山形県立図書館
№2（2020.2 改訂）

「絵本の本棚」は子どもたちに読み聞かせをしている方々（おうちの方や読み聞かせボラン
ティアの方、学校の先生 など）に向けて、絵本選びの参考になればということで作成して
いるテーマ別リストです。

テーマ 【大型絵本】
山形県立図書館で所蔵している大型絵本です。
迫力満点！読み聞かせにいかがですか。
（凡例）
書 名
著者名等
出版者
出版年
請求記号
あらすじ
対象
大きさ（縦または縦×横）
※ 書名のアイウエオ順（洋書はＡＢＣ順）で掲載しています。
※ 対象はおおよその目安となりますので参考にしてください。

あかずきん

大型立体絵本
メルヘン立体童話企画／制作 小沢 優／文

メイト

2001.6

Z913.8/ｵｻﾞ/

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。

対象：幼児（0～5 歳）

ありとすいか

☆50cm

ポプラ社のよみきかせ大型絵本

たむら しげる／作・絵

ポプラ社

2004.4

Z913.8/ﾀﾑ/

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。

対象：幼児（0～5 歳）

☆49cm

アレクサンダとぜんまいねずみ
レオ=レオニ／作 谷川 俊太郎／訳

ともだちをみつけたねずみのはなし
ビッグブック
好学社
2012.10
Z933.7/ﾚｵ/

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。

対象：幼児（0～5 歳）

☆52×41cm

あんぱんまん

フレーベル館の大型えほん
やなせ たかし／作・絵
フレーベル館
2018.11

Z913.8/ﾔﾅ/

砂漠の真ん中でおなかがすいて今にも死にそうになっている旅人、深い森の中で道に迷ってしまいおなか
をすかしている子ども。おなかがすいて困った人がいると、いつも空からあんぱんまんが飛んできて…。
1976 年刊を大型化。

対象：幼児（0～5 歳）

☆49cm
1

いたずらラッコとおなべのほし
神沢 利子／文 長 新太／絵

よみきかせ大型絵本
あかね書房

2003.8

Z913.8/ｶﾝ/

仲間から離れて遠くの海へやってきたロッコとレッコ。すると、突然天から大きなおなべが落ちてきて、
ふたりをすくいあげた…。よみきかせ用テキスト付き。大型絵本での再刊。

対象：幼児（0～5 歳）

☆50cm

いもほりバス

大きな絵本
藤本 ともひこ／作・絵 鈴木出版 2012.5 Z913.8/ﾌｼﾞ/
お喋りするバスに乗っておいも掘りに出かけたねずみたち。大きなおいもを掘るためにバスをつんつんす
ると、バスからドリルが現れて…。自由に想像をふくらませられる大型絵本。読みきかせ用テキスト付き。

対象：幼児（3～5 歳）

うがいライオン

☆36×50cm

大きな絵本

ねじめ 正一／作 長谷川 義史／絵

鈴木出版

2012.3

Z913.8/ﾈｼﾞ/

「百獣の王」の名に恥じぬよう、威厳を保っている動物園のライオン。ある日、たまには愛嬌を見せよう
と、転んでみせますが…。横長の画面いっぱいの絵とリズミカルな言葉が楽しい大型絵本。

対象：幼（3～5 歳）

☆36×50cm

うみの 100 かいだてのいえ
いわい としお／[作]

ビッグブッグ

偕成社 2014.12 Z913.8/ｲﾜ/

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。2014 年 7 月刊を大型化。

対象：幼児（3～5 歳）

☆116×21cm

うらしまたろう

大型立体絵本
メルヘン立体童話企画／制作 佐竹 玲／文

メイト

2001.7

Z913.8/ｻﾀ/

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。

対象：幼児（0～5 歳）

☆50cm

おおかみと 7 ひきのこやぎ

大型立体絵本
メルヘン立体童話企画／制作 小沢 優／文
メイト

2001.8

Z913.8/ｵｻﾞ/

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。

対象：幼児（0～5 歳）

おおきなかぶ

☆50cm

ロシア民話

こどものとも劇場
Ａ．トルストイ／再話 内田 莉莎子／訳 佐藤 忠良／画 福音館書店 1998.3

Z983/ﾄﾙ/

おじいさんがうえたかぶは、おおきなおおきなかぶにそだちました。 おじいさん一人ではぬけません。
おばあさんをよんできて、いっしょに「うんとこしょ どっこいしょ」とおおきなかぶのくきをひっぱり
ましたが…。付：読み聞かせ用テキスト

対象：幼児（0～5 歳）
，小初

☆36×50cm

2

おおきなきがほしい

ビッグブッグ

さとう さとる／ぶん，むらかみ つとむ／え

偕成社

2007.10

Z913.8/ｻﾄ/

「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。

対象：幼児（0～5 歳）

☆51cm

おおきなもののすきなおうさま
安野 光雅／作 絵

メイト

よみきかせ大型絵本
2004.2
Z913.8/ｱﾝ/

大きな物が好きな王様の回りの物はみんな巨大。でも、大きな植物鉢に植えたチューリップは、小さな花
しか咲きませんでした…。よみきかせ用テキスト付き。７６年講談社刊を大型絵本で再刊。

対象：幼児（0～5 歳）

おこだでませんように

☆50cm
大型絵本

くすのき しげのり／作，石井 聖岳／絵

2014.6

Z913.8./ｸｽ/

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、七夕さまにあるお願いをした…。

対象：幼児（０～５歳）
，小初

45×45cm

おじいちゃんのごくらくごくらく
西本 鶏介／作

鈴木出版

大きな絵本

２００７．１

Z913.8/ﾆｼ/

ゆうたは、いつもお風呂で「ごくらくごくらく」と言ってる大好きなおじいちゃんと温泉に行くはずでし
たが、おじいちゃんは急に入院することに。そして…。死と別れに出あう子どもを描く。読み聞かせに最
適な大型絵本。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

おっぱい

大きな絵本
みやにし たつや／作・絵

鈴木出版

２００５．１

Z913.8/ﾐﾔ/

柔らかくてあったかいお母さんのおっぱい。大きく優しく強く元気な子にしてくれた、ぼくの大好きなお
っぱい。象さんだって豚さんだっておっぱい飲んで大きくなるよ…。読みきかせ用テキスト付き。大型絵
本での再刊。

対象：幼児（０～５歳）

☆４４ｃｍ

おばけのてんぷら

ポプラ社のよみきかせ大型絵本
せな けいこ／作・絵
ポプラ社
２００４．４

Z913.8/ｾﾅ/

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！

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

おばけパーティ

ほるぷ出版の大きな絵本
ジャック・デュケノワ／さく おおさわ あきら／やく
Z953.7/ﾃﾞﾕ/

ほるぷ出版

２００４．３

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？
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。

対象：幼児（０～５歳）

☆３３×４３ｃｍ

3

おばけって、お料理

おべんとうバス

大きな大きな絵本 ２５

真珠 まりこ／作・絵

チャイルド本社

２００９．１

Z913.8/ｼﾝ/

「バスにのってください、ハンバーグくーん」「はーい」「えびフライちゃん」「はーい」 お弁当の食べ物
たちが次々にバス乗り込んでくる、たのしくてかわいい大型絵本。読み聞かせ用テキスト付き。

幼児（０～５歳）

おまえうまそうだな
宮西 達也／作絵

☆５０ｃｍ
ポプラ社のよみきかせ大型絵本
ポプラ社
２００６．４
Z913.8/ﾐﾔ/

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。

対象：幼児（０～５歳）
，小初

おめんです ［１］

☆４７ｃｍ

ビッグブック あっ！とおどろくしかけえほん

いしかわ こうじ／作・絵

偕成社

２０１４．９

Z913.8/ｲｼ/

鬼のおめん、おたふくのおめん、真っ赤なだるまのおめん、緑色のかっぱのおめん、おもしろい
ひょっとこのおめん…。おめんをかぶっていたのは誰かな? おめんのページをめくると動物たちが
出てくる大型しかけ絵本。

対象：幼児（０～２歳）

☆４３×４３ｃｍ

おめんです ［２］

ビッグブック あっ！とおどろくしかけえほん
いしかわ こうじ／作・絵
偕成社
２０１８．２
Z913.8/ｲｼ/

真っ赤な髪のピエロのおめん、孫悟空のおめん、大きなオレンジ色のかぼちゃのおめん…。
おめんをかぶっていたのは誰かな? おめんのページをめくると動物たちが出てくる大型しかけ絵本。

対象：幼児（０～２歳）

☆４３×４３ｃｍ

おやおや、おやさい

こどものとも年少版劇場
石津 ちひろ／文，山村 浩二／絵
福音館書店

２０１４．１

Z913.8/ｲｼ/

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。付:読み聞かせ用テキスト（１枚）

対象：幼児（０～２歳）

☆４３×４３ｃｍ

かぐやひめ

大型立体絵本
メルヘン立体童話企画／制作 佐竹 玲／文

メイト

２００１．９

Z913.8/ｻﾀ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

かたあしだちょうのエルフ
おのき がく／文・絵

ポプラ社のよみきかせ大型絵本
ポプラ社
２００４．１１
Z913.8/ｵﾉ/

強くて大きなだちょうのエルフは、子供たちを背中に乗せてドライブする人気者。でもある日子供たちを
守ってライオンとたたかったエルフは、大切な脚を一本食いちぎられてしまいます…。大型絵本での再刊。

対象：幼児（０～５歳）

☆４４ｃｍ

4

からすのパンやさん

ビッグブック

かこ さとし／絵と文

偕成社

１９９７．５

Z913.8/ｶｺ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆５１ｃｍ

ガンピーさんのふなあそび

ほるぷ出版の大きな絵本
ジョン・バーニンガム／さく みつよし なつや／やく
ほるぷ出版
Z933.7/ﾊﾞﾆ/

２００４．３

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆３８×３８ｃｍ

きつねのでんわボックス

読みきかせ大型絵本

戸田 和代／作 たかす かずみ／絵

金の星社

２００８．８

Z913.8/ﾄﾀﾞ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆４８×５０ｃｍ

キャベツくん
長

ぽっぽライブラリ みるみる大型絵本
新太／文・絵
文研出版
２００７．２
Z913.8/ﾁﾖ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

給食番長

☆４４ｃｍ

ビッグブック

よしなが こうたく／さく

長崎出版 ２０１３．３ Z913.8/ﾖｼ/

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…。

対象：小初，小中

☆５２ｃｍ

９９９ひきのきょうだい

大きな大きな絵本 ４
木村 研／文 村上 康成／絵
チャイルド本社

２００５．４

Z913.8/ｷﾑ/

春に、カエルのお母さんが、たんぼに９９９ひきのたまごを生みました。みんながカエルになっても、い
ちばん先に生まれたお兄ちゃんは、まだたまごのまま。やっと、目を覚ますと、とても大きなおたまじゃ
くしで、みんなはびっくり。９９９ひきでかくれんぼ。お兄ちゃんがおにです。ところが、そばにはヘビ
が…。読み聞かせ用の大きな絵本。ひさかたチャイルド １９８９年刊を大型化。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

きょだいなきょだいな

こどものとも劇場
長谷川 摂子／作 降矢 なな／絵
福音館書店

２００１．１１

Z913.8/ﾊｾ/

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。

対象：幼児（０～５歳）
，小初

☆３６×５０ｃｍ

5

きんぎょがにげた
五味 太郎／作

こどものとも年少版劇場
福音館書店

２００９．１

Z913.8/ｺﾞﾐ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆４２ｃｍ

くだものいろいろかくれんぼ
いしかわ こうじ／作・絵

ポプラ社のよみきかせ大型絵本 これなあに？かたぬきえほん

ポプラ社

２０１６．３

Z625/ｲｼ/

まんまるのボールみたいなのは、なにかな? 食べるとサクサク、赤くて、おいしいりんごでした。いろい
ろな形の穴のあいたページをめくると、くだものがつぎつぎと現れる。楽しく遊べるしかけ絵本を大型化。

対象：幼児（０～５歳）

☆３８×３８ｃｍ

くものすおやぶんとりものちょう
秋山 あゆ子／さく

福音館書店

こどものとも劇場
２００８．２

Z913.8/ｱｷ/

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！付:読み聞かせ用テ
キスト（１枚）

対象：幼児（３～５歳）
，小初

ぐりとぐら

☆３６×５０ｃｍ

こどものとも劇場

なかがわ りえこ／〔さく〕 おおむら ゆりこ／〔え〕
Z913.8/ﾅｶ/

福音館書店

１９９８．３

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。
子どもたちに圧倒的人気の絵本を、広い場所でも読み聞かせに最適な大型絵本に。
付：読み聞かせ用テキスト

対象：幼児（３～５歳）
，小初

ぐるんぱのようちえん
西内 みなみ／さく

☆３６×５０ｃｍ

こどものとも劇場
福音館書店
１９９９．３

Z913.8/ﾆｼ/

ぐるんぱは、とても大きなぞうです。ぐるんぱには、おおきい体のせいで、すべてのことが悪いことにな
るという問題があって…。

対象：幼児（０～５歳）
，小初

月ようびはなにたべる？

☆３６×５０ｃｍ

アメリカのわらべうた

エリック・カール／え もり ひさし／やく

偕成社

ビッグブック
１９９７．５

Z933.7/ｶﾙ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆５６ｃｍ

ころわんとしろいくも

大きな大きな絵本 ５
間所 ひさこ／作 黒井 健／絵
チャイルド本社

２００５．５

Z913.8/ﾏﾄﾞ/

ころわんのおうちの向こうの空に、白い白い雲がもっくり浮かんでいます。
「わん、わん、あの雲、お魚み
たい! 誰かにおしえてあげたいな」 ころわんは、お魚の好きなねこちゃんに教えてあげようと出かけまし
た。ひさかたチャイルド１９９８年刊を大型化。付：読み聞かせ用テキスト

対象：幼児（０～５歳）

☆５０×５０ｃｍ

6

サンドイッチサンドイッチ
小西 英子／さく

こどものとも年少版劇場

福音館書店

２０１４．１

Z913.8/ｺﾆ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

三びきのこぶた

☆４２ｃｍ

イギリス昔話

こどものとも劇場
瀬田 貞二／やく 山田 三郎／え
福音館書店
１９９８．３
Z388.33/ﾔﾏ/
貧しいこぶたの 3 兄弟が、それぞれの家を作ることになりました。最初のこぶたはワラで、2 番目の
こぶたは木の枝で家を作りました。しかし、オオカミがやってきて 2 つの家はふきとばされ、2 匹の
こぶたは食べられてしまいます。3 番目のこぶたはレンガで家を作りました。レンガは重くて丈夫な
ので、オオカミがきてもへっちゃらです。さらに 3 番目のこぶたは、知恵をしぼってオオカミを退治
しようと考えます。オオカミ退治はうまくいくのでしょうか?
対象：幼児（０～５歳）
，小初
☆５０ｃｍ

さんびきのこぶた

大型立体絵本

メルヘン立体童話企画／制作 小沢 優／文

メイト

２００１．４

Z913.8/ｵｻﾞ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

三びきのやぎのがらがらどん

ノルウェーの昔話

マーシャ・ブラウン／え，せた ていじ／やく

福音館書店

２０１６．１

Z933.7/ﾌﾞﾗ/

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。

対象：幼児（３～５歳）

☆４８ｃｍ

しげちゃん

読みきかせ大型絵本
室井 滋／作 長谷川 義史／絵
金の星社

２０１３．１

Z913.8/ﾑﾛ/

「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。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

しっぽのはたらき

大型絵本
川田 健／ぶん 薮内 正幸／え 今泉 吉典／監修

福音館書店

２０１１．１ Z481.1/ｶﾜ/

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。読みきかせ用テキスト付き。

対象：幼児（３～５歳）
，小初

☆４９ｃｍ

じゃんけんぽん

大きな絵本
せな けいこ／作・絵
鈴木出版

２０１０．１２

Z913.8/ｾﾅ/

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。
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対象：幼児（３～５歳）

しらゆきひめ

☆３６×５０ｃｍ

大型立体絵本

メルヘン立体童話企画／制作 小沢 優／文

メイト

２００１．１０

Z913.8/ｵｻﾞ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

しりとりのだいすきなおうさま

大きな絵本
中村 翔子／作，はた こうしろう／絵
鈴木出版

２００４．３

Z913.8/ﾅｶ/

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。

対象：幼児（０～５歳）
，小初

スイミー

ちいさなかしこいさかなのはなし ビッグブック

レオ=レオニ／作

好学社

２０１０．１１

Z933.7/ﾚｵ/

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
大型絵対象：幼児（０～５歳）
☆５２ｃｍ

すっぽんぽんのすけ

大きな絵本
もとした いづみ／作 荒井 良二／絵

鈴木出版

２００９．２

YZ913.8/ﾓﾄ/

お風呂あがり、パンツを履くのが嫌で裸のまま、庭へ飛び出した男の子。すると忍者たちがやってきた。
「ぼくは、すっぽんぽんのすけだ〜えいっ!」と名乗ると、忍者たちは逃げていったが…。ユーモアあふれ
る大型絵本。付：読みきかせ用テキスト（７ｐ６ｃｍ）
，付：読みきかせ用テキスト一覧版（１枚）

対象：幼児（０～５歳）

☆４４ｃｍ

すてきな三にんぐみ

ビッグブック
トミー＝アンゲラー／さく いまえ よしとも／やく

偕成社

２００１．３

Z933.7/ｱﾝ/

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。厚紙絵本。

対象：幼児（０～５歳）
、小初

ぜったいにおしちゃダメ？

☆５３ｃｍ
大きな絵本

ビル・コッター／さく
サンクチュアリ出版
２０１８．１１
Z933.7/ｺﾂ/
ルールは 1 つだけ。それはこの赤いボタンをおしちゃダメということ。ボタンについて考えることさえダ
メ。できるかな? でも…おしちゃったら、一体どうなるんだろう? とにかく笑える愉快な大型絵本。

対象：幼児（０～５歳）

☆３９×４２ｃｍ

せんたくかあちゃん

こどものとも劇場
さとう わきこ／作・絵
福音館書店
２００３．１１

Z913.8/ｻﾄ/

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。付：読み聞かせ用テキスト（１枚）

対象：幼児（０～５歳）
，小初

☆３６×５０ｃｍ
8

せんろはつづく
竹下 文子／文

読みきかせ大型絵本
金の星社

２０１０．９

Z913.8/ﾀｹ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

そらまめくんのベッド
なかや みわ／さく・え

☆４８×５０ｃｍ
こどものとも劇場
福音館書店
２００１．１１

Z913.8/ﾅｶ/

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-。
付：読み聞かせ用テキスト

対象：幼児（０～５歳）
，小初

だじゃれ日本一周
長谷川 義史／作

☆３６×５０ｃｍ

大型絵本
理論社
２０１１．４

Z807.9/ﾊｾ/

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。
読みきかせ用テキスト付属資料一点付き。

対象：小中

☆４４cm

たまごにいちゃん

大きな絵本

あきやま ただし／作・絵

鈴木出版

２００３．６

Z913.8/ｱｷ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

たまごねえちゃん

大きな絵本
あきやま ただし／作・絵
鈴木出版

２００６．９

Z913.8/ｱｷ/

本当はもう卵から出てこないといけないのに、ずっと卵のままでいるたまごねえちゃんは、散歩もお父さ
んにだっこされたままでわがままを言い放題。でも、疲れたお父さんの足をもんであげたいと思い…。厚
紙絵本。２００５年刊を大型化。付：読み聞かせ用テキスト。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

たまごのあかちゃん

こどものとも年少版劇場
かんざわ としこ／ぶん やぎゅう げんいちろう／え
Z913.8/ｶﾝ/

福音館書店

２００９．１

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆４２ｃｍ

だるまさんが

かがくいひろしの大型絵本１
かがくい ひろし／さく
ブロンズ新社
２０１０．５

Z913.8/ｶｶﾞ/

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。

対象：幼児（０～２歳）

☆３９×３９ｃｍ
9

だるまさんの

かがくいひろしの大型絵本２

かがくい ひろし／さく
ブロンズ新社
２０１０．１２
Z913.8/ｶｶﾞ/
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。
対象：幼児（０～２歳）
☆３９×３９ｃｍ

だるまさんと

かがくいひろしの大型絵本３
かがくい ひろし／さく
ブロンズ新社
２０１１．１１

Z913.8/ｶｶﾞ/

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。

対象：幼児（０～２歳）

☆３９×３９ｃｍ

だるまちゃんとてんぐちゃん
加古 里子／さく え

こどものとも劇場

福音館書店

２０１６．１２

Z913.8/ｶｺ/

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。

対象：幼児（３～５歳）
，小初

ダンゴムシみつけたよ

ポプラ社のよみきかせ大型絵本
皆越 ようせい／写真・文
ポプラ社
２００５．１１

Z485.3/ﾐﾅ/

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？
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。

対象：幼児（０～５歳）
，小初

ちいさなくれよん

驚きいっぱい、小さ

☆３５×４４ｃｍ

読みきかせ大型絵本

篠塚 かをり／作 安井 淡／絵

金の星社

２００２．５

Z913.8/ｼﾉ/

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。厚紙絵本。

対象：幼児（０～５歳）
，般

☆５０ｃｍ

ちいちゃんのかげおくり

大型絵本
あまん きみこ／作，上野 紀子／絵
あかね書房

２０１４．７

Z913.8/ｱﾏ/

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…。１９８２年刊を大型化。

対象：小初

☆５０ｃｍ

ちか１００かいだてのいえ
いわい としお／[作]

偕成社

ビッグブック
２０１０．１１

Z913.8/ｲﾜ/

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。

対象：幼児（３～５歳）

☆１１６×２１ｃｍ

10

ちからたろう

ポプラ社のよみきかせ大型絵本

いまえ よしとも／ぶん，たしま せいぞう／え

ポプラ社

２００４．１１

Z913.8/ｲﾏ/

貧しいじいさまとばあさまのこんび(あか)からできた、ちからたろう。同じ力自慢のみどうっこたろうと
いしこたろうを仲間にしてばけものをやっつけ、田畑を耕して皆を幸福にします。大型絵本での再刊。

対象：幼児（０～５歳）

☆４９ｃｍ

ちびゴリラのちびちび

ほるぷ出版の大きな絵本
ルース・ボーンスタイン／さく いわた みみ／やく
Z933.7/ﾎﾞﾝ/

ほるぷ出版

２００３．７

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。７８年刊を読み聞かせに最適な
大きな絵本で再刊。

対象：幼児（０～５歳）

ちゅーちゅー
宮西 達也／作絵

☆３７×４２ｃｍ

大きな絵本
鈴木出版

２０１０．１

Z913.8/ﾐﾔ/

お昼寝から目を覚ました 3 匹の子ねずみの前にいたのは、大きなねこ。びっくりした子ねずみたちでした
が、そのねこは、ねずみを見たことがありませんでした。子ねずみたちは、ねこをだまそうと…。読み聞
かせ用テキスト付き。

対象幼児（３～５歳）

つるのおんがえし

☆５０×４１ｃｍ
大型立体絵本

メルヘン立体童話企画／制作 佐竹 玲／文

メイト

２００１．１１

Z913.8/ｻﾀ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
間瀬 なおかた／作・絵

大きな大きな絵本 １
チャイルド本社
２００５．１
Z913.8/ﾏｾ/

山の駅から海の駅へ。次々に景色が変わる様子が楽しめる。後ろからも読むことができ、また電車に乗っ
て山の駅まで帰ることもできる絵本。読み聞かせ用テキスト付き。初版０２年ひさかたチャイルド刊を大
型絵本で再刊。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０×５０ｃｍ

でんしゃにのって

アリス館のよみきかせ大型絵本
とよた かずひこ／著
アリス館
２００６．４

Z913.8/ﾄﾖ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

どうぞのいす
香山 美子／作

☆４３ｃｍ

大きな大きな絵本 ６
チャイルド本社
２００５．６

Z913.8/ｺｳ/

うさぎさんが作ったどうぞのいすに次々と動物がやってきます。どうぞのいすの上においてある物をもら
って、代わりにお礼を置いていく。この繰り返しに思いやりと優しさを感じます。
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対象：幼児（０～５歳）
，小初

☆５０ｃｍ

どうぶつしんちょうそくてい

アリス館のよみきかせ大型絵本
聞かせ屋。けいたろう／文，高畠 純／絵
アリス館
２０１６．１１

Z913.8/ｷｶ/

今日は動物園の身長測定です。うさぎやカンガルー、キリンがならんで順番を待っています。
一番最初に測るのは、うさぎ。動物たちは、じょうずに測れるでしょうか? 読み聞かせにぴったりな、名
作絵本の大型版。

対象：幼児（０～５歳）

とべバッタ

☆５０ｃｍ

ビッグブック

田島 征三／作

偕成社

２００３．１１

Z913.8/ﾀｼ/

天敵から身を守るために茂みに住んでいたバッタが決心し、大空へ向って飛んでいく…。世界絵本原画展
「金のりんご賞」等受賞画家による８８年初版のロングセラー絵本を大型化。厚紙絵本。

対象：幼児（０～５歳）

ともだちや

☆４３×５４ｃｍ

おれたち、ともだち！

内田 麟太郎／作

ビッグブック
２００６．３
Z913.8/ｳﾁ/

偕成社

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。

対象：幼児（０～５歳）

とんとんとん

☆５０ｃｍ

読みきかせ大型絵本

あきやま ただし／作・絵

金の星社

２０１９．２ Z913.8/ｱｷ/

女の子が初めてかずき君のうちをたずねます。でも大きなマンションで、どのドアがかずき君のうちかわ
かりません。
「とんとんとん」とドアをたたくと…。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。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

なにをたべてきたの？

よみきかせ大型絵本
岸田 衿子／文，長野 博一／絵
佼成出版社，メイト(発売)

２００５．２

Z913.8/ｷｼ/

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。９
５年刊の大型絵本版。

対象：幼児（０～５歳）

☆４７ｃｍ

にじいろのさかな

世界の絵本
大型絵本
マーカス・フィスター／作 谷川 俊太郎／訳

講談社

２００１．４

Z943/ﾌｲ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆４７ｃｍ

にんじんとごぼうとだいこん
和歌山 静子／絵

鈴木出版

日本民話
大きな絵本
２００７．３
Z913.8/ﾜｶ/

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。
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対象：幼児（０～５歳）

☆４４ｃｍ

ねずみくんのチョッキ

ポプラ社のよみきかせ大型絵本
なかえ よしを／作 上野 紀子／絵
ポプラ社
２００４．４

Z913.8/ﾅｶ/

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。

対象：
（０～５歳）

ねずみのいもほり

☆４４ｃｍ
大きな大きな絵本 ７

山下 明生／作 いわむら

かずお／絵

チャイルド本社

２００６．１

Z913.8/ﾔﾏ/

ねずみの７つごたちは、おとうさんと、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？厚紙絵本。付：
読み聞かせ用テキスト

対象：幼児（０～５歳）

ねずみのでんしゃ

☆５０ｃｍ

大きな大きな絵本 ２

山下 明生／作 いわむら

かずお／絵

チャイルド本社

２００５．２

Z913.8/ﾔﾏ/

ねずみの７つご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。厚紙絵本。

対象：幼児（０～５歳）
，小初

はじめてのおつかい
筒井 頼子／さく

☆５０ｃｍ

こどものとも劇場
福音館書店
１９９９．３

Z913.8/ﾂﾂ/

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。
対象：幼児（３～５歳）
，小初
☆３６×５０ｃｍ

はじめまして

大きな絵本
新沢 としひこ／作 大和田 美鈴／絵

鈴木出版

２００６．３

Z913.8/ｼﾝ/

はじめましてのごあいさつ ねこやまたろうともうします おひげが ぴんぴん はえています どうぞ
これからよろしくね。歌にあわせて、みんなきちんとあいさつできるかな？ 読み聞かせに最適な大型絵
本。厚紙絵本。付：読み聞かせ用テキスト

対象：幼児（０～５歳）

はっぱのおうち
征矢 清／さく

☆４４ｃｍ

こどものとも年少版劇場
福音館書店
２０１０．１

Z913.8/ｿﾔ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆４２ｃｍ

はなさかじいさん

大型立体絵本
メルヘン立体童話企画／制作 佐竹 玲／文

メイト

２００２．１

Z913.8/ｻﾀ/

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。読み聞かせ用テキ
スト付き。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ
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花さき山

ビッグ・えほん

斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵

岩崎書店

２００３．３

Z913.8/ｻｲ/

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。厚紙絵本。

対象：幼児（０～５歳）

☆５２ｃｍ

はははのはなし

大型絵本
加古 里子／ぶん・え
福音館書店

２０１１．１

Z497.7/ｶｺ/

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。大
型絵本。

対象：幼児（３～５歳）
，小初

バムとケロのおかいもの
島田 ゆか／作 絵

文溪堂

☆４９×４４ｃｍ
大型絵本
２０１０．２

Z913.8/ｼﾏ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆３２×４１ｃｍ

バムとケロのさむいあさ
島田 ゆか／作 絵

大型絵本
文溪堂 ２００９．３

Z913.8/ｼﾏ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆３２×４１ｃｍ

バムとケロのそらのたび
島田 ゆか／作 絵

文渓堂

大型絵本
２００９．３

Z913.8/ｼﾏ/

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!

対象：幼児（０～５歳）

☆３２×４１ｃｍ

バムとケロのにちようび
島田 ゆか／作 絵

文溪堂

大型絵本
２００８．３

Z913.8/ｼﾏ/

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。

対象：幼児（０～５歳）)

☆３２×４１ｃｍ

パパ、お月さまとって！

ビッグブック
エリック=カール／さく，もり ひさし／やく
２０１５
Z933.7/ｶﾙ/
「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。
対象：幼児（０～５歳）
☆５９ｃｍ
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はらぺこあおむし

ビッグブック

エリック・カール／さく もり ひさし／やく

偕成社

１９９４．５

Z933.7/ｶﾙ/

あたたかい日曜日の朝、ぽん! とちっぽけなあおむしがうまれました。あおむしはおなかがぺっこぺこ。
数や曜日の認識をおりこんだ、食いしん坊あおむしの穴あき絵本。

対象：幼児（０～５歳）

☆４２×５８ｃｍ

１００かいだてのいえ

ビッグブック
偕成社
２００９．１１

いわい としお／〔作〕

Z913.8/ｲﾜ/

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。

対象：幼児（3〜5 歳）

ぴょーん

☆１１６×２１ｃｍ

ポプラ社のよみきかせ大型絵本

まつおか たつひで／作・絵

ポプラ社

２００４．４

Z913.8/ﾏﾂ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

ふしぎなカサやさん
みやにし たつや／作絵

☆３７×３７ｃｍ
読みきかせ大型絵本
金の星社

２０１８．３

Z913.8/ﾐﾔ/

林の中にあるふしぎなカサやさん。
「カサを開いてごらん」とタヌキのおじさんに言われて、ブタくんがカ
サを開くと、空から降ってきたのは雨じゃなくて…。読み聞かせにぴったりな大型絵本。

対象：幼児（０～５歳）

ふしぎなタネやさん
みやにし たつや／作絵

☆５０ｃｍ
読みきかせ大型絵本
金の星社

２０１４．５

Z913.8/ﾐﾔ/

ブタくんは森の中でふしぎなお店を見つけました。タネをうめるとふしぎなことが起こるというタネ屋さ
んです。もらったタネをうめてみると、にょきにょきにょきっと木が生えてきて…。読み聞かせにぴった
りな大型絵本。付:読みきかせ用テキスト（1 冊 ２６cm）

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

へびくんのおさんぽ

大きな絵本
いとう ひろし／作・絵
鈴木出版

２００６．１

Z913.8/ｲﾄ/

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。厚紙絵本。

対象：幼児（０～５歳）

☆４４ｃｍ

へんしんトンネル

読みきかせ大型絵本
あきやま ただし／作・絵
金の星社
２００７．８

Z913.8/ｱｷ/

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。ある時かっぱが「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。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ
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ぼくにげちゃうよ

ほるぷ出版の大きな絵本

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
２００３．７
Z933.7/ﾌﾞﾗ/

ほるぷ出版

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。

対象：幼児（０～５歳）

ぼくのくれよん
長

☆３３×３９ｃｍ

大型絵本

新太／おはなし・え

講談社の創作絵本

講談社

２００３．９

Z913.8/ﾁﾖ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

まどから★おくりもの

☆５３ｃｍ

五味 太郎／作・絵

五味太郎・しかけ絵本
偕成社

２００３．１１

ビッグブック
Z913.8/ｺﾞﾐ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

まめまきバス

☆４３×４５ｃｍ

大きな絵本

藤本 ともひこ／作・絵

鈴木出版

２０１９．１

Z913.8/ﾌｼﾞ/

今日は節分。なのに、町では、咳をしたかいじゅうおにが大暴れし、みんなに風邪をうつしていました。
バスとねずみたちは、かいじゅうおにをやっつけようと豆を投げますが、豆は全然届かなくて…。

対象：幼児（３～５歳）

☆３６×５０ｃｍ

みにくいあひるのこ

大型立体絵本
メルヘン立体童話企画／制作 小沢 優／文

メイト

２００１．１２

Z913.8/ｵｻ/

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。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

みんなでんしゃ

大きな大きな絵本 ２６
薫 くみこ／作，かとう ようこ／絵
チャイルド本社

２００９．２

Z913.8/ｸﾝ/

森の鉄道の終点にある「もりのひろば」駅には、いろんな電車がやってきます。駅長さんがひと休みして
いると、まっくろ電車やふわふわ電車など、次々に不思議な電車がやってきて…。穴あきしかけが楽しい
大型絵本。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０×５０ｃｍ

めっきらもっきらどおんどん
長谷川 摂子／作 ふりや

こどものとも劇場
なな／画
福音館書店
２００８．２

Z913.8/ﾊｾ/

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…。

対象：幼（３～５歳）
，小初

☆３６×５０ｃｍ
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もぐらバス

ビッグブック

佐藤 雅彦／原案 うちの ますみ／文 絵

偕成社

２０１１．９

Z913.8/ｻﾄ/

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。

対象：幼児（３～５歳）
，小初

☆４０×５５cm

もこもこもこ

ぽっぽライブラリ
みるみる大型絵本
谷川 俊太郎／作，元永 定正／絵
文研出版
２００６．３

Z913.8/ﾀﾆ/

「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。

対象：幼児（０～５歳）

モチモチの木

☆４４ｃｍ

ビッグ・えほん

斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵

岩崎書店

２００２．３

Z913.8/ｻｲ/

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。

対象：幼児（０～５歳）
，般

もったいないばあさん
真珠 まりこ／作・絵

☆５３ｃｍ

講談社の創作絵本
講談社
２００８．２ Z913.8/ｼﾝ/

もったいないばあさんが来るよ。お皿の上の食べ残し、お茶碗についたごはんつぶ。もったいなーいと言
ってくるよ。ものを大切にする心がそだつお話「もったいないばあさん」が、迫力いっぱいの大型絵本に。

対象：幼児（０～５歳）

ももたろう

☆５３ｃｍ

大型立体絵本

メルヘン立体童話企画／制作 佐竹 玲／文

メイト

２００１．５

Z913.8/ｻﾀ/

むかし、ばあさまが川でせんたくをしていると、川上から大きな桃がどんぶらこ、どんぶらこと流れてき
ました。おなじみのスト－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。

対象：幼児（０～５歳）

☆５０ｃｍ

もりもりくまさん

大きな絵本
長野 ヒデ子／作 スズキ コージ／絵

鈴木出版

２０１２．９

Z913.8/ﾅｶﾞ/

なんでももりもりこなすくまさん。もりもり朝ごはんをおかわりしてから、もりもり夕食を食べるまで、
一日中もりもり元気なくまさんの姿をユーモラスに描く。
「もりもり」の繰返しが楽しい大型絵本。

対象：幼児（0〜5 歳）

☆４４×４２ｃｍ

よかったねネッドくん

英文つき・ビッグブック
レミー・シャーリップ／さく やぎた よしこ／やく
偕成社

２０１０．１１

Z933.7/ｼﾔ/

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。

対象：幼児（3〜5 歳）

☆５１ｃｍ

わゴムはどのくらいのびるかしら？
マイク・サーラー／ぶん

ほるぷ出版

ほるぷ出版の大きな絵本
２００５．５
Z933.7/ｻﾗ/

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
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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。

対象：幼児（０～５歳）

☆３４×４３ｃｍ

【洋書の大型絵本】
Ｅａｃｈ

ｐｅａｃｈ ｐｅａｒ ｐｌｕｍ もものきなしのきプラムのき ＢＩＧ
ＯＯＫＳ
Ｊａｎｅｔ ａｎｄ Ａｌｌｅｎ Ａｈｌｂｅｒｇ／作 Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ １９７８
E 933/AH/

Ｂ

（英文）

☆３８×４８ｃｍ

Ｇｕｅｓｓ ｈｏｗ ｍｕｃｈＩ
らん ＢＩＧ ＢＯＯＫＳ

ｌｏｖｅ

ｙｏｕ

どんなにきみがすきだかあててご

Ｓａｍ Ｍｃｂｒａｔｎｅｙ／作 Ａｎｉｔａ Ｊｅｒａｍ／絵 Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ １９９４
E 933/MC/
（英文）

☆４５×３９ｃｍ

Ｈａｖｅ

ｙｏｕ

ｓｅｅｎ

ＯＫＳ
Ｅｒｉｃ Ｃａｒｌｅ／作

ｍｙ

ｃａｔ？

Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ

ぼくのねこみなかった？
１９８７

ＢＩＧ

ＢＯ

E 933/CA/

（英文）

☆３８×４８ｃｍ

Ｉ’ｍ

ａ

Ｓｅｅｄ

わたしはなんのたね

Ｊｅａｎ Ｍａｒｚｏｌｌｏ／作
１９９６
E 933/MA/

Ｊｕｄｉｔｈ

ＢＩＧ ＢＯＯＫＳ
Ｍｏｆｆａｔｔ／絵

Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ

（英文）

☆５２×３４ｃｍ

Ｒｏｓｉｅ’ｓ

ｗａｌｋ

ロージーのおさんぽ

ＢＩＧ ＢＯＯＫＳ
Ｐａｔ Ｈｕｔｃｈｉｎｓ／作 Ｓｃｈｏｌａｓｔｉｃ
E 933/HU/

（英文）

☆３８×４５ｃｍ

Ｔｈｅ

ｓｕｒｐｒｉｓｅ

ｐａｒｔｙ

サプライズ

パーティ

Ｐａｔ Ｈｕｔｃｈｉｎｓ／作 Ｍａｃｍｉｌｌａｎ 1991

E 933/HU/

（英文）

☆３５×４６ｃｍ
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