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遠目の利く絵本

資料の１辺がおおむね 30 ㎝以上あり，読み聞かせの所要時間が 20 分以内の絵本を以下の資料から選び

ました。 

【出典とした資料】 

１ 『小学校での読み聞かせガイドブック改訂版』湯沢朱実ほか/編著，プランニング遊，2014 

２ 『読み聞かせにむく絵本 100 冊』新潟市小学校教育研究協議会学校図書館部司書部会/編，新潟市小

学校教育研究協議会学校図書館部司書部会，2010 

３ 『よみきかせのきほん』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，2018 

書名の五十音順に掲載 

 書名 著作者名 出版社 出版年 
所要

時間 
出典 

１ あかてぬぐいのおくさんと 7にんのなかま 
イヨンギョン/ぶん・え，

かみやにじ/やく 
福音館書店 1999 6 分 １，3 

２ いしになったかりゅうど―モンゴル民話 
大塚勇三/再話，赤羽

末吉/画 
福音館書店 1970 11 分 3 

３ いたずらきかんしゃちゅうちゅう 
バージニア・リー・バー

トン/ぶん・え，むらおか

はなこ/やく 

福音館書店 1961 12 分 １，3 

４ ウルスリのすず 
ゼリーナ・ヘンツ/文，

アロワ・カリジェ/絵，大

塚勇三/訳 

岩波書店 1973 13 分 １，3 

５ おじさんのかさ 佐野洋子/作・絵 講談社 1992 5 分 2 

６ おだんごぱん 
瀬田貞二/やく，脇田

和/絵 
福音館書店 1966 7 分 １，２，３ 

７ かさどろぼう 
シビル・ウェッタシンハ/

作・絵，いのくまようこ/訳 
徳間書店 2007 8 分 １，3 

８ かにむかし 
木下順二/文，清水崑/

絵 
岩波書店 1976 12 分 １，２，３ 

９ かもさんおとおり 
ロバート・マックロスキー

/ぶんとえ，わたなべし

げお/やく 

福音館書店 1965 13 分 １，２，３ 

10 からすたろう やしまたろう/文・絵 偕成社 1979 10 分 １，２，３ 

11 ガラスめだまときんのつののヤギ 
田中かな子/訳，スズ

キコージ/画 
福音館書店 1988 8 分 １，２，３ 

12 きつねのホイティ 
シビル・ウェッタシンハ/さ

く，まつおかきょうこ/やく 
福音館書店 1994 11 分 １，２，３ 

13 ギルガメシュ王ものがたり 
ルドミラ・ゼーマン/文・

絵，松野正子/訳 
岩波書店 1993 14 分 １，3 

14 げんきなマドレーヌ 
ルドウィッヒ・ベーメルマン

ス/作・画，瀬田貞二/訳 
福音館書店 1972 6 分 １，２，３ 

15 こねこのぴっち 
ハンス・フィッシャー/

文・絵，石井桃子/訳 
岩波書店 1987 15 分 1，２ 

16 したきりすずめ 
石井桃子/再話，赤羽

末吉/画 
福音館書店 1982 12 分 1 
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遠目の利く絵本 

 書名 著作者名 出版社 出版年 
所要

時間 
出典 

17 しろいうさぎとくろいうさぎ 
ガース・ウイリアムズ/

ぶん・え，まつおかきょ

うこ/やく 

福音館書店 1965 7 分 １，２，３ 

18 すてきな三にんぐみ 
トミー・アンゲラー/さ

く，いまえよしとも/やく 
偕成社 

1969 

1977（改訂） 
5 分 １，２，３ 

19 スーホの白い馬 
大塚勇三/再話，赤羽

末吉/画 
福音館書店 1967 13 分 １，２，３ 

20 ゼラルダと人喰い鬼 
トミー・ウンゲラー/さ

く，たむらりゅういち・あ

そうくみ/やく 

評論社 1977 10 分 1 

21 としょかんライオン 
ミシェル・ヌードセン/さ

く，ケビン・ホークス/

え，福本友美子/やく 

岩崎書店 2007 15 分 １，3 

22 どろんこハリー 
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 1964 6 分 １，２，３ 

23 根っこのこどもたち目をさます 
ヘレン・ディーン・フィッシュ/

ぶん，ジビレ・フォン・オルファ

ース/え，いしいももこ/やく 

童話館出版 2003 7 分 1 

24 ねむりひめ 
せたていじ/訳，フェリッ

クス・ホフマン/え 
福音館書店 1963 12 分 2，3 

25 ハーモニカのめいじんレンティル 
ロバート・マックロスキー/

ぶんとえ，まさきるりこ/やく 
国土社 2000 11 分 １，3 

26 はらぺこあおむし 
エリック＝カール/作，も

りひさし/やく 
偕成社 

1976 

1989（改訂）
5 分 2，3 

27 ピリカ、おかあさんへの旅 越智典子/文 福音館書店 2006 12 分 1 

28 ブルーベリーもりでのプッテのぼうけん 
エルサ・ベスコフ/さく・

え，おのでらゆりこ/やく 
福音館書店 1977 7 分 2，3 

29 ブレーメンのおんがくたい 
せたていじ/やく，ハン

ス・フィッシャー/え 
福音館書店 1964 11 分 1，2 

30 ペレのあたらしいふく 
エルサ・ベスコフ/さく・

え，おのでらゆりこ/やく 
福音館書店 1976 5 分 １，3 

31 ほしになったりゅうのきば 
君島久子/再話，赤羽

末吉/画 
福音館書店 1976 19 分 １，3 

32 密林一きれいなひょうの話 
工藤直子/おはなし，

和田誠/絵 

銀河社 1975 
9 分 2 

瑞雲社 2018 

33 ロバのシルベスターとまほうのこいし 
ウィリアム・スタイグ/

作，せたていじ/やく 
評論社 1975 14 分 １，2，3 

34 ろばのナポレオン 
レギーネ・シントラー/ぶ

ん，エレオノーレ・シュミー

ト/え，うえだまにこ/やく 

福音館書店 1995 10 分 1 
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短時間で語れる（朗読できる）おはなし 

5 分前後で語れる，朗読できる昔話や物語を以下の資料を参考に選びました。 

【参考にした資料】 

１ 『お話のリスト新装版』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，2014 

２ 『おはなしのろうそく 1～32』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1983～2018 

３ 『子どもに語るシリーズ 既刊 23冊』こぐま社，1990～2013   

４ 『物語への架け橋』新潟市小学校教育研究協議会学校図書館部司書部会/編，新潟市小学校教育研究

協議会学校図書館部司書部会，2017 

書名，おはなしの題名の五十音順に掲載 

 上段：掲載資料，下段：おはなしの題名 

1 『イギリスとアイルランドの昔話』石井桃子/編・訳，J・D・バトン/画，福音館書店，1981 

元気な仕立て屋/白いマス―コングの昔話―/たまごのカラの酒つくり/だんなも，だんなも，

大だんなさま/ちいちゃい，ちいちゃい/ふしぎなお客/ミアッカどん/ものぐさジャック/妖

精のぬりぐすり 

2 『イソップのおはなし』小出正吾/ぶん，三好碩也/え，のら書店，2010 

（内容紹介）「ウサギとカメ」や「北風とたいよう」などイソップ物語の代表的なおはなし

55 編が収められています。どのおはなしも 5 分以内で語れる短いものばかりです。イソッ

プは紀元前 6世紀のギリシャの人と言われていて，おはなしは口から口へ語り伝えられ，世

界中で親しまれてきました。本書は，17世紀のイソップ研究者，G・F・タウンゼントの英

訳本を元に，子どもに分かりやすく加筆されています。 

3 『一寸法師・さるかに合戦・浦島太郎』関敬吾/編，岩波書店，2002 

 ねずみ経 

4 『おそばのくきはなぜあかい』石井桃子/文，初山滋/絵，岩波書店，1954 

 おそばのくきはなぜあかい 

5 『おはなしのろうそく１』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1973 

 エパミナンダス/おいしいおかゆ 

6 『おはなしのろうそく２』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1973 

 スヌークスさん一家 

7 『おはなしのろうそく３』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1974 

 ねずみじょうど 

8 『おはなしのろうそく４』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1975 

 あなのはなし/おかあさんのごちそう/ふるやのもり 

9 『おはなしのろうそく５』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1976 

 あくびがでるほどおもしろい話/三枚のお札 

10 『おはなしのろうそく６』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1977 

 あるだんなさんとおかみさんのはなし/ついでにペロリ/なら梨とり 

11 『おはなしのろうそく７』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1979 

 いうことをきかないうなぎ/おばあさんとブタ 
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短時間で語れる（朗読できる）おはなし 

 上段：掲載資料，下段：おはなしの題名 

12 『おはなしのろうそく８』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1979 

 牛方とやまんば/まめじかカンチルが穴に落ちる話 

13 『おはなしのろうそく９』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1980 

 風の神と子ども/だめといわれてひっこむな 

14 『おはなしのろうそく１０』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1980 

七羽のからす 

15 『おはなしのろうそく１１』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1981 

小話二題【三人のハンター・キツネと男の子】/世界でいちばんきれいな声 

16 『おはなしのろうそく１３』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1983 

 こすずめのぼうけん 

17 『おはなしのろうそく１４』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1984 

 天福 地福 

18 『おはなしのろうそく１５』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1985 

 ガチョウおくさんのおふろ/四人のなまけもの 

19 『おはなしのろうそく１６』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1987 

 腰折れすずめ/ふたりのあさごはん 

20 『おはなしのろうそく１７』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1989 

かにかに，こそこそ/ならずもの 

21 『おはなしのろうそく１８』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1990 

ねずみのすもう 

22 『おはなしのろうそく２０』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1993 

 すずめとからす 

23 『おはなしのろうそく２１』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1996 

 ねことねずみ/まのいいりょうし 

24 『おはなしのろうそく２２』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1997 

 金の腕 

25 『おはなしのろうそく２４』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，2002 

 おやふこうなあおがえる/雌牛のブーコラ 

26 『おはなしのろうそく２５』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，2004 

お月さまの話/北斗七星 

27 『おはなしのろうそく２６』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，2006 

ひとり，ふたり，さんにんのこども/びんぼうこびと 

28 『おはなしのろうそく２７』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，2008 

 指輪 

29 『おはなしのろうそく２９』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，2013 

 馬の首 
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短時間で語れる（朗読できる）おはなし 

 上段：掲載資料，下段：おはなしの題名 

30 『おはなしのろうそく３１』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，2016 

 いぬとにわとり 

31 『おはなしのろうそく３２』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，2018 

 おばけのかぞえうた 

32 『かさじぞう』瀬田貞二/再話，赤羽末吉/画，福音館書店，1966 

 かさじぞう 

33 『くまの子ウーフの童話集2 こんにちはウーフ』神沢利子/作，井上洋介/絵，ポプラ社，2001 

 おかあさん おめでとう 

34 『くわずにょうぼう』稲田和子/再話，赤羽末吉/画，福音館書店，1977 

 くわずにょうぼう 

35 『こども世界の民話 上・下』内田莉莎子・君島久子・山内清子/著，実業之日本社，1995 

（内容紹介）№56『子どもに聞かせる世界の民話』（矢崎源九郎/編，実業之日本社，1964）に

掲載の81編から42編を選んで再編集されたものです。愉快だったりビックリしたり，不思議

に感じたりバラエティに富む世界各地のおはなしを，いずれも2分弱から長くても5分ほどで

語れます。本文は小学校低学年の子どもが自分で読めるように，大きな活字で書かれています。 

36 『子どもに語るアイルランドの昔話』渡辺洋子・茨木啓子/編訳，こぐま社，1999 

 オイン・オーグと人魚/天国の歌声 

37 『子どもに語るアジアの昔話１』アジア地域共同出版計画会議/企画，松岡享子/訳，こぐま社，1997 

 スズメとカラス 

38 『子どもに語るアンデルセンのお話』松岡享子/編，こぐま社，2005 

 豆の上に寝たお姫さま 

39 『子どもに語るイギリスの昔話』松岡享子/編・訳，こぐま社，2010 

金の腕/ゴッタムのかしこい人たち【うなぎを溺れさせる・カッコウを囲いこむ・チーズを送

る・地代を届ける・人数をかぞえる・羊を買う】/ネコとネズミ/三つの願い 

40 『子どもに語るイタリアの昔話』剣持弘子/訳・再話，平田美恵子/再話協力，こぐま社，2003 

 ヤギとコオロギ/やせたメンドリ 

41 『子どもに語るグリムの昔話１』佐々梨代子・野村 /訳，こぐま社，1990 

 おいしいおかゆ 

42 『子どもに語るグリムの昔話 3』佐々梨代子・野村 /訳，こぐま社，1991 

 星の銀貨 

43 『子どもに語るグリムの昔話 4』佐々梨代子・野村 /訳，こぐま社，1992 

 かれい/しらみとのみ/わらとすみとそら豆 

44 『子どもに語るグリムの昔話 6』佐々木梨代子・野村 /訳，こぐま社，1993 

 こびととくつや 

45 『子どもに語る中国の昔話』松瀬七織/訳，湯沢朱実/再話，こぐま社，2009 

稲と麦のけんか/お年玉のはじまり/シカとトラ/二郎が山をかついで太陽を追う/てきぱき

シアンシアンのむこえらび/トラはなぜ木に登れないのか/鼻が長くなった兄さん 
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短時間で語れる（朗読できる）おはなし 

 上段：掲載資料，下段：おはなしの題名 

46 『子どもに語るトルコの昔話』児島満子/編・訳，山本真基子/編集協力，こぐま社，2000 

ナスレッディン・ホジャのわらい話【まねかれたのは上着・わかっている人はわからない人に・

わしは死んじまった】 

47 『子どもに語る日本の昔話１』稲田和子・筒井悦子/著，こぐま社，1995 

うぐいすの里/歌い骸骨/おおかみの眉毛/風の神と子ども/こんな顔/さる地蔵/じいさとかに/

みそ買い橋 

48 『子どもに語る日本の昔話２』稲田和子・筒井悦子/著，こぐま社，1995 

 さとりの化けもん/旅学問/鳥のみじい/ねずみ経/貧乏神/文福茶釜/みょうが宿/雪女 

49 『子どもに語る日本の昔話３』稲田和子・筒井悦子/著，こぐま社，1996 

うさぎとひきのもち争い/干支のはじまり/おおみそかの火/和尚と小僧【あめは毒・あゆは

かみそり】/宝化け物/団子むこ/天福地福/とりつこうか ひっつこうか/まのいいりょうし/

若返りの水 

50 『子どもに語る北欧の昔話』福井信子・湯沢朱実/編・訳，こぐま社，2001 

 おんどりときつね/ドブレ山のねこ/りすとてぶくろと針 

51 『子どもに語るモンゴルの昔話』蓮見治雄/訳・再話，平田美恵子/再話，こぐま社，2004 

だれが いちばん 兄さんか/ツバメとアブ/ネズミのむこさがし/ばかなオオカミ/ラクダと

ネズミの争い 

52 『子どもに語るロシアの昔話』伊東一郎/訳・再話，茨木啓子/再話，こぐま社，2007 

 おなかの皮がぼろぼろにむけた牝ヤギのお話/ネズミの御殿 

53 『子どもに聞かせる世界の民話』矢崎源九郎/編，実業之日本社，1964 

 アナンシと五/王子さまの耳は，ロバの耳/マメ子と魔物/ヤギとライオン 

54 『こぶじいさま』松居直/再話，赤羽末吉/画，福音館書店，1980 

 こぶじいさま 

55 『三本の金の髪の毛 中・東欧のむかしばなし』松岡享子/訳，降矢なな/絵，のら書店，2013 

 悪魔と勝負をした百姓/五つのパン/かわいいメンドリ/羊飼いの花たば/水底の主ニッカーマン 

56 『新編世界むかし話集１イギリス編』山室静/編著，文元社，2004 

 カメの遠足 

57 『ストーリーテリングについて』ユーラリー・S．ロス/著，山本まつよ/訳，子ども文庫の会，1966 

 いたずらこうさぎ（マーガレット・ワイズ・ブラウン/作） 

58 『世界のむかしばなし』瀬田貞二/訳，のら書店，2000 

 五本のゆびさん 

59 『世界むかし話 ―太平洋諸島―』，光吉夏弥/訳，ほるぷ出版，1989 

 月をとろうとしたロー（ジェームス・ホールディング/再話） 

60 『たなばた』君島久子/再話，初山滋/画，福音館書店，1976 

 たなばた 

61 『どうぶつのこどもたち』サムイル・マルシャーク/おはなし，石井桃子/訳編，岩波書店，1954 

 ばかなこねずみ 
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短時間で語れる（朗読できる）おはなし 

 上段：掲載資料，下段：おはなしの題名 

62 
『どうぶつむらのがちょうおくさん1のまき ごきげんいかががちょうおくさん』ミリアム・ク

ラーク・ポター/作，松岡享子/訳，河本祥子/画，福音館書店，2004 

 あまぐつがない！ 

63 『日本昔話百選』稲田浩二・稲田和子/編著，三省堂，2003 

 うぐいすの里/おどる骸骨/猿の生き肝/宝化け物/鳥呑爺 

64 『ネギをうえた人 朝鮮民話選 岩波少年文庫』金素雲/編，岩波書店，2001 

 おむこさんの買いもの/ネギをうえた人 

65 『日本の昔話１ はなさかじい』おざわとしお/再話，福音館書店，1995 

 干支のおこり 

66 『ふしぎなたいこ』石井桃子/ぶん，清水崑/え，岩波書店，1975 

 ふしぎなたいこ 

67 『マーシャとくま』E/ラチョフ/え，M・ブラトフ/さいわ，うちだりさこ/やく，福音館書店，1963 

 マーシャとくま 

68 
『みどりの小鳥 イタリア民話選 岩波少年文庫』イタロ・カルヴィーノ/文，河島英昭/訳，

岩波書店，2013 

 水晶のおんどり 

69 
『山の上の火 エチオピアのたのしいお話 岩波おはなしの本』ハロルド・クーランダー，ウル

フ・レスロー/文，渡辺茂男/訳，岩波書店，1963 

 アディ・ニハァスの英雄 

70 『リボンときつねとゴムまりと月』村山籌子/作，JULA出版局，1997 

 おなべとおさらとカーテン 

71 『ロシアの昔話』内田莉莎子/編・訳，福音館書店，1989 

うさぎのなみだ/おおきなかぶ/おんどりとまめ/金のとさかのおんどりと魔法のひきうす/

小鳥のことば/つるとあおさぎ/動物たちの冬ごもり/ババヤガーの白い鳥/まぬけなおおか

み/マーシャとくま/雪むすめ 
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1人で楽しめる手遊び，わらべうた

児童生徒が単独で楽しめる手遊び，わらべうたを以下の資料から選びました。 

【出典とした資料】 

１ 『赤ちゃんのわらべうたあそび』久津摩英子/著，チャイルド本社，2013 

２ 『おかあさんと子どものあそびうた あがりめさがりめ』ましませつこ/著，こぐま社，1994 

３ 『おかあさんと子どものあそびうた あんたがたどこさ』ましませつこ/著，こぐま社，1996 

４ 『おはなしのろうそく 1～32』東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1983～2018 

５ 『なにしてあそぶ？わらべうた 目あそび・手あそび・足あそび，Part2，Part3』佐藤美代子/編著，草土文化，

2001～2005 

６ 『にほんのわらべうた ①～④』近藤信子，福音館書店，2001 

７ 『藤田浩子のわらべうたあそび このゆびとーまれ』藤田浩子，アイ企画，2013 

書名，手遊び・わらべうたの五十音順に掲載 

 上段：掲載資料 下段：手遊び・わらべうた 

１ 『赤ちゃんのわらべうたあそび』 久津摩英子/著，チャイルド本社，2013

 おてぶしてぶし/こどもとこども/どんぐりころちゃん 

２ 『おかあさんと子どものあそびうた あがりめさがりめ』 ましませつこ/絵，こぐま社，1994

 あかちゃん あかちゃん なぜなくの/おべんとうばこ/げんこつやまのたぬきさん 

３ 『おかあさんと子どものあそびうた あんたがたどこさ』 ましませつこ/絵，こぐま社，1996

 あんたがたどこさ/いちじく にんじん/こどもと こどもが 

４ 『おはなしのろうそく 1』 東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1973

 くまさんのおでかけ/こぶたが一匹 

５ 『おはなしのろうそく 5』 東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1976

 クマが山にのぼってった 

６ 『おはなしのろうそく 7』 東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1979

 小山のこうさぎ（佐賀のわらべうた） 

７ 『おはなしのろうそく 8』 東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1979

 てんまり歌（越後のわらべうた） 

８ 『おはなしのろうそく 9』 東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1980

 ひねしりあいの歌（阿波のわらべうた） 

９ 『おはなしのろうそく１１』 東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1981

 向こうのお山(讃岐のまりつきうた) 

10 『おはなしのろうそく 20』 東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，1993

 一で糸屋のおまきさん（東京の手玉唄） 

11 『おはなしのろうそく 24』 東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，2002

 わらべうた ふたつ【か かば まぬけ・おてぶしてぶし】 
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1 人で楽しめる手遊び，わらべうた 

 上段：掲載資料 下段：手遊び・わらべうた 

12 『おはなしのろうそく 25』 東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，2004

 ブラックさんとブラウンさん 

13 『おはなしのろうそく 26』 東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，2006

 ここは てっくび 

14 『おはなしのろうそく 31』 東京子ども図書館/編，東京子ども図書館，2016

 てあそび 

15 『なにしてあそぶ？わらべうた 目あそび・手あそび・足あそび』佐藤美代子/編著，草土文化，2001

 あかちゃん あかちゃん なぜなくの/おてぶし てぶし/これっくらいの/ぶたが ぶたれた 

16 『なにしてあそぶ？わらべうた 目あそび・手あそび・足あそび Part２』佐藤美代子/編著，草土文化，2003

 あんたがたどこさ/かれっこやいて/べんけいが 

17 『にほんのわらべうた①』近藤信子，福音館書店，2001

 あめこんこん/うえからしたから/ぎっちょぎっちょ/こどもかぜのこ/もちっこやいて 

18 『にほんのわらべうた②』近藤信子，福音館書店，2001

でんでらりゅうば/さよならあんころもち/ちゃつぼ/いちにっさんにのしのご/いっちくたっ

ちく/こどもとこどもがけんかして/おにぎりつくろう/どどっこやがいん 

19 『にほんのわらべうた③』近藤信子，福音館書店，2001

あんたちょっと/おてぶしてぶし/おやゆびねむれ/いたいのいたいの/さいならさんかく/て

るてるぼうず/なきむしけむし/ひとつひよこが 

20 『藤田浩子のわらべうたあそび このゆびとーまれ』藤田浩子，アイ企画，2013

１，２の３ ２の４の５/いちじく にんじん/おそうじ パッパッ/おむすび/おやこのきつね/

かいだん のぼりましょ/きつねのたいそう/きびだんご/グーグーグーグーおむすび/くり かき 

いも/子どもと子どもが/ごんべさんのあかちゃん/さざえのつぼやき/しゃくとりむし/正月

さま ごーざった/すずめがなきます/小さいいもは さといも/ねてるやま おこすなよな/

はちべえさん じゅうべえさん/ひらいて とじて/べんけい/ほうし ほうし 
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密集・密接を避けた読書活動の事例 

 読書と読み聞かせは教室で行う。 

 大型絵本を使用して読み聞かせをする。【注１】

 読み聞かせをする際，読み手は立った姿勢で行い，児童同士を離して着席させる。部屋の

窓・出入口を全開にする。 

 読み聞かせの替わりに，おはなしを語る（朗読する）。 

 校内放送を使用し，絵本の読み聞かせやおはなしを朗読する。【注 2】

 読み聞かせを録画し，上映する。【注 3】

 書画カメラ，プロジェクタを使用して絵本を拡大投影して読み聞かせをする。【注 4】

 読書週間の替わりに図書館だよりと図書館内で先生方のおすすめする本を紹介。 

【注１】 新潟市立図書館ホームページにWebOPAC での検索方法を掲載しています。該当ページを付録とし

たので，参考にしてください。 

【注 2】 文化庁 HP の関連用語集では「同一の建物内や敷地内で有線 LAN もしくは無線 LAN を用いて送信

する行為は（中略）公衆送信には該当せず，例えば音楽の演奏，脚本の上演，映画の上映，本の口述に

該当する」と記載があります。そのため著作権法第 38 条の「営利を目的としない上演等」に該当し，

許諾不要で利用できます。 

【注 3】 読み聞かせの録画は“複製”にあたり，著作権法第 35 条第 1 項により許諾は不要です。また，第

38条により上映も許諾は不要です。ただし，授業の過程において使用したあとは“保存”できません。 

【注 4】 書画カメラ等を使用して，現物を拡大投影する場合は“上映”にあたり，著作権法第38条により許

諾は不要です。 

コンピュータに保存した画像（絵本をスキャナで取り込んだもの，読み聞かせの動画等）を使用し

てプロジェクタ等で拡大投影する場合は“複製”にあたり，第 35 条第 1 項により許諾は不要です。

ただし，授業の過程において使用したあとは“保存”できません。 

※ 著作権については，『新潟市学校図書館実務マニュアル』資料編の資料 14「著作権関係（学校図書館業務関連）」を

参考にしてください。第 35条を適用するには 5つの要件の全てを満たす必要があります。
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新潟市の図書館＞大型絵本の検索方法

１　詳細蔵書検索の検索項目から「分類」を選択します。

２　検索値に漢字で「大型絵本」と入力します。

３　形態の大きい大型絵本のみ検索結果で表示されます。
書名などで複合検索をすればさらに絞り込んで検索できます。

1/3ページhttp://opac.niigatacitylib.jp/kensaku/oogata/oogata.html
11

〈付録〉新潟市立図書館ホームページでの大型絵本の検索方法


