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日本の絵本の歩み―絵巻から現代の絵本まで
  2017年11月1日（水）～30日（木）

※当館請求記号欄に★☆印がある資料はデジタル化資料をご覧いただけます。    主催：国立国会図書館国際子ども図書館 
   ★はインターネット公開しております。 　　　　　ちひろ美術館（公益財団法人いわさきちひろ記念事業団）
   ☆は国立国会図書館、当館児童書研究資料室の端末をご利用ください。

※会期中展示替えがあります。前期は11月1日～14日、後期は11月16日～30日。

第1部　絵本の源流
タイトル 著者等 出版・製作者 出版・製作年 所蔵/当館請求記号 前 後

国宝　絵因果経［奈良時代］（複製） 日本美術学院複製 大正7(1918) ちひろ美術館（原本：
東京藝術大学蔵）

竹とり物語　上 [江戸前期] 本別12-3★

竹とり物語　中 [江戸前期] 本別12-3★

俵藤太 [江戸前期] ちひろ美術館

伊吹とうし [江戸前期] 寄別10-48★

道成寺繪巻　弐 ［江戸時代］ ん-8★

第2部　絵本の歴史
大織冠 [江戸前期] ちひろ美術館

［小袖曽我］ [江戸前期] WA32-18★

［小敦盛］下巻 [江戸前期] 855-18★

付喪神繪　上 ［江戸時代］ す-36★

付喪神記 ［江戸時代］ 本別7-562★

義経記　第3巻 [元和・寛永頃] WA7-266★

くまのゝほんち　下 [寛永末-正保頃] WB2-9★

むぢなのかたきうち ［江戸前期］ 寄別3-6-1-1★

初春のいわひ　（複製） [菱川師宣 画] ; 稀書複製会 編 米山堂 大正12（1923） 199-416★

ふんふく茶釜 [鱗形屋] [江戸中期] 寄別5-3-2-12★

鼠よめ入 [鶴屋喜右衛門] ［江戸中期］ 寄別5-3-2-13★

渡邊綱物語 [山本] [江戸中期] 207-1724★

だるまの御本地 伊勢屋 ［万治・寛文頃刊］ 京-346★

初登山手習方帖 十返舎一九 [画作] [榎本屋吉兵衛］ 寛政8 [1796] 208-347★

児雷也豪傑譚 美図垣笑顔ほか 作 ; 歌川国貞ほか 画 天保10-明治元
（1839-68）

ちひろ美術館

猫鼠合戦 ［江戸後期］ 寄別3-6-1-1★

舌切雀 可候 作 ; 英泉 画 山本 ［江戸後期］ 寄別3-6-1-1★

Momotaro　（Japanese fairy tale series ; no. 1） tr. by David Tomson T. Hasegawa 1886 C-26a☆
The old man who made the dead trees blossom ダビッドタムソン 譯述 T. Hasegawa 1885 C-26d

Japanische Märchen/Der Kampf der Krabbe mit
dem Affen

ア・グロヲト 訳述 T. Hasegawa 1885-1889 Y18-B227☆

Momotaro　（Japanesiska sagor ） pa svenska af Konni Zilliacus T. Hasegawa’s Tryckeri [18--] Y18-B527

ねずみの戯遊 1893 ちひろ美術館

第3部　明治から戦前期まで　①絵雑誌
タイトル 巻・号 出版社 出版年 請求記号 前 後
少年智識画報 2号 近事畫報社 1905 VG1-121
幼年畫報 3巻14号 博文館 1908 Z32-B291☆
幼年畫報 7巻8号 博文館 1912 Z32-B291☆
コドモ 2巻11号 コドモ社 1915 Z32-B165☆
子供之友 1巻6号 婦人之友社 1914 Z32-B156☆
子供之友 3巻7号 婦人之友社 1916 Z32-B156☆
子供之友 4巻1号 婦人之友社 1917 Z32-B156☆
幼年の友 3巻10号 實業之日本社 1911 Z32-B272☆
日本幼年 1巻10号 東京社 1915 Z32-B288☆
幼女の友 5巻2号 幼女の友社 1921 Z32-B304☆
トモダチ 2巻6号 二葉社 1916 Z32-B289☆
赤い鳥 4巻6号 赤い鳥社 1920 Z32-B339☆
おとぎの世界 1巻4号 文光堂 1920 Z32-B287☆
金の船・金の星  復刻版 1巻1号 金の星社［編］, ほるぷ出版 1983 Z32-B88☆
童話 4巻5号 コドモ社 1921 Z32-B311☆
コドモノクニ 1巻11号 東京社 1922 Z32-B158☆
コドモノクニ 3巻1号 東京社 1924 Z32-B158☆
コドモノクニ 8巻4号 東京社 1929 Z32-B158☆
コドモノクニ 8巻12号 東京社 1929 Z32-B158☆
コドモノクニ 9巻5号 東京社 1930 Z32-B158☆
コドモノクニ 9巻7号 東京社 1930 Z32-B158☆
コドモノクニ 9巻9号 東京社 1930 Z32-B158☆
コドモノクニ 10巻10号 東京社 1931 Z32-B158☆
コドモアサヒ 1巻1号 朝日新聞社 1923 Z32-B163☆
コドモアサヒ 2巻2号 朝日新聞社 1924 Z32-B163☆
コドモアサヒ 3巻3号 朝日新聞社 1925 Z32-B163☆
コドモアサヒ 4巻5号 朝日新聞社 1926 Z32-B163☆
コドモアサヒ 5巻10号 朝日新聞社 1927 Z32-B163☆
コドモアサヒ 6巻1号 朝日新聞社 1928 Z32-B163☆
コドモアサヒ 6巻8号 朝日新聞社 1928 Z32-B163☆

キンダーブック 1輯8編
日本玩具研究會 編 , フレー
ベル館

1929 Z32-B155☆

キンダーブック 3輯9編
日本玩具研究會 編 , フレー
ベル館

1930 Z32-B155☆

キンダーブック 4輯10編
日本玩具研究會 編 , フレー
ベル館

1932 Z32-B155☆

キンダーブック 5輯12編
日本玩具研究會 編 , フレー
ベル館

1933 Z32-B155☆

キンダーブック 6輯1編
日本玩具研究會 編 , フレー
ベル館

1933 Z32-B155☆

キンダーブック 6輯5編
日本玩具研究會 編 , フレー
ベル館

1933 Z32-B155☆

場面替
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キンダーブック 7輯12編
日本玩具研究會 編 , フレー
ベル館

1935 Z32-B155☆

キンダーブック 13輯12編
日本玩具研究會 編 , フレー
ベル館

1941 Z32-B155☆

ツバメノオウチ 4巻12号
日本玩具研究會 編 , フレー
ベル館

1932 Z32-B389☆

コドモノヒカリ 1巻3巻 子供研究社 1937 Z32-B166☆
ミクニノコドモ 15輯1編 日本保育館 1942 Z32-B155☆
ツヨイコヨイコ 12巻2号 小学館 1942 Z32-B162☆
日本ノコドモ 8巻8号 国民図書刊行会 1944 Z32-268☆
家庭エホン 1巻6号 博友社 1946 Z32-177☆
コドモノハタ 1巻1号 新世界社 1946 Z32-204☆
ふたば 1巻6号 二葉書店 1946 Z32-157☆
フレンドブック : ひらがな童話 2巻10号 フレンドブック社 1947 Z32-B516
幼年ブック 1巻9号 国民図書刊行会 1947 Z32-502☆
えほんのくに 2巻7号 まひる書房 1948 Z32-98☆
ヒカリノクニ 1巻1号 昭和出版 1946 Z32-145☆
ヒカリノクニ 3巻3号 昭和出版 1948 Z32-145☆
チャイルドブック 13巻12号 チャイルド本社 1949 Z32-434☆
こどものせかい : 月刊カトリック保育絵本 6巻1号 至光社 1953 Z32-208☆
こどものせかい : 月刊カトリック保育絵本 14巻10号 至光社 1962 Z32-208☆
こどものせかい : 月刊カトリック保育絵本 14巻11号 至光社 1962 Z32-208☆

第3部　明治から戦前期まで　②絵本
タイトル　　※<>はシリーズ名 著者等 出版社 出版年 請求記号 前 後
絵入智慧の環 古川正雄 著 古川正雄 1872 特38-640★
ゑほんをしへくさ 山田仙 著 山田仙 1889 特53-675★
Wampaku monogatari. Dai 1 Wilhelm Busch 著 ; 渋谷新次郎 訳 ; 矢田

部良吉, 渡辺渡 閲
羅馬字会 1887 特48-360★

Wampaku monogatari. Dai 2 Wilhelm Busch 著 ; 小柳津要人 訳 ; 矢田
部良吉, 渡辺渡 閲

羅馬字会 1888 特48-360★

八ツ山羊 呉文聡 訳 弘文社 1887 特44-682★
おほかみ グリム 原著 ; 上田万年 訳 吉川半七 1889 特67-390★
ナカニシヤ日本一ノ画噺 巌谷小波 著 ; 杉浦非水 等画 中西屋 1911 特64-813★
いろはスケッチ子供四十八景 巌谷小波 著 中西屋 1912 特52-662★
オハナシ　1 鹿島鳴秋 著 ; 細木原静岐 等絵 中西屋書店 1913 児乙部13-K-1★
オハナシ　2 鹿島鳴秋 著 ; 橋本邦助 絵 中西屋書店 1913 児乙部13-K-2★
オハナシ　3 鹿島鳴秋 著 ; 太田三郎 絵 中西屋書店 1913 児乙部13-K-11★
オハナシ　4 鹿島鳴秋 著 ; 岡野栄 絵 中西屋書店 1913 児乙部13-K-3★
オハナシ　5 鹿島鳴秋 著 ; 橋本邦助 絵 中西屋書店 1913 児乙部13-K-4★
電車汽車乘物 濱口覺太郎 畫作 昇進堂書店 1909 Y11-N07-H665☆
飛行機大會 稲垣蝸堂 畫作 富里昇進堂書店 1914 Y11-N07-H659☆
ネヅミアソビ 島鮮堂 1910 Y17-N07-H1336☆
動物ヅクシ 吉本月莊 合作 富里昇進堂書店 1911 Y11-N07-H666☆
小供の国 竹久夢二 著 洛陽堂 1910 特45-921★
夢二絵手本 竹久夢二 作 岡村書店 1914 特105-263☆
どんたく繪本　1 竹久夢二 編 金子書店 1923 Y17-N16-L184
どんたく繪本　2 竹久夢二 編 金子書店 1923 Y17-N16-L185
正チャンの其後 小星 作 ; 東風人 絵 東京朝日新聞社 1926 Y16-3936★
太郎君の世界一周 〈コドモヱホンブンコ〉 北澤楽天 画 普久社 1928 Y17-N16-L183
おもちゃ箱 武井武雄 作・絵 丸善 1927 児乙部27-T-7★
青い鳥 〈画とお話の本 6〉 メーテルリンク 原作 ; 楠山正雄 編 ; 岡本

帰一 絵
冨山房 1926 児乙部26-K-33★

イソップ物語 〈画とお話の本 2〉 イソップ 原作 ; 楠山正雄 編 ; 武井武雄 絵 冨山房 1925 児乙部25-K-23★
大男と一寸法師 〈画とお話の本 3〉 楠山正雄 編 ; 河目悌二 絵 冨山房 1925 児乙部25-K-24★
おやゆび姫 : アンデルセン童話 〈画とお話の本 4〉 アンデルセン 原作 ; 楠山正雄 編 ; 初山滋 絵 冨山房 1925 児乙部25-K-25★
源氏と平家 〈画とお話の本 5〉 楠山正雄 編 ; 小村雪岱 絵 冨山房 1925 児乙部25-K-26★
舌切雀 〈コドモヱホンブンコ〉 武井武雄 畫 普久社 1928 Y17-N15-L740
僕達ノ夢 〈コドモヱホンブンコ〉 本田庄太郎 畫・文 普久社 1928 Y17-N16-L182
お菓子の国 〈キンランヱバナシ叢書 1〉 水谷まさる 著 金蘭社 1929 Y8-1078★
ワンワンものがたり 〈金蘭ゑばなし叢書 2〉 千葉省三 著 ; 川上四郎 絵 金蘭社 1929 児乙部29-T-5★
木馬のゆめ 〈きんらんゑばなし叢書 3〉 酒井朝彦 著 ; 初山滋 絵 金蘭社 1930 児乙部30-S-2★
ミエバウノヒヨッコ : スペインノオハナシ
〈絵噺世界幼年叢書 3〉

大木篤夫 著 ; 吉見享二 絵 采文閣 1931 児乙部31-O-5☆

乃木大將 〈講談社の繪本 1〉 [伊藤幾久造] [絵] ; [池田宣政] [文] 大日本雄辯會講談社 1936 Y3-N03-H138☆
かちかち山 〈講談社の繪本 58〉 尾竹國觀 繪 ; 松村武雄 文 大日本雄辯會講談社 1938 Y17-N03-H1002☆
乗物づくし 〈講談社の繪本 12〉 大日本雄辯會講談社 1937 Y11-N03-H418☆
猿蟹合戦 〈講談社の繪本 33〉 井川洗厓 繪 ; 松村武雄 文 大日本雄辯會講談社 1937 Y17-N03-H945☆
金 〈小學科學繪本 1〉 辻二郎 編 ; 木村俊徳 画 東京社 1937 Y1-N03-H320☆
飛行機 〈小學科學繪本 3〉 辻二郎 編 ; 木村俊徳 画 東京社 1937 Y11-N04-H22☆
汽車 〈小學科學繪本 4〉 辻二郎 編 ; 村山知義 画 東京社 1937 Y1-N05-H327☆
石炭 〈小學科學繪本 9〉 箕作新六 編 ; 山下謙一 画 東京社 1937 Y1-N03-H321☆
米 〈小學科學繪本 11〉 鈴木文助 編 ; 夏川八郎 画 東京社 1937 Y1-N05-H328☆
ヲシヘヱバナシ : 幼女ノ友 〈［鈴］の繪本 4〉 千葉省三 編 ; 前島とも 畫 鈴木仁成堂書店 1935 Y17-N15-L867
ノリモノチシキ 〈幼兒標準繪本 2〉 與田準一 文 ; 木俣武 装幀 鈴木仁成堂 1939 Y17-N15-L947
ムラノコドモ 〈幼兒標準繪本 3〉 武井武雄 文 ; 川上四郎 装幀 鈴木仁成堂 1939 Y17-N15-L948
オヒサマトオツキサマ 〈幼兒標準繪本 7〉 武井武雄 編 鈴木仁成堂 1940 Y17-N01-866☆
オヤマノカキノキ 〈新日本幼年文庫〉 モモタソウヂ 作 ; 小山内龍 繪 帝國教育會出版部 1941 Y17-N03-H923☆
ヒバリハソラニ 〈新日本幼年文庫〉 吉田一穗 著 ; 初山滋 絵 帝國教育會出版部 1941 Y8-N03-H693☆
太陽のこども 〈新日本幼年文庫〉 南江治郎 著 ; 赤松俊子 畫 國民圖書刊行會 1944 Y8-N15-L690
ジャングル 佐藤義美 文 ; 北川民次 畫 帝國教育會出版部 1942 Y17-N11-J711
赤十字 平塚武二 文 ; 中尾彰 畫 帝國教育會出版部 1943 Y1-N11-J300
川の家のともだち 〈少國民繪文庫〉 塚原健二郎 文 ; 中尾彰 画 中央出版協會 1944 Y8-N04-H316☆
ユキグニノオマツリ 〈少國民繪文庫〉 酒井朝彦 文 ; 武井武雄 画 中央出版創立事務所 1944 Y7-N07-H142☆
ムラノエホン 〈少國民繪文庫〉 塚原健二郎 文 ; 山下大五郎 画 中央出版協會 1943 Y7-N16-L280
たべるトンちゃん 初山滋 作 金蘭社 1937 Y17-N01-889☆
昆蟲ノハナシ 小山内龍 畫・文 ; 大橋進一 編 博文館 1942 Y17-N11-J704
ユカイナドウブツ コンドウ・ヒデゾウ 著 漫画社 1945 Y16-N14-L133
カメノクフウ 水谷まさる 文 ; 川上四郎 畫 兒童圖書出版社 1945 Y17-N13-L669
一茶繪本 一茶 [俳句] ; 小山内龍 繪 ; 石塚友二 解説 鎌倉文庫 1946 Y17-N01-888☆
電気スケート 奈街三郎 著 ; 茂田井武 絵 川流堂書房 1948 Y16-842☆
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三百六十五日の珍旅行 茂田井武 著 講談社 1948 Y16-3834★
おさるのしゃしんや 奈街三郎 著 ; 茂田井武 絵 川流堂書房 1948 Y16-843☆
あひるさんとにわとりさん 村山籌子 作 ; 村山知義 絵 ニューフレンド 1948 Y17-2986★

第4部　現代の絵本
タイトル　　※<>はシリーズ・雑誌名 著者等 出版社 出版年 請求記号 前 後
みつばちの冒険 〈世界の絵本 大型版5〉 後藤楢根 著 ; 吉岡堅二 絵 新潮社 1950 Y17-1617☆
自動車ずくし 〈世界の絵本 大型版9〉 宮本晃男 著 ; 村上松次郎 等絵 新潮社 1950 Y17-1627☆
白鳥の湖 〈世界の絵本 中型版13〉 光吉夏弥 著 ; 三林亮太郎 等絵 新潮社 1951 児766.6-M561h☆
カンガルーの子 〈世界の絵本 大型版16〉 草野心平 著 ; 清水崑 絵 新潮社 1951 Y17-1626☆
ふしぎなたいこ : にほんむかしばなし
〈岩波の子どもの本 幼・1・2年向;2〉

岩波書店 編 ; 清水崑 絵 岩波書店 1953 児913.8-I922h☆

みんなの世界 〈岩波の子どもの本 3・4年向;1〉 マンロー・リーフ 文・絵 ; 岩波書店 編 岩波書店 1953 児159.5-cL43mI☆
ちいさいおうち 〈岩波の子どもの本 幼・1・2年向;6〉 ばーじにあ・ばーとん 文・絵 ; 岩波書店 訳編 岩波書店 1954 児933-cB974tI☆
きかんしゃやえもん
〈岩波の子どもの本 幼・1・2年向;22〉

阿川弘之 文 ; 岡部冬彦 絵 岩波書店 1959 児726-A234k☆

かにむかし 〈岩波の子どもの本 幼・1・2年向;21〉 木下順二 文 ; 清水崑 絵 岩波書店 1959 児726-Ki248k☆
ビップとちょうちょう 〈こどものとも 1〉 与田凖一 作 ; 堀文子 画 福音館書店 1956 Z32-210☆
セロひきのゴーシュ 〈こどものとも 2〉 宮沢賢治 原作 ; 佐藤義美 案 ; 茂田井武 画 福音館書店 1956 Z32-210☆
セロひきのゴーシュ 宮沢賢治 著　茂田井武 絵 福音館書店 1966 Y7-471☆
とらっくとらっくとらっく 〈こどものとも 64〉 渡辺茂男 作 ; 山本忠敬 絵 福音館書店 1961 Z32-210☆
スーホのしろいうま 〈こどものとも 67〉 大塚勇三 訳 ; 赤羽末吉 絵 福音館書店 1961 Z32-210☆
スーホの白い馬 : モンゴル民話 大塚勇三 再話 ; 赤羽末吉 絵 福音館書店 1967 Y17-268☆
壇の浦のたたかい : 源平絵巻物語 今西祐行 文 ; 赤羽末吉 絵 講談社 1971 Y17-3570
おおきなおおきなおいも 赤羽末吉 さく・え 福音館書店 1972 Y17-3869
あめのひのおるすばん 岩崎ちひろ 絵・文 ; 武市八十雄 案 至光社 1968 Y17-8334
おふろでちゃぷちゃぷ 松谷みよ子 文 ; 岩崎ちひろ 絵 童心社 1970 Y7-2101
ことりのくるひ 岩崎ちひろ 絵と文 ; 武市八十雄 案 至光社 1981 Y17-8376
戦火のなかの子どもたち 岩崎ちひろ 著 岩崎書店 1973 Y17-4064
ふしぎなえ 〈こどものとも 144〉 安野光雅 絵 福音館書店 1968 Z32-210☆
天動説の絵本 : てんがうごいていたころのはなし 安野光雅 著 福音館書店 1979 Y17-6561
旅の絵本Ⅰ 安野光雅 絵 福音館書店 1977 Y17-5181
旅の絵本Ⅷ 安野光雅 絵 福音館書店 2013 Y17-N13-L421
ベタベタブンブンおおさわぎ 長新太 著 岩崎書店 1963 児726-Ty958b☆
わたし 谷川俊太郎 文 ; 長新太 絵 福音館書店 1976 Z32-26
キャベツくん 長新太 文・絵 文研出版 1980 Y17-7209
みみずのオッサン 長新太 さく 童心社 2003 Y17-N03-H1149
だるまちゃんとてんぐちゃん 〈こどものとも 131〉 加古里子 作・絵 福音館書店 1967 Z32-210☆
かこ・さとしかがくの本.5　あまいみずからいみず かこさとし 著・絵 童心社 1968 Y11-258☆
スガンさんのやぎ ドーデー 作 ; 岸田衿子 文 ; 中谷千代子 絵 偕成社 1966 Y17-110-[18]☆
ぐりとぐら 〈こどものとも 93〉 なかがわりえこ 作 ; おおむらゆりこ 作 福音館書店 1963 Z32-210☆
おだんごぱん 〈こどものとも 47〉 瀬田貞二 訳 ; 井上洋介 画 福音館書店 1960 Z32-210☆
まがればまがりみち 〈こどものとも 417〉 井上洋介 さく 福音館書店 1990 Z32-210
でんしゃえほん 井上洋介 [著] ビリケン出版 2000 Y17-N00-408
ぼうし 井上洋介 えとぶん イースト・プレス 2011 Y17-N11-J813
いないいないばあ 松谷みよ子 文 ; 瀬川康男 絵 童心社 1967 Y17-267☆
どうぶつのおやこ 藪内正幸 著 福音館書店 1966 Y17-222☆
にんじん せなけいこ 作・絵 福音館書店 1969 Y17-575
しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん 著 こぐま社 1972 Y17-3895
ふしぎなたけのこ 〈こどものとも 87〉 松野正子作 ; 瀬川康男絵 福音館書店 1963 Z32-210☆
ことばあそびうた 谷川俊太郎 詩 ; 瀬川康男 絵 福音館書店 1973 Y17-4075
ぼうし 〈こどものとも 327〉 瀬川康男 作 福音館書店 1983 Z32-210
清盛 木下順二 文 ; 瀬川康男 絵 ほるぷ出版 1987 Y8-4892
ひな 瀬川康男 [著] 童心社 2004 Y17-N04-H1207
わたしのワンピース 西巻茅子 著 こぐま社 1969 Y17-609
ちいさなきいろいかさ もりひさし シナリオ ; にしまきかやこ イラスト 金の星社 1971 Y17-3463

よるのともだち 岩村和朗 絵と文 ; 三浦万寿子 原案 至光社 1982 Y17-8730
ひとりぼっちのさいしゅうれっしゃ いわむらかずお 作 偕成社 1985 Y18-1623
かんがえるカエルくん いわむらかずお 作 福音館書店 1996 Y18-11458
ちからたろう 今江祥智 文 ; 田島征三 絵 ポプラ社 1967 Y17-114-[5]☆
ふきまんぶく 田島征三 文と絵 偕成社 1973 Y17-3993
じごくのそうべえ : 桂米朝・上方落語・地獄八景より 田島征彦 作 童心社 1978 Y17-5801
祇園祭 田島征彦 著 童心社 1976 Y17-4863
おしいれのぼうけん ふるたたるひ さく ; たばたせいいち え 童心社 1974 Y17-4289

はじめてのおつかい 〈こどものとも 240〉 筒井頼子 作 ; 林明子 絵 福音館書店 1976 Z32-210
あな 〈こどものとも 248〉 谷川俊太郎 作 ; 和田誠 画 福音館書店 1976 Z32-210
みんなうんち 五味太郎 作 福音館書店 1977 Z32-26
どんどんどんどん 片山健 ［作］ 文研出版 1984 Y18-587
ひろしまのピカ 丸木俊 え・文 小峰書店 1980 Y17-7130
みなまた海のこえ 石牟礼道子 ぶん ; 丸木俊, 丸木位里 え 小峰書店 1982 Y17-8946

絵で見る日本の歴史 西村繁男 作 福音館書店 1985 Y2-736
わたしのいもうと 松谷みよ子 文 ; 味戸ケイコ 絵 偕成社 1987 Y18-2966
ようこそ森へ 村上康成 作 福武書店 1988 Y18-3322
エンソくんきしゃにのる 〈こどものとも 364〉 スズキコージ 作・絵 福音館書店 1986 Z32-210
サルビルサ スズキコージ 作 ほるぷ出版 1991 Y18-5396
ブラッキンダー スズキコージ 作・絵 イースト・プレス 2008 Y17-N09-J333
まつげの海のひこうせん 山下明生 作 ; 杉浦範茂 絵 偕成社 1983 Y17-9156
かぜひきたまご 舟崎克彦 文 ; 杉浦範茂 絵 講談社 1986 Y18-1742
100万回生きたねこ 佐野洋子 作・絵 講談社 1977 Y17-5498
なつのあさ 谷内こうた 文・画 至光社 1980 Y17-8429
はせがわくんきらいや 長谷川集平 さく すばる書房 1984 Y18-1297
まちんと 松谷みよ子 文 ; 司修 絵 偕成社 1978 Y17-5684
かさ 太田大八 作・絵 文研出版 1975 Y17-4545
そら、にげろ 赤羽末吉 作 偕成社 1978 Y17-6096
はるにれ　〈こどものとも 274〉 姉崎一馬 写真 福音館書店 1979 Z32-210
よるのびょういん 〈こどものとも 282〉 谷川俊太郎 作 ; 長野重一 写真 福音館書店 1979 Z32-210
ユックリとジョジョニ 荒井良二 作 ほるぷ出版 1991 Y18-5484
森の絵本 長田弘 作 ; 荒井良二 絵 講談社 1999 Y17-M99-1105
たいようオルガン 荒井良二 著 アートン 2007 Y17-N07-H1303
あさになったのでまどをあけますよ 荒井良二 著 偕成社 2011 Y17-N12-J14
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これはのみのぴこ 谷川俊太郎 作 ; 和田誠 絵 サンリード 1989 Y17-N00-249
ねこのシジミ 和田誠 作 ほるぷ出版 1996 Y18-12026
よるくま 酒井駒子 作・絵 偕成社 1999 Y17-M99-1460
ぼくおかあさんのこと… 酒井駒子 文・絵 文溪堂 2000 Y17-N00-439
まばたき 穂村弘 作 ; 酒井駒子 絵 岩崎書店 2014 Y17-N14-L1047
となりのせきのますだくん 武田美穂 作・絵 ポプラ社 1991 Y18-6132
タンゲくん 片山健  [著] 福音館書店 1992 Y18-7214
ジャリおじさん （こどものとも 年中向き89） おおたけしんろう 絵と文 福音館書店 1993 Z32-863
みずまき 木葉井悦子 作・絵 講談社 1994 Y18-9233
ひまわり （こどものとも 年少版293） 和歌山静子 作 福音館書店 2001 Z32-575
Little tree = Petit arbre 駒形克己 作 One stroke 2008 Y17-N13-L913
ライオンのながいいちにち あべ弘士 [著] 校成出版社 2004 Y17-N04-H129
地球をほる 川端誠 作 BL出版 2011 Y17-N11-J974
あめふらし グリム兄弟 作 ; 出久根育 画 ; 天沼春樹 訳 パロル舎 2001 Y18-N02-321
マーシャと白い鳥 : ロシアの民話 ミハイル・ブラートフ 再話 ; 出久根育 文・絵 偕成社 2005 Y18-N05-H378
くつやのねこ 今井彩乃 文・絵 BL出版 2010 Y17-N11-J50
オレときいろ ミロコマチコ 作 WAVE出版 2014 Y17-N14-L1018
ラーメンちゃん 長谷川義史 作 絵本館 2011 Y17-N12-J428
はしれ、上へ！: つなみてんでんこ 指田和 文 ; 伊藤秀男 絵 ポプラ社 2013 Y1-N13-L95
およぐひと 長谷川集平 [作] 解放出版社 2013 Y17-N13-L344
ハナミズキのみち 淺沼ミキ子 文 ; 黒井健 絵 金の星社 2013 Y17-N13-L461
ふしぎなともだち たじまゆきひこ 作 くもん出版 2014 Y17-N14-L568

■ちひろ美術館所蔵　絵本原画ピエゾグラフ（高精彩複製画）　【展示替えはありません】
タイトル 画家名 雑誌/シリーズ名 制作年
お馬の飾り 清水良雄 『赤い鳥』創刊号表紙 1918
鳩 深澤省三 『赤い鳥』より 1935
サンリンシャ 岡本帰一 『コドモノクニ』5巻2号表紙 1926
チイサイセンセイ 岡本帰一 『コドモノクニ』5巻3号より 1926
月夜の精（ネガ） 岡本帰一 『三越百貨店』 1920
つばめ、港 岡本帰一 『コドモアサヒ』 制作年不明
（題不詳） 本田庄太郎 『コドモノクニ』 制作年不明
はるのはこび 初山滋 『こどものせかい』14巻10号 1962
人形の夢 武井武雄 制作年不明
「不思議の国のアリス」より 初山滋 1928
『コドモエホンブンコ　一寸法師』表紙 初山滋 1928
『コドモエホンブンコ　一寸法師』 初山滋 1928
『コドモエホンブンコ　一寸法師』より 初山滋 1928
ジャックと豆の木 茂田井武 1946
『セロひきのゴーシュ』より 茂田井武 『こどものとも』 1956
『ひとりでできるよ』より いわさきちひろ 『こどものとも』 1956
『スーホの白い馬』より 赤羽末吉 1967
『あめのひのおるすばん』より いわさきちひろ 1968
『戦火のなかの子どもたち』より いわさきちひろ 1973
『キャベツくん』より① 長新太 1980
『キャベツくん』より② 長新太 1980
『スガンさんのやぎ』より 中谷千代子 1966
『でんしゃえほん』より 井上洋介 2000
『いないいないばあ』より① 瀬川康男 1967
『いないいないばあ』より② 瀬川康男 1967
『わたしのワンピース』より① 西巻茅子 1969
『わたしのワンピース』より② 西巻茅子 1969
『ふきまんぶく』より 田島征三 1973
『にちよういち』より 西村繁男 1979
『ようこそ、森へ』より 村上康成 1988
『まつげの海のひこうせん』より 杉浦範茂 1983
『なつのあさ』より 谷内こうた 1970
『ユックリとジョジョニ』より① 荒井良二 1991
『ユックリとジョジョニ』より② 荒井良二 1991
『ねこのシジミ』より① 和田誠 1996
『ねこのシジミ』より② 和田誠 1996
『となりのせきのますだくん』より 武田美穂 1991
『ライオンのながいいちにち』より あべ弘士 2004
『ふしぎなともだち』より 田島征彦 2014
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