
 1

目次 
 

赤ちゃんは絵本が大好き赤ちゃんは絵本が大好き赤ちゃんは絵本が大好き赤ちゃんは絵本が大好き------------------ ｐ１ 

 

はじめて出会うはじめて出会うはじめて出会うはじめて出会う絵本絵本絵本絵本 ０才くらいから----------  ｐ２ 

 

作家別 

 長谷川義史の赤ちゃん絵本長谷川義史の赤ちゃん絵本長谷川義史の赤ちゃん絵本長谷川義史の赤ちゃん絵本-------------  p ４ 

 せなけいこの赤ちゃん絵本せなけいこの赤ちゃん絵本せなけいこの赤ちゃん絵本せなけいこの赤ちゃん絵本-------------  p ５ 

 

絵本を読んでもらうのに慣れてきたら絵本を読んでもらうのに慣れてきたら絵本を読んでもらうのに慣れてきたら絵本を読んでもらうのに慣れてきたら    

１才くらいから---- ｐ 6 

 

いろいろなものに興味がわいてきたらいろいろなものに興味がわいてきたらいろいろなものに興味がわいてきたらいろいろなものに興味がわいてきたら    

２才くらいから---- ｐ 8 

 

おはなしがおはなしがおはなしがおはなしが楽しめるようになってきたら楽しめるようになってきたら楽しめるようになってきたら楽しめるようになってきたら    

２才半くらいから--- ｐ 10 

 

おかあさんおかあさんおかあさんおかあさんへのへのへのへの絵本絵本絵本絵本---------------------  p 12 

 

 

掲載書名一覧 

               



 2

赤ちゃんは絵本が大好き 
 

赤ちゃんは絵本を読んでもらうことが大好きです。でも、最

初から好きになるわけではありません。はじめはあまり反応が

ないかもしれませんが、それが普通です。身近な人が何度も読

んであげることで、読み聞かせは赤ちゃんにとって、大好きな

人に語りかけてもらえる心地よい時間となり、だんだんと絵本

が大好きになるのです。 

 そんな読み聞かせの手助けとなるように作成した、この『え

ほんのぽっけ』も、今回で３冊目となりました。これまでの２

冊はファーストブックと呼ばれる、赤ちゃんへ最初に読んであ

げたい絵本を中心に、長い間愛され続けているものを主に紹介

してきました。今回はファーストブックの中でも比較的新しい

絵本と、読んでもらうことに慣れてきた赤ちゃんへ向けた絵本

を紹介します。目安として「●才くらいから」と書いてありま

すが、これはあくまでも目安です。赤ちゃんにも好みや、受け

付ける時期に個人差がありますから、この本を参考にしてどう

ぞたくさん読んであげてください。その時、受け付けなくても

しばらく時期をおいてから読んでみると喜んで見てくれるこ

ともあります。 

大好きな人が抱っこして語りかける読み聞かせは、信頼感や

安心感、幸福感を生み、気持ちを安定させてくれます。それは

赤ちゃんだけでなく、読んであげる大人にも言えることです。 

「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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はじめて出会うはじめて出会うはじめて出会うはじめて出会う絵本絵本絵本絵本        

 

         あ・ああ・ああ・ああ・あ    
               三浦 太郎∥さく・え 童心社 

手は「て・て」 靴は「く・く」 

赤ちゃんが さいしょにはなす 

同じ音をくりかえす言葉の絵本です。

他に「あー・あー」もあります。  

 

 

 

           むにゃむにゃむにゃむにゃむにゃむにゃむにゃむにゃ    きゃっきゃきゃっきゃきゃっきゃきゃっきゃ    

                        柳原 良平∥さく・え こぐま社  

            「ぽこぽこぽこ」 「かしゃかしゃ」 

「にょろりにょろーり」 「どすーん」  

           楽しい擬音語と ユーモラスな絵が 

赤ちゃんの心を くすぐります。 

 

 

 

           りんごがころんりんごがころんりんごがころんりんごがころん    
                  中川 ひろたか∥文  奥田 高文∥写真 

                  ブロンズ新社 

            「りんごが」…「ころん」。「かさ」

…「ぱっ」。ページをめくると りん

ごがころがったり 傘が開いたり。シ

ンプルで楽しい写真絵本です。  

０才０才０才０才くらいからくらいからくらいからくらいから    
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                      しましまぐるぐるしましまぐるぐるしましまぐるぐるしましまぐるぐる    
                                                かしわら あきお∥え 学習研究社 

            「しましま」の世界と 「ぐるぐる」

の世界が かわりばんこに登場。はっ

きりした色使いで まだ視力が弱い

時期の赤ちゃんも楽しめます。 

 

 

           ぶうぶうぶうぶう    ぶうぶうぶうぶう    ぶうぶうぶうぶう    
            おーなり由子∥ぶん 

                  はた こうしろう∥え 講談社 

            「おくちで ぶう」 「ほっぺたに 

ぶう」 「おててにも ぶう」 

            絵本と一緒に 赤ちゃんにも「ぶう」

をしてあげると 楽しいですよ。 

 

 

         あっぷっぷあっぷっぷあっぷっぷあっぷっぷ    
            くすはら 順子∥人形製作 

                  ひさかたチャイルド 

            だるまさんと 動物たちが にら

めっこ。「♪だるまさん だるまさん 

にらめっこしましょ。 わらうと ま

けよ あっぷっぷ」 
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長谷川義史の赤ちゃん絵本長谷川義史の赤ちゃん絵本長谷川義史の赤ちゃん絵本長谷川義史の赤ちゃん絵本    
    
    

            だあれだだあれだだあれだだあれだ    だれだ？だれだ？だれだ？だれだ？    
                                                                うしろ よしあき∥ぶん 

                       長谷川 義史∥え  ポプラ社 

 

              おかおを かくしてるのは 

「だあれだ だれだ？」 

                おかおを出した 動物たちが  

今度は大好物を「あむあむあむ」 

 

わらべうたのようなリズムと とぼけた絵がかわいいシリーズ。 

 

「なあんだ「なあんだ「なあんだ「なあんだ    なんだ？なんだ？なんだ？なんだ？」」」」    
ポプラ社 

 

 

「「「「どおーこだどおーこだどおーこだどおーこだ    どこだ？どこだ？どこだ？どこだ？」」」」                                                
    ポプラ社 

 

 

「「「「ぽんぽんポコポコぽんぽんポコポコぽんぽんポコポコぽんぽんポコポコ」」」」    
 金の星社 

 

 

「おくちをあーん「おくちをあーん「おくちをあーん「おくちをあーん」」」」    
  きむら ゆういち∥作 

ひさかたチャイルド 

 

なあんだ なんだ？

これ なんだ？ 

パパと どぉーこ

だ どこだ？ 

ぽんぽん ポコポコ

だれの おなか？ 

おくちを あーん 

おいしいね！ 
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せなけいこの赤ちゃんせなけいこの赤ちゃんせなけいこの赤ちゃんせなけいこの赤ちゃん絵本絵本絵本絵本    
 

                ねないこねないこねないこねないこ    だれだだれだだれだだれだ    
                                                                    せな けいこ∥さく・え 

                          福音館書店 

「こんな じかんに お

きてるのは だれだ？」 

 ねないこは おばけが 

おむかえにやってきます

よ。 

 

 おもしろいけどちょっと怖い…せなけいこの人気シリーズ。 

 

「あーんあん「あーんあん「あーんあん「あーんあん」」」」    
 福音館書店 

 

 

「いやだ「いやだ「いやだ「いやだ    いやだいやだいやだいやだ」」」」    
    福音館書店      

 

 

「ふうせんねこ「ふうせんねこ「ふうせんねこ「ふうせんねこ」」」」    
    福音館書店 

 

 

「ルルちゃんの「ルルちゃんの「ルルちゃんの「ルルちゃんの    
                くつしたくつしたくつしたくつした」」」」    
    福音館書店 

みんな そろって 

あーん あん。 

それならおかあさんも 

いやだっていうよ。 

おねこさんが おこ

って ぷー。 

くつした かたっぽ

どこいっちゃった？ 
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    絵本を読んでもらうのに慣れてきた絵本を読んでもらうのに慣れてきた絵本を読んでもらうのに慣れてきた絵本を読んでもらうのに慣れてきたらららら    

                                
           はくしゅはくしゅはくしゅはくしゅ    ぱちぱちぱちぱちぱちぱちぱちぱち    

          中川 ひろたか∥文  

                  村上 康成∥絵 ひかりのくに 

 どうぶつたちが お得意の芸を披

露。「はくしゅー ぱちぱちぱち」。 

他に「あっぷっぷ」 「こちょばこ 

こちょばこ」があります。 

 

 

           なっとうさんがね・・なっとうさんがね・・なっとうさんがね・・なっとうさんがね・・    
                                                とよた かずひこ∥さく  童心社 

            なっとうをまぜまぜ。「ねばねば 

ねばねば ぎゅっ ぎゅっ」 

           ほかほかの あたたかい ごはんに 

かけて さあどうぞ！ 

 

 

           おさんぽおさんぽおさんぽおさんぽ    おさんぽおさんぽおさんぽおさんぽ    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    

                                                ひろの たかこ∥さく 

                   福音館書店 

            お気に入りの長ぐつをはいて   

おさんぽ おさんぽ。 

             雨上がりの世界は いつもと少

し違って見えますね。 

１才１才１才１才くらいからくらいからくらいからくらいから    
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           くだものくだものくだものくだもの    だーれ？だーれ？だーれ？だーれ？    
                                                よねづ ゆうすけ∥さく  講談社 

「りんごに かくれんぼしてるの

だあれ？」どうぶつたちが くだも

のの中に かくれんぼ。素朴なタッ

チの絵がすてきな しかけ絵本です。 

 

 

           こちょこちょあそびこちょこちょあそびこちょこちょあそびこちょこちょあそび    
                                                きむら ゆういち∥さく  偕成社 

            ゆうちゃんが うしろから みん

なに そーっと ちかづいて「こちょ 

こちょ こちょー！！」。 

            一緒に こちょこちょすると 楽

しいですよ。 

 

 

           はたらくはたらくはたらくはたらく    じどうしゃじどうしゃじどうしゃじどうしゃ    

          鈴木 まもる∥さく・え  金の星社 

            まちの中では どんな じどうし

ゃが はたらいているのかな？ 

            のりものに きょうみが出てきた

赤ちゃんに。 
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いろいろなものに興味がわいていろいろなものに興味がわいていろいろなものに興味がわいていろいろなものに興味がわいてきたらきたらきたらきたら    

                                
           わにわにのおふろわにわにのおふろわにわにのおふろわにわにのおふろ    
                                                小風 さち∥ぶん 山口 マオ∥絵 

福音館書店 

迫力のある「わにわに」が魅力の

人気シリーズ第１作目。読んでいく

うちに 愛らしく見えてくるのが 

ふしぎです。 

 

 

           きんぎょがきんぎょがきんぎょがきんぎょが    にげたにげたにげたにげた    
            五味 太郎∥作  福音館書店 

                       「きんぎょがにげた。どこににげ

た。」カーテンのもよう キャンディ

ーのびん…きんぎょはどこににげた

かな？絵を発見する楽しさが生まれ

る絵本。 

 

 

           ねんねねんねねんねねんね    
            さえぐさ ひろこ∥文 

                  アリス館 

            どうぶつたちが ねんね。どんな夢

をみているのかなぁ？ 

            心がいやされる写真絵本です。 

２才２才２才２才くらいからくらいからくらいからくらいから    
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           やさいさんやさいさんやさいさんやさいさん    
                                             ｔupera tupera∥さく  学研教育出版 

            「すっぽーん」のかけ声とともに 

いろいろなやさいさんが顔を出す 

楽しいしかけ絵本です。 

他に「くだものさん」もあります。 

 

 

 

           アリのおでかけアリのおでかけアリのおでかけアリのおでかけ    
                                                西村 敏雄∥さく 白泉社 

きょうはバスでおでかけ。「がたご

とがたごと」走っていると思ったら 

なんとそこは わにの背中でした！ 

            次は何の動物が出てくるのか 予

想するのが楽しい絵本。 

             

 

           パンツのはきかたパンツのはきかたパンツのはきかたパンツのはきかた    
                                                岸田 今日子∥さく 佐野 洋子∥絵  

                  福音館書店 

「パンツはね はじめにかたあし 

いれるでしょ」 

心に残るフレーズと まさかのオ

チに くすりと笑える一冊です。 
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おはなしが楽しめるようになってきたらおはなしが楽しめるようになってきたらおはなしが楽しめるようになってきたらおはなしが楽しめるようになってきたら    

 

           おべんとうおべんとうおべんとうおべんとう    
                                                小西 英子∥さく 福音館書店 

 

            からっぽのおべんとうばこ。どんな

おかずが はいるのかな？ 

            読んだ後に「おべんとうばこのう

た」を歌っても楽しそうですね。 

 

 

           なにをたべてきたの？なにをたべてきたの？なにをたべてきたの？なにをたべてきたの？    

                                        岸田 衿子∥文 長野 博一∥絵 

                  侠成出版社 

            おなかがすいた しろぶたくん。 

           りんごを食べたら からだにきれい

なピンク色のもようができました。つ

ぎは何を食べようかなぁ？ 

 

 

           こわくないこわくないこわくないこわくない    こわくないこわくないこわくないこわくない    
            内田 麟太郎∥ぶん 大島 妙子∥え 

童心社 

                   思っていることと反対のことばか 

り言う まーくん。夢の中におばけ

が出てきても「こわくない こわく

ない」と言います。 

おはなし会でも人気の絵本です。 

２才半くらいから２才半くらいから２才半くらいから２才半くらいから    
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           おやすみなさいコッコさんおやすみなさいコッコさんおやすみなさいコッコさんおやすみなさいコッコさん    
                                                片山 健∥さく・え 

                  福音館書店    

            ねむれないコッコさんに おつき

さまが優しく語りかけます。昔から愛

されている「コッコさん」シリーズの

第１作目。 

 

  

             おたすけこびとおたすけこびとおたすけこびとおたすけこびと    
                                                        なかがわ ちひろ∥文  

コヨセ・ジュンジ∥絵 徳間書店 

              おかあさんからのでんわを受

けて おたすけこびとが集まり

ます。工事のくるまを総動員させ

て さて 何ができるかな？ 

              

 

           わたしのワンピースわたしのワンピースわたしのワンピースわたしのワンピース    
                                             にしまき かやこ∥えとぶん 

「ミシンカタカタ わたしのワン

ピースをつくろうっと」 

            このワンピースは 女の子の憧れ

ですね。夢あふれる世界が広がります。 
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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のへのへのへの絵本絵本絵本絵本    
 

 

「ねつでやすんでいるキミへ「ねつでやすんでいるキミへ「ねつでやすんでいるキミへ「ねつでやすんでいるキミへ」」」」    
しりあがり寿∥作・絵 岩崎書店 

 

子どもが熱を出して寝込んだ日。具合が悪いわが子を看病し

ている時間は、切なくて、暖かくて…何か特別な時間が流れて

いる気がします。 

 

 子どもが成長するにしたがって、少しずつ親の願いも増えて

いくものです。やさしくあってほしい、つよくあってほしい、

たくさんの人に愛されてほしい。 

でも、一番の願いは、キミに元気でいてほしいということ。 

文字のないページにハッとさせられ、わが子が生まれてきた

奇跡を、あらためて噛みしめさせてくれる一冊です。 
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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・あ」            ナナナナ行行行行「なぁんだ なんだ？」 

   「あっぷっぷ」            「なっとうさんがね・・」 

   「アリのおでかけ」          「なにをたべてきたの？」 

   「あーんあん」            「ねないこ だれだ」 

   「いやだ いやだ」          「ねつでやすんでいるキミへ」 

   「おくちをあーん」          「ねんね」 

   「おさんぽ おさんぽ」 

   「おたすけこびと」      ハ行ハ行ハ行ハ行「はくしゅ ぱちぱち」 

   「おべんとう」            「はたらく じどうしゃ」 

   「おやすみなさい          「パンツのはきかた」 

コッコさん」       「ふうせんねこ」 

                           「ぶう ぶう ぶう」 

カ行カ行カ行カ行「きんぎょが にげた」        「ぽんぽんポコポコ」 

   「くだもの だーれ？」         

   「こちょこちょあそび」     マ行マ行マ行マ行「むにゃむにゃ きゃっきゃ」 

「こわくない こわくない」     

                   ヤ行ヤ行ヤ行ヤ行「やさいさん」 

サ行サ行サ行サ行「しましまぐるぐる」         

                ラ行ラ行ラ行ラ行「りんごがころん」 

タ行タ行タ行タ行「だぁれだ だれだ？」          「ルルちゃんのくつした」 

   「どぉーこだ どこだ？」         

                   ワ行ワ行ワ行ワ行「わたしのワンピース」 

                       「わにわにのおふろ」 


