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作品：「あーんあん」
作者：せなけいこ／作・絵
出版社：福音館書店

◇ぼくの､みんなの大好き
なかあさんが「ほいくえん」
からかえってしまう。ぼくは､
みんなはどうなるの？思い
もしない光景がそこに
広がる・・・。

作品：「あかちゃん１．２．３．」
作者：しみずみちを／作
出版社：ほるぷ出版

◇動物のかあさんと、あか
ちゃんが登場します。タイト
ルの「１．２．３．」の意味は？
お子さんと一緒に数えてみま
しょう。

作品：「あかちゃんのうた」
作者：松谷みよ子／文

いわさきちひろ／絵
出版社：童心社

◇時代を越えうたいつがれ
た子守歌や、リズミカルに話
しかけるお母さんの言葉が
つまった子育ての原点を見
つめた絵本です。

作品：「あそびましょ」
作者：松谷みよ子／文

丸木俊／絵
出版社：偕成社

◇お子さんと一緒に大きな
声で唄ってみませんか、体も
動かしてみませんか。わらべ
歌の繰り返しのリズムが親
子に気持ちよい絵本です。

作品：「あっぷっぷ」
作者：中川ひろたか／文

村上康成／絵
出版社：ひかりのくに

作品：「ありさんぽつぽつ」
作者：たんじあきこ／著
出版社：主婦の友社

◇「ぽつぽつぽつぽつ
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◇だるまさんも、おさるさん
も、お母さんもみんな変な
顔してにらめっこ。一緒に
歌いながら読むと楽しさ倍
増です。

◇ 「ぽつぽつぽつぽつ
ぺったんぱったん」リズミカ

ルな文章で、子どもと“あり
さん”が公園を探検する絵
本です。

作品：「いいおかお」
作者：松谷みよ子／著

瀬川康男／絵
出版社：童心社

◇子どもに「いいおかお

は」というと､ニッコリするそ
うです。読み聞かせから子
どもの笑顔を生み出す絵本
です。

作品：「いたいいたいは
とんでいけ」

作者：松谷みよ子／文
佐野洋子／絵

出版社：偕成社

◇子どもがころび､ “いたい

いたい”と泣く様子をリズム
のある言葉で読んでいくうち
に、“いたいいたい”がとん
でいきます。

作品：「いちご」
作者：平山和子／作
出版社：福音館書店

◇甘くておいしいいちご。い
ちごができて食べるまでをい
ちごとお話しながら観察して
いる様子が写実的な絵で描
かれています。

作品：「いっしょがいいね！」
作者：いもとようこ／作
出版社：リーブル

◇コアラやペンギン、らっこ…
いろいろな動物の親子が

登場します。一緒にいると、
あったかくて嬉しくなるね。
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作品：「いないいないばあ」
作者：松谷みよ子／文

瀬川康男／絵
出版社：童心社

◇子どもへの声かけに最初
に使う言葉遊び「いないいな
いばあ」をそのまま絵本にし
たものです。子どもの好きな
動物と一緒に楽しめます。

作品： 「うずらちゃんの
かくれんぼ」

作者：きもとももこ／作
出版社：福音館書店

◇うずらちゃんと、ひよこちゃ
んがかくれんぼをして、遊び
ます。あざやかな絵と不思議
な形で楽しい、探し絵の人気
絵本です。

作品：「いやだいやだ」
作者：せなけいこ／作・絵
出版社：福音館書店

◇ルルちゃんはいつも「いや
だいやだ」。ルルちゃんのま
わりの人やモノが「いやだい
やだ」っていうと・・・・。

作品：「おいしいおと
なあに？」

作者：さいとうしのぶ／作
出版社：あかね書房

◇「ぱくっ、もぐもぐ」「ぐつ
ぐつ、とろーり」食べ物に
まつわるおいしい音が

いっぱいで、おなかがすい
てきますよ。

作品：「おさじさん」
作者：松谷みよ子／著

東光寺啓／絵
出版社：童心社

作品：「おかあさんどーこ？」
作者：わかやましずこ／作
出版社：童心社

◇どうぶつのあかちゃんが
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◇赤ちゃんがはじめて出会
う食器の“おさじさん”。“お
さじさん“がいるからごはん
も楽しく食べられることを
教えてくれます。

◇どうぶつのあかちゃんが
おかあさんを探します。動物
も人も変わらない、おかあさ
んとあかちゃんのスキンシッ
プの心地よさが温かく描か
れています。

作品： 「おつきさま
こんばんは」

作者：林明子／作
出版社：福音館書店

◇時間の経過につれて変
わるお月さまの表情や雲
とのおしゃべりが、赤ちゃ
んに優しく語りかけてくれ
ます。

作品：「おっぱい」
作者：みやにしたつや

／作・絵
出版社：鈴木出版

◇ぞうさんのおっぱい､
ねずみさんのおっぱい､

たくさんのどうぶつたちの
おっぱいがでてきます。

そして､ぼくのおかあさん
の・・・・。

作品：「おとうさんは
ウルトラマン」

作者：みやにしたつや／作・絵
出版社：学習研究社

◇永遠のヒーロー、ウルトラマ
ン。変身アイテムを男子は誰
もがほしがった。子どもの前で
は、アイテムがなくてもおとうさ
んはウルトラマンになれる、そ
う勇気づけてくれる一冊です。

作品：「おててがでたよ」
作者：林明子／作
出版社：福音館書店

◇「おててはどこかな？」
「あたまはどこかな？」と

お子さんに語りかけながら、
お子さんのおきがえが楽し
くなる絵本です。
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作品：「おひさまあはは」
作者：前川かずお／作
出版社：こぐま社

◇柔らかな黄色いページを
めくるだけで、赤ちゃんは

あはは、お母さんもあはは、
みんな笑顔になること間違
いなしです。

作品： 「おふろで
ちゃぷちゃぷ」

作者：松谷みよ子／文
いわさきちひろ／絵

出版社：童心社

◇あひるがタオルを持って
お風呂にはいる。子どもも

順序よく服を脱いで一緒に
はいる。お風呂大好きにな
る絵本です。

作品：「おにぎり」
作者：平山英三／文

平山和子／絵
出版社：福音館書店

◇おにぎりを作る過程を描

いたシンプルな絵本。本物
そっくりの絵で、読み終え
るとおにぎりがきっと食べ
たくなりますよ。

作品：「おふろだいすき」

作者：松岡享子／作
林明子／絵

出版社：福音館書店

◇ぼくの家のおふろに、

かめやペンギン、くじらまで
やってきて…。おふろに入
るのが楽しみになる絵本
です。

作品：「おやすみなさいのほん」
作者：マーガレット・ワイズ・

ブラウン／文
ジャン・シャロー／絵
いしいももこ／訳

出版社：福音館書店

作品：「かおかお
どんなかお」

作者：柳原良平／作
出版社：こぐま社
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作品：「がたんごとん
がたんごとん」

作者：安西水丸／作
出版社：福音館書店

◇蒸気機関車が列車をひっ
ぱり、ミルク、コップ、スプー
ン、果物を次々にのせ、食

卓に運んでいく。食事を楽し
くする絵本です。

出版社：福音館書店
◇「よる」はすべてのものが
静かに静かに眠りにつきます。

子どもたちを穏やかな文と絵で
「おやすみなさい」に誘う絵本
です。

◇楽しい顔、悲しい顔、
眠った顔、いろいろな表情
が描かれた絵本です。親
子で真似っこすると楽しい
ですよ。

作品：「がちゃがちゃ
どんどん」

作者：元永定正／作
出版社：福音館書店

◇擬音語、擬声語を形に

すると、このカタチ、色になる
ような気になります。赤ちゃ
んのそれぞれの音に対する
表情の変化が楽しみですね。

作品：「かばくん」
作者：岸田衿子／作

中谷千代子／絵
出版社：福音館書店

◇ある日曜日の動物園の
一日を、カバの親子の目線
で描いた絵本です。のんび
りとした気分になれる一冊
です。

作品：「かくれんぼ」
作者：せなけいこ／作・絵
出版社：鈴木出版

◇果物たちのかくれんぼ。
レモンはひよこ、いちごは
金魚、みんな上手に隠れま
す。お子さんと一緒に楽し
める一冊です。
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作品：「くっついた」
作者：三浦太郎／作
出版社：こぐま社

◇かわいい動物が次々に

作品：「くだもの」
作者：平山和子／作
出版社：福音館書店

◇すいか、もも､などの果物
が食べられるように「さあど

うぞ」と子どもの前に出され
ます。子どもは喜んでパクパ
クと食べることでしょう。

作品：「きゅっきゅっきゅっ」
作者：林明子／作
出版社：福音館書店

◇みんなで「おいしいスープ」
をいただきます。あら、スープ
を上手にお口にいれることが
できません。だから、「きゅっ
きゅっきゅっ」と。食事、親子
での食事もいっそう楽しくなり
ます。

作品：「きんぎょがにげた」
作者：五味太郎／作
出版社：福音館書店

◇つぎつぎと逃げる“きん
ぎょ”を見つけていく、さが
し絵本。色づかいもカラフ
ルでかわいい、心温まる
絵本です。

作品：「くつくつあるけ」
作者：林明子／作
出版社：福音館書店

◇「くつ」がさんぽに出かけ
ます。赤ちゃんに履かす「く
つ」。でも、まだ歩けません。
歩く姿を早く見てみたいも
のです。赤ちゃんも早く歩
いてみたいと思うかもしれ
ません。

作品：「くまさんくまさん
なにみてるの？」

作者：エリック＝カール／絵
ビル＝マーチン／文

出版社：偕成社
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◇かわいい動物が次々に
登場。「くっついた」という
言葉の繰り返しが耳に心
地よくみんなを仲良しにさ
せてくれる絵本です。

作品：「ごあいさつあそび」
作者：きむらゆういち／作
出版社：偕成社

◇ゆうちゃんの家へおとも
だちのどうぶつが、つぎつ
ぎに「こんにちは」と言って
訪れます。遊びから「あい
さつ」ができるようになる
絵本です。

作品：「コップちゃん」
作者：中川ひろたか／ぶん

100％ORANGE／え
出版社：ブロンズ新社

◇コップちゃんがゴロンと
なるシーンでは思わず一

緒に寝転びたくなってしま
います。

作品：「ぐりとぐら」
作者：なかがわりえこ／作

おおむらゆりこ／絵
出版社：福音館書店

◇半世紀にわたり、子ども

たちに読みつがれベストセ
ラー。そばにあるだけで親
子とも心がなごむ絵本です。

◇やさしいまなざしを通して、
その視線の先にあるものが
次々につながっていく鮮やか
な色遣いの絵本です。絆を
感じさせてくれます。

作品：「ころころころ」
作者：元永定正／作
出版社：福音館書店

◇「いろだまころころ」は、い

ろいろな風景、場所を旅？し
ます。途切れることなく。作
者、元永定正さんの版画作
品等の一部は徳島県立近代
美術館に所蔵されています。
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作品：「たまごのあかちゃん」
作者：かんざわとしこ／文
やぎゅうげんいちろう／絵

出版社：福音館書店

作品：「じゃあじゃあ
びりびり」

作者：まついのりこ／作・絵
出版社：偕成社

◇「みずはじゃあじゃあ、か
みはぴりぴり・・」，赤ちゃん
に身近なものが登場し、短
い言葉でくりかえす擬音語
を楽しめます。

作品：「しろくまちゃんの
ほっとけーき」

作者：わかやまけん／作
出版社：こぐま社

◇絵本を通して自分で作っ
て食べる喜びを味わい、友
だちと分けて食べることで､
さらにその喜びがひろがり
ます。

作品：「こんにちは」
作者：わたなべしげお／文

おおともやすお／絵
出版社：福音館書店

◇“くまくん”がお花、動物

のお友だちなど、いろんな
人にあいさつをしていくお話。
あいさつがしたくなる絵本
です。

作品：「たべたのだあれ」
作者：五味太郎／作
出版社：文化出版局

◇どうぶつの誰かが、あるも
のを食べるのですが、アレレ、
何だか変だぞおう。見つける
と思わずニッコリ。

作品：「だるまさんが」
作者：かがくいひろし／作
出版社：ブロンズ新社

46464646

47474747 48484848

49494949 50505050
作品：「ちびゴリラのちびちび」
作者：ルース・ボーンスタイン

／作
いわたみみ／訳

出版社：ほるぷ出版

◇みんな小さなゴリラが大好
きでした。成長しても変わらず、
自分を愛してくれる人がいるこ
とを実感させてくれます。

◇「でておいでよ」という語り
かける声に、いろいろな動物
がそれぞれのちがいを見せ
てくれます。

◇ 「そうくるか！」と思わ

ず大人も楽しんでしまう、
泣く子も笑顔になる絵本
です。

作品：「たんたんぼうや」
作者：かんざわとしこ／文
やぎゅうげんいちろう／絵
出版社：福音館書店

◇タンタンと？歩く“たんた
んぼうや”の前に動物たち
が現れます。“たんたんぼ
うや”、動物たちと一緒に体
を動かしたくなります。

作品：「ちいさなうさこちゃん」
作者：ディック・ブルーナ/文・絵

石井桃子/訳
出版社：福音館書店

◇オランダ生まれの世界の人
気者、“ミッフィー”として知られ
る“うさこちゃん”誕生のお話で
す。“うさこちゃん”の可愛さに
赤ちゃんも引きつけられること
でしょう。

作品：「つみきでとんとん」
作者：竹下文子／文

鈴木まもる／絵
出版社：金の星社

◇絵本の中に「つみき」の世
界が広がります。「とんとん」
並べ、何ができるのかな、さ
あ、何をつくる。「つみき」の
世界に親子で遊びましょう。
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作品：「トイレいけるかな」
作者：わらべきみか／作・絵
出版社：ひさかたチャイルド

◇かわいい動物たちが一人
でおしっこやうんちにチャレ
ンジします。トイレトレーニン
グにもピッタリの絵本です。

作品： 「ととけっこう
よがあけた」

作者：こばやしえみこ／案
ましませつこ／絵

出版社：こぐま社

作品：「どうぞのいす」
作者：香山美子／作

柿本幸造／絵
出版社：ひさかたチャイルド

◇うさぎさんが作った“どう
ぞのいす”。通りかかる動
物はそれを見て…。相手を

思いやる気持ちが芽生えま
す。

作品：「でてこいでてこい」
作者：はやしあきこ／作
出版社：福音館書店

◇「でてこい、でてこい」と

色紙に呼びかけると、中か
ら動物が飛び出してきます。
色鮮やかで、躍動的な絵に
心惹かれます。

作品：「てんてんてん」
作者：わかやましずこ／作
出版社：福音館書店

◇虫さんを音で表すとこう
なります。お子さんが虫さん
たちをはじめて見るとき、ど
う表現してくれるのか、その
一瞬が待ち遠しく感じます。

作品：「とびだす
いないいないばあ！」

作者：いりやまさとし／著
出版社：学習研究社
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出版社：こぐま社

◇「さあおきましょ」の代わり
に「ととけっこう・・・」と歌って
あげましょう。機嫌よくおめざ
めしてくれるでしょう。

作品：「にんじん」
作者：せなけいこ／作・絵
出版社：福音館書店

◇うま､きりん､さる､かば、

みんながおいしそうににんじ
んを食べ､楽しい話の中から
にんじんを食べることが好き
になれる絵本です。

作品：「とんでけとんでけ
おおいたい！」

作者：梅田俊作／佳子
作・絵

出版社：岩崎書店

◇「いたーい」と泣く子に読
んで聞かせると､ほんとう
に痛いのがとんでいってし
まうかも。育児が楽しくなる
絵本です。

作品：「にんじんさんが
あかいわけ」

作者：松谷みよ子／文
ひらやまえいぞう／絵

出版社：童心社

◇にんじん、ごぼう、だいこ
んがおふろに行きました。そ
れぞれの野菜の色の理由が
楽しくわかる絵本です。

◇赤ちゃんが大好きな“いな
いいないばあ”の遊びを、

かわいらしい絵と飛び出す
仕掛けでより楽しめる絵本
です。

作品：「どんどこ
ももんちゃん」

作者：とよたかずひこ
／作・絵

出版社：童心社

◇「どんどこどんどこ ももん

ちゃんはいそいでいます」、
いろいろな障害物を乗り越え
て、まっしぐらに向かう先に
は何が？
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作品：「のせてのせて」
作者：松谷みよ子／文

東光寺啓／絵
出版社：童心社

作品：「ねずみくんの
チョッキ」

作者：なかえよしを／作

上野紀子／絵
出版社：ポプラ社

◇カワイイねずみくんの
チョッキ。それを見たどうぶ
つたちは着られずにはいら
れません。めぐるめぐる､
ねずみくんのチョッキ!

作品：「ねんね」
作者：さえぐさひろこ／文
出版社：アリス館

◇“りす”が木の枝につか
まってねんね。ワラビーは､
おかあさんの袋の中でね
んね。いろいろな動物の写
真絵本です。

作品：「ねないこだれだ」
作者：せなけいこ／作・絵
出版社：福音館書店

◇夜中は、おばけの時間。

こんな時間まで起きているの
は誰？早く寝ないと、大変な
ことになっちゃうよ。

作品：「ねえ だっこして」
作者：竹下文子／文

田中清代／絵
出版社：金の星社

◇“こねこ”が主人公です。
“こねこ”のおウチに赤ちゃん
が生まれ、おかあさんのひざ
の上に・・。“こねこ”はいろい
ろと思います。“こねこ”は？
と考えさせられる一冊です。

作品：「ねんねんねこねこ」
作者：ながのひでこ／作
出版社：アリス館

◇お昼寝をせずに、外に遊
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作品：「ノンタンぶらんこ
のせて」

作者：キヨノサチコ／作絵
出版社：偕成社

◇ぶらんこを独り占めする
ノンタンのお話。順番を守
ることや、譲り合い、数字の
数え方を学べる絵本です。

作品：「パパだいすき」
作者：セバスチャン・ブラウン

／作・絵
出版社：徳間書店

◇「ぼく、ちょうちょうをおいか
ける」「パパ、ぼくをおいかけ

る」、父と子のほのぼのとした
一日が描かれています。パパ
に読んでほしい一冊です。

作品：「はらぺこあおむし」
作者：エリック＝カール／作

もりひさし／訳
出版社：偕成社

◇日曜日に生まれたあおむ
しは、月曜日にはりんご。毎
日何を食べて、美しいちょう
になったのでしょう。

◇赤いクラシックカーに次々

と動物たちが乗って、みんな
仲良くトンネルをぬけドライ

ブ。読むほどに楽しいストー
リーです。

作品：「バルンくん」
作者：こもりまこと／作
出版社：福音館書店

◇スポーツカーのバルン
くんといっしょに､バルバル
バルーッと出かけよう!

◇お昼寝をせずに、外に遊

びに行ってしまう子猫のお話。
「いとまきまき♪」のリズムに
合わせて読んでみましょう。
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作品：「ぴよぴよぴよ」
作者：平野剛／作
出版社：福音館書店

◇「ぴよぴよぴよ」、赤ちゃん
にとって心地よい音と、あざ
やかな色彩の大地。そして、
背中で語りかけてくれる渋い
脇役（主人公？）がそろって
います。

作品：「ポケット」
作者：三浦太郎／作・絵
出版社：童心社

作品：「ほっぺに、ちゅー。 」
作者：
なかがわみどり／絵・文
ムラマツエリコ ／絵・文

出版社： JTBパブリッシング

作品：「ふうせんねこ」
作者：せなけいこ／作・絵
出版社：福音館書店

◇おねこさんは、いつも「嫌
だ」とぷーとふくれてばかり。
ふくれすぎて…。イヤイヤ期
のお子さんに効き目
あり！？

作品：「ぴょーん」
作者：まつおかたつひで

／作・絵
出版社：ポプラ社

◇紙の使い方に工夫が凝
らされ、動物の躍動感が最
大限に表現されています。
跳べそうにもないカタツムリ
が、もしかして跳べるの？
と思えるから不思議です。

作品：「ぶーぶー
じどうしや」

作者：山本忠敬／作
出版社：福音館書店

◇子どもたちが大好きな身
近にある車や、街で見るは
たらく車を詳細な絵で紹介
している絵本です。

ンと絵で
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◇小さなポケットからはひよ
こさん。大きいポケットから

は何が出てくるかな？親子
で楽しめる絵本です。

出版社： JTBパブリッシング

◇主人公“まんまるちゃん”
と両親が手足を触れ合わせ
たり､くすぐったり。ほのぼの
親子の温もりが伝わります。

作品：「まどから★おくりもの」
作者：五味太郎／作・絵
出版社：偕成社

◇窓の中の顔や体の形を見
てサンタさんは贈り物を選び
ます。誰がいるのかをサンタ

さんと一緒に考えながら楽し
める仕掛け絵本です。

作品：「ぽんぽんポコポコ」
作者：長谷川義史／作・絵
出版社：金の星社

◇いろいろな動物のおなか
をぽこぽこ。読みながら赤
ちゃんのおなかをぽんぽん
と軽くたたいてスキンシップ
しながら読むと楽しいです。

作品：「ポンポンおふね」
作者：とよたかずひこ／著
出版社：アリス館

◇「あ！猫ちゃんどこいく

の」「一緒にお船に乗って
みよう」。お子さんと一緒
に空想の世界を楽しみま
しょう。

作品：「ぽぽぽぽぽ」
作者：五味太郎／作
出版社：偕成社

◇親子列車のイラストと「ぽ
ぽぽぽぽ」「ててててて」な
どの擬音語・擬態語だけの
絵本です。ぜひ声に出して
読んでください。
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作品：「まねっこでいいから」

作者：内田麟太郎／文
味戸ケイコ／絵

出版社：瑞雲舎

◇愛される喜びを知らない
子どもがお母さんになる・・・。
読み終えたあと、深い感動と
ともに、思わず「よかったね」
と。

作品：「めがねうさぎ」
作者：せなけいこ／作・絵
出版社：ポプラ社

◇夜、山に落としためがね

作品：「みんなうんち」
作者：五味太郎／作
出版社：福音館書店

◇生き物は食べるから、み
んなうんちをするんだね。子
どもは、うんちの話が大好

き。喜んでくれることうけあい
です。

作品：「まるまるころころ」
作者：得田之久／文

織茂恭子／絵
出版社：童心社

◇カラフルでいろいろな
大きさの丸が転がって、

ぶどうやパンダに変身しま
す。想像力が広がる絵本
です。

作品：「めのまどあけろ」
作者：谷川俊太郎／文

長新太／絵
出版社：福音館書店

◇起きてから眠るまでの一

作品：「ママだいすき」
作者：まど・みちお／文

ましませつこ／絵
出版社：こぐま社

◇赤ちゃんは、いつもやさし
い、楽しい、きれいなママが
大好き。赤ちゃんの気持ち
が素直に伝わってくる一冊
です。

87878787 88888888

89898989 90909090

作品：「もこもこもこ」
作者：たにかわしゅんたろう

／作
もとながさだまさ／絵

出版社：文研出版

◇赤ちゃんと一緒に読んで
いるうちに、きっと新しい擬
態語がどんどん生まれ出て
くることでしょう。

作品：「ももたろう」
作者：松居直／文

赤羽末吉／絵
出版社：福音館書店

◇「も～もたろさん､ももたろ
さん♪」､桃から生まれ､お
じいさん､おばあさんに育ま
れたももたろうの八面六臂
の大活躍!

◇夜、山に落としためがね
を探し行った“うさこ”は、退
屈で困っているおばけと出
会います。最後にクスっと笑
える一冊です。

作品：「やいたやいた」
作者：まどかななみ／作

みやにしたつや／絵
出版社：鈴木出版

◇ステーキ、おもち、さんま…

いろいろなものを焼く絵本で
す。最後には、おじさんまで
も。焼いたらどうなるのか
な？

◇起きてから眠るまでの一
日が、リズミカルな韻を踏ん
だ文でつづられ、わらべ歌の
ようです。お子さんが少し大
きくなると、一緒に歌うことが
できるでしょう。

作品：「もうおきるかな？」
作者：まつのまさこ／文
やぶうちまさゆき／絵

出版社：福音館書店

◇動物たち親子の愛らしい、
息のあった？姿に親子で心
がなごみます。親子の絆の
大切さがほのぼのと伝わる
絵本です。
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作品：「りんごがドスーン」
作者：多田ヒロシ／作
出版社：文研出版

◇かじったリンゴの中へタヌ

作品：「ラヴ・ユー・
フォーエバー」

作者：ロバート・マンチ／作
梅田俊作／絵乃木りか／訳
出版社：岩崎書店

◇親子の愛情と絆の強さを
やさしい絵と語りで、そして、
しっかりと伝えてくれます。ア
メリカの超ロングセラー絵本
です。

作品：「やさしいライオン」
作者：やなせ・たかし／作・絵
出版社：フレーベル館

◇犬のムクムクに育てられた
ライオンのブルブル。離れば
なれになった二匹の運命は？
読むたびウルウルしてしまい
ます。

作品：「りんごりんご りんご
りんご りんごりんご」

作者：安西水丸／著
出版社：主婦の友社

作品：「ゆめにこにこ」
作者：柳原良平／作
出版社：こぐま社

◇「じゃぶじゃぶ」「ごしご

し」「ひらひら」繰り返し言葉
の絵本です。シンプルな絵
で、言葉の響きが引き立ち
ます。

作品：「ゆっくりむし」
作者：みやざきひろかず

／作・絵
出版社：ひかりのくに

◇“ゆっくりむし”がさんぽに
出かけたら、ゆっくりすぎて
最後は未来になってしまうと
いうお話。ほのぼのとした気
持ちになる絵本です。
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作品：「わたしのワンピース」
作者：にしまきかやこ／作
出版社：こぐま社

◇うさぎさんのワンピースは
とっても不思議。お花畑を通
るときは花模様に、雨が降る
と水玉模様に次々変わって
いく。ロングセラー絵本です。

◇かじったリンゴの中へタヌ
キ、キツネが次々に入り大
はしゃぎ。やがてゾウ、キリ
ンまでもが。想像力あふれて
痛快。

作品：「わにわにのおふろ」
作者：小風さち／文

山口マオ／絵
出版社：福音館書店

◇わにわには、おふろが大
好き。おもちゃやあぶくで遊
びます。絵はかわいくないけ
ど、わにわにはとっても
チャーミング。

◇りんごが木から落ちてころ
がりながらいろいろな出逢い
をするお話です。「りんごりん
ご」の繰り返しが楽しい一冊
です。

作品：「わんわん
にゃーにゃー」

作者：長新太／作・絵
和田誠／しあげ

出版社：福音館書店

◇あるお父さんは、膝の上
で背中をあずけている１歳
の娘さんと一緒に「わんわ
ん」「にゃーにゃー」と。この
絵本で遊びました。

作品：「わんわんわんわん」
作者：高畠純／作
出版社：理論社

◇動物を指差し、「この子
は？わんわん」、「この子
は？めへーめへー」。はじめ
てお子さんに読み聞かせを
するお父さん向きの一冊で
す。



「とくしま子どもの読書応援プログラム実行委員会」では、読書を通した親子の絆の深まりへ
の寄与、また家庭での読書推進を図るため、乳幼児と乳幼児を持つ保護者の方を対象としたブッ
クリスト「とくしまの赤ちゃんのためのブックリスト100ジャスト!」を選定・作成しました。

子どもたちが読書に親しむための基礎づくりは、まず、家庭の中で言葉の体験を重ねることか
ら始まります。乳幼児期に、親からの語りかけや子守歌によってはじめて言葉と出会い、絵本の
読み聞かせ等によって親子でひとつの本を読む楽しみや喜びを共有しながら､言葉や想像力をふ
くらませていきます。また、祖父母の方から昔話や民話、わらべ歌を語り聞くひとときも、子ど
もたちの想像力や心を豊かにする貴重な時間になります。

子どもたち自身がその成長に応じて読書の楽しさや喜びに気づき、進んで読書活動を積み重ね
ていくことができるように、読書に親しむ機会と場を提供することに努めることが大切です。親
が子どもに読み聞かせをする、子どもが親に読んだ本の話をする、同じ本について親子で語り合
える、親が読んだ本について子どもに話す。このような環境をつくることによって、本に親しむ
子どもを育むことができるのではないでしょうか。本に親しむ家族の姿は、子どもたちの心に伝
わります。

徳島県安心徳島県安心徳島県安心徳島県安心こどもこどもこどもこども基金事業基金事業基金事業基金事業

このブックリスト掲載本選考にあたり、アンケートに多くの方にご協力をいただきました。あ
りがとうございました。この「とくしまの赤ちゃんのためのブックリスト100ジャスト」は，ア
ンケートの集計結果を踏まえ，徳島県子どもの読書活動推進協議会において選考しました。
ブックリストの作品は作品名５０音順に並んでいます。作品番号の「緑字」は保護者の方を対
象としたものです。また､「青字」は､「とくしまの子どものためのブックリスト100プラス!」に
も掲載されている作品です。緑の枠に「青字」は双方に該当する作品です。

なお､ブックリストに掲載している「100冊」セット（貸出用）を徳島県立総合教育センター
マナビィセンター等に平成23年4月から設置する予定です。貸出のお問い合わせについては､徳
島県教育委員会生涯学習政策課（TEL088-621-3148）､徳島県立総合教育センター生涯学習課
（TEL088-672-5400）までご連絡ください。

本ブックリストをご活用いただき､とくしまの子どもたちの読書活動の推進にご協力をお願い
します。

とくしま子どもの読書応援プログラム実行委員会
（事務局：徳島県教育委員会生涯学習政策課内）

家庭の１０分間読書で、家族ぐるみで読書に親しむ機会をつくりましょう!

県民総ぐるみの読書運動で子どもの読書活動推進！


