
No. 作者 作品名 書誌事項(初出) 著者 刊行年月 出版社 点数

1 秋野不矩 うらしまたろう 「こどものとも」200号増刊 時田史郎･再話/秋野不矩･画 1972.11 福音館書店 6

2 池田龍雄 三びきのやぎのがらがらどん 「こどものとも」38号 瀬田貞二･訳/池田龍雄･画 1959.05 福音館書店 4

3 太田大八 どうぶつたちのおかいもの 「こどものとも」242号 渡辺茂男･作/太田大八･絵 1976.05 福音館書店 8

4 太田大八 だいちゃんとうみ 「こどものとも」281号 太田大八・作/絵 1979.08 福音館書店 16

5 小野かおる われたたまご 「こどものとも」197号 フィリピン民話/小野かおる 再話・画 1972.08 福音館書店 7

6 小野かおる はなかげこぶた 「普及版こどものとも」 小野かおる・作/絵 1982.12 福音館書店 8

7 小野木　学 たらばがにのはる 「こどものとも」168号 安藤美紀夫･作/小野木学･絵 1970.03 福音館書店 6

8 桂　ゆき ぴちこちゃんのけっこん 「こどものとも」180号 ベラ・ヘルド･原作/木島 始･文/桂 ゆき・画 1971.03 福音館書店 4

9 小出保子 とんとんとめてくださいな 「福音館のペーパーバック絵本」 小出淡・文/小出保子・絵 1981.09 福音館書店 15

10 佐藤忠良 おおきなかぶ 「こどものとも」74号 ロシア民話/内田莉莎子・訳/佐藤忠良・画 1962.05 福音館書店 14

11 佐藤忠良 三びきのこぶた 「世界おはなし絵本」7 ミハルコフ・作/内田莉莎子・文/佐藤忠良・絵 1966.12 偕成社 3

12 関野凖一郎 うしかたとやまうば 「こどものとも」191号 瀬田貞二・再話/関野凖一郎・画 1972.01 福音館書店 6

13 田島征三 ふるやのもり 「こどものとも」106号 瀬田貞二・再話/田島征三・画 1965.01 福音館書店 6

14 長　新太 がんばれさるのさらんくん 「こどものとも」24号 中川正文･作/長 新太･画 1958.03 福音館書店 6

15 長　新太 ごろごろにゃーん 「こどものとも」238号 長 新太･作/画 1976.01 福音館書店 10

16 長　新太 どろにんげん 「こどものとも」500号 長 新太・作 1997.11 福音館書店 4

17 長　新太 おしゃべりなたまごやき(新版) 「日本傑作絵本シリーズ」 寺村輝夫・作/長 新太・作 1972.12 福音館書店 6

18 寺島龍一 なんきょくへいったしろ 「こどものとも」5号 瀬田貞二･作/寺島竜一･画 1956.08 福音館書店 4

19 富山妙子 クリスマスのほし 「こどものとも」105号 上沢謙二･案/富山妙子･画 1964.12 福音館書店 6

20 中谷千代子 ジオジオのかんむり 「こどものとも」52号 岸田衿子･作/中谷千代子･画 1960.07 福音館書店 4

21 中谷千代子 いちごばたけのちいさなおばあさん 「こどものとも」206号 わたりむつこ・作/中谷千代子･絵 1973.05 福音館書店 10

22 なかのひろたか ちょうちんあんこう 「こどものとも」126号 なかのひろたか・作/絵 1966.09 福音館書店 10

23 なかのひろたか ぞうくんのさんぽ 「こどものとも」147号 なかのひろたか･作と絵/なかのまさたか･レタリング 1968.06 福音館書店 10

24 林　明子 はじめてのおつかい 「こどものとも」240号 筒井頼子･作/林 明子･絵 1976.03 福音館書店 8

25 林　明子 おふろだいすき 「日本傑作絵本シリーズ」 松岡享子･作/林明子･絵 1982.04 福音館書店 6

26 林　明子 こんとあき 「日本傑作絵本シリーズ」 林明子･作 1989.06 福音館書店 9

27 稗田一穂 しらさぎのくるむら 「こどものとも」31号 いぬいとみこ・作/稗田一穂･画 1958.10 福音館書店 6

28 土方久功 ぶたぶたくんのおかいもの 「こどものとも」175号 土方久功・作/絵 1970.10 福音館書店 6

29 土方久功 おによりつよいおれまーい 「こどものとも」232号 サトワヌ島民話/土方久功･再話/画 1975.7 福音館書店 4

30 堀　文子 ビップとちょうちょう 「こどものとも」1号 与田凖一・作/堀 文子･画 1956.04 福音館書店 6

31 堀　文子 はなとあそんできたふみこちゃん 「こどものとも」25号 与田凖一・作/堀 文子･画 1958.04 福音館書店 4

32 水四澄子 いねになったてんにょ 「こどものとも」151号 インドネシア民話/君島久子・再話/水四澄子･画 1986.10 福音館書店 6

33 村山知義 おなかのかわ　旧版(月刊) 「普及版こどものとも」 鈴木三重吉･訳/村山知義･画 1975.02 福音館書店 14

34 矢吹申彦 きょうりゅうがすわっていた 「こどものとも」537号 市川宣子･作/矢吹申彦･絵 2000.12 福音館書店 12

35 山中春雄 ぺにろいやるのおにたいじ 「こどものとも」15号 吉田甲子太郎･訳/山中春雄･画 1957.06 福音館書店 4

36 山本忠敬 しょうぼうじどうしゃじぷた 「こどものとも」91号 渡辺茂男・作/山本忠敬・絵 1963.10 福音館書店 14

37 山本忠敬 のろまなローラー(新版) 「こどものとも」113号 小出正吾･作/山本忠敬･絵 1965.08 福音館書店 4

38 山本忠敬 でんしゃがはしる 「こどものとも」267号 山本忠敬･作/絵 1978.06 福音館書店 6

39 山脇百合子 ぐりとぐら 「こどものとも」93号 中川李枝子･文/大村百合子･絵 1963.12 福音館書店 14

40 山脇百合子 そらいろのたね 「こどものとも」97号 中川李枝子・文/大村百合子・絵 1964.04 福音館書店 14

41 山脇百合子 ぐりとぐらのうたうた12つき 「日本傑作絵本シリーズ」 中川李枝子･作/山脇百合子･絵 2003.10 福音館書店 6

42 山脇百合子 あひるのバーバちゃん 「創作こども文庫」2 神沢利子･作/山脇百合子･絵 1974.10 偕成社 5

43 吉井　忠 きんいろのつののしか 「こどものとも」107号 安藤美紀夫･作/吉井忠･絵 1965.02 福音館書店 6

出品点数 327

「はじめての美術　絵本原画の世界2013」展　出品リスト
…全場面出品作品


