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はじめに                          

 いつの時代にも、「子供に絵本を」といわれています。それは、

子供たちに愛され続け、長く読み継がれている絵本があることから

も伺えます。 

 子供は、絵本を読んでくれる声、だっこでふれあう肌の感触か

ら、たくさんの愛情を受けとります。大人は、絵本を一緒に楽しみ

ながら、ひざの上の子供の重みや日々豊かになる子供の感情表現か

ら成長を感じとります。 

 幼児期の「絵本との出会い」は、生涯にわたる大切な宝物、大人

から子供たちへの贈り物となることでしょう。 

 埼玉県教育委員会では、幼児期における「生活」「他者との関

係」「興味・関心」の3つの分野に着目し、子供たちに小学校入学ま

でに身に付けてほしいことを子育ての目安「3つのめばえ」としてま

とめました。幼児期に日々の生活の中で絵本を読んであげること

は、子供の豊かな心や興味・関心を育む一助となります。 

 

 県立図書館では、0歳から小学校入学前の子供たちに読んであげた

い絵本を、10のテーマで選びました。 

 どうぞ短い子供時代を、子供と一緒に絵本を楽しんでください。 
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０歳から      ２歳から       ５歳から  

 

わらべうた・おと 

声のぬくもり、ふれあう喜び。昔

から伝わる言葉の響きやリズムを

楽しみましょう。 

ごぶごぶ ごぼごぼ 

駒形克己       

福音館書店 

あざやかな赤、青、オレ

ンジ色を使った穴あき

絵本。「ぷぷぷ」「ぷわ

ぷわ」不思議な音に想像

がふくらみます。 

いちじく にんじん 
大阪YMCA千里     

子ども図書室       

福音館書店 

「いちじく  にんじん 

さ ん し ょ に  し い た

け…」 おいしそうな野

菜やくだもののかぞえ

うた。 

じゃあじゃあ びりびり 

まついのりこ       

偕成社 

ブーブーやワンワン、ま

わりの音に興味津々の

赤ちゃん。「音」から「モ

ノ」がわかる絵本です。 

あがりめ さがりめ 

いまきみち        

福音館書店 

「あがりめさがりめ」か

ら「いないいないばあ」

へと、顔遊びができま

す。 

いっしょに読んで！ 
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まるまる 

中辻悦子       

福音館書店 

「まるまるさんかく」く

り抜かれた2つの丸い穴

が、さまざまな表情を生

み出します。カラフルな

穴あき絵本。 

リズム         

真砂秀朗               

三起商行 

コントラストのはっき

りした絵が、赤ちゃんに

ぴったり。アフリカのタ

イコのリズムにのせて、

読んでみて。 

もこ もこもこ 

谷川俊太郎      

元永定正       

文研出版 

「もこもこもこ」と大き

くなって、「つん」と飛

び出て、「ぽろり」とお

ちて。「静」と「動」を、

美しい色彩で描いてい

ます。 

むにゃむにゃ きゃっきゃっ 

柳原良平        

こぐま社 

ぐんぐん、ぴかーっ、

にょろり。赤ちゃんの大

好きな音は、ユニークな

動きのある絵にぴった

り。声に出して楽しむ絵

本。 

ぴよぴよぴよ 

平野 剛        

福音館書店 

ぴよぴよぴよと続くか

わいいひよこの行列を、

黒ねこがねらっていま

す。それを見つけたにわ

とりのおかあさんがた

のもしい。 

ととけっこうよがあけた 

こばやしえみこ    

ましませつこ        

こぐま社 

にわとりのおかあさん

が、次々と動物のこども

たちを起こします。リズ

ミカルな言葉のくり返

しが楽しい。 
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０歳から      ２歳から       ５歳から  

 

あそび 

まずは抱っこしてください。 

ふれ合って、こどもは遊びか

ら、心もからだも成長します。 

でてこい でてこい 

はやしあきこ       

福音館書店 

カラフルな丸や三角、

四角の中には、何がか

くれているかな？ 赤 

ちゃんから色や形を楽

しめる絵本です。 

だるまさんが 

かがくいひろし       

ブロンズ新社 

「だ る ま さ ん が…ど

てっ」やっぱりころん

だ。「だるまさんが…ぷ

しゅーっ」ぺっしゃん

こ。ユニークな動きと表

情に、大笑い！ 

どんどこももんちゃん 

とよたかずひこ       

童心社 

どんどこどんどこ…。 

ももんちゃんがいそいで

います。野原を走り、お

山を登り、ももんちゃん

はどこへ行くのかな？  

いないいないばあ 

松谷みよ子      

瀬川康男        

童心社 

ねこ、くま、ねずみ、

つぎつぎと出てきて  

「いないいないばあ」

「ばあ」の表情に思わ

ずにっこり。 
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どろんこハリー 

ジーン・ジオン    
マーガレット・ブロイ・グレアム 

福音館書店 

ハリーは、黒いぶちのあ

る 白い犬。遊んで、遊

んで、まっくろけになっ

てしまいます。家族はハ

リーってわかってくれ

るかな？ 

もりのなか 

マリー・ホール・エッツ       

福音館書店 

ぼくがもりのなかをお

さんぽしていると、ライ

オンも、ゾウも、クマも

みんなぼくについてく

る。みんなもいっしょに 

ついてきて！ 

ぴょーん 

まつおかたつひで       

ポプラ社 

かえるが ぴょーん。 

こねこも いぬも、ばっ

たも ぴょーん。最後に

わたしも！ いっしょ

にぴょーんと飛びたく

なりますよ。 

はねはねはねちゃん 

なかがわりえこ    

やまわきゆりこ       

福音館書店 

はねちゃんは、動物たち

と楽しく体操。うーんと

せいのびしたり、とんだ

りはねたり…。いっしょ

に遊ぼう！  

きんぎょがにげた 

五味太郎       

福音館書店 

きんぎょばちからにげ

だしたきんぎょは、カー

テンの模様や、花の中に

かくれています。こども

たちも大好きなさがし

絵の本。 

ピッツァぼうや 

ウィリアム・スタイグ       

らんか社 

おとうさんはピートを

こねて、のばして、ピッ

ツァにしちゃった！  

親子でスキンシップを

楽しんで。 
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０歳から      ２歳から       ５歳から  

 

たべもの 

おいしそうなたべものを絵本で 

味わってください。      

いっぱい食べて大きくなって！  

おにぎり 

平山英三       

平山和子       

福音館書店 

炊きたてのごはんのゆ

げ、海苔の匂い、温かな

おにぎりの重さまで感

じられます。赤ちゃんか

ら大人までおなかのす

く絵本です。 

にんじん 

せなけいこ       

福音館書店 

にんじん好きなのはだ

あれ？ おうまさんも

ぶたさんもかばさんも、

大好きよ。「食べようね」

の気持ちが、やさしく伝

わります。 

くだもの 

平山和子       

福音館書店 

すいか、もも、ぶどう、

りんご…、大好きなくだ

ものが「さあ どうぞ」と

差し出され、みんな大喜

び。みずみずしくってお

いしそう！ 

ぐりとぐら 

なかがわりえこ    

おおむらゆりこ       

福音館書店 

お料理と食べることが

大好きなぐりとぐら。森

でみつけた大きな卵を

どうするの？ 「ぐりぐ

らぐりぐら」声を合わせ

て読むと楽しい。 
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からすのパンやさん 

かこさとし       

偕成社 

パンやさん一家のドタ

バタ繁盛物語。表情豊か

なからすたちに、いろい

ろな面白パン。すみずみ

までたっぷり味わって。 

しろくまちゃんの  

ほっとけーき 

わかやまけん       

こぐま社 

み ん な 大 好 き ほ っ と

けーき。材料入れて、か

きまぜて、おつぎはフラ

イパンへぽたん。作る喜

びと、出来あがりへのワ

クワクがいっぱいです。 

サンドイッチ     

サンドイッチ 

小西英子       

福音館書店 

レタスにトマトにハム、

卵、つぎつぎと具が重

なって、色もあざやか、

目でも美味しい。最後の

「いただきまーす！」で

みんな大満足！ 

やさいのおなか 

きうちかつ       

福音館書店 

知っているようで知ら

ない、それがやさいのお

なか。ネギ、ピーマン、

キャベツ。輪切りにした

ら、どんなかたちに見え

るかな？  

ジャムつきパンとフランシス 

ラッセル・ホーバン  

リリアン・ホーバン       

好学社 

大好きなジャムつきパ

ンしか食べないフラン

シス。他のごはんが出な

くなって、なんだかおか

しな気持ち。小さな成長

を見守る絵本。 

11ぴきのねこ 

馬場のぼる       

こぐま社 

おなかをすかせたねこ

11ぴき。さあ、湖にのり

だすぞ、かいぶつ魚とい

ざ対決！ 愉快なお話

にユーモアいっぱいの

絵も楽しい。 
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０歳から      ２歳から       ５歳から  

 

せいかつ 

毎日の生活のなかで、いろいろな

経験をして、どんどんこどもたち

は大きくなっていきます。 

おはよう 

なかがわりえこ     

やまさきゆりこ     

グランまま社 

おひさまが雲のおふと

んを出て、ぱっちり目を

さましました。１日の始

まりのお話。 

おててがでたよ 

はやしあきこ       

福音館書店 

かぶった服から手、頭、

顔とひとつずつ出して、

最後は大満足の笑顔。赤

ちゃんのしぐさが愛ら

しい。 

おつきさまこんばんは 

はやしあきこ       

福音館書店 

夜空に浮かんだまんま

るのお月さまが、やさし

く微笑んでこちらを見

つめています。お月さま

とお話するような気分

になります。 

くまのテディちゃん 

 グレタ・ヤヌス   

ロジャー・デュボアサン 

こぐま社 

黄色いズボンに青いい

す。テディちゃんの持ち

物をひとつずつ紹介。

「自分のもの」がわかる

ようになった子におす

すめです。 
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はははのはなし 

加古里子       

福音館書店 

な ぜ 虫 歯 に な る の？ 

どうしたら歯が丈夫に

なるの？ 大切な歯の

働きを学べる楽しい科

学絵本です。 

はじめてのおつかい 

筒井頼子       

林 明子       

福音館書店 

５歳のみいちゃんがは

じめてのおつかいにド

キドキ。がんばってやり

とげたみいちゃんのほ

こらしい笑顔を見てく

ださい。 

おおきくなるっていうことは 

中川ひろたか     

村上康成       

童心社 

「おおきくなるってい

うことは、どういうこ

と？」大人もこどもも

「なるほど！」って思う

答えがいっぱい。 

おふろだいすき 

松岡享子       

林 明子       

福音館書店 

まこちゃんがお風呂に

入ると、カバやペンギ

ン、くじらまで！ こど

もの楽しい空想がどん

どん広がる絵本です。 

みんなうんち 

五味太郎       

福音館書店 

大きいぞうは、大きいう

んち。小さいねずみは、

小さいうんち。生き物に

よって、うんちもさまざ

まです。 

はけたよ はけたよ 

かんざわとしこ    

にしまきかやこ    

偕成社 

ひとりでパンツがはけ

なかったたつくん。どう

やったら、はけるのか

な？ 
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０歳から      ２歳から       ５歳から  

 

かぞく 

家族のやさしさ、温かさを感じ、

もっと家族が好きになります。 

おとうさんあそぼう 

わたなべしげお          

福音館書店 

たかいたかいにかたぐ

るま、おうまにおんぶ。

おとうさんと体を使っ

て遊ぶヒントがいっぱ

い。ふれあったらもっと

楽しい！ 

くっついた 

三浦太郎       

こぐま社 

ほっぺとほっぺがくっ

ついたら、赤ちゃんも、

おかあさんも、おとうさ

んも笑顔。「大好き」が

あたたかく伝わります。 

ちいさなうさこちゃん 

ディック・ブルーナ            

福音館書店 

うさぎのふわふわさん

とふわおくさんに、赤

ちゃんが生まれました。

名前はうさこちゃん。あ

ちこちから動物たちが

やってきます。 

ママだいすき 

まど・みちお      

ましませつこ      

こぐま社 

ライオンのおやこは、に

らめっこ。ネコのおやこ

は、ぺろぺろ。ワニもへ

びも、みんなママといっ

しょで楽しそう。 
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ぼくにげちゃうよ 

マーガレット・W・ブラウン 

クレメント・ハード  

ほるぷ出版 

「ぼくにげちゃうよ」と

いう子うさぎと、「追い

かけますよ」というかあ

さんうさぎの会話がほ

ほえましいです。 

ちいさなヒッポ 

マーシャ・ブラウン       

偕成社 

かばの子ヒッポは、大き

な お か あ さ ん と い っ

しょなら安心。でも、お

かあさんは自分の身を

守ることばを、ヒッポに

教えはじめます。 

せんたくかあちゃん 

さとうわきこ       

福音館書店 

せんたくの大好きなか

あちゃんは、かみなり

だっておかまいなし。ご

しごしあらってきれい

にします。楽しくて元気

なお話です。 

ちいさなねこ 

石井桃子         

横内 襄       

福音館書店 

ちいさなねこは、ひとり

で外に出かけていきま

す。外は危険がいっぱ

い。でも大丈夫。おかあ

さんが守ってくれます

よ。 

ティッチ 

パット・ハッチンス       

福音館書店 

ティッチは三人兄弟。 

にいさん ねえさんと、

ちっちゃな自分を比べ

てしまいます。末っ子の

気持ちがわかる絵本。 

ちびゴリラのちびちび 

ルース・ボーンスタイン    

ほるぷ出版   

ちいさなかわいいゴリ

ラのちびちび。みんな生

まれたその日から、ちび

ちびが大好き。そんなち

びちびが、大きくなりは

じめました。 
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０歳から      ２歳から       ５歳から  

 

ともだち 

一緒に遊んだり、励ましあったり

助け合ったり。小さな子にとって

も、友達は大きな存在です。 

ぞうくんのさんぽ 

なかのひろたか     

なかのまさたか         

福音館書店 

ぞうくんは出会ったお

ともだちを背中にのせ

てお散歩に出かけます

が、最後は池にどっぼー

ん！ 

ともだち 

ヘレン・オクセンバリー       

文化出版局 

大きい犬に抱きついた

り、ねこに寄りかかって

眠ったり、赤ちゃんと動

物はおともだち。文字の

ない赤ちゃん絵本です。 

だるまちゃんと 

てんぐちゃん 

加古里子            

福音館書店 

だるまちゃんは、なかよ

しのてんぐちゃんの持

ち物がほしくてたまり

ません。でも、とっても

いいものを見つけて大

満足。 

あおくんときいろちゃん 

レオ・レオーニ           

至光社 

あおくんときいろちゃ

んは一番のなかよし。

やっと会えて、うれし

くって、いっしょに遊ん

だら、みどりいろになっ

てしまいましたよ。 
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ラチとらいおん 

マレーク・ベロニカ  

福音館書店 

よわむしのラチは、小さ

な赤いらいおんとの出

会いによって、強くなっ

ていきます。こどもの心

に寄り添い、勇気をくれ

る一冊です。 

ひとまねこざる 

H.A.レイ       

岩波書店 

動物園から逃げ出して、

いたずらし放題のジョー

ジ。見たい、知りたい、

やってみたい！ ジョー

ジのお話は、世界中のこ

どもたちに愛されていま

す。 

くまのコールテンくん 

ドン・フリーマン       

偕成社 

おもちゃ売り場でずっ

と待っている、ぬいぐる

みのコールテンくん。

待っていた「誰か」に会

えたときの幸せな気持

ちが伝わってきます。 

しんせつなともだち 

方軼羣        

福音館書店 

かぶを２つ見つけた子

うさぎは、１つをともだ

ちのろばに届けます。相

手を思いやる気持ちが

あたたかい絵本です。 

やまこえ のこえ    

かわこえて 

こいでやすこ       

福音館書店 

夜の町まで買い物に出

かけるきつねのきっこ。

ちょっぴり怖い道中も、

お月さまや森の仲間が

ついてきて、守ってくれ

ます。 

わたしとあそんで 

マリー・ホール・エッツ    

福音館書店   

「あそびましょ」と近づ

くと生き物たちは逃げ

てしまいます。じっとし

ていると…。穏やかな、

やさしい気持ちになれ

る絵本です。 
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０歳から      ２歳から       ５歳から  

 

いきもの 

どうぶつや虫たちは、こどもの

ともだち。いきものたちに親近

感と愛情を感じます 

ねこがいっぱい 

グレース・スカール       

福音館書店 

大きいねこと小さいね

こ。しましまとぽちぽ

ち。いろんなねこが１ぴ

きずつ登場！ 言葉の

リズムとすっきりした

色や形が魅力です。 

どうぶつのおやこ 

薮内正幸       

福音館書店 

ねこ、うさぎ、いぬ、く

ま…。おかあさんと、お

かあさんにそっくりで

小さく丸いこどもたち。

親子でくつろぐ姿があ

たたかい、字のない絵

本。 

たまごのあかちゃん 

神沢利子       

柳生弦一郎       

福音館書店 

卵のなかでかくれんぼ。

「でておいでよ」の呼び

かけに あかちゃんが元

気いっぱい飛び出しま

す。誕生の喜びがあふれ

ます。 

アンガスとあひる 

マージョリー・フラック       

福音館書店 

知りたがりやの子犬ア

ンガス。生垣のむこうか

ら聞こえる「ガーガー」

の正体が気になってし

かたありません。初めて

の冒険のお話。 
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ねんね 

さえぐさひろこ       

アリス館 

無防備に眠る動物たち。

繰り返しの「ねんね」の

響きが、ゆったりと眠り

の世界へいざないます。

おやすみ前に読みたい

写真絵本。 

はらぺこあおむし   

エリック＝カール          

偕成社 

ちいさなあおむしくん

は、食べても食べても、

おなかがぺっこぺこ。あ

ざやかな色彩の絵に、数

や曜日、穴あきのしかけ

が楽しい。 

はなをくんくん   

マーク・サイモント 

ルース・クラウス           

福音館書店 

雪の降る森で、動物たち

はまだぐっすり眠って

います。おや、のねずみ

がはなをくんくんしは

じめましたよ。身体で感

じる春の気配。 

ぼく、だんごむし 

得田之久        

福音館書店 

植木鉢の下のだんごむ

し。カニやエビの仲間だ

よ。植物や虫や石まで食

べる「しぜんのそうじ

や」のくらし。観察して

発見しよう。 

かばくん 

岸田衿子 中谷千代子         

福音館書店 

日曜日の動物園、かばく

んに会いに行こう。泳い

だり、ごはんを食べた

り、こどもたちに挨拶す

るよ。のんびりかばくん

は今日も元気。 

いたずらこねこ   

バーナディン・クック 

レミイ・チャーリップ       

福音館書店 

小さなこねこが出会っ

た変なもの、それは小さ

なかめでした。前足でポ

ンとたたいたら、あら

びっくり、首が消えてし

まったのです。 
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０歳から      ２歳から       ５歳から  

 

のりもの 

乗って楽しい、見て楽しい、音を

聞いても楽しい。いつも大活躍の

の り も の は、み ん な の 人 気 者 で

す。 

バルンくん 

こもりまこと       

福音館書店 

「バルンバルーン」「ブ

ロブローン」排気音に

のって、元気にドライ

ブ。バルンくんの目玉の

ようなライトが愛らし

い！ 

のせてのせて 

松谷みよ子      

東光寺 啓        

童心社 

ま こ ち ゃ ん の じ ど う

しゃが、走ります。うさ

ぎ、くま、ねずみが「の

せてのせて」とやってき

て、びゅーんと走りま

す。 

がたんごとん 

がたんごとん 

安西水丸       

福音館書店 

「のせてくださーい」

と哺乳びん、コップ、

りんご、バナナが汽車

に乗ってでかけます。

「がたんごとん」のリ

ズムが心地よいです。 

ぶーぶーじどうしゃ 

山本忠敬       

福音館書店 

「ぶーぶー」バスにパ

トカー、消防自動車。

いろいろな自動車があ

る ね。ど の 自 動 車 も

かっこいい。 
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ガンビーさんの    

ふなあそび 

ジョン・バーニンガム       

ほるぷ出版 

ガンピーさんが小さな

舟でお出かけ。こどもや

動物たちが「乗せてくだ

さい」とつぎつぎやって

きて、舟は満員、あふれ

そう！ 

ふね 

バイロン・バートン       

金の星社 

手漕ぎボートやヨット、

消防艇に漁船。海にはい

ろんな船がいます。さ

あ、港から大型客船が出

港するよ。いってらっ

しゃい！ 

ちいさいひこうき 

ロイス・レンスキー       

福音館書店 

パイロットのスモール

さんは、小さい飛行機に

乗って、飛び立ちます。

詳しい手順は本物さな

がら。いっしょに操縦し

てみよう！ 

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 

福音館書店 

小 さ な 機 関 車 ち ゅ う

ちゅうが、ある日勝手に

走り出し、人も動物も大

騒ぎ。白黒の迫力ある絵

は、疾走感にあふれてい

ます。 

しょうぼうじどうしゃじぷた              

山本忠敬       

渡辺茂男       

福音館書店 

じぷたは、古い小さな消

防車。新しい消防車が活

躍し、最近出番がありま

せん。ある日山小屋が火

事になり、じぷたが出動

します。 

のろまなローラー 

山本忠敬       

小出正吾          

福音館書店 

のろまなローラーは、速

い車に抜かされても、で

こぼこ道を直しながら

ゆっくりと進みます。く

り返しの言葉がリズミ

カルです。 
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０歳から      ２歳から       ５歳から  

 

むかしばなし 

「む か し む か し」の 昔 話

は、こどもたちに知恵と生

きる力を与えてくれます。 

3びきのくま 

トルストイ      

バネツォフ       

福音館書店 

女の子が森で見つけた

３びきのクマの親子の

家。おっきい、中くらい

の、小さな、というくり

返しが楽しいお話です。 

おおきなかぶ 

Ａ．トルストイ    

佐藤忠良       

福音館書店 

なかなか抜けない大き

なかぶ。くり返される

「うんとこしょ  どっ

こいしょ」のかけ声がこ

どもたちは大好き。 

おおかみと七ひきのこやぎ 

フェリクス・ホフマン       

福音館書店 

おおかみにつぎつぎと

食べられてしまったこ

やぎだち。末のこやぎと

おかあさんやぎは、知恵

をしぼって兄さんやぎ

を助けます。 

おだんごぱん      

わきたかず       

福音館書店 

ころんと家を抜け出し

て、歌いながら逃げてい

くおだんごぱん。リズミ

カルな言葉が楽しいロ

シアの昔話です。 
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かにむかし 

木下順二         

清水 崑       

岩波書店 

さるにだまされたかに

のこどもたちが、そろっ

て敵討ちに行きます。方

言の味わいある語り口

と、迫力のある挿絵が魅

力です。 

ももたろう 

松居 直       

赤羽末吉       

福音館書店 

桃から生まれたももた

ろう。犬、猿、きじをお

供に連れて、鬼が島へ鬼

退治に出かけます。 

いっすんぼうし 

いしいももこ     

あきのふく       

福音館書店 

小さくとも勇敢ないっ

すんぼうし。針の刀にお

椀の舟で、都に上り、鬼

からお姫様を守ります。 

三びきのこぶた 

山田三郎       

福音館書店 

三びきのこぶたは、わ

ら、木、レンガで家を作

ります。二びきはやって

きたオオカミに食べら

れてしまいました。 

さあ、こぶたとオオカミ

の知恵くらべ。 

てぶくろ 

エフゲーニー・   

Ｍ.ラチョフ     

福音館書店 

おじいさんの落とした

手袋に小さなねずみか

ら、大きなくままで、つ

ぎつぎとはいります。て

ぶくろはぎゅうぎゅう。

冬に読みたい絵本です。 

三びきのやぎのがらがらどん 

マーシャ・ブラウン       

福音館書店 

三びきのやぎの名前は

みんな「がらがらどん」。

三びきが山へ向かう橋

の下には恐ろしいトロ

ルがいますが、知恵と力

で立ち向かいます。 



21 

０歳から      ２歳から       ５歳から  

 

もっとよんで 

楽しい絵本。心に残る絵本。

すてきな絵本との出会いが 

ありますように。 

かいじゅうたちの   

いるところ 

モーリス・センダック       

冨山房 

ある晩、いたずらっこの

マックスは大暴れ。お

こったお母さんに寝室に

行かされ、いつの間にか

かいじゅうの国へ行って

しまいます。 

かもさんおとおり 

ロバート・     

マックロスキー         

福音館書店 

かものマラード一家が、

川から公園へ引越しで

す。さ あ、た い へ ん！ 

ボストンの町をまきこ

んで、大行進です。 

キャベツくん 

長新太        

文研出版 

キャベツくんをたべる

とどうなる？ キャベ

ツくんとブタヤマさん

の愉快な会話がくり広

げられます。 

ぐるんぱのようちえん 

堀内誠一       

西内みなみ             

福音館書店 

ぞうのぐるんぱは、働き

に出ますが、何でも大き

く作ってしまい失敗。そ

んなぐるんぱは、ようち

えんを作ることになり

ました。 
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げんきなマドレーヌ 

ルドウィッヒ・   

ベーメルマンス       

福音館書店 

古いお屋敷に住む12人

の女の子はいつも一緒。

ある日、一番元気なマド

レーヌが、入院してしま

います。 

めっきらもっきらどおんどん 

長谷川摂子      

ふりやなな       

福音館書店 

「めっきらもっきらど

おんどん」  めちゃく

ちゃな歌をうたうとお

かしな3人組がやってき

て、遊ぼう、遊ぼうと大

さわぎ。 

すてきな三にんぐみ 

トミー＝アンゲラー       

偕成社 

黒いマントに黒いぼう

しの、泥棒三人組。女の

子を盗んだことから、孤

児を集めてお城ぐらし

が始まります。 

よかったねネッドくん 

レミー・チャーリップ       

偕成社 

「びっくりパーティー

にいらっしゃい」 ネッ

ドくんにお誘いの手紙

が届きます。パーティー

会場到着まで、ハプニン

グ満載！ 

ピーターのいす 

エズラ＝ジャック・ キーツ        

偕成社 

妹が生まれたピーター

は、なんだか自分のもの

が妹にとられているよ

うな気がして…。そんな

ピーターがお兄ちゃん

になっていきます。 

わたしのワンピース 

にしまきかやこ       

こぐま社 

空から落ちてきた白い

布で作ったワンピース

は、お花畑を通ると花模

様に、雨が降ると水玉模

様に変わる不思議なワ

ンピースです。 
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● おすすめ本の紹介 

● 読み聞かせ絵本リスト 

● こども読書関連機関リンク集 

● こども読書イベント情報 

● 埼玉県推奨図書リスト 

● 子ども読書支援情報誌『Shien』 

● テーマ別リスト 

 教科書に紹介されてる本・めいたんていに      

 なろう！・こどものためのシェイクスピア 

  …ほか各種 

こども読書関連の情報発信をしています！ 

こどもと本をつなぐ活動をするあらゆる方を支援 

● 読み聞かせやわらべうたの講師を紹介してほしい 

● この季節にぴったりの読み聞かせ絵本は？ 

● 学校図書館の選書で参考になる本を教えてほしい 

● こんなテーマの紙芝居はある？ 

 

読み聞かせボランティア団体のための講師派遣 

● 対 象 県内の小中学校・幼稚園等で活動するボランティアグループ 

● 申込み 開催希望日の1ヶ月半前までに 

おはなしボランティア指導者 

ボランティアとしての長い活動経験の

ある「指導者養成講座」修了者です。 

 講師
派遣 

インターネット電子申請・郵送 

県内ボランティア 

グループ 
やさしく 

アドバイス 

こんな相談・質問に専任司書がお答えします！ 

来館 メール 電話 

謝金不要 

子ども読書支援センターのご案内 
埼 玉 県 立 

久喜図書館 

図書館ウェブサイト『子ども読書支援サービス』  Web 

https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/ko_shien/index.html 

相談
案内 

読み聞かせ・おはなしの勉強会に指導者を派遣します！ 
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●所蔵資料のご案内● 

【選書に役立つ 新刊展示】 【テーマで楽しむ資料展示】 

子ども図書室で常時開催 新刊2ケ月分まとめてチェック 

電話申込 貸出可 貸出可 閲覧自由 

 
豊富な資料15万冊で 

こどもと読書を 

応援します！ 

ﾘｽﾄ・WEB 

 

こどもからおとなまで！ 

 

障害のあるこどもに！ 

 
大型絵本 

大型紙芝居 

紙芝居舞台 

読み聞かせに！ 

 
朝日・毎日小学生新聞 

こどものとも(創刊号-)・ 

子供の科学(昭和９年-)…ほか 

赤い鳥・少年倶楽部…ほか 

 

調査・研究に！ 

 
こどもの本や 

民話の研究書 

こどもの読書に 

関する各種資料 

 

こどもの本 

絵本・紙芝居 

外国語のこどもの本 

布絵本【団体貸出】 

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｲｼﾞｰ 

点字絵本 

新聞・雑誌！ 

ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ
・復刻も充実 

 講座 

● 学校図書館講座 

● 講演会 

● ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成布絵本講座 
平成16年から県内各地で毎年開催 

●  記念講演 

● 実技講座（読み聞かせ・わらべうた…） 

●  学校・地域の取組報告 

図書館と県民のつどい埼玉 

（こども読書活動交流集会） 

交流とスキルアップ！ 

こどもと本をつなぐ 

大人のための講座 

多様なテーマで企画します 

 交流
集会 

お近くの市町村図書館に取り寄せてご利用いただけます 



検索 

 

 

 

 

 

 幼児期は、温かな人間関係の中で様々な遊びや生活の経験を重ね、「生きる力」の
土台を育む時期です。 
 県教育委員会では、小学校入学までに身に付けてほしいことを、「子育ての目安『３
つのめばえ』」として次のようにまとめています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子供の育ちは一人一人異なります。特に、幼児期は発達の個人差が大きい時期と
いわれています。御家庭では、お子さんの育ちを長い目で見ながら、生活の中で身
に付けていくことができるよう、生活環境や関わり方に配慮することが大切です。 
 
 

 

子育ての目安「３つのめばえ」 

◇ 健康で安全な生活をする 
◇ 自分のことは自分でする 
◇ 物を大切にする  

生活 

◇ 人と関わる力を身に付ける 
◇ 言葉で伝え合う 
◇ きまりや約束を守る 

他者との関係 

 ◇ 好奇心や探究心をもって 
   いろいろなものに関わる 
 ◇ 文字や数量などの感覚を豊かにする 
 ◇ 自分の思いを表現する 

興味・関心 

〈問合せ先〉埼玉県教育局 
 市町村支援部 家庭地域連携課    
 電話０４８（８３０）６９７２ 
 

子育ての目安「３つのめばえ」 

御存知ですか？ 
「子育ての目安『３つのめばえ』 

社会性が 
 めばえます 

自主性が 
 めばえます 

学びへの意欲が 
 めばえます 

２５ 



検索 

 

 

 

 
 
○「親の学習」って？ 
 
 学校や幼稚園・保育所・認定こども園、公民館や企業などで行う家庭教育学級や
子育て講座で、「親の学習」を実施しています。 
 「親の学習」には、子育て中の親を対象とした「親が親として育ち、力をつける
ための学習」と、近い将来親になる中・高校生を対象とした「親になるための学習」
があります。 
 
○どんな内容なの？ 
 
 グループになって意見を聞き合ったり、 
交流したりする参加型の講座です。  
 県教育委員会が作成したプログラムから 
選んで行うこともできます。 
 
  ≪人気のプログラム「ベスト５」≫ 

①「子育ての目安『３つのめばえ』」 

②親の役割～子供の自立にむけて～ 

③社会のマナーやルールは家庭から 

④あなたの子供のよいところさがし 

⑤子供のほめ方・叱り方   

 
 
○講座に参加するには？ 
 
 「親の学習」講座に参加する方法は次のとおりです。 
   

    

 

 

 

 

 

 

 

○指導者の派遣を希望する時には？ 
 
 県教育委員会では５人以上のサークルや親子が参加する集まりなどに「埼玉県家
庭教育アドバイザー」を無料で派遣しています。「埼玉県家庭教育アドバイザー」は、
「親の学習」講座に加え、子育て相談やアドバイスも行っています。 
 派遣を希望する場合は、県教育局家庭地域連携課に御連絡ください。   
 

 

 

「親の学習」講座に参加しませんか？ 
埼玉県では、「親の学習」を推進しています 

〈問合せ先〉埼玉県教育局 
 市町村支援部 家庭地域連携課    
 電話０４８（８３０）６９７２ 
 

家庭教育アドバイザー 

①お子さんが通う学校の就学時健康 

診断や入学説明会、幼稚園・保育

所・認定こども園の保護者会で行

う「親の学習」講座に参加する。 
 
②お近くの公民館、商業施設等が企 

 画する「親子ふれあい活動」に参 

 加する。 

 

「親子ふれあい活動」の様子 

「親の学習」講座の様子 参加者の声 
☆子育てについての 
 様々な意見、アイ 
 ディアを聴くこと  
 ができ、参考になり 
 ました。 

 

２6 
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タイトル索引 

➤あ 

あおくんときいろちゃん                13p  

あがりめさがりめ                      3p  

アンガスとあひる       15p  

いたずらきかんしゃちゅうちゅう   18p  

いたずらこねこ        16p  

いちじくにんじん       3p  

いっすんぼうし       20p  

いないいないばあ       5p  

おおかみと七ひきのこやぎ     19p  

おおきくなるっていうことは    10p  

おおきなかぶ       19p  

おだんごぱん       19p  

おつきさまこんばんは      9p  

おててがでたよ        9p  

おとうさんあそぼう      11p  

おにぎり         7p  

おはよう         9p  

おふろだいすき       10p  

 

➤か 

かいじゅうたちのいるところ    21p  

がたんごとんがたんごとん    17p  

かにむかし        20p  

かばくん        16p  

かもさんおとおり      21p  

からすのパンやさん       8p  

ガンピーさんのふなあそび    18p  

キャベツくん       21p  

きんぎょがにげた       6p  

くだもの          7p  

くっついた         11p  

くまのコールテンくん      14p  

くまのテディちゃん        9p  

ぐりとぐら          7p  

ぐるんぱのようちえん      21p  

げんきなマドレーヌ       22p  

こぶこぶこぼこぼ         3p  

 

➤さ 

サンドイッチサンドイッチ      8p  

３びきのくま        19p  

三びきのこぶた       20p  

三びきのやぎのがらがらどん     20p  

じゃあじゃあびりびり       3p  

ジャムつきパンとフランシス     8p  

11ぴきのねこ         8p  

しょうぼうじどうしゃじぷた    18p  

しろくまちゃんのほっとけーき     8p  

しんせつなともだち       14p  

すてきな三にんぐみ       22p  

せんたくかあちゃん      12p  

ぞうくんのさんぽ       13p  

 

➤た 

たまごのあかちゃん       15p  

だるまさんが         5p  

だるまちゃんとてんぐちゃん    13p  

ちいさいひこうき       18p  

ちいさなうさこちゃん      11p  
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ちいさなねこ        12p  

ちいさなヒッポ        12p 

ちびゴリラのちびちび      12p  

ティッチ         12p  

でてこいでてこい        5p  

てぶくろ         20p  

どうぶつのおやこ       15p  

ととけっこうよがあけた      4p 

ともだち         13p  

どろんこハリー         6p  

どんどこももんちゃん       5p  

 

➤な 

にんじん          7p  

ねこがいっぱい        15p  

ねんね          16p  

のせてのせて        17p  

のろまなローラー       18p  

 

➤は 

はけたよはけたよ       10p  

はじめてのおつかい       10p  

はなをくんくん        16p  

はねはねはねちゃん        6p  

はははのはなし        10p  

はらぺこあおむし        16p  

バルンくん         17p  

ピーターのいす        22p  

ピッツァぼうや         6p  

ひとまねこざる        14p  

ぴょーん          6p  

ぴよぴよぴよ         4p  

ぶーぶーじどうしゃ      17p  

ふね          18p  

ぼく、だんごむし       16p  

ぼくにげちゃうよ       12p  

 

➤ま 

ママだいすき        11p  

まるまる          4p  

みんなうんち        10p  

むにゃむにゃきゃっきゃっ      4p 

めっきらもっきらどおんどん    22p  

もこもこもこ         4p  

ももたろう         20p  

もりのなか          6p  

 

➤や 

やさいのおなか         8p  

やまこえのこえかわこえて     14p  

よかったねネッドくん      22p  

ラチとらいおん        14p  

リズム           4p  

わたしとあそんで       14p  

わたしのワンピース       22p  
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年齢別索引 

➤0歳～  

あがりめさがりめ                      3p 

いちじくにんじん                      3p 

いないいないばあ        5p 

おつきさまこんばんは       9p 

おててがでたよ         9p 

おはよう          9p 

がたんごとんがたんごとん     17p 

くだもの          7p 

くっついた         11p 

こぶこぶこぼこぼ        3p 

じゃあじゃあびりびり       3p 

たまごのあかちゃん       15p 

だるまさんが         5p 

でてこいでてこい        5p 

どうぶつのおやこ       15p 

ととけっこうよがあけた      4p 

ともだち         13p 

どんどこももんちゃん       5p 

にんじん          7p 

ねこがいっぱい        15p 

のせてのせて        17p 

はねはねはねちゃん       6p 

バルンくん         17p 

ぴょーん          6p 

ぴよぴよぴよ         4p 

ぶーぶーじどうしゃ       17p 

ママだいすき        11p 

むにゃむにゃきゃっきゃっ      4p 

リズム           4p 

➤2歳～ 

あおくんときいろちゃん      13p 

アンガスとあひる       15p 

おとうさんあそぼう       11p 

おにぎり          7p 

かばくん         16p 

きんぎょがにげた        6p 

くまのテディちゃん        9p 

ぐりとぐら          7p 

サンドイッチサンドイッチ      8p 

しろくまちゃんのほっとけーき     8p 

ぞうくんのさんぽ       13p 

だるまちゃんとてんぐちゃん    13p 

ちいさいひこうき       18p 

ちいさなうさこちゃん      11p 

ちびゴリラのちびちび      12p 

ねんね          16p 

はけたよはけたよ       10p 

はらぺこあおむし       16p 

ふね          18p 

まるまる          4p 

もこもこもこ         4p 

もりのなか          6p 

やさいのおなか         8p 

わたしとあそんで       14p 
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➤5歳～ 

いたずらきかんしゃちゅうちゅう   18p 

いたずらこねこ        16p 

いっすんぼうし        20p 

おおかみと七ひきのこやぎ     19p 

おおきくなるっていうことは     10p 

おおきなかぶ        19p 

おだんごぱん        19p 

おふろだいすき        10p 

かいじゅうたちのいるところ    21p 

かにむかし         20p 

かもさんおとおり       21p 

からすのパンやさん        8p 

ガンピーさんのふなあそび     18p 

キャベツくん        21p 

くまのコールテンくん      14p 

ぐるんぱのようちえん      21p 

げんきなマドレーヌ       22p 

３びきのくま        19p 

三びきのこぶた        20p 

三びきのやぎのがらがらどん    20p 

ジャムつきパンとフランシス     8p 

11ぴきのねこ         8p 

しょうぼうじどうしゃじぷた    18p 

しんせつなともだち       14p 

➤5歳～ 

すてきな三にんぐみ       22p 

せんたくかあちゃん       12p 

ちいさなねこ        12p 

ちいさなヒッポ        12p 

ティッチ         12p 

てぶくろ         20p 

どろんこハリー         6p 

のろまなローラー       18p 

はじめてのおつかい       10p 

はなをくんくん        16p 

はははのはなし        10p 

ピーターのいす        22p 

ピッツァぼうや         6p 

ひとまねこざる        14p 

ぼく、だんごむし       16p 

ぼくにげちゃうよ       12p 

みんなうんち        10p 

めっきらもっきらどおんどん    22p 

ももたろう         20p 

やまこえのこえかわこえて     14p 

よかったねネッドくん      22p 

ラチとらいおん        14p 

わたしのワンピース       22p 
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おはなし会（ひとりできける子） 

 毎週土曜14時～30分)※第４週は工作会 

ちいさい子向けおはなし会（親子参加） 

  第２･４水曜11時～(20分) 

本をさがす  

おすすめ本のご紹介！  
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イベ 

ント 

 

9時～17時 

 ※休館日（月曜日・第4金曜日・年末年始）をのぞく 

埼玉県立久喜図書館  

子ども図書室（子ども読書支援センター） 

図書館1階  

 ※入口は、図書館正面玄関左手 
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