「たまごのあかちゃん」

ブックリスト

「まるくて おいしいよ」

たまごがありました。
中からなんのあかちゃんがうま
れるのかな？

おおきなまる，ちいさなまる，あ
かに，きいろに，みどりのまる，
なんのまるか当ててみましょう。
おいしいまるがいっぱい。

かんざわとしこ 文，やぎゅうげんいちろう 絵
福音館書店 900円

こにしえいこ 作
福音館書店 800円

★

「さよなら さんかく またきて しかく」
リズミカルなことばにあわせてさ
んかく・しかく・まる… とかたち
が次々とあらわれます。
ことばのイメージがふくらんでい
く絵本です。

本のもり
＜赤ちゃん編＞
子どもの読書活動推進のための懇談会
＊表示価格は税抜き本体価格です

松谷みよ子 作，上野紀子 絵
偕成社 1000円

★

（令和2年4月現在）

「りんご」

「いいな いいな」
あかいりんご， きいろいりんご，
きれいでとてもおいしそうなりん
ごがでてきます。 お母さんが皮
をむいてくれて， いっしょに食べ
たらあぁおいしい。読んだあとは
こどもといっしょにりんごが食べ
たくなりますよ。

松野正子 文，鎌田暢子 絵
童心社 600円

「おさじさん」

★

ぷうちゃんが，動物たちと体のく
らべっこ。いぬさんのおかおはも
しゃもしゃおかお，ぷうちゃんの
ほっぺはぴかぴかほっぺ。リズ
ムのある言葉のくりかえしが心
地よく，赤ちゃんと触れ合ってあ
そびたくなりますよ。

かたやまけん 作
福音館書店 800円

★

「くまさんくまさん なにみてるの？」
おさじさんがまるでうたうように
絵本の中から話しかけてくれま
す。
「おいしいなぁ」と聞こえてきそう
です。

リズミカルなといかけに，次から
次へとあらわれるカラフルなどう
ぶつたち。
エリック・カールの世界を親子で
おたのしみください。

松谷みよ子 文，東光寺啓 絵
童心社 700円

エリック・カール 絵，ビル・マーチン 文
偕成社 1000円

「ぴょーん」

いろんなどうぶつたちが「ぴょー
ん」とはねる楽しい絵本です。
どうぶつたちにまけないくらい，
みんなもたかくとべるかな？

★

「いない いない ばあ」

まつおかたつひで 作／絵
ポプラ社 780円

京都市図書館では，子どもの読書活動の推進について，関係団体の皆
様と 『子どもの読書活動推進のための懇談会』 を設け，協議しています。
平成13年12月， 「子どもの読書活動の推進に関する法律」 が制定され
たことを記念して， 平成14年4月に子どものためのブックリスト 「本のも
り」 を作成しました。
このリストには， 図書館や書店 ・ 子ども文庫で出会ってほしい本を， 各
年代別に30冊選びました。 このブックリストが， 子どもが本を読むきっか
けになれば幸いです。 
令和2年4月
子どもの読書活動推進のための懇談会
・ 京都市小学校図書館研究会
・ 京都市立中学校教育研究会図書館教育部会
・ 京都市ＰＴＡ連絡協議会 ・ 京都市子ども文庫連絡会 ・ 京都府書店商業組合
・ 京都市私立幼稚園協会 ・ 京都市保育園連盟 ・ こどもみらい館子育て図書館
・ 京都市教育委員会
・ （公財）京都市生涯学習振興財団

問い合わせ先 ： （公財）京都市生涯学習振興財団＜京都市図書館＞
電話 075-802-3145 （総務課企画係）

★このマークのついている本は， シリーズがあります。
◇このマークがついている本は， 0歳から楽しめます。

「じゃあじゃあ びりびり」

ねこ， くま， ねずみ…
どうぶつたちが 「いない いない
ばあ」 のリズムのある言葉に「ば
あ」とにこにこ笑顔があらわれま
す。
幼い日の思い出にみんなでい
ないいないばあ。

松谷みよ子 文，瀬川康男 絵
童心社 700円

★ ◇

「おててがでたよ」

じどうしゃ ぶーぶーぶーぶー
いぬ わんわんわんわん
ちいさな子の日常が， ちいさな
絵本になりました。
※同じシリーズの 「ばいばい」 も
赤ちゃんが喜ぶ本です。

まついのりこ 作／絵
偕成社 600円

★ ◇

「くだもの」
「おててはどこかな？」
「ぱっ！」
おててがでたよ。
ひとりでおきがえ， じょうずにで
きたらうれしいね。

林明子 作
福音館書店 800円

★ ◇

「あがりめ さがりめ」

がめんいっぱいに描かれたスイ
カ， みずみずしいモモ…とペー
ジをめくるたびくだものが登場。
「さあ， どうぞ」とすすめられる
と， お口をあーんとしています。

平山和子 作
福音館書店 900円

★ ◇

「もこ もこもこ」

幼い子どもは， 五感を使って楽
しむことが大好き。
わらべうたを歌いながら， 手あ
そびも楽しめる親子ふれあいの
絵本です。（楽譜つき）

ましませつこ 絵
こぐま社 1200円

こどもたちが大好きな 「もこもこ
もこ」 や 「にょきにょき」 のような
擬音だけの，とってもふしぎで楽
しい世界です。

◇

たにかわしゅんたろう 作，もとながさだまさ 絵
文研出版 1300円

「パンツのはきかた」

「おはよう」
さあ， あさだ。
おひさまといっしょにはをみが
き， かお をあらってみん な で
おはよう！！
※同じ作者で 「おやすみ」 もあ
ります。

かわいいどうぶつたちのおかあ
さんと子ども。
とってもきもちよさそうにおねん
ねしています。
もうおきるかな？

くまの赤ちゃんはおとうさんとふ
れあいながら， 体をダイナミック
につかって遊びます。 たっぷり
遊んだあとは…？読むと， 一緒
に同じあそびをしてみたくなる絵
本です。

岸田今日子 作，佐野洋子 絵
福音館書店 900円

なかがわりえこ 作，やまわきゆりこ 絵
グランまま社 760円

まつのまさこ 文，やぶうちまさゆき 絵
福音館書店 800円

わたなべしげお 文， おおともやすお 絵
福音館書店 900円

「おやすみなさいおつきさま」

★ ◇

「ちいさなうさこちゃん」
うさぎの夫婦に子どものうさぎが
生まれました。「うさこちゃん」 で
す。
うさこちゃんは，みんなにおめで
とうを言ってもらいました。
ブルーナの赤ちゃんから楽しめ
る一冊です。

おこったかお， わらったかお，
いろんな表情があらわれて，お
もわずまねをしたくなります。

柳原良平 作／絵
こぐま社 800円

マーガレット・ワイズ・ブラウン 作，クレメント・ハード 絵，せた ていじ 訳
評論社 1200円

★

「ごぶごぶ ごぼごぼ」

「がたん ごとん がたん ごとん」

ねないこはどこにいる？
おばけがさがしにきたよ。
おやすみまえによんでいると，
あら，ふしぎ…，だんだんねむく
なってくるよ。

せなけいこ 作／絵
福音館書店 700円

「くっついた」

★ ◇

なにとなにがくっついた？
きんぎょさん， あひるさん， ぞう
さん・ ・ ・
どんどんどんどんページをめく
ると， いろんなものがくっつい
た！
くっついたのくりかえしがたのし
い絵本です。

三浦太郎 作／絵
こぐま社 800円

★

ディック・ブルーナ 文／絵， いしいももこ 訳
福音館書店 700円

小さな丸がいっぱいの絵。
穴もあいているからのぞける
よ。
指もはいるよ。
小さな丸がどんどん形をかえて
ごぶごぶ， ごぼごぼとすいこま
れていく。

きしゃがガタン， ゴトンと音をた
てながらはしっています。
とちゅうでいろんなものをのせな
がらガタン， ゴトンと進みます。

駒形克己 作
福音館書店 800円

安西水丸 作
福音館書店 800円

「しっこっこ」

★

「ずかん・じどうしゃ」

みどりの部屋のベッドにいるの
は，うさぎのこども。部屋のみん
なに 「おやすみなさい」 をいいな
がら， しずかに眠ります。
窓からはおつきさまが見ていま
す。

「ねないこ だれだ」

◇

「おとうさんあそぼう」

パンツはね はじめにかたあし
いれるでしょ ・ ・ ・
ぶたさんがじょうずにパンツをは
きます。
歌もあるので，読んでも歌っても
楽しめます。

「かお かお どんなかお」

★

「もう おきるかな？」

「こちょ こちょ こちょ」

絵本の中にはじどうしゃがいっ
ぱい。
まちのなかでよく見る車や， 工
事現場でかつやくしている車も
のっているよ。

★

山本忠敬 作
福音館書店 900円

「ひこうき」
たかいお空をじゃんぼじぇっとき
がとんでいます。
いろんなひこうきと出会いなが
ら， 今日もたくさんの人をのせ
て…

★

バイロン・バートン 作／絵
金の星社 760円

「ぺろ ぺろ ぺろ」

どうぶつたちも車もお空もみ～
んなおしっこじょうずにで きる
よ。
ほら，あひるさんがいっしょにし
ましょとさそっています。

さっちゃんは 「こちょこちょ」 する
のが，だいすき。何にでもこちょ
こちょします。
でもやまあらしさんにだけは，こ
ちょこちょできません。
そこでやまあらしさんはどうした
のかな？

ねこがぺろぺろ。
いぬもぺろぺろ。
たこもやまもぺろぺろ。
ぺろぺろぺろは “だいすき” の
しるしです。

西内ミナミ 作，和歌山静子 絵
偕成社 800円

うちだりんたろう，ながのひでこ 作
童心社 800円

長 新太 作
ＢＬ出版 1000円

