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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【海の絵本】
地球の大部分をおおっている広大な海。海の底、干潟、浜辺…。
海を舞台に繰り広げられるさまざまなお話を集めました。

（凡例）
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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
うきわねこ

Z913.8/ﾊﾁ/
蜂飼 耳／ぶん，牧野 千穂／え
ブロンズ新社
2011.7
お誕生日のプレゼントにねこのえびおがもらった特別なうきわ。満月の夜、穴のところに体を通して空気
を入れると、まるで月に引き寄せられるようにふわりと浮き上がって…。えびおの忘れられない、不思議な
体験を描く。産経児童出版文化賞ニッポン放送賞（第 59 回）
対象： 幼児(0〜5 歳)
☆海 ネコ うきわ おじいちゃん

うみ

（おたんじょう月おめでとう） Z913.8/ﾅｶ/
中川 ひろたか／文，はた こうしろう／絵
自由国民社
2011.6
本格的な夏の到来。厳しい暑さをしのいで心地よい涼を楽しめる 7 月。海に浮き輪を浮かべて、波の音を
聞きながら、男の子が思うことは…。
対象： 幼児(0〜5 歳)
☆海 お母さん きょうだい
うみのいえのなつやすみ

Z913.8/ｱｵ/
青山 友美／作
偕成社
2008.6
夏休み、なっちゃんはお母さんと一緒に、海水浴場で海の家をやっている、いとこのゆうくんのところへ
やってきました。海の家に着くと、なっちゃんとゆうくんはさっそく遊びに行くことに…。海辺の夏の楽し
さを描いた絵本。
対象： 幼児(0〜5 歳)
☆海水浴場 海の家 夏休み お母さん
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うみのそこのてんし

Z913.8/ﾏﾂ/
松宮 敬治／作・絵
BL 出版
2011.12
海底の電線つなぎのロボット「27」
。海の中での仕事を終えようとしたとき、アクシデントが発生し、船
とのロープが切れてしまう。海底に沈んでいき、死を覚悟する「27」は天使を待つが…。ニッサン童話と絵
本のグランプリ絵本大賞（第２７回）
対象： 幼児(0〜5 歳)
☆海の底 ロボット

うみべのいちにち

（講談社の翻訳絵本） Z953.7/ﾃﾕ/
ナタリー・テュアル／作、イリア・グリーン／絵、ときありえ／訳
講談社
2010.7
砂をこね、水で濡らしてかためて、貝がらと小石でかざり…。ロラとレオの 2 人の子どもは、うみべでお
城を作ります。きらきら輝く夏のいちにちをそのまま閉じ込めたような絵本。
対象： 幼児(3〜5 歳)
☆海辺 砂遊び
うみべのハリー

（世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本） Z933.7/ｼﾞｵ/
ジーン・ジオン／ぶん、 マーガレット・ブロイ・グレアム／え、わたなべしげお/やく
福音館書
店 1967.6
ハリーは、黒いぶちのある白い犬です。海辺は大好きですが、かんかんでりのおひさまがいやで、うちの
人のパラソルに入ろうとしたら追い出されてしまい…。原タイトル:Harry by the sea
対象： 幼児(3〜5 歳)，小初
☆海辺 イヌ
うみべのほいくえん

（絵本・ちいさななかまたち）

Z913.8/ﾅｶﾞ/

長崎 源之助／作，福田 岩緒／絵
童心社
1991.6
まゆみちゃんは泣きそうになりました。保育園の皆は、波打ちぎわであそんでいます。まゆみちゃんは海
をみるのははじめてで…。
対象： 幼児(0〜5 歳)，小初
☆海 保育園

うみやまがっせん

(こどものともコレクション)
Z913.8/ｳｴ/
上沢 謙二／原案，長谷川 摂子／文，大島 英太郎／絵
福音館書店
2009.2
海で釣りをしていた、さるの竿に、大きなたこがかかった。たこは「竿をよこせ」と糸を引っ張る。海の
方へ引きずられたさるは、応援にうさぎを呼んだ。それを見たたこは鯛を呼んだ。さぁ、海と山、どちらが
勝つか?
対象： 幼児(3〜5 歳)，小初
☆海 海の動物 山の動物
クラゲゆらゆら

（ふしぎいっぱい写真絵本）

Z483.33/ｿﾔ/

楚山 いさむ／写真・文
ポプラ社
2008.3
海の中を漂う、不思議な生きもの、クラゲ。エチゼンクラゲは 1 メートル 30 センチほどもあるが、手の
ひらよりも小さなクラゲもたくさんいる。いろいろな種類のクラゲや、その暮らしぶりを紹介する写真絵本。
対象： 幼児(0〜5 歳)，小初
☆海 クラゲ 写真絵本

ぐりとぐらのかいすいよく

（こどものとも傑作集）

Z913.8/ﾅｶ/
中川 李枝子／文，山脇 百合子／絵
福音館書店
1977.4
海の大冒険に出かけたぐりとぐら。泳ぎのじょうずな「うみぼうず」と出会い、お手つだいをすることに
なりましたが…。
対象： 幼児(0〜5 歳)，小初
☆海 うみぼうず

なみ

（講談社の翻訳絵本） Z726.6/ﾘ/
スージー・リー／作
講談社
2009.7
小さな女の子と波との追いかけっこ。よせてはかえす波との、無心の遊び…。青と白の 2 色で描いた絵だ
けで、夏の海のきらめきやざわめきを表現した絵本。
対象： 幼児(3〜5 歳)，般
☆海 波
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にじいろのさかなうみのそこのぼうけん

（世界の絵本）

Z943/ﾌｲ/
マーカス・フィスター／作，谷川 俊太郎／訳
講談社
2009.6
「きらきらうろこを落としちゃった!」 にじうおはうろこを追って海の底へ。光もなく、知らない生き物
のすむ世界で、にじうおは、自分のうろこを見つけだすことができるのでしょうか?原タイトル:Der
Regenbogenfisch entdeckt die Tiefsee
対象： 幼児(0〜5 歳)
☆海の底 魚

干潟のくちばしじまん

Z913.8/ｲﾏ/
今宮 則子／文，小島 祥子／絵，今泉 忠明／監修
星の環会
2011.9
貝にくちばしをさしこんで中の身を飲み込むミヤコドリ、長いくちばしでカニをひっぱりだすダイシャク
シギ…。干潟の鳥たちは、それぞれのくちばしで上手に獲物をつかまえて食べます。生物多様性をわかりや
すく伝える絵本。
対象： 幼児(3〜5 歳)
☆海 干潟 鳥

みっぷちゃっぷやっぷうみにいく

（絵本・こどものひろば）

Z913.8/ﾂﾂ/

筒井 頼子／ぶん，はた こうしろう／え
童心社
2008.6
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…。
対象： 幼児(0〜5 歳) ☆海 ブタ きょうだい

みんなでうみへいきました

（えほんはともだち） Z913.8/ﾔﾏ/
山下 明生／作，梶山 俊夫／絵
ポプラ社
1989.12
どろんこになったいたちのきょうだいは、うみにいってどろんこかいぞくになることにしました。いたち
のきょうだいは、こぶたやこやぎ、こざる、うさぎ、しまうま、きりん、ぞう、みんなでうみにいくのです
が…。
対象： 幼児(0〜5 歳) ☆海 イタチ きょうだい 動物

小学生から
アザラシとくらした少年

（世界の絵本） Z933.7/ﾏﾃ/

レイフ・マーティン／作，デイヴィッド・シャノン／絵，常盤 新平／訳
岩崎書店
1996.9
幼い男の子が川に流されて、アザラシと暮らした後、一族に見つけ出され、父さんと母さんの元へ帰って
きます。でも、少年の心は海のうねりや仲間たちを恋しがり、ついに海に帰ってゆきます…。チヌーク族の
民話から。
対象： 小初
☆海 アザラシ インディアン民話

海のかいじゅうスヌーグル

Z933.7/ｶﾀ/
ジミー・カーター／文，エイミー・カーター／絵，飼牛 万里／訳
石風社
2000.6
足の不自由な少年ジェレミーとちびっこかいじゅうスヌーグル・フリージャーの愛と勇気に満ちた海辺の
ファンタジー。元アメリカ合衆国大統領が若き日、幼いわが子に語り聞かせたお話に、彼の末娘が挿絵を添
えた絵本の翻訳。原タイトル:The little baby Snoogle‐Fleejer
対象： 幼児(0〜5 歳)，小初
☆海 かいじゅう

海のジェリービーンズ

Z913.8/ｶﾄﾞ/
角野 栄子／作，高林 麻里／絵
理論社
2007.8
静かな海の、小さな浜辺にあるルルナさんのお店「ジェリービーンズ」。いろいろなものを売っています。
ある朝、ルルナさんは浜辺で緑色のガラスのかけらを拾いました。あなたはガラス? それともシーグラス(海
の草)…?
対象： 小初
☆海辺 雑貨屋さん
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うみのひかり

（教育画劇みんなのえほん）

YZ913.8/ｵｼﾞ/
緒島 英二／作，土田 義晴／絵
教育画劇
1997.6
「きっと、どんないのちにも、うまれたときからこんなひかりがある」 どうでもいいものなんて、何もな
い。おじいちゃんはぼくに、命の光を見せてくれた。
対象： 小初
☆海 いのち おじいちゃん きょうだい

おじろわしのうみ

（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
1999.5
巣の上を何度も輪をえがきながら、おじろわしの子は遠くへ去っていき、親は岩の上でいつまでも見送っ
ていた…。「たんちょうづるのそら」につづく版画絵本。
対象： 小初
☆海 ワシ

貝の子プチキュー

Z913.8/ｲﾊﾞ/
茨木 のり子／作，山内 ふじ江／絵
福音館書店
2006.6
プチキューは、ちいさなちいさな貝の子どもでした。いつもひとりぼっち、さみしくなるとエンエンエン
と泣きます…。きらめく宝石のような物語と絵画のハーモニー。詩人・茨木のり子が残した唯一の絵本。
利用対象： 小初
☆海 貝 カニ

かしこいさかなはかんがえた

Z933.7/ｳｵ/
クリス・ウォーメル／作・絵，吉上 恭太／訳
徳間書店
2010.9
大昔、1 匹のとてもかしこいさかながいた。このさかなには夢があった。夢を本当にするために、考えて、
考えて…? 何千万年もの時の流れ、生物の進化のいとなみに心がさそわれる、スケールの大きな楽しい絵本。
原タイトル:One smart fish
対象： 幼児(3〜5 歳)
☆海 魚 進化

くじらの歌ごえ

Z933/ｼｴ/
ダイアン・シェルダン／作，ゲイリー・ブライズ／絵，角野 栄子／訳
ブックローン出版
1991.6
おばあちゃんがリリーにくじらの話をしてくれました。
「リリー、おまえもおばあちゃんのように、くじら
にみつけてもらいたかったらね…」
対象： 小初
☆海 クジラ おばあちゃん

コーラルの海

（世界の絵本コレクション） Z933.7/ﾊﾟﾄ/
サイモン・パトック／作，スティーブン・ランバート／絵，かけがわ やすこ／訳
小峰書店
2000.2
とても暑い日、プールの水がきらきらはねるとそこは…。イギリスを出発し、喜望峰をめぐり、インド洋、
オーストラリア、太平洋、カリフォルニア、フロリダ、大西洋…コーラルと一緒に世界の海をめぐる絵本。
対象： 小初，小中
☆世界中の海 プール
スイミー

（ちいさなかしこいさかなのはなし） Z933/ﾚｵ/
レオ・レオニ／作 谷川 俊太郎／訳
好学社
1989.4
小さな黒い魚スイミーは、広い海で仲間と暮らしていました。ある日、なかまたちがみんな大きな魚に食べ
られてしまい、一匹のこったスイミーは…。原タイトル:Swimmy サンケイ児童出版文化賞，国際絵本ビエ
ンナーレ金のリンゴ賞（第1回）
対象： 幼児(0〜5 歳)
☆海 魚
ちいさなりょうしタギカーク （アジア・エスキモーの昔話 こどものとも世界昔ばなし
の旅） Z983.7/ｸﾞﾛ/ V.グロツェル再話，G.スネギリョフ再話，松谷 さやか／文，高頭 祥八／画
福音館書店 1997.11
タギカークのお父さんは腕のいい漁師でしたが、タギカークが生まれる少し前に海で死にました。タギカ
ークはすくすく育ち、お母さんとコンブをとるようになりました。ある日、海に落ちて…。アジア・エスキ
モーのお話。
対象： 幼児(0〜5 歳)，小初 ☆海 クジラ漁 おかあさん
4

ピーターの浜べ

（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

Z933.7/ｸﾞﾘ/
サリー・グリンドレー／ぶん，マイケル・フォアマン／え，川島 亜紗／やく
評論社
1997.11
ウミドリやアザラシたちの豊かないのちが満ちている、ピーターの大好きな浜べ。そこがある日、タンカ
ーの座礁で、黒いあぶらにおおわれてしまった。 ピーターの浜べ を取り戻すため、懸命のたたかいがはじ
まった。原タイトル:Peter's place
対象： 幼児(0〜5 歳)
☆海 汚染

漂流物

Z933.7/ｳｲ/
デイヴィッド・ウィーズナー／作
BL 出版
2007.5
浜辺に打ち上げられた一台の古いカメラ。ひろった少年が中のフィルムを現像してみると、そこには驚く
ような世界がうつっていた…。ウィーズナーのリアルで精緻な描写で表現された、文字のない絵本。 原タ
イトル:Flotsam コールデコット賞（2007 年）
対象： 小初，小中
☆海 写真

ピリカ、おかあさんへの旅

（日本傑作絵本シリーズ） Z913.8/ｵﾁ/
越智 典子／文，沢田 としき／絵
福音館書店
2006.7
ここは鮭のあつまるきたの海。ピリカは 4 歳。鮭ではもう、立派な大人です。ピリカたちは迷わず、まっ
すぐに泳ぎつづけます。なつかしい匂いのする故郷の川で卵を産み、死を迎える前にピリカが見たものとは
…?
対象： 幼児(3〜5 歳)，小初，小中
☆海 川 鮭 産卵
ふなひき太良

（沖縄の絵本

創作絵本）

Z913.8/ｷﾞﾏ/

儀間 比呂志／作・絵
岩崎書店
1971.3
沖縄の南の村でききんがありました。ある日、丘の上にあかんぼうが捨てられていて、おじいは、はらが
へっているのも忘れて、その子を連れて帰って…。毎日出版文化賞（第 25 回）
対象： 幼児(0〜5 歳)
☆海 沖縄
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