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　　　「絵本の本棚」は子どもたちに読み聞かせをしている方々（おうちの方や読み聞かせボラン
　　　ティアの方、学校の先生　など）に向けて、絵本選びの参考になればということで作成して
　　　いるテーマ別リストです。

　　　　　　「おかあさん」
　　　　　　　　　　　子どもたちがだいすきな　おかあさん。
　　　　　　　　　　　おかあさんの愛情がいっぱい。こどものだいすきがいっぱい。
　　　　　　　　　　　あふれる思いがいっぱいです。

（凡例）

 書　名
 　　著者名等　　　出版者　　　出版年　　　請求記号
 　　あらすじ
 　　対象　　　☆キーワード
 ※ 対象区分（あかちゃんから／幼児から／小学生から）ごとに書名のアイウエオ順で掲載しています。
 ※ 対象区分はおおよその目安となりますので参考としてください。

おかあさんのパンツ

  山岡　ひかる／作      絵本館      ２００５．２      Z 913.8/ﾔﾏ/

  私のパンツをおかあさんがはいたら、さくらんぼの模様がおおきなりんごになった! チューチューねずみ
さんのパンツ。おかあさんがはいたらくまさんになった! ピチピチおさかなのパンツ。おかあさんがはいた
ら…。

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん　パンツ

くろねこかあさん      幼児絵本シリーズ

  東　君平／さく      福音館書店      １９９０．１      Z 913.8/ﾋｶﾞ/

 

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん　ねこ　黒

どうぶつのおかあさん      福音館の幼児絵本

  小森　厚／ぶん      福音館書店      １９８１．１０      Z 913.8/ｺﾓ/

 

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん　どうぶつ

とんでけ　とんでけ　おお　いたい！      ピチピチえほん １０

  梅田　俊作／作・絵      岩崎書店      １９８０．１１      Z 913.8/ｳﾒ/

 

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん

あかちゃんから
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あなたをずっとずっとあいしてる      絵本の時間 ４４

  宮西　達也／作絵      ポプラ社      ２００６．１      Z 913.8/ﾐﾔ/

  心やさしいマイアサウラのお母さんに、マイアサウラとして育てられたティラノサウルスの子・ハート
は、ある日恐ろしいティラノサウルスに出会います。自分もティラノサウルスだと知ってしまったハート
は…。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆おかあさん　きょうりゅう

あなたがとってもかわいい

  みやにし　たつや／作絵      金の星社      ２００８．２      Z 913.8/ﾐﾔ/

  わたしはいつまでも、いつまでも、あなたのおかあさんだから、あなたがとっても、とっても、かわいい
…。親が子を思うきもちは、いつまでも、どんなときも、かわらない。人気絵本作家がすべての親子に贈
る「愛の絵本」。

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん　あかちゃん

おかあさん

  シャーロット・ゾロトウ／文      童話屋      １９９３．４      Z 933/ｿﾞﾛ/

 

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん

おかん

  平田　昌広／ぶん      大日本図書      ２００９．４      Z 913.8/ﾋﾗ/

  「なあ、おかん」「なんや?」 ご飯をつくってるときも洗濯をしてるときも、ちゃーんと応えてくれるお
かん。母と息子の愛情いっぱいの毎日を、関西弁の会話で元気に綴る絵本。

  幼児(3～5歳)      ☆おかあさん

おんぶはこりごり

  アンソニー・ブラウン／作      平凡社      ２００５．３      Z 933/ﾌﾞﾗ/

  ピゴットさんのおうちは絵に描いたような幸せそうなおうち。でもママは毎日、パパや子どもたちの世話
で大忙し。うんざりして、とうとう家出してしまう…。家族のあり方をユーモラスに問い直す絵本。

  小初      ☆ママ

かあさん、わたしのことすき？

  バーバラ・ジョシー／さく      偕成社      １９９７．８      Z 933.7/ｼﾞﾖ/

  「かあさん、わたしのことすき? 家出してもすき?」 イヌイットの少女がくり返しおかあさんに問いかけ
ます。くじらや狼などの動物とイヌイットの暮らしを伝えながら、普遍的な“親子の絆”を描く。
ゴールデン・カイト賞（1991年度）

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん　イヌイット

かあちゃんのせんたくキック

  平田　昌広／文      文化出版局      ２００３．４      Z 913.8/ﾋﾗ/

  きょうもまたおんぼろせんたくきが動かなくなった。ぼくはにやっとわらってせんたくきから離れた。か
あちゃんの出番だ。せんたくキック! かあちゃんのキックがせんたくきにめりこんだ。するとせんたくきは
…。

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん

幼児から
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Ｔｈｅ　Ｋｉｓｓｉｎｇ　Ｈａｎｄ  キスのおまじない

  オードリー・ペン／ぶん      アシェット婦人画報社      ２００７．８      Z 933.7/ﾍﾟﾝ/

  初めて学校に行くことになったアライグマのチェスターは、おかあさんと離れるのがいやで、ぐずってい
ます。そんなチェスターに、おかあさんは素敵なおまじないを教えます。淋しさと不安をやわらげ、安心
させてあげるために…。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆おかあさん　あらいぐま　新学期

サリーのこけももつみ      大型絵本

  ロバート・マックロスキー／文　絵      岩波書店      １９８６．５      Z 933.7/ﾏﾂ/

 

  幼児(0～5歳)，小初      ☆おかあさん　くま　山

せんたくかあちゃん      こどものとも傑作集 ５４

  さとう　わきこ／さく・え      福音館書店      １９８２．８      Z 913.8/ｻﾄ/

  せんたくの大の大の大好きなかあちゃんがいました。家中のものばかりか、猫も犬もソーセージもげたも
子供たちもみんな洗って干していると、おへそを取りにきたかみなりさまが落ちてきて…。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆おかあさん　かみなり　天気

だっこのおにぎり      ヒデ子さんのうたあそびえほん

  長野　ヒデ子／作      佼成出版社      ２００９．８      Z 913.8/ﾅｶﾞ/

  ママにだっこをおねだりする女の子。ママのだっこは、おにぎりのだっこです。ごはんをまぜて、塩をつ
けて、ぎゅっぎゅっ。おにぎりを作るような、楽しいだっこ! 親子で歌って踊って遊べる絵本。巻末に楽譜
付き。

  幼児(0～5歳)      ☆ママ　だっこ　おにぎり

つきのよるに      えほんのマーチ １８

  いもと　ようこ／作・絵      岩崎書店      ２００４．９      Z 913.8/ｲﾓ/

  つきのよるにぼくは生まれた。立ちあがってはたおれ、立ちあがってはたおれた。何回もたおれたけど、
最後にぼくは立ちあがった。生まれてすぐに自分で立って歩きはじめる動物の赤ちゃん。いきる力を感じ
る絵本。      けんぶち絵本の里大賞（第15回）

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん　かもしか　月　生きる

どれがぼくかわかる      新訳えほん

  カーラ・カスキン／著      偕成社      １９８８      Z 933/ｶｽ/

 

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん　うま　動物

ねえだっこして

  竹下　文子／文      金の星社      ２００４．５      Z 913.8/ﾀｹ/

  お母さんのおひざは世界一すてき。お母さんのだっこは世界一やさしい。わたしだってお母さんにだっこ
してほしい。ねえ、お母さん、お母さん…。お母さんと赤ちゃんを見つめる猫の切ない気持ちを描く。

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん　ねこ　だっこ　あかちゃん

ふってきました      講談社の創作絵本

  もとした　いづみ／文      講談社      ２００７．１      Z 913.8/ﾓﾄ/

  つるこちゃんがお花をつんでいると、空から大きなわにがふってきた。わにといっしょにお花をつんでい
ると、空からぞうがふってきた。わにとぞうといっしょにお花をつんでいると、今度は…。心あたたまる
絵本。      日本絵本賞（第13回），講談社出版文化賞（第39回）

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん　ユーモア　動物
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ぼくおかあさんのこと…

  酒井　駒子／文・絵      文渓堂      ２０００．５      Z 913.8/ｻｶ/

  ぼくはお母さんのことがキライ。マンガ見せてくれないし、すぐ怒るし、はやくしなさいって言うくせに
自分はゆっくり、おしゃべり。それから…、それから…。ぼくとは結婚、できないって言うし。だから、
ぼくは…。

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん　うさぎ

ぼくとおかあさん      くもんの絵童話

  宮本　忠夫／作・絵      くもん出版      １９９６．８      Z 913.8/ﾐﾔ/

  お母さんぐまは、いい子の子ぐまが大好き。でも、子ぐまは、ときどきいけない子になってしまいます。
そんな時お母さんぐまは「いい子を生んだのよ」と言って、子ぐまがお腹の中にいたときのお話を始めま
した。

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん　くま

よるくま

  酒井　駒子／作・絵      偕成社      １９９９．１０      Z 913.8/ｻｶ/

  うんと夜中にやってきたくまの子、よるくまと、くまのお母さんを探しに行った男の子。あちこち探した
けど見つからない、くまのお家も行ってみたけどお母さんはいない。ついによるくまが泣き出しちゃっ
た、その時、流れ星が…!

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん　くま　よる　おやすみ

エリカ奇跡のいのち

  ルース・バンダー・ジー／文      講談社      ２００４．７      Z 933.7/ｼﾞ/

  お母さまは自分は「死」にむかいながら、わたしを「生」にむかってなげたのです…。戦争の陰に隠され
た、小さないのちの奇跡。第二次世界大戦中のドイツでの衝撃的な実話をもとに、戦争を考える絵本。
日本絵本賞翻訳絵本賞（第10回）

  小中，般      ☆おかあさん　戦争　命

おかあさん、げんきですか。      絵本・いつでもいっしょ １４

  後藤　竜二／作      ポプラ社      ２００６．４      Z 913.8/ｺﾞﾄ/

  母の日なので、手紙を書きます。思い切って、言いたい事を書きます。しつこく「わかった?」って、聞
かないで。ぼくの部屋を、勝手に掃除しないでください…。お母さんへの言い分がいっぱい、でも愛情も
いっぱいつまった絵本。      日本絵本賞（第12回）

  幼児(0～5歳)，小初      ☆おかあさん　手紙

かあさんをまつふゆ

  ジャクリーン・ウッドソン／文      光村教育図書      ２００９．１１      Z 933.7/ｳﾂ/

  外は雪。エイダ・ルースは、働くために家を出た母に何度も手紙を書いた。だが郵便屋さんは、今日も家
の前を通り過ぎてゆき…。母の帰りを待つ少女の心のうちを描いた、心にしみる絵本。      コルデコット
賞銀賞

  小初      ☆おかあさん　おばあちゃん　冬　手紙　戦争

小学生から
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狐      日本の童話名作選

  新美　南吉／作      偕成社      １９９９．３      Z 913.8/ﾆｲ/

  月夜の晩、文六が下駄を買いにいくと、お婆さんが「晩に新しい下駄をおろすと、狐がつく」といいまし
た。下駄屋のおばさんがおまじないをしてくれましたが、文六は本当に狐がつくのでは…と心配でたまり
ません。

  小中，小上，般      ☆きつね　おかあさん

きょうはなんのひ？      日本傑作絵本シリーズ

  瀬田　貞二／作      福音館書店      １９７９．８      Z 913.8/ｾﾀ/

 

  幼児(0～5歳)，小初，小中      ☆おかあさん　おとうさん　手紙　プレゼント

しにがみと木の実

  エリック・マッダーン／再話      アールアイシー出版      ２００７．１１      YZ 933/ﾏﾂ/

  ジャックは、病気の母親のところに死神を行かせまいと、死神を木の実のカラに押し込めた。小枝で栓を
して「死神の実」のできあがり! ところがそれから困ったことが起こりはじめ…。ユーモアを交えながら
「死」を考える絵本。

  小初，小中      ☆おかあさん　命　死

手ぶくろを買いに      日本の童話名作選

  新美　南吉／作      偕成社      １９８８．３      Z 913.8/ﾆｲ/

  毛糸の手袋を買ってやろうと思った母狐は、子狐の片手を人の手にかえ、町へ送り出しました。新美南吉
がその生涯をかけて追求したテーマを黒井健が絵本化。

  小中      ☆きつね　おかあさん　冬

山形県立図書館　経営課調査相談担当

〒990-0041　山形市緑町1-2-36　　（023）631-2523（代）

URL　　http://www.lib.pref.yamagata.jp/
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