読み聞かせオススメ図書【赤ちゃん向け】
いたいいたいはとんでいけ！

いないいないばあ

児童 Ｅ サ

児童 Ｅ セ 【BS】

作：松谷 みよ子

作：松谷 みよ子

絵：佐野 洋子

絵：瀬川 康男

訳：

訳：

偕成社

童心社

むっちゃん むがつく むうざえもん
ころんで おひざを すりむいた...。
リズムよく読むと楽しい絵本です。

うさこちゃんとどうぶつえん

にゃあにゃのネコが、いないいない
ばあ! クマちゃんも、いないいないば
あ! 続いてネズミ、キツネ、ぼくも…。
万国共通のシンプルな遊びで、かわ
いらしい動物たちのしぐさが大好き
になる絵本。

おつきさまこんばんは

児童 Ｅ ブ 【M】

児童 Ｅ ハ 【BS】

作：ディック・ブルーナ

作：林 明子

絵：

絵：

訳：石井 桃子

訳：

福音館書店

福音館書店

動物園にやってきたうさこちゃん。し
まうま、かんがるー、ぞう、きりん。め
ずらしい動物を見たあとで、うさこ
ちゃんは大きいかめに乗り…。

お月さま、お月さまのいない夜空は
どんなでしょう。雲さんにじゃまされ
ても、はやく明るい笑顔をのぞかせ
て。まんまる、にっこりお月さま。

おつむてんてん

がたんごとんがたんごとん

児童 Ｅ ウ

児童 Ｅ ア 【BS】

作：なかえ よしを

作：安西 水丸

絵：上野 紀子

絵：

訳：

訳：

金の星社

福音館書店

さっちゃんがおつむてんてん。それ
をみていたにゃんこがまねた。
やわらかな絵がかわいい、リズミカ
ルな絵本。

きゅっ きゅっ きゅっ

「がたんごとんがたんごとん」と汽車
がやってきます。そこで哺乳ビンが、
「のせてくださーい」。続いてコップと
スプーン、りんごとバナナ、ねずみ
やねこまで…。
音と動きがリズミカルな絵本。

くだもの

児童 Ｅ ハ 【M】

児童 E ヒ 【BS】

作：林 明子

作：平山 和子

絵：

絵：

訳：

訳：

福音館書店

福音館書店

おいしいスープいただきまーす。
あれ？ねずみさんがこぼしちゃっ
た...。ふいてあげるね。きゅっきゅっ
きゅ！

たくさんのくだものが、本物のように
描かれた絵本。
おいしそうなくだもの、「さあどうぞ」。

ごぶごぶ ごぼごぼ

じゃあじゃあびりびり

児童 E コ 【BS・SE】

児童 E マ 【BS】

作：駒形 克己

作：まつい のりこ

絵：

絵：

訳：

訳：

福音館書店

偕成社

ぷくぷくぷくん ごぶごぶ ごぼごぼ
じゃわじゃわじゃわ… いろんな水の
音。いったい何がいるんだろう。どん
なことがおこっているんだろう。

じどうしゃ、ぶーぶーぶー。いぬ、わ
んわんわん。そうじき、ぶいーんぶ
いーん。にわとり、こけこっこー。

たまごのあかちゃん

でてこい でてこい

児童 E ヤ

児童 E ハ 【SE】

作：神沢 利子

作：林 明子

絵：柳生 弦一郎

絵：

訳：

訳：

福音館書店

福音館書店

たまごの中でかくれんぼしているあ
かちゃんはだあれ? でておいでよ。
にわとりのあかちゃん、かめのあか
ちゃん、へびのあかちゃん…。
いろいろな動物のあかちゃんが登場
する楽しい絵本。

だれかかくれてるよ、でてこい、でて
こい。ビビッドなカラーのまるや三角
や四角のかげには、どんな動物が
かくれているのかな。
赤ちゃんや小さな子が、色やかたち
を楽しめる絵本。

どんどこももんちゃん

ぴょーん

児童 E ト 【SE】

児童 E マ 【BS】

作：とよた かずひこ

作：まつおか たつひで

絵：

絵：

訳：

訳：

童心社

ポプラ社

どんどこ どんどこ どんどこ どんどこ
ももんちゃんがいそいでいます。くま
さんに通せんぼされても、転んで頭
をぶつけても、それでもももんちゃん
はいそいでいます。そんなにいそい
でどこにいくの?

かえるが、ぴょーん。いぬが、ぴょよ
よーん。ばったが、ぴょーん。にわと
りとひよこが親子でぴょーん。
いろいろな生き物がとびはねる様子
を描いた絵本。

ぶーぶーじどうしゃ

ぽんぽんポコポコ

児童 E ヤ 【SE】

児童 E ハ 【BS】

作：山本 忠敬

作：長谷川 義史

絵：

絵：

訳：

訳：

福音館書店

金の星社

「じどうしゃ」っていろんな種類がある
んだね。おうちにあるじどうしゃ、マイ
クロバス、郵便車、パトカー、救急車
に消防車。さまざまなじどうしゃのか
たちをおぼえよう。

だれのおなかかな? たぬきかな、ゴ
リラかな? 赤ちゃんのおなかをぽん
ぽんポコポコ! 楽しいリズムで赤ちゃ
んと一緒に遊べる絵本。
問いかけや語りかけができ、赤ちゃ
んと触れ合う時間を共有できます。

めんめんばあ

もこ もこ もこ

児童 E ヤ 【M】

児童 E モ 【BS】

作：長谷川 摂子

作：谷川 俊太郎

絵：柳生 弦一郎

絵：元永 定三

訳：

訳：

福音館書店

文研出版

めんめ、いないない、めんめ、いな
いない。いない、いない、いませーん。
めん、めん、ばあーっ! かえるのケ
ロッパでした。さあ、お次は誰かな
…?
声に出して読んで楽しい、赤ちゃん
の絵本。

「しーん」として何もない地面が、「も
こもこもこ」と盛り上がって、伸びてき
た「にょきにょき」を「ぱく」。そして
「ぽろり」…。
ことばのリズムが楽しい名作絵本。

わにわにのおふろ

おふろでちゃぷちゃぷ

児童 E ヤ

児童 E イ

作：小風 さち

作：松谷 みよ子

絵：山口 マオ

絵：いわさき ちひろ

訳：

訳：

福音館書店

童心社

きゅるりきゅるりきゅるり、わにわに
は蛇口をひねります。じゃばじゃば
じゃば、お湯がたまります。そしてお
風呂によじのぼります。ずるずりず
るずり、じょろろーん! お風呂が大好
きなわにわにの絵本。

あひるちゃん、どこいくの？タオルを
もってどこいくの？せっけんもってど
こいくの？
あひるちゃんの行き先はどこだろ
う...？

