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えほん  な■つ  
一 昭和二十年．代から三十年代の子どもたち． へ一   

千成12年6月10日（上）～7月16日（日）  国立国会図書館国際子ども図書館  

展示資料一覧  

《知識の絵本》  

書名  出版年  

昭和25年（1950）  

昭和22年（1947）  

昭和25年（1950）  

昭和29年（1954）  

昭和21年（1946）  

昭和21年（1946）  

昭和21年（1946）  

昭和21年（1946）  

昭和27年（1952）  

昭和27年（1952）  

昭和29年（1954）  

昭和29年（1954）  

出版社  

鈴木仁成堂  
二葉書房  

鈴木仁成堂  
文陽社  

野ばら社  

野ばら社  

野ばら社  

野ばら社  

ます美書房  

トモブック社  

文陽社  

文陽社  

請求記号  
Y17－2407   
Y17－2987  
Y17－2411   
Y17－2758   
Y17－3096   
Y17－3097   
Y17－3095   
Y17－3099   
Y17－2097   
Y17－2266   
Y17－2760   
Y17－2752  

作者  No．  

初山滋／等絵  

安泰／文・絵  

木俣武／等絵  

林としお／著  

中野正治／著  

中野正治／著  

中野正治／著  

中野正治／著  

古屋白羊／著  

奈良次雄／若  

林としお／著  

鈴木平八／著  

1よいこわるいこ   

2おながざる   

3よいこわるいこ   

4じょうぶなからだ   

5ABC   
6いろは   

71234   
8アイウエオ   

9かずといろ  

101から10  
11かずのおけいこ  

12おあそびえほん  

《日本の昔話》  

No．  書名  

13さるかに  

14さるとかに  

15金太郎  

16したきりすずめ  

17したきりすずめ  

18きんたろう  

19一寸法師  
20ももたろう  

21ぶんぶくちやがま  

22うらしまたろう  

23ぶんぶくちゃがま  

24ぶんぶくちゃがま  

25はなさかじじい  

26ヤ、っすんぼうし   

《童謡絵本》  

No．  書名  

27こどもうた画集  

28みんなしってる・うた童謡  

29うたのえほん  

30うたのえほん  

31コロムビアの童謡えほん  

32子供うた風土記  
33どおよう絵本  
34童謡絵本  

35童謡絵本  

出版社  

春江堂  

金の星社  

春江堂  

国民図書刊行会  
永晃社・  

永晃社  

永晃社  

永晃社  

永晃社  

永晃社  

春江堂  

昭和出版  

永晃社  

光洋出版  

出版年  

昭和23年（1948）  

昭和22年（1947）  

昭和23年（1948）  

昭和23年（1948）  

昭和25年（1950）  

昭和25年（1950）  

昭和24年（1949）  

昭和24年（1949）  

昭和25年（1950）  

昭和25年（1950）  

昭和23年（1948）  

昭和23年（1948）  

昭和24年（1949）  

昭和24年（1949）  

請求記号  

Y17－2771  
Y17－2979  
Y17－2725  
Y17－3035   
Y17－2647   
Y17－2643   
Y17－2628   
Y17－2637   
Y17－2640   
Y17－2632   
Y17－2748   
Y17－2792   
Y17－2641   
Y17－2051  

作者  

林義雄／絵  柴野民三／文  

川上四郎／著  

小口吉太郎／文  

平塚武二／文  

高畠華宵／著  

高畠華宵／著  

土家由岐雄／文  

土家由岐雄／文  

士家由岐雄／文  

士家由岐雄／文  

小口吉太郎／文  

豊田次雄／文  

士家由岐雄／文  

高木四郎／著  

林義雄／絵  

鈴木寿雄／絵  

高畠華宵／絵  

柿原輝行／絵  

高畠華宵／絵  

高畠聾宵／絵  

倉島泰／絵  

林義雄／絵  

大石鉄路／絵  

請求記号  
Y17－2801  
Y17－2509  
Y17－2387  
Y17－2818  
Y17－2799  
Y17－2802   
Y17－2494   
Y17－2677   
Y17－2469   

出版年  

昭和24年（1949）  

昭和27年（1952）  

昭和27年（1952）  

昭和29年（1954）  

昭和25年（1950）  

昭和24年（1949）  

昭和24年（1949）  

昭和27年（1952）  

昭和29年（1954）  

作者  出版社  

大涛堂  

寿書房  

鶴書房  

ひばり書房  

永光社  

大涛社  

児童図書出版社  
ひばり書房   

めんどり杜  

赤城秦野／署  

長谷川露二／著  

近藤四郎／著  

大石雪夫／等絵  

岩本陽介／絵  

赤城秦野／著  

西田稔／文  

田中朝二／著  

佐藤凍子／薯  

大泉北斗／絵  



《西洋のおはなし》  
No．  書名  

36ねずみのそうだん  
37ろばうりのおやこ  

38くまとたびびと  

39イソップ絵噺  

40おやゆびひめ  
41火打箱  
42アンデルセンのおやゆび姫  
43かえるのおうじ  

44嘘つき山羊  
45白雪姫  
46きんのがちょう   

作者  

茂田井武／絵  

出版社  

童画書房  
ひばり書房  

ひばり書房  

大津社  

泰光堂  

泰光堂  

薔薇社  

寿書房  

比叡書房  

ひばり書房  

寿書房  

出版年  

昭和23年（1948）  

昭和24年（1949）  

昭和24年（1949）  

昭和22年（1947）  

昭和28年（1953）  

昭和23年（1948）  

昭和22年（1947）  

昭和29年（1954）  

昭和23年（1948）  

昭和29年（1954）  

昭和28年（1953）  

請求記号   

Y17－1691  
Y17－2‘369  

Y17－2838   
Y17－1694  
Y17－2931  
Y17－3010  
Y17－3074   
Y17－2500  
Y17－2970  
Y17－2828   
Y17－2521  

西山敏夫／文  

おおたじろう／絵  

はまのまさお／著  

相沢みつら／文t絵  

せきひでお／著  

奈街三郎／文 畑照夫／絵  

奥山儀八郎／文・絵  

岩本みどり／文 長谷川露二／絵  

グリム／著  三浦アンナ／訳・絵  

高木四郎／絵  

長谷川露二／著  

《トッパンの絵本》  

No．  書名  

47わんわんとにやあにや  

48かわいいおともだち  

49七ひきのこやぎ  

50じやんぐる象ちゃん  

51まっちうりの少女  

52へんぜるとぐれ－てる  
53金太郎  

54浦島太郎  
55ふしぎの国のアリス  

56はなさかじじい  

57ライオンのめがね  

58火の鳥  

《新潮社『新潮の絵本』  

No．  書名  

59お月さまお星さま  

60中を見よう  

61動物サーカス  
62飛行機ずくし  

63船ずくし  

64夕鶴  

65しらゆきひめ  

66あかずきん  

67青い目の人形  
68ももたろう  

69うしわかまる  

70まんじゆひめ  

作者  

西条八十／詩 松田文雄／絵  
たなかなな／うた  

飯沢匡／文・構成  

岩佐東一郎／詩  

飯沢匡／文・構成  

飯沢匡／文・構成  

黒崎義介／絵  

黒崎義介／絵  

ルイス・キャロル／原作  

林義雄／絵  

田付たつ子／文 土方重巳／絵  
アファナーショフ／原作  

出版社  出版年  

昭和26年（1951）  

昭和26年（1951）  

昭和32年（1957）  

昭和26年（1951）  

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）  

昭和29年（1954）  

昭和29年（1954）  

昭和30年（1955）  

昭和29年（1954）  

昭和31年（1956）  

昭和32年（1957）  

請求記号   

Y17－1983   
Y17－1981   
Y17－1495   
Y17－1984   
Y17－1493   
Y17－1497   
Y17－2557   
Y17－2556   
Y17－2968   
Y17－2555   
Y17－1584   
Y17－2884  

トッパン  

トッパン  

トッパン  

トッパン  

トッパン  

トッパン  

トッパン  

トッパン  

トッパン  

トッパン  

トッパン  

トッパン  

集英社の絵本》  
作者   

小川未明／等著 初山滋／等絵  新潮社   
平塚武二／著 由良玲吉／絵  新潮社   

佐川健三／等著 横山隆一／等絵 新潮社   
宮本晃男／著 岡村夫二／等絵  新潮社   
山高五郎／薯 要撃歌／詩  新潮社   

木下順二／著福田豊四郎／絵 

請求記号  

Y17－1618  
Y17－1619  
Y17－1620  
Y17－1624  
Y17－1625  
Y17－1623   
Y17－1686   
Y17－2372   
Y17－2374   
Y17－2373   
Y17－2378   
Y17－2380  

出版社  出版年  

昭和25年（1950）  

昭和25年（1950）  

昭和26年（1951）  

昭和26年（1951）  

昭和26年（1951）  

昭和26年（1951）  

昭和28年（1953）  

昭和28年（1953）  

昭和28年（1953）  

昭和28年（1953）  

昭和28年（1953）  

昭和28年（1953）  

集英社  

集英社  

集英社  

集英社  

集英社  

集英社  

柴野民三／文 谷俊彦／絵  

奈街三郎／文 沢井一一三郎／絵  

沢田重隆／等絵  

浜田広介／文 黒崎義介／絵  
宮崎博史／文 駒宮録郎／絵  
筒井敏雄／文 前島とも／絵  

《′ト学館『育児絵本』と『幼年絵本』》  

請求記号   

Y17－1045   
Y17－1005   
Y17－991   
Y17－979   

Y17－1018   
Y17－984   

Y17－1929   
Y17－1935   
Y17－1932   
Y17－1939   
Y17－1931   
Y17－1926  

Y17－1117  

講談社所蔵   

Y17－1090   
Y17－1085  

講談社所蔵   

Y17－1238   

出版年  
昭和35年（1960）  

昭和33年（1958）  

昭和32年（1957）  

昭和29年（1954）  

昭和34年（1959）  

昭和31年（1956）  

昭和29年（1954）  

昭和29年（1954）  

昭和29年（1954）  

昭和30年（1955）  

昭和29年（1954）  

昭和28年（1953）   

昭和24年（1949）  
初版：昭和13年（1938）   

複製版：昭和45年  

昭和24年（1949）  

昭和26年（1951）  
初版：昭和12年（1937）   

複製版：昭和45年  

昭和27年（1952）  

作者  

谷口健雄／等絵  

鈴村精一郎／等絵  

水沢決／等絵  

石井光雄／等絵  

岩崎良信／等絵  

相沢光朗／等絵  

平井芳夫／文 鈴木朱雀／絵  
平井芳夫／文 羽石光志／絵  
浜田広介／文 武井武雄／絵  
グリム／薯 初山滋／文・絵  

野町てい／文 高畠華宵／絵  

奈街三郎／文 沢田重隆／絵   

宇野浩二／文 本田庄太郎／絵  
宇野浩二／文 本田庄太郎／絵  

宇野浩二／文 本田庄太郎／絵  
太田黒克彦／文 近藤紫雲／絵  
太田黒克彦／文 近藤紫雲／絵  

高野正巳／文 近藤紫雲／絵  

No．  書名  

71やさしいこうさく  

72おどうぐ  

73わたくしたちにできるおてつだい  

74ごっこあそび  

75おみせやさん  
76たのしいテスト  

77おおくにぬしのみこと  

78うみさちやまさち  

79むかしばなしかくれみの  

80よっつのたから  

81しろばらべにばら  

白2ありばばのぼうけん   

《講談社の絵本》   

孫悟空   

孫悟空（複製版）  

館
館
館
館
館
館
館
館
館
館
館
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講談社  

講談社  

講談社  
講談社  

講談社  

講談社  

孫悟窄と八戒  

牛若丸  

牛若丸（複製版）  

静御前  



《いろいろなえほん》  

書名  作者  出版社  
講談社  

講談社  

ひかりのくに昭和出版  

ひかりのくに昭和出版  

ひかりのくに昭和出版  

ひかりのくに昭和出版  

ひかりのくに昭和出版  

小学館  

小学館  

′J、学館  

出版年  

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）  

昭和36年（1961）  

昭和36年（1961）  

昭和36年（1961）  

昭和36年（1961）  

昭和36年（1961）  

昭和31年（1956）  

昭和31年（1956）  

昭和31年（1956）  

請求記号   

Y17－1512  
Y17－1514  
Y17－1470  
Y17－1472  
Y17－1473  
Y17－1474  
Y17－1471  
Y17－1610  
Y17－1611  
Y17t1613  

No．  

中村信生／等絵  

沢井一三郎／絵  

小春久一郎／文  

小春久一郎／文  

小春久一郎／文  

小春久一郎／文  

′J、春久一郎／文  
岩崎良信／絵  

千地塀也／等絵  

風間四郎／絵  

83じどうしや  

84かわいいどうぶつ  

85花咲爺  
86三びきの子ぶた  
87うさぎとかめ  

88きんたろう  

89七ひきの子やぎ  
90どうぶつのえほん  

91あかちやんちしき これなあに？  

92あかちゃんのえほん  

《のりもののえほん》  

No．  書名  

93じどうしや  

94あたらしい汽車  

95アメリカののりもの  

96きしや  

97乗物ずくし  

98アメリカのひこうき  

99アメリカののりもの  

100アメリカののりもの  

101アメリカののりもの  

102のりもの  

103のりもの  

104のりもの  

105でんしや  

106でんしやときしや  

107じどうしや  

108でんしや  

109乗物ずくし  

110たのしい乗物  
111でんしや  

《どうぶつのえほん》  

No．  書名  
112かわいいどうぶつ  
113どうぶつのあかちゃん  
114どうぶつえほん  

115どうぶつえん  

116どうぶつえん  

117どうぶつえん  

118魚ずくし  

119動物画集  
120鳥ずくし  

121どうぶつ えとおはなし  
122どうぶつ  

123どうぶつえほん  

124せかいのどうぶつ  

125動物絵本  
126せかいのどうぶつ  
127どうぶつ  

128動物ずくし  
129どうぶつのちしき  

大日方明／絵  

西田静二／絵  

川島赤陽／絵  

大日方明／絵  

大日方明／絵  

作者  

安井小弥太／著  

大森太郎／文 安井小弥太／絵  
長谷川露二／著  

安井小弥太／絵  

松坂直美／詩 松尾善四郎／絵  
高木四郎／著  

′J、松崎茂／著  
土家由岐雄／文 長谷川露二／絵   

上田三郎／等絵  

木村定男／等絵  

きむらさだお／等絵  

木村定男／等絵  

上田三郎／絵  

小山泰志／絵  

甲斐三郎／文 平井一雄／絵  

木村定男／絵  

六郷僚一／等絵  

まどみちお／文 秋吉文夫／等絵  

出版社  

童画書房  

ますみ書房  

早蕨社  
講談社  

ゆりかご社  

光洋出版  

二葉書店  

永晃社  

永光社  

小学館  

ひかりのくに昭和出版  

トッパン  

トッパン  
講談社  

講談社  

児童図書出版社  
光洋社出版  
講談社  

小学館  

出版年  

昭和23年（1948）  

昭和23年（1948）  

昭和22年（1947）  

昭和31年（1956）  

昭和27年（1952）  

昭和24年（1949）  

昭和23年（1948）  

昭和24年（1949）  

昭和23年（1948）  

昭和36年（1961）  

昭和33年（1958）  

昭和31年（1956）  

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）  

昭和24年（1949）  

昭和29年（1954）  

昭和30年（1955）  

昭和33年（1958）  

請求記号   

Y17－1688  
Y17－2703  
Y17－2709  
Y17－1833  
Y17－1997  
Y17－3076  
Y17－3044  
Y17－2619  
Y17－1697  
Y17－1752  
Y17－1795   
Y17－741   
Y17－752  

Y17－1336  
Y17－1291  

Y17－2480a  
Y17－2015  
Y17－1218  
Y17－1750  

作者  

岩崎良信／等絵  

守田滋／著  

田島信／文・′」、田忠／等絵  
岩崎良信／薯  

守田滋／絵  

川西千保子／文 小田忠／等絵  
西沢笛敏／等絵  

岡吉枝／絵  

西沢笛敏／等絵  

堀尾青史／文 ウノアキラ／等絵  

内田武夫／著  

岩崎良信／等絵  

太田かおる／等絵  

村瀬とも三／著  

守田滋／等絵  

渡辺哲夫／文 渡辺重国／絵  

出版社  
講談社  

講談社  

小学館  

講談社  

講談社  

′」、学館  
講談社  

講談社  
講談社  

エンゼル社  

トッパン  

講談社  

小学館  

言海社  

小学館  

童画書房  

出版年  

昭和30年（1955）  

昭和31年（1956）  

昭和33年（1958）  

昭和31年（1956）  

昭和31年（1956）  

昭和37年（1962）  

昭和24年（1949）  

昭和31年（1956）  

昭和24年（1949）  

昭和33年（1958）  

昭和26年（1951）  

昭和31年（1956）  

昭和35年（1960）  

昭和23年（1948）  

昭和27年（1952）  

昭和23年（1948）  

昭和25年（1950）  

昭和38年（1963）  

請求記号   

Y17－1220  
Y17－1835  
Y17－1384  
Y17－1834   
Y17－907  

Y17－1847  
Y17－1206  
Y17－1225  
Y17－1207  
Y17－1991   
Y17－1986   
Y17－705   

Y17－1362   
Y17－3032   
Y17－1971   
Y17－2723   
Y17－1616   
Y17－1280   

大島正満／著伊勢田邦彦／等絵 新潮社  
中村猛男／等絵  ます美書房  

芋 ウ  

マヱ  
′ヽ  
ヽ■  

く：てヱ  
そ；  

や 
そ； ¢セ  

¢  



《岩波書店『岩波の子どもの本』》  

書名  作者  出版社  

岩波書店  
岩波書店   

岩波書店   

岩波書店   

岩波書店  

岩波書店  
岩波書店   

岩波書店   

岩波書店  
岩波書店  
岩波書店   

岩波書店  
岩波書店  
岩波書店   

岩波書店  
岩波書店  
岩波書店  
岩波書店  
岩波書店  
岩波書店  
岩波書店   

岩波書店  

出版年  請求記号  
昭和28年（1953）児159t5－CL43ml  
昭和29年（1954）児726・7－CK19d   

昭和29年（1954）児726・7－CL43hl   

昭和29年（1954）児726・7－CM44kl  

みんなの世界  
どうぶつ会議  

はなのすきなうし  

九月姫とウグイス  

きかんしややえもん  

ふしぎなたいこ  

ちびくろさんぼ  

百まいのきもの  

山のクリスマス  

ナマリの兵隊  

スザンナのお人形  
・ビロードうさぎ  

ねずみとおうさま  

まり－ちゃんとひつじ  

村にダムができる  

やまのこどもたち  

ツバメの歌  

やまのたけちやん  

おそばのくきはなぜあかい  

りすとかしのみ  

まいごのふたご  

金のニワトリ  

どうぶつのこどもたち  

《福音館書店『こどものとも』  

巻号  書名  

1ヒップとちょうちょう（製本済み）  

1ヒップとちょうちょう   

2 セロひきのゴーシュ  

3 おうさましかのものがたり  

4 ぞうのたまごのたまごやき   

5 なんきょくへいったしろ   

6 てんぐのかくれみの   

7ちいさなきかんしや   

8 がらんぼ－ごろんぼ－げろんぽ  

L 9 マッチうりのしょうじょ  

マンロー・リーフ／文・絵  

エーリヒ・ケストナ一文  

ワルター・トリヤー 絵  

マンロー・リーフ／文  

ロバートローソン／絵  

サマセット・モーム／  

武井武雄／絵  

阿川弘之／文 岡部冬彦／絵  
清水箆／絵  

へれん・ばんな－まん／文  

ふらんく・どびあす、岡野冬彦／絵  
エリノア・エステイーズ／文  

ルイス・スロボドキン／絵  

ルドゥイヒ・べ－ メルマン／文・絵   

マジョリー・ビアンコ／文  

高野三三男／絵  

土方重巳／絵  

フランソアーズ／文・絵  

クレーヤ・ロードン，  
ジョージ ・ロードン／‾丈・絵  

石井桃子／文深沢紅子／絵  
レオ・ポリテイ／文・絵  

石井桃子／著  

岩波書店／編 初山滋／絵  

坪田譲治／文伊勢正義／絵  
あいねす・ほ－がん／文  

エレーン・ポガニー／文  

ウイリー・ポガニー／絵  

サムエル・マルシヤーク／著   

》  

作者  

与田準一／作 堀文子／画  

与田準－／作 堀文子／画  
宮澤賢治／原作 佐藤義美／案  
茂田井武／画  

シートン／原作 内山賢次／訳  

関英雄／案 松下紀久／画  

寺村輝夫／作 山中春雄／画  
瀬田貞二／作 寺島竜一／画  
岡本良雄／作 朝倉掻／画  

鈴木晋一／作 竹山博／画  

野上彰／作 太田大八／画  

アンデルセン／原作  

竹崎有斐／案 初山滋／画  

浜田広介／案 秋野不矩／画  
中川正文／作 永井保／画  

／ト林純一／作 岩崎ちひろ／画  

野上彰／作 渡辺三郎／画  

いぬいとみこ／作 竹山博／画  

ジョーダン 吉田甲子太郎／訳  
山中春雄／画  

小林純一／作 岩崎ちひろ／画  

三芳悌吉／作・画  

野上彰／作 太田大八／画  

瀬田貞二／作 寺島竜一／画  
厳大椿／作 山田三郎／画  

上沢謙二／訳 萩太郎／画  

児726－A234k  

児913．8－1922h  

児933－CB21T  

児933－CE79hI   

児943－CB45yI  

児949．7一柑22n   

児953一Ⅰ922s  

児963－n677Ⅰ  

昭和34年（1959）  

昭和28年（1953）  

昭和28年（1953）   

昭和29年（1954）   

昭和28年（1953）  

昭和29年（1954）  

昭和28年（1953）   

昭和28年（1953）  

昭和31年（1956）児726・7－CF82m  
児726．つLcl－88m   

児726．7一ほ83y   

児726．7－Ⅰ922t   

児726－Ⅰ583y   

児913．8－I9220  

児913．8JTu647r   

児933－CH71m   

児933－CP746k  

児98l－CM36d  

昭和29年（1954）   

昭和31年（1956）  

昭和29年（1954）  

昭和34年（1959）  

昭和29年（1954）  

昭和31年（1956）  

昭和29年（1954）  

昭和29年（1954）   

昭和29年（1954）  

出版社  

福音館書店  
福音館書店  
福音館書店   

福音館書店   

福音館書店  
福音館書店  
福音館書店  
福音館書店  
福音館書店  
福音館書店   

福音館書店  
福音館書店  
福音館書店  
福音館書店  

福音館書店  
福音館書店   

福音館書店  
福音館書店  
福音館書店  
福音館書店  
福音館書店  
福音館書店  

出版年  

昭和31年（1956）  

昭和31年（1956）  

昭和31年（1956）   

昭和31年（1956）   

昭和31年（1956）  

昭和31年（1956）  

昭和31年（1956）  

昭和31年（1956）  

昭和31年（1956）  

昭和31年（1956）   

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）   

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）  

昭和32年（1957）  

請求記号   

Z32－210  
Z32－BlO3  
Z32－BlO3   

Z32－BlO3  

Z32－BlO3  
Z32－BlO3  
Z32－BlO3  
Z32－BlO3  
Z32－BlO3  
Z32－BlO3  

Z32－BlO3  
Z32－BlO3  
Z32－BlO3  
Z32－BlO3  
Z32－BlO3  
Z32－BlO3  

Z32－BlO3  
Z32－BlO3  
Z32－BlO3  
Z32－BlO3  
Z32－BlO3  
Z32－BlO3  

10うりひめとあまのじやく  

11ねずみのおいしやさま  

12ひとりでできるよ  

13はるですよ  

14みなみからきたっばめたち  
15ぺにろいやるのおにたいじ   

16みんなでしようよ  

17もりのむしたち  

18いたずらうさぎ  

19きしやはずんずんやってくる  

20くりひろい  

21こびとのおくりもの  

《小ケース》   

どうぶつのくに   

おねこさんときんのくつ   

あひるさんとにわとりさん  

昭和23年（1948）  

昭和22年（1947）  

昭和23年（1948）  

青山文子／文 新井八郎／絵  
村山善子／作 村山知義／画  
村山芸子／作 村山知義／画  

民芸社  
ニューフレンド  

ニューフレンド  

Y17－2717  
Y17－3004  
Y17－2986   


