
●児童書　<やなせたかし著作（絵本）>

No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

1 パンツはきかえのうた しのえほん　５ やなせ　たかし　しとえ 国土社 1974

2 それいけ！アンパンマン フレーベルのえほん　９ やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1975

3 ちいさなジャンボ サンリオ・アニメ絵本 やなせ　たかし　原作 サンリオ出版 1975

4 すぎのきとのぎく サンリオ・ギフト絵本 やなせ　たかし　文と絵 サンリオ出版 1976

5 しっぽのうた こどものくに傑作絵本 やなせ　たかし　作と絵 金の星社 1976

6 あんぱんまん キンダーおはなしえほん傑作選　８ やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1976

7 しっぽのうた こどものくに傑作絵本 やなせ　たかし　作・絵 金の星社 1977

8 詞とメルヘン詞集　わかれのうた やなせ　たかし　著 サンリオ 1977

9 天使のパンツ
田中　ケイコ　絵
やなせ　たかし　詩

日本放送出版協会 1977

10 てのひらをたいように しのえほん　２ やなせ　たかし　しとえ 国土社 1977

11
たんこぶやまのたんこぶのき
～ひる・よる・ものがたり～

やなせ　たかし　作・絵　 佼成出版社 1978

12 キラキラ キンダーおはなしえほん傑作選　３２ やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1978

13 チリンのすず フレーベルのえほん　２７ やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1978

14 さよならジャンボ キンダーおはなしえほん傑作選　１１ やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1978

15 あんぱんまんとごりらまん キンダーおはなしえほん傑作選　３１ やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1978

16 あんぱんまんとばいきんまん キンダーおはなしえほん傑作選　４３ やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1979

17 まるちゃんのえかきあそび　１ やなせ　たかし　さく・え あかね書房 1979

18 かばこさん フレーベル館の幼児まんが絵本　１ やなせ　たかし　作 フレーベル館 1980

やなせたかし展　関連図書リスト（広島市立図書館所蔵分）

平成３０年５月２０日現在
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

19 チェックのしまうま
サンリオ・キャラクターブック　Ｐｏｃｋｅｔ
Ｍｕｓｉｃａｌ　１

やなせ　たかし　作・絵 サンリオ 1980

20 リトル・ボオ フレーベル館の幼児まんが絵本　２ やなせ　たかし　作 フレーベル館 1980

21 しろいうま フレーベルのえほん　１４ やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1980

22
まるちゃんのえかきあそび 　２
さんかくちゃんのまき

やなせ　たかし　さく・え あかね書房 1980

23
まるちゃんのえかきあそび　 ３
しかくちゃんのまき

やなせ　たかし　さく・え あかね書房 1981

24 やさしいライオン フレーベルのえほん　２ やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1981

25 えほん　えかきうた やなせ　たかし　さく・え あかね書房 1981

26 アンパンマンのサンタクロース やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1981

27 くものこいぬ フレーベル館のえほん・タイニーシリーズ　２５ やなせ　たかし　さく フレーベル館 1982

28 えほん　くさばなあそび　 １
やなせ　たかし　文・絵
たけい　しろう　案・写真

あかね書房 1982

29 えほん　くさばなあそび　 ２
やなせ　たかし　文・絵
たけい　しろう　案・写真

あかね書房 1982

30 えほん　くさばなあそび　 ３
やなせ　たかし　文・絵
たけい　しろう　案・写真

あかね書房 1982

31 アンパンマンとらくがきこぞう アンパンマンミニ・ブックス　３ やなせ　たかし　さく フレーベル館 1983

32 アンパンマンとカレーパンマン・おむすびまん アンパンマンミニ・ブックス　１０ やなせ　たかし　さく フレーベル館 1983

33 アンパンマンとあくびどり アンパンマンミニ・ブックス　１１ やなせ　たかし　さく フレーベル館 1984

34 アンパンマンとへどろまん アンパンマンミニ・ブックス　１２ やなせ　たかし　さく フレーベル館 1984

35 アンパンマンとナンカヘンダー アンパンマンミニ・ブックス　１３ やなせ　たかし　さく フレーベル館 1984

36 アンパンマンとらーめんてんし アンパンマンミニ・ブックス　１４ やなせ　たかし　さく フレーベル館 1984

37 アンパンマンとかみなりぴかたん アンパンマンミニ・ブックス　１５ やなせ　たかし　さく フレーベル館 1984

38 アンパンマンとはみがきまん アンパンマンミニ・ブックス　１６ やなせ　たかし　さく フレーベル館 1984

39 アンパンマンとべろべろまん アンパンマンミニ・ブックス　１８ やなせ　たかし　さく フレーベル館 1984

40 アンパンマンともえるほし やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1987

41 さよならジャンボ おはなしえほん　１４ やなせ　たかし　文・絵 フレーベル館 1987

42 アンパンマンとムシバラス やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1987

43 アンパンマンとはみがきまん アンパンマンアニメえほん　２
やなせ　たかし　原作
東京ムービー新社　アニメー
ション

フレーベル館 1988
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

44 アンパンマンとしょくぱんまん アンパンマンアニメえほん　３
やなせ　たかし　原作
東京ムービー新社　アニメー
ション

フレーベル館 1988

45 なぜなのパパ？　～３歳からの性教育絵本～
きたざわ　きょうこ　さく
やなせ　たかし　え

アーニ出版 1988

46 なぜなのママ？　～３歳からの性教育絵本～
きたざわ　きょうこ　さく
やなせ　たかし　え

アーニ出版 1988

47 アンパンマンのクリスマス やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1988

48 アンパンマンとにじのくに アンパンマンアニメえほん　１１
やなせ　たかし　原作
東京ムービー新社　アニメー
ション

フレーベル館 1989

49 いねむりおじさんとボクくんアップクプ島のぼうけん やなせ　たかし　作・絵 ウオカーズカンパニー 1989

50 みんなでうたうクリスマス
やなせ　たかし　絵
晴佐久　昌英　文
塩田　泉　曲

女子パウロ会 1989

51 アンパンマンとカレーまつり アンパンマン・アニメミニ　５
やなせ　たかし　原作
東京ムービー新社　アニメー
ション

フレーベル館 1989

52
講談社のおはなし絵本館　２３
日本のどうよう

こわせ・たまみ　編
高見　八重子　絵
やなせ　たかし　絵
岡村　好文　絵
新野　めぐみ　絵

講談社 1990

53 いねむりおじさんとボクくんとぶえほん やなせ　たかし　作・絵 ウオカーズカンパニー 1990

54 アンパンマンとふうせんかばさん アンパンマン・アニメミニ　７
やなせ　たかし　原作
東京ムービー新社　アニメー
ション

フレーベル館 1990

55 アンパンマンとスコップマン アンパンマン・アニメミニ　１５
やなせ　たかし　原作
東京ムービー新社　アニメー
ション

フレーベル館 1991

56 アンパンマンとやきいもまん アンパンマン・アニメミニ　１８
やなせ　たかし　原作
東京ムービー新社　アニメー
ション

フレーベル館 1992

57 アンパンマンとカンテンマン アンパンマン・アニメミニ　２０
やなせ　たかし　原作
東京ムービー新社　アニメー
ション

フレーベル館 1992

58 メロンパンナとのぎくちゃん アンパンマンアニメひろば　１
やなせ　たかし　原作
東京ムービー新社　作画

フレーベル館 1995

59 アンパンマンとまりもくん アンパンマンのおはなしでてこい　６ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 1995

60 ばいきんまんとツボミちゃん アンパンマンアニメひろば　３
やなせ　たかし　原作
東京ムービー新社　作画

フレーベル館 1995

61 アンパンマンとびいだまん アンパンマンのおはなしでてこい　８ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 1996

62 にじいろのしまうま
こやま　峰子　作
やなせ　たかし　絵

金の星社 1996

63 はしれ！チーズ アンパンマンアニメひろば　７
やなせ　たかし　原作
東京ムービー新社　作画

フレーベル館 1996

64 はやくおおきくなりたい わたしのえほん
こやま　峰子　作
やなせ　たかし　絵

ＰＨＰ研究所 1997

65 ぼく、ちびぞうくん アンパンマンアニメひろば　１０
やなせ　たかし　原作
ＴＭＳ　作画

フレーベル館 1997

66 そっくりのくりのき やなせたかしの愛と勇気の絵本　１ やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1999

67 アンパンマンのひみつ アンパンマンのおはなしわくわく　１ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 1999
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

68 ロボくんとことり やなせたかしの愛と勇気の絵本　２ やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1999

69 アンパンマンとにじおばけ アンパンマンのおはなしわくわく　２ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 1999

70
セントバーナードとたびびと
～アニーとコラ～

やなせたかしの愛と勇気の絵本　３ やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1999

71 アンパンマンにはないしょ アンパンマンのおはなしわくわく　３ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2000

72 アンパンマンをさがせ！　１
やなせ　たかし　原作
石川　ゆり子　考案
東京ムービー　作画

フレーベル館 2000

73 ガンバリルおじさんのまめスープ ガンバリルおじさんシリーズ　１ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2001

74 ガンバリルおじさんとぎんいろまん ガンバリルおじさんシリーズ　２ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2001

75 アンパンマンとナガネギマン アンパンマンのおはなしわくわく　４ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2001

76 アンパンマンをさがせ！　３
やなせ　たかし　原作
石川　ゆり子　考案
東京ムービー　作画

フレーベル館 2002

77 アンパンマンとドキンちゃんのゆめ アンパンマンのおはなしわくわく　５ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2002

78 アンパンマンをさがせ！ミニ　２
やなせ　たかし　原作
石川　ゆり子　考案
東京ムービー　作画

フレーベル館 2002

79

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～
　※「ハルのふえ」　24～29p
　　　やなせ　たかし　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

80 にじいろのしまうま よみきかせ大型絵本
こやま　峰子　作
やなせ　たかし　絵

金の星社 2004

81 アンパンマンとさばくのたから アンパンマンのおはなしわくわく　６ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2004

82 アンパンマンとスペシャルフラッペ アンパンマンアニメギャラリー　１０
やなせ　たかし　原作
東京ムービー　作画

フレーベル館 2004

83 ゆめねこのくにのニャニイ それいけ！アンパンマン やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2004

84 アンパンマンとくろゆきひめ アンパンマンのおはなしわくわく　７ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2004

85
もりのヒーローハリーとマルタン　２
みずのアクマのまき

やなせ　たかし　さく・え 新日本出版社 2005

86
もりのヒーローハリーとマルタン　３
ゴロゴロせんせいのまき

やなせ　たかし　さく・え 新日本出版社 2005

87 アンパンマンたんじょう アンパンマン・クラシック　１
やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2005

88 アンパンマンとあおいなみだ アンパンマンのおはなしわくわく　８ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2005

89 アンパンマンとおむすびまん アンパンマン・クラシック　３
やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2005

90 アンパンマンとらーめんてんし アンパンマン・クラシック　４
やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2005

91
もりのヒーローハリーとマルタン　４
マキマキマンのまき

やなせ　たかし　さく・え 新日本出版社 2005
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

92
もりのヒーローハリーとマルタン　５
ドクラのたにのまき

やなせ　たかし　さく・え 新日本出版社 2005

93 アンパンマンともぐりん アンパンマン・クラシック　５ やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2006

94
もりのヒーローハリーとマルタン　６
なみだのもりのまき

やなせ　たかし　さく・え 新日本出版社 2006

95 アンパンマンとハテナのとう アンパンマンのおはなしわくわく　９ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2006

96 やさしいライオン フレーベル館の大型えほん やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2006

97 ゆうれいせんをやっつけろ！ アンパンマンプチシアター やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2006

98 アンパンマンとそらとぶうめのみ アンパンマンのおはなしわくわく　１０ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2006

99 ロールとローラうきぐもじょうのひみつ アンパンマンプチシアター やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2006

100 アンパンマンとシャボンダマン アンパンマンのおはなしわくわく　１１ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2007

101 アンパンマンとホラ・ホラコ アンパンマンのおはなしわくわく　１２ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2007

102 ガンバリルおじさんとホオちゃん おひさまのほん やなせ　たかし　作 小学館 2008

103 あいうえおゴリラ
こやま　峰子　ぶん
やなせ　たかし　え

えほんの杜 2008

104 アンパンマンとブックマン アンパンマンのおはなしるんるん　１ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2008

105 アンパンマンとカレーパンマン アンパンマン・リターンズ　１ やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2008

106 アンパンマンとしょくぱんまん アンパンマン・リターンズ　２ やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2009

107 アンパンマンとらくがきこぞう アンパンマン・リターンズ　３ やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2009

108 アンパンマンとひのたまこぞう アンパンマン・リターンズ　４ やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2009

109 アンパンマンとふたごのほし アンパンマンのおはなしるんるん　２ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2009

110 ハルのふえ おひさまのほん やなせ　たかし　作 小学館 2009

111 アンパンマンとはみがきまん アンパンマン・リターンズ　５
やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2009

112 だだんだんとふたごのほし それいけ！アンパンマン やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2009

113 アンパンマンとたこやきまん アンパンマン・リターンズ　６
やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2009

114
いのちのもりで
～いねむりおじさんとボクくん～

絆シリーズ やなせ　たかし　作・絵 ダイヤモンド社 2009

115 かぜのふえ みつばちえほんシリーズ やなせ　たかし　著 佼成出版社 2009

116 アンパンマンとシャボンダマン アンパンマン・リターンズ　７ やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2009
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

117 アンパンマンとおえかきベレちゃん アンパンマンのおはなしるんるん　３ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2009

118 アンパンマンとみるくぼうや アンパンマン・リターンズ　８ やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2009

119 アンパンマンとかぜこんこん アンパンマン・リターンズ　９
やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2010

120 アンパンマンとたんこぶまん アンパンマンミニ・ブックス　７ やなせ　たかし　さく フレーベル館 2010

121 アンパンマンとおもちゃてんし アンパンマン・リターンズ　１０
やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2010

122 アンパンマンとはなのしろ アンパンマンのおはなしるんるん　４ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2010

123 アンパンマンとゴミラ アンパンマン・リターンズ　１１ やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2010

124 アンパンマンとたこやきまん アンパンマンミニ・ブックス　２４ やなせ　たかし　さく フレーベル館 2010

125 アンパンマンとおりがみまん アンパンマン・リターンズ　１２ やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2010

126 アンパンマンともりのたから アンパンマンのおはなしるんるん　５ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2010

127 アンパンマンとアクビぼうや アンパンマンのおはなしるんるん　６ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2011

128 アンパンマンをさがせ！　ＲＥＤ
やなせ　たかし　原作
石川　ゆり子　考案
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2011

129 アンパンマンをさがせ！　ＧＲＥＥＮ
やなせ　たかし　原作
石川　ゆり子　考案
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2011

130 アンパンマンとシドロアンドモドロ アンパンマンのおはなしるんるん　７ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2011

131 アンパンマンをさがせ！　ＢＬＵＥ
やなせ　たかし　原作
石川　ゆり子　考案
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2011

132 アンパンマンとバナナダンス アンパンマンのおはなしるんるん　８ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2012

133 よみがえれバナナじま それいけ！アンパンマン やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2012

134 キラキラ フレーベル館復刊絵本セレクション やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2012

135 アンパンマンとザジズゼゾウ アンパンマンのおはなしるんるん　９ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2012

136 アンパンマンとカラコちゃん アンパンマンのおはなしるんるん　１０ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2013

137 とばせ！きぼうのハンカチ それいけ！アンパンマン やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2013

138 あかいぼうし やなせたかしメルヘン図書館 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2013

139 タコラのピアノ やなせたかしメルヘン図書館 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2013

140 ラーメンてんし やなせたかしメルヘン図書館 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2013
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

141 かばこさん やなせたかしメルヘン図書館 やなせ　たかし　作 フレーベル館 2013

142 てんしのぐらたん やなせたかしメルヘン図書館 やなせ　たかし　作 フレーベル館 2013

143 リトル・ボオ やなせたかしメルヘン図書館 やなせ　たかし　作 フレーベル館 2013

144 アンパンマンとリンゴぼうや アンパンマンのおはなしるんるん　１１ やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2013

145 すぎのきとのぎく やなせたかしメルヘン図書館 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2014

146
アンパンマンのこもりうた
～おやすみまえのおはなし～

やなせ　たかし　さく・え フレーベル館 2014

●児童書　<やなせたかし著作（文学）>

No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

147 バンのみやげ話 児童文学創作シリーズ
石森　延男　著
やなせ　たかし　絵

講談社 1975

148 おもいでのうた ギフトブックシリーズ やなせ　たかし　編と絵 サンリオ 1977

149 ハンス　月へいく なかよしえどうわ　８
Ｅ・Ａ・ポー　原作
藤原　一生　文
やなせ　たかし　絵

岩崎書店 1977

150 ライオンららら 小学館の創作童話シリーズ　１８
立原　えりか　著
やなせ　たかし　画

小学館 1978

151 かぜのふえ 子どもに読んで聞かせる２０の話 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1980

152 でかたん　みみたん　ぽんたん あかね幼年どうわ　１ やなせ　たかし　作・絵 あかね書房 1980

153 ルルン＝ナンダーのほし 講談社の幼年創作童話　６ やなせ　たかし　作・絵 講談社 1980

154 ごろごろ　ごろたん あかね幼年どうわ　２５ やなせ　たかし　作・絵 あかね書房 1981

155 おばけものがたり 講談社　青い鳥文庫　２７-２
立原　えりか　著
やなせ　たかし　絵

講談社 1982

156 おむすびまん フレーベル館の幼年創作童話　２５ やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1982

157 いねむりおじさん 講談社の幼年創作童話　５３ やなせ　たかし　作・絵 講談社 1983

158
やなせたかしの新アラビアンナイト　１
魔神島の秘密

やなせ　たかし　作 あかね書房 1983

159
やなせたかしの新アラビアンナイト　２
地底の女王

やなせ　たかし　作 あかね書房 1983

160
やなせたかしの新アラビアンナイト　３
魔城の怪人

やなせ　たかし　作 あかね書房 1984

161 やまねこもりのやまねこ おむすびまんのぼうけん　１ やなせ　たかし　作 フレーベル館 1984

162 ぬるぬるおばけ おむすびまんのぼうけん　２ やなせ　たかし　作 フレーベル館 1984

163 きりふきせんにん おむすびまんのぼうけん　３ やなせ　たかし　作 フレーベル館 1984
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

164 わんにゃーせんそう おむすびまんのぼうけん　４ やなせ　たかし　作 フレーベル館 1984

165 たまごひめ おむすびまんのぼうけん　５ やなせ　たかし　作 フレーベル館 1984

166
おむすびまん　２
おむすびまんとぬるぬるおばけ

やなせ　たかし　作 フレーベル館 1984

167
おむすびまん　３
おむすびまんときりふきせんにん

やなせ　たかし　作 フレーベル館 1984

168
おむすびまん　４
おむすびまんとわんにゃーせんそう

やなせ　たかし　作 フレーベル館 1984

169
おむすびまん　５
おむすびまんとたまごひめ

やなせ　たかし　作 フレーベル館 1984

170
おむすびまん　６
おむすびまんとアングリラ

やなせ　たかし　作 フレーベル館 1984

171
おむすびまん　７
おむすびまんとこおりおに

やなせ　たかし　作 フレーベル館 1985

172
おむすびまん　８
おむすびまんとおばけでら

やなせ　たかし　作 フレーベル館 1985

173
おむすびまん　９
おむすびまんとなないろひめ

やなせ　たかし　作 フレーベル館 1985

174
おむすびまん　１０
おむすびまんとアルナイじま

やなせ　たかし　作 フレーベル館 1985

175 わらうぼうしリトル・ボオ あかね幼年どうわ　４０ やなせ　たかし　作・絵 あかね書房 1986

176
アンデルセンのメルヘン文庫　第４集
　※「森の中の運動会」　69～83p
　　　森山　ゆう子　作　やなせ　たかし　絵

やなせ　たかし　作・絵 タカキベーカリー 1987

177 真珠のように　～相馬梅子詩集～ ジュニア・ポエム双書　８０
相馬　梅子　著
やなせ　たかし　絵

教育出版センター 1992

178
このあいだのかぜに
　※7p・125p　やなせ　たかし　挿絵

東　君平　作
石原　均　ほか画

くもん出版 1996

179
おかしのすきな魔法使い
～秋葉てる代詩集～

ジュニア・ポエム双書　１３６
秋葉　てる代　詩
やなせ　たかし　絵

銀の鈴社 1999

180
ごめんねがいっぱい
　※「ごめん駅」　5～12p
　　　やなせ　たかし　著

フォア文庫　Ｂ２２１ 斉藤　洋　ほか著 金の星社 1999

181 希望の歌　～やなせたかし童謡詩集～ やなせ　たかし　詩・絵 フレーベル館 2000

182
生きているってふしぎだな
～やなせたかし詩集～

ジュニア・ポエム双書　１４２ やなせ　たかし　著 銀の鈴社 2000

183 勇気の歌　～やなせたかし童謡詩集～ やなせ　たかし　詩・絵 フレーベル館 2000

184 あこがれよなかよくしよう 銀の小箱詩のえほん　Ｎｏ．３ やなせ　たかし　詩　絵 銀の鈴社 2001

185 幸福の歌　～やなせたかし童謡詩集～ やなせ　たかし　詩・絵 フレーベル館 2001

186
どくしょのじかんによむ本　２　小学１年生
　※「やさしいライオン」　37～48p
　　  やなせ　たかし　著

読書の時間によむ本　小学生版　２-１ 西本　鶏介　編 ポプラ社 2004

187 でかたん　みみたん　ぽんたん やなせ　たかし　作・絵 あかね書房 2004

188 ほしのこルンダ ママとパパとわたしの本　３０ やなせ　たかし　さく・え ポプラ社 2004
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

189 たんぽぽ線路　～柘植愛子詩集～ ジュニア・ポエム双書　１７１
柘植　愛子　著
やなせ　たかし　絵

銀の鈴社 2005

190 ほしのこルンダ　～すいしょうやまのひみつ～ ママとパパとわたしの本　３２ やなせ　たかし　さく・え ポプラ社 2005

191 ほしのこルンダ　～くろいほしのナニイ～ ママとパパとわたしの本　３６ やなせ　たかし　さく・え ポプラ社 2006

192 やなせたかしのメルヘン絵本　１ やなせ　たかし　絵・文 朝日学生新聞社 2011

193 やなせたかしのメルヘン絵本　２ やなせ　たかし　絵・文 朝日学生新聞社 2012

194 やなせたかしのメルヘン絵本　３ やなせ　たかし　絵・文 朝日学生新聞社 2012

195 やなせたかしのメルヘン絵本　４ やなせ　たかし　絵・文 朝日学生新聞社 2013

196 かぜのふえ　～みじかい童話２０～ やなせたかしメルヘン図書館 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2013

197 クシャラひめ やなせたかしメルヘン図書館 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2013

198
陰山英男の読書が好きになる名作　１年生
　※「キラキラ」　31～48p
　　　やなせ　たかし　作・絵

講談社 2014

199
おどる詩あそぶ詩きこえる詩
　※「ヒトミシリ」　64～65p
　　　やなせ　たかし

はせ　みつこ　編
飯野　和好　絵

冨山房インター
ナショナル

2015

200 ルルン＝ナンダーのほし やなせ　たかし　作・絵 復刊ドットコム 2015

●児童書　<やなせたかし著作（紙芝居）>

No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

201 やさしいライオン 大型絵ばなし やなせ　たかし　作と絵 フレーベル館 19-

202 それいけ！アンパンマン かみしばいアンパンマン　１ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986

203 アンパンマンとしょくぱんまん かみしばいアンパンマン　２ やなせ　たかし　著　 フレーベル館 1986

204 アンパンマンとばいきんまん かみしばいアンパンマン　３ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986

205 アンパンマンとカレーパンマン かみしばいアンパンマン　４ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986

206 アンパンマンとおむすびまん かみしばいアンパンマン　５ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986

207 アンパンマンとまいごのうちゅうじん かみしばいアンパンマン　第２集　１ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986

208 アンパンマンとかいじゅうアンコラ かみしばいアンパンマン　第２集　２ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986

209 アンパンマンとかびるんるん かみしばいアンパンマン　第２集　３ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986

210 アンパンマンとおばけのもり かみしばいアンパンマン　第２集　４ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986

211 アンパンマンとそっくりぱん かみしばいアンパンマン　第２集　５ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

212 アンパンマンとこども かみしばいアンパンマン　第３集　１ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986

213 アンパンマンとらくがきこぞう かみしばいアンパンマン　第３集　２ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986

214 アンパンマンとごりらまん かみしばいアンパンマン　第３集　３ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986

215 アンパンマンまじょのくにへ かみしばいアンパンマン　第３集　４ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986

216 なぞなぞのくにのアンパンマン かみしばいアンパンマン　第３集　５ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1986

217 アンパンマンとだだんだん かみしばいアンパンマン　第４集　１ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1990

218 アンパンマンとつみきのしろ かみしばいアンパンマン　第４集　２ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1990

219 アンパンマンとポットちゃん かみしばいアンパンマン　第４集　３ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1990

220 アンパンマンとぴいちくもり かみしばいアンパンマン　第４集　４ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1990

221 アンパンマンとうみのあくま かみしばいアンパンマン　第４集　５ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1990

222 アンパンマンともぐりん かみしばいアンパンマン　第５集　１ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1990

223 アンパンマンとちくりん かみしばいアンパンマン　第５集　２ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1990

224 アンパンマンとタータン かみしばいアンパンマン　第５集　３ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1990

225 アンパンマンとドドのしま かみしばいアンパンマン　第５集　４ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1990

226 アンパンマンとまいごのマイマイ かみしばいアンパンマン　第５集　５ やなせ　たかし　著 フレーベル館 1990

227 アンパンマンとぽんぽんじま かみしばいアンパンマン　第６集 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1991

228 アンパンマンとドキンちゃん かみしばいアンパンマン　第６集 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1991

229 アンパンマンとみえないまん かみしばいアンパンマン　第６集 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1991

230 アンパンマンとみかずきまん かみしばいアンパンマン　第６集 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1991

231 アンパンマンとカレンのもり かみしばいアンパンマン　第６集 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1991

232 アンパンマンとぱしぱしぱしーん かみしばいアンパンマン　第７集 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1999

233 メロンパンナとひみつのはなぞの かみしばいアンパンマン　第７集 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1999

234 アンパンマンとロールパンナ かみしばいアンパンマン　第７集 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1999

235 アンパンマンとちびぞうくん かみしばいアンパンマン　第７集 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1999

236 クリ－ムパンダとＳＬマン かみしばいアンパンマン　第７集 やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 1999
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

237 アンパンマンとおばけさわぎ フレーベル館のかみしばい やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2005

238 アンパンマンとショウガナイさん フレーベル館のかみしばい やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2005

239 アンパンマンとマジカちゃん フレーベル館のかみしばい やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2005

240 アンパンマンとらんぼうや フレーベル館のかみしばい やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2005

241 ばいきんまんとツンツンどり フレーベル館のかみしばい やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2005

●児童書　<やなせたかし著作（その他）>

No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

242
ぬりえあそび　２
～でかたんがっこうへいく～

でかたんのあそびえほん　２ やなせ　たかし　作・絵 あかね書房 1979

243
ぬりえあそび　３
～でかたんおはなしのくにへいく～

でかたんのあそびえほん　３ やなせ　たかし　作・絵 あかね書房 1979

244 音楽の父バッハ ジュニア音楽図書館 やなせ　たかし　文・絵 音楽之友社 1980

245 星空　～やなせ・たかし画集～ やなせ　たかし　著 サンリオ 1981

246 トッコはわたぼうしになった
～脳性麻痺にまけず愛に生きる詩人・小曽根俊子～

くもんのノンフィクション・愛のシリーズ　７
森下　研　作
保坂　高明　写真
やなせ　たかし　絵

くもん出版 1985

247 日本の名作童謡　～ピアノ楽譜つき～
やなせ　たかし　絵と文
ヤマハ音楽振興会　編著

ヤマハ音楽振興会 1989

248 しぜんあそび アンパンマンとあそぼう　３
やなせ　たかし　原作
近藤　芳弘　製作
石川　ゆり子　製作

フレーベル館 2001

249
アンパンマンスーパー大図鑑１６００
～オールキャラクターせいぞろい！～

やなせ　たかし　原作
東京ムービー　作画

フレーベル館 2003

250

「こころと感覚」の不思議　「発見！からだの不
思議」編　中巻
　※「からだと暮らしのリズム」　35～68p
　　　やなせ　たかし　漫画

ＯＴＳＵＫＡ　新　漫画ヘルシー文庫　２ あべ　さより　ほか漫画 大塚製薬 2003

251
成長期の体と心　「体のことを知ろう」編　中巻
　※「成長期と食事、運動」　33～66p
　　　やなせ　たかし　漫画

ＯＴＳＵＫＡ　新　漫画ヘルシー文庫　３ 柚月　ナナ　ほか漫画 大塚製薬 2004

252
細菌・ウイルスには負けないぞ！中巻
　※「水虫」　55～80p
　　　やなせ　たかし　漫画

ＯＴＳＵＫＡ　新　漫画ヘルシー文庫　４ 二階堂　正宏　ほか漫画 大塚製薬 2005

253 アンパンマンのなぞなぞのくに　１ アンパンマンのゲームの本
Ｋ＆Ｂ　作
やなせ　たかし　絵
近藤　芳弘　絵

フレーベル館 2006

254

薬のいまむかし　「薬の未来とわたしたち」編
中巻
　※「体がつくる体の薬」　61～94p
　　　やなせ　たかし　漫画

ＯＴＳＵＫＡ　新　漫画ヘルシー文庫　５ 鈴木　太郎　ほか漫画 大塚製薬 2006

255

動いて、食べて、休んでる？　「スポーツって
楽しいね」編　下巻
　※「お手伝いだって運動だ」　35～66p
　　　やなせ　たかし　漫画

ＯＴＳＵＫＡ　新　漫画ヘルシー文庫　６ 秋　竜山　ほか漫画 大塚製薬 2007

256
アンパンマン大図鑑
～公式キャラクター２０００～

やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2007

257
朝ごはんで脳のスイッチ、オン！
　※「食事は規則正しく１日３回」　27～47p
　　　やなせ　たかし　まんが

ＯＴＳＵＫＡ　続　まんがヘルシー文庫　１
百田　まどか　ほかまんが
坂本　元子　構成

大塚製薬 2008
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

258
水分と体　～体は水でできている！？～
　※「水分が足りないと、どうなる？」
　　　17～32p　やなせ　たかし　まんが

ＯＴＳＵＫＡ　続　まんがヘルシー文庫　２
鈴木　太郎　ほかまんが
武藤　芳照　構成

大塚製薬 2009

259 わたしが正義について語るなら 未来のおとなへ語る やなせ　たかし　著 ポプラ社 2009

260
もったいない！！水と食べもの大切に
　※「「食べものいっぱい」は当たり前？」
　　　27～47p　やなせ　たかし　まんが

ＯＴＳＵＫＡ　続　まんがヘルシー文庫　３
柚月　ナナ　ほかまんが
武藤　芳照　構成

大塚製薬 2010

261
うつる病気(感染症)　２
　※「下痢・腹痛を起こすうつる病気」
　　　19～34p　やなせ　たかし　まんが

ＯＴＳＵＫＡ　続　まんがヘルシー文庫　４
やなせ　たかし 　ほかまんが
神川　晃　構成

大塚製薬 2011

262
１０代をよりよく生きる読書案内 詩歌編
　※「てのひらを太陽に」　15～18p

シリーズアクティブキッズ！ こやま　峰子　編著 東京書籍 2011

263
アンパンマン大図鑑
～公式キャラクターブック～

やなせ　たかし　原作
トムス・エンタテインメント　作画

フレーベル館 2013

264 歯科詩集　～は、は、は、歯のおはなし～ やなせ　たかし　著 かまくら春秋社 2013

265

はじめての道徳教科書
　※「朝の来ない夜はない―アンパンマンの
マーチ<やなせたかし>」　54～58p
　　　やなせ　たかし

道徳教育をすすめる有識者の会　編 育鵬社 2013

266
アンパンマンとうたっておどろう
～みんなでてあそび～

やなせ　たかし　原作 フレーベル館 2016

●児童書　<研究書ほか>

No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

267 やなせたかし　～アンパンマンの生みの親～ 講談社学習コミック
圷　紀子　作
高見　まこ　画
手塚プロダクション　著

コミックス 2002

268
こころを育てる魔法の言葉　２
やさしくなれる言葉
　※「やなせ　たかし」　58～59p

中井　俊已　文
小林　ゆき子　絵

汐文社 2010

269
そのとき何歳？　～伝記人物ものがたり～
　※「やなせたかし　漫画家　漫画雑誌に
　　　夢中になる」　48～49p

講談社　編 講談社 2012

270
想いが届くあの人のことば　１
　※「そうだ　うれしいんだ　生きる　よろこび」
　　　40～43p　やなせ　たかし

学研教育出版 2013

271
勇気の花がひらくとき
～やなせたかしとアンパンマンの物語～

フレーベル館ジュニア・ノンフィクション 梯　久美子　文 フレーベル館 2015

272
やなせたかし
～「アンパンマン」誕生までの物語～

ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部　著 筑摩書房 2015

273 やなせたかし　～愛と勇気を子どもたちに～ 伝記を読もう　３ 中野　晴行　文 あかね書房 2016

●一般書　<やなせたかし著作>

No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

274 まんが学校
やなせ　たかし　著
立川　談志　著

三一書房 1966

275
まんが入門
～あなたのためのユーモア製造法～

ハナ・ブックス やなせ・たかし　著 華書房 1966

276
アゴヒゲの好きな魔女
～やなせ・たかし　愛の短篇集～

やなせ　たかし
山梨シルクセン
ター出版部

1968
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

277 幸福の詩集 やなせ　たかし　著
山梨シルクセン
ター出版部

1971

278 愛の詩集 やなせ　たかし　著
山梨シルクセン
ター出版部

1972

279 愛のアンソロジー ヘラルドブックス
レイモン・ペイネ　著
やなせ　たかし　編

二見書房 1974

280
詩とメルヘンの世界
～もしも良い詩がかきたいなら～

Ｂｉｇ　Ｂａｃｋｓ やなせ　たかし　著 講談社 1977

281 青春　～詩集～ やなせ　たかし　編・絵 サンリオ 1981

282 わすれないで
～こどもとこどもの心をもつ大人のための詩集～

やなせ　たかし　編・著・絵 サンリオ 1988

283 こんぺい糖の花　～方言詩集～ やなせ　たかし　編・著・絵 サンリオ 1988

284 Ｐｏｅｍ　３１　～新感覚歌集～ やなせ　たかし　編・著 サンリオ 1988

285 おもいで　～童謡画集～ やなせ　たかし　著 サンリオ 1989

286 青い鳥っこ　～方言詩集～ やなせ　たかし　編・著 サンリオ 1989

287
３分間劇場
～やなせたかし幻想短篇小説集～

やなせ　たかし　作・絵 サンリオ 1989

288
美少女の伝説　～よみがえれ！抒情画～
　※エッセイ　「新しい抒情画の時代の予感」
　　　123p　やなせ　たかし

やなせ・たかし　監修・解説 サンリオ 1989

289 十二の真珠　～ふしぎな絵本～ やなせ　たかし　著 サンリオ 1990

290
風の口笛
～メルヘン作者の人生はメルヘン～

やなせ　たかし　著 女子パウロ会 1991

291
私のナイーブ・アート館　２
霧の海オリーブの丘　西ヨーロッパ

やなせ　たかし　編 学研 1991

292 アンパンマンの遺書 やなせ　たかし　著 岩波書店 1995

293
もうひとつのアンパンマン物語
～人生は、よろこばせごっこ～

やなせ　たかし　著 ＰＨＰ研究所 1995

294
人間なんておかしいね
～人生の言葉（こころ）～

やなせ　たかし　著 勁文社 1996

295 三枚劇場　～やなせメルヘン～ やなせ　たかし　著 近代文芸社 1997

296 アンパンマン伝説 やなせ　たかし　著 フレーベル館 1997

297
アンパンマンの世界
～やなせたかし作品集～

やなせ　たかし　著 フレーベル館 1997

298
人生にホットな紅茶を
　※「なんのために生きるか」　198～205p
　　　やなせ　たかし　著

藤本　義一　編
沖藤　典子　編

旬報社 1998

299 アンパンマン大研究
やなせ　たかし　編著
鈴木　一義　編著

フレーベル館 1998

300 ところであなたは…？ 心の絵本 やなせ　たかし　詩・絵 三心堂出版社 1999

301 アンパンマンＶＳアンパンマン
やなせ　たかし　著
戸田　恵子　著

フレーベル館 2000
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

302
人間なんておかしいね
～人生の言葉（こころ）～

やなせ　たかし　著 たちばな出版 2002

303
痛快！第二の青春
～アンパンマンとぼく～

ヒューマンＢＯＯＫＳ やなせ　たかし　著 講談社 2003

304 アンパンマンのおりがみだいすき！
やなせ　たかし　原作
東京ムービー　作画

フレーベル館 2004

305 人生なんて夢だけど やなせ　たかし　著・イラスト フレーベル館 2005

306
あれはだれの歌
～やなせたかし詩とメルヘンの世界～

やなせ　たかし　著 瑞雲舎 2005

307 やなせたかし全詩集 やなせ　たかし　著 北溟社 2007

308
だれでも詩人になれる本
～あなたも詩人～

やなせ　たかし　著 かまくら春秋社 2009

309 足みじかおじさんの旅 やなせたかしのおとなのメルヘン やなせ　たかし　著 新日本出版社 2009

310 たそがれ詩集 やなせ　たかし　著 かまくら春秋社 2009

311
人生、９０歳からおもしろい！
～オイドル絵っせい～

やなせ　たかし　著 フレーベル館 2009

312 やなせメルヘン名作集 やなせ　たかし　著 カザン 2009

313 あきらめないで　～足みじかおじさんの旅～ やなせたかしのおとなのメルヘン やなせ　たかし　著 新日本出版社 2011

314 絶望の隣は希望です！ やなせ　たかし　著 小学館 2011

315 ちいさなてのひらでも やなせ　たかし　著 双葉社 2011

316 やなせたかし明日をひらく言葉 ＰＨＰ文庫
やなせ　たかし　著
ＰＨＰ研究所　編

ＰＨＰ研究所 2012

317
人生、９０歳からおもしろい！
～オイドル絵っせい～

新潮文庫 やなせ　たかし　著 新潮社 2012

318
９３歳・現役漫画家。病気だらけをいっそ楽し
む５０の長寿法

やなせ　たかし　著 小学館 2012

319 十二の真珠　～ふしぎな絵本～ やなせ　たかし　著 復刊ドットコム 2012

320
天命つきるその日まで
～アンパンマン生みの親の老い案内～

アスキー新書 やなせ　たかし　著
アスキー・メディ
アワークス

2012

321
何のために生まれてきたの？
～希望のありか～

１００年インタビュー やなせ　たかし　著 ＰＨＰ研究所 2013

322 アホラ詩集 やなせ　たかし　著 かまくら春秋社 2013

323
熱血メルヘン　怪傑アンパンマン
～『やなせたかし大全』別冊付録～

やなせ　たかし　作・絵 フレーベル館 2013

324 わたしが正義について語るなら ポプラ新書 やなせ　たかし　著　 ポプラ社 2013

325 やなせたかし大全 やなせ　たかし　著 フレーベル館 2013

326 アンパンマンの遺書 岩波現代文庫 やなせ　たかし　著 岩波書店 2013
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

327
ぼくは戦争は大きらい
～やなせたかしの平和への思い～

やなせ　たかし　著
小学館クリエイ
ティブ

2013

328
これじゃあ死ぬまでやめられない！
～オイドル絵っせい　続～

やなせ　たかし　著 フレーベル館 2014

329 やなせたかしみんなの夢まもるため やなせ　たかし　ほか著 ＮＨＫ出版 2014

330 やなせたかし　おとうとものがたり やなせ　たかし　詩・画 フレーベル館 2014

331
やなせたかし明日をひらく言葉
～「アンパンマン」生みの親からのメッセージ～

やなせ　たかし　著
ＰＨＰ研究所　編

ＰＨＰ研究所 2016

●一般書　<その他>

No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

332 ａｎｐａｎｍａｎ　ｍｕｓｅｕｍ 漫画社　制作・編集 やなせスタジオ 1996

333 やなせ・たかしの世界 サンリオ 1996

334
漫画家　～この素晴らしき人たち～
　※「やなせたかしさん―アンパンマンの愛」
　　　94～118p

山本　和夫　著 サイマル出版会 1997

335
平成日本のよふけ　～日本の皆さんへ～
　※「「心」を描き続けたほのぼの人生」
　　　114～127p　やなせ　たかし　談

「平成日本のよふけ」番組ス
タッフ　編

フジテレビ出版 2000

336

ＭＯＣＡ ０５　～Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｓ
＆　ａｒｔｉｓｔｓ
　※インタビュー　「やなせたかし」　48～57p
　　　やなせ　たかし

ソニー・マガジンズ 2004

337
加藤芳郎のまっぴら人生
　※「全身漫画家加藤芳郎」　5～10p
　　　やなせ　たかし　著

山本　泰夫　編著 産経新聞出版 2006

338

あの日、あの味
～「食の記憶」でたどる昭和史～
　※「運命のおでん」　78～81p
　　　やなせ　たかし　著

月刊『望星』編集部　編集 東海教育研究所 2007

339
面白半分ＢＥＳＴ随舌選
　※「詩とメルヘン」とぼく　116～124p
　　　やなせ　たかし　著

佐藤　嘉尚　編 文芸春秋 2007

340

憲法を手に格差と戦争をくいとめよう
～福島みずほ対談集～
　※「一番間違っているのは“戦争”。」
　　　181～194p　やなせ　たかし　述

福島　みずほ　著
山田　太一　ほか述

明石書店 2007

341

わたしの失敗　２
著名４０人の体験談
　※「やなせたかしさん」　214～221p
　　　やなせ　たかし　述

産経新聞文化部　編著 産経新聞出版 2007

342
ひとり起つ　～私の会った反骨の人～
　※「アンパンマンの正義」　106～122p
　　　やなせ　たかし

鎌田　慧　著 平原社 2007

343
不機嫌の椅子
　※「ダン爺の青春」　239～243p
　　　やなせ　たかし　著

ベスト・エッセイ　２００８ 日本文芸家協会　編 光村図書出版 2008

344
猫は魔術師
　※「バラガイのシロ」　150～153p
　　　やなせ　たかし　著

竹書房 2008

345
やなせたかし
～メルヘンの魔術師９０年の軌跡～

らんぷの本 中村　圭子　編　 河出書房新社 2009

346

角谷建耀知の病は気から
～角谷建耀知対談集～
　※「生きている間は元気でいこう」
　　　31～42p　やなせ　たかし　述

角谷　建耀知　著
盛田　幸妃　ほか述

かまくら春秋社 2009
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

347
風のかなたへ　～対談集～
　※「“生きる大切さ”を伝えたい」
　　　245～253p　やなせ　たかし　述

伊藤　玄二郎　著 かまくら春秋社 2009

348
ラジオ深夜便母を語る
　※「実の母と、育ての母と」　118～129p
　　　やなせ　たかし　述

ステラＭＯＯＫ 遠藤　ふき子　聞き手
ＮＨＫサービスセ
ンター

2009

349

Ｃｏｌｏｒ　ｗａｌｋ　４
～ｏｎｅ　ｐｉｅｃｅ・尾田栄一郎画集～ＥＡＧＬＥ
　※「MONOCHROME TALK」　99～103p
　　　やなせ　たかし

ジャンプコミックスデラックス 尾田　栄一郎　著 集英社 2010

350
わたしの失敗　２
　※「やなせたかし」　223～231p
　　　やなせ　たかし　述

文春文庫 産経新聞文化部　編 文藝春秋 2010

351
最高齢プロフェッショナルの教え
　※「現役最高齢「漫画家」やなせたかし」
　　　8～27p　やなせ　たかし　述

徳間書店取材班　著 徳間書店 2010

352

ともに生きる
～東日本大震災を乗り越えて～
　※「人生の答案」　20～21p
　　　やなせ　たかし

ＰＨＰ研究所　編
瀬戸内　寂聴　ほか著

ＰＨＰ研究所 2011

353
才輝礼讃　～３８のｙｕｍｉｙｏｒｉな話～
　※「やなせたかし」　93～98p
　　　やなせ　たかし　述

松任谷　由実　著 中央公論新社 2011

354
３．１１を心に刻んで
　※「三月一一日から」　154～156p
　　　やなせ　たかし　著

岩波書店編集部　編 岩波書店 2012

355

言葉の力
～心豊かに生きる４３のヒント！～
　※「人生なんて夢だけど」　216～221p
　　　やなせ　たかし　著

ＰＨＰ研究所　編
日野原　重明　ほか著

ＰＨＰ研究所 2012

356

明日へ歌い継ぐ日本の子どもの歌
～唱歌童謡１４０年の歩み～
　　※「手のひらを太陽に」　112～113p
　　　　やなせ　たかし　作詞　　いずみ　たく　作曲

全国大学音楽教育学会　編著 音楽之友社 2013

357

阿川佐和子のこの人に会いたい　９
　※「アンパンマンの歌が流れると、被災地の子た
ちが一斉に歌い出したって。嬉しかったねぇ。」
　　447～463p 　やなせ　たかし　述

文春文庫 阿川　佐和子　著 文藝春秋 2013

358
サイバラの部屋
　※「作者が面白いから作品は面白い」
　　　261～274p　やなせ　たかし　述

新潮文庫
西原　理恵子　著
養老　孟司　ほか述

新潮社 2014

359
ベスト・エッセイ　２０１４
　※「夢あれこれ」　146～150p
　　　やなせ　たかし　著

日本文藝家協会　編 光村図書出版 2014

360

日本まんが　第１巻
「先駆者」たちの挑戦
　※「やなせたかし編」　93～161p
　　　やなせ　たかし　述

荒俣　宏　編著 東海大学出版部 2015

361
５０代から人生を楽しむ人、後悔する人
　※「多病の幸運」　95～98p
　　　やなせ　たかし　述

『ＰＨＰ』編集部　編 ＰＨＰ研究所 2015

362
優しいライオン
～やなせたかし先生からの贈り物～

小手鞠　るい　著 講談社 2015

No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

363
日本漫画代表作選集　第２巻
　※「無口なボオ氏」　124～129p
　　　やなせ　たかし　著

日本漫画家協会　編
赤塚　不二夫　責任編集

実業之日本社 1981

364

昭和漫画風雲録 火の巻
幻想漫画・ギャグ漫画
　※「無口なボオ氏」　290～295p
　　　やなせ　たかし

日本漫画家協会　編
石ノ森　章太郎　ほか著

実業之日本社 2004

365
毎日かあさん　背脂編　３
　※対談　「同郷対決」　64～66p
　　　やなせ　たかし

西原　理恵子　著 毎日新聞社 2006

●漫画
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No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

366
だれも知らないアンパンマン　〔１〕
～やなせたかし初期作品集～

やなせ　たかし 　著 フレーベル館 2016

●雑誌　<やなせたかし著作>

No. 書　名 シリーズ名 著者名 出版社 出版年

367
リリカ １９７６年１２月　木の葉の号
　※「２ページの旅・季節の白馬」
　　　やなせ・たかし　詩と絵

サンリオ 1976

368
リリカ １９７７年１月号　あかりの号
　※「２ページの旅」
　　　やなせ・たかし　詩と絵

サンリオ 1977

369
リリカ １９７７年２月号　雪の号
　※「２ページの旅　花びら峠」
　　　やなせ・たかし　詩と文

サンリオ 1977

370
リリカ １９７７年３月号　たんぽぽの号
　※「２ページの旅　タンポポの冒険」
　　　やなせ・たかし　詩と絵

サンリオ 1977

371
リリカ １９７７年４月号　いちごの号
　※「２ページの旅　やなせ・たかしの感情旅行」
　　　やなせ・たかし　詩と絵

サンリオ 1977

372

リリカ １９７７年６月号　わか葉の号
　※「チリンの鈴」
　　　やなせ　たかし　原作
　　　サンリオフィルム　制作

サンリオ 1977

※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
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