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絵本の読み聞かせについて 
 

 「赤ちゃん絵本」という言葉を聞いたことはありますか？ 

これは、名前どおり、赤ちゃんや小さなお子さんのために作られ

た絵本のことです。赤ちゃんでも持つことができるように赤ちゃ

んの肩幅くらいの小型サイズで作られています。 

 親と子のふれあいの一つとして、絵本の読み聞かせがあります。

読み聞かせは、誰にでもできる、赤ちゃんへの愛情のプレゼント

です。赤ちゃんは、お父さんやお母さんと一緒に遊ぶことが大好

きです。絵本の読み聞かせも、まずは遊び感覚で始めてみてはい

かがでしょうか。 

最初のうちは赤ちゃんの反応が小さいかもしれませんが、くり

返すことが大切です。読み手自身が楽しんで読むと、その気持ち

が赤ちゃんにも伝わり、何かを感じて反応を示しはじめてくれま

す。赤ちゃんは、お気に入りの絵本を読んでもらうと安心感や幸

福感でいっぱいになり、情緒が安定します。そして、お気に入り

の絵本ができたらくり返し何度でも読んであげてください。心を

こめて、お互いの肌のぬくもりを感じながら。親と子が絵本を通

して過ごす時間は、ことばと心を交わすかけがえのないひととき

になるでしょう。 

 「赤ちゃん絵本」によって、親と子のふれあい、愛情が育まれ

ますように！ 
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てん てん てん こどものとも０.１.２. 

わかやま しずこ∥さく  福音館書店 

 

「てんてんてん」これは誰？ 

くりかえしの音が楽しいよ。 

どんな虫さんか当ててみてね。 

ばい ばい 

まつい のりこ∥さく  偕成社 

 

ひよこ、ぞう、うさぎなど、たくさん

の動物たちがでてきて、あいさつする

よ。「こんにちは」「ばいばい」 

ごぶごぶ ごぼごぼ こどものとも０.１.２. 

駒形 克己∥さく  福音館書店 

 

まるの大きさが色と一緒にどんどん変わ

っていくよ。「ど、ど、どぉーん」 

どんな色、形になるかな？ 

はじめてはじめてはじめてはじめて    出会う出会う出会う出会う    絵本絵本絵本絵本    
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いないいないばああそび 

あかちゃんのあそびえほん ２ 

きむら ゆういち∥さく  偕成社 

いぬさんが・・・「ばあ」 

ねこさんが・・・「ばあ」 

次のページをめくると？ 

「いないいないばあ」の動きがとても

ダイナミックな絵本です。 

ころ ころ ころ 

元永 定正∥さく  福音館書店 

かいだんみち、でこぼこみち 

「ころころころ」 

いろだまさんは、どこにいくのかな？ 

色がきれいで、とってもリズミカルな

絵本です。 

もう わらった 

やすおか かよこ+うしろ よしあき∥ぶん     

かさい まり∥え  教育画劇 

ないてるくまちゃん。 

よしよししてあげたら・・・ 

もう わらったよ。 

わらべ歌からうまれた、笑顔あふれる絵

本です。 
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おとおとおとおと    とととと    リズムリズムリズムリズム    のののの    絵本絵本絵本絵本    

じゃあ じゃあ びりびり 

まつい のりこ∥さく  偕成社 

 

みず じゃあ じゃあ じゃあ 

かみ びり びり びり 

つぎにきこえるのはどんなおと？ 

がちゃがちゃ どんどん 

元永 定正∥さく  福音館書店 

 

かーんかーん ざー ぽきん 

おとのせかいって たのしいね。 

音のイメージが絵本になりました。 

ぴょーん 

はじめてのぼうけん 1 

まつおか たつひで∥さく  ポプラ社 

 

かえるが・・・・・ こねこが・・・・・ 

      ぴょーん ぴょーん 

とびはねる動きが楽しい絵本です。 
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おつむ てん てん 

あかちゃんとおかあさんの絵本 

なかえ よしを∥さく  金の星社 

さっちゃんが おつむ てん てん 

みんないっしょに  

おつむ てん てん 

おつむてんてんの動きが楽しい絵本で

す。 

うたえほん 

つちだ よしはる∥え  グランまま社 

「ぞうさん」 

「どんぐりころころ」 

「しゃぼんだま」  

きょうはなにをうたおうかな。 

長年愛され続けている童謡 26 曲の

楽譜が載っています。 

 

 

まめうし ぽん ぽん ぽん 

まめうしのあかちゃんえほん 

あきやま ただし∥さく  ＰＨＰ研究所 

ぽてぽて ぽんぽん ぽしゃーん！ 

まめうしくんのおさんぽは、ゆかい

な音がするんだよ。どんな音がきこ

えてくるかな？ 
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くだもの  

平山 和子∥さく  福音館書店 

みかん バナナ いちご。 

大好きなくだもの 

「はい、どうぞ」 

本物そっくりなくだものがのってい

ます。 

たまごやきくん 

いただきま～す！シリーズ 

村上 康成∥さく  小学館 

おいしそうな たまごやき。 

ぷくぷく。ぽわぽわ。いただきまーす！ 

同シリーズに「おにぎりくん」「からあ

げくん」もあります。 

にんじん 

せな けいこ∥さく  福音館書店 

にんじんのすきなこ あつまれ～！ 

うまさんも ぞうさんも うさぎさん

も・・・みんなで たべると おいし

いね。ほのぼのとしたちぎり絵が愛さ

れ続けています。 

たべものたべものたべものたべもの    のののの    絵本絵本絵本絵本    
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おにぎりくんがね・・ 

おいしい ともだち 

とよた かずひこ∥さく  童心社 

おにぎりくんが にぎにぎして 

3 つのおにぎりを作ったよ。 

さあ、めしあがれ！ 

ごはんの時間がとっても楽しくな

る絵本です。 

おやさい とんとん 

ママと赤ちゃんのたべもの絵本 

真木 文絵∥さく    

石倉 ヒロユキ∥え  岩崎書店 

おやさいたちがあつまった。 

さて、なにがはじまるのかな？ 

まないたの上の動きが楽しい絵本

です。 

しろくまちゃんのほっとけーき 

わかやま けん∥え  こぐま社 

しろくまちゃんがほっとけーきを 

つくったよ。さあ、こぐまちゃん 

いっしょに たべよう。 

一生懸命なしろくまちゃんがほほえ

ましい絵本です。 
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わんわん ぴよぴよ 

桑原 伸之∥さく  あすなろ書房 

ちいさいたまごを見つけたよ。 

みんなにこにこ。 

何がうまれてくるのかな。 

動物たちがたまごをやさしく見守り

ます。 

ここよ ここよ こどものとも０.１.２. 

かんざわ としこ∥ぶん 

やぶうち まさゆき∥え  福音館書店 

どこにいるの？どうぶつの赤ちゃ

ん。「ここよ ここよ」 

かわいい赤ちゃんのかくれんぼ絵本

です。 

 

おっぱい おっぱい 

わかやま けん∥え  童心社 

みんなだいすきな 

おかあさんのおっぱい。 

あんしんするね。ほっとするね。 

動物の親子の様子があたたかく描

かれています。 

どうぶつどうぶつどうぶつどうぶつ    のののの    絵本絵本絵本絵本    
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ブップー バス 

あかちゃん のりものえほん 

とよた かずひこ∥さく  アリス館 

ブップー ブップー。バスがはしるよ。

ピンポーン。バスがとまるよ！ 

バスやのりものが出す音が楽しい絵本

です。 

がたん ごとん がたん ごとん 

安西 水丸∥さく  福音館書店 

「のせてくださーい」 

おきゃくさんをのせて、がたんごとん。 

しゅうてん めざして がたんごとん。 

「がたんごとん」と思わず口ずさみたく

なる絵本です。 

よいしょ はたらくくるま 

三浦 太郎∥さく  偕成社 

はたらくくるま、しゅうごう～！ 

今日もみんなで「よいしょ」 

「よいしょ」のかけ声が楽しい絵本です。 

のりもののりもののりもののりもの    のののの    絵本絵本絵本絵本    
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 松谷松谷松谷松谷みよ子みよ子みよ子みよ子    のののの    赤赤赤赤ちゃんちゃんちゃんちゃん    絵本絵本絵本絵本    

    
おかあさんたちが赤ちゃんの頃から愛され続けています。 

「おふろでちゃぷ ちゃぷ」   

岩崎 ちひろ∥∥∥∥え  童心社 

 

「あなたはだあれ」   

瀬川 康男∥∥∥∥え  童心社 

 

「いいおかお」 

   瀬川 康男∥∥∥∥え  童心社 

 

「にんじんさんがあかいわけ」 

  

ひらやま えいぞう∥∥∥∥え  童心社 

「いない いない ばあ」 

 瀬川 康男∥え  童心社 

みんなだいすき。 

いないいない…ばあ！ 

 

 

 

あかちゃんのむかしむかし 
 

おふろでちゃぷちゃぷ 

たのしいな。 

いいおかお。 

にこにこにこ。 

ケロ ケロ ケロ。 

あなたはだあれ？ 

分かるかな？ 

にんじんさんが赤いわけ。 
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林明子林明子林明子林明子    のののの    赤赤赤赤ちゃんちゃんちゃんちゃん    絵本絵本絵本絵本 

 

  おつきさまとおはなしをしてみたくなる絵本です。 

 

「くつくつあるけ」 

       福音館書店 

 

「きゅっ きゅっ きゅっ」 

        福音館書店 

 

「おててがでたよ」 

       福音館書店 

「でてこい でてこい」 

       福音館書店 

「おつきさまこんばんは」「おつきさまこんばんは」「おつきさまこんばんは」「おつきさまこんばんは」    

                              福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店    

    

「おつきさまこんばんは」「おつきさまこんばんは」「おつきさまこんばんは」「おつきさまこんばんは」    

                              福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店    

    

「おつきさまこんばんは」 

         福音館書店 

おそらに、まんまるおつき 

さま。やあ、こんばんは。 

 
  

 
 

こどものとも０.１.２. 

 

くつくつあるけ 

さんぽにおでかけ。 

スープをこぼしたよ。 

きゅっ きゅっ きゅっ。 

ばあ～ おかおがでたよ。 

おててもでたよ。 

だれかかくれてる。 

でてこい でてこい。 
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おかあさんおかあさんおかあさんおかあさん    へへへへ    のののの    絵本絵本絵本絵本                
 

『みんな あかちゃん だった』 鈴木 まもる∥作 小峰書店 

 

世界中の誰もがみんな、最初はお母さんのお腹から生まれた赤ち

ゃんでした。お父さん、お母さんにも、あったでしょう？ こん

な頃。大きなお相撲さんだって、みんな赤ちゃんだったのです。

たくさんの愛に囲まれ、一年一年流れていく時間の中で、赤ちゃ

んは少しずつ成長していくのですね。この本は、0 歳から 3 歳ま

での子どもの成長を行動とともに描いています。 

自分を育ててくれた人々への感謝。 

目の前にいる赤ちゃんへのいとおしさ。 

読み終わった後、きっとやさしい気持ちになれる絵本です。 

この本と一緒に子育てをしてみませんか？

 

赤ちゃんの一つ一つの行動とその解説付きです。 
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掲載書名一覧掲載書名一覧掲載書名一覧掲載書名一覧

ア行ア行ア行ア行「あなたはだあれ」  

「いいおかお」 

「いないいないばあ」 

「いないいないばああそび」 

「うたえほん」 

「おつきさまこんばんは」 

「おつむてんてん」  

「おっぱいおっぱい」 

「おててがでたよ」 

「おにぎりくんがね・・」 

「おふろでちゃぷちゃぷ」 

「おやさいとんとん」 

カ行カ行カ行カ行「がたんごとんがたんごとん」 

「がちゃがちゃどんどん」 

「きゅっきゅっきゅっ」 

「くだもの」 

「くつくつあるけ」 

「ここよここよ」 

「ごぶごぶごぼごぼ」 

「ころころころ」 

サ行サ行サ行サ行「しろくまちゃんのほっとけーき」 

「じゃあじゃあびりびり」 

タ行タ行タ行タ行「たまごやきくん」 

「でてこいでてこい」 

「てんてんてん」 

ナ行ナ行ナ行ナ行「にんじん」 

「にんじんさんがあかいわけ」 

ハ行ハ行ハ行ハ行「ばいばい」 

「ぴょーん」 

「ブップーバス」 

マ行マ行マ行マ行「まめうしぽんぽんぽん」 

「みんなあかちゃんだった」 

「もうわらった」 

ヤ行ヤ行ヤ行ヤ行「よいしょ」 

ワ行ワ行ワ行ワ行「わんわんぴよぴよ」 

 


