
新潟市立図書館で所蔵している、春・夏の行事の絵本や紙芝居を紹介します。

貸出中の場合は予約もできますので，ぜひお近くの図書館でご利用ください。

リストで紹介している他にも資料がありますので、図書館職員にご相談ください。

2023.3　新潟市立中央図書館　作成

※書名の五十音順で掲載

※出版年は基本的に初出の年を掲載

1　おかあさん

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1 絵本 あそぼうあそぼうおかあさん 浜田 桂子／さく 福音館書店 2002 4歳～

2 絵本 あやちゃんのうまれたひ 浜田 桂子／さく・え 福音館書店 1999 3歳～

3 絵本 おかあさん、すごい! スギヤマ カナヨ／著 赤ちゃんとママ社 2013 2,3歳～

4 絵本 おかあさんがおかあさんになった日 長野 ヒデ子／さく 童心社 1993 幼児～

5 絵本 おかあさんだ まつい のりこ／作・絵 偕成社 2002 乳幼児～

6 絵本 おかあさんだいすき
マージョリー・フラック／文・絵

光吉 夏弥／訳・編
岩波書店 1980 2,3歳～

7 絵本 おかあさんだいすきだよ みやにし たつや／作絵 金の星社 2014 幼児～

8 絵本 おかあさんどーこ? わかやま しずこ／さく 童心社 2008 幼児～

9 絵本 おかあさんとわるいキツネ
イチンノロブ・ガンバートル／ぶんバーサンスレ

ン・ボロルマー／え，つだ のりこ／やく
福音館書店 2011 4歳～

10 絵本 おかあさんになるってどんなこと 内田 麟太郎／文,中村 悦子／絵 PHP研究所 2004 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

11 絵本 おかあさんの目 あまん きみこ／作，くろい けん／絵 あかね書房 1988 2,3歳～

12 絵本 おかあさんは、なにしてる?
ドロシー・マリノ／作・絵

こみや ゆう／訳
徳間書店 2010 幼児～

13 絵本 くろねこかあさん 東 君平／さく 福音館書店 1990 幼児～

14 絵本 ここよここよ
かんざわ としこ／ぶん

やぶうち まさゆき／え
福音館書店 2003 乳幼児～

15 絵本 こすずめのぼうけん
ルース・エインズワース／作，石井 桃子／訳

堀内 誠一／画
福音館書店 2011 4歳～

16 絵本 せんたくかあちゃん さとう わきこ／さく・え 福音館書店 1982 幼児～

17 絵本 だっこして にしまき かやこ／作 こぐま社 1995 幼児～

18 絵本 ちいさなねこ 石井 桃子／さく，横内 襄／え 福音館書店 2007 2,3歳～

19 絵本 どうぶつのおかあさん 小森 厚／ぶん，藪内 正幸／え 福音館書店 1981 幼児～

20 絵本 どれがぼくかわかる?
カーラ=カスキン／ぶん・え

よだ しずか／やく
偕成社 1970 幼児～

21 絵本 ポケットのないカンガルー

H.A.レイ／え

エミイ・ペイン／さく

にしうち ミナミ／やく

偕成社 1994 幼児～

22 絵本 マリールイズいえでする

N.S.カールソン／さく

J.アルエゴ／え、A.デューイ／え

星川 菜津代／やく

童話館出版 1996 幼児～

23 絵本 まんげつのよるまでまちなさい

マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく

ガース・ウイリアムズ／え

まつおか きょうこ／やく

ペンギン社 1978 幼児～

24 紙芝居 いいものなんだ? 山末 やすえ／脚本，相野谷 由起／絵 童心社 2012 2,3歳～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

25 紙芝居 おかあさんおめでとう 神沢 利子／作，井上 洋介／絵 ポプラ社 2004 2,3歳～

26 紙芝居 おかあさんといっしょ!　どうぶつのおやこ 内山 晟／写真，中村 翔子／文 教育画劇 2002 幼児～

27 紙芝居 おかあさんどこかな 香山 美子／脚本，鎌田 暢子／画 童心社 1987 幼児～

28 紙芝居 おかあさんとにっこにこ
イチンノロブ・ガンバートル／脚本

バーサンスレン・ボロルマー／絵，津田 紀子／
童心社 2015 幼児～

29 紙芝居 するするおかあさん 山本 省三／作 画 教育画劇 1994 幼児～

30 紙芝居 へっちゃらかあさん 岡井 美穂／脚本・絵 童心社 2011 幼児～

31 紙芝居 やっぱりだいすき!おかあさん 鬼塚 りつ子／脚本，わかやま けん／画 童心社 1990 幼児～

2　おとうさん

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1 絵本 あそぼうあそぼうおとうさん 浜田 桂子／さく 福音館書店 1997 4歳～

2 絵本 えいっ 三木 卓／さく，高畠 純／え 理論社 2015 幼児～

3 絵本 おとうさん つちだ よしはる／さく 小峰書店 2003 幼児～

4 絵本 おとうさんあそぼう
わたなべ しげお／ぶん

おおとも やすお／え
福音館書店 1986 幼児～

5 絵本 おとうさんおかえり

マーガレット・ワイズ・ブラウン／文

スティーヴン・サヴェッジ／絵

さくま ゆみこ／訳

ブロンズ新社 2011 幼児～

6 絵本 おとうさんがいちばん バレリー・ゴルバチョフ／作，那須田 淳／訳 講談社 2001 幼児～

7 絵本 おとうさんがおとうさんになった日 長野 ヒデ子／作 童心社 2002 幼児～

8 絵本 おとうさんとあそぶ絵本 1 角田 巌／ぶん，角田 昭子／え 文化出版局 1987 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

9 絵本 おとうさんといっしょに
白石 清春／さく，いまき みち／え，西村 繁男／

え
福音館書店 1993 2,3歳～

10 絵本 おとうさんのかさ 三浦 太郎／作 のら書店 2012 幼児～

11 絵本 おとうさんのクリスマスプレゼント スギヤマ カナヨ／著 赤ちゃんとママ社 2016 2,3歳～

12 絵本 おとうさんは、いま
湯本 香樹実／ぶん

ささめや ゆき／え
福音館書店 2016 幼児～

13 絵本 おとうさんはウルトラマン
みやにし たつや／作絵

円谷プロダクション／監修
学研プラス 1996 幼児～

14 絵本 おとうさんはうんてんし 平田 昌広／作，鈴木 まもる／絵 佼成出版社 2012 幼児～

15 絵本 おとうさんもういっかい 1 はた こうしろう／作 アリス館 2013 幼児～

16 絵本 おとうさんをまって 片山 令子／さく，スズキ コージ／え 福音館書店 2007 幼児～

17 絵本 くんちゃんのはたけしごと ドロシー・マリノ／さく，まさき るりこ／やく ペンギン社 1983 幼児～

18 絵本 スモールさんはおとうさん
ロイス・レンスキー／ぶん・え

わたなべ しげお／やく
福音館書店 1974 幼児～

19 絵本 だいすきとうさん さとう わきこ／作・絵 フレーベル館 2003 幼児～

20 絵本 とうさん おはなしして アーノルド・ローベル／作，三木 卓／訳 文化出版局 1978 2,3歳～

21 絵本 なんでもパパといっしょだよ
フランク・アッシュ／えとぶん

山口 文生／やく
評論社 1985 幼児～

22 絵本 にぐるまひいて
ドナルド・ホール／ぶん，バーバラ・クーニー／

え，もき かずこ／やく
ほるぷ出版 1980 4歳～

23 絵本 パパ、お月さまとって! エリック=カール／さく，もり ひさし／やく 偕成社 2015 幼児～

24 絵本 パパが宇宙をみせてくれた
ウルフ・スタルク／作，エヴァ・エリクソン／絵

ひしき あきらこ／訳
BL出版 2000 4歳～

25 紙芝居 おとうさん　スマトラの民話より 与田 凖一／脚本，田畑 精一／画 童心社 1998 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

3　みずあそび

書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

1 絵本 10ぴきのかえるのプールびらき
間所 ひさこ／さく

仲川 道子／え
PHP研究所 2007 幼児～

2 絵本 うさぎちゃんうみへいく せな けいこ／作・絵 金の星社 2002 幼児～

3 絵本 うさこちゃんとうみ
ディック・ブルーナ／ぶん え

いしい ももこ／やく
福音館書店 1964 幼児～

4 絵本 海がやってきた

アルビン・トレッセルト／文

ロジャー・デュボアザン／絵

やました はるお／訳

BL出版 2007 2,3歳～

5 絵本 うみざざざ
ひがし なおこ／さく

きうち たつろう／え
くもん出版 2012 幼児～

6 絵本 うみだうみだ せな けいこ／作・絵 金の星社 2020 幼児～

7 絵本 海のなかのぞいた よしの ゆうすけ／さく 福音館書店 2016 2,3歳～

8 絵本 うみべであそぼう
なかの ひろみ／ぶん

小林 安雅／しゃしん
福音館書店 1967 幼児～

9 絵本 うみべのハリー

ジーン・ジオン／ぶん

マーガレット・ブロイ・グレアム／え

わたなべ しげお／やく

福音館書店 1980 幼児～

10 絵本 おさるのジョージうみへいく

M.レイ／原作

H.A.レイ／原作

福本 友美子／訳

岩波書店 2000 幼児～

11 絵本 こぐまちゃんのみずあそび
わかやま けん／絵

森 比左志／著
こぐま社 1971 幼児～
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書名 著作者名 出版社 出版年
読んであげ

るなら

12 絵本 すいかのプール
アンニョン・タル／作

斎藤 真理子／訳
岩波書店 2018 幼児～

13 絵本 ぞうのみずあそび いとう ひろし／作 絵本館 1992 幼児～

14 絵本 たなばたプールびらき
中川 ひろたか／文

村上 康成／絵
童心社 1997 幼児～

15 絵本 ちいちゃんとかわあそび しみず みちを／作 ほるぷ出版 1983 幼児～

16 絵本 とこちゃんうみへいく 織茂 恭子／さく 福音館書店 1997 幼児～

17 絵本 なつはうみ
内田 麟太郎／文

村上 康成／絵
偕成社 1997 幼児～

18 絵本 ふーってして 松田 奈那子／作 KADOKAWA 2020 幼児～

19 絵本 水のたび

ジョアンナ・コール／文

ブルース・ディーギン／絵

藤田 千枝／訳

岩波書店 1995 2,3歳～

20 絵本 みずまき 木葉井 悦子／作・絵 講談社 1994 幼児～

21 絵本 みっぷちゃっぷやっぷうみにいく
筒井 頼子／ぶん

はた こうしろう／え
童心社 2008 幼児～

22 紙芝居 うみのはなし かこ さとし／脚本・絵 童心社 2014 2,3歳～
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