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山形県立図書館
2012.2　No.17

　　　「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。

　　　　　　「はるの絵本」
　　　　　　　　　　　　“ひなまつり”“入園・入学”“お花見”など、
　　　　　　　　　　　　　　　　ワクワクしながら春を迎えられるような絵本を集めました。

（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。

いちご　　（福音館の幼児絵本）

  平山 和子／さく      福音館書店      1989.4      Z913.8/ﾋﾗ/
 

  幼児(0～5歳)      ☆いちご　科学

ちょうちょうひらひら

  まど みちお／文      こぐま社      2008.2      Z913.8/ﾏﾄﾞ/

  春風にのって、ちょうちょうがひらひら。うさちゃんにとまって、うさちゃんがうふふ…。こんどはだれ
にとまるかな? 子どもたちのくすくす笑いが聞こえてくるような絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆春　ちょうちょう

はるですよ　　（四季のえほん）

  柴田　晋吾／さく      金の星社      2010.2      Z913.8/ｼﾊﾞ/

  山、海、川、田んぼ、公園…。いろんな場所に目を向けて、そっと耳を澄ましてみると、さまざまな発見
に出会います。春の訪れを喜んでいる生きものたちを見つけてみませんか? 季節の豊かな恵みを描いた絵
本。

  幼児(0～5歳)      ☆春

ぽとんぽとんはなんのおと　　（こどものとも傑作集）

  神沢　利子／さく      福音館書店      1985.2      Z913.8/ｶﾝ/
 
  幼児(0～5歳)，小初      ☆春　クマ

あかちゃんから 
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ほわほわさくら　　（はじめてであうえほんシリーズ）

  ひがし なおこ／さく      くもん出版      2010.2      Z913.8/ﾋｶﾞ/

  春が近づくと、誰もが待ち遠しくなる“桜”。その桜の花びらが、子どもの手のひらに舞い落ちてきまし
た。風に吹かれた花びらを子どもが追いかけていきます。桜の美しさを、リズミカルかつ豊かな言葉でつ
づる絵本。

  幼児(0～2歳)      ☆桜　春

一ねんせいになったら　　（絵本のおもちゃばこ）

  まど みちお／詞      ポプラ社      2011.3      Z913.8/ﾏﾄﾞ/

  一ねんせいになったら ともだちひゃくにんできるかな 子どもたちが大好きなまどみちおの童謡「一ねん
せいになったら」を題材にした絵本。巻末に楽譜と書き込めるお祝いのメッセージ欄付き。

  幼児(3～5歳)，小初      ☆ランドセル　入学　成長

おおきくなりたいこりすのもぐ　　（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ）

  征矢 清／ぶん      福音館書店      2009.4      Z913.8/ｿﾔ/

  「いっぱい食べて、早く大きくなるんだ!」 初めてお母さんや兄弟から離れて、1人で食べものを探しに
出かけた、こりすのもぐ。おいしいものは見つかったかな?

  幼児(3～5歳)      ☆リス

おじいちゃんちのたうえ　　（講談社の創作絵本 季節と行事のよみきかせ絵本）

  さこ ももみ／作      講談社      2011.4      Z913.8/ｻｺ/

  今日は、田植えの日。しょうたろうもおじいちゃんの家の田植えを手伝います。苗をあぜに運んだり、苗
の空箱を片づけたり…。一家総出で行う田植えの様子と、春の田んぼの気持ちよさを描きます。

  幼児(3～5歳)，小初      ☆春　田植え　家族

おばけたんぽぽ　　（絵本のひろば）

  岡本　颯子／作・絵      ポプラ社      1977      Z913.8/ｵｶ/
 
  幼児(0～5歳)      ☆タンポポ

さくら　( かがくのとも絵本)

  長谷川摂子/文      福音館書店      2010.2      Z479.75/ﾊｾ/

  わたしはさくらの木。春には花を咲かせます。その花が散った後には、葉っぱの赤ちゃんが出てきます
…。1本のさくらの1年のドラマを、精緻なイラストとリズミカルな文章で描きます。

  幼児(3～5歳)，小初      ☆桜　四季

The Kissing Hand

  オードリー・ペン／ぶん      アシェット婦人画報社      2007.8      Z933.7/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      ☆入学　動物　学校　家族

幼児から 
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だって春だもん

  小寺 卓矢／写真・文      アリス館      2009.4      Z468.5/ｺﾃﾞ/

  オタマジャクシもモモンガも、木や草の芽も、みんなが待っていた春が森にやってきました! 雪に覆われ
た森に少しずつ春の気配が現れる様子を伝える写真絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆写真　春

なのはなみつけた　　（かがくのとも傑作集 どきどきしぜん）

  ごんもり なつこ／さく      福音館書店      2009.1      Z479.722/ｺﾞﾝ/

  春の訪れとともに咲き始める黄色いなのはなは、夏が始まる頃に咲き終わり実をつける。ミツバチなどの
小さな生き物たちや、小鳥とともに季節を追って、なのはなの姿を描く観察絵本。

  幼児(3～5歳)，小初      ☆菜の花　科学

はるがきた　　（主婦の友はじめてブック おはなしシリーズ）

  ジーン・ジオン／文      主婦の友社      2011.3      Z933.7/ｼﾞｵ/

  なかなか訪れない春にしびれを切らした街の人々が思いついた、あっと驚くこととは…。春の訪れのうれ
しさと暖かさ、力がわいてくる様子を描いた楽しい絵本。

  幼児(3～5歳)，小初      ☆春　絵

はなをくんくん　　（世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本）

  ルース・クラウス／ぶん      福音館書店      1974      Z933/ｸﾗ/
 
  小初，小中      ☆春　クマ　家族

はるをさがしに　　（新・自然きらきら）

  七尾 純／文      偕成社      2002.4      Z486/ﾅﾅ/

  野原が明るい光に包まれました。落葉の下から這い出してきたのは、てんとうむし。ところが、かたつむ
りもちょうちょも、花たちもなかなか起きてくれません。おはなしのなかに自然と夢がいっぱい詰まった
観察写真絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆春　虫　花

ふうとはなとたんぽぽ　　（ふうとはなの絵本）

  いわむら かずお／さく      童心社      2011.4      Z913.8/ｲﾜ/

  野原に遊びに行った子うさぎの「ふう」と「はな」が出会ったのは、たんぽぽとてんとう虫、べにしじ
み、みつばち。そこでふたりは、自分たちの名前に込められたすてきな意味を知ります。出会いの感動と
命の不思議を描いた絵本。

  幼児(3～5歳)      ☆ウサギ　春　タンポポ

ぼくは一ねんせいだぞ!　　（絵本・ちいさななかまたち）

  福田 岩緒／作      童心社      1991.2      Z913.8/ﾌｸ/

  この春、1年生になるけんちゃんは、やっと買ってもらえたランドセルを背負って、公園へ出かけまし
た。元気に歩くけんちゃんは、犬のペロと散歩をしようと、ランドセルを木にかけて…。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆ランドセル　入学　成長

ようちえんにいきたいな

  アンバー・スチュアート／文      徳間書店      2010.1      Z933.7/ｽﾁ/

  ずっと「早く、ようちえんに行きたいなあ」と思っていたピヨくん。だけど、初めてようちえんに行く前
の晩、なんだか胸がどきどきして、こわくなってきて…。初めてようちえんに行く子どもの気持ちを描い
た、英国生まれの絵本。

  幼児(3～5歳)      ☆幼稚園　入学　友達
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ランドセルがやってきた

  中川 ひろたか／文      徳間書店      2009.1      Z913.8/ﾅｶ/

  ある日、幼稚園から帰ってきたうみひこくんに、大きなプレゼントが届いていました。送り主は誰かな?
中身はいったいなんだろう…。新1年生への贈り物にピッタリな絵本。

  幼児(3～5歳)      ☆ランドセル　入学　成長

6さいのきみへ

  佐々木 正美／文      小学館      2011.3      Z913.8/ｻｻ/

  きみが6歳になるまでに、あんなことも、こんなこともありました。おかあさん、おとうさんも一緒にが
んばった6年間…。精神科医が書き下ろしたあたたかいメッセージと、育ちの解説がついた絵本。

  幼児(0～5歳)，小初，般      ☆成長　入学

わたしのワンピース

  にしまき　かやこ／えとぶん      こぐま社      1979      Z913.8/ﾆｼ/

  うさぎさんがワンピースをつくりました。それを着てお花畑をさんぽすると、ワンピースが花模様に…。
次々とワンピースの柄が変わります。

  幼児(0～5歳)      ☆ウサギ　ワンピース

うさぎのくれたバレエシューズ　　（えほん・こどもとともに）

  安房 直子／文      小峰書店      1989.10      Z913.8/ｱﾜ/

  バレエが上手になりたい女の子に、ある日、バレエシューズが送られてきました。はくと体が軽くなり、
不思議なことが起こります…。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆ウサギ　友達

おやつがほーいどっさりほい　　（新日本出版社の絵本　ふれあいシリーズ）

  梅田　俊作／さく      新日本出版社      1982.9      Z913.8/ｳﾒ/

 
  幼児(0～5歳)      ☆ピクニック　おやつ　友達

たろうのひっこし　　（こどものとも傑作集）

  村山　桂子／さく      福音館書店      1985.2      Z913.8/ﾑﾗ/

 
  幼児(0～5歳)      ☆友達　春　桜

はなさかじいさん　　（日本むかしばなし）

  いもと ようこ／文絵      金の星社      2008.3      Z913.8/ｲﾓ/

  心の優しいおじいさんとおばあさんに大切に育てられたポチ。ある日、ポチが吠える場所をおじいさんが
掘ってみると、小判がざくざくと現れた。それを聞きつけた隣のじいさんは、小判目当てにポチを無理や
り引っ張っていくが…。

  幼児(0～5歳)      ☆昔話

小学生から 
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花のたね・木の実のちえ　1

  多田 多恵子／監修      偕成社      2008.3      Z479.99/ﾀﾀﾞ/

  花や木がたねを遠くに飛ばすための工夫について、美しい写真でそのしくみを解説するシリーズ。1で
は、ふわり、わたげのパラシュートをひろげ、風に乗って遠くへ飛んでいく、タンポポのたねを紹介しま
す。
  小初      ☆科学　写真　タンポポ

はるのてがみはなにいろ?　　（教育画劇みんなのえほん）

  生源寺 美子／作      教育画劇      2002.4      Z913.8/ｼﾖ/

  母さん鯛がいった。「春の手紙がくるまでじっとしているのよ」…春の手紙? 春の手紙! こだいの坊やの
胸は高まり、待ちきれずに春の手紙を探します。美しく気品ただよう絵本。

  小初      ☆春　魚　旅立ち

ひなまつりにおひなさまをかざるわけ　　（行事の由来えほん）

  瀬尾 七重／作      教育画劇      2001.1      Z913.8/ｾｵ/

  時代と共にその姿を変えていったひな祭り。人形にけがれを移し、その年の無事を願うひな祭りの精神
を、今の子供たちに伝わるよう絵本で紹介。昔の人々の素朴な風習を想像しながら、ひな祭りが楽しめ
る。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆お雛様　行事

まゆとりゅう　　（こどものとも絵本 やまんばのむすめまゆのおはなし）

  富安 陽子／文      福音館書店      2008.2      Z913.8/ﾄﾐ/

  北のお山のてっぺんの3本杉の木の下に住んでいる、せいたかのっぽのやまんばと、その娘まゆ。ある冷
たい春の朝、となり山を見ると春の龍が出てきた跡が。その日に毎年やってくるというお客様を迎える準
備をしていると…。

  幼児(3～5歳)，小初      ☆春
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