
 

 

いっしょに 

たのしもう 0歳からの

絵本 

堺市立図書館 



 きいろいまる、あおいさんかく、あかいさんかく、
しろいぐにゃぐにゃ、あかいしかく、きいろいほし。 

 いろんないろとかたちのものがでてきます。 

                                                     

                                        
 

   

はじめての 

  絵本 

おひざのうえでも、 

ごろんとねころんででも。 

  

はじめての絵本は 

ふれあいの道具だと思って、 

いっしょにたのしい時間を 

すごしてください。 

いない いない ばあ 
  

 

松谷みよ子／文 瀬川康男／え 

童心社 

 「にゃあにゃが ほらほら いない いないば

あ」。ねこやくまやねずみたちといっしょに、 

「いない いない ばあ」ってしてみない？ 

 ページをめくるごとに、えがおがひろがるよ。 

赤ちゃんのための 

     かたちの絵本 
  

 

 桑原伸之／さく  あすなろ書房 

       くっついた 
  

 

  三浦太郎／作・絵  こぐま社 



もこもこもこ 
  

 谷川俊太郎／作   

 元永定正／絵  

 文研出版 

だるまさんが・・・どてっ！ だるまさんが・・・ぷしゅーっ！ 

つぎにだるまさんがどうなるのかな？ 

ページをめくるたび、たのしいだるまさんにであえます。 

はじめてのえほん 

  しーんとなにもないところから、もこ・にょき、とでてきて、

大きくなってくる。 

 しだいに大きく成長して、たべたり、パンとわれたり、そらへ

とんでいったりして、最後にもとのすがたへかえります。 

だるまさんが 
  

かがくいひろし／さく   

ブロンズ新社 

  
あかちゃんと絵本               

 最初は絵本に関心をしめさな

かったり、本をかじったり、なめた

りするかもしれません。 

 それでも、だんだん絵をみること

にも関心を持つようになります。                 

 あなたとあかちゃんのお気に入

りの１冊を見つけてください。 

 きんぎょさんと、きんぎょさんが？・・・くっついた！ 

 おなじみのどうぶつたちが２ひきずつでてきて、 

ページをめくると、くっつきます。 

 おわりにはあかちゃんとおかあさん、そしておとう 

さんも「くっついた♪」。 



 あかいじどうしゃ ぶーぶーぶー。 あおいじどうしゃ ぷーぷーぷー。 

 あかやあおやきいろやみどり、いろんなくるまが、いろんなおとをだしながら、どんどんあつまってきたよ！ 

 みんなそろってしゅっぱつだ、ぶわーん。 

 

ぶーぶーぶー 
   

こかぜさち／ぶん 

わきさかかつじ／え   

福音館書店 

                                                     

                                        

あかちゃん 

   の 

すきなもの 

      朝めざめてから、 

    ごはんを食べて、 

おでかけして、夜になったら 

おやすみする･･･。 

みじかなものがでてくる絵本は、 

あかちゃんにとってなじみや 

 すく、親しみやすいもの 

   です。 

おつきさま 

   こんばんは 
  

 

  林明子／さく  

  福音館書店 

 くらいなか、やねのうえがあかるくなった。おつきさま

だ。くもさんがおかおをかくしたりするけど、まんまるおつ

きさまに、こんばんはとごあいさつ。 

 裏表紙でおつきさまといっしょに「べーっ」とするのを 

わすれずに。 



スプーンさん 
  

 中川ひろたか／ぶん 

 100％ORENGE／え  

 ブロンズ新社 

あかちゃんのすきなもの 

 スプーンさん、あるいた

りとんだり、いったいどこ

へいくのかな？何をはこ

んでくれるのかな？ 

 すっきりした線で描か

れています。 

りんご 
  

松野正子／ぶん 

鎌田暢子／え 

童心社 

 みんなが大好きなお

いしいりんご。 

 いろんな色のりんごの

皮をむいて、小さく切っ

て。 

 読み終わったら、本当

のりんごを食べたくなり

ますよ。 

  
赤ちゃんも本が 

借りられます               

 ０さいの赤ちゃんも図書

館のかしだしカードを作る

ことができます。 

 赤ちゃんのご住所が確

認できるもの（健康保険証

など）を持って、一緒に図

書館まで遊びにきてくださ

い。 

 １５冊の本 

を２週間、借 

りることがで 

きます。  

 がたんごとん がたんごとん と汽車がやってきて、あかちゃんの身近にあるいろんなものを乗せて

走ります。 

 くりかえしの言葉が楽しいおはなしです。 

がたん ごとん  

    がたん ごとん 
  

安西水丸／さく  福音館書店 



                                                     

日々のくらしの 

中でであう動物たちに、 

あかちゃんは興味しんしん！ 

 

                                        

どうぶつ、 

 みつけた 

 かえるがまさにとぼうと身構えて
いる表紙の、小型の絵本です。 

見開きのページは左右でなく上下。

ページを上に開くと、かえるが

ぴょーんと勢いよくとびあがる絵

が。思わず「ぴょーん！」と声を合

わせたくなります。 

 そして、こねこが、いぬが、バッタ

が、カタツムリが？？ 

  

ぴょーん 
  

 まつおかたつひで／作・絵     

 ポプラ社 

どうぶつの 

   こどもたち 
  

  小森厚／ぶん  

  薮内正幸／え 

 福音館書店 

 いろいろなどうぶつのこどもたちがあ

そんでいるようすがていねいに描かれ

た本です。 

 ぞうのこどもたちは鼻をからませて、く

  ぺんぎん 

  たいそう 
  

    齋藤槙／さく  

    福音館書店 

 ぺんぎんのおやこ

がたいそうします！ 

くびをのばしたり、おしりをふったり。思わずいっしょ

にからだをうごかしたくなる絵本です。大きくなってか

らも、家族みんなで楽しめます。 



でてこい でてこい 
  

 はやしあきこ／さく  

 福音館書店 

 動物の表情がとってもかわいい小型の写真絵本です。 

 「べろべろばー」のにほんざる。ねむくてねむくて、いま

にも目をつぶってしまいそうなおねむのうさぎ。「おすま

し、きりり」とたちあがる子猫など、文章もとってもすてき

なかわいい本です。 

どうぶつ、みつけた 

 あおい まる の なかに かくれているものなーに？でてこい でてこい！ 

 シンプルな色と形で、どうぶつたちを描きます。「でてこい でてこい」と声に出し

ながら、どうぶつたちを呼びましょう。 

いいおかお 
   

さえぐさひろこ／文  アリス館 

  Webから予約ができます               

 赤ちゃんと一緒だとゆっくり本が選べなく

て・・・そんな方には予約サービスが便利で

す。 

 パソコンや携帯電話で図書館のホーム

ページから予約をすると、お近くの図書館

まで本をお取り寄せできます。本がご用意

できたらメールや電話でお知らせします。 

堺市立図書館ホームページ  
         http://www.lib-sakai.jp/ 
  

携帯サイト 
                 http://www.lib-sakai.jp/m/ 
 

 

 ♪ 



                                                     

みじかなものをテーマにした 

絵本は赤ちゃんにとってなじ 

みやすく、親しみやすいもの 

です。 

                                        

ことば 

  と 

あそぶ 

ころころころ 
  

 元永定正／さく・
え 

 ちいさな色玉がころころころところがってい

きます。何色もの色玉がころころころところ

がっていきます。さかをのぼったり、おりた

り、のびたり、つまったり。 

 子どもの自由な発想で、どんどん空想が

広がっていきます。 

 りんごの種を植えると実が

いっぱいなりました。 

 おじいちゃん、おばあちゃん、

犬や猫にもおいしいりんごを食

べさせてあげたいな！ 

  これから種を植える子どもた

ちが夢をふくらませるお話。 

りんご、いっぱい実るかな？ えんやら りんごの木 
  

 松谷みよ子／文 遠藤てるよ／絵 

偕成社 

ぽぱーぺ 

   ぽぴぱっぷ 
  

  おかざけんじろう／絵  

  谷川俊太郎／文 

 クレヨンハウス 

 にぎやかな色と形に「ぱぱぺ ぱぷぽぴ」 

「ぽぱぷぽぴ」と不思議なことば。 

 この不思議な文は詩人の谷川俊太郎さん 

によるものです。音とリズム、色と形のここち 

よさを、声にだして楽しんでみてください。 

 では「ぱぷっぽ」。 



じゃあじゃあ  

      びりびり 
  

まついのりこ／作・絵 

偕成社 

 みずは“じゃあじゃあ”、かみは“びりびり”と、

ここちよい音の響きが繰り返されます。 

 絵もシンプル・明快な色合いで、いつでもだ

れでも楽しめます。 

 ミニサイズ・厚紙仕様の赤ちゃんに優しい作

りの絵本です。 

ことばとあそぶ 

 にわとりさんが、ねているみんなをおこしてまわります。 

 わらべうたを元にしたこの絵本。最後に楽譜ものっていますよ。 

  

  お得な情報、あります。               

子育て支援情報コーナー 
 各区域館には育児、家庭教育、子どもとお  

 でかけ情報などを一か所に集めた子育て 

 支援情報コーナーがあります。 

 子育てに関するチラシなどを置いた情報 

 コーナーもありますのでご利用ください。 

 

さかい☆Ｈｕｇはぐメール 
 堺市子育て情報ケータイ配信事業です。 

 登録されると、絵本や乳幼児向けイベント 

 などの情報が届きます。 
  

☆ sakai-hughug@emp.ikkr.jp  

  へ空メールを送信していただき、 

  ご登録ください。 

 

    

ととけっこう 

    よがあけた 
  

 こばやしえみこ／案   

 ましませつこ／絵  

 こぐま社 



                                                    

 すこしおおきくなったら、 

日常の体験などを描いた絵本や 

物語の絵本も、だんだん楽しめ 

るようになってきます。 

 ぜひ、一緒に楽しんで 

  ください。 

                                        

おおきく 

なると・・・ 

 きょうはおかあさんと、ほっとけーきをつくります。 

ざいりょうと、どうぐをそろえたら、たまごをわったり、こなをまぜたり・・・。 

 ふらいぱんでじっくりやいて、できあがり。 

 ほかほかのほっとけーき、とってもおいしそう。 

しろくまちゃんの 

    ほっとけーき 
  

 

 わかやまけん／作     

 こぐま社 

おむつのガーガと   

  おまるのブータ 
  

 

  バーネット・フォード／ぶん  

  サム・ウィリアムズ／え 

  かつら あまね／やく 

  評論社 

 

 ガーガちゃんはおむつをしてブータくんちへ。

 ところがブータくんはおまるにすわってでてきません。まっている

うちにガーガちゃんのおむつがぬれてきて・・・。

どんどこももんちゃん 
  

 

とよたかずひこ／さく・え  童心社 

 ももんちゃんはいそいでいます。とちゅうのおや

まで、おおきなくまがとおせんぼしても、どてっと 

こけても、いそいでいきます。いったい、どこへ 



ねないこ だれだ 
  

 せなけいこ／さく・え  

 福音館書店 

  あかちゃんがすっぽりと赤い布に包まれてもがいています。「ぱっ おてて 

 がでたよ」。「ぬぅー あたまがでてきた」。「ばあー おかおがでたよ」。あか 

 ちゃんの表情やしぐさ、丸みのある手や足がとてもかわいく、少し押さえ気 

 味の色がやさしい絵本です。 

おおきくなると 

 よるおそくまで、おきているのはだれだ？ 

 ふくろう、くろねこ、いたずらねずみ、それともどろぼう？ 

 よるはおばけのじかんだから、おそくまでねないであそ 

んでいると、おばけのせかいにつれていかれるぞ～。 

おててがでたよ 
  

林明子／さく  福音館書店 

  電子書籍も借りられます             
 堺市立図書館所蔵の電子書籍を、ご自宅等からインター

ネットを通じて２４時間いつでも借りられます。 

すぐに役立つ 

「生活」 

ワザあり事典 
快適生活研究会   

PHP研究所 

 日常生活には知っておくと役に

立つ意外なコツがあります。 

 掃除、洗濯など家事のコツから

旅行やパソコンなど趣味や遊びの

コツまで毎日の暮らしが快適にな

る生活便利事典。 

これだけは知ってお

きたい子どもの病気

と薬の知識 
稲毛 康司／著  法研 

 病気、食育、発達、心などに関

するQ&Aと予防接種最新情報を

紹介しています。 

 病気の症状別ホームケアや薬

の飲ませ方と使い方など、すぐ

使える情報が満載。 

ガーガちゃんはおむつをしてブータくんちへ。 

ところがブータくんはおまるにすわってでてきません。まっている

うちにガーガちゃんのおむつがぬれてきて・・・。 
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 図書館ではちいさなこどもたち向けの絵本や子育てを応援する本のコーナー、授乳室など

をそろえて、みなさんのおこしをお待ちしています。 

 みんなで絵本を楽しむ会もあります。はじめて出会う絵本や、おともだちに会いにきません

か♪ 

堺市堺区大仙中町18-1 

TEL:072-244-3811 

☆ 図書館施設から遠いところ 

  などは、移動図書館が各駐 

  車場所を定期的に巡回して 

  います。 

くすのき号 
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