
区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E あか おへそがえる・ごん　全３巻 赤羽　末吉　さく・え 福音館書店 1986

2 E あか クジラむかしむかし　全３巻 川村　たかし　文 赤羽　末吉　絵 ＢＬ出版 2019

3 E みや セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治　作 赤羽　末吉　絵 偕成社 1989

4 E あか そら、にげろ 赤羽　末吉　作 偕成社 1978

5 E あか へそとりごろべえ 赤羽　末吉　詩　画 童心社 2017

6 E あか へそもち 渡辺　茂男　さく 赤羽　末吉　え 福音館書店 1980

7 E あか ゆきむすめ 赤羽　末吉　絵 今江　祥智　文 偕成社 1981

8 EM あか あかりの花 君島　久子　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 1985

9 EM あか うまかたやまんば おざわ　としお　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 1988

10 EM あか 王さまと九人のきょうだい 君島　久子　訳 赤羽　末吉　絵 岩波書店 1969

11 EM あか かさじぞう 瀬田　貞二　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 2008

12 EM あか かちかちやま おざわ　としお　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 1988

13 EM あか 黄金りゅうと天女 代田　昇　文 赤羽　末吉　絵 ＢＬ出版 2018

14 EM あか こぶじいさま 松居　直　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 2008

15 EM あか さるとかに 神沢　利子　文 赤羽　末吉　絵 ＢＬ出版 2017
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令和２年に生誕１１０年、没後３０年を迎える赤羽末吉さんの本を展示します。

５-Daysこども図書館（広島市こども図書館）
〒７３０－００１１ 広島市中区基町５－８３
TEL （０８２）２２１－６７５５ FAX （０８２）２２２－７０２０

展示している本プラスアルファ No.377（２０２０．２）あかば すえきち ほん

赤羽末吉さんの本
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16 EM あか スーホの白い馬 大塚　勇三　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 1967

17 EM あか そばがらじさまとまめじさま 小林　輝子　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 2008

18 EM あか だいくとおにろく 松居　直　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 1967

19 EM あか 日本の神話　全６巻 赤羽　末吉　絵 舟崎　克彦　文 あかね書房 1995

20 EM あか ほしになったりゅうのきば 赤羽　末吉　画 君島　久子　再話 福音館書店 1976

21 EM あか まのいいりょうし 瀬田　貞二　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 2016

22 EM あか ももたろう まつい　ただし　ぶん あかば　すえきち　え 福音館書店 1965

23 388 お 日本の昔話　全５巻 おざわ　としお　再話 赤羽　末吉　画 福音館書店 1995

24 910 は 狂言・謡曲 今江　祥智　編 赤羽　末吉　画 小峰書店 1998

25 913 あ おおきなおおきなおいも 赤羽　末吉　さく・え 市村　久子　原案 福音館書店 1972

26 913 い 源平絵巻物語　全１０巻 赤羽　末吉　絵 今西　祐行　文 偕成社 1979

27 913 お 山のかあさんと１６ぴきのねずみ 大川　悦生　作 赤羽　末吉　絵 ポプラ社 1979

28 913 か ヌーチェのぼうけん 神沢　利子　さく 赤羽　末吉　え 理論社 1980

29 913 に おじいさんのランプ 新美　南吉　著 赤羽　末吉　画 鈴木　義治　画 岩波書店 1980

30 913 ま 春のわかれ 槙　佐知子　文 赤羽　末吉　絵 偕成社 1979

31 913 み 水仙月の四日 宮沢　賢治　作 赤羽　末吉　画 創風社 1997

32 913 む はずかしかったものがたり 椋　鳩十　編 赤羽　末吉　絵 童心社 1979

33 923 ち 白いりゅう　黒いりゅう 賈　芝・孫　剣冰　編 君島　久子　訳 赤羽　末吉　絵 岩波書店 1964

34 929 な アラビアン・ナイトのおはなし 中川　正文　ぶん 赤羽　末吉　え のら書店 2014
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展示期間中の休館日 ２/３（月）、２/１０（月）、２/１２（水）、２/１７（月）、２/２５（火）


