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－赤ちゃんとの豊かな時間に－ 

 
 

 

 

 

 

 

あがりめさがりめ 
いまきみち・さく 

福音館書店  1992 年 17×17 ㎝ 

「あーがりめ、さーがりめ、ぐるりとまわって‥‥」

あれ、ほんとうにネコになっちゃった。じゃあ、「い

ない いなーい、ばぁ。いない いなーい ばぁ」を

すると‥‥？ 

あそび (あかちゃんのえほん) 
ヘレン・オクセンバリー・さく 

文化出版局 1981 年  15×14 ㎝ 

  赤ちゃんの「あそび」は、つみあげた積み木をこわ

すこと。絵本をよむこと。赤ちゃんの「しごと」は､

食べること､寝ること。－赤ちゃんの日常を、優しい

タッチの絵で表現する、字のない絵本。 

いただきまーす 
きたやまようこ・さく 

偕成社  1975 年 14×14 ㎝ 

おなかがすいたみこちゃんが、テーブルでごちそう

を待っている。いそげ、いそげ。おさらやコップが飛

んできた。りんごやドーナツも走ってきた。さあ、食

べよう。あれ？まだなにかたりないぞ。 

いない いない ばあ 
松谷みよ子・文  瀬川康男・絵 

童心社  1967 年 21×19 ㎝ 

親しみやすい動物が、両手で顔をおおうと「いない 

いない」。ページをめくると、表情豊かな笑顔で「ば

あ」。－絵の動きがこどもの遊び心を、楽しませてく

れる絵本。 

いぬがいっぱい 
グレース・スカール・さく やぶきみちこ・やく 

福音館書店  1986 年 18×19 ㎝ 

  おりこうな犬は、チンチンをして骨をもらい、いた

ずら犬は、新聞をかみちぎる。－単調な色調で、さ

まざまな犬を生き生きと描く。猫好きな人には、同著

者の「ねこがいっぱい」もオススメ。 

うみ (あかちゃんのえほん) 
岸田衿子・ぶん 長 新太・え 

ひかりのくに  1992 年 20×22 ㎝ 

「うみってどんなところかな」ぶたの親子が海を見て

いると、「あら」魚が 1 匹とびはねた。「あらあら」魚

が 2 匹とびはねた。－同じ海なのに、少しずつ変化

していく、場面展開がおもしろい。 

おつきさまこんばんは 
林 明子・さく 

福音館書店  1986 年 18×19 ㎝ 

  夜、家の屋根には猫が 2 匹。屋根の上が明るくなっ

た。少しずつ顔を出す、まんまるなお月さま。暗い場

面に、ぽっかりうかぶお月さまの表情が、とても印象

に残る絵本。 

おっとっと(しろくまパパとあそぼう１) 
とよたかずひこ・さく 

岩崎書店  1997 年 18×16 ㎝ 

  おとうさんにかたぐるまをしてもらう。おとうさん

より背が高くなったと思ったら……。楽しい遊びをと

おして、親子のスキンシップが深まるかも？子どもの

笑い声が聞こえてきそうな一冊。 

おつむてんてん (あかちゃんとおかあさんの絵本) 
なかえよしを・上野紀子・さく 

金の星社  1980 年 22×19 ㎝ 

「さっちゃんが おつむ てんてん。おくちは あ わ 

わ」すると、ねこがまねして「おつむ てんてん。お

くちは ニャ ニャ ニャ」。次は、いぬがまねをする。

－赤ちゃんの手も、きっと動きだすよ。 

おててがでたよ 
林 明子・さく 

福音館書店  1986 年 18×19 ㎝ 

「あれ なんにも見えない おててはどこかな」すっぽ

りとかぶった服の中で、体を動かし、やっと手が出た｡

つぎは顔、そして足。体の部分に出会う時の赤ちゃん

の表情が、とても豊かに描かれている。 

かおかおどんなかお 
柳原良平・さく 

こぐま社 1988 年  15×15 ㎝ 

  大きなまるに、目がふたつ。鼻と口がひとつずつ。

「わらったかお」「ないたかお」「からいかお」「いた

ずらなかお」。－いろんなかおが、単純な形と線で描

かれているのに、ともて表情豊かな絵本。 

がたんごとんがたんごとん 
安西水丸・さく 

福音館書店  1987 年  18×18 ㎝ 

  みんなが大好きな汽車に、ほ乳瓶やコップやおさじ

が、「のせてくださーい」と声をかける。さて、どこ

まで行くのかな？－読んでいると、なんだか汽車に

なった気分！？がたん ごとん がたん ごとん。 

きゅっきゅっきゅっ 
林  明子・さく 

福音館書店  1986 年  18×19 ㎝ 

  ねずみさん、うさぎくん、くまさんといっしょに、

おいしいスープ「いただきまーす」。でも、みんなス

ープをこぼしちゃったよ。ふいてあげるね、きゅっき

ゅっきゅっ。－ふいている音が本当に聞こえそう。 

くだもの 
平山和子・さく 

福音館書店  1981 年 22×21 ㎝ 

  いろんなくだものが、まるで本物のように描かれて

いる。みずみずしくて、おいしそう。どんな味がする

のかな？「さあ、どうぞ」。－この絵本を読むと、き

っとくだものが食べたくなるよ。 

くつくつあるけ 
林  明子・さく 

福音館書店  1986 年 18×19 ㎝ 

  くつがさんぽにおでかけ。走って飛んで、あらら、

ころんじゃった……。このくつと一緒に、歩くことの

楽しさを、いっぱい感じてください。自分で歩きたく

なった、赤ちゃんにぴったりの絵本。 

ごあいさつあそび 
きむらゆういち・さく 

偕成社  1988 年 22×19 ㎝ 

  ことりのピィちゃんがやってきて「こんにちは」。

こねこのミケがやってきて「こんにちは！」。つぎつ

ぎに動物たちがたずねてきて、ぺこり、おじぎをして

は元気にごあいさつする、楽しいしかけ絵本。 



≪あとがき≫ 
これは、図書館の職員が、《０才から始める読み聞かせ》のために

選んだ絵本のリストです。これ以外にもたくさんの絵本が出版されて

います。このリストは、参考程度に使用して頂ければと考えています｡

お父さんお母さんが、愉しいと思える絵本を選び、赤ちゃんをひざに

抱いて、絵本の世界を一緒に楽しんで頂ければと思います。 
ここに紹介した絵本は、市内の図書館で所蔵しています。お近くの

図書館で、おたずねください。 
 

≪市内図書館のご案内≫ 
中央図書館       西宮市川添町 15-26 （教育文化ｾﾝﾀｰ内） ☎33-0189 

北部図書館       西宮市名塩新町 1 番地 （塩瀬ｾﾝﾀｰ内）☎0797-61-1706 

鳴尾図書館  西宮市甲子園八番町 1-20              ☎45-5003 

北口図書館  西宮市北口町 1-2 （ACTA 西宮東館 5F）  ☎69-3151 

甲東園分室  西宮市甲東園３丁目 2-29（アプリ甲東 5F）☎54-3600 

越木岩分室  西宮市樋之池町 5-31（越木岩公民館南隣）☎73-7341 

段 上 分 室       西宮市段上町２丁目 10-3（段上公民館内）☎53-0932 

上ｹ原分室       西宮市六軒町 1-32 （上ｹ原公民館内）    ☎72-7388 

高 須 分 室       西宮市高須町１丁目 7-91(デイサービスセンター2F) ☎49-1777 

山 口 分 室 西宮市山口町下山口 4-1-8（山口センター3F） ☎078-904-3961 

若 竹 分 室  西宮市西福町 15-12 (若竹生活文化会館 2F) ☎67-5505 

こちょこちょこちょ 
内田麟太郎 長野ヒデ子・作 

童心社 1996 年 20×16 ㎝ 

  さっちゃんは「こちょ こちょ」が大好き。かえる

にも、おばけにも、ビルにも「こちょ こちょ こちょ」。

そこへ、はりねずみが……。さっちゃんはどうするの

かな？ 

ころころころ 
元永定正・さく 

福音館書店  1984 年 22×21 ㎝ 

  さまざまな色の玉が列になって、階段や坂を上がっ

たり下がったり、風に飛ばされたり「ころころころ」。

－小さな色の玉が並んでいるだけなのに、なぜか表

情とリズムが感じられる絵本。 

こんにちは 
渡辺茂男・ぶん 大友康夫・絵 

福音館書店  1980 年 22×21 ㎝ 

  お花さん、こんにちは。すずめさん、ねこさん、牛

乳屋さん…。くまくんがおさんぽしながら、つぎつぎ

にごあいさつ。そして、おかあさんにも、こんにちは。

さいごはパパにも、こんにちは。 

じどうしゃ（はじめてのこぐまちゃん） 
わかやまけん・さく 

こぐま社  1994 年 13×13 ㎝ 

  こぐまちゃんシリーズの作者が、明るい色調で、バ

スやパトロールカーなどを描いている。最後に、こぐ

まちゃんも出てくるよ。赤ちゃんの手にもピッタリの、

小さなサイズの絵本。 

じゃあじゃあ びりびり 
まついのりこ・さく 

偕成社  1983 年 14×14 ㎝ 

「じどうしゃ ぶーぶーぶーぶー」「いぬ わんわんわ

ん」では、「みず」は？「そうじき」は？  
親子で一緒に声に出して、擬音語を楽しめる絵本。

あなたの周りにも、いろいろな音がいっぱい！ 

しろくまちゃんのほっとけーき 
わかやまけん・さく 

こぐま社  1972 年 15×15 ㎝ 

「わたし ほっとけーき つくるのよ」と、しろくまち

ゃん。お母さんと一緒にまぜたり、焼いたり。－読

んでいると、まるで一緒に作っているようで、ほかほ

かのホットケーキを､みんなで食べたくなるよ。 

タンタンのずぼん 
いわむらかずお・さく 

偕成社  1976 年 19×16 ㎝ 

  タンタンのずぼんはだぶだふ。でも、ずぼんつりで、

ぶらんこしたり、友だちと汽車ごっこだってできる。

タンタンはこのずぼんが大好きだ。－同シリーズに

「タンタンのぼうし」「タンタンのハンカチ」がある。 

ちいさなうさこちゃん 
ディック・ブルーナ・さく いしいももこ・やく 

福音館書店  1964 年 17×17 ㎝ 

  ふわふわさんと ふわおくさんに、かわいい赤ちゃ

んが生まれた。名前はうさこちゃん。－お母さんに

も懐かしい「うさこちゃん」シリーズ。やさしい語り

口で親しみやすいおはなし。 

どうぶつのおやこ 
藪内正幸・さく 

福音館書店  1966 年 19×25 ㎝ 

  まるで、本物のねこ・うさぎ・さるなどの動物に、

出会ったかのような気分にさせてくれる、写実的な絵。

字のない絵本なのに、動物の親子の語り合いが聞こえ

てくるようだ。 

にんじん 
せなけいこ・さく 

福音館書店  1969 年 15×15 ㎝ 

「にんじん すきなこ だあれ」うまもきりんも、さる

もかばも、みんなおいしそうに食べている。では、一

番すきなのは？―貼り絵で、描かれた動物を見ている

と、なぜかにんじんを食べたくなる。 

ぴょーん 
松岡達英・さく 

ポプラ社  2000 年 16×16 ㎝ 

  かえるが、ぴょーん。こねこが、ぴょーん。いぬが、

ぴょーん。さいごにわたしも、ぴょーん。いろいろな

生き物の飛びはねる姿が、楽しく、迫力いっぱいに描

かれている。 

ぴよぴよぴよ 
平野剛・さく 

福音館書店  1987 年 18×19 ㎝ 

  ぴよぴよぴよ。ひよこが１羽、ひよこが３羽…。と

んだり はねたり しながら､楽しそうにでかけるひよ

こたち。そして、それをじっと見守る（？）黒ねこ１匹。

単純な言葉とやさしい絵で､想像が広がる絵本。 

もうおきるかな？ 
まつのまさこ・さく  やぶうちまさゆき・え 

福音館書店 1998 年  20×19 ㎝ 

  ねこの親子、よく寝ているね。もうおきるかな？う

ーんと背中をのばして､あー､起きた！いぬやリス･く

ま･ぞうまで､動物たちの寝ている様子と､起きる姿が

ほほえましい。つられて、あくびの出そうな絵本。 

よこむいてにこっ 
高畠 純・さく 

絵本館  1998 年 16×16 ㎝ 

  ぶたがよこむいて、にこっ。ぞうがよこむいて、に

こっ。いろいろな動物が、よこむいてにこっと笑って

いる。バナナも、よこむいてにこっとわらっているよ。

動物の横顔ってこんなだったんだね。 

りんご 
松野正子・ぶん  鎌田暢子・え 

童心社  1984 年 15×15 ㎝ 

  りんご、りんご、りんご。りんごがいっぱい。親子

でりんごを食べるまでを、楽しくほのぼのと描いた絵

本。見ていると本当においしそう。もちろん最後は、   
ああ、おいしい。 

 


