
日本の画家の絵本

No. 本文の言語 タイトル 日本語タイトル 作者１（画家） 作者２（文など） 請求記号

1 フランス語 Château de cartes さかさま 安野光雅 Y18-A131

2 英語
Upside-downers : more pictures to stretch the 
imagination

さかさま 安野光雅 Y19-67

3 英語
Topsy-turvies : more pictures to stretch the 
imagination

ふしぎなえ 安野光雅 Y18-A181

4 英語 Dr. Anno’s magical midnight circus ふしぎなさーかす 安野光雅 Y17-8599
5 韓国語；朝鮮語 14마리의 아침밥 14ひきのあさごはん いわむらかずお Y18-AZ6968
6 中国語 14隻老鼠吃早餐 14ひきのあさごはん いわむらかずお Y18-AZ305
7 ドイツ語 Familie Maus macht Frühstück 14ひきのあさごはん いわむらかずお Y18-B912
8 フランス語 Le petit déjeuner de la famille souris 14ひきのあさごはん いわむらかずお Y18-A341
9 中国語 雨傘 かさ 太田大八 Y18-AZ5155
10 中国語 烏鴉麵包店 からすのパンやさん かこさとし Y18-AZ247
11 韓国語；朝鮮語 똑똑, 자고 가도 될까요? とんとんとめてくださいな こいでやすこ こいでたん Y18-AZ5201
12 タイ語 กอ๊ก กอ๊ก ขอคา้งคนืหนงึนะ とんとんとめてくださいな こいでやすこ こいでたん Y18-AZ646
13 英語 May we sleep here tonight? とんとんとめてくださいな こいでやすこ こいでたん Y18-A152
14 フランス語 Toc, toc, toc とんとんとめてくださいな こいでやすこ こいでたん Y18-A137
15 オランダ語 Klop, klop, wie is daar? とんとんとめてくださいな こいでやすこ こいでたん Y18-A96
16 スウェーデン語 Får vi sova här? : en godnattsaga från Japan とんとんとめてくださいな こいでやすこ こいでたん Y18-A94
17 中国語 食指寶寶 ゆびくん 五味太郎 Y18-AZ8
18 韓国語；朝鮮語 비 오는 건 싫어! あめふり : ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ Y18-AZ567
19 韓国語；朝鮮語 수박 씨앗 すいかのたね : ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ Y18-AZ5292
20 韓国語；朝鮮語 도깨비를 빨아버린 우리 엄마 せんたくかあちゃん さとうわきこ Y18-AZ164
21 韓国語；朝鮮語 호호 할머니 신나는 썰매타기 そりあそび : ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ Y18-AZ329
22 韓国語；朝鮮語 산으로 소풍가요 やまのぼり : ばばばあちゃんのおはなし さとうわきこ Y18-AZ566
23 中国語 五岁老奶奶去钓鱼 だってだってのおばあさん さのようこ Y18-AZ5557
24 中国語 五歲老奶奶去釣魚 だってだってのおばあさん さのようこ Y18-AZ5459
25 デンマーク語 Taro og det vidunderlige bambusskud ふしぎなたけのこ 瀬川康男 松野正子 Y18-A77
26 韓国語；朝鮮語 내 머리가 길게 자란다면 まあちゃんのながいかみ たかどのほうこ Y18-AZ568
27 中国語 小真的長頭髮 まあちゃんのながいかみ たかどのほうこ Y18-AZ101
28 日本語/アラビア語 はじめてのやまのぼり（アラビア語） はじめてのやまのぼり 武田和子 美智子 Y17-N06-H827
29 フランス語 Docteur ours ぼくびょうきじゃないよ 垂石眞子 角野栄子 Y18-A132
30 オランダ語 Marc is ziek ぼくびょうきじゃないよ 垂石眞子 角野栄子 Y18-A71
31 韓国語；朝鮮語 임금님과 수다쟁이 달걀 부침 おしゃべりなたまごやき 長新太 寺村輝夫 Y18-AZ5055
32 中国語 多嘴的荷包蛋 おしゃべりなたまごやき 長新太 寺村輝夫 Y18-AZ5139
33 韓国語；朝鮮語 양배추 소년 キャベツくん 長新太 Y18-AZ5184
34 中国語 高麗菜弟弟 キャベツくん 長新太 Y18-AZ5106
35 韓国語；朝鮮語 나의 크레용 ぼくのくれよん 長新太 Y18-AZ172
36 中国語 我 わたし 長新太 谷川俊太郎 Y11-AZ1075
37 フランス語 Moi わたし 長新太 谷川俊太郎 Y18-B957
38 韓国語；朝鮮語 마빡이면 어때 でこちゃん つちだのぶこ Y18-AZ5290
39 中国語 大頭妹 でこちゃん つちだのぶこ Y18-AZ5010
40 韓国語；朝鮮語 큰고니의 하늘 おおはくちょうのそら 手島圭三郎 Y18-AZ5217
41 フランス語 Le lac aux hiboux しまふくろうのみずうみ 手島圭三郎 Y19-A20
42 中国語 草莓園裡的拇指婆婆 いちごばたけのちいさなおばあさん 中谷千代子 わたりむつこ Y18-AZ100
43 フランス語 Debout! mon brave hippopotame かばくん 中谷千代子 岸田衿子 Y19-52
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44 デンマーク語 God morgen flodhest かばくん 中谷千代子 岸田衿子 Y19-51
45 デンマーク語 Hjælp os, flodhest かばくんのふね 中谷千代子 岸田衿子 Y19-48
46 中国語 貪吃的牛小花 くいしんぼうのはなこさん なかたにちよこ いしいももこ Y18-AZ6216
47 韓国語；朝鮮語 새둥지를 이고 다니는 사자 임금님 ジオジオのかんむり 中谷千代子 岸田衿子 Y18-AZ160
48 韓国語；朝鮮語 코끼리 형님의 나들이 ぞうくんのさんぽ なかのひろたか Y18-AZ5283
49 韓国語；朝鮮語 순이와 어린동생 あさえとちいさいいもうと 林明子 筒井頼子 Y18-AZ166
50 タイ語 นอ้งหนูอยูไ่หน あさえとちいさいいもうと 林明子 筒井頼子 Y18-AZ647
51 シンハラ語 අ ක  නං あさえとちいさいいもうと 林明子 筒井頼子 Y18-AZ6691
52 タミル語 あさえとちいさいいもうと（タミル語） あさえとちいさいいもうと 林明子 筒井頼子 *
53 英語 Anna in charge あさえとちいさいいもうと 林明子 筒井頼子 Y18-A151
54 フランス語 Aya et sa petite sœur あさえとちいさいいもうと 林明子 筒井頼子 Y18-A121
55 オランダ語 Miki, waar ben je? あさえとちいさいいもうと 林明子 筒井頼子 Y18-A86
56 フランス語 Aya et sa poupée いもうとのにゅういん 林明子 筒井頼子 Y18-A133
57 オランダ語 Een cadeau voor Miki いもうとのにゅういん 林明子 筒井頼子 Y18-A84
58 英語 Anna's special present いもうとのにゅういん 林明子 筒井頼子 KH639-A10
59 韓国語；朝鮮語 모욕은 즐거워 おふろだいすき 林明子 松岡享子 Y18-AZ618
60 タイ語 อาบนําสนุกจัง おふろだいすき 林明子 松岡享子 Y18-AZ7509
61 フランス語 Le bain de Mako おふろだいすき 林明子 松岡享子 Y18-A127
62 オランダ語 Mijn bad vol beesten おふろだいすき 林明子 松岡享子 Y18-A75
63 韓国語；朝鮮語 은지와 푹신이 こんとあき 林明子 Y18-AZ157
64 英語 Aki and the fox こんとあき 林明子 Y18-A186
65 韓国語；朝鮮語 우리 친구하자 とんことり 林明子 筒井頼子 Y18-AZ165
66 タイ語 ดอกไมจ้ากใครเอย่ とんことり 林明子 筒井頼子 Y18-AZ7526
67 英語 Anna's secret friend とんことり 林明子 筒井頼子 Y18-A187
68 フランス語 Viens jouer, Aya! とんことり 林明子 筒井頼子 Y18-A124
69 オランダ語 Wil je met mij spelen? とんことり 林明子 筒井頼子 Y18-A87
70 デンマーク語 En ny ven とんことり 林明子 筒井頼子 Y18-A85
71 韓国語；朝鮮語 이슬이의 첫 심부름 はじめてのおつかい 林明子 筒井頼子 Y18-AZ169
72 中国語 葉子小屋 はっぱのおうち 林明子 征矢清 Y18-AZ5515
73 タイ語 บา้นใบไม ้ はっぱのおうち 林明子 征矢清 Y18-AZ7525 
74 英語 A house of leaves はっぱのおうち 林明子 征矢清 Y18-A154
75 韓国語；朝鮮語 윙윙 실팽이가 돌아가면 びゅんびゅんごまがまわったら 林明子 宮川ひろ Y18-AZ240
76 フランス語 Attention! Peinture magique まほうのえのぐ 林明子 Y18-A122
77 オランダ語 Sarina's toverkleuren まほうのえのぐ 林明子 Y18-A65
78 韓国語；朝鮮語 뾰족산에 사는 작은 리토라 ちいさな魔女リトラ 広野多珂子 Y18-AZ5028
79 中国語 小巫婆麗特拉 ちいさな魔女リトラ 広野多珂子 Y18-AZ5168
80 カタロニア語 La bruixa diminuta ちいさな魔女リトラ 広野多珂子 Y18-B320
81 韓国語；朝鮮語 징가의 신나는 장터 나들이 ジンガくんいちばへいく ふしはらのじこ Y18-AZ5279
82 韓国語；朝鮮語 조로랑과 도비 ちょろりんととっけー 降矢なな Y18-AZ5307
83 韓国語；朝鮮語 도깨비를 혼내버린 꼬마요정 まゆとおに : やまんばのむすめまゆのおはなし 降矢なな 富安陽子 Y18-AZ330
84 韓国語；朝鮮語 구룬파 유치원 ぐるんぱのようちえん 堀内誠一 西内みなみ Y18-AZ162 
85 タイ語 อนุบาลชา้งเบมิ    ぐるんぱのようちえん 堀内誠一 西内みなみ Y18-AZ43
86 英語 The happiest elephant in the world ぐるんぱのようちえん 堀内誠一 西内みなみ Y18-B309
87 デンマーク語 Grumpa's børnehave ぐるんぱのようちえん 堀内誠一 西内みなみ Y19-53
88 オランダ語 Het vogeltje dat te ver vloog こすずめのぼうけん 堀内誠一 ルース・エインワース Y18-A66
89 中国語 小傑出門找朋友 たろうのおでかけ 堀内誠一 村山桂子 Y18-AZ259
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90 韓国語；朝鮮語 커다란 나무가 갖고 싶어 おおきなきがほしい むらかみつとむ さとうさとる Y18-AZ5219

91 中国語 我真想有一棵大樹 おおきなきがほしい むらかみつとむ さとうさとる Y18-AZ246

92 韓国語；朝鮮語 친절한친구들 しんせつなともだち 村山知義 方軼羣 Y18-AZ661

93 韓国語；朝鮮語 몽글 몽글몽글 もこもこもこ もとながさだまさ たにかわしゅんたろう Y18-AZ5203

94 中国語 噗~噗~噗 もこもこもこ もとながさだまさ たにかわしゅんたろう Y18-AZ7830
95 フランス語 Bloup! Bloup! もこもこもこ もとながさだまさ たにかわしゅんたろう Y18-B474
96 英語 Crow boy からすたろう やしまたろう Y19-A715
97 フランス語 Au feu les pompiers! かじだ、しゅつどう 山本忠敬 Y18-A99
98 デンマーク語 Den langsomme vejtromle のろまなローラー 山本忠敬 小出正吾 Y19-57
99 フィリピン語 Si dyip bombito しょうぼうじどうしゃじぷた 山本忠敬 渡辺茂男 Y18-B483
100 フランス語 Les véhicules de l’aéroport ひこうじょうのじどうしゃ 山本忠敬 Y19-A64
101 韓国語；朝鮮語 구리와 구라의 빵 만들기 ぐりとぐら おおむらゆりこ なかがわりえこ Y18-AZ170
102 タイ語 กรุกิบักรุะ ぐりとぐら おおむらゆりこ なかがわりえこ Y18-AZ45
103 オランダ語 Tip en Top ぐりとぐら おおむらゆりこ なかがわりえこ Y18-A169
104 フランス語 La cuisine à la citrouille ぐりとぐらとすみれちゃん やまわきゆりこ なかがわりえこ Y18-B443
105 韓国語；朝鮮語 구리랑 구라랑 놀자 ぐりとぐらの1ねんかん やまわきゆりこ なかがわりえこ Y18-AZ378
106 中国語 古利和古拉的12个月之歌 ぐりとぐらのうたうた12つき やまわきゆりこ なかがわりえこ Y18-AZ6736
107 韓国語；朝鮮語 구리와 구라의 소풍 ぐりとぐらのえんそく やまわきゆりこ なかがわりえこ Y18-AZ376
108 韓国語；朝鮮語 구리와 구라의 대청소 ぐりとぐらのおおそうじ やまわきゆりこ なかがわりえこ Y18-AZ569
109 中国語 古利和古拉的神秘客人 ぐりとぐらのおきゃくさま やまわきゆりこ なかがわりえこ Y18-AZ6046
110 フランス語 La surprise de Noël ぐりとぐらのおきゃくさま やまわきゆりこ なかがわりえこ Y18-B494
111 韓国語；朝鮮語 구리와 구라의 헤엄치기 ぐりとぐらのかいすいよく やまわきゆりこ なかがわりえこ Y18-AZ377
112 フランス語 Le géant des mers ぐりとぐらのかいすいよく やまわきゆりこ なかがわりえこ Y18-B668
113 韓国語；朝鮮語 보물찾기 たからさがし おおむらゆりこ なかがわりえこ Y18-AZ573
114 韓国語；朝鮮語 눈보라 속의 쥐 의사선생님 ねずみのおいしゃさま やまわきゆりこ なかがわまさふみ Y18-AZ572
115 韓国語；朝鮮語 유리의 양배추 모자 ゆうこのキャベツぼうし やまわきゆりこ Y18-AZ5691
116 韓国語；朝鮮語 아기 고양이 ちいさなねこ 横内襄 石井桃子 Y18-AZ5056
117 フランス語 La querelle かんちがい 吉田遠志 Y18-A344
118 フランス語 Hiroshi creuse un trou あな 和田誠 谷川俊太郎 Y18-B218
119 フランス語 Voici la puce Pico これはのみのぴこ 和田誠 谷川俊太郎 Y18-B949

※請求記号欄に「＊」のある資料は、国立国会図書館オンラインで検索できません。
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