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  絵本   Picture books 

With our seminar “Japanese Education Workshop – Sharing Teaching Ideas for Creative Japanese Language Activities in 
Classrooms” this October, we have selected some picture books and illustrated works from our book collection which can 
be used for language lessons along with activities that nurture observation and encourage thinking and creativity.  
10月に『日本語教育ワークショップ～美術作品をリソースとする教室活動を考える～』を開催するにあたり、蔵書の中から、絵を使い
洞察力、思考力、創造力を育てる言葉の授業やアクティビティづくりに役立てることのできる絵本やイラスト入りの本を集めました。 

October 2019 

五味太郎の本  質問絵本  Question Picture Books by Taro Gomi     ブロンズ新社 2010 

ここにならんでいるひとびとは、いわゆる「おかあさん」です。いちばんやさしいのはどのひとでしょう？たいへん気持ちのいい山の
風景です。楽しいピクニックという気分できたひとはどのひと？作者の五味太郎さんが投げかける「正解のない」ユニークな質問に、
絵を見ながら考え、想像力をはたらかせながら、答えていきます。 
Look at this line of mothers, which ones are kind? In this nice mountain scenery, who do you think is here for a picnic? The author’s  
unique questions encourage readers to think and imagine with the illustrations, and answer questions that have no defined answer.  

こにぎりくんの ピクニック    
Publisher: フレーベル館 2018 Author: 宮澤真理 著 

お弁当アーティスト宮澤真理さん作NHK「プチプチ・アニメ」で放送された

コマ撮りアニメーションの“こにぎりくん”が絵本になりました。こどもでも
読める平易な日本語で書かれています。 

五味太郎絵本選集  バスがきた 
Bus Stops by Taro Gomi     メタローグ 1994 

「バスがきた 絵をかきにきたひとがおりた」。動詞の「～た」は
過去ではなくても、期待していたことが実現したり、何かを発見
したりしたときにも使います。バス停の風景に想像力を働かせ
ながら、動詞を覚えることができます。 
“The bus stops at the beach. An artist steps off”. This simple 
story encourages readers to use their imagination and 
memorise verbs based around the bus stops. 

五味太郎絵本選集  みんながおしえてくれました 
My Friends by Taro Gomi     メタローグ 1994 

「あるきかたはねこがおしえてくれました」、「かっこいいはしり
かたはうまにおしえてもらいました」。「あげる」「もらう」「くれる」
の考え方や文の形に自然と親しむことができます。 
“I learned to walk from my friend the cat”, “I learned to run 
from my friend the horse”. You can familiarise yourself with  
the concept of sentences using “ageru”, “morau”, “kureru”.  



1回につき5冊、2週間までお借りいただけます。 
貸出しサービスと会員への登録をご希望の方は、下記にお問い合わせください。 
Book loan service members can borrow up to 5 books for 2 weeks. For queries, please contact our address below. 

国際交流基金 ロンドン日本文化センター  
The Japan Foundation, London  Book Loan Service 
Email: library@jpf.org.uk   Telephone: 020-7492-6570 

かこさとしの本  こどもの行事 しぜんと生活 1月～12月  小峰書店 2011 
お正月（1月）、節分（2月）、ひなまつり（3月）、端午の節句（5月）、七夕（7月）、お盆（8月）、中秋の名月（9月）。日本の子どもたちが
出会う、さまざまな行事やならわしの、はじまりや由来が、たくさんのイラストとともに紹介されています。 
 

Kana Can Be Easy 絵で覚えるひらがな・カタカナ  
The Japan Times  2009  by Kunihiko Ogawa 
This book introduces the two types of the Japanese syllabaries, 
hiragana and katakana, through a method which is intended to 
assist in memorising, recognising and producing each kana 
(syllabary) through pictorial association.  

それぞれのかなを絵と関連づけて覚えて、練習することで、ひら
がなとカタカナを楽しく簡単に覚えることができます。 

My First Book of Japanese Words An ABC Rhyming Book by Michelle Haney Btown, Tuttle Publising, 2013 (left) 
“This book introduces the Japanese language (words) to preschoolers in a gentle, playful way. It’s ABC rhyming structure provides        
a familiar framework that encourages fun and easy learning, while beautiful illustrations highlight the magic that kids see in everyday 
things, enhancing the learning experience.“ 

My Awesome Japan Adventure, A Diary About the Best 4 Months Ever!  by Rebecca Otowa, Tuttle Publishing, 2013 (right) 
This book introduces  Japanese cultures and life in Japan in general, such as cuisine, school life, bowing, and  seasonal events, and 
includes fun activities like making origami, onigiri (rice ball), and karuta (card game).  

Jan ken pon: Some Japanese culture 
P.C.S. Publications  1996  by Junichi Hatai 
Students can colour the pictures as they learn about 
Japanese culture and customs. Typical seasonal 
celebrations and activities that occur each month are 
explained in English with some pictures.  

日本の文化や慣習について学びながら、塗り絵をすること
ができます。季節ごとの行事やお祝い事、活動を月ごとに
英語で絵付きで説明しています。 

mailto:library@jpf.org.uk

