
その1 （2～3歳）

新潟市立図書館
☆リストに掲載した本の表紙絵については，各出版社の許可を得ています。

ティッチ
パット•ハッチンス／さく•え
いしい ももこ／やく
福音館書店
末っ子のティッチは，にいさん，ね
えさんにはかないません。でも，自
分が植えた小さな種が大きく育ち，
ティッチは大得意です。末っ子をと
ても勇気づけてくれる絵本です。

はけたよ はけたよ
かんざわ としこ／ぶん
にしまき かやこ／え
偕成社
たつくんがパンツと格闘し，なんとか
一人ではけるようになるまでを，ユー
モラスに描いています。子どもがひと
つずつものごとを習得し，成長してい
く喜びが素直に伝わってきます。

はらぺこあおむし
エリック•カール／さく
もり ひさし／やく
偕成社
生まれたばかりのあおむしは，おな
かがぺこぺこ。おいしいものをたく
さん食べて，最後にあっとおどろく
大変身。カラフルで，しかけが楽し
い絵本です。

空から降ってきた白いきれで作った
ワンピース。あら，ふしぎ，まわり
の風景に合わせて模様が変わってい
きます。次はどんな模様に変わるの
か，想像して楽しんでください。

わたしのワンピース
にしまき かやこ／えとぶん
こぐま社

『ちいさなうさこちゃん』
ディック•ブル一ナ／ぶん•え　いしい ももこ／やく　福音館書店刊より

　絵本を読んでもらうことは，幼い子どもにとって
なによりの贈り物です。自分を愛してくれる人と幸
福な時を過ごすことができるのです。
　2歳前後になると，簡単なストーリーのある絵本
が楽しめるようになってきます。シンプルで美しい
言葉，美しい絵の絵本を選んで読んであげましょう。
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※ひとり10冊2週間借りられます。 0歳から貸出カードが作れます。
　住所が確認できるもの （保険証など） をお持ちください。
※開館時間・休館日は，各図書館へお問い合わせください。

★ ： AV資料取扱館

区 館　名

〒950-0084
中央区明石2-1-10 025-246-7700

025-387-1123

025-387-1771

025-250-2920

025-250-2940

025-223-3235

025-285-2372

025-224-2120

025-382-4696

0250-22-0097

025-372-5510

025-375-3001

025-260-3242

025-261-0032

025-377-5300

0256-88-0001

0256-82-4433

0256-70-5141

0256-73-5066

〒950-3323
北区東栄町1-1-35

〒950-3126 北区松浜1-7-1
（北地区公民館1階）

〒950-0852 東区石山1-1-12
（石山地区センター2階）

〒956-0863
秋葉区日宝町6-2

〒950-1477 南区田中383
（白根学習館1階）

〒950-1304
南区月潟1417

〒950-2055
西区寺尾上3-1-1

〒950-2112 西区内野町603
（西地区公民館1階）

〒950-1112
西区金巻746-4

〒959-0422
西蒲区曽根2046

〒953-0132
西蒲区西中889-1

〒959-0505 西蒲区三方10
（潟東ゆう学館1階）

〒953-0041
西蒲区巻甲4262-1

〒950-0972 中央区新和3-3-1
（南地区センター2階）

〒950-0144 江南区茅野山3-1-14
（江南区文化会館1・2階）

〒951-8055 中央区礎町通3ノ町2086
（クロスパルにいがた1階）

〒951-8006 中央区附船町1-4385-1
（北部総合コミュニティセンター1階）

〒950-0056 東区古川町4-12
（山の下まちづくりセンター2階）
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生涯学習センター
図書館★

中央図書館★
（ほんぽーと）

豊栄図書館★

松 浜 図 書 館

山の下図書館

石 山 図 書 館

舟 江 図 書 館

鳥屋野図書館

亀田図書館★

新津図書館★

白根図書館★

月潟図書館★

西川図書館★

岩室図書館★

潟東図書館★

巻 図 書 館 ★

内 野 図 書 館

黒 埼 図 書 館

坂井輪図書館★

※「たのしい絵本」 は 「その1～3」 に分かれています。
　「その1」 は2～3歲， 「その2」 「その3」 は3歲以上が対象です。
　「その2」 は 「その3」 より， すこしやさしい絵本です。
　子どもの成長に合わせて読んであげてください。



あがりめ さがりめ ─おかあさんと子どものあそびうた─ かばくん ぞうくんのさんぽ
ましま せつこ／絵
こぐま社
親子で楽しめる15のわらべうたが
紹介されています。絵を見ながらぜ
ひお子さんと一緒に歌って遊んでく
ださい。わらべうたは育児の大きな
手助けとなります。同じ作家の『あ
んたがたどこさ』もどうぞ。

いっぱい やさいさん
まど みちお／文
斉藤 恭久／絵
至光社
「きゅうりさんはきゅうりさんなのが
うれしいのね」野菜の美しさ，存在感
が自然のままにどのページにも生き
ています。詩人まどみちおのあたた
かなまなざしが感じられます。

おおきなかぶ
A.卜ルストイ／再話
佐藤 忠良／画　内田 莉莎子／訳
福音館書店
おじいさんがおおきなかぶを抜こう
と，引っぱります。おばあさん，孫，
犬，猫とつぎつぎに呼んで「うんと
こしょ どっこいしょ」。くりかえし
が楽しいロシア民話です。

あつあつのごはんでおにぎりを作っ
ていく様子が，見開きいっぱいに描
かれます。できあがったおにぎりの
なんともおいしそうなこと！手作り
のあたたかさが伝わってきます。

おにぎり

岸田 衿子／さく
中谷 千代子／え
福音館書店

きんぎょが にげた

金魚鉢からきんぎょがにげだした！ 
花やおかし，おもちゃの中に次々とか
くれ，見つけたと思ってもまたにげて
しまいます。さて，こんどはどこかな？ 
指さしながら，親子で何度見つけても
楽しい絵さがしの代表的な絵本です。

ぐりとぐら

のねずみのぐりとぐら，「このよでい
ちばん すきなのは おりょうりするこ
と たべること」。長い間読み継がれて
きた，日本のベス卜セラー絵本です。
なつかしいと思う方も多いはず。

なかがわ りえこ／さく
おおむら ゆりこ／え
福音館書店

「ぽたあん」「どろどろ」「ぴちぴちぴ
ち」…「やけたかな」「まあだまだ」
リズミカルな言葉とホットケーキが
焼きあがるまでの絵が印象に残りま
す。今日のおやつはホットケーキ！

わかやま けん／作
こぐま社

しろくまちゃんのほっとけーき ちびゴリラのちびちび

なかの ひろたか／さく•え
なかの まさたか／レタリング
福音館書店
ちからもちのぞうくん。ごきげんで
さんぽに出かけます。途中で出会っ
た友だちを，どんどん背中にのせて
いくと…。動物たちのユーモラスな
会話のやりとりが楽しい絵本。

ちいさなうさこちゃん

ふわふわさんとふわおくさんの家
に，うさこちゃんが誕生します。シ
ンプルなストーリーと，はっきりし
た絵がぴったり合って，子どもの目
と心を引きつけます。

ちいさなねこ
石井 桃子／さく
横内 襄／え
福音館書店
外へ飛び出した子猫の冒険に，ハラ
ハラさせられます。かあさん猫に無
事助けられ，子猫がおっぱいを飲む
場面でほっとひと安心。リアルで迫
力のある絵も魅力のひとつです。

ちびゴリラは，家族にも森の仲間に
も大切にされて成長します。幼い子
どもはちびゴリラに自分を重ねて，
愛されることの喜びや安心感を十分
に感じることでしょう。

ルース•ボーンスタイン／さく
いわた みみ／やく
ほるぷ出版

ディック•ブルーナ／ぶん•え
いしい ももこ／やく
福音館書店

平山 英三／ぶん
平山 和子／え
福音館書店

動物園にいるかばの一日を，リズミ
カルな文章で綴った絵本です。かば
の重量感あふれる姿やユーモラスな
表情から，ほのぼのとした雰囲気が
伝わってきます。

五味 太郎／作
福音館書店


