぴったりな大型絵本。

あきやまただし作・絵
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ほるぷ出版 2003.7 4-593-72026-5

1冊 33×39cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ﾊ

032101826

講談社 2003.9 4-06-132283-4

1冊 53cm 幼児

市立 ｵｵ E ﾁ

011567427

偕成社 2003.11 4-03-321190-X

1冊 43×45cm 幼児

市立・早稲田・北部 ｵｵ E ｺﾞ

011923679 032308231 081542573

ジーン・マルゾーロ文 ウォルター・ウィック写真 糸井重里訳

小学館 2015.12 978-4-09-726612-9

29p 56cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ｳ 3

032314668

メイト 2001.12 4-89622-132-X

21p 50cm 幼児

彦成 ｵｵ E ﾐ

050517515

福音館書店 2011.1 978-4-8340-2590-3

30p  49cm 幼児、小初

早稲田 ｵｵ E ｺﾞ

032515397

ぼくにげちゃうよ
ある日、子うさぎは母さんうさぎに言
いました。「ぼく、逃げちゃうよ」　する
と母さんうさぎが言いました。「おま
えが逃げたら、母さんは追いかけま
すよ」…。読み聞かせに最適な大き
な絵本で再刊。

マーガレット・Ｗ．ブラウンぶん クレメント・ハードえ　いわたみみやく

ぼくのくれよん
これは　くれよんです。でもね　この
くれよんは　こんなに　おおきいので
す－。読み聞かせの現場から「この
絵本を大形絵本にして！」との要望
でついに実現した、９３年刊の名作
「ぼくのくれよん」大型絵本版。

長新太おはなし・え

まどから★おくりもの
窓をのぞいて、みんなにぴったりの
贈り物を届けるサンタさん。８３年刊
のロングセラーしかけ絵本を大型
化。穴あきのしかけもそのまま大きく
なって、子どもたちを笑いの渦に巻
き込みます。

五味太郎作・絵

ミッケ!　3　クリスマス－みんなであそべるかくれんぼ絵本－
キラキラ光るたくさんのクリスマスの
飾りの中から､時計を探してみて｡
ミッケ? 次は雪景色の中から､木馬
を探してみて｡ミッケ? 広いページの
中から､いろんなものを見つけよう!
楽しいかくれんぼ絵本｡1993年刊を
大型化。

みにくいあひるのこ
一羽だけみにくいあひるのこは、ほ
かの兄弟たちにもいじめられ、いつ
もしょんぼりとしていました…。おな
じみのストーリーを立体的な切り絵
と大きな文字で紹介する、大型立体
厚紙絵本。読み聞かせ用テキスト付
き。

メルヘン立体童話企画制作　小沢優文

みんなうんち
大きいぞうは大きいうんち。小さいね
ずみは小さいうんち。生きものは食
べるから、みんなうんちをするんだ
ね。子どもにとって興味のある、そし
て大事な「うんち」をユーモアいっぱ
いに描きます。

五味太郎さく
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福音館書店 2008.2 978-4-8340-2312-1

31p 36×50cm 幼児、小初

早稲田・北部 ｵｵ E ﾌ

032440828 082053737

偕成社 2011.9 978-4-03-331940-7

33p 40×55cm 幼児、小初

北部 ｵｵ E ｳ

081549545

文研出版 2006.3 4-580-81580-7 

29p 44cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾓ

080418163

岩崎書店 2002.3 4-265-80104-8

31p 53cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾀ

081423964

福音館書店 2016.1 978-4-8340-8234-0

46p 36×37cm 幼児

北部 ｵｵ E ｱ

081651838

西村敏雄さく

福音館書店 2010.1 4-265-80104-8

24p 42cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ﾆ

032486573

めっきらもっきらどおんどん
遊ぶ友達が誰もいないかんたは、大
声で歌を歌った。すると、風に乗って
奇妙な声が聞こえてきた。「よおよ
お、ええうたええうた」　声が聞こえ
てきた穴をのぞきこむとひゅうっとあ
なに吸い込まれて…。

長谷川摂子作　ふりやなな画

もぐらバス
ものおきのした1ちょうめ、だれかん
ちのにわ3ちょうめ。こんな停留所が
ある、もぐらバス。地面の下にのび
る小さなトンネルを、行ったり来たり
しているのです-。「ピタゴラスイッ
チ」の制作者コンビが贈るたのしい
大型絵本。

佐藤 雅彦原案，うちの ますみ文/絵

もこもこもこ
「しーん」として何もない地面が、「も
こもこもこ」と盛り上がって、伸びてき
た「にょきにょき」を「ぱく」。そして「ぽ
ろり」…。ことばのリズムが楽しい名
作絵本の大型化。読み聞かせ用テ
キスト付き。

谷川俊太郎作　元永定正絵

モチモチの木
おもての大きなモチモチの木がおっ
かなくて、夜ひとりではセッチンに行
けない豆太。ある夜、ジサマの具合
が悪くなり…。おなじみのお話をビッ
グサイズに。読みきかせ用テキスト
付き。

斎藤隆介作　滝平二郎絵

ももたろう
おばあさんが川で洗濯をしている
と、大きな桃が流れてきた。中には
かわいい男の子が。「ももたろう」と
名付けられた男の子は立派に成長
し…。力強い絵とともに真の昔話の
面白さが味わえる大型絵本。読み
聞かせ用テキスト付き。

松居直文 赤羽末吉画

もりのおふろ
森の奥でお風呂がわいています。ラ
イオンがやってきました。ごしごし、
しゅっしゅ、ごしごし、しゅっしゅ。ライ
オンは足を洗って、お腹を洗って、
顔もきれいに洗いました。そこへゾ
ウがやってきました…。楽しい大型
絵本。
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偕成社 2006.3 4-03-331430-X

40p 51cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾊ

081324410

あかね書房 2008.3 978-4-251-01002-5

24p 43cm 幼児

北部 ｵｵ E ｷ

081845000

あかね書房 2007.7 978-4-251-01001-8

24p 43cm 幼児

北部 ｵｵ E ｷ

081816241

メイト 2010.11 978-4-03-348200-2

41p 51cm 幼児

早稲田・北部 ｵｵ E ｼ

032509390 082054016

メイト 2005.2 4-89622-176-1

1冊(ﾍﾟｰｼﾞ付なし) 50cm 幼児

早稲田 ｵｵ E ｻ

032148694

ほるぷ出版 2005.5 4-593-72402-3

1冊(ﾍﾟｰｼﾞ付なし) 34×43cm 幼児

北部 ｵｵ E ｼﾞ

081844060

もりのかくれんぼう
おにいちゃんを追いかけて見知らぬ
森にまよいこんだけいこは、不思議
な男の子に誘われ、動物たちとかく
れんぼをすることに…。かくし絵をと
もだちといっしょに楽しめる絵本。１９
７８年初版刊を大型化。

末吉暁子作　林明子絵

ゆうたとさんぽする
「おれの名前じんぺい。おまえ、ゆう
た。おまえぱんつはく。おれなにもは
かない」　犬のじんぺいと人間のゆう
た、散歩に連れて行くのはどっちか
な？

きたやまようこ作

ゆうたはともだち
おれ、いぬ。おまえ、にんげん。おま
え、わらう。おれ、しっぽふる。おま
え、なでる。おれ、なめる…。犬のじ
んぺいはゆうたくんが大好き。お互
い全然ちがうけど、わかり合える友
だち。

きたやまようこ作

よかったねネッドくん
びっくりパーティに招待されたネッド
くん。でもネッドくんの行く手をはば
む出来事が次々と起こって…。不運
と幸運が交互にやってくるスリリング
な冒険を描いたロングセラー絵本を
大型化。

レミー・シャーリップさく　やぎたよしこやく

よくばりすぎたねこ
ひよこを見つけて、ねこはしめしめと
思いました。丸焼きにして食ってや
ろう。いや、まてまて、大きくしてから
食えばいいじゃないか。いや、まて
よ…。よみきかせ用テキスト付き。初
版８０年ＰＨＰ研究所刊を大型絵本
で再刊。

さとうわきこ作・絵

わゴムはどのくらいのびるかしら？
ある日、ぼうやは輪ゴムがどれくら
い伸びるか試してみることにしまし
た。部屋から外へ、バスで、汽車で、
飛行機で、輪ゴムはどんどん、どん
どん、どんどん伸びて…。読み聞か
せに最適な大きな絵本で再刊。

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
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福音館書店 2009.1 978-4-8340-2407-4

24p 42cm 幼児

北部 ｵｵ E ﾔ

082018557

わにわにのおふろ
きゅるりきゅるりきゅるり、わにわに
は蛇口をひねります。じゃばじゃば
じゃば、お湯がたまります。そしてお
風呂によじのぼります。ずるずりず
るずり、じょろろーん! お風呂が大好
きなわにわにの大型絵本。

小風 さちぶん，山口 マオえ
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