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1 Roberto Innocenti : da capo a piedi ― Tapirulan 2011 YZ-B3079 YZ-726.6I-B3079

2 恩地孝四郎装本の業 恩地邦郎 編 三省堂 2011.1 UE71-J19 YZ-022-オン

3
「ドゥシャン・カーライの超絶絵本とブラ

チスラヴァの作家たち」展

[カーライ, ドゥシャン] [ほ

か画], 松岡希代子, 高木佳

子, 柴田勢津子 編

イデッフ c2009 KC511-J53 YZ-726.62-カラ

4
エリック・カール展 = The art of Eric 

Carle

エリック・カール [画], 世田

谷美術館, エリック・カール

絵本美術館, 読売新聞社 編

読売新聞東京本社, c2017 KC511-L124 YZ-726.62-カル 

5
小林孝亘 = Kobayashi Takanobu : 私たち

を夢見る夢
小林孝亘 著 青幻舎 2014.11 KC16-L1153 YZ-726.61-コバ 

6
駒井哲郎 = Tetsuro Komaï : 煌めく紙上の

宇宙

駒井哲郎 [画], 横浜美術館 

企画・監修
玲風書房 2018.10 KC16-L3140 YZ-726.61-コマ 

7

エドワード・ゴーリーの優雅な秘密 = 

Elegant Enigmas:The Art of Edward 

Gorey

エドワード・ゴーリー [画], 

カレン・ウィルキン, 濱中利

信, 柴田勢津子 著, 柴田元

幸, 小山太一 訳

河出書房新社 2016.4 KC482-L400 YZ-726.62-ゴリ

8

生誕100年彫刻家佐藤忠良 = 100th 

anniversary of his birth Sato Churyo 

sculptor

佐藤忠良 [作] 美術出版社 2012.4 KB16-L95 YZ-726.61-サト

9

ビネッテ・シュレーダー美しく不思議な世

界 = Binette Schroeder the beautiful 

fantasy world

ビネッテ・シュレーダー 

[画]
大伸社 [2014] KC511-L52 YZ-726.62-シユ 

10 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

11
描かれた不思議な世界ミヒャエル・ゾー

ヴァ展
ミヒャエル・ゾーヴァ [画] 読売新聞東京本社 2009 KC16-J1255 YZ-726.62-ゾバ

12 不思議の国のアリス 鏡の国のアリス : 新訳
建石修志 美術, ルイス・キャ

ロル 著, 高山宏 訳
青土社 2019.4 KS179-M114 YZ-933-キヤ

13
チャペックの本棚 : ヨゼフ・チャペックの

装丁デザイン

ヨゼフ・チャペック [画], 千

野栄一 [ほか]訳
ピエ・ブックス 2003.3 UE71-H4 YZ-989-チヤ

14 注文の多い展覧会 : 賢治 + 司修
司修 [画], 神奈川文学振興会 

編
県立神奈川近代文学館 2013.8 KC482-L99 YZ-726.61-ツカ 

15
リスベート・ツヴェルガーの世界 = The 

World of Imagination

リスベート・ツヴェルガー 

著
BL出版 2012.7 KC482-J478 YZ-726.62-ツベ

16 目に見えるもの : 野見山暁治画文集 野見山暁治 著 求竜堂 2011.12 KC16-J2147 YZ-726.61-ノミ

17
クヴィエタ・パツォウスカー展・図録 : 色

彩と空間の魔法使い
―

いわさきちひろ絵本美

術館
c1990 KC482-E228 YZ-726.62-パツ

18
ハンス・フィッシャーの世界 : メルヘンの

国のマイスター : 生誕100年記念
小さな絵本美術館 編 小さな絵本美術館 2008.9 KC511-J23 YZ-726.62-フイ

作品図録等

関連書 展示会で取り上げたアーティストに関連する資料

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

2019.10.1~2020.3.22

「絵本に見るアートの100年―ダダからニュー・ペインティングまで」

関連小展示
　レンガ棟3階の本のミュージアムでは、2019年10月1日～2020年1月19日の間、展示会「絵本に見るアートの100年―ダダから

ニュー・ペインティングまで」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アーティストに関連する資料、

美術と絵本の関係について取り扱った資料のほか、近代美術をテーマとした児童書を展示します。

　リストは「作品図録等」についてはアーティストの姓のカナ順に、それ以外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。

※展示資料のうち「絵本はアート、絵本はメディア―平成29年度国際子ども図書館児童文学連続講座講義録」については、国際子ども図書館ホームページから閲覧可能です

（http://www.kodomo.go.jp/study/chair/outline/29.html）。
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19
アンソニー・ブラウン絵本原画の世界 : 

2000年度国際アンデルセン賞画家賞受賞

アンソニー・ブラウン 著, メ

ディアリンクス・ジャパン 

編

メディアリンクス・

ジャパン
2003.6 KC511-J81 YZ-726.62-ブラ

20
ディック・ブルーナ展 : ミッフィー、ブ

ラック・ベア、そのシンプルな色とかたち
ディック・ブルーナ [画] 朝日新聞社 [2003] KC511-H21 YZ-726.62-ブル

21

フェリックス・ホフマンの世界 : 父から子

への贈りもの : 絵本・版画・壁画・ステン

ドグラス

[フェリックス・ホフマン] 

[画]
小さな絵本美術館 1998.4 Y6-M99-117 YZ-726.62-ホフ 

22 堀文子画文集1999～2009 堀文子 著 JTBパブリッシング 2009.12 KC16-J1152 YZ-726.61-ホリ

23
イエラ・マリ = Iela Mari : 字のない絵本

の世界
イエラ・マリ [画] One Stroke 2014.11 KC511-L92 YZ-726.62-マリ

24 ブルーノ・ムナーリ = BRUNO MUNARI ブルーノ・ムナーリ [画] 求龍堂 2018.4 K16-L1346 YZ-726.62-ムナ

25 村山知義童画集 村山知義 著 婦人之友社 2004.11 Y17-N04-H1381 YZ-726.61-ムラ 

26 柳瀬正夢展図録 : 生誕100年記念
柳瀬正夢 [画], 愛媛県美術館 

編
愛媛県美術館 c2000 KC16-G2248 YZ-726.61-ヤナ 

27 レオ・レオニ絵本のしごと

レオ・レオニ [作], 朝日新聞

社企画事業本部大阪企画事業

部, 松本育子 編

朝日新聞社 c2012 KC511-L23 YZ-726.62-レオ

28
チェコ・アヴァンギャルド : ブックデザイ

ンにみる文芸運動小史
西野嘉章 著 平凡社 2006.5 K181-H57 YZ-702-ニシ

29

中欧のモダンアート = central european 

modern art : ポーランド・チェコ・スロ

ヴァキア・ハンガリー

井口壽乃, 加須屋明子 著 彩流社 2013.6 K181-L15 YZ-702-イグ

30 幻のロシア絵本1920-30年代
芦屋市立美術博物館, 東京都

庭園美術館 企画・監修
淡交社 2004.3 KC511-H31 YZ-726.5-マボ

31

絵本の黄金時代 : 1920～1930年代 : 子ど

もたちに託された伝言 : 国立国会図書館国

際子ども図書館開館10周年及び国民読書年

記念展示会

国立国会図書館国際子ども図

書館 編

国立国会図書館国際子

ども図書館
2010.9 KC511-J79 YZ-726.5-エホ

32 絵本図書館 : 世界の絵本作家たち 光吉夏弥 著, 梶基樹 編 ブックグローブ社 2012.4 KC511-J112 YZ-726.5-ミツ 

33 子どもの本・1920年代展図録

日本国際児童図書評議会事業

委員会子どもの本・1920年

代展実行委員会 企画・制作

日本国際児童図書評議

会
1991.4 UG71-E37 YZ-726.5-コド

34
ユリイカ 48(10)=684(臨増):2016.8 

#ダダ・シュルレアリスムの21世紀
― 青土社, ― Z13-1137 YZ-702-イワ

35 絵本の事典
中川素子, 吉田新一, 石井光

恵, 佐藤博一 編
朝倉書店 2011.11 KC2-J20 YZ-726.5-ナカ

36
絵本はアート : ひらかれた絵本論をめざし

て
中川素子 著 教育出版センター 1991.8 KC511-E56 YZ-726.5-ナカ

37 絵本とイラストレーション 関口安義 [ほか]編 中教出版 1991.11 KC511-E95 YZ-726.5-セキ

38 イラストレーション・絵本 今井良朗, 中川素子 編 武蔵野美術大学出版局 2002.4 KC511-H14 YZ-726.5-イマ

39
絵本とイラストレーション : 見えること

ば、見えないことば

今井良朗 編著, 藤本朝巳, 本

庄美千代 著
武蔵野美術大学出版局 2014.4 KC511-L35 YZ-726.5-イマ

40
美術の窓：30(1) (通号 348) 2011.1

ファンタスティック! 絵本芸術
― 生活の友社 ― Z11-1972 YZ-726.5-ビジ

41

絵本はアート、絵本はメディア―平成29年

度国際子ども図書館児童文学連続講座講義

録

国立国会図書館国際子ども図

書館 編

国立国会図書館国際子

ども図書館
― Z71-P502 YZ-726.5-コク

アーティスト・芸術運動に関する資料

関連書 「美術と絵本」に関する資料
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42
ゴッホはなぜ星月夜のうねる糸杉をえがい

たのか

マイケル・バード 著, ケイ

ト・エヴァンズ 絵, 岡本由香

子 訳

エクスナレッジ 2018.6 Y3-N18-L158

43 ベイビー・ヴァン・ゴッホ絵本

 ヴィンセント・ヴァン・

ゴッホ 絵画, ヘレン・ウラン 

イラスト, ジューリー・ク

ラーク 詩, 丸本郁子 訳

コムテック 2001.4 Y5-N01-146

44 うつくしいえ かこさとし 著 偕成社 1974 Y6-170

45 ローランサンとモディリアーニ
ローランサン, モディリアー

ニ [画], 川滝かおり 文
博雅堂出版 1992.12 Y6-1422

46 クレー
アーネスト・ラボフ 作, みつ

じまちこ 訳
あすなろ書房 1995.4 Y6-1688

47 ひらめき美術館 第3館 結城昌子 著 小学館 2002.5 Y6-1765

48
ロベールとソニア・ドロネー : 色は四本の

手をもつ

イヴ・パンギーリ 著, アンド

レ・ベルギーイ 構成, 長島良

三 訳

岩崎書店 1997.4 Y6-1885

49 マティスの絵本 : 泊まってみたいな 結城昌子 構成・文 小学館 1998.6 Y6-M98-151

50 ピカソとあそぼう!

シルヴィ・ジラルデ, クレー

ル・メルロ・ポンティ 文, ネ

ストール・サラ さし絵, 貴田

奈津子 訳, 五味太郎, 目黒実

監修

ブロンズ新社 1998.6 Y6-M99-5

51 美術の歴史
クラウディオ・メルロ 著, 木

下哲夫 訳
さ・え・ら書房 2004.2 Y6-N04-H71

52 ミロの絵本 : うっかり地球へ
ミロ [画], 結城昌子 構成・

文
小学館 2006.5 Y6-N06-H142

53 子どものためのアートブック その1 ― ファイドン 2006.4 Y6-N06-H145

54 ABC美術館

ジュリー・クラーク 作, ナ

ディーム・ザイディ 絵, もき

かずこ 訳

フレーベル館 2006.4 Y6-N06-H146

55 見てごらん!名画だよ
マリー・セリエ 文, 結城昌子 

監訳
西村書店 2007.12 Y6-N08-J11

56 ゴッホの魂 利倉隆 構成・文 二玄社 2008.2 Y6-N08-J69

57 マグリットのはてな? マグリット [画] 博雅堂出版 2010.8 Y6-N10-J209

58 クレーと黄色い鳥のいる風景 クレー [画], 谷川俊太郎 詩 博雅堂出版 2011.1 Y6-N11-J118

59 こんにちは美術 1 福永信 文と構成 岩崎書店 2012.3 Y6-N12-J127

60 DADAマルサンカクシカクセザンヌ
DADA日本版編集部 編著, 今

井敬子 訳
朝日学生新聞社 2012.10 Y6-N12-J342

61 モダニズムって、なんだろう? ケイト・リッグス 編 六耀社 2017.12 Y6-N18-L8

62
Salvador Dalí and the surrealists : their 

lives and ideas : 21 activities
Michael Elsohn Ross

Chicago Review 

Press
c2003 Y6-B188

63
Keith Haring : et l'art descend dans la 

rue!

[concept, Désirée La 

Valette, David Stark]
Palette c2005 Y6-B201

64 L'art contemporain
Véronique Bouruet-

Aubertot
Autrement c2005 Y6-B266

65 Late modernism Anne Fitzpatrick Creative Education c2006 Y6-B318

66
Regards d'artistes : du pinceau à la 

plume
Valérie Mettais Palette [2011] Y6-B494

67
Le petit musée du rouge : 13 grands 

peintres
13 poèmes d'Alain Serres Rue du monde [2014] Y6-B572

68
The story of paintings : a history of art 

for children

by Mick Manning and Brita 

Granström
Franklin Watts 2017 Y6-B733

子どもを対象とした美術書

児童書 近代美術をテーマとした児童書
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69 シャガール : わたしが画家になったわけ
ビンバ・ランドマン 文・絵, 

白崎容子 訳
西村書店 2006.4 Y3-N06-H52

70 ぼくはクロード・モネ
林綾野 さく, たんふるたん 

え
美術出版社 2014.9 Y3-N14-L125

71
にぎやかなえのぐばこ : カンディンスキー

のうたう色たち

バーブ・ローゼンストック 

文, メアリー・グランプレ 

絵, なかがわちひろ 訳

ほるぷ出版 2016.9 Y3-N16-L159

72 ぼくはフィンセント・ファン・ゴッホ
林綾野 さく, たんふるたん 

え
講談社 2017.10 Y3-N18-L30

73
キース・ヘリング : ぼくのアートはとまら

ない!

ケイ・A・ヘリング 文, ロ

バート・ニューベッカー 絵, 

梁瀬薫 訳

評論社 2018.7 Y3-N18-L174

74 ゴッホの星空：フィンセントはねむれない

バーブ・ローゼンストック 

文, メアリー・グランプレ 

絵, なかがわちひろ 訳

ほるぷ出版 2018.11 Y3-N19-M30

75 あぁとくんをみかけませんでしたか?

ジョン・シェスカ ぶん, レイ

ン・スミス え, おびただす 

やく

六耀社 2016.2 Y6-N16-L77

76
ゴッホとひまわりの少年 : フィンセント

ファン・ゴッホのおはなし

ローレンス・アンホルト さ

く, あべのりこ やく
ベファーナ 2006.9 Y18-N06-H304

77
ピカソとポニーテールの少女 : パブロ・ピ

カソのおはなし

ローレンス・アンホルト さ

く, あべのりこ やく
ベファーナ 2007.9 Y18-N08-J98

78 ケープドリとモンドリアンドリ
ワウター・ヴァン・レーク 

作, 野坂悦子 訳
朔北社 2012.10 Y18-N12-J337

79 ケイティのはじめての美術館
ジェイムズ・メイヒュー 作, 

西村秀一 訳, 結城昌子 監修
サイエンティスト社 2013.2 Y18-N13-L52

80
Radiant child : the story of young artist 

Jean-Michel Basquiat
Javaka Steptoe

Little, Brown and 

Company
[2016] Y6-B693

81 Yayoi Kusama : from here to infinity

Sarah Suzuki, illustrated 

by Ellen Weinstein, with 

repoductions of works by 

Yayoi Kusama

Museum of Modern 

Art
[2017] Y6-B732

物語絵本・伝記絵本


