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絵本 ●リストは出版年順で並んでいます。また令和３年９月末現在、埼玉県立久喜図書館子ども図書室で所蔵している資料です。  
●著者名に鈴木まもるさんの名前がないものは、すべて鈴木まもるさんの絵あるいは挿絵になります。 

展示期間：10月23日（土）～12月16日（木） 

 

鈴木まもる（すずきまもる） 

1952年 東京生まれ、東京藝術大学中退。                                            

伊豆の山の中で暮らし、絵本を描きながら、鳥の巣の研究・収集、鳥の巣の展覧会を続ける。                

『ぼくの鳥の巣絵日記』（偕成社）で講談社出版文化賞絵本賞、『ニワシドリのひみつ』（岩崎書

店）で産経児童出版文化賞JR賞を受賞。                                          

ライフワークである鳥の巣の研究だけでなく、車や仕事など身近なテーマの絵本や、物語の挿絵

など、多岐にわたって活躍されている、鈴木まもるさん。                         

今回は鈴木まもるさんの著作を集めてみました。鈴木まもるさんの世界にふれてみてください！ 

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 

タイトル 著者名 出版社 出版年 請求記号 

ぼくの大きな木 鶴見正夫／文 偕成社 1980.9 Eﾎﾞ 

もりでみつけたからすのこ 鈴木まもる／ぶん・え 小峰書店 1981.8 Eﾓ 

あのこはだあれ 竹下文子／作 フレーベル館 1982.7 Eｱ 

おかしのうたをうたってよ 鈴木まもる／さく 小峰書店 1982.11 Eｵ 

さんぽみちのおきゃくさま 長田鞆絵／文 講談社 1983.11 Eｻ 

たなばた 岩崎京子／文 フレーベル館 1984.3 Eﾀ 

たろうのかみひこうき あまんきみこ／文 講談社 1984.8 Eﾀ 

しろいはんかち 竹下文子／作 教育画劇 1984.11 Eｼ 

ベンチがひとつ 竹下文子／作 講談社 1985.4 Eﾍﾞ 

ジャムくんのおてつだい 竹下文子／作 偕成社 1985.12 Eｼﾞ 

雪わたり 宮沢賢治／作 講談社 1986.6 Eﾕ 

こいぬのチップはおるすばん？ 竹下文子／作 講談社 1986.11 Eｺ 

おばあちゃんとセブン 山崎陽子／ぶん 女子パウロ会 1987.5 Eｵ 

ぼくんちひっこし 山本省三／文 金の星社 1988.2 Eﾎﾞ 

こいぬのチップうみへいく 竹下文子／作 講談社 1988.8 Eｺ 

スキップスキップ あまんきみこ／作 フレーベル館 1989.5 Eｽ 
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タイトル 著者名 出版社 出版年 請求記号 

なまえをみてちょうだい あまんきみこ／作 フレーベル館 1989.5 Eﾅ 

ミュウのいえ あまんきみこ／作 フレーベル館 1989.5 Eﾐ 

こいぬのチップのおともだち 竹下文子／作 講談社 1989.12 Eｺ 

ストーブのまえで あまんきみこ／作 フレーベル館 1990.4 Eｽ 

はるのよるのおきゃくさん あまんきみこ／作 フレーベル館 1990.5 Eﾊ 

まえむきよこむきうしろむき 鈴木まもる／作・絵 金の星社 1990.5 Eﾏ 

シャムねこせんせいおげんき？ あまんきみこ／作 フレーベル館 1990.6 Eｼ 

ほがらか森のくぬぎの木 すずきみゆき／作 金の星社 1990.7 Eﾎ 

クレーンクレーン 竹下文子／さく 偕成社 1991.1 Eｸ 

やさいばたけのパトロールたい 竹下文子／作 偕成社 1991.7 Eﾔ 

マミー＆ベビーしつけえほん １～３ 竹下文子／作 小学館 1991.9 Eﾜ 

マミイ＆ベビーしつけえほん ４ 竹下文子／作 小学館 1992.7 Eﾏ 

マミイ＆ベビーしつけえほん ５ 竹下文子／作 小学館 1992.7 Eﾅ 

マミイ＆ベビーしつけえほん ６ 竹下文子／作 小学館 1992.7 Eﾃﾞ 

どうなってるのこうなってるの 鈴木まもる／作・絵 金の星社 1992.9 Eﾄﾞ 

ヘルシー家の人びと 鈴木まもる／作・絵 金の星社 1993.6 Eﾍ 

ぼくのしょうぼうしゃ 竹下文子／作 偕成社 1993.11 Eﾎﾞ 

けやきの木の下で 三輪裕子／作 ＰＨＰ研究所 1994.5 Eｹ 

おもしろどうぶつずかん 鈴木まもる／作・絵 金の星社 1994.11 Eｵ 

サンタがきたらおこしてね やすいすえこ／作 女子パウロ会 1996.1 Eｻ 

ピン・ポン・バス 竹下文子／作 偕成社 1996.1 Eﾋﾟﾝ 

あめのさんぽ 竹下文子／文 リブロポート 1996.5 Eｱ 

かじをけすじどうしゃ（2020年に改訂版あ

り） 
鈴木まもる／さく・え 金の星社 1996.11 E S    

改訂版Eｽｽ017 

どうろをつくるじどうしゃ（2020年に改訂

版あり） 
鈴木まもる／さく・え 金の星社 1996.11 Eｽｽ017 

はたらくじどうしゃ（2020年に改訂版あり） 鈴木まもる／さく・え 金の星社 1996.11 Eｽｽ017 

ビルをつくるじどうしゃ（2020年に改訂版

あり） 
鈴木まもる／さく・え 金の星社 1996.11 Eｽｽ017 

おじいさんの机 立松和平／文 河出書房新社 1997.3 Eｽｽ017 

ヘルシー家のおひさま日記 鈴木まもる／作・絵 金の星社 1997.11 Eｽｽ017 

クロはぼくのいぬ 宮川ひろ／文 
にっけん教育出

版社 
1998.7 Eｽｽ017 

みんなあかちゃんだった 鈴木まもる／作 小峰書店 2000.5 Eｽｽ017 

トキよおおぞらへ 国松俊英／文 金の星社 2000.6 Eｽｽ017 

ぼくの子そだて 笹山久三／作 教育画劇 2001.11 Eｽｽ017 

あなたがだいすき 鈴木まもる／作 ポプラ社 2002.4 Eｽｽ017 

せんろはつづく 竹下文子／文 金の星社 2003.1 Eｽｽ017 

ジェンダー・フリーってなあに？ １～

３ 
草谷桂子／文 大月書店 2003.5 Eｽｽ017 

うみへいくピン・ポン・バス 竹下文子／作 偕成社 2004.7 Eｽｽ017 

あっ！じしん 金子章／文 学習研究社 2004.12 Eｽｽ017 
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タイトル 著者名 出版社 出版年 請求記号 

つみきでとんとん 竹下文子／文 金の星社 2005.1 Eｽｽ017 

はしれ！たくはいびん 竹下文子／作 偕成社 2005.12 Eｽｽ017 

そらとぶクレヨン 竹下文子／文 金の星社 2006.3 Eｽｽ017 

ちょっとまってねるまえに 竹下文子／さく ポプラ社 2006.9 Eｽｽ017 

おやつのケーキはひとつだけ？ 竹下文子／さく ポプラ社 2006.12 Eｽｽ017 

ちいさいいすのはなし 竹下文子／文 ハッピーオウル社 2006.12 Eｽｽ017 

がんばれ！パトカー 竹下文子／作 偕成社 2007.4 Eｽｽ017 

おまかせコックさん 竹下文子／文 金の星社 2007.5 Eｽｽ017 

だんろのまえで 鈴木まもる／作・絵 教育画劇 2008.1 Eｽｽ017 

おすしのせかいりょこう 竹下文子／文 金の星社 2008.3 Eｽｽ017 

ざっくん！ショベルカー 竹下文子／作 偕成社 2008.5 Eｽｽ017 

りんごのおじさん 竹下文子／文 ハッピーオウル社 2008.7 Eｽｽ017 

どうぶつのあかちゃんうまれた 鈴木まもる／作 小峰書店 2008.9 Eｽｽ017 

おとうさんはしょうぼうし 平田昌広／作 佼成出版社 2009.3 Eｽｽ017 

おとうさんはだいくさん 平田昌広／作 佼成出版社 2009.9 Eｽｽ017 

げんきでいるからね 鈴木まもる／作／絵 教育画劇 2009.9 Eｽｽ017 

せんろはつづくまだつづく 竹下文子／文 金の星社 2009.9 Eｽｽ017 

ねこのおすしやさん 鈴木まもる／作・絵 偕成社 2009.9 Eｽｽ017 

みんなで！どうろこうじ 竹下文子／作 偕成社 2010.5 Eｽｽ017 

おとうさんはパンやさん 平田昌広／作 佼成出版社 2010.9 Eｽｽ017 

せんろはつづく 竹下文子／文 金の星社 2010.9 Eｽｽ017 

ちょうどいいよ 竹下文子／作 佼成出版社 2010.11 Eｽｽ017 

あかちゃんたいそう 鈴木まもる／作 小峰書店 2011.2 Eｽｽ017 

くるまかします 鈴木まもる／作・絵 教育画劇 2011.2 Eｽｽ017 

つるのよめさま 松谷みよ子／文 ハッピーオウル社 2011.3 Eｽｽ017 

いのちのふね 鈴木まもる／作 講談社 2011.9 Eｽｽ017 

せんろはつづくどこまでつづく 鈴木まもる／文・絵 金の星社 2011.9 Eｽｽ017 

みんなで！いえをたてる 竹下文子／作 偕成社 2011.11 Eｽｽ017 

おとうさんはうんてんし 平田昌広／作 佼成出版社 2012.9 Eｽｽ017 

ねえたんがすきなのに かさいまり／作 佼成出版社 2012.11 Eｽｽ017 

でんしゃがきた 竹下文子／作 偕成社 2013.1 Eｽｽ017 

おじいさんとヤマガラ 鈴木まもる／作・絵 小学館 2013.3 Eｽｽ017 

ぺったん！サンドイッチ 鈴木まもる／作 小峰書店 2013.9 Eｽｽ017 

はしれディーゼルきかんしゃデーデ すとうあさえ／文 童心社 2013.11 Eｽｽ017 
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物語 

タイトル 著者名 出版社 出版年 請求記号 

つかまえた！ 鈴木まもる／作 講談社 2014.3 Eｽｽ017 

ならんでるならんでる 竹下文子／作 偕成社 2014.4 Eｽｽ017 

すすめ！きゅうじょたい 竹下文子／文 金の星社 2014.8 Eｽｽ017 

たんじょうびおめでとう 鈴木まもる／作 ポプラ社 2015.9 Eｽｽ017 

おはよう！しゅうしゅうしゃ 竹下文子／作 偕成社 2015.11 Eｽｽ017 

すすめ！ゆきのきゅうじょたい 竹下文子／文 金の星社 2015.11 Eｽｽ017 

だっこ 鈴木まもる／作 小峰書店 2016.2 Eｽｽ017 

ウミガメものがたり 鈴木まもる／作・絵 童心社 2016.5 Eｽｽ017 

すすめ！うみのきゅうじょたい 竹下文子／文 金の星社 2016.7 Eｽｽ017 

てをつなぐ 鈴木まもる／作 金の星社 2017.8 Eｽｽ017 

いそげ！きゅうきゅうしゃ 竹下文子／作 偕成社 2017.11 Eｽｽ017 

みずとはなんじゃ？ かこさとし／作 小峰書店 2018.11 Eｽｽ017 

せんろはつづくまだつづく 竹下文子／文 金の星社 2020.2 Eｽｽ017 

どこからきたの？おべんとう 鈴木まもる／作・絵 金の星社 2020.5 Eｽｽ017 

ティラノサウルスのはらぺこないちにち 竹下文子／文 偕成社 2020.7 Eｽｽ017 

トリケラトプスのなんでもないいちにち 竹下文子／文 偕成社 2020.7 Eｽｽ017 

あるヘラジカの物語 星野 道夫／原案 あすなろ書房 2020.9 Eｽｽ017 

なにしてるの？ 鈴木まもる／作 ポプラ社 2020.11 Eｽｽ017 

なんでもレストラン 鈴木まもる／さく・え 文溪堂 2020.11 Eｽｽ017 

としょかんのきょうりゅう 鈴木まもる／作・絵 徳間書店 2021.6 Eｽｽ017 

せんろはつづく にほんいっしゅう 鈴木まもる／文・絵 金の星社 2021.9 Eｽｽ017 

タイトル 著者名 出版社 出版年 請求記号 

りくにあがったせんちょうさん 竹下文子／作 講談社 1980.9 ﾀ 

まほうのチョッキ 佐藤さとる／さく 偕成社 1980.12 ｻ 

小さな町のゆうびんやさん 堀内純子／作 講談社 1981.9 ﾎ 

見えない緑のドア 堀内純子／作 小学館 1982.5 ﾎ 

ぼくのバッテンとうさん 浦野和子／作 講談社 1982.7 ｳ 

テングのいる村 大石真／ほか〔著〕 講談社 1982.8 ｵ 

はるかな鐘の音 堀内純子／著 講談社 1982.12 91ｾ 

山のおいしゃさん 菱田かづこ／作 佑学社 1983.5 ﾋ 

消えたおじさん 仁木悦子／〔著〕 講談社 1983.7 ﾆ 

ぼうしの好きな女の子 竹下文子／作 フレーベル館 1983.9 ﾀ 

ポンコツじてんしゃいっとうしょう 森下研／さく ＰＨＰ研究所 1984.11 ﾓ 

なつかしのサバンナ 堀内純子／さく ひくまの出版 1986.1 ﾎ 

ぼくとシロの一しゅうかん 鶴見正夫／さく ＰＨＰ研究所 1986.1 ﾂ 

おばけなんてないさ うたのえほん① 鈴木まもる／絵 フレーベル館 1986.7 76ｵ 
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タイトル 著者名 出版社 出版年 請求記号 

まいごになった３人のおばあちゃん ますむらきみこ／作 佑学社 1987.2 ﾏ 

ルビー色の旅 堀内純子／作 講談社 1987.3 ﾎ 

ひみつのカーテン 北原和美／作 くもん出版 1987.11 ｷ 

ヒコたすマコひくミーコねこ 山下夕美子／作 理論社 1987.12 ﾔ 

ヘルシー家の料理絵本 竹下文子／お話 文化出版局 1988.6 59ﾍ 

チコと空とぶバッチン 堀内純子／作 講談社 1988.8 ﾎ 

おしゃべりでんわとミーコねこ 山下夕美子／作 理論社 1988.9 ﾔ 

こぶたのもしもし 森山京／作 フレーベル館 1988.12 ﾓ 

みけねこレストラン 竹下文子／さく 偕成社 1989.1 ﾀ 

赤いハンカチのひみつ 堀内純子／作 ＰＨＰ研究所 1989.7 ﾎ 

赤いリボンのおともだち 堀内純子／さく 小峰書店 1989.7 ﾎ 

青い花のさく島 堀内純子／作 小峰書店 1989.11 ﾎ 

おてつだいねこのクリスマス 竹下文子／著 小学館 1989.12 ﾀ 

ミーコのにらめっこ 山下夕美子／作 理論社 1990.2 ﾔ 

どろんこサブウ 松下竜一／文 講談社 1990.5 91ﾄﾞ 

曙の旅立ち 堀内純子／作 ＰＨＰ研究所 1990.12 ﾎ 

はじめてのゆき 今村葦子／作 偕成社 1991.1 ｲ 

わたしのちゃめウサギをさがして！ 岡田貴久子／作 リブロポート 1991.9 ｵ 

天使のそりあそび 松居友／文 小峰書店 1993.12 ﾏ 

川べのゆかいな仲間たち 
ケネス・グレアム／原

作 鈴木悦夫／文 
講談社 1993.7 ｸﾞ 

白い犬の大きなおくりもの 堀内純子／作 小峰書店 1994.1 ﾎ 

かおるとみんな 竹下文子／文 婦人之友社 1994.3 ﾀ 

黒ねこサンゴロウ １～２ 竹下文子／作 偕成社 1994.7 ﾀ 

黒ねこサンゴロウ ３～４ 竹下文子／作 偕成社 1994.10 ﾀ 

黒ねこサンゴロウ ５ 竹下文子／作 偕成社 1994.12 ﾀ 

おばあちゃんおみまいだよ 竹下文子／作 偕成社 1995.3 ﾀｹ 

えり子と白い花の森 堀内純子／作 小峰書店 1995.11 ﾎﾘ 

ときには風になって 堀内純子／作 あかね書房 1996.2 ﾎﾘ 

黒ねこサンゴロウ旅のつづき １～２ 竹下文子／作 偕成社 1996.3 ﾀｹ 

黒ねこサンゴロウ旅のつづき ３～５ 竹下文子／作 偕成社 1996.4 ﾀｹ 

スズ 山根幸子／作 ＰＨＰ研究所 1997.2 913ﾔ 

少年カニスの旅 浜野えつひろ／著 パロル舎 1997.3 913.6ﾊﾏ014 

電車にのって 竹下文子／作 岩崎書店 1997.4 913.6ﾀｹ007 

ミータ 堀内純子／作 小峰書店 1997.12 913.6ﾎﾘ003 

ごめんねがいっぱい 斉藤洋／〔ほか〕文 金の星社 1999.1 913.6ｺﾒ 

おてつだいねこのクリスマス 竹下文子／作 金の星社 2002.1 913.6ﾀｹ007 

ペンギンじるしれいぞうこ 竹下文子／作 金の星社 2002.3 913.6ﾀｹ007 

ドルフィン・エクスプレス 竹下文子／作 岩崎書店 2002.5 913.6ﾀｹ007 

わたしおてつだいねこ 竹下文子／作 金の星社 2002.5 913.6ﾀｹ007 

はしれおてつだいねこ 竹下文子／作 金の星社 2002.8 913.6ﾀｹ007 

おてつだいねこのこもりうた 竹下文子／作 金の星社 2003.1 913.6ﾀｹ007 

三日月ジョリー 竹下文子／作 岩崎書店 2003.4 913.6ﾀｹ007 

くりんくりん 竹下文子／文 小峰書店 2004.1 913.6ﾀｹ007 

流れ星レース 竹下文子／作 岩崎書店 2004.7 913.6ﾀｹ007 
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鳥の巣・鳥の本 

『わたり鳥』                                        

鈴木まもる/著 童心社（2017） 

 春になると、南の国からとんでくるわたり

鳥。ツバメのような小さな鳥から、チュウサギ

のような大きな鳥まで、海を越えて、生まれた

場所に帰ってきます。                               

 冬になると、今度は北の国から、あたたかい

日本に鳥たちがやってきます。                     

 様々なわたり鳥をダイナミックに描いた作品

です。 

埼玉県のマスコット 

コバトン 

 雄大なアラスカを舞台に、2頭のオスの

ヘラジカが争うところから物語は始まりま

す。                                  

 やがて、2頭を取り巻いて、クマやオオカ

ミなど多くの野生動物たちが、生きていく

ために動き出します。                         

 動物たちの営みと、つながりを描く一冊

です。 

『あるヘラジカの物語』                                        

星野道夫/原案 鈴木まもる/作・絵                              

あすなろ書房（2020） 

タイトル 著者名 出版社 出版年 請求記号 

ときときとき 竹下文子／文 小峰書店 2004.9 913.6ﾀｹ007 

山のくらしと動物たち 鈴木まもる／作 小峰書店 2005.11 651ﾔﾏ 

波のパラダイス 竹下文子／作 岩崎書店 2006.2 913.6ﾀｹ007 

ぼくの町に電車がきた 鈴木まもる／文・絵 岩崎書店 2006.7 516ﾎｸ 

光のカケラ 竹下文子／作 岩崎書店 2007.1 913.6ﾀｹ007 

そいつの名前はエメラルド 竹下文子／作 金の星社 2008.1 913.6ﾀｹ007 

りんごひろいきょうそう 宮川ひろ／作 小峰書店 2009.11 913.6ﾐﾔ007 

駅の小さな野良ネコ 
ジーン・クレイグヘッド・

ジョージ／作 斎藤倫子／訳 
徳間書店 2013.1 933ｼﾖ723 

ねこまつりのしょうたいじょう いとうみく／作 金の星社 2016.9 913.6ｲﾄ097 

タイトル 著者名 出版社 出版年 請求記号 

鳥の巣の本 鈴木まもる／著 岩崎書店 1999.4 488ﾄﾘ 

鳥の巣のうた 鈴木まもる／詩・絵 岩崎書店 1999.9 Eｽｽ017 

世界の鳥の巣の本 鈴木まもる／著 岩崎書店 2001.8 488ｾｶ 

鳥の巣みつけた 鈴木まもる／文と絵 あすなろ書房 2002.4 Eｽｽ017 

鳥の巣研究ノート ｐａｒｔ １ 鈴木まもる／文と絵 あすなろ書房 2004.5 488ﾄﾘ 

鳥の巣研究ノート ｐａｒｔ ２ 鈴木まもる／文と絵 あすなろ書房 2004.6 488ﾄﾘ 

ぼくの鳥の巣絵日記 鈴木まもる／作・絵 偕成社 2005.5 488ﾎｸ 

ぼくの鳥の巣探検 鈴木まもる／作 小峰書店 2006.1 488ﾎｸ 

鳥の巣いろいろ 鈴木まもる／作／絵 偕成社 2006.4 Eｽｽ017 

ふしぎな鳥の巣 鈴木まもる／文・絵 偕成社 2007.1 Eｽｽ017 

鳥の巣ものがたり 鈴木まもる／文・絵 偕成社 2007.1 Eｽｽ017 

世界の鳥の巣をもとめて 鈴木まもる／作 小峰書店 2007.11 488ｾｶ 

ツバメのたび 鈴木まもる／作・絵 偕成社 2009.2 Eｽｽ017 

かえっておいでアホウドリ 竹下文子／文 
ハッピーオウ

ル社 
2010.1 Eｽｽ017 

日本の鳥の巣図鑑全２５９ 鈴木まもる／作・絵 偕成社 2011.5 488ﾆﾎ 

赤い卵のひみつ 樋口広芳／著 小峰書店 2011.7 488ｱｶ 

ニワシドリのひみつ 鈴木まもる／文・絵 岩崎書店 2014.4 488ﾆﾜ 

ぼくのたからもの 鈴木まもる／著 アリス館 2015.6 Eｽｽ017 

わたり鳥 鈴木まもる／作・絵 童心社 2017.3 Eｽｽ017 

鳥の巣つくろう 鈴木まもる／著 岩崎書店 2017.4 488ﾄﾘ 

巣箱のなかで 鈴木まもる／作・絵 あかね書房 2018.7 Eｽｽ017 


