
林明子原画展　関連図書リスト（広島市立図書館所蔵分）

<絵本（日本語）>
No. 書名 シリーズ名 著者 出版社 出版年月

1 かみひこうき かがくのとも傑作集　１８
小林　実　ぶん
林　明子　え

福音館書店 1976.04

2 はじめてのおつかい こどものとも傑作集
筒井　頼子　さく
林　明子　え

福音館書店 1977.04

3 はじめてのおつかい　[点訳絵本] こどものとも傑作集
筒井　頼子　さく
林　明子　え
点字サークルぴあらいと　点訳

福音館書店 1977.04

4 もりのかくれんぼう
末吉　暁子　作
林　明子　絵

偕成社 1978.11

5 きょうはなんのひ？ 日本傑作絵本シリーズ
瀬田　貞二　作
林　明子　絵

福音館書店 1979.08

6 ぼくのぱん　わたしのぱん かがくのとも傑作集
神沢　利子　ぶん
林　明子　え

福音館書店 1981.02

7 ぼくのぱん　わたしのぱん　[点訳絵本] かがくのとも傑作集
神沢　利子　ぶん
林　明子　え
点字サークルぴあらいと　点訳

福音館書店 1981.02

8 おでかけのまえに 福音館の幼児絵本
筒井　頼子　さく
林　明子　え

福音館書店 1981.10

9 おふろだいすき 日本傑作絵本シリーズ
松岡　享子　作
林　明子　絵

福音館書店 1982.04

10 あさえとちいさいいもうと こどものとも傑作集　６１
筒井　頼子　さく
林　明子　え

福音館書店 1982.05

11 びゅんびゅんごまがまわったら 絵本・ちいさななかまたち
宮川　ひろ　作
林　明子　絵

童心社 1982.07

12 しゃぼんだま 特製版かがくのとも
小林　実　ぶん
林　明子　え

福音館書店 1984.04

13 ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ
マーガレット・ワイズ・ブラウン　作
坪井　郁美　ぶん
林　明子　え

ペンギン社 1984.11

14 おつきさまこんばんは 福音館　あかちゃんの絵本 林　明子　さく 福音館書店 1986.06

15 おててがでたよ 福音館　あかちゃんの絵本 林　明子　さく 福音館書店 1986.06

16 きゅっきゅっきゅっ 福音館　あかちゃんの絵本 林　明子　さく 福音館書店 1986.06

17 くつくつあるけ 福音館　あかちゃんの絵本 林　明子　さく 福音館書店 1986.06

18 いもうとのにゅういん こどものとも傑作集　７５
筒井　頼子　さく
林　明子　え

福音館書店 1987.02

19 ママ、あててみて！ はじめてよむ絵本　２
すえよし　あきこ　ぶん
はやし　あきこ　え

偕成社 1987.03

20 サンタクロースとれいちゃん クリスマスの三つのおくりもの 林　明子　さく 福音館書店 1987.10

21 ズボンのクリスマス クリスマスの三つのおくりもの 林　明子　さく 福音館書店 1987.10

22 ふたつのいちご クリスマスの三つのおくりもの 林　明子　さく 福音館書店 1987.10

23 おいていかないで 福音館の幼児絵本
筒井　頼子　さく
林　明子　え

福音館書店 1988.01

24 いってらっしゃーいいってきまーす
神沢　利子　さく
林　明子　え

福音館書店 1989.01

25 とん　ことり こどものとも傑作集　５３
筒井　頼子　さく
林　明子　え

福音館書店 1989.02

26 はっぱのおうち 幼児絵本シリーズ
征矢　清　さく
林　明子　え

福音館書店 1989.04

27 はっぱのおうち　[点訳絵本］ 幼児絵本シリーズ
征矢　清　さく
林　明子　え
点字サークルぴあらいと　点訳

福音館書店 1989.04

28 こんとあき 日本傑作絵本シリーズ 林　明子　さく 福音館書店 1989.06

29 こんとあき　[点訳絵本] 日本傑作絵本シリーズ
林　明子　さく
点字サークルぴあらいと　点訳

福音館書店 1989.06

30 １０までかぞえられるこやぎ 日本傑作絵本シリーズ
アルフ・プリョイセン　作
山内　清子　訳
林　明子　絵

福音館書店 1991.07

平成29年７月１日現在
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No. 書名 シリーズ名 著者 出版社 出版年月

31 へへののもへじ
高梨　章　さく
林　明子　え

福音館書店 1992.01

32 まほうのえのぐ こどものとも傑作集　１１０ 林　明子　さく 福音館書店 1997.08

33 でてこいでてこい ０．１．２．えほん はやし　あきこ　さく 福音館書店 1998.04

34 こどものとも劇場「はじめてのおつかい」 ビッグブック
筒井　頼子　さく
林　明子　え

福音館書店 1999.03

35 もりのかくれんぼう ビッグブック
末吉　暁子　作
林　明子　絵

偕成社 2006.03

36 はっぱのおうち ビッグブック
征矢　清　さく
林　明子　え

福音館書店 2010.01

37 とん　ことり　[点訳絵本] こどものとも絵本
筒井　頼子　さく
林　明子　え
点字サークルぴあらいと　点訳

福音館書店 2012.04

38 くろねこトミイ
神沢　利子　作
林　明子　絵

復刊ドットコム 2017.02

39 ひよこさん ０．１．２．えほん
征矢　清　さく
林　明子　え

福音館書店 2017.03

<外国語絵本>
No. 書名 シリーズ名 著者 出版社 出版年月

40
Ｌｅ　ｂａｉｎ　ｄｅ　Ｍａｋｏ
　（『おふろだいすき』）

Ｋｙｏｋｏ　Ｍａｔｓｕｏｋａ　文
Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　絵

ｌ’ｅｃｏｌｅ　ｄｅｓ　ｌｏｉｓｉｒｓ 1986

41
Ｌｅ　ｐｒｅｍｉｅｒ　ｃａｍｐｉｎｇ　ｄｅ　Ｎａｈｏｔｃｈａｎ
　（『はじめてのキャンプ』）

Ｇｒａｎｄ　Ｐｒｉｘ　ｄｅｓ　Ｔｒｅｉｚｅ
Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　作
Ｎｉｃｏｌｅ　Ｃｏｕｌｏｍ　仏訳

ｌ’ｅｃｏｌｅ　ｄｅｓ　ｌｏｉｓｉｒｓ 1986

42
ＡＮＮＡ’Ｓ　ＳＥＣＲＥＴ　ＦＲＩＥＮＤ
  （『とんことり』）

Ｙｏｒｉｋｏ　Ｔｓｕｔｓｕｉ　文
Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　絵

ＶＩＫＩＮＧ　ＫＥＳＴＲＥＬ 1987

43
ＡＮＮＡ’Ｓ　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＰＲＥＳＥＴ
　（『いもうとのにゅういん』）

Ｙｏｒｉｋｏ　Ｔｓｕｔｓｕｉ　文
Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　絵

ＶＩＫＩＮＧ　ＫＥＳＴＲＥＬ 1988

44
Ａｙａ　ｅｔ　ｓａ　ｐｅｔｉｔｅ　ｓœｕｒ
　（『あさえとちいさいいもうと』）

Ｙｏｒｉｋｏ　Ｔｓｕｔｓｕｉ　文
Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　絵

ｌ’ｅｃｏｌｅ　ｄｅｓ　ｌｏｉｓｉｒｓ 1988

45
Ｂｏｎｓｏｉｒ　Ｐèｒe　Ｎｏëｌ
　（『サンタクロースとれいちゃん』）

Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　作 ｌ’ｅｃｏｌｅ　ｄｅｓ　ｌｏｉｓｉｒｓ 1988

46
Ｌ’éｔｒａｎｇｅ　ｐａｎｔａｌｏｎ
　（『ズボンのクリスマス』）

Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　作 ｌ’ｅｃｏｌｅ　ｄｅｓ　ｌｏｉｓｉｒｓ 1988

47
Ｌｅ　ｇȃｔｅａｕ　ａｕｘ　ｆｒａｉｓｅｓ
　（『ふたつのいちご』）

Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　作 ｌ’ｅｃｏｌｅ　ｄｅｓ　ｌｏｉｓｉｒｓ 1988

48
Ａｙａ　Ｐｒéｐａｒｅ　ｌｅ　ｐｉｑｕｅ－ｎｉｑｕｅ
　（『おでかけのまえに』）

Ｙｏｒｉｋｏ　Ｔｓｕｔｓｕｉ　文
Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　絵

ｌ’ｅｃｏｌｅ　ｄｅｓ　ｌｏｉｓｉｒｓ 1989

49
순이와　어린　동생
　（『あさえとちいさいいもうと』）

쓰쓰이　요리코　文

하야시　아키코　絵

筒井　頼子　文
林　明子　絵

한림출판사 1989.09

50
ＡＮＮＡ’Ｓ　ＳＥＣＲＥＴ　ＦＲＩＥＮＤ
　（『とんことり』）

Ｙｏｒｉｋｏ　Ｔｓｕｔｓｕｉ　文
Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　絵

ＦＵＫＵＩＮＫＡＮＳＨＯＴＥＮ 1991

51
ＡＮＮＡ’Ｓ　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＰＲＥＳＥＮＴ
　（『いもうとのにゅういん』）

Ｙｏｒｉｋｏ　Ｔｓｕｔｓｕｉ　文
Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　絵

ＦＵＫＵＩＮＫＡＮＳＨＯＴＥＮ 1991

52
혼자 가지마

  （『おいていかないで』）
　

쓰쓰이　요리코　作

하야시　아키코　絵

筒井　頼子　文
林　明子　絵

한림출판사 1991

53
이슬이의 첫 심부름

  （『はじめてのおつかい』）

쓰쓰이　요리코　文

하야시　아키코　絵

筒井　頼子　文
林　明子　絵

한림출판사 1991

54
병원에 입원한 내동생

  （『いもうとのにゅういん』）

쓰쓰이　요리코　作

하야시　아키코　絵

筒井　頼子　文
林　明子　絵

한림출판사 1993

55
달님 안녕

  （『おつきさまこんばんは』）

하야시　아키코　作

林　明子　作
한림출판사 1993

56
손이 나왔네

  （『おててがでたよ』）

하야시　아키코　作

林　明子　作
한림출판사 1993

57
싹싹싹

  （『きゅっきゅっきゅっ』）

하야시　아키코　作

林　明子　作
한림출판사 1993

58
구두구두 걸어라

  （『くつくつあるけ』）

하야시　아키코　作

林　明子　作
한림출판사 1993
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No. 書名 シリーズ名 著者 出版社 出版年月

59
우리 친구하자
　（『とん　ことり』）

쓰쓰이　요리코　文

하야시　아키코　絵

筒井　頼子　文
林　明子　絵

한림출판사 1994.10

60
ＭＩＩ－ＣＨＡＮ′Ｓ　ＦＩＲＳＴ　ＥＲＲＡＮＤ
　（『はじめてのおつかい』）

Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　絵
Ｙｏｒｉｋｏ　Ｔｓｕｔｓｕｉ　作

Ａｍａｒｉｎ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ
ａｎｄ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　Ｐ
ｕｂｌｉｃ

1995

61 은지와　푹신이
　（『こんとあき』）

하야시　아키코　文・絵
林　明子　文・絵

한림출판사 1995.01

62
목욕은　즐거워
　（『おふろだいすき』）

마츠오카　쿄코　文
하야시　아키코　絵
松岡　享子　作
林　明子　絵

한림출판사 1996.10

63 숲속의 요술물감
　（『まほうのえのぐ』）

하야시　아키코　文・絵
林　明子　文・絵

한림출판사 1999.08

64
Ｂｅｆｏｒｅ　Ｔｈｅ　Ｐｉｃｎｉｃ
　（『おでかけのまえに』）

Ｙｏｒｉｋｏ　Ｔｓｕｔｓｕｉ　作
Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　絵

ＦＵＫＵＩＮＫＡＮＳＨＯＴＥＮ 2000

65
Ａ　Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｌｅａｖｅｓ
　（『はっぱのおうち』）

Ｋｉｙｏｓｈｉ　Ｓｏｙａ　作
Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　絵

ＦＵＫＵＩＮＫＡＮＳＨＯＴＥＮ 2000

66
윙윙　실팽이가　돌아가면
　（『びゅんびゅんごまがまわったら』）

미야가와　히로　文
하야시　아키코　絵
宮川　ひろ　文
林　明子　絵

한림출판사 2002.05

67
ＭＩＫＩ′Ｓ　ＦＩＲＳＴ　ＥＲＲＡＮＤ
　（『はじめてのおつかい』）

Ｒ．Ｉ．Ｃ．Ｓｔｏｒｙ　Ｃｈｅｓｔ

Ａｋｉｋｏ　Ｈａｙａｓｈｉ　絵
Ｙｏｒｉｋｏ　Ｔｓｕｔｓｕｉ　作
Ｐｅｔｅｒ　Ｈｏｗｌｅｔｔ　英訳
Ｒｉｃｈａｒｄ　ＭｃＮａｍａｒａ　英訳

Ｒ．Ｉ．Ｃ．ＰＵＢＬＩＣＡ
ＴＩＯＮＳ

2003

68 숲 속의 나뭇잎집
　（『はっぱのおうち』）

소야　키요시　文
하야시　아키코　絵
征矢　清　文
林　明子　絵

한림출판사 2007.09

69
오늘은　소풍　가는　날
　（『おでかけのまえに』）

쓰쓰이　요리코　文
하야시　아키코　絵
筒井　頼子　文
林　明子　絵

한림출판사 2007.09

70 おふろだいすき　～中国語版～
松冈　享子　著
林　明子　画

南海出版公司 2008.09

71 こんとあき　～中国語版～ 林　明子　著・画 南海出版公司 2008.09

72
즐거운 빵 만들기

  （『ぼくのぱん　わたしのぱん』）

칸자와 토시코　文

하야시 아키코　絵

神沢　利子　文
林　明子　絵

한림출판사 2008.12

73 おててがでたよ　～中国語版～ 林　明子　著・画 少年儿童出版社 2009.07

74 くつくつあるけ　～中国語版～ 林　明子　絵・文 少年儿童出版社 2010.06

75
森林里的躲猫猫大王
　（『もりのかくれんぼう』）

末吉　晓子　文
林　明子　絵

贵州人民出版社 2012.03

76
阿惠和妹妹
　（『あさえとちいさいいもうと』）

筒井　赖子　著
林　明子　絵

新星出版社 2013.01

77 第一次上街买东西
　（『はじめてのおつかい』）

筒井　赖子　著
林　明子　絵

新星出版社 2013.01

78
妹妹住院了
　（『いもうとのにゅういん』）

筒井　赖子　著
林　明子　絵

新星出版社 2013.01

79
是谁送的呢
　（『とん　ことり』）

筒井　赖子　著
林　明子　絵

新星出版社 2013.01

80
神奇的水彩
　（『まほうのえのぐ』）

林　明子　著 新星出版社 2013.01

81
병아리

  （『ひよこさん』）

소야 키요시　文

하야시 아키코　絵

征矢　清　文
林　明子　絵

한림출판사 2013.04

82
出门之前
　（『おでかけのまえに』）

筒井　赖子　文
林　明子　絵

新星出版社 2013.09

83
엄마, 맞춰 보세요!

  （『ママ、あててみて！』）

스에요시 아키코　文

하야시 아키코　絵

すえよし　あきこ　文
はやし　あきこ　絵

책내음 2014.01

84
今天是什么日子?
　（『きょうはなんのひ？』）

濑田　贞二　文
林　明子　絵

新星出版社 2014.04
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No. 書名 シリーズ名 著者 出版社 出版年月

85
要是陀螺转起来
　（『びゅんびゅんごまがまわったら』）

宫川　比吕　文
林　明子　絵

新星出版社 2014.05

<物語>
No. 書名 シリーズ名 著者 出版社 出版年月

86 おるすばん１１０ばん 児童文学創作シリーズ
槻野　けい　著
林　明子　絵

講談社 1975.02

87 なみだちゃんばんざい 講談社の幼年創作童話　８
那須　正幹　著
林　明子　絵

講談社 1976.08

88 みいちゃんのおたんじょう ふるさとの童話　６
おおたに　ひろこ　作
林　明子　絵

ポプラ社 1976.12

89 しまちゃんちゃん 文研の創作絵童話　５
中野　みち子　作
林　あき子　絵

文研出版 1977.09

90 北海道の牧場で 福音館日曜日文庫
岡部　彰　著
林　明子　画

福音館書店 1979.11

91 おるすばん１１０ばん 講談社青い鳥文庫　００７-１
槻野　けい　作
林　明子　絵

講談社 1980.11

92 にせあかしやの魔術師 大日本の創作どうわ
征矢　清　さく
林　明子　え

大日本図書 1981.02

93 はじめてのキャンプ 福音館創作童話シリーズ 林　明子　さく・え 福音館書店 1984.06

94 魔女の宅急便 福音館創作童話シリーズ
角野　栄子　作
林　明子　画

福音館書店 1985.01

95 ガラスのうま
征矢　清　さく
林　明子　え

偕成社 2001.10

96 魔女の宅急便 〔その１〕 福音館文庫　Ｓ－５
角野　栄子　作
林　明子　画

福音館書店 2002.06

97 なないろ山のひみつ 福音館創作童話シリーズ
征矢　かおる　作
林　明子　絵

福音館書店 2002.10

98 にせあかしやの魔術師
征矢　清　さく
林　明子　え

復刊ドットコム 2014.10

<一般書>
No. 書名 シリーズ名 著者 出版社 出版年月

99
絵本作家のアトリエ ３
　※６７～８０ｐ　林　明子　述

福音館書店母の友編集部　著 福音館書店 2014.04

<マルチメディアデイジー（利用制限あり）>
No. 書名 シリーズ名 著者 出版社 出版年月

100 いもうとのにゅういん［録音資料] マルチメディアデイジー
筒井　頼子　さく
林　明子　え

日本ライトハウス
情報文化センター

2010

101
わいわい文庫［録音資料] ２０１３年ＣＤ１
　※「はじめてのキャンプ」　２６分
　　　林　明子　著

マルチメディアデイジー 伊藤忠記念財団　製作 伊藤忠記念財団 2013

102
わいわい文庫［録音資料] ２０１３年ＣＤ３
　※「魔女の宅急便」　６時間５２分
　　　角野　栄子　作　林　明子　画

マルチメディアデイジー 伊藤忠記念財団　製作 伊藤忠記念財団 2013

103
わいわい文庫［録音資料] ２０１６年Ｖｅｒ．１
　※「はじめてのおつかい」　１３分
　　　筒井　頼子　作　林　明子　絵

マルチメディアデイジー 伊藤忠記念財団　製作 伊藤忠記念財団 2016

※当リストは、広島市立図書館が所蔵する関連図書の中から抜粋したものです

会場 ひろしま美術館

会期 2017年７月１５日（土）～８月２７日（日）

林明子さんの作品の

原画を観に行こう！
こども図書館では、

林明子さんの関連図書

を展示しているよ！
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