
「91人のイラストレーターが描く みんなだいすき和田誠」参加作家の絵本・著作本のご案内

タイトル 絵 文 出版社

 ことばを育てるえほん「あいうえオノマトペ」  赤池佳江子  石上志保  河出書房新社

 あいうえオノマトペ　「ぱぴぷぺぽいっと」  赤池佳江子  石上志保  河出書房新社

 くらす、はたらく、経済のはなし1~5  赤池佳江子  山田博文  大月書店

 そだててあそぼう　びわの絵本  赤池佳江子  中井滋郎  農山漁村文化協会

 イチからつくる　あめの絵本  赤池佳江子  本間祐子、 眞鍋久  農山漁村文化協会

 いばらひめ  新井苑子  矢崎節夫  フレーベル館

 別れを癒す365日のことば  新井苑子
 マーサ・ヒックマン　作

 雨海弘美　訳
 KADOKAWA

 子どものための世界文学の森

 「オズのまほうつかい」
 新井苑子

 ライマン・F・バウム　作

 山主敏子　訳
 集英社

 wasimo  安齋肇  宮藤官九郎  小学館

 ホイッパーウィル川の伝説  伊藤彰剛

 キャシー・アッペルト、

 アリスン・マギー　作

 吉井知代子　訳

 あすなろ書房

 まくらからくま  伊藤彰剛  コジヤジコ  岩崎書店

 うれないやきそばパン  いぬんこ  富永まい、中尾昌稔  金の星社

 おちゃわんかぞく  いぬんこ  林木林  白泉社

 シャキーン！の木のきのまたゆ  いぬんこ  とみながまい  NHK出版

 講談えほん

  雷電為右衛門　雷電の初土俵
 いぬんこ

 神田伯山　監修

 石崎洋司　作
 講談社

 はっけよーい  いぬんこ  ケロポンズ  ポプラ社

 宇宙のひみつがわかるえほん 1

 「どうやって、宇宙へいくの？」
 大高郁子  的川泰宣  ポプラ社

 宇宙のひみつがわかるえほん 2

 「なぜ、宇宙へ行くの？」
 大高郁子  的川泰宣  ポプラ社

 宇宙のひみつがわかるえほん 3

 「なぜ、星は光っているの？」
 大高郁子  的川泰宣  ポプラ社

 宇宙のひみつがわかるえほん 4

 「宇宙人は、ほんとうにいるの？」
 大高郁子  的川泰宣  ポプラ社

 宇宙のひみつがわかるえほん 5

 「わたしたちは、星から生まれたの？」
 大高郁子  的川泰宣  ポプラ社



 宇宙のひみつがわかるえほん 6

 「宇宙なぜなぜQ&A」
 大高郁子  的川泰宣  ポプラ社

 みんなの園芸店　春夏秋冬を楽しむ庭づくり  大野八生  大野八生  福音館書店

 牧野富太郎ものがたり　草木とみた夢  大野八生  谷本雄治  出版ワークス

 きりんのまいにち  大野八生  二宮由紀子  光村図書出版

 日本庭園を楽しむ絵本  大野八生  大野八生  あすなろ書房

 ハーブをたのしむ絵本  大野八生  大野八生  あすなろ書房

 ポリポリ村のみんしゅしゅぎ  おかやまたかとし  蒔田　純  かもがわ出版

 第３５集　アンデルセンのメルヘン文庫
 ゴトウヒロシ、音部訓子、

 渡辺浮美生　他

 柳原昌和、おだみずき、

 藤森かほる、諸口正太、瀬古一葉

 アンデルセン・パン生活

 文化研究所

 みんなともだち  海谷泰水  二宮由紀子  教育画劇

 空からのぞいた桃太郎  影山徹  影山徹  岩崎書店

 やまなし  川上和生  宮沢賢治  三起商工株式会社

 ながいながい骨の旅  川上和生  松田素子  講談社

 山のごちそうどんぐりの木  川上和生  ゆのきようこ  理論社

 ちいさなかがくのともどこからきたの？  川上和生  木坂 涼  福音館書店

 おかゆ  川崎由紀  神田ひかり  エンブックス

 しましま しまうま  かわむら おさむ  かわむら おさむ  童心社

 身近な妖怪ハンドブック  川村 易、OSAmoon  川村 易、OSAmoon  文一総合出版

 ふたりは恋人 Mr. & Ms. ピクト  OSAmoon  OSAmoon  小学館

 学校クエスト  北沢夕芸  中松まるは  童心社

 長ぐつをはいたネコ  北沢夕芸
 ペロー　作

 末松 氷海子　訳
 集英社（みらい文庫）

 注文の多い料理店 銀河鉄道の夜  北沢夕芸  宮沢賢治  集英社（みらい文庫）

 ワカンネークエスト  北沢夕芸  中松まるは  童心社

 ぞうさんの ふうせん  北谷しげひさ  内田麟太郎  講談社

 えほん遠野物語　かっぱ  北原明日香  京極夏彦  汐文社

 きれいなかおのつくりかた  きむらはるみ  みやさかおとみ  デンタルダイヤモンド社

 花曜日メッセージカード 幸せを贈るスクラッチ  国分チエミ  国分チエミ  講談社

 みんなの怪盗ルパン  久保周史
 小林泰造、湊かなえ、近藤史恵、

 藤野恵実、真山仁
 ポプラ社

 はるのひ  小池アミイゴ  小池アミイゴ  徳間書店



 とうだい  小池アミイゴ  斉藤倫  福音館書店

 神さまの通り道

　スサノオさんキレてるんですけど
 柴田ゆう  村上しいこ  偕成社

 みぃつけた  柴田ゆう  畠中恵  新潮社

 クヌギがいる  城芽ハヤト  今森光彦  岩崎書店

 つくもかみ  城芽ハヤト  京極夏彦  岩崎書店

 ふたりきりの戦争  城芽ハヤト
 ヘルマン シュルツ　作

 渡辺広佐 訳
 徳間書店

 ゾウと旅した戦争の冬  城芽ハヤト
 マイケル モーバーゴ　作

 杉田七重　訳
 徳間書店

 子犬たちのあした ロンドン大空襲  城芽ハヤト
 ミーガン・リクス　作

 尾高薫　訳
 徳間書店

 漱石と倫敦ミイラ殺人事件 （完全改訂総ルビ版）  城芽ハヤト  島田荘司  光文社文庫

 桃太郎エステに行く  五月女ケイ子  細川 徹  講談社

 ある晴れた夏の朝  タムラフキコ  小手毬るい  偕成社

 ともだちはサティー！  タムラフキコ  大塚篤子  小峰書店

 天使のにもつ  丹下京子  いとうみく  童心社

 なみだの穴  丹下京子  まはら三桃  小峰書店

 みんなで　あそぶひ  天明幸子  天明幸子  教育画劇

 じぶんでいろづけ！ずかん　にっぽんちず  天明幸子  交通新聞社  交通新聞社

 ちちんぱいぱい  天明幸子  ささがわいさむ  学研プラス

 おててを　ぽん  天明幸子  ささがわいさむ  学研プラス

 くまのこ3きょうだい  中川 貴雄  中川 ひろたか  教育画劇

 なんにでもレナール！  中川 貴雄  玉置 永吉  教育画劇

 みんな みんな おやすみなさい  にしざかひろみ  いまむらあしこ  あすなろ書房

 ジークメーア　小箱の銀の狼  にしざかひろみ  斉藤洋  偕成社

 つくえの下のとおい国  にしざかひろみ  石井睦美  講談社

 なきむし  にしざかひろみ  いまむらあしこ 理論社

 オズの魔法使い  にしざかひろみ
 ライマン・フランク・ボーム　作

 河野万里子　訳
 新潮社（新潮文庫）

 なんで信長はお城を建てたの？  にしざかひろみ  畑中英二  新泉社



 ラビントットと空の魚

　第一話 鰹のたんぽぽ釣り
 にしざかひろみ  越智典子  福音館書店

 ラビントットと空の魚

　第二話 そなえあればうれしいな
 にしざかひろみ  越智典子  福音館書店

 ラビントットと空の魚

　第三話 くれない月のなぞ
 にしざかひろみ  越智典子  福音館書店

 ラビントットと空の魚

　第四話 森ぬすっとの村
 にしざかひろみ  越智典子  福音館書店

 ラビントットと空の魚

　第五話 父さんと、母さんと、ぼく
 にしざかひろみ  越智典子  福音館書店

 かたちのなまえ  濱 愛子  野瀬奈津子  玄光社

 今夜 凶暴だから わたし  濱 愛子  高橋久美子  ちいさいミシマ社

 なぞなぞショッピングモールでおかいもの
 ビオレッティ・

 アレッサンドロ
 ビオレッティ・アレッサンドロ  303BOOKS株式会社

 はやくはやくっていわないで  平澤一平  益田ミリ  ミシマ社

 だいじなだいじなぼくのはこ  平澤一平  益田ミリ  ミシマ社

 ネコリンピック  平澤一平  益田ミリ  ミシマ社

 わたしのじてんしゃ  平澤一平  益田ミリ  ミシマ社

 げそすけとじいじとばあば  平澤一平  益田ミリ  あかね書房

 はっけん! NIPPON(にっぽん) 地図と新聞で見る47都道府県

　小学1年生 2年生からの本
 古谷充子  グループ・コロンブス  PHP研究所

 はじめましてのダンネバード  マコカワイ  工藤純子  くもん出版

 おすしヒーローパックンジャー  マスリラ  苅田澄子  岩崎書店

 なっとうかあちゃん  マスリラ  苅田澄子  講談社

 虫にんじゃ  マスリラ  大塚健太  パイ・インターナショナル

 うそなき  マスリラ  内田麟太郎  ポプラ社

 ふたつのゆびきりげんまん  マスリラ  そうまこうへい  小峰書店

 うんどうがすきになる絵本(2)

   かけっこがはやくなる
 マスリラ  体育指導のスタートライン　監修  ポプラ社

 卒業しよう！めんどくさがり  マスリラ  名越康文　監修  日本図書センター

 まほうの寓話  丸山一葉  戸田智弘  幻冬舎

 おてがみほしいぞ  丸山誠司  こうまるみづほ  あかね書房

 ひでよーし  丸山誠司  丸山誠司  絵本館

 ひめさま！ぞうはすごくおおきいでござる  丸山誠司  丸山誠司  光村教育図書



 おならおうこく  丸山誠司  丸山誠司  ひさかたチャイルド

 そうだソーダ  丸山誠司  丸山誠司  くもん出版

 ダイズマンとコメリーヌ  丸山誠司  中川ひろたか  文研出版

 カレンダーでんしゃがやってくる！  丸山誠司  丸山誠司  交通新聞社

 昭和の犬　ジョンとの約束  水上みのり  今西乃子  合同出版

 イチからつくる　のり  水上みのり  早川典子、宇高健太郎  農山漁村文化協会

 あの夏、僕らは秘密基地で  水上みのり  三輪裕子  あかね書房

 椋鳩十　生きるすばらしさを動物物語に  水上みのり  久保田里花  あかね書房

 ふろしきばあちゃん  水上みのり  水上みのり  福音館書店

 千年ギツネ  水上みのり  岡崎祥久  理論社

 ブタの絵本  水上みのり  吉本正  農山漁村文化協会

 ウメの絵本  水上みのり  吉田正男  農山漁村文化協会

 ぼくらは、ふしぎの山探検隊  水上みのり  三輪裕子  あかね書房

 わら加工の絵本  水上みのり  みやざききよし  農山漁村文化協会

 この手のひらほどの倖せ  水上みのり  布施 明  文藝春秋

 みその絵本  水上みのり  いまいせいいち  農山漁村文化協会

 ねこはい  南 伸坊  南 伸坊  KADOKAWA（角川文庫）

 お絵かき辞典  ミヤタチカ  ミヤタチカ  玄光社

 ミヤタチカのお絵描き動物園  ミヤタチカ  ミヤタチカ  誠文堂新光社

 ホテルイエティ  ミヤタチカ  ミヤタチカ  玄光社

 おなら大百科「への本」  もとき理川、マスリラ、他  オナラファクトリー  ポプラ社

 いろんな日  山口マサル  山口マサル  山口マサル事務所

 かえるのピクルス　ダンスカ・タンスカ  山田博之  岡林ちひろ  ロクリン社

 かえるのピクルス まるいアレ  山田博之  岡林ちひろ  ロクリン社

 いたずらはかせのかがくの本

 「せぼねのある動物たち 」（新版）
 山田博之  板倉聖宣  仮説社

 ラーメンのおうさま  山本祐司  山本祐司  ほるぷ出版

 へんしんへんしんフルーツポンチ  山本祐司  山本祐司  ほるぷ出版

 カレーのおうさま  山本祐司  山本祐司  ほるぷ出版

 ふるふるひめ  山本祐司  大窪いく子  文研出版



 すやすや　ぷー  山本祐司  山本祐司  童心社

 みんなの研究

  「見たことのないものをつかまえたい！世界の変な生き物探訪記」
 米村知倫  平坂寛  偕成社

 みんなの研究　「女子サッカー選手です。そして、彼女がいます 」  米村知倫 下山田志帆  偕成社

 みんなの研究　「だれよりも速く走る　義足の研究」  米村知倫  遠藤 謙  偕成社

 みんなの研究

　「チャコウラさんの秘密を知りたい！　ナメクジの話」
 米村知倫  宇高寛子  偕成社

 みんなの研究

　「ものづくりっておもしろい！　おもちゃから乗り物まで」
 米村知倫  小林竜太  偕成社

 愛  ワタナベケンイチ  落合恵子  大月書店

 生きものいっぱいゆたかなちきゅう  ワタナベケンイチ  本川達雄  そうえん社


