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いろいろバナナ

山岡 ひかる／作 
くもん出版

可愛いお顔のバナナた

ち。皮をむかれて何に変

身するのかな？他のシ

リーズもおすすめ！

おとうさん あそぼう

わたなべ しげお／ぶん
おおとも やすお／え

福音館書店

大きな体のお父さんぐ

まと子ぐまが一緒にあ

そびます。お父さん、今

日はなにしてあそぶ？

きゅっ きゅっ きゅっ

林 明子／さく
福音館書店

赤ちゃんの表情やしぐ

さが魅力的なシリーズ。

何とも言えない可愛ら

しさがあります。

きょうのおやつは

わたなべ ちなつ／さく
福音館書店

まず卵をわって、そこに

小麦粉、お砂糖、牛乳を

いれるよ。さあ、きょう

のおやつは何だろな？

タンタンのぼうし

いわむら かずお／作
偕成社

タンタンのぼうしは、す

ごいぼうし。どれもま

ねっ子したくなる楽しい

絵本。

ちいさなうさこちゃん

ディック・ブルーナ／ぶん・え
いしい ももこ／やく
福音館書店　 

うさこちゃんの誕生を

お祝いしに動物たちが

やってきます。思わず

ほっこりする絵本です。

ねずみくんのチョッキ

なかえ よしを／作
上野 紀子／絵 
ポプラ社

ねずみくんのチョッキ

「ちょっときせてよ」と、

たくさんのお友達が着

た結果は…？

ねないこだれだ

ねないこはおばけの世

界につれていかれちゃ

うよ。子供達を引きつけ

てやまない絵本です。

にんじん

切り絵のやさしいタッチ

の絵本。にんじんが大好

きな動物がたくさん出

てきます。

山岡 ひかる
食べ物絵本シリーズ

あのくもなあに ?

富安 陽子／ぶん
山村 浩二／え
福音館書店

さまざまな雲の形から

想像が広がり、読むと空

を見上げたくなる絵本

です。

うんちっち

音・言葉
遊び

かがく

シリーズ

ステファニー・ブレイク／作
ふしみ みさを／訳
あすなろ書房

どんな時でもうさぎくん

の返事はただひとつ…。

そう、「うんちっち」！！

(シリーズあり)

おせんべやけたかな

こが ようこ／構成・文
降矢 なな／絵
童心社

親子で口ずさみながら

ページをめくってみよ

う。最後に残るおせんべ

いはどんな顔かな？

(シリーズあり)

さる・るるる

五味 太郎／作・画 
絵本館

「さる・みる」といった

調子で、2文字の動詞で

おはなしが進む言葉遊

び絵本。

(シリーズあり)

とびますよ

内田 麟太郎／文
にしむら あつこ／絵 

アリス館

ぶた、ぞう、バスまで、

色々なものが空をとん

でいきます。ことばが楽

しいユーモア絵本。

にょっ！

ザ・キャビンカンパニー／作
小学館

当たるかな？海の中から

「にょっ！」っと出てくるも

のは何？遊び心いっぱい

の問いかけ絵本。

ぱかっ

森 あさ子／作
ポプラ社

「ぱかっ」といろいろな

ものが飛び出してきて、

赤ちゃんもママも思わ

ずにっこり。

へんしんトンネル

あきやま ただし／作・絵 
金の星社

トンネルをぬけると変

身だ！みんな何に変身し

たのかな？わくわく言

葉遊び絵本。

(シリーズあり)

もけら もけら

山下 洋輔／ぶん
元永 定正／え

中辻 悦子／構成  福音館書店

不思議な言葉と絵がク

セになる！声に出して楽

しい、言葉で遊ぶ絵本。

りんごが
コロコロコロリンコ

三浦 太郎／作
講談社

動物さんたちの背中を

りんごがコロコロコロ

リンコ。擬音が楽しい読

み聞かせ絵本。

１０ぱんだ

岩合 日出子／ぶん
岩合 光昭／しゃしん 

福音館書店

ページをめくるたびに

もふもふとパンダがふ

えていく。触りたくなる

楽しい写真絵本。

だんごむしのおうち

澤口 たまみ／ぶん
たしろ ちさと／え
福音館書店

たくさんのだんごむし

見～つけた！みんな丸く

なるのかな？実際に試

してほしい一冊。

ちいさなねこ

石井 桃子／さく
横内 襄／え
福音館書店

子ねこが外へとび出し

走り出します。広い世界

へ向かう幼い姿を的確

にとらえた絵本です。

どうぶつどんどん

たしろ ちさと／文・絵
大日本図書

どの動物も可愛く見え

てくる！見て楽しい、読

んで楽しい飽きのこな

い一冊。

びゅ～ん びょ～ん

ふじわら こういち
／しゃしん・ぶん 
新日本出版社

生き物の「びょ～ん」な

瞬間をとらえた写真絵

本。はじめての「ふしぎ」

のきっかけに。

すずめくん どこで
ごはん たべるの？

たしろ ちさと／ぶん・え 
福音館書店

すずめくんは、どこでご

はんを食べているのか

な？すずめくんと一緒

に食べに行こう！

いっぱいやさいさん

まど みちお／文
斎藤 恭久／絵 
至光社

野菜さんたち、今の自分

になれたことがうれし

くて喜んでいます。素敵

な絵にもご注目。

いきものかくれんぼ

海野 和男ほか／写真
中村 庸夫ほか／写真
嶋田 泰子／文　童心社

昆虫、鳥、海の生き物まで

様々な生物が登場します。

クイズ形式で楽しめる写

真絵本。(シリーズあり)

くつくつあるけの
ほんシリーズくまくんの絵本シリーズ かがみのえほんシリーズ タンタンのえほんシリーズ ねずみくんの絵本シリーズうさこちゃんの

えほんシリーズ

せな けいこ／さく・え
福音館書店

いやだいやだの絵本シリーズ



なにをたべてきたの？

岸田 衿子／文　長野 博一／絵
佼成出版社

おなかがすいたしろぶたくん。

次々に食べていくとおなかは…。

最後まで楽しめます。

風船ガムを膨らませると…。こ

の展開は予想不可能！親子で一

緒にビックリできる一冊。

ながーいパンを抱えたねずみさん。

とっとことっとこ走って、どこのお

家にいくのかな？ (シリーズあり)

ねこガム

きむら よしお／作
福音館書店

ねずみさんのながいパン

多田 ヒロシ／作
こぐま社

森にあるものを楽器にして演奏

会がはじまります。すると、あつ

まってきたのは…。

もりのピアノ

いわむら かずお／作
ひさかたチャイルド

ここがすき

きたやま ようこ／作 
こぐま社

みんなのお気に入りの場所がわ

かるよ。あなたの好きな場所は

どこかな？

頭がゴムのポンたろう。色んな

ものにぶつかり、どこまでも飛ん

でいって…。

仲良しのこんとあきが、はじめ

てのおでかけに挑戦。無事に辿

り着けるかな？

ゴムあたまポンたろう

長 新太／作
童心社

こんとあき

林 明子／さく
福音館書店

１０ぴきのかえる達が、ひょうた

ん沼に帰ろうと大冒険！かわいい

かえる達の絵本。(シリーズあり)

ぎょうれつ ぎょうれつ

間所 ひさこ／さく　仲川 道子／え
PHP研究所

しゅっぱつ しんこう !

山本 忠敬／さく
福音館書店

列車に乗っておじいちゃんのう

ちへ。列車のスピードが感じられ

る絵にも注目です。

どうやって線路はつづいていくの

かな？リズミカルでわくわくしな

がら読める絵本。(シリーズあり)

ティッチはちいさな男の子。お兄

ちゃん・お姉ちゃんより素敵なも

のをもっていて…。(シリーズあり)

せんろはつづく

竹下 文子／文　鈴木 まもる／絵 
金の星社

ティッチ

パット・ハッチンス／さく・え
いしい ももこ／やく　福音館書店

うさぎさんがつくった「どうぞ

のいす」。動物さんたちの優しさ

のものがたり。

どうぞのいす

香山 美子／作　柿本 幸造／絵
ひさかたチャイルド

あさえとちいさいいもうと

筒井 頼子／さく
林 明子／え 
福音館書店

お母さんの留守に妹がいなく

なっちゃった！いつも行く公園

に向かって走り出すと…。　

もぐらくんの頭にうんちが落ち

てきた！一体だれが犯人？ユー

モラスなドイツの絵本。

積木で行列を作るサム。積木の次

は何を並べる？おおらかな母と

の日常の一コマを描いた作品。

うんちしたのはだれよ !

ヴェルナー・ホルツヴァルト／文
ヴォルフ・エールブルッフ／絵
関口 裕昭／訳 　偕成社

１０ぴきのかえる

マリサビーナ・ルッソ／絵と文
青木 久子／訳 
徳間書店

ものがたりものがたり


