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国際子ども図書館開館 20周年記念展示会
「平成を彩った絵本作家たち」展示リスト 

会期：2020年 9月 29日（火）～12月 27日（日） 

※展示資料（デジタル化資料を除く）は、会期終了後は児童書研究資料室で

ご覧いただけます。 

※デジタル化資料は、国立国会図書館、当館児童書研究資料室の端末で

ご覧いただけます。 

国立国会図書館 国際子ども図書館 

昭和の名作絵本 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

1 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 
2010     

（初版：1967） 
Y17-M98-793 

2 かばくん 岸田衿子 さく, 中谷千代子 え 福音館書店 
1995     

（初版：1966） 
Y17-M98-798 

3 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男 さく, 山本忠敬 え 福音館書店 
1995     

（初版：1966） 
Y17-M98-794 

4 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 
1995     

（初版：1966） 
Y17-M98-800 

5 11ぴきのねこ 馬場のぼる 著 こぐま社 
1989     

（初版：1967） 

Y17-259 

（デジタル化資料） 

6 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子 さく/え 福音館書店 
1995     

（初版：1967） 
Y17-M98-797 

7 からすのパンやさん かこさとし 著 偕成社 1973 Y17-4059 

8 わたしのワンピース 西巻茅子 著 こぐま社 1969 Y17-609 

9 ねないこだれだ せなけいこ さく・え 福音館書店 1969 Y17-571 

10 しろくまちゃんのほっとけーき わかやまけん 著 こぐま社 1972 Y17-3895 

11 やっぱりおおかみ ささきまき さく・え 福音館書店 1977 Y17-5155 

12 キャベツくん 長新太 文・絵 文研出版 1980 Y17-7209 

13 ごろごろにゃーん 長新太 作・画 福音館書店 1984 Y18-47 

14 旅の絵本 安野光雅 著 福音館書店 1977 Y17-5181 

15 100万回生きたねこ 佐野洋子 作・絵 講談社 1977 Y17-5498 

16 みんなうんち 五味太郎 さく 福音館書店 1981 Y17-7927 

17 きんぎょがにげた 五味太郎 作 福音館書店 1982 Y17-8911 

18 じゃあじゃあびりびり まついのりこ さく 偕成社 1983 Y17-9587 

19 14ひきのあさごはん いわむらかずお さく 童心社 1983 Y17-9550 

20 とべバッタ 田島征三 作 偕成社 1988 Y18-3283 

 

作家 1 林明子 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

21 こんとあき 林明子 さく 福音館書店 1989 Y18-4137 

22 まほうのえのぐ 林明子 さく 福音館書店 1997 Y17-M98-98 

23 でてこいでてこい はやしあきこ さく 福音館書店 1998 Y17-M98-730 
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作家 2 片山健 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

24 タンゲくん 片山健 [著] 福音館書店 1992 Y18-7214 

25 大きい川小さい川 片山健 作 ほるぷ出版 1991 Y18-5741 

26 いいないいな かたやまけん さく 福音館書店 2014 Y17-N14-L973 

27 きはなんにもいわないの 片山健 [作] 学習研究社 2005 Y17-N05-H1185 

 

作家 3 武田美穂 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

28 となりのせきのますだくん 武田美穂 作・絵 ポプラ社 1991 Y18-6132 

29 ありんこぐんだんわはははははは 武田美穂 絵・文 理論社 2002 Y17-N02-538 

30 どーんちーんかーん 武田美穂 さく 講談社 2011 Y17-N11-J881 

31 たいふうのひ 武田美穂 作 講談社 2017 Y17-N17-L652 

 

作家 4 いとうひろし 

 

作家 5 宮西達也 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

37 おまえうまそうだな 宮西達也 作絵 ポプラ社 2003 Y17-N03-H373 

38 きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西達也 作・絵 鈴木出版 1998 Y17-M99-353 

39 ちゅーちゅー 宮西達也 作絵 鈴木出版 2010 Y17-N10-J111 

40 シニガミさん 宮西達也 作絵 えほんの杜 2010 Y17-N10-J908 

 

作家 6 あべ弘士 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

41 どうぶつえん物語 あべ弘士 作 絵本館 1994 Y18-9279 

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

43 宮沢賢治「旭川。」より あべ弘士 文・画 BL出版 2015 Y17-N15-L202 

44 クマと少年 あべ弘士 作 ブロンズ新社 2018 Y17-N18-L521 

 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

32 ルラルさんのにわ いとうひろし さく ほるぷ出版 1990 Y18-5015 

33 おさるになるひ いとうひろし 作・絵 講談社 1994 Y9-502 

34 だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし 作・絵 講談社 1995 Y18-10798 

35 くもくん いとうひろし 作 ポプラ社 1998 Y17-M99-304 

36 さいごのひみつ いとうひろし 作 小学館 2016 Y17-N16-L363 
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作家 7 駒形克己 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

45 Yellow to red = Du jaune au rouge Katsumi Komagata [著] One Stroke 
2014     

（初版：1994） 
Y17-N15-L40 

46 Little tree = Petit arbre 駒形克己 作 One stroke 2008 Y17-N13-L913 

47 ごぶごぶごぼごぼ 駒形克己 さく 福音館書店 1999 Y17-M99-716 

 

作家 8 新宮晋 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

48 じんべえざめ = WHALE SHARK 新宮晋 著 
文化学園      

文化出版局 
2013 Y17-N13-L487 

49 ことり 新宮晋 [作] 文化出版局 2007 Y17-N07-H506 

50 風の星 新宮晋 [作] 福音館書店 2004 Y17-N04-H369 

51 
ちいさなふしぎな森 =            

Un petit bois mystérieux 
新宮晋 作 BL出版 2015 Y17-N15-L767 

 

作家 9 スズキコージ 

 

作家 10 荒井良二 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

58 ユックリとジョジョニ 荒井良二 作 ほるぷ出版 1991 Y18-5484 

59 バスにのって 荒井良二 作・絵 偕成社 1992 Y18-6719 

60 ルフランルフラン 荒井良二 著 
プチグラ       

パブリッシング 
2005 Y17-N05-H1307 

61 たいようオルガン 荒井良二 著 アートン 2007 Y17-N07-H1303 

62 えほんのこども 荒井良二 作 講談社 2008 Y17-N09-J87 

63 ぼくはぼくのえをかくよ 荒井良二 [作] 学研教育出版 2010 Y17-N10-J977 

 

作家 11 たむらしげる 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

64 よるのさんぽ たむらしげる さく・え 福音館書店 1977 Y17-5445 

65 よるのさんぽ たむらしげる 作 架空社 1990 Y18-5729 

66 ながれ星のよる たむらしげる 作 リブロポート 1996 Y18-12548 

67 よるのおと たむらしげる 著 偕成社 2017 Y17-N17-L510 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

52 やまのディスコ スズキコージ 作 架空社 1989 Y18-4044 

53 サルビルサ スズキコージ 作 ほるぷ出版 1991 Y18-5396 

54 きゅうりさんあぶないよ スズキコージ [著] 福音館書店 1998 Y17-M99-359 

55 ガブリシ スズキコージ 作 ブッキング 2008 Y17-N09-J220 

56 ブラッキンダー スズキコージ 作・絵 イースト・プレス 2008 Y17-N09-J333 

57 ヤッホーホイホー スズキコージ 作 講談社 2013 Y17-N13-L891 
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作家 12 小林豊 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

68 せかいいちうつくしいぼくの村 小林豊 作・絵 ポプラ社 1995 Y18-11078 

69 北緯 36度線 : えほん 小林豊 作・絵 ポプラ社 1999 Y17-M99-1140 

70 ぼくは弟とあるいた 小林豊 作・絵 岩崎書店 2002 Y17-N02-556 

71 えほん東京 小林豊 作・絵 ポプラ社 2019 Y17-N19-M392 

 

作家 13 降矢なな 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

72 たびにでよう 降矢なな 作 童心社 1992 Y18-7272 

73 ちょろりんととっけー 降矢なな さく 福音館書店 1999 Y17-M99-522 

74 ナミチカのきのこがり 降矢なな 作 童心社 2010 Y17-N10-J913 

75 やもじろうとはりきち 降矢なな 作・絵 佼成出版社 2017 Y17-N17-L964 

 

作家 14 出久根育 

 

作家 15 酒井駒子 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

79 よるくま 酒井駒子 作・絵 偕成社 1999 Y17-M99-1460 

80 ぼくおかあさんのこと… 酒井駒子 文・絵 文溪堂 2000 Y17-N00-439 

81 金曜日の砂糖ちゃん 酒井駒子 [著] 偕成社 2003 Y17-N03-H1047 

82 ゆきがやんだら 酒井駒子 [作] 学習研究社 2005 Y17-N05-H1475 

 

逆輸入絵本 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

83 Me and my cat? Satoshi Kitamura Andersen 1999 Y18-A351 

84 ぼくネコになる きたむらさとし 作 小峰書店 2003 Y18-N04-H258 

85 Camaleò 

una storia scritta e illustrata da 

Chisato Tashiro, e tradotta da 

Luigina Battistutta 

Nord-Sud 2003 Y18-B205 

86 ぼくはカメレオン たしろちさと 作・絵 ノルドズッド・ジャパン 2003 Y17-N04-H188 

87 Der Stiefel-Kater 

Ayano Imai ; aus dem Japanischen 

von Sayako Uchida ; Deutsche 

Textfassung von Renate Raecke 

Minedition c2009 Y18-B531 

88 くつやのねこ 今井彩乃 文・絵 BL出版 2010 Y17-N11-J50 

89 El camaleón arco iris Yusuke Yonezu Kókinos 2010 Y18-B842 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

76 おふろ 出久根育 作 学習研究社 1996 Y18-12198 

77 あめふらし 
グリム兄弟 作, 出久根育 画,      

天沼春樹 訳 
パロル舎 2001 Y18-N02-321 

78 マーシャと白い鳥 : ロシアの民話 
ミハイル・ブラートフ 再話,       

出久根育 文・絵 
偕成社 2005 Y18-N05-H378 
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番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

90 
にじいろカメレオン =        

RAINBOW CHAMELEON 
よねづゆうすけ 作 講談社 2011 Y17-N12-J190 

91 Moving blocks Yusuke Yonezu 
Michael Neugebauer 

Publishing Ltd. 
2011 Y18-B932 

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

 

作家 16 どいかや 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

93 チップとチョコのおでかけ どいかや 作・絵 文溪堂 1996 Y18-11359 

94 パンちゃんのおさんぽ どいかや 作・絵 ブックローン出版 1997 Y17-M98-269 

95 チリとチリリ どいかや 作 アリス館 2003 Y17-N03-H501 

96 かえるのピータン どいかや 作 ブロンズ新社 2008 Y17-N08-J491 

97 ねこのうたたね どいかや 作/絵 教育画劇 2011 Y17-N12-J41 

 

作家 17 工藤ノリコ 

 

作家 18 島田ゆか 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

102 バムとケロのにちようび 島田ゆか 作・絵 文溪堂 1994 Y18-9449 

103 バムとケロのおかいもの 島田ゆか 作/絵 文溪堂 1999 Y17-M99-586 

104 かばんうりのガラゴ 島田ゆか 作・絵 文溪堂 1997 Y17-M98-275 

105 ぶーちゃんとおにいちゃん 島田ゆか 著 白泉社 2004 Y17-N04-H1280 

 

作家 19 なかやみわ 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

106 そらまめくんのベッド なかやみわ さく・え 福音館書店 1999 Y17-M99-1145 

107 くれよんのくろくん なかやみわ さく・え 童心社 2001 Y17-N02-154 

108 やさいのがっこう : とまとちゃんのたびだち なかやみわ さく 白泉社 2016 Y17-N16-L531 

109 だれかな?だれかな? なかやみわ さく 福音館書店 2003 Y17-N03-H245 

 

 

 

 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

98 オラウーちゃん 工藤ノリコ 作 文溪堂 2000 Y17-N00-157 

99 セミくんいよいよこんやです 工藤ノリコ 作・絵 教育画劇 2004 Y17-N04-H786 

100 レターズ 工藤ノリコ [著] 偕成社 2009 Y17-N09-J1022 

101 ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤ノリコ 著 白泉社 2012 Y17-N12-J1085 
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作家 20 いわいとしお 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

110 100かいだてのいえ いわいとしお [作] 偕成社 2008 Y17-N08-J666 

111 どっちがへん? 岩井俊雄 著 紀伊國屋書店 2006 Y17-N06-H833 

112 ゆびさきちゃんのだいぼうけん いわいとしお 著 白泉社 2016 Y17-N16-L713 

113 ぼく、ドジオ。 いわいとしお さく 小学館 2016 Y17-N16-L1166 

 

作家 21 三浦太郎 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

114 ぼくは… 三浦太郎 著 ブロンズ新社 2005 Y17-N05-H947 

115 くっついた 三浦太郎 作・絵 こぐま社 2005 Y17-N06-H205 

116 おしり 三浦太郎 作 講談社 2008 Y17-N08-J606 

117 ちいさなおうさま 三浦太郎 [作] 偕成社 2010 Y17-N10-J557 

 

ブックスタートと赤ちゃん絵本 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

118 おつきさまこんばんは 林明子 さく 福音館書店 1986 Y18-1997 

119 がたんごとんがたんごとん 安西水丸 さく 福音館書店 1987 Y18-2660 

120 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 

1995     

（初版：[1977]） 
Y18-10525 

121 ぴょーん まつおかたつひで 作・絵 ポプラ社 2000 Y17-N00-571 

122 ぶぅさんのブー 100% orange さく 福音館書店 2005 Y17-N05-H1067 

123 あっ! 中川ひろたか ぶん, 柳原良平 え 金の星社 2008 Y17-N08-J1056 

124 あ・あ 三浦太郎 さく・え 童心社 2013 Y17-N13-L989 

125 しっぽがぴん おくはらゆめ 作 風濤社 2015 Y17-N15-L92 

126 しろくまちゃんのほっとけーき 森比左志, わだよしおみ, 若山憲 著 こぐま社 2009 YTZ1-L1054 

127 じゃあじゃあびりびり まついのりこ 作・絵 偕成社 2016 YTZ1-L1234 

 

作家 22 かがくいひろし 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

128 だるまさんが かがくいひろし さく ブロンズ新社 2008 Y17-N08-J88 

129 おもちのきもち かがくいひろし 作・絵 講談社 2005 Y17-N06-H108 

130 はっきよい畑場所 かがくいひろし 作 講談社 2008 Y17-N08-J920 

131 おふとんかけたら かがくいひろし さく ブロンズ新社 2009 Y17-N09-J1235 
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作家 23 高部晴市 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

132 おふろにはいろう 高部晴市 作・絵 鈴木出版 1995 Y18-10835 

133 きんぎょのかいすいよく 高部晴市 [著] フレーベル館 1999 Y17-M99-917 

134 あんちゃん 高部晴市 作 童心社 2013 Y17-N13-L273 

135 ペッタン 高部晴市 作 講談社 2013 Y17-N13-L379 

 

作家 24 田中清代 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

136 トマトさん 田中清代 さく 福音館書店 2006 Y17-N06-H870 

137 おきにいり 田中清代 作・絵 ひさかたチャイルド 1998 Y17-M98-768 

138 おばけがこわいことこちゃん 田中清代 作 ビリケン出版 2000 Y17-N00-407 

139 くろいの 田中清代 さく 偕成社 2018 Y17-N18-L1141 

 

作家 25 伊藤秀男 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

140 海の夏 伊藤秀男 作 ほるぷ出版 1991 Y18-6562 

141 ひみつのなつまつり : こどもザイレン 伊藤秀男 さく 童心社 1989 Y18-4431 

142 とうちゃんなんかべーだ! 伊藤秀男 作 ポプラ社 2008 Y17-N08-J1107 

143 うしお 伊藤秀男 作 ビリケン出版 2007 Y17-N08-J590 

 

作家 26 西村敏雄 

 

作家 27 長谷川義史 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

148 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 

149 てんごくのおとうちゃん 長谷川義史 作 講談社 2008 Y17-N09-J85 

150 おへそのあな 長谷川義史 作 BL出版 2006 Y17-N07-H447 

151 いいからいいから 長谷川義史 作 絵本館 2006 Y17-N07-H548 

152 だじゃれ日本（にっぽん）一周 長谷川義史 作 理論社 2009 Y17-N10-J112 

153 まわるおすし 長谷川義史 作 ブロンズ新社 2012 Y17-N12-J308 

 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

144 もりのおふろ 西村敏雄 さく 福音館書店 2008 Y17-N08-J358 

145 どうぶつサーカスはじまるよ 西村敏雄 作 福音館書店 2009 Y17-N09-J1180 

146 くまくまパン 西村敏雄 作 あかね書房 2013 Y17-N13-L969 

147 ブーブーブーどこいった 西村敏雄 作・絵 学研教育出版 2012 Y17-N12-J1035 
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作家 28 鈴木のりたけ 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

154 しごとば 鈴木のりたけ 作 ブロンズ新社 2009 Y1-N09-J245 

155 おつかいくん 鈴木のりたけ 作 小学館 2013 Y12-N13-L241 

156 かわ 鈴木のりたけ 著 幻冬舎 2010 Y11-N11-J72 

157 ぼくのトイレ 鈴木のりたけ 作・絵 PHP研究所 2011 Y17-N11-J774 

158 ケチャップマン 鈴木のりたけ 著 
文芸社        

ビジュアルアート 
2008 Y17-N08-J196 

159 とんでもない 鈴木のりたけ 作・絵 アリス館 2016 Y17-N16-L162 

 

作家 29 tupera tupera 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

160 木がずらり tupera tupera 著 ピエ・ブックス 2005 Y17-N05-H1291 

161 しろくまのパンツ tupera tupera 作 ブロンズ新社 2012 Y17-N12-J884 

162 パンダ銭湯 tupera tupera さく 絵本館 2013 Y17-N13-L680 

163 
わくせいキャベジ動物図鑑 =       

The Planet Cabbage Animal Book 
tupera tupera 作・絵 アリス館 2016 Y17-N16-L1104 

164 タコさんトコトコどこいくの? tupera tupera さく 絵本館 2010 Y17-N11-J266 

165 12の星のものがたり tupera tupera さく ヴィレッジブックス 2007 Y17-N07-H1464 

 

作家 30 みやこしあきこ 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

166 たいふうがくる みやこしあきこ 作・絵 BL出版 2009 Y17-N10-J574 

167 もりのおくのおちゃかいへ みやこしあきこ 著 偕成社 2010 Y17-N10-J1067 

168 よるのかえりみち みやこしあきこ 作 偕成社 2015 Y17-N15-L411 

169 ぼくのたび みやこしあきこ 作 ブロンズ新社 2018 Y17-N18-L1254 

 

作家 31 荒井真紀 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

170 たんぽぽ 荒井真紀 文・絵 金の星社 2015 Y11-N15-L223 

171 あさがお 荒井真紀 文・絵 金の星社 2011 Y11-N11-J349 

172 チューリップ 荒井真紀 さく 小学館 2017 Y11-N17-L690 

173 あずき 荒井真紀 さく 福音館書店 2018 Y11-N18-L722 

 

作家 32 ミロコマチコ 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

174 オオカミがとぶひ ミロコマチコ 著 イースト・プレス 2012 Y17-N12-J777 

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

176 オレときいろ ミロコマチコ 作 WAVE出版 2014 Y17-N14-L1018 

177 けもののにおいがしてきたぞ ミロコマチコ 作・絵 岩崎書店 2016 Y17-N16-L1011 
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震災に思いを寄せて 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

178 
あのひのこと =  

Remember March 11, 2011 
葉祥明 絵・文 佼成出版社 2012 Y17-N12-J349 

179 タンポポ あの日をわすれないで 光丘真理 文, 山本省三 絵 文研出版 2011 Y17-N11-J1096 

180 ハナミズキのみち 淺沼ミキ子 文, 黒井健 絵 金の星社 2013 Y17-N13-L461 

181 およぐひと 長谷川集平 [作] 解放出版社 2013 Y17-N13-L344 

182 はしれさんてつ、きぼうをのせて 国松俊英 文, 間瀬なおかた 絵 WAVE出版 2014 Y1-N14-L116 

183 はしれ、上へ! : つなみてんでんこ 指田和 文, 伊藤秀男 絵 ポプラ社 2013 Y1-N13-L95 

184 希望の牧場 森絵都 作, 吉田尚令 絵 岩崎書店 2014 Y1-N14-L372 

185 おじいさんとヤマガラ : 3月 11日のあとで 鈴木まもる 作・絵 小学館 2013 Y17-N13-L239 

186 ラーメンちゃん 長谷川義史 作 絵本館 2011 Y17-N12-J428 

187 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 Y17-N12-J14 

188 ネコヅメのよる 町田尚子 作 WAVE出版 2016 Y17-N16-L494 

189 さんぽのき サトシン 作, 真珠まりこ 絵 文溪堂 2011 Y17-N12-J76 

190 あの日をわすれない はるかのひまわり 指田和子 作, 鈴木びんこ 絵 PHP研究所 2005 Y17-N05-H94 

191 ゆずちゃん 肥田美代子 作, 石倉欣二 絵 ポプラ社 1995 Y18-10463 

192 
震度 7 : 新潟県中越地震を忘れない : 

2004 10 23 17 56 
松岡達英 文・絵 ポプラ社 2005 Y1-N05-H174 

193 
あのとき、そこにきみがいた。 :     

2016年 4月熊本地震の現場から 
やじまますみ 作・絵 ポプラ社 2018 Y1-N18-L133 

 

作家 33 きくちちき 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

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

195 ゆき きくちちき 作 ほるぷ出版 2015 Y17-N15-L1165 

196 パパのぼり きくちちき 作 文溪堂 2017 Y17-N17-L485 

197 もみじのてがみ きくちちき 作・絵 小峰書店 2018 Y17-N18-L1187 

 

作家 34 ヨシタケシンスケ 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

198 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 Y17-N13-L351 

199 このあとどうしちゃおう ヨシタケシンスケ 作 ブロンズ新社 2016 Y17-N16-L410 

200 つまんないつまんない ヨシタケシンスケ 著 白泉社 2017 Y17-N17-L429 

201 おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケシンスケ 作・絵 PHP研究所 2018 Y17-N18-L572 
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作家 35 ヒグチユウコ 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

202 ふたりのねこ ヒグチユウコ 著 祥伝社 2014 Y17-N14-L1074 

203 せかいいちのねこ ヒグチユウコ 絵と文 白泉社 2015 Y8-N15-L798 

204 すきになったら ヒグチユウコ 作 ブロンズ新社 2016 Y17-N16-L896 

205 ギュスターヴくん = GUSTAVE ヒグチユウコ 著 白泉社 2016 Y17-N16-L902 

 

 

 

 関連小展示のご案内 

児童書研究資料室（アーチ棟 2階）で、関連資料を用いた小展示を開催しています。あわせてご覧ください。 

 

 ラウンジ動画のご案内 

展示会場前のラウンジで、出展作家を紹介する動画を上映しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立国会図書館 国際子ども図書館  レンガ棟 3階 本のミュージアム 

〒110-0007 東京都台東区上野公園 12-49 TEL 03-3827-2053(代表）  

URL https://www.kodomo.go.jp 


