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注：デジタル化図書については、原則として原本はご利用いただけません。

No. 書名 著者名 出版事項 請求記号

1 世界図絵
J.A.コメニウス 著
井ノ口淳三 訳

平凡社, 1995 FA5-G5

2 信貴山縁起繪
 [鳥羽僧正] [画]
秋山光和 監修

丸善, 2002
YR1-H4
（東京本館）

3 源氏物語繪巻
 [藤原隆能] [画]
秋山光和, 徳川美術館, 五島美術館
監修

丸善, 2003
YR1-H6
（東京本館）

4 鳥獣人物戯画 秋山光和 監修 丸善, 2004
YR1-H14
（東京本館）

5 日本風俗図絵 : 江戸木版画集. 12 黒川真道 編 柏書房, 1983
GB374-24
（東京本館）

6 富嶽百景 葛飾北斎 筆 芸艸堂, 2014
W166-L13
（東京本館）

7 妖精の国で
R.ドイル 絵
W.アリンガム 詩
矢川澄子 訳

筑摩書房, 1988
KS151-E48
（東京本館）

8 いないいないばあ
松谷みよ子 文
瀬川康男 絵

童心社, 1967
Y17-267
（デジタル化）

9 はらぺこあおむし
エリック=カール 作・絵
もりひさし 訳

偕成社, 1976 Y17-4826

10 わたしのワンピース 西巻茅子 著 こぐま社, 1969 Y17-609

11 絵で見る日本の歴史 西村繁男 作 福音館書店, 1985 Y2-736

12 百年の家
ロベルト・インノチェンティ 絵
J.パトリック・ルイス 作
長田弘 訳

講談社, 2010 Y18-N10-J109

13 エリカ奇跡のいのち
ルース・バンダー・ジー 文
ロベルト・インノチェンティ 絵
柳田邦男 訳

講談社, 2004 Y2-N04-H157

14 絵で見るある町の歴史
スティーブ・ヌーン 絵
アン・ミラード 文
松沢あさか, 高岡メルヘンの会 訳

さ・え・ら書房, 2000 Y2-N00-131

15 ちいさいおうち
バージニア・リー・バートン 文・
絵
いしいももこ 訳

岩波書店, 1965
Y17-42
（デジタル化）

16 旅の絵本 安野光雅 著 福音館書店, 1977 Y17-5181

17 14ひきのあさごはん いわむらかずお さく 童心社, 1983 Y17-9550

18 14ひきのぴくにっく いわむらかずお さく 童心社, 1986 Y18-2366

「絵本というメディアの可能性」紹介資料リスト

（本館）　→　国立国会図書館東京本館で所蔵

（デジタル化）　→　「国立国会図書館デジタルコレクション」（館内・図書館送信対象館内限定公開）
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19 ピンク、ぺっこん 村上康成 作・絵 徳間書店, 2000 Y17-N00-787

20 ピンク!パール! 村上康成 作・絵 徳間書店, 2000 Y17-N00-934

21
ぼくはくまのままでいたかったの
に…

イエルク・シュタイナー ぶん
イエルク・ミュラー え
おおしまかおり やく

ほるぷ出版, 1978 Y18-N06-H36

22 エゾオオカミ物語 あべ弘士 作 講談社, 2008 Y17-N09-J86

23 しまふくろうのみずうみ 手島圭三郎 絵・文 リブリオ出版, 2001 Y17-N01-179

24 ふくしまからきた子
松本猛, 松本春野 作
松本春野 絵

岩崎書店, 2012 Y17-N12-J342

25 そつぎょう
松本猛, 松本春野 作
松本春野 絵

岩崎書店, 2015 Y17-N15-L267

26 ひろしまのピカ 丸木俊 え・文 小峰書店, 1980 Y17-7130

27 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 Y1-N12-J287

28 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川義史 作・絵 教育画劇, 2007 Y17-N07-H1081

29 ゆきのひ
E.J.キーツ ぶん・え
きじまはじめ やく

偕成社, 1969 Y17-606

30 絵本アフリカの人びと
ディロン夫妻 絵
マスグローブ 文
西江雅之 訳

偕成社, 1982 Y1-405

31 むこうがわのあのこ
ジャクリーン・ウッドソン 文
E.B.ルイス 絵
さくまゆみこ 訳

光村教育図書, 2010 Y18-N11-J63

32 おじいちゃん
ジョン・バーニンガム さく
たにかわしゅんたろう やく

ほるぷ出版, 1985 Y18-1412
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