
●特定非営利活動法人ラオスのこども　 翻訳貼付絵本リスト● 2019年7月版

NO. 書　　　名 作　　者 出版社 NO. 書　　　名 作　　者 出版社
1 あおくんときいろちゃん レオ・レオニ 至光社 53 しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん こぐま社
2 あかいろくんとびだす やべみつのり 童心社 54 しろくまちゃんぱんかいに わかやまけん こぐま社
3 あーんあん せなけいこ 福音館書店 55 しんせつなともだち ファン・イ－チャン 福音館書店
4 石のししのものがたり　▲ 大塚勇三 福音館書店 56 すいかのたね さとうわきこ 福音館書店
5 いそいでいそいで　▲ 尾崎曜子 鈴木出版 57 スイミー レオ・レオニ 好学社
6 いろいろへんないろのはじまり　 アーノルド・ローベル 冨山房 58 スーホの白い馬　　 大塚勇三　赤羽末吉 福音館書店
7 色ｾﾛﾊﾝあそび　ぼくはうみわたしはひかり  ★準備中 やべみつのり 童心社 59 せとうちたいこさんデパートいきたい　★準備中 長野ヒデ子 童心社
8 うさこちゃんとじてんしゃ　★準備中 ディック・ブルーナ 福音館書店 60 だいくとおにろく 松居直　赤羽末吉 福音館書店
9 うさこちゃんのにゅういん ディック・ブルーナ 福音館書店 61 たこをあげるひとまねこざる　 Ｅ．Ａ．レイ 岩波書店
10 海をかえして！  ★準備中 丘修三　長野ヒデ子 童心社 62 たのしいこっき　◎ 塚本馨三 平凡社
11 エンソくんきしゃにのる スズキコ－ジ 福音館書店 63 たんじょうびおめでとう（こぐまちゃん別冊） わかやまけん こぐま社
12 おおきなかぶ トルストイ 福音館書店 64-1 ちいさいおうち　A5版サイズ　横書き Ｖ．Ｌ．バ－トン 岩波書店
13 おかあさんがおかあさんになった日　 長野ヒデ子 童心社 64-2 ちいさいおうち　A5版サイズ　縦書き　▲ Ｖ．Ｌ．バ－トン 岩波書店
14 おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫　長新太 福音館書店 64-3 ちいさいおうち　ヨコ25cm×タテ23.5ｃｍサイズ Ｖ．Ｌ．バ－トン 岩波書店
15 おとうさんあそぼう 渡辺茂雄　大友康夫 福音館書店 65 ちいさなうさこちゃん　 ディック・ブルーナ 福音館書店
16 おんなじおんなじ 多田ヒロシ こぐま社 66 ちいさなねこ　 石井桃子 福音館書店
17 かあさんのひみつ　▲ 立花あさこ　皆川ギリコ ブックローン出版 67 ティッチ　 Ｐ．ハッチンス 福音館書店
18 かいじゅうたちのいるところ Ｍ．センダック 冨山房 68 てぶくろ Ｅ．Ｍ．ラチョフ 福音館書店
19 かばくん 岸田衿子　中谷千代子 福音館書店 69 どろんこハリー Ｇ．ジオン 福音館書店
20 かばさん  ★準備中 やべみつのり こぐま社 70 なにのあしあとかな　◎ 薮内正幸 福音館書店
21 かもさんおとおり　 マックロスキー 福音館書店 71 なにのこどもかな　◎ 薮内正幸 福音館書店
22 かわ　★準備中 加古里子 福音館書店 72 にんじん せなけいこ 福音館書店
23-1 くさむら　17cm×19cmサイズ　◎ 田島征三 偕成社 73 ねずみ１、２、３　▲ エレンストルウォルシュ セーラー出版
23-2 くさむら　24cm×27cmサイズ　◎ 田島征三 偕成社 74 ねずみぬりたて　▲ エレンストルウォルシュ セーラー出版
24 くも 　 新宮晋 文化出版局 75 ねないこだれだ せなけいこ 福音館書店
25 ぐりとぐら 中川季枝子　山脇百合子 福音館書店 76 のろまなローラー　 小出正吾　山本忠敬 福音館書店
26 こぐまちゃんありがとう わかやまけん こぐま社 77 はじめてのおつかい 筒井頼子　林明子 福音館書店
27 こぐまちゃんいたいいたい わかやまけん こぐま社 78 花さき山 斉藤隆介　滝平二郎 岩崎書店  
28 こぐまちゃんおはよう わかやまけん こぐま社 79-1 はらぺこあおむし   通常版（21.7㎝×30㎝） エリック・カール 偕成社
29 こぐまちゃんおやすみ わかやまけん こぐま社 79-2 はらぺこあおむし　　ボードブック（12.7㎝×18㎝） エリック・カール 偕成社
30 こぐまちゃんとどうぶつえん わかやまけん こぐま社 80 １００まんびきのねこ ガアグ 福音館書店
31 こぐまちゃんとふうせん わかやまけん こぐま社 81 ひらいたひらいた（こぐまちゃん別冊） わかやまけん こぐま社
32 こぐまちゃんとぼーる わかやまけん こぐま社 82 ふうせんねこ せなけいこ 福音館書店
33 こぐまちゃんのうんてんしゅ わかやまけん こぐま社 83 ぶかぶかティッチ Ｐ．ハッチンス 福音館書店
34 こぐまちゃんのどろあそび わかやまけん こぐま社 84 ふしぎなえ　◎ 安野光雅 福音館書店
35 こぐまちゃんのみずあそび わかやまけん こぐま社 85 ふしぎなさ－かす　◎ 安野光雅 福音館書店
36 こねこのねる　▲ ディックブル－ナ 福音館書店 86 ぼくうんてんできるんだ！　▲ 渡辺茂雄　大友康夫 福音館書店
37 さ－かす　 ディックブル－ナ 福音館書店 87 ぼくのだ！　わたしのよ！　 レオ・レオニ 好学社
38 さかさま　◎ 安野光雅 福音館書店 88 ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ ペンギン社
39 さよならさんかく（こぐまちゃん別冊） わかやまけん こぐま社 89 まじんのむすめナダレータ　▲ 朝比奈文雄 福音館書店
40 三びきのやぎのがらがらどん Ｍ．ブラウン 福音館書店 90 みんなうんち 五味太郎 福音館書店
41 ジオジオのかんむり 岸田衿子　中谷千代子 福音館書店 91 もしもしおでんわ 松谷みよ子　岩崎ちひろ 童心社
42 じごくのそうべい  ★準備中 田島征彦 童心社 92 モチモチの木　 斉藤隆介　滝平二郎 岩崎書店  
43 しずくのぼうけん テルリコフスカ 福音館書店 93 もりのえほん　◎ 安野光雅 福音館書店
44 じのないえほん　◎ ディックブル－ナ 福音館書店 94 やまなしもぎ 平野直 福音館書店
45 １１ぴきのねこ 馬場のぼる こぐま社 95 ゆめにうかぶしま　▲ 光太洞 ブックローン出版
46 １１ぴきのねことあほうどり 馬場のぼる こぐま社 96 ろくべえまってろよ　 灰谷健次郎　長新太 文研出版
47 １１ぴきのねことぶた 馬場のぼる こぐま社 97 わたしとあそんで　 Ｍ．Ｈ．エッツ 福音館書店
48 １１ぴきのねことへんなねこ 馬場のぼる こぐま社 98 わたしのワンピース にしまきかやこ こぐま社
49 １１ぴきのねこふくろのなか 馬場のぼる こぐま社 99 わにさんどきっはいしゃさんどきっ 五味太郎 偕成社
50 １４ひきのせんたく いわむらかずお 童心社 ■　★印の絵本の翻訳は現在準備中です。現地事務所の方で作業しますので、そのままラオスへお送り下さい。

51 １４ひきのひっこし　 いわむらかずお 童心社 ■　◎印の本は、文字がほとんど使われていない本です。これらの本以外でも、英語の絵本や、
52 しろいうさぎとくろいうさぎ Ｇ．ウイリアムズ 福音館書店 　　文字がわからなくても楽しめる本（写真の多い図鑑、画集など）は、そのままお送りいただけます。

■　▲印の絵本は、現在、書店等で入手困難となっています。


