
一宮市子育て支援センター情報紙

特集 『絵本』って楽しいね！ 

№ ６３ 

◆  パパの〇〇デビュー 

   「Ｉ君パパに聞いてみました」 

◆  つくってあそぼっ！

『こっちだよ人形』 

◆ 育児講演会のおしらせ 

丹陽子育て支援センター にて 



絵本を見るのは誰と？どんな時ですか？（複数回答可） 

お子さんそれぞれに

好きな絵やお話があ

りますね。 

お気に入りの絵本♪（複数回答可）
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「どういう絵本を選べばいいの？」「どうしたら絵本に興味をもってく

れるの？」「絵本はどんな時に読めばいいの？」と考えたりしますよね。

そこで、子育て支援センターに遊びに来ているママたちに、絵本について

聞いてみました。 

人 

※その他…まったりしたいとき、母の時間に余裕があるとき

その他

入浴の前後

食事の前後

子どもが読んで欲しがった時

寝る前

どんな時に見ますか？ 

43 

7 

6 

34 

（人） 

48 

（人） 

その他

兄・姉

祖父母

父

母

誰と見ますか？ 

98 

49 

※その他…ひとりで、保育士

16 

10 
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（人） 

みんなが選んだ人気ベスト 3 

＜1位 だるまさんシリーズ＞ ＜2位 いないいないばあ＞ ＜3位 ノンタンシリーズ＞

アンケートより年齢別お勧め絵本 

0歳 1 歳 2 歳 3 歳 

『ごぶごぶ ごぼごぼ』 『じゃあじゃあ びりびり』 『うずらちゃんの かくれんぼ』 『ねないこ だれだ』 

音が面白い 繰り返しの 

言葉が楽しい 

うずらちゃんが 

どこに隠れているか

探すのが楽しい 

本棚から取り 

出してくる率№１ 



私の「だ・る・ま・さ・ん・が」の

声に合わせて、楽しそうに拍手して

いま～す♪  
姉の読み聞かせを真似て読んで

いるけれど、絵本はさかさま。 

かわいい～！！ 

私がお兄ちゃんたちに小さい頃読ん

であげた絵本を、今はお兄ちゃんが

妹に読んであげています。

絵本を見て「バナナ」「ぶどう」と

しゃべっていた。 

「言えるんだ！」と驚きです。 

お風呂のシャワーが苦手だったけど、『ノ

ンタンあわぷくぷくぷぷぷう』の絵本を読

んでから、あわあわになるのが楽しくて少

しずつシャワーが好きになりました。 

絵本の絵を見ながら自分で食べる

真似をしたり、２か月の下の子に食

べさせる真似をしたりしています。 

動物が『こんにちは』をするところで、

一緒におじぎしています。 

あそび編 

絵本の「だいすきぎゅっぎゅっ」という場面に

なると、「だいすきー」と言いながら嬉しそうに

ぎゅーってしてくれます。私も嬉しい気持ちに

なり、親子でくどいくらい“ぎゅっぎゅっ”し

ています。 

成長編 

ふれあい編 

『絵本大好き！』エピソードがいっぱい♪ 

何度も繰り返し「よんで！」と要求

するので、こちらが疲れて閉口して

しまうことも…。 表紙を見せただけでも笑って

「ばぁー！」と反応してくれるの

で私も楽しい。 

本屋に行くと子どものためと思

い、ついつい買ってしまう。
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親ごころ編 

今はめくることが楽しくて、自

分でページをめくれたときは

パチパチ手を叩いています。 

お子さんは『めくることが好き』『いつも同じ本、ページを喜ぶ』など年齢や興味で、

絵本の楽しみ方もそれぞれ違いますね。絵本を見ているお子さんの様子をじっと見てみ

ると、どんなところに興味があるか見えてくるかもしれません。また、寝る前などのちょ

っとした時間に絵本を読んで、親子でほっとできる時間を過ごすという方もいました。 

お子さんは、安心できるお母さん・お父さん・家族の方の声で、絵本を読んでもらうこ

とが大好きです。絵本を通してお子さんとの楽しい時間にしていけるといいですね。 



パパからママへありがとう！ 

いつも本当にありがとう！これからも３人仲良く、ステキな思い出を作っていこう。 

ご飯もいつもおいしいよ。日々感謝しています。 

赤ちゃんが生まれパパになり、何もかも初めてづくし。そこで、パパになって 

初めての〇〇「パパの〇〇デビュー」と題して、そのときの思いや様子をお聞 

きしました。ハラハラ、ドキドキ！体験談を、ここでご紹介します。 

用意する物 

・牛乳パック（500 ml サイズ） 

・平面の人形2 

つくってあそぼっ！～パート 3～

☆こっちだよ人形☆ 

お風呂 

作り方 

① 人形を作る。 

＊お子さんのお気に入りのキャラクターを切り抜いた

り、コピーしたりしてもいいよね。 

＊人形のサイズは、牛乳パックからはみ出さないサイズ

にしてね。（７ｃｍ以内） 

② 図のように牛乳パックを切り取り、一面の左右に人形を

セロテープで貼り付ける。

＊一方の人形が現れた時、もう一方の人形が隠れるよう

に位置を決めて貼ってね。 

公 園 

抱っこしながらの入浴はド

キドキでした！本人は気持ち 

よさそうで嬉しかったです。 

入浴担当になりました（笑） 

遊び方 

牛乳パックを左右に動かすと人形が

顔を出すよ。「こっちだよ～」と、声

をかけながら遊んであげるのもいい

ね。 

ボールを追いかける息子

のペタペタ歩きにほっ

こり！ボール遊び中の

笑顔も最高でした。 

とびだす人形に大喜び！！ 

お話しながら遊ぶと楽しいよ。 

人形がぐらぐらしないよう 

端から端までしっかり貼る。

４ 



＊育児講座 時間：午前１０時～１１時３０分 
○月○日（○） ○○テーマ○○○              場所

（ポプラのみ住所）

○月○○日（○） ○○○○

～○○○○～     ○○場所○○

＊パパもいっしょに遊ぼっ！ 時間：午前10時～11時30分 

10月17日（土）  丹陽公民館 

11月  9 日（月）  東五城子育て支援センター 

12月  5 日（土）  里小牧子育て支援センター 

＊ママといっしょでいいな（１歳児対象）   時間：午前10時15分～11時15分 

11月  5 日（木）               申し込み日：10月7日・8日 
11月13日（金）               申し込み先：黒田北子育て支援センター 

1月  7日（木）               申し込み日：12月8日・9日 
1月 18日（月）              申し込み先：丹陽子育て支援センター 

＊育児講座 時間：午前10時～11時30分 申し込み：必要 

11月16日（月） 頑張りすぎない育児  

～１歳児の泣きの意味と安心感の大切さ～  神山公民館 

  12月  4 日（金） 楽しい親子関係作りのプログラム  尾西生涯学習センター 

(12/4  12/18  1/8  1/22  2/5  2/19 の 6回とおして参加できる方) 

1                                               1 月 23日（土） 将来キレない・引きこもらない子どもにするには 

今から始める親子のコミュニケーション   東五城子育て支援センター 

木曽川体育館 

中保健センター 
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※市内在住の未就園児と親、家族の方々 是非ご参加ください。 

申し込み：不要 

一宮子育て支援アプリ 

Google play  App Storeで配信
中

Google play App Store

＊親子でねんど（２歳児対象） 時間：午前10時～11時30分 場所：東五城子育て支援センター 

   11 月２０日（金）   申し込み日：10月22日・23日 

申し込み先：千秋子育て支援センター 

 1 月 29日（金）  申し込み日：12月14日・15日 
申し込み先：千秋子育て支援センター 

※新型コロナ感染症拡大防止や天候のため、中止する場合があります。  



図書の紹介

６

子育てに関する本や絵本を貸出しています。 

一家族一回につき2冊まで、貸出期間は2週間です。 

電話での予約も受け付けています。 

是非、ご利用ください。 

※ 子育て支援センターは、いちのみやファミリー・サポート・センター 

（0586）28-9772と連携しています。気軽にお問い合わせください。 

赤ちゃんのおもちゃ 

           0～3歳まで   岩城 敏之 著 

赤ちゃんが興味をもっていることは何かな？と

考えおもちゃを選んだり、大人が一緒に遊んで楽

しんだりすることの大切さを教えてくれる本で

す。おもちゃ選びに悩むママたちに読んでもらい

たい1冊です。 

ふたをぱかっ 

作・新井 洋行 

『ふたを…ぱかっ』とあけるとおいしそうな

においが…。どんな料理が出てくるのかお楽し

み。鍋の中に何が入っているのかおしゃべりを

楽しんだり、ごっご遊びをしたりして親子で一

緒に遊べる絵本です。 

この紹介図書は、東五城・千秋・黒田北・里小牧

子育て支援センターにあります 

千秋子育て支援センター 
〒491-0817 

千秋町天摩字山畑370-56 

（0586）28-9771 

（0586）81-0277 

丹陽子育て支援センター 
〒491-082７ 

三ツ井3丁目2-37 

（0586）28-9146

 （0586）76-7021 

中央子育て支援センター 
〒491-0858 

栄 3丁目1-2 
 （ｉ ビル5階） 

（0586）85-7026 

（0586）85-7027 

東五城子育て支援センター 
〒494-0008 

東五城字備前12 
 （尾西庁舎2階） 

（0586）85-9339 

   （0586）63-3660 

黒田北子育て支援センター 
〒493-0001 

木曽川町黒田字篭守西108 
 （一宮市立黒田北保育園併設） 

（0586）28-9769 

  （0586）86-6333 

（私立）子育てひろば かもめ 
〒491-0918 

末広1丁目21-10
    （かもめ保育園内 ホール） 

（0586）45-3839 

  （0586）45-3702 

（私立）子育てひろば 若の宮 
〒491-0121 

島村字下老光寺44-1  
  （若の宮保育園内 2階ホール） 

（0586）51-2727 

  （0586）51-2915 

＜子育てひろば＞＜市立子育て支援センター＞

里小牧子育て支援センター 
〒493-0005 

木曽川町里小牧字神明東5-1 
（一宮市立里小牧保育園併設） 

（0586）28-9770 

（0586）87-7490 

F A X

F A XF A X

F A XF A X

F A X

F A XF A X

この紹介図書は 

東五城子育て支援センターにあります 

2020年１０月発行 


