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紹介資料リスト 

今田 由香 

 

1 Rufus, Harper, 1961 

 Tomi Ungerer 

 NDL 請求記号：Y17-B9522 

2 『こうもりのルーファス（世界の絵本）』（岩崎書店, 1994） 

 トミー・ウンゲラー さく・え, はぎたにことこ やく 

 NDL 請求記号：Y18-9732 

3 『コウモリのルーファスくん』（BL 出版, 2011） 

 トミ・ウンゲラー さく, 今江祥智 やく 

 NDL 請求記号：Y18-N11-J413 

4 『ねずみくんのチョッキ（絵本のひろば）』（ポプラ社, 1973） 

 なかえよしを 作, 上野紀子 絵 

 NDL 請求記号：Y17-4254 

5 『ねずみくんのチョッキ（ポプラ社のよみきかせ大型絵本）』（ポプラ社, 2004） 

 なかえよしを 作, 上野紀子 絵 

 NDL 請求記号：Y17-N04-H386 

6 『じてんしゃにのるひとまねこざる（岩波のこどもの本 幼・1・2 年向）』（岩波書店, 1955） 

 エッチ・エイ・レイ 文・絵, 光吉夏弥 訳 

 NDL 請求記号：児 726.7-cR45z（デジタル化） 

7 『じてんしゃにのるひとまねこざる 改版（岩波の子どもの本）』（岩波書店, 1998） 

 H.A.レイ 文, 絵, 光吉夏弥 訳 

 NDL 請求記号：Y18-M98-282 

8 『おさるのジョージとうひょうをする』（岩波書店, 2021） 

 M.レイ, H.A.レイ 原作, 福本友美子 訳, ディアドリ・ラングランド 文, メアリー・オキーフ・ヤング 画 

 NDL 請求記号：Y18-N21-M368 

9 「きゅうきゅうばこ」（福音館書店『かがくのとも』 (通号 215) 1987.02） 

 山田真文, 柳生弦一郎絵 

 NDL 請求記号：Z32-26 

10 『きゅうきゅうばこ かがくのとも版（かがくのとも傑作集）』（福音館書店, 1989） 

 山田真 ぶん, 柳生弦一郎 え 

 NDL 請求記号：Y11-3535 
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11 『きゅうきゅうばこ かがくのともの けがのてあてのおべんきょう 新版（かがくのとも絵本）』（福音館書

店, 2017） 

 やまだまこと ぶん, やぎゅうげんいちろう え 

 NDL 請求記号：Y11-N17-L88 

12 『せいめいのれきし』（岩波書店, 1963） 

 バージニア・リー・バートン 文・絵, いしいももこ やく 

 NDL 請求記号：Y11-94 

13 『せいめいのれきし 地球上にせいめいがうまれたときからいままでのおはなし 改訂版』（岩波書店, 

2015） 

 バージニア・リー・バートン 文・絵, いしいももこ 訳, まなべまこと 監修 

 NDL 請求記号：Y11-N15-L529 

14 『深読み！絵本『せいめいのれきし』（岩波科学ライブラリー）』（岩波書店, 2017） 

 真鍋真 著 

 NDL 請求記号：ME561-L34 

15 『絵本ものがたり FIND 見つける・つむぐ・変化させる（シリーズ絵本をめぐる活動）』（朝倉書店, 

2016） 

 今田由香, 大島丈志 編 

 NDL 請求記号：UG71-L110 

16 American picture books from Noah's ark to the beast within, Macmillan, 1976 

 Barbara Bader 

 NDL 請求記号：YZ-B71 

17 『まよなかのだいどころ』（富山房, 1982） 

 モーリス・センダック さく, じんぐうてるお やく 

 NDL 請求記号：Y17-8977 

18 『キスなんて大きらい』（文化出版局, 1974） 

 トミー・ウンゲラー 作, 矢川澄子 訳 

 NDL 請求記号：Y17-4193 

19 「おじいちゃんのカラクリ江戸ものがたり」（福音館書店『たくさんのふしぎ』(通号 299) 2010.02） 

 太田大輔 文・絵 

 NDL 請求記号：Z32-712 

20 『カラクリ江戸あんない』（福音館書店, 2010） 

 太田大輔 文・絵 

 NDL 請求記号：Y2-N11-J28 

21 『はじめてのおつかい（<こどものとも>傑作集）』（福音館書店, 1977） 

 筒井頼子 さく, 林明子 え 

 NDL 請求記号：Y17-5153 
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22 『かさもっておむかえ（<こどものとも>傑作集）』（福音館書店, 1977） 

 征矢清 さく, 長新太 え 

 NDL 請求記号：Y17-M99-212 

23 『はなのすきなうし（岩波のこどもの本 幼・1・2 年向）』（岩波書店, 1953） 

 マンロー・リーフ 文, ロバート・ローソン 絵, 岩波書店 訳編 

 NDL 請求記号：児 726.7-cL43hI（デジタル化） 

24 『貸出禁止の本をすくえ！』（ほるぷ出版, 2019） 

 アラン・グラッツ 著, ないとうふみこ 訳 

 NDL 請求記号：Y9-N19-M150 

25 『アストンの石（世界の絵本コレクション）』（小峰書店, 2006） 

 ロッタ・ゲッフェンブラード 作, 菱木晃子 訳 

 NDL 請求記号：Y18-N06-H399 

26 『あめだま』（ブロンズ新社, 2018） 

 ペクヒナ 作, 長谷川義史 訳 

 NDL 請求記号：Y18-N18-L318 

27 『くれよんのくろくん（絵本・こどものひろば）』（童心社, 2001） 

 なかやみわ さく・え 

 NDL 請求記号：Y17-N02-154 

28 『くまとやまねこ』（河出書房新社, 2008） 

 湯本香樹実 ぶん, 酒井駒子 え 

 NDL 請求記号：Y17-N08-J1231 

29 『死神さんとアヒルさん』（草土文化, 2008） 

 ヴォルフ・エァルブルッフ 作・絵, 三浦美紀子 訳 

 NDL 請求記号：Y18-N08-J85 

30 『このあとどうしちゃおう』（ブロンズ新社, 2016） 

 ヨシタケシンスケ 作 

 NDL 請求記号：Y17-N16-L410 

31 『およぐひと（エルくらぶ）』（解放出版社, 2013） 

 長谷川集平 [作] 

 NDL 請求記号：Y17-N13-L344 

32 『わたしはしなないおんなのこ（闇は光の母）』（岩崎書店, 2021） 

 小林エリカ 作/絵 

 NDL 請求記号：Y17-N21-M1464 

33 『クヌギがいる（闇は光の母）』（岩崎書店, 2021） 

 今森光彦 作, 城芽ハヤト 絵 

 NDL 請求記号：Y17-N21-M1821 
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34 『ぼく（闇は光の母）』（岩崎書店, 2022） 

 谷川俊太郎 作, 合田里美 絵 

 NDL 請求記号：Y17-N22-M186 

35 『ほっきょくでうしをうつ（闇は光の母）』（岩崎書店, 2022） 

 角幡唯介 作, 阿部海太 絵 

 NDL 請求記号：Y17-N22-M185 

36 『スープとあめだま（闇は光の母）』（岩崎書店, 2022） 

 ブレイディみかこ 作, 中田いくみ 絵 

 NDL 請求記号：Y17-N22-M413 

 

 

 

紹介資料リスト 凡例 

 

 原則として、国立国会図書館（国際子ども図書館を含む）の所蔵資料の書誌情報を掲載し

ています。 

 デジタル化されている資料（作業中のものも含む）は、（デジタル化）と記載しました。 

 国際子ども図書館に所蔵のない資料については、（ILCL所蔵なし）と記載しました。 

 国立国会図書館に所蔵のない資料については、「※NDL所蔵なし」と記載し、「国立国会図

書館サーチ」 (a) 等の書誌情報を参照しました。 

 国立国会図書館・国際子ども図書館に所蔵があっても、資料が利用できない場合等がござ

います。ご利用の際は、資料の状態を「国立国会図書館オンライン」 (b) でご確認いただく

か、資料案内 (c) までお問い合わせください。 

 書誌情報の最終確認日は、令和 4 年 10 月 22 日です。 

 

(a) https://iss.ndl.go.jp/ 

(b) https://ndlonline.ndl.go.jp/ 

(c) 国際子ども図書館 https://www.kodomo.go.jp/search/reference/order.html 

東京本館・関西館 https://www.ndl.go.jp/jp/use/reference/index.html 
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