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凡 例 
 

◇ ここに選んだ絵本の対象年齢は０～２歳を中心にしています。 

 

◇ 全２４冊は書名のアイウエオ順に並べてあります。 

 

◇ 本についてのデータは、書名、著者名、画家名、翻訳者名、出版社、発行年 

  の順に記載しました。著、文、絵、画などの書き方は、原則として本の表記 

  に従いましたので、全体の統一はとれていません。 

 

◇ 本の発行年は、それぞれ最新版のものですが、原作が外国のもので、翻訳さ 

  れている場合は、原作の初版年と国名を（ ）の中に記してあります。国名 

  は出版国であって、必ずしも作者の国籍とは一致しません。 

  また、出版年は本の著作権表示に従いました。 

 

◇ 画像の下にある表示は、本の大きさ（たて×よこ）で、単位はセンチ、図書 

  館所蔵のものを表示しています。本を探すときの目安にしてください。 

 

◇ １９センチ×１９センチ以下の本は、「小さい絵本」のコーナーに置いてあ 

  ります。不明な点は、図書館職員にお尋ねください。 

 

◇ 現在、図書館ではすべて備えてありますが、貸出中のものもあります。 

  その場合には予約してください。 

はじめに 
 

座間市立図書館 

 

 座間市立図書館では平成２７年度より本格的な「ブックスタート」を開始いた

しました。従来の「本と友だち」事業は、座間市内のすべての赤ちゃんを対象と

はできませんでしたので、今回、「ブックスタート」では多くの赤ちゃんに本を

差し上げられるようにと願っています。 

「ブックスタート」は、健康づくり課と協力して、ＢＣＧ予防接種時の時間をお

借りしています。その時に、赤ちゃんとご両親に素晴らしい絵本との出会い、そ

して素敵なひと時をもっていただけるようにご案内をしています。 

この「赤ちゃん絵本」という冊子は、赤ちゃんのためにどんな本を選んだら良い

かという目安にするための、赤ちゃん用の絵本リストです。ブックスタートのよ

き導き役としてご活用いただければと思います。 

 いたらない部分もあるとはおもいますが、生涯の読書のための、第一歩になれ

ば幸いです。まずは手に取って読んでいただけることを願っております。 



－２－ 

いないいないばあ 
 

松谷みよ子 文 瀬川康男 画  

童心社 １９９０年改版 
 

赤ちゃんがよく知っている大好きな「いないい

ないばあ」が、絵本のなかで再現され繰り返さ

れています。絵本を楽しみながら自然と「いな

いいないばあ」の遊びも始まり、赤ちゃんも大

人も二重の満足感を味わうことができます。 

21×19 

おんなじおんなじ 
 

多田ヒロシ 作 

こぐま社 １９６８年 
 

こぶたのぶうとこうさぎのぴょんは仲良しで

す。靴も帽子も服もおんなじ。子どもの心を

しっかりとらえる、線の太い無駄のない絵と言

葉。遊びに発展させながら、親子でくりかえし

楽しめる絵本です。ほかにも『なにしてるなに

してる』『ほくのだぼくのだ』などがありま

す。 
22×18 

がたんごとん がたんごとん 
 

安西水丸 作 
福音館書店 １９８７年 

 

黒い機関車が、走りだします。がたんごとんが

たんごとん。「のせてくださ一い」と哺乳瓶や

コップやりんごがいいます。黒い機関車はみん

なをのせて、がたんごとんがたんごとんと走り

ます。そして、終点につくと･･･。単純さと親し

みのある小物が、赤ちゃんには楽しいでしょ

う。 
19×19 



きんぎょが にげた 
 

五味太郎 作 

福音館書店 １９８２年 
 

金魚鉢の中の赤い金魚が逃げだしました。どこ

にいるのか探してみましょう。カーテンの赤い

水玉にそっくりですが、少し違っているのが金

魚でしょうか。おや、また逃げた。カラフルな

絵の中に金魚の形を探しあてながら、親子で楽

しく遊べる絵本です。 
22×21 

じゃあじゃあびりびり 
 

まついのりこ 作  

偕成社 ２００１年 
 

赤ちゃんの生活はいつも初めての連続。そのな

かで言葉の感覚もどんどん発達していきます。

水は「じゃあじゃあ」、紙をやぶくと「びりび

り」、踏み切りは「かんかんかん」。身近なも

のを音で表しています。親子で声に出して楽し

んでください。 

くだもの   
 

平山和子 作  

福音館書店 １９８１年 
 

すいか、もも、ぶどう、子ども達が大好きなく

だものが、ページごとに一つずつ紹介されてい

ます。写真にも優る輝くような絵がみずみずし

くおいしそうで、「さあ どうぞ」と差し出さ

れると、思わず「いただきまーす」と手を伸ば

したくなってしまいます。他に『おにぎり』

『いちご』があります。 
22×21 

－３－ 

19×19 



ちいさなうさこちゃん 
 

ディック・ブルーナ 文・絵 

石井桃子 訳 

福音館書店 １９６４年(オランダ1955) 
 

ある日、うさぎのふわふわさんとふわおくさん

のところに天使が現れて、二人の間にかわいい

うさこちゃんが誕生するお話です。文章もリズ

ム感があって美しく、小さな子どもの耳に入る

言葉としては最適のものです。 

しろくまちゃんのほっとけーき 
 

わかやまけん 作 

こぐま社 １９７２年 
 

しろくまちゃんはお母さんと一緒にホットケー

キを作ります。材料をそろえ、全部まぜあわ

て、フライパンで焼きます。焼いている過程の

場面が面白く、なんともおいしそうです。読ん

だ後、絵本のシーンを思い浮かべながら、親子

でホットケーキを作ってみてはどうでしょう。

「こぐまちゃん」シリーズの１冊です。 

17×17 

しろ、あか、きいろ 
 

ディック・ブルーナ 文・絵        

松岡享子 訳 

福音館書店 １９８４年(オランダ1972） 
   
女の子が、お出かけの準備をしています。き 

いろいブラウス、赤いスカート、そして黒い靴

はいて…どう？ 似合うでしょ！ ページをめ

くるごとに、女の子が身に付けていく１アイテ

ム１色づつにスポットが当たっていきます。シ

ンプルな絵に鮮やかな色が映え、色と物の名前

が同時に覚えられます。すましたり笑ったり、

女の子の表情も楽しめます。 

17×17 

－４－ 

20×22 



どうすればいいのかな？ 
 

わたなべしげお 文 おおともやすお 絵 

福音館書店 １９８０年 
 

「しゃつをはいたらどうなる？」あれれ、何か

変だな。「どうすればいいのかな？」今度は上

手にできました。自分で着たり、履いたりを始

めた幼い子にぴったりの絵本です。絵は色鉛筆

のシンプルなもの。「くまくんの絵本」は他に

『おとうさんあそぼう』などがあります。 

にんじん  
 

せなけいこ 作・絵 

福音館書店 １９６９年 

 

「きらいな食べ物は？」と聞くと、「にんじ

ん」と答える子どもは多いでしょう。でも、お

なじみの動物たちが「ああ おいしい」と言っ

て食べているのにつられて、にんじんが好きに

なるかもしれません。貼り絵があたたかな印象

を与えています。他に『もじゃもじゃ』『いや

だいやだ』『ねないこだれだ』があります。 

どうぶつのおかあさん   
 

小森厚 文 薮内正幸 絵  

福音館書店 １９８１年 
 

動物のお母さんが色々な方法で子どもを運ぶ  

様子が、見開きいっぱいに描かれています。  

お母さんねこは口にくわえて、お母さんこあ  

らはおぶって、お母さんぞうは…？ だっこや

おんぶが大好きなこども達は、自分の姿を重ね

合わせて読むでしょう。精密なタッチの絵は、

柔らかさと暖かさにあふれ、親子の深い絆が伝

わってきます。他に『おかあさんといっしょ』

『どうぶつのこどもたち』などがあります。 

17×17 

22×21 

22×21 

－５－ 



ねんね  
 

さえぐさひろこ 文 

アリス館 ２００４年 
 

枝にもたれて眠るリス、雪の中で丸まって眠る

ヤマネ。どの動物の子どもも無心にやすらかに

ねむっています。シンプルで暖かな文章とほの

ぼのとした写真で、読むと心がじんわり、ゆっ

たり。この本を読んだ後は、幸せな気分にな

り、安心して眠りにつけるでしょう。他に『お

しり』『へんなかお』があります。 

のせてのせて   
 

松谷みよ子 作 東光寺啓 絵  

童心社 １９６９年 
 

まこちゃんの赤いオープンカーが走ります。

「ストップ！のせて のせて」うさぎ、くま、

ねずみの親子、次々乗せてトンネルに。「トン

ネル トンネル まっくら まっくら…」覚え

やすい言葉の繰り返しで、幼い子も一緒に声を

合わせて楽しめる絵本です。『いいおかお』な

ど、赤ちゃんの本シリーズは全部で9冊ありま

す。 

ねこがいっぱい 
 

グレース・スカール 作 やぶきみちこ 訳 

福音館書店 １９８６年（アメリカ1949） 
 

身近にいる様々な種類の猫が、単純な線と柔ら

かな色づかいで描かれています。「おおきいね

こと ちいさいねこ しましまねこと ぽちぽ

ちねこ」と、心地よいリズムの言葉が幼い子の

心をとらえます。最後は全員集合での「にゃー

お」に大満足。『いぬがいっぱい』もありま

す。 

18×18 

21×19 

－６－ 

23×20 



ぶーぶーじどうしゃ  
 

山本忠敬 作 

福音館書店 １９９８年 
 

町でよく見かける乗用車、ようちえんバスやパ

トロールカーなどのはたらくくるまが登場しま

す。ページを開くと画面いっぱいに一台が描か

れていて、車の出す音、かたちがわかりやすく

紹介されています。よく見たいのに急いで通り

過ぎてしまう救急車や消防自動車も、じっくり

ながめて満足してほしいですね。 

ぴょーん 
 

まつおかたつひで 作 

ポプラ社 ２０００年 
 

かえるが、ねこが、いぬが、次々に「ぴょー

ん」と飛びはねます。はねる前の準備のポーズ

から、ページを開くといきおいよく「ぴょー

ん」と飛んでいるポーズになります。どんな風

にはねるのか子どもは期待しながら読みます。

読み終えたら思わず「ぴょーん」と飛びはねた

くなります。 

ぱん だいすき 
 

征矢清 文 ふくしまあきえ 絵 

福音館書店 ２００７年 
 

いろいろなぱんがならんでいるぱんやさんの

ショーウインドウ。さあ、扉を開けてぱんやさ

んに入りましょう。食ぱん、あんぱん、さくら

んぼのぱん、たくさんぱんを買いました。おう

ちのテーブルにならんだぱん、ジャム、紅茶、

どれもなんて美味しそう！ 焼きたてぱんの香

りがしてきそうです。 

20×19 

16×16 

20×20 

－７－ 



まる、しかく、さんかく 
 

ディック・ブルーナ 文・絵 

松岡享子 訳 

福音館書店 １９８４年(オランダ1982) 
 

「まる」と一文字、書いてあります。次のぺー

ジからは丸い物が描かれています。しかもその

絵は大きく、はっきりとしています。まるの次

はしかく、そしてさんかくのぺージか続きま

す。物の形を認知させるのによい本ですが、ま

ずは赤ちゃんとそのイメージを楽しみましょ

う。 

もうふ 
 

ジョン・バーニンガム 作 

谷川俊太郎 訳 

冨山房 １９７６年（イギリス1975) 
 

いつもの毛布がないと眠れない小さな男の子。

ある晩、毛布が見あたりませんでした。さあ大

変！みんなであちこち探しますが、見つかりま

せん。やっと男の子が自分で枕の下にあった毛

布を見つけ、安心して眠ることができました。

どこの家でもおこりそうな、子どもの暮らしの

ひとこまです。 

ふね   

 

バイロン・バートン 作・絵  

こじままもる 訳 

金の星社 １９９２年（アメリカ1986）   
  
広い海を、ボートやヨットが通り過ぎ、たくさ

んの人と車を乗せたフェリーもやって来ます。

そして火事になれば消防艇。ページをめくるご

とに出てくるいろいろな船が興味をひきます。

明るい色づかいと太くはっきりした線で描かれ

た絵は乗り物の大好きな子どもにぴったりで

す。他に『で ん しゃ』『と ら っ く』『ひ こう

き』があります。 

16×19 

17×16 

17×17 

－８－ 



もこ もこもこ 
 

たにかわしゅんたろう 作  

もとながさだまさ 絵 

文研出版 ２００３年 
 

「し一ん」で広がった地平線に、「もこ」と何

かもりあがってきました。思いがけない色と形

が、ことばといっしょに動き出します。終わっ

ても、またはじめから読み返したくなる不思議

な魅力があります。読み方を工夫すればさらに

楽しめます。へんてこりんで、おもしろくて、

子どもたちの大好きな絵本です。 

わたしの   
 

三浦太郎 作・絵  

こぐま社 ２００７年   
  
「わたしのどれかな」語りかけの言葉といっ

しょに、ページごとに描かれた大中小のいすや

おちゃわん、はぶらしなどから「わたしの」を

選んでいきます。自分のものを意識するように

なった幼い子のうれしさと同時に、画面には登

場しませんが、お父さん、お母さんといっしょ

の幸せも伝わってくる絵本です。すっきりした

絵 と 色 づ か い も 素 敵。他 に『く っ つ い た』

『なーらんだ』もあります。 

18×19 

29×23 

わにわにのおふろ 
 

小風さち 文  山口マオ 絵 

福音館書店  ２００４年 
  
わにのわにわにが、お風呂に入ります。じゃば

じゃばとお湯をはり、うれしそうな顔でおも

ちゃ遊びやあぶく飛ばしをし、お湯にもぐって

あたたまります。各場面の擬音が楽しく、木版

画の線、色が生き生きとしています。お風呂が

大好きになることまちがいなしです。 
22×21 

－９－ 



雑誌について 
 

座間市立図書館では本のほかに、雑誌も取り揃えてあります。幼児向け雑誌、お

よび、育児向けの雑誌は以下のとおりです。 

 

＜育児・家庭教育雑誌＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜幼児・児童雑誌＞ 

・おひさま 

・ＮＨＫおかあさんといっしょ 

 

 

あとがき 
 

 この冊子のリストは、ファーストブックと呼ばれる、赤ちゃん用の絵本を集め

たものです。座間市立図書館選定本リスト「本はいいなあ」の番外編です。改訂

をかさね、現在の形になりました。形式は、１ページ３冊にした他は「本はいい

なあ」に合わせました。旧版同様、ご活用いただければ幸いです。 

 

 

２００８年度の改訂にあたって 
 

 前回制作したリストから６年が経ちました。その間に新しく出版されたり、絶

版になったり、書店にある絵本は次々と入れ替わっています。よりよい絵本を紹

介したいと考え、この度2008年版として改訂しました。入手しやすさを考慮

し、現在購入可能な絵本の中から選定してあります。 

 

児童サービス担当 

・Ｅｄｕ 

・クーヨン 

・子どもの本棚 

・子供の科学 

・Ｃｏｍｏ 

・たまごクラブ 

・母の友 

・ひよこクラブ 

・プレジデントＦａｍｉｌｙ（東地区文化センター図書室） 

・Ｂａｂｙ－ｍｏ（公民館図書室） 

「赤ちゃん絵本 読書案内」2008年版の改訂に関わったのは、次の人たちです。 

紺野愛子 斎川美江 島津春江 杉山有美子 林 景子  

宮田圭子 山本正子 吉田豊子 金井雄二 
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