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児童書研究資料室小展示 

2021.9.16～ 

追悼 絵本作家エリック・カール 

「はらぺこあおむし」をはじめとした数々の絵本作品を発表し、今年の 5月 23日に亡くなった絵本作家のエリック・カール氏をしの

び、彼の作品や関連資料を展示します。なお、リスト掲載の資料が利用中の場合がありますことご了承ください。 

No. タイトル 著者等 出版社 出版年 

請求記号 
※( )内は資料室

のローカル請求記

号 

備考 

１．「はらぺこあおむし」 「はらぺこあおむし」は代表作。彼の作品の中でもとくに人気です。 

1 The very hungry caterpillar Eric Carle Philomel Books c1987 Y17-A118 

2 はらぺこあおむし 
エリック・カール さく,

もりひさし やく
偕成社 1997.9 Y18-M98-124 

3 
はらぺこあおむし 日本語版 40周年記念

限定版 

エリック=カール さく,

もりひさし やく
偕成社 2016.9 Y18-N16-L245 

「はらぺこあおむし」は多くの資料で紹介されており、その人気ぶりがうかがえます。 

4 親子で読みたい絵本 300  (Mook 21) 共同通信社 2004.1 
UG71-H33 

(YZ-726.5-オヤ) 

5 えほん : 子どものための 300冊 
日本子どもの本研究会絵

本研究部 
草土文化 1981.7 

UG71-31 

(YZ-028.72-エホ) 

6 赤ちゃんからの絵本ガイド 
さわださちこ 監修, 主

婦の友社 編 
主婦の友社 2007.6 

UP49-H78 

(YZ-028.72-サワ) 

7 絵本屋さんがおすすめする絵本 100 柿田友広 監修 マイルスタッフ 2013.8 
UP49-L8 

(YZ-028.72-カキ) 

8 
人生ではじめて出会う絵本 100（雑誌記

事） 
平凡社 

Z23-238 

(YZ-726.5-ヨコ) 

「別冊太陽 : 日

本のこころ」 

2001.Win 

9 
エリック・カール大特集 はらぺこあお

むしはなぜ売れたのか?（雑誌記事）
白泉社 Z11-1259 

「Moe」2017.8 

掲載 

10 

子どもにも大人にも愛される絵本ナンバ

ーワン! 「はらぺこあおむし」とエリッ

ク・カール（雑誌記事）

白泉社 Z11-1259 
「Moe」2007.2 

掲載 

「はらぺこあおむし」は児童書の研究者等にも評価されています。 

11 はじめて学ぶ英米絵本史 桂宥子 編著 ミネルヴァ書房 2011.2 
KC511-J88 

(YZ-726.5-カツ) 

12 絵本の世界 : 作品案内と入門講座 
森久保仙太郎, 偕成社編

集部 編 
偕成社 1988.6 

UG71-E6 

(YZ-726.5-モリ) 

13 絵本をひらく : 現代絵本の研究 谷本誠剛, 灰島かり 編 人文書院 2006.2 
UG71-H91 

(YZ-726.5-タニ) 

14 絵本学講座 4 絵本ワークショップ 朝倉書店 2014.6 
KC511-L44 

(YZ-726.5-ナカ) 

15 
英米絵本のベストセラー40 : 心に残る

名作 
灰島かり 編著 ミネルヴァ書房 2009.7 

UG71-J31 

(YZ-726.5-ハイ) 

16 世界の絵本・児童文学図鑑 
ジュリア・エクルスシェ

ア 編, 井辻朱美 監訳
柊風舎 2011.10 

UP49-J61 

(YZ-909-エク) 

17 絵本の魅力その編集・実践・研究 
無藤隆, 野口隆子, 木村

美幸 著 
フレーベル館 2017.3 

KC511-L118 

(YZ-726.5-ムト) 

２．エリック・カールの本のこと 彼の作品は色彩豊かでしかけが多いのが特徴の１つです。 

18 
Brown bear, brown bear, what do you 

see? 

by Bill Martin, Jr, 

pictures by Eric 

Carle 

Henry Holt and 

Company 
2010 Y17-B14929 

19 The tiny seed Eric Carle 
Hodder and 

Stoughton 
1987 Y19-A160 

20 Hello, red fox Eric Carle 

Simon & Schuster 

Books for Young 

Readers 

c1998 Y17-A8002 

21 A house for Hermit Crab Eric Carle 

Simon & Schuster 

Books for Young 

Readers 

c1987 Y17-A7916 



22 10 little rubber ducks Eric Carle HarperCollins c2005 Y17-B9061  

23 Do you want to be my friend? Eric Carle T.Y. Crowell 1971 Y19-A605  

24 The secret birthday message Eric Carle 
Hamish Hamilton 

Children's Books 

1972, 

c1971 
Y17-A4356  

 

３．エリック・カールの絵本づくり  

25 
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) 
 

26 エリック・カール絵本の世界  エリック・カール [著] ブックグローブ社 2004.4 
KC511-H32  

(YZ-726.62-カル) 
 

27 エリック・カール : 色の魔法を学ぶ 
NHK「未来への教室」プ

ロジェクト 著 
汐文社 2003.2 

Y6-N03-H51 

(YZ-726.62-カル) 
 

28 はじめて学ぶ英米絵本史 桂宥子 編著 ミネルヴァ書房 2011.2 
KC511-J88 

(YZ-726.5-カツ) 
 

29 幸せの絵本 金柿秀幸 編 
ソフトバンクパブ

リッシング 
2004.1 

UP49-H21 

(YZ-028.72-カナ) 
 

30 
100人が感動した 100冊の絵本--1978

～97年（雑誌） 
 平凡社  

Z23-238 

(YZ-726.5-ヒヤ) 

「別冊太陽 : 日

本のこころ」

1999.1 

31 
100人の心に響いた 絵本 100--1998-

2008（雑誌） 
 平凡社  

Z23-238 

(YZ-726.5-ヒヤ) 

「別冊太陽 : 日

本のこころ」

2009.12 

32 絵本の 100年展  朝日新聞社 c1999 
KC511-G70 

(YZ-726.5-エホ) 
 

33 
エリック・カールとの出会い（雑誌記

事） 
 

日本児童図書出版

協会 
 Z21-794 

「こどもの本」

2000.6 掲載 

34 
色の魔術師 エリック=カールさん その

世界を垣間見る（雑誌記事） 
 

出版文化産業振興

財団 
 Z71-L75 

「この本読ん

で!」2012.春 掲

載 

35 
しかけ絵本の名手 エリック・カール

（雑誌記事） 
 平凡社  

Z23-238 

(YZ-726.5-タケ) 

「別冊太陽 : 日

本のこころ」

2018.4 掲載 

 

４．エリック・カールのこと 

36 
子どもの夢を追って : エリック=カー

ル自伝 

エリック=カール [著], 

乾侑美子, 箕浦万里子 

訳 

偕成社 1994.8 
KC511-G19 

(YZ-726.62-カル) 
 

37 オックスフォード世界児童文学百科 

ハンフリー・カーペン

ター, マリ・プリチャ

ード 著, 神宮輝夫 監

訳 

原書房 1999.2 
KE112-G10 

(YZ-909-プリ) 
 

38 
世界児童・青少年文学情報大事典 第 3

巻 
藤野幸雄 編訳 勉誠出版 2001.5 

KE112-G18 

(YZ-909-フジ) 
 

39 
絵本図書館 : 世界の絵本作家たち 新

装版 

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) 
 

40 海外の絵本作家たち (別冊太陽) 

エリック・カールほか 

[述], 柴田こずえ 聞き

手 

平凡社 2007.11 
KC511-J6 

(YZ-726.5-カイ) 
 

41 

Artist to artist : 23 major 

illustrators talk to children about 

their art 

 Philomel Books [2007?] 
YZ-B1394 

(YZ-726.5-B123) 
 

42 
Keats's neighborhood : an Ezra Jack 

Keats treasury 
 Viking 2002 

YZ-B2870 

(YZ-726.6K-

B2870) 

 

43 
Ways of telling : conversations on 

the art of the picture book 
Leonard S. Marcus 

Dutton 

Children's Books 
c2002 Y6-B54  

 

※ 児童書研究資料室の書架 26にエリック・カール氏の関係資料、書架 37に絵本（原書）の一部を開架しています。あわせてご覧ください。 




