
おおきなかぶ　－ロシア民話－

　　Ａ.トルストイ 再話　内田莉莎子 訳　佐藤忠良 画
　　福音館書店　1962年　20×27cm　

　リズム感のある文章、ダイナミックな絵。｢うんと
こしょ　どっこいしょ｣思わず子どもたちと一緒にな
って、ふんばって声を出してしまう。そして、かぶが
ぬけた時の達成感。収穫のよろこびも感じさせてくれ
る。

３びきのくま
　　トルストイ 作　バスネツォフ 絵　おがさわらとよき 訳
　　福音館書店　1962年　28×23cm　

　大きいお父さん熊、中ぐらいのお母さん熊、小さな
子どもの熊の３びきが森にでかけた間に、道に迷った
女の子が熊の家にはいりこみ…。ロシア民族色あふれ
る、色彩豊かで深みのある絵で、トルストイ再話の物
語の世界へ。

三びきのやぎのがらがらどん
���マーシャ･ブラウン 絵　せたていじ 訳
　　福音館書店　1965年　26×21cm　

　３びきのやぎが山の草場で太ろうと、山を登って行
った。すると、途中の谷川にある橋に気味悪い大きな
トロルがいて、やぎたちを食べようと通せんぼ。最初
に橋を渡る小さいやぎのがらがらどん、どうやって渡
るの？

てぶくろ　－ウクライナ民話－

　　エウゲーニー･Ｍ･ラチョフ 絵　内田莉莎子 訳
　　福音館書店　1965年　28×23cm　

　雪の上に落ちていた片方の手袋。その中に、くいし
んぼねずみや、のっそりぐまなど、いろんな動物がも
ぐりこんで、とうとう手袋ははじけそう…。表情豊か
な個性あふれた動物たちが、手袋の中に入っていく様
子が楽しい。

－北欧民話－

にんじんさんがあかいわけ
　　松谷みよ子 文　ひらやまえいぞう 絵
　　童心社　1989年　21×19cm　

　にんじんさんがあかいわけ、ごぼうさんがくろいわ
け、だいこんさんがまっしろなわけ。なぜだか知って
る？－声に出して読むと調子が楽しい日本のむかし話
絵本。とっぴんぱらりのぷう。

ずかん・じどうしゃ
　　山本忠敬 作
　　福音館書店　1977年　22×21cm　

「はーどとっぷ、けいじどうしゃ…」と、いろいろな
種類の車を紹介し、写実的に描いている。のりものが
好きな子どもはもちろんのこと、興味がない子ども

も、その車に乗っている気持ちになれる絵本。

どうやってねるのかな
　　薮内正幸 作　
　　福音館書店　1987年　19×19cm　

　シマリスってどうやって寝るのかな？丸くなって寝
るんだ。コウモリはどうやって寝るのかな？さかさに
ぶらさがって寝てる。じゃあ、フラミンゴは？写実的

な絵で、いろいろな動物の眠る姿を紹介した絵本。

みんなうんち
　　五味太郎 作　
　　福音館書店　1977年　25×22cm　

　いろんな動物いろんなうんち。いろんな大きさ、い
ろんな形。そして、どんな場所で、どうやって‥‥。
鮮やかな色彩の絵を楽しみながら、思わず声に出して
読みたくなる。うんちのイメージを変える１冊。

あおくんときいろちゃん
　　レオ･レオーニ 作　藤田圭雄 訳　
　　至光社　1967年　21×21cm　

　あおくんときいろちゃんは大の仲良し。学校へ行く
時も遊ぶ時もいつも一緒。ある日、あまり仲がいいの
でふたりはひとつになって、緑の子になってしまう。
－ちぎった紙の単純な図形で描かれた、色の変化を生
かしたお話。

いたずらこねこ
　　バーナディン･クック 文　レミイ･チャーリップ 絵　まさきるりこ 訳　　
　　福音館書店　1964年　19×27cm　

　となりの家のいたずらなこねこが、散歩していたカ
メに出会った。カメを見たことのないこねこは、用心
しながら近づいて、前足でポン！とカメをたたいた。
するとびっくり、カメの首がきえちゃった！

おやすみなさいおつきさま
　　　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　1979年　18×21cm　

　夜、眠る前、うさぎのこは部屋にある椅子や時計
に「おやすみ」のごあいさつ。おばあさんに「しず
かにおし」と言われても、部屋中のものに「おやすみ」
を。－鮮やかな色使いから落ちついた色彩への変化が
美しい。

おやすみなさいのほん
　　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
　　福音館書店　1962年　25×21cm　

　お日さまが地球のむこうがわにかくれると、外は暗
くなって、家々には明かりがついた。夜、鳥も、け
ものも魚も眠る。－おやすみなさいを言う前のひと
ときの安らぎが、やさしい言葉と柔らかな色調の絵で
表現された絵本。

おれさまはネコだぞ！
　　ジェーン･カブレラ 作　山口文生 訳　
　　評論社　1987年　19×19cm　

「おれさまのすきないろをあててみろ」とネコが問
いかける。赤？青？黄色？…と、ネコと会話しなが
らお話は進む。さてさて、ネコはなに色が好きなの
かな？ページをめくるごとに驚きがあり、色がいっ
ぱいつまった絵本。

かいじゅうたちのいるところ
　　モーリス･センダック 作　神宮輝夫 訳　
　　冨山房　1975年　24×26cm　

　マックスは、おおかみのぬいぐるみを着て騒ぎ回っ
たので、夕ご飯ぬきで寝室に放り込まれた。ところ
がびっくり、寝室はいつの間にか森になりマックス
の冒険が始まる。－夢の国と子どもの空想世界を、

読者も一緒に体験。

ガンピーさんのふなあそび
　　ジョン･バーニンガム 作　光吉夏弥 訳　
　　ほるぷ出版　1976年　26×26cm　

　ガンピーさんが舟に乗って出かけると､次々に動物
たちが乗り込んできた｡そして､みんなは楽しく川く
だりをするが､そのうち動物たちが騒ぎ出し､とうと
う舟はひっくりかえる｡－ほのぼのとした雰囲気が伝
わる絵本。

くまさんくまさんなにみてるの？
　　エリック･カール 絵　ビル･マーチン 文　
　　偕成社　1984年　28×22cm　

　ちゃいろいくまさん、あかいとり、あおいうま、
みどりのかえる…。ページいっぱいに描かれた色彩
豊かな動物たち。単純ながら同じリズムが続く軽快
な文章｡色彩の感受性や､身近な動物への親しみを育
んでくれる１冊。

「絵本のゆりかご」を卒業した子どもたちに
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ちびゴリラのちびちび
　　ルース･ボーンスタイン 作　岩田みみ 訳　
　　ほるぷ出版　1978年　22×26cm　

　お父さんゴリラもお母さんゴリラも、ピンクのちょ
うも、でっかいへびだって、森に住む動物はみんな
ちびちびのことが大好き。ある日、ちびちびが大き
くなり始めた。－動物たちのちびちびに対する愛情
が伝わってくる。

ティッチ
　　パット･ハッチンス 作　いしいももこ 訳　
　　福音館書店　1975年　26×21cm　

　兄のピートと姉のメアリが持っているものはなん
でも大きくて、末っ子のティッチのは小さい。自転
車と三輪車。高くあがるたことかざぐるま。大きな
シャベルや植木鉢と小さな種。でも、その種が芽を
出し、ぐんぐん大きくなる。

どろんこハリー
　　ジーン･ジオン 文　マーガレット･ブロイ･グレアム 絵　わたなべしげお 訳 
　　　福音館書店　1964年　31×22cm　

　ハリーは黒いぶちのある白い犬。お風呂が大きら
いで、体を洗うブラシをかくして逃げ出した。工事
現場で遊んで泥んこになり、線路の橋の上ですすだ
らけ。真っ黒になり家に帰ったが、だれもハリーだ
と気付いてくれない。

どんなにきみがすきだかあててごらん
　　サム･マクブラットニィ 文　アニタ･ジェラーム 絵　小川仁央 訳 
　　評論社　1995年　26×22cm　

　チビウサギとデカウサギが、体をいっぱいに使っ
て、おたがいをどれだけ好きか、くらべっこ。－日
ごろ、なかなか思うように伝えられない「好き」の
気持ちを、かわりに伝えてくれるような１冊。

はなをくんくん
　　ルース･クラウス 文　マーク･サイモント 絵　きじまはじめ 訳 

　　福音館書店　1967年　31×22cm　

　しんしんと雪の降る森の中、冬眠する動物たち。
かすかな匂いに目を覚まし、はなをくんくん、くんく
ん。匂いのする方へいっせいにかけ出した。その先に
は…。春の訪れと喜びを感じさせてくれ、心があた
たまる。

はらぺこあおむし
　　エリック･カール 作　もりひさし 訳　
　　偕成社　1976年　22×30cm　

　日曜日に生まれたちっちゃなあおむしは、おなか
がぺっこぺこ。月曜日にはりんごを１つ、火曜日に
はなしを２つ…。土曜日に食べたものは？次の場面
を予想しながらページをめくる。数もかぞえられる
しかけ絵本。

ひよことあひるのこ
　　ミラ･ギンズバーグ 文　ホセ＆エーリアン･アルエーゴ 絵　さとうとしお 訳 
　　アリス館　1983年　26×21cm　

　あひるのこがたまごから出てきて、｢ぼくでたぞ！｣
すると、ひよこも｢ぼくも｣。あひるのこが散歩に行
くと、ひよこも｢ぼくも｣と、まねをする。－まねっ
この大好きな子どもの気持ちが、よく表現されてい
る。

まっくろネリノ
　　ヘルガ･ガルラー 作　矢川澄子 訳 
　　偕成社　1973年　23×25cm　

　ネリノは暗闇にいると、だれにも見えないくらい、
まっくろ。赤や紫や黄色のきれいな色の兄さんた
ちは、黒いからといってネリノと遊んでくれない。
ある日、兄さんたちがいなくなった。どうする、ま
っくろネリノ？

ママ、わすれてるじゃない
　　エイミー･ヘスト 文　アニタ･ジェラーム 絵　小川仁央 訳 
　　評論社　2001年　24×25cm　

　ママが寝かしつけようとすると、ぼうやが「ママ、
わすれてるじゃない」と言う。絵本も読んだし、ぬ
いぐるみも持ってきたのに。そう「おやすみのキス
ね、ぼうや！」。－おやすみなさいにぴったりのか
わいいお話。

モーっていったのだあれ？
　　ハリエット・ツィーフェルト 文　シムズ・ターバック 絵　はるみこうへい 訳

　　　童話館出版　1998年　21×21cm　

　毎朝、赤いおんどりはときをつげる。 あ る 朝 、
だれかが「モー」と応えた。いったい誰が…？動物
たちが、カラフルな色彩でユニークな形に表現
されている。テンポよくかわる画面と、鳴き声が楽
しいしかけ絵本。

もりのなか
　　マリー･ホール･エッツ 作　まさきるりこ 訳 
　　福音館書店　1963年　19×27cm　

　ある日、ぼくが森の中を散歩していると、らいお
ん・ぞう・くまなどの動物たちがついてきた。一緒
に遊んで、かくれんぼもした。－白と黒のシンプル
な絵で、動物たちがいきいきと描かれている。

ゆかいなかえる
　　ジュリエット･キープス 作　いしいももこ 訳 

　　福音館書店　1964年　16×24cm　

　水の中に漂うたまごの点々。魚がほとんど食べて
しまったが、４つだけは食べられずに、おたまじゃ
くしになり４匹のかえるが誕生する。泳いで歌って
楽しい夏が終わると、やがて冬になり、土の中で春
まで眠りにつく。

わたしとあそんで
　　マリー･ホール･エッツ 作　よだじゅんいち 訳 

　　福音館書店　1968年　27×20cm　

　小さな女の子が原っぱに遊びに行った。そこで出
会った動物たちは、だあれも遊んでくれない。でも、
しばらくすると…。シンプルでおっとりした雰囲気
でありながら、鮮やかな情景を感じられ、いつのま
にか読者も絵本の中。

くまのコールテンくん
　　ドン･フリーマン 作　松岡享子 訳　

　　偕成社　1975年　23×25cm　

　ぬいぐるみのコールテンくんは、ボタンが一つと
れていたため、女の子に買ってもらえなかった。そ
の夜、おもちゃ売り場からそっとぬけ出し、ボタン
を探してデパートの中をかけ回る。さて、ボタンは
見つかるのかな？

コロちゃんはどこ？（コロちゃんシリーズ）

　　エリック･ヒル 作　
　　評論社　1984年　22×22cm　

　小さなしかけをめくると、犬のコロちゃんの他に
も、いろいろなものが隠れているよ。かわいい色づ
かいの絵と単純なストーリーの中に、やさしさがあ
ふれている。みんなで一緒に遊べるしかけ絵本シリ
ーズ。

≪あとがき≫

　『絵本のポケット』(むかし話・知識・世界のおはなし)（日本の

おはなし）は、ブックスタートの次の段階の絵本選びに、なにか手

助けになるようなものがないかと考えて作成した絵本のリスト(２部)

です。

　数多く出版されている絵本の中から、お子さんの個性や興味を考

えて、絵本を選んであげて欲しいと考えます。そして、このリスト

が、心に響く絵本と出会っていただけるきっかけとなれば幸いで

す。

　ここに紹介した絵本は、市内の図書館で所蔵しています。お近く

の図書館でおたずねください。

≪市内図書館のご案内≫

中央図書館　西宮市川添町15-26 （教育文化ｾﾝﾀｰ内）  �℡33-0189

北部図書館　西宮市名塩新町1番地 （塩瀬ｾﾝﾀｰ内）℡0797-61-1706

鳴尾図書館  西宮市甲子園八番町1-20            　 ��℡45-5003

北口図書館  西宮市北口町1-2 （ACTA西宮東館5F）　 ��℡69-3151

甲東園分室  西宮市甲東園３丁目2-29（アプリ甲東5F）�℡54-3600

越木岩分室  西宮市樋之池町5-31（越木岩公民館南隣）�℡73-7341

段 上 分 室  西宮市段上町２丁目10-3（段上公民館内）�℡53-0932

上ヶ原分室　西宮市六軒町1-32 （上ｹ原公民館内）    �℡72-7388

高 須 分 室　西宮市高須町１丁目7-91(デイサービスセンター2F)　�℡49-1777
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