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東松山市立図書館 

はじめまして絵本リスト

（０・１・２歳向け） 

絵本の中には、子どもたちの笑顔のもとがたくさんあります 

ｗａｎｐｕｇ 



「赤ちゃんに絵本なんて？」 と思われる方もいらっしゃる

と思います。 

赤ちゃんにとって、抱っこの温かさの中で、絵本を通して耳に

心地よく、心に優しい言葉が交わされる時間は、心を育むための

大切な時間でもあります。またそれは、保護者にとっても心安ら

ぐ幸せな時間でもあります。 

 この冊子では、０・１・２歳の赤ちゃんに読んであげたい絵本

を選びました。この中の絵本がお子さんのお気に入りになりまし

たら、何度でも繰り返して読んであげてください。 

 読んでくれる人がいて、一緒に楽しんでくれる人がいて、本は

初めて赤ちゃんに手渡されていくのです。言葉の心地よさと、面

白さを、温もりと共に赤ちゃんに伝えてください。 

 絵本を通して、親子で目と目を合わせ、心と心を通わせ、楽しさ

を分かち合うことのできる大切な時間をとことん楽しんでみては

いかがでしょう。

はじめに



１．あそび 

「いないいないばあ」  Ｅ０１９ 

         松谷みよ子／ぶん 瀬川康夫／え 童心社  

赤ちゃんの大好きな、いないいないばあ。 

         親子で楽しめるロングセラー絵本。 

「くっついた」  Ｅ１１９

         三浦太郎／さく・え こぐま社  

         きんぎょさんときんぎょさんがくっついた。 

         おかあさんとわたしがくっついた。おとうさんも… 

「だるまさんが」  Ｅ２１８ 

         かがくいひろし／さく ブロンズ新社  

         だ・る・ま・さんが… 

         赤ちゃんが笑顔になれるゆかいな絵本。 

「でてこい でてこい」  Ｅ３２０

         林明子／さく 福音館書店  

         だれか かくれてるよ でてこい でてこい。 

         色鮮やかな切り紙がとてもきれい。 

「ぴょーん」  Ｅ０１６ 

         まつおかたつひで／さく・え ポプラ社  

         かえるが、ぴょーん。動物たちが勢いよくジャンプ。 

         赤ちゃんも抱っこで、ぴょーん。 



２．わらべうた 

「あがりめさがりめ」  Ｅ３２０

       ましませつこ／え  こぐま社        

         簡単にわらべうたで手遊びができる絵本。 

思わず手が動いてしまいそう。 

「あそびましょ」  Ｅ１１９

         松谷みよ子／ぶん 丸木俊／え 偕成社  

         赤ちゃんのわらべうたシリーズ。 

         くまさん くまさん こんにちは。 

「あぶくたった」  Ｅ３２０

         さいとうしのぶ／構成・え ひさかたチャイルド  

         にえたかな まだにえない ねずみのかぞくがまってい

るおいしいもの、なにができるのかな。 

「いちじくにんじん」  Ｅ３１９ 

         大阪 YWCA 千里子ども図書室／案 ごんもりなつこ／え 

         福音館書店  

         いちじく、にんじん、さんしょに、しいたけ・・・ 

         リズムが楽しいかぞえうた。 

「ととけっこう よが あけた」  Ｅ３２２ 

         こばやしえみこ／案 まつしませつこ／え こぐま社 

         ととけっこう よがあけた まめでっぽうおきてきな。 

         わらべうたで元気な朝を迎えましょう。 



３． おと・ことば 

「ごぶごぶごぼごぼ」  Ｅ３２０ 

          駒形克己／さく 福音館書店  

          ぷくぷく じゃわじゃわ ざぶざぶ。   

          音の楽しさと色の鮮やかさが楽しい絵本。 

「ころころころ」  Ｅ３２１ 

        元永定正／さく 福音館書店  

        丸いちっちゃな色玉がころころ ころころ。 

        どんな道をいくのかな。ずっと見ていたくなる絵本。 

「じゃあじゃあびりびり」  Ｅ３１４ 

        まついのりこ／さく 偕成社  

        絵も言葉もシンプル。鮮やかな絵と共に身近な音の 

        繰り返しを楽しんで。 

「もこもこもこ」  Ｅ２２３

        谷川俊太郎／さく 元永定正／え 文研出版  

        しーんと静かな空間から もこもこ にょきにょき。 

        擬音のおもしろさに赤ちゃんも楽しめる。 

「リズム」  Ｅ３１６ 

     真砂秀朗／え 三起商行  

        コントラストのはっきりした切り絵風のイラスト。 

        絵本の中からアフリカの太鼓の音が聞こえてきそう。 



４． たべもの 

「おいしいおと」  Ｅ３２４ 

三宮麻由子／ぶん ふくしまあきえ／え 福音館書店 

          ある日の食卓のおいしい音が勢ぞろい。 音のおもしろ

さに気づいて食事が楽しくなる本。 

「おいしいよ」  Ｅ３２１ 

 かんざわとしこ／ぶん ましませつこ／え こぐま社

          みんなのすきなもの、なあに？ たくさんたべて、おお

きくなあれ。 

「きゅっきゅっきゅっ」  Ｅ１１９

林明子／さく 福音館書店  

          あっ、こぼしちゃった。ふいてあげるね。 

          きゅっきゅっきゅっ。繰り返しの言葉の響きが心地いい。 

「くだもの」  Ｅ３２１ 

平山和子／さく 福音館書店  

          すいか、もも、ぶどうなど実物のような果物がいっぱい。 

          さあ、どうぞ。つい絵本に手を伸ばしてしまいそう。 

「にんじん」  Ｅ１１７ 

           せなけいこ／さく・え 福音館書店  

おいしい、にんじん。いちばんすきなのは、だあれ？ 



５． どうぶつ

「きんぎょがにげた」  Ｅ３２１ 

          五味太郎／さく 福音館書店  

          きんぎょさんどこ？ 楽しく探す絵本。 

          シンプルでカラフルな絵が素敵。 

「こんにちは どうぶつたち」  Ｅ３２０ 

          戸田杏子／案 さとうあきら／写真 福音館書店 

          どうぶつたちと顔を合わせて、こんにちは。 

          やさしい目をしたどうぶつたちの写真絵本。

「だーれかな だーれかな」  Ｅ０１９ 

          カズコ・Ｇ・ストーン／さく 童心社 

ピョンピョンピョン こんにちは。 だれがきたのか

な？ ペタペタペタペタ こんどは だーれ？ 

「ぺんぎんたいそう」  Ｅ０２０ 

          齋藤 槙／さく 福音館書店  

          ぺんぎんの親子になりきって ぺんぎんたいそう して 

          みましょう。 

「もうおきるかな」  Ｅ０２０ 

          まつのまさこ／さく 薮内正幸／え 福音館書店 

          もうおきるかな？ あー、おきた！どうぶつのおやこの 

          目覚めたときのかわいらしさとリズムを楽しんで。 



６． のりもの 

「がたんごとん がたんごとん」  Ｅ２１９

          安西水丸／さく 福音館書店  

          がたんごとん がたんごとん のせてくださーい。 

          繰り返しの音と言葉がリズミカルで楽しい。 

「のせて のせて」  Ｅ０１９ 

          松谷みよ子／ぶん 東光寺啓／え 童心社  

         まこちゃんのじどうしゃですよ。ブブー ブブー。

ストップ！のせて、のせて。爽快感のある楽しい絵本。 

「のりものつみき」  Ｅ３１７ 

          よねづ ゆうすけ／さく 講談社 

カラフルなつみきで、どんなのりものができるかな？ 

          あなあきのしかけがたのしい絵本。 

「ぶーぶーじどうしゃ」 Ｅ３２０

          山本忠敬／さく 福音館書店  

          乗用車、パトロールカー、バス、救急車、消防自動車 

などが見開きいっぱいに描かれた乗り物絵本。 

「まかせとけ」  Ｅ２１８ 

          三浦太郎／さく 偕成社  

          はこんでください まかせとけ たよりになる働く車。

ちょっとむずかしい名前もかっこいい。 



７． たのしい毎日 

「いやだいやだ」  Ｅ１１７ 

          瀬名恵子／さく・え 福音館書店  

          どんな子どもにもある いやいや を貼り絵で描いた

ロングセラー絵本。 

「おつきさまこんばんは」  Ｅ２１９ 

          林明子／さく 福音館書店  

          こんばんは おつきさまが出たり、かくれたり… 

          言葉も分かりやすく、心温まる絵本。 

「かお かお どんなかお」  Ｅ３２２ 

          柳原良平／さく・え こぐま社  

          たのしいかお、かなしいかお、わらったかお… 

          親子でいろいろな表情をまねっこして楽しんで。 

「おやすみ」  Ｅ３１９ 

なかがわりえこ／さく やまわきゆりこ／え グランまま社

          たくさんあそんでたのしい一日のおわり。満足感いっぱ 

          いで、いいきもちですごしたら、ぐっすりおやすみ。 

「パンツのはきかた」  Ｅ０２１ 

           岸田今日子／さく 佐野洋子／え 福音館書店  

          パンツのはきかた しってる？ 最後に楽譜ものって

いるので、歌いながら挑戦してみましょう。 



８． はじめてのストーリー 

「おおきなかぶ」  Ｅ５２７ 

          Ａ.トルストイ／再話 内田莉莎子／訳 佐藤忠良／画 

福音館書店  

「三びきのやぎのがらがらどん」 Ｅ５２１ 

          マーシャ・ブラウン／え 瀬田貞二／訳 福音館書店  

「しろくまちゃんのほっとけーき」 Ｅ０２２

          若山憲／さく こぐま社  

「ちびゴリラのちびちび」  Ｅ０２６

          ルース・ボーンスタイン／さく 岩田みみ／訳

ほるぷ出版  

「はらぺこあおむし」  Ｅ０３０ 

          エリック・カール／さく 森比佐志／やく

偕成社  

「ももたろう」  Ｅ４２２ 

          松居直／ぶん 赤羽末吉／画 福音館書店  



●東松山市立図書館の絵本の分類● 

このリストで絵本の題名の右側のアルファベットＥと数字は 

東松山市立図書館での絵本の分類記号です。 

 ＜物語の絵本＞ 

 Ｅ０ … どうぶつのおはなし 

 Ｅ１ … 人が主人公 

 Ｅ２ … おばけなど想像上のものが主人公 

 ＜知識の絵本＞ 

 Ｅ３ … ちしき 

 ＜昔話の絵本＞ 

 Ｅ４ … 日本の昔話 

 Ｅ５ … 外国の昔話 

後ろの２ケタは本のおおよその横幅（cm）を表しています。 

絵本の背表紙に貼ってある記号シールを目印にお探しください。 

※この分類は東松山市立図書館独自のものです。 
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