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書名 巻次 著者名 出版者
戦時下の絵本と教育勅語 山中 恒∥著 子どもの未来社
だれも知らないレオ・レオーニ 森泉 文美∥著 玄光社

絵本作家のアトリエ 2
福音館書店母の友編集
部∥著

福音館書店

サンタクロースを探し求めて 暉峻／淑子∥著 岩波書店
ついきのうのこと 安野／光雅∥著 日本放送出版協会

ちょっと不思議な絵本の時間おとなが読みあい語
りあう

Ｒｅ～らぶ（高次脳機
能障がい者を支援する
会）∥編

かもがわ出版

絵本の記憶、子どもの気持ち 山口  雅子∥著 福音館書店
絵本・児童文学における老人像 宮地　敏子∥著 グランまま社
ここまできてそれなりにわかったこと 五味／太郎∥著 講談社
安野光雅の世界 安野　光雅∥〔著〕 平凡社
本・子ども・絵本 中川　李枝子∥著 大和書房
あやしい絵本 東  雅夫∥監修 平凡社

レッドタートル
マイケル  デュドク
ドゥ  ヴィット∥原作

岩波書店

そういうことなんだ。 五味／太郎∥著 青春出版社
ふしぎとうれしい 長野／ヒデ子∥著 石風社

絵本作家のアトリエ 3
福音館書店母の友編集
部∥著

福音館書店

猫ばっか 佐野／洋子∥絵と文 講談社

絵本アランの幸福論 アラン∥著
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

ａ  ｄａｙ  ｉｎ  ｔｈｅ  ｌｉｆｅ 安西  水丸∥著 風土社
水の森 高田  裕子∥著 アノニマ・スタジオ

むかしむかしの絵本の挿し絵
エイミー  ワインスタ
イン∥著

グラフィック社

チェコの挿絵とおとぎ話の世界 海野  弘∥解説  監修
パイインターナショ
ナル

深読み!絵本『せいめいのれきし』 真鍋 真∥著 岩波書店
絵本 玄光社

北欧の挿絵とおとぎ話の世界 海野  弘∥解説  監修
パイインターナショ
ナル

絵本作家61人のアトリエと道具 玄光社
わたしの木、こころの木 いせ  ひでこ∥絵  文 平凡社

ずぶぬれの木曜日
エドワード  ゴーリー
∥著

河出書房新社
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絵本作家の百聞百見 川端 誠∥著 子どもの未来社
エドワード・ゴーリーの世界 濱中 利信∥編 河出書房新社
ねないこはわたし せな  けいこ∥作  絵 文芸春秋

どんな絵本を読んできた?
「この絵本が好き!」編
集部∥編

平凡社

人生の1冊の絵本 柳田 邦男∥著 岩波書店
こんなまちに住みたいナ 延藤  安弘∥著 晶文社
松居直と絵本づくり 藤本  朝巳∥著 教文館
ピーターラビットの世界へ 河野  芳英∥著 河出書房新社
全国大人になっても行きたいわたしの絵本めぐり G.B.

チャーリー・ブラウン：たんなるマヌケじゃない
チャールズ  Ｍ．シュ
ルツ∥作

集英社

私の寄港地 今江／祥智∥著 出版工房原生林
スヌーピーたち５０年分のＨＡＰＰＹ　ＢＯＯＫ デリック・バング∥著 講談社
イエロー・サブマリン ザ・ビートルズ∥著 河出書房新社
ものは言いよう ヨシタケ シンスケ∥著 白泉社
森のノート 酒井 駒子∥著 筑摩書房
絵本のようにめくる城と宮殿の物語 石井 美樹子∥監修 昭文社
絵本は心のへその緒 松居 直∥著 ブックスタート

絵本からうまれたおいしいレシピ 2
きむら／かよ∥レシピ
づくり

宝島社

絵本からうまれたおいしいレシピ 3
きむら／かよ∥レシピ
づくり

宝島社

絵本からうまれたおいしいレシピ
きむら／かよ∥レシピ
づくり

宝島社

だいすき！絵本からうまれたおいしいレシピ きむら  かよ∥著 宝島社

絵本の中のレシピ
Ｇｏｍａ∥料理　スタ
イリング　アートワー

学研

物語や絵本のお菓子ティータイムレシピ 北野　佐久子∥著 集英社

グリム童話で旅するドイツ・メルヘン街道 沖島　博美∥文
ダイヤモンド・ビッ
グ社

木を植えた男 ジャン・ジオノ∥原作 あすなろ書房
かがみのなか 恩田  陸∥作 岩崎書店

ボンバストゥス博士の世にも不思議な植物図鑑
イバン  バレネチェア
∥作

西村書店

絵本星の王子さま サンテグジュペリ∥著 集英社

おおきな木
シェル　シルヴァスタ
イン∥作

あすなろ書房

の junaida∥著 福音館書店
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おじいさんの旅 アレン・セイ∥文・絵 ほるぷ出版
マルラゲットとオオカミ マリー  コルモン∥文 徳間書店

どこでもない場所
セーラ  Ｌ．トムソン
∥文

ほるぷ出版

だいすきな先生へ
デボラ  ホプキンソン
∥文

評論社

リンドバーグ
トーベン  クールマン
∥作

ブロンズ新社

はぐれくん、おおきなマルにであう
シェル  シルヴァスタ
イン∥作

あすなろ書房

４２本のローソク 塚本  やすし∥作  絵
富山房インターナ
ショナル

ディック・ブルーナ
ディック・ブルーナ∥
〔著〕

講談社

ひまわりのおか
ひまわりをうえた八人
のお母さんと葉方丹∥

岩崎書店

チコときんいろのつばさ レオ　レオーニ∥著 あすなろ書房
きみがしらないひみつの三人 ヘルメ・ハイネ∥作・ 徳間書店

ムーミン谷のすい星
トーベ・ヤンソン∥原
作・絵

講談社

はぐ 佐々木　マキ∥さく 福音館書店

百年の家
ロベルト　インノチェ
ンティ∥絵

講談社

うみがめのおじいさん いとう ひろし∥作 講談社
ことりをすきになった山 エリック＝カール∥絵 偕成社
銀河鉄道の夜 宮沢  賢治∥作 三起商行

ジス・イズ・パリ
ミロスラフ・サセック
∥著

ブルース・インター
アクションズ

火の鳥 斎藤／隆介∥作 岩崎書店
ぼくを探しに シルヴァスタイン∥作 講談社
ルリユールおじさん いせ  ひでこ∥作 理論社

ふたりはずっと
アーノルド  ローベル
∥作

文化学園文化出版局

わすれられないおくりもの
スーザン・バーレイ∥
さく  え

評論社

うさこちゃんのたんじょうび
ディック  ブルーナ∥
ぶん  え

福音館書店

木のうた イエラ・マリ∥さく ほるぷ出版
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ジス・イズ・テキサス
ミロスラフ　サセック
∥著

ブルース・インター
アクションズ

すてきな三にんぐみ
トミー＝アンゲラー∥
さく

偕成社

おしいれのぼうけん ふるた たるひ∥さく 童心社
ぶた ユリア・ヴォリ∥著 文渓堂

ずーっとずっとだいすきだよ
ハンス・ウィルヘルム
∥えとぶん

評論社

日本庭園を楽しむ絵本 大野 八生∥作 あすなろ書房
ひとまねこざるときいろいぼうし Ｈ．Ａ．レイ∥作 岩波書店
すきなことにがてなこと 新井 洋行∥作 くもん出版
ＭＯＥ（モエ） 白泉社
ＭＯＥ（モエ） 白泉社
ＭＯＥ（モエ） 白泉社
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