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アイスクリーム・かんながかんな
をつくったはなし 

マルシャーク／文 レーベデフ／
絵 うちだりさこ／訳 1978  Eｱ 

赤ずきん グリム[／作] バーナディット・
ワッツ／絵 生野幸吉／訳 1979[1976]  Eｱ 

あなはほるものおっこちるとこ：
ちいちゃいこどもたちのせつめい 

クラウス／文 センダック／絵 
わたなべしげお／訳 

①1981[1979] 
②2008[1979]  ①Eｱ  

②Eｾﾝ702 

アルプスのきょうだい ゼリーナ・ヘンツ／文 アロワ・
カリジェ／え 光吉夏弥／やく 1987[1954] 3･4年向 7 94ﾍ 

うさぎとおんどりときつね レーベデフ／文・絵 うちだりさ
こ／訳 1977  Eｳ 

海のおばけオーリー マリー・ホール・エッツ／文とえ 
石井桃子／やく 1978[1954] 3･4年向 5 Eｳ 

おかあさんだいすき まーじょりー・ふらっく／おはな
し・え 光吉夏弥／やく 

①1979[1954] 
②2016[1980改
版] 

幼･1･2年
向5 

①Eｵ  
②Eｵｶ 

おさらをあらわなかったおじさん 
フィリス・クラジラフスキー／文 
バーバラ・クーニー／絵 光吉夏
弥／訳 

①1978    
②2011[1978]  ①Eｵ  

②Eｸﾆ701 

おそばのくきはなぜあかい : にほ
んむかしばなし 石井桃子／ぶん 初山滋／え 1977[1954] 幼･1･2年

向8 Eｵ 

おつきさんどうしたの E.M.プレストン／文 B.クーニー 
絵 岸田衿子／訳 1979  Eｵ 

岩波の子どもの本とは 

 
 『岩波の子どもの本』シリーズは、 1953年の創刊から、今年創刊70周年となります。 

 名だたる児童文学者たちの企画・編集により、イギリス・アメリカの優れた絵本を中心に安価で子供でも手に取り  

やすいサイズで出版されました。刊行当初、特に翻訳される文章は、実際に子供たちに読んで聞かせて、子供たちの 

耳への入りやすさを確かめ、創られていきました。 

 現在も「絵本の出発点」 として、大人から子供まで多くの人々に親しまれている『岩波の子どもの本』約７０タイトル 

を紹介します。実際に本を手に取って、その創刊当時の思いを感じてください。     

          
●このリストは、「岩波の子どもの本」の刊行一覧として、シリーズの全点を掲載しています。 

●リストはタイトルのあいうえお順で並んでいます。また令和４年12月末現在、埼玉県立久喜図書館で所蔵している資料です（▲を除く）。  
●出版年により装丁等、異なる場合があるため、埼玉県立久喜図書館が所蔵しているすべての資料の出版年を掲載しています。 
●出版年が1955年以前の資料は、「禁帯出保存」資料であるため、館内での利用となります。 

 

 「岩波の子どもの本」 
   創刊70周年 

～子供たちへ絵本を届けるために～ 

埼玉県のマスコット 

コバトン＆さいたまっち 

埼玉県立図書館

WEBサイトへGO！ 
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おひめさまとカエルさん 
ハーヴ・ツェマック、ケーテ・
ツェマック／文 マーゴット・
ツェマック／絵 福本友美子／訳 

2013  Eﾂｴ703 

おふろばをそらいろにぬりたいな ルース・クラウス／文 モーリ
ス・センダック／絵 大岡信／訳 1979  Eｵ 

かにむかし :日本むかしばなし 木下順二／文 清水崑／絵 
①1979[1959] 
②2015[2006改
版] 

幼･1･2年
向21 

①Eｶ  
②Eｼﾐ001 

川はながれる アン・ランド／文 ロジャンコフ
スキー／絵 掛川恭子／訳 

①1978    
②2013[1978]  ①Eｶ  

②Eﾛｼ703 

きかんしゃやえもん 阿川弘之／文 岡部冬彦／絵 
①1979[1959] 
②2020[2001改
版] 

幼･1･2年
向22 

①Eｷ  
②Eｵｶ004 

ききみみずきん 木下順二／文 初山滋／絵 1979[1956] 幼･1･2年
向18 Eｷ 

きょうりゅうのかいかた 
くさのだいすけ／ぶん やぶうち
まさゆき／え 2010[1983]  Eﾔﾌ001 

金のニワトリ 
エレーン・ポガニー／文 ウイ
リー・ポガニー／え 光吉夏弥／
やく 

①1963[1954] 
②1987[1954] 3･4年向 6 ①98P 

②ﾎﾟ 

九月姫とウグイス サマセット・モーム／文 光吉夏
弥／やく 武井武雄／え 1987[1954] 3･4年向 

10 Eｸ 

くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ／文・絵 石井
桃子／訳 1977  Eｸ 

こねこのおひげちゃん マルシャーク／文 うちだりさ
こ／訳 レーベデフ／絵 1978  Eｺ 

こねこのぴっち ハンス・フィッシャー／おはなし
とえ 石井桃子／やく 1979[1954] 幼･1･2年

向12 Eｺ 

サリーのこけももつみ 
ロバート・マックロスキー／文・
絵 石井桃子／訳 1976  

▲県立久
喜図書館
未所蔵 

じてんしゃにのるひとまねこざる エッチ・エイ・レイ／文・絵 光
吉夏弥／訳 

①1974[1956] 
②1998改版 

幼･1･2年
向13 

①Eｼﾞ 
②Eﾚｲ704 

スザンナのお人形・ビロードうさ
ぎ：フランスのおはなし 石井桃子／訳 高野三三男／絵 

①1971[1953] 
②1987[1974改
版]       
③2013[1974改
版] 

3･4年向 2 
①Eｽ  
②ｽ  
③953ｽｻ 

すにっぴいとすなっぴい ワンダ・ガーグ／文・絵 わたな
べしげお／訳 1979  Eｽ 

ゼロくんのかち 
ジャンニ・ロダーリ／文 エレ
ナ・デル・ヴェント／絵 関口英
子／訳 

2013  Eﾃﾙ708 

せんろはつづくよ M.W.ブラウン／文 J.シャロー／
絵 与田準一／訳 

①1979    
②2013[1979]  ①Eｾ  

②Eｼﾔ710 

ぞうさんばばーる ジャン・ドゥ・ブリュノフ／文・
絵 鈴木力衛／訳 1956 幼･1･2年

向15 95B 

ぞうさんレレブム ビネッテ・シュレーダー／文・絵 
矢川澄子／訳 1978  Eｿﾞ 

そんなときどうする? 
セシル・ジョスリン／文 モーリ
ス・センダック／絵 こみやゆ
う／訳 

2013  Eｾﾝ702 

そんなときなんていう? 
セシル・ジョスリン／文 モーリ
ス・センダック／絵 たにかわ
しゅんたろう／訳 

1979  Eｿ 
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たこをあげるひとまねこざる 
マーガレット・レイ／文 エッ
チ・エイ・レイ／絵 光吉夏弥／
訳 

①1979[1966] 
②2019[1998] 

幼･1･2年
向24 

①Eﾀ  
②Eﾚｲ704 

ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん／お
はなしとえ [石井桃子／やく] ①1962[1954] 幼･1･2年

向6 Eﾁ 

ちいさなとりよ M.W.ブラウン／文 R.シャーリッ
プ／絵 与田準一／訳 1978  Eﾁ 

ちびくろ・さんぼ 
へれん・ばんなーまん／ぶん ふ
らんく・どびあす／え 光吉夏
弥／やく 

1988[1978改版] 幼･1･2年
向1 Eﾁ 

ツバメの歌 レオ・ポリティ／文とえ 石井桃
子／訳 1987[1954] 3･4年向 

11 Eﾂ 

どうぶつえんのピクニック アーノルド・ロベル／文・絵 舟
崎克彦／訳 

①1981[1978] 
②2013[1978]  ①Eﾄﾞ 

②Eﾛﾍ704 

どうぶつ会議 
エーリヒ・ケストナー／文 ワル
ター・トリヤー／絵 光吉夏弥／
訳 

1987[1954] 3･4年向 
12 94ｹ 

どうぶつのこどもたち サムエル・マルシャーク／おはな
し 石井桃子／訳編 

①1975[1954] 
②1978改版  
③2006[1978改
版] 

幼･1･2年
向7 

①Eﾄﾞ 
②Eﾄﾞ 
③Eﾄｳ 

なつのゆきだるま 
ジーン・ジオン／文 マーガレッ
ト・ブロイ・グレアム／絵 ふし
みみさを／訳 

2003  Eｸﾚ718 

ナマリの兵隊 
ハンス・アンデルセン／文 マー
シア・ブラウン／え 光吉夏弥／
やく 

1987[1954] 3･4年向 4 ｱ 

にいさんといもうと 
シャーロット・ゾロトウ／文 メ
アリ・チャルマーズ／絵 矢川澄
子／訳 

①1978    
②2013[1978]  ①Eﾆ  

②Eﾁﾔ730 

ヌードル 
マンロー・リーフ／文 ルド
ウィッヒ・ベーメルマンス／絵 
福本友美子／訳 

2003  Eﾍﾒ701 

ねずみとおうさま コロマ神父／ぶん 石井桃子／や
く 土方重巳／え 

①1953    
②1977改版  
③1984[1977改
版] 

幼･1･2年
向3 

①96K 
②Eﾈ  
③Eﾈ 

はなのすきなうし 
マンロー・リーフ／おはなし ロ
バート・ローソン／え 光吉夏
弥／やく 

2012[1954] 幼･1･2年
向11 Eﾛｿ701 

ひとまねこざる エッチ・エイ・レイ／文・絵 光
吉夏弥／訳 

①1979[1954] 
②2020[1998改
訂] 

幼･1･2年
向10 

①Eﾋ  
②Eﾚｲ704 

ひとまねこざるときいろいぼうし エッチ・エイ・レイ／文・絵 光
吉夏弥／訳 

①1977[1966] 
②1998改版 

幼･1･2年
向23 

①Eﾋ  
②Eﾚｲ704 

ひとまねこざるびょういんへいく 
マーガレット・レイ／文 エッ
チ・エイ・レイ／絵 光吉夏弥／
訳 

①1978[1968] 
②1998改版 

幼･1･2年
向25 

①Eﾋ  
②Eﾚｲ704 

百まいのきもの 
エリノア・エスティーズ／文 ル
イス・スロボドキン／え 石井桃
子／訳  

1987[1954]  3･4年向 8 ｴ 

ふしぎなたいこ : にほんむかしば
なし 石井桃子／ぶん 清水崑／え 

①1978[1953] 
②1985[1975改
版]      
③2006[1975改
版] 

幼･1･2年
向2 

①Eﾌ  
②Eﾌ  
③Eｼﾐ001 
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ふしぎなバイオリン クェンティン・ブレイク／文・絵 
たにかわしゅんたろう／訳 

①1977[1976] 
②2013[1976]  ①Eﾌ  

②Eﾌﾚ707 

ふわふわくんとアルフレッド ドロシー・マリノ／文・絵 石井
桃子／訳 

①1977    
②2013[1977]  ①Eﾌ  

②Eﾏﾘ711 

へんなどうつぶ ワンダ・ガーグ／文・絵 わたな
べしげお／訳 1978  Eﾍ 

まいごになったおにんぎょう A.アーディゾーニ／文 E.アー
ディゾーニ／絵 石井桃子／訳 1983  ｱ 

まいごのふたご あいねす・ほーがん／おはなし 
石井桃子／やく 野口彌太郎／え 1973[1954] 幼･1･2年

向4 Eﾏ 

まりーちゃんとひつじ フランソワーズ／文・絵 与田準
一／訳 

①1978[1956] 
②2008[1956] 

幼･1･2年
向14 

①Eﾏ  
②Eﾌﾗ796 

まりーちゃんのくりすます フランソワーズ／文・絵 与田準
一／訳 1979[1975] 15 Eﾏ 

みつけたぞぼくのにじ ドン・フリーマン／文・絵 大岡
信／訳 1977  Eﾐ 

みっつのねがいごと マーゴット・ツェマック／文・絵 
小風さち／訳 2003  Eﾂｴ703 

みんなの世界 マンロー・リーフ／文・え 光吉
夏弥／訳 1987[1953] 3･4年向 1 15ﾐ 

村にダムができる クレーヤ・ロードン／文 ジョー
ジ・ロードン／え 光吉夏弥／訳 1976[1954] 3･4年向 9 ﾛ 

名馬キャリコ バージニア・リー・バートン／
え・ぶん せたていじ／やく 1979  Eﾒ 

ものぐさトミー ペーン・デュボア／文・絵 松岡
享子／訳 

①1977    
②2013[1977]  ①Eﾓ  

②Eﾃﾕ725 

もりのおばあさん ヒュウ・ロフテイング／おはなし 
光吉夏弥／やく 横山隆一／え 1979[1954] 幼･1･2年

向9 Eﾓ 

山のクリスマス ルドウィヒ・ベーメルマンス／
文・え 光吉夏弥／訳・編  1987[1953] 3･4年向 3 93ﾍﾞ 

やまのこどもたち 石井桃子／文 深澤紅子／絵 ①1979[1956] 
②2013[1956] 

幼･1･2年
向16 

①Eﾔ  
②Eﾌｶ025 

やまのたけちゃん 石井桃子／文 深沢紅子／絵 1979[1959] 幼･1･2年
向20 Eﾔ 

りすとかしのみ 坪田譲治／文 伊勢正義／絵 ①1976[1956] 
②2013[1956] 

幼･1･2年
向17 

①Eﾘ  
②Eｲｾ005 

ろけっとこざる エッチ・エイ・レイ／文・絵 光
吉夏弥／訳 

①1994[1967改
版] ②1998改版 

幼･1･2年
向19 

①Eﾛ  
②Eﾚｲ704 


