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展示会「スポーツと子どもの本」展示リスト 

会期：2021年 3月 9日（火）～6月 13日（日） 

※ 当館請求記号欄に☆印がある資料はデジタル化資料をご覧いただけます。

国立国会図書館、当館児童書研究資料室の端末をご利用ください。 

※ 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。 

 

国立国会図書館国際子ども図書館 

 

第 1部 スポーツ絵本のさまざま 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

1 パンダともだちたいそう いりやまさとし 作 講談社 2016 Y17-N16-L898 

2 ぺんぎんたいそう 齋藤槙 さく  福音館書店 2016 Y17-N16-L533 

3 ネコリンピック ますだみり さく, ひらさわいっぺい え ミシマ社 2014 Y17-N15-L461 

4 つなひきライオン まど・みちお 作, 北田卓史 絵 チャイルド本社 2003 Y17-N03-H827 

5 ポレポレやまのぼり たしろちさと ぶん・え 大日本図書 2011 Y17-N12-J94 

6 それゆけ！きょうりゅうサッカー大決戦 
リサ・ホィーラー 作, 

バリー・ゴット 絵, ゆりよう子 訳 
ひさかたチャイルド 2012 Y18-N12-J107 

7 おやおや、おやさい 石津ちひろ 文, 山村浩二 絵 福音館書店 2010 Y17-N10-J562 

8 むしサッカーはらっぱカップ 杵川希 文, 近藤薫美子 絵 教育画劇 2006 Y17-N06-H1344 

9 きんぎょのうんどうかい 高部晴市 [著] フレーベル館 2001 Y17-N01-489 

10 ぞうの金メダル 斉藤洋 作, 高畠那生 絵 偕成社 2004 Y17-N04-H800 

11 しんけんしょうぶだるまさんがころんだ 武田美穂 作 ほるぷ出版 2016 Y17-N17-L41 

12 おはいんなさい 西平あかね ぶん・え 大日本図書 2011 Y17-N11-J935 

13 できるかな? : あたまからつまさきまで エリック・カール さく, くどうなおこ やく 偕成社 1997 Y18-M98-122 

14 マドレンカ サッカーだいすき！ ピーター・シス 作, 松田素子 訳 BL出版 2012 Y18-N12-J92 

15 きみはライオン！ : たのしいヨガのポーズ ユテウン 作/絵, 竹下文子 訳 偕成社 2017 Y18-N17-L212 

16 かけまーすどん 五味太郎 作 絵本館 2009 Y17-N09-J693 

17 よーいどん！ 中川ひろたか 文, 村上康成 絵 童心社 1998 Y17-M99-448 

18 さかさことばでうんどうかい 新版 西村敏雄 作 福音館書店 2015 Y17-N15-L538 

19 よーい、ドン！ 中垣ゆたか 作 ほるぷ出版 2013 Y17-N13-L764 

20 海をかっとばせ 山下明生 作, 杉浦範茂 絵 偕成社 2000 Y17-N00-661 

21 かけっこかけっこ 中川ひろたか 文, 北村裕花 絵 講談社 2012 Y17-N12-J944 

22 せん スージー・リー 作 岩波書店 2018 Y18-N18-L297 

23 夢はワールドカップ ティム・ヴァイナー 作, 川平慈英 訳 あかね書房 2001 Y18-N01-542 

24 はっきょいどーん やまもとななこ 作 講談社 2015 Y17-N15-L845 
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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 

25 太陽といっしょ 新宮晋 絵・文 クレヨンハウス 2017 Y17-N17-L1158 

26 ボールコロゲテ : スポーツの俳句 村井康司 編, 吉田尚令 絵 岩崎書店 2010 Y8-N10-J73 

27 スタシスさんのスポーツ仮面 
スタシス・エイドリゲーヴィチュス 絵, 

中川素子 文 
岩崎書店 2018 Y12-N19-M24 

 

 

コラム 懐かしのスポーツ漫画 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

28 バット君 （少年漫画劇場 9(スポーツ)） 井上一雄 著 筑摩書房 1971 Y16-4338 

29 赤胴鈴之助 14 武内つなよし 著 少年画報社 1957 Y16-1451☆ 

30 背番号 0（せばんごうゼロ） 4 寺田ヒロオ 著 きんらん社 1959 Y16-1280☆ 

31 イガグリくん 福井英一 著 桃源社 1976 Y16-5181 

32 タイガー・マスク 1 梶原一騎 原作, 辻なおき 画 講談社 1970 Y16-352 

33 タイガー・マスク 2 梶原一騎 原作, 辻なおき 画 講談社 1970 Y16-352 

34 あしたのジョー 1 高森朝雄 原作, ちばてつや まんが 講談社 1970 Y16-4564 

35 巨人の星 14 梶原一騎 原作, 川崎のぼる まんが 講談社 1971 Y16-4558 

36 ドカベン 17 水島新司 著 秋田書店 1975 Y16-4553 

37 氷上の恋人たち 2 ひだのぶこ 著 小学館 1976 Y16-5163 

38 栄光のストローク 2 灘しげみ 著 若木書房 1979 Y16-5837 

39 タッチ 1 あだち充 著 小学館 1981 Y16-6256 

40 タッチ 13 あだち充 著 小学館 1984 Y16-6256 

41 タッチ 26 あだち充 著 小学館 1987 Y16-6256 

 

 

第 2部 スポーツを描いた児童文学 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

42 涙の甲子園 北条誠 著, 高木清 絵 ポプラ社 1954 児 913.6-H736n3☆ 

43 二死満塁（ツーダンフルベース） 砂田弘 作, 山中冬児 絵 ポプラ社 1977 Y7-6389 

44 キャプテンはつらいぜ 後藤竜二 著, 杉浦範茂 絵 講談社 1979 Y7-7449 

45 瀬戸内少年野球団 上 阿久悠 著 金の星社 
2010(初

版：1979) 
Y8-N10-J165 

46 野口くんの勉強べや 皿海達哉 著, 杉浦範茂 絵 偕成社 1981 Y7-8860 

47 きらくにいこうぜキックオフ 佐々木赫子 著, 広野多珂子 絵 偕成社 1985 Y8-2405 

48 おっと部活はやめられない 赤木由子 作, 鈴木たくま 絵 新日本出版社 1987 Y8-4069 
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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 

49 負けて胴上げ落ちて胴上げ 鈴木喜代春 作, 有森正道 画 大日本図書 1990 Y8-7921 

50 どすこい！ふうちゃん 上条さなえ 作, 小林富紗子 絵 PHP研究所 1991 Y8-8152 

51 バッテリー あさのあつこ 作, 佐藤真紀子 絵 教育画劇 1996 Y8-M98-6 

52 スタートライン  あびるとしこ 作, 長谷川知子 絵 新日本出版社 1997 Y8-M97-24 

53 ハンサム・ガール 佐藤多佳子 作, 伊藤重夫 絵 理論社 1993 Y8-9836 

54 Dive!! 1 (前宙返り 3回半抱え型) 森絵都 著 講談社 2000 KH372-G584 

55 野球の国のアリス 北村薫 著 講談社 2008 Y8-N08-J825 

56 どまんなか 1 須藤靖貴 [著] 講談社 2010 Y8-N10-J503 

57 ナイスキャッチ！ 横沢彰 作, スカイエマ 絵 新日本出版社 2017 Y8-N17-L446 

58 オン・ザ・ライン 朽木祥 著 小学館 2011 Y8-N11-J657 

59 願かけネコの日 那須田淳 作, スカイエマ 絵 学研教育出版 2011 Y8-N12-J49 

60 リリース 草野たき 著 ポプラ社 2010 Y8-N10-J437 

61 サッカーボーイズ : 再会のグラウンド はらだみずき 著 カンゼン 2006 Y8-N06-H746 

62 走れ、セナ！ 香坂直 著 講談社 2005 Y8-N05-H1121 

63 一瞬の風になれ 第 1部(イチニツイテ) 佐藤多佳子 著 講談社 2006 KH537-H600 

64 走る少女 佐野久子 作 岩崎書店 2007 Y8-N07-H205 

65 六月のリレー 伊沢由美子 作 偕成社 2009 Y8-N09-J699 

66 ダッシュ！ 村上しいこ 著 講談社 2014 Y8-N14-L550 

67 白をつなぐ まはら三桃 著 小学館 2015 Y8-N15-L730 

68 ぼくらの一歩 : 30人 31脚  いとうみく 作, イシヤマアズサ 絵 アリス館 2018 Y8-N18-L733 

69 100km！(ヒャッキロ) 片川優子 著 講談社 2010 Y8-N10-J789 

70 しっぱいにかんぱい！ 宮川ひろ 作, 小泉るみ子 絵 童心社 2008 Y8-N08-J898 

71 お父さんの Vサイン そうまこうへい 作, 福田岩緒 絵 小峰書店 2012 Y8-N12-J645 

72 チームふたり 吉野万理子 作 学習研究社 2007 Y8-N07-H1086 

73 リボン 草野たき [著] ポプラ社 2007 Y8-N08-J41 

74 ピンポンはねる 工藤純子 作, 勝田文 絵 ポプラ社 2008 Y8-N08-J813 

75 ふぁいと！卓球部 横沢彰 作, 小松良佳 絵 新日本出版社 2011 Y8-N11-J508 

76 たまごを持つように まはら三桃 著 講談社 2009 Y8-N09-J486 

77 ぼくはおじさん : アイム・アン・アンクル 山下奈美 作, 篠崎三朗 絵 小峰書店 2009 Y8-N09-J954 

78 セキタン！ : ぶちかましてオンリー・ユー 須藤靖貴 著 講談社 2011 Y8-N11-J838 

79 ストグレ！ 小川智子 著 講談社 2013 Y8-N13-L440 
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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 

80 レガッタ！ : 水をつかむ 濱野京子 [著] 講談社 2012 Y8-N12-J656 

81 ドッジの風 岩崎京子 作, 大和田美鈴 絵 大日本図書 2001 Y8-N02-294 

82 フュージョン 濱野京子 著 講談社 2008 Y8-N08-J275 

83 マイナス・ヒーロー 落合由佳 著 講談社 2017 Y8-N17-L518 

84 バレエダンサー 上 
ルーマ・ゴッデン 作, 

渡辺南都子 訳 
偕成社 1997 Y9-M98-5 

85 ヒーローなんてぶっとばせ 
ジェリー・スピネッリ 作, 

菊島伊久栄 訳 
偕成社 1998 Y9-M99-17 

86 アレックと幸運のボート リー・キングマン 作, 山内玲子 訳 岩波書店 2002 Y9-N02-205 

87 Buddy V.M. Jones 
HarperCollins 

Publishers 
2002 Y8-B18146 

88 バディ : たいせつな相棒 V.M.ジョーンズ 著, 田中亜希子 訳 PHP研究所 2008 Y9-N08-J49 

89 Blind beauty K.M. Peyton Puffin Books 
2005(初

版：1999) 
Y8-B8279 

90 駆けぬけて、テッサ！ K.M.ペイトン 作, 山内智恵子 訳 徳間書店 2003 Y9-N04-H2 

91 Keeper Mal Peet Candlewick Press 2005 Y8-B6202 

92 キーパー マル・ピート 著, 池央耿 訳 評論社 2006 Y9-N06-H230 

93 真夏のマウンド マイク・ルピカ 著, 伊達淳 訳 あかね書房 2010 Y9-N10-J237 

94 地獄坂へまっしぐら！ 
ルイス・サッカー 作, はらるい 訳, 

むかいながまさ 絵 
文研出版 2012 Y9-N12-J291 

95 楽しいスケート遠足 
ヒルダ・ファン・ストックム 作/絵, 

ふなとよし子 訳 
福音館書店 2009 Y9-N09-J399 

96 12種類の氷 

エレン・ブライアン・オベッド 文, 

バーバラ・マクリントック 絵, 

福本友美子 訳 

ほるぷ出版 2013 Y9-N13-L212 

 

 

第 3部 社会とスポーツ 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

97 エンドレス・ラン 山田優一郎 作, 高田三郎 絵 岩崎書店 1992 Y8-8934 

98 リバウンド 
エリック・ウォルターズ 作, 

小梨直 訳, 深川直美 画 
福音館書店 2007 Y9-N07-H478 

99 みどパン協走曲 黒田六彦 作, 長谷川義史 絵 BL出版 2007 Y8-N07-H515 

100 熱風 福田隆浩 著 講談社 2008 Y8-N08-J316 

101 
サイド・トラック : 走るのニガテなぼくのランニ

ング日記 

ダイアナ・ハーモン・アシャー 作, 

武富博子 訳 
評論社 2018 Y9-N18-L182 

102 
耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・

ホイ 

ナンシー・チャーニン 文, 

ジェズ・ツヤ 絵, 斉藤洋 訳 
光村教育図書 2016 Y3-N16-L179 

103 燃えろ！キッカーズ 田中館哲彦 作 汐文社 1984 Y8-1983 
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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 

104 車いすはともだち 城島充 著 講談社 2017 Y12-N17-L88 

105 転んでも、大丈夫 : ぼくが義足を作る理由 臼井二美男 著 ポプラ社 2016 Y11-N16-L534 

106 
オリンピック・パラリンピック大百科 6 

パラリンピックと障がい者スポーツ 
日本オリンピック・アカデミー 監修 小峰書店 2016 Y12-N16-L101 

107 フラダン 古内一絵 作 小峰書店 2016 Y8-N16-L659 

108 ぼんやきゅう 指田和 文, 長谷川義史 絵 ポプラ社 2018 Y17-N18-L699 

109 
天国にとどけ！ホームラン : 3・11 を乗りこえ

て、バッティングセンターを作った父子の物語     
漆原智良 文, 羽尻利門 絵 小学館 2016 Y1-N16-L163 

110 
南相馬少年野球団 : フクシマ 3・11から 

2年間の記録 
岡邦行 著 ビジネス社 2013 FS35-L62 

111 
炎をきりさく風になって : ボストンマラソンを 

はじめて走った女性ランナー  

フランシス・ポレッティ , クリスティー

ナ・イー 作, 

スザンナ・チャップマン 絵, 

渋谷弘子 訳 

汐文社 2018 Y3-N18-L74 

112 その魔球に、まだ名はない  エレン・クレイジス 著, 橋本恵 訳 あすなろ書房 2018 Y9-N18-L215 

113 変化球男子 M・G・ヘネシー 作, 杉田七重 訳 鈴木出版 2018 Y9-N18-L191 

114 ジェミーと走る夏 
エイドリアン・フォゲリン 作, 

千葉茂樹 訳 
ポプラ社 2009 Y9-N09-J308 

115 大地のランナー : 自由へのマラソン 
ジェイムズ・リオーダン 作, 

原田勝 訳 
鈴木出版 2012 Y9-N12-J237 

116 路上のストライカー 
マイケル・ウィリアムズ 作, 

さくまゆみこ 訳 
岩波書店 2013 Y9-N14-L23 

117 
スポーツでひろげる国際理解 2 

差別をのりこえていくスポーツ  
中西哲生 監修  文溪堂 2018 Y12-N18-L85 

118 銃声のやんだ朝に 
ジェイムズ・リオーダン 作, 

原田勝 訳  
徳間書店 2006 Y9-N06-H454 

119 かこいをこえたホームラン 
ケン・モチヅキ 作, ドム・リー 絵, 

ゆりよう子 訳 
岩崎書店 1993 Y18-8656 

120 
ピートのスケートレース : 第二次世界大戦下

のオランダで 

ルイーズ・ボーデン 作, 

ニキ・ダリー 絵, ふなとよし子 訳 
福音館書店 2011 Y9-N11-J332 

121 
奇跡のプレイボール : 元兵士たちの日米野

球 
大社充 著 金の星社 2009 Y5-N10-J55 

122 

時代背景から考える日本の 6 つのオリンピッ

ク 1 (1940 年東京・札幌&1964 年東京大

会) 

大熊廣明 監修, 稲葉茂勝 文 
ベースボール・マガジ

ン社 
2015 Y12-N15-L228 

 

 

第 4部 子どもの本に見る 1964年東京オリンピック 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

123 オリンピック読本 : 小学生のために 文部省 著 光風出版 1964 Y12-3686☆ 

124 ぼくらの世界切手カタログ 1964年版 1 日本郵趣協会 編 江崎グリコ 1964 Y1-9☆ 

125 キンダーブック 観察絵本 19集 6編  フレーベル館 1964 Z32-179☆ 
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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 

126 えほん百科 3 岡田要 等 監修, 山本忠敬 等 絵 平凡社 1964 Y14-6☆ 

127 中三時代 16巻 9号  旺文社 1964 Z32-469☆ 

128 
少年少女東京オリンピック全集 4 

新しい科学の勝利 
 黎明書房 1965 Y12-5☆ 

129 小学四年生 43巻 7号  小学館 1964 Z32-372☆ 

130 中一時代 9巻 9号  旺文社 1964 Z32-470☆ 

131 オリンピックのすべて 鈴木良徳 編 講談社 1964 Y12-3☆ 

132 小学一年生 20巻 9号  小学館 1964 Z32-353☆ 

133 
東京オリンピック 

（少年少女 20世紀の記録 ; 22） 
織田幹雄 著 あかね書房 1965 Y14-3-[22]☆ 

134 小学二年生 20巻 9号  小学館 1964 Z32-359☆ 

135 
少年少女東京オリンピック全集 3 

みんなの力で 
 黎明書房 1965 Y12-5☆ 

136 小学一年生 20巻 10号  小学館 1965 Z32-353☆ 

137 小学四年生 43巻 10号  小学館 1965 Z32-372☆ 

138 キンダーブック 観察絵本 19集 12編  フレーベル館 1965 Z32-179☆ 

139 中二時代 9巻 10号  旺文社 1964 Z32-472☆ 

140 中一時代 10巻 1号  旺文社 1965 Z32-470☆ 

 

 

第 5部 パラリンピックを知るために 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

141 
3つの東京オリンピックを大研究 2 

1964年はじめての東京オリンピック 

日本オリンピック・アカデミー 監修 , 

岩崎書店編集部 企画・編集 
岩崎書店 2018 Y12-N18-L43 

142 
決定版！パラリンピック大百科 3 

パラリンピックの歴史 
小峰書店編集部 編 小峰書店 2019 Y12-N19-M122 

143 
決定版！パラリンピック大百科 1 

パラリンピックがやってくる！ 
小峰書店編集部 編 小峰書店 2019 Y12-N19-M120 

144 
決定版！パラリンピック大百科 2 

パラリンピック競技ガイド 
小峰書店編集部 編 小峰書店 2019 Y12-N19-M121 

145 パラリンピック大事典 和田浩一 監修 金の星社 2017 Y12-N17-L102 

146 
参加しよう！東京パラリンピックとバリアフリー 

1 
山岸朋央 著 汐文社 2018 Y12-N18-L285 

147 
参加しよう！東京パラリンピックとバリアフリー 

2 
山岸朋央 著 汐文社 2018 Y12-N19-M23 
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特別コーナー 名作の中のスポーツ 

番号 資料タイトル 著者 出版者 出版年 当館請求記号 

148 金太郎 米内穂豊 画, 千葉幹夫 文・構成 講談社 2002 Y17-N02-225 

149 うさぎとかめ 阿部隆夫 絵 日本ブリタニカ 1978 Y17-N14-L161 

150 うさぎとかめ : イソップ寓話より ポール・ガルドン 絵, 木島始 訳 佑学社 1980 Y17-6964 

151 ムーミン谷の冬 トーベ・ヤンソン 作・絵, 山室静 訳 講談社 1968 Y7-1298☆ 

152 火曜日のごちそうはヒキガエル 

ラッセル・E.エリクソン 作, 

ローレンス・ディ・フィオリ 絵, 

佐藤凉子 訳 

評論社 2008 Y9-N08-J109 

153 パディントンフランスへ 

マイケル・ボンド 作, 

ペギー・フォートナム 画, 

松岡享子 訳 

福音館 1970 Y9-N01-101 

154 クマのプーさん・プー横丁にたった家 
A.A.ミルン 作, 石井桃子 訳, 

E.H.シェパード 絵 
岩波書店 1962 児 933-cM65k☆ 

155 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 作, 高杉一郎 訳 岩波書店 1967 Y9-N07-H204 

156 若草物語 
ルイザ・メイ・オルコット 作, 

白木茂 訳 
岩崎書店 1991 Y8-8728 

157 ハイジ 1  
ヨハンナ・シュピーリ 作, 

若松宣子 訳 
偕成社 2014 Y7-N14-L123 

158 大きな森の小さな家 

ローラ・インガルス・ワイルダー 作, 

ガース・ウィリアムズ 画, 

恩地三保子 訳 

福音館書店 1972 Y9-M98-155 

159 秘密の花園 
バーネット 著, グラハム・ラスト 絵, 

野沢佳織 訳 
西村書店 2000 Y9-N00-64 

160 The secret garden 
Frances Hodgson Burnett ; 

illustrated by Tasha Tudor 
HarperCollins c1990 Y8-A6010 

161 アンネの日記 増補新訂版 アンネ・フランク 著, 深町眞理子 訳 文藝春秋 2003 GA87-H4 

162 Tom Brown's school-days 
by an old boy ; with illustrations by 

Edmund J. Sullivan 
Macmillan 1896 VZ1-26 

163 ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリング 作, 松岡佑子 訳 静山社 1999 Y9-M99-228 

164 クィディッチ今昔 新装版 J.K.ローリング 著, 松岡佑子 訳 静山社 2017 Y9-N17-L78 

165 吾輩は猫である  夏目漱石 著, 下高原千歳 絵 ポプラ社 1968 Y7-1246☆ 

166 吾輩は猫である 下 夏目漱石 著 金の星社 1981 Y7-9257 

167 Daddy-Long-Legs 
Jean Webster ; with illustrations by 

the author 
D. Campbell c1993 Y8-A760 

168 あしながおじさん ウェブスター 作・絵, 松本恵子 訳 ポプラ社 1966 Y7-414☆ 

169 あしながおじさん 
ジーン・ウェブスター 作, 

谷川俊太郎 訳, 安野光雅 絵 
朝日出版社 2018 Y9-N19-M21 

170 
Alice's adventures in Wonderland and 

Through the looking glass 

by Lewis Carroll [pseud.] with 

eighty-nine illustrations by John 

Tenniel and four color plates by 

Edwin John Prittie 

John C. Winston Co. 1923 Y8-B17779 
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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 

171 ふしぎの国のアリス 

ルイス・キャロル 作, 

ヘレン・オクセンバリー 絵, 

中村妙子 訳 

評論社 2000 Y9-N00-42 

172 Alice's adventures in Wonderland 
Lewis Carroll ; with illustrations by 

Robert Ingpen 
Templar Pub. 2009 Y8-B9889 

173 
三銃士 

（21世紀版少年少女世界文学館 第 18巻） 

アレクサンドル=デュマ 著, 

新庄嘉章 訳 
講談社 2011 Y9-N11-J88 

174 十五少年漂流記 
ジュール・ベルヌ 原作, 

さとうよしみ 文, 小野かおる 絵 
世界文化社 2001 Y9-N01-110 

175 シャーロック・ホウムズ帰る 
コナン・ドイル 作, 林克己 訳, 

岩淵慶造 え 
岩波書店 1976 Y7-5453 

176 名探偵ホームズ三年後の生還 
アーサー・コナン・ドイル 作, 

日暮まさみち 訳, 青山浩行 絵 
講談社 2011 Y7-N11-J215 

 

 

 展示会クイズのご案内 

展示会場の本のミュージアムでは、展示会クイズをしているよ。クイズに挑戦しながら、会場の中をまわってみてね♪ 

参加してくれた方にはぬりえをプレゼント！ 

 

 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。 

 

 

 

 

 

   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 


