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 神戸市生まれ。児童文学作家、翻訳家、東京子ども図書館名誉理事長。                                          
 ボルチモア市立イーノック・プラット公共図書館に勤務する傍ら、ウェスタンミシガン大学大学院で図書館学科修士
課程を修了。帰国後、大阪市立中央図書館を経て、自宅で家庭文庫を開き、児童文学の翻訳、創作、研究を続け
る。1974年、石井桃子氏らと共に財団法人東京子ども図書館を設立。 
 著書に「ゆかいなヘンリーくんシリーズ」の翻訳や『とこちゃんはどこ』など、200作以上の児童書を手掛けた。また
『子どもと本』『えほんのせかい こどもせかい』などの研究・評論書も多数執筆。文化功労者。 

絵本（翻訳） 
●松岡享子さんが出版に関わった本のうち、令和4年3月末現在、埼玉県立図書館で所蔵している本のリストです。    

 未所蔵のものは記載しておりません。                                                   

●リストは出版年順で並んでいます。 

追悼記念 

松岡享子の世界 

展示期間：４月２３日（土）～６月２３日（木） 

令和4年1月、児童文学作家・翻訳家の松岡享子さんが永眠されました。                                      

児童書の翻訳や創作活動のみならず、子どもたちに本を手渡す機会をふやす

ために尽力し続けた松岡さん。今回は彼女が制作に携わった本を集めました。 

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室                     

久喜市下早見85－5                          

Tel：0480-21-2659 

松岡享子（1935‐2022） 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

ねずみのともだちさがし ヘレン・ピアス／作 福音館書店 
1968 
※1984（童

話屋） 
Eﾈ 

おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ／作・絵 福音館書店 1970 Eｽﾛ703 

ペチューニア ロジャー・デュボアザン／作 日本パブリッシング 1970 Eﾍﾞ 

よかったねねずみさん ヘレン・ピアス／作 福音館書店 
1971        

※1984（童

話屋） 

EP 

かえってきたおとうさん 
Ｅ．Ｈ．ミナリック／著                      

モーリス・センダック／絵 
福音館書店 1972 Eｶ 

くんくんとかじ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 1972 Eﾌﾙ704 

こいぬのくんくん ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
1972 
※改版2010 

Eﾌﾙ704 

だいじなとどけもの 
Ｅ．Ｈ．ミナリック／文                     

モーリス・センダック／絵 
福音館書店 1972 Eﾀﾞ 

フランシスのおともだち 
ラッセル・ホーバン／作                         

リリアン・ホーバン／絵 
好学社 1972 Eﾌ 

埼玉県のマスコット 

コバトン 

東京子ども図書館より提供 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

もっとほんがよめるの ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 1972 Eﾓ 

くまのコールテンくん ドン＝フリーマン／作 偕成社 1975 Eﾌﾘ713 

くまのビーディーくん ドン＝フリーマン／作 偕成社 1976 Eｸ 

ふゆねこさん ハワード・ノッツ／作・絵 偕成社 1977 Eﾌ 

ものぐさトミー ペーン・デュボア／文・絵 岩波書店 1977 Eﾃﾕ725 

１ねんに３６５のたんじょう日プレゼン

トをもらったベンジャミンのおはなし 

ジュディ・バレット／作                         

ロン・バレット／絵 
偕成社 1978 Eﾊﾚ705 

おばかさんのペチューニア ロジャー・デュボアザン／作・絵 佑学社 1978 Eｵ 

ペチューニアごようじん ロジャー・デュボワザン／作・絵 佑学社 
1978 
※2000（富

山房） 

Eﾍﾟ 

ペチューニアのだいりょこう ロジャー・デュボワザン／作・絵                 佑学社 
1978 
※2002（富

山房） 

Eﾍﾟ 

まんげつのよるまでまちなさい 
マーガレット・ワイズ・ブラウン／作             

ガース・ウィリアムズ／絵 
ペンギン社 1978 Eｳｲ732 

かぜはどこへいくの 
シャーロット・ゾロトウ／作                

ハワード・ノッツ／絵 
偕成社 1981 Eﾉﾂ702 

おやすみなさいフランシス ラッセル・ホーバン／文 福音館書店 1982 Eｳｲ732 

かしこいビル 
ウィリアム・ニコルソン／作                    

よしだしんいち／訳 
ペンギン社 1982 Eｶ 

しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムズ／文・絵 福音館書店 1983 Eｳｲ732 

うさこちゃんとじてんしゃ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
1984 
※改版2010 

Eｳ 

おひゃくしょうのやん ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
1984 
※改版2010 

Eｵ 

しろ、あか、きいろ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 1984 Eﾌﾙ704 

ねずみのいえさがし ヘレン・ピアス／作 童話屋 
1984      
※旧版は所

蔵なし 

Eﾋｱ709 

まる、しかく、さんかく ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
1984 
※改版2010 

Eﾏ 

うさこちゃんがっこうへいく ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
1985 
※改版2010 

Eｳ 

おーちゃんのおーけすとら ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 1985 Eｵ 

じのないえほん ２ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 1985 Eｼﾞ 

だんふねにのる ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 1985 Eﾀﾞ 

ジャムつきパンとフランシス 
ラッセル・ホーバン／作              

リリアン・ホーバン／絵  
好学社 1986 Eﾎﾊ702 

フランシスとたんじょうび 
ラッセル・ホーバン／作                    

リリアン・ホーバン／絵 
好学社 1986 Eﾎﾊ702 

フランシスのいえで 
ラッセル・ホーバン／作                      

リリアン・ホーバン／絵 
好学社 1986 Eﾎﾊ702 

どこにいるかわかる？ ユネスコ・アジア文化センター／編 こぐま社 
1988 
※改訂新版

2006 

Eﾄﾞ 

なにをしているかわかる？ ユネスコ・アジア文化センター／企画編集 朝日新聞社 1990 Eﾅ 

二ひきのこぐま イーラ／作 こぐま社 1990 Eｲﾗ701 

うたこさんのおかいもの ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
1991 
※改版2014 

Eｳ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

うたこさんのにわしごと ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
1991 
※改版2014 

Eｳ 

ぶたのうたこさん ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
1991 
※改版2014 

Eﾌﾞ 

わたしほんがよめるの ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 1992 Eﾌﾙ704 

うさこちゃんおとまりにいく ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
1993 
※改版2010 

Eﾌﾙ704 

うさこちゃんのおじいちゃんとおば

あちゃん 
ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 

1993 
※改版2010 

Eﾌﾙ704 

きつねのホイティ シビル・ウェッタシンハ／作 福音館書店 1994 Eｳｴ501 

わたしのろばベンジャミン 
ハンス・リマー／文                             

レナート・オスベック／写真 
こぐま社 1994 Eﾜ 

ダチョウのくびはなぜながい？ 
ヴァーナ・アーダマ／文                  

マーシャ・ブラウン／絵 
富山房 1996 Eﾀﾞ 

ねこのくにのおきゃくさま シビル・ウェッタシンハ／作 福音館書店 1996 Eﾈ 

ペニーさん マリー・ホール・エッツ／作・絵 徳間書店 1997 Eｴﾂ701 

さるのオズワルド エゴン・マチーセン／作 こぐま社 1998 Eﾏﾁ702 

ペニーさんと動物家族 マリー・ホール・エッツ／作・絵 徳間書店 1998 Eｴﾂ701 

がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン／作 富山房 1999 Eﾃﾕ701 

ケムエルとノアのはこぶね ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 1999 Eﾌﾙ704 

世界でいちばんやかましい音 
ベンジャミン・エルキン／作                

太田大八／絵 
こぐま社 1999 Eｵｵ008 

うさこちゃんとあかちゃん ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
2005 
※改版2010 

Eﾌﾙ704 

うさこちゃんのはたけ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
2005 
※2010 

Eﾌﾙ704 

うさこちゃんとふえ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
2007 
※改版2010 

Eﾌﾙ704 

おかしのくにのうさこちゃん ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
2007 
※2010 

Eﾌﾙ704 

ディック・ウィッティントンとねこ マーシャ・ブラウン／再話・絵 アリス館 2007 Eﾌﾗ791 

うさこちゃんとたれみみくん ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
2008 
※改版2010 

Eﾌﾙ704 

うさこちゃんのさがしもの ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
2008 
※改版2010 

Eﾌﾙ704 

うさこちゃんのてんと ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
2008 
※改版2010 

Eﾌﾙ704 

うさこちゃんびじゅつかんへいく ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
2008 
※改版2010 

Eﾌﾙ704 

空とぶじゅうたん マーシャ・ブラウン／再話・絵 アリス館 2008 Eﾌﾗ791 

まつぼっくりのぼうけん 
ブリギッテ・シジャンスキー／文             

バーナデット・ワルツ／絵 
瑞雲舎 2008 Eｳｵ721 

うさこちゃんときゃらめる ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2009 Eﾌﾙ704 

うさこちゃんのおじいちゃんへのおく

りもの 
ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 

2009 
※改版2010 

Eﾌﾙ704 

うさこちゃんのだんす ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
2009 
※改版2010 

Eﾌﾙ704 

うさこちゃんのてがみ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
2009 
※改版2010 

Eﾌﾙ704 

うさこちゃんはじょおうさま ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 
2009 
※改版2010 

Eﾌﾙ704 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

うさこちゃんおばけになる ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2010 Eﾌﾙ704 

うさこちゃんとにーなちゃん ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2010 Eﾌﾙ704 

うさこちゃんのおうち ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2010 Eﾌﾙ704 

うさこちゃんのだいすきなおば

あちゃん 
ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 

2010                        
※旧版2008は所蔵なし 

Eﾌﾙ704 

うさこちゃんまほうをつかう ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2011 Eﾌﾙ704 

ふわこおばさんのぱーてぃー ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2011 Eﾌﾙ704 

くんくんにこいぬがうまれたよ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2012 Eﾌﾙ704 

りんごぼうや ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2012 Eﾌﾙ704 

くまのぼりす ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2013 Eﾌﾙ704 

だれのなきごえかな？ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2013 Eﾌﾙ704 

おおきくなったらなにになる？ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2014 Eﾌﾙ704 

どうしてないているの？ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2014 Eﾌﾙ704 

ペニーさんのサーカス マリー・ホール・エッツ／作・絵 徳間書店 2014 Eｴﾂ701 

ポッダとポッディ シビル・ウェッタシンハ／作 福音館書店 2014 Eｳｴ501 

あか き あお みどり ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2015 Eﾌﾙ704 

どうぶつ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2015 Eﾌﾙ704 

はる なつ あき ふゆ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2015 Eﾌﾙ704 

すぽーつのほん ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2016 Eﾌﾙ704 

ろってちゃん ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2016 Eﾌﾙ704 

おうさま ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2017 Eﾌﾙ704 

ふしぎな銀の木 
シビル・ウェッタシンハ／再話・絵    

市川雅子／訳 
福音館書店 2017 Eｳｴ501 

ふなのりのやん ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2017 Eﾌﾙ704 

わたしたしざんできるの ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2018 Eﾌﾙ704 

はりねずみのぼうけん ディック・ブルーナ／文・絵         福音館書店 2019 Eﾌﾙ704 

ぺんぎんのぴむとぽむ ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2019 Eﾌﾙ704 

ことりのぴーと ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店 2021 Eﾌﾙ704 

幼年文学（翻訳） 
書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

町かどのジム エリノア・ファージョン／〔著〕 学習研究社 
1965                    
※1990（福武書店）     

2001（童話館出版） 
ﾌ 

くまのパディントン マイケル・ボンド／作 福音館書店 1967 ※文庫版2002 933ﾎﾝ701 

白鳥 アンデルセン／作 福音館書店 1967 ｱ 

大きなたまご オリバー・バターワース／作       学習研究社 
1968 
※新版2015（岩波書店） 

93B 

がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社 
1967 ※文庫版1988                               

      改訂新版2007 
93K 

パディントンのクリスマス マイケル・ボンド／作 福音館書店 1968 ※文庫版2002 93ﾎﾞ 

ヘンリーくんとアバラー ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社 1968 ※改訂新版2007 ｸ 

パディントンの一周年記念 マイケル・ボンド／作 福音館書店 1969 ※文庫版2003 ﾎﾞ 

ビーザスといたずらラモーナ ベバリイ・クリアリー／作 学研教育出版 1969 ※改訂新版2009 ｸ 

ヘンリーくんとビーザス ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社 1969 ※改訂新版2009 ｸ 

アバラーのぼうけん ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社 1970 ※新版2008 933ｸﾘ701 

パディントンフランスへ マイケル・ボンド／作 福音館書店 1970 ※文庫版2003 ﾎﾞ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

ヘンリーくんと新聞配達 ベバリイ・クリアリー／作 学研教育出版 
1970 
※改訂新版2013 

ｸ 

ヘンリーくんと秘密クラブ ベバリイ・クリアリー／作 学研教育出版 
1970 
※改訂新版2013 

ｸ 

ラモーナは豆台風 ベバリイ・クリアリー／作 学研教育出版 
1970 
※改訂新版2012 

ｸ 

パディントンとテレビ マイケル・ボンド／作 福音館書店 
1971 
※文庫版2004 

93ﾎﾞ 

くまくんのおともだち Ｅ．Ｈ．ミナリック／文 福音館書店 1972 933ﾐﾅ702 

こぐまのくまくん Ｅ．Ｈ．ミナリック／文 福音館書店 1972 93ﾐ 

アジアの昔話 １ ユネスコ・アジア文化センター／編集 福音館書店 1975 ｱ 

アジアの昔話 ２ ユネスコ・アジア文化センター／編集 福音館書店 1975 ｱ 

ヘムロック山のくま アリス・デルグレーシュ／作 福音館書店 1976 93ﾃﾞ 

ゆうかんな女の子ラモーナ ベバリイ・クリアリー／作 学研教育出版 
1976 
※改訂新版2013 

ｸ 

アジアの昔話 ３ ユネスコ・アジア文化センター／編集 福音館書店 1977 ｱ 

パディントンの煙突掃除 マイケル・ボンド／作 福音館書店 
1977 
※文庫版2004 

ﾎﾞ 

ひとりっ子エレンと親友 ベバリィ・クリアリー／作 学習研究社 1977 ｸ 

アジアの昔話 ４ ユネスコ・アジア文化センター／編集 福音館書店 1978 ｱ 

世界むかし話 １２ クリスティーナ・トゥルスカ／絵 ほるぷ出版 1979 38ｾ 

アジアの昔話 ５ ユネスコ・アジア文化センター／編集 福音館書店 1980 ｱ 

いたずらっ子オーチス ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社 1980 ｸ 

アジアの昔話 ６ ユネスコ・アジア文化センター／編集 福音館書店 1981 ｱ 

あたまをつかった小さなおばあ

さん 
ホープ・ニューウェル／作 福音館書店 1981 933ﾆﾕ716 

黒ネコジェニーのおはなし １ 
エスター・アベリル／作・絵                 

張替惠子／共訳 
福音館書店 

1982 
※新版2011 

ｱ 

黒ネコジェニーのおはなし ２ 
エスター・アベリル／作・絵                 

張替惠子／共訳 
福音館書店 

1982 
※新版2012 

ｱ 

ノイのくじらつり ユネスコ・アジア文化センター／編 東京書籍 1982 ﾕ 

バリおくさまのバス旅行 ユネスコ・アジア文化センター／編 東京書籍 1982 ﾕ 

ラモーナとおとうさん ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社 
1982 
※改訂新版2001 

933ｸﾘ701 

サバの思いちがい ユネスコ・アジア文化センター／編 東京書籍 1983 ﾕ 

サンゴ礁軍団 ユネスコ・アジア文化センター／編 東京書籍 1983 ﾕ 

ラモーナとおかあさん ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社 
1983 
※改訂新版2001 

ｸ 

おじいちゃんとおばあちゃん Ｅ・Ｈ・ミナリック／文 福音館書店 1986 93ﾐ 

アジアの笑いばなし ユネスコ・アジア文化センター／編 東京書籍 1987 ﾕ 

世界むかし話 〔９〕 クリスティーナ・トゥルスカ／絵 ほるぷ出版 1989 ｾ 

パディントン妙技公開 マイケル・ボンド／作 福音館書店 
1989 
※文庫版2004 

93ﾎﾞ 

番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー／作 福音館書店 1992 933ｳｲ731 

子どもに語るアジアの昔話 １  こぐま社 1997 388ｺﾄ 

子どもに語るアジアの昔話 ２  こぐま社 1997 388ｺﾄ 
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書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

ラモーナ、八歳になる ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社 2001 933ｸﾘ701 

ラモーナとあたらしい家族 ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社 2002 933ｸﾘ701 

おっとあぶないがちょうおくさん ミリアム・クラーク・ポター／作 福音館書店 2004 933ﾎﾀ705 

ごきげんいかががちょうおくさん ミリアム・クラーク・ポター／作 福音館書店 2004 933ﾎﾀ705 

子どもに語るアンデルセンのお話 アンデルセン／〔著〕 こぐま社 2005 949ｱﾝ705 

ラモーナ、明日へ ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社 2006 933ｸﾘ701 

子どもに語るアンデルセンのお話 

２ 
アンデルセン／〔著〕 こぐま社 2007 949ｱﾝ705 

パディントンの大切な家族 マイケル・ボンド／作 福音館書店 
2008 
※文庫版2009 

933ﾎﾝ701 

パディントンのラストダンス マイケル・ボンド／作 福音館書店 
2008 
※文庫版2007 

933ﾎﾝ701 

パディントン街へ行く マイケル・ボンド／作 福音館書店 
2008 
※文庫版2006 

933ﾎﾝ701 

子どもに語るイギリスの昔話 松岡享子／編 こぐま社 2010 388ｺﾄ 

黒ネコジェニーのおはなし ３ 
エスター・アベリル／作・絵                 

張替惠子／共訳 
福音館書店 2012 933ｱﾍ704 

三本の金の髪の毛  のら書店 2013 388ｻﾝ 

りこうな子ども 松岡享子／編 こぐま社 2016 388ﾘｺ 

グリムのむかしばなし １ グリム／〔原作〕 のら書店 2017 943ｸﾘ702 

グリムのむかしばなし ２ グリム／〔原作〕 のら書店 2017 943ｸﾘ702 

あたまをつかった小さなおばあさん

がんばる 
ホープ・ニューウェル／作 福音館書店 2019 933ﾆﾕ716 

あたまをつかった小さなおばあさん

のんびりする 
ホープ・ニューウェル／作  福音館書店 2019 933ﾆﾕ716 

おはなしのろうそく １１ 東京子ども図書館／編纂 東京子ども図書館 2020 908ｵﾊ 

ワンダ・ガアグ グリムのゆかいな

おはなし 

グリム／〔原作〕 ワンダ・ガアグ／

編・絵  
のら書店 2019 943ｸﾘ702 

一般書（翻訳） 
書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

児童文学の伝統と現状 ウォルター・シェルフ／講演 
日本児童図書評議

会 
1977 J909ｼﾞ 

子どもと本 アイリーン・コルウエル／〔著〕 東京子ども図書館 1978 J019 

子どもが孤独でいる時間 エリーズ・ボールディング／著 こぐま社 1988 J371.4B65 

本はこうしてつくられる アリキ／作・絵 
日本エディタース

クール出版部 
1991 02ﾎ 

庭園の中の三人 バートン、エッツ、

ガアグをめぐって 

マーシャ・ブラウン／著              

高鷲志子／訳 
東京子ども図書館 1995 J019.5ﾃ 

子どもたちをお話の世界へ アイリーン・コルウェル／著 こぐま社 1996 J016.2ｺ 

わたしのなかの子ども シビル・ウェッタシンハ／著 福音館書店 2011 
J929.8538

ｳｴ501 

庭園の中の三人 左と右 
マーシャ・ブラウン／著                    

高鷲志子／訳 
東京子ども図書館 2013 J726.5ﾃｲ 
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絵本（自著） 
書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

とこちゃんはどこ 松岡享子／作 加古里子／絵 福音館書店 
1970 
※新版2008 

Eﾄ 

おふろだいすき 松岡享子／作 おいたゆうこ／絵 福音館書店 

1971 
※新版1982

（林明子／

絵） 

Eｵ 

ちいさなたいこ 松岡享子／作 秋野不矩／絵 福音館書店 
1974（「こども

のとも」初出） 

※新版2011 

Eｱｷ001   

（新版） 

かえるがみえる 松岡享子／作 馬場のぼる／絵 こぐま社 1985 Eﾊﾊ001 

いまはむかしさかえるかえる

のものがたり 
松岡享子／作 馬場のぼる／絵 こぐま社 1987 Eｲ 

いつも いっしょ 
松岡享子／文                  

車光照／［ほか］写真 
福音館書店 2003 Eｲﾂ 

うれしいさんかなしいさん 松岡享子／作・絵 東京子ども図書館 2012 Eﾏﾂ211 

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡享子／作 福音館書店 1968 913.6ﾏﾂ073 

みしのたくかにとをたべた王子

さま 
松岡享子／著 福音館書店 

1972              
※1998に『みし

のたくかにと』

（こぐま社）改

題 

ﾏ 

それほんとう？ 松岡享子／作 福音館書店 
1973 
※新装版

2010 
ﾏ 

なぞなぞのすきな女の子 松岡享子／作 学習研究社 1973 913.6ﾏﾂ073 

花仙人 松岡享子／文 福音館書店 1998 388ﾊﾅ 

じゃんけんのすきな女の子 松岡享子／作  学研教育出版 2013 913.6ﾏﾂ211 

幼年文学（自著） 

みんな大好きな『おふろだいすき』（福音館書店）は日本だけでなく、海外でも

大人気！英語、フランス語、タイ語、オランダ語、モルドバ語など、様々な言葉

に訳されています。それぞれの国のお風呂の文化に合わせて、浴槽にふたが

あったり、なかったりするそうですよ！見比べてみたいですね。 

※久喜図書館には、英語版、中国語版、韓国語版の所蔵があります。 

ストーリーテリング（すばなし・おはなし）を知っていますか？                                              

一つのおはなしを覚えて語って聞かせます。松岡さんは日本におけるストーリーテリングの先駆者と

して、おはなしの編纂や翻訳、語りのテキストの執筆などにも尽力されました。 

『愛蔵版おはなしのろうそく』シリーズ                 

※『おはなしのろうそく』シリーズもあ

ります 

「レクチャーブックス」             

おはなし入門シリーズ              
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一般書（自著） 
書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 

話すこと ２ 松岡享子／著 東京子ども図書館 
1972 
※新装版2008 

J019.5ﾊ 

絵本を読むこと 松岡享子／著 東京子ども図書館 1973 J019.5ｴ 

お話とは 松岡享子／著 東京子ども図書館 
1974 
※新装改訂版

2009 
J019.5ｵ 

えほんのせかいこどものせかい 松岡享子／著 東京子ども図書館 1975 J376.1ｴ 

質問に答えて 松岡享子／著 東京子ども図書館 

1975           
※2011に『語

る人の質問に

こたえて』とし

て新装改訂 

J019.5ｼ 

サンタクロースの部屋 松岡享子／著 こぐま社 
1978 
※改訂新版

2015 

J019.2ｻ 

おぼえること 松岡享子／著 東京子ども図書館 
1979 
※新装版2018 

J019.5ｵ 

昔話を絵本にすること 松岡享子／著 東京子ども図書館 1981 J388.1ﾑ 

選ぶこと 松岡享子／著 東京子ども図書館 
1982 
※新装版2018 

J019.5ｴ 

お話について 松岡享子／著 東京子ども図書館 
1985 
※新装版1996 

J019.2ｵ 

こども・こころ・ことば 松岡享子／著 こぐま社 1985 J019.5 

昔話絵本を考える                        
※『昔話を絵本にすること』の改題 

松岡享子／著 
日本エディタースクー

ル出版部 
1985 J388ﾑ 

えほんのせかいこどものせかい 松岡享子／著 
日本エディタースクー

ル出版部 
1987 J376.1ｴ 

変るもの変らないもの 松岡享子／著 東京子ども図書館 1990 J019.5ｶ 

話すこと １ 松岡享子／著 東京子ども図書館 
1991 
※新装版2008 

J019ﾊ 

お話を語る 松岡享子／著 
日本エディタースクー

ル出版部 
1994 J019.5ｵ 

お話を子どもに 松岡享子／著 
日本エディタースクー

ル出版部 
1994 J019.5ｵ 

語るためのテキストをととのえる 松岡享子／編著 東京子ども図書館 
1999 
※新装改訂版

2014 
J015.8ｶﾀ 

心を養うことば 松岡享子／〔述〕 調布市立図書館 2000 J019.5ｺｺ 

これからの子ども・本・人出会いづくり 
松岡享子／〔述〕                  

広瀬恒子／〔述〕  

親子読書地域文庫

全国連絡会 
2008 J019.5ｺﾚ 

ことばの贈りもの 松岡享子／著 東京子ども図書館 2009 J015.8ｺﾄ 

石井桃子のことば 中川李枝子／ほか著 新潮社 2014 J910.26ｲｼ007 

子どもと本 松岡享子／著 岩波書店 2015 J019.5ｺﾄ 

絵本に魅せられて 佐藤英和／著 こぐま社 2016 J019.53ｴﾎ 

子どもたちの心に届ける自然・こと

ば・遊び 
松岡享子／〔述〕 木城えほんの郷 2018 J019.5ｺﾄ 

ワンダ・ガアグの「グリムのむかしば

なし」について 
松岡 享子／講演 のら書店 2019 J940.268ｸﾘ702 

昔話と子どもの空想 東京子ども図書館／編纂 東京子ども図書館 2021 Ｊ388.04ﾑｶ 


