
 

 

 

 

赤ちゃんからの楽しい絵本 ３ 

０歳～３歳 

 

 

 
                        Ⓒ小野泉 

 

わらべの館児童図書室  



「この本よんで！赤ちゃんからの楽しい絵本 ３」は０歳から３歳ぐ

らいまでを対象にした、おすすめの本のリストです。 

リスト化するにあたって、2003 年までにわらべの館で作った 2 冊の

リスト、大分県立図書館やブックスタート支援センターのリスト等を参

考にさせていただきました。またわらべの館の行事（気軽に赤ちゃんえ

ほんの会）の中で読んだ本の中から好評だったものも合わせて掲載しま

した。選書の基準は以下の 3点です。 

① 良い本は子どもを否定しない。 

② 良い本は子どもの多様性を認める。 

③ 良い本は時間が経っても面白い。 

また対象年齢を参考としてマーク（0～1歳：りんご、2～3歳：ねこ）

で載せています。「この年齢でなければ理解できない」等のように絶対

的なものではありません。その子その子の個性によって、好きな本も読

んだ時の反応も違っていますから、もし反応が悪くても、「この子は本

が嫌いなんだ・・・」と考えることなく、「あら、合わなかったかしら？」

と思うぐらいで、他の本を手に取って読んでみてください。 

以前あるお母さんから聞いた話です。 

「兄弟二人に読み聞かせをしていると、決まって弟（2歳）はどこか

にいってしまい、この子は本が嫌いなんだと思っていました。お兄ちゃ

ん（4歳）はおとなしく座って聞くので、まっ良いか・・・と思ってい

たら、ある時、弟も私が読んだ本の内容をちゃんと覚えていて、一言も

間違えずにそらんじたことがあってびっくりしました。聞いて無いよう

で、聞いているんですね。」 

日常生活の中で、親は知らず知らずに子どもの心の中にたくさんの種

を蒔いています。どんな種を蒔いて、どんな花が咲くのかは 10 年、20

年経ってみないとわかりません。もしかすると今日読んだ１冊の本が、

子どもの心を支える 1冊になるかもしれません。（わらべの館児童図書室） 

マークの説明     りんご・・・０歳～１歳       ねこ・・・２歳～３歳 



言葉とあそびの楽しい絵本  

「赤ちゃんからの絵本」（ファーストブックともいいます）は、本の

楽しさを知ってもらうという、大きな使命を担っています。ただ楽しく

面白いのではなく時代や流行に左右されないことが必要です。そして言

葉の獲得は、まず聞くことから始まります。遊びと言葉の楽しい絵本は

赤ちゃんとの楽しいコミュニケーションツール（道具）です。 

はずれなし！ 赤ちゃん絵本の決定版！ 

「じゃあじゃあびりびり」   

まつい のりこ 作 偕成社 1985年 

この本は約 30 年近く前に出版された本です。

その後 2001 年ボードブックとして装丁を変え、

多くの子どもの手に手に渡ってきました。中に

はこの本を読んでもらったお母さんが、わが子

に読むようになった例も多くあります。子どもの本で「良い本」と言わ

れる本は、文句なく面白い本です。そして面白さの質は「流行に左右さ

れない」ことが一番大事です。子どもに支持される本は長生きです。選

ぶときに、出版年を確認し、20 年以上経過していても古臭く感じない

本は、「良い本」と言ってよいでしょう。 

「がたんごとん がたんごとん」   

安西 水丸 作 福音館書店 1987年 

くりかえしのリズムが楽しく、何度も「読

んで！」とリクエストのかかる１冊です。 

30年近く前に出版されたとは思えないほど

デザイン的にもすぐれています。 

25年ぶりに続編として「がたんごとんがた

んごとん ざぶんざぶん」が 2012年に出版されました。 



「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 1977年 

ロングセラーにはわけがある！自分で読んで

は楽しさがわからないかもしれません。機会が

あれば、誰かに読んでもらうと良いですよ。 

不思議な言葉とシュールなデザインが、永く

子どもから支持されてきた本で、小学校低学年

ぐらいまでは外すことがありません。 

元永定正さんのおすすめ絵本 

「がちゃがちゃどんどん」（りんご 福音館書店 1990年） 

「おおきいちいさい」（りんご 福音館書店 2011年）他 

「ごろごろにゃーん」   

長 新太 作 福音館書店 1984年   

最初と最後のページ以外は、「ごろごろ

にゃーん、ごろごろにゃーんと ひこう

きはとんでいきます」・・・ 

この言葉だけです。くりかえしの言葉に

合わせて、場面はどんどん変わっていきます。さかなをつったり、嵐に

あったり、ネコたちにとっては、大冒険です。 

読み手が気付かない細かな描きこみに子どもは反応して大喜びしま

す。ナンセンスとユーモアは日本人には少ない要素ですが、長新太さん

の絵本にはたっぷりと詰まっています。 

長新太さんのおすすめ絵本 

「チューチューこいぬ」（りんご ＢＬ出版 1998年） 

「ころころにゃーん」（りんご 福音館書店 2011年 

「キャベツくん」（ねこ 文研出版 1980年）他多数 



「おはな だーれ？」   

よねづ ゆうすけ 作 講談社 2013年 

 楽しいしかけ絵本です。「おはなだーれ？」

の呼びかけにページをめくると色々なもの

が、出てきます。シンプルな仕掛けにすっき

りとしたデザインで人気の 1冊です。 

よねづゆうすけさんのおすすめ絵本 

「のりものつみき」（りんご 講談社 2011年） 

「たべもの だーれ？」（りんご 講談社 2012年） 

 

「たべたの だあれ」   

五味 太郎 作 文化出版局 1977年 

 子どもがすきな「かくれんぼ絵本」で

す。動物の絵の中に食べ物が隠れていま

す。親子で楽しめる 1冊です！ 

五味太郎さんのおすすめ絵本 

「いっぽんばしわたる」（ねこ 絵本館 

1979年） 

「きんぎょがにげた」（りんご 福音館書店 1982年） 

「おひるのアヒル」   

中川 ひろたか 作 ＰＨＰ研究所 1999年 

 言葉あそび（ダジャレ）の絵本です。他に

「みるくくるみ」（回文あそび） 

「こんにちワニ」（言葉あそび）などがあり親

子で楽しめます。ユーモアとあそび心は子育

てに余裕を与えてくれます。 

すぐ読み終わっちゃうのが難点かも・・・。 



「だるまさんが」   

かがくい ひろし 作 ブロンズ新社 2007年 

ちょっととぼけただるまさんが、笑顔を運ん

でくるユーモア絵本、第 1弾！ 

同シリーズに「だるまさんと」「だるまさんの」

があり、こちらも大人気です。 

 

「ぶたたぬききつねねこ」      

馬場 のぼる 作 こぐま社 1978 年 

 楽しいしりとり遊びの本です。ページをめく

りながら、言葉を読むだけに見えますが、絵が

思いもよらない物語として展開していきます。

しちめんちょうが怖がっているのは、いんこが

料理されたからかな？ 

他に「かえるがみえる」（ねこ：まつおか きょうこ作 馬場 のぼる 絵 

こぐま社 1975年）などもおすすめです。 

 

「わにがわになる」     多田 ひろし 作 こぐま社 1977年 

 タイトル通り、ダジャレの絵本です。言葉

にちょっととぼけた絵がついて、子どもたち

に大うけです。 

 「こぐま社」の絵本はユーモアにあふれた

言葉絵本が目につきます。また子どもの心を

くすぐる絵本が多いです。選ぶときに迷った

ら、出版社を基準にするのも一つの方法です。

またすぐれた本の作者は、総じて高いレベルの本を作られています。 

 



その他、言葉とあそびの楽しい絵本 

だいめい かいた人 出版社 出版年 年齢 

いいおかお どいかや 主婦の友社 2004  

いないいないばあ 
松谷みよ子／瀬川康

雄 
童心社 1967 

おひさまあはは 前川かずお こぐま社 1989 

３びきのちびうさぎ ニコラ・スミィ あかね書房 2004 

おつむ てんてん なかえよしを/上野紀子 金の星社 1980 

かんかんかん のむらさやか/川本幸/塩田正行  福音館書店 2010 

しっぽ 長新太 文化出版局 1971 

つみき 
中川ひろたか/平田利

之 
金の星社 2007 

どーこだどこだ カズコＧ・ストーン 童心社 2006 

ととけっこうよがあけた こばやしえみこ/ましませつこ こぐま社 2005 

なーらんだ 三浦太郎 こぐま社 2008 

ぼくのくれよん 長新太 講談社 1993 

ぴよぴよ 谷川俊太郎/堀内誠一 くもん出版 2009 

まるさんかくぞう 及川賢治/竹内繭子 金の星社 2007 

リズム 真砂秀朗 三起商行 1990 

こぐまちゃんのみずあそび わかやまけん こぐま社 1971 

どろんこ どろんこ わたなべしげお/おおともやすお 福音館書店 1983 

いっぽんばし わたる 五味太郎 絵本館 1979  

おなべおなべにえたかな こいでやすこ 福音館書店 1997 

コロちゃんはどこ（他シリーズも） エリック・ヒル 評論社 1984 

とてもとてもあついひ こいでたん/こいでやすこ 福音館書店 1993 

バスなのね 
中川ひろたか／100％

ORANGE 
ブロンズ新社 2004 

ふしぎなナイフ 
中村牧江/林健造/福田隆

義 
福音館書店 1997 

へんしんトンネル あきやまただし 金の星社 2002 

めのまどあけろ 谷川俊太郎/長新太 福音館書店 1981 



何度も「読んで」は、楽しい証拠！ 

読み聞かせをしていると、同じ本を何度も「読んで！」と持ってきて、

うんざりする経験をされた方もいるのではないでしょうか。 

子どもにとって「大好きなだれかが、私のために本を読んでくれる・・・」

瞬間は、とても楽しく幸せな時間です。その体験は何度でも味わいたい

ものです。もしあなたが同じ本を何度も「読んで！」と言われているの

なら、本を通してあなたは、（気付いていないかもしれませんが）その

子にとって幸せな時間を共有したからです。幸せな時間が多ければ多い

ほど、生き抜く力は育まれていきます。 

楽しい体験をたくさんして、「生きているって、すてきだな。」と子ども

が感じてくれたら、親の仕事は半分終わったようなものかもしれません。 

おやすみ前に、この 1冊 

 おやすみ前の読み聞かせは効果的です。優しい気持ちで親も子も「お

やすみなさい」が言えます。イライラやトゲトゲを、1冊の本でリセッ

トしてみてはいかがでしょうか。 

「おつきさま こんばんは」     林 明子 作 福音館書店 1986年 

 夜になって出てきたお月さまにあいさ

つしたり、お話したりするシンプルな構成

の本です。シルエットで描かれたネコや親

子の姿もシンプルです。 

 しずかな夜に静かな声で読むのがおす

すめです。最後のページでお月さまが「あ

かんべー」をしています。子どもはよく絵

を見ていて、同じ顔をしていることがあり

ますよ。とにかく大人気の定番絵本です。理屈で考えるより、まず読ん

でみてください。 



「かわいい あひるの あかちゃん」   

モニカ・ウェリントン作 徳間書店 1994年 

かわいいあひるの赤ちゃんの 1 日を描

いた絵本です。 

お池であそび、おさんぽして、いろい

ろな生き物にも出会います。 

朝おきて、おさんぽ（冒険）して、ち

ょっぴり成長して、帰ってくる・・・。 

最後はおかあさんといっしょに、おや

すみなさい。すぐれた子どもの本に典型的な「行きて、帰りし物語」、寝る

前に最適の 1冊です。 

「おやすみなさいコッコさん」    

片山 健 作 福音館書店 1982年 

 子どもは時々、何をしても眠らない日が

あります。「早く寝なさい！」と無理やり寝

かしつけたくなること、ありますよね。 

この本のコッコさんも、夜になって、み

んなが眠っても「コッコはねむらないもん」

と、眠ろうとしません。お月さまとコッコ

さんのやり取りに幸せな気持ちになって、優しい静かな気もちで「おや

すみなさい・・・」 

と言いたくなる絵本です。 

良い本は子どもを否定しません。眠ろうとしないコッコさんを受け止

め、眠りに誘うお月さまは素敵です。 

シリーズに「コッコさんのともだち」（1991 年）「コッコさんとおみ

せ」（1995年）等、多数あります。 



「そらまめくんのベッド」   

なかや みわ 作 福音館書店 1999年 

 そらまめくんのベッドは、ふかふかで、

自慢のベッドです。 お友達がそらまめく

んにベッドを貸してほしいと頼んでも、貸

してあげません。だって大事なベッドだから。 

 ある時、そらまめくんの大事なベッドがなくなってしまします。困っ

たそらまめくんに、お友達はベッドを貸してくれるけど、うすかったり、

かたかったり、ピッタリきません・・・。 

それは自分の居場所を探す子どもの姿そのものです。最後に自分のベ

ッドで幸せそうに眠るそらまめくん。ベッドといっしょに、優しさと思

いやりを見つけたのかもしれません。多くの子どもに支持されて、続編

として「そらまめくんとながいまめ」（2009 年）「そらまめくんとめだ

かのこ」（2009年）も出版されています。 

「かいじゅうたちのいるところ」   

Ｍ・センダック 作 冨山房 1975年 

マックスはふざけて、かいじゅうごっ

こで大暴れ。お母さんに叱られ部屋に晩

ごはん抜きで閉じ込められました。 

すると部屋に木が生えてきて、どんど

ん生えて・・・。 

映画にもなった名作「行きて、帰りし

物語」です。マックスが冒険して、帰ってきた時に見つけたのは、ほかほ

かと温かい晩ごはん。 

「どんなにかいじゅうみたいにやんちゃでも、あなたのことが大好き

よ・・・。」お母さんの無言のメッセージに心があたたかくなる 1冊です。 



他にもあるよ。おやすみ前にこの 1冊！  

おやすみ前に読む本は、安心と安定につながる本が一番です。 

だいめい かいた人 出版社 出版年 年齢 

おやすみ 中川梨枝子／山脇百合子 グランまま社 1986 

 

うずらちゃんの かくれんぼ きもとももこ 福音館書店 1994 

かにこちゃん 岸田衿子/堀内誠一 くもん出版 2008 

ぎゅっ ジェズ・オールバラ 徳間書店 2011 

くっついた 三浦太郎 こぐま社 2005 

こやぎが めえめえ 田島征三 福音館書店 2010 

すりすり ももんちゃん とよたかずひこ 童心社 2002 

だっこして にしまきかやこ こぐま社 1995 

どうぶつの おかあさん 小森厚/薮内正幸 福音館書店 1985 

どうぶつの おやこ 薮内正幸 福音館書店 1966 

どうやって ねるのかな 薮内正幸 福音館書店 1987 

ねてるの だあれ 神沢利子／山内ふじ江 福音館書店 2011 

わたしのワンピース にしまきかやこ こぐま社 1985 

おやすみなさいおつきさま Ｍ・ワイズ・ブラウン 評論社 1979 

 

おたすけ こびと なかがわ ちひろ／コヨセ ジュンジ  徳間書店 2007 

おばけのバーバパパ Ａ・チゾン/Ｔ・テイラー 講談社 1989 

おやすみ ゴリラくん ペギー・ラスマン 徳間書店 1996 

おやすみ みみずく パット・ハッチンス 偕成社 1977 

ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 1982 

しずかな おはなし Ｓ・マルシャーク／Ｕ・レーベデフ  福音館書店 1983 

パパ、お月さまとって エリック・カール 偕成社 1986 

ハグくまさん ニコラス・オールドランド クレヨンハウス 2011 



成長するって、楽しいな♡ 

成長は変化、未知との出会いです。それは楽しくもあり、恐ろしくもあ

ります。親子双方にとっても同じです。 

「小さいときは、手がかからなかったのに・・・」 

「赤ちゃんの時は、かわいかったのに・・・」そんな言葉がつい出てし

まったときに読んでほしい 1 冊です。 

「ちびゴリラのちびちび」   

Ｌ・ボーンスタイン作 ほるぷ出版 1983年 

みんなが大好きな「ちびちび」が大きくなっ

たとき、何が起きるのでしょうか？ 

ちびちびの不安な顔が笑顔に変わるのはどん

なとき？変化を喜んでくれる人がそばにいれば、

子どもにとって成長は喜びとなります。あなたが読む 1 冊は、子どもに向

けての明確なメッセージです。「あなたが大事で、愛している。大きくなっ

て、うれしいわ。」そんな思いが込められた本です。 

 

「ちいさなうさこちゃん」   

ディック・ブルーナ作 福音館書店 1964年 

50 年以上前に出版され、世界中で愛されてき

た絵本です。 

 この本は「ふわふわさん」と「ふわおくさん」

に「うさこちゃん」が誕生する物語です。 

「子どもは祝福されて生まれてくる」ことをシ

ンプルに伝えてくれる絵本。石井桃子さんの訳が秀逸です。 

 「子どもがはじめてであう絵本」として他に「うさこちゃんとうみ」「う

さこちゃんとどうぶつえん」「ゆきのひのうさこちゃん」（いずれもりんご）

など、多数あり、どの本も現役です。 



「おおきく おおきく おおきくなあれ」 （紙芝居）  

まついのりこ作 童心社 1983年 

 「小さいぶたさんがいます。おおきくな

りたいんだって。」みんなで「おおきくお

おきくおおきくなあれ」と呪文（？）をと

なえると・・・。成長の喜びを共有できる

紙芝居です。参加型のため、大人数での読

み聞かせにも向いています。「おおきくな

るって、うれしい！」と笑顔になれる 1 冊（？）です。 

ところで脱線しますが、子どもは紙芝居が大好きです。なぜって？絵本

みたいに「自分で読みなさい。」と言われないからです。 

文字が読めるようになると、つい言ってしまいます。「自分で読みなさい。

もう字が読めるんだから・・・。」 

この言葉を一番言われるのは、小学校に上がった年です。『大好きなだれ

かが、私のために本を読んでくれる（中略）とても楽しく幸せな時間・・・』

は、小学校に上がったら（文字が読めるようになったら）奪われてしまう

のでしょうか。もしそうなら、成長はうれしいことではありません。そし

て「文字が読める」は「本が読める」ではありません。「字」が読めるよう

になっただけで、文章がすんなりと理解できるようになったわけではない

からです。この点をおさえていないために、小学校 4 年生ぐらいから本嫌

いの子どもが増えてきます。 

「読み聞かせは入学まで！」なんて決めずに、年齢に応じた本を読めば、

少々難しい内容でも理解できます。10 歳ぐらいまで読み聞かせを続けると

自然に読書習慣が身に付くといわれています。 

まついのりこさんのおすすめ絵本＆紙芝居 

「じょうずじょうず」りんご 偕成社 1987 年 

「とけいのほん１・２」ねこ 福音館書店 1993 年 



「まめまきこびとのおはなし：行事こびとのえほん」 

ねこ 童心社 1986 年 

他に紙芝居で「ごきげんのわるいコックさん」りんご 童心社 1985 年 

      「みんなでぽん」りんご 童心社 1987 年 も人気です。 

「たまごのあかちゃん」   

神沢 利子 文 柳生 弦一郎 絵  

福音館書店 1987年 

 誕生の喜びにあふれた 1 冊。ページをめくる

たびたまごの中から次々と赤ちゃんが生まれま

す。リズミカルでユーモアのある絵本です。 

神沢利子さん/柳生弦一郎さんのおすすめ絵本 

「たんたんぼうや」りんご 福音館書店 1998 年 

※このお二人は、それぞれ優れた本をたくさん作っています。 

「たまごにいちゃん」   

あきやま ただし作 すずき出版 2001年 

 たまごにいちゃんは、いつまでたってもたまごか

らでてきません。なぜって？お母さんにあたためて

もらえなくなるから。 

 変化を恐れる（成長したくない）子どもの心によ

りそうみごとな１冊です。たまごからでてきたお兄

ちゃんにかける、おかあさんの言葉が秀逸！こんな

ふうに子どもの成長を見守れる大人でありたいですね。同シリーズは子ど

もの成長を象徴的に描いて大人気です。 

あきやまただしさんのおすすめ絵本 

「ぶうたんのタオルでへんし～ん」（他ぶうたんシリーズ）りんご    

PHP 研究所 2000 年 



「三びきのやぎのがらがらどん」    北欧民話 

マーシャ・ブラウン画 福音館書店 1965年 

 成長について、見事に描いた昔話絵本です。 

三びきのやぎの名前はどれも「がらがらどん」です。

「やまのくさばでふとろう」（成長しよう）と山に登

っていきます。ところが途中の谷川に「きみのわるい

おおきなトロル（成長を阻むもの）」がすんでいます。「困った時は、逃げ

てもいいよ。成長すれば、難しい問題も必ず解決できるよ。」と、子どもの

成長をはげます本です。男の人が読むと迫力倍増し！ 

 甘くかわいい絵ではありませんが、なぜか子どもたちに大人気で、毎年

「わらべの館ベストリーダー（よく読まれる本：児童書）」の上位に来ます。 

 成長するには、自己肯定・・・ってだいじだよね！ 

「つのはなんにもならないか」   

きたやま ようこ 作 偕成社 1987年 

 赤、青、黄、緑の 4 人のおにの子たち、つのがじ

ゃまでしかたありません。なわとびも、ボール遊び

も、つのに引っかかって台無しです。「よし！ムシ

ャムシャの森に冒険に行こう！」 

 コンプレックスを自信に変えるステキな絵本です。※20 年前、1 歳半の

子どもが、図書室のカウンターで一言一句間違えずにこの本を読んでくれ

た時は、びっくりしました。大好きな本でお母さんが毎晩読まされていた

そうです。「子どもの力は無限だな。」と感じた 1 冊です。 

同シリーズに「あかたろうの 1・2・3 の 3・4・5」「へーすごいんだね」

偕成社（いずれもねこ）があり、こちらも好評です。 

きたやま ようこさんのおすすめ絵本 



「ゆうたはともだち」（ゆうたくんちのいばりいぬシリーズ）りんご 

あかね書房、他 

「まあちゃんのながいかみ」   

高楼 方子作 福音館書店 1995年 

 すぐれた児童文学も発表している高

楼方子さんの絵本。みーちゃんとはーち

ゃんは髪が長いのが自慢。「もっとかみ

をのばすのよね。」短い髪のまあちゃん

は、ちょっぴりくやしくて「あんたたち、たったそれくらいしかのばさな

いの？」子どもの心によりそい、満たされない現実を乗り越える想像力の

素晴らしさを教えてくれる 1 冊です。 

まだまだあるよ、ステキな絵本♡ 

だいめい かいた人 出版社 出 版 年 年齢 

あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ 至光社 1984 

 

おんなじ おんなじ 多田ヒロシ こぐま社 1968 

かおかおどんなかお 柳原良平 こぐま社 1988 

ちょうちょうひらひら まどみちお/にしまきかやこ  こぐま社 2008 

ねずみくんのチョッキ なかえよしを ポプラ社 1984 

おじさんのかさ 佐野洋子 講談社 1992 

 

ちいさなヒッポ マーシャ・ブラウン 偕成社 1983 

なにをかこうかな マーグレット・Ｈ・Ａ・レイ 文化出版局 1984 

ねずみのいえさがし ヘレン・ピアス 童話屋 1984 

はらぺこあおむし エリック・カール 偕成社 1989 

まっくろネリノ ヘルガ・ガルラ－ 偕成社 1973 

やまこえのこえかわこえて こいでやすこ 福音館書店 2008 

ゆかいなかえる Ｊ・キープス 福音館書店 1982 



不思議の世界と出会う本  

 科学・・・と言った方が手っ取り早いのでしょうか。絵本を読む事で

世界の成り立ちや不思議に気付かされる本に出会います。そんな絵本の

中から、手に取ってほしい１冊です。 

「みんなうんち」  

五味 太郎 作 福音館書店 1981年 

 いろいろな動物が、いろいろなうんちをしま

す。そのことを書いた本です。ユーモアの中に

科学の目を育てる仕掛けがいっぱいです。 

「いきものは たべるから みんなうんちを

するんだね。」・・・哲学書でもあったんだ！ 

 

「ばななです」  

川端 誠 作 文化出版局 1984年 

「バナナです。」の言葉だけでページが進みま

す。添えられた絵で、自然にバナナの成長過程

がわかります。同シリーズに「りんごです」「い

ちごです」もあります。 

 

「よあけ」    ユリ・シュルヴィッツ 作 

福音館書店 1977年 

 「おじいさんと孫が、夜明け前に漁にで

かける」それだけのストーリーですが、少

ない言葉で、夜明けの感動、自然の雄大さ

を絵で伝える傑作です。ぜひ読んで体感し

てほしい一冊です。 



「しずくのぼうけん」    Ｍ・テルリコフ

スカ 著 ボフダン・ブテンコ 絵  

福音館書店 1983年 

 しずくが空に上り、雨になって落ちてく

る・・・。しずくの旅で水の循環について学

べるようになっています。命なき「しずく」

の冒険で、自然の不思議に気付く絵本です。 

「ちょうちょ はやくこないかな」   

甲斐 信枝 作 福音館書店 1997年 

 写実的、リアルな絵本でありながら、ちょ

うちょを待つ花のつぶやきがかわいく、いじ

らしいです。小さな命に思いを寄せる 1冊で

す。同じ作者の本で「たんぽぽ」（ねこ 金の

星社 1984年）も秀逸です。 

「まめ」   

平山 和子 作 福音館書店 1981年 

 平山和子さんは甲斐信枝さんと並んで、科

学絵本の傑作を多く世に出しています。この

本もその 1冊で、一粒のまめに命が宿ってい

ることを気付かせてくれる本です。 

一見地味ですが、驚きにあふれた本です。 

 

「福音館書店」って、すごい！ 

 子どものために、「科学の目を養う本」をここに書ききれないほど多

数出版しています。※月刊「かがくのとも」図書室にあります。 



 世界の成り立ちや不思議に気付かされると、人が一人で生まれ、生き

ているのではないことに自然と気づきます。科学の目を育むことは、自

分と他者の違いを知り、尊重しあうこと、命の大切さを学ぶことにつな

がるのではないでしょうか。 

まだまだあるよ。不思議の世界と出会う本！ 

だいめい かいた人 出版社 出版年 年齢 

あめぽったん ひろかわさえこ アリス館 1999 

 

いちご 平山和子 福音館書店 1989 

おかあさんといっしょ 薮内正幸 福音館書店 1983 

おにぎり 平山英三/平山和子 福音館書店 1992 

くだもの 平山和子 福音館書店 1981 

くだものなんだ きうちかつ 福音館書店 2007 

じどうしゃ 寺島龍一 福音館書店 1963 

でんしゃ/とらっく バイロン・バートン 金の星 1992 

ねてるの だあれ 神沢利子 /山内ふじ江 福音館書店 2011 

はなを くんくん Ｌ・クラウス/Ｍ・サイモント 福音館書店 1967 

ひまわり 和歌山静子 福音館書店 2001 

みず ちゃぽん 新井洋行 童心社 2011 

もうおきるかな？ 松野正子/薮内正幸 福音館書店 1998 

りんご 松野正子/鎌田 暢子 童心社 1984 

ずかん・じどうしゃ 山本忠敬 福音館書店 1984  

どろだんご たなかよしゆき 福音館書店 2002 

はじめてのふゆ ロブ・ルイス ほるぷ出版 1992 

はるのやまはザワザワ 村上康成 徳間書店 2001 

ふゆめがっしょうだん 長新太 /冨成忠夫 /茂木透 福音館書店 1990 

ぼくはぞうだ 五味太郎 福音館書店 1976 

やさいのおなか きうちかつ 福音館書店 1984 



子どもの心と生活によりそう本 

 「しつけ」や「しむけ」に役立つ本はお母さんに人気があります。も

しかすると本屋さんの絵本の棚には、こんな本が多いかもしれません。 

もしその本を読んだ後に「ほら、○○しないと（言うことを聞かない

と）、この子みたいになっちゃうよ。」または「○○ちゃんみたいに、で

きないとね。」という言葉がでてくるとするなら、親の都合に合致した

本と言えそうです。たとえすぐれた本でも、このように使われるなら、

本にとっては不幸なことです。脅して子どもをコントロールしても、そ

こに喜びはありません。 

できれば本は、楽しみのために読んであげてください。 

「ねないこだれだ」  

せな けいこ 作 福音館書店 1969年 

 子どもにとって、この本の評価は二つに分か

れるようです。つまり「読んで！」と何回も持

ってくるか、一度で手を出さなくなるか・・・。 

 だってお母さんの言う事を聞かないと、お化

けになって飛んで行ってしまうのだから・・・。読む側の気持ちで、読

み聞かせの結果が大きく変わる本です。「早く寝ないと、お化けになっ

ちゃうよ。」の言葉といっしょに読んだら、せっかくの本も「おどしの

道具」になってちょっと残念です。 

同じ作者の本で右の「あーんあん」（りんご 

福音館書店 1972年）は、保育園にあずけら

れた子どもが泣きだし、魚になったところを 

お母さんが助けに来るお話です。「何があって

も大丈夫。お母さんがいるからね。」のメッセ

ージがまっすぐに伝わってくる一冊です。 



「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 

 欧米各国語に翻訳され、高い評価を受けてい

る「くまくんシリーズ」の 1冊です。 

 子どもの生活をユーモラスにえがき、「でき

ること」が増える喜びを表現しています。世界

中で愛されている日本発のビギナーズブック（初めての本）です。他に

「こんにちは」「おとうさんあそぼう」「おふろだおふろだ」など多数の

子どもの生活に関する本があります。（いずれもりんご） 

「はけたよはけたよ」  

かんざわとしこ文 にしまきかやこ絵 

偕成社 1970年 

 パンツをひとりではけないたつくんが、パ

ンツをはけるようになるお話です。・・・と

表現すると身もふたもありませんが、子ども

の心の成長によりそうステキな絵本です。こ

の本を読んで、「パンツやズボンをはけるよ

うになりました。」との報告をカウンターで

受けることもしばしば。ロングセラーにはわけがある！ 

「しろくまちゃんのほっとけーき」  

こぐま社 1972年 

 子どもたちが大好きなホットケーキを、

かわいいしろくまちゃんが作るのだから

人気があって当然の 1冊！同シリーズで

「しろくまちゃんぱんかいに」他多数。 

子どもの心と生活によりそう絵本です。 



子どもの心と生活によりそう本は、子どもを否定しない♡ 

だいめい かいた人 出版社 出版年 年齢 

あそび ヘレン・オクセンバリー 文化出版局 1981  

いただきまあす わたなべしげお/おおともやすお 福音館書店 1980 

おいしいよ かんざわとしこ/ましませつこ こぐま社 2012 

おててがでたよ 林明子 福音館書店 1986 

おはよう なかがわりえこ グランまま社 1986 

おふろでちゃぷちゃぷ 松谷みよ子/いわさきちひろ 童心社 1970 

おやさいとんとん 真木文絵/石倉ヒロユキ 岩崎書店 2008 

おやすみなさい 大阪 YWCA 千里子ども図書室/大塚 いちお  福音館書店 2012 

きゅっきゅっきゅっ 林明子 福音館書店 1986 

コップちゃん 中川ひろたか/100％ORANGE ブロンズ新社 2003 

ごはんたべよ 大阪 YWCA 千里子ども図書室/大塚 いちお  福音館書店 2012 

したく ヘレン・オクセンバリー 文化出版局 1981 

とうふさんがね とよたかずひこ 童心社 2009 

とっとことっとこ まついのりこ 童心社 2003 

にんじんさんがあかいわけ まつたにみよこ/ひらやま えいぞう  童心社 1989 

はっぱのおうち 征矢清／林明子 福音館書店 1989 

まるくておいしいよ こにしえいこ 福音館書店 1999 

アンガスとあひる マージョリー・フラック 福音館書店 1974  

おたすけこびと なかがわ ちひろ/コヨセ ジュンジ 徳間書店 2007 

おでかけのまえに 筒井頼子／林明子 福音館書店 1981 

すっぽんぽんのすけ もとしたいずみ／荒井良治  すずき出版 1999 

とてもとてもあついひ こいでたん/こいでやすこ 福音館書店 1993 

もりのなか マリー・ホール・エッツ 福音館書店 1982 

やさいだいすき 柳原良平 こぐま社 2004 

ルラルさんのにわ いとうひろし ほるぷ出版 1990 



「良い本」は ・・・心を育て、支える本♡  

 赤ちゃんは生まれた瞬間から、周囲とのかかわりの中で情緒を育み、信

頼を学び、言葉を獲得し、人間関係の基礎を築きます。 

そのため３歳までに読み聞かせなどの豊かな言葉の体験をすることが重

要だといわれています。 

しかし子育ての中で、親が子どもにかける言葉で多いのは「早くしなさ

い！」「何やってるの！」「だめでしょ！」「危ないでしょ！」等だといわれ

ています。いずれも短く、鋭く、冷たく、強い言葉＝否定語です。 

これらは危険を教え、ルールを身につけ、社会性を育てるために必要な

言葉ですが、親子の信頼関係をはぐくむ言葉ではありません。 

このような言葉だけでは、幼い子どもは否定のメッセージだけを受け取

り、「愛されていない・・・」と感じることもあり、「親の言葉は私を否定

するので、聞きたくない」と話を聞かなくなってしまうこともあります。 

子育ての中では、豊かなあたたかい言葉で子どもに接し、ゆっくりと向

き合う時間を持つことが必要ですが、日々の雑事に追われなかなか難しい

のが現状ではないでしょうか。 

そこで寝る前に 1 冊の絵本を、親子で開いてみてはいかがでしょうか。 

絵本の中には体験したことのない出来事や、見たことのない事象があふ

れ、豊かな言葉の世界が広がっています。またすぐれた絵本は子どもの心

を支え、成長をはげまします。その本を読み聞かせることは、本の中のメ

ッセージを読み手が直接子どもに語り伝えることになります。 

「赤ちゃんと楽しむ絵本の時間」を持つことは、人に必要な「安らぎの

時間」を親子で共有することです。 

親と子のかけがえのない時間を過ごす時に、何を読もうか悩んだときに

このリストをご活用いただければ幸いです。（わらべの館児童図書室） 

  



どんな育児書より、大切なことを雄弁に語る 1冊 

「おかあさんだいすきだよ」  

みやにしたつや作 金の星社 2014年 

 この本は、0～3歳の子どもを持つお母

さんが読むとドキっとする本です。 

 親としての「いましめ」として、まず

読んでみてください。 

作者からのメッセージ『どうぞこの本

を読みながら、子どもを抱きしめて言っ

てください。笑顔で「おかあさんもあな

たがだいすきだよ」って』 

読んであげるなら４歳ぐらいからでしょうか・・・。子どもに読むより、

親（大人）が読むべき本です。 

みやにしたつやさんの本 

「おとうさんはウルトラマン」ねこ 学研 2008年 

「にゃーご」ねこ すずき出版 1997年 その他多数 

「この本よんで！赤ちゃんからの楽しい絵本 0～3」 
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