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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。

「おてがみの絵本」
ありがとうも、だいすきも、この気持ちが伝わればいいな。
絵本の中でも、心をつなぐ大事な手紙がポストに届きますように。

（凡例）
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著者名等
出版者
出版年月
請求記号
あらすじ
対象
※ 対象区分（あかちゃんから／幼児から／小学生から）ごとに請求記号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。

あかちゃんから
いろいろおてがみ
えがしら みちこ／作 小学館 2017.3 Z913.8/ｴｶﾞ/
お手紙が大好きなはなちゃん。毎日ポストの前でお手紙を待っています。ポストに届いたお手紙は、いった
い誰からかな? 手紙の差出人を想像しながらめくって楽しむあてっこ遊び絵本。
幼児(0～3歳)

おてがみ
なかがわ りえこ／さく なかがわ そうや／え 福音館書店 1998.3 Z913.8/ﾅｶ/
こねこのにおのところへ、たまこちゃんから真っ赤な風船とカードが届きました。カードには「あそびにき
てね」と書いてあります。大喜びのにおの手から離れた風船は、三毛猫みーたや、黒猫くろすけのところへ
も飛んでいき…。
幼児(0～5歳)，小初

幼児から
ともだちできたよ
内田 麟太郎／文 こみね ゆら／絵 文研出版 2012.9 Z913.8/ｳﾁ/
友だちが欲しいうさぎは「おれと友だちにならないか」という手紙をもらいますが、名前の文字が消えてい
て、送り主がわかりません。りすでもないし、きつねでもないようです。しょんぼりするうさぎのそばに
やってきたのは…。
幼児(3～5歳)，小初

1

なのはなごうしゅっぱつしんこう!
尾崎 美紀／作 まるやま あやこ／絵 ひさかたチャイルド 2017.2 Z913.8/ｵｻﾞ/
春、なずなちゃんの大好きなおばあちゃんから、畑でとれた大きなキャベツが届きました。キャベツの中に
は青虫が。やがて飛び立った蝶々が届けてくれたすてきな贈り物とは…? 春のにおいがいっぱいのハートフ
ルファンタジー。
幼児(3～5歳)

もりのてがみ
片山 令子／さく 片山 健／え 福音館書店 2006.11 Z913.8/ｶﾀ/
寒い冬の日、ひろこさんは森のともだちに手紙をかきました。いっしょにくるみを拾ったリスさんや、しっ
ぽのとれてしまったとかげさん、歌をおしえてくれた小鳥さん…。春になったら、もみの木のしたであえる
でしょうか?
幼児(3～5歳)，小初

てがみぼうやのゆくところ
加藤 晶子／作

講談社

2014.5

Z913.8/ｶﾄ/

「おばあちゃんの家に届きますように」「任せておいて!」 ポストに入れられ、張り切って出発した「てが
みぼうや」でしたが…。「てがみぼうや」がおばあちゃんの家に届けられるまでの、めくるめく大冒険。
幼児(3～5歳)

バーバちゃんのおみまい
神沢 利子／作

山脇 百合子／絵

偕成社

1977

Z913.8/ｶﾝ/

ともだちのウサちゃんがけがをして入院ですって。手紙を受け取ったバーバちゃん、お見舞いに向かいます。
幼児(3～5歳)，小初

おてがみでーす!
くすのき しげのり／原作

いもと ようこ／文・絵

佼成出版社

2011.11

Z913.8/ｸｽ/

からすの郵便屋さんが配達をしていると、強い風が吹いてきて、手紙が風に飛ばされてしまいました。手紙
を拾う手伝いをした動物たちは、手紙を受け取った動物の喜びの表情を見て…。
幼児(3～5歳)

ソメコとオニ
斎藤 隆介／作

滝 平二郎／絵

岩崎書店

1987.7

Z913.8/ｻｲ/

ソメコはオニにさらわれて岩屋につれてこられた。かわいそうなソメコ、と思いきやさんざんな目にあった
のはオニのほうで。
幼児(0～5歳)

おばあちゃんの絵てがみ
そうま こうへい／作・絵 PHP研究所 2009.5 Z913.8/ｿｳ/
ゆきちゃんは、郵便受けを見に行きました。そして、今日も心の中で呟きます。おばあちゃんの絵てがみが
入っていますように…。おばあちゃんと女の子の心あたたまるお話。
幼児(3～5歳)，小初

サンタさんからきたてがみ
たんの ゆきこ／さく

垂石 眞子／え

福音館書店

2008.4

Z913.8/ﾀﾝ/

ゆうびんやのねずみくん、サンタさんからの手紙がぬれてしまって、あて名が見えなくなりました。みんな
で知恵を出して考えますが、わかるかな。
幼児(3～5歳)，小初

2

さみしくなかったよ
つちだ よしはる／さく PHP研究所 2000.5 Z913.8/ﾂﾁ /
たらたらやまのきつねとくまはとっても仲良しで何をするのも一緒。ところがある日、お母さんが病気に
なったくまはしばらく看病にでかけることに。友達思いのきつねは二人で植えるはずだった田んぼに一人で
苗を植え始め…。
幼児(0～5歳)，小初

はやく

かぜ

なおってね （くりのきえんのおともだち3）

寺村 輝夫／さく いもと ようこ／え あかね書房 1982.11 Z913.8/ﾃﾗ/
もうすぐクリスマス。サンタさんから「ことしはおやすみ」というてがみがきました。こどもたちはがっか
り、でも・・・
幼児(0～5歳)

ぐりとぐらのかいすいよく
なかがわ りえこ／さく やまわき ゆりこ／え 福音館書店 1977.4 Z913.8/ﾅｶ/
なみうちぎわに流れ着いたビンの中には、てがみと地図が入っていた。ぐりとぐらは浮き袋をふくらませ
て、海へ泳ぎだした。約束の場所へたどりつけるかな。
幼児(3～5歳)，小初

ゆうびんやさんのホネホネさん
にしむら あつこ／さく・え

福音館書店

2003.4

Z913.8/ﾆｼ/

ギコギコキーッと自転車をこいで、ゆうびんやさんのホネホネさんは、今日もげんきにはいたつです。夏休
み前の今日は、それぞれとおくにすむ友だちから、夏のりょこうへのおさそいのお手紙がたくさん。
幼児(3～5歳)，小初

ないたあかおに
はまだ ひろすけ／ぶん

いけだ たつお／え

偕成社

1965.12

YZ913.8/ﾊﾏ/

人間となかよくなりたい赤おにがいました。友達の青おには、自分が悪者になることで、赤おにの願いをか
なえてあげようとします。
幼児(0～5歳)

くすのきだんちはゆきのなか
武鹿 悦子／作 末崎 茂樹／絵 ひかりのくに 2010.10 Z913.8/ﾌﾞｼ/
冬がきて、雪にすっぽりつつまれた、くすのきだんち。そこへ、いたちの郵便屋さんが手紙をどっさり届け
にきて…。
幼児(0～5歳)

こびん
松田 奈那子／作

風濤社

2016.11

Z913.8/ﾏﾂ/

女の子から預かった大切なもの。こびんが波にゆられてたどりついたのは、見たこともない場所。出会った
人から預かった返事とともに、広い海を、こびんは波にゆられていきます。世界をめぐる、こびんの物語。
幼児(0～5歳)

やまびこポスト
山崎 克己／作

BL出版

2010.9

Z913.8/ﾔﾏ/

あれれっ。ぼくがプレゼントのはがきを出そうとしたら、いつものポストが富士山になっていた。おまけに
隣には変な猫がいて…。一度見たら忘れられないナンセンス絵本。
幼児(0～5歳)

3

てがみをください
やました はるお／さく むらかみ つとむ／え 文研出版 1978 Z913.8/ﾔﾏ/
ぼくのゆうびんばこに、かえるが１ぴき住みついていた。ぼくへ届いたてがみを見たかえるは、自分あての
てがみがほしいというのだけれど。
幼児(0～5歳)

くまにてがみをかきました
ジョアナ・ハリスン／作 竹下 文子／訳 偕成社 1996.9 Z933.7/ﾊﾘ/
ケイティーは元気な女の子。だけど、こわいものがひとつある。それは階段の下に住んでいる、大きなく
ま。ケイティーは、くまに手紙を書くことにしました。「くまさん、どこかに行って下さい」ってね。さ
あ、うまくいくかしら?
幼児(0～5歳)

ゆうびんやさんおねがいね
サンドラ・ホーニング／文 バレリー・ゴルバチョフ／絵 なかがわ ちひろ／訳 徳間書店
2007.9 Z933.7/ﾎﾆ/
もうすぐ、遠くに住んでいるおばあちゃんの誕生日。おばあちゃんが喜ぶプレゼントを思いついたコブタく
んは、お母さんと郵便局にでかけます。さあ、とっておきのプレゼントを運ぶ、郵便リレーのはじまり、は
じまり！
幼児(3～5歳)

まっていたてがみ
セルジオ・ルッツィア／作 福本 友美子／訳 光村教育図書 2015.1 Z933.7/ﾙﾂ/
レオは、小さな村の郵便屋さん。毎日、村のみんなに郵便を届けます。でも、レオはまだ一度も、自分宛て
の手紙をもらったことがありませんでした。そんなある日、仲間とはぐれてしまった小さな鳥、ピピと出
会って…。
幼児(0～5歳)

じがかけなかったライオンのおうさま
マルティン・バルトシャイト／さく・え
Z943.7/ﾊﾞﾙ/

かのう のりたか／やく

フレーベル館

2007.10

ライオンのおうさまは、あるめすライオンを好きになりました。手紙を出そうとしましたが、おうさまは字
が書けません。そこで…。ほのぼのと楽しい、ドイツのおはなし。
幼児(0～5歳)，小初

ハネスうさぎはゆうびんやさん
バーナデット・ワッツ／作 森山 京／訳 講談社 1999.3 Z943.7/ﾜﾂ/
「行かなくちゃ、みんなが待ってるから。」 ハネスうさぎは郵便屋さんです。雨の日も、風の日も、配達
を休むことはありません。そんなハネスになにかプレゼントしようと、動物たちが集まりました…。心があ
たたまるお話。
幼児(0～5歳)

うさこちゃんおとまりにいく
ディック・ブルーナ／ぶん え 松岡 享子／やく 福音館書店 1993.4 Z949.33/ﾌﾞﾙ/
おともだちの家へお泊りにきたうさこちゃん。おしゃべりをしたり、かくれんぼをしたり、ローラースケー
トをしたりして、楽しく遊びます。
幼児(3～5歳)

うさこちゃんのてがみ
ディック・ブルーナ／ぶん え 松岡 享子／やく 福音館書店 2009.4 Z949.33/ﾌﾞﾙ/
キャンプにやって来たうさこちゃんは、おうちにあてて、てがみを書きました。「ダンスをしたり、ゲーム
をしたり。こんなにたくさんのちょうちょをみたのは、はじめてです…」 キャンプの楽しさにあふれたて
がみです。
幼児(3～5歳)

うさこちゃんとにーなちゃん
ディック・ブルーナ／ぶん え

松岡 享子／やく

福音館書店

2010.9

Z949.33/ﾌﾞﾙ/

うさこちゃんのお友だちのにーなちゃんが、遠い外国からうさこちゃんに会いにきてくれることに。うさこ
ちゃんが、とうさんとかあさんと一緒に、にーなちゃんを迎えに行くと…。
幼児(3～5歳)

ラチとらいおん
マレーク・ベロニカ／ぶん・え

とくなが やすもと／やく

福音館書店

1979

Z993.73/ﾏﾚ/

よわむしの男の子ラチのところに、ある朝、小さな赤いライオンがやってきた。小さくても強いライオン
は、ラチのことも強くしてやるよと言って・・・
幼児(3～5歳)，小初

おへんじください。
山脇 恭／作

小田切 昭／絵

偕成社

2004.9

Z913.8/ﾔﾏ/

猫のくろくんは、シャムちゃんにお手紙を書きました。お返事を待ちますが、なかなか届きません。手紙の
やりとりを通して、友だちと気持ちが通じ合う喜びをいきいきと描く絵本。
幼児(0～5歳)

ゆうびんやのくまさん
フィービ・ウォージントン／さく・え セルビ・ウォージントン／さく・え
福音館書店 1987.5 Z933.7/ｳｵ/

まさき るりこ／やく

ゆうびんやのくまさんのクリスマス時期のある一日のできごとを描いたおはなし。
幼児(3～5歳)

あかいぼうしのゆうびんやさん
ルース・エインズワース／さく こうもと さちこ／やく・え 福音館書店 2011.10 Z933.7/ｴｲ/
手紙のやりとりがしたい動物たちは、手紙を運ぶゆうびんやさんを選ぶことに。すると、こねこや、りすた
ちが立候補。こまどりもなりたいのですが、みんなが立派に見えて黙っていました。さて、ゆうびんやさん
に選ばれたのは…。
幼児(3～5歳)

小学生から
きょうはなんのひ？
瀬田 貞二／作 林 明子／絵 福音館書店 1979.8 Z913.8/ｾﾀ/
まみこがおかあさんへあてたおてがみ。おうちのあちこちに隠された手紙を集めていくと・・・？
幼児(3～5歳)，小初，小中

やまからのてがみ
千世 繭子／作 高野 紀子／絵 フレーベル館 2003.11 Z913.8/ﾁｾ/
山のカラスは郵便係。秋の山里で、ツキノワグマからあずかったたくさんの手紙を配ってとびまわります
が、一通落としてしまって…。さてその手紙には何がかかれていたのでしょう? 山里の自然をたっぷりと描
いた絵本。
小初

5

はいけい、たべちゃうぞ
福島 サトル／作 はらだ ゆうこ／絵 BL出版 2004.12 Z913.8/ﾌｸ/
山のうえの湖のほとりに引越してきたぶたのズーフは、手紙をやりとりする相手を待ちます。そこへ、正体
がよくわからない相手から手紙がきて…。
小中

このはのおかね、つかえます
茂市 久美子／作

土田 義晴／絵

佼成出版社

2003.5

YZ913.8/ﾓｲ/

「ヤマキヤのソフトクリームが食べたいよう」 こだぬきの願いをかなえるため、母さんたぬきは木の葉を
お金に変えて、買いに行きますが…。心がほんわか温まるお話。
小初

としょかんねずみ [1]
ダニエル・カーク／さく わたなべ てつた／やく 瑞雲舎 2012.1 Z933.7/ｶｸ/
サムは図書館に住むネズミです。とにかく本を読むのが大好き。いろいろな本をたくさん読んで、とうとう
素晴らしいことを思いつきました。「自分で本を書いてみよう!」 サムは夜のうちに自分の本を図書館の棚
に並べて…。
幼児(0～5歳)

クレヨンからのおねがい！
ドリュー・デイウォルト／文
Z933.7/ﾃﾞｲ/

オリヴァー・ジェファーズ／絵

木坂 涼／訳

ほるぷ出版

2014.9

ケビンがクレヨンの箱を出すと、自分宛の手紙の束が。それは、クレヨンからの手紙で…。ユーモアあふれ
る視点で、クレヨンたちの気持ちを代弁したユニークな絵本。
幼児(0～5歳)

ともだちからともだちへ
アンソニー・フランス／さく ティファニー・ビーク／え 木坂 涼／やく 理論社 2003.3
Z933.7/ﾌﾗ/
「ほんとうのともだち」ってなんだろう? ため息ばかりのクマネズミにある日すてきな手紙が届いた。でも
名前がかかれていない。そこで差出人を探しに行くことに…。
小初

ふたりはともだち
アーノルド・ローベル／作 三木 卓／訳 文化出版局 1973 Z933/ﾛﾍﾞ/
「おてがみ」という短い物語。がまくんにとって、おてがみを待つのは悲しいじかんです。だって、これま
で一度もおてがみをもらったことがないのですから。それを聞いたかえるくんがしたことは・・・。穏やか
で温かな余韻が残る話です。
小初
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