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０歳から３歳までのお子さん向けに、 

図書館スタッフがおすすめの本を 

集めました。 

長く愛されてきたロングセラーの 

絵本に加え、２０１５年以降に出版された 

新しい絵本も載せています。 

お気に入りの１冊に加えていただければ 

幸いです。 



『あかちゃんですよ はいどうぞ』 
うしろよしあき 文 鈴木智子 絵  

たくさんの動物たちに、 

大切にはこばれていく 

あかちゃん。 

「おかえりなさーい」と 

最後に待っていたのは 

大好きな…？ 

 

アリス館 ２０２１ 

『いたいのいたいの とんでけ～』 
文/谷口國博 写真/高砂淳二 

世界文化社 ２０１８ 

文にあわせてページを 

めくると、ユーモラスな 

生き物たちの姿が 

つづきます。 

楽しく読める写真絵本 

です。 
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http://www.alicekan.com/books/9784752009696.jpg
http://www.alicekan.com/books/9784752009696.jpg
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『そっくりこ』 
中川ひろたか・文  村上康成・絵  

ひかりのくに ２０１９ 

あかちゃんのお顔には、 

みんなとそっくりなところが 

いっぱいあるね！ 

いっしょに絵本を読みながら、 

そっくりなところを 

探してみましょう。 

「あかちゃん あそぼ」 シリーズ ほかにもあります。 

 

『でんしゃ くるかな？』 
きくちちき 

くるかな？ 

くるかな！？ 

電車はいつくるかな？ 

電車がくるのがとても 

待ち遠しくなります。 

 

福音館書店 ２０２１ 

 

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784564011436
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784564011436
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784834085914
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784834085914
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『おせんべ やけたかな』 
こがようこ 構成・文 降矢なな 絵 

童心社 ２０１８ 

「おせんべ やけたかな？」 

「やけた！」 

あかちゃんと一緒に、 

わらべうたのリズムに 

のって、ページをめくる 

楽しさを味わってください。 

 

『へっこ ぷっと たれた』 ２０１８  
『ねーずみ ねーずみ 

どーこいきゃ？』 ２０１８ 

「わらべうたでひろがるあかちゃん絵本」 シリーズ 

こちらもおすすめです。 

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784494012596
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784494012596
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784494012589
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784494012589
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784494012572
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784494012572
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『だっこっこ』 
さく 穂髙順也 え くわざわゆうこ 

岩崎書店 ２０１８ 

「だっこっこ」のタイトル通り、 

リズム感のある言葉で、 

動物の親子が 

優しくふれあいます。 

 

ぷかぷかあひるさん、 

ぐらぐらつみき… 

いろんなものを 

「つんっ！」と 

つついてみたら、 

さあ、なにがおきるかな。 

『つんっ！』 
新井洋行 

ほるぷ出版 ２０１６ 

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784265830565
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784265830565
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ピンクの表紙を開くと、 

ももんちゃんが 

自由奔放に動き出します。 

あかちゃんって、 

意外にたくましくて 

力強いんです！ 

『どんどこ ももんちゃん』 
とよた かずひこ 

童心社 ２００１ 

「ももんちゃん あそぼう」 シリーズ たくさんあります！ 

   

『くっついた』 
三浦太郎 

こぐま社 ２００５ 

おかあさんとわたし、 

きんぎょさんと 

きんぎょさん、くっついた！ 

スキンシップにも 

つながります。  
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しっぽや耳のある 

バス停にやってくる 

のはどんなバス？ 

あてっこしながら 

ページをめくってね。 

『バスがきました』 
三浦太郎 

童心社 ２００７ 

あ、あ！と 

あかちゃんが 

指さした先には、 

素敵な出会いが 

待っています。 

『あ、あ！』 
ねこ しおり ぶん 高橋和枝 え 

偕成社 ２０１８ 
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『ととけっこう よが あけた』  
こばやし えみこ 案 ましま せつこ 絵 

 

素朴なやさしい 

ことばが連なり、 

わらべうたのもつ 

味わいに 

心はずみます。 

こぐま社 ２００５ 

『せんべ せんべ やけた』 ２００６ 『まてまてまて』 ２００５  

「わらべうたえほん」 シリーズ  

   

『ちびすけ どっこい』 ２００６ 

『どんどんばし わたれ』 ２０１８  もあります。 

 

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784772101776
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784772101776
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784772101844
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784772101844
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784772101790
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784772101790
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「だ・る・ま・さ・ん・が」と

ページをめくると、 

えっ？ 

思わぬ動きをする 

だるまさんから 

目が離せません！ 

 

『だるまさんが』 
 かがくい ひろし さく 

ブロンズ新社 ２００８ 

こちらも人気です！ 

         

『だるまさんと』 ２０１２ 『だるまさんの』 ２０１２ 
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『ぽんちんぱん』 
柿木原政広 作 

福音館書店 ２０１４ 

みんな、ふっくらパン 

大好きかな？ 

おいしそうなパンが 

「ぽんちんぱん！」 

「ちぎちぎぱっぱ」で 

お顔もつくったよ。 

 

『どんどこどん』 
和歌山静子 作 福音館書店 ２０１１ 

「どんどこ どんどこ」の 

かけ声とともに、 

土の中から野菜たちが 

エネルギッシュに登場。 

縦開きの絵に 

みなぎる力強さ！ 



  『まり』 
谷川 俊太郎 文 広瀬 弦 絵 

クレヨンハウス ２００３ 

黄色いまりが、ころん！ 

ぱしっ！ ひゅーん！  

ぴしゃっ！ 

まりになったつもりで 

冒険してみてください。 

 

『へんなかお』 
大森裕子 

白泉社 ２０１１ 

ページをめくると、 

動物たちがインパクトの 

強い｢へんなかお｣を 

見せてくれます。 

笑いいっぱいの 

にらめっこ。 
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ページをめくるたびに、 

生き物たちの 

とびはねる姿が 

楽しめます。 

「ぴょーん」といっしょに 

とびあがりたくなります。 

『ぴょーん』 
まつおか たつひで 

ポプラ社 ２０００ 

クレヨンハウス ２００４ 

「ぱぱぺ ぱぷぽぴ  

ぽぱぷぽぴ ぱぺぽ 

ぷぺ？」 

これ、あかちゃんには 

つうじているみたい。 

不思議です。 

『ぽぱーぺ ぽぴぱっぷ』 
おかざきけんじろう 絵 谷川俊太郎 文 



  『ケーキ やけました』 
彦坂有紀 もりといずみ 

講談社 ２０１５ 

木版画で摺
す

られた 

焼きたてのケーキが 

とってもおいしそう！ 

「ケーキ やけました」 

などのくり返しも 

ほっとします。  

『パン どうぞ』 ２０１４ 

『コロッケ できました』 ２０１６       

『スープになりました』 ２０１７ 

         もあります。 

いろいろなやさいが 

登場するしかけ絵本。 

シンプルな色調で 

ユニークな顔の 

やさいたちに 

思わずにんまり。 

『やさいさん』 
さく ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ 

学研教育出版 ２０１０ 
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鮮やかな黄色のページに 

親子のぺんぎん。 

くびをちぢめ、 

うでをぱたぱた。 

まねして体操 

したくなります。 

『ぺんぎんたいそう』 
齋藤 槙 さく 福音館書店 ２０１６ 

『おでかけばいばい』 
はせがわせつこ ぶん やぎゅうげんいちろう え 

福音館書店 ２００６ 

「いってらっしゃーい」 

「ばいばーい」 

リズミカルな言葉と 

愉快な絵で、 

動物親子が 

楽しくおでかけします。 

 

「おでかけばいばい」 のほん 

『くらい くらい』 ２００６   『めんめん ばあ』 ２００６ 
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『おしいれ』   
新井洋行 

偕成社 ２００９ 

身近にあるものが 

とび出してくる 

小型絵本です。 

ページをめくりながら、 

実際に開けているような 

感覚に！ 

 

『ひきだし』 ２００９ 

『はこ』 ２０１２ 

『かばん』 ２０１２ 

『れいぞうこ』 ２００９ 

『おふろ』 ２００９ 

『といれ』 ２０１０  もあります。 

 

「あけて・あけてえほん」 シリーズ  

   

 



  『おめんです』 
いしかわこうじ 

偕成社 ２０１３ 

おめんをかぶって 

いるのは…？ 

迫力のあるおめんを 

めくると動物が出てくる 

しかけ絵本です。 

わくわくするよ！ 

たまごにかくれている 

のは、だれかしら？ 

「でておいでよ」の 

呼びかけに、 

あかちゃんが次々と 

出てきますよ。   

『たまごのあかちゃん』 
かんざわとしこ ぶん やぎゅうげんいちろう え 

福音館書店 １９９３ 
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『くだもの』 
平山和子 さく 
 

福音館書店 １９８１  

「さあ どうぞ」 と 

さし出されるくだものの 

みずみずしさ。 

本物そっくりで、食べて 

しまいたくなります。 

 

世代を超えて読み継がれ、 

愛され続けている 

ロングセラー。 

日本一多くのあかちゃんの 

笑顔を知っている絵本です。 

『いない いない ばあ』 
松谷みよ子 ぶん 瀬川康男 え 

童心社 １９８１ 

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784834008531
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784834008531
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『おつきさまこんばんは』 
林 明子 さく 

福音館書店 １９８６ 

子どもはおつきさまが 

大好き！ 

すぐそこにいるかの 

ように声をかけます。 

おつきさまが優しい 

笑顔でこたえます。 

「がたんごとん…」と 

走っていると、カップや 

スプーンが乗ってきます。 

どこへいくのかな？ 

なにをするのかな？ 

 

『がたん ごとん がたん ごとん』 
安西水丸 さく 

福音館書店 １９８７ 
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『きんぎょが にげた』 
五味太郎 作 

福音館書店 １９８２ 

きんぎょはどこに 

にげたのかしら？ 

ページをめくるたびに、 

指はきんぎょを 

追いかけます。 

一緒にみつける 

幸せな時間をどうぞ。 

小さないろだまが、 

かいだんみち、 

でこぼこみちを 

ころころころ。 

ころころころころ・・・ 

どこへいくんだろう。 

 

『ころころころ』 
元永定正 さく 

福音館書店 １９８４ 
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『あおくんときいろちゃん』 
レオ・レオーニ 作 藤田圭雄 訳 

至光社 １９６７ 

「あおくん」と「きいろ 

ちゃん」がおはなしの 

世界へと誘います。 

想像力が広がりそう。 

『てん てん てん』 
わかやましずこ さく 
 福音館書店 １９９８ 

「てんてんてん」 

「ぐるぐるぐる」など、 

子どもの喜ぶ音と形。 

リズミカルな文にあわせて 

登場する虫たち。 

くっきりとした絵も魅力です。 

 

https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=697#modal-content
https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=697#modal-content
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福音館書店 １９９８  

「でてこい でてこい」の 

呼びかけにとび出す 

動物たち。 

あざやかな色と言葉の 

リズムをくり返し 

楽しみたくなります。 

 

『でてこい でてこい』 
はやしあきこ さく 
 

『きゅっ きゅっ きゅっ』 
林 明子 さく  
 福音館書店 １９８６ 

動物たちの食べこぼしを  

あかちゃんが「きゅっきゅっ 

きゅっ」と拭いてあげます。 

さいごに、あかちゃんの 

お口のまわりを拭いて 

くれるのはだあれ？ 

『おててがでたよ』 １９８６ 

         もあります。 

   

https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=690#modal-content
https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=690#modal-content
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784834006841
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784834006841


  

福音館書店 １９８６  

『ねこが いっぱい』 
グレース・スカール さく やぶきみちこ やく 
 

大きいねこも、 

小さいねこも、しましまの 

ねこも、みんな同じねこ。 

それぞれ違って、 

みんなとっても可愛い！ 

 

『もこ もこもこ』 
たにかわ しゅんたろう さく 

もとなが さだまさ え 

文研出版 １９７７ 

「意味がわかんな～い」 

とも言われますが、 

意味にこだわらずに、 

想像・創造して 

味わってみてください。 
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『いぬが いっぱい』 １９８６ 

もあります。 

https://www.fukuinkan.co.jp/book/index.php?id=29
https://www.fukuinkan.co.jp/book/index.php?id=29


   

この冊子のデータは図書館のホームページ内の 

こどもページでもご覧いただけます。 

2021 年 11 月 発行 
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