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小天使ブリュッセルをゆく…
ガブリエル・バンサン／作
今江祥智／訳（BL出版）

2006 726/ｳｧﾝ/06.6

ぼんぼん
岩波少年文庫

今江祥智／作
（岩波書店）

2010 908/ｲﾜﾅ/10.7

きみとぼく
今江祥智／さく
長新太／え（BL出版）

2007 913.6/ｲﾏｴ/07.7

桜桃(さくらんぼ)のみのるころ
今江祥智／作
宇野亜喜良／絵（BL出版）

2009 913.6/ｲﾏｴ/09.6

きりの村
おはなしのたからばこ

今江祥智／文
宇野亜喜良／絵（フェリシモ）

2010 913.6/ｲﾏｴ/10.1

トトンぎつね
おはなしのたからばこ

今江祥智／文
植田真／絵（フェリシモ）

2010 913.6/ｲﾏｴ/10.2

ぼくはライオン
日本の児童文学よみがえる名作

今江祥智／作
長新太／絵（理論社）

2010 913.6/ｲﾏｴ/10.2

熊ちゃん
おはなしのたからばこ

今江祥智／文
あべ弘士／絵（フェリシモ）

2010 913.6/ｲﾏｴ/10.3

白ぶたピイ
おはなしのたからばこ

今江祥智／文
国松エリカ／絵（フェリシモ）

2010 913.6/ｲﾏｴ/10.4

さくらんぼ上方落語
おはなしのたからばこ

今江祥智／文
宇野亜喜良／絵（フェリシモ）

2010 913.6/ｲﾏｴ/10.5

ぼんぼん
今江祥智／作
（理論社）

2012 913.6/ｲﾏｴ/12.4

優しさごっこ
今江祥智／作
（理論社）

2012 913.6/ｲﾏｴ/12.4

あのこ
今江祥智／文
宇野亞喜良／絵（BL出版）

2015 913.6/ｲﾏｴ/15.1

きえたとのさま
創作幼年童話選

今江祥智／著
梶山俊夫／絵（小峰書店）

1979 913.6/ｲﾏｴ/

山のむこうは青い海だった
今江祥智／作
長新太／絵（理論社）

2003 913.6/ｲﾏｴ/

わらいうさぎ
今江祥智ショートファンタジー

今江祥智／作
和田誠／絵（理論社）

2004 913.6/ｲﾏｴ/

魚だって恋をする
今江祥智／作
長新太／絵（BL出版）

2004 913.6/ｲﾏｴ/

おれはオニだぞ
今江祥智ショートファンタジー

今江祥智／作
和田誠／絵（理論社）

2004 913.6/ｲﾏｴ/

せんべいざむらい
おはなしわくわくシリーズ

今江祥智／作
宇野亜喜良／絵（佼成出版社）

2004 913.6/ｲﾏｴ/

ぽけっとの海
今江祥智ショートファンタジー

今江祥智／作
和田誠／絵（理論社）

2004 913.6/ｲﾏｴ/

※請求記号のうち、「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。

追悼 今江祥智さん

児童文学作家、翻訳家の今江祥智さんが３月20日、83歳でお亡くなりになりました。ご冥福を心よりお祈りし、今江祥智さ
んの著作を展示します。
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白ぶたピイ
今江祥智ショートファンタジー

今江祥智／作
和田誠／絵（理論社）

2005 913.6/ｲﾏｴ/

くまさんとことりちゃん
ウルスラ・デュボサルスキー／ぶん
ロン・ブルックス／え（BL出版）

2003 933/ﾃｭﾎ/

くまさんとことりちゃん、またきょうはとくべつの日
ウルスラ・デュボサルスキー／ぶん
ロン・ブルックス／え（BL出版）

2003 933/ﾃｭﾎ/

サンタクロースが二月にやってきた
えほんのもり

今江祥智／文
あべ弘士／絵（文研出版）

2007 E/ｱﾍ/07.11

四角いクラゲの子
えほんのもり

今江祥智／文
石井聖岳／絵（文研出版）

2010 E/ｲｼｲ/10.2

ふっくらクマさん
ミック・インクペン／さく
今江祥智／やく（ブロンズ新社）

2009 E/ｲﾝｸ/09.1

どうするどうするねずみくん
ドン・ウッド／さく
オードリー・ウッド／さく（BL出版）

1997 E/ｳｯﾄ/

ねずみくん、どうするどうするクリスマス
ドン・ウッド／さく
オードリー・ウッド／さく（BL出版）

2003 E/ｳｯﾄ/

たくさんのお月さま
ジェームズ・サーバー／作
今江祥智／訳（ブックローン出版）

1989 E/ｳﾉ/

あおいくも
トミー・ウンゲラー／作
今江祥智／訳（ブロンズ新社）

2010 E/ｳﾝｹ/10.6

コウモリのルーファスくん
トミ・ウンゲラー／さく
いまえよしとも／やく（BL出版）

2011 E/ｳﾝｹ/11.5

よかったね、カモのおちびちゃん
エヴァ・ムーア／ぶん
ナンシー・カーペンター／え（BL出版）

2014 E/ｶﾍﾝ/14.4

夜になると
アン・グットマン／作
ゲオルグ・ハレンスレーベン／作
（BL出版）

2005 E/ｸｯﾄ/05.12

ぼちぼちいこか
英語でもよめる

マイク・セイラー／さく
ロバート・グロスマン／え（偕成社）

2011 E/ｸﾛｽ/11.2

ぼちぼちいこか
マイク=セイラー／さく
ロバート=グロスマン／え（偕成社）

1980 E/ｸﾛｽ/

おるすばんごっこ
キャサリーナ・グロスマン・ヘンゼル／
作
今江祥智／訳（BL出版）

2005 E/ｸﾛｽ/

三びきのライオンのこ
こどものとも 復刻版

（福音館書店） 1996 E/ｺﾄﾓ/

ねこじたなのにお茶がすき
今江祥智／文
ささめやゆき／絵（淡交社）

2010 E/ｻｻﾒ/10.4

なんてったっておれさまがいちばんでかいかな
ケビン・シェリー／さく
いまえよしとも／やく（BL出版）

2008 E/ｼｪﾘ/08.8

くいしんぼう
えほんのもり

今江祥智／文
高畠純／絵（文研出版）

2010 E/ﾀｶﾊ/10.3

竜
今江祥智／文
田島征三／絵（BL出版）

2004 E/ﾀｼﾏ/

ちからたろう
むかしむかし絵本

いまえよしとも／ぶん
たしませいぞう／え（ポプラ社）

1977 E/ﾀｼﾏ/
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風にふかれて
今江祥智／文
長新太／絵（BL出版）

2006 E/ﾁｮｳ/06.7

いまえよしともようちえんのえほん
今江祥智童話館

今江祥智／作
ちょうしんた／え（理論社）

1987 E/ﾁｮｳ/

なんででんねん天満はん
天神祭

今江祥智／ぶん
長新太／え（童心社）

2003 E/ﾁｮｳ/

クリスマスにはおひげがいっぱい!?
ほんとのサンタさんの話

ロジャー・デュボアザン／作
今江祥智／訳（BL出版）

2008 E/ﾃｭﾎ/08.11

ごきげんなライオン
ともだちはくまくん

ルイーズ・ファティオ／文
ロジャー・デュボアザン／絵（BL出版）

2010 E/ﾃｭﾎ/10.12

ごきげんなライオン
ともだちさがしに

ルイーズ・ファティオ／文
ロジャー・デュボアザン／絵（BL出版）

2010 E/ﾃｭﾎ/10.4

ごきげんなライオン
たのしい空のたび

ルイーズ・ファティオ／文
ロジャー・デュボアザン／絵（BL出版）

2010 E/ﾃｭﾎ/10.9

ごきげんなライオン
すてきなたからもの

ルイーズ・ファティオ／文
ロジャー・デュボアザン／絵（BL出版）

2012 E/ﾃｭﾎ/12.9

ごきげんなライオン
おくさんにんきものになる

ルイーズ・ファティオ／文
ロジャー・デュボアザン／絵（BL出版）

2013 E/ﾃｭﾎ/13.1

ヒュンヒュンビュンビュンビュワンビュワン
ジョン・ハセット／さく
アン・ハセット／さく（BL出版）

2003 E/ﾊｾｯ/

いろはにほへと
今江祥智／文
長谷川義史／絵（BL出版）

2004 E/ﾊｾｶ/

ねこくん、わが家をめざす
K.バンクス／さく
G.ハレンスレーベン／え（BL出版）

2007 E/ﾊﾚﾝ/07.3

こぎつねはたびだつ
ケイト・バンクス／ぶん
ゲオルグ・ハレンスレーベン／え
（ブロンズ新社）

2007 E/ﾊﾚﾝ/07.4

青い大きな家
ケイト・バンクス／さく
G.ハレンスレーベン／え（BL出版）

2008 E/ﾊﾚﾝ/08.6

クリスマスにやってくるのは?
K.バンクス／さく
G.ハレンスレーベン／え（BL出版）

2010 E/ﾊﾚﾝ/10.11

栄光への大飛行
アリス・プロヴェンセン／作
マーティン・プロヴェンセン／作
（BL出版）

2009 E/ﾌﾛｳ/09.3

ドドさん結婚おめでとう
ロッティーとハービー

ペトラ・マザーズ／作
今江祥智／訳（BL出版）

2003 E/ﾏｻｽ/

サティさんはかわりもの
M.T.アンダーソン／文
ペトラ・マザーズ／絵（BL出版）

2004 E/ﾏｻｽ/

おにごっこだいすき
えほんのもり

今江祥智／文
村上康成／絵（文研出版）

2010 E/ﾑﾗｶ/10.1

わたしのくまさんに
デニス・ハシュレイ／文
ジム・ラマルシェ／絵（BL出版）

2004 E/ﾗﾏﾙ/

アヒルだってば!ウサギでしょ!
エイミー・クローズ・ローゼンタール／さ
く
トム・リヒテンヘルド／さく（サンマーク出
版）

2010 E/ﾘﾋﾃ/10.5

はなうたウサギさん
エリック・ローマン／作
いまえよしとも／訳（BL出版）

2004 E/ﾛﾏﾝ/
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ぽけっとくらべ
えほんのもり

今江祥智／文
和田誠／絵（文研出版）

2005 E/ﾜﾀ/05.12

あめだまをたべたライオン
おはなしえほんシリーズ

今江祥智／文
和田誠／絵（フレーベル館）

2008 E/ﾜﾀ/08.1

展示期間　2015年３月31日～５月28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）


