
　海外の絵本

タイトル 作者など　　　　　　　　　　　　　　　　　原書出版年

原書出版国 出版社 日本での出版年

1971 ビアトリクス・ポター　作・絵 1902
イギリス 福音館書店 石井桃子　訳

1976 エルサ・ベスコフ　作・絵 1912
スウェーデン 福音館書店 小野寺百合子　訳

1985 マルシャーク　ほか文　チャルーシン　ほか絵1923
ロシア 新読書社 かばさわたかこ　ほか訳

1982 ウィリアム・ニコルソン　作 1927
イギリス ペンギン社 松岡享子，吉田新一訳

1961 ワンダ・ガアグ　文・絵 1928
アメリカ合衆国 福音館書店 石井桃子　訳

1974 マージョリー・フラック　作・絵 1930
アメリカ合衆国 福音館書店 瀬田貞ニ　訳

1999 ワンダ・ガアグ　文・絵　　 1931
アメリカ合衆国 あすなろ書房 さくまゆみこ　訳

1988 ジャン・ド・ブリュノフ　作 1931
フランス 評論社 矢川澄子　訳

1954 マージョリー・フラック　文・絵 1932
アメリカ合衆国 岩波書店 光吉夏弥　訳

♪ 1971 ロイス・レンスキー　作・絵 1934
アメリカ合衆国 福音館書店 渡辺茂男　訳

1963 エドワード・アーディゾーニ　作 1936
イギリス 福音館書店 瀬田貞ニ　訳

1954 ﾏﾝﾛｰ･ﾘｰﾌ　文　　ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾛｰｿﾝ　絵 1936
アメリカ合衆国 岩波書店 光吉夏弥　訳

1961 バージニア・リー・バートン　文・絵 1937
アメリカ合衆国 福音館書店 村岡花子　訳

1961 ジェームズ・ドーハーティ　文・絵　 1938
アメリカ合衆国 福音館書店 村岡花子　訳

★ 1983 エルジェ　作　　 1938
ベルギー 福音館書店 川口恵子　訳

★ 1981 ドクター・スース　作・絵　　 1938
アメリカ合衆国 偕成社 渡辺茂男　訳

1972 ルドウィッヒ・ベーメルマンス　作・画　 1939
アメリカ合衆国 福音館書店 瀬田貞二　訳

 ２５さいをすぎた絵本のリスト

スニッピーとスナッピー

ふしぎな500のぼうし

どうぶつのこどもたち

かしこいビル

100まんびきのねこ

アンガスとあひる

おかあさんだいすき

ちいさいじどうしゃ

げんきなマドレーヌ

アンディとらいおん

ピーターラビットのおはなし

チムとゆうかんなせんちょうさん

はなのすきなうし

いたずらきかんしゃちゅうちゅう

黒い島のひみつ(タンタンの冒険旅行）

ペレのあたらしいふく

ぞうのババール
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♪乳幼児から　★小学校中学年以上にも

タイトル 作者など　　　　　　　　　　　　　　　　　原書出版年

原書出版国 出版社 日本での出版年

1965 ロバート・マックロスキー　文・絵 1941
アメリカ合衆国 福音館書店 渡辺茂男　訳

1966 H.A.レイ　文・絵　　 1941
アメリカ合衆国 岩波書店 光吉夏弥　訳

★ 1954 バージニア・リー・バートン　文・絵　 1942
アメリカ合衆国 岩波書店 石井桃子　訳

1970 H.A.レイ　作 1943
アメリカ合衆国 文化出版局 石竹光江　訳

1962 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ　文　　ｼﾞｬﾝ･ｼｬﾛｰ　絵 1943
アメリカ合衆国 福音館書店 石井桃子　訳

2018 マンロー・リーフ　作 1943
アメリカ合衆国 復刊ドットコム 渡辺茂男　訳

1962 バージニア・リー・バートン　文・絵 1943
アメリカ合衆国 福音館書店 石井桃子　訳

1976 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ　文　　ｸﾚﾒﾝﾄ･ﾊｰﾄﾞ　絵 1943
アメリカ合衆国 ほるぷ出版 岩田みみ　訳

1978 マーグレット・レイ　文　　H.A.レイ　絵 1944
アメリカ合衆国 福音館書店 渡辺茂男　訳

1963 マリー・ホール・エッツ　文・絵 1944
アメリカ合衆国 福音館書店 間崎ルリ子　訳

♪ 1973 ｳｨﾙﾊﾞｰﾄ･ｵｰﾄﾞﾘｰ　作　　ﾚｼﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾋﾞｰ　絵 1945
アメリカ合衆国 ポプラ社 桑原三郎，清水周裕　訳

★ 1973 ｾﾞﾘｰﾅ･ﾍﾝﾂ　文　　ｱﾛｲｽ･ｶﾘｼﾞｪ　絵 1946
スイス 岩波書店 大塚勇三　訳

1975 ｸﾞﾚｱﾑ･ｸﾞﾘｰﾝ　文　　ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ｱｰﾃﾞｨｿﾞｰﾆ　絵 1946
イギリス 文化出版局 阿川弘之　訳

★ 1954 マリー・ホール・エッツ　文・絵 1947
アメリカ合衆国 岩波書店 石井桃子　訳

1979 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ　作　　ｸﾚﾒﾝﾄ･ﾊｰﾄﾞ　絵 1947
アメリカ合衆国 評論社 瀬田貞二　訳

♪ 1986 グレース・スカール　作　 1947
アメリカ合衆国 福音館書店 やぶきみちこ　訳

1990 ｱｽﾄﾘｯﾄﾞ･ﾘﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾝ　文　　ｲﾛﾝ･ｳﾞｨｰｸﾗﾝﾄﾞ　絵 1947
アメリカ合衆国 岩波書店 ヤンソン由実子　訳

1954 ハンス・フィッシャー　文・絵　　 1948
スイス 岩波書店 石井桃子　訳

1985 ロバート・マックロスキー　文・絵　 1948
アメリカ合衆国 岩波書店　 石井桃子　訳

おかあさんとこども

けんこうだいいち

ウルスリのすず

ぼくねむくないよ

３だいの機関車

もりのなか

どうながのプレッツェル

ぼくにげちゃうよ

サリーのこけももつみ

ひとまねこざるときいろいぼうし

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー

おやすみなさい おつきさま

こねこのぴっち

おやすみなさいのほん

ねこがいっぱい

海のおばけオーリー

小さなきかんしゃ

ちいさいおうち

かもさんおとおり

2/8



♪乳幼児から　★小学校中学年以上にも

タイトル 作者など　　　　　　　　　　　　　　　　　原書出版年

原書出版国 出版社 日本での出版年

1965 ハンス・フィッシャー　文・絵　　 1948
スイス 福音館書店 大塚勇三　訳

1976 マリー・ホール・エッツ　作　 1948
アメリカ合衆国 富山房 田辺五十鈴　訳

1964 グリム　原作　　ハンス・フィッシャー　絵 1948
スイス 福音館書店 瀬田貞二　訳

1978 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ　作　　ｶﾞｰｽ･ｳｲﾘｱﾑｽﾞ　絵 1948
アメリカ合衆国 ペンギン社 松岡享子　訳

1965 エゴン・マチーセン　作・絵　　 1949
アメリカ合衆国 福音館書店 瀬田貞二　訳

1967 ﾙｰｽ･ｸﾗｳｽ　文　　ﾏｰｸ･ｻｲﾓﾝﾄ　絵 1949
アメリカ合衆国 福音館書店 木島始　訳

1978 ロバート・マックロスキー　文・絵　　 1952
アメリカ合衆国 岩波書店 石井桃子　訳

★ 1985 リンド・ワード　文・絵　　 1952
アメリカ合衆国 ほるぷ出版 渡辺茂男　訳

★ 1980 バージニア・リー・バートン　作 1952
アメリカ合衆国 ペンギン社 桂宥子，石井桃子　訳

1975 セニョボス・フランソワーズ　文・絵　　 1953
フランス 岩波書店 与田準一　訳

1976 ドン・フリーマン　作　 1954
アメリカ合衆国 偕成社 松岡享子　訳

1972 ｴﾄﾞｱﾙﾄﾞ･ﾍﾟﾁｼｶ　文　　ﾍﾚﾅ･ｽﾞﾏﾄﾘｰｺﾊﾞｰ　絵　 1954
アメリカ合衆国 福音館書店 内田莉莎子　訳

★ 1965 ｾﾞﾘｰﾅ･ﾍﾝﾂ　文　　ｱﾛｲｽ･ｶﾘｼﾞｪ　絵 1955
スイス 岩波書店 生野幸吉　訳

★ 1979 やしま たろう　文・絵 1955
アメリカ合衆国 偕成社

1977 クロケット・ジョンソン　作 1955
アメリカ合衆国 文化出版局 岸田衿子　訳

1968 マリー・ホール・エッツ　文・絵 1955
アメリカ合衆国 福音館書店 与田準一　訳

1964 ﾊﾞｰﾅﾃﾞｨﾝ･ｸｯｸ　文　　ﾚﾐｨ･ﾁｬｰﾘｯﾌﾟ　絵 1956
アメリカ合衆国 福音館書店 間崎ルリ子 訳

1976 ｼﾞｬﾆｽ･ﾒｲ･ﾕｰﾄﾞﾘｲ　作　　ﾏｰｸ･ｼｰﾓﾝﾄ　絵 1956
アメリカ合衆国 偕成社 西園寺祥子　訳

1964 ｼﾞｰﾝ･ｼﾞｵﾝ　文　　ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾌﾞﾛｲ･ｸﾞﾚｱﾑ　絵 1956
アメリカ合衆国 福音館書店 渡辺茂男　訳

はろるどとむらさきのくれよん

大雪

りんごのき

あおい目のこねこ

たんじょうび

まんげつのよるまでまちなさい

くまのビーディーくん

ちいさなふるいじどうしゃ

ちいさいケーブルカーのメーベル

どろんこハリー

木はいいなあ

いたずらこねこ

わたしとあそんで

からすたろう

まりーちゃんのくりすます

おおきくなりすぎたくま

海べのあさ

ブレーメンのおんがくたい

はなをくんくん
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♪乳幼児から　★小学校中学年以上にも

タイトル 作者など　　　　　　　　　　　　　　　　　原書出版年

原書出版国 出版社 日本での出版年

1967 ﾌｨﾘｽ･ｸﾗｼﾛﾌｽｷｰ　作　　ﾋﾟｰﾀｰ･ｽﾊﾟｲｱｰ　絵 1957
アメリカ合衆国 ポプラ社 南本史　訳

1967 グリム　原作　　フェリクス・ホフマン　絵 1957
スイス 福音館書店 瀬田貞二　訳

1965 マーシャ・ブラウン　絵　　 1957
アメリカ合衆国 福音館書店 瀬田貞二　訳

1978 ロバート・マックロスキー　文・絵　　 1957
アメリカ合衆国 福音館書店 渡辺茂男　訳

1963 ｻﾑｲﾙ･ﾏﾙｼｬｰｸ　文　　ｳﾗｼﾞﾐﾙ･ﾚｰﾍﾞﾃﾞﾌ　絵 1958
アメリカ合衆国 福音館書店 内田莉莎子　訳

★ 1965 ガース・ウイリアムズ　文・絵　　 1958
アメリカ合衆国 福音館書店 松岡享子　訳

1974 トミー・ウンゲラー　作　 1958
アメリカ合衆国 文化出版局 中野完二　訳

1967 レオ・レオニ　作　　 1959
アメリカ合衆国 至光社 藤田圭雄　訳

1975 ロバート・ブライト　作 1959
アメリカ合衆国 ほるぷ出版 清水真砂子　訳

1974 ﾏﾘｰ･ﾎｰﾙ･ｴｯﾂ　作・画　　ｱｳﾛﾗ･ﾗﾊﾞｽﾃｨﾀﾞ　作 1959
アメリカ合衆国 富山房 田辺五十鈴　訳

1970 カーラ・カスキン　文・絵 1959
アメリカ合衆国 偕成社 与田静　訳

★ 1963 グリム　原作　　フェリクス・ホフマン　絵　　1959
スイス 福音館書店 瀬田貞二　訳

1975 トミー・ウンゲラー　作　　 1960
アメリカ合衆国 文化出版局 今江祥智　訳

1966 ﾗｯｾﾙ･ﾎｰﾊﾞﾝ　文　　ｶﾞｰｽ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ　絵 1960
アメリカ合衆国 福音館書店 松岡享子　訳

1975 レオ・レオニ　作 1960
アメリカ合衆国 好学社 谷川俊太郎　訳

2018 マンロー・リーフ　作 1961
アメリカ合衆国 復刊ドットコム　 渡辺茂男　訳

1984 ヘレナ・ズマトリーコバー　絵　　 1961
チェコ 福音館書店 井出弘子　訳

1986 ドロシー・マリノ　文・絵　　 1961
イギリス 岩波書店 石井桃子　訳

1969 トミー・ウンゲラー　作 1961
アメリカ合衆国 偕成社 今江祥智　訳

かあさんねずみがおかゆをつくった

クリスマスまであと九日

どれがぼくかわかる?

ねむりひめ

エミールくんがんばる

おやすみなさいフランシス

ひとあしひとあし

へびのクリクター

あおくんときいろちゃん

あかいかさ

おっとあぶない

くんちゃんのだいりょこう

しろいうさぎとくろいうさぎ

しずかなおはなし

すばらしいとき

うんがにおちたうし

おおかみと七ひきのこやぎ

三びきのやぎのがらがらどん

すてきな三にんぐみ
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♪乳幼児から　★小学校中学年以上にも

タイトル 作者など　　　　　　　　　　　　　　　　　原書出版年

原書出版国 出版社 日本での出版年

1965 マレーク・ベロニカ　文・絵 1961
ハンガリー 福音館書店 徳永康元　訳

1986 モーリス・センダック　作 　 1962
アメリカ合衆国 富山房 神宮輝夫　訳

1974 ｼｬｰﾛｯﾄ･ｿﾞﾛﾄｳ　文　　ﾓｰﾘｽ･ｾﾝﾀﾞｯｸ　絵 1962
アメリカ合衆国 冨山房 小玉知子　訳

★ 1964 バージニア・リー・バートン　文・絵 1962
アメリカ合衆国 岩波書店 石井桃子　訳

1986 モーリス・センダック　作　　 1962
アメリカ合衆国 冨山房 神宮輝夫　訳

1963 M・ブラトフ　再話　　E・ラチョフ　絵 1962
ロシア 福音館書店 内田莉莎子　訳

1967 ｴﾄﾞｱﾙﾄﾞ･ﾍﾟﾁｼｶ　文　　ｽﾞﾃﾞﾈｯｸ･ﾐﾚﾙ　絵 1962
チェコ 福音館書店 内田莉莎子　訳

1969 エズラ・ジャック・キーツ　文・絵　 1962
アメリカ合衆国 偕成社 木島始　訳

1984 バーナード・ウェーバー　作 1962
アメリカ合衆国 大日本図書 小杉佐恵子　訳

1975 モーリス・センダック　作　　 1963
アメリカ合衆国 冨山房 神宮輝夫　訳

1975 マリー・ホール・エッツ　作　　 1963
アメリカ合衆国 富山房 田辺五十鈴　訳

1969 レオ・レオニ　作　　 1963
アメリカ合衆国 好学社 谷川俊太郎　訳

♪ 1964 ディック・ブルーナ　文・絵 1963
オランダ 福音館書店 石井桃子　訳

1975 ドン・フリーマン　作 1964
アメリカ合衆国 偕成社 松岡享子　訳

1974 エズラ・ジャック・キーツ　作　　 1964
アメリカ合衆国 偕成社 木島始　訳

1969 レミー・シャーリップ　作 1964
アメリカ合衆国 偕成社 八木田宜子　訳

1987 方軼羣　作　　村山知義　画　　 1965
中国 福音館書店 君島久子　訳

♪ 1984 ヘレン・ピアス　作　 1966
イギリス 童話屋 松岡享子　訳

1976 グリム　原作　　バーナディット・ワッツ　絵 1968
イギリス 岩波書店 生野幸吉　訳

かいじゅうたちのいるところ

スイミー

ちいさなうさこちゃん

アメリカワニです,こんにちは

くまのコールテンくん

ピーターのくちぶえ

よかったねネッドくん

しんせつなともだち

ラチとらいおん

マーシャとくま

赤ずきん

うさぎさんてつだってほしいの

ワニのライルがやってきた

ねずみのいえさがし

もぐらとずぼん

ゆきのひ

ジルベルトとかぜ

ピエールとライオン

せいめいのれきし
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♪乳幼児から　★小学校中学年以上にも

タイトル 作者など　　　　　　　　　　　　　　　　　原書出版年

原書出版国 出版社 日本での出版年

1973 レオ・レオニ　作　　 1968
アメリカ合衆国 好学社 谷川俊太郎　訳

1973 ヘルガ・ガルラー　作　　 1968
オーストリア 偕成社 矢川澄子　訳

1975 パット・ハッチンス　作　　 1968
イギリス 偕成社 渡辺茂男　訳

♪ 1976 エリック・カール　作　　 1969
アメリカ合衆国 偕成社 森比左志　訳

1971 アーノルド・ローベル　作　　 1969
アメリカ合衆国 文化出版局 岸田衿子　訳

1988 ダーロフ・イプカー　文・絵　　 1969
アメリカ合衆国 大日本図書 光吉夏弥　訳

★ 1975 ウィリアム・スタイグ　作　　 1969
アメリカ合衆国 評論社 瀬田貞二　訳

1976 ジョン・バーニンガム　作　　 1970
イギリス ほるぷ出版 光吉夏弥　訳

1975 パット・ハッチンス　作・絵　　 1971
イギリス 福音館書店 石井桃子　訳

1972 アネット・チゾン，タラス・テイラー　作 1971
フランス 偕成社 山下明生　訳

★ 1975 ｸﾞﾘﾑ　原作　　ﾅﾝｼｰ･ｴｺｰﾑ･ﾊﾞｰｶｰﾄ　画 1972
アメリカ合衆国 富山房 八木田宜子　訳

1976 マーシャ・ブラウン　作　　 1972
アメリカ合衆国 富山房 八木田宜子　訳

★ 1974 レイモンド・ブリッグズ　作・絵　　 1973
イギリス 福音館書店 菅原啓州　訳

1975 ﾍﾟｰﾀｰ･ﾆｸﾙ　文　　ﾋﾞﾈｯﾃ･ｼｭﾚｰﾀﾞｰ　絵 1973
ドイツ 岩波書店 矢川澄子　訳

★ 1975 ジェラルド・マクダーモット　作　　 1974
アメリカ合衆国 ほるぷ出版 神宮輝夫　訳

★ 1977 ユリー・シュルヴィッツ　作・画　　 1974
アメリカ合衆国 福音館書店 瀬田貞二　訳

1980 ｴﾘﾉｱ･L･ﾎﾛｳｨｯﾂ　文　　ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ｸｰﾆｰ　絵 1975
アメリカ合衆国 ほるぷ出版 白石かずこ　訳

1978 ニコラ・ベーリー　絵　　 1975
イギリス ほるぷ出版 由良君美　訳

1994 ｼﾞｬｯｸ･ｶﾞﾝﾄｽ　作　　ﾆｺｰﾙ･ﾙｰﾍﾞﾙ　絵 1976
アメリカ合衆国 童話館 石井桃子　訳

ロバのシルベスターとまほうのこいし

せかいいちおおきなうち

どろんここぶた

はらぺこあおむし

あくたれラルフ

空がレースにみえるとき

よあけ

太陽へとぶ矢

さむがりやのサンタ

パンはころころ

白雪姫と七人の小人たち

ラ・タ・タ・タム

ロージーのおさんぽ

よるのねこ

おばけのバーバパパ

ティッチ

ガンピーさんのふなあそび

まっくろネリノ

マザーグースのうたがきこえる
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♪乳幼児から　★小学校中学年以上にも

タイトル 作者など　　　　　　　　　　　　　　　　　原書出版年

原書出版国 出版社 日本での出版年

1981 ﾐﾙﾄﾞﾚｯﾄﾞ･ｶﾝﾄﾛｳｨｯﾂ 文　ﾅﾝｼｰ･ｳｨﾝｽﾛｰ･ﾊﾟｰｶｰ 絵 1976
アメリカ合衆国 評論社 瀬田貞二　訳

1983 ﾌﾗﾝﾂ･ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝﾍﾞﾙｸ　作　ｱﾘｷ･ﾌﾞﾗﾝﾃﾞﾝﾍﾞﾙｸ　絵 1976
アメリカ合衆国 偕成社 福本友美子　訳

1994 マーゴット・ツェマック　作　　 1976
アメリカ合衆国 童話館 渡辺茂男　訳

1976 ドン・フリーマン　作 1976
アメリカ合衆国 ほるぷ出版 西園寺祥子　訳

1980 ﾓｰﾘｽ･ｾﾝﾀﾞｯｸ　作・絵　　ﾏｼｭｰ･ﾏｰｺﾞｰﾘｽ　作 1976
アメリカ合衆国 偕成社 山下明生　訳

♪ 1978 ルース・ボーンスタイン　作 1976
アメリカ合衆国 ほるぷ出版 岩田みみ　訳

★ 1978 ﾄﾞﾛｼｰ･ﾊﾞﾝ･ｳｫｱｺﾑ　文　　ｴﾛｰﾙ･ﾙ･ｶｲﾝ　絵 1976
イギリス ほるぷ出版 辺見まさなお　訳

1977 アーノルド・ローベル　作　　 1976
アメリカ合衆国 文化出版局 三木卓　訳

1977 パット・ハッチンス　作　　 1976
イギリス 偕成社 渡辺茂男　訳

1978 ウィリアム・スタイグ　作　　 1976
アメリカ合衆国 評論社 瀬田貞二　訳

1977 アーノルド・ローベル　作　 1977
アメリカ合衆国 文化出版局 三木卓　訳

1980 レオ・レオニ　作 1977
オランダ 好学社 谷川俊太郎　訳

1979 ﾌｨｰﾋﾞ･ｳｫｰｼﾞﾝﾄﾝ，ｾﾙﾋﾞ･ｳｫｰｼﾞﾝﾄﾝ　作・絵 1977
イギリス 福音館書店 石井桃子　訳

1979 ナニー・ホグローギアン　作　　 1977
アメリカ合衆国 評論社 乾侑美子　訳

★ 1986 ピーター・スピアー　絵　　 1977
オランダ 評論社 松川真弓　訳

1980 パット・ハッチンス　作　 1978
イギリス 偕成社 渡辺茂男　訳

★ 1980 ｱﾘｽ･ﾌﾟﾛﾍﾞﾝｾﾝ，ﾏｰﾃｨﾝ･ﾌﾟﾛﾍﾞﾝｾﾝ　作 1978
アメリカ合衆国 ほるぷ出版 岸田衿子　訳

1979 アーノルド・ローベル　作　　 1978
アメリカ合衆国 文化出版局 三木卓　訳

1981 ｼﾞｬﾈｯﾄ･ｱｰﾙﾊﾞｰｸﾞ，ｱﾗﾝ･ｱｰﾙﾊﾞｰｸﾞ　作 1978
イギリス 評論社 佐藤凉子　訳

あたしもびょうきになりたいな！

ここにいたい！あっちへいきたい！

もものき なしのき プラムのき

ノアのはこ船

ありがたいこってす！

ふたりはいつも

ベーコンわすれちゃだめよ！

ものいうほね

かえでがおか農場のいちねん

きりぎりすくん

おはなし ばんざい

くれよんのはなし

せきたんやのくまさん

にんじんケーキ

ちびゴリラのちびちび

おたんじょうび おめでとう！

あした、がっこうへいくんだよ

子いぬのかいかたしってるかい?

ね,うし,とら……十二支のはなし
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♪乳幼児から　★小学校中学年以上にも

タイトル 作者など　　　　　　　　　　　　　　　　　原書出版年

原書出版国 出版社 日本での出版年

★ 1978 レイモンド・ブリッグズ　作　 1978
イギリス 評論社

★ 1982 ピーター・スピアー　絵・文　 1980
アメリカ合衆国 評論社 松川 真弓　訳

1984 ピーター・スピアー　作 1982
アメリカ合衆国 評論社

1985 フランク・アッシュ　絵・文　 1982
アメリカ合衆国 評論社 山口文生　訳

1985 エルサ・ベスコフ　作・絵　 1983
スウェーデン 福音館書店 石井登志子　訳

1985 エリック・カール　作　 1984
アメリカ合衆国 偕成社 森比左志　訳
くもさんおへんじどうしたの

おりこうなアニカ

ゆきだるま

ぼく、お月さまとはなしたよ

雨、あめ

せかいのひとびと
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