
 0歳～２歳向け　テーマ絵本リスト

セット

番号
テーマ タイトル 著者

いない いない ばあ 瀬川康男／絵　松谷みよ子／文

おつきさまこんばんは 林明子／作

おっぱい おっぱい わかやまけん／作

かおかおどんなかお 柳原良平／作・絵

かささしてあげるね はせがわ せつこ／文　にしまき かやこ／絵 

くっついた 三浦 太郎／作・絵

じゃあじゃあびりびり まついのりこ／作・絵

ぶーぶーじどうしゃ 山本忠敬／作

ママだいすき まど みちお／文　ましま せつこ／絵

もうおきるかな まつの まさこ／文　やぶうち まさゆき／絵

おはよう 中川李枝子／作　山脇百合子／絵

おふろでちゃぷちゃぷ いわさきちひろ／絵　松谷みよ子／文

おやすみなさいコッコさん 片山健／作・絵

きゅっきゅっきゅっ 林明子／作

はけたよはけたよ 西巻茅子／絵　神沢利子／文

おててがでたよ 林明子／作

おはよう まついのりこ／作・絵

おやすみなさいのほん ジャン・シャロー／絵　マーガレット・ワイズ・ブラウン／文　いしいももこ／訳

パンツのはきかた 岸田 今日子／作　佐野 洋子／絵

わにわにのおふろ 小風 さち／文　山口 マオ／絵

くだもの 平山和子／作

パンどうぞ  彦坂 有紀／作　もりと いずみ／作 

まるくておいしいよ こにしえいこ／作

やさい 平山和子／作

わにわにのごちそう  小風 さち／文　山口 マオ／絵

おやおや、おやさい 石津ちひろ／文　山村浩二／絵

おにぎり 平山 英三／文　平山 和子／絵

サンドイッチサンドイッチ 小西 英子／作

ねずみさんのながいパン 多田 ヒロシ／作

りんご 松野 正子／文　鎌田 暢子／絵 

あむあむ 中川 ひろたか／文　ささめや ゆき／絵

いただきまあす わたなべ しげお／文　おおとも やすお／絵

おいしーい いしづ ちひろ／作　くわざわ ゆうこ／絵

おいしいね おいしいよ わかやま けん／作

ごはんたべよ 大阪YWCA千里子ども図書室／文　大塚 いちお／絵 

あーんあん せなけいこ／作

いいおかお  松谷 みよ子／文　瀬川 康男／絵

いやだいやだ せなけいこ／作・絵

うわーっ まつおか たつひで／作・絵

おひさま　あはは 前川 かずお／作・絵

おうまさんしてー！ 三浦太郎／作・絵

おくちはどーこ なかえ よしを／作　上野 紀子／絵

ぎゅっ ジェズ・オールバラ／作・絵

くらいくらい はせがわせつこ／文　やぎゅうげんいちろう／絵

よくきたね  松野 正子／文　鎌田 暢子／絵 

7
もぐもぐ食べよう

（食事）

8 いろんな気持ち

9 ふれあい遊び①

4
赤ちゃんのいちにち

（生活）②

5
おいしいものいっぱい

①

6
おいしいものいっぱい

②

1
はじめてのえほん

（０歳から）①

2
はじめてのえほん

（０歳から）②

3
赤ちゃんのいちにち

（生活）①



 0歳～２歳向け　テーマ絵本リスト

セット

番号
テーマ タイトル 著者

ぎったんこばったんこ  柚木 沙弥郎／作 

おつむ てん てん  なかえ よしを／作　上野 紀子／絵

おひざでだっこ 内田 麟太郎／文　長谷川 義史／絵

ぷくちゃんのたくさんだっこ ひろかわ さえこ／作

ほっぺに、ちゅー。 k.m.p.／絵・文・デザイン

あかちゃんたいそう 鈴木まもる／作

だるまさんが かがくいひろし／作

でんぐりでんぐり くろいけん／作・絵

パパのぼり きくちちき／作

ぺんぎんたいそう 齋藤槇／作

おおきいちいさい 元永定正／作

かくかくしかく 得田 之久／文　織茂 恭子／絵

しましまぐるぐる かしわら あきお／絵

しろ、あか、きいろ ディック・ブルーナ／文・絵　いしいももこ／訳

てんてんてん わかやましずこ／文・絵

きたきたうずまき 元永 定正／作

さんさんさんかく 得田 之久／文　織茂 恭子／絵

ぶんぶんきいろ 柏原 晃夫／作・絵

まる、しかく、さんかく ディック・ブルーナ／文・絵　いしいももこ／訳

まるまるころころ 得田 之久／文　織茂 恭子／絵

くっくくっく 長谷川 摂子／文　小川 忠博／写真

ごぶごぶごぼごぼ 駒形克己／作

たいこ  樋勝 朋巳／文・絵 

ぴちぱちさくさく 若菜ひとし／作　若菜きよこ／作

もこ もこもこ 元永定正／絵　谷川俊太郎／作　

おでかけばいばい はせがわせつこ／文　やぎゅうげんいちろう／絵

とっとことっとこ まつい のりこ／作

ぽんちんぱん 柿木原政広／作

まり 谷川 俊太郎／文　広瀬 弦／絵

もけらもけら 山下 洋輔／文　元永 定正／絵　中辻 悦子／構成

あんよあんよ 中川 ひろたか／文　ささめや ゆき／絵

いちにのさんぽ ひろかわ さえこ／著

おさんぽおさんぽ  ひろの たかこ／作

くつくつあるけ  林明子／作

ぞうくんのさんぽ なかのひろたか／作・絵

アリのおでかけ  西村 敏雄／作

おでかけしようか 大阪YWCA千里子ども図書室／文　大塚 いちお／絵 

バルボンさんのおでかけ  とよた かずひこ／著

まいごになったぞう むらかみつとむ／絵　てらむらてるお／文　

わにわにのおでかけ 小風 さち／文　山口 マオ／絵

かくしたのだあれ 五味太郎／作

かばん 新井 洋行／作・絵

きんぎょがにげた 五味太郎／作

たまご 中川 ひろたか／文　平田 利之／絵

だれかな？だれかな？ なかや みわ／さく 

16 よちよちさんぽ

17 おでかけしよう

18
わかるかな？

（問いかけ）①

13 いろんな色・形②

14 音がいっぱい①

15 音がいっぱい②

10 ふれあい遊び②

11 いっしょに運動

12 いろんな色・形①



 0歳～２歳向け　テーマ絵本リスト

セット

番号
テーマ タイトル 著者

たべたのだあれ 五味太郎／作

でてこいでてこい はやしあきこ／作

どっちのてにはいってるか?  新井 洋行／作・絵

なーんだなんだ カズコ G.ストーン／作

はこ 新井 洋行／作・絵

かじだ、しゅつどう  山本 忠敬／作

ぶーぶーぶー こかぜ さち／文　わきさか かつじ／絵

がたんごとんがたんごとん 安西水丸／作

とっくんトラックもりへぶぶー いわむら かずお/作・絵 

とんねるをぬけると 片山健／作・絵

かんかんかん のむら さやか／文　川本 幸／制作　塩田 正幸／写真

コトコトでんしゃ とよた かずひこ／著

のせてのせて 東光寺啓／絵　松谷みよ子／文

バルンくん こもりまこと／作

ブルドーザとなかまたち  山本 忠敬／作

あがりめさがりめ ましませつこ／絵

あぶくたった さいとうしのぶ／構成・絵

いたい いたいはとんでいけ  松谷 みよ子／文　佐野 洋子／絵

いちじくにんじん  大阪YWCA千里子ども図書室／案　ごんもり なつこ／絵

ねーずみねーずみどーこいきゃ?  こが ようこ／構成・文　降矢 なな／絵

おおさむ こさむ  松谷 みよ子／文　遠藤 てるよ／絵

おせんべやけたかな こが ようこ／構成・文　降矢 なな／絵

ととけっこうよがあけた ましませつこ／絵　こばやしえみこ／案

へっこぷっとたれた  こが ようこ／構成・文　降矢 なな／絵

まてまてまて こばやし えみこ／案　ましま せつこ／絵 

うさこちゃんとどうぶつえん ディック・ブルーナ／文・絵　いしいももこ／訳

うさこちゃんのおうち ディック・ブルーナ／文・絵　まつおかきょうこ／訳

うさこちゃんのさがしもの ディック・ブルーナ／文・絵　まつおかきょうこ／訳

うさこちゃんのたんじょうび ディック・ブルーナ／文・絵　いしいももこ／訳

ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ／文・絵　いしいももこ／訳

かくれんぼももんちゃん とよたかずひこ／作・絵

すりすりももんちゃん とよたかずひこ／作・絵

どんどこ　ももんちゃん とよたかずひこ／作・絵

ももんちゃんどすこーい とよたかずひこ／作・絵

ももんちゃんのっしのっし とよたかずひこ／作・絵

25
定番人気者

ももんちゃん

22 わらべうた①

23 わらべうた②

24
定番人気者

うさこちゃん

19
わかるかな？

（問いかけ）②

20 のりものだいすき①

21 のりものだいすき②


