
種別 書名 副書名 著者名 出版年 出版社

絵本 おにたのぼうし あまん／きみこ∥・ぶん 1969.7 ポプラ社

絵本 ひさの星 斎藤／隆介∥作　岩崎／ちひろ∥絵 1978 岩崎書店

絵本 戦火のなかの子どもたち 岩崎／ちひろ∥作 1978 岩崎書店

絵本 あおいとり メーテルリンク∥原作　いわさき／ちひろ∥絵 2005.9 講談社

絵本 おやゆびひめ アンデルセン∥原作　いわさき／ちひろ∥絵 2005.2 講談社

絵本 はくちょうのみずうみ チャイコフスキー音楽より 立原／えりか∥文　いわさき／ちひろ∥絵 2005.2 講談社

絵本 はじめてのなつやすみ ほか４話 いわさき／ちひろ∥絵 1986.6 講談社

絵本 ふたりのぶとうかい ウェーバー音楽より 筒井／敬介∥文　いわさき／ちひろ∥絵 2005.7 講談社

絵本 ふたりのゆきだるま ほか３話 いわさき／ちひろ∥絵 1987.12 講談社

絵本 あかちゃんのくるひ 岩崎／ちひろ∥絵・文 1980 至光社

絵本 あめのひのおるすばん 岩崎／ちひろ∥絵・文 1978 至光社

絵本 げんきになったひ 岩崎　ちひろ∥絵 2006 至光社

絵本 ことりのくるひ 岩崎／ちひろ∥絵と文 1980 至光社

絵本 となりにきたこ 岩崎／ちひろ∥絵と文 1971 至光社

絵本 ぽちのきたうみ 岩崎／ちひろ∥絵・文 1981 至光社

絵本 ゆきのひのたんじょうび 岩崎／ちひろ∥絵・文 1980 至光社

絵本 みつけたよ いわさき／ちひろ∥絵 2001.12 小学館

絵本 心にパシャッ いわさき／ちひろ∥絵 2000.7 小学館

絵本 ゆきごんのおくりもの 長崎／源之助∥さく 1971.10 新日本出版社

絵本 あいうえおのほん はまだ　ひろすけ∥文 1980 童心社

絵本 あかちゃんのうた 松谷／みよ子∥ぶん 1995 童心社

絵本 おふろでちゃぷちゃぷ 松谷／みよ子∥文 1994 童心社

絵本 もしもしおでんわ 松谷／みよ子∥文 1994 童心社

絵本 あかいくつ アンデルセン∥さく 1987 偕成社

絵本 あかいふうせん ラモリス∥さく 1979 偕成社

絵本 うらしまたろう 日本むかし話 まつたに／みよこ∥・ぶん 1967 偕成社

絵本 つるのおんがえし 日本むかし話 松谷　みよ子∥文 1966 偕成社

絵本 にじのみずうみ イタリアむかし話 さかもと／てつお∥ぶん 1981 偕成社

絵本 にんぎょひめ アンデルセン∥作 1967 偕成社

絵本 りゅうのめのなみだ はまだ／ひろすけ∥ぶん 1981 偕成社

絵本 あなたがうまれたとき ちひろのあかちゃん日記 いわさきちひろ 1988 岩崎書店

絵本 いのちのバトン いわさきちひろ 2008 ダイヤモンド社

絵本 千の風になって ちひろの空 いわさきちひろ 2006 講談社

絵本 トットちゃんとカマタ先生のずっとやくそく いわさきちひろ 2007 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

大型絵本 ひさの星（大型絵本） ビッグ・えほん 斎藤／隆介∥作　岩崎／ちひろ∥絵 2004.2 岩崎書店

紙芝居 お月さまいくつ アンデルセン∥原作 1980 童心社

紙芝居 おかあさんのはなし 〔アンデルセン∥原作〕 2001.3 童心社

紙芝居 人魚ひめ アンデルセン∥原作 1980 童心社

紙芝居 のみのかわでつくった王さまのながぐつ イタリア民話・原話 高橋／五山∥脚本 1980 童心社

紙芝居 雪の女王 アンデルセン∥原作 1980 童心社

児童書 きつねみちは天のみち あまん／きみこ∥作 1987.11 大日本図書

児童書 鯉のいる村 岩崎  京子∥著 1969.12 新日本出版社

児童書 あかまんまとうげ 岩崎／京子∥文 1994.10 童心社

児童書 赤い蝋燭と人魚 小川／未明∥作 1980 童心社

児童書 おやすみまえのほん いわさき／ちひろ∥画 1988.11 童心社

児童書 おやすみまえのほん いわさき／ちひろ∥画 1988.11 童心社

児童書 おやすみまえのほん いわさき／ちひろ∥画 1988.11 童心社



種別 書名 副書名 著者名 出版年 出版社

児童書 ね、おはなしよんで 与田　凖一∥編 2000.10 童心社

児童書 たけくらべ 樋口／一葉∥文 1980 童心社

児童書 花の童話集 宮沢／賢治∥作 1987.4 童心社

児童書 花の童話集 宮沢／賢治∥作 1980 童心社

児童書 窓ぎわのトットちゃん 黒柳／徹子∥作　いわさき  ちひろ∥絵 1991.6 講談社

児童書 わたしがちいさかったときに 「原爆の子」他より 長田／新∥編 1989.9 童心社

児童書 わたしがちいさかったときに 原爆の子　他より 長田／新∥〔ほか〕著 1980 童心社

児童書 母さんはおるす グェン・ティ∥作 2004.9 新日本出版社

児童書 アルプスの少女ハイジ ヨハンナ＝スピリ∥作　いわさき  ちひろ∥絵 2005.12 講談社

児童書 おはなしアンデルセン アンデルセン∥〔原作〕 1999.10 童心社

児童書 絵のない絵本 アンデルセン∥作 1984.5 童心社

児童書 絵のない絵本 ハンス・クリスチャン・アンデルセン∥〔著〕 1980 童心社

児童書 愛かぎりなく デカブリストの妻抄 ネクラーソフ∥〔著〕 1980 童心社

一般書 ちひろのアンデルセン いわさき／ちひろ∥〔画〕 1994.4 講談社

一般書 わたしのえほん いわさき／ちひろ∥絵・文 1978.2 新日本出版社

一般書 ちひろと子どものしあわせ いわさき／ちひろ∥絵 1994.6 草土文化

一般書 ちひろと子どものしあわせ いわさき／ちひろ∥絵 1994.6 草土文化

一般書 愛について Ｏｎ　ｌｏｖｅ 落合　恵子∥編 1996.11 童心社

一般書 あおい空に 松永／伍一∥編 1996.2 童心社

一般書 こどもたちよ！ 高田／宏∥編 1996.2 童心社

一般書 みんなほんもの 絆シリーズ 相田  みつを∥書と詩 2008.8 ダイヤモンド社

一般書 あかちゃん サトウハチロー・いわさきちひろ詩画集 サトウ／ハチロー∥詩 1989.6 講談社

一般書 おかあさん サトウハチロー・いわさきちひろ詩画集 サトウ／ハチロー∥詩 1989.6 講談社

こどものとも ひとりでできるよ こどものとも 小林純一作 /岩崎ちひろ画

こどものとも みんなで しようよ こどものとも 小林純一作 /岩崎ちひろ画


