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山形県立図書館 
      №19（2013.5） 

 
         

「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 【マツリとカミサマ】        

やさしい神様や恐ろしい神様など様々な神様と 

日本各地、季節のお祭の絵本を集めました。 

 

（凡例） 

書   名   請求記号 

 著者名等   出版者   出版年 

 あらすじ 

 対象   ☆キーワード 

※ 書名のアイウエオ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。 

 

エイサー!ハーリー きゅーはくの絵本  Z386.199/ﾔﾏ/ 

山崎 克己／絵 フレーベル館 2006.6 

今日は、年に一度の海神祭(ウンガミ)の日。ハーリー船に乗って、海の神様が沖縄の村にやってきます。

さあ、ハーリーと一緒に沖縄の祭りに参加してみましょう。 

対象：小初，小中  ☆海神祭 沖縄県塩屋湾 

 

えびすさんと 6 人のなかまたち 七福神ものがたり  Z913.8/ﾅｶ/ 

中川 ひろたか／作 佼成出版社 2004.11 

大きな鯛を釣った恵比寿さんは、宝船に乗り込むと、世直しの旅へ出発。大黒さんに布袋さん、福禄寿

に寿老人…、6 人の仲間たちが次々に集まってきた。粋でいなせな七福神が活躍する、愉快なお正月絵

本。 

対象：小初，小中  ☆七福神 宝船 お正月 

 

おどれ!ひなまつりじま おはなしえほんシリーズ  Z913.8/ｶｷ/ 

垣内 磯子／作 フレーベル館 2010.2 

今日は、ひな祭り。何やら匂いに誘われて、山から山姥やってきた。さあさあ祭りをやろうじゃないか! 寝

ている五人囃子を叩き起こし、三人官女にダンスを踊らせ、山姥も一緒に踊り出すうち、家のみんなが

起きてきて…。 

対象：幼児(0～5 歳)  ☆ひなまつり 山姥 

 

 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000552821
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000393206
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000910519
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カミナリこぞうがふってきた 絵本のおもちゃばこ  Z913.8/ｼｹﾞ/ 

シゲリ カツヒコ／作 ポプラ社 2010.6 

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…。 

対象：幼児(3～5 歳)  ☆雷小僧 雷様 

 

祇園祭 Z913.8/ﾀｼﾞ/ 

田島 征彦／作 童心社 2005.3 

京の都で、疫病をしずめ、亡くなった人たちの魂をなぐさめようと始められた祇園祭。1100 年も続く

祭りの様子を、力強く鮮やかに描く。第 6 回世界絵本原画展金牌受賞作。1976 年刊の新版。 

対象：幼児(0～5 歳)，小初 ☆祇園祭 京都 

 

こうえんのかみさま Z913.8/ｽｷﾞ/ 

すぎはら ともこ／作・絵 徳間書店 2009.8 

大好きなけんちゃんと一緒に遊ぶため、丘の上の公園に、ひとりで虫とりに行ったまあちゃん。そこで

まあちゃんが捕まえたのはとんぼではなくて、「こうえんさま」? 子どもの表情を生き生きと描いた、ほ

のぼのとした絵本。 

対象：幼児(3～5 歳)  ☆神様 公園 ムシ 

 

こえどまつり こどものともコレクション Z913.8/ﾀﾞｲ/ 

大道 あや／作 福音館書店 2011.2 

猫のごんごんは、犬のちのび、からすのあーよを連れて、町へこえどまつりを見に行くことに。やがて、

太鼓の音が聞こえてくると、みんなはいっせいにかけ出して…。にぎやかなまつりの様子を描いた絵本。 

対象：幼児(3～5 歳)，小初 ☆まつり 山車 ネコ イヌ カラス 

 

さかさまつり Z913.8/ﾂｷ/ 

つきおか ゆみこ／著 佼成出版社 2008.1 

寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。世にも不思議な「さかさまつり」だよ。どこもかしこもおかしな

屋台だらけ。おばけ屋敷も、お楽しみに! 「かげ絵」や「はんじ絵」(絵文字のなぞなぞ)も楽しい絵本。 

対象：幼児(0～5 歳)  ☆まつり 縁日 おばけ さかさま 

 

しにがみさん 柳家小三治・落語「死神」より Z913.8/ﾉﾑ/ 

柳家 小三治／[原作]  教育画劇 2004.3 

死神は金がない若い父親を助ける。しかし、父親は欲に目がくらみ、自分の寿命を金と交換してしまう。

寿命を決めるろうそくの世界の絵が圧巻。丹精な木版画による江戸落語の絵本。 

対象：小初 ☆死神 落語 

 

 

 

 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000943488
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000428894
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000865170
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000000215
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000703505
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000437329


 3 

セミ神さまのお告げ アイヌの昔話より 日本傑作絵本シリーズ Z929/ｳｶ/ 

宇梶 静江／古布絵制作・再話 福音館書店 2008.3 

北の海辺のある町に、6 代の人の世を生きてきたおばあさんがおりました。「海津波と山津波がひとつに

なり、大津波がやってくる」と、昼も夜も歌い続けるおばあさんでしたが…。カムイユカラ(神謡)を元に

再話した古布絵絵本。 

対象：幼児(3～5 歳)，小初 ☆セミ神さま アイヌ 神謡 

 

たなばたウキウキねがいごとの日!  Z913.8/ﾏｽ/ 

ますだ ゆうこ／作 文溪堂 2010.6 

友達がいないたぬきのポコくん。七夕の日、ポコくんはあるお願いを短冊に書きます。でも、短冊は風

に飛ばされて…。楽しいお話はもちろん、七夕伝説や、七夕飾り、料理のレシピなど、七夕にまつわる

いろんなことがわかる絵本。 

対象：小初 ☆七夕 タヌキ キツネ 

 

たなばたまつり 講談社の創作絵本 季節と行事のよみきかせ絵本 Z913.8/ﾏﾂ/ 

松成 真理子／作 講談社 2010.6 

町の広場に七夕祭の笹が置かれました。町のみんなが短冊に願いを書いて、笹に飾っていきます。そし

て七夕の夜、短冊に書かれた願いの言葉たちは、夜の空に上っていって…。心あたたまる七夕の絵本。 

対象：幼児(3～5 歳)，小初 ☆七夕 

 

だるまちゃんとだいこくちゃん こどものとも傑作集 Z913.8/ｶｺ/ 

加古 里子／さく 福音館書店 2001.1  

だいこくちゃんが打ち出の小槌を振ると、いいものがたくさん出てきます。小槌が欲しいだるまちゃん

は、自分で打ち出の小槌を作りますが、うまくいきません。さて、だるまちゃんとだいこくちゃんはど

うするのでしょうか…。 

対象：幼児(0～5 歳)，小初 ☆大黒様 だるま  

 

ちいさなもののやすらぐところ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 Z192.8/ｺﾂ/ 

マーティン・ワッデル／ぶん 評論社 2004.1  

凍える冬の夜、あるウシ小屋に、女の人を背に乗せ、男の人にひかれたロバがやってきました。オウシ

はロバに言いました。「お入りなさい」 そして、その夜、一人の男の子がこの世に誕生したのです…。 

対象：幼児(0～5 歳) ☆イエス ウシ ロバ イヌ ネコ ネズミ 冬の夜 

 

月のうさぎ 寂聴おはなし絵本 Z913.8/ｾﾄ/ 

瀬戸内 寂聴／文 講談社 2007.7 

なぜ月にうさぎが見えるの? 森に仲よく暮らすうさぎときつねとさるは、倒れていたおじいさんを助け

ようと、一生懸命食べものを探しますが…。未来に生きる子どもたちとすべての大人たちに贈る、たく

さんの愛がつまった物語。 

対象：小初 ☆天の神 ウサギ キツネ サル 月 本生経 

 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000722810
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000946818
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000942851
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000375963
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000385118
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000655815
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てーほへてほへ 奥三河・花祭 講談社の創作絵本 Z913.8/ﾉﾑ/ 

野村 たかあき／作・絵 講談社 2002.1 

何百年と守られてきた愛知県・奥三河の奇祭・花祭。ひっこみ思案の小学一年生・こうたも、おじいち

ゃんの村の祭りで、初舞を踊ることに。寒く眠く煙い祭りで、こうたは…? 

対象：幼児(0～5 歳)  ☆花祭 花の舞 愛知県北東部 

 

天人女房 日本のむかし話 Z913.8/ｲﾅ/ 

稲田 和子／再話 童話館出版 2007.7 

水浴びをしていた天女に一目ぼれをした牛飼いの男は、羽衣を隠し、天に帰れなくなった天女を家に連

れて帰った。ふたりは結婚し、子どもたちと幸せに暮らしていたが、ある日隠してあった羽衣を見つけ

て…。七夕祭りの由来の話。 

対象：小初 ☆七夕 天女 鹿児島県の昔話 

 

にっぽんのかみさまのおはなし Z164.1/ｲｽﾞ/ 

いずもい あき／えとぶん 産経新聞ニュースサービス 1999.1 

いざなぎ・いざなみの神が「あめのぬぼこ」で島をつくった日本の国のはじめのおはなし、すさのおの

おろち退治、おおくにぬしの冒険、うみさち・やまさちの物語など、日本の神話を描いた絵本。 

対象：幼児(0～5 歳)  ☆日本の神話  

 

ノアのはこぶね YZ933/ﾚｲ/ 

ジェーン・レイ／作 福武書店 1992.6 

神は人間や動物をつくったことを後悔し、滅ぼしてしまうことにしました。ただひとり、ノアは神に従

うよい人間でした。神はノアに、はここぶねをつくり、家族や動物や食べ物をふねにのせるように言っ

て…。 

対象：幼児(0～5 歳)  ☆キリスト教 船 大洪水 

 

はつてんじん 落語絵本 Z913.8/ｶﾜ/ 

川端 誠／[作]  クレヨンハウス 2003.1 

とうちゃん、ぼくもつれてって…。お父さんは金坊を連れて初天神へ行くはめになってしまいました。

更に何もねだらない約束だったのに、大きな凧を買うはめに。でも、凧あげに夢中になったのはお父さ

んでした。落語の絵本化。 

対象：小初，小中 ☆初天神 凧 落語 天満宮 

 

はるまつり こどものとも傑作集 のらっこの絵本 Z913.8/ｷｸ/ 

菊池 日出夫／さく・え 福音館書店 1991.1 

きょうははるまつり。町じゅうがお祭でおおにぎわいです。そういちはねえちゃんと見物に行ったので

すが、出店に夢中になって…。 

対象：幼児(0～5 歳)，小初 ☆まつり 出店 

 

 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000392456
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000656628
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000351405
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000254058
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000295508
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000232387
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ひなまつりにおひなさまをかざるわけ 行事の由来えほん Z913.8/ｾｵ/ 

瀬尾 七重／作 教育画劇 2001.1  

時代と共にその姿を変えていったひな祭り。人形にけがれを移し、その年の無事を願うひな祭りの精神

を、今の子供たちに伝わるよう絵本で紹介。昔の人々の素朴な風習を想像しながら、ひな祭りが楽しめ

る。 

対象：幼児(0～5 歳)，小初 ☆ひなまつり  

 

びんぼうがみじゃ Z913.8/ｶﾝ/ 

苅田 澄子／作 教育画劇 2012.1 

ある日、だんご屋さんのたっくんの家に貧乏神がやって来た。それからというもの、お店のおだんごは

カチカチになるし、お家も傾いちゃって、さあ大変! たっくんの家はどうなる? 見返しにすごろくあり。 

対象：幼児(0～5 歳)  ☆貧乏神 福の神 だんご 

 

びんぼうがみとふくのかみ 日本名作おはなし絵本 Z913.8/ﾄﾐ/ 

富安 陽子/文，飯野 和好/絵 小学館 2009.12 

働いても働いても貧乏な夫婦の家には、貧乏神が住みついていた。ところが、ある年、福の神がやって

くることになって…。情緒を育む豊かな語り口の文章と個性あふれる絵で綴る、日本名作おはなし絵本 

対象：幼児(0～5 歳)，小初 ☆貧乏神 福の神 山形地方 山形県鮭川村  

 

ふくの神どっさどっさどっさぁり 羽黒町手向のサイの神 えほん・こどものまつり  

YZ913.8/ﾂﾁ/ つちだ よしはる／作 リーブル 2002.1 

出羽三山の一つ、羽黒山の門前町で 200 年あまり続く「サイの神の祭り」を描く絵本。たいこにあわせ

て、子どもたちが歌いだします。ここの家さ ふくの神 どっさどっさ どっさぁり まいごんだ どっさぁ

り まいごんだ…。 

対象：小初 ☆サイの神 聖山稲荷神社 出羽三山 山形県鶴岡市羽黒町手向地区 

 

まつり 講談社の創作絵本 Z913.8/ｲｾ/  

いせ ひでこ／作 講談社 2010.1 

知と技で伝えてきた「日本のこころ」の結晶である、まつり。日本にやってきたパリの植物学者を、少

女さえらが地元のおまつりに案内する。準備の風景や彫刻屋台のみごとな装飾に期待は高まる。そして

まつりがはじまった-。 

対象：小初 ☆彫刻屋台まつり 森の神さま 手古舞  ちんじゅの森 栃木県鹿沼市 

 

やまの花まつり えほん・こどものまつり YZ913.8/ﾀｶ/ 

たかぎ あきこ／さく リーブル 1994.3 

花まつりの日、子どもたちは花をつんで、花から花へ走ります。おしゃかさまのとおる道に、つんだ花

をまくのです。山みちに花のじゅうたん、子どもたちはおしゃかさまを運びます。楽しい花まつりの日

をやさしい絵で描いた絵本。 

対象：小初 ☆花まつり 釈迦 埼玉県秩父郡吉田町 

 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000374000
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000197707
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000891318
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000392855
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000985694
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000265528
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わたしのはなし きゅーはくの絵本 Z186.8/ﾏﾂ/ 

松原 裕子／絵 フレーベル館 2008.3 

わたしは覚えています。観音菩薩になるまでのながい時間を。出会った多くの人たちのことを-。仏像が、

九州国立博物館へやってくるまでの物語。時空を超え、人々を見守り続ける仏像を描きます。 

対象：小初，小中 ☆仏教 観音菩薩 仏像 

 

わにわにのおでかけ 福音館の幼児絵本 Z913.8/ｺｶ/ 

小風 さち／ぶん 福音館書店 2007.9 

おや? みんなどこかへ行くみたい。ワニのわにわにがついていくと、なんとそこは大賑わいの縁日。お

いしそうなわたあめに、お面もいっぱい。ひゆぅぅー、どーん! どどーん! 花火も始まりました。 

対象：幼児(0～5 歳)  ☆まつり 縁日 ワニ 花火 
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