
ちょうちょさん
どこ　いくの？　　　　　　

うんしょ
よいしょ……

ころん！

あおいちゃん
じょうずに　ころん　できました

まんまの　じかんよ

あ！
ちっちゃい　は
みーつけた

おくちを　あーん

あおいちゃんが　だいすきなのは
いちごと　かぼちゃ

はじめての　おくつで
とことこ　あんよ　　

おっとっと！ うわあーん

よしよし
いたいの　いたいの
とんでいけー

סؠ٤م٭ليյגׂיع٤حٝوֿףֵףכַյעث٭ٖبعت٭ؒن
նגַימֹאյ㭕עי釤חׂն⛰䈱חׂ

おふろで　ゆらゆら　きもちいいね ほかほか　あおいちゃんの　できあがり

ひなちゃんと　こうえん　うれしいね
なにして　あそぶ？

おすなばあそびや　すべりだい

あおいちゃんと　ひなちゃん
いっしょだと　たのしいね

01   ねんね（6 ヶ月頃）

03   寝返り（6 ヶ月頃）

07   あんよ（1 歳頃）

09   かくれんぼ（1 歳頃）

12   大好きな乗り物（1～2 歳頃）

13   仲良しのお友達（1～2 歳頃） 14   じいじとばあば（1～2 歳頃）

10   大好きな絵本（1～2 歳頃）

08   はじめての言葉（1 歳頃）

06   泣いたり笑ったり（9 ヶ月頃）

04   まんま（6 ヶ月頃）

02   おふろ（6 ヶ月頃）

Your Choice

Here

For Girl女の子

SCENE  C ATALOG

Original Story 

♦14 シーンの中から、お子さまの思い出深い、お好きなシーンを７つ自由にお選びいただけます
♦文章下にラインが入っている箇所は、お子さまのお名前やオリジナルの言葉が入ります
　(＊ラインは絵本に印刷されません )
♦シーン名の横には、成長していく主人公の設定年齢を記載しています

Favorite Food

First Word

Favorite Title

わらった　おかお
ないた　おかお
ねむそうな　おかお

これは　どんな　おかお？
あおいちゃんの　いろんな　おかお

05   夜泣き（9 ヶ月頃）

ねんねの　じかんよ　
なかないで

おつきさまも　ふくろうさんも
どうしたのって　きいてるよ

だいじょうぶ　だいじょうぶ
とん　とん　とん　

あおいちゃん　よるだよ

あおいちゃん　なあに？
パパと　ママと　いっぱい　おはなししましょ

はじめて 　はなした　ことばは
「まんま」だったね

あおいちゃんの　だいすきな　えほんは
『あっぷっぷ』と

ママの　おひざに　どうぞ
きょうの　えほんは　どれに　する？

『いないいないばあ』

11   大好きな動物（1～2 歳頃） Favorite    Animal

Friend’s 
     Name

Favorite    Vehicle

げんきに　すくすく
おおきくなあれ

じいじも　ばあばも
あおいちゃんが　だいすきよ

どうぶつえんに　おでかけ

いろんな　ところに　おでかけしようね　　　　　あおいちゃんが　すきな
　　　　　コアラさんにも　あえるかな

パパと　ママと

あっ
おきちゃった！

……と　おもったら
おゆびを　ちゅうちゅう
また　ねんね

すやすや　ねんねの　あおいちゃん

絵 本 の 構 成

� ˊ ˋ ˌ ˍ ˎ ˏ

あれ？

どこかな　どこかな…… みーつけた！
あおいちゃんが　いないよ

まちの　なかには　のりものが　いっぱい
あおいちゃんは　ひこうきが　
だいすきだね

「あれ　なあに？」
しりたいことが　たくさん　あるね
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わらった　おかお

ないた　おかお
ねむそうな　おかお

これは　どんな　おかお？

はるとくん　よるだよ
ねんねの　じかんよ　
なかないで

おつきさまも　ふくろうさんも
どうしたのって　きいてるよ

だいじょうぶ　だいじょうぶ
とん　とん　とん　

すやすや　ねんねの　はるとくん

あっ
おきちゃった！

……と　おもったら
おゆびを　ちゅうちゅう
また　ねんね

おふろで　ゆらゆら　きもちいいね ほかほか　はるとくんの　できあがり

そらくんと　こうえん　うれしいね
なにして　あそぶ？

おすなばあそびや　すべりだい

はるとくんと　そらくん
いっしょだと　たのしいね

ちょうちょさん
どこ　いくの？　　　　　　

うんしょ
よいしょ……

ころん！

はるとくん
じょうずに　ころん　できました

あ！
ちっちゃい　は
みーつけた

まんまの　じかんよ
おくちを　あーん

はるとくんが　だいすきなのは
うどん

はじめての　おくつで
とことこ　あんよ　　

おっとっと！ うわあーん

よしよし
いたいの　いたいの
とんでいけー

げんきに　すくすく
おおきくなあれ

じいじも　ばあばも
はるとくんが　だいすきよ

01   ねんね（6 ヶ月頃）

03   寝返り（6 ヶ月頃）

05   夜泣き（9 ヶ月頃）

07   あんよ（1 歳頃）

09   かくれんぼ（1 歳頃）

11   大好きな動物（1～2 歳頃） 12   大好きな乗り物（1～2 歳頃）

13   仲良しのお友達（1～2 歳頃） 14   じいじとばあば（1～2 歳頃）

10   大好きな絵本（1～2 歳頃）

08   はじめての言葉（1 歳頃）

06   泣いたり笑ったり（9 ヶ月頃）

04   まんま（6 ヶ月頃）

02   おふろ（6 ヶ月頃）

For boy男の子

Happy Birthday !

First Word

Favorite Title

Favorite    Animal Favorite    Vehicle

はるとくんの　いろんな　おかお

Favorite Food

あれ？
はるとくんが　いないよ
どこかな　どこかな…… みーつけた！

まちの　なかには　のりものが　いっぱい
はるとくんは　しんかんせんが　
だいすきだね

「あれ　なあに？」
しりたいことが　たくさん　あるね

はるとくんの　だいすきな　えほんは
『のりものいっぱい』

おかあさんの　おひざに　どうぞ
きょうの　えほんは　どれに　する？

はるとくん　なあに？
おとうさんと　おかあさんと
いっぱい　おはなししましょ

はじめて 　はなした　ことばは
「わんわん」だったね

いろんな　ところに　おでかけしようね

どうぶつえんに　おでかけ
おとうさんと　おかあさんと

　　　　　　はるとくんが　すきな
　　　　　　おさるさんにも　あえるかな

Friend’s 
     Name


