
品川区立図書館からのよみきかせにおすすめの絵本 

２０１２年１１月号  

～ しごと ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こぐまちゃんのうんてんしゅ 

わかやま けん 作 

こぐま社 

 

 

  こぐまちゃんが ばすのうんてんです。 

  おきゃくさんを いっぱいのせて、  

 はっしゃします。 

  こうそくどうろや しんごうをこえて 

 いったいどこへ むかうのかな？ 

 

 

（０歳から） 

 

 

 

おさじさん 

松谷 みよ子 文   東光寺 啓 絵 

童心社 

 

  おさじさんは おいしいものをおく 

ちにはこびます。 

いいにおいがしたので、うさぎさん 

 のところへいくと、おかゆをたべよう 

 としていました。 

  でも、うさぎさんはひとりでたべら 

れると おさじさんをつかいません。 

  おさじさんをつかわないと・・・ 

 

（１歳から） 



はたらくくるま よいしょ 

三浦 太郎 作 

偕成社 

 

 

 ダンプカーにホイールローダー。 

 ブルドーザーまで。 

 はたらくくるまは よいしょ！ 

 とがんばります。 

 はたらくくるま ぜんぶわかるかな？ 

 

 

 

（２歳から） 

 

ことりのゆうびんやさん 

ニコライ・スラトコフ 原作 

松谷
まつ や

 さやか ぶん   はた こうしろう え 

福音館書店 

 

  ぼくのうちには、きで できた 

 ゆうびんうけが あります。 

  そこにちいさなとりが やって 

 きて いろんなものを いれてい 

 きます。 

  あるひ、ゆうびんうけのなかか  

 ら なきごえがきこえました。 

  ひなどりが うまれたのです。 

（３歳から） 

はじめてのおつかい 

筒井
つつ い

 頼子
より こ

 さく   林
はやし

 明子
あき こ

 え 

福音館書店 

 

  みいちゃんは ひとりでおつかい  

 にいきます。 

  ままとふたつの やくそくをしま 

 した。 

  くるまにきをつけることと、おつ 

 りをわすれないこと。 

  みいちゃんのはじめてのおつかい 

                 がはじまります。 

 

（３歳から） 

 

おとうさんはしょうぼうし 

平田 昌広 作   鈴木 まもる 絵 

佼成出版社 

 

  ぼくのおとうさんは、にちようびでも 

 しごとにいく。 

  まいにちまいにち くんれんをして 

 かじにそなえる。 

  かじがおきると ちょっとふあんに 

 なるけど ぜったいにへいき。 

  おとうさんは しょうぼうしだから。 

 

 

（４歳から） 



どうぶつサーカスはじまるよ 

西村
にしむら

 敏雄
とし お

 作 

福音館書店 

 

   パンパカパーン！ 

   どうぶつサーカスのはじまりです。 

   ひのわくぐりに くみたいそう。 

   サーカスは おおもりあがり。 

   さいごの くうちゅうブランコを 

  するサルくんは、けがのため でら 

れません。どうぶつサーカスは お 

  わってしまうのか・・・  

   

（４歳から） 

 

ぎょうれつのできるパンやさん 

ふくざわ ゆみこ さく 

教育画劇 

 

  やまおくに おじさんはパンやさんを 

 かいてんしました。ところが、むらから 

 とてもとおいので くるのは やまにすむ 

どうぶつだけでした。 

  おじさんは、どうぶつたちに おいしい  

 パンをやいてあげます。 

  あるひ、むらのどうぶつたちにも おい 

 しいパンやさんのうわさが ひろがって。 

  

（５歳から） 

うみのどうぶつとしょかんせん 

菊池 俊 作   こば ようこ 絵 

教育画劇 

 

 としょかんが しまのまんなかにあり、

どうぶつたちは なかなかいけません。 

そこであたらしいとしょかんを つくる

ことにしました。ちかくにつくってほしい

どうぶつたちは ケンカをしそうです。 

そこで、サルさんはふねのとしょかんを

つくりました。 

                このふねのおかげで、どのいえのちか 

くにもとしょかんが きてくれます。 

 

（５歳から） 

マジシャンミロの ふしぎなぼうし 

ジョン・エイジー さく   石崎 洋司 やく 

講談社 

 ミロはマジックがへたな マジシャンです。 

もりにマジックでつかうウサギをつかまえに 

いくと、クマがつかまりました。 

 このクマはちいさなぼうしのなかに かく 

れることができました。そこでミロは、クマ 

にきょうりょくしてもらい、ぼうしからクマ 

がでるマジックをして、にんきものになりま 

した。 

 ところが、クマはなんかいも ぼうしには 

いったので ぐったりしていました。 

 

（６歳から） 



～  新  刊  ～ 

いちじく にんじん 

大阪ＹＷＣＡ千里子ども図書室 案 

ごんもり なつこ 絵 

福音館書店 

 

  いちじく にんじん。 

  ほんものにそっくりな えとリズミカル 

  なことばで たのしくわらべうたを 

  うたえます。 

  いっしょに うたってみましょう！ 

 

 

（０歳から） 

 

オムライス ヘイ！ 

武田 美穂 作 

ほるぷ出版 

  

 

 オムライス ヘイ！ つくりましょう。 

  ケチャップごはんを いためて   

  はんじゅくたまごを つくって 

  くるりんと まわせば、オムライスの 

  かんせいだ！ 

 

 

（３歳から） 

 

図書館のおはなし会 

品川区立図書館では、絵本・紙芝居の読み聞かせや、手遊び等の 
おはなし会を行っています。各図書館の日程は下記のとおりです。 

   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

開催館 対象 開催日時 

０１２歳 第２・４土曜日 午前１０時３０分～ 

幼児 毎週土曜日 午後２時３０分～ 品川図書館 

小学生 毎週土曜日 午後３時～ 

毎週火曜日 午後３時～ 
荏原図書館 

土曜日（第１を除く） 午後２時～ 

八潮図書館 毎週火曜日 午後３時～ 

大井図書館 毎週火曜日 午後３時～ 

ゆたか図書館 毎週火曜日 午後３時～ 

大崎図書館 毎週水曜日 午後２時～ 

二葉図書館 毎週水曜日 午後３時～ 

南大井図書館 毎週水曜日 午後３時～ 

五反田図書館 毎週水曜日 午後３時～ 

源氏前図書館

幼児～ 

小学生 

毎週水曜日 午後３時３０分～ 
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