
こぐまちゃんとしろくまちゃん　絵本作家・わかやまけんの世界　    　　　　　                    2021年11月27日～2022年1月23日　北九州市立美術館 分館

No.
作品（資料）名

刊行物掲載頁

制作

（刊行）

年

寸法（ｃｍ） 技法/材質 所蔵

1 『クリスマス おめでとう』紙芝居ケース 1957年 童心社

2 『クリスマス おめでとう』ラベル原画 1957年 9.1×30.4 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

3
おいけで、おたまじゃくしが、あそんでいます。…そこへ　うなぎが、ぬっと　かおを　だしました。

p.1-2
1967年 38.5×54.6 水彩・インク・色鉛筆/紙 個人蔵

4
みずくさや　もが、いっぱいはえています。まるで、ジャングルです。おたまじゃくしは、まいごになりました。

p.7-8
1967年 38.5×54.8 水彩・インク・色鉛筆/紙 個人蔵

5
きんぎょを、いじめていたのは、おおきな　おおきな、ざりがにです。

p.13-14
1967年 38.6×55.3 水彩・インク・色鉛筆・オイルパステル/紙 個人蔵

6
おともだちが、たすけにきてくれました。おいけがまっくろに　なりました。

p.15-16
1967年 38.5×54.3 水彩・インク・色鉛筆・オイルパステル/紙 個人蔵

7

左：たろちゃんが　おつかいに　いきます。とおい　おじいさんの　うちまで　プレゼントを　もって　いきます。

右：「エル、かえれ。ついてきては　いけないよ。ぼくは、ひとりでいくんだ」

p.1-2

1967年 37.6×53.5 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

8
「おや　たろちゃん、ひとりで　どこへ」ちゅん　ちゅん、ことりが　ききました。

p.3-4
1967年 38.2×53.8 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

9
かあかあ、からすが　いいました。…「ぼくたちの　うちゅうせん　1ごうだよ、のせてあげるよ」

p.5-6
1967年 37.6×53.6 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

10
たいへんです。エルが　おおぜい　やってきました。…ぼうしと　てぶくろを　もった　エルが、きゅうに　にげだしました。

p.15-16
1967年 37.6×53.6 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

11
…きつねのよめいりの　ぎょうれつが、しずかに　すすみます。

p.9
1978年 39.3×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

12
こんどは　にばんめの　きつねが、およめに　いくことになりました。

p.11
1978年 39.3×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

13
…あたらしい　こうそくどうろが、できていました。…まぶしくて　とおれません。

p.15
1978年 39.3×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

14
よめいりみちが　とおれないので、とおまわりして、からまつやまを　こえていきました。

p.17
1978年 39.3×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

15
さんばんめの　きつねが、およめに　いくことになりました。

p.19
1978年 39.3×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

16
「あっ　まぶしいっ」やまじゅうに　でんきを　つけて、スキーを　しています。

p.21
1978年 39.3×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

17
…ごばんめの　きつねも、とうとう　およめにいくひが　きました。そのひは　たいへんな　ふぶきになりました。

p.25
1978年 39.3×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

18
やっと　ふぶきが　やみました。

p.27
1978年 39.3×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

19
ダダァン

p.29
1978年 39.3×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

20
…ごばんめの　きつねの　ちょうちんだけが、うかんでいました。

p.31
1978年 39.3×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

21
きつねやまの　きつねたちが、あとから　あとから…あつまってきました。

p.35
1978年 39.3×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

22
ごばんめの　きつねは　みつかりません。…ちょうちんの　あかりが、ゆれながら　うごいていきます。

p.37
1978年 39.3×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

23
きつねたちは　どこまでも　さがしつづけて　いきました。

p.39
1978年 39.3×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

24
「あきかんふんすいのつくりかた」（『第17巻 じっけんあそび』）

p.37
1971年 33.8×22.4 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

25
「なかなかこぼれないよ」（『第17巻 じっけんあそび』）

p.41
1971年 33.4×23.0 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

26
「おかねが　きえる？」カット（『第17巻 じっけんあそび』）

p.43
1971年 20.2×23.4 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

27
「ひみつのみち」（『第19巻 ことばあそび』）

p.48-49
1971年 37.7×53.7 水彩・鉛筆・オイルパステル/紙 個人蔵

28
「まいごのこいぬ」（『第19巻 ことばあそび』）

p.50-51
1971年 37.7×53.7 水彩・鉛筆・オイルパステル/紙 個人蔵

29 絵本『こぐまちゃんおはよう』初版 1970年 こぐま社

30
『こぐまちゃんおはよう』

表紙
1970年 39.5×55.0 リトグラフ/紙 こぐま社

31
こぐまちゃんは　じぶんで　かおを　あらいます

p.3
1970年 39.5×55.0 リトグラフ/紙 こぐま社

32
あさごはんです　いただきます

p.5
1970年 39.5×55.0 リトグラフ/紙 こぐま社

33
きんぎょちゃん　きんぎょちゃん　あさごはんですよ

p.7
1970年 39.5×55.0 リトグラフ/紙 こぐま社

34
ぞうさん　きりんちゃん　おもちゃばこから　でておいで

p.9
1970年 39.5×55.0 リトグラフ/紙 こぐま社

35-1,2

…たったか　たったか　たったかた　きりんちゃんが　ころんだ

p.11

p.12

1970年

1970年

39.5×43.5

39.5×30.6

リトグラフ/紙

リトグラフ/紙

こぐま社

36
みんな　いっしょに　だっこ　まんいんだよ

p.14
1970年 39.5×55.0 リトグラフ/紙 こぐま社

37
まだですか　まだですよ　こぐまちゃんは　まいにち　うんちを　します

p.16
1970年 39.5×55.0 リトグラフ/紙 こぐま社

38
おふろです　ぴちゃ　ぴちゃ　ぴゅっ　ぴゅっ

p.18
1970年 39.5×55.0 リトグラフ/紙 こぐま社

紙芝居『クリスマス おめでとう』　高橋五山 作、若山憲 画、1957年、童心社

『りぼんをつけた おたまじゃくし』（『ロンパールームのほん』1967年版第3号）　わだよしおみ 文、わかやまけん 絵、1967年、野村トーイ（編集・製作＝こぐま社）

『たろちゃんのおつかい』（『ロンパールームのほん』1967年版第10号）　わだよしおみ 文、わかやまけん 絵、1967年、野村トーイ（編集＝こぐま社）

『きつねやまのよめいり』　わかやまけん 作、1968年/1978年改訂新版、こぐま社

『原色科学ブック』　1970-71年、世界文化社

　『第17巻 じっけんあそび』「3.みずの じっけん」　かこさとし 編集協力、若山憲 絵

　『第19巻 ことばあそび』「3.ひらがなと かたかな」　森久保仙太郎 文、若山憲 絵

『こぐまちゃんおはよう』　森比左志 わだよしおみ わかやまけん 作、1970年、こぐま社



39
…おやすみなさい　こぐまちゃん

p.20
1970年 39.5×55.0 リトグラフ/紙 こぐま社

40
たかい　たかい　こぐまちゃんは　ほうる

p.5
1970年 32.0×47.0 リトグラフ/紙 こぐま社

41
ないよ　ないよ　ぼーるが　ないよ

p.16
1970年 32.0×47.0 リトグラフ/紙 こぐま社

42
…こぐまちゃんは　ぼーるが　だいすき

p.20
1970年 32.0×47.0 リトグラフ/紙 こぐま社

43
しろくまちゃんは　なにが　みたい　ぺんぎん

p.3
1970年 39.5×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

44-1,2

かばが　うんち　ぴっ　ぴっ　ぴっ　しっぽを　ふりまわしてる

p.11

p.12

1970年

1970年

39.5×54.4

39.5×54.4

リトグラフ/紙

リトグラフ/紙

こぐま社

45
ぺんぎんさんは　おさかなのごはん

p.16
1970年 39.5×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

46
こうそくどうろだ　すぴーど　あげた

p.9
1971年 39.5×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

47
どっしん　ぽん　しょうとつだ

p.18
1971年 39.5×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

48
おおきな　ばすを　ひっぱって　れっかーしゃは　ちからもち

p.20
1971年 28.5×38.5 リトグラフ/紙 こぐま社

49
おもしろい　おもしろい　つめたい　つめたい

p.11-12
1971年 38.0×56.5 リトグラフ/紙 こぐま社

50
…ふたりとも　どろんこに　なっちゃった

p.18
1971年 28.5×38.0 リトグラフ/紙 こぐま社

51
…しゃわーの　おと　ぱら　ぱら　ぱらん　おもしろい

p.20
1971年 28.5×30.3 リトグラフ/紙 こぐま社

52
つみきが　すとん　あしに　こつん　あ　いたい

p.5
1971年 28.5×38.0 リトグラフ/紙 こぐま社

53
いたい　いたい　おおきなこぶ　できちゃった

p.11-12
1971年 38.5×56.7 リトグラフ/紙 こぐま社

54
あたまに　ざぶとん　のせて　ゆっくり　ゆっくり　おりるんだ

p.14
1971年 28.5×38.0 リトグラフ/紙 こぐま社

55
『こぐまちゃんとふうせん』

表紙
1972年 38.5×56.5 リトグラフ/紙 こぐま社

56
ぼく　ふうせん　かって　もらったんだ

p.1
1972年 28.5×38.5 リトグラフ/紙 こぐま社

57
わあー　おおきい　おかあさん　じょうずね

p.11-12
1972年 38.2×56.5 リトグラフ/紙 こぐま社

58 絵本『しろくまちゃんのほっとけーき』 1972年 こぐま社

59
『しろくまちゃんのほっとけーき』

表紙、裏表紙
1972年 38.5×56.5 リトグラフ/紙 こぐま社

60
わたし　ほっとけーき　つくるのよ

p.1
1972年 28.0×38.2 リトグラフ/紙 こぐま社

61
ふらいぱんと　ぼーると　おおきな　おさらを　そろえました

p.3
1972年 28.5×38.0 リトグラフ/紙 こぐま社

62
ふらいぱんと　ぼーると　おおきな　おさらを　そろえました＊

p.3
2019年 29.0×38.5 リトグラフ/紙 こぐま社

63
…たまご　ぽとん　あっ　われちゃった

p.5
1972年 28.5×31.5 リトグラフ/紙 こぐま社

64
…たまご　ぽとん　あっ　われちゃった＊

p.5
2019年 29.0×38.5 リトグラフ/紙 こぐま社

65
たまごを　わって　ぎゅうにゅう　いれて　よく　かきまぜるのね

p.7
1972年 28.2×33.5 リトグラフ/紙 こぐま社

66
…こなは　ふわふわ　ぼーるは　ごとごと　だれか　ぼーるを　おさえてて

p.9
1972年 28.3×38.2 リトグラフ/紙 こぐま社

67
ぽたあん　どろどろ　ぴちぴちぴち…やけたかな…ぽいっ　あぶらを　ひいて

p.11-12
1972年 38.0×56.5 リトグラフ/紙 こぐま社

68
ぽたあん　どろどろ　ぴちぴちぴち…やけたかな…ぽいっ　はい　できあがり＊

p.11-12
2019年 38.0×57.3 リトグラフ/紙 こぐま社

69
できた　できた　ほかほかの　ほっとけーき

p.14
1972年 28.4×37.0 リトグラフ/紙 こぐま社

70
こぐまちゃーん　ほっとけーき　つくったわよ

p.16
1972年 28.5×38.3 リトグラフ/紙 こぐま社

71
おいしいね　これ　しろくまちゃんが　つくったの

p.18
1972年 28.7×38.0 リトグラフ/紙 こぐま社

72
おいしいね　これ　しろくまちゃんが　つくったの＊

p.18
2019年 28.2×38.5 リトグラフ/紙 こぐま社

73
…ほら　あわの　ほっとけーきだよ

p.20
1972年 28.5×38.1 リトグラフ/紙 こぐま社

74
…いっぱい　たべたね　おいしかったね＊

p.20
2019年 28.5×38.2 リトグラフ/紙 こぐま社

75
『こぐまちゃんおやすみ』

表紙、裏表紙
1973年 39.0×54.0 リトグラフ/紙 こぐま社

76
左：ねるまえに　はを　みがくの　ぼく　しっているんだ　右：ぽちょ　ぽちょ　ぽちょ　ぽちょ

p.9,p.14
1973年 38.5×54.5 リトグラフ/紙 こぐま社

77
おとうさんは　おおぐまやま　はっけよい　のこった

p.11-12
1973年 38.8×54.5 リトグラフ/紙 こぐま社

78 「こぐまちゃんえほん」下絵 1970年 27.0×37.5 水彩・鉛筆/紙 こぐま社

79 「こぐまちゃんえほん」下絵 1970年 27.2×39.6 水彩・鉛筆/紙 こぐま社

『こぐまちゃんとふうせん』　森比左志 わだよしおみ わかやまけん 作、1972年、こぐま社

『こぐまちゃんとぼーる』　森比左志 わだよしおみ わかやまけん 作、1970年、こぐま社

『こぐまちゃんとどうぶつえん』　森比左志 わだよしおみ わかやまけん 作、1970年、こぐま社

『こぐまちゃんのうんてんしゅ』　森比左志 わだよしおみ わかやまけん 作、1971年、こぐま社

『こぐまちゃんのみずあそび』　森比左志 わだよしおみ わかやまけん 作、1971年、こぐま社

『こぐまちゃんいたいいたい』　森比左志 わだよしおみ わかやまけん 作、1971年、こぐま社

『しろくまちゃんのほっとけーき』　森比左志 わだよしおみ わかやまけん 作、1972年、こぐま社

『こぐまちゃんおやすみ』　森比左志 わだよしおみ わかやまけん 作、1973年、こぐま社



80 「こぐまちゃんえほん」下絵 1970年 27.0×39.2 水彩・鉛筆/紙 こぐま社

81 「こぐまちゃんえほん」下絵 1970年 27.1×37.6 水彩・鉛筆/紙 こぐま社

82
『しろくまちゃんのほっとけーき』＊

表紙、裏表紙
2019年 38.0×57.3 リトグラフ/紙 こぐま社

83-1 『しろくまちゃんのほっとけーき』表紙、裏表紙　6色描き分け原画（スミ） 1972年 38.0×54.0 ポスターカラー・インク/紙 こぐま社

83-2 『しろくまちゃんのほっとけーき』表紙、裏表紙　6色描き分け原画（アイ） 1972年 38.0×54.0
ポスターカラー/

スミ版がアタリとして印刷された紙
こぐま社

83-3 『しろくまちゃんのほっとけーき』表紙、裏表紙　6色描き分け原画（グレー） 1972年 38.0×54.0
ポスターカラー/

スミ版がアタリとして印刷された紙
こぐま社

83-4 『しろくまちゃんのほっとけーき』表紙、裏表紙　6色描き分け原画（ミドリ） 1972年 38.0×54.0
ポスターカラー/

スミ版がアタリとして印刷された紙
こぐま社

83-5 『しろくまちゃんのほっとけーき』表紙、裏表紙　6色描き分け原画（オレンジ） 1972年 38.0×54.0
ポスターカラー/

スミ版がアタリとして印刷された紙
こぐま社

83-6 『しろくまちゃんのほっとけーき』表紙、裏表紙　6色描き分け原画（キイロ） 1972年 38.0×54.0
ポスターカラー/

スミ版がアタリとして印刷された紙
こぐま社

84-1 『しろくまちゃんのほっとけーき』分色刷本（スミ） 2021年 59.4×84.1 印刷物 こぐま社

84-2 『しろくまちゃんのほっとけーき』分色刷本（アイ） 2021年 59.4×84.1 印刷物 こぐま社

84-3 『しろくまちゃんのほっとけーき』分色刷本（グレー） 2021年 59.4×84.1 印刷物 こぐま社

84-4 『しろくまちゃんのほっとけーき』分色刷本（ミドリ） 2021年 59.4×84.1 印刷物 こぐま社

84-5 『しろくまちゃんのほっとけーき』分色刷本（オレンジ） 2021年 59.4×84.1 印刷物 こぐま社

84-6 『しろくまちゃんのほっとけーき』分色刷本（キイロ） 2021年 59.4×84.1 印刷物 こぐま社

85 こぐま社お誕生日カード リトグラフ 1971年 12.1×15.1 リトグラフ/紙 こぐま社

86-1 こぐま社お誕生日カード ジンク版（スミ） 1971年頃 13.4×17.8 ジンク（亜鉛）板 こぐま社

86-2 こぐま社お誕生日カード ジンク版（アイ） 1971年頃 13.4×17.8 ジンク（亜鉛）板 こぐま社

86-3 こぐま社お誕生日カード ジンク版（グレー） 1971年頃 13.4×17.8 ジンク（亜鉛）板 こぐま社

86-4 こぐま社お誕生日カード ジンク版（ミドリ） 1971年頃 13.4×17.8 ジンク（亜鉛）板 こぐま社

86-5 こぐま社お誕生日カード ジンク版（オレンジ） 1971年頃 13.4×17.8 ジンク（亜鉛）板 こぐま社

86-6 こぐま社お誕生日カード ジンク版（キイロ） 1971年頃 13.4×17.8 ジンク（亜鉛）板 こぐま社

87 こぐま社創立10周年記念 贈答用リトグラフ 1976年 29.0×38.5 リトグラフ/紙 こぐま社

88 こぐま社創立10周年記念 贈答用リトグラフ 7色描き分け原画（スミ） 1976年頃 27.2×28.3 ポスターカラー/紙 こぐま社

89 こぐまちゃんフェア用ポスター 色指定原画 1984年 38.2×54.0 インク/紙｜色鉛筆/トレーシングペーパー こぐま社

90 「ほるぷ」こども図書館カレンダー 色指定原画 1988年 39.4×51.8 インク/紙｜インク・色鉛筆/トレーシングペーパー こぐま社

91 絵本『しろくまちゃんのほっとけーき』点訳本（制作＝てんやく絵本 ふれあい文庫） こぐま社

92 絵本『てんじつき さわるえほん しろくまちゃんのほっとけーき』2009年（こぐま社） こぐま社

93 絵本『しろくまちゃんのほっとけーき』韓国語版　2001年（Boim Publishing） こぐま社

94 絵本『しろくまちゃんのほっとけーき』中国語版　2012年（北京聠合出版公司） こぐま社

95-1
おやっ　らいちょうくん　しろくなっても　へいきなのかい

p.8
1970年 33.7×41.1 オイルパステル・水彩/紙 個人蔵

95-2
雪の版のための原画

p.8
1970年 37.8×32.6 オイルパステル/紙 個人蔵

96-1
『ぼく みてたんだ』

p.12-13
1970年 37.8×53.3 オイルパステル・水彩/紙 個人蔵

96-2
雪の版のための原画

p.12-13
1970年 37.8×53.3 オイルパステル/紙 個人蔵

97
あたたかい　よるです。おばけの　どろんどろんは　いけの　うえを　さんぽしていました。

p.2-3
1980年 38.3×54.2 水彩/紙 個人蔵

98
「へんだな。」

p.18
1980年 38.3×27.1 水彩/紙 個人蔵

99
「こわいな。」

p.19
1980年 38.3×27.1 水彩/紙 個人蔵

100
…「ちがうよ。おばけじゃないよ。おたまじゃくしに　あしが　はえて、てが　はえて、ぼくたち　かえるに　なるんだよ。」

p.30-31
1980年 38.3×54.2 水彩/紙 個人蔵

101

…「…わたしたちと　いっしょに　あそびましょうよ。」…どろんどろんは　ほたるの　わを　すろっ　すろっと　くぐりぬけま

す。

p.8-9

1981年 35.5×54.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

102
「たいへん、たいへん、こうもりよ。」…「…わたしたち　たべられてしまう。」

p.10-11
1981年 38.1×54.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

103
「ここに　いれば　だいじょうぶだよ。」

p.12-13
1981年 38.1×54.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

104
…「ああ、たすかったわ。ありがとう。」…ほたるたちは…どろんどろんと　てを　つなぎました。

p.14-15
1981年 38.0×54.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

105
ほたるたちは　おおきな　どろんどろんの　かたちに　なりました。

p.16-17
1981年 38.2×54.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

106
また　こうもりの　はねの　おとが　きこえてきました。

p.18-19
1981年 38.2×54.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

107
「…みんな　あかりを　けして、ぼくの　おなかに　はいってよ。」

p.20
1981年 38.2×54.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

108
どろんどろんの　おなかは　はちきれそうに　なりました。

p.22-23
1981年 38.2×54.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

109
…「ほたるの　においが　するぞ。」…「この　ふうせんみたいなのが　あやしいぞ。」

p.24-25
1981年 38.2×54.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

110
「わあ、まぶしいっ。」ほたるたちが　そろって　あかりを　つけたのです。

p.26-27
1981年 38.1×54.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

111
「わあ、おおきな　ぴかぴかおばけだあ。」こうもりたちは…にげだしました。

p.28-29
1981年 38.2×54.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

112
…「ほたるさん、もっと　あそぼうよ。」…「わたしたちが　ひかっていられるのは　ちょっとのあいだだけなの。」

p.30-31
1981年 38.2×54.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

113
『おばけのどろんどろんのおかあさん』

表紙、背表紙
1986年 38.0×54.1 水彩/紙 個人蔵

114
…どろんどろんは　ともだちと　いっしょに　ねむりました。

p.30-31
1989年 38.5×54.2 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

『ぼく みてたんだ』　武市八十雄 案、わかやまけん 文・絵、1970年（『こどものせかい』22巻10号）/1970-71年単行本化、至光社

『おばけのどろんどろん』　わかやまけん 作・絵、1980年、ポプラ社

『おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ』　わかやまけん 作・絵、1981年、ポプラ社

『おばけのどろんどろんのおかあさん』　わかやまけん 作・絵、1986年、ポプラ社

『おばけのどろんどろんとぽこぽこぽこ』　わかやまけん 作・絵、1989年、ポプラ社

『にわか雨はざんざんぶり』　わかやまけん 作、1985年、こぐま社



115
『にわか雨はざんざんぶり』

p.14-15
1985年 39.4×54.2 リトグラフ/紙 こぐま社

116
『にわか雨はざんざんぶり』

p.16-17
1985年 39.4×54.2 リトグラフ/紙 こぐま社

117
『にわか雨はざんざんぶり』

p.18-19
1985年 39.4×54.2 リトグラフ/紙 こぐま社

118
ふかそうだよ。へいき　へいき。

p.24-25
1985年 39.4×54.2 リトグラフ/紙 こぐま社

119
おひるの　ごはんですよ。おいしい　ごはんですよ。

p.18-19
1983年 38.1×54.1 水彩/紙 個人蔵

120
『おんぶに　だっこ』

表紙（右）、裏表紙（左）
1983年 38.1×54.1 水彩/紙 個人蔵

121
『おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ』下絵

p.12-13
1981年 39.2×54.7 鉛筆/紙 個人蔵

122
『おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ』下絵

p.26-27
1981年 39.2×54.7 鉛筆・インク/紙 個人蔵

123-1 『きつねやまのよめいり』関連資料　「ひらめき」のアイディアスケッチ 1968年頃 25.3×35.8 鉛筆/紙 個人蔵

123-2 『きつねやまのよめいり』関連資料　「ヒナガタ」 1968年頃 11.2×25.0 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

123-3 『きつねやまのよめいり』関連資料　「ヒナガタ」 1968年頃 9.9×25.8 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

123-4 『きつねやまのよめいり』関連資料　「ワクとり」 1968年頃 19.8×27.2 鉛筆/紙 個人蔵

123-5 『きつねやまのよめいり』関連資料　「ワクとり」 1968年頃 19.8×27.2 鉛筆/紙 個人蔵

123-6 『きつねやまのよめいり』関連資料　下絵 1968年頃 13.6×19.8 鉛筆/紙 個人蔵

123-7 『きつねやまのよめいり』関連資料　下絵 1968年頃 13.6×19.8 鉛筆/紙 個人蔵

123-8 『きつねやまのよめいり』関連資料　下絵 1968年頃 13.6×19.8 鉛筆/紙 個人蔵

123-9 『きつねやまのよめいり』関連資料　下絵 1968年頃 13.6×19.8 鉛筆/紙 個人蔵

123-10 『きつねやまのよめいり』関連資料　下絵 1968年頃 13.6×19.8 鉛筆/紙 個人蔵

123-11 『きつねやまのよめいり』関連資料　下絵 1968年頃 13.6×19.8 鉛筆/紙 個人蔵

124 豆本「ゆきが　おっかけてくる」 1971年頃 5.3×5.0×（厚み）0.4 鉛筆・色鉛筆/紙 個人蔵

125 豆本「おばけの　すろすろ」 1979年 5.0×4.3×（厚み）0.8 鉛筆・水彩・インク/紙 個人蔵

126 豆本「おばけのどろんどろんと　おたまじゃくし」 1979年 7.0×6.0×（厚み）1.7 鉛筆・水彩・インク/紙 個人蔵

127 豆本「ちょっと　そこまで」 1980年 8.9×10.4×（厚み）0.6 鉛筆・色鉛筆/紙 個人蔵

128 豆本「ちょっと　そこまで」 1980年 8.8×10.3×（厚み）0.8 サインペン・色鉛筆/紙 個人蔵

129 豆本「どろんどろんと　こおもり」 1981年 8.2×7.2×（厚み）1.8 鉛筆・水彩・インク/紙 個人蔵

130 豆本「おばけのどろんどろんと　ぴかぴかおばけ」 1981年 8.1×7.3×（厚み）2.4 鉛筆・水彩・インク/紙 個人蔵

131 豆本「さるさん　おはよう」 1981年 7.7×7.7×（厚み）1.3 鉛筆・水彩/紙 個人蔵

132 豆本「かめさん　おはよう」 1981年 7.6×7.5×（厚み）1.4 鉛筆・水彩/紙 個人蔵

133 豆本「りすさん　おはよう」 1981年 7.6×7.6×（厚み）1.4 鉛筆・水彩/紙 個人蔵

134 雑誌『月刊絵本』創刊（5月）号　1973年（盛光社） 個人蔵

135 書籍『絵本の見かた・創りかた』若山憲 著　1975年（すばる書房盛光社） 個人蔵

136 絵本『たねからめがでて』1968年 個人蔵

137
『たねからめがでて』

表紙、裏表紙
1968年 28.4×53.4 水彩・色鉛筆・オイルパステル/紙 個人蔵

138
『たねからめがでて』

p.2-3
1968年 21.0×37.0 水彩・色鉛筆・インク/紙 個人蔵

139
『たねからめがでて』

p.12-13
1968年 21.0×38.2 水彩・インク/紙 個人蔵

140 絵本『たねからめがでて』新版　1988年 個人蔵

141
『てぶくろをかいに』

p.2-3
1970年 38.5×54.5 水彩・オイルパステル・鉛筆/紙 個人蔵

142
『てぶくろをかいに』

p.6-7
1970年 38.4×54.5 水彩・オイルパステル・鉛筆/紙 個人蔵

143
『てぶくろをかいに』

p.22-23
1970年 38.6×54.5 水彩・オイルパステル・鉛筆/紙 個人蔵

144
『てぶくろをかいに』

p.24-25
1970年 38.5×54.6 水彩・オイルパステル・鉛筆/紙 個人蔵

145
『ごんぎつね』

表紙
1978年 27.0×19.1 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

146
『ごんぎつね』

裏表紙
1978年 27.0×18.4 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

147
『ごんぎつね』

p.17
1978年 19.1×14.4 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

148
『ちびっこ　ちびおに』

p.20-21
1974年 37.8×53.4 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

149
『ちびっこ　ちびおに』

p.22-23
1974年 37.8×53.4 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

150
『ちびっこ　ちびおに』

p.26-27
1974年 37.8×53.4 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

151
『ちびっこ　ちびおに』

p.32-33
1974年 37.8×53.4 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

152
くつやさんに　きました。ながぐつが　たくさん　ならんでいます。

p.2
1976年 26.7×37.8 鉛筆・水彩/紙 こぐま社

153
ねるときは　まくらもとに　ちゃんと　ならべておきます。

p.7
1976年 26.7×37.8 鉛筆・水彩/紙 こぐま社

154
ながぐつ　けんけん　みずたまり　ぴちゃ　ぴちゃ　ぴっちゃん　ぴっちゃんちゃん

表紙およびp.16
1976年 26.7×37.8 鉛筆・水彩/紙 こぐま社

155 『たっちゃんのながぐつ』刷本 2021年 54.3×39.5 印刷物 こぐま社

156
「ただいま　さっちゃん」「ほら、あかちゃんだよ」

p.6
1976年 16.2×19.5 鉛筆・水彩/紙 こぐま社

157
あかちゃんは　ぎょうずいを　します。

表紙およびp.10
1976年 16.2×19.5 鉛筆・水彩/紙 こぐま社

『おいしいね おしいしいよ』　わかやまけん 作、阿部明子 企画協力、1983年、童心社

『おんぶに だっこ』　わかやまけん 作、阿部明子 企画協力、1983年、童心社

『たねからめがでて』　かこさとし 著、若山憲 絵、1968年/1988年新版、童心社

『てぶくろをかいに』　新美南吉 文、わかやまけん 絵、1970年、ポプラ社

『ごんぎつね』　新美南吉 著、若山憲 カバー絵/さし絵、1978年、ポプラ社

『ちびっこ ちびおに』　あまんきみこ 文、若山憲 絵、1974年、偕成社

『たっちゃんのながぐつ』　森比左志 わだよしおみ わかやまけん 作、1976年/2013年改訂新版、こぐま社

『さっちゃんとあかちゃん』　森比左志 わだよしおみ わかやまけん 作、1976年/2013年改訂新版、こぐま社



158
「なっちゃん　あそびましょ」さっちゃんが　おもちゃを　たくさん　ならべました。

p.14
1976年 16.2×19.5 鉛筆・水彩/紙 こぐま社

159 『よっちゃんはうんちはかせ』第2場面 1991年 38.5×54.5 水彩/紙 個人蔵

160 『よっちゃんはうんちはかせ』第5場面 1991年 38.5×54.5 水彩/紙 個人蔵

161 『よっちゃんはうんちはかせ』第8場面 1991年 38.5×54.5 水彩/紙 個人蔵

162 『よっちゃんはうんちはかせ』第12場面 1991年 38.5×54.5 水彩/紙 個人蔵

163
「か」（かば）

p.7
1978年 38.2×54.0 水彩/紙 個人蔵

164
「せ」（せみ）

p.15
1978年 38.5×54.2 水彩/紙 個人蔵

165
「た」（たい）

p.17
1978年 38.5×54.2 水彩/紙 個人蔵

166
『からすからす　かんざぶろう』

p.13
1979年 38.1×27.1 水彩/紙 個人蔵

167
『からすからす　かんざぶろう』

p.15
1979年 38.1×27.1 水彩/紙 個人蔵

168
『からすからす　かんざぶろう』

表紙、裏表紙およびp.24-25
1979年 38.1×54.2 水彩/紙 個人蔵

169
『ゆきや　こんこん』

p.6
1981年 38.3×27.1 水彩/紙 個人蔵

170
『ゆきや　こんこん』

表紙およびp.16-17
1981年 38.3×54.2 水彩/紙 個人蔵

171
『ゆきや　こんこん』

p.18-19
1981年 38.3×54.2 水彩/紙 個人蔵

172
『あかべこのおはなし』

表紙
1980年 39.4×54.8 リトグラフ/紙 こぐま社

173
…「あそこに　みえるのは　なんだろう。ぼくと　おんなじ　いろだ」

p.2-3
1980年 39.7×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

174
あかべこは　ねこのおじいさんに　おんぶしてもらって　おもてへ　でました。

p.12-13
1980年 39.4×54.5 リトグラフ/紙 こぐま社

175
「あ　かめさん。おんぶして。ね　つれてって」

p.28
1980年 39.4×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

176
もみじの　ばんだいさんに　ゆうひがてって　まっかです。

p.46-47
1980年 39.4×54.4 リトグラフ/紙 こぐま社

177 『あかべこのおはなし』スケッチ 20.3×22.5 鉛筆/紙 個人蔵

178 『あかべこのおはなし』「ワクとり」 27.1×39.4 鉛筆/紙 個人蔵

179 『あかべこのおはなし』下絵 19.7×27.3 鉛筆/紙 個人蔵

180 若山が所蔵していたあかべこ

［大］高16.0×幅10.0

×奥行26.0

［小］高12.0×幅6.0×

奥行20.0

個人蔵

181 『かぜのかみとこども』紙芝居ケース 1983年 26.4×38.2 童心社

182-1 『かぜのかみとこども』題字 1983年 27.2×38.0 水彩/紙 個人蔵

182-2 『かぜのかみとこども』ラベル原画 1983年 27.2×38.0 水彩/紙 個人蔵

183
『子そだてゆうれい』

p.3
1984年 38.4×54.2 水彩・パステル/紙 個人蔵

184
『子そだてゆうれい』

p.5
1984年 38.2×52.9 水彩・パステル/紙 個人蔵

185
『子そだてゆうれい』

p.13
1984年 38.2×54.2 水彩・パステル/紙 個人蔵

186
『子そだてゆうれい』

p.27
1984年 38.2×54.2 水彩・パステル/紙 個人蔵

187-1 詩誌『野火』21号　1969年5月 個人蔵

187-2 詩誌『野火』24号　1969年11月 個人蔵

187-3 詩誌『野火』25号　1970年1月 個人蔵

187-4 詩誌『野火』47号　1973年9月 個人蔵

187-5 詩誌『野火』50号　1974年3月 個人蔵

187-6 詩誌『野火』52号　1974年7月 個人蔵

188 詩集『愛のバラード』　1969年 個人蔵

189 詩集『のんびりくらげ』1996年 個人蔵

190
『のんびりくらげ』

表紙
1996年 38.4×26.7 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

191 詩集『地球の星の上で』1997年 個人蔵

192
「トランペットの花」のためのカット

p.11
1997年 13.6×19.7 インク/紙 個人蔵

193
「一点を　見つめる」のためのカット

p.17
1997年 13.6×19.7 インク/紙 個人蔵

194
「つぎめが　ない」のためのカット

p.19
1997年 13.6×19.7 インク/紙 個人蔵

195
「じてんしゃ雲」のためのカット

p.27
1997年 13.6×19.7 インク/紙 個人蔵

196
「シマフクロウ―コタン　コル　カムイ―」のためのカット

p.36
1997年 13.6×19.7 インク/紙 個人蔵

197 詩画集『白い煙突 北緯110°11′』1995年 個人蔵

198
『白い煙突 北緯110°11′』

p.19
1995年 13.6×19.2 鉛筆/紙 個人蔵

紙芝居『かぜのかみとこども』　渋谷勲 脚本、わかやまけん 画、1983年、童心社

紙芝居『よっちゃんはうんちはかせ』　今井和子 脚本、わかやまけん 画、1991年、童心社

『かばのさかだちあいうえお』　吉田定一 作、若山憲 絵、1978年、ポプラ社

『からすからす かんざぶろう』　吉田定一 文、若山憲 絵、1979年、佼成出版社

『ゆきや こんこん』　吉田定一 文、若山憲 絵、1981年、佼成出版社

『あかべこのおはなし』　わだよしおみ 文、わかやまけん 絵、1980年、こぐま社

『子そだてゆうれい』　桜井信夫 文、若山憲 絵、1984年、ほるぷ出版

『野火』　高田敏子 主宰、野火の会

『愛のバラード』　高田敏子 著、若山憲 装幀・挿画、1969年、山梨シルクセンター出版部

『のんびりくらげ』　前山敬子 詩、若山憲 絵、1996年、教育出版センター

『地球の星の上で』　川端律子 詩、若山憲 絵、1997年、教育出版センター

『白い煙突 北緯110°11′』　若山憲 著、1995年、教育出版センター



199
『白い煙突 北緯110°11′』

p.29
1995年 13.6×19.2 鉛筆/紙 個人蔵

200-1 雑誌『保育の友』 1982年8月号　表紙 個人蔵

200-2 雑誌『保育の友』 1983年3月号　表紙 個人蔵

200-3 雑誌『保育の友』 1983年5月号　表紙 個人蔵

200-4 雑誌『保育の友』 1983年12月号　表紙 個人蔵

200-5 雑誌『保育の友』 1985年12月号　表紙 個人蔵

200-6 雑誌『保育の友』 1986年10月号　表紙 個人蔵

200-7 雑誌『保育の友』 1987年7月号　表紙 個人蔵

200-8 雑誌『保育の友』 1988年6月号　表紙 個人蔵

200-9 雑誌『保育の友』 1991年4月号　表紙 個人蔵

200-10 雑誌『保育の友』 1991年10月号　表紙 個人蔵

201 『保育の友』1982年8月号　表紙原画 38.1×26.2 水彩/紙 個人蔵

202 『保育の友』1982年11月号　表紙原画 38.3×26.2 水彩/紙 個人蔵

203 『保育の友』1983年3月号　表紙原画 38.1×26.8 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

204 『保育の友』1983年4月号　表紙原画 38.1×27.0 水彩/紙 個人蔵

205 『保育の友』1983年5月号　表紙原画 38.0×26.2 水彩/紙 個人蔵

206 『保育の友』1983年6月号　表紙原画 38.1×27.0 水彩/紙 個人蔵

207 『保育の友』1983年12月号　表紙原画 38.1×26.5 水彩/紙 個人蔵

208 『保育の友』1984年1月号　表紙原画 38.0×27.0 水彩/紙 個人蔵

209 『保育の友』1984年3月号　表紙原画 38.0×27.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

210 『保育の友』1984年4月号　表紙原画 38.0×27.0 水彩/紙 個人蔵

211 『保育の友』1984年9月号　表紙原画 38.3×27.2 水彩/紙 個人蔵

212 『保育の友』1984年10月号　表紙原画 38.3×26.8 水彩/紙 個人蔵

213 『保育の友』1985年1月号　表紙原画 38.0×27.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

214 『保育の友』1985年3月号　表紙原画 38.3×26.2 水彩/紙 個人蔵

215 『保育の友』1985年6月号　表紙原画 38.0×27.0 水彩/紙 個人蔵

216 『保育の友』1985年7月号　表紙原画 38.0×27.0 水彩/紙 個人蔵

217 『保育の友』1985年12月号　表紙原画 38.0×27.0 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

218 『保育の友』1986年8月号　表紙原画 38.3×27.3 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

219 『保育の友』1986年9月号　表紙原画 37.9×27.0 水彩/紙 個人蔵

220 『保育の友』1986年10月号　表紙原画 38.3×26.2 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

221 『保育の友』1987年7月号　表紙原画 38.3×26.2 水彩/紙 個人蔵

222 『保育の友』1988年3月号　表紙原画 38.3×27.1 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

223 『保育の友』1988年5月号　表紙原画 38.3×27.1 水彩・色鉛筆・鉛筆/紙 個人蔵

224 『保育の友』1988年6月号　表紙原画 38.3×27.2 水彩・色鉛筆・鉛筆/紙 個人蔵

225 『保育の友』1989年8月号　表紙原画 38.3×27.2 水彩・鉛筆/紙 個人蔵

226 『保育の友』1990年9月号　表紙原画 38.3×27.1 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

227 『保育の友』1990年12月号　表紙原画 38.3×27.1 水彩・色鉛筆・鉛筆/紙 個人蔵

228 『保育の友』1991年4月号　表紙原画 38.3×26.2 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

229 『保育の友』1991年4月号　表紙下絵 27.4×19.8 鉛筆/紙 個人蔵

230 『保育の友』1991年4月号　表紙下絵 27.4×19.8 鉛筆/紙 個人蔵

231 『保育の友』1991年10月号　表紙原画 38.3×26.2 水彩/紙 個人蔵

232 『保育の友』1991年11月号　表紙原画 38.3×26.2 水彩・色鉛筆/紙 個人蔵

※　番号は図録の番号であり、展示順とは一致しません。

※ 「こぐまちゃんえほん」シリーズの出品作のうち、こぐまちゃんえほん50周年（2020年）を機に、2019年に新たに制作されたリトグラフについては、作品名の後に＊を付しました。

『保育の友』　全国社会福祉協議会出版部


