
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

アメリカ・インディアンはうたう
金関 寿夫／文・訳詩
堀内 誠一／絵（福音館書店） 1992 389/ｶﾅｾ/

どうくつをたんけんする 堀内 誠一／さく（福音館書店） 1990 454/ﾎﾘｳ/

いっぽんの鉛筆のむこうに
谷川 俊太郎／文
坂井 信彦／ほか写真（福音館書店） 1989 576/ﾀﾆｶ/

えもじ
谷川 俊太郎／文
堀内 誠一／構成（福音館書店） 1987 801/ﾀﾆｶ/

光村ライブラリー11
ニホンザルのなかまたちほか

樺島 忠夫／監修
宮地 裕／監修（光村図書出版） 2002 908/ｶﾊｼ/

太陽の木の枝（福音館文庫）
フィツォフスキ／再話
内田 莉莎子／訳（福音館書店） 2002 908/ﾌｸｲ/

山んばと空とぶ白い馬
いぬい　とみこ／著
堀内誠一／〔画〕（福音館書店） 1976 913.6/ｲﾇｲ/

ふらいぱんじいさん
神沢 利子／作
堀内 誠一／絵（あかね書房） 1978 913.6/ｶﾝｻ/

銀のほのおの国
神沢 利子／さく
堀内 誠一／え（福音館書店） 1997 913.6/ｶﾝｻ/

銀のほのおの国（福音館文庫）
神沢 利子／作
堀内 誠一／画（福音館書店） 2003 908/ﾌｸｲ/

お父さんのラッパばなし
瀬田 貞二／作
堀内 誠一／画（福音館書店） 1977 913.6/ｾ/

お父さんのラッパばなし（福音館文庫）
瀬田 貞二／作
堀内 誠一／画（福音館書店） 2009 908/ﾌｸｲ/09.6

ロボット・カミイ
古田 足日／さく
堀内 誠一／え（福音館書店） 1980 913.6/ﾌ/

雪わたり
宮沢 賢治／著
堀内 誠一／画（福音館書店） 1969 913.6/ﾐ/

ニコラのすてきな夏休み
山口 智子／作
堀内 誠一／画（福音館書店） 1984 913.6/ﾔ/

ふたごのでんしゃ
渡辺 茂男／作
堀内 誠一／絵（あかね書房） 2004 913.6/ﾜ/

しゅっぱつしんこう
渡辺 茂男／作
堀内 誠一／絵（あかね書房） 2008 913.6/ﾜ/08.7

マザー・グース・ベスト１
谷川 俊太郎／訳
堀内 誠一／絵（草思社） 2000 931/ﾀ/

堀内誠一の本

　佐野美術館（三島市）で行われている「堀内誠一　旅と絵本とデザインと」展（７／10～８／29）に
合わせて堀内誠一の本を展示しています。

※請求記号の「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

マザー・グース・ベスト２
谷川 俊太郎／訳
堀内 誠一／絵（草思社） 2000 931/ﾀ/

マザー・グース・ベスト３
谷川 俊太郎／訳
堀内 誠一／絵（草思社） 2000 931/ﾀ/

マザー・グースのうた１
おとこのこってなんでできてる おんなの
こってなんでできてる

谷川 俊太郎／訳
堀内 誠一／絵（草思社） 1977 931/ﾀ/

マザー・グースのうた２
ばらのはなわをつくろうよ

谷川 俊太郎／訳
堀内 誠一／絵（草思社） 1977 931/ﾀ/

マザー・グースのうた３
だれがこまどりころしたの

谷川 俊太郎／訳
堀内 誠一／絵（草思社） 1976 931/ﾀ/

マザー・グースのうた４
6ペンスのうたをうたおう

谷川 俊太郎／訳
堀内 誠一／絵（草思社） 1977 931/ﾀ/

マザー・グースのうた５
マザー・グースのおっかさん

谷川 俊太郎／訳
堀内 誠一／絵（草思社） 1976 931/ﾀ/

きかんぼのちいちゃいいもうと
ドロシー・エドワーズ／さく
渡辺 茂男／やく（福音館書店） 1978 933/ｴ/

人形の家
ルーマー・ゴッデン／作
瀬田 貞二／訳（岩波書店） 1980 933/ｺﾂﾃ/

秘密の花園
F・H・バーネット／作
猪熊 葉子／訳（福音館書店） 1980 933/ﾊ/

秘密の花園（福音館文庫）
F.H.バーネット／作
猪熊 葉子／訳（福音館書店） 2003 908/ﾌｸｲ/

大力ワーニャの冒険
プロイスラー／文
大塚 勇三／訳（瑞雲舎） 2003 943/ﾌﾛｲ/

アンデルセンどうわ
ハンス・クリスチャン・アンデルセン
／作
大畑 末吉／訳（のら書店）

2005 949/ｱ/

おやゆびちーちゃん
アンデルセン／作
木島　始／訳（福音館書店） 1967 949/ｱ/

空にうかんだお城
山口 智子／訳
堀内 誠一／絵（岩波書店） 2001 953/ﾔ/

おそうじをおぼえたがらないリスのゲルラン
ゲ

ジャンヌ・ロッシュ=マゾン／さく
山口 智子／訳（福音館書店） 1981 953/ﾛﾂｼ/

はんぶんのおんどり
ジャンヌ・ロッシュ=マゾン／さく
やまぐち ともこ／やく（瑞雲舎） 1996 953/ﾛﾂｼ/

ノアのはこぶね
アンドレ・エレ／さく・え
ほりうち せいいち／やく
（福音館書店）

1985 E/ｴ/

あっはっは
谷川 俊太郎／さく
堀内 誠一／え（くもん出版） 2009 E/ﾎﾘｳ/09.6

おおきくなるの
こどものとも復刻版99号

ほりうち せいいち／さくとえ
（福音館書店） 1996 E/ｺﾄﾓ/
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おにまるのヘリコプター
きしだ えりこ／さく
ほりうち せいいち／え（ブッキング） 2008 E/ﾎ/08.5

おひさまがいっぱい
よだ じゅんいち／詩
ほりうち せいいち／画（童心社） 1976 E/ﾎ/

かげ
中川 正文／ぶん
堀内 誠一／え（福音館書店） 1979 E/ﾎ/

かっきくけっこ
谷川 俊太郎／さく
堀内 誠一／え（くもん出版） 2009 E/ﾎﾘｳ/09.6

かにこちゃん
きしだ えりこ／さく
ほりうち せいいち／え（くもん出版） 2008 E/ﾎ/08.4

くまとりすのおやつ
きしだ えりこ／ぶん
ほりうち せいいち／え（福音館書店） 2008 E/ﾎ/08.2

クリーナおばさんとカミナリおばさん
西内 ミナミ／さく
堀内 誠一／え（福音館書店） 2009 E/ﾎﾘｳ/09.2

くるまはいくつ？
渡辺 茂男／さく
堀内 誠一／え（福音館書店） 2008 E/ﾎ/08.4

ぐるんぱのようちえん
西内 ミナミ／さく
堀内 誠一／え（福音館書店） 2008 E/ﾎ/08.4

くろうまブランキー
伊東 三郎／再話
堀内 誠一／画（福音館書店） 2007 E/ﾎﾘｳ/07.9

こすずめのぼうけん
ルース・エインワース／さく
ほりうち せいいち／え（福音館書店） 1977 E/ﾎ/

こぶたのまーち
むらやま けいこ／さく
ほりうち せいいち／え（福音館書店） 2009 E/ﾎﾘｳ/09.2

たいようの木のえだ
フィツォフスキ／再話
内田 莉莎子／訳（福音館書店） 1985 E/ﾎ/

たろうのおでかけ
村山 桂子／さく
堀内 誠一／え（福音館書店） 2008 E/ﾎ/08.4

たろうのおでかけ
こどものとも復刻版85号

村山 桂子／さく
堀内 誠一／え（福音館書店） 1996 E/ｺﾄﾓ/

たろうのともだち
村山 桂子／さく
堀内 誠一／え（福音館書店） 2008 E/ﾎ/08.4

たろうのともだち
こどものとも復刻版70号

渡辺 桂子／さく
堀内 誠一／え（福音館書店） 1996 E/ｺﾄﾓ/

たろうのばけつ
こどものとも復刻版51号

渡辺 桂子／作
堀内 誠一／画（福音館書店） 1996 E/ｺﾄﾓ/

たろうのひっこし
村山 桂子／さく
堀内 誠一／え（福音館書店） 1985 E/ﾎ/

ちのはなし 堀内 誠一／ぶんとえ（福音館書店） 1989 E/ｶ/
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でてきておひさま
こどものとも年中向き283号

堀内　路子／さいわ
堀内　誠一／え（福音館書店） 2009 E/ﾎﾘｳ/09.10

てとゆび
ほりうち せいいち／ぶんとえ
（福音館書店） 1977 E/ﾎ/

てんのくぎをうちにいったはりっこ
かんざわ としこ／さく
ほりうち せいいち／え（福音館書店） 2003 E/ﾎ/

どうぶつしんぶん
岸田 衿子／[ほか]ぶん
堀内 誠一／え（福音館書店） 1988 E/ﾎ/

どうぶつしんぶん
こどものとも324号

岸田 衿子／[ほか]ぶん
堀内 誠一／え（福音館書店） 1983 E/ﾎ/

パンのかけらとちいさなあくま
内田 莉莎子／再話
堀内 誠一／画（福音館書店） 1992 E/ﾎ/

ひでちゃんのにっき
こどものとも298号

永瀬　清子／さく
堀内　誠一／え（福音館書店） 1981 E/ﾎ/

ぴよぴよ
谷川 俊太郎／さく
堀内 誠一／え（くもん出版） 2009 E/ﾎﾘｳ/09.6

ふくろにいれられたおとこのこ
こどものとも319号

山口 智子／再話
堀内 誠一／画（福音館書店） 1982 E/ﾎ/

めのはなし
かがくのとも103号

ほりうち せいいち／さく
（福音館書店） 1977 E/ﾎ/

モモちゃんねずみのくにへ
まつたに みよこ／さく
ほりうち せいいち／え（講談社） 1980 E/ﾎ/

４さいからの豊かな心を育てるお話　全５話 （世界文化社） 2007 E/ﾖ/07.7

展示期間　2010年7月10日～8月29日
〒422-8002　静岡市駿河区谷田53-1　静岡県立中央図書館

子ども図書研究室　TEL 054-262-1243（資料課）


