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　　　「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。

　　　　　　「きょうだい」

（凡例）

 書　名
 　　著者名等　　　出版者　　　出版年　　　請求記号
 　　あらすじ
 　　対象　　　☆キーワード
 ※ 対象区分（あかちゃんから／幼児から／小学生から）ごとに書名のアイウエオ順で掲載しています。
 ※ 対象区分はおおよその目安となりますので参考としてください。

あかちゃんがうまれたらなるなるなんになる？      絵本・いつでもいっしょ ２９

  スギヤマ　カナヨ／作      ポプラ社      ２００９．４      Z 913.8/ｽｷﾞ/

  弟が生まれて、わたしはお姉ちゃんになった。大忙しになったお母さんに、お父さんはとってもやさしく
なって、私たちみんなは弟が寝ていると忍者になる…。家族が新しい家族になる過程を描いた心あたたま
る絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆赤ちゃん　きょうだい　家族

あさえとちいさいいもうと      こどものとも傑作集 ６１

  筒井　頼子／さく      福音館書店      １９８２．５      Z 913.8/ﾂﾂ/

  お留守番を頼まれて妹の面倒をみることになった小さなお姉さん。ところが、ふと目を離したすきに幼い
妹の姿が消えて…。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆きょうだい（姉妹）

アネゴンたいタロラ      ひまわりえほんシリーズ

  あきやま　ただし／作・絵      鈴木出版      ２００７．４      Z 913.8/ｱｷ/

  たろくんと、お姉ちゃんはいつもケンカをしています。「このくま、かしてよ、おねーちゃん」「いや
よ。いま、これであそんでたのに」 2人のケンカは怪獣のような大騒ぎ! アネゴン対タロラのたたかいは一
体どうなる!?

  幼児(0～5歳)      ☆きょうだい（姉弟）　かいじゅう　けんか

幼児から

世話のやける妹、面倒見のいいお兄ちゃん、そっと後押ししてくれるお姉ちゃ
ん。
いつもケンカばかりしてるけど、お互いへの思いやりは忘れません。
やっぱり きょうだい っていいね！！
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いもうとがウサギいっぴきたべちゃった

  ビル・グロスマン／文      徳間書店      ２００８．１１      Z 933.7/ｸﾞﾛ/

  ぼくの妹がウサギを1匹食べちゃった! 絶対オエッてなるはずなのに、全然しなかった。次々に、いろん
な動物を丸飲みしちゃう妹。いったい、どうなっちゃうの? リズミカルな文と楽しい絵で贈る、ユニーク
な「数」の絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆きょうだい（兄妹）　ユーモア本　数

いもうとといっしょ      えほんはともだち １２

  つちだ　よしはる／作      ポプラ社      １９９０．１２      YZ 913.8/ﾂﾁ/

  ゆきがつもって、おとうさんとふたごのいもうとといっしょにゆきだるまつくり。その夜、いもうとたち
がかぜをひいてしまい・・・。いもうとを一生懸命に守ろうとするおにいちゃんの強い思いが伝わりま
す。

  幼児(0～5歳)      ☆くま　きょうだい（兄妹）　冬　雪

おとうとバーゲンします！

  イム　ジョンジャ／作      ひさかたチャイルド      ２００９．３      Z 929.13/ｲﾑ/

  わがままな弟に腹をたてたチャンイは、市場に弟を売りに行くことに。だけど、泣き虫で食いしん坊の弟
なんて、誰も欲しがらない。いったい、どうしたら売れるの…!? 姉と弟の微妙な関係を描いた、思わず
笑っちゃう韓国の絵本。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆きょうだい

おにいちゃんにははちみつケーキ      主婦の友はじめてブック おはなしシリーズ

  ジル・ローベル／ぶん      主婦の友社      ２００６．５      Z 933.7/ﾛﾍﾟ/

  きつねのコンタのうちに赤ちゃんが生まれてからというもの、ママは赤ちゃんにつきっきり。ベッドもと
られ、大きな音を出すとおこられる。ママはぼくのこといらなくなったんだ…。子どものせつない気持ち
が胸にしみる絵本です。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆きつね　きょうだい　赤ちゃん　おかあさん

９９９ひきのきょうだいのおひっこし

  木村　研／文      ひさかたチャイルド      ２００４．３      Z 913.8/ｷﾑ/

  小さな池に、999匹のおたまじゃくしが生まれました。ぐんぐん大きく育つにつれ、小さな池はぎゅう
ぎゅう詰め。そこで引っ越しをすることになったのですが… 池の外は危険がいっぱい! 天敵のヘビが、トン
ビが狙ってる!

  幼児(0～5歳)，小初      ☆かえる　きょうだい　家族　春

こんにちはたまごにいちゃん      ひまわりえほんシリーズ

  あきやま　ただし／作・絵      鈴木出版      ２００４．７      Z 913.8/ｱｷ/

  自分で殻が破れないたまごちゃん。弟ができてもたまごのまま。たまごにいちゃんになってしまいまし
た。意地っ張りのたまごちゃん「ぜったいじぶんでわるんだもん!」 そんなある日…。子どもの「遠回り」
を温かく見守る絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆たまご　ひよこ　きょうだい　おかあさん

ジャッキーのたからもの      ＰＩＣＴ．ＢＯＯＫ くまのがっこう

  あだち　なみ／絵      ブロンズ新社      ２００９．１      Z 913.8/ｱｲ/

  おてんばジャッキーのいたずらに、おにいちゃんたちはかーんかん。おこられたジャッキーは家出してし
まいます。でも、何にもすることがないので、池のほとりでひと休み。宿題の作文「わたしのたからも
の」のことを考えると…。

  幼児(0～5歳)      ☆くま　きょうだい　たからもの
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じゃんけん      えほんのマーチ １１

  むらい　きくこ／作・絵      岩崎書店      ２００４．３      Z 913.8/ﾑﾗ/

  ぼくはじゃんけんが弱い。なのにお母さんはいつもじゃんけんで決めるんだ。でもきょうは負けられな
い。いちごのケーキなんだもの…。キッズエクスプレス21主催の創作童話・絵本コンテスト2003文部科
学大臣奨励賞受賞作。

  幼児(0～5歳)      ☆じゃんけん　きょうだい

１４ひきのあさごはん

  いわむら　かずお／作      童心社      １９８３．７      Z 913.8/ｲﾜ/

  晴れた朝、起き出して来た14ひきのねずみの家族。まきを割ったり、木の実を採りに行ったり、パンを
焼いたり、みんな朝ごはんの用意に大忙し…。

  幼児(0～5歳)      ☆ねずみ　きょうだい　家族

スイミー  ちいさなかしこいさかなのはなし

  レオ・レオニ／著      好学社      １９８９      Z 933/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…。

  幼児(0～5歳)      ☆さかな　きょうだい　海

チップとチョコのおるすばん

  どい　かや／文・絵      文渓堂      ２００２．４      Z 913.8/ﾄﾞｲ/

  チップとチョコはこいぬのきょうだい。ふたりがなかよくおるすばんをしていると、なしもぎに行かない
かとさそわれました。そこで、こうたいで行くことになりましたが…。

  幼児(0～5歳)      ☆いぬ　きょうだい（兄妹）

ちいさなおとうと      ピピとトントンのえほん ２

  リスベット・スレーヘルス／さく      小学館      ２００８．１１      Z 949.3/ｽﾚ/

  ピピの弟の名前はポポ。ポポはくっさいうんちをするし、すぐに泣くし、パパとママをひとりじめしてし
まう。ポポなんかきらい、と思ったピピだけど、「ポポをだっこしてごらん」とパパに言われて…。

  幼児(0～5歳)      ☆きょうだい

ちょっとだけ      こどものとも絵本

  滝村　有子／さく      福音館書店      ２００７．１１      Z 913.8/ﾀｷ/

  なっちゃんは弟が生まれてお姉さんになりました。お母さんの手を借りずに1人で色々挑戦して、そのた
びに“ちょっとだけ”成長していきます。がんばる子どもの姿を母親の愛情とともに描く絵本。

  幼児(3～5歳)，小初      ☆子の成長　きょうだい　おかあさん　だっこ

ぶーちゃんとおにいちゃん

  島田　ゆか／著      白泉社      ２００４．１１      Z 913.8/ｼﾏ/

  大好きなおにいちゃんのまねばかりしてしまう、ぶーちゃん。あんまりしつこいので、お兄ちゃんは
ちょっとうんざり。ところが…。

  幼児(0～5歳)      ☆いぬ　きょうだい

ぼく、およげないの

  アンバー・スチュアート／文      徳間書店      ２００８．５      Z 933.7/ｽﾁ/

  かわうそのロロくんには、たったひとつできないことがありました。それは、泳ぐこと。ロロくんがしょ
げていると、ある日お姉ちゃんがいいことを思いついてくれました…。小さな子の気持ちを温かく描いた
絵本。

  幼児(3～5歳)      ☆かわうそ　きょうだい　子どもの成長
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ぼくがおっぱいをきらいなわけ      絵本のぼうけん １

  礒　みゆき／作・絵      ポプラ社      ２００１．１０      Z 913.8/ｲｿ/

  ぼくは、おっぱいなんてきらいだ。おっぱいを飲むなんて、赤ん坊のすることだ。おっぱいを触らなきゃ
眠れないなんて、赤ん坊のすることだ…。お兄ちゃんになった男の子の、おっぱいによせる切ない気持ち
を描いた絵本。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆おっぱい　おかあさん　きょうだい

みっぷちゃっぷやっぷうみにいく      絵本・こどものひろば

  筒井　頼子／ぶん      童心社      ２００８．６      Z 913.8/ﾂﾂ/

  こぶたのみっぷ、ちゃっぷ、やっぷは、夏休みに、ととぷうが子どもの頃によく遊んだ海へ行くことにな
りました。山の向こうの海に行くのは初めてです。林を抜けて、古い学校に泊まって、そしてトンネルを
通ると…。

  幼児(0～5歳)      ☆ぶた　きょうだい　夏　海　家族　旅行

よしよしなでなで

  とくなが　まり／文      アリス館      ２００８．７      Z 913.8/ﾄｸ/

  ななちゃんは、赤ちゃんに興味津々。眠っている赤ちゃんのぷくぷくおててをさわったり、ぷっくりほっ
ぺにぺったんこ。すると、赤ちゃんが目を覚ましてしまい…。初めて弟ができた喜びととまどいを描いた
絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆きょうだい　赤ちゃん　おかあさん

わがままいもうと

  ねじめ　正一／文      教育画劇      ２００５．１１      Z 913.8/ﾈｼﾞ/

  「アイスクリームがたべたい」という病気の妹は、どんどんどんどんわがままになって…。お兄ちゃんは
そんな妹のために東へ西へ大奮走。妹のわがままっぷりもお兄ちゃんのやさしさも両方いとおしい。究極
のきょうだい愛な絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆きょうだい（兄妹）

青い鳥

  メーテルリンク／原作      金の星社      ２００７．９      Z 952.7/ﾒﾃ/

  しあわせをよぶといわれる青い鳥。チルチルとミチルの兄妹も、「しあわせの青い鳥」を求めて色々な国
を訪ねます。しかし青い鳥はどこにもいません。疲れ果て眠ってしまったふたりが夢から覚めると…?

  幼児(0～5歳)      ☆きょうだい（兄妹）　旅

おにいちゃんだから      えほんのもり

  福田　岩緒／〔作〕      文研出版      ２０００．９      Z 913.8/ﾌｸ/

  お父さんとお母さんはすぐに「おにいちゃんだから」っていう。でもぼくは弟のたかしが大きらいだ。な
のに、おふろもいっしょに入らないといけない。それも熱いお湯に…。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆きょうだい（兄弟）

こぶとりたろう

  たかどの　ほうこ／作      童心社      ２００９．１１      Z 913.8/ﾀｶ/

  テストで悪い点をとったたろうが必死に勉強をしたら、頭に国語、理科、社会、算数と、4科目分のこぶ
ができてしまった! そこで、こぶとりじいさんのように鬼に取ってもらおうと、夜中に山奥へ向かうことに
…。

  幼児(3～5歳)      ☆きょうだい（兄妹）　鬼

小学生から
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３びきのかわいいオオカミ

  ユージーン・トリビザス／文      富山房      １９９４．５      Z 933/ﾄﾘ/

  3匹のかわいい狼は広い世界に出ていくことになりました。「でも、悪いおおブタには気をつけるのよ」
狼たちはれんがで家を作ったのに、とんでもないわるブタはそれを壊して…。「3匹の子豚」の素敵なパロ
ディー。

  幼児(0～5歳)      ☆オオカミ　きょうだい　ぶた

鹿よおれの兄弟よ      世界傑作絵本シリーズ

  神沢　利子／作      福音館書店      ２００４．１      Z 913.8/ｶﾝ/

  シベリアの森で生まれたおれは猟師だ。おれの着る服は鹿皮、おれの履く靴も鹿皮だ-。力強い詩と、
はっと思わせるような東洋的な細密画によって、シベリアの神秘的な森へと、どんどん引き込んでいく絵
本。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆しか　きょうだい　命

シナの五にんきょうだい

  クレール・Ｈ・ビショップ／ぶん      瑞雲舎      １９９５．１０      Z 933/ﾋﾞｼ/

  昔、シナに5人の兄弟がいた。一番目の兄さんは海の水を飲みほすことができ、二番目は鉄のように固い
首を持ち、三番目はどこまでも足をのばせ、四番目は火の中でも平気で、五番目はいつまでも息をとめて
おくことができた。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆きょうだい（兄弟）

ぜったいがっこうにはいかないからね      チャーリーとローラのおはなし

  ローレン・チャイルド／作      フレーベル館      ２００４．３      Z 933.7/ﾁﾔ/

  ぼくには妹がいて、これがなかなか世話のやけるやつなんだ。妹は言うんだ。「あたしは、まだ大きくな
んかない。ほらね、まだ小さいの! 学校へ行ってる時間なんかないと思うの」 そこでぼくは言ったんだ…。
シリーズ第3弾。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆きょうだい（兄妹）　学校

ちいさなまち      そうえん社・日本のえほん １７

  ふじた　しんさく／作・絵      そうえん社      ２００９．１２      Z 913.8/ﾌｼﾞ/

  水辺のちいさなまちで、ちいさなきょうだいが、はじめての散歩に出かけました。目にうつるすべてのも
のが輝いて…。世界でいちばん美しいまちのちいさな物語。人気イラストレーターによる書き下ろし絵
本。

  小初      ☆きょうだい（兄妹）　さんぽ　冬　雪　誕生日

ぼくいえでしたよ

  井上　よう子／さく      偕成社      １９９６．９      YZ 913.8/ｲﾉ

  ぼくが作ったつみ木のお城を、弟がこわしてしまった。頭にきたから、一発ポカッとなぐったら、お父さ
んもお母さんも弟の味方をするんだ。不公平だね、お兄ちゃんなんて。だから、ぼく、家出してやった!

  幼児(0～5歳)，小初      ☆きょうだい（兄弟）　家族　家出　キャンプ

ぼくのかわいくないいもうと      絵本のおもちゃばこ １２

  浜田　桂子／作      ポプラ社      ２００５．９      Z 913.8/ﾊﾏ/

  妹は「ぼくのかわいいいもうと」なんていう名前の絵本が大すき。だけど妹は、おしゃべりで、でしゃば
りで、ちっともかわいくない。もういやになっちゃうよ!

  小初      ☆きょうだい（兄妹）

山形県立図書館　経営課調査相談担当

〒990-0041　山形市緑町1-2-36　　（023）631-2523（代）

URL　　http://www.lib.pref.yamagata.jp/
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