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きょうの絵本あしたの絵本 : 2001から
2012の新刊案内

広松由希子 著
文化学園文化出版
局

2013（平成25） UP49-L2

いないいないばあ
（松谷みよ子あかちゃんの本）

松谷みよ子 文
瀬川康男 絵

童心社 1967（昭和42） Y17-267

ぐりとぐら
（こどものとも.93号）

なかがわりえこ作
おおむらゆりこ作

福音館書店 1963（昭和38） Z32-210

いつでも会える 菊田まりこ 著 学習研究社 1998（平成10） Y17-M99-392

葉っぱのフレディ : いのちの旅
レオ・バスカーリア 作
みらいなな 訳

童話屋 1998（平成10） Y18-M99-126

金曜日の砂糖ちゃん（Luna park books） 酒井駒子　著 偕成社 2003（平成15） Y17-N03-H1047

雲へ 黒井健 作&絵 偕成社 2002（平成14） Y17-N02-245

かえるの平家ものがたり
（日本傑作絵本シリーズ）

日野十成 文
斎藤隆夫 絵

福音館書店 2002（平成14） Y17-N02-1178

ちゃっくりがきぃふ : らくご絵本
（日本傑作絵本シリーズ）

桂文我 話
梶山俊夫 絵

福音館書店 2002（平成14） Y17-N02-1142

おっと合点承知之助
齋藤孝 文
つちだのぶこ 絵

ほるぷ出版 2003（平成15） Y8-N03-H166

りゅうのおくりもの : 江ノ島妖怪伝 宇野亜喜良 作・絵 教育画劇 2004（平成16） Y17-N05-H136

それからのおにがしま
川崎洋 さく
国松エリカ え

岩崎書店 2004（平成16） Y17-N04-H212

わにわにのおふろ
（こどものとも. 年少版279号）

小風さち ぶん
山口マオ え

福音館書店 2000（平成12） Z32-575

わにわにとあかわに
小風さち ぶん
山口マオ え

福音館書店 2013（平成25） Y17-N13-L122

りきしのほし 加藤休ミ 著 イースト・プレス 2013（平成25） Y17-N13-L539

おさるのしゃしんや
奈街三郎 著
茂田井武 絵

銀貨社 2002（平成14） Y17-N02-652

茂田井武美術館 記憶ノカケラ 茂田井武 著 講談社 2008（平成20） KC16-J430

赤い蝋燭と人魚
小川未明 文
酒井駒子 絵

偕成社 2002（平成14） Y8-N02-245

猿蟹合戦
（新・講談社の絵本 ; 5）

井川洗涯 画
千葉幹夫 文・構成

講談社 2001（平成13） Y17-N01-541

第1部　講演

展示会「日本の子どもの文学－国際子ども図書館所蔵資料で見る歩み」関連講演会

「きょうの絵本　あしたの絵本－希望のかたちを求めて－」紹介資料リスト

（参考）

1）大人のための絵本　癒しのブーム

2）和の絵本　日本再発見

「新・講談社の絵本」より



書名（シリーズ名） 著者名 出版者 出版年 当館請求記号

桃太郎
（新・講談社の絵本 ; 3）

齋藤五百枝 画
千葉幹夫 文・構成

講談社 2001（平成13） Y17-N01-456

はしるのだいすき（0.1.2.えほん） わかやましずこ さく 福音館書店 2003（平成15） Y17-N03-H144

とってください（0.1.2.えほん） 福知伸夫 さく 福音館書店 2003（平成15） Y17-N03-H244

バルンくん（0.1.2.えほん） こもりまこと さく 福音館書店 2003（平成15） Y17-N03-H142

もじゃらんこ（0.1.2.えほん）
きしだえりこ ぶん
ふるやかずほ え

福音館書店 2011（平成23） Y17-N11-J183

ころころにゃーん（0.1.2.えほん） 長新太 さく 福音館書店 2011（平成23） Y17-N11-J512

おおきい　ちいさい（0.1.2.えほん） 元永定正 さく 福音館書店 2011（平成23） Y17-N11-J980

まり
谷川俊太郎 文
広瀬弦 絵

クレヨンハウス 2003（平成15） Y17-N03-H342

ぽぱーぺぽぴぱっぷ
おかざきけんじろう 絵
谷川俊太郎 文

クレヨンハウス 2004（平成16） Y17-N04-H1229

んぐまーま
大竹伸朗 絵
谷川俊太郎 文

クレヨンハウス 2003（平成15） Y17-N04-H7

あっ!　（はじめての絵本たいむ）
中川ひろたか ぶん
柳原良平 え

金の星社 2008（平成20） Y17-N08-J1056

くっついた 三浦太郎 作・絵 こぐま社 2005（平成17） Y17-N06-H205

连在一起（幼幼成长图画书 ; 05）
三浦太郎文・图
黄超译

少年儿童出版社 2009 Y18-AZ6075

コップちゃん
中川ひろたか ぶん
100% orange え

ブロンズ新社 2003（平成15） Y17-N03-H798

まおちゃんのうまれたひ
神沢利子 さく
加藤チャコ え

のら書店 2003（平成15） Y17-N03-H1120

まるさんかくぞう 及川賢治, 竹内繭子 作 文溪堂 2008（平成20） Y17-N08-J661

いました 五味太郎 著 ブロンズ新社 2013（平成25） Y17-N13-L530

ならびました 五味太郎 著 ブロンズ新社 2013（平成25） Y17-N13-L531

まるをさがして 大月ヒロ子 構成・文 福音館書店 2004（平成16） Y17-N04-H494

くうきのかお アーサー・ビナード 構成・文 福音館書店 2004（平成16） Y17-N04-H1189

3）赤ちゃん絵本の充実　ブックスタートを背景に

「こどものとも0.1.2.」（1995年創刊）より

「あかちゃんから絵本」（2003年創刊）より

4）美術絵本への取り組み　アートに親しむ姿勢

「びじゅつのゆうえんち」より

「わたしたちの時代の絵本 CAB」より



書名（シリーズ名） 著者名 出版者 出版年 当館請求記号

キュウリの旅 しまぶくみちひろ さく 小学館 2004（平成16） Y17-N04-H1001

ゴリラとあかいぼうし
山極寿一 作
ダヴィッド・ビシームワ 絵

福音館書店 2002（平成14） Y17-N02-698

夜の木

バッジュ・シャーム, ドゥル
ガー・バーイー, ラーム・シン・
ウルヴェーティ 画
青木恵都 訳

タムラ堂 2012（平成24）
YP18-L1（本
館）

はしれ、トト!
チョウンヨン さく
ひろまつゆきこ やく

文化学園文化出版
局

2013（平成25） Y18-N13-L185

4こうねんのぼく
（そうえんしゃ・日本のえほん ; 3）

ひぐちともこ さく・え 草炎社 2005（平成17） Y17-N06-H110

どんなかんじかなあ
中山千夏 ぶん
和田誠 え

自由国民社 2005（平成17） Y17-N05-H787

ねこのセーター
（おはなしプーカ ; 第3巻 第10号）

おいかわけんじ,
たけうちまゆこ 作・絵

学習研究社 2006（平成18） Y17-N06-H4

きはなんにもいわないの
（学研おはなし絵本）

片山健 [作] 学習研究社 2005（平成17） Y17-N05-H1185

ゆきがやんだら（学研おはなし絵本） 酒井駒子 [作] 学習研究社 2005（平成17） Y17-N05-H1475

ナツメグとまほうのスプーン
デイヴィッド・ルーカス 作
なかがわちひろ 訳

偕成社 2006（平成18） Y18-N06-H199

おひっこし
（おはなしプーカ ; 第5巻 第9号）

及川賢治, 竹内繭子 作・絵 学習研究社 2007（平成19） Y17-N07-H1381

死（考える絵本 ; 2）
谷川俊太郎 文
かるべめぐみ 絵

大月書店 2009（平成21） Y5-N09-J236

おじいちゃんのひみつ
（かがくのとも522号）

やぎゅうげんいちろう さく 福音館書店 2012(平成24） Z32-26

かさじぞう（いまむかしえほん ; 1）
広松由希子 ぶん
松成真理子 え

岩崎書店 2009(平成21） Y17-N10-J55

ももたろう（いまむかしえほん ; 2）
広松由希子 ぶん
伊藤秀男 え

岩崎書店 2009(平成21） Y17-N10-J59

花さかじい（いまむかしえほん ; 3）
広松由希子 ぶん
堀川理万子 え

岩崎書店 2010(平成22） Y17-N10-J307

したきりすずめ（いまむかしえほん ; 4）
広松由希子 ぶん
ささめやゆき え

岩崎書店 2010(平成22） Y17-N10-J861

かちかち山（いまむかしえほん ; 5）
広松由希子 ぶん
あべ弘士 え

岩崎書店 2010(平成22） Y17-N10-J650

さるかに（いまむかしえほん ; 6）
広松由希子 ぶん
及川賢治 え.

岩崎書店 2011（平成23） Y17-N11-J971

うらしまたろう（いまむかしえほん ; 7）
広松由希子 ぶん
飯野和好 え

岩崎書店 2011（平成23） Y17-N11-J357

「いまむかしえほん」より

5）地球を旅する　アジア・アフリカが身近に

6）現代の子ども像　同時代を生きる視点

7）絵本の新しい波　揺らぐ価値観

8）新しい昔話　絵本の物語る力を見直す



書名（シリーズ名） 著者名 出版者 出版年 当館請求記号

みるなのへや（いまむかしえほん ; 8）
広松由希子 ぶん
片山健 え

岩崎書店 2011（平成23） Y17-N11-J607

Little tree = Petit arbre 駒形克己 作 One stroke 2008（平成20） Y17-N13-L913

なみだ
= Tears = Histoire d’une larme

駒形克己 作 One stroke 2012（第7刷） Y17-N13-L763

しずく 駒形克己 作 One stroke 未所蔵

くつやのねこ いまいあやの 文・絵 BL出版 2010（平成22） Y17-N11-J50

Der Stiefel-Kater

Ayano Imai
aus dem Japanischen von Sayako
Uchida
Deutsche Textfassung von Renate
Raecke

Minedition c2009 Y18-B531

Кот в сапогах Айяно Имаи
Клевер-М
едиа-Гру
пп

[2011] Y18-B736

ぼくはカメレオン
（A Michael Neugebauer book）

たしろちさと 作・絵
ノルドズッド・
ジャパン

2003（平成15） Y17-N04-H188

Caméléo Chisato Tashiro NordSud c2010 Y18-B725

变色龙卡罗（蒲蒲兰绘本馆）
田代千里 文・图
蒲蒲兰 译

二十一世纪出版社 2009 Y18-AZ6675

のりものつみき よねづゆうすけ 作 講談社 2011（平成23） Y17-N11-J697

へいわってどんなこと?
（日・中・韓平和絵本）

浜田桂子 作 童心社 2011（平成23） Y17-N11-J589

和平是什么?
（蒲蒲兰绘本馆. 祈愿和平 : 中日韩三国共创绘
本）

滨田桂子 文・图
林静 译

译林出版社 2012 Y18-AZ6738

평화란 어떤 걸까? 2011 整理中

京劇がきえた日 : 秦淮河・一九三七
（日・中・韓平和絵本）

姚紅 作　姚月蔭 原案
中由美子 訳

童心社 2011（平成23） Y18-N11-J188

迷戏 : 秦淮河・一九三七 = Infatuated with
Peking opera（蒲蒲兰绘本馆. 祈愿和平 :
中日韩三国共创绘本）

姚红 文・图 译林出版社 2010 Y17-AZ6555

경극이 사라진 날 사계절 2011 整理中

非武装地帯に春がくると
（日・中・韓平和絵本）

イ・オクベ 作
おおたけきよみ 訳

童心社 2011（平成23） Y18-N11-J189

非武装地带的春天 译林出版社 2013 未所蔵

비무장지대에 봄이 오면
When the Spring Comes in DMZ

2010 整理中

ぼくのこえがきこえますか
（日・中・韓平和絵本）

田島征三 作 童心社 2012（平成24） Y17-N12-J627

くつがいく（日・中・韓平和絵本） 和歌山静子 作 童心社 2013（平成25） Y17-N13-L299

9）国境を越えて　逆輸入絵本と共同出版

「日・中・韓 平和絵本」



書名（シリーズ名） 著者名 出版者 出版年 当館請求記号

さくら（日・中・韓平和絵本） 田畑精一 作 童心社 2013（平成25） Y17-N13-L293

ひまわり（幼児絵本シリーズ） 和歌山静子 作 福音館書店 2006（平成18） Y17-N06-H773

みちをつくる : はたらくくるま こもりまこと 作・絵 教育画劇 2006（平成18） Y11-N06-H547

100かいだてのいえ いわいとしお [作] 偕成社 2008（平成20） Y17-N08-J666

ブンブンバチン スズキコージ [作] 教育画劇 2006（平成18） Y17-N07-H437

まるまるまるのほん
エルヴェ・テュレ さく
谷川俊太郎 やく

ポプラ社 2010（平成22） Y18-N10-J180

おおかみだあ！
セドリック・ラマディエ ぶん
ヴァンサン・ブルジョ え
たにかわしゅんたろう やく

ポプラ社 2014（平成26） Y18-N14-L85

こころの家
キム・ヒギョン 文
イヴォナ・フミエレフスカ 絵
かみやにじ 訳

岩波書店 2012（平成24） Y18-N13-L141

きこえる?
= CAN YOU HEAR THAT SOUND?
（日本傑作絵本シリーズ）

はいじまのぶひこ 作 福音館書店 2012（平成14） Y17-N12-J368

地球をほる 川端誠 作 BL出版 2011（平成23） Y17-N11-J974

ここにいる
舟崎克彦 詩
味戸ケイコ 画

ポプラ社 2011（平成23）
KC482-J374
（本館）

はしれ、上へ! : つなみてんでんこ
（ポプラ社の絵本 ; 17）

指田和 文
伊藤秀男 絵

ポプラ社 2013（平成25） Y1-N13-L95

ハナミズキのみち
淺沼ミキ子 文
黒井健 絵

金の星社 2013（平成25） Y17-N13-L461

さがしています
アーサー・ビナード 作
岡倉禎志 写真

童心社 2012（平成24） Y1-N12-J287

火の話 黒田征太郎 作 石風社 2011（平成23） Y17-N12-J526

わたしのひかり
（児童図書館・絵本の部屋）

モリー・バング 作
さくまゆみこ 訳

評論社 2011（平成23） Y1-N11-J260

あさになったのでまどをあけますよ 荒井良二 著 偕成社 2011（平成23） Y17-N12-J14

なんていいんだぼくのせかい 荒井良二 文と絵 集英社 2012（平成24） Y17-N12-J1064

はじまりげんしくん
（おはなしプーカ ; 第10巻 第12号）

荒井良二 作・絵 学研教育みらい 2013（平成25） Y17-N13-L65

ラーメンちゃん 長谷川義史 作 絵本館 2011（平成23） Y17-N12-J428

いっすんぼうし
（いまむかしえほん ; 11）

広松由希子 ぶん
長谷川義史 え

岩崎書店 2013（平成25) Y17-N13-L220

わかがえりの水
（いまむかしえほん ; 9）

広松由希子 ぶん
スズキコージ え

岩崎書店 2011（平成23） Y17-N12-J95

ききみみずきん
（いまむかしえほん ; 10）

広松由希子 ぶん
降矢なな え

岩崎書店 2012（平成24） Y17-N12-J341

10）アナログかデジタルか　本というメディアの意味を問う

11）3.11以降の絵本　新しい希望のかたち



書名（シリーズ名） 著者名 出版者 出版年 当館請求記号

ほうれんそうはないています
（ポプラ社の絵本 ; 26）

鎌田實 文
長谷川義史 絵

ポプラ社 2014（平成26） Y1-N14-L146

小さなよっつの雪だるま 長谷川集平 [著] ポプラ社 2011（平成23） Y17-N12-J45

およぐひと　（エルくらぶ） 長谷川集平 [作] 解放出版社 2013（平成25） Y17-N13-L344

アイタイ（エルくらぶ） 長谷川集平 [作] 解放出版社 2014（平成26） Y17-N14-L316

新世界へ = To The New World あべ弘士 [作] 偕成社 2012（平成24） Y17-N12-J1070

メガネくんのゆめ
（講談社の創作絵本）

いとうひろし 作・絵 講談社 2012（平成24） Y17-N12-J1022

はぐ（福音館の幼児絵本. 幼児絵本
シリーズ）

佐々木マキ さく 福音館書店 2013（平成25) Y17-N13-L732

みみずのオッサン
（絵本・こどものひろば）

長新太 さく 童心社 2003（平成15） Y17-N03-H1149

パピプペポーおんがくかい
（かこさとしおはなしのほん ; 17）

かこさとし 作・絵 偕成社 2014（平成26） Y17-N14-L127

しきぶとんさん　かけぶとんさん　まく
らさん
（福音館の幼児絵本. 幼児絵本シリーズ）

高野文子 作・絵 福音館書店 2014（平成26） Y17-N14-L113

かないくん　（ほぼにちの絵本）
谷川俊太郎 作
松本大洋 絵
糸井重里 企画・監修

東京糸井重里事務
所

2014（平成26） Y17-N14-L201

悪い本　（怪談えほん ; 1）
宮部みゆき 作
吉田尚令 絵

岩崎書店 2011（平成23） Y17-N11-J1016

りんごかもしれない ヨシタケシンスケ 作 ブロンズ新社 2013（平成25) Y17-N13-L351

えをかく　かく　かく
エリック・カール 作
アーサー・ビナード 訳

偕成社 2014（平成26） Y18-N14-L31

しろねこくろねこ きくちちき [作] 学研教育出版 2012（平成24） Y17-N12-J191

ちょうちょ
江國香織 文
松田奈那子 絵

白泉社 2013（平成25) Y17-N13-L819

てつぞうはね ミロコマチコ 著 ブロンズ新社 2013（平成25) Y17-N13-L789

うさこちゃんとうみ
ディック・ブルーナ 文・絵
いしいももこ 訳

福音館書店 1964（昭和39） Y17-28-[2]

かしこいビル
ウィリアム・ニコルソン さく
まつおかきょうこ, よしだしんい
ち やく

ペンギン社 1982（昭和57） Y17-9393

だれも知らない小さな国
佐藤さとる 作
村上勉 絵

講談社 1973（昭和48） Y7-3589

木かげの家の小人たち
いぬいとみこ 著
吉井忠 絵

中央公論社 1959（昭和34） 児913.8-I483k

たつの子太郎
黒崎義介 絵
松谷みよ子 文

講談社 1963（昭和38） Y17-N00-1045

盗まれた街
ジャック・フィニイ 著
福島正実 訳

早川書房 1957（昭和32） 933-cF51n-H

12）最近の絵本から

第2部　対談



書名（シリーズ名） 著者名 出版者 出版年 当館請求記号

はなのすきなうし
マンロー・リーフ 文
ロバート・ローソン 絵
岩波書店 訳編

岩波書店 1954（昭和29） 児726.7-cL43hI

ふらいぱんじいさん
神沢利子 著
堀内誠一 絵

あかね書房 1969（昭和44） Y7-1360

おさるのまいにち いとうひろし 作・絵 講談社 1991（平成3） Y8-8299

はせがわくんきらいや 長谷川集平 さく すばる書房 1984（昭和59） Y18-1297


