じゃあじゃあびりびり

おすすめブック ３０
（ ０・１・２歳 向け ）

シンプルで色鮮やかな絵にリズミカル
な言葉。 「じゃあじゃあ」 「びりびり」
は何の音？ 「最初の絵本」 として長

みて きいて さわって

く読み継がれています。

〜絵本で楽しむ時間〜

まつい のりこ 作
偕成社

図書館は本との出会いを応援します
メモ

くっついた
ページをめくるたびに、 きんぎょやあ
絵本の読み聞かせなどの「子どもライブラリー」を開催！

ひるやぞうさんがくっつきます。 次は

詳しくは図書館のホームページ、
または毎月の行事案内チラシをご覧ください

誰がくっつくのかな。 繰り返しが楽し
い絵本です。

きてね ！

なまえ

み うら

た ろう

三浦 太郎 作
こぐま社
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いないいないばあ

しましまぐるぐる
しま

小さな子どもでもはっきりと見える縞模

にゃあにゃあやくまちゃんと一緒に 「い

様とぐるぐる模様。 一緒に指でなぞっ

ないいないばあ」 をして遊びましょう。

たり、 本を揺らしてぐるぐるを体感する

お子さんの名前を当てはめて読むの

のも楽しい絵本です。

もおすすめです。
まつ たに

せ がわ やす お

松谷 みよ子 文／瀬川 康男 絵

学研プラス

童心社

メモ

メモ

赤ちゃんのための色のえほん

もいもい

メモ

こ

かしわら あきお 絵

不思議な 「もいもい」 は赤ちゃんをく

同じ色のものが擬音と共に現れる、 な

ぎづけにします。 増えたり大きくなった

ぞなぞのような楽しさです。 赤ちゃん

り、 変化します。 赤ちゃんと一緒に観

が認識しやすい、 くっきりとした絵で、

察してみましょう。

色を体感してみませんか。
いち はら じゅん

く わ ばら のぶ ゆき

市原 淳 作

桑原 伸之 作

ディスカヴァー ・ トゥエンティワン

あすなろ書房
メモ

くだもの

おててをぽん
あら不思議！ 何に見えるかな。 自分

おいしそうに描かれたくだものが次々

の指や手を 「絵本に参加させる」 新

に 「さあどうぞ」 と差し出されます。

しいタイプの絵本です。 親子で「ぽん」

思わず 「いただきます」 と手を伸ばし

を楽しみましょう。

てみたくなるかもしれません。
てん みょう さ ち こ

ひ ら やま かず こ

ささがわ いさむ 作／天 明 幸子 絵

平山 和子 作

学研プラス

福音館書店

メモ

メモ

いーれーてー

ひだりみぎ
左手と右手を本の上にのせて、 本の

コップに牛乳を 「いれる」、 パンにウ

通りに手を動かすと、自然に 「ひだり」

インナーを 「いれる」 ……。 当たり

「みぎ」 が身に付くように構成された

前のことが子どもたちには驚きであり、

楽しい絵本です。

ときめきなのです。
あら い

ひろ ゆき

新井 洋行 作

わたなべ あや 作

KADOKAWA

アリス館

メモ

メモ

ぽんちんぱん

もこもこもこ
「もこ もこもこ」 「にょきにょき」 「もぐ

同じ言葉とリズムの繰り返しですが、

もぐ」 ……。 繰り返すかわいい言葉と

次々と出てくるパンの表情が楽しくて、

不思議な絵の世界。 声に出して読む

ついついページをめくってしまいます。

と夢中になります。
かき のき はら ま さ ひろ

たにかわ しゅんたろう 作／もとなが さだまさ 絵

柿木原 政広 作

文研出版

福音館書店

メモ

メモ

れいぞうこ

おててがでたよ
服をすっぽりかぶったら、 あれあれ、

白くてちっちゃい表紙を開けると、 ぎゅ

おててはどこかな。 あたまは？ おか

うにゅうさんが元気よくお返事していま

おは？ 赤ちゃんに問いかけながら読

す。 次に呼ばれるのは何かな。 ほの

める楽しい絵本です。

ぼのする絵本です。
はやし あ き こ

メモ

あら い

ひろ ゆき

林 明子 作

新井 洋行 作

福音館書店

偕成社
メモ

がたんごとんがたんごとん

ころころパンダ

真っ黒な汽車が、 がたんごとんがた

パンダのテンテンは、 色々なものに興

んごとんとやって来ます。 「のせてくだ

味があります。 ボールを追いかけて、

さーい」 と、 様々なものが次々と乗り

大好きなごはんを食べて、うとうとして。

込みます。

一緒に遊びたくなります。
あん ざい みず ま る

安西 水丸 作

いりやま さとし 作

福音館書店

講談社

メモ

メモ

ぺんぎんたいそう

のりものいろいろかくれんぼ
穴の開いたページをめくるたび、 色々

「ぺんぎんたいそう はじめるよ」 と体

なのりものが現れる型抜き絵本。 カラ

操する２羽のぺんぎん。 見ていると思

フルな色や、 擬音語による音のリズ

わず一緒に身体が動いてしまう楽しい

ムも楽しめます。

絵本です。
さい と う まき

いしかわ こうじ 作

齋藤 槇 作

ポプラ社

福音館書店

メモ

メモ

ぴょーん

おひさまさんさんおはようさん
おひさま ・ くも ・ あめ ・ かぜが鮮やか

表紙のかえるはもちろん、 色々なもの

な色彩で描かれていて、 お天気の変

がとびます。 何がどんなふうにとぶの

化を楽しめます。 言葉のリズムが心

かな。 一緒にとんでみると、 もっと楽

地よい絵本です。

しくなります。
なかじま かおり 作

まつおか たつひで 作

岩崎書店

ポプラ社

メモ

メモ

ぎゅっ

おつきさまこんばんは
静かな夜空に浮かぶ金色のおつきさ

優しくあたたかい気持ちになれる、 た

ま。 雲に隠れたり、 顔を出したり。 お

くさんの 「ぎゅっ」 にあふれた絵本で

つきさまの豊かな表情に、 思わずつら

す。 文字は少ないけれど、 絵を見な

れてしまいそうです。

がら話しかけてもいいですね。
はやし あ き こ

メモ

林 明子 作

ジェズ ・ オールバラ 作 ・ 絵

福音館書店

徳間書店
メモ

ちいさなうさこちゃん

だるまさんが
ゆらゆら揺れるだるまさんは、 転ぶだ

ふわふわさんと、 ふわおくさんは生ま

けではありません。 意外性のある愛

れた赤ちゃんに 「うさこちゃん」 と名

嬌たっぷりの仕草や、 繰り返しのリズ

付けました。 世界中で愛されている

ムを思いきり楽しんでください。

うさこちゃん誕生のおはなしです。

かがくい ひろし 作

ディック ・ ブルーナ 文 ・ 絵／いしい ももこ 訳

ブロンズ新社

福音館書店

メモ

メモ

はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう！

こりゃまてまて
子どもは、 興味あるものを追いかける

は み が きれ っしゃが 動き出します。

のも、 自分が追いかけられるのも大

一緒にはぶらしを持って 「しゅっしゅっ

好き。 繰り返しの言葉で絵本を楽しん

しゅっ」。 はみがきを好きになってくれ

だ後は、 お散歩に行きましょう。

るかもしれません。

なか わき はつ え

さか い

こま こ

中脇 初枝 文／酒井 駒子 絵

くぼ まちこ 作

福音館書店

アリス館

メモ

メモ

ねないこだれだ

よんでみよう
様々な動物が、 あちらを向いていま

おめめぱっちり。 こんな時間に起きて

す。 呼んでみましょう。 こちらを向い

るのはだあれ。 あれれ、 おばけの世

てくれるかな。 お子さんと一緒に楽し

界が待ってるぞー。 なかなか寝ない

めます。

お子さんにどうぞ。
ごとう ゆうか 作

せな けいこ 作 ・ 絵

岩崎書店

福音館書店

メモ

メモ

わらべうたであそびましょ！

うずらちゃんのかくれんぼ

メモ

うずらちゃんとひよこちゃんが、 かくれ

「あがりめさがりめ」 「げんこつやまの

んぼあそびをしています。 一緒にさが

たぬきさん」 など、 楽しいわらべうた

してみましょう。 ドキドキ、 ヒヤヒヤ、

がたくさん出てきます。 知っているも

大冒険です。

のはありますか。
きもと ももこ 作

さいとう しのぶ 編 ・ 絵

福音館書店

のら書店
メモ

