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山形県立図書館
2012.6　No.18

　　　「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。

　　　　　　「雨の絵本」
　　　　　　　　　　　　雨はすき？きらい？　雨の日に読むと楽しい本を集めました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雨の日が待ち遠しくなるかもしれませんよ。

（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。

あめぽぽぽ　　（はじめてであうえほんシリーズ）

  ひがし なおこ／さく      くもん出版      2009.5      Z913.8/ﾋｶﾞ/

  ぴと ぴと ぽとん あ あめ ふってきた ぴと ぴと ぴと ぴと…。空からおりてきて、自在に形を変える雨。
雨が奏でる音楽を言葉にした、雨粒が語りかけてくる絵本。

  幼児(0～2歳)      ☆雨　かさ　散歩

おさんぽおさんぽ　　（0.1.2.えほん）

  ひろの たかこ／さく      福音館書店      2008.6      Z913.8/ﾋﾛ/

  だんごむし、あり、かたつむり、かえる…。雨上がり、お気に入りの長靴でおさんぽに出かけると、いろ
いろな生き物に出会いました。それから、もっと歩いていくと、目の前に大きな水溜りが…。

  幼児(0～2歳)      ☆散歩　ながぐつ　みずたまり

だれのかさかな?　　（おひざのうえで）

  東 君平／作・絵      フレーベル館      2001.2      Z913.8/ﾋｶﾞ/

  赤くて小さいかさ、とっても大きな緑色のかさ、長靴とおそろいの黄色のかさ…。いろんな色のいろんな
大きさのかさがあるよ。だれのかさか、あててみてね!

  幼児(0～5歳)      ☆かさ

ぱたぱたももんちゃん　　（ももんちゃんあそぼう）

  とよた かずひこ／さく・え      童心社      2012.3      Z913.8/ﾄﾖ/

  ももんちゃんがヘリコプターに乗って飛んでいます。黒い雲の中に入ると、かみなりぼうやがヘリコプ
ターに乗ってきました。しばらくすると、また誰かが乗ってきました。すると、雨が止んで…。

  幼児(0～5歳)      ☆ヘリコプター　雨

あかちゃんから 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000836546
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000746715
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000375303
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000113717
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みずちゃぽん

  新井 洋行／さく      童心社      2011.6      Z913.8/ｱﾗ/

  水、ぴちゃ。つぎつぎに、ぽと、ぽた、ぽしゃ。あっちこっちからざあー! 子どもにとって身近な自然で
ある「水」の勢いや清涼感が味わえる新感覚絵本。

  幼児(0～2歳)      ☆水

あまがえるさん、なぜなくの?

  キム ヘウォン／文      さ・え・ら書房      2008.7      Z929.13/ｷﾑ/

  昔、母さんの言うことをきかないあまがえるの子がいました。この子は、大のへそまがり。母さんが何を
言っても反対のことばかりして…。韓国の家庭で語りつがれてきた昔話を、リズミカルなことばと天真爛
漫な絵で綴った絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆カエル　おかあさん

あまつぶぽとりすぷらっしゅ

  アルビン・トゥレッセルト／さく      童話館出版      1996.6      Z933.7/ﾄｳ/

  山の斜面にふる雨のあとをたどり海に至る道すじを、作者の感性であるがままにとらえ、写真的に語る。
雨が小川になり、湖になり、大河になり、そして海に流れこむ自然の進行を子どもたちが無理なく理解で
きる絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆雨　水

あまやどり　　（新・自然きらきら）

  七尾 純／文      偕成社      2002.5      Z484.6/ﾅﾅ/

  雨が降ってきて、みんなは雨やどり。雨やどりの意味が分からないかたつむりは、みんなに聞いてまわり
ます。昆虫や花たちの世界を、身近に感じさせてくれる鮮やかな写真絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆雨宿り　雨　昆虫

あめ!　　（ポプラせかいの絵本）

  マニャ・ストイッチュ／さく      ポプラ社      2002.6      Z933.7/ｽﾄ/

  おひさまかんかん、あっちこっち乾いてあっちっち。赤い大地がぱりぱりぱふぱふひびわれた! からから
に乾いた大地に雨雲がかかり、雨がやってきます。動物たちは大喜び! リズミカルにダイナミックに雨の恵
みを描いた絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆雨　動物

あめがふるひに…

  イ ヘリ／文 絵      くもん出版      2005.5      Z929.13/ｲ/

  こんな雨が降る日、チーターは何をしているかな? きっと、かさをしっかりつかんでいるさ。それじゃ、
ライオンは? とらは? いろいろな動物たちの雨の日を想像しながらお話がすすみます。雨の日が楽しくな
る絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆雨　動物

あめのひ　　（世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本）

  ユリー・シュルヴィッツ／作・画      福音館書店      1976      Z933.7/ｼﾕ/
 
  幼児(0～5歳)，小初      ☆雨　水

あめのひ　きのこは……

  ステーエフ／原作      偕成社      1976      Z933.7/ｷﾞﾝ/
 
  幼児(0～5歳)      ☆雨　動物　昆虫　きのこ

幼児から 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000039962
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000759660
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000296743
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000398650
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000401144
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000441731
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000359752
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000359752
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000359277
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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      Z913.8/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)      ☆保育園　涙　雨　朝

あめふりのおおさわぎ　　（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

  デイビッド・シャノン／さく      評論社      2002.7      Z933.7/ｼﾔ/

  雨が降り出した。鶏が鳴き、犬は吠え、赤ちゃんが泣き喚く。外では車が渋滞し、果物は転がる、人々は
怒鳴り合う…。どんどんさわぎは広がり、町中が大混乱。そして? どしゃ降りが引き起こす混乱をユーモ
ラスに描いた絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆雨

うみをあげるよ

  やました　はるお／さく      秋書房      1977      Z913.8/ﾔﾏ/

  ワタルくんの大切なバスタオルが風にとばされました。お母さんと森へ探しに行くと、「や、みーつけ
た。いいものみーつけた。」「海だ、海だ、僕たちの海だぞお!」と嬉しそうな声が聞こえてきました…。

  幼児(0～5歳)      ☆カエル　海

かさかしてあげる　　（福音館の幼児絵本）

  こいで やすこ／さく      福音館書店      2002.4      Z913.8/ｺｲ/

  雨が降ってきました。かさを持っていない女の子が道ばたで立ちすくんでいると、「かさかしてあげる」
と、ありがクローバーを持ってきました。その後、次々と動物たちがやってきて…。

  幼児(0～5歳)      ☆かさ　雨

こぎつねキッコあめふりのまき　　（キッコシリーズ）

  松野 正子／文      童心社      1993.6      Z913.8/ﾏﾂ/
 
  幼児(0～5歳)      ☆かさ　きつね　雨

せんたくかあちゃん　　（こどものとも傑作集）

  さとう　わきこ／さく・え      福音館書店      1982.8      Z913.8/ｻﾄ/
 
  幼児(0～5歳)，小初      ☆洗濯　カミナリ

ぞうくんのあめふりさんぽ　　（こどものとも傑作集）

  なかの ひろたか／さく・え      福音館書店      2006.5      Z913.8/ﾅｶ/

  今日は雨降り。それでもぞうくんはごきげん。どれどれ、散歩にでかけよう。かばくんと一緒にお池の中
を散歩することに。ばしゃばしゃばしゃ。ところがお池はだんだん深くなり…。

  幼児(3～5歳)      ☆雨　動物　散歩

空の絵本　　（講談社の創作絵本）

  長田 弘／作      講談社      2011.10      YZ913.8/ｵｻ/

  激しく降った雨がやみ、空が明るくなると、草花の上のしずくがこぼれて、水晶のようにきらめく。そし
て、夕方になると、空には美しい夕焼けがひろがって…。かけがえのない一日一日の鮮やかさを描いた絵
本。

  幼児(3～5歳)，小初      ☆空　天気

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000811512
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000402545
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000150420
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000396702
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000268368
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000805508
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000541264
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000070393
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はっぱのおうち　　（幼児絵本シリーズ）

  征矢 清／さく      福音館書店      1989.4      Z913.8/ｿﾔ/
 
  幼児(0～5歳)      ☆雨　昆虫

もくもくやかん　　（講談社の創作絵本）

  かがくい ひろし／作      講談社      2007.5      Z913.8/ｶｶﾞ/

  それは何日も何日も雨が降らず、大地が干あがっていたときのこと。集まったのはやかん、ポット、じょ
うろにきゅうす。さてさて、何が起きるのかな? 雨ふりがたのしくなる、ふしぎなお話。

  幼児(0～5歳)      ☆雨　雲

あしたのてんきははれ?くもり?あめ?　　（かがくのとも傑作集 どきどきしぜん）

  野坂 勇作／さく      福音館書店      1997.5      Z451/ﾉｻ/

  明日の天気は晴れかな、雨かな、くもりかな? 雲やお日さまや風の向きをよく見てごらん。空や野原には
天気のヒントがたくさんかくれているよ。みんな簡単に出来る天気の観察のしかたを教えます。

  幼児(0～5歳)      ☆科学　天気

雨のふらない島

  ハンダ トシヒト／[作]      ビリケン出版      2003.6      Z913.8/ﾊﾝ/

  ずーっとずーっと南のちいさな島には王さまがいて、みんなで、たのしくのんびりくらしていました。と
ころがこまったことに雨がふらなくなったのです。王さまは「雨の神さん」においのりをしました。する
とある日-。

  小初      ☆雨　森

おじさんのかさ

  佐野洋子／著            1989      Z913.8/ｻﾉ/

  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…。

  幼児(0～5歳)      ☆かさ　雨

かえるのつなひき　　（こどものともコレクション）

  儀間 比呂志／さく え      福音館書店      1998.3      Z913.8/ｷﾞﾏ/

  むかしむかし沖縄島にあったはなし。あがりむらの田んぼの稲に悪い虫がわいた。稲を焼きはらえという
王様の命令に人間たちは大弱り。それを聞いたかえるが虫を退治しようと方法を考えるが…。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆カエル　綱引き

カミナリこぞうがふってきた　　（絵本のおもちゃばこ）

  シゲリ カツヒコ／作      ポプラ社      2010.6      Z913.8/ｼｹﾞ/

  ぼくが一本杉の下で雨宿りをしていると、目の前にでっかい赤ん坊が落っこちてきた! 「タイコ、コワレ
タ」と言って泣くそいつは、走って逃げるぼくのあとを、どこまでも追いかけてきて…。

  幼児(3～5歳)      ☆カミナリ

小学生から 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000201342
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000640380
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000712819
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000712819
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000425138
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000181891
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000327903
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000943488
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くもりときどきミートボール

  ジュディ・バレット／文      ほるぷ出版      2004.6      Z933.7/ﾊﾞﾚ/

  カミカミゴックンの町では、1日に3回、空から食べ物がふってくる。ソーセージにジュースにトースト
…。そんなおいしい生活が続いていたけれど、ある日天候が悪化して、ふってくる食べ物がどんどん大き
く、大量になって…。

  小初，小中      ☆降る

ふしぎな　ふしぎな　ながぐつ　　（創作えほん）

  佐藤　さとる／文      偕成社      1978      Z913.8/ｻﾄ/

 

  幼児(0～5歳)      ☆ながぐつ

わたしと雨のふたりだけ　　（新・創作絵本）

  ジョアン・ライダー／作      岩崎書店      1980.3      Z933/ｶﾘ/

 

  小初      ☆雨　夏
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