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あかまんまとうげ
ちひろからあなたへ

岩崎 京子／文
いわさき ちひろ／画
（童心社）

1994 913.6/ｲﾜｻ/

あかまんまとうげ
童心社の幼年絵童話 3

岩崎 京子／文
岩崎 ちひろ／画
（童心社）

1973 913.6/ｲﾜｻ/

ロシアの昔話
内田 莉莎子／編・訳
タチヤーナ・マブリナ／画
（福音館書店）

1989 983/ｳﾁﾀ/

おへそがえる・ごん 0001
福音館創作童話シリーズ

赤羽 末吉／さく・え
（福音館書店）

1986 E/ｱｶﾊ/

スーホの白い馬 モンゴル民話
日本傑作絵本シリーズ

大塚 勇三／再話
赤羽 末吉／画
（福音館書店）

1967 E/ｱｶﾊ/

つるにょうぼう
日本傑作絵本シリーズ

矢川 澄子／再話
赤羽 末吉／画
（福音館書店）

1979 E/ｱｶﾊ/

にぎりめしごろごろ
こどものとも傑作集 98

小林 輝子／再話
赤羽 末吉／画
（福音館書店）

1994 E/ｱｶﾊ/

へそもち
《こどものとも》傑作集

渡辺 茂男／さく
赤羽 末吉／え
（福音館書店）

1980 E/ｱｶﾊ/

ももたろう
日本傑作絵本シリーズ

まつい ただし／ぶん
あかば すえきち／え
（福音館書店）

1980 E/ｱｶﾊ/

鬼ぞろぞろ
舟崎 克彦／文
赤羽 末吉／絵
（偕成社）

1979 E/ｱｶﾊ/

だいくとおにろく 日本の昔話
こどものとも絵本

松居 直／再話
赤羽 末吉／画
（福音館書店）

2007 E/ｱｶﾊ/07.4

かさじぞう 日本の昔話
こどものとも絵本

瀬田 貞二／再話
赤羽 末吉／画
（福音館書店）

2008 E/ｱｶﾊ/08.4

こぶじいさま 日本の昔話
こどものとも絵本

松居 直／再話
赤羽 末吉／画
（福音館書店）

2008 E/ｱｶﾊ/08.4

モンテロッソのピンクの壁
江国 香織／作
荒井 良二／絵
（ほるぷ出版）

1992 E/ｱﾗｲ/

でんしゃえほん
井上 洋介／[作]
（ビリケン出版）

2000 E/ｲﾉｳ/

ゆきのひのたんじょうび
国際版絵本

岩崎 ちひろ／絵と文
武市 八十雄／案
（至光社）

[198 E/ｲﾜｻ/

あかいくつ
アンデルセン／さく
神沢 利子／ぶん
（偕成社）

1981 E/ｲﾜｻ/

あかちゃんのうた
松谷 みよ子／ぶん
いわさき ちひろ／え
（童心社）

1994 E/ｲﾜｻ/

おふろでちゃぷちゃぷ
松谷みよ子あかちゃんの本

松谷 みよ子／文
いわさき ちひろ／え
（童心社）

1994 E/ｲﾜｻ/

舌ながばあさん
ちひろ美術館コレクション絵本 5

武 建華／絵
千葉 幹夫／文
（小学館）

2001 E/ｳ/

※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。

「ちひろ美術館　世界の絵本原画コレクション展　絵本をひらくと」関連資料

静岡市美術館で10/10から11/23まで開催する「ちひろ美術館　世界の絵本原画コレクション展　絵本をひらくと」に関連し
て、展示作品のうち、当館で所蔵している資料を集めました。



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

すきすきだいすき ブルーノのプロポーズ
ピョートル・ウィルコン／文
ヨゼフ・ウィルコン／絵
（セーラー出版）

1992 E/ｳｨﾙ/

巨人のはなし フィンランドのむかしばなし
マルヤ ハルコネン／再話
ペッカ ヴオリ／絵
（福武書店）

1985 E/ｳｵﾘ/

はらぺこあおむし 
エリック=カール／さく
もり ひさし／やく
（偕成社）

1989 E/ｶﾙ/

はなをくんくん  世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
ルース・クラウス／ぶん
マーク・シーモント／え
（福音館書店）

1967 E/ｻｲﾓ/

あめのひ  世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本
ユリー・シュルヴィッツ／作・画
矢川 澄子／訳
（福音館書店）

1976 E/ｼｭﾙ/

やまのディスコ 
スズキ コージ／作
（架空社）

1989 E/ｽｽｷ/

かいじゅうたちのいるところ 
モーリス・センダック／さく
じんぐう てるお／やく
（冨山房）

1975 E/ｾﾝﾀ/

ふきまんぶく  創作大型えほん
田島 征三／文・絵
（偕成社）

1973 E/ﾀｼﾏ/

なつのあさ  国際版絵本
谷内 こうた／文・画
（至光社）

1980 E/ﾀﾆｳ/

おんぶおんぶねえおんぶ  長新太のねえねえ・えほん 3 
長 新太／さく
（ポプラ社）

2005 E/ﾁｮｳ/

キャベツくん  みるみる絵本
長 新太／文・絵
（文研出版）

1980 E/ﾁｮｳ/

ゴムあたまポンたろう  絵本・こどものひろば
長 新太／作
（童心社）

1998 E/ﾁｮｳ/

こんにちは!へんてこライオン  おひさまのほん
長 新太／作
（小学館）

2004 E/ﾁｮｳ/

つきよ  スピカのおはなしえほん 13
長 新太／さく
（教育画劇）

1986 E/ﾁｮｳ/

はるですよふくろうおばさん 
長 新太／作・絵
（講談社）

1977 E/ﾁｮｳ/

ブタとタコのダンス  学研おはなし絵本
長 新太／[作]
（学研）

2005 E/ﾁｮｳ/

まねっこねこちゃん 
長 新太／文・絵
（文渓堂）

2003 E/ﾁｮｳ/

もじゃもじゃしたものなーに? 
長 新太／作
（講談社）

1994 E/ﾁｮｳ/

はるですよふくろうおばさん  講談社の創作絵本 BEST SELECTION
長 新太／作・絵
（講談社）

2006 E/ﾁｮｳ/06.2

もじゃもじゃしたものなーに?  講談社の創作絵本 Best Selection
長 新太／作・絵
（講談社）

2006 E/ﾁｮｳ/06.5

ムニャムニャゆきのバス 
長 新太／作・絵
（偕成社）

2007 E/ﾁｮｳ/07.9

わたしのワンピース 
にしまき かやこ／えとぶん
（こぐま社）

1969 E/ﾆｼﾏ/



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

太陽へとぶ矢 インディアンにつたわるおはなし
ジェラルド・マクダーモット／さく
じんぐう てるお／やく
（ほるぷ出版）

1978 E/ﾏｸﾀ/

エルマーとカンガルー  ぞうのエルマー 7
デビッド・マッキー／ぶんとえ
きたむら さとし／やく
（BL出版）

2002 E/ﾏｯｷ/

おしゃべりはえの子ぶんぶんこちゃん 
コルネイ・チュコフスキー／作
マイ・ミトゥーリチ／絵
（新読書社）

1992 E/ﾐﾄｩ/

あまがさ  世界傑作絵本シリーズ
やしま たろう／[作]
（福音館書店）

1984 E/ﾔｼﾏ/

きりのなかのはりねずみ  世界傑作絵本シリーズ
ノルシュテイン／作
コズロフ／作
（福音館書店）

2000 E/ﾔﾙﾌ/

てぶくろ ウクライナ民話 世界傑作絵本シリーズ ロシアの絵本
エウゲーニー・M・ラチョフ／え
うちだ りさこ／やく
（福音館書店）

1965 E/ﾗﾁﾖ/

魔術師キャッツ
大魔術師ミストフェリーズ マンゴとランプルの悪ガキコンビ

T.S.エリオット／ぶん
エロール・ル・カイン／え
（ほるぷ出版）

1991 E/ﾙｶｲ/

ふたりはいっしょ  ミセスこどもの本
アーノルド・ローベル／作
三木 卓／訳
（文化出版局）

1972 E/ﾛﾍﾙ/

展示期間2015年10月７日～11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TEL054-262-1243（資料課）


