
 

 

～うた・わらべうたの絵本～ 

『うたえほん』Ⅰ～Ⅲ 土田義晴：絵 グランまま社 1988 年 

『うたじかん』１・２ あいはらひろゆき：構成 あだちなみ：絵 

                        ひかりのくに 2005 年 

『せんべせんべやけた』 こばやしえみこ：案 ましませつこ：絵 こぐま社 2006 年 

『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 こぐま社 2005 年 

『あがりめさがりめ』 いまきみち：作 福音館書店 1992 年 

『げんこつやまがあったとさ』 間所ひさこ：作 雨宮尚子：絵 ＰＨＰ研究所 2015 年 

『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』 小林衛己子：編 大島妙子：絵 

のら書店 1998 年 

『おはようからおやすみまでの１２のわらべうたえほん』 

          小林衛己子：編 おおいじゅんこ：絵 ハッピーオウル社 2006 年 

『あかちゃんのごきげんがよくなる１２のわらべうたえほん』 

            小林衛己子：編 あべななえ：絵 ハッピーオウル社 2006 年 

 

～のりものの絵本～ 

『ブップーバス』 とよたかずひこ：著 アリス館 2008 年 

『ブーンブーンひこうき』 とよたかずひこ：著 アリス館 2007 年 

『コトコトでんしゃ』 とよたかずひこ：著 アリス館 2007 年 

『ポンポンおふね』 とよたかずひこ：著 アリス館 2008 年 

『かたかたぴょんぴょん』 とよたかずひこ：著 主婦の友社 2004 年 

『のれるかな？うかぶかな？ふね』 いしいきよたか：作 ゴブリン書房 2013 年 

『のれるかな？うかぶかな？ききゅう』 いしいきよたか：作 ゴブリン書房 2013 年 

『のせてのせて』 松谷みよ子：文 東光寺啓：絵 童心社 1969 年 

『るるるるる』 五味太郎：作 偕成社 1991 年 

 

 

どんな絵本を読もうかな？ 
～家読で楽しむ絵本の紹介～ 

 

～０・１歳のお子さんと楽しむ絵本～ 2016 



 

 

～あそべる絵本～ 

『ぽんぽんポコポコ』 長谷川義史：作・絵 金の星社 2007 年 

『あっぷっぷ』 中川ひろたか：文 村上康成：絵 ひかりのくに 2003 年 

『いないいないばぁ』 中川ひろたか：文 村上康成：絵 ひかりのくに 2003 年 

『はくしゅぱちぱち』 中川ひろたか：文 村上康成：絵 ひかりのくに 2005 年 

『こちょばここちょばこ』 中川ひろたか：文 村上康成：絵 ひかりのくに 2005 年 

『ぺんぎんたいそう』 斎藤槙：作 福音館書店 2016 年 

  （『ぺんぎんたいそう』 こどものとも０１２ 2013 年 10 月） 

『おうまさんしてー！』 三浦太郎：作・絵 こぐま社 2009 年 

 

～これからの季節に読みたい絵本～ 

『みずちゃぽん』 新井洋行：作 童心社 2011 年 

『おとうさんのかさ』 三浦太郎：作 のら書店 2012 年 

『かにこちゃん』 岸田衿子：作 堀内誠一：絵 くもん出版 2008 年 

『うみ』 岸田衿子：文 長新太：絵 ひかりのくに 2006 年 

『ひまわり』 和歌山静子：作 福音館書店 2006 年 

『こぐまちゃんのみずあそび』 若山憲：著 1971 年 

『うちわぱたぱた』（こどものとも０１２ 2013 年 8 月） 杉田比呂美：作 福音館書店  
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   どんな絵本を読もうかな？ 

   ～家読で楽しむ絵本の紹介～ 

  ～赤ちゃん（０・１歳）と楽しむ絵本の紹介～ 2015 

 

 

 

～うた・わらべうたの絵本～ 

『うたえほん』Ⅰ～Ⅲ  土田義晴：絵  グランまま社  1988 年 

『うたじかん』１・２  あいはらひろゆき：構成  あだちなみ：絵   

ひかりのくに 2005 年 

『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 こぐま社 2005 年 

『あぶくたった』  さいとうしのぶ：構成：絵  ひさかたチャイルド 2009 年 

『どんぐりころちゃん』 みなみじゅんこ：作 アリス館 2013 年 

『やまのおんがくか』 水田詩仙：訳詩 鈴木幸枝：構成・絵  

ひさかたチャイルド 2014 年 

『あかちゃんとお母さんのあそびうたえほん』 

小林衛己子：編 大島妙子：絵 のら書店 1998 年 

『おはようからおやすみまでの１２のわらべうたえほん』 

         小林衛己子：編 おおいじゅんこ：絵 ハッピーオウル社 2006 年 

 

～せいかつの絵本～ 

『あかちゃんのおと』 みやにしたつや：作・絵 金の星社 2007 年 

『くつくつあるけ』 林明子：作 福音館書店 1986 年 

『いちにのさんぽ』 ひろかわさえこ：著 アリス館 1999 年 

『おいし～い』 石津ちひろ：作 くわざわゆうこ：絵 くもん出版 2014 年 

  『おにぎり』 平山英三：文 平山和子：絵 福音館書店 1981 年 

  『くだもの』 平山和子：作 福音館書店 1981 年 

  『おべんとう』 小西英子：作 福音館書店 2012 年 

『おふろでちゃぷちゃぷ』 松谷みよ子：文 いわさきちひろ：絵 童心社 1970 年 

『おつきまこんばんは』 林明子：作 福音館書店 1986 年 

『ねんね』 さえぐさひろこ：文 アリス館 2004 年 

 

 



 

 

～おかあさん・おとうさん・家族の絵本～ 

『ここよ ここよ』 かんざわとしこ：文 やぶうちまさゆき：絵 福音館書店 2003 年 

『おやこで ぎゅっ！』 まつばらいわき：絵 ひかりのくに 2014 年 

『おとうさん』 中村徹：作 せべまさゆき：絵 佼成出版社 2005年 

  『おかあさん』 中村徹：作 せべまさゆき：絵 佼成出版社 2011年 

『おんなじ おんなじ おんなじね』 苅田澄子：作 つちだのぶこ：絵   

学研教育出版 2014年 

『おやすみのキッス』 カレン・カッツ：作 石津ちひろ：訳 講談社 2003年 

 

 

～おかあさん・おとうさんに贈る絵本～ 

『あかちゃん社長がやってきた』 マーラ・フレイジー：作 もとしたいずみ：訳  

講談社 2012年 

『あかちゃんがわらうから』 おーなり由子：著 ブロンズ社 2014年 
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