
　国立国会図書館国際子ども図書館展示会 (第4版　2012.2.14～8.19）

開催期間：　平成２３年２月１９日（土）～
休 館 日 ：   月曜日、国民の祝日・休日（こどもの日を除く）、年末年始、第３水曜日（資料整理休館日）
開館時間：　午前９時３０分～午後５時
会　　場：   国際子ども図書館 本のミュージアム
主　　催：   国立国会図書館国際子ども図書館

展示している本や関連する児童文学者の作品は、以下により、閲覧することができます。
⇒１階の＜世界を知るへや＞で、関連小展示「手に取る日本の児童文学者たち」を開催しています。

⇒請求記号の後に★印のあるものは、初版や版違いの原文画像を国立国会図書館のインターネットサイト

 「近代デジタルライブラリー」で、デジタル画像で閲覧することができます。（http://kindai.ndl.go.jp/index.html）

　2階の第一資料室でデジタル化資料（画像データ）をご覧いただける場合があります。
　詳しくは、第一資料室カウンター職員にお尋ねください。

書誌事項について
・展示資料の書名、著者名等は、原則として国立国会図書館の目録を採用しています。
・No.は、展示資料と一致します。資料保護のため、展示替えを行う場合があります。
　網掛けがしてある資料は、2012年2月14日に展示替えをした資料、または4/17、6/19に展示替えをする資料です。
・請求記号がYAZ、YD、YDMで始まる資料は、マイクロ資料もしくはデジタル画像でご利用いただけます。
・[ ] および〔 〕は、主に確認が取れていない事項に使用しています。
・ペンネーム等により、同一人物を複数の名前で表記している場合があります。
　巌谷小波・巌谷漣・漣山人・大江小波は同一人物です。池田宣政・南洋一郎もまた同一人物です。

No. 資料名　※『』は雑誌名 著者等 出版者 出版年 請求記号

第１章　『赤い鳥』創刊から戦前まで ― 「童話」の時代

1 -1 『赤い鳥 複製版』
※展示は1巻4号（表紙は複製）

日本近代文学館 1968（昭和43） Z13-889

2 -2
『おとぎの世界　復刻版』
※展示は1年1号

野口文光堂 〔編〕 岩崎書店 1984（昭和59） Z32-B102

3
日本児童文学館 : 名著複刻. 9
トンボの眼玉

北原白秋 著
矢部季,清水良雄,
初山滋 画

ほるぷ出版 1971（昭和46） KH6-23

4
『金の船・金の星 複刻版』
※展示は1巻1号

金の星社 〔編〕 ほるぷ出版 1983（昭和58） Z32-B88

5 -1 『童話』 ※展示は7年1号 コドモ社
[1920]-[1926]
（大正9-15）

Z32-B311

6
赤い鳥の本  第1冊
古事記物語 上巻

鈴木三重吉 著
清水良雄 插画

ほるぷ出版 1969（昭和44） KH6-4★

7
赤い鳥の本  第3冊
鸚鵡と時計

西条八十 著
清水良雄,
加藤まさを 画

ほるぷ出版 1969（昭和44） KH6-4

8
近代文学館 : 名著複刻全集.
〔83〕赤い蝋燭と人魚

小川未明 著 日本近代文学館 1969（昭和44） KH6-27

9
日本児童文学館 : 名著複刻.
第2集 14
こがね丸 : 三十年目書き直し

巌谷小波 著 ほるぷ出版 1974（昭和49） KH6-23

　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　展示リスト

　また、概ね1968（昭和43）年以前に刊行された図書及び1970（昭和45）年以前に刊行された児童雑誌について

Japanese Children's Literature : A History from the International Library of Children's Literature Collections

展示順路図 ▼ 
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No. 資料名　※『』は雑誌名 著者等 出版者 出版年 請求記号

10
日本児童文学館 : 名著複刻. 12
十五夜お月さん

野口雨情 著
本居長世 曲
岡本帰一 画

ほるぷ出版 1971（昭和46） KH6-23

11 まざあ・ぐうす : 英国童謡集 北原白秋 訳 大空社 1997（平成9）
Y8-M98-111
★

12
日本児童文学館 : 名著複刻. 14
一房の葡萄

有島武郎 著 ほるぷ出版 1971（昭和46） KH6-23

13
『少女倶楽部』
※展示は4巻7号

大日本雄弁会
講談社

[1923]-1946
（大正12-昭和21）

Z32-411

14 -2
近代文学館 : 名著複刻全集.
〔84〕　椋鳥の夢

浜田広介 著 日本近代文学館 1969（昭和44） KH6-27

15
近代文学館 : 名著複刻全集.
〔91〕注文の多い料理店

宮沢賢治 著 日本近代文学館 1969（昭和44） KH6-27

16 -1
ピノチオ :
あやつり人形の冒險 : 童話

C.Collodi [原著]
佐藤春夫 譯著

改造社 1925（大正14） Y9-N05-H224

17 -1 神州天馬侠. 第2卷 吉川英治 著
大日本雄辯會
講談社

1927（昭和2）(26
版:1930（昭和5）)

Y8-N03-H1190

18 -1
複刻絵本絵ばなし集. 〔10〕
画とお話の本  大男と一寸法師

楠山正雄 文
河目悌二 画

ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20★

19
赤い鳥の本  第15冊
夢の卵

豊島与志雄 著
鈴木淳 装画

ほるぷ出版 1969（昭和44） KH6-4★

20 -1 あゝ玉杯に花うけて 佐藤紅緑 著 講談社 1970（昭和45） KH537-20

21 -1 豹の眼 高垣眸 著
大日本雄辯會
講談社

1928（昭和3） Y8-N03-H1120

22 -1 日本童話集. 中
小川未明 著
岡本帰一 絵

アルス 1927（昭和2）
児乙部全集-
Ｎ-16

23 幼年童話集. 上
菊池寛 編
河目悌二 絵

文藝春秋社，
興文社

1927（昭和2） 児乙部全集-S-1

24 -1
日本児童文学館 : 名著複刻.
第2集 22　苦心の学友

佐々木邦 著 ほるぷ出版 1974（昭和49） KH6-23

25 -2 三つの宝
芥川竜之介 著
小穴隆一 画

改造社 1928（昭和3） 553-26

26 -1
日本児童文学館 : 名著複刻.
第2集 25　級長の探偵

川端康成 著
深沢省三,深沢紅子
 装幀・絵

ほるぷ出版 1974（昭和49） KH6-23

27
日本児童文学館 : 名著複刻.23
トテ馬車 : 童話集

千葉省三 著 ほるぷ出版 1971（昭和46） KH6-23

28
日本児童文学館 : 名著複刻.
第2集 21　ワンワンものがたり

千葉省三 著 ほるぷ出版 1974（昭和49） KH6-23

29 -1 敵中横断三百里 山中峯太郎 著 講談社 1970（昭和45） KH718-11

30 -2
のらくろ二等卒（『少年倶楽部』
複製版 18巻3号）

田河水泡〔著〕 講談社 1970（昭和45） Z32-559

31
日本児童文学館 : 名著複刻.
第2集 23　小さい同志 :
プロレタリア童謡集

槙本楠郎,
川崎大治 共編

ほるぷ出版 1974（昭和49） KH6-23

32
ごん狐
（『赤い鳥 複製版』 [復刊]
　3巻1号）

新美南吉〔著〕 日本近代文学館 1968（昭和43） Z13-890

33 -1 吼える密林 : 猛獣征服 南洋一郎 著 講談社 1970（昭和45） KH177-7

34
複刻絵本絵ばなし集. 〔17〕
赤ノッポ青ノッポ

武井武雄 文画 ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20

35
日本児童文学館 : 名著複刻. 27
魔法 : 坪田譲治童話集

坪田譲治 著 ほるぷ出版 1971（昭和46） KH6-23

36
心に太陽を持て :
-胸にひびく話- 二十篇

山本有三 著 新潮社 1935（昭和10） Y8-N03-H896

37 -2
怪人二十面相
（『少年倶楽部』23巻1号）

江戸川乱歩 〔著〕 講談社 1936（昭和11） Z32-387

38 -1
日本児童文学館 : 名著複刻. 28
七階の子供たち :
塚原健二郎童話集

塚原健二郎 著 ほるぷ出版 1971（昭和46） KH6-23

39 -1 君たちはどう生きるか
吉野源三郎 著
脇田和 絵

新潮社 1949（昭和24） 児15-Y-1

40 熊のプーさん
A.A.ミルン 著
石井桃子 訳
E.H.シェパード 絵

英宝社 1950（昭和25） 児93-M-41

41 -2
ドリトル先生物語全集. 1
ドリトル先生アフリカゆき

ロフティング 作・絵
井伏鱒二 訳

岩波書店 1961（昭和36） 児933-cL82d★

42
日本児童文学館 : 名著複刻. 31
おぢいさんのランプ

新美南吉 著 ほるぷ出版 1971（昭和46） KH6-23★

43 -1
日本児童文学館 : 名著複刻.
第2集 31　動物ども

椋鳩十 著 ほるぷ出版 1974（昭和49） KH6-23

44 -2 歌のじょうずなカメ
坪田譲治 著
田坂乾 絵

新潮社 1948（昭和23） 児93-T-23
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No. 資料名　※『』は雑誌名 著者等 出版者 出版年 請求記号

第２章　戦後から1970年代まで ― 「現代児童文学」の出発

45 -1 『銀河』 ※展示は1巻1号 新潮社
1946－1949
（昭和21－24）

①Z32-B250
②YAZ-1

46 -1 ノンちゃん雲に乗る 石井桃子 著 光文社 2005（平成17） Y8-N06-H8

47 -1
ビルマの竪琴（『赤とんぼ 復
刻版』2巻3号）

竹山道雄〔著〕
猪熊弦一郎 さしえ

大空社 2010（平成22） Z32-B459

48
ラクダイ横丁
（『銀河』3巻2号)

オカモトヨシオ〔著〕
ナカニシ・トシオ 絵

新潮社 1948（昭和23）
①Z32-B250
②YAZ-1

49
『少年少女』
※展示は1巻8・9合併号

中央公論社
1948－1951
（昭和23－26）

①Z32-B252
②YAZ-2

50 宝島
スティーブンソン 著
佐々木直次郎 訳

岩波書店 1950（昭和25) 児933-cS84tS

51 二十四の瞳
壺井栄 著
森田元子 絵

光文社 1952（昭和27) 児913.6-Tu643n

52 -1
『童苑』
※展示は20週年記念号

早大童話会 [編] びわの実会 1953（昭和28） Z32-379

53 -2
国分一太郎児童文学集. 2
鉄の町の少年

〔国分一太郎 著〕
小林与志 絵

小峰書店 1967（昭和42） Y7-1109

54 -2 ながいながいペンギンの話
いぬいとみこ 著
山田三郎 絵

理論社 1963（昭和38） 児913.8-I483nr

55 -1 だれも知らない小さな国 佐藤暁 著　若菜珪 絵 講談社 1959（昭和34） 児913.8-Sa867d

56 木かげの家の小人たち
いぬいとみこ 著
吉井忠 絵

福音館書店 1967（昭和42） Y7-809

57 -1 赤毛のポチ
山中恒 著
しらいみのる 絵

理論社 1960(昭和35) 児913.6-Y386a

58 -3
松谷みよ子全集. 5.
竜の子太郎

〔松谷みよ子 著〕
久米宏一 絵

講談社 1971（昭和46） Y7-2801

59 -2 山のむこうは青い海だった
今江祥智 作
長新太 絵

理論社 1978（昭和53） Y7-6611

60 ぼくは王さま
寺村輝夫 著
和田誠 絵

理論社 2000（平成12） Y8-N00-78

61 ちびっこカムのぼうけん
神沢利子 著
山田三郎 絵

理論社 1999（平成11） Y8-M99-428

62 -1 ぬすまれた町
古田足日 作
久米宏一 え

理論社 1972（昭和47） Y7-2998

63 いやいやえん
中川李枝子 著
大村百合子 絵

福音館書店 1962（昭和37） 児913.8-N299i

64 -1
ぴいちゃぁしゃん :
ある少年兵のたたかい

乙骨淑子 作
滝平二郎 え

理論社 1975(昭和50） Y7-4760

65 ちいさいモモちゃん
松谷みよ子 著
菊池貞雄 絵

講談社 1974（昭和49） Y8-N00-172

66 -2 あほうの星
長崎源之助 作
山中冬児 絵

理論社 1976（昭和51） Y7-5495

67 チョコレート戦争
大石真 著
北田卓史 絵

理論社 1999（平成11） Y8-M99-394

68 目をさませトラゴロウ
小沢正 著
井上洋介 絵

理論社 2000（平成12） Y8-N00-403

69 肥後の石工
今西祐行 著
井口文秀 絵

実業之日本社 1965（昭和40） Y7-383

70 天使で大地はいっぱいだ
後藤竜二 著
市川禎男 絵

講談社 1967（昭和42） Y7-669

71 ヤン
前川康男 著
久米宏一 絵

実業之日本社 1967（昭和42） Y7-854

72 ベロ出しチョンマ
斎藤隆介 著
滝平二郎 絵

理論社 2000（平成12） Y8-N00-619

73 車のいろは空のいろ
あまんきみこ 作
北田卓史 絵

ポプラ社 1968（昭和43） Y8-N03-H1000

74 -1 ほろびた国の旅 三木卓 著 講談社 2009（平成21） Y8-N09-J883

75 -1 教室二〇五号
大石真 著
斎藤博之 絵

実業之日本社 1969（昭和44） Y7-1473

76 くまの子ウーフ
神沢利子 作
井上洋介 絵

ポプラ社 2001（平成13） Y8-N01-476

77 -1 ボクちゃんの戦場
奥田継夫 作
しらいみのる 絵

理論社 1984（昭和59） Y8-2063

78 グリックの冒険
斎藤惇夫 作
藪内正幸 画

岩波書店 1982（昭和57） Y8-278

79 -1 さらばハイウェイ
砂田弘 著
小野田俊 絵

偕成社 1970（昭和45） Y7-2320

80 トンカチと花将軍
舟崎克彦,
舟崎靖子 作

福音館書店 1971（昭和46） Y7-2445

81 -1 うみのしろうま
山下明生 作
長新太 絵

実業之日本社 1972（昭和47） Y7-3335

82 地べたっこさま
さねとうあきら 作
井上洋介 絵

理論社 1972（昭和47） Y7-2983
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No. 資料名　※『』は雑誌名 著者等 出版者 出版年 請求記号

83 -1 風と木の歌 安房直子 著　司修 絵 実業之日本社 1972（昭和47） Y7-3119

84 でんでんむしの競馬
安藤美紀夫 著
福田庄助 絵

偕成社 1972（昭和47） Y7-3315

85 ことばあそびうた
谷川俊太郎 詩
瀬川康男 絵

福音館書店 1973（昭和48） Y17-4075

86 -2 光車よ、まわれ! 天沢退二郎 著 筑摩書房 1973（昭和48） Y8-N11-J279
87 ぽっぺん先生と帰らずの沼 舟崎克彦 文・絵 筑摩書房 1974（昭和49） Y7-4113

88 おとうさんがいっぱい
三田村信行 作
佐々木マキ 絵

理論社 2003（平成15） Y8-N03-H233

第３章　1980年代から1999年まで ― 児童文学の現在

89 兎の眼
灰谷健次郎 作
長谷川知子 絵

理論社 1974（昭和49） Y7-4211

90 霧のむこうのふしぎな町
柏葉幸子 文
杉田比呂美 絵

講談社 2006（平成18） Y8-N06-H988

91 それいけズッコケ三人組
那須正幹 作
前川かずお 絵

ポプラ社 1978（昭和53） Y7-6567

92 おかしな金曜日
国松俊英 作
大古尅己 絵

偕成社 1978（昭和53） Y7-6889

93 -1 ぼくらは海へ
那須正幹 作
安徳瑛 絵

偕成社 1980（昭和55） Y7-7905

94 はれときどきぶた 矢玉四郎 作・絵 岩崎書店 1980（昭和55） Y7-8281

95 -2 ズボン船長さんの話
角野栄子 作
鴨沢祐仁 画

福音館書店 1989（平成元） Y8-6573

96
てつがくのライオン ：
工藤直子少年詩集

工藤直子 著
佐野洋子 絵

理論社 1982（昭和57） Y7-9484

97 電話がなっている
川島誠 作
長谷川集平 絵

国土社 1985（昭和60） Y8-2581

98 少年時代の画集
森忠明 著
藤川秀之 絵

講談社 1985（昭和60） Y8-2978

232 きいろいばけつ
もりやまみやこ 作
つちだよしはる 絵

あかね書房 1985（昭和60） Y8-2517

99 火の王誕生
浜たかや 著
建石修志 絵

偕成社 1986（昭和61） Y8-3223

100 学校ウサギをつかまえろ 岡田淳 さく・え 偕成社 1986（昭和61） Y8-3825

101 ぼくのお姉さん
丘修三 著
かみやしん 絵

偕成社 1986（昭和61） Y8-3821

102 ルドルフとイッパイアッテナ
斉藤洋 作
杉浦範茂 絵

講談社 1987（昭和62） Y8-4348

103 海のメダカ
皿海達哉 著
長新太 絵

偕成社 1987（昭和62） Y8-4686

104 空色勾玉 荻原規子 作 徳間書店 1996（平成8） Y9-2910
105 つめたいよるに 江国香織 作 理論社 1991（平成3） KH95-E170
106 -1 お引越し ひこ・田中 作 福武書店 1990（平成2） Y8-7577

107 クヌギ林のザワザワ荘
富安陽子 作
安永麻紀 絵

あかね書房 1990（平成2） Y8-7419

108 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
109 夏の庭 ： The friends 湯本香樹実 作 徳間書店 2001（平成13） Y8-N01-315
110 西の魔女が死んだ 梨木香歩 著 小学館 1996（平成8） Y9-2427

111 精霊の守り人
上橋菜穂子 作
二木真希子 絵

偕成社 1996（平成8） Y9-2886

112 バッテリー
あさのあつこ 作
佐藤真紀子 絵

教育画劇 1996（平成8） Y8-M98-6

113 ぼくらのサイテーの夏
笹生陽子 作
やまだないと 絵

講談社 1996（平成8） Y9-2804

114 アルマジロのしっぽ
岩瀬成子 著
渡辺洋二 絵

あかね書房 1997（平成9） Y8-M98-193

115 イグアナくんのおじゃまな毎日
佐藤多佳子 作
はらだたけひで 絵

偕成社 1997（平成9) Y8-M98-178

116 カラフル 森絵都 作 理論社 1998（平成10) Y8-M99-92

117 鬼の橋
伊藤遊 作
太田大八 画

福音館書店 1998（平成10) Y8-M99-182

118 十一月の扉 高楼方子 著 リブリオ出版 1999（平成11) Y8-M99-691

第４章　現代の絵本 ― 戦後から1999年まで

119 -1 家なき子
エクトル・マロー 原作
林芙美子 著
須田寿 絵

新潮社 1949（昭和24） 児94-H-1

120 -1 日本一ずくし
関屋五十二 著
大貫松三等 絵

新潮社 1949（昭和24） Y17-1614

121 -1 おかあさん だいすき 岩波書店 編 岩波書店 1954（昭和29） Y18-N03-H502

122 -1
ビップとちょうちょう（『こど
ものとも 復刻版』1号）

与田凖一 作
堀文子 画

福音館書店 1996（平成8） Z32-B103
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No. 資料名　※『』は雑誌名 著者等 出版者 出版年 請求記号

123 セロひきのゴーシュ
宮沢賢治 著
茂田井武 絵

福音館書店 1966（昭和41） Y7-471

124 ぐりとぐら
なかがわりえこ,
おおむらゆりこ 〔著〕

福音館書店 1967（昭和42） Y17-M98-793

125 ぐるんぱのようちえん
西内みなみ さく
堀内誠一 え

福音館書店 1966（昭和41） Y17-M98-800

126 いないいないばあ
松谷みよ子 文
瀬川康男 絵

童心社 1967（昭和42） Y17-267

127 だいくとおにろく
松居直 再話
赤羽末吉 画

福音館書店 1967（昭和42） Y17-M98-801

128 わたしのワンピース 西巻茅子 著 こぐま社 1969（昭和44） Y17-609
129 ふしぎなえ 安野光雅 著 福音館書店 1971（昭和46) Y17-3472
130 ふきまんぶく 田島征三 文と絵 偕成社 1973（昭和48) Y17-3993

131 あめのひのおるすばん
岩崎ちひろ 絵・文
武市八十雄 案

至光社 1974（昭和49） Y17-8334

132 ねずみくんのチョッキ
なかえよしを 作
上野紀子 絵

ポプラ社 1974（昭和49） Y17-4254

133 おしいれのぼうけん
ふるたたるひ さく
たばたせいいち え

童心社 1974（昭和49） Y17-4289

134 かさ 太田大八 作・絵 文研出版 1975（昭和50） Y17-4545

233 はじめてのおつかい
筒井頼子 さく
林明子 え

福音館書店 1977（昭和52） Y17-5153

135 わたし
谷川俊太郎 ぶん
長新太 え

福音館書店 1981（昭和56） Y17-7926

136 さる・るるる 五味太郎 作・画 絵本館 1980（昭和55) Y17-7383
137 ひろしまのピカ 丸木俊 え・文 小峰書店 1980（昭和55) Y17-7130
138 キャベツくん 長新太 文・絵 文研出版 1980（昭和55) Y17-7209

139 はなのあなのはなし
やぎゅうげんいちろう
 さく

福音館書店 1982（昭和57） Y17-8999

140 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
141 おやすみなさいコッコさん 片山健 さく・え 福音館書店 1988（昭和63） Y18-3025

142
まがればまがりみち
（『こどものとも』 417号）

井上洋介 さく 福音館書店 1990（平成2） Z32-210

143 ゴリラにっき あべ弘士 作 小学館 1998（平成10） Y17-M99-131

144 森の絵本
長田弘 作
荒井良二 絵

講談社 1999（平成11) Y17-M99-1105

第５章　子どもの文学のはじまり
※資料名欄の《a》《b》は展示期間を表します。《a》2/14～4/15、6/19～8/19　《b》4/17～6/17

145
複刻絵本絵ばなし集. 〔1〕
赤本  花咲かぢぢい

竹内栄久 画 ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20★

146
複刻絵本絵ばなし集. 〔1〕
赤本  舌切すずめ

竹内栄久 画 ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20★

147
複刻絵本絵ばなし集. 〔1〕
赤本  猿蟹合戦

竹内栄久 画 ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20★

148
複刻絵本絵ばなし集. 〔1〕
赤本  桃太郎鬼ケ島でん

竹内栄久 画 ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20★

149 -1
Momotarô, ou, le Premier-né
de la Pêche 《a》

rendu en français
par J. Dautremer

Kōbunsha 1886（明治19）
①C-31
②YDM109826

149 -2 Momotaró  《b》 [エスパダ 訳] T.Hasegawa 1914（大正3） KH22-A77

150 -1 Momotaro 《a》
på svenska af
Konni Zilliacus

T.Hasegawa's
Tryckeri

[18--] Y18-B527

150 -2
Momotaro, oder, der Pfirschling
《b》

übers. von K. Florenz T. Hasegawa 1931（昭和6） Da-111

151 -1
『少年園 復刻版』
※展示は1巻1号

少年園　[編] 不二出版 1988（昭和63） Z24-977

152
『小国民　復刻版』
※展示は2年20号

不二出版
1998-1999
（平成10-11）

Z32-B417

153 -2
近代文学館：名著複刻全集.
[10]　こがね丸

漣山人　著 日本近代文学館 1968（昭和43） KH6-27

154
日本児童文学館 : 名著複刻. 1
鬼桃太郎

尾崎紅葉 著 ほるぷ出版 1971（昭和46） KH6-23

155 日本昔噺. 第1編　桃太郎
大江小波 述
東屋西丸 記
富岡永洗 画

臨川書店 1971（昭和46） KH22-57

156 -1
『少年世界』
※展示は1巻23号

博文館
1895-1933
（明治28-昭和8）

Z32-B239

157
日本児童文学館 : 名著複刻. 4
海底軍艦 : 海島冒険奇譚

押川春浪 著 ほるぷ出版 1971（昭和46） KH6-23

158
『幼年畫報』
※展示は8巻1号

博文館 [1906]-（明治39-） Z32-B291

159 『日本少年』※展示は8巻14号 実業之日本社　[編] 実業之日本社
[1906]-[1938]
（明治39－昭和13）

①Z32-B246
②YAZ5-1
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No. 資料名　※『』は雑誌名 著者等 出版者 出版年 請求記号

160 -1
複刻絵本絵ばなし集　[3]
お伽画帖　一寸法師

巌谷小波 文
鰭崎英朋 画

ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20

161
複刻絵本絵ばなし集.〔4〕
日本一ノ画噺　ウラシマ／
ザウノアソビ／カチカチヤマ

巌谷小波 文
岡野栄,杉浦非水 画

ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20

162
『幼年の友』
※展示は5巻1号

實業之日本社 [190-]-[19--] Z32-B272

163
日本児童文学館 : 名著複刻. 5
赤い船 : おとぎはなし集

小川未明 作
渡辺ヨヘイ 画

ほるぷ出版 1971（昭和46） KH6-23

164 -3
復刻立川文庫傑作選.　[14]
猿飛佐助

雪花山人 著 講談社 1974（昭和49） KH6-130

165 -2
『コドモ』
※展示は10巻10号

コドモ社 [1914]-[19--] Z32-B165

166
『子供之友』
※展示は3巻7号

婦人之友社
[1914]-1943
（大正3-昭和18）

Z32-B156

167 -1 芳水詩集 有本芳水 著 実業之日本社 1914（大正3）
①特110-52
②YD5-H-特
110-52

168
日本児童文学館 : 名著複刻.
第2集 8　八つの夜

与謝野晶子 著 ほるぷ出版 1974（昭和49） KH6-23★

169
『少女の友』
※展示は4巻5号

實業之日本社
[1908]-[1955]
（明治41‐昭和30）

Z32-412

170 『良友』 ※展示は1年12号 コドモ社 [1916]-（大正5-） Z32-B259

171
『少女画報』
※展示は1年7号

新泉社
（20年6号までの
出版者: 東京社）

[1912]-[1942]
（大正1-昭和17）

Z32-551

172
複刻絵本絵ばなし集.〔8〕
お伽草紙　動物の巻

巌谷小波 文
竹久夢二 画

ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20

173
複刻絵本絵ばなし集.〔8〕
お伽草紙　ポンチの巻

巌谷小波 文
川端龍子 画

ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20

174
日本児童文学館 : 名著複刻.
第2集 12　花物語.　第1集

吉屋信子 著 ほるぷ出版 1974（昭和49） KH6-23

175
『コドモノクニ』
※展示は10巻3号

東京社
[1922]-[1944]
（大正11-昭和19）

Z32-B158

176
『コドモアサヒ』
※展示は2巻4号

朝日新聞社
1923-[1942]
（大正12-昭和17）

Z32-B163

177 どんたく絵本. 1 竹久夢二 編 [ほるぷ出版] [1985]（昭和60） Y17-N09-J16
178 どんたく絵本. 2 竹久夢二 編 [ほるぷ出版] [1985]（昭和60） Y17-N09-J17
179 どんたく絵本. 3 竹久夢二 編 [ほるぷ出版] [1985]（昭和60） Y17-N09-J18

180
複刻絵本絵ばなし集.〔12〕
正チャンの冒険. 5

織田小星 文
東風人 画

ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20

181
複刻絵本絵ばなし集.〔12〕
正チャンの冒険. 6

織田小星 文
東風人 画

ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20

182
『キンダーブック』
※展示は3輯11編

日本玩具研究會 編 フレーベル館
[1927]-1942
（昭和2-17）

Z32-B155

183 -1
複刻絵本絵ばなし集.〔11〕
コドモエホンブンコ 舌切雀

武井武雄 文画 ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20

184 -1
複刻絵本絵ばなし集〔16〕
絵噺世界幼年叢書
ミエバウノヒヨッコ

大木惇夫 文
吉見享二 画

ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20

185
複刻絵本絵ばなし集.〔16〕
絵噺世界幼年叢書
ネコノシッポ

大木惇夫 文
村山知義 画

ほるぷ出版 1978（昭和53） KC511-20

186 乃木大将
〔伊藤幾久造〕〔絵〕
〔池田宣政〕〔文〕

大日本雄辯會
講談社

1936（昭和11） Y3-N03-H138

187
日本児童文学館 : 名著複刻.
第2集 27　たべるトンちゃん

初山滋 作 ほるぷ出版 1974（昭和49） KH6-23

188
『コドモノヒカリ』
※展示は5巻7号

子供研究社→
帝國教育會
出版部

[1937]-[1944]
（昭和12-19）

Z32-B166

189 -4 ヤギトヒツジ 巽聖歌 著  中尾彰 繪 帝國教育會出版 1941(昭和16) Y8-N04-H323

190 -1 川の家のともだち
塚原健二郎 文
中尾彰 画

中央出版協會 1944（昭和19) Y8-N04-H316

191
複刻絵本絵ばなし集.〔20〕
新日本幼年文庫
プークマウークマ

佐藤義美 文
脇田和 画

ほるぷ出版 1978（昭和53) KC511-20

192 -1
複刻絵本絵ばなし集. 〔22〕
少国民絵文庫 ニッポンのアマ

平塚武二 文
小山内龍 画

ほるぷ出版 1978（昭和53) KC511-20
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No. 資料名　※『』は雑誌名 著者等 出版者 出版年 請求記号

童謡

193
日本児童文学館 : 名著複刻.
付録　小学唱歌集. 初編

文部省音楽取調掛
 編纂

ほるぷ出版 1971（昭和46） KH6-23★

194 花咲爺さん 北原白秋 著 大空社 1996（平成8） Y9-3060★
195 赤い鳥童謠集 北原白秋 編 大空社 1997（平成9） Y8-M98-121
196 青い眼の人形 : 野口雨情童謡集 野口雨情 著 大空社 1996（平成8） Y9-3068
197 少女純情詩集 西条八十 著 大空社 1996（平成8） Y9-3057

198
日本児童文学館 : 名著複刻.
第2集 15　真珠島 : 童謡集

三木露風 著 ほるぷ出版 1974（昭和49） KH6-23

199 お日さま : 童謡集 三木露風 著 大空社 1996（平成8） Y9-3067
200 日本童謡集 与田凖一 編 岩波書店 1957（昭和32） 911.58-Y677n

201 野ゆき山ゆき　新版
与田凖一 作
石倉欣二 絵

大日本図書 1990（平成2） Y8-7164

202
明るいほうへ :
金子みすゞ童謡集

金子みすゞ 著
矢崎節夫 選

JULA出版局 1995（平成7） Y9-1426

203 美しい町. 下
金子みすゞ 著
矢崎節夫 監修

JULA出版局 2003（平成15） KH248-H85

204 てんぷらぴりぴり
まど・みちお 著
杉田豊 絵

大日本図書 1968（昭和43） Y7-1117

205 まど・みちお全詩集　新訂版
まど・みちお 著
伊藤英治 編

理論社 2001（平成13） KH335-G661

206 雪と驢馬 : 童謠集 巽聖歌 著 大空社 1997（平成9） Y8-M98-119

207 サッちゃん
阪田寛夫 詩
和田誠 絵

国土社 2002（平成14） Y8-N03-H43

208 夕日がせなかをおしてくる
阪田寛夫 詩
高畠純 絵

国土社 1983（昭和58） Y17-9485

209
おかあさん : サトウハチロー・
いわさきちひろ詩画集

サトウハチロー 詩
いわさきちひろ 絵

講談社 1989（平成1） Y8-6471

210 誰もしらない
谷川俊太郎 詩
杉浦範茂絵

国土社 2002（平成16） Y8-N03-H42

211 のはらうた. 1 工藤直子 著 童話屋 1984（昭和59） KH297-911

国語教科書と児童文学

212
ひろがることば
しょうがくこくご1. 下

教育出版 2002（平成14） Y311-H77

213 ふたりはともだち
ｱｰﾉﾙﾄﾞ・ﾛｰﾍﾞﾙ 作
三木卓 訳

文化出版局 1972（昭和47） Y17-3887

214 -2 こくご二 たんぽぽ. 上 光村図書出版 2011（平成23） Y311-J26 

215
スイミー : ちいさなかしこい
さかなのはなし

レオ・レオニ 作
谷川俊太郎 訳

好学社 1994（平成6） Y18-M98-337

216 国語三年 : あおぞら. 下 光村図書出版 2002（平成14） Y311-H80

217 ちいちゃんのかげおくり
あまんきみこ 作
上野紀子 絵

あかね書房 1982（昭和57） Y7-9969

218 -2
みんなと学ぶ小学校国語四年.
上

学校図書 2011（平成23） Y311-J16

219 白いぼうし
あまんきみこ 作
北田卓史 絵

ポプラ社 2000（平成12） Y8-N00-218

220 新しい国語四. 下 東京書籍 2002（平成14） Y311-H95 

221 ごんぎつね
新美南吉 作
黒井健 絵

偕成社 1986（昭和61） Y18-2604 

222 ひろがる言葉小学国語5. 下 教育出版 2002（平成14） Y311-H106 

223 雪わたり
宮沢賢治 文
堀内誠一 画

福音館書店 1969（昭和44） Y7-1912 

224 -2
みんなと学ぶ小学校国語五年.
上

学校図書 2011（平成23） Y311-J17 

225 -1 注文の多い料理店
宮沢賢治 文
朝倉摂 絵

講談社 1971（昭和46） Y7-2448 

226 -2 国語六 ： 創造 光村図書出版 2011（平成23） Y311-J30 

227 やまなし
宮沢賢治 作
遠山繁年 絵

偕成社 1987（昭和62） Y18-2937

228 伝え合う言葉中学国語１年 教育出版 2002（平成14） Y331-H10

229 オッベルと象 ： 画本宮沢賢治
宮沢賢治 作
小林敏也 画

パロル舎 1987（昭和62） Y18-4567

230 -2 国語五：銀河 光村図書出版 2011（平成23） Y311-J29 

231 -1 大造じいさんとガン
椋鳩十 作
おのきがく 画

ポプラ社 1975（昭和50） Y17-4443

児童文学者コーナー　第３回：谷川俊太郎　 会　期：2012年 2/14（火）～8/19（日）
1 二十億光年の孤独 谷川俊太郎 著 サンリオ 1992（平成4） KH591-E12
2 うつむく青年：詩集 谷川俊太郎 著 サンリオ 1990（平成2） KH591-E5
3 はだか：谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎 著 筑摩書房 1988（昭和63） KH591-E2
4 にほんご 安野光雅〔ほか〕 編集 福音館書店 1979（昭和54） Y7-7782
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5 わらべうた. 上 谷川俊太郎 編 冨山房 1982（昭和57） Y8-245
6 わらべうた 谷川俊太郎 著 集英社 1981（昭和56） KH591-18
7 みみをすます 谷川俊太郎 著 福音館書店 1982（昭和57） Y7-9888

8 どきん : 谷川俊太郎少年詩集
谷川俊太郎 著
和田誠 絵

理論社 1983（昭和58） Y8-459

9 いちねんせい
谷川俊太郎 詩
和田誠 絵

小学館 1988（昭和63） Y18-2973

10 これはのみのぴこ
谷川俊太郎 作
和田誠 絵

サンリード 1989（昭和64） Y17-N00-249

11 けんはへっちゃら
谷川俊太郎 作
和田誠 絵

あかね書房 1965（昭和40） Y17-35-[7]

12 しのはきょろきょろ
谷川俊太郎 作
和田誠 絵

あかね書房 1969（昭和44） Y7-1458

13 ワッハワッハハイのぼうけん
谷川俊太郎 作
和田誠 絵

講談社 1971（昭和46） Y7-2832

14 こっぷ
谷川俊太郎 文
今村昌昭 写真
日下弘 AD

福音館書店 1976（昭和51） Y11-828

15 もこ もこもこ
たにかわしゅんたろう
さく
もとながさだまさ え

文研出版 [1977（昭和52）] Y17-5294

16 ひとり
谷川俊太郎 文
三輪滋 絵

ばるん舎 1982（昭和57） Y17-9386

17 ふたごのき
姉崎一馬 写真
谷川俊太郎 文

書房「樹」 1982（昭和57） Y17-9398

18 あな
谷川俊太郎 作
和田誠 画

福音館書店 1983（昭和58） Y17-9297

19 かわ
竹内敏信 写真
谷川俊太郎 詩

誠文堂新光社 1984（昭和59） Y18-820

20 よるのびょういん
谷川俊太郎 作
長野重一 写真

福音館書店 1985（昭和60） Y18-966

21 いっぽんの鉛筆のむこうに
谷川俊太郎 文
坂井信彦ほか 写真
堀内誠一 絵

福音館書店 1989（平成元） Y1-1270

22 ままですすきですすてきです
谷川俊太郎 ぶん
タイガー立石 え

福音館書店 1992（平成4） Y18-6520

23
アレクサンダとぜんまいねずみ
: ともだちをみつけたねずみの
はなし

レオ・レオニ 作
谷川俊太郎 訳

好学社 [1975（昭和50）] Y17-4474

24 おじいちゃん
ｼﾞｮﾝ･ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑ さく
たにかわしゅんたろう
やく

ほるぷ出版 1985（昭和60） Y18-1412

25 あるげつようびのあさ
ﾕﾘ･ｼｭﾙｳﾞｨｯﾂ 作
谷川俊太郎 訳

徳間書店 1994（平成6） Y18-10292

26
マザー・グース・ベスト
（第1・2・3集）

谷川俊太郎 訳
堀内誠一 絵

草思社 2000（平成12） KS164-G815

27 スヌーピーのスクールデイズ
ﾁｬｰﾙｽﾞ M.ｼｭﾙﾂ 作
谷川俊太郎 訳

角川書店 2010（平成22） Y16-N10-J30

28
鉄腕アトム（『谷川俊太郎：谷川
俊太郎ｳﾞｧﾗｴﾃｨ･ﾌﾞｯｸ「こ・ん・
に・ち・は」』）

谷川俊太郎 著 マガジンハウス 1999（平成11） KH591-G14

　詩集『二十億光年の孤独』で出発した谷川俊太郎のことばは、やがて、子ども読者にもむかいます。詩や絵本、童話、
翻訳など、子どもの本の世界でも幅広く活躍し、子どもたちのことばを深く豊かに掘り起こす仕事をつづけています。
　谷川俊太郎は、哲学者である父徹三と音楽学校出身の母多喜子の一人っ子として東京で育ちました。学校に対する違和
感をかかえていた都立豊多摩高校時代に、詩を書きはじめます。高校を卒業した年に、父の友人の三好達治の推薦で「ネ
ロ他五篇」が雑誌『文学界』に掲載され、詩人としてデビューすることになります。1952年には、第一詩集『二十億光年
の孤独』が刊行されました。デビュー作のひとつ「ネロ」は、ネロという死んだ小犬に呼びかけながら、子ども時代との
別れを語ります。第一詩集におさめられた作品のいくつかには、この宇宙に小さな命として生まれおちたことの孤独とか
なしみが、ずいぶん透明な感じで書かれています。
　つぎつぎと詩集を刊行して、詩人としての仕事を積み重ねると同時に、童話『けんはへっちゃら』(1965年)、絵本
『こっぷ』（1972年）、詩集『ことばあそびうた』（1973年）など、子どもの本も手がけるようになります。『マザー・
グースのうた』全5集（1975～76年）や、『スイミー』（1969年）をはじめとするレオ・レオニの絵本などの翻訳も数多
くあります。詩人のことばは、子どもの本の可能性を大きく広げていきました。
　『ことばあそびうた』や『わらべうた』（1981年）、『みみをすます』（1982年）などの詩集は、ひらがなばかりで書
かれています。これらは、子どもたちが声に出して読み、楽しむ詩であるとともに、思想性を深めながらも、声に出して
読むようなものではなくなってしまった、声という身体性をうしなった現代詩への批判にもなっています。谷川俊太郎の
文学は、子どもの本と子ども読者にかかわることによって、より豊饒なものになっていったのではないでしょうか。

☞谷川俊太郎（たにかわしゅんたろう、1931年～）

　宮沢賢治の童話は、賢治が貧しい現実に重ねて幻視した理想郷「イーハトヴ」の世界で展開します。
　賢治童話は現代の私たちに何を語ってくれるのか、あらためて、きいてみましょう。

☞次回予告　第４回児童文学者コーナー〔2012年 8/21（火）～ 〕：宮沢賢治（1896～1933年）
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