
　日本の絵本

タイトル 作者など 出版社 出版年

おおきなかぶ（ロシアの昔話） トルストイ　再話　　佐藤忠良　画 福音館書店 1952
内田莉莎子　訳　　

ふしぎなたいこ 石井桃子　文　 　清水崑　絵 岩波書店 1953

おそばのくきはなぜあかい 石井桃子　文　   初山滋　絵 岩波書店 1954

ききみみずきん 木下順二　文　　 初山滋　絵 岩波書店 1956

ねずみのおいしゃさま 中川正文　作　　 山脇百合子　絵 福音館書店 1957

くろうまブランキー 伊東三郎　再話　　 堀内誠一　画 福音館書店 1958

★ かにむかし 木下順二　文　　　清水崑　絵 岩波書店 1959

きかんしゃやえもん 阿川弘之　文　　　岡部冬彦　絵 岩波書店 1959

三びきのこぶた（イギリス昔話） 瀬田貞二　訳　　山田三郎　絵 福音館書店 1960

ジオジオのかんむり 岸田衿子　作　　中谷千代子　画 福音館書店 1960

★ かさじぞう 瀬田貞二　再話　　赤羽末吉　画 福音館書店 1961

とらっく とらっく とらっく 渡辺茂男　作　　　山本忠敬　絵 福音館書店 1961

★ うさぎのみみはなぜながい 北川民次　文・絵 福音館書店 1962
（メキシコ民話）

♪ かばくん 岸田衿子　作　　中谷千代子　画 福音館書店 1962

かわ 加古里子　作・絵 福音館書店 1962

だいくとおにろく 松居直　再話　　赤羽末吉　画 福音館書店 1962

ぐりとぐら 中川李枝子　作　　大村百合子　絵 福音館書店 1963

しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男　作　　　山本忠敬　絵 福音館書店 1963

たなばた 君島久子　再話　　初山滋　画 福音館書店 1963

たろうのおでかけ 村山桂子　作　　　堀内誠一　画 福音館書店 1963

ちいさなねこ 石井桃子　作　　横内襄　絵 福音館書店 1963

ふしぎなたけのこ 松野正子　作　　瀬川康男　絵 福音館書店 1963

★ ほしになったりゅうのきば 君島久子　再話　　赤羽末吉　画 福音館書店 1963

ゆきむすめ（ロシアの昔話） 内田莉莎子　再話　　佐藤忠良　画 福音館書店 1963

かえるのエルタ 中川李枝子　作　　大村百合子　絵 福音館書店 1964

２５さいをすぎた絵本のリスト
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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 出版社 出版年

こぶじいさま 松居直　再話　　赤羽末吉　画 福音館書店 1964

そらいろのたね 中川李枝子　文　　大村百合子　絵 福音館書店 1964

★ いっすんぼうし 石井桃子　文　　秋野不矩　絵 福音館書店 1965

くいしんぼうのはなこさん 石井桃子　文　　中谷千代子　絵 福音館書店 1965

ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ　作　　堀内誠一　絵 福音館書店 1965

のろまなローラー 小出正吾　作　　　山本忠敬　絵 福音館書店 1965

★ ふるやのもり 瀬田貞二　再話　　田島征三　画 福音館書店 1965

ももたろう 松居直　文　　赤羽末吉　画 福音館書店 1965

おだんごぱん（ロシア民話） 瀬田貞二　訳　　脇田和　絵 福音館書店 1966

ぴかくん めをまわす 松居直　作　　　長新太　絵 福音館書店 1966

きつねのよめいり 松谷みよ子　作　　瀬川康男　絵 福音館書店 1967

11ぴきのねこ 馬場のぼる　著 こぐま社 1967

スーホの白い馬（モンゴル民話） 大塚勇三　再話　　赤羽末吉　画 福音館書店 1967

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子　作・絵 福音館書店 1967

★ やまんばのにしき 松谷みよ子　文　　瀬川康男　絵 ポプラ社 1967

♪ おんなじ おんなじ 多田ヒロシ　文・絵 こぐま社 1968

♪ ぞうくんのさんぽ なかのひろたか　作・絵 福音館書店 1968
なかのまさたか　レタリング

★ 花さき山 斎藤隆介　作　　滝平ニ郎　絵 岩崎書店 1969

♪ わたしのワンピース 西巻茅子　絵・文 こぐま社 1969

♪ うみ 岸田衿子　作　　長新太　絵 ひかりのくに 1970

♪ こぐまちゃんおはよう 森比左志 ，和田義臣　文　若山憲　絵 こぐま社 1970

だいちゃんのちびねこ 山本まつ子　文・絵 ポプラ社 1970

とこちゃんはどこ 松岡享子　作　　加古里子　絵 福音館書店 1970

なつのあさ 谷内こうた　文・画 至光社 1970

♪ はけたよはけたよ 神沢利子　文　　西巻茅子　絵 偕成社 1970

★ しばてん 田島征三　文・絵 偕成社 1971

★ ふなひき太良 儀間比呂志　作・絵 岩崎書店 19712/5



♪乳幼児から　★小学校中学年以上にも

タイトル 作者など 出版社 出版年

★ モチモチの木 斎藤隆介　作　　滝平ニ郎　絵 岩崎書店 1971

おおきなおおきなおいも 赤羽末吉　作・絵　　 福音館書店 1972

おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫　作　　長新太　画 福音館書店 1972

ざっそう 甲斐信枝　文・絵 福音館書店 1972

たんぽぽ 平山和子　文・絵　  北村四郎　監修 福音館書店 1972

★ チロヌップのきつね 高橋宏幸　文・絵 金の星社 1972

島ひきおに 山下明生　文　　梶山俊夫　絵 偕成社 1973

ふきまんぶく 田島征三　文・絵 偕成社 1973

茂吉のねこ 松谷みよ子　文　　辻司　絵 ポプラ社 1973

あらいぐまとねずみたち 大友康夫　作・絵 福音館書店 1974

おしいれのぼうけん 古田足日　作　　田畑精一　画 童心社 1974

♪ おつかい さとうわきこ　作 福音館書店 1974

おじさんのかさ 佐野洋子　作・絵 講談社 1992

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 1974

かさ 太田大八　作・絵 文研出版 1975

ろくべえまってろよ 灰谷健次郎　作　　長新太　絵 文研出版 1975

おかあさんの紙びな 長崎源之助　作　山中冬児　絵 岩崎書店 1976

おばけのてんぷら 瀬名恵子　作・絵 ポプラ社 1976

くった のんだ わらった 内田莉莎子　再話　佐々木マキ　画 福音館書店 1976
（ポーランド民話）

しろいうま やなせたかし　作・絵 フレーベル館 1976

だいふくもち 田島征三　作・絵 福音館書店 1976

はじめてのおつかい 筒井頼子　作　　林明子　絵 福音館書店 1976

ママ、あててみて！ 末吉暁子　文 　　林明子　絵 偕成社 1976

わたしのぼうし 佐野洋子　作・絵 ポプラ社 1976

あなたもいますよ 矢川澄子　文　　市川里美　画 富山房 1977

♪ いたい いたいはとんでいけ 松谷みよ子　文　　佐野洋子　絵 偕成社 1977

歌の絵本 芥川也寸志　編　　安野光雅　絵 講談社 1977

（銀河社　1974年発行）
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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 出版社 出版年

おれはねこだぜ 佐野洋子　作・絵 講談社 1993

★ きつねの窓 安房直子　文　　織茂恭子　絵 ポプラ社 1977

★ くわずにょうぼう 稲田和子　再話　　赤羽末吉　画 福音館書店 1977

こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子　文　　二俣英五郎　画 童心社 1977

★ 旅の絵本 安野光雅　著 福音館書店 1977

♪ たべたのだあれ 五味太郎　作 文化出版局 1977

ひとのからだ 毛利子来　著　　帆足次郎　絵 岩崎書店 1977

★ 100万回生きたねこ 佐野洋子　作・絵 講談社 1977

ふんふん なんだかいいにおい 西巻茅子　文・絵 こぐま社 1977

♪ ぼくのくれよん 長新太　文・絵 講談社 1993

みずいろのながぐつ 森比左志　作　　西巻茅子　絵 金の星社 1977

♪ もこもこもこ 谷川俊太郎　作　　元永定正　絵 文研出版 1977

やまなしもぎ 平野直　再話　  太田大八　画 福音館書店 1977

山ねこおことわり あまんきみこ　文　　北田卓史　絵 ポプラ社 1977

ゆびくん 五味太郎　作・絵 岩崎書店 1977

わにがわになる 多田ヒロシ　著 こぐま社 1977

あいうえおっとせい 谷川俊太郎　文　　白根美代子　絵 さ・え・ら書房 1978

あめたろう 今井弓子　作・絵 岩崎書店 1978

イエペは ぼうしが だいすき 石亀泰郎　写真 文化出版局 1978

きつねやまのよめいり 若山憲　　文・絵 こぐま社 1978

くさいろのマフラー 後藤竜二　文　　岡野和　絵 草土文化 1978

★ じごくのそうべえ 田島征彦　作 童心社 1978

そら、にげろ 赤羽末吉　作　 偕成社 1978

ダンプえんちょうやっつけた 古田足日　作　　田畑精一　画 童心社 1978

★ トリゴラス 長谷川集平　作 文研出版 1978

なにをたべてきたの? 岸田衿子　文　　長野博一　絵 佼成出版社 1978

のんびりきかんしゃ ポーくん なかえよしを　作　　上野紀子　絵 佼成出版社 1978

春のうたがきこえる 市川里美　作 偕成社 1978

（偕成社　1977年発行）

（銀河社　197７年発行）
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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 出版社 出版年

ひつじぐものむこうに あまんきみこ　作　　長谷川知子　絵 文研出版 1978

ぶたたぬききつねねこ 馬場のぼる　著 こぐま社 1978

ぼうさまになったからす 松谷みよ子　文　　司修　絵 偕成社 1978

★ まちんと 松谷みよ子　文　　司修　絵 偕成社 1978

★ もりのかくれんぼう 末吉暁子　作　　林明子　絵 偕成社 1978

きょうはなんのひ？ 瀬田貞二　作　　林明子　絵 福音館書店 1979

♪ くだもの 平山和子　作 福音館書店 1979

これはのみのぴこ 谷川俊太郎　作　　和田誠　絵 サンリード 1979

★ つるにょうぼう 矢川澄子　再話　　赤羽末吉　画 福音館書店 1979

にちよういち 西村繁男　作 童心社 1979

ぼくパトカーにのったんだ 渡辺茂男　作　　大友康夫　絵 あかね書房 1979

よるのびょういん 谷川俊太郎　作　　長野重一　写真 福音館書店 1979

あなたのおへそ 加古里子　作 童心社 1980

（かこさとし・からだの本）

おふろだいすき 松岡享子 作　　林明子　絵 福音館書店 1982

びゅんびゅんごまがまわったら 宮川ひろ　作　　林明子　絵　 童心社 1982

木いちごつみ 岸田衿子　詩　　山脇百合子　絵 福音館書店 1983

なきむしようちえん 長崎源之助　作　　西村繁男　絵 童心社 1983

はたけのともだち 田島征三　作 童心社 1984

★ ぼくのロボット大旅行 松岡達英　作　 福音館書店　 1984

♪ どうやってねるのかな 薮内正幸　作・絵 福音館書店 1987

ガラスめだまときんのつののヤギ 田中かな子　訳　　スズキコージ　画 福音館書店 1988
（ベラルーシ民話）

なぞなぞえほん 中川李枝子　作　　山脇百合子　絵 福音館書店 1988

♪ ブルドーザとなかまたち　 山本忠敬　作 福音館書店 1988
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