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●リストは、令和元年10月現在、埼玉県立図書館で所蔵している資料です。 

●「かがくのとも」1号～600号までの全リストです。 

資料展示リスト（2019年11月12日～2019年12月8日） 

 1969年に世界で初めての月刊科学絵本として誕生した「かがくのとも」（福音館書店）は、今年で50
周年を迎えました。子どもたちの❝知りたいきもち❞をはぐくみ、子どもたちに「かがく」のとびら  
を開き続けています。 

 今回は50周年を祝し、創刊号からの600号まで、普段は書庫にある雑誌版を中心に展示します。  
600冊の「かがく」のせかいを楽しんでください。  

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室 

埼玉県のマスコット 
コバトン＆さいたまっち 

 

ちいさなかがくのとも 

３～４～５才向け 

たくさんのふしぎ 

小学３年生から 

 かがくのとも 

 ５～６才向け 

おめでとう！

50ねん 

 ●〇●もくじ●〇● 

1969年４月～1974年３月（１～60号）・・・・・・・・・２ 

1974年３月～1979年３月（61～120号）・・・・・・・・３ 

1979年４月～1984年３月（121～180号）・・・・・・・４ 

1984年４月～1989年３月（181～240号）・・・・・・・５ 

1989年４月～1994年３月（241～300号）・・・・・・・６ 

1994年４月～1999年３月（301～360号）・・・・・・・７ 

1999年４月～2004年３月（361～420号）・・・・・・・８ 

2004年４月～2009年３月（421～480号）・・・・・・・９ 

2009年４月～2014年３月（481～540号）・・・・・・１０ 

2014年４月～2019年３月（541～600号）・・・・・・１１ 

「かがくのとも」創刊50周年 時代の流れとともに変化した絵本・・・１２ 

「かがくのとも」 

のなかまたち 

 「かがくのとも」50年(1～600号)     

    著者・画家ランキング 
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1 1969年4月 しっぽのはたらき 川田健文      
藪内正幸/絵 ◎  31 1971年10月 ふた 降矢洋子/作 △ 

2 1969年5月 たべられるしょくぶつ 森谷健/文   
寺島龍一/絵 ◎  32 1971年11月 ふしぎなきかい 安野光雅/作 ◎ 

3 1969年6月 あなたのいえ わたしのいえ 加古里子/作 ◎  33 1971年12月 
高坂知英/文   
梶山俊夫/絵 △ 

4 1969年7月 てとゆび 堀内誠一/作 ◎  34 1972年1月 こま 藤川正信/作 △ 

5 1969年8月 あげは 小林勇/作 ◎  35 1972年2月 こっぷ 谷川俊太郎/文  
今村昌昭/写真 ◎ 

6 1969年9月 かずくらべ 西内久典/文   
安野光雅/絵 ◎  36 1972年3月 みんなのき 岸田衿子/文   

堀内誠一/絵 △ 

7 1969年10月 いとでんわ 小林実/文     
小林桜子/絵  △  37 1972年4月 たんぽぽ 平山和子/作 ◎ 

8 1969年11月 はっぱときのみ 熊谷元一/作 △  38 1972年5月 あわててにげた 得田之久/作 △ 

9 1969年12月 ふゆのむし 藤井醇/文     
三芳悌吉/絵 ◎  39 1972年6月 うつる 中川正文/文   

飯田四郎/絵 △ 

10 1970年1月 でんとうがつくまで 加古里子/作 ◎  40 1972年7月 
きりんはどこからく
るの 石川重遠/作 △ 

11 1970年2月 こうていぺんぎん 小森厚/文     
藪内正幸/絵 ◎  41 1972年8月 みずあそび せなけいこ/作 △ 

12 1970年3月 みつばち 竹内一男/文   
小林勇/絵 △  42 1972年9月 ざっそう 甲斐信枝/作 ◎ 

13 1970年4月 かげ 中川正文/文   
堀内誠一/絵 ◎  43 1972年10月 これ、なあに？ △ 

14 1970年5月 いたち 吉崎正巳/作 ◎  44 1972年11月 こおろぎ 小林勇/作 △ 

15 1970年6月 はははのはなし 加古里子/作 ◎  45 1972年12月 りんご 花田弥一/作 △ 

16 1970年7月 ほくとしちせい 藤枝澪子/文   
辻村益朗/絵 ◎  46 1973年1月 てじな アダチ龍一/案    

柳亭燕路/文  △ 

17 1970年8月 てかげえ 中川正文/文   
赤穴宏/絵 △  47 1973年2月 のうさぎ 髙橋喜平/文   

薮内正幸/絵 ◎ 

18 1970年9月 なかまはずれ 安野光雅/作 ◎  48 1973年3月 だんめんず 加古里子/作 ◎ 

19 1970年10月 ひやしんす 平山和子/作 ◎  49 1973年4月 ざりがに 吉崎正巳/作 ◎ 

20 1970年11月 どうぐ 加古里子/作 ◎  50 1973年5月 みち 五味太郎/作 ◎ 

21 1970年12月 かずのほん まついのりこ/作 ◎  51 1973年6月 とき 谷川俊太郎/文  
太田大八/絵 〇 

22 1971年1月 ちのはなし 堀内誠一/作 ◎  52 1973年7月 じてんしゃ 山本忠敬/作  

23 1971年2月 まるのおうさま 谷川俊太郎/文 
粟津潔/絵 ◎  53 1973年8月 ふくろう 大沼鉄郎/文   

市成太煌/絵  

24 1971年3月 みずのなかのちいさなせかい 三芳悌吉/作 ◎  54 1973年9月 はしる 阿部馨/文    
堀内誠一/絵 〇 

25 1971年4月 とき 佐藤春雄/文   
藪内正幸/絵 ◎  55 1973年10月 かいこ 熊本元一/作 〇 

26 1971年5月 くらべてみよう 安野光雅/作 △  56 1973年11月 かみひこうき 小林実/文     
林明子/絵 〇 

27 1971年6月 おっかなどうぶつえんのちず    ◎  57 1973年12月 じゅんばん 安野光雅/作 ＊ 

28 1971年7月 ひらがなのほん まついのりこ/作 ◎  58 1974年1月 すべらない・すべる 西内久典/文   
なかのひろたか/絵  

29 1971年8月 かぶとむし 古川晴男/文   
小林勇/絵 △  59 1974年2月 どうぶつのて 小森厚/文     

金尾恵子/絵 〇 

30 1971年9月 ごむのじっけん 加古里子/作 ◎  60 1974年3月 おおさんしょううお 三芳悌吉/作 〇 

●1969年4月～1974年3月 1号～60号 

 

絵本欄 凡例 ◎ 貸出可能な絵本および貸出可能な復刻版・雑誌の所蔵あり 
       ○ 貸出可能な絵本あるいは貸出可能な雑誌の所蔵あり 
       △ 貸出可能な復刻版のみ所蔵あり 
 

                                                    
雑誌は、全期間展示しています。絵本等の資料は、随時、入れ替えをしています。 
展示コーナーにない資料は、カウンターまでお問合せください。                              
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61 1974年4月 あり 小林勇/作 〇  91 1976年
10月 わたし 谷川俊太郎/文  

長新太/絵 
〇 

62 1974年5月 なんのおと？ 櫻井道子/文  
降矢洋子/絵   92 1976年

11月 うみのにんじゃ たこ 冨田百秋/作 〇 

63 1974年6月 まめ 平山和子/作 〇  93 1976年
12月 うみのむこうは 五味太郎/作  

64 1974年7月 やどかり 吉崎正巳/作   94 1977年
1月 くすりになるくさやき 田畑一作/作 〇 

65 1974年8月 すいか 平山英三/作   95 1977年
2月 

どうぶつえんのおい
しゃさん 降矢洋子/作 〇 

66 1974年9月 まよいみち 安野光雅/作 〇  96 1977年
3月 かたくり 平山和子/作 〇 

67 1974年10月 ほね 堀内誠一/作 〇  97 1977年
4月 みてみよう 得田之久/作 〇 

68 1974年11月 このえほん 谷川俊太郎/文 
和田誠/絵   98 1977年

5月 ひっこし 石川重遠/作  

69 1974年12月 おおはくちょう やまひらともひ
こ/作   99 1977年

6月 いしがめ 金尾恵子/作 〇 

70 1975年1月 たこ 加古里子/作 〇  100 1977年7月 みんなうんち 五味太郎/作 〇 

71 1975年2月 ゆき 高橋喜平/文  
平山英三/絵   101 1977年8月 しおだまりのいきもの 冨田百秋/作  

72 1975年3月 カタカナのほん まついのりこ/作   102 1977年9月 ひがんばな 甲斐信枝/作 〇 

73 1975年4月 しゃぼんだま 小林実/文   
林明子/絵 〇  103 1977年10月 めのはなし 堀内誠一/作 〇 

74 1975年5月 とのさまがえる 川村智治郎/文 
吉崎正巳/絵 〇  104 1977年11月 たまねぎ 花田弥一/作  

75 1975年6月 あしながばち 甲斐信枝/作 〇  105 1977年12月 ゆきおこし 瀬田貞二/文   
津田櫓冬/絵 

〇 

76 1975年7月 あな 中沢和子/文  
長縄栄子/絵   106 1978年1月 

神沢利子/文   
林明子/絵 

〇 

77 1975年8月 ねびえ 毛利子来/文  
堀内誠一/絵 〇  107 1978年2月 せいくらべ 安野光雅/作 ＊ 

78 1975年9月 むすび   108 1978年3月 きもち 谷川俊太郎/文  
長新太/絵 

〇 

79 1975年10月 もうひとつのよる 降矢洋子/作   109 1978年4月 めだか 吉崎正巳/作 〇 

80 1975年11月 てざわり 吉野公章/作   110 1978年5月 たんぽぽみつけた 石津博典/作 〇 

81 1975年12月 にほんかもしか   111 1978年6月 ななほしてんとう たかはしきよし/作 〇 

82 1976年1月 しょうぼうしゃ 山本忠敬/作   112 1978年7月 
大沼鉄郎/文   
降矢洋子/絵 〇 

83 1976年2月 ぼくはぞうだ 五味太郎/作 〇  113 1978年8月 およぐ なかのひろたか/作 〇 

84 1976年3月 にじます 石川重遠/作   114 1978年9月 ことば 五味太郎/作  

85 1976年4月 
おおきいちょうちんち
いさいちょうちん 加古里子/作 〇  115 1978年10月 かぜ 吉野公章/作  

86 1976年5月 
きゃべつばたけのいち
にち 甲斐信枝/作 〇  116 1978年11月 もりのねずみ 今泉吉晴/文   

木村しゅうじ/絵 〇 

87 1976年6月 こいぬ 杉原せつ/文  
松川八洲雄/絵   117 1978年12月 おなら 長新太/作 〇 

88 1976年7月 ひがたのかに 小野勇一/文  
安保健二/絵 〇  118 1979年1月 いろいろいろ 辻村益郎/作  

89 1976年8月 もりのさんぽ 吉崎正巳/作 〇  119 1979年2月 
みのむし ちゃみのがの
くらし 甲斐信枝/作 〇 

90 1976年9月 ひだりとみぎ 安野光雅/作 ＊  120 1979年3月 けものたちのみち 宮崎学/作 〇 

●1974年4月～1979年3月 61号～120号 

 

＊ 57号「じゅんばん」と107号「せいくらべ」90号は『はじめてであう すうがくの絵本 1』に、「ひだりとみぎ」は    
 『はじめてであう すうがくの絵本 3』に収録されています。 
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121 1979年4月 らいおん 金尾恵子/作 〇  151 1981年10月 そば 熊谷元一/さく  

122 1979年5月 ねんど 長坂幸三/作   152 1981年11月 ながぐつのすずめ 横内襄/さく  

123 1979年6月 うめ 石津博典/作   153 1981年12月 
サンタクロ－スって
ほんとにいるの？ 

てるおかいつこ/文 
すぎうらはんも/絵 〇 

124 1979年7月 かまきり 小林勇/作 〇  154 1982年1月 
おおずもうがやって
きた 西村繁男/さく 〇 

125 1979年8月 つくってあそぼう 大隅紀和/構成 
亀田幸郎/絵 〇  155 1982年2月 ほっけりょう 大石可久也/さく 〇 

126 1979年9月 みずたまり 吉崎正巳/作   156 1982年3月 ぞうきばやし 〇 

127 1979年10月 たたく 谷川俊太郎/文 
今井弓子/絵   157 1982年4月 ねっこ 平山和子/さく 〇 

128 1979年11月 こうもり 吉行瑞子/文  
山本忠敬/絵 〇  158 1982年5月 ぽけっと 津田櫨冬/さく  

129 1979年12月 ゆげ 大沼鉄郎/文  
小川忠博/絵 〇  159 1982年6月 みず 長谷川摂子/文  

英伸三/写真 〇 

130 1980年1月 あさいち 大石可久也/作 〇  160 1982年7月 
おみやにいったらむ
しがいる 

日浦勇/ぶん   
たかはしきよし/え 〇 

131 1980年2月 じゃんけんぽん 森達夫/文   
佐伯敏男/絵   161 1982年8月 じぞうぼん 中川正文/ぶん  

伊藤秀男/え  

132 1980年3月 くまげら 有澤浩/文   
藪内正幸/絵 〇  162 1982年9月 こがねぐも 甲斐信枝/さく 〇 

133 1980年4月 
にほんざるのくらし 
あそぶ 

水原洋城/文  
木村しゅうじ/絵 〇  163 1982年10月 あしのうらのはなし やぎゅうげんいち

ろう/さく 〇 

134 1980年5月 
たけ・もうそうだけの
おやこ 甲斐信枝/作 〇  164 1982年11月 ゆりかもめ 石部虎二/さく 〇 

135 1980年6月 うごくえ 杉原せつ/文  
古川タク/絵   165 1982年12月 

けんか にほんざる
のくらし 

水原洋城/ぶん  
木村しゅうじ/え 〇 

136 1980年7月 
しゃがんでみつけた 
－にわさきのむし－ 小林俊樹/作 〇  166 1983年1月 土田ヒロミ/さく 〇 

137 1980年8月 高塚せいご/作   167 1983年2月 だましっこ 佐伯俊男/さく 〇 

138 1980年9月 おおばこ 菅原久夫/文  
白根美代子/絵 〇  168 1983年3月 とりをみた ながさわ まさこ/

さく  

139 1980年10月 かいつぶり 石部虎二/作 〇  169 1983年4月 
はるのたんぼ  
ざっそうのくらし 

菅原久夫/ぶん  
高森登志夫/え 〇 

140 1980年11月 おかあさんのて 長坂幸三/作   170 1983年5月 とんとんとん  

141 1980年12月 サンドイッチつくろう さとうわきこ/作 〇  171 1983年6月 いそでみつけた 吉崎正巳/さく  

142 1981年1月 
むかしのしょうぼうい
まのしょうぼう 山本忠敬/作 〇  172 1983年7月 むしがとぶ 栗林慧/さく   

杉浦範茂/A・D  

143 1981年2月 三芳悌吉/作 〇  173 1983年8月 ぼくからみると 高木仁三郎/ぶん 
片山健/え 〇 

144 1981年3月 
ひいおじいさんのたん
じょうび 

渡辺茂男/文  
太田大八/絵 〇  174 1983年9月 あかとんぼのたび 小林清之介/ぶん 

横内襄/え  

145 1981年4月 
まいごになった    
にほんざるのくらし 

水原洋城/ぶん 
木村しゅうじ/え 〇  175 1983年10月 どんぐり こうやすすむ/さく 〇 

146 1981年5月 あいず 大沼哲郎/ぶん 
沼野正子/え   176 1983年11月 じめん 長谷川摂子/文  

英伸三/写真  

147 1981年6月 くさる なかのひろたか/
さく 〇  177 1983年12月 ねこさんこんにちは 沼野正子/さく 〇 

148 1981年7月 やまのぼり 
ひらのひでひこ/
ぶん      
二俣英五郎/え 

〇  178 1984年1月 こうしがうまれた 新井陽子/ぶん  
中村英夫/え  

149 1981年8月 はなのあなのはなし やぎゅうげんいち
ろう/さく 〇  179 1984年2月 こうら 内田至/ぶん   

金尾恵子/え 〇 

150 1981年9月 つき 山田和/さく 〇  180 1984年3月 はながさいたら 菅原久夫/ぶん  
石部虎二/え 〇 

●1979年４月～19８4年3月 121号～180号 
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181 1984年4月 
だいこんだんめんれん
こんざんねん 加古里子/さく 〇  211 1986年10月 すすき 菅原久夫/ぶん  

白根美代子/え 〇 

182 1984年5月 あたまのなか 高橋悠治/ぶん 
柳生弦一郎/え 〇  212 1986年11月 パンクしゅうり 百木一朗/さく 〇 

183 1984年6月 これはなみだ？ 栗林慧/写真  
長新太/文 〇  213 1986年12月 

うずまき しぜんの
なかのかたち 

よつもとあきら/
さく 〇 

184 1984年7月 はまひるがお 岸田衿子/ぶん 
白根美代子/え   214 1987年1月 ななかまど あきやまじゅん

こ/さく 〇 

185 1984年8月 かみコップでつくろう よしだきみまろ/
さく 〇  215 1987年2月 

きゅうきゅうばこ 
かがくのとも版 

山田真/ぶん   
柳生弦一郎/え ◎ 

186 1984年9月 うかい 永坂幸三/さく   216 1987年3月 よもぎだんご さとうわきこ/さ
く ◎ 

187 1984年10月 どんぐりだんご 小宮山洋夫/さく 〇  217 1987年4月 たねがとぶ 甲斐信枝/さく ◎ 

188 1984年11月 ごきぶり 奥井一満/ぶん 
松岡達英/え   218 1987年5月 こうちゃんこがつく 長谷川摂子/ぶん 

古川タク/え 〇 

189 1984年12月 にわのもぐら 田中豊美/さく   219 1987年6月 
岡島秀治/ぶん  
吉谷昭憲/え 〇 

190 1985年1月 
こねこをだいたことあ
る？ 

長谷川摂子/ぶん 
降矢洋子/え   220 1987年7月 いもり 金尾恵子/さく  

191 1985年2月 ゆきまくり 野坂勇作/さく   221 1987年8月 
ぼくのわたしのたか
らもの 稲田務/さく 〇 

192 1985年3月 むかいあわせ よつもとあきら/
さく   222 1987年9月 

おかあさんはしごと
ちゅう 沼野正子/さく 〇 

193 1985年4月 ゆびあそび 笠野裕一/さく   223 1987年10月 
ピーナッツなんきん
まめらっかせい 

こうやすむ/文  
中島睦子/絵 ◎ 

194 1985年5月 こいのぼり 英伸三/写真   
長谷川摂子/文   224 1987年11月 もりのとり 樋口広芳/ぶん  

二俣英五郎/え 〇 

195 1985年6月 ほたるいか 富田百秋/さく 〇  225 1987年12月 きる・おる 〇 

196 1985年7月 
しゃがんでみつけた 
かわのむし 〇  226 1988年1月 

八板康麿/写真と
文 杉浦範茂/絵
と構成 

◎ 

197 1985年8月 
ついてゆこう にほん
ざるのくらし 

水原洋城/ぶん 
木村しゅうじ/え 〇  227 1988年2月 

きもちわかるかな 
にほんざるのくらし 

水原洋城/ぶん  
木村しゅうじ/え 〇 

198 1985年9月 たべられるきのみ 菅原久夫/文  
高森登志夫/絵 〇  228 1988年3月 

もし… どっちのみ
ちへいこうかな 〇 

199 1985年10月 
大沼鉄郎/ぶん 

 〇  229 1988年4月 
モンシロチョウはな
にがすき？ 

藤井恒/ぶん   
 〇 

200 1985年11月 あかちゃんこんにちは 長谷川摂子/ぶん 
沼野正子/え 〇  230 1988年5月 かかし 片山健/さく 〇 

201 1985年12月 こんなおみせしってる 藤原マキ/さく ◎  231 1988年6月 あまがえる 吉崎正巳/さく 〇 

202 1986年1月 ふゆめがっしょうだん 
富成忠夫・茂木
透/写真    
長新太/文 

◎  232 1988年7月 

みどりのさんぽみち 
ゆうちゃんの草花あ
そび 

川井政治/さく 〇 

203 1986年2月 
おめん つくってあそ
ぼう 永坂幸三/さく 〇  233 1988年8月 なつやすみ虫ずかん 稲田務/え    

宮武頼夫/ぶん ◎ 

204 1986年3月 たらのき 日浦勇/ぶん   
石部虎二/え 〇  234 1988年9月 ぼくんちのゴリ 笠野裕一/さく ◎ 

205 1986年4月 かぶとむしはどこ？ 松岡達英/さく ◎  235 1988年10月 
ぼくはたね たびを
するたねのはなし 甲斐信枝/さく 〇 

206 1986年5月 あきカンでつくろう よしだきみまろ/
さく 〇  236 1988年11月 わた 宮川桃子/ぶん  

今井真利子/え 〇 

207 1986年6月 ひがたでみつけた 吉崎正巳/さく 〇  237 1988年12月 ふゆのあらし 野坂勇作/さく 〇 

208 1986年7月 どろんこ 長谷川摂子/文 
英伸三/写真 〇  238 1989年1月 しまふくろう 

山本純郎・神沢利
子/ぶん     
山本純郎/写真 

〇 

209 1986年8月 えぞまつ 神沢利子/ぶん 
吉田勝彦/え 〇  239 1989年2月 おっぱいのひみつ 柳生弦一郎/さく ◎ 

210 1986年9月 なんのかみ？ やまひらともひ
こ/さく 〇  240 1989年3月 あべ弘士/さく 

〇     

※1 

●1984年4月～1989年3月 181号～240号 

※1 240号「雪の上のどうぶつえん」は絵本タイトルが『雪の上のなぞのあしあと』になります。 
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241 1989年4月 しんぶんしでつくろう よしだきみまろ/
さく ◎  271 1991年10月 

坪井郁美/ぶん 
堀越千秋/え 〇 

242 1989年5月 きいちごだより 岸田衿子/ぶん 
古矢一穂/え 〇  272 1991年11月 

おとうさんはひつじ
かい 白根美代子/さく 〇 

243 1989年6月 

平野レミのおりょうり
ブック ひもほうちょう
もつかわない  

◎  273 1991年12月 
かみとはさみでだま
しっこ 佐伯俊男/さく 〇 

244 1989年7月 つゆくさ 矢間芳子/さく 〇  274 1992年1月 
チンチンでんしゃの
はしるまち 横溝英一/さく ◎ 

245 1989年8月 海の中のぞいた 奥西賀男/さく 〇  275 1992年2月 
きたのもりのシマリ
スくん 

川道美枝子/ぶん 
金尾恵子/え 〇 

246 1989年9月 
とっくりばち どろです
をつくるはちのなかま 吉谷昭憲/さく 〇  276 1992年3月 

スプーンぼしとおっ
ぱいぼし ◎ 

247 1989年10月 てじなでだましっこ 佐伯俊男/さく ◎  277 1992年4月 せんせい 大場牧夫/ぶん 
長新太/え 〇 

248 1989年11月 
はこねのやまのとざんで
んしゃ 横溝英一/さく 〇  278 1992年5月 

フクロウのよるはお
おいそがし どうぶ
つえんガイド 

あべ弘士/さく 〇 

249 1989年12月 
ふゆののはらで かれく
さつみ 

あきやまじゅん
こ/作 〇  279 1992年6月 

だいずえだまめまめ
もやし 〇 

250 1990年1月 さとうきび 石垣博孝/さく 〇  280 1992年7月 
あめんぼ みずのう
えでくらすむし 吉谷昭憲/さく  

251 1990年2月 油谷勝海/作 〇  281 1992年8月 
くず つるしょくぶ
つのひみつ 

菅原久夫/ぶん 
今井眞利子/え  

252 1990年3月 なのはなみつけた ◎  282 1992年9月 

あそぼうよ！もりの
なかで ネイチャー
ゲームのえほん 

松竹いね子/文 
藤枝つう/絵  

253 1990年4月 しゃぼんだまとあそぼう 

杉山弘之・杉山輝
行/文     
吉村則人/写真      
平野恵理子/絵  

◎  283 1992年10月 にじ 
さくらいじゅん
じ/文      
いせひでこ/絵 

〇 

254 1990年5月 ごちそうラディッシュ 大場牧夫/文  
舟橋全二/絵 〇  284 1992年11月 

くりかえし しぜん
のなかのかたち 

よつもとあきら/
さく  

255 1990年6月 
だぼはぜよしのぼりのぼ
うけん 

林公義/文   
吉崎正巳/絵 〇  285 1992年12月 

うごかしてあそぼう
おりがみのほん 織茂恭子/絵・文 〇 

256 1990年7月 やぶかのはなし 栗原毅/ぶん  
長新太/え ◎  286 1993年1月 

１．２．３と一、
二、三 星川ひろ子/作  〇 

257 1990年8月 ごてんにすむのはだれ？ 
ビアンキ/さく 
内田莉莎子/やく 
片山健/え 

〇  287 1993年2月 つばき 矢間芳子/さく 〇 

258 1990年9月 かつおぶしのまち 坪井郁美/ぶん 
二俣英五郎/え 〇  288 1993年3月 はだかはだか やぎゅうげんいち

ろう/さく 〇 

259 1990年10月 あじ 沼野正子/さく 
竹井秀男/え ◎  289 1993年4月 野坂勇作/さく 〇 

260 1990年11月 
唐沢孝一/ぶん 
竹井秀男/え 〇  290 1993年5月 みんなでたうえ 菊池日出夫/さく  

261 1990年12月 アイスクリースマス 織田道代/ことば 
山田勝也/え 〇  291 1993年6月 

あそぼうあそぼう  
おとうさん 浜田桂子/さく ◎ 

262 1991年1月 
つくってあそぼう   
まわれまわれ 永坂幸三/さく 〇  292 1993年7月 とんぼ 吉谷昭憲/さく  

263 1991年2月 ぼくのいえのすずめ 石部虎二/さく 〇  293 1993年8月 
新・おっかな どうぶ
つえんの ちず  

264 1991年3月 ゆきどけみず 野坂勇作/さく 〇  294 1993年9月 
あきの かわらで い
もにかい  

265 1991年4月 

どうぶつえんガイド  
よんでたのしい！いって
たのしい！ 

あべ弘士/さく 
なかのまさたか/
デザイン 

◎  295 1993年10月 どんぐりかいぎ こうやすすむ/文 
片山健/絵 〇 

266 1991年5月 
やさいでペったん   
スタンプあそび絵本 

よしだきみまろ/
さく ◎  296 1993年11月 

カメは おうちを 
しょっている   
どうぶつえんガイド 

あべ弘士/さく  

267 1991年6月 
ふんをたべるむし   
ふんちゅう 吉谷昭憲/さく 〇  297 1993年12月 

創作ことばあそび絵
本 ここん ぷいぷい 

織田道代/作  
木葉井悦子/絵 〇 

268 1991年7月 ◎  298 1994年1月 
よしだきみまろ/
さく  

269 1991年8月 
だれだかわかるかい？ 
むしのかお 

今森光彦/ぶん・
写真 ◎  299 1994年2月 

はじめてのった   
ちかてつでんしゃ 横溝英一/さく  

270 1991年9月 

はなびらなんまい？きの
みはいくつ？はっぱやえ
だもかぞえましょ 

岸田衿子/ぶん 
古矢一穂/え 〇  300 1994年3月 つくし 甲斐信枝/さく 〇 

●1989年4月～1994年3月 241号～300号 
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301 1994年4月 
ぼくのわたしのこん
ちゅうえん 

小林俊樹/文  
津田櫓冬/絵 〇  331 1996年10月 ひみつはウンチ こうやすすむ/文 

片山健/絵  

302 1994年5月 
長谷川摂子/ぶん 
沼野正子/え 〇  332 1996年11月 

カユイカユイ   
たぬきせんせいの
びょうきのほん 

毛利子来/ぶん 
なかのひろたか/
え 

〇 

303 1994年6月 いっぽんの木 
土岐小百合/文 
土田ヒロミほか/
写真 

  333 1996年12月 
ことばあそび絵本 
なにもなくても 

織田道代/作  
長新太/絵 〇 

304 1994年7月 いもむしけむし   334 1997年1月 
ばばばあちゃんの  
おもちつき さとうわきこ/作 〇 

305 1994年8月 トマトのひみつ 山口進/文・写真 〇  335 1997年2月 
はるのはやしで   
みつけたよ 

澤口たまみ/文 
細川剛/写真  

306 1994年9月 
さわってごらん ひとの 
からだ 

山本直英/文  
油谷勝海・佐藤
芳夫/写真 

  336 1997年3月 かたつむり 夏目義一/作 〇 

307 1994年10月 みんなでいねかり 菊池日出夫/さく   337 1997年4月 はちみつ 〇 

308 1994年11月   338 1997年5月 かさぶたくん やぎゅうげんいち
ろう/さく 〇 

309 1994年12月 
みんなでつくるふゆの
かざりもの 

きうちかつ/作・
絵 ときわまさ
と/写真 

〇  339 1997年6月 
アサガオのなかは  
みずがいっぱい 

森田竜義/ぶん 
さいとゆふじ/え  

310 1995年1月 
かりにでかけた キツネ
のこ 薮内正幸/さく   340 1997年7月 せみとりめいじん かみやしん/作 〇 

311 1995年2月 おとをつくろう 浜田桂子/さく   341 1997年8月 みんなでくさとり 菊池日出夫/さく  

312 1995年3月 
がいろじゅ いちょう
のきのいちねん 

菅原久夫/文  
石部虎二/絵   342 1997年9月 ココアは、いかが？ 油谷勝海/作  

木村功/写真  

313 1995年4月 すみれとあり 矢間芳子/さく 〇  343 1997年10月 たきび  

314 1995年5月 ぼうきれであそぼう 野坂勇作/さく   344 1997年11月 いしころであそぼう 野坂勇作/さく  

315 1995年6月 とんとんとうもろこし 小宮山洋夫/さく   345 1997年12月 
ふゆのむしにあいた
くて 

宮武頼夫/文  
松岡達英/絵  

316 1995年7月 
ぼくのわたしのすいぞ
くかん 

小宮輝之/文  
津田櫓冬/絵 〇  346 1998年1月 みかん 中島睦子/作 〇 

317 1995年8月 
ばばばあちゃんのアイ
スパーティ さとうわきこ/作 〇  347 1998年2月 

ぶぶんぶんぶんしん
ぶんし 

織田道代/文  
古川タク/絵  

318 1995年9月 

ひらひらころころ あき
まつり くさばなおみせ
やさんごっこ 

長谷川摂子/ぶん 
沼野正子/え   348 1998年3月 

つくったの だれ？ 
はやしのなかのげい
じゅつか 

山口進/文・写真  

319 1995年10月 
あららびっくりだま
しっこ 佐伯俊男/さく    349 1998年4月 おへそのひみつ やぎゅうげんいち

ろう/さく 〇 

320 1995年11月   350 1998年5月 
おいで、いっしょに 
あそぼうよ 浜田桂子/さく ※2 

321 1995年12月 じょせつしゃ みねむらかつこ/
さく   351 1998年6月 あめだからあえる さとうち藍/ぶん 

広野多珂子/え  

322 1996年1月 〇  352 1998年7月 きょうもむしとり かみやしん/作  

323 1996年2月 かざぐるまのくに 百木一朗/構成・
文 永田智子/絵   353 1998年8月 

やどかりくんのうち
さがし 

今福道夫/文  
金尾恵子/絵  

324 1996年3月 きはともだち 服部道夫/文  
姉崎一馬/写真   354 1998年9月 たいふう 野坂勇作/さく  

325 1996年4月 むしたちのさくせん 宮武頼夫/文  
得田之久/絵 〇  355 1998年10月 薮内正幸/さく  

326 1996年5月 
これさえあればだれの 
どうぐ？ 

杉山亮/文 星川
ひろ子/写真   356 1998年11月 かき 矢間芳子/さく  

327 1996年6月 ホタルがひかってる 奥本大三郎/文 
石部虎二/絵   357 1998年12月 

ばばばあちゃんの や
きいもたいかい さとうわきこ/作 〇 

328 1996年7月 にゅうどうぐも 野坂勇作/さく 〇  358 1999年1月 石森愛彦/文・絵 〇 

329 1996年8月 にんぎょうげき 幸田真希/ぶん 
清水義博/え   359 1999年2月 

まぜて、とかしてお
りょうりしよう 西巻茅子/作  

330 1996年9月 おてだまのたね 
秋田・向陽幼稚
園/実践記録  
織茂恭子/絵 

〇  360 1999年3月 おぼまこと/作  

●1994年4月～1999年3月 301号～360号 

※2 350号「おいで、いっしょにあそぼうよ」は絵本タイトルが『あそぼう あそぼう おかあさん』になります。 
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361 1999年4月 いろいろおりがみ 笠原邦彦/文・作図 
たるいしまこ/絵   391 2001年10月 横溝英一/さく  

362 1999年5月 かみきりむし いまもりみつひこ/
文・写真   392 2001年11月 たくあん またきけいこ/さく  

363 1999年6月 

どうぶつ だいすき 
うさぎ・ハムスター・
りす・やぎのしいくえ
ほん 

加賀崎武/文   
夏目義一/絵   393 2001年12月 

ふしぎ？おもしろ 
てじなっこ 佐伯俊男/さく  

364 1999年7月 なぞなぞすなあそび きうちかつ/さく 
梅田正明/写真   394 2002年1月 

みんなおなじでも 
みんなちがう 

奥井一満/文   
得能通弘/写真 〇 

365 1999年8月 いろいろおにあそび 加古里子/さく 〇  395 2002年2月 
みぢかなとりの  
ずかん 大島英太郎/作  

366 1999年9月 こんぶのはまべ 岡崎務/文    
津田櫓冬/絵   396 2002年3月 

しょうぼうじどう
しゃのあかいねじ たるいしまこ/作  

367 1999年10月 
はしるはしるとっきゅ
うれっしゃ 横溝英一/さく 〇  397 2002年4月 

おおきくなったら 
なにになるの？ 島津和子/さく  

368 1999年11月 みみのはなし 設楽哲也/文   
古川タク/絵 〇  398 2002年5月 笠野裕一/さく  

369 1999年12月 
おそらにはては ある
の？ 

佐治晴夫/文   
井沢洋二/絵   399 2002年6月 ほたる 神沢利子/文   

栗林慧/写真  

370 2000年1月 あべ弘士/さく・え   400 2002年7月 てとてとてとて 浜田桂子/さく 〇 

371 2000年2月 ふきのとう 甲斐信枝/さく 〇  401 2002年8月  

372 2000年3月 
じぶんでつくる６さい
までのアルバム 〇  402 2002年9月 からだのみなさん 五味太郎/さく 〇 

373 2000年4月 はらぺこさん やぎゅうげんいち
ろう/さく 〇  403 2002年10月 くるみ 松岡達英/さく  

374 2000年5月 
１６２ひきのカマキリ
たち 得田之久/さく   404 2002年11月 

あし       
みずべのしょくぶつ 

織田道代/文   
叶内拓哉/写真  

375 2000年6月 みずたまレンズ 今森光彦/さく 〇  405 2002年12月 しもばしら 野坂勇作/さく 〇 

376 2000年7月 はなびのはなし たかとうしょうは
ち/さく 〇  406 2003年1月 どうぶつすごろく 

あべ弘士・新沢と
しひこ/さく   
あべ弘士/え 

 

377 2000年8月 どろであそぼう 野坂勇作/さく   407 2003年2月 ゆきのあさ 笠原則行/さく  

378 2000年9月 パ－ティしよう！   408 2003年3月 ぼくのキャベツくん さとうち藍/文  
津田櫓冬/絵  

379 2000年10月 さつまいも 小宮山洋夫/さく   409 2003年4月 
ポットくんとミミズ
くん 

真木文絵/ぶん  
石倉ヒロユキ/え 〇 

380 2000年11月 にたものどうし 奥井一満/文  
Ｕ.Ｇ.サト－/絵   410 2003年5月 

ねんどクリーム 
にゅるにゅる さとうゆみか/さく  

381 2000年12月 さとうわきこ/作 〇  411 2003年6月 かおみえるかな Ｕ.Ｇ.サトー/さく  

382 2001年1月 
アリのこちえちゃんの 
おつかい 

山岡亮平/ぶん  
石部虎二/え   412 2003年7月 ぼく、だんごむし 得田之久/ぶん  

たかはしきよし/え 〇 

383 2001年2月 おじいちゃんのりんご 中島睦子/さく   413 2003年8月 やまでひとばん 横溝英一/さく  

384 2001年3月 
おばけとぼく えでよ
むおはなし ささきまき/作   414 2003年9月 なっちゃんのなつ 伊藤比呂美/文  

片山健/絵 〇 

385 2001年4月 

わたしもいれて！  
ふたりであそぼ、みん
なであそぼ 

加古里子/作 〇  415 2003年10月 うらやまのエゾリス 金田正実/文・写真  

386 2001年5月 ふじだな   416 2003年11月 ふしぎないえづくり  

387 2001年6月 はぬけのはなし 上原進/文    
米本久美子/絵 〇  417 2003年12月 みんなでもちつき 菊池日出夫/さく  

388 2001年7月 アリからみると 桑原隆一/文   
栗林慧/写真 〇  418 2004年1月 

まんまるダイズみそ
づくり 

ミノカ・リョウス
ケ/さく 〇 

389 2001年8月 
おおきなおなべと  
ちいさなおなべ 

二宮由紀子/ぶん 
石倉ヒロユキ/え   419 2004年2月 わたしのあかちゃん 澤口たまみ/ぶん 

津田真帆/え 〇 

390 2001年9月 
やってきました   
ちんどんつばめや 秋山とも子/作   420 2004年3月 あれこれたまご とりやまみゆき/文 

中の滋/絵 〇 

●1999年4月～2004年3月 361号～420号 
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421 2004年4月 
ばばばあちゃんと  
おべんとうつくろう さとうわきこ/作   451 2006年10月 

みんなでこんにゃく
づくり 菊池日出夫/さく  

422 2004年5月 たけのこほり 浜田桂子/さく    452 2006年11月 ぞうをつくる 三沢 厚彦/作  

423 2004年6月 
つくってあそぼう  
かみのちょうこく 

秋山祐徳太子/
文・カット   
小川忠博/写真 

  453 2006年12月 
ふみばあちゃんのほ
しがき 浜田桂子/作  

424 2004年7月 いかつりぶね 田内英理子/ぶん 
堀越千秋/え   454 2007年1月 

けやきととりとやど
りぎと 

澤口たまみ/ぶん 
かみやしん/え  

425 2004年8月 ぼく、あぶらぜみ 〇  455 2007年2月 なみ 織田道代/ぶん 
叶内拓哉/写真  

426 2004年9月 細川剛/さく   456 2007年3月 
まいてきっておいし
い！ひなまつり 小林ゆき子/さく  

427 2004年10月 
たたんでむすんで  
ぬのあそび 平野恵理子/さく 〇  457 2007年4月 

みつけたよさわった
よにわのむし 

澤口たまみ/ぶん 
田中清代/え 〇 

428 2004年11月 やじるし 
蓮見絵里子/文・
デザイン    
蓮見智幸/写真 

  458 2007年5月 
ちいさなひこうきの
たび みねおみつ/さく 〇 

429 2004年12月 そらいろのけもの 
ビアンキ/原作、
澤口たまみ/再話 
あべ弘士/絵 

  459 2007年6月 くさいむしかめむし 吉谷昭憲/さく  

430 2005年1月 
とりになったきょう
りゅうのはなし 大島英太郎/さく 〇  460 2007年7月 

もも ももばたけの
いちねん 

中村仁/ぶん  
飯野まき/え  

431 2005年2月 
むらいしゃごろうせん
せい 秋山とも子/作   461 2007年8月 かわあそび 笠野裕一/さく  

432 2005年3月 
林原玉枝/ぶん 
野村誠司/え    462 2007年9月 へちま 吉見律子/さく  

433 2005年4月 さくら 〇  463 2007年10月 ふろしきばあちゃん 水上みのり/作 
森田知都子/協力  

434 2005年5月 
真木文絵/ぶん 
石倉ヒロユキ/え   464 2007年11月 佐武絵里子/さく  

435 2005年6月 
マングローブ  みなみ
のしまのヒルギのもり 金尾恵子/さく   465 2007年12月 どっちもすき  

436 2005年7月 からすうり 菅原久夫/ぶん 
津田真帆/え   466 2008年1月 

佐藤雅彦＋ユーフ
ラテス/さく 〇 

437 2005年8月 ようかいさんはどこ？ 沼野正子/さく   467 2008年2月 
ばばばあちゃんのか
んてんりょうり さとうわきこ/作  

438 2005年9月 ほおずきがいっぱい 島津和子/さく   468 2008年3月 ごとおべえがいく 西村繁男/さく  

439 2005年10月 
ひもとわゴムでだま
しっこ 佐伯俊男/さく   469 2008年4月 

ハートのはっぱ  
かたばみ 

多田多恵子/ぶん 
広野多珂子/え 〇 

440 2005年11月 いしになりたい   470 2008年5月 
せんたくばさみなに
してあそぶ？  

441 2005年12月 
ばばばあちゃんのなん
でもおこのみやき さとうわきこ/作 〇  471 2008年6月 横溝英一/さく  

442 2006年1月 ふゆのおくりもの 稲田務/さく   472 2008年7月 パンダにあった  

443 2006年2月 
つくってあそぼう！お
まつりやたい きうちかつ/作   473 2008年8月 

フェリ－タ－ミナル
のいちにち 石橋真樹子/さく 〇 

444 2006年3月 いっしょにあそぼ   474 2008年9月 

こおいむしのこそだ
て たんぼやいけに
すむいきもの 

吉谷昭憲/さく  

445 2006年4月 
このよでいちばんはや
いのは 

ロバート・フロー
マン/原作   
天野祐吉/翻案 
あべ弘士/絵 

〇  475 2008年10月 ぞうとかぼちゃ あべ弘士/さく  

446 2006年5月 うみべのごちそう 石橋真樹子/さく   476 2008年11月 でんちゅう 野坂勇作/さく  

447 2006年6月 わたし、くわがた 〇  477 2008年12月 辻恵子/さく  

448 2006年7月 おかべりか/さく   478 2009年1月 うおいちば 安江リエ/ぶん 
田中清代/え 〇 

449 2006年8月 
ひかりをめざす のや
まのつるしょくぶつ 今井眞利子/作   479 2009年2月 けけけのけ やぎゅうげんいち

ろう/さく  

450 2006年9月 ぼくはすすき 細川剛/さく   480 2009年3月 矢間芳子/さく  

●2004年4月～2009年3月 421号～480号 
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号

数 

出版 

年月 
タイトル 著者 

絵

本 
 
号

数 

出版 

年月 
タイトル 著者 

絵

本 

481 2009年4月 バナナのはなし 伊沢尚子/文  
及川賢治/絵 〇  511 2011年10月 たねのさくせん 稲垣栄洋/ぶん  

いまきみち/え  

482 2009年5月 カ－フェリ－のたび みねおみつ/さく   512 2011年11月 おとうふやさん 飯野まき/さく 〇 

483 2009年6月 あかてがに 横内襄/さく   513 2011年12月 れんこんのあな 松岡真澄/さく  

484 2009年7月 よるになると 松岡達英/さく 〇  514 2012年1月 
ジャムさんちのたか
らばこ きうちかつ/作  

485 2009年8月 
しおだまり さわって
ごらんいそのいきもの 

澤口たまみ/ぶん 
三輪一雄/え   515 2012年2月 三輪一雄/さく  

486 2009年9月 なにかがいる 佐藤雅彦＋ユーフ
ラテス/作   516 2012年3月 

ワニのへやのおおそ
うじ あべ弘士/さく  

487 2009年10月 どうろせいそうしゃ 鎌田歩/さく   517 2012年4月 松岡達英/さく  

488 2009年11月 みんなでうどんづくり 菊池日出夫/さく   518 2012年5月 トマト 棚橋亜左子/さく  

489 2009年12月 
マ－クのなかにかくれ
たかたち 辻恵子/さく   519 2012年6月 

ターくんのちいさな
いけ 西村繁男/さく  

490 2010年1月 
とら きたぐにのもり
にいきる 田中豊美/さく   520 2012年7月 

おってきってたのし
い！たなばたまつり 小林ゆき子/さく  

491 2010年2月 
カ－ドあそびでだま
しっこ 佐伯俊男/さく   521 2012年8月 みずのたび 今森光彦/さく  

492 2010年3月 いぬのさんぽ 菊谷詩子/さく   522 2012年9月  やぎゅうげんいち
ろう/さく  

493 2010年4月 
このあいだになにが
あった? 

佐藤雅彦＋ユーフ
ラテス/作 〇  523 2012年10月 こまゆばち 澤口たまみ/ぶん 

舘野鴻/え  

494 2010年5月 島津和子/さく   524 2012年11月 なんのかげ? 竹山枝里/文・構成 
西山悦子/写真  

495 2010年6月 
たまごのからとかみね
んどでつくろう 

よねもとくみこ/
さく   525 2012年12月 

しわしわかんぶつお
いしいよ 水上みのり/さく  

496 2010年7月 
ゆうがたさくはなおし
ろいばな 山根悦子/さく   526 2013年1月 

ぺんぺんぐさのふゆ
とはる 山根悦子/さく  

497 2010年8月 

シーカヤックでいこう 
ゆうたのしれとこたん
けん 

関屋敏隆/さく   527 2013年2月 サッカースタジアム 鎌田歩/さく  

498 2010年9月 ときがとぶそら 夏目義一/さく   528 2013年3月 
きょうりゅうのおお
きさってどれくらい? 大島英太郎/さく 〇 

499 2010年10月 ひるまのおつきさま 遠藤湖舟/さく   529 2013年4月 
テントウムシのいち
ねん 

澤口たまみ/文  
ＭＡＹＡ ＭＡＸ
Ｘ/絵 

〇 

500 2010年11月 どこまでゆくの？ 五味太郎/さく  〇  530 2013年5月 
イワシ むれでいき
るさかな 大方忠明/さく 〇 

501 2010年12月 
ばばばあちゃんのクリ
スマスかざり さとうわきこ/作 〇  531 2013年6月 

ベランダでみつけた
ちいさなむし ヤマト
シジミ 

大島加奈子/さく  

502 2011年1月 わらう 浜田桂子/作 〇  532 2013年7月 ふえたふえた  

503 2011年2月 おもちゃびょういん かさのゆういち/
さく   533 2013年8月 

いつもとなりにねこ
じゃらし 

伊沢尚子/ぶん  
五十嵐大介/え  

504 2011年3月 ちいさないきものむし   534 2013年9月 
からだえんサーカス
だん 

岩木真木/文   
山村浩二/絵  

505 2011年4月 にているね！？ 五味太郎/さく 〇  535 2013年10月 
みんなでしいたけづ
くり 菊池日出夫/さく  

506 2011年5月 かみのうんどうかい 谷内庸生/作  
西山悦子/撮影   536 2013年11月 

ねんにいちどの む
らしばい 高宮良子/さく  

507 2011年6月 おいだらやまのくま 米田一彦/文  
田中豊美/絵   537 2013年12月 おいだらやまのよる 米田一彦/文   

田中豊美/絵  

508 2011年7月 くつのうらはぎざぎざ 百木一朗/さく   538 2014年1月 
こんなとききみなら
どうする？ 五味太郎/さく 〇 

509 2011年8月 
せんたくばさみがあつ
まって   539 2014年2月 モノレールのたび みねおみつ/さく 〇 

510 2011年9月 しゃくとりむし 吉谷昭憲/さく   540 2014年3月 へんしんするゆび 宇田敦子/さく  
寄藤文平/デザイン  

●2009年4月～2014年3月 481号～540号 
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●2014年4月～2019年3月 541号～600号 

号

数 

出版 

年月 
タイトル 著者 

絵

本 
 
号

数 

出版 

年月 
タイトル 著者 

絵

本 

541 2014年4月   571 2016年10月 
きのこってなんだろ
う？ 小林路子/さく  

542 2014年5月 あずき 荒井真紀/さく 〇  572 2016年11月 
たんぼにできたわら
のいえ 夏目義一/さく  

543 2014年6月 はぐろとんぼ 吉谷昭憲/さく   573 2016年12月 広野多珂子/さく  

544 2014年7月 うらやまはくすりばこ 米本久美子/さく   574 2017年1月 ゆきふり 澤口たまみ/ぶん 
斉藤俊行/え  

545 2014年8月 にほんざりがに 
川井唯史、野中俊
文/ぶん    
浅井粂男/え 

  575 2017年2月 

リュウノヒゲ    
ふゆにみつけたあお
いたね 

山根悦子/さく  

546 2014年9月 
どんぐりをおとしたのは 
だれ？   576 2017年3月 

こんとごん てんて
んありなしのまき 

織田道代/ぶん 
早川純子/え  

547 2014年10月 すーはー 坂井治/さく   577 2017年4月 アリのかぞく 島田拓/ぶん  
大島加奈子/え  

548 2014年11月 
かさはらのりゆ
き/さく   578 2017年5月 じゃがいも 荒井真紀/さく  

549 2014年12月 きうちかつ/作   579 2017年6月 はなむぐり 長谷川哲雄/さく  

550 2015年1月 クモをみつけよう 小林俊樹/ぶん 
石橋真樹子/え   580 2017年7月 

みずのつぶがあつま
ると 

太田大輔/さく・
え  

551 2015年2月 
びっくりてじなでだま
しっこ 佐伯俊男/さく   581 2017年8月 岡本雄司/さく  

552 2015年3月 
ハナコさんはどうだっ
た？ 古川タク/さく   582 2017年9月 

しろつめくさあかつ
めくさ 

澤口たまみ/ぶん 
安井寿磨子/え  

553 2015年4月 ポットくんとイチゴぐみ 真木文絵/ぶん 
石倉ヒロユキ/え   583 2017年10月 

つくってあそぼう 
あやつりにんぎょう 林由未/さく  

554 2015年5月 かなへび 竹中践/ぶん  
石森愛彦/え   584 2017年11月 すいどう 百木一朗/さく  

555 2015年6月 
こんなこえがきこえてき
ました 

佐藤雅彦＋ユーフ
ラテス/作   585 2017年12月 シロナガスクジラ 加藤秀弘/ぶん 

大片忠明/え  

556 2015年7月 
いわな やまおくにすむ
さかな 横内陽/さく   586 2018年1月 わたしとわたし 五味太郎/作  

557 2015年8月 
かぶとむしのたたかいの
おきて 

本郷儀人/さく 
小堀文彦/え   587 2018年2月 チョウのふゆごし 井上大成/ぶん 

松山円香/え  

558 2015年9月 きんぎょのきんちゃん 笠野裕一/さく   588 2018年3月 谷川夏樹/さく  

559 2015年10月 ふうせんであそぼう 
高橋淳/ぶん 
フィリップ･ジョ
ルダーノ/え 

  589 2018年4月 
まちでくらすとり 
すずめ 

三上修/ぶん  
長島充/え  

560 2015年11月 まつぼっくり 菅原久夫/ぶん 
大島加奈子/え   590 2018年5月 もやし 野坂勇作/さく  

561 2015年12月 ねじ 角愼作/さく   591 2018年6月 たまごとにわとり 棚橋亜左子/さく  

562 2016年1月 もりのなかのあなのなか 大橋慶子/さく   592 2018年7月 やさいのかたち 
真木文絵/ぶん 
石倉ヒロユキ/
しゃしん 

 

563 2016年2月 
１まいのかみのどうぶつ
たち 

谷内庸生/さく 
西山悦子/撮影   593 2018年8月 

すいぞくかんのおい
しゃさん 

大塚美加/ぶん 
齊藤槙/え  

564 2016年3月 
エスカレーターとエレ
ベーター 小輪瀬護安/さく   594 2018年9月 たぬきのくらし 田中豊美/さく  

565 2016年4月 にわのキアゲハ 岩渕真理/さく   595 2018年10月 バッタ 槐真史/ぶん  
廣野研一/え  

566 2016年5月 のびるじどうしゃ 平山暉彦/さく   596 2018年11月 なみだ 垂石眞子/さく  

567 2016年6月 伊藤知紗/さく   597 2018年12月 なりすますむしたち 澤口たまみ/ぶん 
舘野鴻/え  

568 2016年7月 
あかちゃんはふしぎが
いっぱい 

安江リエ/ぶん 
いまきみち/え   598 2019年1月 

おばあちゃんのくろ
まめ 鎌田暢子/さく  

569 2016年8月 ハエトリグモ 池田博明/ぶん 
秋山あゆ子/え   599 2019年2月 せんのはっけん 鈴木康弘/作  

570 2016年9月 
ぎゅうにゅうパックでつ
くろう 

よしだきみまろ/
さく   600 2019年3月 つちはどこ？ 坂井治/さく  

    
お
ま
け 

★ 
増
刊
号 

1974年
1月中
旬 

「

つきのわぐま 
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 「かがくのとも」1987年2月号に刊行された「きゅうきゅうばこ」が30周年にあたり、けがの処置法な

どの内容や絵などが変わり、新版として新たに発行されました。比較してみると30年で、けがの処置法が

大きく変わってきたことが分かります。この絵本は、時代の変化に柔軟に対応していることを私たちに教

えてくれています。他にも『とりになったきょうりゅうのはなし』も改訂版が刊行されています。 

『きゅうきゅうばこ』 

やまだまこと/文  

 やぎゅう げんいちろう/絵 

旧版から 新版へ 

日常から 世界まで 

『だんめんず』 

加古里子/ぶん・え 

『だいこんだんめん 

  れんこんざんねん』 

加古里子/さく 

 

 「かがくのとも」1973年3月号に刊行された「だんめんず」。「かがくのとも」1984年4月号には、

『だんめんず』の視点を地球にまで広げ、改訂版として刊行されました。内容が大幅に異なっているの

で、比較してはいかが？ 

 

 『くらべてみよう』 
  安野光雅/ぶん・え  

  「かがくのとも」 
1971年5月号（通巻26号） 

 左右の絵を見比べて、似ているところと

違うところを探してみよう。 

 「かがくのとも」1971年5月号の付録に

は、その答えが一覧になっています。 

 ちなみに、この絵本のなかで一つだけ同

じ絵があります。 

 きみたちは、わかるかな？ 

 『おいで、 
  いっしょにあそぼうよ』 

 
浜田桂子/さく  

    「かがくのとも」 

   1998年5月号（通巻350号） 

 
  『あそぼうあそぼう  

           おかあさん』 
 

   浜田桂子/さく  
  「かがくのとも傑作集」 

      2002年刊 

 

 雑誌と絵本でタイトルが違う！？ 

改題 

 出版社が違う！？ 

『どうぐ』 

    加古里子/ぶん・え   

    「かがくのとも」 
  1970年11月号（通巻20号） 

     福音館書店 

復刊 

 探してみよう！？ 

他にも、雑誌「雪の上のどうぶつえん ーあしあとのまきー」が 
絵本では、『雪の上のなぞのあしあと』と改題しているものが 
あります。 

 

     『どうぐ』 

 加古里子/ぶん・え  

「かがくのえほん」 
  瑞雲舎（福音館書店から      
  刊行されたものの復刊） 

 

https://www.fukuinkan.co.jp/search.php?author_id=3497&tan=%E3%82%84%E3%81%BE%E3%81%A0%E3%81%BE%E3%81%93%E3%81%A8
https://www.fukuinkan.co.jp/search.php?author_id=3498&tan=%E3%82%84%E3%81%8E%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%92%E3%82%93%E3%81%84%E3%81%A1%E3%82%8D%E3%81%86

