
佐々木マキ見本帖　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

1 やっぱりおおかみ こどものとも傑作集　６０ ささき　まき　さく・え 福音館書店 1973.10

2 ぼくがとぶ ささき　まき　さく・え 福音館書店 1975.06

3 きつねのたんこぶ ポプラ社のともだち文庫　１
佐々木　マキ　絵
小沢　正　作

ポプラ社 1976.09

4 くった　のんだ　わらった こどものとも傑作集　５８
内田　莉莎子　再話
佐々木　マキ　画

福音館書店 1977.04

5 ねむいねむいねずみ ＰＨＰおはなしプレゼント ささき　まき　作・絵 ＰＨＰ研究所 1979.06

6 きつねのホーシュ
佐々木　マキ　絵
小沢　正　作

サンリード 1979.07

7 変なお茶会 佐々木　マキ　作・画 絵本館 1979.09

8 みんなとぶぞ 創作えほん ささき　まき　作・絵 サンリード 1980

9 あそぼうよセイウチ ＰＨＰおはなしえほん　１５ ささき　まき　作・絵 ＰＨＰ研究所 1981.03

10 ねむいねむいねずみは　おなかがすいた わたしのえほん　１ ささき　まき　作・絵 ＰＨＰ研究所 1982.05

11 にちようびだゾウ！ 創作えほん
新井　満　文
佐々木　マキ　絵

サンリード 1982.06

12 ねむいねむいねずみのクリスマス わたしのえほん　３ ささき　まき　作・絵 ＰＨＰ研究所 1982.11

13 しりたがりやのこぶたとうさぎ
小沢　正　文
佐々木　マキ　絵

講談社 1983.03

14 ピンクのぞうをしらないか 佐々木　マキ　作・絵 フレーベル館 1983.08

15 さるのいきぎも にほんむかしばなし
岩崎　京子　文
佐々木　マキ　絵

フレーベル館 1984.02

16 ねむいねむいねずみとなきむしぼうや わたしのえほん　７ 佐々木　マキ　作・絵 ＰＨＰ研究所 1984.04

17 ねむいねむいねずみとおつきさま ささき　まき　さく・え ＰＨＰ研究所 1985.03

18 ねむいねむいねずみともりのおばけ ささき　まき　さく・え ＰＨＰ研究所 1985.03

19 ねむいねむいねずみのうみのぼうけん ささき　まき　さく・え ＰＨＰ研究所 1985.07

20 たまごころころ キンダーメルヘン傑作選　２０
岩崎　京子　文
佐々木　マキ　絵

フレーベル館 1985.09

21 もりのみっつのたんじょうび スピカのおはなしえほん　１６
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

教育画劇 1986.03

22 やまからきたぺんぎん おはなしえほん　７ 佐々木　マキ　作・絵 フレーベル館 1986.03

23 ねずたんとねこたん
河野　一郎　文
佐々木　マキ　絵

講談社 1986.10

24 長ぐつをはいたねこ ミキハウスの絵本
ペロー　（原作）
佐々木　マキ　絵
出口　祐弘 　訳

三起商行 1987.11

25 どろぼうたちのよる 佐々木　マキ　作 絵本館 1988.10

26 火うち石でおまたせワン！ ミキハウスの絵本
佐々木　マキ　絵
武井　直紀 　訳

三起商行 1988.11

27 はいいろひめさまかぞえうた ささき　まき　さく 福音館書店 1989.01

28 ムッシュ・ムニエルをごしょうかいします 日本傑作絵本シリーズ 佐々木　マキ　〔著〕 福音館書店 1989.01

29
講談社のおはなし絵本館　１４
おおかみと七ひきの子やぎ・金のがちょう

池田　香代子　文
西巻　茅子　絵
佐々木　マキ　絵

講談社 1989.03

30
講談社のおはなし絵本館　１１
アラジンとまほうのランプ・アリババと四十
人のとうぞく　アラビアン＝ナイト

角野　栄子　文
西川　おさむ　絵
佐々木　マキ　絵

講談社 1989.08

31 ぶたのたね 佐々木　マキ　作 絵本館 1989.10

平成２９年８月２０日現在
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No. 書　名 シリーズ名 著　者 出版社 出版年

32 はいいろこくのはいいろひめさま 佐々木　マキ　さく 福音館書店 1990.01

33 いとしのロベルタ イメージの森 佐々木　マキ　作 ほるぷ出版 1991.08

34 くまの木 ちいさなクリスマスのほん 佐々木　マキ　作 福音館書店 1991.10

35 ふたりのサンタ ちいさなクリスマスのほん 佐々木　マキ　作 福音館書店 1991.10

36 ゆきだるまのクリスマス ちいさなクリスマスのほん 佐々木　マキ　作 福音館書店 1991.10

37 おばけがぞろぞろ ささき　まき　さく 福音館書店 1992.01

38 ねこ・こども ささき　まき　さく 福音館書店 1992.01

39 おやつですよーっ 佐々木　マキ　作 絵本館 1992.05

40 ぼくがとぶ ささき　まき　さく・え 福音館書店 1993.01

41 ピンクのぞうをしらないか 佐々木　マキ　作 絵本館 1993.02

42 あそぼうよセイウチ 佐々木　マキ　作 絵本館 1993.05

43 はいいろひめさまかぞえうた 佐々木　マキ　作 絵本館 1993.11

44 ことばのかくれんぼ 佐々木　マキ　さく 福音館書店 1994.01

45 すてきなバスケット
小沢　正　作
佐々木　マキ　画

福音館書店 1994.01

46 ぼくがとぶ こどものとも傑作集　９７ ささき　まき　さく 福音館書店 1994.01

47 へんなどうぶつみつけたよ 佐々木　マキ　作 絵本館 1994.02

48 おばけがぞろぞろ 福音館の幼児絵本 ささき　まき　作 福音館書店 1994.06

49 おとうさんですよ 佐々木　マキ　作・絵 ひかりのくに 1994.08

50 おばけです　こんばんは ぱたぱたぽん 佐々木　マキ　［作］ 福音館書店 1994.09

51 とりどりのとり 佐々木　マキ　〔作〕 クレヨンハウス 1994.10

52 またおとうさんですよ 佐々木　マキ　作・絵 ひかりのくに 1994.10

53 たわごと師たち
エドワード・リア　詩
佐々木　マキ　訳・画

福音館書店 1994.11

54 たぬきのぬーたん 佐々木　マキ　作・絵 ひかりのくに 1995.02

55 はいいろこくのはいいろひめさま ささき　まき　作 絵本館 1995.03

56 ゾウのこどもとおとうさん ベビーエイジ赤ちゃん絵本　１５ 佐々木　マキ　作 婦人生活社 1995.07

57 ブタのこどもとおかあさん ベビーエイジ赤ちゃん絵本　１６ 佐々木　マキ　作 婦人生活社 1995.07

58 ぼくとねずみうみにもぐる 日本傑作絵本シリーズ 佐々木　マキ　作 福音館書店 1996.04

59 なんぎなたんけんたい おひさまのほん 佐々木　マキ　作 小学館 1996.10

60 ねむいねむいねずみのあまやどり わたしのえほん 佐々木　マキ　〔作〕 ＰＨＰ研究所 1997.10

61 まじょのかんづめ こどものとも傑作集 佐々木　マキ　さく 福音館書店 1999.04

62 なくななんぎなたんけんたい おひさまのほん 佐々木　マキ　作 小学館 1999.12

63 ぼくとねずみのいそげ、じどうしゃ！ 日本傑作絵本シリーズ 佐々木　マキ　作 福音館書店 2000.03

64 にんじんロケツト 佐々木　マキ　〔さく〕 福音館書店 2000.04

65 ムッシュ・ムニエルをごしょうかいします 佐々木　マキ　作 絵本館 2000.05

66 ムッシュ・ムニエルのサーカス 佐々木　マキ　作 絵本館 2000.10
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No. 書　名 シリーズ名 著　者 出版社 出版年

67 ムッシュ・ムニエルとおつきさま 佐々木　マキ　作 絵本館 2001.10

68 そらとぶテーブル 日本傑作絵本シリーズ 佐々木　マキ　作 福音館書店 2002.09

69

３歳のお気に入りえほん集
～お気に入りのおはなしがきっと見つかるよ ～
　※なんぎなたんけんたい　48～53ｐ
　　佐々木　マキ　作

小学館の絵本雑誌「おひさま」
の年齢別ベストセレクション

小学館 2003.07

70 またぶたのたね 佐々木　マキ　作 絵本館 2005.12

71 にんじんロケット 「こどものとも年少版」１５選 佐々木　マキ　さく 福音館書店 2006.09

72 ねむいねむいねずみとおばけたち わたしのえほん 佐々木　マキ　〔作〕 ＰＨＰ研究所 2007.03

73 ひょっこりひとつ 年少ライブラリー 佐々木　マキ　さく 福音館書店 2007.04

74 くりんくりんごーごー ０．１．２．えほん 佐々木　マキ　さく 福音館書店 2008.01

75 やまからきたぺんぎん おはなしえほんシリーズ　１２ 佐々木　マキ　作・絵 フレーベル館 2008.06

76 おばけとぼく　～えでよむおはなし ～ かがくのとも特製版 佐々木　マキ　さく 福音館書店 2009.04

77 ちょうになったぞう わくわくメルヘンシリーズ 佐々木　マキ　作・絵 フレーベル館 2009.05

78 まじょのふるどうぐや 佐々木　マキ　さく 福音館書店 2009.06

79 おばけのばむけ 佐々木　マキ　作　絵 教育画劇 2009.07

80 またまたぶたのたね 佐々木　マキ　作 絵本館 2009.12

81 ねむいねむいねずみとどろぼうたち わたしのえほん 佐々木　マキ　〔作〕 ＰＨＰ研究所 2010.10

82 おなかがすいた ０．１．２．えほん 佐々木　マキ　〔作〕 福音館書店 2011.05

83 いとしのロベルタ 佐々木　マキ　作 絵本館 2011.06

84 おばけバースデイ 佐々木　マキ　作 絵本館 2011.10

85 ナスレディンのはなし　～トルコの昔話～
ランドセルブックス
トルコのゆかいな知恵ばなし

八百板　洋子　再話
佐々木　マキ　絵

福音館書店 2012.03

86 くまの木をさがしに 佐々木　マキ　〔作〕 教育画劇 2012.04

87 クイクイちゃん
牧野　夏子　文
佐々木　マキ　絵

絵本館 2012.06

88
あんたがサンタ？
～こまったサンタの実例集～

佐々木　マキ　絵 絵本館 2012.10

89 ぼくがとぶ 佐々木　マキ　作 絵本館 2013.02

90 こぶたのかばん 佐々木　マキ　作 金の星社 2013.03

91 はぐ 福音館の幼児絵本 佐々木　マキ　さく 福音館書店 2013.09

92 まちにはいろんなかおがいて こどものとも絵本 佐々木　マキ　文・写真 福音館書店 2013.09

93 ぶたがとぶ 佐々木　マキ　作 絵本館 2013.10

94 さばくのくいしんぼ 佐々木　マキ　作・絵 フレーベル館 2014.08

95 びっくりおおかみ 佐々木　マキ　作・絵 フレーベル館 2015.07

96 ねこ・こども 佐々木　マキ　さく 福音館書店 2016.08

97 わるわるイッサイ 佐々木　マキ　〔作〕 フレーベル館 2016.08

98 ひょっこりひとつ 佐々木　マキ　さく 福音館書店 2016.08

99 あおいともだち 佐々木　マキ　〔作〕 偕成社 2016.10

100 あかいけいと 佐々木　マキ　〔作〕 偕成社 2016.10
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No. 書　名 シリーズ名 著　者 出版社 出版年

101 へろへろおじさん こどものとも絵本 佐々木　マキ　さく 福音館書店 2017.04

<絵本（外国語）>

No. 書　名 シリーズ名 著　者 出版社 出版年

102
먹고　마시고　웃기는　이야기
（『くった　のんだ　わらった』）

우기다 리사코　再話
사사키 마키　画

한림출판사 1993

<物語>

No. 書　名 シリーズ名 著　者 出版社 出版年

103 日よう日が十回 母と子の図書室
新　冬二　著
佐々木　マキ　絵

太平出版社 1972.05

104 雨はまちかどをまがります おはなしＢＯＯＫ
山元　護久　〔ぶん〕
佐々木　マキ　え

理論社 1976.02

105 たぬきのイソップ カラー版創作えばなし　２５
小沢　正　〔作〕
佐々木　マキ　絵

ポプラ社 1976.02

106 ゆかしたのたから あかね創作どうわ　２
小沢　正　作
佐々木　マキ　絵

あかね書房 1977.12

107 ちゅうたのくうそう ＰＨＰおはなしひろばシリーズ
小沢　正　作
佐々木　マキ　絵

ＰＨＰ研究所 1978.10

108 せかいいちのごちそう どうわの森のおくりもの
舟崎　克彦 　作
佐々木　マキ　絵

理論社 1979.07

109 宇宙からきたネコ
テッド・キー　著
小野　耕世　訳
佐々木　マキ　絵

ＴＢＳブリタニカ 1979.11

110 風を売る男
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

ＰＨＰ研究所 1980.01

111 青い絵の物語 小学館の創作児童文学シリーズ　２０
大石　真　作
佐々木　マキ　画

小学館 1980.07

112 ふしぎなエレベーター フレーベル館の幼年創作童話　２１
わたり　むつこ　作
佐々木　マキ　絵

フレーベル館 1981.10

113 ねこのネコカブリ小学校 ＰＨＰ創作シリーズ
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

ＰＨＰ研究所 1981.10

114 キツネはかせのへんなはつめい
小沢　正　作
佐々木　マキ　絵

秋書房 1982.03

115 ゆかいなネコカブリ小学校 ＰＨＰ創作シリーズ
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

ＰＨＰ研究所 1982.06

116 ネコになったボク 学図の新しい創作シリーズ
羽仁　進　さく
佐々木　マキ　え

学校図書 1982.07

117 とけないゆきだるま 小学館の創作童話〈上級版〉　７
三田村　信行　作
佐々木　マキ　画

小学館 1983.03

118 いたずらまねギツネ 寺村輝夫どうわの本　２
寺村　輝夫　作
佐々木　マキ　画

ポプラ社 1983.04

119 なまけものはもうやめよう海 新しい幼年創作童話　２８
山脇　恭　作
佐々木　マキ　絵

偕成社 1983.06

120 まほうつかいのワニ 文研の創作えどうわ　２１
大石　真　作
佐々木　マキ　絵

文研出版 1983.07

121 おかしなネコカブリ小学校 ＰＨＰ創作シリーズ
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

ＰＨＰ研究所 1983.08

122 カンガルー日和
村上　春樹　著
佐々木　マキ　絵

平凡社 1983.09

123 ネコカブリ小学校　校長先生危機いっぱつ！ ＰＨＰ創作シリーズ
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

ＰＨＰ研究所 1984.12

124 羊男のクリスマス
村上　春樹　文
佐々木　マキ　絵

講談社 1985.11

125 キツネはかせのへんなカレーライス
小沢　正　作
佐々木　マキ　絵

秋書房 1987.03

126 大さわぎネコカブリ小学校 ＰＨＰ創作シリーズ
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

ＰＨＰ研究所 1987.11

127 オオカミのゆめぼくのゆめ ほるぷ創作文庫
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

ほるぷ出版 1988.02

128 ともだちの木　～ツネキチのばあいは…～ 理論社のあたらしい童話
森山　京　作
佐々木　マキ　絵

理論社 1988.07

129 おとうさんがいっぱい フォア文庫　Ｂ１０３
三田村　信行　作
佐々木　マキ　画

理論社 1988.10
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No. 書　名 シリーズ名 著　者 出版社 出版年

130 ヤマネコさつじん事件 みんなのライブラリー　５
舟崎　克彦　作
佐々木　マキ　絵

金の星社 1989.08

131 羊男のクリスマス 講談社文庫
村上　春樹　文
佐々木　マキ　絵

講談社 1989.11

132 ぼくが恐竜だったころ ほるぷ創作文庫
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

ほるぷ出版 1989.12

133 風力鉄道に乗って 童話パラダイス　１
斉藤　洋　作
佐々木　マキ　絵

理論社 1990.10

134 黒いお姫さま　～ドイツの昔話～ 世界傑作童話シリーズ
ヴィルヘルム・ブッシュ　採話
上田　真而子　編・訳
佐々木　マキ　絵

福音館書店 1991.02

135 ゆうびんやさんとドロップりゅう ゆかいな本ばこ　４
たかどの　ほうこ　作
佐々木　マキ　絵

クロスロード 1991.03

136
すんだことはすんだこと
～または家のしごとがしたくなったおやじさ
んのお話～

世界傑作童話シリーズ
ワンダ・ガアグ　再話・え
佐々木　マキ　やく

福音館書店 1991.05

137 宇宙カッパの手 くもんのおもしろ文学クラブ　１１
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

くもん出版 1992.02

138 ヘンゼルとグレーテル 世界傑作童話シリーズ
ワンダ・ガアグ　再話
佐々木　マキ　やく・絵

福音館書店 1993.04

139 なぞなぞライオン おはなしパレード　７ 佐々木　マキ　作 理論社 1997.02

140 ネコカブリ小学校校長先生まぼろしの名画事件 ＰＨＰ創作シリーズ
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

ＰＨＰ研究所 1997.02

141 ネコカブリ小学校校長先生ご先祖さま大ピンチ ＰＨＰ創作シリーズ
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

ＰＨＰ研究所 1997.08

142 ネコカブリ小学校校長先生恐竜島のぼうけん ＰＨＰ創作シリーズ
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

ＰＨＰ研究所 1997.10

143 ネコカブリ小学校校長先生そこなし森のひみつ ＰＨＰ創作シリーズ
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

ＰＨＰ研究所 1998.02

144 ネコカブリ小学校校長先生ミイラ男ののろい ＰＨＰ創作シリーズ
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

ＰＨＰ研究所 1998.04

145 ひまひまくんちょっときて！ どうわコレクション
山脇　恭　作
佐々木　マキ　絵

小峰書店 1998.09

146 たぬきのイソップ カラー版　創作えばなし　８
小沢　正　作
佐々木　マキ　絵

ポプラ社 2000.01

147 おとうさんがいっぱい 新・名作の愛蔵版
三田村　信行　作
佐々木　マキ　絵

理論社 2003.02

148 絵のない絵本 アンデルセンの絵本
Ｈ．Ｃ．アンデルセン　原作
角野　栄子　文
佐々木　マキ　絵

小学館 2004.12

149 ふしぎな図書館
村上　春樹　文
佐々木　マキ　絵

講談社 2005.01

150 ゆうびんやさんとドロップりゅう
たかどの　ほうこ　作
佐々木　マキ　絵

偕成社 2005.04

151 おれはレオ おはなしパレード 佐々木　マキ　作 理論社 2006.06

152 ふしぎな図書館 講談社文庫
村上　春樹　〔著〕
佐々木　マキ　〔著〕

講談社 2008.01

153 「おまえだ！」とカピバラはいった
斉藤　洋　著
佐々木　マキ　画

講談社 2008.11

154 らったらったらくだのらっぱ あいうえおパラダイス　ら
二宮　由紀子　作
佐々木　マキ　絵

理論社 2009.01

155 ふしぎなエレベーター
わたり　むつこ　作
佐々木　マキ　絵

フレーベル館 2011.02

156 どろんこライオン おはなしパレード 佐々木　マキ　作 理論社 2011.06

157 黒いお姫さま　～ドイツの昔話～ 福音館文庫
ヴィルヘルム・ブッシュ　採話
上田　真而子　編・訳
佐々木　マキ　絵

福音館書店 2015.01

158 不思議の国のアリス
ルイス・キャロル　著
高山　宏　訳
佐々木　マキ　絵

亜紀書房 2015.04
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<まんが>

No. 書　名 シリーズ名 著　者 出版社 出版年

159

木造モルタルの王国 〔１〕
～［ガロ］２０年史〔１〕～
　※ぼくのデブインコちゃん
　　佐々木　マキ　著

青林堂　〔編〕 青林堂 1984.12

160
マンガ黄金時代 〔１〕
～’６０年代傑作集 〔１〕～
　※うみべのまち　佐々木　マキ　著

文春文庫　ビジュアル版
Ｖ６０－４

文芸春秋　編 文芸春秋 1986.06

161 怪盗スパンコール 佐々木　マキ　作 福音館書店 2001.11

162
うみべのまち
～佐々木マキのマンガ１９６７－８１～

佐々木　マキ　著 太田出版 2011.07

163

「ガロ」「ＣＯＭ」漫画名作選 ２
～Ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｆｒｏｎｔ　Ｙｅ
ａｒｓ　ｏｆ　ＧＡＲＯ＆ＣＯＭ　２～
　※うみべのまち　佐々木　マキ　著

講談社 2012.12

<その他>

No. 書　名 シリーズ名 著　者 出版社 出版年

164 ミクロネシアの民話
秋野　癸巨矢　作
佐々木　マキ　絵

太平出版社 1974.05

165 縄文時代の人びと ほるぷノンフィクション絵本 佐々木　マキ　絵 ほるぷ出版 1976.07

166
シリーズ世界のなぞなぞ １
赤のなぞなぞ

柴田　武　〔ほか〕編
佐々木　マキ　え

大修館書店 1986.04

167 ぼくのスクラップ・スクリーン 佐々木　マキ　著 筑摩書房 1989.10

168 言葉はひろがる たくさんのふしぎ傑作集
鶴見　俊輔　文
佐々木　マキ　絵

福音館書店 1991.01

169
あべこべ世界の住人たち
～ナンセンス・ヴァース・アンソロジー～

佐々木　マキ　編・訳 筑摩書房 1991.12

170 飛びたかった人たち たくさんのふしぎ傑作集 佐々木　マキ　作 福音館書店 1994.05

171
あなたにおくる世界の名詩 ７
ユーモアの香り

川崎　洋　編
佐々木　マキ　絵

岩崎書店 1997.04

172

お話３６５＋１　～子どもの心に伝えたい～
４・５・６月
　※ちょうになったぞう　178～179ｐ
　　佐々木　マキ　著

こわせ　たまみ　編
平山　許江　編

フレーベル館 2000.04

173

お話３６５＋１　～子どもの心に伝えたい～
７・８・９月
　※やまからきたぺんぎん　22～23ｐ
　　佐々木　マキ　著

こわせ　たまみ　編
平山　許江　編

フレーベル館 2000.04

174 きまりって何？ みんなで考えよう　２
鶴見俊輔と中学生たち　〔著〕
佐々木　マキ　絵

晶文社 2002.02

175 イソップものがたり おはなしめいろせかいのたび
杉山　亮　作
佐々木　マキ　絵

フレーベル館 2002.07

176
絵本の作家たち １
　※44～61ｐ　佐々木　マキ　談

別冊太陽
小野　明 　聞き手
長　新太　〔ほか述〕

平凡社 2002.11

177 佐々木マキ見本帖 佐々木　マキ　著
メディアリンク
ス・ジャパン

2013.01

178
佐々木マキ
～アナーキーなナンセンス詩人～

らんぷの本
佐々木　マキ　著
小原　央明　編

河出書房新社 2013.10

179
絵本作家のアトリエ ３
　※55～66ｐ　佐々木　マキ　述

福音館書店母の友編集部　著 福音館書店 2014.04

180 ノー・シューズ 佐々木　マキ　著 亜紀書房 2014.05

181 わたしが外人だったころ たくさんのふしぎ傑作集
鶴見　俊輔　文
佐々木　マキ　絵

福音館書店 2015.05

182 南極のスコット大佐とシャクルトン たくさんのふしぎ傑作集 佐々木　マキ　作 福音館書店 2016.04

183
村上春樹とイラストレーター
～佐々木マキ、大橋歩、和田誠、安西水丸～
　※佐々木マキ―羊男の肖像　8～43ｐ

ナナロク社 2016.07
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