小低

ハナはへびがすき

小低

◆

蟹江杏 作

石川えりこ 作

ハナはへびやカエルやトカゲの好きな
女の子。みんなにもわかってほしいけ
ど、変な子といわれてしまう。「好き」
という気持ちの大切さを語った絵本。

小低

本屋のねこが、散歩に出かけたある日
の夕暮れ。閉め忘れた窓から外へとふ
きとばされたのは、絵本の中の主人公
たち。迷子の主人公たちはどこへ…。

定価1,540円

福音館書店

◆

Koto and his father

小中

小池アミイゴ 作・絵

春の日差しに誘われて、ことくんは
ちょっと遠出。迷い込んだ森は暗くて
怖くてどきどきどき…。小池アミイゴ
の美しい色彩の春が画面に広がる。

幼児

びりびり

中新井純子 作

小低

富安陽子 文

吉田尚令 絵

小低

定価1,650円

肥田美代子 文

◆

幼児

小低

小泉るみ子 絵

定価1,430円

小低・小中

ジョーダン・スコット 文 シドニー・スミス 絵 原田勝 訳

「ぼくには、うまくいえない音がある」。
笑われ傷つく少年に、父さんは川辺で、
泡立ち波うち渦巻き砕ける川の水、あ
れがお前の話し方だと語ってくれる。
偕成社

定価1,760円

ISBN978-4-03-425370-0

小峰書店
幼児・小低

小低

定価1,650円

小低

どこでも行けるライオン号に乗って、
ライオンを探す旅に出かけよう。宇宙
に地底、海のなか。古代の都市に、摩
天楼。ライオンの面影を巡る大冒険。
あかね書房

定価1,540円

ISBN978-4-251-09939-6

教育画劇
小低

中学・高校

レウィン・ファム さく

横山和江 やく

コロナ禍でこれまで家の外に出ていた
人たちが家から出なくなった。こんな
時こそ人とのつながりや希望が必要だ。
人々の行動を心優しい視線でとらえる。
定価1,760円

あかつき教育図書 ISBN978-4-86702-059-3

ウサギ

◆

ジョン・マーズデン 文 ショーン・タン 絵 岸本佐知子 訳

祖父の祖父のそのまた祖父の時代に
やってきて、いつの間にか凄まじく増え
ていったウサギ。一見、友好的な存在
は、いつの間にか侵略者と化していく。
河出書房新社
小中

定価2,200円
ISBN978-4-309-29124-6

海のアトリエ

◆

堀川理万子 著

おばあちゃんが子どもの頃、海の見え
るアトリエで、絵描きさんと過ごした
夏の一週間の思い出。豊かで自由な時
間が丁寧な絵で綴られる。

定価2,750円
ISBN978-4-7746-2231-6

いえのなかといえのそとで

降矢なな 絵

定価1,760円
ISBN978-4-7764-0929-8

BL出版

オレンジ色の魚アルバが住むサンゴ礁
の海が人間に汚された。きれいな海を
取り戻すためひとりの女の子が行動を
起こす。海洋汚染について考える絵本。

定価1,760円
ISBN978-4-7764-1031-7

もりおかよしゆき さく やまぐちようすけ え

うつくしいうみをまもった＊
100さいのさかな
ララ・ホーソーン 作・絵 新沢としひこ 訳

ヴォドニークの水の館 チェコのむ
かしばなし

水の館に住むヴォドニークに仕えるこ
とになった娘。つぼの中はのぞくなと
言われていたが……。チェコに伝わる
水の魔物の物語が、幻想的に描かれる。

定価1,210円
ISBN978-4-593-10258-7

アルバ

協力：子どもの読書推進会議

まきあつこ 文

定価1,760円
ISBN978-4-338-26140-1

あ・さ・ご・は・ん！

ほるぷ出版

ISBN978-4-7520-0955-9

journey
ライオンごうのたび =ofALion
ship

岡田千晶 絵

朝食の準備が進む台所。音や湯気や匂
いまで感じさせる臨場感溢れる絵が圧
巻。できあがったご飯、焼き鮭、お浸
し、みそ汁の美味しそうなこと！

真夜中、ぼくたち一家は歩く。昼間と
は違う夏の夜の気配を感じながら、町
から山へ。山道の向こうに待っていた
ものは？ 青色が美しい幻想的な絵本。
BL出版

小低

武田美穂 作

マリー・ドルレアン 作 よしいかずみ 訳

定価1,320円
ISBN978-4-338-26137-1

ぼくは川のように話す

定価1,650円

◆

◆

失くした片方の赤い手袋。拾った森の
動物たちを次々と温かく包み込んでいく。
柔らかな語りことばと、ふっくらした
編み目の手袋の絵が幸せを感じさせる。

ISBN978-4-591-17029-8

夜をあるく

あかいてぶくろ
林木林 文

清水知佐子 訳

みたらみられた

アリス館

トイレ、非常口、プール、横断歩道……
町でよく見かけるあのマークが、へん
てこな体操をするよ！ マークといっ
しょに体を動かしたくなる愉快な絵本。

小中・小高

幼児・小低

見ていた相手と目が合って、ドキッとし
たり、うろたえたり。あるいは、通い
合った気になったり。そんな心弾む一
瞬を大胆で迫力ある木版画が描き出す。

新井洋行 作・絵

小峰書店

◆

選定：公益社団法人全国学校図書館協議会絵本委員会

たけがみたえ 作

ISBN978-4-580-82443-0

へんてこたいそう＊

定価1,760円
ISBN978-4-06-524734-1

真夜中のちいさなようせい

ポプラ社

ヘレーじいさんが畑から大きなトルコ
石を掘り出した。石は馬に、馬はヤク
に次々と交換され、最後に残ったもの
は……。ブータンに伝わる民話。
文研出版

黒井健 絵

熱を出した男の子を看病してくれたの
はチマチョゴリの小さな可愛い妖精た
ち。彼女たちは、お母さんにとっても
忘れていた昔遊んだ友だちだった。

ISBN978-4-652-20457-3

ヘレーじいさんのうた ブータ
ン民話

【程度】
乳児＝０歳～３歳未満／幼児＝３歳～就学前まで／小低＝小学校１
・
２年生／小中＝小学校３
・
４年生／小高＝小学校５
・
６年生／中学＝中学生／
高校＝高校生 ※対象読者の程度の下限です。より活用いただくために、特に必要な場合は複数示したものもあります。あくまでも目やすで
あり、読書力や指導の過程により変わるものであることをお含みください。
【記載事項】
書名、著者・画家・訳者名、出版社名、程度、定価（10％税込）、ISBNを記載しています。また、
「知識」の絵本には「＊」印、
「第27回日本絵
本賞最終候補絵本」には「◆」印を付与しています。記載事項は、2022年3月１日現在のものです。

◆

シン・ソンミ 絵と文

夜空に月がのぼるとき、林で、野原で、
海原で、次々とふしぎなことが起きる。
この世の喜びや悲しみを照らし、そっ
と包みこむ月への祈りを描く。
理論社

まっくろ

講談社
小低

◆

定価1,650円
ISBN978-4-8340-8622-5

「こころにうかんだことをかいてみま
しょう」先生のことばに男の子は来る
日も来る日も画用紙を黒く塗りつぶし
続ける。終えたとき、現れたものは？

定価1,100円
ISBN978-4-494-00794-3

ふしぎな月

1年間に出版される新刊絵本は1,000点を超えます。
「2022 えほん５０」に選ばれた絵本は、
2021年1月から12月までに刊行された絵本の中から、全国SLA絵本委員会が厳選した絵本で
す。
「よい絵本」
「日本絵本賞」をはじめ、これまで継続して多くの絵本を選定してきた当委員
会が、ぜひ子どもたちに読んでほしいと推薦するものです。保育所、幼稚園、学校そして家庭
や地域などで、選書のための信頼できる情報源として広く活用されることを願っています。そし
て、
「2022 えほん５０」が、たくさんの優れた絵本との出会いの機会となれば幸いです。

junaida 著

高崎卓馬 作

色紙をびりびりと破ってみたら？「ぴっ」
とヒヨコに、
「ぷっ」とタコに。次は？
と期待が膨らむ。さあ！ みんなも真
似して「びりびり」してみよう。
童心社

街どろぼう

福音館書店
小低

◆

ISBN978-4-06-524736-5

大きな山のてっぺんに、巨人がひとり
暮らしていた。寂しくなった巨人は麓
の街におりて行き、一軒の家をこっそ
りと ?? 奇想天外なおはなし。

定価1,760円
ISBN978-4-19-865160-2

徳間書店

定価1,760円

講談社

ISBN978-4-8340-8637-9

はるのひ

ほんやねこ=The Bookstore Cat

偕成社
小低

定価1,540円
ISBN978-4-03-435160-4

えきべん と ふうけい

◆

マメイケダ 作

魚の形の醤油入れが電車に乗って旅に
出た。旅の楽しみは、うつりゆく車窓
の風景とご当地駅弁。ページをめくり
ながら、旅気分が満喫できる絵本。
あかね書房

定価1,540円
ISBN978-4-251-09948-8

幼児・小低

おかあさん ごめんなさい

◆

小低

みやにしたつや 作絵

小沢正 作

これまでのわがままやいたずらを思い
出しながら、
「お母さんごめんなさい」と。
でもお母さんは全部許してくれていた。
ユーモラスな絵で描く反省が楽しい。

小低・小中

世界文化ワンダークリエイト

ISBN978-4-323-07488-7

生きものが食べ＊
おすしやさんにいらっしゃい！ ものになるまで

◆

おかだだいすけ 文

小低

遠藤宏 写真

小低

ペク・ヒナ 作

小中

長谷川義史 訳

幼児

◆

幼児・小低

蛾

姿はかわる

定価2,970円

定価2,090円

あすなろ書房
小中

◆

スザンヌ・スレード 文 千葉茂樹 訳 三河内岳 監修

小低

学校が大好き アクバルくん

アフガニ＊◆
スタン
長倉洋海 著

政変の続くアフガニスタンの山の中。
毎日、長距離を歩いて学校にやってく
るアクバル君たち。子どもたちの笑顔
からは、学ぶ喜びがあふれ出ている。
アリス館

定価1,540円

ISBN978-4-7520-0980-1

定価990円

小高

小学館
小中

この まちの どこかに

◆

シドニー・スミス さく せなあいこ やく

都会の喧騒のなかを少年は必死に歩き
回る。この街のどこかに紛れてしまっ
た、ちいさなものに語り掛けながら。
「きみは きっと だいじょうぶ。」と。
評論社

定価1,760円

ISBN978-4-566-08067-6

にげて さがして

◆

定価1,760円
ISBN978-4-593-10111-5

赤ちゃんとママ社 ISBN978-4-87014-153-7

すてきなひとりぼっち

◆

定価990円

小低

定価1,650円

1，2，
3，はい！
高畠純 作・装丁

新日本出版社
小低

ブロンズ新社

谷川俊太郎 ぶん

堀内誠一 え

キツネが布を「ぱっ」と取るたび、帽
子から次々果物が出てきて…。最後の
種明しも楽しい。単純明解な絵と繰返
しで手品の世界へ引き込まれる。
くもん出版

定価1,320円

ISBN978-4-7743-3255-0

のうじょうにすむねこ

小学館
幼児・小低

◆

定価2,200円

ISBN978-4-09-725130-9

ばあばにえがおをとどけてあげる

コーリン・アーヴェリス ぶん イザベル・フォラス え まつかわまゆみ やく

「よろこび」を失くしたという祖母を
再び笑顔にと、「よろこび」を探し求
める少女。その過程で「よろこび」の
意味を学び、祖母を再び笑顔にする。

定価1,210円
ISBN978-4-89309-683-8

ちちんぷいぷい

定価1,650円

ISBN978-4-406-06186-5

農場に住む猫が散歩しながら池や森の
生きものを観察し紹介してくれる。中
間色の温かな色調とコラージュによる
リズミカルな画面分割がオシャレ。

定価1,210円

◆

村中李衣 ぶん

トラネコボンボン なかにしなちお 作

ISBN978-4-89572-285-8

たまごのはなし

◆

北海道の東端、根室の自然や働く人を
絵本で紹介。温かみある絵と「ねむろ
んろん」
の鷹揚な響きが心地よい。きっ
と自分の町も自慢したくなるなる！

ISBN978-4-905015-58-1

たいそうするよ

ねむろんろん
こしだミカ え

キッチンに転がっていたたまごが思考
を始め、動き出す。動けばいろんな人
に出会うし、初めて気づくこともある。
なんともおかしく哲学的なたまごの話。

幼児・小低

定価1,870円
ISBN978-4-579-40479-7

ヨシタケシンスケ 著

しおたにまみこ 作

定価1,760円
ISBN978-4-09-725123-1

安野亜矢子 訳

嫌なこと、辛いことからは逃げ、自分
にとって居心地のよい場所を探せばい
いのだ。それは「逃げる」のではなく
「動
く」ことだという励ましのメッセージ。

光村教育図書

戦争で大切なものを失った子どもたち
に絵本を読む女性がいた。戦後、ドイ
ツで子どもの本による国際理解を訴え
たイエラ・レップマンを描く。

定価1980円
ISBN978-4-7515-3054-2

小中・小高

パンダやイヌが体操を繰り広げ、その
号令に合わせて読者を体操へと誘う。
絵本を使って体を動かし遊ぶことの楽
しさを伝える幼児向け体操絵本。

キャシー・スティンソン 文 マリー・ラフランス 絵 さくまゆみこ 訳

地球のとなり、太陽から 4 番目の惑
星である火星。高性能宇宙カメラが撮
影した火星の知られざる素顔は、変化
に富み、息をのむほど魅力的だ。
あすなろ書房

幼児

◆

好きなことは数学！ 周りの数や形を
探すのも、食べ物の分け方を考えるの
も数学。少女が好きなことを生き生き
と語る。好きなことを持つのは素敵！

のら書店

ISBN978-4-7515-3092-4

＊
子どもの本で平和をつくる イエラ・レップマ
ンの目ざしたこと

文化出版局

ぼくはひとりぼっち…どうしよう。鍵
を忘れ、お母さんを迎えに行ったぼく。
たくさんの人と出会い、家に戻ったぼ
くの思いがけない大発見とは？

さあ、何を着て出かけようかな。T シャ
ツ、ズボン、靴下、帽子、靴はどれに
しよう。服装を自分で選んでコーディ
ネートする楽しさを味わう幼児絵本。

ISBN978-4-7598-2225-0

火星は…＊

こっちとこっちどっち？

ドガさんをおいかけて

ドガの絵「ダンス教室」に描かれたバ
レリーナの少女が、画家ドガを探して
パリの街を駆け回る。印象派の画家た
ちも登場する少女のひとときの冒険。

なかがわちひろ 作

きたやまようこ さく

小さな蛾にとって安全なところはどこ
だ？ 生きのびるにはどうする？ 同じ
蛾に薄い色と濃い色があるのはなぜ？
その進化がすごい！ 美しい科学絵本。

小高・中学

小低

定価1,320円

幼児

◆

ISBN978-4-7746-2245-3

エヴァ・モンタナーリ 作

定価2,750円
ISBN978-4-00-112697-6

ほるぷ出版

パイ インターナショナル ISBN978-4-7562-5488-7

イザベル・トーマス 文 ダニエル・イグヌス 絵 青山南 訳

化学同人

◆

小中

すうがくでせかいをみるの＊

定価1,430円

教育画劇

ミゲル・タンコ 作 福本友美子 訳 西成活裕 日本語版監修

「ぱかっ」ふたをあけると？ めくっ
て楽しい、読んでおいしい仕掛け絵本。
おいしいものを家族とともに。心がじ
んわり温まる絵本。

ISBN978-4-577-61032-9

＊◆

小低

定価1,980円
ISBN978-4-907108-76-2

ここからおいしいよかんがするよ

定価1,540円

イソギンチャクの触手、コウモリの翼、
ハチドリの嘴、バオバブの樹形……。
生きものの世界は不思議に満ちている。
絵本作家シムレールのスケッチ集。
岩波書店

◆

カバは口を大きく開けた方、ライオン
はたてがみの色と長さ、と意外なこと
で勝負する動物たちのユニークな相撲
大会。力強い絵と仕掛けで興奮する。

ISBN978-4-89572-277-3

しぜんのおくりもの

どうぶつ勝負はっけよい！

大橋慶子 作・絵

イザベル・シムレール 文・絵 石津ちひろ 訳

たな え・ぶん

きらきら ひそひそ ゆらり ゆらり
ふふふ ふふふ。ウキウキする言葉と
色あざやかな木版画が導いてくれる。
皆でおひさまのところへ行こう。

小中

＊
きょうりゅうレディ さいしょの女性古生物
学者 メアリー・アニング

出版ワークス

きくちちき 作

JULA出版局
フレーベル館

小高・中学

今から 200 年程前のイギリス。貧困や
男性優位の逆境の中でも、化石に魅せ
られ、知ることをあきらめなかったメア
リー。その情熱と功績を描いた伝記。

定価1,540円
ISBN978-4-89309-690-6

おひさまわらった

光村教育図書

リンダ・スキアース 作 マルタ・アルバレス・ミゲンス 絵 まえざわあきえ 訳

あまりの暑さにとけ出した月。そのし
ずくで作った月のシャーベットが、エ
アコンや扇風機の使い過ぎで停電した
アパートの住人たちに甘い夢を届ける。
ブロンズ新社

定価1,650円

定価1,760円
ISBN978-4-7690-2257-2

好学社

幼児・小低

◆

都会に住む少年が豊かな自然の静けさ
に浸ったひと夏の鮮烈な印象を描く。
文字なし、モノクロームの絵から少年
の味わった清爽な気が伝わってくる。

ISBN978-4-418-21820-2

きょうも のはらで

しずかな夏休み

キム・ジヒョン 作

野原に暮らす動物親子の数え歌。子ど
もが 1 匹ずつ増えていく楽しい展開。
美しいコラージュから無邪気な子ども
を見守る母親の優しさが伝わってくる。

定価1,760円
ISBN978-4-265-83083-1

お月さんのシャーベット

長新太 絵

エズラ・ジャック・キーツ え 石津ちひろ やく

海で泳ぐ魚（生きもの）が、どのよう
におすし（食べもの）になるのか。す
しやを舞台に子どもたちといっしょに
体験できる写真絵本。
岩崎書店

小低

それぞれにパン屋をしているきつねと
ねこ。互いのパン屋を偵察し、自分が
負けたとくよくよするが、実はどちら
も同じ気持ちだった ?! うれしい復刊。

定価1,430円

金の星社

きつねのぱんとねこのぱん

評論社
幼児・小低

定価1,650円
ISBN978-4-566-08076-8

ぱったんして

◆

松田奈那子 作

さあ、ぱったんしてめくってみよう。
紙に塗られた絵の具が思いがけない世
界を見せてくれる。読めばきっとぱっ
たんしたくなる。遊び方の解説付き。
KADOKAWA

定価1,320円

ISBN978-4-04-111510-7

