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　　　「絵本の本棚」は子どもたちに読み聞かせをしている方々（おうちの方や読み聞かせボラン
　　　ティアの方、学校の先生　など）に向けて、絵本選びの参考になればということで作成して
　　　いるテーマ別リストです。

　　　　　　「赤ちゃん絵本」

（凡例）

 書　名
 　　著者名等　　　出版者　　　出版年　　　請求記号
 　　あらすじ
 　　対象　　　☆キーワード
 ※ テーマごとに書名のアイウエオ順で掲載しています。
 ※ 対象区分はおおよその目安となりますので参考としてください。

★スキンシップ絵本★　赤ちゃんと体のふれあいを楽しめます。

おててたっち      はじめてであうえほんシリーズ

  武内　祐人／さく      くもん出版      ２００９．１０      Z 913.8/ﾀｹ/

ぎゅっ

  ジェズ・オールバラ／作・絵      徳間書店      ２０００．１１      Z 933.7/ｵﾙ/

くっついた

  三浦　太郎／作・絵      こぐま社      ２００５．８      Z 913.8/ﾐｳ/

こりゃまてまて      ０．１．２．えほん

  中脇　初枝／ぶん      福音館書店      ２００８．５      Z 913.8/ﾅｶ/

ちゅっちゅっ      ０．１．２．えほん

  ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ／えとぶん      福音館書店      ２００８．５      Z 913.8/ﾏﾔ/

★せいかつ★　赤ちゃんの毎日のくらしを描いた絵本

いただきまあす      くまくんの絵本

  わたなべ　しげお／ぶん      福音館書店      １９８９      Z 913.8/ﾜﾀ/

いやだいやだ      いやだいやだの絵本 ３

  せな　けいこ／〔著〕      福音館書店      １９６９      Z 913.8/ｾﾅ/

0歳から2歳ころの赤ちゃんを対象に、8つのテーマに分類した絵本のリストで
す。
絵本をとおして赤ちゃんとふれあいながら、言葉と心を通わせてみませんか。
子育て中のパパやママにおすすめする絵本も紹介します。
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おさんぽおさんぽ      ０．１．２．えほん

  ひろの　たかこ／さく      福音館書店      ２００８．６      Z 913.8/ﾋﾛ/

おつきさまこんばんは

  林　明子／さく      福音館書店      ２０００．５      Z 913.8/ﾊﾔ/

おててがでたよ      福音館あかちゃんの絵本 くつくつあるけのほん

  林明子／さく      福音館書店      １９８６０６      Z 913.8/ﾊﾔ/

おふろでちゃぷちゃぷ      松谷みよ子あかちゃんの本

  松谷　みよ子／文      童心社      １９９４      Z 913.8/ﾏﾂ/

コップちゃん      ブロンズ新社のＦｉｒｓｔ　Ｂｏｏｋ　Ｓｅｒｉｅｓ

  中川　ひろたか／ぶん      ブロンズ新社      ２００３．８      Z 913.8/ﾅｶ/

どうすればいいのかな？      くまくんの絵本

  わたなべ　しげお／ぶん      福音館書店      １９８８      Z 913.8/ﾜﾀ/

ねないこだれだ      いやだいやだの絵本 ４

  せな　けいこ／さく・え      福音館書店      １９７８      Z 913.8/ｾﾅ/

はみがきシュッシュッ      ももちゃん・はなちゃんシリーズ

  つちだ　よしはる／作      リーブル      ２００５．５      YZ 913.8/ﾂﾁ/

★あそび★　　いろいろな遊びを描いた絵本

あかちゃん１．２．３．      どうぶつえほん １

  しみず　みちを／作      ほるぷ出版      １９８４．２      Z 913.8/ｼﾐ/

いないいないばあ      松谷みよ子あかちゃんの本

  松谷　みよ子／文      童心社      １９８０      Z 913.8/ﾏﾂ/

きんぎょが　にげた      福音館の幼児絵本

  五味　太郎／作      福音館書店      １９８２．８      Z 913.8/ｺﾞﾐ/

だるまさんが

  かがくい　ひろし／さく      ブロンズ新社      ２００８．１      Z 913.8/ｶｶﾞ/

たんたんぼうや      ０．１．２．えほん

  かんざわ　としこ／ぶん      福音館書店      １９９８．４      Z 913.8/ｶﾝ/

つみき      はじめての絵本たいむ

  中川　ひろたか／ぶん      金の星社      ２００７．４      Z 913.8/ﾅｶ/
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でてこいでてこい      ０．１．２．えほん

  はやし　あきこ／さく      福音館書店      １９９８．４      Z 913.8/ﾊﾔ/

はーい！      あかちゃんのおててえほん

  みやにし　たつや／著      アリス館      ２０１０．３      Z 913.8/ﾐﾔ/

ぴょーん      はじめてのぼうけん １

  まつおか　たつひで／作・絵      ポプラ社      ２０００．６      Z 913.8/ﾏﾂ/

★ことば・おと・うた★　リズミカルな言葉や音がたのしめる絵本

うたえほん

  つちだ　よしはる／え      グランまま社      １９８８．４      YZ 767.7/ﾂﾁ/

ごぶごぶごぼごぼ      ０．１．２．えほん

  駒形　克己／さく      福音館書店      １９９９．４      Z 913.8/ｺﾏ/

じゃあじゃあびりびり      まついのりこあかちゃんのほん

  まつい　のりこ／作・絵      偕成社      ２００１．８      Z 913.8/ﾏﾂ/

まてまてまて      わらべうたえほん

  こばやし　えみこ／案      こぐま社      ２００５．９      YZ 913.8/ｺﾊﾞ/

もこもこもこ      みるみる絵本

  たにかわ　しゅんたろう／さく      文研出版      １９７７      Z 913.8/ﾀﾆ/

★たべもの★　お菓子や果物などたべものの絵本

くだもの      福音館の幼児絵本

  平山　和子／さく      福音館書店      １９８１．１０      Z 913.8/ﾋﾗ/

しろくまちゃんのほっとけーき      こぐまちゃんえほん

  わかやまけん／著      こぐま社      １９８９      Z 913.8/ﾜｶ/

にんじん      いやだいやだの絵本 １

  せな　けいこ／さく・え      福音館書店      １９６９      Z 913.8/ｾﾅ/

まるくておいしいよ      ０．１．２．えほん

  こにし　えいこ／さく      福音館書店      １９９９．５      Z 913.8/ｺﾆ/

やさい      福音館の幼児絵本

  平山　和子／さく      福音館書店      １９８２．９      Z 913.8/ﾋﾗ/

3

https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000433558
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000913461
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000433512
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000390737
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000433520
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000385164
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000471662
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000433516
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000359804
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000183237
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001000719544
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000357629
https://www.lib.pref.yamagata.jp/licsxp-opac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000359803


の

★どうぶつ★　動物の赤ちゃんや動物の親子などを描いた絵本

おおきくなりたいこりすのもぐ      幼児絵本ふしぎなたねシリーズ

  征矢　清／ぶん      福音館書店      ２００９．４      Z 913.8/ｿﾔ/

たまごのあかちゃん      幼児絵本シリーズ

  かんざわ　としこ／ぶん      福音館書店      １９９３．２      Z 913.8/ｶﾝ/

どうぶつのおかあさん      福音館の幼児絵本

  小森　厚／ぶん      福音館書店      １９８１．１０      Z 913.8/ｺﾓ/

ねんね

  さえぐさ　ひろこ／文      アリス館      ２００４．２      Z 913.8/ｻｴ/

もうおきるかな？      ０．１．２．えほん

  まつの　まさこ／ぶん      福音館書店      １９９８．６      Z 913.8/ﾏﾂ/

わんわんわんわん      くすくすえほん

  高畠　純／作      理論社      １９９３．４      Z 913.8/ﾀｶ/

★のりも ★　　　のりものを描いた絵本

がたんごとんがたんごとん      福音館　あかちゃんの絵本

  安西　水丸／さく      福音館書店      １９８７．６      Z 913.8/ｱﾝ/

かんかんかん      ０．１．２．えほん

  のむら　さやか／文      福音館書店      ２０１０．６      Z 913.8/ﾉﾑ/

のせてのせて      松谷みよ子あかちゃんの本

  松谷　みよ子／文      童心社      １９８０      Z 913.8/ﾏﾂ/

★おはなし★

ぞうくんのあめふりさんぽ      こどものとも傑作集

  なかの　ひろたか／さく・え      福音館書店      ２００６．５      Z 913.8/ﾅｶ/

ちいさなうさこちゃん      子どもがはじめてであう絵本

  ディック・ブルーナ／ぶん・え      福音館書店      １９７８      Z 949.33/ﾌﾞﾙ/

どんどこももんちゃん      ももんちゃんあそぼう

  とよた　かずひこ／さく・え      童心社      ２００１．９      Z 913.8/ﾄﾖ/
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パ マ

ノンタンぶらんこのせて      ノンタンあそぼうよ １

  キヨノ　サチコ／作絵      偕成社      １９７６．８      Z 913.8/ｷﾖ/

◆パ 、マ におすすめの絵本◆

あかちゃんがいるの！

  津田　真帆／ぶん・え      大日本図書      ２０１０．４      Z 913.8/ﾂﾀﾞ/

  おなかがだんだん大きくなってきた。わたし、ひとりじゃないの。あかちゃんと、いつもいっしょ-。こ
れからうまれてくる子に、次第にいとおしさが募ってくるお母さんの姿を描いた絵本。

  幼児(0～5歳)      ☆赤ちゃん　誕生

あかちゃんてね

  星川　ひろ子／著      小学館      ２００５．１２      Z 491.356/ﾎｼ/

  こんにちは、赤ちゃん。こんにちは、いのち-。赤ちゃんの誕生から1年間を、5歳の姉の目で綴った写真
絵本。赤ちゃんの1年間の成長を、月ごとに見ることができる。

  幼児(0～5歳)，般      ☆赤ちゃん　写真絵本

あなたをずっとずっとあいしてる      絵本の時間 ４４

  宮西　達也／作絵      ポプラ社      ２００６．１      Z 913.8/ﾐﾔ/

  心やさしいマイアサウラのお母さんに、マイアサウラとして育てられたティラノサウルスの子・ハート
は、ある日恐ろしいティラノサウルスに出会います。自分もティラノサウルスだと知ってしまったハート
は…。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆おかあさん　きょうりゅう

あなたがとってもかわいい

  みやにし　たつや／作絵      金の星社      ２００８．２      Z 913.8/ﾐﾔ/

  わたしはいつまでも、いつまでも、あなたのおかあさんだから、あなたがとっても、とっても、かわいい
…。親が子を思うきもちは、いつまでも、どんなときも、かわらない。人気絵本作家がすべての親子に贈
る「愛の絵本」。

  幼児(0～5歳)      ☆おかあさん　赤ちゃん

あやちゃんのうまれたひ      こどものとも傑作集

  浜田　桂子／さく・え      福音館書店      １９９９．１      Z 913.8/ﾊﾏ/

  もうすぐ、あやちゃんの6さいのおたんじょうびがやってきます。あやちゃんは、じぶんがうまれたとき
のようすをしりたくて、おかあさんにおはなししてもらうことにしました。

  幼児(3～5歳)，小初      ☆赤ちゃん　誕生日　お母さん　家族

いっぽにほさんぽ！      からだとこころのえほん １３

  いとう　えみこ／文      ポプラ社      ２００６．１１      Z 913.8/ｲﾄ/

  夏の初めに生まれた私の弟。毎日、毎日、昨日と違う新しいことをして、どんどん、ぐんぐん大きくなっ
ているよ。そしてね、今日…。写真絵本。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆赤ちゃん　写真絵本

おとうさんがおとうさんになった日      絵本・こどものひろば

  長野　ヒデ子／作      童心社      ２００２．５      Z 913.8/ﾅｶﾞ/

  3人目の子供を自宅出産で迎える家族。誕生を待つ間に「おとうさんはいつおとうさんになったの?」と
子供たちに聞かれて、あれこれ考えるお父さん。さて、いつなのかな?

  幼児(0～5歳)，小初      ☆おとうさん　赤ちゃん　誕生　家族
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おへそのあな

  長谷川　義史／作      ＢＬ出版      ２００６．９      Z 913.8/ﾊｾ/

  小さな小さな赤ちゃん。今はまだお母さんのお腹の中。だけど、お母さんのおヘソの穴から見える見え
る。お兄ちゃんが見える。何してるのかなぁ。お姉ちゃんが見える。何してるのかなぁ…。

  幼児(0～5歳)      ☆赤ちゃん　お母さん　家族

おめでとう  たいせつなあなたへ    からだとこころのえほん １５

  いとう　えみこ／文      ポプラ社      ２００９．１１      Z 491.356/ｲﾄ/

  大変なときもあるけれど、あなたがいるからうれしい。あなたがいるからあたたかい-。1歳の誕生日を迎
えるまでの赤ちゃんの写真と、大切な我が子に対する親の思いを綴った写真絵本。

  幼児(0～5歳)，小初      ☆赤ちゃん　写真絵本

きみがいま

  アリスン・マギー／ぶん      主婦の友社      ２０１０．２      Z 933.7/ﾏｷﾞ/

  きみがいま夢中なのは、黄色いカップ、おはようの歌、虹色に輝く虫の羽…。すぎさってしまったら、2
度ともどらない、子どもの頃のかけがえのない大切な時間を描いた絵本。

  幼児(0～5歳)，小初，般      ☆子ども　大切な時間　お父さん

たいせつなあなたへ  あなたがうまれるまでのこと    講談社の翻訳絵本

  サンドラ・ポワロ＝シェリフ／作      講談社      ２０１０．９      Z 953.7/ﾎﾟﾜ/

  あなたが生まれる日を、どんなに待ちこがれていたか-。赤ちゃんの誕生を待つ両親の気持ちと出産まで
のやさしい時間を、動物たちの親子の絵と詩的な言葉で紡ぐ。

  幼児(0～5歳)      ☆赤ちゃん　誕生

ちいさなあなたへ

  アリスン・マギー／ぶん      主婦の友社      ２００８．４      Z 933.7/ﾏｷﾞ/

  親でいることの幸福、喜び、不安、痛み、そして子どもへの思い-。普遍の真実がシンプルな言葉で語り
つくされる。すべてのおかあさんとその子どもたちに贈る、母であることのすべてがつまった絵本。

  小初，般      ☆お母さん

ラヴ・ユー・フォーエバー

  ロバート・マンチ／作      岩崎書店      １９９７．９      Z 933.7/ﾏﾝ/

  お母さんは子どもをだっこしながら歌います。<アイ・ラブ・ユーどんなときも>子どもが大きくなって、
9さいになり、ティーンエイジャーになっても…。親子の愛情のきずなを静かに語る絵本。

  幼児(0～5歳)，小初，般      ☆お母さん　赤ちゃん

わたしの赤ちゃん  ビッグサプライズ

  キム・フォプス・オーケソン／文      今人舎      ２０１０．８      Z 949.73/ｵｹ/

  愛しあっている幸せな夫婦に、赤ちゃんができました。男の子でも女の子でもいいように、ふたりはいろ
いろと準備をしてきましたが、生まれた子どもはなんとおサルさんで…。「個性」とはなにかを考える絵
本。

  小初，小中，般      ☆赤ちゃん
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