
 付録－1 

[付録 1] 絵本の読み聞かせの記録                      ● 

■松谷みよこ シリーズ■ 

No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1. 

 

 

「いないいないばあ」 

松谷 みよ子, 瀬川 康男  

童心社 

＜ストーリー＞ 

にゃぁにゃぁやくまさん、ねずみさんに狐さん、最後はのんちゃ

んがいないいないばあをします。 

＜子どもの反応＞ 

子どもが、4ヶ月頃から読み聞かせていました。すぐに反応し、大

笑いするようになりました。素朴な絵と反復するセリフが子ども

にも分かりやすく、最初に出会う本として、とてもいい本だと思

います。 

2. 

 

 

「いいおかお」 

松谷 みよ子, 瀬川 康男  

童心社 

＜ストーリー＞ 

ふうちゃんが一人でいいお顔をしていると猫や犬もやってきてい

っしょにいいお顔をしました。そしていいお顔をしているみんな

にお母さんはビスケットをくれました。 

＜子どもの反応＞ 

猫がにゃあ、犬がワンと一緒に声を合わせて読んでくれます。 「い

いお顔して！」というと子どもも一緒にいいお顔をしてくれます。

乳幼児が存分に楽しめる内容です。 

3. 

 

「もうねんね」 

松谷 みよ子, 瀬川 康男  

童心社 

＜ストーリー＞ 

犬も猫も雌鳥やひよこ、モモちゃんも毛布もお人形さんもねんね

します。 

＜子どもの反応＞  

寝る前に読み聞かせると効果抜群です。みんなでねんねするんだ

と思えば大嫌いなねんねの時間も楽しくなります。 

4. 

 

 

「おふろでちゃぷちゃぷ」 

松谷 みよ子  

いわさき ちひろ 

童心社 

＜ストーリー＞ 

石鹸やタオルを持ったアヒルさん、どこに行くのかついていくと、

お風呂でした。慌てて服を脱ぎ、一緒に大好きなお風呂に入りま

す。 

＜子どもの反応＞  

初めて買って読んだとき、言葉のリズムが面白かったのか、ある

いは、大好きなお風呂のお話だったからか、10 回ほど繰り返し読

むことを迫られました。 いわさき ちひろさんの男の子の裸の絵

がとてもかわいいです。 

5. 

 

 

「もしもしおでんわ」 

松谷 みよ子  

いわさき ちひろ 

童心社 

＜ストーリー＞ 

まだ眠たいモモちゃんの元へ電話がかかってきます。呼び出し人

はお日様にアヒル、蝶々です。次に電話が鳴ったときにはモモち

ゃんは、もういません。お日様にアヒル、蝶々といっしょにお散

歩です。 

＜子どもの反応＞ 

電話の音や形が今と違う・・・でも、子どもはそんなこと気にな

らないようです。電話に興味を持ち、電話に出たがる用になった

頃、この本を愛読するようになりました。  

6. 

 

 

「あかちゃんのうた」 

松谷 みよ子, 

いわさき ちひろ 

童心社 

＜ストーリー＞ 

「おむつをかえましょう」、「木の葉が」、「うちのにゃあにゃ」、

「おひさまこんにちは」、「おでことおでこが」、「おつむてんて

ん」など、赤ちゃんを通した身近な世界の詩が満載です。 

＜子どもの反応＞  

親の優しい気持ちがうたに表現されています。読んでいるだけで

優しい気持ちになります。 

7. 

 

「のせてのせて」 

松谷 みよ子, 東光寺 啓 

童心社 

＜ストーリー＞ 

まこちゃんが自動車に乗って走り出すとウサギや熊、ねずみのお

母さんが乗せて乗せてと手をあげます。みんなを乗せて自動車は

走ります。 

＜子どもの反応＞  

乗り物が大好きな息子はまこちゃんが自分になったつもりで読ん

でいます。ウサギはお母さん、 熊はお父さん。登場人物を自分の

知り合いに見立てて、みんなでドライブしている気分のようです。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 



 付録－2 

■いわむら かずお シリーズ■ 

No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1. 

 

「タンタンのずぼん 」 

いわむら かずお  

偕成社 

＜ストーリー＞ 

おばあさんが作ってくれたタンタンのずぼんは、ちょっと大きいけれ

ど、色んなことをして遊ぶことができます。この素敵なズボン、タン

タンは大好きです。 

＜子どもの反応＞  

タンタンシリーズの第 1冊目。文章のリズムが心地良く、読み手のこ

ちらまでとても楽しくなります。子どももすっかりセリフを覚えてし

まい、寝る前、電気を消した後など、一緒に口ずさみます。また、ユ

ーモラスなタンタンのしぐさを真似したりなど、笑いが絶えません。 

2. 

 

「タンタンのぼうし」 

いわむら かずお  

偕成社 

＜ストーリー＞ 

タンタンの大好きなこの帽子は、ゆかいで楽しい素敵な帽子。まわし

たり、転がしたり、色んなことができます。 

＜子どもの反応＞  

「タンタンのずぼん 」が大のお気に入りになったので購入しました。

こちらもとっても楽しく、リズムがあり、「ほーらね！」の部分は大

きい声で合唱してくれます。自分の帽子でも転がしたり回したりして

遊びます。タンタンはすごい！ 

3. 

 

「タンタンのハンカチ」 

いわむら かずお  

偕成社 

＜ストーリー＞ 

タンタンの胸のちょっとおしゃれな赤いハンカチは、不思議なハンカ

チです。おまじないをすると、お父さんのネクタイになったり、マン

トになったり、とても素敵なハンカチです。 

＜子どもの反応＞ 

タンタンシリーズ購入 3 冊目。タンタンは裏切りませんでした。「お

っほん」「えいほっほ」「おーれおーれ！」などの掛け声が面白いよう

で、その部分になるとすかさず叫んでいます。   

4. 

 

「タンタンの 

しろくまくん」 

いわむら かずお  

偕成社 

＜ストーリー＞ 

タンタンの大好きな白熊くんは、いつもは空のうえにいます。寒い冬

が来ると白熊くんは降りてきて、いろんな冒険がはじまります。 

＜子どもの反応＞  

久しぶりにタンタンシリーズを見つけ購入してみました。上記 3冊の

タンタンを読み続け 3 歳になっていたこどもですが、馴染みのあるタ

ンタンの冒険に喜んでいました。上記 3冊よりちょっと文章が長いよ

うですが、3歳の今なら、丁度良いようです。 

5. 

 

「14ひきのあさごはん 」 

いわむら かずお  

童心社 

＜ストーリー＞ 

お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん、そして兄弟 10 匹。

みんなで 14 匹家族のねずみたちが、野いちごを摘み、パンを焼き、

スープを作り、素敵なあさごはんの支度をします。 

＜子どもの反応＞  

ちょうど数を数えることに興味を持ち始めた2歳後半頃から読み出し

ました。あちらこちらにいるねずみさんたちを数えるのも楽しそうで

す。いっくんやにっくんなどちょっとした違いでも見分けられる子ど

もはすごいと思いました。 

6. 

 

「14ひきのひっこし 」 

いわむら かずお  

童心社 

＜ストーリー＞ 

みんなで 14 匹家族のねずみたちが森の奥を目指して引っ越します。

家を作り、お水を引き、食べ物をたくさん集めて、寒い冬の準備をし

ます。 

＜子どもの反応＞  

自分は一番小さいとっくんだと登場人物に感情移入して読んでいま

す。繊細で美しい描写の挿絵はずっと見ていると色んな発見ができま

す。タンタンの作者と同じだと気づいたときには驚きました。   

7.  

「おおきいトンと 

   ちいさいポン」 

岩村 和朗 (著)  

偕成社 ￥1,200 

＜ストーリー＞ 

大きいトンは大きいほうが、小さいポンは小さいほうがいいに決まっ

てると信じています。でも、色んな出来事に出会ってみると、大きい

の小さいのもどちらもいいねという気持ちになります。 

＜子どもの反応＞  

こちらも小さいポンは自分、大きいトンはお父さんと投影して呼んで

います。 



 付録－3 

8. 

 

「14ひきのおつきみ」 

いわむら かずお  

童心社 

＜ストーリー＞ 

高い高い木の上に、おつきみ台を作りました。おだんごも持ってきて、

みんなでおつきみです。 

＜子どもの反応＞  

購入時期がちょうど、秋だったので、季節をそのまま楽しむことが出

来ました。絵の中にはたくさんの虫も登場し、発見しながら読み進め、

楽しめます。購入してから 2 年目の秋もこの本が再び脚光を浴びまし

た。 

9. 

 

「14ひきのとんぼいけ」 

いわむら かずお  

童心社 

＜ストーリー＞ 

「昼ごはん食べたら、とんぼ池で遊ぼう」と、いっくん。 ハグロト

ンボ、オニヤンマ、シオカラトンボ、ナツアカネ…。 10 匹のきょう

だいたちは、たくさんのとんぼたちと出会います。  

＜子どもの反応＞  

とんぼの中にも色々な種類があることを発見。ねずみの兄弟が繰り広

げる冒険に、子供もワクワクしながら展開を楽しめます。 

10 

 

「ねずみのいもほり」 

山下 明生,  

いわむら かずお 

ひさかたチャイルド 

＜ストーリー＞ 

ねずみの七つ子たちとお父さんが芋掘りに出かけます。とっても大き

なお芋を掘って、大会で優勝したねずみたち。お留守番のお母さんに、

お土産として持ち帰ります。 

＜子どもの反応＞  

従兄弟が幼稚園で芋堀を体験し、そのお土産のお芋をもらった時期に

タイムリーに購入。子供本人は芋掘りを体験できなかったけれど、来

年の幼稚園での芋掘りを今から楽しみにしてます。お母さんがお留守

番というのも、何故か気に入ってます。 

11 

 

「ねずみのでんしゃ」 

山下 明生,  

いわむら かずお  

ひさかたチャイルド 

＜ストーリー＞ 

明日からねずみの七つ子たちの“ちゅうがっこう”が始まります。な

かなか行こうとしない子供たちにお母さんがとった策は、“電車ごっ

こ”でした。 

＜子どもの反応＞  

ちょうど、「いやいや期」に差し掛かっていた息子は、ねずみの兄弟

が幼稚園を嫌がるセリフがお気に入りでした。しかも、電車ごっこを

しながらの通園もそそったようです。現実でも、歩くときは電車ごっ

こしながら歩いています。   

12 

 

「どこへいくの? 

ともだちにあいに!」 

いわむら かずお, 

エリック・カール  

童心社 

＜ストーリー＞ 

どこへいくの? ともだちにあいに! Where are you going? To see my 

friend.絵本の表と裏から話が始まり、2つが出会う真ん中のページで

終わる、日本語と英語のユニークな絵本。  

＜子どもの反応＞   

英語と日本語がある、アメリカでは英語、日本では日本語が使われて

いるということを理解したのは 3歳頃でした。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 

 



 付録－4 

■五味 太郎 シリーズ■ 
No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1. 

 

「きんぎょが にげた 」 

五味 太郎  

福音館書店 

＜ストーリー＞ 

金魚蜂の金魚が 1匹、水から飛び出します。カーテンの中やお花の中、

ドアからするりと抜け、キャンディ瓶の中、テレビの中、おもちゃの

中、鏡の中へとどんどん逃げていきます。そして最後は仲間のたくさ

んいる池に到着します。  

＜子どもの反応＞  

「どこににげた？」 の問いかけに「ここ！ここ！」答えてくれます。

「こんどはどこ？」「ここ！」の繰り返しで、親と子の掛け合いが続

きます。楽しい場所や見つけにくい場所に金魚がいて、探すのも楽し

いようです。よくできた絵本だなぁと思います。 

2. 

 

「みんなうんち」 

五味 太郎  

福音館書店 

＜ストーリー＞ 

大きい像は大きいうんち、小さいねずみは小さいうんち。 うんちの

色々な大きさ、うんちの色々なにおい、色々なうんちをする場所。う

んちについていろいろ描かれてます。 

＜子どもの反応＞  

ちょっと汚い？とはじめは引いてしまった親でしたが、こどもはうん

ちネタ大好きのようです。ヒトコブラクダはひとこぶうんち、フタコ

ブラクダはふたこぶうんち、「これはうそ！」というところでは大喜

びです。そして、赤ちゃんはオムツ、大人はトイレでうんちをすると

いうシーンでは、自分はおにいちゃんだからトイレでうんち出来るん

だという誇りを芽生えさせたようです。 いつもうんちタイムに読ん

でとせがまれます。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 

 

■林 明子 シリーズ■ 
No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1. 

 

「おつきさまこんばんは」 
林 明子 
福音館書店   

＜ストーリー＞ 
家の向こうから昇ってきたお月様に屋根の上にいる猫が挨拶をする

と雲がやってきてお月様を隠してしまいます。猫はだめだめ！という

と雲がお月様を見せてくれました。 
 
＜子どもの反応＞  
お月様の優しい笑顔に素直にこんばんは！と猫と一緒になって言い

ます。 知らず知らずのうちに挨拶がみについていくような本だと思

います。 

2. 

 

「きゅっきゅっきゅっ」 
林 明子  
福音館書店 

＜ストーリー＞ 

うさぎさん、ねずみさん、くまさんと一緒においしいスープをいただ

きます。すると、おなかやおてて、あんよにこぼしてしまいます。そ

こでやさしくキュッキュッキュとふいてあげます。  

 

＜子どもの反応＞  

キュッキュッキュとふいてあげるところで、いつも「くすぐったい

よ！」とくすぐったがります。 自分が実際食べるときも「キュッキ

ュッキュってして！」とねだるようになりました。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 

 



 付録－5 

■ハンス・アウグスト・レイ シリーズ■ 

No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1

. 

 

「おさるのジョージ 

     うみへいく」 

ハンス・アウグスト レイ  

岩波書店   

＜ストーリー＞ 

おサルのジョージはかわいくこざるでしたが、とても知りたがりや。 

そのジョージと黄色い帽子のおじさんが、海へいくことになりまし

た。初めての海で楽しく遊び、色んな動物にも出会い、ちょっとい

たずらをしてしまいますが、素敵な一日になりました。 

＜子どもの反応＞  

最初は文章が多すぎたようで、絵だけ楽しんでいたようですが、3

歳ころから話の展開にも興味を持つようになりました。 色んな動物

が出てきたり、自分の大好きなチーズやクラッカーが出てきたり、

ワクワクするようです。 

2

. 

 

「おさるのジョージ 

   パレードにでる」 

ハンス・アウグスト レイ  

岩波書店   

＜ストーリー＞ 

ジョージと黄色い帽子のおじさんは、おまつりのパレードを見物し

に、街へ出かけました。知りたがりやのジョージが取った行動が騒

ぎを起こしてしまいますが、最後にはヒーローになって、パレード

の先頭を車に乗って行進します。 

＜子どもの反応＞ 

身軽なジョージがあちらこちらに逃げ回る様子がとても楽しいよう

です。「ここにいるよ！」といつも教えてくれます。 怒られていた

ジョージが最後には誉められて、子どももほっとするようです。 

3

. 

 

「おさるのジョージ 

   キャンプにいく」 

ハンス・アウグスト レイ  

岩波書店   

＜ストーリー＞ 

ジョージと黄色い帽子のおじさんは、お休みの日にキャンプに行く

ことになりました。ジョージはお手伝いをしようとするのですが、

なかなかうまくいきません。でも、山火事を一番に見つけ、森林警

備のお兄さんに誉めてもらい、みんなでキャンプファイアーを楽し

みます。 

＜子どもの反応＞  

知りたがりやのジョージが繰り広げるいたずらは、自分と重なる部

分が多いと感じるみたいです。そしてキャンプファイアーのときに

焼くマシュマロはどんなにおいしいのか、いつか食べてみたいと思

っているようです。 

4

. 

 

「おさるのジョージ 

  ダンプカーにのる」 

ハンス・アウグスト レイ  

岩波書店   

＜ストーリー＞ 

ある朝、ジョージがアヒルの親子についていくと、公園にたどり着

きました。そこで見たダンプカーに興味を持ったジョージはいたず

らをしてしまいました。でも、そのいたずらのおかげで、アヒルの

親子たちにも素敵な公園になりました。 

＜子どもの反応＞  

自分もいたずらばかりしているのに、ジョージのいたずらには「こ

れはダメだよね！」って教えてくれます。 

5

. 

 

「ひとまねこざる 」 

ハンス・アウグスト レイ  

岩波書店   

＜ストーリー＞ 

動物園に住んでいたジョージはある朝、そってお逃げ出し、街へで

かけました。そこでいたずらを繰り広げたジョージは足を折ってし

まいます。そのことを知った黄色い帽子のおじさんは病院に迎えに

きてくれて、ジョージは映画に出ることになります。 

＜子どもの反応＞ 

つぎからつぎへとジョージの展開するいたずらは、とにかく面白い

ようです。最後までハラハラドキドキしながら読むことができます。 

6

. 

 

「ポケットのない 

     カンガルー 」 

エミイ ペイン (著),  

ハンス・アウグスト レイ  

偕成社   

＜ストーリー＞ 

ケイティは、おかあさんカンガルーなのに、おなかにポケットがあ

りません。小さな坊やのフレディをどこにも連れて行けません。そ

こでケイティはフレディと一緒に町へポケットを買いに行くことに

しました…。  

＜子どもの反応＞  

おかあさんと子供の掛け合いは、自分に投影できて、親子で楽しく

読めます。色々な動物の母子の様子にも出会えます。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 



 付録－6 

■なかや みわ シリーズ■ 
No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1. 

 

「そらまめくんのベッド 」 

なかや みわ  

福音館書店 

＜ストーリー＞ 

そらまめくんの宝物はベッド。くものようにフワフワで、わたのよ

うにやわらかい。えだまめくんたちがうらやましがりますが、ぜっ

たいに使わせようとしません。そらまめくんのベットをめぐるお話

です。 

＜子どもの反応＞ 

絵がきれいでかわいく、親が一目ぼれして購入。色々なお豆が出て

きて、子供もお豆の種類を覚えちゃいました。もちろん、食べるの

も好き。今は枝豆がお気に入りです。 

2. 

 

「そらまめくんと 

めだかのこ」 

なかや みわ  

福音館書店 

＜ストーリー＞ 

雨降り続きの毎日。やっと雨があがって、そらまめくんたちが、い

つもの広場まで行ってみると、そこは大きな水たまりになっていま

した。みんなでもぐって遊び始めると、迷子のめだかのこに会いま

した。なんとかして、めだかのこをもとの小川まで帰してあげよう

と、そらまめくんたちは、知恵を絞ります。 

＜子どもの反応＞  

いつもわがままをいうそらまめくんを友達と一緒に息子も受け入れ

ています。そして、めだかの子を助けたいという気持ちをそらまめ

くんと一緒にもてるようです。何かのためにみんなで知恵を出し合

って、自分のことも少し我慢をして、成し遂げようとする姿を読ん

で、幼稚園に通う息子に、何かが伝われればいいなと思います。 

3. 

 

「くれよんのくろくん」 

 

なかや みわ  

 

福音館書店 

＜ストーリー＞ 

ずーっと新品のままだったクレヨンたち。ある日、箱から飛び出し

たきいろくんは画用紙に蝶を描いて大喜び。次々に他の色のクレヨ

ンたちを呼んできました。ところが、最後に残ったくろくんだけは、

仲間に入れてもらえません…。  

＜子どもの反応＞  

みんなの中に入れず、役にもたてない黒君が最後大活躍する姿に子

供も喜びます。いろあざやかな絵も楽しい様子です。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 
■ぐりとぐら シリーズ■ 

No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1. 

 

「ぐりとぐらのえんそく」 

なかがわ りえこ (著),  

やまわき ゆりこ  

福音館書店 

＜ストーリー＞ 

遠足に出かけ、マラソンを始めた野ねずみのぐりとぐらは、野原に

のびていた毛糸に足をとられて、突然ころんでしまいました。その

毛糸をたどっていくと……。 

＜子どもの反応＞  

4 歳ころから。幼稚園の遠足前に購入。親子で気分を高めていました。 

2. 

 

「ぐりとぐらの 

おおそうじ 」 

なかがわ りえこ (著),  

やまわき ゆりこ  

福音館書店 

＜ストーリー＞ 

春がきました。ぐりとぐらの部屋はほこりだらけですが、ほうきや

雑巾はぼろぼろで使い物になりません。そこで、2ひきは古くなった

服などを着こんで、自分たちがほうきや雑巾になって掃除します。 

＜子どもの反応＞  

4 歳ころから。丁度お引越しをする我が家に、祖母が購入してくれま

した。 いろいろ掃除をして、最後にはおやつを食べて、息子も楽し

く読んでいます。 

3. 

 

「ぐりとぐらの 

１ねんかん」 

なかがわ りえこ (著), 

やまわき ゆりこ  

福音館書店 

＜ストーリー＞ 

ぐりとぐらの楽しい 1 年が、見開き 2ページにひと月づつ描かれて

います。 

＜子どもの反応＞  

4 歳半ころから。季節の感覚が大分感じ取れるようになったころか

ら。自分の誕生日やクリスマス、こどもの日なんかを意識しながら

読むようにしてます。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 



 付録－7 

■エリック・カール シリーズ■ 
No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1. 

 

「はらぺこあおむし」 

エリック・カール 

偕成社 

＜ストーリー＞ 

ある日曜日、葉っぱの上の卵からあおむしが生まれました。あおむ

しはおなかがぺっこぺこ。洋ナシやすもも、イチゴにオレンジ、チ

ョコレートケーキにアイスクリーム・・・たくさん食べたあおむし

は、さなぎになって、美しい蝶に生まれ変わりました。  

＜子どもの反応＞  

絵本に、あおむしが食べた穴があいているのが面白く、何度も指を

突っ込みます。曜日の名前や数など覚えるきっかけにもなりました。

もちろん、おいしそうな食べ物の名前は一生懸命大きな声で読み上

げています。 

2. 

 

「だんまりこおろぎ」 

エリック・カール 

偕成社 

＜ストーリー＞ 

あたたかいある日、ぽっこりこおろぎぼうやがうまれました。 大き

なこおろぎがあいさつをしてくれたのに、こおろぎぼうやは羽をこ

すっても音が出ません。ばったやかまきり、小さな虫、あわふきむ

し、セミやマルハナバチにトンボのあいさつにも答えることができ

ません。でもとうとうある日、仲間の女の子に出会ったとき、こお

ろぎぼうやは綺麗なうたをうたえるようになったのです。 

＜子どもの反応＞  

いろいろな虫が出てくるので飽きずに読むことができます。 さいご

には綺麗な音が出て(音の出る絵本)、こどもの感動もひとしおです。 

3. 

 

「パパ、お月さまとって! 」 

エリック・カール(著),  

もり ひさし (翻訳)  

偕成社 

＜ストーリー＞ 

「お月さまをとって!」と娘にせがまれたお父さんが、長い長いはし

ごをかけて月をとりにいくという優しさにあふれた絵本です。  

＜子どもの反応＞  

長い長いはしごをもって、お父さんがお月様に上っていくページや

お月様で遊ぶシーンがとても気に入っています。月が満ち欠けする

ものだと自然に理解することも出来、月が身近なものになったよう

な感じです。 

4. 

 

「ゆめのゆき」 

 

エリック・カール(著), 

あおきひさこ (翻訳)  

 

偕成社 

＜ストーリー＞ 

クリスマスの雪がおじいさんと動物たちを包み込み、おじいさんは

動物たちにプレゼントを準備をします。雪を印刷した透明シートが

雪に被さる仕掛けと、鐘の音が鳴る仕掛けの絵本です。  

＜子どもの反応＞  

クリスマス気分を出すために 11 月頃購入。子供は おじいさんがサ

ンタさんだと思っていました。音が綺麗で、何度も鳴らしていまし

た。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 
■レオ・レオニ シリーズ■ 

No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1. 

 

「あおくんと 

きいろちゃん 」 

 

レオ・レオーニ (著),  

藤田 圭雄 (翻訳)  

至光社 

＜ストーリー＞ 

絵の具で描かれた青や黄色のまるが生き生きと動きまわり、絵本な

らではの夢と感動をもたらしてくれる。作者が孫のために作ったと

いう人間愛あふれる絵本。 

＜子どもの反応＞  

3 歳ころから。 クレヨンで絵を描くのが好きな息子ですが、色が混

じってしまうところに驚いていました。早速、クレヨンでも重ね塗

りして、緑っぽくなったので、大喜び。以来、色の重ね塗りがお気

に入りになっています。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 



 付録－8 

■バージニア・リー・バートン シリーズ■ 
No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1

. 

 

「いたずらきかんしゃ 

ちゅうちゅう」 

バージニア・リー・バー

トン, いしい ももこ 

岩波書店 

＜ストーリー＞ 

むかしむかし、静かないなかにちいさいおうちがたっていました。

ちいさなおうちはそのままでしたが、おうちのまわりがどんどん変

化して・・・ 

＜子どもの反応＞  

４歳ころから。バージニア・リー・バートンの絵本の威力を感じる 1

冊でした。長い時間の感覚がない息子でしたが、街の風景や自然が

変化する様子を理解したようです。 

2

. 

 

「Maybelle  

   the Cable Car 」 

Virginia Lee Burton  

Houghton Mifflin 

＜ストーリー＞ 

 サンフランシスコのケーブルカー「メーベル」は、市民の生活に

役立ち、市民から愛されてきましたが、市は廃止しようとします。

それを知った市民は、なんとかケーブルカーを救いたいと、反対委

員会をつくります。委員会の活動により、世界中から手紙や電報が

届き、廃止反対の意見が高まり、投票により、メーベルは救われま

す。  

＜子どもの反応＞  

4 歳ころから。バージニア・リー・バートンさんの絵本は、親の期待

以上に子どもの心を捉えます。登場人物(？)の乗物に表情があり、

耳で聞く以上にストーリーを伝えてくれるからでしょうか・・・こ

の「メーベル」も、分からない英語を飛ばし読みしていましたが、

息子に何度も「読んで！」とせがまれました。 

3

. 

 

「Choo Choo 」 

Virginia Lee Burton  

Houghton Mifflin 

＜ストーリー＞ 

小さな機関車ちゅうちゅうは、ある日、勝手に逃げだして事件をお

こします。子どもの冒険心にぴったり合った物語の展開と、ダイナ

ミックに描かれた機関車が子どもの心をとらえます。 

＜子どもの反応＞  

3 歳ころから。洋書屋さんで見つけて購入。 英語で分からないとこ

ろすっ飛ばし、適当に読んでいたつもりだったのに、息子は大喜び。

そのご、何度も読んでとせがまれ、自分もちゅうちゅうになってみ

たり、電車遊びの際には、ちゅうちゅうを登場させたりと、大ブレ

イクのちゅうちゅうでした。 

4

. 

 

「いたずらきかんしゃ 

    ちゅうちゅう」 

バージニア・リー・バー

トン, むらおか はなこ  

福音館書店 

＜ストーリー＞ 

上記と同じ。 

＜子どもの反応＞  

4 歳ころから。我が家で大ブレイクしたちゅうちゅうの日本語版を親

が欲しくなり、購入。なるほど、こういう意味だったのか。と理解

しながら読み聞かせてます。 黒一色の絵ですが、迫力があり、十分

見ごたえがあります。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 



 付録－9 

■アーノルド・ローベル シリーズ■ 
No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1. 

 

「ふたりはともだち」 

アーノルド・ローベル, 

三木 卓  

文化出版局 

＜ストーリー＞ 

このかわいらしいペアは、なくしたボタンを探したり、春にあいさ

つをしたり、郵便を待ったり、5つのすてきな物語を繰り広げます。 

 

＜子どもの反応＞  

3 歳ころから。がま君とかえる君の不思議な関係。固い友情。なんと

もいえない心あたたまるストーリーとユーモラスなステキな絵に感

動！息子も大のお気に入りです。親子で、がま君の声真似や、セリ

フの真似をして笑います。 何度も読める、読めば読むほど味わい深

い絵本です。 

2. 

 

「 Frog and Toad Are 

Friends 」 

Arnold Lobel (著)  

Harpercollins 

Childrens Books 

＜ストーリー＞ 

上記と同じ。 

 

＜子どもの反応＞  

4 歳ころから。親子共に、とても気に入ったので、原本を購入。テー

プ付きだったのですが、想像していたがま君の声に近かったので満

足。がま君は Toadというんだね。と息子も英語に興味をもってくれ

ました。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 
 

■マーガレット・ワイズ・ブラウン シリーズ■ 
No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1. 

 

「おやすみなさい 

おつきさま 」 

マーガレット・ワイズ・

ブラウン (著),  

評論社 

＜ストーリー＞ 

子ウサギのおやすみのあいさつ。子ウサギは目に入るものすべてに、

「おやすみ」をいっていきます。 

＜子どもの反応＞  

1 歳ころから。雅子さまが幼少のころ読んでいたとのことで購入。寝

る前のひとときに読み聞かせていました。我が家には馴染みが少な

い暖炉やベッド。ちょっと、読みづらいところもありました。 

2. 

 

「GOODNIGHT MOON 」 

Margaret Wise Brown 

(著), Clement Hurd (著)  

Harper Audio 

＜ストーリー＞ 

上記と同じ。 

＜子どもの反応＞  

2 歳ころから。英語ではどんな風なんだろう。と単純な動機で購入。

なるほど、読みやすく、韻を踏んでいて、楽しいフレーズ。雅子さ

まも英語で読んでいたんだと確信しました。英単語を少し知ってる

息子も喜びました。のうさぎの部屋の壁にはマザーグースのかけ絵、

それと「ぼくにげちゃうよ 」の絵が飾られていることを発見しまし

た。 

3. 

 

「ぼくにげちゃうよ 」 

マーガレット・ワイズ・

ブラウン (著),  

ほるぷ出版 

＜ストーリー＞ 

子ウサギのいろんなところに、逃げていきます。でも、母はどんな

ところもおいかけていきます。 

＜子どもの反応＞  

3 歳ころから。母親の愛は限りなく、いつだってこどもを思っている。

読めば読むほど、実感が湧き、母一人、ジーンとしています。子ど

もは奔放。もっとにげろ！！といった感じで読んでいます。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 



 付録－10 

■乳幼児向け シリーズ■ 
No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1. 

 

「もこ もこもこ」 

谷川 俊太郎 (著),  

元永 定正  

文研出版 

＜ストーリー＞ 

もこ、もこもこ、にょき、ぱく、もぐもぐ、つん、ぽろり・・・ と

擬音のような文と大きな挿絵との不思議な世界です。 

＜子どもの反応＞  

え！？こんなのが！？と驚くほど子どもには大受けでした。3 歳にな

った今でも大好きで、一緒になって大声で読みます。 こどもにはス

トーリーが十分分かっているようです。 

2. 

 

「このいろなあに」 

せな けいこ  

金の星社 

＜ストーリー＞ 

まどの中にいるのはだあれ？みかんは何色？ウサギの目は何色？か

えるは何色？こうまは何色？このきのこは？いろんな問いかけをし

ながら話が展開していきます。  

＜子どもの反応＞  

問いかけに素直に答えてくれます。ピンクやオレンジ、黄色に茶色、

いろいろな色を覚えます。 

3. 

 

「はけたよはけたよ 」 

神沢 利子 (著),  

西巻 茅子 (イラスト)  

偕成社 

＜ストーリー＞ 

たつくんは一人でパンツがはけません。面倒くさくなったたつくん

はパンツをはかずに外へかけだします。そこへ犬や猫、ねずみに牛、

馬がきてたつくんのしっぽのないおしりを笑います。たつくんがパ

ンツをはいた時、今度は猫や犬たちがたつくんのズボンを羨ましが

ります。 

＜子どもの反応＞  

ちょうど子どもは一人でパンツをはく練習中だったので、たつくん

の気持ちはとてもよく伝わった様子。いつも、トイレの後はなかな

か、パンツをはきたがらない子どもでしたが、「おしりをついてパン

ツをはけばいいんだもんね。」 と効果覿面でした。 

4. 

 

「でんぐりでんぐり」 

くろい けん  

あかね書房   

＜ストーリー＞ 

けんちゃんがでんぐりでんぐりころんをしてると猫が来て、ウサギ

も来て、象さんも来て、みんなででんぐりころんをしました。  

＜子どもの反応＞  

でんぐり返しが好きなこどもは、この本をとても楽しく読んでいま

す。最後のページでは、熊やパンダ、ゴリラ、たぬき、かば、ペン

ギン、猫に狐、キリンに亀と一緒にけんちゃんがでんぐりしていて

見ていて壮観です。 

5. 

 

「かお かお どんなか

お 」 

柳原 良平  

こぐま社   

＜ストーリー＞ 

たのしい顔、悲しい顔、笑った顔、泣いた顔、怒った顔、眠った顔、

たくましい顔、困った顔、甘い顔、辛い顔、いたずらな顔、すまし

た顔、いい顔、 いろんな顔をシンプルなイラストでみせてくれます。 

＜子どもの反応＞  

子どもに、「楽しい顔して！ 」というと笑ってくれます。悲しい顔、

怒った顔をみるとそのイラストをたたきます。単純なイラストでも

悲しかったり怒ったりと子どもなりに、嫌な気持ちが伝わるのでし

ょうか。 

6. 

 

「おひさま あはは 」 

前川 かずお  

こぐま社  

＜ストーリー＞ 

おひさまも大きな木もことりもお花も子犬も魚も猫もみんなあはは

って笑います。さいごはむっつりしていた僕も、お母さんと一緒に

あははって笑います。  

＜子どもの反応＞  

「あはは」 って一緒に読むだけで、愉快な気持ちになります。挿絵

の笑い顔にもつられて笑っちゃいます。明るい気持ちになれる本で

す。 

7. 

 

「どうすればいいのかな」 

わたなべ しげお,  

おおとも やすお  

福音館書店 

＜ストーリー＞ 

くまさんが一人でお着替えしています。シャツをはいたら変、ズボ

ンをきたら変、帽子をはいたら変、靴をかぶったら変 。そんなくま

さんに「どうしたらいいのかな」と問い掛けます。 

＜子どもの反応＞  

「どうしたらいいのかな」 の問いに、子どもは「こうするんだよ！」

と一生懸命答えてくれます。自分でお着替えを始める頃におすすめ

です。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 



 付録－11 

■幼児向け シリーズ■ 
No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1. 

 

「こののりものだあれ? 」 

スヴェトラン ・ 

ユナコビッチ  

小学館   

＜ストーリー＞ 

いろいろなかたちから予想外の乗り物が出てきます。 

 

 

 

＜子どもの反応＞  

乗り物好きの息子にはとても楽しい仕掛け本。毎回わかってるのに

声をあげて推測します。 

2. 

 

「きょうりゅうくん 

       だぁ～いすき！」 

Ｐ・Ｈスティックランド 

カワイ出版 

＜ストーリー＞ 

恐竜くんグァーオ、恐竜くんノッシノッシ、恐竜くんチョコマカ

……、リズミカルな言葉にのせてページをめくるたびに、形も大き

さも違う個性豊かな恐竜たちが登場します。 

＜子どもの反応＞  

色んなことばの音を楽しめます。恐竜もいろいろな種類があること

にも気づきます。 

3. 

 

「王さまと 

九人のきょうだい 

       －中国の民話－」 

君島 久子, 赤羽 末吉  

岩波書店 

＜ストーリー＞ 

子どものいないおじいさんとおばあさんの所に、ある日 9 人も赤ん

ぼうが生まれました。このきょうだいが成長したとき、王さまが大

難題をふっかけてきました。中国の少数民族のお話の傑作絵本。 

＜子どもの反応＞  

いろんな子供が出てくるので面白い様子。まだ王様などを理解して

いないけれど、悪い人を子供がやっつけるという構図が子供にうけ

るようです。 

4. 

 

「けんかのきもち」 

柴田 愛子 (著), 伊藤 

秀男  

ポプラ社 

＜ストーリー＞ 

仲良しのこうたとけんかしたたいは、泣きながら家に帰った。こう

たがあやまってくれたけれど、けんかの気持ちは終わらない。けん

かを通じて深まっていく子ども同士の関係を描く。  

＜子どもの反応＞  

幼稚園入園直後から。お友達やりとりをする機会が増え、喧嘩も多

くなったころ読み始めたので、共感できる部分が多かった様子。「で

も、今度は負けない！」のフレーズを覚えて、使います。 

5. 

 

「しゅっぱつ しんこう!」 

三田村 信行, 柿本 幸造  

小峰書店 

＜ストーリー＞ 

電車が大好きなさとしくんは、いつも電車を枕もとに置いて寝ます。

ある晩目覚めると、電車がいなくなっています。でんしゃを探して

るとほんものの電車に変わっていて・・・・ 

＜子どもの反応＞  

電車好きの息子にピッタリの本。いろんな動物が出てきて、楽しい

海水浴への旅に参加している気分になります。柿本幸造氏の絵もほ

んわか温かいです。 

6. 

 

「キャベツくん」 

長 新太 

文研出版 

＜ストーリー＞ 

腹ぺこのブタヤマさんとキャベツくんが道でばったり出会う。キャ

ベツくんを食べようとするブタヤマさんにキャベツくんが「ぼくを

食べると、キャベツになるよ！」  

すると、空には鼻がキャベツになったブタヤマさんが浮かんでいる。

「ブキャ！」ブタヤマさんはびっくり。じゃあ、ヘビがキャベツく

んを食べたらどうなる？ タヌキが食べたら？ カエルは？ ライ

オンは？  

＜子どもの反応＞  

ブタヤマさんのブキャ！って反応に大うけ！母親の私にとって

は？？だけれど、あまりのウケに、親子で大笑いの 1 冊になりまし

た。しかも、何度もリクエストがあり、同じところで笑っていま

す・・・ 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 
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■外国の絵本 シリーズ■ 
No.  書籍名・著者・出版社 ストーリーと子どもの反応 

1

. 

 

「ぼくとオーケストラ 」 

Andrea Hoyer (原著),  

その他  

カワイ出版 

＜ストーリー＞ 

音楽の大好きな少年が、オーケストラのチェロ奏者の叔父さんに演

奏会へ連れていってもらうというお話し。行く途中、楽器屋さんに

寄ったり、ホールの楽屋やロビーで、様々なことを体験したり、初

めて聞く曲に感動したり…。生のオーケストラを間近に見て、初め

てのシンフォニー・コンサートを体験します。  

＜子どもの反応＞  

2 歳ころから。子供のためのクラシックコンサートに参加する前に

読み聞かせてました。色々な楽器が出てきて、名前を知りたがり、

どんな音が出るのか興味津々でした。クラッシクコンサート当日も

見慣れた楽器に大興奮。今でも大好きな絵本です。 

2

. 

 

「ぼくとオペラハウス 」 

Andrea Hoyer (原著), 

その他  

カワイ 

＜ストーリー＞ 

少年が、おじいちゃんに連れられて、はじめてオペラをみます。エ

ンゲルベルト・フンパーディンクの"ヘンゼルとグレーテル"にすっ

かり感心してしまいます。次の日僕たちは、再びオペラハウスを訪

れます。おじいちゃんはオペラハウスの舞台美術家でしたから、オ

ペラハウスの隅々までよく知っています。舞台の裏側には何があり、

どんな人々が、どんな仕事をしているのか、僕を案内して色々教え

てくれました。 

＜子どもの反応＞  

2 歳ころから。オペラがどんなものか知らない息子ですが、かわい

い絵と解り易い文章で案内され、舞台裏には色々面白いものが登場

し、とても面白い様子です。 

3

. 

 

「ギルガメシュ王 

ものがたり」 

Ludmila Zeman (原著),  

松野 正子  

岩波書店 

＜ストーリー＞ 

愛すること、信じることを知らないギルガメシュ王は、世界一の城

壁づくりに人びとを奴隷のように働かせますが…… 

＜子どもの反応＞  

3 歳ころから。 斎藤孝さんが子どもに読み聞かせてるということを

聞きつけ父親が購入。世界の神話。読み応えのある絵とストーリー

に、父親も気合が入ります。 

4

. 

 

「ギルガメシュ王の 

たたかい」 

Ludmila Zeman (原著),  

松野 正子  

岩波書店 

＜ストーリー＞ 

孤独なギルガメシュ王は、ひどく残酷で人々を苦しめていましたが、

エンキドゥという友ができて思いやりのある王になり、ウルクの都

は安らかになりました。しかしある日、突然その平安が怪物によっ

ておびやかされます…。  

＜子どもの反応＞  

3 歳ころから。 重たいストーリー展開に、息子も釘付けです。息子

は、自分からは選んで読みたがらないけれど、少しずつ、定期的に

読んであげたい絵本です。 

5

. 

 

「ギルガメシュ王 

さいごの旅 」 

Ludmila Zeman (原著), 

松野 正子  

岩波書店 

＜ストーリー＞ 

親友エンキドゥを死に奪われたギルガメシュ王は、やがて自分をも

襲うであろう死を滅ぼし、永遠の命の秘密を得ようと、長い苦しい

旅にでる。 

＜子どもの反応＞  

3 歳ころから。 夏のお祭りで購入した金魚の死から、死ということ

に敏感な息子。ギルガメシュ王の戦いを息をのんで見守ります。 

6

. 

 

「もりのなか」 

マリー・ホール・エッツ, 

まさき るりこ  

福音館書店 

＜ストーリー＞ 

紙のぼうしをかぶり、おもちゃのラッパをもったぼくは、森で動物

たちといっしょにあそびます……。 

＜子どもの反応＞  

3 歳ころから。松井直さんのお勧めに入っていたので購入。一番最

初、父親に読んでもらいました。黒一色の絵の森の中。最初はびく

びくしていた息子でしたが、森の中の遊びにすっかり夢中になりま

した。 
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7

. 

 

「またもり」 

マリー・ホール・エッツ,  

まさき るりこ  

福音館書店 

＜ストーリー＞ 

ぼくが森へいくと、動物たちがあつまって、自分の得意なことをし

て腕くらべをしようとしていました。そこで、ぼくも仲間に加わっ

て……。 

＜子どもの反応＞  

3 歳ころから。 一番最初、父親に読んでもらいました。父親が像の

真似をして言った「よろしい。なかなかよろしい。」のフレーズは、

今でも親子のお気に入りのフレーズで、家族の中で、誰かが良いこ

とをしたときなど言い合って笑います。 

8

. 

 

「わたしたちのトビアス 」 

ヨルゲン・ 

スベドベリ (著), 

 その他  

偕成社 

＜ストーリー＞ 

まちに待った、五番目の新しい弟のトビアスにはダウン症という障

害がありました。でも、四人の子どもたちは、家族として暮らして

いくことを提案します。トビアスを受け入れて、明るく生きていく

家族の姿を、四女のヨハンナが描いた楽しい絵と、母セシリアが構

成した文で綴ります。家族のありかたを 教えてくれる一冊です。 

＜子どもの反応＞  

3 歳ころから。初めて本を読んだときに「こわい・・・」といった

息子は、しばらく、この本を読むのを嫌がりました。幼稚園に入園

し、いろいろな子に出会うことになった息子は、ふたたび、この本

を読んで、「トビアスかわいいね。」というようになりました。 

9

. 

 

「しりたがりやの 

   小さな魚のお話」 

エルサ ベスコフ (著),  

その他  

徳間書店 

＜ストーリー＞ 

しりたがりやの魚の子スイスイは、ある日、釣りあげられてしまい

ました。釣ったトーマスは家につれて帰りましたが、その晩、世に

も不思議なお客様がやってきて…。世界中で何世代にもわたって愛

されてきた北欧の古典絵本。  

＜子どもの反応＞  

3 歳ころから。魚が好きな息子に、本屋で見つけて購入しました。 

10 

 

「１０わのインコ 

    どこいった！」 

 

クエンティン・ 

    ブレイク (著),  

その他 

小峰書店  

＜ストーリー＞ 

ジュポン博士のご自慢は１０羽のインコ。でもインコたちは、博士

が毎朝おんなじ挨拶をするのに、もう飽き飽き。ひとつからかって

やろうと、みんなでかくれてしまいます。 

＜子どもの反応＞  

3 歳ころから。数字を覚えて欲しいと祖母が購入しました。これま

でにない絵の雰囲気で、息子も楽しく読んでます。ただ、3歳の息

子にはまだ、最後のどくとくなユーモアを理解できないようです。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com EhonNavi.net 
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[付録 2] ワークショップ「親子で作る絵本」体験録              ● 
板橋区立美術館「ボローニャ国際絵本原画展」のイベントより 

～呼んで・作って・見て楽しむ絵本の時 

[http://www.city.itabashi.tokyo.jp/art/lecture/lc2003-02.html] 

日時：B.８月５日（火）10:00～12:15 

講師：広松由希子（絵本コーディネーター） 

内容：就学前の子供と保護者を対象にした「絵本作り」のワークショップです。 

  絵本の読み聞かせや手遊びを楽しんだ後、簡単な「自分だけの絵本」を作ります 

  最後にいっしょに絵本原画展を巡ります。 

対象：各日 3～6歳の幼児と保護者 

「ちぎり絵でつくる絵本」 

準備 ポスター（B2 裏紙として使用） 色紙 マーカー はさみ スティックのり 下に敷く紙  

手順 

① ポスターを使い、3場面の絵本の形をつくる。 

② 色紙を四つ折にして、手でちぎると。同じ形が 4枚できる。 

  ・何に見えるかな？・ほかの色紙の上にのせてみよう。下の色が変わるとどうなるかな？ 

③ その形を主人公に見立て、表紙と各３場面に一枚ずつ貼ってお話を作る。 

  ・いろんな色紙と組みあわせてみよう。 

  ・色紙をちぎったり、切ったりして春。マーカーで描き足してもいい。 

④ タイトルと作者の名前を書いて、できあがり！ 

  ・できた人はもってきて、お話を聞かせてね。 

⑤ お互いの絵本をみてみよう。 

  ・みんなは、どんなことを考えたのかな？・お家にもってかえって、家族の人たちに見せよう。 

＜参加して感じたこと＞ 

・親と子で協力し合いながらひとつのものを作り上げていくことは純粋に楽しい！ 

・何を主人公にするか、ストーリーはどのようにするか、子供の発想に驚かされる。 

・親の見栄もあって少しでも出来栄えを良くしようとしたり、ストーリーを意味の通じるものにしよ

うと試みてしまった。 

 →発表のない場で、とことん子供のはちゃめちゃな発想を実現できるよう試してみたいと思った。 

・つい 1 年ほど前までは、ハサミが使えず、ビリビリに破ることが大得意であったはずだが、ハサミ

を使い慣れてしまった今、子供にはちぎるという行為が難しく感じたようだ。慣れというのは恐ろし

い。 

・手で作業しながら作り上げていくことの教育的意味は大きいが、ストーリーを実現するには困難が

大きい。いろんなストーリーを作るということに重点を置くなら、その作業は多少簡易化されてもよ

いのではないかと感じた。このあたりに、私の卒業制作の入り込む余地があるのではないかと感じた。 

 

＜制作物－「I Love Toy Train!!」＞ 

     
表紙 雪の中の電車 春になって走り出す お空に飛んでいく 作 佐藤幹晃 
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[付録 3] グアム Tender Shapeard Preschool 体験録            ● 

■ Tender Shepherd Child Care Center（幼稚園）の紹介 

 

Tender Shepherd Child Care Center 

 
Director: Rayla Ferrara 787 Marine Drive  

Hagatna, Guam 96932 

Telephone: 477-4732 Capacity: 43 

Ages of children: 2-5 years  

Open: Monday-Friday 7:30 a.m.-6 p.m. 

(except federal holidays)    

 

■コンピュータの授業の流れ 
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[付録 4] 幼児用ソフトウェア 体験録                    ● 

 

 

「Kid PIX」 

Broderbund 

http://www.kidpix.com/ 

＜内容＞ 

92 年リリース以来累計出荷 110万本以上を誇る、音の出るお絵か

きソフト。 

タブレットやマウスを使ってお絵かきをしたり、自分の好きな素

材を組み合わせてアニメーションを作成することができる。いろ

いろなスタンプが用意されていてスタンプを押していくと絵に

なる。 

1

. 
＜子どもの反応＞ 

はじめは、スタンプ機能に興味を持ち、ひたすら

クリックしていました。また、効果音も簡単につ

けることができ、ガンガンつけて面白がっていま

した。慣れてくると、自分の描きたいものを描こ

うとしていきます。最近は、自由に絵を描いて、

「作品ができた！」と喜んでいます。 

<Features: > 

●Email Art--send Kid Pix art to family and friends, even if 

they don't have Kid Pix 

●Photo Fun--import a favorite photo and add special effects, 

colors, patterns, and graphics 

●Create digital storybooks, multimedia movies, and comic 

books with art, sounds, music, and animation 

●Sound Art--paint colorful images using the volume and pitch 

of your voice (microphone required) 

●Idea Machine--get a little help starting a picture 

 

「Curious George Paint  

    &  Print Studio」 

 

Pearson Software 

http://www.simonsays.com/ 

＜内容＞ 

キュリアスジョージのイラストを自由に組み合わせイラストを

作成することができる。自分の字や絵も加えることができ、作成

保存が可能です。できたファイルは印刷することができます。 

2

. ＜子どもの反応＞ 

キュリアスジョージが大好きな息子は、たくさん

のジョージやその世界が出てくることで大喜びし

ました。ただ、操作性は、あまり良くなく、使っ

ていてイライラすることもありました。印刷する

と喜びましたが、自分の絵を自由にかける KidPix

のほうが、好んで使用しようとしました。 

<Features: > 

●Create and print colorful designs 

●Choose from over 1000 stamps 

●Paint or print on over 40 canvases and settings 

●Drag and drop images to create custom artwork 

●Start with the included templates for cards, signs, and 

other craft projects 

 

「My First Amazing World 

Explorer」 

 

DK Multimedia 

＜内容＞ 

飛行機や船に乗って、世界各国を探検することができます。各国

では、観光地や歴史的建造物などの代表的なものが数点見られる

ようになっています。 

3

. ＜子どもの反応＞ 

子供が 3 歳半ころから使うようになりました。丁

度、海外旅行に出かけ、飛行機にのった後なので、

地球にはいろんな国があることを知り、他の国に

も興味を持ち始めました。同じ DKのシリーズで、

ゴムボールの地球儀を買ったので合わせて見てい

ます。ただ、国の紹介があまりにもチャチイので、

偏ったイメージに凝り固まってしまいそうで不安

です。 

<Features: > 

●16 videos provide an insight into the peoples and wildlife 

of the world 

●19 interactive journeys with 5 activities and games 

●Play the Great Globetrotter Game--with over 50 destinations 

to discover, "photograph," and save 

●Test your knowledge of continent capitals and flags with 

500 multiple-choice questions 

●Fully updated information ensures an accurate resource for 

educational use 
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「Winnie the Pooh and the 

Honey Tree」 

 

Disney Interactive 

[http://disney.store.go.co

m] 

＜内容＞ 

プーさんの絵本のデジタル版のようなものです。絵本画面では、

ストーリーを読み上げてくれたり、絵をクリックすると反応す

る、ちょっとした仕掛けがたくさん盛り込められています。主題

歌やちょっとしたクイズもあります。ディズニーのアニメーショ

ンストーリーブックのシリーズで、これには、他のディズニーキ

ャラクターのものがたくさん出ています。アニメーションストー

リーブック以外にも、キャラクターごとに知育ソフトが販売され

ています。 

4

. 

＜子どもの反応＞ 

もともとプーさんの絵本やビデオが大好きな息子

は、即、画面にのめりこみました。ただ、インタ

ラクションが豊富で、ストーリーと関係ない部分

で、ひたすらクリックし、楽しんでいました。ま

た、クリックできる箇所を探す癖がついてしまい

ました。これは、教育的には良くないことだと思

います。英語版だったので、英語に触れる機会に

はなりました。他のディズニーキャラクターのバ

ージョンも豊富なのと、値段が知育ソフトより安

いので購入しやすいソフトだと思います。 

<Features: > 

●Each word is pronounced and highhlihted to build word 

recognition and early reading skills. 

●Five cheery sing-along songs include the veloved theme 

song, "Winnie the Pooh" 

●The "Pick-A-Page" feature makes navigation easy and quick. 

●Four fun games gives children an introduction to beginning 

learning skills. 

●Help Roo catch butterflies and build simple computer mouse 

skills. 

●An Action Dictionary uses animation to define key words and 

build vocabulary. 

 

「Crayola Party Time 」 

 

IBM Software 

[http://www.ibm.com/pc/ath

ome/] 

＜内容＞ 

パーティグッズを手軽に編集・印刷して作ることができます。招

待状やパーティの飾り、帽子など素材が豊富に用意されていま

す。 

5

. ＜子どもの反応＞ 

親子で楽しみながら作成するのにはよい材料にな

ると思います。子供のパーティで用意するものは

どんなものか、参考になります。一通り作成して

みた後は、やはり手作りへ移行していきそうです。

そのための参考資料とするには大変よいものだと

思います。 

<Features: > 

●Manufacturers, merchants, and enthusiasts: Submit a 

product manual for this item. 

 

「学研マルチメディア図鑑 魚 」 

 

学習研究社  

[http://www.gakken.co.jp/s

oft/zukan/] 

＜内容＞ 

学研のノウハウを結集した CD-ROM 図鑑が、WindowsXP と

Macintosh に対応!「魚」の図鑑です。 

6

. 
＜子どもの反応＞ 

学研「魚」の図鑑を先に購入していました。魚に

大変興味を持ち、水族館が大好きな息子は、図鑑

も良く見ていました。ソフトウェア上の図鑑では、

さらに、水の中での動きや細かな分類などを見る

ことができます。特徴的な魚の生態系や一生など

も分かりやすく紹介されており、さらに魚への興

味を起こさせてくれます。 

<Features: > 

●日本とその近海に生息する魚類を中心に、観賞魚も含め、1500

種以上のデータを収録。 

●水中写真・ムービーの第一人者、田口哲氏、益田一氏などによ

る美しい生態写真やムービーを多数収録。 

●魚類の驚異の生態を、リアルなスーパーイラストで表現。 

●飼育、ダイバー情報、釣りなど、魚に関する情報満載。 
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「Microsoft Encarta  

      総合大百科 」 

 

マイクロソフト 

[http://www.microsoft.com/

japan/reference/ers/defaul

t.asp] 

＜内容＞ 

世界で最も利用されているマルチメディア百科事典ソフト。 

さまざまな種類のマルチメディアと、調べ学習や発表資料作成に

役立つ機能が豊富。 

7

. 

＜子どもの反応＞ 

コンピュータメディアならではの機能、とくに、

バーチャルツアーや体験メディアのコンテンツが

気に入り、繰り返し行いました。 

普段、慣れ親しんでいる「21世紀こども百科 World 

watch 」では、パラパラと全体のページをめくり

ながら、電車のページやお菓子のページなど、お

気に入りのページを見つけます。そのような手順

は、ソフトの百科辞典は膨大な量には合わないと

いうことで、検索機能があるのですが、4歳児には

まだ早かったようです。 

<Features: > 

●膨大な量の情報から、知りたい事柄をピンポイントに、または

条件を指定して容易に検索できます。  

●紙の百科事典約 30 冊分 (※1) に相当する文字データ 

●地図帳 20,000 ページ分の地図データ 

●動画、写真、音声、アニメーションなど、26,000 点を超える

マルチメディア 

●国語、英和、和英、英英の計 4 つの実用的な辞典データ 

 

「特打ファンタジー  

     くまのプーさん」 

 

ソースネクスト

[http://www.sourcenext.com

/products/pooh/] 

＜内容＞ 

ディズニーキャラクター「くまのプーさん」を題材としたタイピ

ングソフト。 

8

. 

＜子どもの反応＞ 

ローマ字変換の日本語入力は、4歳児には難しいよ

うでした。ローマ字入力も、単語入力までは速度

が追いつかないようでした。 

タイピングゲームをクリアすることで、壁紙が増

えることを知ると、親にゲームをさせて、壁紙を

見ることに興味が向きました。このような外的動

機付けは自分がタイピングするときには役に立つ

とは思います。 

 

<Features: > 

●基礎トレーニング  

キーの位置とホームポジションを覚えるための基礎トレーニン

グ。 アルファベットと数字キー、テンキーの練習。 

●実践トレーニング  

簡単な単語（2文字～）入力から徐々に長い単語（8 文字まで）

を入力していく実践トレーニング。英単語（7文字まで）を使っ

たトレーニングも収録。  

●タイピングゲーム  

くまのプーさんや森の仲間達がたくさん登場するタイピングゲ

ーム。 

●プーさんの仲間紹介  

くまのプーさんに登場するキャラクターを紹介するコーナー。 

くまのプーさんに関するクイズも収録。  

●壁紙コレクション  

デスクトップを飾る壁紙集。 各ゲームをクリアするごとに利用

できる壁紙が増える。 

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com 
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■「ReaderRabbit シリーズ」 
 

 The Learning Company 社 

 [http://www.readerrabbit.com/] 

 

 アメリカだけでもシリーズ販売本数 600 万本以上というベス

トセラーキッズソフト。世界 48 カ国で販売され、シリーズで

200 以上の賞を受賞している。  

 映画のように美しい全編アニメーションムービーで創造力を

養うゲームイベントが満載。 

 

 

＜子どもの反応＞ 

キャラクターの Rabbit が各々の問題を解決すべく、案内し

てくれます。最終的には宇宙船を救うなどの目的があり、そ

のために各ステージをクリアするようになっています。この

動機付けを理解するのに時間がかかりました。各ステージ

は、きれいな画面と音によって集中することができ、楽しん

で行うことが出来ました。 

 

 

「Reader Rabbit Toddler 」  

 

<Features: > 

●Learn, play, and sing with Reader Rabbit and friends 

●20 interactive play areas for ages 1 to 3 

●Memorable sing along tunes and fun printable activities 

●No mouse clicking or computer skills needed 

●Comes with Reader Rabbit’s Dreamship Tales bonus CD   

 

「Reader Rabbit Kindergarten」  

 

<Features: > 

●Learn, play, and sing with Reader Rabbit and friends 

●Fun math, language, and learning activities for ages 4 to 6 

●Rescue the Dreamship from Pointy Palace 

●Videos, tunes, characters, and more 

●Comes with Reader Rabbit’s Dreamship Tales bonus CD   

 

「Reader Rabbit 1st Grade」  

 

<Features: > 

●Exciting reading games for first-grade kids 

●Explore the world of weather on Cloud 9 

●Work on skills one at a time or have fun with the story 

●Skill levels automatically adjust to kids 

●Tracking reports monitor progress   

 

「Reader Rabbit 幼稚園」  

 

<Features: > 

●ReaderRabbitKindergarten の日本語版。 

アルファベットのクイズもちゃんと日本語訳になっているが、日本人の言葉の習得にに合って

いるかどうかは疑問が残る。 

--- 

やはり、日本語だとストーリーが把握しやすいようで、自分ひとりで黙々と行うことができる。

ただ、もともとが日本人用に作られたわけではないので、日本人の学習ソフトとして訳ややり

方に無理を感じる部分もある。   

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com 



 付録－20 

 

■「JumpStart シリーズ」 
 

 Knowledge Adventure 社 

 [http://www.jumpstart.com/ ] 

 

 アメリカで販売総数 300 万本突破の信頼と実績のある幼児向

け学習ソフト。 

 

 

＜子どもの反応＞ 

特に案内役のメインキャラクターがいるわけではなく、お部

屋や幼稚園、お庭からいろいろなステージへ入ることが出来

ます。ReaderRabbit シリーズと同様、きれいな画面と音に

よって集中することができ、楽しんで行うことが出来まし

た。 

 

 

「JumpStart Baby」  

 

<Features: > 

●Includes 8 different learning activities 

●Introduces Teddy, your animated host 

●Takes place in a friendly, inviting nursery 

●Explores shapes, music, colors, clothing, animals, and cause and effect 

●For ages 9 to 24 months   

 

「JumpStart Toddlers」  

 

<Features: > 

●Join Dee Dee the Duck as she explores Grandma's house and magical garden 

●My Learning Scrapbook makes it simple to chronicle all the important "firsts" 

●Toddlers receive positive onscreen responses to any keystroke or mouse movement 

●Includes personalized, printable activities 

●Scrapbook activities can be e-mailed or uploaded to a family Web site   

 

「JumpStart Kindergarten」  

 

<Features: > 

●Explore an interactive classroom 

●Climb aboard a boat, plane, train, or zeppelin and take off to faraway worlds of fun 

●Learn prereading skills, the alphabet, letter combinations, counting, quantities, 

similarities and differences, and more 

●AdJust-for-You Learning Technology adjusts automatically to your child's pace 

●Includes progress reports and a printable workbook   

 

「JumpStart Preschool」  

 

<Features: > 

●Three-CD set designed to prepare your child for Kindergarten and beyond 

●More fun and enriching learning activities than ever 

●Auto leveling allows your child to learn at a pace that is just right for him or her 

●Uses all seven learning styles to teach everything from reading to spelling and 

arithmetic 

●Keeps kids engaged and learning for hours   

写真 orイメージ Amazon.co.jp  Amazon.com 
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[ 付 録 ５ ]  シ ス テ ム 環 境 イ メ ー ジ 図                

● 

 
 

インターネット

【機器構成】

１．MSN Messengerによるネットワークの接続

【手順】

２．ログイン

３．ネットワーク
　　ミーティング開始

５．ブラウザの起動

６．ブラウザの共有

２．ログイン

４．ネットワーク
　　ミーティング承諾

７．祖父母側の画面
　　が表示される

お互い相手がいることを確認

８．ネットワークによるコミュニケーションの開始

祖父母側

ルーター

ＵＳＢ接続
カメラ

子ども側

ルーター

ＵＳＢ接続
カメラ
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（2002 年 12 月 8 日現在での環境イメージです。） 


