
新潟市立図書館で所蔵している、春・夏の行事の絵本や紙芝居を紹介します。

貸出中の場合は予約もできますので，ぜひお近くの図書館でご利用ください。

リストで紹介している他にも資料がありますので、図書館職員にご相談ください。

2022.3　新潟市立中央図書館　作成

※書名の五十音順で掲載

1　ひなまつり ※出版年は基本的に初出の年を掲載

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1 絵本 おいしいおひなさま すとう あさえ／ぶん，小林 ゆき子／え ほるぷ出版 2018 2、3才～

2 絵本 おばあちゃんのひなちらし 野村 たかあき／作・絵 佼成出版社 2015 幼児～

3 絵本 おひなまつりのちらしずし 平野 恵理子／作 福音館書店 2013 幼児～

4 絵本 のはらの ひなまつり 神沢 利子／作，岩村 和朗／絵 金の星社 1980 幼児～

5 絵本 ひなまつりにおひなさまをかざるわけ 瀬尾 七重／作，岡本 順／絵 教育画劇 2001 幼児～

6 絵本 ひなまつりのちらしずし 宮野 聡子／作 講談社 2016 幼児～

7 絵本 ひなまつりルンルンおんなのこの日 ますだ ゆうこ／作，たちもと みちこ／絵 文溪堂 2012 幼児～

8 絵本 もりのひなまつり こいで やすこ／さく 福音館書店 2000 幼児～

9 絵本 わたしのおひなさま 内田 麟太郎／作，山本 孝／絵 岩崎書店 2005 幼児～

10 紙芝居 おひなさまがうまれたよ! 冬野 いちこ／作 画 教育画劇 2003 2、3才～

11 紙芝居 おひなさまになったにんぎょう 東川 洋子／作，きよしげ のぶゆき／画 教育画劇 1995 幼児～

12 紙芝居 きつねといっしょにひなまつり こわせ たまみ／作，相沢 るつ子／画 教育画劇 1993 幼児～

13 紙芝居 なぜ、おひなさまをかざるの? 三谷 亮子／脚本，川上 尚子／絵 童心社 2001 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

14 紙芝居 ひなにんぎょうのむかし 小野 和子／作，池田 げんえい／画 教育画劇 1993 幼児～

15 紙芝居 ひなまつりのおともだち かとう ようこ／作 絵 教育画劇 2010 幼児～

16 紙芝居 ぼくのひなまつり やすい すえこ／作，鈴木 幸枝／画 教育画劇 1993 幼児～

17 紙芝居 ポンコちゃんのおひなさま ひろかわ さえこ／脚本・絵 童心社 2013 2才～

18 紙芝居 みんなでひなまつり 辻 邦／脚本，田沢 梨枝子／画 童心社 1990 幼児～

19 紙芝居 もものせっくのおきゃくさま 堀内 純子／作，田沢 春美／画 教育画劇 1993 幼児～

20 紙芝居 るることおひなさま 林原 玉枝／作，鈴木 博子／画 教育画劇 1993 幼児～

2　入園・入学

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1

絵本

あした、がっこうへいくんだよ

ミルドレッド・カントロウィッツ／ぶん，ナン

シー・ウィンスロー・パーカー／え，せた てい

じ／やく

評論社 1981 幼児～

2 絵本 いけいけ!しょうがくいちねんせい 中川 ひろたか／ぶん，北村 裕花／え 小学館 2016 幼児～

3 絵本 いちねんせい 谷川 俊太郎／詩，和田 誠／絵 小学館 1988 幼児～

4 絵本 いちねんせいになったから! くすのき しげのり／作，田中 六大／絵 講談社 2015 幼児～

5
絵本

うさぎ小学校
アルベルト・ジクストゥス／文，フリッツ・コッ

ホ=ゴータ／絵，はたさわ ゆうこ／訳
徳間書店 2007 幼児～

6 絵本 おおきくなるっていうことは 中川 ひろたか／文，村上 康成／絵 童心社 1999 幼児～

7 絵本 おつきさまはいちねんせい きたやま ようこ／文，アンドレ・ダーハン／絵 講談社 2014 幼児～

8 絵本 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ／さく，まさき るりこ／やく ペンギン社 1982 幼児～

9 絵本 こぶたほいくえん なかがわ りえこ／ぶん，やまわき ゆりこ／え 福音館書店 2001 2才～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

10 絵本 とのさま1ねんせい 長野 ヒデ子／作・絵，本田 カヨ子／作・絵 あすなろ書房 2017 幼児～

11 絵本 なきむしようちえん 長崎 源之助／作，西村 繁男／絵 童心社 1983 幼児～

12
絵本

ビリーはもうすぐ1ねんせい
ローレンス・アンホールト／文，キャスリン・ア

ンホールト／絵，松野 正子／訳
岩波書店 1997 幼児～

13 絵本 ぺんぎんほいくえん M.ミトゥーリチ／原案・絵，松谷 さやか／文 福音館書店 2006 2才～

14 絵本 まよなかかいぎ 浜田 桂子／作 理論社 2018 幼児～

15
絵本

メルくんようちえんにいく おおとも やすお／さく 福音館書店 2000 幼児～

16
絵本

ようちえん
ディック・ブルーナ／ぶん え，いしい ももこ／

やく
福音館書店 1968 2才～

17 絵本 ようちえんいやや 長谷川 義史／作・絵 童心社 2012 幼児～

18 絵本 ようちえんがばけますよ 内田 麟太郎／文，西村 繁男／絵 くもん出版 2012 幼児～

19
絵本

ようちえんにいきたいな
アンバー・スチュアート／文，レイン・マーロウ

／絵，ささやま ゆうこ／訳
徳間書店 2010 幼児～

20 絵本 ようちえんにいくんだもん 角野 栄子／文，佐古 百美／絵 文化学園文化出版局 2011 幼児～

21
絵本

わたしようちえんにいくの
ローレンス・アンホールト／文，キャスリーン・

アンホールト／絵，角野 栄子／訳
文化出版局 1993 幼児～

22 絵本 一ねんせいになったら まど みちお／詞，かべや ふよう／絵 ポプラ社 2011 幼児～

23 絵本 一年生になるんだもん 角野 栄子／文，大島 妙子／絵 文化出版局 1997 幼児～

24 紙芝居 あしたのじゅんびできるかな 山本 祐司／脚本・絵 童心社 2009 幼児～

25 紙芝居 たぬきのにゅうがくしき 桂 文我／脚本，伊藤 秀男／絵 童心社 2016 幼児～

26 紙芝居 ひとりでできるよ 宮崎 二美枝／脚本，夏目 尚吾／絵 童心社 2009 幼児～

27 紙芝居 みんな1ねんせい いちかわ けいこ／脚本，中谷 靖彦／絵 童心社 2009 幼児～
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3　お花見・さくら

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1
絵本

うさぎのおうち
マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん，ガー

ス・ウィリアムズ／え，松井 るり子／やく
ほるぷ出版 2004 2、3才～

2 絵本 うさぎのくれたバレエシューズ 安房 直子／文，南塚 直子／絵 小峰書店 1989 幼児～

3 絵本 おばけの花見 内田 麟太郎／作，山本 孝／絵 岩崎書店 2008 幼児～

4 絵本 おはなみバス すとう あさえ／ぶん，いりやま さとし／え ほるぷ出版 2020 2、3才～

5 絵本 こぶたのブルトン　はるはおはなみ 中川 ひろたか／作，市居 みか／絵 アリス館 2006 幼児～

6 絵本 さくら 長谷川 摂子／文，矢間 芳子／絵・構成 福音館書店 2010 幼児～

7 絵本 さくらがさくと とうごう なりさ／さく 福音館書店 2020 幼児～

8 絵本 さくらのまち 小林 豊／作 佼成出版社 2007 幼児～

9
絵本

ピッキーとポッキー
あらしやま こうざぶろう／ぶん，あんざい みず

まる／え
福音館書店 1993 2才～

10 絵本 ほわほわさくら ひがし なおこ／さく，きうち たつろう／え くもん出版 2010 乳幼児～

11 紙芝居 かたつむりさんのおはなみ すとう あさえ／脚本，長野 ヒデ子／絵 童心社 2013 2才～

12 紙芝居 となりのさくら 桂 文我／脚本，長野 ヒデ子／絵 童心社 2014 幼児～

4　こどもの日

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1 絵本 かえうたかえうたこいのぼり 石井 聖岳／作 講談社 2010 幼児～

2 絵本 かっぱのこいのぼり 内田 麟太郎／作，山本 孝／絵 岩崎書店 2012 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

3 絵本 げんきにおよげこいのぼり 今関 信子／作，福田 岩緒／絵 教育画劇 2001 幼児～

4 絵本 こいのぼりくんのさんぽ すとう あさえ／ぶん，たかお ゆうこ／え ほるぷ出版 2018 2、3才～

5 絵本 こいのぼりこびとのおはなし まつい のりこ／さく 童心社 1986 幼児～

6 絵本 こいのぼりじま こさか まさみ／さく，かつらこ／え 福音館書店 2018 幼児～

7
絵本

こいのぼりパーティーぐんぐんすくすく
すとう あさえ／文，山田 花菜／絵，川島 雅子／

レシピ提供
ほるぷ出版 2021 幼児～

8 絵本 ちいさなこいのぼりのぼうけん 岩崎 京子／作，長野 ヒデ子／絵 教育画劇 1993 幼児～

9 絵本 ワニぼうのこいのぼり 内田 麟太郎／文，高畠 純／絵 文渓堂 2002 幼児～

10 紙芝居 くーすけのこいのぼり やすい すえこ／作，土田 義晴／画 教育画劇 2003 2、3才～

11 紙芝居 こいのぼりさんありがとう 桜井 信夫／作，多田 ヒロシ／画 教育画劇 1995 幼児～

12 紙芝居 こどものひはおおさわぎ! 鈴木 アツコ／作 絵 教育画劇 2010 幼児～

13 紙芝居 どうしてこいのぼりあげるの 吉野 弘子／作，高見 八重子／画 教育画劇 1982 幼児～

14 紙芝居 なぜ、おふろにしょうぶをいれるの? 常光 徹／脚本，伊藤 秀男／絵 童心社 2001 幼児～

15 紙芝居 まいごのこいのぼり 石井 聖岳／脚本・絵 童心社 2013 2才～

16 紙芝居 よあけのこいのぼり 古山 広子／脚本，遠山 繁年／画 童心社 1990 幼児～

5　梅雨

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1 絵本 あかいかさ
ロバート・ブライト／さく，しみず まさこ／や

く
ほるぷ出版 1975 幼児～

2 絵本 あかいかさがおちていた 筒井 敬介／作，堀内 誠一／絵 童心社 2011 幼児～

3 絵本 あまがさ やしま たろう／[作] 福音館書店 1987 幼児～

4 絵本 あまやどり 七尾 純／文，久保 秀一／写真 偕成社 2002 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

5
絵本

あめ
イブ・スパング・オルセン／さく，ひだに れい

こ／やく
亜紀書房 2017 幼児～

6 絵本 雨、あめ ピーター・スピアー／[作] 評論社 1984 幼児～

7 絵本 あめあめぱらん 木坂 涼／文，松成 真理子／絵 のら書店 2014 幼児～

8
絵本

あめがふるときちょうちょうはどこへ
メイ・ゲアリック／文，レナード・ワイスガード

／絵，岡部 うた子／訳
金の星社 1992 幼児～

9 絵本 あめがふるふる 田島 征三／作 フレーベル館 2017 幼児～

10 絵本 あめのひ サム・アッシャー／作・絵，吉上 恭太／訳 徳間書店 2017 幼児～

11 絵本 あめのひのおはなし かこ さとし／さく 小峰書店 1997 幼児～

12 絵本 あめのもりのおくりもの ふくざわ ゆみこ／さく 福音館書店 2006 幼児～

13 絵本 あめふり　改訂版 まつい のりこ／作・絵 偕成社 2001 1才～

14 絵本 あめふり　ばばばあちゃんのおはなし さとう わきこ／さく・え 福音館書店 1987 幼児～

15 絵本 あめふりうさぎ せな けいこ／ぶん・え 新日本出版社 1981 幼児～

16 絵本 あめふりさんぽ えがしら みちこ／作 講談社 2014 幼児～

17 絵本 あめふりのおおさわぎ　 デイビッド・シャノン／さく，小川 仁央／やく 評論社 2002 幼児～

18 絵本 あめぽぽぽ ひがし なおこ／さく，きうち たつろう／え くもん出版 2009 乳幼児～

19 絵本 おさんぽおさんぽ ひろの たかこ／さく 福音館書店 2008 0才～

20 絵本 おじさんのかさ 佐野 洋子／作・絵 講談社 1992 幼児～

21 絵本 おでこにピツッ 三宮 麻由子／ぶん，斉藤 俊行／え 福音館書店 2017 幼児～

22 絵本 おとうさんのかさ 三浦 太郎／作 のら書店 2012 幼児～

23 絵本 かえってきたカエル 中川 ひろたか／文，村上 康成／絵 童心社 2000 幼児～

24 絵本 かえるのあまがさ 与田 凖一／[著]，那須 良輔／画 童心社 1977 幼児～

25 絵本 カエルのおでかけ 高畠 那生／[作] フレーベル館 2013 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

26 絵本 かさ 太田 大八／作・絵 文研出版 1975 幼児～

27 絵本 かさかしてあげる こいで やすこ／さく 福音館書店 2002 2才～

28 絵本 かささしてあげるね はせがわ せつこ／ぶん，にしまき かやこ／え 福音館書店 1998 乳幼児～

29 絵本 かさちゃんです。 とよた かずひこ／さく・え 童心社 2017 乳幼児～

30
絵本

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 幼児～

31 絵本 かさもっておむかえ 征矢 清／さく，長 新太／え 福音館書店 2008 幼児～

32 絵本 コッコさんとあめふり 片山 健／さく・え 福音館書店 2003 2才～

33
絵本

しずくのぼうけん
マリア・テルリコフスカ／さく，うちだ りさこ

／やく，ボフダン・ブテンコ／え
福音館書店 1969 幼児～

34
絵本

すてきなあまやどり
バレリー・ゴルバチョフ／作・絵，なかがわ ち

ひろ／訳
徳間書店 2003 幼児～

35 絵本 ぞうくんのあめふりさんぽ なかの ひろたか／さく・え 福音館書店 2012 幼児～

36
絵本

たっちゃんのながぐつ　改訂新版
森 比左志／著，わだ よしおみ／著，わかやま け

ん／著
こぐま社 2013 幼児～

37 絵本 だれといっしょにいこうかな? 得田 之久／ぶん，和歌山 静子／え 童心社 2016 乳幼児～

38 絵本 ちいさなあめふりぐも せな けいこ／作・絵 鈴木出版 2010 幼児～

39
絵本

ちいさなきいろいかさ
にしまき かやこ／イラスト，もり ひさし／シナ

リオ
金の星社 2003 幼児～

40
絵本

てるてるぼうずとふりふりぼうず せな けいこ／作・絵 金の星社 2016 幼児～

41 絵本 どしゃぶり おーなり 由子／ぶん，はた こうしろう／え 講談社 2018 幼児～

42 絵本 はっぱのおうち 征矢 清／さく，林 明子／え 福音館書店 1989 2才～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

43
絵本

ぴっつんつん
もろ かおり／絵，武鹿 悦子／文，後路 好章／構

成
くもん出版 2010 幼児～

44
絵本

ひとりぼっちのかえる 興安／作，三木 卓／文 こぐま社 2011 幼児～

45
絵本

ぽつぽつぽつだいじょうぶ? しもかわら ゆみ／作 講談社 2017 幼児～

46
絵本

ほらあめだ！
フランクリン M.ブランリー／さく，ジェームズ

グラハム ヘイル／え，やすなり てっぺい／やく
福音館書店 2009 幼児～

47 絵本 まほうのかさ 小沢 正／文，はた こうしろう／絵 教育画劇 2015 幼児～

48 絵本 みずたまりにやってきた 細川 剛／さく 福音館書店 2015 幼児～

49 絵本 みずたまレンズ 今森 光彦／さく 福音館書店 2008 幼児～

50 絵本 わたしのかさはそらのいろ あまん きみこ／さく，垂石 眞子／え 福音館書店 2015 幼児～

51 紙芝居 あめこんこん 松谷 みよ子／脚本，鈴木 未央子／画 童心社 1982 幼児～

52 紙芝居 あめたろう 神沢 利子／作，金沢 佑光／画 童心社 1992 幼児～

53 紙芝居 あめふりともだち 島津 和子／脚本・絵 童心社 2005 幼児～

54 紙芝居 おけやのてんのぼり 川崎 大治／脚本，二俣 英五郎／画 童心社 1984 幼児～

55 紙芝居 カエルのおまつり 渡辺 享子／脚本 絵 童心社 2010 幼児～

56 紙芝居 ひこいちどんのかさやさん 水谷 章三／脚本，小川 陽／画 童心社 1985 幼児～

57 紙芝居 みつけたみつけたあめのおと はせがわ さとみ／脚本・絵 童心社 2010 幼児～

6　七夕

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1 絵本 おこだでませんように くすのき しげのり／作，石井 聖岳／絵 小学館 2008 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

2 絵本 おってきってたのしい!たなばたまつり 小林 ゆき子／さく 福音館書店 2016 幼児～

3 絵本 たなばた　中国の昔話 君島 久子／再話，初山 滋／画 福音館書店 2009 幼児～

4 絵本 たなばたさまきららきらら 長野 ヒデ子／作・絵 世界文化社 2013 幼児～

5 絵本 たなばたプールびらき 中川 ひろたか／文，村上 康成／絵 童心社 1997 幼児～

6 絵本 たなばたまつり 松成 真理子／作 講談社 2010 幼児～

7 絵本 たなばたむかし 大川 悦生／作，石倉 欣二／絵 ポプラ社 1979 幼児～

8 絵本 たなばたものがたり 舟崎 克彦／文，二俣 英五郎／絵 教育画劇 2001 幼児～

9 絵本 ねがいぼしかなえぼし 内田 麟太郎／作，山本 孝／絵 岩崎書店 2004 幼児～

10 絵本 ひ・み・つ たばた せいいち／[作] 童心社 2004 幼児～

11 絵本 みんなのおねがい すとう あさえ／ぶん，おおい じゅんこ／え ほるぷ出版 2019 2、3才～

12 紙芝居 天の川にかかるはし　七夕 小野 和子／文，狩野 富貴子／画 教育画劇 1995 幼児～

13 紙芝居 うさぎのみみちゃんたなばたまつり 間所 ひさこ／作，新野 めぐみ／画 教育画劇 2003 2、3才～

14 紙芝居 こぎつねたっくんのたなばたさま 茂市 久美子／作，津田 直美／画 教育画劇 1993 幼児～

15 紙芝居 たなばたのおはなし 北田 伸／脚本，降矢 洋子／絵 童心社 2008 幼児～

16 紙芝居 たんざくにおねがいかいて 木暮 正夫／作，岡村 好文／画 教育画劇 1993 幼児～

17 紙芝居 どうぶつむらのたなばたまつり 一條 めぐみ／絵 教育画劇 2010 幼児～

18 紙芝居 なぜ、七夕にささかざりをするの? 若山 甲介／脚本，藤田 ひおこ／絵 童心社 2001 幼児～

19 紙芝居 ななちゃんのたなばた やすい すえこ／脚本，うすい あきこ／絵 童心社 2013 2才～

20 紙芝居 はたおりぼしとひこぼし 堀尾 青史／脚本，金沢 佑光／画 童心社 1988 幼児～

21 紙芝居 ひみつのたんざく 上地 ちづ子／脚本，金沢 佑光／画 童心社 1986 幼児～

22 紙芝居 みんなでたなばた 岩崎 京子／作，山本 まつ子／画 童心社 1986 幼児～

23 紙芝居 もっともっとよかったな 矢崎 節夫／作，岡本 美子／画 教育画劇 1993 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

24 紙芝居 りゅうになったおむこさん　滋賀県の民話より今関 信子／脚色，西村 達馬／画 教育画劇 1993 幼児～
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