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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。

　　　　　　「ともだち」

（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。

えがおがいいね      たんぽぽえほんシリーズ

  下田　冬子／作・絵      鈴木出版      ２０１０．４      Z 913.8/ｼﾓ/

  ねずみくんが泣き出したら、ねこさんも、いぬくんも、ぶたさんも、みんなもつられて泣き出した。で
も、すぐにみんな元気な笑い顔…。なかまがいることの大切さを教えてくれる絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆泣き顔　笑顔　ともだち

おんなじおんなじ      ぶうとぴょんのえほん

  多田ヒロシ／著      こぐま社      １９８９      Z 913.8/ﾀﾀﾞ/

 

  幼児(0～5歳)      ☆ぶた　うさぎ　ともだち

ともだち      あかちゃんのえほん

  ヘレン・オクセンバリー／作      文化出版局      １９８１      Z 933.7/ｵｸ/

 

  幼児(0～5歳)      ☆ともだち

ね、ぼくのともだちになって！      ボードブック

  エリック・カール／作      偕成社      １９９７．９      Z 933.7/ｶﾙ/

  「ね、ぼくのともだちになって! 」小さなねずみがじぶんの友だちを見つけようとがんばっています。象
やワニやライオン…いろんな動物に声をかけますが、友だちは見つかるでしょうか。

  幼児(0～5歳)      ☆ねずみ　どうぶつ　ともだち

あかちゃんから

いつもそばにいて、時には家族よりも身近な存在の“ともだち”
学校に行っても、大人になってもずっとずっと大切にしたい“ともだち”
絵本の中の“ともだち”もきっと心の支えになってくれるでしょう。
“ともだち”と一緒に体も心も大きく成長したいですね。
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あ、そ、ぼ

  ジャック・フォアマン／文      小学館      ２００７．１２      Z 933.7/ﾌｵ/

  ひとりぼっちの子がいたら、友だちのいない子がいたら、みんなで声をかけてあげよう! 「あ、そ、
ぼ」ってね。そしたら友だちになれるよ。マイケル・フォアマン親子がおくる、心あたたまるメッセージ
絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆ともだち

あめふりあっくん      クローバーえほんシリーズ

  浜田　桂子／著      佼成出版社      ２００９．２      Z 913.8/ﾊﾏ/

  おひさま保育園の朝、あっくんはママが恋しくて泣いています。お友だちがなぐさめてくれるけれど泣き
止みません。雨も降ってきました。あっくんの目から降る雨は止むのでしょうか…? 保育園の朝をいきい
きと描いた絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆ともだち　雨　幼稚園

エルネスト  たびするいぬのものがたり

  ヨッヘン・シュトゥーアマン／作・絵      フレーベル館      ２００９．８      Z 943.7/ｼﾕ/

  生まれた時から、同じ街で決まりきった毎日を過ごす犬のエルネストには、友だちがいません。ところが
ある日、謎の絵はがきを受け取って…。エルネストの世界をめぐる不思議な旅の物語。

  幼児(0～5歳)      ☆いぬ　手紙　旅　ともだち

おねえちゃんったらもう！

  クリス・ラシュカ／作　絵      偕成社      １９９８．９      Z 933.7/ﾗｼ/

  おねえちゃんのいじわる。ぼくがちょっと遅かったり、失敗したり、違ったりするとすぐに、ダメなのろ
のろカバって言う。ぼくだってゆっくりやればできるのに、よーく考えればわかるのに。でもぼくには素
敵な強ーい味方がいる。

  幼児(0～5歳)      ☆ぶた　鳥　ともだち　きょうだい

ゴリオとヒメちゃん      評論社の児童図書館・絵本の部屋

  アンソニー・ブラウン／さく      評論社      ２００９．１      Z 933.7/ﾌﾞﾗ/

  ゴリオは動物園で、何不自由なく暮らしていました。でも、本当はさびしかったのです。友だちがいなく
て。そこで、世話係の人が連れてきたのは、とってもかわいいコネコのヒメちゃんでした。なかよしにな
れるかな?

  幼児(0～5歳)      ☆ごりら　ねこ　ともだち

しんせつなともだち      こどものとも傑作集 ３９

  方　軼羣／作      福音館書店      １９８７．１      Z 923.7/ﾌｱ/

 

  幼児(3～5歳)，小初      ☆うさぎ　ともだち　冬　雪

すてきな三にんぐみ      世界の新しい絵本

  トミー＝アンゲラー／さく      偕成社      １９８４      Z 933.7/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…。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆仲間　夜

幼児から
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タンゲくん      日本傑作絵本シリーズ

  片山　健／〔作〕      福音館書店      １９９２．１０      Z 913.8/ｶﾀ/

        講談社出版文化賞（第24回）

  幼児(0～5歳)      ☆ねこ　ともだち

ちいさなくまくんのともだち

  ハリー・ホース／さく      少年写真新聞社      ２００７．１１      YZ 933.7/ﾎｽ/

  ちいさな島にひとりで住んでいた、ちいさなくまくん。そこにまだら模様のものが流れてきました。あれ
はなんだろう? くまくんが引き上げてみると…? 友だちの大切さを伝える一冊。

  幼児(0～5歳)      ☆くま　うま　海　ともだち

ともだちいっぱい      ひかりのくに傑作絵本集 １８

  新沢　としひこ／作      ひかりのくに      ２００２．３      Z 913.8/ｼﾝ/

  「ともだちのともだちは、ともだちなんだよ」 どんどん広がる、増える友達! 歌も空もみんなの友達! 入
園前の子どもが自由に友達と遊ぶことを学ぶことができる絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆ともだち　幼稚園

ともだちがほしいの      からだとこころのえほん ６ あそび島シリーズ

  柴田　愛子／文      ポプラ社      ２００４．３      Z 913.8/ｼﾊﾞ/

  ふうこちゃんは子どもたちの遊び場「あそび島」の近くに引っ越してきました。でもそこの仲間にうまく
入れません。本を読むのも一人で遊ぶのもきらいじゃないけど、「ふうこは、友だちがほしいの!」 小さな
勇気を描いた絵本。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆ともだち

ともだちや

  内田　麟太郎／作      偕成社      １９９８．１      Z 913.8/ｳﾁ/

  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。

  幼児(0～5歳)      ☆きつね　おおかみ　ともだち　シリーズ

ないしょのおともだち

  ビバリー・ドノフリオ／文      ほるぷ出版      ２００９．５      Z 933.7/ﾄﾞﾉ/

  マリーとネズミは同じ家に住む、内緒のお友だちでした。マリーが大きくなって家を出てから、ふたりは
会えなくなってしまいましたが、マリーがお母さんになって家族とともに暮らしはじめた家に、ネズミが
やってきて…。

  幼児(0～5歳)      ☆ともだち　ねずみ　おやすみ

にじいろのさかな      世界の絵本

  マーカス・フィスター／作      講談社      １９９５．１１      Z 943/ﾌｲ/

  虹色に輝くうろこを持った、世界で一番美しい魚がいた。でもひとりぼっちだった。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。

  幼児(0～5歳)      ☆さかな　海　ともだち

ねえ、ほんよんで！

  レイン・マーロウ／作・絵      徳間書店      ２００９．１      Z 933.7/ﾏﾛ/

  何をするにもゆっくりじっくりのかめくんと、いつもせかせかしているうさぎくん。ある日、ふたりで
いっしょに本を読み始めると…? 性格が正反対の友だち同士をやさしく温かな色づかいでユーモラスに描
くかわいい絵本。

  幼児(3～5歳)      ☆うさぎ　かめ　本　ともだち
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ねずみくんをつかまえて！

  みき　すぐる／作      教育画劇      ２０１０．５      Z 913.8/ﾐｷ/

  ともだちが欲しいと嘆いているねずみくんに、犬のわんたくんが、ともだちになろうと、赤い風船をプレ
ゼントしました。すると、ねずみくんは風船とともに飛ばされてしまい…。わんたくんは、ねずみくんを
救えるのでしょうか。

  幼児(0～5歳)      ☆ねずみ　ともだち

ハンダのびっくりプレゼント

  アイリーン・ブラウン／作      光村教育図書      ２００６．４      Z 933.7/ﾌﾞﾗ/

  ハンダは果物が7つ入ったかごを頭にのせて、友達のアケヨの村へと歩き出しました。アケヨにあげるた
めに…。南国の果物と動物たちが次々に登場する、アフリカのケニアにあるルオ族の子どもたちをモデル
にした絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆ともだち　動物　くだもの

みんなともだち      ピーマン村の絵本たち

  中川　ひろたか／文      童心社      １９９８．１      Z 913.8/ﾅｶ/

  みんないっしょにうたをうたった みんないっしょにえをかいた みんないっしょにおさんぽをした 園でと
もだちいっぱいできて、楽しいことがたくさんあった。卒園しても、ずっとずっとともだち。

  幼児(0～5歳)      ☆ともだち　幼稚園

もねちゃんのたからもの

  たかお　ゆうこ／作・絵      徳間書店      ２０１０．５      Z 913.8/ﾀｶ/

  もねちゃんは、たからものをたくさん持っています。ある日、「ひみつのたからもの、見にきていいよ」
という手紙を、紙ひこうきにして飛ばしました。それを見て森からやってきたのは? 想像をふくらませる
楽しさを描いた絵本。

  幼児(3～5歳)      ☆たからもの　きつね　手紙　ともだち

わたしとあそんで      世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

  マリー・ホール・エッツ／ぶん　え      福音館書店      １９７４      Z 933.7/ｴﾂ/

 

  幼児(3～5歳)，小初      ☆ともだち

あたらしいともだち

  トミー・ウンゲラー／作      あすなろ書房      ２００８．１０      Z 943.7/ｳﾝ/

  友だちがいなくてさびしいラフィは、得意の大工仕事で「友だち」を作ることにしました。するとお隣り
に住む縫い物の得意なキーが、「友だち」にすてきな服を作ってくれることになり…。「創造」の喜びに
満ちあふれた絵本。

  小初      ☆ともだち

あの子      エルくらぶ

  ひぐち　ともこ／さく・え      解放出版社      ２０００．７      Z 913.8/ﾋｸﾞ/

  「あの子といっしょにおらんほうがええで」 あの子をめぐるうわさは広がっていく。理不尽なうわさを
断つための一言が言えますか? 「それって、ほんまにほんまやの? なー、あの子と話してみたらいいや
ん」。

  幼児(0～5歳)，般      ☆ともだち

小学生から
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あのときすきになったよ      教育画劇みんなのえほん

  薫　くみこ／さく      教育画劇      １９９８．４      Z 913.8/ｸﾝ/

  あの子となんで仲良くなったんだっけ? ちっとも好きじゃなかったのに、好きになったのはなんでかなあ
…。偏見で「きらい」と思っていたクラスメートの内側に触れ、くもりのない目で「すき」になるまでの
少女たちの心の交信。

  小初      ☆ともだち

オオカミのともだち

  きむら　ゆういち／ぶん      偕成社      ２００１．１０      Z 913.8/ｷﾑ/

  「一人の方が気楽でいい、友達? 何だか面倒だな」 そんなオオカミの前におかしなやつが現われた。ほ
んとに妙なやつなのに、なんだか気になる。もしかして、これが友達ってやつか? 「オオカミ」シリーズ
第2弾。

  幼児(0～5歳)      ☆おおかみ　くま　ともだち

オオカミクン      名作絵本復刊シリーズ ２

  グレゴワール・ソロタレフ／さく      ポプラ社      ２００１．１２      Z 953.7/ｿﾛ/

  うさぎを見たことのないオオカミクンが、オオカミを一度も見たことのないうさぎのトムと友達になりま
す。お互いの気持ちを理解し合える友人関係を築く様子をユーモラスに描く。

  幼児(0～5歳)      ☆おおかみ　うさぎ　ともだち

くまとやまねこ

  湯本　香樹実／ぶん      河出書房新社      ２００８．４      Z 913.8/ﾕﾓ/

  突然、最愛の友だちのことりを亡くしてしまった、くま。暗く閉め切った部屋に閉じこもっていたが、あ
る日やまねこと出会った。やまねこは、くまのためにバイオリンを弾いてくれて…。

  小初      ☆くま　やまねこ　ともだち　死

けんかのきもち      からだとこころのえほん ２

  柴田　愛子／文      ポプラ社      ２００１．１２      Z 913.8/ｼﾊﾞ/

  仲良しのこうたとけんかしたたいは、泣きながら家に帰った。こうたがあやまってくれたけれど、けんか
の気持ちは終わらない。けんかを通じて深まっていく子ども同士の関係を描く。      日本絵本賞（第7
回），けんぶち絵本の里大賞（第12回）

  幼児(0～5歳)      ☆ともだち　けんか

しろいうさぎとくろいうさぎ      世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

  ガース・ウイリアムズ／ぶん，え      福音館書店      ２００１．１１      Z 933/ｳｲ/

  しろいうさぎとくろいうさぎ、二匹の小さなうさぎが、広い森のなかに住んでいました。墨絵のような濃
淡でやわらかくつづられた絵本。

  小初，小中      ☆うさぎ　ともだち

ともだち

  谷川　俊太郎／文      玉川大学出版部      ２００２．１１      Z 913.8/ﾀﾆ/

  ともだちって かぜがうつっても へいきだって いってくれるひと。だれだって ひとりぼっちでは いきて
ゆけない。ともだちってすばらしい-。谷川俊太郎の詩と和田誠のイラストによる、心温まる絵本。

  小初      ☆ともだち
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ともだちのしるしだよ

  カレン・リン・ウィリアムズ／作      岩崎書店      ２００９．９      Z 933.7/ｳｲ/

  リナが救援物資の中に見つけた、片っぽだけのサンダル。もう片方を持っていたのは、足を腫らした少女
フェローザだった-。1足のサンダルによって結ばれた、難民キャンプに暮らす少女たちの友情物語。
「いたばし国際絵本翻訳大賞」最優秀翻訳大賞(英語部門)（第15回）

  幼児(3～5歳)      ☆ともだち　友情　戦争　難民

どんなかんじかなあ

  中山　千夏／ぶん      自由国民社      ２００５．７      Z 913.8/ﾅｶ/

  友だちのまりちゃんは目が見えない。それで考えたんだ。見えないってどんな感じかなあって-。ひろく
ん、そして彼のともだちの話が、いろいろな考えをはこんでくれる絵本。      日本絵本賞（第11回）

  幼児(0～5歳)      ☆ともだち　障害

ないた赤おに      大人になっても忘れたくない名作絵本

  浜田　広介／作      白泉社      １９８８．８      YZ 913.8/ﾊﾏ/

  赤おには人間たちとなかよく暮らしたいと思いました。家の前に「どなたでもおいでください」という立
て札を立てますが誰も来ません。仲間の青おにのおかげで、人間たちと友だちになれたのですが…。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆おに　ともだち　友情

走れメロス      声にだすことばえほん

  太宰　治／文      ほるぷ出版      ２００９．４      Z 913.8/ﾀﾞｻﾞ/

  メロスは、暴君の人質となった友のため、困難を乗り越え、走り続ける…。太宰治の文体はそのままに、
メロスが力強く走る場面を中心に物語を抜粋した大迫力の絵本。

  小初，小中      ☆ともだち　友情

わすれられないおくりもの      児童図書館・絵本の部屋

  スーザン・バーレイ／さく　え      評論社      １９８６．１０      Z 933/ﾊﾞﾚ/

 

  幼児(0～5歳)      ☆あなぐま　ともだち　死

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）
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