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２０１１年１月号 

～ うさぎ ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はねはね はねちゃん 

なかがわ りえこ ／ぶん 

      やまわき ゆりこ ／え   

          福音館書店 

 

はねちゃんは どうぶつたちと たいそう

します。  

てを のばしたり、くびを のばしたり。  

うさぎが はねれば、はねちゃんもぴょん。   

はね はね はねる。 

      （１歳から） 

 

 

 

うさこちゃんのだんす 

ディック・ブルーナ／ぶん・え 

 松岡 享子／やく 

福音館書店 

 

だんすをおぼえた うさこちゃん。 

うさこちゃんが おどると、おうちのひと

も おともだちも みんな つられて 

おどりだします。 

おどるのって たのしいね!  

             （２歳から） 



しんせつなともだち 

  方 軼羣／作 

君島 久子／訳 

村山 知義／画 

          福音館書店 

 

ゆきがつもって あたりは まっしろで 

す。たべものを さがしにでかけた こう 

さぎは、 かぶを ふたつ みつけました。 

ひとつ たべて もうひとつは ろばに 

             もっていってあげることにしましたが・・・。 

      （３歳から） 

 

 

わたしのワンピース 

にしまき かやこ／え・ぶん 

              こぐま社 

 

まっしろなきれで つくった ワンピー

ス。おはなばたけを さんぽすると、ワンピ

ースがはなもように なった。 あめがふる

と、みずたまもように…。 

とってもふしぎなワンピース。 

どんな もようも すてきだな。  

（３歳から） 

 

くいしんぼうさぎ 

    せな けいこ／作・絵 

ポプラ社 

 

くいしんぼうさぎは、どこへいっても なん

でも たべてしまうので みんなは あきれ

ていました。 

ごちそうを たくさん たべて まるまる 

          ふとった くいしんぼうさぎは…。 

（３歳から） 

 
 
     

 

はじめてのゆきのひ  

バーネット・フォード／ぶん 

セバスチャン・ブラウン／え 

たなか まや／やく 

評論社 

 

すあなで ねむる こうさぎたち。 

ゆきに きづいて めをさます。 

そとにでると、いちめんまっしろな 

ゆきのせかい。 

さあ、ぼうけんに でかけよう！ 

（４歳から） 



 

いもうとがウサギいっぴきたべちゃった 

          ビル・グロスマン／文 

          ケビン・ホークス／絵 

          いとう ひろし／訳 

                徳間書店 

 

  いもうとは おおきなくちで なんでもた 

 べちゃう。うさぎも ヘビも ひとくちで 

 ぺろり。ほかにも いろいろ たべちゃった。 

だけど さいごに おまめを たべると… 

                          （４歳から） 

 

 

 

ちょっとまって、きつねさん！ 

       カトリーン・シェーラー／作 

        関口 裕昭／訳 

光村教育図書 

 

まいごになった うさぎのぼうやと はらぺ

このきつね。ふたりが あったのは「おやすみ

なさいを いう ばしょ」。 

ぼうやを たべようとする きつねだけど… 

ちょっとまって！ 

 （５歳から） 

  

ぼくにげちゃうよ 

マーガレット・Ｗ・ブラウン／ぶん 

クレメント・ハード／え 

       いわた みみ／やく    

ほるぷ出版 

 

どこかへ いきたくなった こうさぎは、 

おかあさんから にげようとします。 

おかあさんは きっと おいかけてくる。  

そしたら ぼく、へんしんして にげちゃ

うよ。 

（５歳から） 

 

 

だるまちゃんとうさぎちゃん 

加古 里子／さく・え 

           福音館書店 

 

ゆきのひは たのしいことが いっぱ

い！だるまちゃんとうさぎちゃんは、いろ

んなものをつくってあそびます。だるまち

ゃんのかたちに うさぎちゃんのかたち。 

みんなは いくつ できるかな。 

              （５歳から） 



天
てん

の火
ひ

をぬすんだウサギ 

ジョアンナ・トゥロートン／さく 

山口 文生／やく 

評論社 

                  横山 和江／やく 

むかし、地上に火はなく、どこもみな さむ

かった。どうぶつたちは さむさにふるえ こ

まっていた。 

山の上には火があった。しかし そこは、天 

の人がまもる たかい山。 

かしこい ウサギは 火をぬすみにいく。 

                （６歳から） 

 

かちかちやま 

おざわ としお／再話 

           赤羽 末吉／画 

             福音館書店 

 

 たぬきに だまされ ないていた おじい 

さん。そこへ うさぎが やってきた。うさ 

ぎは かたきを うつために、たぬきと  

いっしょに かやを かる。 

すると、なにかが きこえてきた。かちっ  

かちっ かちっ…ここは かちかちやま。 

（６歳から） 

新刊絵本  新刊絵本  

おきゃく、おことわり？ おきゃく、おことわり？ 

 ボニー・ベッカー／ぶん  ボニー・ベッカー／ぶん 

ケイディ・マクドナルド・デントン／え ケイディ・マクドナルド・デントン／え 

 岩崎書店 横山 和江／やく  岩崎書店 

  

クマは おきゃくが すきではありません。

だから おきゃくは おことわり。 

クマは おきゃくが すきではありません。

だから おきゃくは おことわり。 

あるひ ネズミが やってきました。もち あるひ ネズミが やってきました。もち 

ろん クマは おいかえしますが、ネズミは ろん クマは おいかえしますが、ネズミは 

なんどもやってきます。    （６歳から） なんどもやってきます。    （６歳から） 
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☆おはなし会もどうぞ！☆ 

区立図書館では、毎週水曜日(品川図書館は土曜)の午後に幼児を対象

とした絵本の読みきかせや紙芝居・手遊びなどの「おはなし会」を開催

しています。時間等は各図書館へお問合せください。

http://lib.city.shinagawa.tokyo.jp/) で 

ご覧いただけます。（トップページ⇒「テーマ別ブックリスト」） 
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