
《絵本》

書名 著者名 出版者 出版年

アミーゴは、ぼくのともだち
ガース・ウィリアムス絵；B.シュヴァイツァー
文；ほりぐちかよこ訳

福武書店 1987.10

アンディとらいおん
ジェームズ・ドーハーティぶん・え；むらお
かはなこやく

福音館書店 1961.8

いじわるブッチー
バーバラ・ボットナーぶん；ペギー・ラスマ
ンえ；ひがしはるみやく

徳間書店 1994.5

うさこちゃんおとまりにいく
ディック・ブルーナぶん・え；まつおかきょう
こやく

福音館書店 1993.4

きつねのパンとねこのパン 小沢正文；藤枝リュウジ絵 国土社 1996.12
くまのコールテンくん ドン・フリーマンさく；まつおかきょうこやく 偕成社 1975
くまのビーディくん ドン・フリーマンさく；まつおかきょうこやく 偕成社 1976.2

けんか
シャーロット・ゾロトウ文；ベン・シェクター
絵；みらいなな訳

童話屋 1997.5

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 1977.9
コッコさんのともだち 片山健さく・え 福音館書店 1991.4
こんにちはかえるくん！ マーサー・メイヤーさく ほるぷ出版 2006.3
ジローとぼく 大島妙子作・絵 偕成社 1999.6
しんせつなともだち 方軼羣作；君島久子訳；村山知義画 福音館書店 1987.1
だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子さく/え 福音館書店 1967.11
たろうのともだち 村山桂子さく；堀内誠一え 福音館書店 1977.4
タンゲくん 片山健〔著〕 福音館書店 1992.1
ともだち ジョン・バーニンガム作；谷川俊太郎訳 冨山房 1976.6

どんなにきみがすきだかあててごらん
サム・マクブラットニィぶん；アニタ・ジェ
ラームえ；小川仁央やく

評論社 1995.10

ふしぎなともだち サイモン・ジェームズさく；小川仁央やく 評論社 1999.4

ふたりはきょうも アーノルド・ローベル作；三木卓訳 文化出版局 1980.8

フランシスのおともだち
ラッセル・ホーバンさく；リリアン・ホーバン
え；まつおかきょうこやく

日本パブリッシング c1972

ふわふわくんとアルフレッド ドロシー・マリノ文・絵；石井桃子訳 岩波書店 1977.6

ペチューニアのたからもの
ロジャー・デュボアザンさく・え；乾侑美子
やく

童話館出版 1998.9

ぼくのいぬがまいごです！
エズラ・ジャック・キーツ,パット・シェール
作・絵；さくまゆみこ訳

徳間書店 2000.1

わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ文・絵；与田準一訳 福音館書店 1968

《物語》

親指こぞうニルス・カールソン アストリッド・リンドグレーン作；大塚勇三訳 岩波書店 2006.10

くまくんのおともだち
E.H.ミナリックぶん；まつおかきょうこやく；
モーリス・センダックえ

福音館書店 1972

黒い兄弟　上・下 リザ・テツナー著；酒寄進一訳 あすなろ書房 2002.9

ゲーターガールズふたりはなかよし
ジョアンナ・コール,ステファニー・カルメンソ
ン作；リン・マンシンガー絵；吉上恭太訳

小峰書店 1996.11

こんにちは、バネッサ
マジョリー・W.シャーマット作；リリアン・ホー
バン絵；小杉佐恵子訳

岩崎書店 1984.2

ジュンとひみつの友だち 佐藤さとる作；村上勉画 岩波書店 1996.11
せかいはひろし 谷川俊太郎作；和田誠絵 あかね書房 1978.10

セシルの魔法の友だち
ポール・ギャリコ作；野の水生訳；太田大
八画

福音館書店 2005.2

ともだちができちゃった！
セラ・アシャロンぶん；光吉夏弥やく；スー
ザン・パールえ

大日本図書 1978.10

ともだちは海のにおい 工藤直子作；長新太絵 理論社 1984.6

百まいのドレス
エレナー・エスティス作；石井桃子訳；ルイ
ス・スロボドキン絵

岩波書店 2006.11

ビロードうさぎ
マージェリィ・ウィリアムズぶん；いしいもも
こやく；ウィリアム・ニコルソンえ

童話館出版 2002.3

魔女学校の転校生 ジル・マーフィ作・絵；松川真弓訳 評論社 1987.9

ともだちの本

あなたにとって友達はどんな存在でしょうか。本には様々な友達関係が描かれています。本の中でいろんな友達に出会って
みませんか？
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書名 著者名 出版者 出版年
魔女ジェニファとわたし E.L.カニグズバーグ作；松永ふみ子訳 岩波書店 2001.5

町かどのジム
エリノア・ファージョン文；エドワード・アー
ディゾーニ絵；松岡享子訳

童話館出版 2001.10

ヤンネ、ぼくのともだち ペーテル・ポール作；ただのただお訳 徳間書店 1997.12

《昔話絵本・昔話集》

ライオンとねずみ リーセ・マニケ文・絵；大塚勇三訳 岩波書店 1984.10

《詩・わらべうた》

ともだち 谷川俊太郎文；和田誠絵 玉川大学出版部 2002.11

《知識》
友だちは無駄である 佐野洋子著 筑摩書房 1988.8
《洋書》
Beady Bear 『くまのビーディくん』 by Don Freeman Puffin Books 1977
Corduroy 『くまのコールテンくん』 story and pictures by Don Freeman Viking Press 1968
Days with Frog and Toad
『ふたりはきょうも』

by Arnold Lobel HarperCollins c1979

The hundred dresses
『百まいのドレス』

by Eleanor Estes ; illustrated by Louis
Slobodkin

Harcourt Brace c1972

Little Daruma and little Tengu
『だるまちゃんとてんぐちゃん』

by Satoshi Kako；translated by Peter
Howlett, Richard McNamara

Tuttle Pub. 2002.12

The velveteen rabbit, or, How toys
become real 『ビロードうさぎ』

by Margery Williams ; with illustrations by
William Nicholson

Delacorte Press [1991]

※洋書は『　』内に翻訳書名を示しています。

※このリストは、子どものへや・世界を知るへやで行っている小展示の資料一覧であり、テーマに沿った資料を網羅的に紹
介したり、リストに挙げられた資料を推薦したりするものではありません。
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