
タイトル 責任表示 出版者 出版年 分類

1
なぜこう見える?どうしてそう見える?錯視のひみつにせ
まる本 1

ミネルヴァ書
房

2013.9 K145

2 自然がつくる色大図鑑 地球・星から生き物まで 福江/純‖監修 PHP研究所 2013.12 K425

3 花の色のふしぎ 佐藤 有恒/著 あかね書房 2005.4 K471

4 おえかきだいすき!クレヨン 岡井 禎浩/監修
チャイルド本
社

2007.11 K576

5 花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めもの 春田/香歩‖[著] 偕成社 2018.11 K753

6 「色」の大研究 4 日本色彩研究所/監修 岩崎書店 2007.3 K757

7 色のふしぎ百科 1 末永 蒼生/編著 江崎 泰子/編著 樹立社 2002.4 K757

8 はなといきもの このいろなあに
なかやま/れいこ‖さく アトリエモレリ‖え
いとう/けい‖かんしゅう

少年写真新聞
社

2015.4 K757

9 赤のはんたいは? 宮下/すずか‖作 市居/みか‖絵 くもん出版 2014.10 K913

10 しろいいぬ?くろいいぬ?
マリオン・ベルデン・クック/ぶん 光吉 夏弥
/やく 池田 竜雄/え

大日本図書 2011.11 K933

11 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 2001.11 K913

12 ゆきだるまのるんとぷん たかどの ほうこ/作・絵 クロスロード 1990.11 K913

13 わらいボール 赤羽 じゅんこ/作 岡本 順/絵 あかね書房 2007.7 K913

14 あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ/作 藤田 圭雄/訳 至光社 1979 E

15 あかがいちばん 新装改訂版
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 2017.12 E

16 あかですよあおですよ かこ/さとし‖さく 福音館書店 2017.2 E
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17 いろいろいろのほん
エルヴェ・テュレ‖さく たにかわ/しゅんた
ろう‖やく

ポプラ社 2014.5 E

18 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

富山房 1977 E

19 いろはいろいろ 沢木/耕太郎‖作 和田/誠‖絵 講談社 2013.4 E

20 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 1987.7 E

21 くいしんぼうシマウマ
ムウェニエ・ハディシ/文 アドリエンヌ・ケ
ナウェイ/絵 草山 万兎/訳

西村書店 1988.9 E

22 くるまからみつけた 宮本/えつよし‖さく 佐々木/一澄‖え
パイインター
ナショナル

2017.10 E

23 クレヨンからのおねがい!
ドリュー・デイウォルト‖文 オリヴァー・
ジェファーズ‖絵 木坂/涼‖訳

ほるぷ出版 2014.9 E

24 こんにちはあかぎつね! エリック・カール/さく さの ようこ/やく 偕成社 1999.10 E

25 じぶんだけのいろ いろいろさがしたカメレオンのはなし レオ=レオニ/作 谷川 俊太郎/訳 好学社 1978 E

26 しろもくろも、みんなおいで あべ 弘士/作 童心社 2011.5 E

27 そらはさくらいろ 村上 康成/作・絵 ひかりのくに 2002.2 E

28 なないろのキャンディー 芭蕉 みどり/作・絵 ポプラ社 2004.4 E

29 なにをたべてきたの? 岸田 衿子/文 長野 博一/絵 佼成出版社 1978.5 E

30 にじいろのさかな マーカス・フィスター/作 谷川 俊太郎/訳 講談社 1995.11 E

31 にじいろのはな
マイケル・グレイニエツ/さく ほその あやこ
/やく

ポプラ社 2000.10 E

32 22の色 とだ こうしろう/作・絵
戸田デザイン
研究室

1985.12 E

33 はいいろねずみのフレイシェ
アンケ・デ・フリース/作 ウィレミーン・ミ
ン/絵 野坂 悦子/訳

文渓堂 2007.12 E
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34 ばななせんせいとおえかき 得田/之久‖ぶん やました/こうへい‖え 童心社 2015.10 E

35 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 1972.6 E

36 ふくろうのそめものや 日本民話 山口 マオ/絵 鈴木出版 2001.1 E

37 ブターラとクマーラベッタベタ 高畠 純/[作] フレーベル館 2003.3 E

38 ぼくのいろなあに はた こうしろう/さく・え ポプラ社 2001.3 E

39 ぼくのくれよん 長 新太/おはなし・え 講談社 1993.4 E

40 ぼくはカメレオン たしろ ちさと/さく グランまま社 2010.7 E

41 ホーホー!きれいだな ミミズクのいろのえほん
ティム・ホプグッド/作・絵 たが きょうこ/
訳

徳間書店 2009.12 E

42 まじょのウィニー
ヴァレリー・トーマス‖文 コーキー・ポール
‖絵 もとした/いづみ‖訳

静山社 2013.10 E

43 まっくろネリノ ヘルガ=ガルラー/さく やがわ すみこ/やく 偕成社 1978 E

44 まほうのえのぐ 林 明子/さく 福音館書店 1997.8 E

45 まるてんいろてん 中辻/悦子‖さく 福音館書店 2015.2 E

46 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 2001.9 E

47 6つのいろのこぶた
内田 広由紀/げんさく 早坂 優子/さく 池上
薫/え

視覚デザイン
研究所

2009.10 E

48 ヤモップさん、ぴたっとかいけつ! 松山/円香‖作 あかね書房 2017.5 E

49 よあけ
ユリー・シュルヴィッツ/作・画 瀬田 貞二/
訳

福音館書店 1980 E

50 わたしのかさはそらのいろ あまん/きみこ‖さく 垂石/眞子‖え 福音館書店 2015.4 E
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