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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。 

 

 

        テーマ【山の絵本】        
        山に住むさまざまな動物たちのお話や、 

山を舞台にした昔話などをご紹介します。 

 
 

（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 

※ 対象区分（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。 

 
 

幼児から 
あたしのやまのぼり Z913.8/ﾕﾁ/ 

ゆーち みえこ／作・絵  ひさかたチャイルド  2012.5 

お父ちゃんとの山登りは、初めてがいっぱい! 途中で写真を撮ったり、川のそばでご飯を食べたり。でも、

雨に降られたり、急な坂で滑ったり、大変なこともいっぱい。山登りの楽しさを伝える絵本。パノラマペー

ジあり。 

対象： 幼児(0～5 歳)   ☆山登り お父さん 

 
えんそくごいっしょに Z913.8/ｺﾀ/ 

小竹守 道子／さく，ひだ きょうこ／え  アリス館  2012.1０ 

今日は遠足日和。おにぎりを持ってうきうきと、どろぼうたちは山へ行きました。ところが、そこで出会

ったのは刑事さんたち。さあ、たいへん。どんな遠足になるのでしょうか。 

対象： 幼児(0～5 歳)   ☆山 遠足 どろぼう 刑事 

 

かちかちやま （日本名作おはなし絵本） Z913.8/ﾁﾊﾞ/ 

千葉 幹夫／文，井上 洋介／絵  小学館  2009.4 

たぬきに騙され、殺されてしまったおばあさん。嘆き悲しむおじいさんにかわって、うさぎはかたきを討

とうとしますが…。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  ☆山 おじいちゃん おばあちゃん タヌキ ウサギ 昔話 

 

 

 

 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000130221
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000176773
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000825743
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クマくんともりのなか （小岩井純粋果汁こども文庫） Z913.8/ｼﾑ/  
尾木直樹／監修、志村 まゆみ／原作、石原辰也／絵  学研マーケティング  2011.1０ 

くまくんが、歌いながら朝の散歩をしていると元気のない男の子が切り株に座っていました。くまくんは、
男の子が元気になるようにいろいろとして見せるのですが…。 
対象： 幼児(0～5 歳)   ☆山 クマ 小鳥 

 

じいちゃんとないしょないしょのやまのぼり （ひまわりえほんシリーズ） Z913.8/ﾜﾀ/ 

わたなべ さもじろう／作・絵  鈴木出版  2007.8 

昔、山登りの名人だったじいちゃんと一緒に山に登ったけんた。じいちゃんは川でイワナを探すけれどイ

ワナの姿は見当たらない。でも、岩を登った上の滝つぼには…。自然を舞台に繰り広げられる感動の物語。 

対象： 幼児(0～5 歳)  ☆山登り おじいちゃん イワナ  

 

花さき山 （ものがたり絵本）  Z913.8/ｻｲ/ 

斎藤 隆介／作 滝平 二郎／絵  岩崎書店  1978 

山菜をとりにいき、山姥に出会ったあや。山姥はあやに、人のことを思う優しい気持ちやせつない気持ち

が、花さき山に花を咲かせるのだと語りかけるのでした…。黒と花の色彩が印象的な名作絵本。児童福祉文

化奨励賞，ブックデザイン賞受賞 

対象： 幼児(3～5 歳)  ☆山 花 山姥 

 

ピンクのいる山 Z913.8/ﾑﾗ/ 

村上 康成／作・絵  徳間書店  2000.7 

春に生まれたヤマメのピンク。いつもおなかがぺこぺこだけど、毎日元気に食べている。そんなヤマメた

ちが暮らす、豊かな山、人間達も遊ぶ豊かな山。かがやくばかりの緑の中、さりげなく続いていくドラマを

一冊の絵本に。 

対象： 幼児(0～5 歳)  ☆山 ヤマメ 食物連鎖 動物 

 
ぽんぽん山の月 （えほんのもり） Z913.8/ｱﾏ/  
あまん きみこ／文 渡辺 洋二／絵  文研出版  1985.1２ 

ぽんぽん山という山がありました。その山の上で四匹のこうさぎのきょうだいが、おかあさんの帰りをま
っていたのですが…。日本の絵本絵本にっぽん賞 
対象： 幼児(0～5 歳)  ☆山 ウサギ やまんば 月 秋 

 

やまのくじら Z913.8/ﾀｹ/ 

竹内 通雅／[作]   架空社  2009.4 

つうくんが朝ごはんを食べていると、ぐらぐら地面がゆれだしました。外に出てみると、うさぎやくま、り

すやさるたちが山から転げ落ちてきます。そして、山へ登っていくつうくんたちの上を、2 頭のくじらが飛

んでいって…。 

対象： 幼児(0～5 歳)  ☆山 ウサギ クマ リス ナマズ クジラ 

 

やまのディスコ Z913.8/ｽｽﾞ/  

スズキ コージ／作  架空社  1989.2  

白馬のみねこさんは山一番のおしゃれさんです。山羊のさんきちくんとふたりで踊りにいくのですが、蜂

も踊りだして…。日本の絵本絵本にっぽん賞 

対象： 幼児(0～5 歳)，小初  ☆山 白馬 山羊 ハチ 

 

やまのやまびこ Z913.8/ﾂﾁ/ 

つちだ のぶこ／文・絵  偕成社  2002.10 

「やっほー」と声をかけると、いつもやまびこがかえってくるおだんご山が、ある日「はぁい」と返事を

した?! おだんご山に住む神さま「やまびこ」と動物たちのゆかいなお話。 

対象： 幼児(0～5 歳)，小初  ☆山 やまびこ 動物 

 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000146884
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000666552
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000344573
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000366328
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000240947
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000829541
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000240943
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000408507
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やまんばあかちゃん Z913.8/ﾄﾐ/ 

富安 陽子／文，大島 妙子／絵  理論社  2011.7 

むかし、むかし、とってもむかし。富士山の大爆発で飛び出した大きな岩から生まれた、やまんばのあか

ちゃん。かわいくてすごいあかちゃんだった、やまんばあさんの 296 年前の誕生の秘密を描きます。 

対象： 小初  ☆富士山 やまんば 赤ちゃん 動物 

 

やまんばのにしき （むかしむかし絵本） Z913.8/ﾏﾂ/ 

まつたに みよこ／ぶん，せがわ やすお／え  ポプラ社  1947.5 

「ちょうふくやまの やまんばが こどもうんだで、もち ついてこう。ついてこねば、人も うまも み

な くいころすどお。」と声がしました。村中みんなで相談して、あかざばんばは暴れ者達と、もちを持って

行くことにしたのですが…。 

対象： 幼児(0～5 歳)   ☆山 やまんば 織物 

 

山のおふろ （Welcome to my winterland） Z913.8/ﾑﾗ/ 

村上 康成／文・絵  徳間書店  2003.11 

ある日、お兄ちゃんと山へさんぽに出かけた女の子。雪のなかで動けなくなったトガリネズミを見つけた

ら、とっても不思議なことがおこりました…。自然のあたたかさがたっぷり味わえる絵本。広げると倍にな

るワイドページ付き。 

対象： 幼児(0～5 歳)，小初  ☆山 兄妹 動物 温泉 冬 

 

 

    小学生から 

 

あたま山 （そうえんしゃ日本のえほん） Z913.8/ﾌﾅ/ 

舟崎 克彦／文，林 恭三／絵  そうえん社  2008.3 

よこちょうのじんべえさん、上野の山へお花見です。ところが肝心のさくらはすっかり散って、枝にはさ

くらんぼうがぶら下がっているばかり。そこでじんべえさん、さくらんぼうをむやみやたらにほおばった。

すると、さあ大変…! 

対象： 幼児(0～5 歳)，小初  ☆山 桜 

 

姨捨山 （日本の物語絵本） Z913.8/ﾆｼ/ 

西本 鶏介／文，狩野 富貴子／絵  ポプラ社  2005.6 

両親をなくした子どもを引き取って育て上げた姨母は、嫁も迎え、貧しいながらも暮らしていた。しかし

いつしか年をとり、邪魔にされるようになってしまった。とうとう子どもたちは、姨母を捨てようと決めた

のだが…。  

対象： 小初，小中  ☆姥捨山 月 昔話 

 

大きな山のトロル （絵本の泉） Z949.83/ﾊﾞﾚ/ 

アンナ・ヴァーレンベルイ／文，織茂 恭子／絵，菱木 晃子／訳   岩崎書店  1999.7  

むかしむかし、ある村に、おひゃくしょうの夫婦と、5 歳になる息子のオッレが住んでいました。ある日、

山からおそろしいトロルがやってきて、オッレを山に連れていってしまいました…。 

対象： 幼児(0～5 歳)，小初  ☆山 トロル 山羊 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000045371
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000186250
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000430962
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000724678
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000448786
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000347679
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鬼ガ山 Z913.8/ﾓｳ/  

毛利 まさみち／作・絵  絵本塾出版  2011.12 

しっかり者の千代と、その友だちの勝平は、「鬼ガ山」に行くことに。臆病で気が弱い勝平は鬼がすむとい

われる山を怖がりますが、2 人は助けあって山の上まで登ります。すると、向こうにある洞窟から気味の悪

い音が聞こえて…。 

対象： 小初  ☆山 鬼  

 

クムカン山のトラたいじ （世界みんわ絵本） Z913.8/ﾏﾂ/ 

松谷 みよ子／文、梶山 俊夫／絵  ほるぷ出版  1991.11 

とうさんがいないのでキルリヨンはいつもいじめられました。とうさんは、クムカン山の大トラを退治に

いって帰ってこないのです。その日から、キルリヨンは、てっぽうのけいこをはじめましたが…。 

対象： 幼児(0～5 歳)，小初  ☆山 トラ退治 

 

けん太と山どり （えほんのもり） Z913.8/ｺﾊﾞ/ 

小林 しげる／文、藤本 四郎／絵  文研出版  2006.9  
夏休み、虫とりに来たけん太は、森の中で山鳥のひなを見つける。そーっと、ひなを追いかけようとした

とき、うしろでバサバサッという音がして…。少年の夏の日の出来事を、すがすがしいタッチで描いた作品。 

対象： 小初  ☆山 山鳥 夏休み おじいちゃん 

 

ことりをすきになった山 Z933.7/ﾏｸ/ 

エリック=カール／絵，アリス=マクレーラン／文，ゆあさ ふみえ／訳  偕成社  1987.10 

雨や雪のつめたさしかしらなかった山の所へ、一羽の小鳥ことりがやってきて毎年また戻って来ることを

約束したのですが…。原タイトル:The mountain that loved a bird 

対象： 幼児(0～5 歳)   ☆山 小鳥 

 

じいじのさくら山 Z913.8/ﾏﾂ/ 

松成 真理子／著  白泉社  2005.3 

春になると、毎年きれいに花を咲かせる山ざくら。これは、そんな名もないさくら山をつくったじいじと

その孫の、心あたたまるお話。だれもがこころのなかにしまっている、熱き想いと命の輝きを伝えます。 

対象： 幼児(3～5 歳)   ☆山 桜 おじいちゃん 

 

しろふくろうのやま （極寒に生きる生きものたち） Z913.8/ﾃｼﾞ/ 

手島 圭三郎／作・絵  リブリオ出版  2000.10 

シベリアから流氷をつたって北海道に来たしろふくろうは、氷が溶けて帰れなくなってしまいます。「ホオ

ー・ゴツ・ホー」 しろふくろうは、なきつづけました。ふるさとへ帰る日まで苦労がはじまります。 
対象： 小初  ☆山 フクロウ  

 

ちいさなやま （絵本の時間） Z913.8/ｺﾊﾞ/ 

小林 豊／作・絵  ポプラ社  2001.9  

町なかにある小さな山に今朝もおじいさんがやってきました。山をねぐらにする動物たちも活動を始め、

あたりは一度ににぎやかになります。町なかに残る自然を情感豊かに描く絵本。 

対象： 幼児(0～5 歳)   ☆山 動物 ムシ おじいちゃん 

 

どんぐりと山猫 （ミキハウスの絵本） Z913.8/ﾐﾔ/ 

宮沢 賢治／作，田島 征三／絵   三起商行  2006.10 

ある土曜日の夕方、一郎のところに届いた「おかしなはがき」。はたして、いちばんえらいどんぐりは、誰

なのか? どうやって決めたらよいのか悩む山猫裁判長に頼まれて、一郎が思いついた判決とは? 

対象： 小中   ☆どんぐり 山猫 裁判 

 

 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1002000088206
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000243139
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000574422
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000359238
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000419673
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000369578
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000385761
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000583513
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富士山にのぼる Z786.1/ｲｼ/ 

石川 直樹／著  教育画劇  2009.11 

遠くから見ているだけじゃ、つまらない。冬のある日、ぼくは富士山にのぼることにした-。10 代の頃か

ら世界を旅し、7 大陸の最高峰すべてに登頂をはたした石川直樹が子どもたちへ贈る、はじめての写真絵本。 

対象： 小初，小中  ☆富士山 写真絵本 

 

山おとこのてぶくろ （幼児みんわ絵本） Z913.8/ﾏﾂ/ 

松谷 みよ子／ぶん、田島 征三／え  ほるぷ出版   1984.11 

両親と三人の娘が暮らしていました。ある日とうさんがあくびをしたので、山おとこに上の娘のお月をさ

らわれました。お月はうそをついたので、山おとこになべでぐだぐだにられてしまいました。ある日またあ

くびをしたら今度は…。 

対象： 幼児(0～5 歳)   ☆山おとこ 嘘  

 

やまのかいしゃ Z913.8/ｽｽﾞ/ 

スズキ コージ／さく，かたやま けん／え  架空社  1991.2 

ほげたさんは朝起きがとても苦手です。昼過ぎに起きて電車に飛び乗りましたが、電車は山に入っていっ

てしまい…。 

対象： 小初  ☆山 仕事 会社 

 

山のいのち （えほんはともだち ） Z913.8/ﾀﾃ/ 

立松 和平／作、伊勢 英子／絵  ポプラ社  1990.9 

学校を長く休んでいた清一は山奥のおじいちゃんの家にあずけられることになりました。おじいちゃんは

息子と孫の区別がつかない状態でしたが、清一に山や川での生活を通して命のつながりを教えてくれて…。 

対象： 幼児(0～5 歳)，小初  ☆山 おじいちゃん 食物連鎖 いのち  

 

山のとしょかん （えほんのもり） Z913.8/ﾋﾀﾞ/ 

肥田 美代子／文，小泉 るみ子／絵  文研出版  2010.4 

山里にひとりで住むおばあさんは、ある夜、家を訪れたふしぎな男の子に絵本を読んであげると、男の子

は毎夜やってくるようになり…。絵本を読んでもらいたくなる、心あたたまるお話。 

対象： 幼児(3～5 歳)，小初  ☆山 おばあちゃん 本 タヌキ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000892042
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000155650
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000236265
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000237492
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000931358

