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1
おとぎ草子・奈良絵本 :特別展示・
海外所蔵本

サントリー美術館 [1979] KC16-828 YZ-721-オト

2
本の美術史 :奈良絵本から草双紙ま
で

小野忠重 著 河出書房新社 1978 UM11-44 YZ-721-オノ

3 絵本と浮世絵 :江戸出版文化の考察 鈴木重三 著 美術出版社 1979 KC172-55 YZ-721-スズ
4 初期上方子供絵本集 岡本勝 [編]著 角川書店 1982 KG241-10 YZ-913.5-オカ

5
江戸期子ども絵本の世界 :朝日町町
制50周年記念特別展

朝日町教育文化施設朝日町歴
史博物館 編

朝日町教育文化施
設朝日町歴史博物
館

2004 UP74-H14 YZ-726.5-エド

6 草双紙の世界 :江戸の出版文化 木村八重子 著 ぺりかん社 2009 KG241-J1 YZ-726.5-キム
7 草双紙事典 叢の会 編 東京堂出版 2006 KG1-H46 YZ-726.5-クサ

8
対訳日本昔噺集 :明治期の彩色縮緬
絵本.第1巻

宮尾與男 編 彩流社 2009 KG745-J28 YZ-726.5-ミヤ

9
対訳日本昔噺集 :明治期の彩色縮緬
絵本.第2巻

宮尾與男 編 彩流社 2009 KG745-J30 YZ-726.5-ミヤ

10
対訳日本昔噺集 :明治期の彩色縮緬
絵本.第3巻

宮尾與男 編 彩流社 2009 KG745-J31 YZ-726.5-ミヤ

11
落穂ひろい : 日本の子どもの文化を
めぐる人びと

瀬田貞二 著 福音館書店 1982 KG411-71 YZ-910-セタ

12 はじめて学ぶ日本の絵本史.1 鳥越信 編著 ミネルヴァ書房 2001 KC511-G98 YZ-726.5-トリ
13 はじめて学ぶ日本の絵本史.2 鳥越信 編 ミネルヴァ書房 2002 KC511-G98 YZ-726.5-トリ
14 はじめて学ぶ日本の絵本史.3 鳥越信 編 ミネルヴァ書房 2002 KC511-G98 YZ-726.5-トリ
15 近世子どもの絵本集 岩波書店 1985 YQ21-45 YZ-726.5-キン

16
描かれた大正モダン・キッズ :婦人
之友社『子供之友』原画展

刈谷市美術館 2016 KC482-L382 YZ-051-エガ

17 子ども絵本の誕生 岡本勝 著 弘文堂 1988 UM24-E4 YZ-726.5-オカ

18
おじいさんがかぶをうえました :月
刊絵本「こどものとも」50年の歩み

福音館書店 2005 KC511-H72 YZ-051-オジ

19
松居直と『こどものとも』 :創刊号
から149号まで

松居直 著 ミネルヴァ書房 2013 KC511-L19 YZ-051-マツ

20
「子供が良くなる講談社の絵本」の
研究 :解説と細目データベース

阿部紀子 著 風間書房 2011 YU7-J2936 YZ-726.5-アベ

21
ひらひらはなびら :キンダーブック
昭和の童謡童画集

武鹿悦子 編 ; 林健造, 湯山昭 
選

フレーベル館 2007 KG361-J1 YZ-051-ブシ

22 ベーシック絵本入門
生田美秋, 石井光恵, 藤本朝巳 
編著

ミネルヴァ書房 2013 KC511-L10 YZ-726.5-イク

23
図説絵本・挿絵大事典.第1巻 (図説
日本の児童書四〇〇年)

川戸道昭, 榊原貴教 編著 大空社 2008 UG2-J1 YZ-726.5-カワ

24
月刊保育絵本クロニクル :絵本に見
るこどもの背景

日本児童出版美術
家連盟

2005 KC511-H58 YZ-726.5-ゲツ

国立国会図書館　国際子ども図書館
児童書研究資料室小展示
2017.10.31-2018.3.4

「日本の絵本の歩み―絵巻から現代の絵本まで」関連小展示
　レンガ棟3階の本のミュージアムでは、2017年11月1日～30日の間、「日本の絵本の歩みー絵巻から現代の絵本まで」と題し
た展示会が開かれます。それにちなんで日本の絵本の歩みに関連する資料と作品が展示される絵本作家について書かれた資料を
展示します。

絵本の歩みに関連する資料
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25 絵本論 : 瀬田貞二子どもの本評論集 瀬田貞二 著 福音館書店 1985 UG71-68 YZ-726.5-セタ

26 小さな絵本美術館 :カラー版 鳥越信 著 ミネルヴァ書房 2005 KC511-H64 YZ-726.5-トリ

27
「絵本原画の世界」展図録 :「こど
ものとも」の絵画表現 : 1956-1997

宮城県美術館, 兵庫県立近代美
術館 編

「絵本原画の世
界」展全国実行委
員会

1998 KC511-G64 YZ-726.5-エホ

28 はじめての美術/絵本原画の世界展 宮城県美術館 [ほか]編
NHK東北プランニ
ング

c2002 KC511-G109 YZ-726.5-ハジ

29 絵本の事典
中川素子, 吉田新一, 石井光恵, 
佐藤博一 編

朝倉書店 2011 KC2-J20 YZ-726.5-ナカ

30 日本の絵本100年展 伊藤元雄 解説・編集
ブック・グローブ
社

c2000 KC511-H36 YZ-726.5-イト

31
日本の子どもの本歴史展 :図録 17世
紀から19世紀の絵入り本を中心に

1986年子どもの本世界大会周
辺プログラム委員会 企画・編
集

日本国際児童図書
評議会

1986 UP74-20 YZ-726.5-ニホ

32
日本の絵本 :絵本が表現してきたも
の

小野かおる, 島多代 編
ベルリン日独セン
ター

2005 KC511-H94 YZ-726.5-オノ

33 子どもの本・1920年代展図録
  日本国際児童図書評議会事業
委員会子どもの本・1920年代
展実行委員会 企画・制作.

日本国際児童図書
評議会

1991 UG71-E37 YZ-726.5-コド

34
不思議の国の仲間たち :昔話から物
語へ

国立国会図書館国際子ども図
書館 編

国立国会図書館国
際子ども図書館

2002 KE178-G50 YZ-388-フシ

35
童画の世界 :絵雑誌とその画家たち : 
国立国会図書館国際子ども図書館展
示会

国立国会図書館国際子ども図
書館 編

国立国会図書館国
際子ども図書館

2008 Y111-J2020 YZ-051-ドウ
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36 赤羽末吉の絵本 :画集 赤羽末吉 絵 講談社 2010 KC511-J67 YZ-726.61-アカ

37
私の絵本ろん :中・高校生のための
絵本入門

赤羽末吉 著 平凡社 2005 Y6-N05-H211 YZ-726.61-アカ

38 あべ弘士の動物よもやまばなし あべ弘士 著 北海道新聞社 2011 RA19-J57 YZ-726.61-アベ
39 ぼくの絵本じゃあにぃ 荒井良二 著 NHK出版 2014 KC511-L36 YZ-726.61-アラ
40 荒井良二 =RYOJI ARAI 荒井良二 [作] DNP文化振興財団 2014 KC482-L265 YZ-726.61-アラ
41 安野光雅の世界 :1974→2001 安野光雅 [著] 平凡社 2001 KC16-G2767 YZ-726.61-アン

42
別冊太陽 :日本のこころ237:安野光
雅の本

平凡社 2016 Z23-238 YZ-726.61-アン

43
ちひろさんと過ごした時間 :いわさ
きちひろをよく知る25人の証言

ちひろ美術館 監修 新日本出版社 2014 KC511-L51 YZ-726.61-イワ

44
いわさきちひろ :子どもの心を見つ
めた画家

ちひろ美術館 監修 平凡社 2007 KC229-H198 YZ-726.61-イワ

45
いわさきちひろ :総特集 : 平和を願
い、こどもを描きつづけた画家

ちひろ美術館 監修 河出書房新社 2013 Y94-L5948 YZ-726.61-イワ

46
いわさきちひろ展 :母のまなざし・
子どもたちへのメッセージ

いわさきちひろ [画] ; ちひろ
美術館 監修

毎日新聞社 2012 KC482-L78 YZ-726.61-イワ

絵本の歩みに関連する資料
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47
えほんの丘のなかまたち :いわむら
かずお絵本の世界展

いわむらかずお [画] ; 朝日新
聞社 編

朝日新聞社 c2003 KC511-H86 YZ-726.61-イワ

48
14ひきのアトリエから :いわむらか
ずおエッセイ集

いわむらかずお 文・絵 童心社 1991 KH231-E288 YZ-726.61-イワ

49
紙とエンピツ : 私のイラストレー
ション史

太田大八 著・装画 BL出版 2009 KC511-J58 YZ-726.61-オオ

50 太田大八作品集
太田大八 [画] ; 祈りの丘絵本
美術館 編

童話館出版 2001 KC482-G684 YZ-726.61-オオ

51 岡本帰一 岡本帰一 著 ; 竹迫祐子 構成 河出書房新社 2001 KC511-G88 YZ-726.61-オカ

52
加古里子絵本への道 :遊びの世界か
ら科学の絵本へ

加古里子 著 福音館書店 1999 KC511-G58 YZ-726.61-カコ

53
別冊太陽 :日本のこころ248：かこさ
とし

平凡社 2017 Z23-238 YZ-726.61-カコ

54
未明童話を彩る童画家川上四郎展 : 
小川未明文学館特別展

上越市 2007 Y121-H7521 YZ-726.61-カワ

55
五味太郎絵本図録 =Gomi Taro 
Picture Book Catalogue

五味太郎 著 ; 五味太郎, 内海
陽子 構成・執筆

青幻舎 2016 KC511-L100 YZ-726.61-ゴミ

56 酒井駒子小さな世界
酒井駒子 [画] ; Pooka編集部 
編

学習研究社 2008 KC482-J70 YZ-726.61-サカ

57
佐野洋子 :あっちのヨーコこっちの
洋子

佐野洋子 [絵と文] ; オフィ
ス・ジロチョー 編

平凡社 2017 KC511-L112 YZ-726.61-サノ

58 スズキコージの大魔法画集 スズキコージ 著 平凡社 2007 KC482-H708 YZ-726.61-スズ
59 いきとしいけるもの : 瀬川康男画集  瀬川康男 絵 ; 講談社 編 講談社 2011 KC482-J350 YZ-726.61-セガ

60
武井武雄の世界展 : こどもの国の魔
法使い

武井武雄 [画] ; イルフ童画館, 
NHKサービスセンター 編

NHKサービスセン
ター

2014 KC511-L41 YZ-726.61-タケ

61 子どもの四季 竹久夢二 [画] 平凡社 1985 KC482-E36 YZ-726.61-タケ

62
激しく創った!! :田島征彦と田島征三
の半世紀

田島征彦, 田島征三 ほか著
メディアリンク
ス・ジャパン

2006 KC511-H85 YZ-726.61-タジ

63
谷内こうた画集 :ノルマンディー便
り

求竜堂 1995 KC482-G67 YZ-726.61-タニ

64 別冊太陽 :日本のこころ234:長新太 平凡社 2015 Z23-238 YZ-726.61-チヨ
65 長新太の脳内地図 長新太 [画] 東京美術 2015 KC511-L77 YZ-726.61-チヨ
66 出久根育作品集 :ねずの木と赤い実 出久根育 [著] 学研教育出版 2014 KC511-L61 YZ-726.61-デク

67 中谷千代子展 :どうぶつたちの詩
中谷千代子 [画] ; ちひろ美術
館 編

ちひろ美術館 c1998 KC511-G46 YZ-726.61-ナカ

68
絵本作家・西村繁男の世界展 :やこ
うれっしゃで出発!

西村繁男 [画] ; 神奈川文学振
興会 編

県立神奈川近代文
学館

2016 Y121-L10221 YZ-726.61-ニシ

69 それゆけ!長谷川義史くん 長谷川義史 著 小学館 2017 KC511-L117 YZ-726.61-ハセ
70 線と色彩の詩人 初山滋 [画] 平凡社 1985 KC482-E37 YZ-726.61-ハツ
71 遺言-丸木位里・俊の五十年 菅原憲義 著 青木書店 1996 KC229-G24 YZ-726.61-マル

72 村山知義童画集 村山知義 著 婦人之友社 2004
Y17-N04-
H1381

YZ-726.61-ムラ

73 茂田井武 茂田井武 著 河出書房新社 2001 KC229-G250 YZ-726.61-モタ

74
ぐりとぐら展 =Guri and Gura : 誕
生50周年記念

[中川李枝子, 山脇 (大村) 百合
子] [作] ; 朝日新聞社 編

朝日新聞社
c2014-
2015

KC511-L73 YZ-726.61-ナカ

75 和田誠の絵本の仕事
和田誠 [画] ; ふくやま美術館 
編

ふくやま美術館 2005 KC482-H732 YZ-726.61-ワダ

出展絵本作家に関連する資料
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76
童画のパイオニアたち :「赤い鳥」
「子供之友」「コドモノクニ」の画
家

茨城県近代美術館 編 茨城県近代美術館 1981 KC511-E72 YZ-726.5-ドウ

77
日本の童画.第1巻 (武内桂舟.川上四
郎.本田庄太郎)

第一法規出版 1981 KC511-52 YZ-726.5-ニホ

78
日本の童画.第2巻 (武井武雄.初山滋.
岡本帰一)

第一法規出版 1981 KC511-52 YZ-726.5-ニホ

79 日本の童画.第7巻 (いわさきちひろ.
味戸ケイコ.茂田井武)

第一法規出版 1981 KC511-52 YZ-726.5-ニホ

80
日本の童画.第8巻 (瀬川康男.田島征
三.丸木俊)

第一法規出版 1981 KC511-52 YZ-726.5-ニホ

81
日本の童画.第9巻 (赤羽末吉.梶山俊
夫.儀間比呂志)

第一法規出版 1981 KC511-52 YZ-726.5-ニホ

82
日本の童画.第10巻 (長新太.和田誠.
上野紀子)

第一法規出版 1981 KC511-52 YZ-726.5-ニホ

83
日本の童画.第13巻 (安野光雅.太田
大八.堀内誠一)

第一法規出版 1981 KC511-52 YZ-726.5-ニホ

84 絵本の作家たち.1
長新太 [ほか述] ; 小野明 聞き
手

平凡社 2002 KC511-H1 YZ-726.5-エホ

85 絵本の作家たち.2
太田大八, 井上洋介, 片山健, 
あべ弘士, たむらしげる, 村上
康成 [述] ; 小野明 聞き手

平凡社 2005 KC511-H65 YZ-726.5-エホ

86 絵本の作家たち.3

田畑精一, せなけいこ, いわむ
らかずお, 西巻茅子, 田島征三, 
伊勢英子, 伊藤秀男, 長谷川集
平 [述] ; 南谷佳世, 柴田こず
え 聞き手

平凡社 2005 KC511-H69 YZ-726.5-エホ

87 絵本の作家たち.4

かこさとし, 瀬川康男, 梶山俊
夫, 渡辺有一, 西村繁男, 谷内
こうた, きたやまようこ, いと
うひろし [述] ; 柴田こずえ, 
南谷佳世 聞き手

平凡社 2006 KC511-H78 YZ-726.5-エホ

88 絵本作家のアトリエ.1 福音館書店母の友編集部 著 福音館書店 2012 KC511-J110 YZ-726.5-エホ
89 絵本作家のアトリエ.2 福音館書店母の友編集部 著 福音館書店 2013 KC511-L9 YZ-726.5-エホ
90 絵本作家のアトリエ.3 福音館書店母の友編集部 著 福音館書店 2014 KC511-L40 YZ-726.5-エホ

91
絵本をひらくと : ちひろ美術館世界
の絵本原画コレクション展

静岡市美術館 編 ; ちひろ美術
館 監修

静岡市美術館 2015 KC511-L87 YZ-726.5-エホ

出展絵本作家に関連する資料
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