
品川区立図書館からのよみきかせにおすすめの絵本

２０１３年１月号  

～へび～

たまごをこんこんこん 

あかま あきこ／作・絵 

ひさかたチャイルド 

たまごをそうっとたたいてみると 

ぱかっとわれて ひよこちゃんと へび

ちゃんと かめちゃんがでてきたよ。ぴ

よぴよ にょろにょろ のこのこのこ。 

おかあさん みーつけた！ 

（１歳から） 

いっぽんばし わたる 

五味 太郎／作 

絵本館 

いっぽんばしを うさぎさんがぴょん

ぴょんわたる。 

にわとりのおやこは ならんでわたる。 

たぬきさんは ぼんやりわたる。 

へびさんは どうやってわたるのか

な？ 

（２歳から） 



たまごのあかちゃん 

かんざわ としこ／ぶん 

やぎゅう げんいちろう／え 

福音館書店 

たまごのなかで あかちゃんが かく 

れんぼしています。だれかな？ 

ぴっぴっぴと にわとりのあかちゃん。 

にょろにょろにょろと へびのあか 

ちゃん。 

 こんにちは。かくれんぼしているあか 

ちゃんは みんな でておいでよ。 

（２歳から） 

へびくんのおさんぽ 

いとう ひろし／作・絵 

鈴木出版 

へびくんがおさんぽにでかけると みち

のまんなかに おおきなみずたまりが で

きていました。 

でも へびくんは へっちゃら。からだ

をのばして わたります。 

そのとき「ちょっとまってください」と

こえがして… 

（３歳から） 

ヘビくんどうなったとおもう？

みやにし たつや／作・絵 

ポプラ社 

きのてっぺんで おひるねしようと

へびくんがスルスルと きのぼりを 

していると かぜがふいてきて おっ

こちてしまう。 

あきらめないで のぼるけど あめ

がふってきたり ゆきがふってきたり。 

へびくんは きのうえに のぼれる

のかな？ 

（３歳から） 

ソースなんてこわくない 

松谷 みよ子／文 

武田 美穂／絵 

講談社 

 モモちゃんは おもちゃのピアノにむ 

ちゅう。よる おそくまで ピアノをひいて

います。 

ママから よる ピアノをひくと へび

がでるよと いわれたモモちゃんは へび

がきたらソースをかけちゃおうといいます。 

まどのそとから きいていたへびのぼう

やは いったいどうするでしょうか？ 

（４歳から） 



１０ぴきのかえるのおつきみ 

間所 ひさこ／さく 

仲川 道子／え 

ＰＨＰ研究所 

 １０ぴきのかえるは まんげつのひ おつ

きみをするために すすきをさがしにでかけ

る。ばったのみちあんないについていくと 

のはらは すすきでいっぱい。 

 みんなで かついですすんでいくと くさ

むらでひるねしていた へびのしっぽをふん

でしまいました。 

（４歳から） 

へびのクリクター 

トミー・ウンゲラー／作 

中野 完二／訳 

文化出版局 

ボドさんという ふじんのたんじょうびに 

むすこから へびがとどきました。 

ボドさんはへびにクリクターというなまえ 

をつけてかわいがりました。 

クリクターはつよくてながい とてもしん

せつなへびでした。 

ボドさんとクリクターは いつもいっしょ

です。 

（５歳から） 

あいつもともだち

内田 麟太郎／作 

降矢 なな／絵 

偕成社 

キツネは ふゆごもりをするクマやヤマ

ネと しばらくおわかれをします。 

でも ヘビはなんとなくにがてで おわ

かれができませんでした。 

ふゆになって キツネはなんども ヘビ

のことをおもいだします。 

はるがきて めをさましたヘビの めの

まえには… 

（５歳から） 

たすけて！ 

ホリー・ケラー／作 

福本 友美子／訳 

光村教育図書 

ヘビはねずみをいじめる こわいどうぶ

つだという うわさをきいて びくびくし

ていたねずみは あなにおちてしまいます。 

ハリネズミやウサギもあつまりますが 

なかなか たすけられません。 

そこに ヘビがやってきました。 

ねずみくんは あなからでられるので 

しょうか？  

（６歳から） 



～  新  刊  ～ 

めしあがれ 

視覚デザイン研究所／さく 

高原 美和／え 

視覚デザイン研究所 

キャンディー ホットケーキ プリン。 

シュークリームに フルーツパフェをめ

しあがれ。 

みんなでいっしょに「いただきます。」 

たくさんの おいしそうな おかしがで

てきます。 

（０歳から） 

小さいのが大きくて、大きいのが小さかったら 

エビ・ナウマン／文 

ディーター・ヴィースミュラー／絵  若松 宣子／訳 

岩波書店 

もし ちいさいいきものが おおきくなっ

たら おおきいいきものは ちいさくなるよ。 

もし ねずみが おおきくなったら ネコ

はこわがって くびをすくめる。 

もし ガチョウやヒツジがおおきくなった

ら どうだろう？ 

きっと こわいものは なくなるね。 

（６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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