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赤ちゃんに絵本を読むって 

どんなこと？ 
 

 「赤ちゃんに絵本なんて分かるのかしら？」と思われる方も

いらっしゃるかとかと思います。でも、赤ちゃんは、絵本をじ

っと見つめたり、くりかえされる言葉のリズムを聞いて一緒に

声をあげたり……と、意味を理解できなくても、何かを感じ、

楽しむことができます。たとえ記憶には残らなくても、絵本と

触れ合った体験は、赤ちゃんの中に大切に蓄積され、心の成長

や言葉の習得を助けてくれることでしょう。 

 

 赤ちゃんにとっての絵本は、心を成長させる食べ物のような

ものです。多くの種類は必要ありませんが、質の良い絵本と出

会わせてあげましょう。このガイドブックが少しでもお役に立

てれば幸いです。 

 

 「読み聞かせ」は、けっして難しいものではありません。ぜ

ひ、お父さんやお母さんのおひざにだっこして、肉声で絵本を

読んであげてください。お互いの肌のぬくもりを感じながら過

ごす時間は、親子のかけがえのないひと時になるでしょう。 

 

 「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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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    
 

         にっこりにっこりにっこりにっこり    にこにこにこにこにこにこにこにこ    
              風木 一人∥さく 市原 淳∥え 

講談社 

             いろいろなどうぶつさんが「にっこ

り にこにこ」。赤ちゃんもいっしょ

に「にっこり にこにこ」。 

            にこにこ笑顔になれる絵本です。 

 

 

           まるてんまるてんまるてんまるてん    いろてんいろてんいろてんいろてん    こどものともこどものともこどものともこどものとも 0.1.20.1.20.1.20.1.2    

                        中辻  悦子∥さく 福音館書店 

 

            あかいまるが てんてんてん。あお

いまるが てんてんてん。いろいろな 

           色に興味を持ちはじめた赤ちゃんに

ぜひどうぞ。 

 

 

           だるまさんがだるまさんがだるまさんがだるまさんが    
                  かがくい ひろし∥さく  

                  ブロンズ新社 

            「だ・る・ま・さ・ん・が・・・」 

           ページをめくるたびに 面白い動き

をする だるまさん。他に「だるまさ

んの」「だるまさんと」も あります。 
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           いないいないばあいないいないばあいないいないばあいないいないばあ    （Ⅰ）（Ⅰ）（Ⅰ）（Ⅰ）    
                                                いもと ようこ∥え 講談社 

 

            ねこさんがでてきて「いないいない

ばあ！」。ぼくもいっしょに「いない

いないばあ！」。いないいないばあ遊

びをおぼえた赤ちゃんにぜひどうぞ。 

 

 

           おひさまあかちゃんおひさまあかちゃんおひさまあかちゃんおひさまあかちゃん    
            高林 麻里∥さく 主婦の友社 

 

            赤ちゃんをとりまく世界は なんて

あたたかく やさしいのでしょう。お

ひさま おはな ねこ……みんなが 

赤ちゃんに 朝のあいさつをします。 

 

 

         とんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとんとん    こんにちは！こんにちは！こんにちは！こんにちは！    
            まつい のりこ∥さく 童心社 

              

            「とんとんとん！」とびらを たた

いているのは だあれ？ 

            いろいろなものが やってきて 

「こんにちは！」とあいさつします。 
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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    
 

           くっくくっくくっくくっく    くっくくっくくっくくっく    こどものともこどものともこどものともこどものとも 0.1.20.1.20.1.20.1.2    

          長谷川  摂子∥ぶん  

                  小川  忠博∥写真 福音館書店 

 きこえるよ くつたちのおしゃべ

り。「くっく くっく そっと しっ

と」…思わず口ずさみたくなる言葉と 

かわいらしい表情が 魅力の絵本。 

 

 

           もこもこもこもこ    もこもこもこもこもこもこもこもこ    
                                                谷川 俊太郎∥さく  

                  元永 定正∥え 文研出版 

            「もこもこもこ」「ぷうっ」「ふわん

ふわんふわん」……ふしぎな音と絵が

はてしなくイメージを ふくらませ

ます。乳幼児に大人気の一冊。 

 

 

            ととけっこうととけっこうととけっこうととけっこう    よがよがよがよが    あけたあけたあけたあけた    
                                                    こばやし  えみこ∥あん 

                    ましま  せつこ∥え こぐま社 

             早起きのにわとりが みんなを

起こしてまわります。わらべうたを

もとにした絵本なので 歌いなが

ら読むのもおすすめですよ。 
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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    
 

           なーんだなーんだなーんだなーんだ    なんだなんだなんだなんだ    
                                                カズコ  Ｇ．ストーン∥さく  

                  童心社 

            「なーんだ なんだ」のリズムにあ

わせて かわいいパンダさんが こ

んにちは！くり返しのリズムが 楽

しい絵本です。 

 

 

           ひよこひよこひよこひよこ    
                                                中川 ひろたか∥ぶん  

                  平田 利之∥え 金の星社 

            ちいさなたまごの中から ひよこ

ちゃんがうまれました。とことこ歩く

ひよこちゃん どこへ行くのかな？ 

            最後のページがほほえましい一冊。 

 

 

           もうもうもうもう    おきるかな？おきるかな？おきるかな？おきるかな？    こどものともこどものともこどものともこどものとも 0.1.20.1.20.1.20.1.2    

          まつの  まさこ∥ぶん 

                  やぶうち  まさゆき∥え  

                  福音館書店 

            ぐっすりねむっている 動物の親

子。「もうおきるかな？」どの動物も 

本物そっくりに 描かれています。 
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せいかつせいかつせいかつせいかつ    のののの    絵本絵本絵本絵本    
 

           みんなでねみんなでねみんなでねみんなでね    
                                                まつい のりこ∥さく 偕成社 

 

            ぞうさんと ねこさんと ありさ

んと ふうせんさんと かたつむり

さんと……いっぱいいろんなことし

たんだよ。「みんなでね」。 

 

 

           わーらったわーらったわーらったわーらった    
            風木 一人∥さく 市原 淳∥え 

                   講談社 

                       ちいさいおくつ ちいさいかばん  

              ちいさいぼうし……泣いてたものが 

            「わーらった」。赤ちゃんの身のまわ      

            りのものが いっぱい出てくる絵本。 

 

 

           おはようおはようおはようおはよう    
            なかがわ  りえこ∥さく 

                  やまわき  ゆりこ∥え  

                  グランまま社 

             しましまパジャマをきた おひ

さまが 雲のおふとんから でて

きて「おはよう！」 
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           もじゃもじゃもじゃもじゃもじゃもじゃもじゃもじゃ    
                                             せな  けいこ∥さく  福音館書店 

                                                 

            もじゃもじゃしたもの なぁに？

もじゃもじゃしたものは きれいに

しましょうね。昔から愛されている 

せなけいこの絵本。 

 

 

           みんなおかえりみんなおかえりみんなおかえりみんなおかえり    
                                                飯森 ミホ∥さく 金の星社 

 

            ものには それぞれ おうちがあ

るんだよ。ボールさんは ボールさん

のおうち。クレヨンさんは クレヨン

さんのおうち。また明日 あそぼうね。 

 

 

           こぐまちゃんこぐまちゃんこぐまちゃんこぐまちゃん    いたいいたいいたいいたいいたいいたいいたいいたい    
                                                わかやま けん∥え こぐま社 

 

            こぐまちゃんが えーん えーん。 

           いつもは なかない こぐまちゃん

だけど 「いたいいたい」って ない

ちゃう日もあるんだよ。 
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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    
 

           いーれーてーいーれーてーいーれーてーいーれーてー    
                                                わたなべ あや∥さく アリス館 

 

            うめぼしさんが 「いーれーてー」。

おにぎりさんが「いーいーよー」。 

            ほかにも いろいろな たべもの

が 登場します。 

 

 

           まるくておいしいよまるくておいしいよまるくておいしいよまるくておいしいよ    こどものともこどものともこどものともこどものとも 0.1.20.1.20.1.20.1.2    

                                        こにし  えいこ∥さく  

                  福音館書店 

            まぁるいたべもの これなぁに？

大きいまる 小さいまる いろいろ

な色のまる……。どれも「まるくて 

おいしいよ」。 

 

 

           りんごりんごりんごりんごりんごりんごりんごりんごりんごりんごりんごりんご        
    りんごりんごりんごりんごりんごりんごりんごりんごりんごりんごりんごりんご    

            安西 水丸∥さく 主婦の友社 

            りんごが ころころ どこへい

く？「りんごりんごりんごりんご……」 

くり返しのリズムが楽しい絵本。 
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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    
 

           トンネルねるくんトンネルねるくんトンネルねるくんトンネルねるくん    くるまくるまくるまくるま    なにかな？なにかな？なにかな？なにかな？    
                                                やまもと しょうぞう∥さく 

                  いちはら じゅん∥え くもん出版    

            トンネルのねるくんを いろいろ

な くるまが とおります。ブップー

ブップー……さて だれが やって

きたのかな？    

 

 

           ポンポンおふねポンポンおふねポンポンおふねポンポンおふね    
                                                とよた かずひこ∥さく  

                  アリス館 

            ねこさんが のった おふね。「ポ

ン ポン ポン ポン……」うみをこ

え なみをこえ どこへいく？ 

            とよたかずひこの のりもの絵本。 

 

 

           まかせとけまかせとけまかせとけまかせとけ    
                                             三浦 太郎∥さく 偕成社 

 

            こうじげんばで はたらくくるま

が だいしゅうごう～！ 

           「はこんでください」「まかせとけ」 

            三浦太郎の のりもの絵本。 
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とよたかずひことよたかずひことよたかずひことよたかずひこ    のののの    絵本絵本絵本絵本    
 

             「「「「どんどこどんどこどんどこどんどこ    ももんちゃんももんちゃんももんちゃんももんちゃん」」」」    
                                                            とよた  かずひこ∥さく 

                      童心社 

 

              ももんちゃん ももんちゃん 

どんどこ いそいで どこへい

くの？ 

 

 

 大人気の「ももんちゃん」シリーズの 記念すべき１作目。 

 

「「「「ぶーんぶーんぶーんぶーん    ぶーんぶーんぶーんぶーん」」」」    
岩崎書店 

 

 

「ぷるんぷるん「ぷるんぷるん「ぷるんぷるん「ぷるんぷるん    
おかお」おかお」おかお」おかお」                                                

    アリス館 

 

 

「おいしいおかお「おいしいおかお「おいしいおかお「おいしいおかお    
パピプペポ」パピプペポ」パピプペポ」パピプペポ」 

 アリス館 

 

 

「「「「とうふさんがね・・とうふさんがね・・とうふさんがね・・とうふさんがね・・」」」」    
 童心社 

パパといっしょに 

ひこうきごっこ！ 

おかおを ふいて 

ぷるん ぷるん♪ 

おいしい おかお 

どんな かお？ 

とうふさんが「しん

ぱいごむよう！」 
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三浦太郎三浦太郎三浦太郎三浦太郎    のののの    絵本絵本絵本絵本    
 

                「くっついた」「くっついた」「くっついた」「くっついた」    
                                                                        三浦 太郎∥さく 

                           こぐま社 

 

「おかあさんとわたしが 

くっついた」 

                 やわらか ぷにぷに 

いいきもち。 

 

 おたがいのぬくもりを感じながら 読んであげてください。 

 

「おしり」「おしり」「おしり」「おしり」    
 講談社 

 

 

「なーらんだ」「なーらんだ」「なーらんだ」「なーらんだ」    
    こぐま社         

 

 

「よしよし」「よしよし」「よしよし」「よしよし」    
    講談社 

 

 

「バスがきました」「バスがきました」「バスがきました」「バスがきました」    
    童心社 

 

わたしの おしり 

かわいい おしり 

いろいろな ものが 

「なーらんだ」♪ 

ないてる あのこ 

わたしが「よしよし」 

どんなバスが 

やってくるのかな？ 
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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    
 

 

「ちいさな「ちいさな「ちいさな「ちいさな    あなたへ」あなたへ」あなたへ」あなたへ」    
アリスン・マギー∥ぶん ピーター・レイノルズ∥え 

なかがわ ちひろ∥やく 主婦の友社 

 

「あのひ、わたしは あなたの ちいさな ゆびを かぞえ、 

その いっぽん いっぽんに キスを した。」 

 

 冒頭の１ページ目から語られるのは、我が子への母の思い。

産まれてきた日のこと…、初雪の日…、そして将来の我が子へ

の願い…。 

我が子との日常のなにげない一瞬が、とてもいとおしく思え

る絵本です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全米の母親が号泣した、話題の一冊。 
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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「いないいないばぁ」       ハ行ハ行ハ行ハ行「バスがきました」 

   「いーれーてー」           「ひよこ」 

   「おいしいおかおパピプペポ」     「ぷるんぷるんおかお」 

   「おしり」              「ぶーんぶーん」 

   「おはよう」             「ポンポンおふね」 

   「おひさまあかちゃん」 

                   マ行マ行マ行マ行「まかせとけ」 

カ行カ行カ行カ行「くっくくっく」           「まるくておいしいよ」 

   「くっついた」            「まるてんいろてん」 

   「こぐまちゃんいたいいたい」     「みんなおかえり」 

                      「みんなでね」 

タ行タ行タ行タ行「だるまさんが」            「もうおきるかな？」 

   「ちいさなあなたへ」         「もこもこもこ」 

    「とうふさんがね・・」        「もじゃもじゃ」 

    「ととけっこうよがあけた」 

    「どんどこももんちゃん」    ヤ行ヤ行ヤ行ヤ行「よしよし」 

    「とんとんとんこんにちは！」    

    「トンネルねるくん       ラ行ラ行ラ行ラ行「りんごりんごりんご 

 くるまなにかな？」         りんごりんごりんご」 

   

ナ行ナ行ナ行ナ行「なーらんだ」                ワ行ワ行ワ行ワ行「わーらった」 

「なーんだなんだ」 

   「にっこりにこにこ」 


