
書名 著者 出版社 出版年

アリーテ姫のぼうけん
ダイアナ・コールス（原作）
ロス　アスクィス（原画）
グループ  ウィメンズ  プレイス（訳）

学陽書房 1992

エレーナのセレナーデ
キャンベル・ギースリン（文）
アナ　ファン（絵）　小島希里（訳）

BL出版 2004

エンザロ村のかまど さくまゆみこ（文）沢田としき（絵） 福音館書店 2009

おかあさんは、なにしてる？ ドロシー・マリノ（作）こみや　ゆう（訳） 徳間書店 2010

おかあちゃんがつくったる 長谷川義史 講談社 2012

おによりつよいおよめさん 井上よう子（作）吉田　尚令（絵） 岩崎書店 2013

おばあちゃんすごい！ 中川ひろたか（文）村上康成（絵） 童心社 2003

おばあちゃんとバスにのって
マット・デ・ラ・ペーニャ（作）
クリスチャン・ロビンソン（絵）
石津ちひろ（訳）

鈴木出版 2016

おもいついたら　そのときに！ 西内ミナミ（文）西巻茅子（絵） こぐま社 1983

かあさんのいす ベラ・Ｂ・ウィリアムズ（作）佐野洋子（訳） あかね書房 1984

化石をみつけた少女
キャサリン・ブライトン（作）
せな　あいこ（訳）

評論社 2001

紙ぶくろの王女さま
ロバート・マンチ（文）加島　葵（訳）
マイケル・マーチェンコ（絵）

河合楽器製作所 1999

木のすきなケイトさん
Ｈ・ジョゼフ・ホプキンズ（文）
ジル・マケルマリー（絵）
池本佐恵子（訳）

BL出版 2015

キルトでつづるものがたり
奴隷ハリエット・パワーズの心の旅

バーバラ・ハーカート（文）
ヴァネッサ・ブラントリー＝ニュートン（絵）
杉田七重（訳）

さ・え・ら書房 2016

くろねこのかぞく
ピョートル・ウィルコン（文）
ヨゼフ　ウィルコン（絵）
いずみ　ちほこ（訳）

セーラー出版 1989

ケイトと豆のつる
メアリー・ポープ・オズボーン（文）
ジゼル・ポター（絵）　おがわ　えつこ（訳）

セーラー出版 2002

ざぼんじいさんのかきのき すとう あさえ（文）織茂恭子（絵） 岩崎書店 2000

しげるのかあちゃん 城ノ内まつ子（文）大畑いくの（絵） 岩崎書店 2012

Ｂ　元気な女の子・毅然と生きる女性・働く女性

大きくても小さくても、元気でもおとなしくても、みんなちがってみんない。
「おしとやかで可憐なおひめさま」や「か弱い女性」、「家の中で家事をする人」という表現をされ
がちだった「女性」が、元気で力強く描かれているものや、仕事を持ち、働いている絵本を選びまし
た。



白い牛をおいかけて
トレイス・シーモア（文）三原　泉（訳）
ウエンディ・アンダスン・ハルパリン（絵）

ゴブリン書房 2008

せかいいち大きな女の子の
ものがたり

アン・アイザックス（文）落合恵子(訳）
ポール・Ｏ・ゼリンスキー（絵）

富山房 1996

その手に１本の苗木を クレア・Ａ・ニヴォラ（作）柳田邦男（訳） 評論社 2009

ソメコとオニ 斎藤隆介（文）滝平二郎（絵） 岩崎書店 1987

たかこ 清水真裕（文）青山友美（絵） 童心社 2011

ティリーのねがい フェイス･ジェイクス（作）小林いづみ（訳） こぐま社 1995

ちっちゃなサリーはみていたよ
ひとりでもゆうきをだせたなら

ジャスティン・ロバーツ（文）
クリスチャン・ロビンソン（絵）
中井はるの（訳）

岩崎書店 2015

どうぶつがすき
パトリック・マクドネル（作）
なかがわ　ちひろ（訳）

あすなろ書房 2011

図書館に児童室ができた日
アン・キャロル・ムーアのものがたり

ジャン・ピンボロー（文）
デビー・アトウェル（絵）
張替惠子（訳）

徳間書店 2013

としょかんねずみ　３
ダニエル　カーク（作）
わたなべ　てつた（訳）

瑞雲舎 2013

としょかんねずみ　４
ダニエル　カーク（作）
わたなべ　てつた（訳）

瑞雲舎 2014

としょかんねずみ　５
ダニエル　カーク（作）
わたなべ　てつた（訳）

瑞雲舎 2015

泥かぶら
真山美保（原作）くすのき　しげのり（文）
伊藤秀男（絵）

瑞雲舎 2012

とんでもプリンセスとドラゴン
～おわりのないぼうけん～

アンナ・ケンプ（作）・サラ・オギルヴィー
（絵）
たなか　あきこ（訳）

フレーベル館 2016

ナンとジョー先生　若草物語
オルコット（原作）
日本アニメーション（構成）

ポプラ社 1993

ノックメニーの丘の巨人とおかみさん
トミー・デ・パオラ（再話・絵）
晴海耕平（訳）

童話館出版 1997

のはらひめ なかがわ　ちひろ 徳間書店 1995

パイルドライバー 長谷川集平 ブッキング 2004

バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター（作）長田　弘（訳） 晶文社 2006

パパのカノジョは
ジャニス・レヴィ（文）
クリス・モンロー（絵）もん（訳）

岩崎書店 2002

とどまることなく
奴隷解放につくした黒人女性
ソジャーナ・トゥルーズ

アン･ロックウェル（文）
グレゴリー・クリスティー（絵）
もりうち　すみこ（訳）

国土社 2002



ハリエットの道
キャロル　ボストン　ウェザフォード（文）
カディール　ネルソン（絵）
さくま　ゆみこ（訳）

日本キリスト
教団出版局 2014

ひらがなにっき
若一の絵本制作実行委員会（文）
長野  ヒデ子（絵）

解放出版社 2008

ふたりで　るすばん　できるかな？ いせ　ひでこ 偕成社 1990

ブライディさんのシャベル
レスリー・コナー（文）千葉茂樹（訳）
メアリー・アゼアリアン（絵）

BL出版 2005

フランシスのおともだち
ラッセル・ホーバン（文）
リリアン・ホーバン（絵）
まつおか　きょうこ（訳）

好学社 1977

ふわふわしっぽと小さな金のくつ
デュ・ボウズ・ヘイワード（文）
マージョリー・フラック（絵）羽島葉子（訳）

Ｐａｒｃｏ出版 1993

ヘレン・ケラーのかぎりない夢
見る・聞く・話す・読む・書く・学ぶ夢に
挑戦した生涯

ドリーン　ラパポート（文）
 マット タヴァレス（絵）
 もりうち　すみこ（訳）

国土社 2014

ぼくのおばあちゃんはキックボクサー ねじめ正一（作）　山村浩二（絵） くもん出版 2016

ぼくのかわいくないいもうと 浜田桂子 ポプラ社 2005

ぼくのブック・ウーマン
ヘザー・ヘンソン（文）
ディビッド・スモール（絵）
藤原宏之（訳）

さ・え・ら書房 2010

ぼくのママはうんてんし おおとも　やすお 福音館書店 2012

ママがおうちにかえってくる！
ケイト・バンクス（文）
トメク・ボガツキ（絵）木坂　涼（訳）

講談社 2004

ママのとしょかん
キャリ・ベスト（文）ニッキ・デイリー（絵）
藤原宏之（訳）

新日本出版社 2011

マリアンは歌う
パム・ムニョス・ライアン（文）
ブライアン・セルズニック（絵）
もりうちすみこ（訳）

光村教育図書 2013

虫めづる姫ぎみ 森山　京（文）村上　豊（絵） ポプラ社 2003

め牛のママ・ムー
ユィヤ・ヴィースランデル、トーマス・ヴィー
スランデル（文） スヴェン・ノードクヴィス
ト（絵）山崎　陽子（訳）

福音館書店 2013

やまんばのにしき 松谷みよ子（文）瀬川康夫（絵） ポプラ社 1967

ゆうくんだいすき 朝川照雄（文）長谷川知子（絵） 岩崎書店 2006

ラズィアのねがい　アフガニスタンの少女
エリザベス　サナビー（文）
 スアナ ヴェレルスト（絵）
もりうち　すみこ（訳）

汐文社 2013

ルコちゃんがいく 間部香代（文）市居みか（絵） 鈴木出版 2011

ルピナスさん
バーバラ・クーニー（作）
かけがわ　やすこ（訳）

ほるぷ出版 1987



ローザ
ニッキ・ジョヴァンニ（文）
ブライアン・コリアー（絵）
さくま　ゆみこ（訳）

光村教育図書 2007

ワンガリの平和の木
ジャネット・ウィンター（作）
福本友美子（訳）

BL出版 2010


