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参考
想像と個性の競演 : モダン・アートのはじ
まり : ピカソ、ダリ、マグリット、シャガール、
ミロ、マティスたち

アントニー・メイソン 著, 木村尚美 訳 国土社 2004
名画で見る世界のくらしと
できごと

- Y6-N04-H70

1 Bilderbuch 絵本 Hannah Höch The Green Box [2015] ハンナ・ヘーヒ Y17-B21310

2 Die Märchen vom Paradies 楽園の物語 Kurt Schwitters und Käte Steinitz Insel Verlag 1979 クルト・シュヴィッタース 個人蔵

シュルレアリスムの系譜

参考 ダリ : 絵本画集 ダリ [画], 森田義之 監修 博雅堂出版 2004
おはなし名画シリーズ ; 
16

- Y3-N04-H73

3
ラ・タ・タ・タム : ちいさな機関車のふしぎ
な物語

ペーター・ニクル 文, 矢川澄子 訳, ビネッテ・
シュレーダー 絵

岩波書店 1975 大型絵本 ; 20 ビネッテ・シュレーダー Y17-4495

4
Das träumende Haus : ein Gang durch 
die Nacht

夢見る家：夜の散歩
Bilder von Binette Schroeder, 
in Gedichten illustriert von Peter Nickl

Maruzen Mates [1991] Sonrisa = ソンリーサ ; 16 ビネッテ・シュレーダー Y17-A4326

5 ゾーヴァの箱舟 ミヒャエル・ゾーヴァ 画, 那須田淳 序 BL出版 1998 ミヒャエル・ゾーヴァ KC482-G303

6 Willy's pictures ウィリーの絵 Anthony Browne Walker Books 2000 アンソニー・ブラウン Y6-A209

7 魔法のなべと魔法のたま
バルバラ・バルトス=ヘップナー ぶん, 
ドゥシャン・カーライ え, とおやまあきこ やく

ほるぷ出版 1990 ドゥシャン・カーライ Y18-4802

8 西風号の遭難
クリス・ヴァン・オールズバーグ 絵と文, 
村上春樹 訳

河出書房新社 1985 クリス・ヴァン・オールズバーグ YQ11-488

9 The lost thing ロスト・シング Shaun Tan Lothian 2000 ショーン・タン Y17-A7873

10 浮揚譚 舟崎克彦 文, 建石修志 画 パロル舎 1998 建石修志 Y8-M99-340

11 もりでみつけたおともだち 舟崎靖子 作, 建石修志 絵 偕成社 1979 建石修志 Y17-6458
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ロシア・アヴァンギャルド

参考 現代の美術 ポーリン・リドリー 著, 橘高弓枝 訳 偕成社 1995 楽しい美術図鑑 ; 6 - Y6-1641

12 Vchera i segodni͡a 昨日と今日
stikhi S. I͡A. Marshaka ; 
risunki V.V. Lebedeva

Khudozhnik RSFSR 1975
Iz luchshikh sovetskikh 
detskikh knig

ウラジーミル・レーベジェフ Y17-B1168

13 Цирк サーカス
サムイル・マルシャーク 詩, ウラジーミル・
レーベジェフ 絵, 古賀義顕 訳

淡交社 2004
「幻のロシア絵本」復刻シ
リーズ ; 1

ウラジーミル・レーベジェフ Y17-B2703

14 Багаж 荷物
サムイル・マルシャーク 詩, ウラジーミル・
レーベジェフ 絵, 鴻野わか菜 訳

淡交社 2004
「幻のロシア絵本」復刻シ
リーズ ; 3

ウラジーミル・レーベジェフ Y17-B2705

15 O glupom myshenke おろかな子ねずみ S. Marshak ; khudozhnik V. Lebedev Khudozhnik RSFSR 1982
Khudozhniki deti͡am iz 
istorii sovetskoĭ detskoĭ 
knigi

ウラジーミル・レーベジェフ Y17-B1047

16 Усатый полосатый しましまのおひげちゃん
サムイル・マルシャーク 詩, ウラジーミル・
レーベジェフ 絵, 鴻野わか菜 訳

淡交社 2004
「幻のロシア絵本」復刻シ
リーズ ; 4

ウラジーミル・レーベジェフ Y17-B2706

17 うさぎとおんどりときつね レーベデフ 文・絵, うちだりさこ 訳 岩波書店 1977 岩波の子どもの本 ウラジーミル・レーベジェフ Y17-5562

18 Pozhar 火事 S. Marshak ; risunki V. Konashevicha
OGIZ Molodai͡a 
gvardii͡a

1932 ウラジーミル・コナシェーヴィチ Y17-B1068

19 Limpopo リンポポ K. Chukovskiĭ ; risunki V. Konashevicha
Izd-vo Detskoĭ lit-ry, 
Leningradskoe otd-
nie

1935 ウラジーミル・コナシェーヴィチ Y17-B10616

20
Pro dva kvadrata : v 6ti postroĭkakh : 
suprematicheskiĭ skaz

6つの構成による2つの正方
形についてのシュプレマティス
ムのお話

Ėl Lisit͡skiĭ Skify 1922 エル・リシツキー Y17-B4936

21 Detskiĭ internat͡sional 子どものインターナショナル I͡Uriĭ Gralit͡sa ; kartinki G. Echeistova Gos. izd-vo 1926
Novai͡a detskai͡a 
biblioteka. Mladshiĭ 
vozrast

ゲオルギー・エチェイストフ Y17-B5188

22
みんな動物になった : ロシア・アヴァン
ギャルドの絵本

セルゲイ・トレチャコフ 詩, アレクサンドル・
ロトチェンコ 写真, 杉山恒太郎 訳

婦人生活社 1996 アレクサンドル・ロトチェンコ KB311-G42

23 Galu i M'gatu : negriti͡anskie rebi͡ata
ガルとムガトゥ：黒人の子ども
たち

O. Gur'i͡an ; [risunki D. Shter[e]nberga] Gos. izd-vo 1928 ダヴィート・シュテレンベルク Y17-B5156

24 Davaĭte raskrashivat' ぬり絵をしよう Nikolaĭ Troshin i Ol'ga Deĭneko Posrednik 1931
ニコライ・トローシン
オリガ・デイネコ

Y17-B5329

25 Kot i Povar ねこと料理人 Basni͡a Krylova ; avtolitografii A. Deĭneka Izd-vo Vkhutemas 1922 Serii͡a pervai͡a アレキサンドル・デイネカ Y17-B5185

26 Vstretim 3ĭ ! 三周年を迎えよう！ S. Kirsanov ; risunki i oblozhka A. Deĭneka Gos. izd-vo 1930 アレキサンドル・デイネカ Y17-B5381

27 Pi͡atiletka 五か年計画 risunki i maket A. Lapteva Gos. izd-vo 1930 アレクセイ・ラプチェフ Y1-B78

28 Bratishki 小さな兄弟たち A. Barto, G. Echeistov
OGIZ Molodai͡a 
gvardii͡a

1931 ゲオルギー・エチェイストフ Y17-B4951

29 V oblakakh 雲の中 Deĭneka Gos. izd-vo 1930 アレキサンドル・デイネカ Y17-B5181

30 Pochta 郵便 S. Marchak ; risunki M. T͡Sekhanovskogo Raduga [19--] ミハイル・ツェハノフスキー Y1-B79

31
Chto takoe khorosho i chto takoe 
plokho?

いいってどんなこと、わるいっ
てどんなこと？

V. Mai͡akovskiĭ ; risunki Aleksei͡a Lapteva Gos. izd-vo 1930
ウラジーミル・マヤコフスキー 文
アレクセイ・ラプチェフ 絵

Y17-B4976

32 Kem byt'? 何になるか？ V. Mai͡akovskiĭ ; ris. N. Shifrin OGIZ 1932
ウラジーミル・マヤコフスキー 文
ニソン・シフリン 絵

Y17-B1171

33 海と灯台の本
ウラジーミル・マヤコフスキー 文, ボリス・ポクロ
フスキー 絵, 松谷さやか 訳

新教出版社 2010
ウラジーミル・マヤコフスキー 文
ボリス・ポクロフスキー 絵

Y18-N11-J135

34
Ėta knizhechka moi͡a pro mori͡a i pro 

mai͡ak
海と灯台についての私の本 V. Mai͡akovskiĭ ; risunki N. T͡Seĭtlina Detskai͡a lit-ra 1972

ウラジーミル・マヤコフスキー 文
ナウーム・ツェイトリン 絵

Y17-A7093

35 Mi͡ach ボール
stikhi S. Marshaka ; risunki A. Pakhomova 
Pereizd

Khudozhnik RSFSR 1979
Khudozhniki deti͡am iz 
luchshikh sovetskikh 
detskikh knig

アレクセイ・パホーモフ Y17-B1048

36 A, B, V-- A, B, V-- Anatoliĭ Markusha ; risunki I. Kabakova Malysh 1979 イリヤ・カバコフ Y17-B1080

37 Ronds et carrés まるとしかく Nathalie Parain Flammarion, Editeur [2001]
Les albums du Père 
Castor

ナタリー・パラン Y17-B14853

38 Baba Yaga バーバ・ヤガー
raconté par Rose Celli d'après la tradition 
populaire russe ; dessins de Nathalie Parain

Flammarion c1932 Albums du Père Castor ナタリー・パラン Y17-B11565

39 Les jeux en images 遊びの絵本
[images de Nathalie Parain, petits poèmes 
de Rose Celli]

Flammarion c1933
Les albums du père 
Castor

ナタリー・パラン Y17-B14276

番号 資料タイトル 日本語タイトル 著者 出版者 展示箇所の作家等出版年 シリーズ等 当館請求記号

展示会担当職員が展示の見どころをご紹介するギャラリートーク（展示解説）を開催します。

前期の日程は以下のとおりです（各回約30分）。ぜひご参加ください。

ギャラリートークのご案内

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。

関連小展示のご案内

　10月6日（日）14時～

　10月13日（日）14時～

　10月20日（日）14時～

　11月17日（日）14時～

　場所 　国際子ども図書館 レンガ棟3階 本のミュージアム

　申込方法
　事前申込み不要です。
　当日は直接「本のミュージアム」へお越しください。 

　開催日時
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チェコ・アヴァンギャルド

参考

チャペック兄弟と子どもの世界 = 
Those children keep on playing ; 
children's themes in the works of the 
Čapek brothers

ヨゼフ・チャペック, カレル・チャペック [作] イデッフ c2018 -
KC16-L2978
（東京本館所蔵）

40 ダーシェンカ : あるいは子犬の生活
カレル・チャペック 文・絵・写真, 
カレル・タイゲ 装丁, 保川亜矢子 訳

メディアファクトリー
（KADOKAWA）

1998
カレル・チャペック 文・絵・写真
カレル・タイゲ 装丁

KP266-G27
（東京本館所蔵）

41 Modré nebe 青い空
[illustrated by] Josef Čapek ; František 
Hrubín

Albatros c1976
Knihy Františka 
Hrubína pro děti ; sv. 7

ヨゼフ・チャペック Y17-B8244

42
Povídání o pejskovi a kočičce : 
jak spolu hospodařili a ještě o 
všelijakých jiných věcech

こいぬとこねこは愉快な仲間 
: なかよしのふたりがどんなお
もしろいことをしたか

pro děti napsal a nakreslil Josef Čapek Albatros 2003 ヨゼフ・チャペック Y17-B5300

43 Proč ten ptáček z větve nespadne
どうしてあの鳥は枝から落ち
ないの

Josef Čapek, Jan Skácel Albatros 1988 ヨゼフ・チャペック Y17-B2774

44 Pohlednice 絵葉書 Jan Noha ; illustroval Adolf Hoffmeister
Státní nakladatelství 
dětské knihy

1961 アドルフ・ホフマイステル Y2-B42

45
Made in Japan : 
cestopisná reportaž o zemi, kde 
vyduchla první atomová puma

メイド・イン・ジャパン：初めて
原爆被害にあった国の旅行
記

napsal a nakreslil Adolf Hoffmeister
Československý 
spisovatel

1958 アドルフ・ホフマイステル
915.2-H711m
（東京本館所蔵）

46 Aschenputtel シンデレラ Kveta Pacovská, Charles Perrault Minedition c2010 クヴィエタ・パツォウスカー Y17-B14234

47 ふしぎないきもの
アネリース・シュヴァルツ ぶん, クヴィエタ・
パツォウスカー え, いけうちおさむ やく

ほるぷ出版 1990 クヴィエタ・パツォウスカー Y18-5293

参考 僕はカンディンスキー
アナベル・ハワード 文, アダム・シンプソン 絵, 
岩崎亜矢 監訳, 池田千波 訳

パイインターナショナル 2015 芸術家たちの素顔 ; 8 -
KC321-L10
（東京本館所蔵）

48 Birds 鳥たち Juliet Kepes ; foreword by Philip Hofer

Walker in association 
with Dept. of Printing 
and Graphic Arts, 
Harvard College 
Library

1968 ジュリエット・ケペシュ Y17-B5651

49 Frogs merry ゆかいなかえる Juliet Kepes Pantheon c1961 ジュリエット・ケペシュ Y17-B12051

50 Puppe Lenchen 人形のレンヒェン Lou Scheper-Berkenkamp Bauhaus-Archiv 2012
ルー・シェーパー＝ベルケンカン
プ

個人蔵

51 Knirps, ein ganz kleines Ding おちびさん、とても小さなこと Lou Scheper-Berkenkamp Bauhaus-Archiv 2012
ルー・シェーパー＝ベルケンカン
プ

個人蔵

52 かえるだんなのけっこんしき
ジョン・ラングスタッフ 再話, フョードル・ロジャ
ンコフスキー 絵, さくまゆみこ 訳

光村教育図書 2001 フェードル・ロジャンコフスキー Y18-N01-163

53 うみべのおとのほん
マーガレット・ワイズ・ブラウン 文, レナード・
ワイズガード 絵, 江國香織 訳

ほるぷ出版 2007 レナード・ワイズガード Y18-N07-H289

54 round and round and square まるとまるとしかく Fredun Shapur Tate Publishing 2015 フレドン・シャプール 個人蔵

55 きりのなかのサーカス ブルーノ・ムナーリ 作, 谷川俊太郎 訳 フレーベル館 2009 ブルーノ・ムナーリ Y18-N09-J322

56 闇の夜に ブルーノ・ムナーリ 著, 藤本和子 訳 河出書房新社 2005 ブルーノ・ムナーリ Y18-N05-H288

57 ことば アン・ランド, ポール・ランド 作, 長田弘 訳 ほるぷ出版 1994 ポール・ランド Y18-9207

58 アンリくん、パリへ行く
ソール・バス 絵, レオノール・クライン 文, 
松浦弥太郎 訳

Pヴァイン・ブックス 2012 ソール・バス Y18-N12-J280

59 Il palloncino rosso あかいふうせん Iela Mari Babalibri [2004] イエラ・マリ Y17-B17653

60 木のうた イエラ・マリ さく ほるぷ出版
1977

 (31刷:1996)
イエラ・マリ Y18-M98-328

61 The artist who painted a blue horse えをかくかくかく Eric Carle Philomel Books c2011 エリック・カール Y17-B14177

62 Il sogno di Matteo
マシューのゆめ : えかきに
なったねずみのはなし

Leo Lionni Emme c1991 レオ・レオニ Y17-B12678

63 あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ 作, 藤田圭雄 訳 至光社 1981 レオ・レオニ Y17-8338

64 Follow the line through the house せんをたどっていえのなかへ words and art by Laura Ljungkvist Viking 2007 ローラ・ユンクヴィスト Y17-B8634

65 Holdup ホールドアップ Keith Godard and Emmett Williams Works 1980
キース・ゴダード
エメット・ウィリアムス

個人蔵

66 Yellow to red = Du jaune au rouge 黄色から赤へ Katsumi Komagata [著] One Stroke
2014 

(第7刷)
駒形克己 Y17-N15-L40

67 どっとこどうぶつえん 中村至男 さく 福音館書店 2014 こどものとも絵本 中村至男 Y17-N14-L454

68 おおくにぬしと80にんのきょうだい 前川康男 文, 田名網敬一 絵 国土社 1968 絵本むかしばなし ; 7 田名網敬一 Y17-335☆

69 土の話 小泉武夫 文, 黒田征太郎 絵 石風社 2013 黒田征太郎 Y17-N14-L50

出版年 シリーズ等 当館請求記号

バウハウスとニュー・バウハウス

展示箇所の作家等資料タイトル 日本語タイトル 著者 出版者

番号 資料タイトル 日本語タイトル 著者 出版者

番号

グラフィック・デザインの可能性

番号 資料タイトル 日本語タイトル 著者 出版者

展示箇所の作家等

展示箇所の作家等出版年 シリーズ等 当館請求記号

出版年 シリーズ等 当館請求記号
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70
複刻絵本絵ばなし集 [4] 
日本一ノ画噺 ザウノアソビ

巌谷小波 文, 杉浦非水 画 ほるぷ出版 1978 杉浦非水 KC511-20

71 身体と食物 正木不如丘 著, 恩地孝四郎 絵 アルス 1927 日本児童文庫 ; 50
恩地孝四郎「人造人間」
（扉絵）

児乙部全集-N-50
★

72 日本新童謡集 北原白秋 著, 恩地孝四郎 絵 アルス 1927 日本児童文庫 ; 24 恩地孝四郎
児乙部全集-N-24
★

73 コドモノクニ　11巻4号 東京社 1932 古賀春江「四月の散歩」 Z32-B158☆

74 コドモノクニ　11巻7号 東京社 1932 古賀春江「初夏風景」 Z32-B158☆

75
日本児童文学館 : 名著複刻 第2集 26
一に十二をかけるのと十二に一をかける
のと : 少年少女劇集

久保田万太郎 著, 伊藤熹朔 画 ほるぷ出版 1974 伊藤熹朔 KH6-23

76 いま来たこの道 若杉慧 著, 須田剋太 絵 朝日新聞社 1950 須田剋太 児乙部50-W★

77
複刻絵本絵ばなし集 [18]
小学科学絵本　米

鈴木文助 文, 夏川八郎 画 ほるぷ出版 1978 柳瀬正夢（夏川八郎） KC511-20

78 みにくいあひるのこ 福沢一郎 著 小峰書店 1950 小学生絵本 ; 1 福沢一郎 Y17-1582★

79 3びきのこぐまさん 村山籌子 さく, 村山知義 え 婦人之友社 1986 村山知義 Y18-1794

80
川へおちた玉ねぎさん : ほか16篇-童話
集

村山籌子 著, 村山知義 絵 ニュー・フレンド 1948 村山知義 児93-M-36★

81 おねこさんときんのくつ 村山籌子 作, 村山知義 絵 ニューフレンド 1947 村山知義 Y17-3004★

82 子供之友 復刻 大正13年3月号 婦人之友社 2003 村山知義「おかざりお菓子」 Z32-B187☆

83 アンデルセン童話全集2 矢崎源九郎 訳,　脇田和 絵 河出書房 1954
脇田和「みにくいあひるの子」
（扉絵）

児949.7-cA54a4
☆

84 なかよし 岩佐東一郎 文, 脇田和 絵 印刷局 1949 学級文庫 ; 幼児用 脇田和 Y17-2777★

85 君たちはどう生きるか
吉野源三郎 著, 脇田和 等絵, 
香月泰男 装幀

新潮社 1969 香月泰男 表紙絵・装幀 Y7-1925

86 あいしてる : 岡本太郎の絵本 岡本太郎 著, 舟崎克彦 文・構成 小学館 1999 岡本太郎 Y17-M99-1347

87 いっすんぼうし いしいももこ 文, あきのふく 絵 福音館書店 1965 世界傑作絵本シリーズ 秋野不矩 Y17-63☆

88 おおきなかぶ
A. トルストイ 再話, 内田莉莎子 訳, 
佐藤忠良 画

福音館書店
1966

 (80刷:1995)
<こどものとも>傑作集 ; 
26

佐藤忠良 Y18-M98-330

89 たのしい一年生　2巻18号 講談社 1958 小磯良平「ほおじろあっちゃん」 Z32-420☆

90 こどものとも 復刻版　25号 福音館書店 1996
堀文子「はなとあそんできた
ふみこちゃん」

Z32-B103

91 象とさるとバラモンと : インドの昔話 河田清史 著, 駒井哲郎 絵 彰考書院 1948 世界昔ばなし文庫 駒井哲郎 児93-K-1☆

92 グリム4篇
グリム [原作], Lakudha Cobuni [翻案], Roger 
Matthews [英語], Gyoji Nomiyama [絵]

ラボ教育センター c1978
Sounds in kiddyland ; 
series 14

野見山暁治 Y9-N04-H161

93 あみだだだ 谷川俊太郎 ぶん, 元永定正 え 福音館書店 2014 日本傑作絵本シリーズ 元永定正 Y17-N14-L140

94 もこ　もこもこ たにかわしゅんたろう さく, もとながさだまさ え 文研出版 1995 みるみる絵本 元永定正 Y18-10525

95 ぞうさん まどみちお 詩, 東貞美 絵 国土社 1975 国土社の詩の本 ; 7 東貞美 Y7-4985

96 山山もっこり ふかさわゆき [著], よしはらひでお [絵] ラボ教育センター 1975 Get on target ; ser.10 吉原英雄 Y17-N08-J680

97 ホシコ : 星をもつ馬 加藤多一 文, 早川重章 絵 童心社 2006 ことばのおくりもの 早川重章 Y8-N06-H1080

98 国生み
Lakudha Cobuni [著], Clive W.Nicol [英語], 
Jiro Takamatsu [絵]

ラボ教育センター c1979
Sounds in kiddyland ; 
series 15

高松次郎 Y8-N04-H408

99 わんぱく大将トム・ソーヤ
Mark Twain [原作], Lakudha Cobuni [再話], 
Shiell Keith [英語], Jiro Takamatsu [絵]

ラボ教育センター c1977
Get on target ; series 
11

高松次郎 Y9-N04-H164

100 四角形の歴史 赤瀬川原平 著 毎日新聞社 2006 赤瀬川原平
KH47-H463
（東京本館所蔵）

101 セロ弾きのゴーシュ
宮沢賢治 原作, 天沢退二郎 監修, 
Roger Pulvers 英語, 司修 絵

ラボ教育センター
1998
 (2刷)

Sounds in kiddyland ; 
series 27

司修 Y17-M99-1098

102 じんべえざめ = WHALE SHARK 新宮晋 著 文化学園文化出版局 2013 新宮晋 Y17-N13-L487

103 えほん・どうぶつ図鑑 横尾忠則 絵, 穂村弘 文 芸術新聞社 2013 とぴか 横尾忠則 Y17-N13-L769

104 あのこ 今江祥智 文, 宇野亞喜良 絵 BL出版 2015 宇野亞喜良 Y8-N15-L91

105
The little mermaid : 
a fairy tale of infinity & love forever

人魚姫 Hans Christian Andersen and Yayoi Kusama
Louisiana Museum of 
Modern Art

[2016] 草間彌生
YP51-B448
（東京本館所蔵）
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106 Alphabet アルファベット Sonia Delaunay, textes de Béatrice Fontanel Palette... 2014 ソニア・ドローネー 個人蔵

107 Three young rats and other rhymes
「3匹の子ねずみ」とその他の
わらべ歌

drawings by Alexander Calder, edited with 
introduction by James Johnson Sweeney

The Museum of 
Modern Art

[1946] アレキサンダー・カルダー Y6-B783

108 A partridge in a pear tree
梨の木にとまった1羽のヤマウ
ズラ

designed and illustrated by Ben Shahn
The Museum of 
Modern Art

[1964] ベン・シャーン Y17-B21390

参考
世界の名画物語 : 子どもたちとたどる絵
画の歴史

ミック・マニング, ブリタ・グランストローム 著, 
[Babel Corporation], [大森充香] [日本語版
訳出]

六耀社 2017
Rikuyosha Children & YA 
Books

- Y6-N18-L18

109 Six fairy tales from the brothers Grimm グリム童話の6つのお話 illustrations by David Hockney
Royal Academy of 
Arts

2012 デイヴィッド・ホックニー 個人蔵

110 Andy Warhol's children's book
アンディ・ウォーホルの子ども
の本

Andy Warhol Bruno Bischofsberger c1983 アンディ・ウォーホル Y17-B12908

111 The alphabet parade アルファベットの行進 Seymour Chwast Harcourt Brace c1991 シーモア・クワスト Y17-A5744

112 Nina's book of little things
ちょっとしたことについての
ニーナの本

Keith Haring Big Picture Press 2013 キース・ヘリング 個人蔵

113 Life doesn't frighten me 人生なんて怖くない
Maya Angelou; paintings by Jean-Michel 
Basquiat; edited by Sara Jane Boyers

Abrams Book for 
Young Readers

2017 ジャン＝ミシェル・バスキア 個人蔵

114 んぐまーま 大竹伸朗 絵, 谷川俊太郎 文 クレヨンハウス 2003 大竹伸朗 Y17-N04-H7

115 お月さまにげた 谷川晃一 作・絵 毎日新聞社 2005 谷川晃一 Y17-N05-H967

116 れろれろくん おかざきけんじろう え, ぱくきょんみ ぶん 小学館 2004 岡崎乾二郎 Y17-N04-H1002

117 The lonesome puppy ともだちがほしかったこいぬ
Yoshitomo Nara ; [English language 
translation by Tomoko Fujii]

Chronicle Books 2008 奈良美智 Y18-B447

118 けばけば きたがわゆうじん ぶん, むらかみたかし え カイカイキキ 2003 村上隆 Y17-N03-H673

119 ちゅっちゅっ Maya Maxx え・ぶん 福音館書店 2008 0.1.2.えほん Maya Maxx Y17-N08-J586

120 チューリップ畑をつまさきで 山本容子 著 偕成社 2017 山本容子 Y17-N17-L969

121 みみお 鴻池朋子 著 青幻舎 2001 鴻池朋子 Y17-N02-27

122
ラッキードラゴンのおはなし : 
トらやんの世界

ヤノベケンジ さく・え サンリード 2009 ヤノベケンジ Y17-N09-J1097

123 点 ten_do_ten 点 ten_do_ten CALM & PUNK 2009
CALM & PUNK Book 
#1

ten_do_ten 個人蔵

124 ABC Damien Hirst Other Criteria 2018 ダミアン・ハースト 個人蔵

125 どんぐりと山猫
宮沢賢治 著, C. W. ニコル, 谷川雁 英訳, 
李禹煥 絵

物語テープ出版 1983
宮沢賢治没後50年
記念シリーズ ; 1

李禹煥
YL31-89
（東京本館所蔵）

126 水仙月の四日
宮沢賢治 著, C. W. ニコル, 谷川雁 英訳, 
高松次郎 絵

物語テープ出版 1983
宮沢賢治没後50年
記念シリーズ ; 2

高松次郎
YL31-90
（東京本館所蔵）

127 やまなし
宮沢賢治 著, C. W. ニコル, 谷川雁 英訳, 
金昌烈 絵

物語テープ出版 1984
宮沢賢治没後50年
記念シリーズ ; 3

金昌烈
YL31-91
（東京本館所蔵）

128 オツベルと象
宮沢賢治 著, C. W. ニコル, 谷川雁 英訳, 
菅木志雄 彫刻と写真

物語テープ出版 1984
宮沢賢治没後50年
記念シリーズ ; 4

菅木志雄
YL31-87
（東京本館所蔵）

129
狼森(オイノモリ)と笊森、盗森 = Wolf 
Forest,Colander Forest,Thief Forest

宮沢賢治 著, C. W. ニコル, 谷川雁 英訳, 
江口週 彫刻, 野堀成美 撮影, 日下弘 
表紙構成

ものがたり文化の会 1996
宮沢賢治没後50年
記念シリーズ ; 5

江口週 KH361-J35

130 かしはばやしの夜
宮沢賢治 著, C. W. ニコル, 谷川雁 英訳, 
斎藤義重 彫刻, 日下弘 表紙構成

物語テープ出版 1987
宮沢賢治没後50年
記念シリーズ ; 7

斎藤義重
YL31-263
（東京本館所蔵）

131 よだかの星 畑のへり 祭の晩 宮沢賢治 著, 前川秀樹 絵 ものがたり文化の会 1997
宮沢賢治没後50年
記念シリーズ ; 15

前川秀樹 KH361-J33

132 ブラッキンダー スズキコージ 作・絵 イースト・プレス 2008 スズキコージ Y17-N09-J333

133 あらしのよるに 木村裕一 作, あべ弘士 絵 講談社 1994 ちいさな絵童話りとる ; 2 あべ弘士 Y18-9624

134 けもののにおいがしてきたぞ ミロコマチコ 作・絵 岩崎書店 2016 えほんのぼうけん ; 78 ミロコマチコ Y17-N16-L1011

135 木がずらり tupera tupera 著 ピエ・ブックス 2005 tupera tupera Y17-N05-H1291

136 ルフランルフラン 荒井良二 著 プチグラパブリッシング 2005 荒井良二 Y17-N05-H1307

137 くまとやまねこ 湯本香樹実 ぶん, 酒井駒子 え 河出書房新社 2008 酒井駒子 Y17-N08-J1231

138 みずのこどもたち 阿部海太 作 佼成出版社 2017 阿部海太 Y17-N17-L478

当館請求記号番号 資料タイトル 展示箇所の作家等日本語タイトル 著者 出版者 出版年 シリーズ等
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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しおりをプレゼント！
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特別コーナー　アリス

139 Alice's adventures in Wonderland
Lewis Carroll ; with forty-two illustrations 
by John Tenniel

Macmillan and Co. 1886 ジョン・テニエル VZ1-219★

140 Alice's Adventures in Wonderland Lewis Carroll, illustrated by Salvador Dalí
Princeton University 
Press

2015 サルバドール・ダリ 個人蔵

141 不思議の国のアリス
ルイス・キャロル 著, ドゥシャン・カーライ 絵, 
矢川澄子 訳

新潮社 1990 ドゥシャン・カーライ KS153-E233

142 不思議の国のアリス
ルイス・キャロル 著, ヤン・シュヴァンクマイエ
ル 挿画, 久美里美 訳

エスクァイアマガジン
ジャパン

2006 ヤン・シュヴァンクマイエル KS153-H464

143
Lewis Carroll's Alice's adventures in 
Wonderland

with artwork by Yayoi Kusama Penguin Classics 2012 草間彌生 Y8-B12848

144 Alice's adventures in Wonderland Lewis Carroll, illustrated by Tove Jansson
Delacorte Press/
S. Lawrence

c1966 トーベ・ヤンソン Y8-B11185

145 Alice in Wonderland
Lewis Carroll ; illustrated by Lisbeth 
Zwerger

North-South Books c1999 リスベート・ツヴェルガー Y8-A5612

146 Alice au pays des merveilles
Lewis Carroll, Alain Gauthier ; traduction de 
Jacques Papy

Rageot Editeur c1991 アラン・ゴーチェ Y8-B6487

147 Alice's adventures in Wonderland
Lewis Carroll ; illustrated by Anthony 
Browne

J. MacRae Books 1988 アンソニー・ブラウン Y8-A5244

148 Alisa v strane chudes
L'i͡uis Kėrroll ; pereskaz s angliĭskogo Vl. 
Orla ; khudozhnik I͡Ulii͡a Gukova

Rosmėn 2003 ユーリア・グコーヴァ Y17-B5354

149 ふしぎの国のアリス : 日本語版
ルイス・キャロル 原作, 宗方あゆむ 再話, 
山本容子 絵

ラボ教育センター 2005 山本容子 Y8-N05-H989

150 Lewis Carroll's Alice in Wonderland illustrated by Ralph Steadman Dennis Dobson 1967 ラルフ・ステッドマン Y8-B11783

151 Alice csodaországban Lewis Carroll ; Szegedi Katalin rajzaival General Press c2007 カタリン・セゲディ Y8-B10322

152 Alice's adventures in Wonderland
Lewis Carroll ; with illustrations by Robert 
Ingpen

Templar Pub. 2009 ロバート・イングペン Y8-B9889

153
Алиса в Страната 
на чудесата

Луис Карол, илюстрац
ии Ясен Гюзелев

Хеликон [2015] イアッセン・ギゼレフ Y17-B19034

特別コーナー　赤ずきん

154
Red Riding Hood's picture book :
containing Little Red Riding Hood, Jack 
& the beanstalk, the forty theives

赤ずきんの絵本（含：赤ずき
ん、ジャックと豆の木、（アリバ
バと）40人の盗賊）

with the original coloured pictures & some 
new additions by Walter Crane, engraved & 
printed in colours by Edmund Evans

John Lane [1898] ウォルター・クレイン Y17-B13766

155 赤ずきん
シャルル・ペロー 原作, サラ・ムーン 写真, 
定松正 訳

西村書店 1989
ワンス・アポンナ・タイム・
シリーズ

サラ・ムーン Y8-7785

156
メルヘンビルダー : 
フィッシャーが描いたグリムの昔話

グリム [原作], ハンス・フィッシャー 絵, 

佐々梨代子, 野村泫 訳
こぐま社 2013 ハンス・フィッシャー Y9-N14-L64

157 Anno's journey 旅の絵本 Mitsumasa Anno Philomel Books 1978 安野光雅 Y18-A171

158 Rotkäppchen Květa Pacovská, Brüder Grimm Minedition c2007 クヴィエタ・パツォウスカー Y17-B11507

特別コーナー　ピノキオ

159 Pinocchio
Carlo Collodi, Jim Dine, translated by M.A. 
Murray

Steidl 2006 ジム・ダイン Y8-B18493

160 Pinocchio : ehk Puunuku seiklused
Carlo Collodi ; itaalia keelest tõlkinud Tiina 
Laats ; illustreerinud Jarõna Ilo

Eesti Raamat 1985 ヤロナ・イロ Y8-A5403

161 ピノキオの冒険
カルロ・コルローディ 原作, ロベルト・インノチェ
ンティ 絵, 金原瑞人 訳

西村書店 1992 ロベルト・インノチェンティ Y8-9729

162 Pinocchio
written by Carlo Collodi ; illustrated by Sara 
Fanelli ; translated by Emma Rose

Walker 2003 サラ・ファネリ Y8-B3621

163 Pinocchio
adaptation from C. Collodi's ; [illustrated by] 
Ed Young

Philomel Books c1996 エド・ヤング Y17-A7001

164 ピノッキオの冒険
カルロ・コッローディ 作, ミンモ・パラディーノ 
画, 大岡玲 訳

パピーロ・アルテ 2004 ミンモ・パラディーノ 個人蔵
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