


 

 

 

◆  構成について  ◆  

このリストは、赤ちゃんえほんを、赤ちゃんの発達に合わせ 2

段階にわけてまとめています。画家の姓のアイウエオ順になら

んでいます。  

『はじめてであう絵本』（対象：０～１歳くらい）   

わかりやすい色やかたちのあるもの、語感に、くりかえしや

リズムのあるものを中心にあつめました。赤ちゃんへの言葉

かけにお使いください。  

『おはなしがきけるようになったら』（対象：1～2 歳くらい）  

少しずつ言葉やものがわかりはじめてきたら、おはなしの絵

本も読んであげてください。動物や食べ物、家での生活など

をテーマにした身近でわかりやすいものをあつめました。  

 

◆  読み方について  ◆  

赤ちゃんの成長や関心はひとりひとり違いますし、その時の

ご機嫌もあります。無理に見せようとせず、楽しめそうな時を

みはからって読んであげてください。  

赤ちゃんが、順番とは違うページをめくってしまうこともあ

ります。絵をじっと見つめて先に進めないといったこともあり

ますが、赤ちゃんのペースに合わせ、１ページ、1 ページをじ

っくりご一緒に楽しむように進んでみてはいかがでしょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

“赤ちゃんえほんリスト”の使い方  
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-ア おっぱいちゅうちゅう 小学館

Ｅ-ア おいでおいで 小学館

Ｅ-ア おやすみグーグー 小学館

Ｅ-ア しゅっしゅぽっぽ 教育画劇

Ｅ-ア せん 岩崎書店

Ｅ-ア がたんごとんがたんごとん 福音館書店

がたんごとんがたんごとん
ざぶんざぶん

Ｅ-ア いないいないばあのえほん 童話屋

Ｅ-ア にこにこ かぼちゃ 童話屋

Ｅ-イ あかちゃんだっこ ポプラ社

Ｅ-イ あかちゃんにこにこ ポプラ社

Ｅ-イ あかちゃんはーい ポプラ社

Ｅ-イ おやすみなさいのうた いちかわ なつこ いまむら あしこ ポプラ社

Ｅ-イ あかちゃんのうた 岩崎 ちひろ 松谷 みよ子 童心社

Ｅ-ウ おつむ てんてん  上野 紀子 なかえ よしを 金の星社

Ｅ-ウ おくちはどーこ  上野 紀子 なかえ よしを 金の星社

Ｅ-ウ おきゃくさん だーれ  上野 紀子 なかえ よしを 金の星社

 おかざき
　　けんじろう

Ｅ-オ とこてく  奥山 民枝 谷川 俊太郎 クレヨンハウス

Ｅ-ア 安西 水丸

あらい ひろゆき

福音館書店

Ｅ-オ ぽぱーぺぽぴぱっぷ 谷川 俊太郎

Ｅ-ウ いないいないばー  上野 紀子 なかえ よしを ポプラ社

Ｅ-ウ おいしいおいしい  上野 紀子 なかえ よしを ポプラ社

あべ 弘士

あべ 弘士

あべ 弘士

新井 洋行

安西 水丸

クレヨンハウス

安野 光雅

安野 光雅

いしかわ こうじ

いしかわ こうじ

いしかわ こうじ
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-オ みーんな はははっ アリス館

Ｅ-オ まるまるころころ 織茂 恭子 得田 之久 童心社

Ｅ-カ があちゃん 福音館書店

Ｅ-カ よくきたね 鎌田 暢子 松野 正子 福音館書店

Ｅ-カ はながぴくぴく 小学館

Ｅ-カ みみがひらひら 小学館

Ｅ-カ ぽんちんぱん 福音館書店

Ｅ-カ おつむてんてん はらぽんぽん らくだ出版

Ｅ-キ ともとものころころぽこっ 主婦の友社

Ｅ-キ ともとものえ～んえ～ん 主婦の友社

Ｅ-キ ともとものにこっあっはっは 主婦の友社

Ｅ-キ ともとものみてみてほらね 主婦の友社

Ｅ-ク まんまるねんね ほるぷ出版

Ｅ-ク ぷっぷっぷ～ くわざわ ゆうこ いしづ ちひろ くもん出版

Ｅ-ク ばあ～っ！ くわざわ ゆうこ いしづ ちひろ くもん出版

Ｅ-ク くるくるくる あすなろ書房

Ｅ-ク どうぶつのおやこ 小峰書店

Ｅ-ク どうぶつ 小峰書店

Ｅ-ク のりもの 小峰書店

Ｅ-ク くだもの・やさい 小峰書店

Ｅ-ク ともだち 小峰書店

桑原 伸之

桑原 伸之

桑原 伸之

オームラトモコ

かつや かおり

きたやま ようこ

きたやま ようこ

ジェーン・カブレラ

ジェーン・カブレラ

黒井 健

柿木原 政宏

かみくぼ よしふみ

きたやま ようこ

きたやま ようこ

桑原 伸之

桑原 伸之

桑原 伸之
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-ク かぞく 小峰書店

Ｅ-コ スプーンちゃん 福音館書店

Ｅ-コ ごぶごぶごぼごぼ 福音館書店

Ｅ-ゴ いちじくにんじん 福音館書店

みんな みんな　

いない いない ばあ     

Ｅ-サ おじょらぽん さいとう としゆき はせがわ せつこ 福音館書店

Ｅ-サ あんよあんよ ささめや ゆき 中川 ひろたか あかね書房

Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほん

にこにこ
Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほん

がおー！
Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほん

ちゃぷちゃぷ
Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほん

もぐもぐ
Ｓａｓｓｙのちいくえほん

いっこにこ
Ｓａｓｓｙのちいくえほん

まんまる まる

Ｅ-シ あーん 下田 昌克 谷川 俊太郎 クレヨンハウス

Ｅ-ス ねこがいっぱい 福音館書店

Ｅ-ス いぬがいっぱい 福音館書店

Ｅ-ス なーんだなんだ 童心社

Ｅ-ス だーれかなだーれかな 童心社

Ｅ-ス どーこだどこだ 童心社

Ｅ-セ いないいないばあ  瀬川 康男 松谷 みよ子 童心社

Ｅ-セ いいおかお  瀬川 康男 松谷 みよ子 童心社

カズコ G．ストーン

カズコ G．ストーン

カズコ G．ストーン

桑原 伸之

駒形 克己

ごんもり なつこ

La Zoo

小西 英子

さいとう たかお いまむら あしこ あすなろ書房

グレース・スカール

グレース・スカール

La Zoo

La Zoo

La Zoo

La Zoo

KADOKAWA

KADOKAWA

KADOKAWA

KADOKAWA

KADOKAWA

La Zoo KADOKAWA

Ｅ-サ

Ｅ-サ

Ｅ-サ

Ｅ-サ

Ｅ-サ

Ｅ-サ

Ｅ-サ
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-セ もうねんね 瀬川 康男 松谷 みよ子 童心社

Ｅ-タ よこむいてにこっ 絵本館

Ｅ-タ おててたっち くもん出版

Ｅ-タ こやぎがめえめえ 福音館書店

Ｅ-タ ごろんごゆきだるま 福音館書店

Ｅ-タ おきておきてぷーちゃん ポプラ社

Ｅ-タ まぜまぜぷーちゃん ポプラ社

Ｅ-タ ぽいぽいぷーちゃん ポプラ社

Ｅ-チ おんぶおんぶねえおんぶ ポプラ社

Ｅ-チ あんよあんよねえあんよ ポプラ社

Ｅ-チ だっこだっこねえだっこ ポプラ社

Ｅ-テ じどうしゃ 福音館書店

Ｅ-ト おにぎり ころころ 岩崎書店

Ｅ-ト ろーるぱんぶっぶー 岩崎書店

Ｅ-ト いっぽくんのおやすみ ポプラ社

Ｅ-ナ まるまる 福音館書店

Ｅ-ハ ぎゅうぎゅうぎゅう はた こうしろう おーなり 由子 講談社

Ｅ-ハ こちょこちょさん はた こうしろう おーなり 由子 講談社

Ｅ-ハ まてまてさん はた こうしろう おーなり 由子 講談社

Ｅ-ハ ぶうぶうぶう はた こうしろう おーなり 由子 講談社

Ｅ-ハ くつくつ　あるけ 福音館書店

長 新太

寺島 龍一

とよた かずひこ

中辻 悦子

林 明子

武内 佑人

田島 征三

たむら しげる

たるいし まこ

たるいし まこ

たるいし まこ

トモコ＝ガルシア

トモコ＝ガルシア

長 新太

高畠 純

長 新太
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-ハ おててがでたよ 福音館書店

Ｅ-ハ ぽんぽんポコポコ 金の星社

Ｅ-ヒ ねんねこさっしゃれ こぐま社

Ｅ-ヒ パンどうぞ 講談社

Ｅ-ヒ たまご  平田 利之 中川 ひろたか 金の星社

Ｅ-ヒ つみき  平田 利之 中川 ひろたか 金の星社

Ｅ-ヒ ぴよぴよぴよ 福音館書店

Ｅ-ヒ くだもの 福音館書店

Ｅ-フ ほらそっくり 教育画劇

Ｅ-フ ぱかぱか 福音館書店

Ｅ-フ こちょこちょ 福音館書店

Ｅ-ブ どうぶつ 福音館書店

Ｅ-マ ととけっこうよがあけた ましま せつこ こばやし えみこ こぐま社

Ｅ-マ まてまてまて ましま せつこ こばやし えみこ こぐま社

Ｅ-マ ママだいすき  ましま せつこ まど・みちお こぐま社

ほっぷ すてっぷ　

かぶとむし         

Ｅ-マ おたんじょうび 偕成社

Ｅ-マ おはよう 偕成社

Ｅ-マ あめふり 偕成社

Ｅ-マ じゃあじゃあびりびり 偕成社

Ｅ-マ ばいばい 偕成社

まつい のりこ

まつい のりこ

accototo ふくだ としお＋あきこ

福知 伸夫

ディック・ブルーナ

まつい のりこ

まつい のりこ

まつい のりこ

林 明子

長谷川 義史

ひぐち みちこ

彦坂 有紀　もりと いずみ

平野 剛

平山 和子

増田 純子

福知 伸夫

福音館書店Ｅ-マ
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-マ みんなでね 偕成社

Ｅ-マ おかあさんだ 偕成社

Ｅ-マ じょうずじょうず 偕成社

Ｅ-マ おおきくなった！ 偕成社

Ｅ-マ とんとんとんこんにちは！ 童心社

Ｅ-マ だれのこえ？ ポプラ社

Ｅ-マ おさんぽぺこ パレード

Ｅ-マ わたしはみるく パレード

Ｅ-ミ あー・あー 童心社

Ｅ-ミ あ・あ 童心社

Ｅ-ミ おうちへかえろ 童心社

Ｅ-ミ バスがきました 童心社

Ｅ-ミ ポケット 童心社

はたらくくるま

とどくかな
はたらくくるま

まかせとけ
はたらくくるま

よいしょ

Ｅ-ミ なーらんだ こぐま社

Ｅ-ミ くっついた こぐま社

オノマトペ指導

藤野 良孝

Ｅ-ミ あかちゃんのおと 金の星社

Ｅ-ム こちょばここちょばこ 村上 康成 中川 ひろたか ひかりのくに

みやにし たつや

三浦 太郎

三浦 太郎

Ｅ-ミ まんまあーん ミスミ ヨシコ 講談社

Ｅ-ミ 三浦 太郎 偕成社

Ｅ-ミ 三浦 太郎 偕成社

三浦 太郎

三浦 太郎

三浦 太郎

Ｅ-ミ 三浦 太郎 偕成社

まつい のりこ

まつおか たつひで

松本 涼

松本 涼

三浦 太郎

三浦 太郎

まつい のりこ

まつい のりこ

まつい のりこ

まつい のりこ
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-ム はくしゅぱちぱち 村上 康成 中川 ひろたか ひかりのくに

Ｅ-ム あれ あれ だあれ？ 村上 康成 中川 ひろたか ひかりのくに

Ｅ-モ ころころころ 福音館書店

Ｅ-モ がちゃがちゃどんどん 福音館書店

Ｅ-モ あかきいろあお くもん出版

Ｅ-ヤ めんめんばあ  柳生 弦一郎 長谷川 摂子 福音館書店

Ｅ-ヤ ねむたい ねむたい 福音館書店

Ｅ-ヤ あっ！ 柳原 良平 中川 ひろたか 金の星社

Ｅ-ヤ むにゃむにゃ きゃっきゃっ こぐま社

Ｅ-ヤ もうおきるかな？ やぶうち まさゆき まつの まさこ 福音館書店

Ｅ-ヤ ここよここよ やぶうち まさゆき かんざわ としこ 福音館書店

Ｅ-ヤ どうぶつのおやこ 福音館書店

Ｅ-ヤ どうぶつのおかあさん  薮内 正幸 小森 厚 福音館書店

Ｅ-ヤ どうぶつのこどもたち  薮内 正幸 小森 厚 福音館書店

Ｅ-ワ てんてんてん 福音館書店

Ｅ-ワ おーいはーい ポプラ社

Ｅ-ワ ぶーぶーぶー わきさか かつじ こかぜ さち 福音館書店

和歌山 静子

元永 定正

元永 定正

もとのぶ きみひさ

薮内 正幸

わかやま しずこ

やぎゅう げんいちろう

柳原 良平
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-ア わんわんなにかな？  あきやま ただし 正高 信男 鈴木出版

Ｅ-ア ぴょんぴょんなにかな？  あきやま ただし 正高 信男 鈴木出版

Ｅ-ア ぱいぱいおっぱい  あきやま ただし 正高 信男 鈴木出版

Ｅ-ア がたごとなにかな？  あきやま ただし 正高 信男 鈴木出版

Ｅ-ア ひぼうぼう 童心社

Ｅ-ア つちどすん 童心社

Ｅ-ア みずちゃぽん 童心社

Ｅ-ア かぜびゅんびゅん 童心社

Ｅ-ア ねんどのむにゅ 偕成社

Ｅ-ア むにゅくらべ 偕成社

Ｅ-ア むにゅとにゃみー 偕成社

Ｅ-ア ふーっ！ ほるぷ出版

Ｅ-ア ふたをぱかっ KADOKAWA

Ｅ-イ たべもの  伊藤 秀男 中江 俊夫 福音館書店

Ｅ-イ あがりめさがりめ 福音館書店

Ｅ-イ もしもしおでんわ  岩崎 ちひろ 松谷 みよ子 童心社

Ｅ-イ おふろでちゃぷちゃぷ  岩崎 ちひろ 松谷 みよ子 童心社

Ｅ-ウ こちょこちょ 上野 紀子 なかえ よしを ポプラ社

Ｅ-ウ だーれだ 上野 紀子 なかえ よしを ポプラ社

Ｅ-ウ ちいさいおおきい 上野 紀子 なかえ よしを ポプラ社

さよならさんかく

　　　またきてしかく      
偕成社

新井 洋行

新井 洋行

いまき みち

上野 紀子 松谷 みよ子

新井 洋行

新井 洋行

新井 洋行

新井 洋行

新井 洋行

新井 洋行

新井 洋行

Ｅ-ウ
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-オ だっこだっこだーいすき
１００％ORANGE

（及川 賢治）
かみじょう ゆみこ 福音館書店

Ｅ-オ よ・だ・れ 及川 賢治 小風 さち 福音館書店

Ｅ-オ さんかく みつけた 福音館書店

Ｅ-オ しかく みつけた 福音館書店

Ｅ-オ まる みつけた 福音館書店

Ｅ-オ おとうさんあそぼう  おおとも やすお わたなべ しげお 福音館書店

Ｅ-オ おふろだ、おふろだ！  おおとも やすお わたなべ しげお 福音館書店

Ｅ-オ よういどん  おおとも やすお わたなべ しげお 福音館書店

Ｅ-オ いってきまあす！  おおとも やすお わたなべ しげお 福音館書店

Ｅ-オ どろんこ　どろんこ  おおとも やすお わたなべ しげお 福音館書店

Ｅ-オ ぼくうんてんできるんだ！  おおとも やすお わたなべ しげお 福音館書店

Ｅ-オ こんにちは  おおとも やすお わたなべ しげお 福音館書店

Ｅ-オ いただきまあす  おおとも やすお わたなべ しげお 福音館書店

Ｅ-オ どうすればいいのかな？  おおとも やすお わたなべ しげお 福音館書店

Ｅ-オ ぼく おうちを つくるんだ!  おおとも やすお わたなべ しげお 福音館書店

Ｅ-オ くっくくっく  小川 忠博 長谷川 摂子 福音館書店

Ｅ-オ やすんでいいよ 白泉社

Ｅ-オ ねんね 童話館出版

Ｅ-オ ちらかしぼうや 童話館出版

Ｅ-カ かんかんかん 川本 幸 のむら さやか 福音館書店

ぼうしをとってちょうだいな 上野 紀子 松谷 みよ子 偕成社

ジャン・オームロッド

ジャン・オームロッド

おくはら ゆめ

大塚 いちお

大塚 いちお

大塚 いちお

Ｅ-ウ
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-カ おーくんおんぶ 福音館書店

Ｅ-カ いいないいな 福音館書店

Ｅ-カ よくきたね 鎌田 暢子 松野 正子 福音館書店

Ｅ-キ ともとものいないいないばぁ 主婦の友社

Ｅ-キ ともとものぱくぱくぱっくん 主婦の友社

Ｅ-キ はみがきでんしゃ 木戸 直子 平岩 美香 交通新聞社

Ｅ-キ あいさつでんしゃ 交通新聞社

Ｅ-キ おきがえあそび 偕成社

Ｅ-キ はみがきあそび 偕成社

Ｅ-キ シャンプーだいすき 偕成社

Ｅ-キ いいこでねんねできるかな 偕成社

Ｅ-キ いいおへんじできるかな 偕成社

Ｅ-キ ひとりでうんちできるかな 偕成社

Ｅ-キ いただきますあそび 偕成社

Ｅ-キ いないいないばああそび 偕成社

Ｅ-キ ごあいさつあそび 偕成社

Ｅ-キ ぎゅうってだいすき 偕成社

Ｅ-キ こちょこちょあそび 偕成社

Ｅ-キ へんがおあそび 偕成社

Ｅ-キ みんなおっぱいのんでたよ  木村 しゅうじ 木坂 涼 福音館書店

Ｅ-ク はじまるよ 熊谷 守一 ぱくきょんみ 福音館書店

きむら ゆういち

きむら ゆういち

きむら ゆういち

きむら ゆういち

きむら ゆういち

きむら ゆういち

きむら ゆういち

きむら ゆういち

きむら ゆういち

きむら ゆういち

きむら ゆういち

かたやま けん

かたやま けん

きむら ゆういち

木戸 直子

きたやま ようこ

きたやま ようこ
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-ク ペンギンのたまご 小峰書店

Ｅ-ク ペンギンのスキー 小峰書店

Ｅ-ク ペンギンのおんがく 小峰書店

Ｅ-ク ペンギンのおいしゃさん 小峰書店

Ｅ-ク ペンギンのかいすいよく 小峰書店

Ｅ-ク サンタのぼうし 小峰書店

赤ちゃんのための
ことばの絵本        

赤ちゃんのための

　　　色のえほん　　　

おひさまと マーガレット・
おつきさまのしたで         ワイズ・ブラウン

Ｅ-ク おいし～い くわざわ ゆうこ いしづ ちひろ くもん出版

Ｅ-ク おやすみ～ くわざわ ゆうこ いしづ ちひろ くもん出版

Ｅ-ク に～っこり くわざわ ゆうこ いしづ ちひろ くもん出版

Ｅ-ク ぎゅ～っ！ くわざわ ゆうこ いしづ ちひろ くもん出版

Ｅ-コ いちご 大日本図書

Ｅ-コ ひよこ 大日本図書

Ｅ-コ どんぐり 大日本図書

Ｅ-コ まるくておいしいよ 福音館書店

Ｅ-ゴ たべたのだあれ 文化出版局

Ｅ-ゴ ばったくん 福音館書店

Ｅ-ゴ かぶさんとんだ 福音館書店

Ｅ-ゴ きんぎょが にげた 福音館書店

桑原 伸之

あすなろ書房

あすなろ書房

こが ようこ

五味 太郎

教育画劇

こにし えいこ

五味 太郎

五味 太郎

五味 太郎

桑原 伸之

桑原 伸之

桑原 伸之

桑原 伸之

こが ようこ

Ｅ-ク 黒井 健

こが ようこ

桑原 伸之

桑原 伸之

桑原 伸之

Ｅ-ク

Ｅ-ク
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-コ バルンくん 福音館書店

Ｅ-コ バルンくんとともだち 福音館書店

Ｅ-サ ぎゅうって ひさかたﾁｬｲﾙﾄﾞ

Ｅ-サ おいしいおとなぁに？ あかね書房

Ｅ-サ ぺんぎんたいそう 福音館書店

Ｅ-サ おばけがぞろぞろ 福音館書店

Ｅ-サ くりんくりんごーごー 福音館書店

Ｅ-サ あったあった ささめや ゆき 中川 ひろたか あかね書房

Ｅ-サ いこかいこか ささめや ゆき 中川 ひろたか あかね書房

Ｅ-サ あむあむ ささめや ゆき 中川 ひろたか あかね書房

Ｅ-サ ぽぽんぴぽんぽん ささめや ゆき 松竹 いね子 福音館書店

Ｅ-サ ばいばい またね 金の星社

Ｅ-サ おーいおーい 福音館書店

Ｅ-サ こんにちは どうぶつたち  さとう あきら とだ きょうこ 福音館書店

Ｅ-ス トイレとんとんとん 鈴木 博子 板橋 敦子 ひさかたﾁｬｲﾙﾄﾞ

Ｅ-ス はなびド～ン 童心社

Ｅ-セ あなたはだあれ  瀬川 康男 松谷 みよ子 童心社

Ｅ-セ にんじん 福音館書店

Ｅ-セ もじゃ もじゃ 福音館書店

Ｅ-セ いやだいやだ 福音館書店

Ｅ-セ ねないこだれだ 福音館書店

せな けいこ

せな けいこ

せな けいこ

ささき まき

ささき まき

さとう わきこ

さとう わきこ

カズコ G．ストーン

せな けいこ

こもり まこと

こもり まこと

さいとう しのぶ

さいとう しのぶ

齋藤 槙
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-セ あーんあん 福音館書店

Ｅ-セ ふうせんねこ 福音館書店

Ｅ-セ きれいなはこ 福音館書店

Ｅ-タ とりがいるよ たかしま てつを 風木 一人 KADOKAWA

Ｅ-タ たまごがあるよ たかしま てつを 風木 一人 KADOKAWA

Ｅ-タ あいちゃんあそぼ！ フレーベル館

Ｅ-タ まあくんどこかな？ フレーベル館

Ｅ-タ だっこだいすき  たるいし まこ いまむら あしこ ほるぷ出版

Ｅ-チ にゅるぺろりん  長 新太 谷川 俊太郎 クレヨンハウス

Ｅ-チ ぺろぺろぺろ ＢＬ出版

Ｅ-チ ごろごろごろ ＢＬ出版

Ｅ-チ ころころ にゃーん 福音館書店

Ｅ-ツ ありのあちち 福音館書店

Ｅ-ツ ルネちゃんおして くもん出版

Ｅ-ト おさじさん  東光寺 啓 松谷 みよ子 童心社

Ｅ-ト のせてのせて  東光寺 啓 松谷 みよ子 童心社

Ｅ-ト いっぽくんのごめんね ポプラ社

Ｅ-ト おたんじょうかい1・2・3 アリス館

Ｅ-ナ ぐるぐるちゃん 福音館書店

Ｅ-ナ
ぐるぐるちゃんと
　　　　　ふわふわちゃん

福音館書店

Ｅ-ナ おかあさんとあかちゃん 福音館書店

とよた かずひこ

長江 青

長江 青

中谷 千代子

たるいし まこ

長 新太

長 新太

つちはし としこ

つるみ ゆき

とりごえ まり

たるいし まこ

長 新太

せな けいこ

せな けいこ

せな けいこ
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-ナ まるてんいろてん 福音館書店

Ｅ-ナ すってんころりん 福音館書店

Ｅ-ナ こちょこちょこちょ  ながの ひでこ うちだ りんたろう 童心社

Ｅ-ナ おいでおいでおいで  ながの ひでこ うちだ りんたろう 童心社

Ｅ-ナ ほっぺほっぺほっぺ  ながの ひでこ うちだ りんたろう 童心社

Ｅ-ナ ぷっぷーぶっぶー ポプラ社

Ｅ-ナ だれかな？だれかな？ 福音館書店

Ｅ-ニ ないているこだあれ こぐま社

Ｅ-ニ なかよし だあれ こぐま社

Ｅ-ニ だっこして こぐま社

Ｅ-ニ こんにちは さようなら こぐま社

Ｅ-ニ かささしてあげるね  にしまき かやこ はせがわ せつこ 福音館書店

Ｅ-ニ ちょうちょうひらひら  にしまき かやこ まど・みちお こぐま社

Ｅ-ハ おっぱいだいすき  はせがわ ともこ しみず みちを 教育画劇

Ｅ-ハ ぽっちりふたつ  はせがわ ともこ しみず みちを 教育画劇

Ｅ-ハ おなかぺこぺこ  はせがわ ともこ しみず みちを 教育画劇

Ｅ-ハ ばあ！  はせがわ ともこ しみず みちを 教育画劇

Ｅ-ハ わーいどろんこ  はせがわ ともこ しみず みちを 教育画劇

Ｅ-ハ でてこいでてこい 福音館書店

Ｅ-ハ きゅっきゅっきゅっ 福音館書店

Ｅ-ハ おつきさまこんばんは 福音館書店

にしまき かやこ

なかや みわ

にしまき かやこ

にしまき かやこ

林 明子

林 明子

林 明子

にしまき かやこ

中辻 悦子

なかの ひろたか

長野 ひでこ
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-ハ ひよこさん 林 明子 征矢 清 福音館書店

Ｅ-ハ かさ  原田 治 松野 正子 福音館書店

Ｅ-バ とらっく 金の星社

Ｅ-バ ひこうき 金の星社

Ｅ-バ ふね 金の星社

Ｅ-バ でんしゃ 金の星社

Ｅ-ヒ くろねこかあさん 福音館書店

Ｅ-ヒ ケーキやけました 講談社

きゅうりさんと

　とまとさんとたまごさん　　

Ｅ-ヒ おにぎり  平山 和子 平山 英三 福音館書店

Ｅ-ヒ やさい 福音館書店

Ｅ-ヒ いちご 福音館書店

Ｅ-ヒ まり  広瀬 弦 谷川 俊太郎 クレヨンハウス

Ｅ-ヒ おさんぽおさんぽ 福音館書店

Ｅ-フ パンぱくぱく ひかりのくに

Ｅ-フ やさいもぐもぐ ひかりのくに

Ｅ-フ くだものあーん ひかりのくに

Ｅ-フ ママ、あのね 福田 幸広 ゆうき えつこ 岩崎書店

Ｅ-フ ひとつひまわり 福知 伸夫 小長谷 清実 福音館書店

Ｅ-フ とってください 福音館書店

Ｅ-フ もじゃらんこ ふるや かずほ きしだ えりこ 福音館書店

ふくざわ ゆみこ

平山 和子

ひろの たかこ

ふくざわ ゆみこ

ふくざわ ゆみこ

福知 伸夫

Ｅ-ヒ ひらやま えいぞう 松谷 みよ子 童心社

平山 和子

バイロン・バートン

バイロン・バートン

バイロン・バートン

バイロン・バートン

東 君平

彦坂 有紀　もりと いずみ
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-フ あか き あお みどり 福音館書店

Ｅ-フ はる なつ あき ふゆ 福音館書店

Ｅ-フ おかお みせて 福音館書店

Ｅ-フ とっとことっとこ 童心社

Ｅ-フ あしあと ポプラ社

Ｅ-フ しりとり ポプラ社

Ｅ-フ ぴょーん ポプラ社

Ｅ-フ うわーっ！ ポプラ社

Ｅ-フ あな ポプラ社

Ｅ-フ うんちだよ ポプラ社

　リチャード・
ダンワース

Ｅ-マ らっこちゃん 福音館書店

Ｅ-マ おやこでちゅっ！ ひかりのくに

Ｅ-マ おやこでぎゅっ！ ひかりのくに

Ｅ-ミ おやすみぞうちゃん 講談社

Ｅ-ミ ぞうちゃんのいやいや 講談社

Ｅ-ミ ねがえり ごろん ミスミ ヨシコ 斉藤 洋 講談社

Ｅ-ミ はいはい あかちゃん ミスミ ヨシコ 斉藤 洋 講談社

Ｅ-ミ はりねずみかあさん M．ミトゥーリチ まつや さやか 福音館書店

Ｅ-ミ できたよできたよ みやざわ はるこ とくなが まり アリス出版

Ｅ-ム あっぷっぷ 村上 康成 中川 ひろたか ひかりのくに

Maya Maxx

まつばら いわき

まつばら いわき

三浦 太郎

三浦 太郎

まつおか たつひで

まつおか たつひで

Ｅ-マ あかちゃんのいちにち ジェーン・マッシー ブロンズ新社

ディック・ブルーナ

まつい のりこ

まつおか たつひで

まつおか たつひで

まつおか たつひで

まつおか たつひで

ディック・ブルーナ

ほし ぶどう
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-モ しろいちょうちょがとんでるよ ひさかたﾁｬｲﾙﾄﾞ

Ｅ-モ せん 福音館書店

Ｅ-モ きたきたうずまき 福音館書店

Ｅ-モ もこ もこ もこ  元永 定正 谷川 俊太郎 文研出版

Ｅ-モ もけら もけら  元永 定正 山下 洋輔 福音館書店

 やぎゅう
　  げんいちろう

 やぎゅう
　  げんいちろう

くらいくらい 柳生 弦一郎 長谷川 摂子 福音館書店

Ｅ-ヤ おでかけ ばいばい 柳生 弦一郎 長谷川 摂子 福音館書店

Ｅ-ヤ のりものいっぱい こぐま社

Ｅ-ヤ どうやってねるのかな 福音館書店

Ｅ-ヤ おかあさんといっしょ 福音館書店

Ｅ-ヤ みんな おおあくび 福音館書店

Ｅ-ヤ ぶーぶーじどうしゃ 福音館書店

Ｅ-ヤ ずかん・じどうしゃ 福音館書店

Ｅ-ヤ はねはね はねちゃん  やまわき ゆりこ なかがわ りえこ 福音館書店

Ｅ-ヤ おはよう  やまわき ゆりこ なかがわ りえこ グランまま社

Ｅ-ヤ おやすみ  やまわき ゆりこ なかがわ りえこ グランまま社

Ｅ-ユ ぎったんこばったんこ 福音館書店

Ｅ-ラ いろいろどうぶつえん 福音館書店

Ｅ-ワ おっぱい おっぱい 童心社

元永 定正

たまごのあかちゃん かんざわ としこ 福音館書店

柳原 良平

やぶうち まさゆき

薮内 正幸

Ｅ-ヤ

元永 定正

Ｅ-ヤ たんたんぼうや かんざわ としこ 福音館書店

薮内 正幸

山本 忠敬

山本 忠敬

柚木 沙弥郎

パトリック・ラロッシュ

わかやま けん

村上 康成

Ｅ-ヤ
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分類     タ  イ  ト  ル 画 文 出版社

Ｅ-ワ おいしいねおいしいよ 童心社

Ｅ-ワ とべたよとべたよ 童心社

Ｅ-ワ まるまるだーれ？ 童心社

Ｅ-ワ たたくとぽん  和歌山 静子 寺村 輝夫 あかね書房

Ｅ-ワ だれのたまごかな  和歌山 静子 寺村 輝夫 あかね書房

Ｅ-ワ ふたごのたまご  和歌山 静子 寺村 輝夫 あかね書房

Ｅ-ワ おおきなたまご  和歌山 静子 寺村 輝夫 あかね書房

どのはな いちばん
すきな はな？       

かわいいどうぶつ
おやすみなさい     

わらべ きみか 山本 省三 講談社

わきさか かつじ いしげ まりこ 福音館書店

わかやま けん

わかやま しずこ

わかやま しずこ

Ｅ-ワ

Ｅ-ワ



◆おわりに◆  

このリストには、羽村市図書館が所蔵している０～２歳まで

のお子さんを対象にした絵本を載せています。  

「０歳からもう絵本？」と疑問に思われる方もいらっしゃる

かもしれません。たしかに、まだ幼すぎる赤ちゃんに絵本の内

容や意味を理解させることはできません。けれど、絵本の中に

あふれている様々な色やかたち、言葉を使って赤ちゃんに話し

かけることで、「たかいたかい」や「だっこ」をするのと同じ

ように、赤ちゃんはとても気持ちの良いひとときをすごし、親

子の楽しいコミュニケーションの時間をもつこともできます。 

ぜひたくさんの絵本を手にとって、一緒に楽しんでください。

また、同じく羽村市図書館が発行している赤ちゃん絵本を紹介

する冊子「よんでよんで」では、特におすすめする赤ちゃん絵

本を紹介しています。あわせてご覧ください。  

 



 

発 行 改訂 

羽村市図書館 

電 話 042-554-2280 
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