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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。

                  「おたんじょうび　おめでとう」
                                     誕生日の絵本や、子どもが生まれた時の絵本を集めました。
　　　　　　　　　　　　子どもの記念日等に、親子でお話してみてはいかがでしょう。

（凡例）

 書　名
 　　著者名等　　　出版者　　　出版年　　　請求記号
 　　あらすじ
 　　対象
 ※ 対象区分（あかちゃんから／幼児から／小学生から）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。

うさこちゃんのたんじょうび　

サンドラ・ポワロ=シェリフ／作　おーなり由子／訳　　講談社　　2010.9　　Z953.7/ﾎﾟﾜ

今日はうさこちゃんの誕生日です。とうさんとかあさんも、お祝いしてくれます。
プレゼントは何でしょう?

幼児(0～2歳)

おたんじょうび　

まつい　のりこ／作・絵　   偕成社　   2001.7　   Z913.8/ﾏﾂ

ぶーぶー、ゴロゴロ。絵がお話してくれる字のない絵本。幼児にわかりやすいハッキリした絵で表現して
います。お母さんと赤ちゃんで、楽しいお話を作ってください。

幼児(0～5歳)

だれかしら　　

多田　ヒロシ／さく 　  文化出版局　   1972.6　   Z913.8/ﾀﾀﾞ

幼児(0～5歳)

ノンタンのたんじょうび　

キヨノ サチコ／作・絵  　 偕成社   　1980.12  　 Z913.8/ｷﾖ
ののたん、ののたん、ののたん、ののたん。畑や池、里山を走るいもむし電車に乗っているのは、チョウ
に、バッタに、よわむし!? なきむし?? そして、花畑駅についたいもむし電車は、すやすや眠り始めて
…。

幼児(0～5歳)

あかちゃんから 

1 



ふんふんなんだかいいにおい

にしまきかやこ／えとぶん  　 こぐま社　   197707　   Z913.8/ﾆｼ

幼児(0～5歳)

ペギーちゃんのたんじょうび　

エミール・ジャドゥール／作　石津ちひろ／訳  　 小学館  　 2006.6  　 Z953.7/ｼﾞﾔ
甘えん坊なシマウマのシーマくんと、おしゃまなペンギンのペギーちゃん。2人はとっても仲良し。シー
マくんはペギーちゃんのために、誕生日のプレゼントを用意しました。さて、その中身は…? 夢と笑いに
満ちた楽しい絵本。

幼児(0～5歳)

1ねんに365のたんじょう日プレゼントをもらったベンジャミンのおはなし 

ジュディ=バレット／さく　ロン=バレット／え　まつおか きょうこ／やく 　 偕成社
1978.8   Ｚ933.7/ﾊﾞﾚ

幼児(0～5歳)，小初

あなたがうまれたひ　　

デブラ・フレイジャー／さく　井上荒野／やく  　 福音館書店 　  1999.11 　  Z933.7/ﾌﾚ
太陽も月も地球も人びとも、みんなあなたが生まれるのを待っていた。シンプルで明るいイラストで描
く、赤ちゃん誕生の喜びの賛歌。ペアレンツ・チョイス賞受賞作。

幼児（０～５歳）

おかあさんのまほうのおうかん

かたおか けいこ／作　松成真理子／絵  　 ひさかたチャイルド　   2012.2  　 Z913.8/ｶﾀ
しょうくんは、泣き虫の男の子。いつも「えーん、えーん」と泣いています。そんなしょうくんが5歳の
誕生日に、おかあさんからもらったのは「魔法の王冠」。それは涙がピタッと止まるという不思議な王冠
で…。

幼児(3～5歳)

おたんじょうび　おめでとう！

パット＝ハッチンス／さく　わたなべしげお／やく  　 偕成社 　  1980.11　   Z933.7/ﾊﾂ

幼児(0～5歳)

おともだちになってね　

岡本 一郎／作　つちだよしはる／絵  　 金の星社   　1999.7  　 YZ913.8/ｵｶ
とんがりやまのもりの中に、クマのフーは独りぼっちで住んでいました。「お友だちがほしいなぁ」 そう
思ったフーは、とびきりおいしいケーキを作って、勇気をふりしぼって深い谷にかかるつり橋を渡ってい
きました…。

幼児(0～5歳)

おばあちゃんのたんじょうび　　

くすのき しげのり／原作　いもとようこ／文・絵  　 佼成出版社　   2010.12   　Z913.8/ｸｽ
今日は、おばあちゃんの誕生日。ママが焼いたクッキーをミミーが届けることになりました。でも途中、
おおかみのウルフたちにクッキーをあげてしまい…。相手を思いやるやさしさを描いた絵本。

幼児(3～5歳)

幼児から 

2 



かえるくんのとくべつな日

マックス・ベルジュイス／文と絵　清水奈緒子／訳  　 セーラー出版 　  2001.1   　Z949.33/ﾍﾞﾙ

かえるくんはわくわくしていました。「きょうは、とっても特別な日」と、のうさぎくんが教えてくれた
のです。でも、なにがそんなに特別なのでしょう? あひるさんやこぶたさんに聞いてみることにしたかえ
るくんは…。

幼児(0～5歳)，小初

ケーキがやけたら、ね　　

ヘレン・オクセンバリー／さく　せなあいこ／やく 　  評論社  　 1995.4   　Z933/ｵｸ
きょうは、あたしのたんじょうび。これから、ケーキを焼くの。いるものは卵、小麦、ミルク、バター、
塩、砂糖、サクランボ。いろんな動物たちから材料を分けてもらったり買ってもらったりして、おいしい
ケーキが焼けそうです。

幼児(0～5歳)

こぶたはなこさんのたんじょうび

くどう　なおこ／ぶん　いけずみ　ひろこ／え   　童話屋   　1985.11 　  Z913.8/ｸﾄﾞ

幼児(0～5歳)

そらへのぼったおばあさん

サイモン・パトック／文　アリソン・ジェイ／絵　矢川澄子／訳 　 徳間書店　 2001.4 　Z933.7/ﾊﾟﾄ
七つの誕生日の晩、女の子は夜空を見て思いました。「あの星とダンスしたいな」。星は空できらきら光
るだけでした。それから百年が経ち…。透明感あふれる絵で描かれた、不思議なファンタジー。

幼児(0～5歳)

たいせつなあなたへ　　

サンドラ・ポワロ=シェリフ／作　おーなり由子／訳  　 講談社 　  2010.9  　 Z953.7/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)

だってだってのおばあさん　

さのようこ／作・絵   　フレーベル館　   1985.6 　  Z913.8/ｻﾉ

「だってわたしはおばあちゃんだもの」 それが口ぐせのおばあさん。しかし、99歳の誕生日にろうそく
が5本しかなかったことから、おばあさんの口ぐせが変わり…。おばあさんと猫の絆をやさしく描く。

幼児(0～5歳)

たんじょうび　　

ハンス・フィッシャー／ぶん・え　おおつかゆうぞう／やく 　  福音館書店   　1965.1 　  Z943/ﾌｲ

幼児(3～5歳)，小初

たんじょうびにはケーキをやこう!　　

ラーシュ・クリンティング／作　とやままり／訳  　 偕成社 　  1999.9　   Z949.83/ｸﾘ
今日は、ビーバーのカストールの誕生日。まっさきにお祝いに来てくれたのは、友だちのフリッペでし
た。カストールはうれしくなって、いっしょにケーキをつくることにします。二人はうまくできるかな?

幼児(0～5歳)

3 



たんじょうびの　ふしぎな　てがみ

エリック＝カール／さく・え　もりひさし／やく   　偕成社 　  1978.11 　  Z933.7/ｶﾙ

幼児（０～５歳）

たんじょうびのおくりもの　　

ブルーノ・ムナーリ／作　谷川俊太郎／訳  　 フレーベル館  　 2011.8 　 Z973/ﾑﾅ
息子の誕生日プレゼントを抱え、家路を急ぐお父さん。あと10キロのところでトラックが故障して…。
次々変わる乗りもの、家までの時間や距離の変化のしかけが巧みな絵本。

幼児(0～5歳)

ちびゴリラのちびちび

ルース・ボーンスタイン／さく　いわたみみ／やく   　ほるぷ出版　   1978.8 　  Z933/ﾎﾞﾝ
赤ちゃんゴリラのちびちびは、生まれたその日から、家族とジャングルのみんなに愛されます。子供達
が、大人に「こんなふうに愛してほしい」と思っているやり方を描いた絵本。

幼児(0～2歳)

ねずみくんのたんじょうび　　

なかえ　よしを／作　上野紀子／絵  　ポプラ社  　 1978.6  　 Z913.8/ﾅｶ

幼児(0～5歳)

ピヨピヨハッピーバースデー　

工藤 ノリコ／著  　 佼成出版社　  2012.1　   Z913.8/ｸﾄﾞ
ケーキをかって、ピヨピヨピヨ。プレゼントはなにかな、ピヨピヨピヨ。さあ、それじゃあ、はじめま
しょう!ピヨピヨ、ハッピーバースデー! 誕生日を過ごすヒヨコ一家の楽しい一日を描いた絵本。

幼児（０～５歳）

フランシスとたんじょうび　

ラッセル・ホーバン／さく　アン・ホーバン／え　まつおかきょうこ／やく　　 好学社
1972　　Z933/ﾎﾊﾞ

明日はフランシスの妹のグローリアの誕生日。フランシスはお母さんからおこづかいを2回分もらって、
グローリアにプレゼントを買いました。フランシスはどんなプレゼントを用意したのでしょうか?

幼児(3～5歳)

まいにちまいにちたんじょうび

正高　もとこ／作・絵 　  偕成社   　2010.1 　  Z913.8/ﾏｻ
今日はいっこちゃんの誕生日。とても嬉しかったいっこちゃんが「毎日、お誕生日して」とお願いする
と、お母さんは条件つきで許してくれました。その条件とは…。裏表紙見返しに「いっこちゃんのケーキ
つくりかた」付き。

幼児(3～5歳)

ゆうびんやさんおねがいね

サンドラ・ホーニング／文　バレリー・ゴルバチョフ／絵　なかがわちひろ／訳 　  徳間書店
 2007.9  　 Z933.7/ﾎﾆ
もうすぐ、遠くに住んでいるおばあちゃんの誕生日。おばあちゃんが喜ぶプレゼントを思いついたコブタ
くんは、お母さんと郵便局にでかけます。さあ、とっておきのプレゼントを運ぶ、郵便リレーのはじま
り、はじまり!

幼児(3～5歳)

小学生から 

4 



ゆきのひのたんじょうび　　

岩崎 ちひろ／絵と文　武市八十雄／案 　  至光社 　  1973   　Z726.7/ｲﾜ

幼児(0～5歳)，小初

ルラルさんのたんじょうび　　

いとう ひろし／作 　 ポプラ社　   2010.9  　 Z913.8/ｲﾄ
ルラルさんがケーキを焼いています。今日は、ルラルさんの誕生日です。甘い香りに誘われて、庭の動物
たちがやってきて、みんなで仲良くケーキを食べました。でも、なぜかルラルさんだけケーキを食べなく
て…。

幼児(0～5歳)

るるのたんじょうび　　

征矢 清／さく　中谷千代子／え   　福音館書店   　2011.2 　  Z913.8/ｿﾔ
かおるは小さな猫のるるをとてもかわいがっていました。かおるとるるはとてもいい友だちで、いつも一
緒に遊びました。ところが、今日は朝からるるがいません。かおるはるるを探しに公園の方へ歩いて行き
ました。すると…。

幼児(3～5歳)，小初

おかあさんがおかあさんになった日　　

長野 ヒデ子／作  　 童心社  　 1993.7 　  Z913.8/ﾅｶﾞ

小初

さくら子のたんじょう日　　

宮川　ひろ／作　こみねゆら／え 　  童心社　   2004.11 　  Z913.8/ﾐﾔ
「わたしの名前、どうしてさくら子なの?」 さくら子は、名前をもらったさくらの木に会いにいったので
すが…。ふしぎな木から名前をもらった少女の物語。『びわの実ノート』掲載に加筆、絵本化。

小初，小中

ふしぎなおたまじゃくし

スティーブン・ケロッグ／さく　すずきまさこ／やく  　 錨といるか社 　  2001.2 　  Z933/ｹﾛ
ルイスのたんじょうびに、おじさんからプレゼントが届いた。なんと、びんに入ったおたまじゃくし! ル
イスが、アルフォンスと名づけて大切に育てると、アルフォンスはどんどん大きくなって…。

小初
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小学生から 
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