
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
2020.9.29-2020.12.27

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」関連小展示

レンガ棟 3 階の本のミュージアムでは、2020 年 9 月 29 日～2020 年 12 月 27 日の間、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」が開かれています。今回、児童書研究資料室では、展示会で取り上げた絵本

作家の本や作品図録、特集が組まれた雑誌等を展示いたします。

リストは、「出展作家別」の資料は作家名の五十音順（作家の中では請求記号順）に、「複数の出展作家が取り上げら

れている資料」は請求記号順に並べています。なお、リストに掲載された資料は利用中の場合もあります。

また、児童書研究資料室には、今回取り上げた資料・作家以外にも絵本作家に関する資料を棚 24～26 に多数開架し

ています。あわせてご覧ください。

 出展作家別

作家名 No. タイトル 著者名等 出版者
出版

年月等

請求記号

[資料室のローカル請求記号]

あべ弘士 1 動物たち : あべ弘士 art box あべ弘士 編著 講談社 2007.3
KC482-H657

[YZ-726.61-アベ]

あべ弘士 2 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 2011.1
RA19-J57
[YZ-726.61-アベ]

荒井真紀 3

絵本を作る人(26)荒井真紀さん『まど

のむこうのくだものなあに?』

（『母の友』794 号 pp.48-50）

福音館書店 2019.7 Z6-76

荒井良二 4 meta めた 荒井良二 著 フォイル 2010.5
KC482-J235

[YZ-726.61-アラ]

荒井良二 5 ぼくの絵本じゃあにぃ 荒井良二 著 NHK 出版 2014.3
KC511-L36

[YZ-726.61-アラ]

伊藤秀男 6 えということば伊藤秀男展 伊藤秀男 [画]
一宮市三岸節

子記念美術館
2015.8

Y121-L8767

[YZ-726.61-イト]

いとうひろし 7
デビュー30 周年記念いとうひろし

展 : みつけよう、わくわくのタネ

練馬区立石神

井公園ふるさ

と文化館分室

2017.7
Y121-L13518

[YZ-726.61-イト]

いわいとしお 8 アイデアはどこからやってくる? 岩井俊雄 著 河出書房新社 2010.6 Y11-N11-J17

いわいとしお 9

総力特集：絵本に挑む―他ジャンル

から絵本の世界へ―

（『Illustration = イラストレーション』

187 号 pp.12-25）

玄光社 2011.1
Z11-1171

[YZ-726.5-イラ]

片山健 10
特集 片山健のまなざし

（『この本読んで!』16 巻 3 号 pp.4-15）
菅原 千賀子 , 

片山 健

出版文化産業

振興財団
2016.秋 Z71-L75

きくちちき 11 きくちちき絵本展しろとくろ きくちちき [画]
武蔵野市立吉

祥寺美術館
2019.9

KC511-M28

[YZ-726.61-キク]

工藤ノリコ 12
工藤ノリコ BOOK : 絵本 マンガ 旅

日記 イラストレーション
工藤ノリコ 著 玄光社 2014.1

Y94-L14700

[YZ-726.61-クド]

小林豊 13
なぜ戦争はおわらないのか : ぼくが

アフガニスタンでみたこと
小林豊 著 ポプラ社 1995.4 Y1-2143
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小林豊 14
特集 小林豊の作品世界

（『子どもと読書』345 号 pp.2-18）

親子読書地域

文庫全国連絡

会

2004.5・6 Z21-331

駒形克己 15
小さなデザイン駒形克己展 = Little 

design Katsumi Komagata
駒形克己 [作] ブルーシープ 2019.11

KC521-M56

[YZ-726.61-コマ]

酒井駒子 16 酒井駒子小さな世界
酒井駒子 [画] , 

Pooka 編集部 編
学習研究社 2008.6

KC482-J70

[YZ-726.61-サカ]

酒井駒子 17 森のノート 酒井駒子 著 筑摩書房 2017.9
KH917-L2635

[YZ-726.61-サカ]

島田ゆか 18

巻頭大特集 ガラゴ 20 周年 すべて見

せます! 島田ゆか 絵本の秘密

（『Moe』39 巻 11 号 pp.6-51）

白泉社 2017.11 Z11-1259

新宮晋 19 ぼくの頭の中 = Inside My Thinking 新宮晋 著
ブレーンセン

ター
2013.1

KB16-L240

[YZ-726.61-シン]

スズキコージ 20 スズキコージズキンの大魔法画集
スズキコージ

著
平凡社 2007.7

KC482-H708

[YZ-726.61-スズ]

鈴木のりたけ 21

この人にあれもこれも こんにちは! 

絵本作家さん 鈴木(すずき)のりたけ

さん 分け入っても分け入っても、絵

本!

（『この本読んで!』16 巻 2 号 pp.41-45）

鈴木 のりたけ , 

菅原 千賀子

出版文化産業

振興財団
2016.夏 Z71-L75

高部晴市 22

私の新刊 『きんぎょのおうち』高部

晴市・作

（『こどもの本』31 巻 9 号 p.2）

高部 晴市
日本児童図書

出版協会
2005.9 Z21-794

田中清代 23

こんにちは!絵本作家さん 田中清代

「トマトさん」、世界の海へじゃっぷ

ーん!
（『この本読んで!』10 巻 2 号 pp.50-54）

田中 清代 , 菅

原 千賀子

出版文化産業

振興財団
2010.夏 Z71-L75

たむらしげる 24 たむらしげるの世界展

[たむらしげる] 

[著] , 八王子市

夢美術館, アド

システム 図録

編集・制作

八王子市学園

都市文化ふれ

あい財団

c2005
KC482-H451

[YZ-726.61-タム]

たむらしげる 25

第一特集 たむらしげる

（『Illustration = イラストレーション』

220 号 pp.5-60）

玄光社 2018.12
Z11-1171

[YZ-726.61-タム]

tupera tupera 26
How to play?tupera tupera のあそびか

た
tupera tupera 絵 学研教育出版 2012.9

KC482-J493

[YZ-726.61-ツペ]

tupera tupera 27
ぼくとわたしとみんなの tupera tupera
絵本の世界展

tupera tupera [作]
毎日新聞大阪

本社
2017.9

KC511-L138
[YZ-726.61-ツペ]

出久根育 28 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 2014.12
KC511-L61

[YZ-726.61-デク]

出久根育 29
イラストノート : 描く人のためのメ

イキングマガジン No.24(2012)
誠文堂新光社 2012.11

Y94-L3147

[YZ-726.5-イラ]
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どいかや 30 どいかやねこと葉っぱと鳥とかぜ
どいかや [画] , 

Pooka 編集部 編
学研教育出版 2011.9

KC511-J96

[YZ-726.61-ドイ]

どいかや 31
どいかや展チリとチリリ : デビュー

20 周年記念

武蔵野市立吉

祥寺美術館
2016.1

Y121-L12308

[YZ-726.61-ドイ]

なかやみわ 32

巻頭大特集 デビュー20 周年! なかや

みわ 愛される絵本

（『Moe』40 巻 4 号 pp.6-35）

白泉社 2018.4 Z11-1259

西村敏雄 33

イラストノート : 描く人のためのメ

イキングマガジン no.14 (絵本デビュ

ーへの道)

誠文堂新光社 2010.5
Y94-J16703

[YZ-726.5-イラ]

長谷川義史 34 絵本作家のブルース 長谷川義史 著 読書サポート 2019.1
KC511-M2

[YZ-726.61-ハセ]

林明子 35
絵本のひきだし林明子原画展 : 展覧

会図録

林明子 [画] , 朝

日新聞社 編
朝日新聞社 [2017]

KC511-L142

[YZ-726.61-ハヤ]

ヒグチユウコ 36
サーカス = CIRCUS : ヒグチユウコ

画集

ヒグチユウコ

著

グラフィック

社
2019.2

KC482-M17
[YZ-726.61-ヒグ]

ヒグチユウコ 37
ヒグチユウコ = HIGUCHI YUKO : 総

特集 : 指先から広がる魔法
河出書房新社 2019.7

Y94-M4412

[YZ-726.61-ヒグ]

降矢なな 38

このひとに根ほり葉ほり こんにち

は!絵本作家さん 降矢ななさん 絵の

受け止め方って不思議!
（『この本読んで!』6 巻 4 号 pp.41-45）

降矢 なな , 菅

原 千賀子

出版文化産業

振興財団
2006.冬 Z71-L75

宮西達也 39

宮西達也ワンダーランド展 = Tatsuya 

Miyanishi wonderland exhibition : ヘン

テコリンな絵本の仲間たち

宮西達也 [画] , 
朝日新聞社企画

事業本部文化事

業部, 刈谷市美

術館 編

朝日新聞社 c2015
KC511-L93

[YZ-726.61-ミヤ]

宮西達也 40
宮西達也の世界 : 別冊太陽スペシャ

ル
平凡社 2019.8

Y94-M4128

[YZ-726.61-ミヤ]

ミロコマチコ 41 けだらけ : ミロコマチコ画集
ミロコマチコ

著
筑摩書房 2014.1

KC16-L1291

[YZ-726.61-ミロ]

ミロコマチコ 42 ホロホロチョウのよる
ミロコマチコ

著
港の人 2011.9

KH353-J593

[YZ-726.61-ミロ]

ヨシタケシンスケ 43 ものは言いよう

ヨシタケシンス

ケ 著 , MOE 編

集部 編

白泉社 2019.12
K111-M26

[YZ-726.61-ヨシ]

ヨシタケシンスケ 44 思わず考えちゃう
ヨシタケシンス

ケ 著
新潮社 2019.3

KC19-M3

[YZ-726.61-ヨシ]
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あべ弘士

荒井良二

スズキコージ

武田美穂

長谷川義史

三浦太郎

45 絵本作家という仕事 講談社 編 講談社 2012.4
KC511-J105

[YZ-726.5-エホ]

片山健

スズキコージ

林明子

46 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 2014.4

KC511-L40

[YZ-726.5-エホ]

伊藤秀男

かがくいひろし

きくちちき

tupera tupera

出久根育

どいかや

長谷川義史

降矢なな

みやこしあきこ

ヨシタケシンスケ

47 絵本作家 61 人のアトリエと道具 玄光社 2017.8
KC511-L128

[YZ-726.5-エホ]

かがくいひろし

酒井駒子

島田ゆか

鈴木のりたけ

どいかや

西村敏雄

降矢なな

三浦太郎

48 絵本 : 作家 73 人の話
イラストレーシ

ョン編集部 編
玄光社 2010.12

Y94-J17144

[YZ-726.5-エホ]

工藤ノリコ

みやこしあきこ
49

総力特集 絵本 2011

（『Illustration = イラストレーション』

191 号 pp.50-55, 60-65）

玄光社 2011.9
Z11-1171

[YZ-726.5-イラ]

荒井良二

ミロコマチコ
50

特集 荒井良二

対談 荒井良二＋ミロコマチコ

特集 ミロコマチコ

（『Illustration = イラストレーション』

224 号 pp.4-87）

玄光社 2019.12
Z11-1171

[YZ-726.61-アラ]

あべ弘士

長谷川義史
51

あべ弘士×長谷川義史 ボクらの絵本

（『飛ぶ教室 : 児童文学の冒険』27
号 pp.4-99）

あべ 弘士 , 長

谷川 義史
光村図書出版 2011.秋 Z71-P267


