
お孫さんといっしょ！！

おじいちゃん、おばあちゃんのよみきかせ

ご自分のお子さんに読み聞かせをしていて、今度はお孫さんに読まれる方。

お孫さんが誕生して、初めて読み聞かせにチャレンジされる方。

どんな絵本を読んであげたらよいのか、考えてしまうかもしれません。

でも大丈夫。良い絵本はずっと読み継がれているので、昔読んであげた本、ご自身やお子さんが

お気に入りだった読んであげましょう。「パパ（ママ）もこの本が大好きだったのよ。」と。

また、近年人気な絵本もたくさんあります。絵本を紹介してある本がとても参考になります。

おじいちゃん、おばあちゃんが出てくる本や、昔話もいいかもしれません。

忙しいパパママの子育ての手助けに、ぜひ読み聞かせも取り入れてください。

さらに、地域の読み聞かせにご参加いただくのもステキですね。

ベビー向け
おふとんかけたら かがくい ひろし さく ブロンズ新社 Ｅオ

がたんごとんがたんごとん 安西 水丸 さく 福音館書店 Ｅカ

しろくまちゃんのほっとけーき（こぐまちゃんえほんｼﾘｰｽﾞ）わかやま けん え こぐま社 Ｅシ

たべものなあに（日本のえほんシリーズ） 星燈社 絵 学研教育出版 Ｅタ

たまごのあかちゃん 神沢　利子作 福音館書店 Ｅタ

だるまさんが/だるまさんの/だるまさんと かがくい ひろし さく ブロンズ新社 Ｅタ

ちいさなじけん ふくしま　はな 絵 クレヨンハウス Ｅチ

ととけっこうよがあけた こばやし えみこ 案 こぐま社 Ｅト

どんぐりころちゃん みなみ　じゅんこ 作 アリス館 Ｅト

ねんねんねこねこ ながの ひでこ さく・え アリス館 Ｅネ

ぺんぎんたいそう（０．１．２．えほんシリーズ） 齋藤　槙 さく 福音館書店 Ｅヘ

ぼくのいす？ すぎもと れいこ さく 教育画劇 Ｅホ
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幼児～

親子でうたい継ぐ　子守唄のえほん（ＣＤ付） 西舘　好子　構成・文 チャイルド本社 Ａ599

いいからいいから１～４ 長谷川  義史　作 絵本館 Ｅイ

うさぎとかめ イソップ　原作 光村教育図書 Ｅウ

うらしまたろう おざわ　としお　再話 くもん出版 Ｅウ

うずらちゃんのかくれんぼ きもと　ももこ　さく 福音館書店 Ｅウ

うまれたよ！モンシロチョウ（よみきかせいきものしゃしんえほんシリーズ） 小杉　みのり　構成　文 岩崎書店 Ｅウ

おおきくなるっていうことは 中川　ひろたか　作 童心社 Ｅオ

おしいれのぼうけん ふるた　たるひ　さく 童心社 Ｅオ

おじいちゃんのだいこうぶつ　まご 塚本　やすし　絵 朝日新聞出版 Ｅオ

おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 長谷川  義史　作 ＢＬ出版 Ｅオ

おばあちゃんがおばあちゃんになった日 長野　ヒデ子　作 童心社 Ｅオ

おばあちゃんのこもりうた 長野　ヒデ子　絵 ひさかたﾁｬｲﾙﾄﾞ Ｅオ

おばあちゃんがこどもだったころ 菅沼　孝浩 岩崎書店 Ｅオ

おばあちゃんのおせち（おはぎ・えほうまき・ななくさがゆ・ひなちらし）野村　たかあき 佼成出出版社 Ｅオ

おまえうまそうだな（シリーズ） 宮西　達也　作・絵 ポプラ社 Ｅオ

きれいなはこ（あーんあんの絵本シリーズ） せな　けいこ　さく・え 福音館書店 Ｅキ

この ては あなたの ために ダイアン　アダムズ　ぶん 評論社 Ｅコ

さくらいろのハンカチ 海老名　香葉子　作 講談社 Ｅサ

せんたくかあちゃん（こどものとも傑作集） さとう　わきこ　さく・え 福音館書店 Ｅセ

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬　なおかた ひさかたﾁｬｲﾙﾄﾞ Ｅテ

ともだちや（シリーズ） 内田　麟太郎　作 偕成社 Ｅト

はなさかじい（てのひらむかしばなしシリーズ） 長谷川　摂子　文 岩波書店 Ｅハ

ばばばあちゃんのやきいもたいかい（ばばばあちゃんｼﾘｰｽﾞ） さとう　わきこ　作 福音館書店 Ｅハ

バムとケロのにちようび（シリーズ） 島田　ゆか　作 文溪堂 Ｅハ
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読み聞かせに参考になる本
今日から使える読み聞かせテクニック　CD付き 景山　聖子　著 ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ A599

子どもと読みたい絵本２００　定番シリーズから不朽の名作、人気作家の最新作まで 洋泉社 019

全国訪問おはなし隊絵本の読み聞かせガイドブック 講談社　編 講談社 019

私が選ぶ絵本１００　絵本を愛する個性的な１０人がセレクト マイルスタッフ 019

子どもに歯ごたえのある本を 石井　桃子　著 河出書房新社 019

子どもを本嫌いにしない本 赤木　かん子著 大修館書店 019

小さな本の大きな世界 長田　弘　著 クレヨンハウス 019

ようこそ、絵本館へ あさの　あつこ 文藝春秋 019

子や孫に贈る童話１００ 牧野　節子　著 青弓社 909

Ｋｏｄｏｍｏｅ コドモエ（雑誌） 白泉社 雑誌

この本読んで 出版文化産業振興財団 雑誌

ＭＯＥ（雑誌） 白泉社 雑誌（大間々）

                                                    62号(2017春号)  

　　2017年12月号

子どもとシニアが元気になる絵本の読み聞かせガイド　　現役シニ

アボランティアが選んだ「何度でも読んであげたい絵本」１０１選

りぷりんと　ネット

ワーク
ライフ出版社 019

シニアから君たち〈小学校高学年・中学生〉へ「読み聞かせ」に託

すこころのリレー　　シニアボランティアが子どもたちに届けた読

み聞かせ絵本続１０１選

りぷりんと　ネット

ワーク
ライフ出版社 019

地域を変えた「絵本の読み聞かせ」のキセキ　　現役シニアボラン

ティアが選んだ子どもたちに何度でも読んであげたい絵本続々１０

１選

りぷりんと　ネット

ワーク
ライフ出版社 019

【３】



祖父母向け一般書

祖父の流儀（ダンディズム） 鳥越　俊太郎　著 徳間書店 367

孫を１００倍かわいく撮る シニアのための写真塾 木村　文平　監修 祥伝社 746

じぃじとばぁばのためのあそび図鑑 孫ともっと仲良しになる！ エガリテ大手前　監修 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ・ﾏｶﾞｼﾞﾝ社 781

孫育ての時間（とき）祖父母に贈るはじめての育孫書 山縣　威日　編 吉備人出版 599（大間々）

楽しい子育て・孫育て　とりぷるはっぴぃ 高橋　佳子　著 岩田書院 599（大間々）

また作って！と言われる孫ごはん 本谷　惠津子　著　 世界文化社 A596

なるほど！育じい道 お医者さんが実践している孫育て術 石蔵　文信　著 講談社 A599

団塊世代の孫育てのｽｽﾒ ｲﾏﾄﾞｷの子育て事情とﾊﾟﾊﾟﾏﾏのｻﾎﾟｰﾄのｺﾂ 宮本　まき子　著 中央法規出版 A599

子育てハッピーアドバイスようこそ初孫の巻 孫が幸せに育つために 明橋　大二　著 １万年堂出版 A599

祖父母手帳 森戸　やすみ　監修 日本文芸社 A599

育ジージがやってくる 菅谷　洋司　著 東方出版 A599

孫育て一年生　　新米祖父母の教科書 棒田　明子　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ A599

パパ・ママ↔じいじ・ばあばの子育てギャップ　これで解決 戸塚　芳子 扶桑社 A599

孫と一緒に遊ぼう！！ワンカット折り紙 伊藤　信太郎　著 竹書房 A754

孫と私の小さな歴史 佐藤　愛子　著 文藝春秋 Fサ

孫物語 椎名　誠　著 新潮社 Fシ

ＣＤ
孫育て童謡  音楽で楽しくスキンシップ  孫と一緒に歌いたい  心育むふれあいソング 90

お孫さんを連れて、

ぜひ図書館へおでかけください♪

     みどり市立笠懸図書館　

     電話　0277-77-1010
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