
1960年代

書名 著者名 出版者 出版年 原書 対象 読んだ

1 あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ／作 至光社 1967 アメリカ 赤ちゃん □

2 いたずらきかんしゃちゅうちゅう
バージニア・リー・バートン／ぶん・
え

福音館書店 1961 アメリカ 幼児 □

3 いないいないばあ 松谷みよ子／著　瀬川康男／絵 童心社 1967 日本 赤ちゃん □

4 おおかみと七ひきのこやぎ
〔グリム兄弟／原作〕
フェリクス・ホフマン／え

福音館書店 1967 スイス 幼児 □

5 おおきなかぶ Ａ．トルストイ／再話　佐藤忠良／画 福音館書店 1962 日本 幼児 □

6 おだんごぱん せたていじ／やく　わきたかず／え 福音館書店 1966 日本（ロシアの民話） 幼児 □

7 おやすみなさいのほん
マーガレット・ワイズ・ブラウン／著
ジャン・シャロー／絵

福音館書店 1962 アメリカ 赤ちゃん □

文字・活字文化の日記念資料展
埼玉県立浦和図書館　展示資料リスト

展示期間：2014年10月25日（土）～11月27日（木）
展示会場：埼玉県立浦和図書館　１階こども室　調べものコーナー

＊展示資料は、期間中の貸出ができません。県立の他の図書館（熊谷図書館・久喜図書館）で所蔵しているものは、お取り寄せいたします。

＊対象年齢は、各出版社のウェブサイトおよび全国学校図書館協議会『よい絵本』を参考にしました。
　赤ちゃん＝0歳～2歳、幼児＝3歳～5歳、小1・2＝小学校低学年、小3・4＝小学校中学年、小5・6＝小学校高学年
＊このリストは、チェックボックスにチェックをすることで、読書の記録としてもお使いいただけます。

　それ以外は予約していただき、展示終了後に貸出いたします。

心に残る大好きな絵本

今までたくさんの絵本が出版されていますが、その中には何度も版を重ねて、今の子供たちにも愛されている絵本があります。

今回の展示では、県立浦和図書館が建てられた1960(昭和35)年から1989(平成元)年までに出版されたものの中から、今でも読み継がれている絵本100冊

をご紹介いたします。

長い間読み継がれている絵本には、いつまでも色あせることのない魅力があります。この展示をきっかけに、時代を超えた絵本のつながりを感じていた

だけたら、うれしいです。

ぜひ、お手にとって、あの頃大好きだった絵本と再会してください。



8 おんなじ　おんなじ 多田ヒロシ／著 こぐま社 1968 日本 赤ちゃん □

9 かさじぞう 瀬田貞二／再話　赤羽末吉／画 福音館書店 1966 日本 幼児 □

10 かばくん 岸田衿子／さく　中谷千代子／え 福音館書店 1962 日本 幼児 □

11 かもさんおとおり ロバート・マックロスキー／ぶんとえ 福音館書店 1965 アメリカ 幼児 □

12 ぐりとぐら
なかがわりえこ／著　おおむらゆりこ
／著

福音館書店 1967 日本 幼児 □

13 ぐるんぱのようちえん 西内みなみ／さく　堀内誠一／え 福音館書店 1966 日本 幼児 □

14 ３びきのくま トルストイ／ぶん　バスネツォフ／え 福音館書店 1962 ロシア 幼児 □

15 三びきのやぎのがらがらどん
せたていじ／やく　マーシャ・ブラウ
ン／え

福音館書店 1965 アメリカ 幼児 □

16 しずくのぼうけん
マリア・テルリコフスカ／さく
ボフダン・ブテンコ／え

福音館書店 1969 ポーランド 幼児 □

17 １１ぴきのねこ 馬場のぼる／著 こぐま社 1967 日本 幼児 □

18 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男／さく  山本忠敬／え 福音館書店 1966 日本 幼児 □

19 しろいうさぎとくろいうさぎ
ガース・ウィリアムズ／ぶん・え
まつおかきょうこ／やく

福音館書店 1965 アメリカ 幼児 □

20 スイミー レオ＝レオニ／作　谷川俊太郎／訳 好学社 1969 アメリカ 小1・2 □

21 すてきな三にんぐみ
トミー＝アンゲラー／さく
いまえよしとも／やく

偕成社 1969 アメリカ 幼児 □

22 スーホの白い馬 大塚勇三／再話　赤羽末吉／〔画〕 福音館書店 1967
日本（モンゴルの民

話）
幼児 □

23 そらいろのたね 中川李枝子／文 　大村百合子／絵 福音館書店 1967 日本 幼児 □

24 だいくとおにろく 松居直／さく　赤羽末吉／え 福音館書店 1967 日本 幼児 □

25 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子／さく・え 福音館書店 1967 日本 幼児 □

26 ちいさいおうち
バージニア・リー・バートン／文絵
石井桃子／訳

岩波書店 1965 アメリカ 幼児 □

27 ちいさなうさこちゃん
ディック・ブルーナ／ぶん／え
石井桃子／やく

福音館書店 1964 オランダ 赤ちゃん □

28 ちいさなねこ 石井桃子／さく 　横内襄／え 福音館書店 1967 日本 幼児 □



29 てぶくろ
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 ロシア 幼児 □

30 どうぶつのおやこ 藪内正幸／画 福音館書店 1966 日本 赤ちゃん □

31 どろんこハリー
ジーン・ジオン／ぶん
マーガレット・ブロイ・グレアム／え

福音館書店 1964 アメリカ 幼児 □

32 ねないこだれだ せなけいこ／さく・え 福音館書店 1969 日本 赤ちゃん □

33 のろまなローラー 小出正吾／さく 　山本忠敬／え 福音館書店 1967 日本 幼児 □

34 花さき山 斎藤隆介／作　滝平二郎／絵 岩波書店 1969 日本 小1・2 □

35 はなをくんくん
マーク・サイモント／絵
ルース・クラウス／著

福音館書店 1967 アメリカ 幼児 □

36 ももたろう 松居直／文 　赤羽末吉／画 福音館書店 1965 日本 幼児 □

37 もりのなか
マリー・ホール・エッツ／ぶん
まさきるりこ／やく

福音館書店 1963 アメリカ 赤ちゃん □

38 ラチとらいおん
マレーク・ベロニカ／ぶん・え 　と
くながやすもと／やく

福音館書店 1965 ハンガリー 幼児 □

39 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 日本 幼児 □

書名 著者名 出版者 出版年 原書 対象 読んだ

40 おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫／作　長新太／画 福音館書店 1972 日本 幼児 □

41 おばけのてんぷら せなけいこ／作・絵 ポプラ社 1976 日本 赤ちゃん □

42 おばけのバーバパパ
アネット・チゾン／さく
タラス・テイラー／さく

偕成社 1972 フランス 幼児 □

43 おやすみなさいおつきさま
マーガレット・ワイズ・ブラウン／さ
く 　クレメント・ハード／え

評論社 1979 アメリカ 幼児 □

44 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

富山房 1975 アメリカ 幼児 □

45 かたあしだちょうのエルフ おのきがく／ぶんえ ポプラ社 1970 日本 小3・4 □

46 からすのパンやさん かこさとし／絵・文 偕成社 1973 日本 幼児 □

1970年代



47 かわいそうなぞう
つちやゆきお／ぶん
たけべもといちろう／え

金の星社 1970 日本 幼児 □

48 くまのコールテンくん
ドン＝フリーマン／さく
まつおかきょうこ／やく

偕成社 1975 アメリカ 幼児 □

49 こすずめのぼうけん
ルース・エインワース／作
堀内誠一／画

福音館書店 1977
日本（イギリスのおは

なし）
幼児 □

50 これはのみのぴこ 谷川俊太郎／作　和田誠／絵 サンリード 1979 日本 幼児 □

51 さかなにはなぜしたがない 神沢利子／作　井上洋介／絵 ポプラ社 1979 日本 幼児 □

52 ジオジオのかんむり 岸田衿子／さく　中谷千代子／え 福音館書店 1978 日本 幼児 □

53 しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん／〔ほか〕著 こぐま社 1972 日本 赤ちゃん □

54 ぞうくんのさんぽ
なかのひろたか／さく・え
なかのまさたか／レタリング

福音館書店 1977 日本 赤ちゃん □

55 それいけ！　アンパンマン やなせ・たかし／作・絵 フレーベル館 1975 日本 幼児 □

56 ちびゴリラのちびちび
ルース・ボーンスタイン／作
いわたみみ／訳

ほるぷ出版 1978 アメリカ 幼児 □

57 どうながのプレッツェル
マーグレット・レイ／文
Ｈ．Ａ．レイ／絵

福音館書店 1978 アメリカ 幼児 □

58 とこちゃんはどこ 松岡享子／さく　加古里子／え 福音館書店 1970 日本 幼児 □

59 どろぼうがっこう 加古里子／絵と文 偕成社 1973 日本 幼児 □

60 ねずみくんのチョッキ なかえよしを／作　上野紀子／え ポプラ社 1974 日本 幼児 □

61 ノンタンぶらんこのせて キヨノサチコ／作絵 偕成社 1976 日本 幼児 □

62 はけたよはけたよ
かんざわとしこ／ぶん
にしまきかやこ／え

偕成社 1970 日本 幼児 □

63 はじめてのおつかい 筒井頼子／作　林明子／絵 福音館書店 1977 日本 幼児 □

64 はじめてのおるすばん しみずみちを／作　山本まつ子／絵 岩崎書店 1972 日本 幼児 □

65 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 1976 アメリカ 幼児 □

66 ピーターラビットのおはなし
ビアトリクス・ポター／さく・え
いしいももこ／やく

福音館書店 1971 イギリス 幼児 □

67 １００万回生きたねこ 佐野洋子／作・絵 講談社 1977 日本 幼児 □



68 ふたりはともだち
アーノルド・ローベル／作　三木卓／
訳

文化出版局 1972 アメリカ 幼児 □

69 もこもこもこ 谷川俊太郎／作　元永定正／絵 文研出版 1977 日本 幼児 □

70 モチモチの木 斎藤隆介／著 岩崎書店 1971 日本 小1・2 □

書名 著者名 出版者 出版年 原書 対象 読んだ

71 あな 谷川俊太郎／作　和田誠／画 福音館書店 1983 日本 幼児 □

72 おつきさまこんばんは 林明子／さく 福音館書店 1986 日本 赤ちゃん □

73 おつむてんてん なかえよしを／さく　上野紀子／え 金の星社 1980 日本 赤ちゃん □

74 おでかけのまえに 筒井頼子／さく　林明子／え 福音館書店 1981 日本 赤ちゃん □

75 おなら 長新太／さく 福音館書店 1983 日本 幼児 □

76 おふろだいすき 松岡享子／作　林明子／絵 福音館書店 1982 日本 幼児 □

77 おやつがほーいどっさりほい 梅田俊作／さく　梅田佳子／さく 新日本出版社 1982 日本 幼児 □

78 がたんごとんがたんごとん 安西水丸／さく 福音館書店 1987 日本 赤ちゃん □

79 キャベツくん 長新太／文・絵 文研出版 1980 日本 幼児 □

80 きんぎょがにげた 五味太郎／作 福音館書店 1982 日本 赤ちゃん □

81 くだもの 平山和子／さく 福音館書店 1981 日本 赤ちゃん □

82 くんちゃんはおおいそがし
ドロシー・マリノ／さく
まさきるりこ／やく

ペンギン社 1983 イギリス 幼児 □

83 こんとあき 林明子／さく 福音館書店 1989 日本 幼児 □

84 さんまいのおふだ 水沢謙一／再話　梶山俊夫／画 福音館書店 1985 日本 幼児 □

85 10ぴきのかえる 間所ひさこ／さく 　仲川道子／え PHP研究所 1981 日本 幼児 □

86 じゃあじゃあびりびり まついのりこ／さく 偕成社 1983 日本 赤ちゃん □

1980年代



87 14ひきのあさごはん いわむらかずお／さく 童心社 1983 日本 幼児 □

88 せんたくかあちゃん さとうわきこ／さく・え 福音館書店 1982 日本 幼児 □

89 ちいさなヒッポ
マーシャ・ブラウン／さく
うちだりさこ／やく

偕成社 1983 アメリカ 幼児 □

90 ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ／作　上野紀子／絵 あかね書房 1982 日本 小1・2 □

91 どうぞのいす 香山美子／作　柿本幸造／絵 ひさかたチャイルド 1981 日本 幼児 □

92 ねえ、どれがいい？
ジョン・バーニンガム／さく
まつかわまゆみ／やく

評論社 1983 イギリス 幼児 □

93 ひとまねこざる
Ｈ．Ａ．レイ／文・絵 　光吉夏弥／
訳

岩波書店 1983 アメリカ 幼児 □

94 ひろしまのピカ 丸木俊／え・文 小峰書店 1980 日本 小1・2 □

95 プーあなにつまる
Ａ．Ａ．ミルン／ぶん
Ｅ．Ｈ．シェパード／え

岩波書店 1982 イギリス 小1・2 □

96 ぶたぶたくんのおかいもの 土方久功／さく／え 福音館書店 1985 日本 幼児 □

97 ぼくのぱんわたしのぱん 神沢利子／ぶん 　林明子／え 福音館書店 1981 日本 幼児 □

98 みんなうんち 五味太郎／さく 福音館書店 1981 日本 幼児 □

99 もじゃもじゃペーター
ハインリッヒ・ホフマン／・さく
ささきたづこ／・やく

ほるぷ出版 1985 ドイツ 小5・6 □

100 わすれられないおくりもの
スーザン・バーレイ／さく・え
小川仁央／やく

評論社 1986 イギリス 小1・2 □

＊このリストは、山口県立山口図書館「20年以上読み継がれている絵本」（http://www.library.pref.yamaguchi.lg.jp/longseller_top　2014/10/10最終
　確認）および、『25さいをすぎた絵本』『25さいをすぎた絵本　読みつがれている絵本のリスト　第2版』『２５さいをすぎた絵本　読みつがれている絵本の
　リスト　第3版』（岐阜県図書館編　岐阜県図書館　2001～2009）を参考に作成しました。

文字・活字文化の日記念資料展

埼玉県立浦和図書館 展示資料リスト「心に残る大好きな絵本」

作成／埼玉県立浦和図書館こども室 2014.10.20


