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０歳  

『のりものつみき』  よねづ ゆうすけ  講談社 

・しかけ絵本です。赤、青、黄などのはっきりした鮮やかな色なので、 

目を引きます。 

 

『しましまぐるぐる』（シリーズ）  柏原 晃夫  学研プラス 

・言葉もページのつながりもわからない赤ちゃんでも、はっきりした色づかい      

や音を楽しめます。厚手で角が丸いので、自分でページをめくって遊べます。 

 

『ふわふわもこもこ どうぶつたっち』  すまいるママ  東京書店株式会社 

・言葉もページのつながりもまだわからない赤ちゃんでもはっきりした色と可 

愛らしいどうぶつの絵と共に、ふわふわ、ざらざらなどの手触りを楽しむこ   

とができます。 

 

『コップちゃん』（シリーズ）  中川 ひろたか  ブロンズ新社 

・０歳児クラスの担任のときにお気に入りの一冊になりました。生活で使うも

のが登場するので興味が持てます。リズム感と短い言葉で読み進め、楽しめ

る内容の絵本です。シリーズに「スプーンさん」「バスなのね」があります。 

 

 

０～１歳  

『だるまさん』（シリーズ）  かがくい ひろし  ブロンズ新社 

・だるまさんの可愛らしい絵のタッチと動き、それを真似する子どもの動きが合

わさり、何度読んでも癒されます。 

・絵本を読みながら、子どもたちが体を揺らして遊ぶ姿が可愛らしい

です。いろいろな表現を楽しめます。 

・だるまさんが…と読み手が左右に体をゆらしていると、子どもたち 

も一緒になって揺れはじめます。次はなんだろうとワクワクした 

顔になります。 

 

『おててがでたよ』  林 明子  福音館書店 

・「おてて」「あたま」など体の部分を確かめながら一緒に読むことができる 

一冊です。 

 

１歳～  

『きんきょがにげた』  五味 太郎  福音館書店 

・金魚が、絵本の中に隠れているのを見つけながら楽しめる本です。子どもが

指差ししながら見ることができます。 

・子どもたちと一緒に「金魚探し」を楽しめます。 
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『たまごのあかちゃん』  かんざわ としこ  福音館書店 

・たまごから次々と動物が出てきます。単純で歌がある内容なので、低月齢の

お子さんでもわかりやすいです。 

 

『しろくまちゃんのほっとけーき』  わかやま けん  こぐま社 

・１０年以上前ですが、我が子と毎日読んでいました。見なくても読めるくら

い覚えています。 

 

『はらべこあおむし』  エリック・カール  偕成社 

・歌のある絵本です。長めの歌ですが、虫や食べ物など親しみを持てます。 

歌自体は１歳児でも楽しめますし、２歳以上のお子さんは内容をより 

深く知って別の楽しみ方ができる絵本です。 

・絵本を読んだ後に、保育園で虫などを育てると成長への関心が増しま

す。持ち歩きできる大きさの絵本もあります。 

 

『うちのおばけ』  谷口 國博  世界文化社 

・夏のおばけの時期にぴったりです。日常の姿がおばけに変わり（ドライヤー

を当てている人→ボサボサおばけ）、「キャー」という反応も一緒にやるとと

ても可愛いです。（ボサボサおばけ～キャーという歌詞です）歌があること

により引き付けられたり、本がなくてもお散歩や普段の生活で口ずさむこと

ができます。 

 

『くだもの』  平山 和子  福音館書店 

・写実的な絵で、どの果物もみずみずしく描かれていて、思わず「食べたい

～！」と手が伸びる絵本です。 

 

 

０～２歳  

『もこもこもこ』  谷川 俊太郎  文研出版 

・きっと大人も意味はわからないでしょう。でも、その不思議な世界にひきつ

けられ、心が落ち着きます。強弱をつけて間を空けて読むと、子どもが笑っ

てくれます。一緒に擬音を発するようになると楽しくなります。 

・鮮やかな色使いと、想像力を刺激してくれる擬音語で、幅広い年齢の子が喜 

ぶ絵本です。理屈ではない魅力があるようで、子どもたちがこの本の世界に 

引き込まれていきます。 

 

『ごめんやさい』『ありがとまと』  わたなべ あや  ひかりのくに 

・ごめんね、ありがとうの言葉が楽しく言えるようになる 

本です。 
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『ぞうくんのさんぽ』  なかの ひろたか  福音館書店 

・明るく優しく描かれた色彩の絵が魅力です。 

動物たちのセリフと声を変えて読むと、とても喜びます。 

 

『おつきさまこんばんは』  林 明子  福音館書店 

・１歳児でも何度か読むうちに内容を覚えて楽しむことができます。 

・おつきさまの表情がとても素敵です。子どもたちも同じ表情をして見ています。 

 裏表紙のおつきさまの表情はすぐに覚えてしまいます。 

 

『まるまるまるのほん』  エルヴェ・テュレ（谷川 俊太郎 訳）  ポプラ社 

・読むだけではなく、本を押したり、揺らしたり、読み聞かせが楽しい絵本です。 

 

『いないいないばあ』  松谷 みよ子（瀬川 康男 絵）  童心社 

・０歳から楽しめて、子どもたちがとても興味を持ってくれます。 

 

『おべんとうバス』  真珠 まりこ  ひさかたチャイルド 

・お弁当の食べ物がお返事をしながら次々に乗り込んでくるバ

ス。お子さんも一緒にお返事をしながら楽しめます。 

 

『がたんごとんがたんごとん』  安西 水丸  福音館書店 

・読んでいて心地よいリズムで子どもたちもノリノリ♪次は誰が乗ってくるの

かな？とワクワクする絵本です。 

・シンプルな絵、繰り返しの言葉、子どもたちの身の回りのものが出てきて、 

とても楽しく「もう一回読んで！」と人気です。 

 

『くだものさん』『やさいさん』『ぼうしとったら』（シリーズ）  ツペラツペラ  学研 

・しかけ絵本になっているので、小さいお子さんも集中して見てくれます。 

ただ読むだけでなく「何が出るかな？」とクイズ形式に 

しても面白いです。 

 

 

０～3歳  

『アンパンマン はじめてのことばえほん』 やなせ たかし フレーベル館 

・言葉を覚えたり、発音したり、指さししたりと、とっかかりを作ってくれる

絵本で、長く楽しめます。 

 

 

１～３歳  

『やだやだくまちゃん』  あかいし ゆみ  学研 

・イヤイヤ期に楽しい絵本。「やだやだくまちゃん」を「やだやだ〇〇ちゃん」   

とお子さんの名前で読むと喜びます。 
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２歳～  

『できるかな？あたまからつまさきまで』  エリック・カール  偕成社 

・音楽に合わせていろいろな動きをするので、すぐに覚えて楽しめます。 

 

『いろいろバス』  ツペラツペラ  大日本図書 

・いろんな色のバスに、いろんなものが乗ったり降りたりして 

いて、子どもたちは興味津々です。 

 

『おおきなかぶ』  トルストイ  福音館書店 

・「うんとこしょ、どっこいしょ」の繰り返しの言葉を一緒に言って楽し

めます。表と裏の表紙を最後に見せるとかぶが抜けた後の様子も伝える

ことができます。 

 

『バムとケロ』（シリーズ）  島田 ゆか  文渓堂 

・とてもユニークな絵本で子どもが大笑いします。 

 

『バスたろう はじめてのうんてん』（シリーズ）  のぶみ  講談社 

・2歳、３歳児クラスの担任のときにブームになりました。乗り物が好きな 

クラスだったこともあり、色々な場所へ主人公かんたろうとバスたろうが 

行くのを、子どもたちは夢中でみていました。ワクワクしたり、ドキドキ 

不安な気持ちが描かれているのが印象的で、面白い部分でもあります。 

シリーズの「しんかんくん うちにくる」「しんかんくん ひっこしする」 

「しんかんくん でんしゃのたび」もお薦めです。 

 

 

２～３歳  

『いもむしれっしゃ』  にしはら みのり  PHP研究所 

・物語を楽しむだけでなく、いろいろな虫がいるのを発見する楽しさが 

あります。 

 

 

２～６歳  

『14ひき』（シリーズ）  いわむら かずお  童心社 

・ねずみの大家族の物語です。父、母、祖父母の頼りになる姿を自分の

家族に重ね合わせ、個性溢れる子どものねずみには人には個性があ

ることを知ることができます。日本の四季を感じながら助け合って

生きていくこと学べる絵本です。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%81%84%E3%82%8D%E3%81%84%E3%82%8D%E3%83%90%E3%82%B9-tupera/dp/4477026595/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1506409042&sr=8-1&keywords=%E7%B5%B5%E6%9C%AC+%E3%81%84%E3%82%8D%E3%81%84%E3%82%8D%E3%83%90%E3%82%B9
http://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=51#book1
http://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=141
http://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=145
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３歳～  

『どうぞのいす』  香山 美子  チャイルド本社 

・「どうぞ」という言葉がお友だちのことを思う気持ちと繋がり、温かい気持ち

になれる本です。絵も可愛いです。 

 

『よるくま』  酒井 駒子  偕成社 

・絵がとても子どもたちの興味をひきます。ママがいなくなって探す内容で

すが、３歳以上のお子さんだと「どこに行ったのかな？〇〇かな？」など、

会話をしながら読み進められる一冊です。 

 

『まくらのせんにん そこのあなたの巻』  かがくい ひろし  佼成出版社 

・話の展開が意外で、また「ふんがー」「ふんぎー」・・・等の擬態語が子どもの耳

には楽しくて、面白くて、ツボにはまる一冊です。 

 

『ぐりとぐら』  中川 季枝子  福音館書店 

・ぐりとぐらの大きなカステラを焼くお話の本は材料をかき混ぜて 

みんなで焼きあがるのを楽しみに待って「おいしそう～いただきま～

す」とパクパク食べてワクワクする絵本です。 

 

『１００かいだてのいえ』（シリーズ）  いわい としお  偕成社 

・３歳児クラスの担任をしたときにブームになりました。「どの家がいい？」 

「〇〇しているね」と自分の住みたい家を探したり、想像したりと夢中になって 

繰り返し、シリーズ『ちか１００かいだてのいえ』『うみの１００かいだてのいえ』

全て楽しんでいました。 

・海の生きもの、動物、虫にも興味が持てます。 

 

『どうぶつしんちょうそくてい『どうぶつたいじゅうそくてい』 

聞かせ屋。けいたろう アリス館 

・たくさんの動物が出てくるため関心が持てます。 

保育園の身体測定の時に子どもたちが上手に真似をしています。 

 

 

３～４歳  

『もったいないばあさん』  真珠 まりこ  講談社 

・強烈なおばあさんのキャラクターがお子さんに大人気です。 

 

『にじいろのさかな』  マーカス・フィスター 

（谷川 俊太郎 訳） 

・きれいな鱗に魅入ります。 
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４歳～  

『こんとあき』  林 明子  福音館書店 

・自分が小さいころに大切にしていたぬいぐるみやお人形のことを、思い出させ

てくれる絵本です。「こん」が可愛くて大好きになれる絵本です。 

・小さな女の子「あき」ときつねのぬいぐるみ「こん」のお話です。絵も素敵で

大人になっても心に残る絵本です。 

 

『１００万回生きたねこ』  佐野 洋子  講談社 

・大人も一緒に読めて、子どもと一緒にどう感じたか話し合える本です。 

 

 

３～５歳  

『そらいろのたね』  中川 李枝子  福音館書店 

・庭に埋めたたねから家が生えて来て、物語の展開に引き込まれていきます。 

  

『おまえうまそうだな』  宮西 達也  ポプラ社 

・映画にもなった本ですが、その他にも１５作ほどシリーズがあり、その時の 

お子さんの気持ちに合う、伝えたい本を見つけられます。 

・恐竜同士の関わりを通して感情の推移を楽しめる、心に優しさを働きかける 

絵本です。 

 

『下村式唱えて覚える ひらがな あいうえお』 『カタカナ アイウエオ』 

             下村 昇（永井 郁子 絵）  絵本塾出版 

・ひらがなに興味を持ち読めるようになったら、次はぜひ正しい書き順

で。間違った書き癖がつく前におすすめです。 

 

『ぼくひとりでいけるよ』 リリアン=ムーア（神宮 輝夫 訳）  偕成社 

・あらいぐまのぼうやが初めて一人でおつかいに行きます。ワクワク、ドキドキ、

ビクビク…そんな気持ちになってしまう冒険の物語です。優しいあらいぐまの

お母さんとぼうやにほっこりするところがお薦めポイントです。 

 

 

４～５歳  

『めっきらもっきらどおんどん』  長谷川 摂子  福音館書店 

・大人になってもきれいな玉やおいしそうなおもちを思い出します。 

 

『チコときんいろのつばさ』  レオ・レオーニ  あすなろ書房 

・絵がとても美しく、大人も考えさせられる内容です。 
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『やっぱりおおかみ』  ささき まき  福音館書店 

・哲学的です。ひとりの淋しさとかっこよさを感じます。 

 

 

５～６歳  

『パパ、お月さまとって！』  エリック・カール  偕成社 

・お月さまが小さくなっていく様子が面白いです。 

 

『せかいのこどもたちのはなし はがぬけたらどうするの？』  セルビー・ビーラー 

（ブライアン・カラス 絵 こだま ともこ 訳） フレーベル館 

・歯が抜けるのは痛くてこわいけれど…。世界中の子どもたちみんな同じよ

うに歯が抜けて、その抜けた歯はいったいどうしているのかが描かれてい

ます。文化の違いを知ることができます。歯が抜けるのがちょっぴり楽し

みになるかもしれません。 

 

 

４～６歳  

『ぜんべいじいさんのいちご』  松岡 節  ひさかたチャイルド 

・おじいさんが大切に育てたいちご。仲間を思いやる気持ちでプレゼントし

て、自身には１粒しか残らないのですが、相手を思いやることで皆が

HAPPY になり、おじいさんも幸せになるお話です。絵のタッチと内容が

とても合っていて、幼少期のお子さんは何度も何度も繰り返して読める心

がほっこりする絵本です。 

 

『こぎつねコンとこだぬきポン』  松野 正子  童心社の絵本 

・こぎつねとこだぬきがお友だちになって、仲の悪い家族同士を仲良しにさせ

る物語です。絵がとても可愛くて、内容も温かくそして笑えるところがお薦

めです。お友だちっていいなと感じられます。 

 

 

子育て中のお母さんに読んで欲しい絵本  

『ラブ・ユー・フォーエバー』  ロバート・マンチ  岩崎書店 

・疲れた時も子どもを愛おしく思い、また頑張れるのではないでしょうか。 

 


