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参考

ふしぎ?なるほど!西洋美術たんけん : 
子どものための西洋美術「超」入門 : 名
画のヒミツが、見えてくる! 第3巻 (自由
にぼうけん!色とかたち〈19世紀～現
代〉)

池上英洋 監修 日本図書センター 2015 - Y6-N15-L78

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
名画で遊ぶあそびじゅつ!
-絵が語る歴史と物語-

エリザベート・ド・ランビリー 著, 大澤千加 訳 ロクリン社 2016 - Y6-N16-L281

3
Ra ta ta tam : the strange story of a 
little engine

ラ・タ・タ・タム : ちいさな機関
車のふしぎな物語

Peter Nickl, Binette Schroeder ; translated 
from the German by Michael Bullock

Cape 1974 ビネッテ・シュレーダー Y19-A749

4 Die Vollmondlegende 満月の夜の伝説
erzählt von Michael Ende ; mit Bildern von 
Binette Schroeder

Weitbrecht 1993 ビネッテ・シュレーダー Y17-A7836

5
Prinz Tamino : Märchen nach Mozarts 
Zauberflöte

タミーノ王子：モーツァルトの
魔笛に基づく物語

Michael Sowa, erzählt von Ute Blaich Aufbau 2010 ミヒャエル・ゾーヴァ Y17-B14444

6 Voices in the park こうえんで… : 4つのお話 Anthony Browne Doubleday 1998 アンソニー・ブラウン Y17-A7472

7
Gutenachtgeschichte für Maria 
Carolina

マリア・カロリーナのためのおや
すみ前のお話

Barbara Frischmuth ; illustriert von Dušan 
Kállay

J&V 1994 ドゥシャン・カーライ Y17-A3384

8 The mysteries of Harris Burdick ハリス・バーディックの謎 Chris Van Allsburg Houghton Mifflin c1984 クリス・ヴァン・オールズバーグ Y17-A885

9 The arrival アライバル Shaun Tan Lothian Books 2006 ショーン・タン Y17-B16077

10 幸福の王子
オスカー・ワイルド 原作, 建石修志 画, 
曽野綾子 訳

バジリコ 2006 建石修志 Y9-N07-H209

11 月 グリム兄弟 作, 建石修志 画, 天沼春樹 訳 パロル舎 1999 絵本グリムの森 ; 4 建石修志 Y18-N00-355

番号 資料タイトル 著者 出版者

後期：2019年11月19日（火）～2020年1月19日（日）
展示リスト

シリーズ等 当館請求記号

日本語タイトル

日本語タイトル

　※ 当館請求記号欄に★☆印がある資料はデジタル化資料をご覧いただけます。
        ★はインターネット公開しています。
        ☆は国立国会図書館、当館児童書研究資料室の端末をご利用ください。

　※ 当館請求記号がある資料（デジタル化資料および東京本館所蔵資料を除く）は、
        会期終了後は児童書研究資料室でご覧いただけます。
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ロシア・アヴァンギャルド

12 T͡Sirk サーカス S. Marshak, V. Lebedev Izd-vo Raduga 1925 ウラジーミル・レーベジェフ Y17-B4937

13 Vchera i segodni͡a 昨日と今日 S. Marshak i V. Lebedev Giz 1928 ウラジーミル・レーベジェフ Y17-B5118

14
アイスクリーム・かんながかんなをつくっ
たはなし

マルシャーク 文, レーベデフ 絵, うちだりさこ 訳 岩波書店 1978 岩波の子どもの本 ウラジーミル・レーベジェフ Y17-5846

15 Bagazh 荷物 S. Marshak, V. Lebedev Raduga [1927] ウラジーミル・レーベジェフ Y17-B5327

16 Почта 郵便
サムイル・マルシャーク 詩, ミハイル・ツェハノフ
スキー 絵, 鴻野わか菜 訳

淡交社 2004
「幻のロシア絵本」復刻シ
リーズ ; 9

ミハイル・ツェハノフスキー Y17-B2711

17 О глупом мышенке おろかな子ねずみ
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 ; 2

ウラジーミル・レーベジェフ Y17-B2704

18 Usatyĭ polosatyĭ しましまのおひげちゃん S. Marshak, V. Lebedev Giz 1930 ウラジーミル・レーベジェフ Y17-B5004

19 Пожар 火事
サムイル・マルシャーク 詩, ウラジーミル・コナ
シェーヴィチ 絵, 古賀義顕 訳

淡交社 2004
「幻のロシア絵本」復刻シ
リーズ ; 5

ウラジーミル・コナシェーヴィチ Y17-B2707

参考 L'homme qui court: Casimir Malevitch
走る男：カジミール・マレーヴィ
チ

Casimir Malevitch

Atelier des enfants et 
Musée national d'art 
moderne, Centre 
Georges Pompidou

1995 L'Art en jeu - 個人蔵

20
Le dit suprematiste des deux carrés 
en 6 constructions

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

El Lissitzky Éditions MeMo 2013
La collection des trois 
ourses

エル・リシツキー Y17-B16809

21 Kras' i risuĭ 色を塗って描いて V. Lebedev ; tekst N. Orlovoĭ
OGIZ Molodai͡a 
gvardii͡a

1932 ウラジーミル・レーベジェフ Y17-B5333

22 Petrushka inostranet͡s 外国人ペトルーシカ S. Marshak ; risunki V. Lebedeva Ogiz [193-] ウラジーミル・レーベジェフ Y17-B5072

23 Pervoe mai͡a 5月1日 tekst A. Barto ; risunki A. Deĭneka Gos. izd-vo [19--] アレキサンドル・デイネカ Y17-B5390

24 Parad krasnoĭ Armii 赤軍のパレード risunki A. Deĭneka Gos. izd-vo 1930 アレキサンドル・デイネカ Y17-B5183

25 Krasnosheĭka 赤いネッカチーフの少年 Aseev ; [risunki Natana Al'tmana] Gos. izd-vo 1929 ナタン・アリトマン Y17-B4995

26
Doska sorevnovanii͡a : na
likvidat͡sii͡u proryva

職場の表彰板 S. Marshak ; risunki V. Lebedeva Molodai͡a gvardii͡a 1931 ウラジーミル・レーベジェフ Y17-B5319

27 Kolkhoznai͡a vesna コルホーズの春 poėma, Z. Aleksandrovoĭ ; risunki A. Lapteva
OGIZ, Molodai͡a 
gvardii͡a

1932 アレクセイ・ラプチェフ Y17-B5389

28 Kuter'ma : zimni͡ai͡a skazka 騒動 : 冬の物語 N. Aseev ; risunki A. Deĭneka Gos. izd-vo 1930 アレキサンドル・デイネカ Y17-B5380

29 Pesni͡a o mame 母の歌 Ė. Ėmden ; risunki D. Shterenberga Gos. izd-vo 1930 ダヴィート・シュテレンベルク Y17-B5154

30 Ėlektromonter 電気工事夫 tekst B. Ural'skogo ; risunki A. Deĭneka
OGIZ, Molodai͡a 
gvardii͡a

1931 アレキサンドル・デイネカ Y17-B5379

31 Kolësa 車輪 S. Marshak ; ris. V. Tambi
OGIZ Molodai͡a 
gvardii͡a

1933 ウラジーミル・タンビ Y17-B5115

32 Birorlăho 小さな兄弟たち A. Barto, G. Jăceistov
OGIZ Molodai͡a 
gvardii͡a

1933 ゲオルギー・エチェイストフ Y17-B5315

33 Kem byt'? 何になるか？ Vladimir Mai͡akovskiĭ ; risunki I͡U. Korovina Detskai͡a lit-ra 1973
ウラジーミル・マヤコフスキー 文
ユヴェナーリー・コローヴィン 絵

Y17-B1177

34 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

35
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-B1173

36 Kak chelovek pokoril more
人間はどうやって海を征服し
たか

Evgeniĭ Permi͡ak ; risunki I. Kabakova Detskiĭ mir 1960 イリヤ・カバコフ Y17-A7145

37 Mon chat わたしのねこ André Beucler, Nathalie Parain Éditions MeMo c2006
La collection des trois 
ourses

ナタリー・パラン Y17-B8520

38 Noix de Coco et son ami ココナッツとおともだち
récit de Marie Colmont, images de Nathalie 
Parain

Flammarion c1940 Album du Père Castor ナタリー・パラン Y17-B13642

39 Le paon くじゃく Marcel Aymé ; images de Nathalie Parain Gallimard 1938
Les contes du chat 
perché ; 7

ナタリー・パラン Y17-B12255

40 Je découpe 切り絵の絵本 compositions de Nathalie Parain Flammarion c1931 Album du Père Castor ナタリー・パラン Y17-B12484

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

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。

後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

　11月24日（日）14時～

　12月8日（日）14時～

　12月15日（日）14時～

　2020年1月12日（日）14時～

　2020年1月19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

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
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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）

41 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）

42
Dějiny zblízka : 
soubor satirických kreseb

間近からみた歴史：風刺画集 Josef Čapek Fr. Borový 1949 ヨゼフ・チャペック YZ-B1897

43
こいぬとこねこはゆかいななかま : 
なかよしのふたりがどんなおもしろいこと
をしたか

ヨセフ・チャペック ぶん・え, いぬいとみこ, 
井出弘子 やく

童心社 1968 ヨゼフ・チャペック Y9-N03-H312☆

44 青い空
ヨゼフ=チャペック 絵, フランチシェク=フルビーン 
詩, いでひろこ 訳

偕成社 1979 ヨゼフ・チャペック Y17-6564

45 Hrajte si s námi 私たちと遊びましょう
František Hrubín ; [fotografie] Dagmar 
Hochová

Státní nakl. dětské 
knihy

1960 ダグマル・ホホヴァー Y17-B3089

46 Made in Japan メイド・イン・ジャパン
geschrieben und gezeichnet von Adolf 
Hoffmeister ; [Deutsch von Marie Vaničková]

Artia c1960 アドルフ・ホフマイステル
915.2-H711mG
（東京本館所蔵）

47 Es war einmal eine Blume むかしむかし花が咲いていた Květa Pacovská, Said M. Neugebauer 2004 クヴィエタ・パツォウスカー Y17-B12441

48 Pierre & le loup ピーターと狼 Kvéta Pacovska, Serge Prokofiev Minedition [2013]
Un livre d'images 
Minedition

クヴィエタ・パツォウスカー Y17-B16929

参考 世界のart図鑑
レベッカ・ライオンズ, エミリー・シュライナー 総監
修, 松浦直美 訳, 青柳正規 日本語版監修

ポプラ社 2010 - Y6-N10-J225

49
Die Geschichten von Jan und Jon und 
von ihrem Lotsenfisch

ヤンとヨンと、彼らのパイロット
フィッシュについての物語

Lou Scheper-Berkenkamp Süddeutsche Zeitung 2018
ルー・シェーパー＝ベルケンカン
プ

個人蔵

50 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

51 ゆかいなかえる ジュリエット・ケペシュ 文・絵, いしいももこ 訳 福音館書店 1964 世界傑作絵本シリーズ ジュリエット・ケペシュ Y17-30☆

52
The children's year : adapted from 
the French of Lacote

子どもの一年 Margaret Wise Brown ; pictures by Rojan Harper & Brothers 1937 フェードル・ロジャンコフスキー Y17-B12984

53 お日さまお月さまお星さま
カート・ヴォネガット, アイヴァン・チャマイエフ 著, 
浅倉久志 訳

国書刊行会 2009 アイヴァン・チャマイエフ KC511-J55

54 Noisy book きこえるきこえる
Margaret Wise Brown ; 
with pictures by Leonard Weisgard

William R. Scott c1939 レナード・ワイズガード Y17-B9559

55 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

56 Kanaljen i seraljen ハレムの悪たれ
Lennart Hellsing ; omslag av Olle Eksell ; 
[illustrationer av] Sven Erixson ... [et al.]

Rabén & Sjögren
c1956

(1989 printing)
オーレ・エクセル Y17-A5280

57 Nella nebbia di Milano きりのなかのサーカス Bruno Munari Corraini 1996 ブルーノ・ムナーリ Y17-B2443

58 ムナーリの機械 ブルーノ・ムナーリ 著, 中山エツコ 訳 河出書房新社 2009 ブルーノ・ムナーリ KC521-J131

59
Sparkle and spin : a book about 
words

ことば Ann & Paul Rand Chronicle Books 2006 ポール・ランド Y17-B8265

60 あかいふうせん イエラ・マリ 著 ほるぷ出版 1976 イエラ・マリ Y17-5271

61 L'arbre, le loir et les oiseaux 木のうた Iela Mari École des loisirs c1973 イエラ・マリ Y17-A1010

62
マシューのゆめ : えかきになったねずみ
のはなし

レオ・レオニ 作, 谷川俊太郎 訳 好学社 1992 レオ・レオニ Y18-6389

63
Piccolo blu e piccolo giallo : una storia 
per Pippo e Ann e altri bambini

あおくんときいろちゃん Leo Lionni Babalibri c1999 レオ・レオニ Y17-B3468

64 I see a song うたがみえるきこえるよ Eric Carle T.Y. Crowell c1973 エリック・カール Y19-A598

65 せんをたどっていえのなかへ ローラ・ユンクヴィスト さく, ふしみみさを やく 講談社 2008 講談社の翻訳絵本 ローラ・ユンクヴィスト Y18-N08-J106

66 まるのおうさま 谷川俊太郎 ぶん, 粟津潔 え 福音館書店 2019 粟津潔 Y17-N19-M493

67 かけら 駒形克己 作 One Stroke 2000 駒形克己 Y17-N00-329

68 がたんごとんがたんごとん 安西水丸 さく 福音館書店 1987 福音館あかちゃんの絵本 安西水丸 Y18-2660

69 ひげのすさのお 前川康男 文, 田名網敬一 絵 国土社 1968 絵本むかしばなし ; 2 田名網敬一 Y17-317☆

70 ぼくみたんだ くろだせいたろう え・ぶん アートン 2003 黒田征太郎 Y17-N04-H33

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

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

番号 資料タイトル 日本語タイトル 著者 出版者

番号

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 出版年 シリーズ等 当館請求記号

　11月24日（日）14時～

　12月8日（日）14時～

　12月15日（日）14時～

　2020年1月12日（日）14時～

　2020年1月19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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71
複刻絵本絵ばなし集 [4] 
日本一ノ画噺 アヒルトニワトリ

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

72 日本童謡物語 北原白秋 著, 恩地孝四郎 絵 アルス 1930 日本児童文庫 ; 72 恩地孝四郎
児乙部全集-N-72
★

73 人形の耳 : 幼児の自由詩集 平岩由伎子 著, 恩地孝四郎 絵 平岩米吉 1930 恩地孝四郎 児乙部30-H-4☆

74 コドモノクニ　11巻2号 東京社 1932 古賀春江 扉絵 Z32-B158☆

75 コドモノクニ　11巻3号 東京社 1932 古賀春江「楽しい三月」 Z32-B158☆

76 コドモノクニ　11巻6号 東京社 1932 古賀春江「五月の繪模樣」 Z32-B158☆

77

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

78 バック・ネット 田村一二 著, 須田剋太 絵 ユニコン社 1951 須田剋太
児913.6-Ta666b
☆

79 子供之友　29巻12号 婦人之友社 1942
柳瀬正夢（夏川八郎）「マンシウミ
ヤゲ セキタン」

Z32-B156☆

80 汽車 辻二郎 編, 村山知義 画 東京社 1937 小學科學繪本 ; 第4卷 村山知義 Y1-N05-H327☆

81 川へおちたたまねぎさん 村山籌子 作, 村山知義 絵 JULA出版局 1998 村山籌子作品集 ; 3 村山知義 Y8-M98-503

82 あひるさんとにわとりさん 村山籌子 作, 村山知義 絵 ニューフレンド 1948
村山知義「あひるさんのおたん
じょう日」

Y17-2986★

83 子供之友 復刻 大正14年4月号 婦人之友社 2003 村山知義「こままわし」 Z32-B187☆

84 いまぼくに : 谷川俊太郎詩集
谷川俊太郎 著, 水内喜久雄 選・著, 
香月泰男 絵

理論社 2005 詩と歩こう 香月泰男 Y8-N05-H739

85 おだんごぱん : ロシア民話 せたていじ 訳, わきたかず 絵 福音館書店 1966 世界傑作絵本シリーズ 脇田和 Y17-133☆

86 キンダーブック : 観察絵本　3巻6号 フレーベル館 1948 脇田和「ひるのおつきさん」 Z32-179☆

87
きんいろのしか : インド・パキスタンの昔
話

ジャラール・アーメド 案, 石井桃子 再話, 
秋野不矩 絵

福音館書店 1968 秋野不矩 Y17-374☆

88 みにくいあひるの子 アンデルセン 作, 桂木寛子 編著, 佐藤忠良 絵 集英社 1966 母と子の名作童話 ; 30 佐藤忠良 Y7-314-[30]☆

89 白鳥の湖 光吉夏弥 著, 三林亮太郎 等絵 新潮社 1951 世界の絵本 中型版 ; 13 小磯良平「火の鳥」 児766.6-M561h☆

90 こどものとも　25号 福音館書店 1958
堀文子「はなとあそんできたふみ
こちゃん」

Z32-210☆

91 象とさるとバラモンと : インドの昔話 河田清史 編, 駒井哲郎 絵 彰考書院 1948 世界昔ばなし文庫 駒井哲郎 児乙部48-K-40☆

92 きりん　1巻4号 尾崎書房 1948 吉原治良 表紙絵 Z32-182☆

93 いろながれかたちうごいてぱぴぷぺぽ 元永定正 文・絵 光村教育図書 1999 元永定正 Y17-M99-785

94 Chuchu こつばめチュチュ
story by Lakudha Cobuni, illustrated by 
Yoshihara Hideo, English version by Sarah 
Ann Nishie

ラボ教育センター 1973 吉原英雄 Y18-B406

95 おさるがふねをかきました まど・みちお 詩, 東貞美 絵 国土社 1982 しのえほん 東貞美 Y17-8233

96
ドゥリトル先生海をゆく : 
The voyages of Doctor Dolittle

Hugh Lofting [著], Clive W.Nicol [再話], 
Ay-O [絵]

ラボ教育センター c1983
Get on target ; series 
13

靉嘔 Y9-N04-H165

97 やぎのはかせのだいはつめい 槇ひろし さく・え 福音館書店 2011
「こどものとも」人気作家の
かくれた名作10選

柏原えつとむ（槇ひろし） Y17-N11-J419

98 Peter Pan ピーター・パン
James M.Barrie [著], Jiro Takamatsu [絵], 
Sarah Ann Nishie [再話]

ラボ教育センター 1974 Get on target ; series 8 高松次郎 YU81-H191

99 ふしぎなお金 赤瀬川原平 著 毎日新聞社 2005 赤瀬川原平
KH47-H372
（東京本館所蔵）

100 ざしき童子のはなし
宮沢賢治 日本語, 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-M99-1100

101 風の星 新宮晋 [作] 福音館書店 2004 新宮晋 Y17-N04-H369

102
エジプト十字架の秘密・十四のピストル
のなぞ

クイーン 著, 亀山竜樹 訳, 横尾忠則 絵 あかね書房 1964
少年少女世界推理文学
全集 ; 8

横尾忠則
児909-Sy9578-
[8]☆

103 宇宙人デカ クレメント 作, 内田庶 訳, 横尾忠則 絵 岩崎書店 1967 SF世界の名作 ; 16 横尾忠則 Y7-575-[16]☆

104 きりの村 今江祥智 文, 宇野亞喜良 絵 フェリシモ 2010
おはなしのたからばこ ; 
20

宇野亞喜良 Y17-N10-J189

105 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

展示箇所の作家等

展示箇所の作家等

出版年 シリーズ等 当館請求記号番号 資料タイトル 日本語タイトル 著者 出版者
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参考

マルチ・メディアと美術 : 
現代美術のゆくえ : ジャコメッティ、デュ
シャン、ホッパー、オキーフ、ポロック、
ウォーホルたち

アントニー・メイソン 著, 八木恭子 訳 国土社 2004
名画で見る世界のくらしと
できごと

- Y6-N04-H251

106
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

107 アンディ・ウォーホルのヘビのおはなし アンディ・ウォーホル 著, 野中邦子 訳 河出書房新社 2017 アンディ・ウォーホル Y18-N17-L117

108 想い ピーター・マックス 画 早川書房 1970 ピーター・マックス
KC16-88
（東京本館所蔵）

109 O beautiful for spacious skies 美しきかな　広大なる空よ
poem by Katharine Lee Bates ; art by Wayne 
Thiebaud ; edited by Sara Jane Boyers

Chronicle Books c1994 ウェイン・ティーボー Y17-A6961

110 Big ビッグ Keith Haring
Hyperion Books for 
Children

1998 キース・ヘリング 個人蔵

111 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

112 ジャリおじさん おおたけしんろう えとぶん 福音館書店 1994 日本傑作絵本シリーズ 大竹伸朗 Y18-9672

113 うそうさぎ 谷川晃一 さく 福音館書店 2014
こどものとも700号記念コ
レクション20

谷川晃一 Y17-N14-L350

114 ぽぱーぺぽぴぱっぷ おかざきけんじろう 絵, 谷川俊太郎 文 クレヨンハウス 2004 岡崎乾二郎 Y17-N04-H1229

115 ともだちがほしかったこいぬ ならよしとも えとぶん マガジンハウス 1999 奈良美智 Y17-M99-1472

116 でんきの でばん 小野寺悦子 文, 小林孝亘 絵 福音館書店 2010
ちいさなかがくのとも　103
号

小林孝亘 Z32-B136

117 らっこちゃん = A HAPPY SEA OTTER MAYA MAXX えとぶん 福音館書店 2013 0.1.2.えほん Maya Maxx Y17-N13-L308

118 キュウリの旅 しまぶくみちひろ さく 小学館 2004 島袋道浩 Y17-N04-H1001

119
Mammoth = マンモス : for papa mama 
& kids 36

ニーハイメディア・ジャ
パン

2018 近藤亜樹「たわちゃん」 Z32-B116

120 点 ten_do_ten 点 ten_do_ten CALM & PUNK 2009 CALM & PUNK Book #1 ten_do_ten 個人蔵

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

122
月夜のでんしんばしら = Telegraph 
Poles on a Moonlit Night

宮沢賢治 著, C. W. Nicol, 谷川雁 英訳, 福岡
道雄 彫刻, 日下弘 表紙構成

ものがたり文化の会 2009（第3刷）
宮沢賢治童話シリーズ ; 
6

福岡道雄 KH361-J34

123 鹿踊りのはじまり
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 1987
宮沢賢治没後50年記念
シリーズ ; 8

高松次郎
YL31-264
（東京本館所蔵）

124 北守将軍と三人兄弟の医者 宮沢賢治 著, 菅木志雄 美術・装丁 物語テープ出版 1988
宮沢賢治没後50年記念
シリーズ ; 9

菅木志雄
YL31-325
（東京本館所蔵）

125 洞熊学校を卒業した三人 宮沢賢治 著, 李禹煥 美術・装丁 物語テープ出版 1988
宮沢賢治没後50年記念
シリーズ ; 10

李禹煥
YL31-326
（東京本館所蔵）

126 蛙のゴム靴 宮沢賢治 著, 李禹煥 美術・装丁 物語テープ出版 1990
宮沢賢治没後五十年記
念シリーズ ; 11

李禹煥
YL31-538
（東京本館所蔵）

127 土神と狐 宮沢賢治 著, 中西 夏之 美術・装丁 物語テープ出版 1991
宮沢賢治没後50年記念
シリーズ ; 12

中西夏之
YL31-545
（東京本館所蔵）

128 山男の四月 宮沢賢治 著, 赤穴宏 美術・装丁 物語テープ出版 1992
宮沢賢治没後50年記念
シリーズ ; 13

赤穴宏
YL31-575
（東京本館所蔵）

129 みち 阿部海太 作・絵 リトルモア 2016 阿部海太 Y17-N16-L558

130 BとIとRとD 酒井駒子 [著] 白泉社 2009 酒井駒子 KH525-J226

131 クロコダイルとイルカ ドリアン助川 作, あべ弘士 絵 『じんじん』製作委員会 2013 あべ弘士 Y17-N14-L48

132 コーベッコー スズキコージ 作 BL出版 2017 スズキコージ Y17-N17-L1171

133 オレときいろ ミロコマチコ 作 WAVE出版 2014 ミロコマチコ Y17-N14-L1018

134 うちゅうたまご 荒井良二 作・絵 イースト・プレス 2009 こどもプレス 荒井良二 Y17-N10-J286

135 しましまじま ツペラツペラ さく ブロンズ新社 2006 tupera tupera Y17-N06-H573

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

展示会場の本のミュージアムでは、アート展クイズをしているよ。

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

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

Macmillan and Co. 1868 ジョン・テニエル VZ1-222

137 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

138 Alica v krajine zázrakov
Lewis Carroll ; [translation, Juraj Vojtek ; 
illustrations, Dušan Kállay]

Mladé letá 1984 ドゥシャン・カーライ Y8-A5347

139
不思議の国のアリス : 
With artwork by草間彌生

ルイス・キャロル 作, 楠本君恵 訳, 
草間彌生 挿画

グラフィック社 2013 草間彌生
KS153-L98
（東京本館所蔵）

140 Alice in Wonderland
Lewis Carroll ; illustrated with six coloured 
lithographs by Marie Laurencin

Black Sun Press 1930 マリー・ローランサン Y8-B9376

141 Alice's adventures in Wonderland Lewis Carroll ; illustrated by DeLoss McGraw HarperCollins c2001 デロス･マックグラウ Y8-B406

142 鏡の国のアリス
ルイス・キャロル 著, ヤン・シュヴァンクマイエル 
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-H467

143 不思議の国のアリス
ルイス・キャロル 作, ユーリア・グコーヴァ 絵, 酒
寄進一 訳

西村書店 1995 ユーリア・グコーヴァ Y9-1655

144 不思議の国のアリス
ルイス・キャロル 作, ロバート・イングペン 絵, 杉
田七重 訳

西村書店東京出版編
集部

2015 ロバート・イングペン Y9-N15-L223

145 Alice no país das maravilhas
Lewis Carroll ; traduçõ de Fernanda Lopes de 
Almeida ; ilustrações de Nicolas Guilbert

Editora ática 1986 ニコラ・ギルベール Y19-A574

146 Alice au pays des merveilles Lewis Carroll ; Rébecca Dautremer Gautier-Languereau c2010 レベッカ・ドートゥルメール Y8-B11138

147 De avonturen van Alice in Wonderland
Lewis Carroll, met illustraties van Floor 
Rieder, vertaling Sofia Engelsman

Gottmer 2015 フロア・リーダー Y8-B15545

148 이상한 나라의 앨리스
루이스 캐럴 원작, 허순봉 글, 글렌다 스브렐

린 그림
아가월드 1998 グレンダ・スブレリン Y17-AZ7089

特別コーナー　赤ずきん

149 赤ずきん グリム兄弟 作, 大竹茂夫 絵, 天沼春樹 訳 パロル舎 2005 絵本グリムの森 ; 6 大竹茂夫 Y18-N05-H382

150 Rdeča kapica
Jakob in Wilhelm Grimm, naslikala Marija 
Lucija Stupica

Prešernova družba 1999 マルレンカ・ストゥピツァ Y17-B17211

151 あかずきん 樋口淳 文, 片山健 絵 ほるぷ出版 1992
世界みんわ絵本 ; フラン
ス

片山健 Y18-6534

152 あかずきん グリム 原作, 湯村タラ 絵, 武井直紀 文 三起商行 1991 ミキハウスの絵本 湯村タラ Y18-5577

153 あかずきん ディック・ブルーナ さく, かどのえいこ やく 講談社 1994
ブルーナのおはなし文庫 
; 8

ディック・ブルーナ Y18-9335

154
Red riding hood : retold in verse for 
boys and girls to read themselves

Beatrice Schenk de Regniers, drawings by 
Edward Gorey

Collins 1973 エドワード・ゴーリー Y17-B20304

155 赤ずきん
グリム [著], フェリクス・ホフマン 画, 大塚勇三 
訳

福音館書店 2012 グリムの昔話 フェリクス・ホフマン Y18-N12-J182

特別コーナー　ピノキオ

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

Steidl 2006 ジム・ダイン Y8-B18493

157 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

158 ピノキオの冒険
カルロ・コッローディ 原作, ロベルト・インノチェン
ティ 絵, 金原瑞人 訳

西村書店東京出版編
集部

2013 ロベルト・インノチェンティ Y9-N13-L54

159 Pinocchio
Carlo Collodi, illustrazioni di Emanuele Luzzati, 
prefazione di Ferruccio Giromini

Nuages [1996] エマヌエーレ・ルッツァーティ Y8-B16173

160 ピノッキオ 村山知義 文・絵 朝日新聞東京本社 1948 朝日新聞社の絵本 村山知義 Y17-2704★

161 Pinocchio
illustrations by Sakura Fujita, text by Ann 
Herring

Gakken c1972
Gakken picture story 
series

藤田桜 Y17-B14319
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