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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 

2023.3.28～ 

 
展示会「「東洋一」の夢 帝国図書館展」 関連小展示 

 
 

 児童書研究資料室の小展示コーナーにて、国際子ども図書館の建物についての資料をはじめ、国内外の図書館に関

する関連資料及び児童書を展示します。これは、2023 年 3 月 28 日から 7 月 16 日までの間、レンガ棟 3 階の本のミュ

ージアムにおいて開催している展示会「「東洋一」の夢 帝国図書館展」にちなんだものです。レンガ棟は、帝国図書

館として建てられた建物をリノベーションして活用しています。 
 図書館に関する資料は、資料室の読書活動推進支援コーナー（棚 47～50）、読書バリアフリー推進支援コーナー（棚

51）、棚 6・7 等にも一部開架しています。併せてご覧ください。 
なお、リスト掲載の資料は利用中の場合があります。 

 

１．図書館の設計・空間デザイン 

No タイトル 著者 出版者 出版年 
請求記号 

（ローカル請求記号）  
備考 

1 国際子ども図書館事業記録集 : 
明治の煉瓦建築「旧帝国図書

館」の保存と再生 

国土交通省関東地

方整備局営繕部 
国土交通省関東

地方整備局営繕

部 

2002.3 UL521-H5 
（YZ-016-コク） 

 

2 アーチ棟のできるまで : 国際

子ども図書館拡充整備事業に

ついて（雑誌記事） 

 
国立国会図書館 - Z21-146 『国立国会図

書館月報』

2015. 8・9 掲載 

3 上野の山の建築鑑賞案内 : 上
野の山の建築ツアー・ハンド

ブック 

-  [東京都] [201-] Y121-L8867 
（YZ-521-ウエ） 

 

4 安藤忠雄建築展 2003 : 再生-環
境と建築 

安藤忠雄著 デルファイ研究

所 
2003.4 KA16-H63 

（YZ-524-アン） 
 

5 安藤忠雄ディテール集 3 安藤忠雄 [作], 二
川幸夫 企画・編

集 

エーディーエ

ー・エディタ・

トーキョー 

2003.5 YQ19-H6 
（YZ-524-アン） 

 

6 いたずらのすきなけんちくか 安藤忠雄 原作, は
たこうしろう 絵 

小学館 2020.3 Y17-N20-M295  

7 シリーズわくわく図書館 5
（図書館ってすごいな） 

笠原良郎, 紺野順

子 著 
アリス館 2010.12 Y5-N11-J24  

8 見たい!知りたい!図書館はうら

側もすごい! 
小田光宏 監修 WAVE 出版 2020.12 Y5-N21-M74  

9 図書館空間のデザイン : デジ

タル化社会の知の蓄積 
益子一彦 著 丸善出版 2011.7 UL521-J11 

（YZ-012-マシ） 
 

10 図書館空間のデザイン 続 益子一彦 著 丸善出版 2018.1 UL521-L17 
（YZ-012-マシ） 
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11 平湯モデル図書館写真集 : 子
どもたちで溢れる学校図書館

のつくり方 

平湯文夫 著 ボイックス 2019.4 UL521-M2 
（YZ-017-ヒラ） 

 

12 図書館家具絵物語 増補改訂 2
版 (図書館を家具とレイアウ

トで生きかえらせるシリーズ ; 
no. 3) 

平湯文夫 編著 図書館づくりと

子どもの本の研

究所 

2010.5 UL525-J1 
（YZ-012-ヒラ） 

 

13 子どものための建築と空間展 
= Architectural and Spatial Works 
Designed for Children 

長澤悟 監修, パナ

ソニック汐留ミュ

ージアム, 青森県

立美術館 編 

鹿島出版会 2019.1 KA266-M1 
（YZ-012-ナガ） 

 

14 デンマークのにぎやかな公共

図書館 : 平等・共有・セルフ

ヘルプを実現する場所 

吉田右子 著 新評論 2010.11 UL252-J4 
（YZ-016-ヨシ） 

 

15 Designing library space for 
children (IFLA publications ; 154) 

edited by Ingrid 
Bon, Andrew 
Cranfield, and Karen 
Latimer 

De Gruyter Saur c2012 UL521-B31 
（YZ-016.28-B3） 

 

16 The power of play : designing 
early learning spaces 

Dorothy Stoltz, 
Marisa Conner, and 
James Bradberry 

ALA Editions, an 
imprint of the 
American Library 
Association 

2015 YZ-D104 
（YZ-015-D104） 

 

17 図書館のふしぎな時間 (未来へ

の記憶) 
福本友美子 作, た
しろちさと 画 

玉川大学出版部 2019.10 Y17-N19-
M1246 

 

18 夢見る帝国図書館 中島京子 著 文藝春秋 2019.5 KH971-M4160 
（YZ-016-ナカ） 

 

19 上野の図書館に来た文豪、読

んだ本（雑誌記事） 
 国立国会図書館 - Z21-146 『国立国会図

書館月報』

2020.6 掲載 

20 図書館へ行こう!! : 新しいワク

ワクと出会える図書館を 1 冊

まるごと大特集! : 日本各地・

注目の図書館 90 館+α 

 洋泉社 2016.5 Y94-L32435 
（YZ-010-トシ） 

 

21 東京の美しい図書館 立野井一恵 著 エクスナレッジ 2021.10 UL55-M18 
（YZ-012-タテ） 

 

22 KYOTO 図書館紀行 = KYOTO 
LIBRARY GUIDE (玄光社
MOOK. KYOTO INTELLIGENT 
TRIP ; 01) 

 玄光社 2013.4 Y94-L2199 
（YZ-016-キヨ） 

 

23 首都圏大学図書館ガイド : オ
トナの知的空間案内 : アカデ

ミックな書籍探しだけではな

い大学図書館の魅力満載のガ

イドブック : 地域に開かれた

学びと探求の場へ… 

斉藤道子 編・著 メイツ出版 2015.6 Y77-L4515 
（YZ-016-サイ） 

 

24 世界の図書館 ビャーネ・ハマー 
著, [藤田奈緒] [翻
訳協力] 

ほるぷ出版 2016.10 YP21-L3 
（YZ-012-ハマ） 
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２．図書館にまつわる歴史・実話 

No タイトル 著者 出版者 出版年 
請求記号 

（ローカル請求記号）  
備考 

25 本と図書館の歴史 : ラクダの

移動図書館から電子書籍まで 
モーリーン・サワ 
文, ビル・スレイ

ヴィン 絵, 宮木陽

子, 小谷正子 訳 

西村書店東京出

版編集部 
2010.12 Y5-N11-J23  

26 トマス・ジェファソン本を愛

し、集めた人 
バーブ・ローゼン

ストック 文, ジョ

ン・オブライエン 
絵, 渋谷弘子 訳 

さ・え・ら書房 2014.9 Y3-N14-l127  

27 ぼくのブック・ウーマン  ヘザー・ヘンソン 
文, デイビッド・

スモール 絵, 藤原

宏之 訳 

さ・え・ら書房 2010.4 Y18-N10-J137 原書請求記号 
：Y17-B14289 
（英語） 

28 ぼくの図書館カード ウイリアム・ミラ

ー 文, グレゴリ

ー・クリスティ 
絵, 斉藤規 訳 

新日本出版社 2010.11 Y18-N11-J11 原書請求記号 
：Y17-B11014 
（英語） 

29 トマスと図書館のおねえさん パット・モーラ 
ぶん, ラウル・コ

ローン え, 藤原宏

之 やく 

さ・え・ら書房 2010.2 Y18-N10-J77  

30 Schomburg : the man who built a 
library First edition 

Carole Boston 
Weatherford, 
illustrated by Eric 
Velasquez 

Candlewick Press 2017 Y3-B445  

31 「走る図書館」が生まれた日 : 
ミス・ティットコムとアメリ

カで最初の移動図書館車 

シャーリー・グレ

ン 作, 渋谷弘子 
訳 

評論社 2019.12 Y5-N20-M12  

32 お話の種をまいて プエルト

リコ出身の司書プーラ・ベル

プレ  

アニカ・アルダム

イ・デニス 作, パ
オラ・エスコバル 
絵, 星野由美 訳 

汐文社 2019.2 Y3-N19-M40  

33 図書館に児童室ができた日 : 
アン・キャロル・ムーアのも

のがたり 

ジャン・ピンボロ

ー 文, デビー・ア

トウェル 絵, 張替

惠子 訳 

徳間書店 2013.8 Y3-N13-L174  

34 子どもの本で平和をつくる : 
イエラ・レップマンの目ざし

たこと 

キャシー・スティ

ンソン 文, マリ

ー・ラフランス 
絵, さくまゆみこ 
訳 

小学館 2021.7 Y3-N21-M138 原書請求記号 
：Y17-D2611 
（英語） 

35 希望への扉リロダ 渡辺有理子 作, 小
渕もも 絵 

アリス館 2012.11 Y8-N12-J1023  

36 どうしてアフリカ?どうして図

書館? 
さくまゆみこ 著, 
沢田としき 絵 

あかね書房 2010.6 Y2-N10-J243  

37 バスラの図書館員 : イラクで

本当にあった話  
ジャネット・ウィ

ンター 絵・文, 長
田弘 訳 

文研出版 2021.3 Y5-N06-H144 原書請求記号 
：Y5-B98 
（英語） 
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38 戦場の秘密図書館 : シリアに

残された希望 
マイク・トムソン 
著, 小国綾子 編訳 

文溪堂 2019.12 Y5-N20-M6  

39 ろばのとしょかん : コロンビ

アでほんとうにあったおはな

し 

ジャネット・ウィ

ンター 文と絵, 福
本友美子 訳 

集英社 2011.3 Y5-N11-J98  

40 でんしゃとしょかん  深山さくら 文, は
せがわかこ 絵 

文研出版 2021.3 Y17-N21-M555  

 
 
３．図書館が登場する物語・詩 

No タイトル 著者 出版者 出版年 
請求記号 

（ローカル請求記号）  
備考 

41 マチルダはちいさな大天才 
(評論社の児童図書館・文学の

部屋) 

ロアルド・ダール 
作, 宮下嶺夫 訳, 
クェンティン・ブ

レイク 絵 

評論社 1991.4 Y8-8256 原書請求記号 
：Y8-A833 
（英語） 

42 晴れた日は図書館へいこう 
(文学の森) 

緑川聖司 作, 宮嶋

康子 絵 
小峰書店 2003.10 Y8-N03-H956  

43 きいてほしいの、あたしのこ

と : ウィン・ディキシーのい

た夏 (ポプラ・ウイング・ブ

ックス ; 13) 

ケイト・ディカミ

ロ 作, 片岡しのぶ 
訳 

ポプラ社 2002.12 Y9-N03-H30 原書請求記号 
：Y8-A5554 
（英語） 

44 すえっ子のルーファス 新版 
(岩波少年文庫) 

エレナー・エステ

ィス 作, 渡辺茂男 
訳 

岩波書店 2004.7  Y7-N04-H131 原書請求記号 
：Y8-B4359 
（英語） 

45 ふたり 福田隆浩 著 講談社 2013.9 Y8-N13-L773  

46 だいじな本のみつけ方 (BOOK 
WITH YOU) 

大崎梢 著 光文社 2014.10 Y8-N14-L911  

47 図書館脱出ゲーム : ぼくたち

の謎とき大作戦! 上 
クリス・グラベン

スタイン 著, 髙橋

結花 訳, 
JohnHathway 絵 

KADOKAWA 2016.3 Y9-N16-L61  

48 Please bury me in the library  J. Patrick Lewis ; 
illustrated by Kyle 
M. Stone 

Gulliver 
Books/Harcourt 

c2005 Y17-B7826
（Y17-S878-
B7826） 

 

49 モリス・レスモアとふしぎな

空とぶ本 
ウィリアム・ジョ

イス 作・絵, おび

かゆうこ 訳 

徳間書店 2012.10 Y18-N12-J306  

 
 


