
あかちゃんと絵本との出会いに、早すぎるということはありません。2点の長く愛されてきた絵本を例に、あかちゃん絵本の魅力を知りましょう！
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たしろたく 作
新井洋行 作

カードで色や形の違い
を表現した絵本。

1983年の発売以来ずっと、たくさんの
あかちゃんに読みつがれてきた、ロング
セラーのボードブック絵本です。3ヶ月
ごろから楽しめます。

成長にあわせて楽しめる！

『はらぺこ あおむし』

０歳から、年齢によって楽しみ
方を変化させながら、長く親し
めるのが、この絵本の魅力です。

『じゃあじゃあ びりびり』

絵本との
ふれあい方
アドバイス

あかちゃんにとっては、毎
日が新しい世界との出会
い。絵本を開くのも新しい
世界を知ることです。

あかちゃんには、ひざにの
せて絵本を見せてあげるの
がいちばん！　お気に入り
が見つかったら、くり返し
読んであげましょう。

絵本はコミュニケーショ
ンのツールです。絵本を
見ながら、あかちゃんに
自由に語りかけて！

あかちゃんによって、好
きな絵本やページはそれ
ぞれ違います。いろんな
絵本を見せてあげましょ
う！

月齢が変わるだけで、認
識や理解力もどんどん変
わります。前に反応がな
かった絵本も、急に大好
きになったりしますよ。

エリック・カール 作　もりひさし 訳

食べものの真ん中には丸い
穴が。小さな子でも、「さ
われる本、読めるおもちゃ」
として楽しめます。

「色の魔術師」エリック・カー
ルさんの、美しく鮮やかな
色づかいは、小さな子の目
をとらえて離しません。

はじめはたまごだったあおむし
が、たくさん食べて成長し、や
がてちょうちょになる…。あお
むしの形や大きさの変化を見て、
視覚的にお話を理解できます。

子どもの好きなおいしいも
のがたくさん並び、子ども
の興味をそそります。

成長をテーマにした、子ども自
身が共感できるストーリーです。

あおむしが食べるくだものは、
曜日ごとに数が増えていきま
す。読みながら自然に数や曜
日を身につけられます。

穴あきの
しかけで遊べる

鮮やかな色彩 大きさの変化

おいしそうな
食べもの 希望に満ちた

ストーリー

数や曜日を学べる

まついのりこ 作

あかちゃんが
 大好きな擬音

自然に何度も繰り返せ
る、明解な言葉がいっ
ぱいです。

はっきりと
明るい色づかい

視力が弱いあかちゃん
の目にも届きやすい色
づかいです。

字も絵の一部と考えた
工夫された配置
あかちゃんにとっては、字
も絵の一部。それを考えて、
字と絵が一体になるように
配置されています。

どのページから
見てもいい

最初から順にめくらなく
ても大丈夫。自由にペー
ジをひらきましょう！

あかちゃんに
ちょうどいい大きさ

絵本を開いたときの大きさ
が、あかちゃんの肩幅に近
いため、自分で持ちやすく、
視野の広さとも一致します。

こけこっこー

あかちゃん絵本の魅力

０･１･２歳に
おすすめ

0歳から読めるのはこれ！

子育て
キーワード別

あかちゃんからの
他にも

 あるよ
！ 他にも

 あるよ
！

他にも

 あるよ
！

他にも

 あるよ
！

キーワ
ード　

あかち
ゃん絵

本の

リスト
は

こちら
から！

22×30cm

13×18cm14×14cm 本体600円 本体900円ボ

ボ ボ

ボ

ボ

まついのりこ あかちゃんのほん ボードブック

ボードブック

じゃあじゃあびりびり

大きくなっても楽しく読めるよ！
©エリック・カール

©まついのりこ

©駒形克己

©きむらゆういち

通常版 はらぺこあおむし＋
ぬいぐるみギフトセット

ボードブック
その他いろいろな
バージョンが
あります！

はらぺこあおむし＋
CD絵本うたプレゼントパック

てんじつきさわるえほん

本体2280円本体1200円

本体2200円

本体3100円

シ リ ー ズ 紹 介

本体各600円本体各600円

本体各600円本体各800円

本体各680円～971円

おでかけ版
ボードブック
〈既９巻〉他にも

 あるよ
！
本体各780円本体5400円 本体1800円

本体各600円～700円

本体各600円
　　　　～880円ボ

本体各500円
　　　　～600円

本体各1800円本体各500円

絵本ガイド

絵本のある
楽しい子育て

３冊セット

ひろかわさえこ 作

他にも

 あるよ
！

本体各600円

本体1800円
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西内ミナミ 作 和歌山静子 絵

松谷みよ子 作　上野紀子 絵

春田香歩 作

ノンタン おはよう

ごあいさつ あそび

いいおへんじ できるかな ばいばい できるかな

ばいばい また あしたね

いただきます あそび ノンタン もぐもぐもぐ

れいぞうこ
ぷちとまとちゃん

はみがき あそび ノンタン はみがき はーみー

シャンプー だいすき
おふろ

ひとりでうんち できるかな ノンタン おしっこ しーしー

といれ しっこっこ

いいこでねんね
できるかな

おきがえ あそび ノンタン はっくしょん！

のりもの
のりものえほん

のりものえほん2

まかせとけ

よいしょ
とどくかな

いないいないばあ
あそび

ノンタン
いない いなーい

ピンポーン

おめんです

おめんです２

ノンタン にんにん にこにこ

ぎゅうって だいすき こちょこちょ あそび

だっこれっしゃ さよならさんかく
またきてしかく

だから こぶたちゃん

おはよう、いただきます、ごめん
ね、ありがとう。日常のあいさつ
が1冊にぎゅっ！　まだ早いか
も？　と思っても、毎日耳にして
いる言葉に反応してくれるかもし
れません。

ページをめくると、どうぶつたちが
おじぎをして「こんにちは！」　単純
明解なしかけが楽しい１冊です。ま
ずは絵本というものに慣れることが
大切。はじめはしかけをさわってあ
そぶだけでもいいですよ。

なまえを呼ばれたら
「はーい」のお返事。
お子さんのなまえで
読んであげても！

さよならのあいさつ
「ばいばい」、みんなと
一緒にできるかな？

どうぶつたちが、「こん
にちは」「ばいばい」と
ごあいさつ。くり返し
が楽しい絵本です。

りすさんやことりさんと
楽しくあそんだみこちゃ
ん。あそんだあとは、み
こちゃんと一緒に「また
あしたね」の一言を！

おいしい食べものと
ともに、「いただき
ます」を楽しく練習。
食事の前に読んでお
くと効果的！

もぐもぐもぐ、何を食
べているのかな？　食
べものへの興味が深ま
ります。

れいぞうこの中にはたくさ
んの食べものが。よぶと
「はーい」と出てきます。
一緒におへんじしながら読
むと楽しい !

ちゃぷちゃぷ、ころこ
ろ。とまとちゃんとか
らだをゆらして楽しみ
ましょう。

ごはんの後ははみがき
の時間。はみがきはお
もしろいよ！　と伝え
てみましょう。

みんなで「イイイの
イー」してはみがきしま
す。しゅこしゅこしゅっ
しゅ、の音も楽しい♪

おふろは、ほかほかに
なれる楽しい空間。お
ふろが苦手な子をやさ
しくみちびきます。

せっけんさん、シャワーさ
ん。おふろ場で使うアイテ
ムが登場！

おむつからおまる、おま
るからトイレへ。絵本を
読むと、イメージを持ち
やすくなります。

ノンタンたちが、「おしっ
こ しーしーしー」。トイ
レトレーニングに多く使わ
れています！

ふたを開けて、おわったら
閉めて…トイレの使い方を
楽しく学べます！

雲や電車はおしっこする
の？　おしっこの素朴な疑
問にやさしく答える絵本。

おきがえやねんね、絵本を
読んだらできるかな？

病院ってどんなところ？
なにをするの？　やさし
く伝えて、こわいイメー
ジをぬぐいます！

のりものを、英語
と日本語の2ヶ国
語で表記。くっき
りした色も◎！

色々なのりものが飛び出す
しかけ絵本！

頼もしくはたらくくるまに、
あかちゃんも釘づけ！

何度もめくりたくなるしかけ
が大活躍！

ノンタンも「いないいないばあ」
が大好き！　まねっこしてみよう。

ピンポーンの音の繰り返しが
楽しい♪

おめんをかぶっているのは
誰？　めくるとかわいいど
うぶつたちが登場します！
あてっこしてあそびましょう。

にこにこ、びっくり、ぐすん
ぐすん…ノンタンのくるくる
かわる表情とともに言葉を覚
えられます。

親子の大切なコミュニケー
ション「ぎゅうっ」。あか
ちゃんに「ぎゅうっ！」とし
てあげながら読みましょう。

みんなに笑いがこぼれるこ
ちょこちょあそびを絵本で
も！　読みながらくすぐって
あげましょう。

だっこして出来た、だっこ
れっしゃの大冒険！　実際に
だっこして読むのがおすすめ。 言葉あそびのロングセラー絵本！

あかちゃんが自分という存在
を認識する手助けに。

キヨノサチコ 作

キヨノサチコ 作

キヨノサチコ 作

キヨノサチコ 作

キヨノサチコ 作

キヨノサチコ 作

キヨノサチコ 作きむらゆういち 作

きむらゆういち 作

まついのりこ 作 きたやまようこ 作・絵

きたやまようこ 作・絵

新井洋行 作・絵

いしかわこうじ 作・絵

新井洋行 作・絵

新井洋行 作・絵

きむらゆういち 作

きむらゆういち 作

ひろかわさえこ 作

きむらゆういち 作

きむらゆういち 作

きむらゆういち 作

きむらゆういち 作きむらゆういち 作

きむらゆういち 作

きむらゆういち 作

たしろたく 作 三浦太郎 作
古川正和 作・構成 本信公久 絵

中川ひろたか 文
荒井良二 絵

ごはん

はみがき

トイレ

おふろ

かぜ

他にも

 あるよ
！他にも

 あるよ
！

他にも あるよ！

本体680円 本体600円 本体800円22×19cm 17×16cm 17×17cm

21×21cm 17×16cm
本体各1100円

本体600円

22×19cm 22×19cm

21×26cm 21×19cm 17×16cm

本体700円 本体700円

本体1000円 本体800円 本体700円13×14cm 各16×22cm 各18×18cm本体各1100円本体600円 本体各800円

13×18cm 22×19cm

各22×19cm 17×16cm

本体800円本体600円

本体680円

本体700円

本体600円

22×19cm 17×16cm本体680円 本体600円

22×19cm 17×16cm

18×13cm 14×14cm

本体680円
本体600円

本体600円 本体600円

22×19cm 17×16cm

22×19cm 18×13cm

本体700円 本体600円

本体600円

本体680円

22×19cm 22×19cm

14×14cm 14×14cm

本体680円

本体600円 本体500円

本体700円
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17×16cm

22×19cm

本体600円

本体680円

あかちゃんのあそびえほん

あかちゃんのあそびえほん

あかちゃんのあそびえほん

あけて・あけてえほん

あけて・あけてえほん

ちいさなやさいえほん

赤ちゃん版 ノンタン

赤ちゃん版 ノンタン赤ちゃん版 ノンタン

あかちゃんのあそびえほん

あかちゃんのあそびえほんみこちゃんのせいかつえほんまついのりこ あかちゃんのほん

あかちゃんのあそびえほん

Baby Books とびだす・ひろがる！
はたらくくるま

あかちゃんのあそびえほん

あけて・あけてえほん できるよできる

赤ちゃん版 ノンタン

赤ちゃん版 ノンタンあかちゃんのあそびえほん

赤ちゃん版 ノンタン

松谷みよ子 あかちゃんのわらべうた こぶたの赤ちゃん

赤ちゃん版 ノンタンあかちゃんのあそびえほん

あかちゃんのあそびえほん あかちゃんのあそびえほん

あ そ び ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

の り も の

ま い に ち の く ら し

紙が厚くて丈夫なボードブックの絵本です。 紹介しているのは通常版ですが、ボードブック版がある絵本です。 本体価格は税抜きです。（2017年２月現在）

あ い さ つ


