
※EMは昔話絵本です。
No. 書　　　　　　名 出版者名 出版年
1 E え いろ 五味　太郎　作 絵本館 1981
2 E せ ねずみぬりたて エレン・ストール・ウォルシュ　作 たかはし　けいすけ　訳　 セーラー出版 1993
3 E ふ くろねこかあさん 東　君平　さく 福音館書店 1990
4 E ふ しろ、あか、きいろ ディック・ブルーナ　ぶん　え まつおか　きょうこ　やく 福音館書店 2010
5 E いし あおいかさ いしい　つとむ  作　絵 教育画劇 2007
6 E はや まほうのえのぐ 林　明子　さく 福音館書店 2012
7 E やま そらいろのたね 中川　李枝子　さく 大村　百合子　え 福音館書店 1979
8 E カー くまさん　くまさん　なにみてるの？ エリック＝カール　え ビル＝マーチン　ぶん 偕成社編集部　やく　 偕成社 1984
9 E シヤ ストライプ デヴィッド・シャノン　文と絵 清水　奈緒子　訳　 セーラー出版 1999
10 E ジヨ はろるどとむらさきのくれよん クロケット・ジョンソン　作 岸田　衿子　訳　 文化出版局 1972
11 E スピ きっとみんなよろこぶよ！ ピーター・スピアー　〔作〕 松川　真弓　やく 評論社 1987
12 E スロ てぶくろがいっぱい フローレンス・スロボドキン　文 ルイス・スロボドキン　絵 三原　泉　訳　 偕成社 2008
13 E セン おふろばをそらいろにぬりたいな ルース・クラウス　文 モーリス・センダック　絵 大岡　信　訳　 岩波書店 1979
14 E デパ 絵かきさんになりたいな トミー・デ・パオラ　作 福本　友美子　訳 光村教育図書 2005
15 E デユ きんいろのとき アルビン・トレッセルト　文 ロジャー・デュボアザン　絵 えくに　かおり　訳 ほるぷ出版 1999
16 E フリ くれよんのはなし ドン・フリーマン　さく さいおんじ　さちこ　やく　 ほるぷ出版 1976
17 E ブレ みどりの船 クェンティン・ブレイク　作 千葉　茂樹　訳　 あかね書房 1998
18 E ベス みどりおばさん、ちゃいろおばさん、むらさきおばさん エルサ・ベスコフ　さく・え ひしき　あきらこ　やく 福音館書店 2001
19 E マリ あかいふうせん イエラ・マリ　さく ほるぷ出版 1976
20 E ルイ あかがいちばん キャシー・スティンスン　ぶん ロビン・ベアード・ルイス　え ふしみ　みさを　やく　 ほるぷ出版 2005
21 E レイ てん ピーター・レイノルズ　作 谷川　俊太郎　訳　 あすなろ書房 2004
22 E レオ じぶんだけのいろ レオ＝レオニ　作 谷川　俊太郎　訳　 好学社 1978
23 E ロー アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト　ぶん アニタ・ローベル　え 松川　真弓　やく　 評論社 1990
24 E ロー いろいろへんないろのはじまり アーノルド・ローベル　作 まきた　まつこ　やく 冨山房 1975
25 EM ユン ふしぎなしろねずみ チャン　チョルムン　文 ユン　ミスク　絵 かみや　にじ　訳 岩波書店 2009
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No. 書　　　　　　名 出版者名 出版年
26 380 お おとうとは青がすき イフェオマ・オニェフル　作・写真 さくま　ゆみこ　訳　 偕成社 2006
27 400 く 土の色って、どんな色？ 栗田　宏一　〔著〕 福音館書店 2011
28 486 う むしむしかくれんぼ 海野　和男　写真 グループ・コロンブス　構成・文　 講談社 2013
29 570 な おえかきだいすき！クレヨン 柿田　ゆかり　絵 中島　妙　文 チャイルド本社 2007
30 720 た－２ 絵をかこう！　２ たかやま　ふゆこ　著 汐文社 2014
31 750 お 糸に染まる季節 大西　暢夫　写真・文 岩崎書店 2010
32 750 も－１～３ 色のまなび事典　１～３ 茂木　一司　編集 手塚　千尋　編集 夏目　奈央子　イラスト・デザイン　 星の環会 2015
33 750 や 藍染の絵本 やまざき　かずき　へん じょうめ　はやと　え 農山漁村文化協会 2008
36 908 ま 三本の金の髪の毛 松岡　享子　訳 降矢　なな　絵　 のら書店 2013
37 913 あ ガールズ・ブルー あさの　あつこ　〔著〕 ポプラ社 2003
38 913 あ 銀のくじゃく 安房　直子　作 高橋　和枝　絵　 偕成社 2017
39 913 お 空色勾玉 荻原　規子　作 徳間書店 1996
40 913 こ ストロベリー・ブルー 香坂　直　著 角川書店 2010
41 913 さ オレンジ色の不思議 斉藤　洋　作 森田　みちよ　絵　 静山社 2017
42 913 さ ちゃいろの小びんちゃん 佐藤　さとる　作 村上　勉　絵　 国土社 1991
43 913 た みどりいろのたね たかどの　ほうこ　作 太田　大八　絵　 福音館書店 1988
44 913 な ももいろのきりん 中川　李枝子　さく 中川　宗弥　え 　 福音館書店 1965
45 913 に ぼくの、ひかり色の絵の具 西村　すぐり　作 大野　八生　絵　 ポプラ社 2014
46 913 ふ ブルーとオレンジ 福田　隆浩　著 講談社 2014
47 913 わ きいろいタクシー わたなべ　しげお　さく おおとも　やすお　え 福音館書店 1981
48 933 え 黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース　作 荒　このみ　訳 山内　ふじ江　絵　 福音館書店 1999
49 933 す 黒ねこの王子カーボネル バーバラ・スレイ　作 山本　まつよ　訳 岩波書店 2009
50 933 ふ 金のがちょうのほん レズリー・ブルック　文・画 瀬田　貞二　訳 松瀬　七織　訳　 福音館書店 1980
51 933 ら－1～12 アンドルー・ラング世界童話集　第１巻～第１２巻 アンドルー・ラング　編 東京創元社 2008～2009

52 943 ふ 黒いお姫さま 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
53 949 と 青い月の石 トンケ・ドラフト　作 西村　由美　訳　 岩波書店 2018
54 949 ら こはく色の目 Ｒ．ランゲベック　作 木村　由利子　訳 かみや　しん　絵 文研出版 2008
55 949 れ ももいろのおばけ ヴィヴェッカ・レルン　作 エヴァ・エリクソン　絵 中川　あゆみ　訳　 徳間書店 1996
56 953 と みどりのゆび モーリス・ドリュオン　作 安東　次男　訳 岩波書店 2002
57 973 か みどりの小鳥 イタロ・カルヴィーノ　作 河島　英昭　訳　 岩波書店 2013
58 990 は ほんとうの空色 バラージュ　作 徳永　康元　訳　 岩波書店 2001
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