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《絵本》

書名 著者名 出版者 出版年
海のおばけオ－リ－ マリー・ホール・エッツ 文・絵；石井桃子 訳 岩波書店 1974

ちいさなうさこちゃん
ディック・ブルーナ ぶん・え；いしいももこ
やく

福音館書店 1964

ふたりはともだち アーノルド・ローベル 作；三木卓 訳 文化出版局 1972

《物語》
いやいやえん 中川李枝子 著；大村百合子 絵 福音館書店 1962
兎の眼 灰谷健次郎 作；長谷川知子 絵 理論社 1974
おしいれのぼうけん ふるたたるひ さく；たばたせいいち え 童心社 1974 
乙骨淑子の本. 第6巻
 （合言葉は手ぶくろの片っぽ）

乙骨淑子 著 理論社 1995.3

怪人二十面相 江戸川乱歩 著 ポプラ社 1964.8
怪盗ルパン全集. 1 ルブラン 作；南洋一郎 編著 ポプラ社 1958
風と木の歌 安房直子 著 実業之日本社 1984.3
カモメの家 山下明生 作；宇野亜喜良 絵 理論社 1991.11
クヌギ林のザワザワ荘 富安陽子 作；安永麻紀 絵 あかね書房 1990.6
くまの子ウーフ 神沢利子 作；井上洋介 絵 ポプラ社 2001.9

クマのプーさん・プー横丁にたった家
A.A.ミルン 作；石井桃子 訳；E.H.シェパー
ド 絵

岩波書店 1962

グリックの冒険 斎藤惇夫 作；藪内正幸 画 岩波書店 1982.11
車のいろは空のいろ あまんきみこ 作；北田卓史 絵 ポプラ社 1968.9
ごんぎつね 新美南吉 作 岩波書店 2002.4
十一月の扉 高楼方子 著 リブリオ出版 1999.9
少年少女日本文学全集. 3 （小川未明集） ※1 阿部知二等 編 講談社 1962

ワンワンものがたり 千葉省三 著
日本図書セン
ター

2006.4.

ズボン船長さんの話 角野栄子 作；鴨沢祐仁 画 福音館書店 1989.8
精霊の守り人 上橋菜穂子 作；二木真希子 絵 偕成社 1996.7
空色勾玉 荻原規子 作 徳間書店 1996.7
それいけズッコケ三人組 那須正幹 作；前川かずお 絵 ポプラ社 1978.2
大造じいさんとガン 椋鳩十 作；井口文秀 画 大日本図書 1988.10
龍の子太郎 松谷みよ子 著；田代三善 画 講談社 1995.9
だれも知らない小さな国 佐藤さとる 作；村上勉 絵 講談社 1985.2
注文の多い料理店 : イーハトーヴ童話集 宮沢賢治 作 岩波書店 2000.6
チョコレート戦争 大石真 作；北田卓史 え 理論社 1988.11
天使で大地はいっぱいだ 後藤竜二 著；市川禎男 画 講談社 1995.11
ながいながいペンギンの話 いぬいとみこ 著；山田三郎 絵 理論社 1967
二十四の瞳 壷井栄 作；武部本一郎 画 金の星社 1980.2
二分間の冒険 岡田淳 著；太田大八 絵 偕成社 1985.4 
ねこのネコカブリ小学校 三田村信行 作；佐々木マキ 絵 PHP研究所 1981.10 
ノンちゃん雲に乗る 石井桃子 著；中川宗弥 絵 福音館書店 1967 
ばけたらふうせん 三木卓 作；長新太 絵 講談社 1990.6 
ふとったきみとやせたぼく 長崎源之助 作；鈴木たくま え 理論社 1983.6
ベロ出しチョンマ 斎藤隆介 著；滝平二郎 絵 理論社 1967
ぼくがぼくであること 山中恒 作 岩波書店 2001.6
ぼくは王さま 寺村輝夫 作；和田誠 絵 理論社 2000.1
魔法 坪田譲治 作；石倉欣二 絵 小峰書店 2005.2
目をさませトラゴロウ 小沢正 作；井上洋介 絵 理論社 1973

椋鳥の夢 : ひろすけ童話 浜田廣介 著
日本図書セン
ター

2006.4

山のむこうは青い海だった 今江祥智 作；長新太 絵 理論社 1978.3
ヤン 前川康男 作；おぼまこと 絵 理論社 1987.1

《昔話絵本・昔話集》
おそばのくきはなぜあかい : にほんむかしばな
し

石井桃子 文；初山滋 え 岩波書店 1954.9

「日本の子どもの文学－国際子ども図書館所蔵資料で見る歩み」関連展示
～手に取る日本の児童文学者たち～

3階本のミュージアムで開催されている展示会に登場する、日本の代表的な児童文学者たちの作品が含まれる本を紹介します。お
なじみのものや懐かしいものを手にとってお楽しみください。

世界を知るへや
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書名 著者名 出版者 出版年
《詩・わらべうた》

親子であそぼう （詩の本 ; 1）※2 阪田寛夫 編；高畠純 画 岩波書店 2001.3
からたちの花がさいたよ : 北原白秋童謡選 北原白秋 作；与田凖一 編 岩波書店 1995.6
ことばあそびうた 谷川俊太郎 詩；瀬川康男 絵 福音館書店 1973
サッちゃん 阪田寛夫 詩；和田誠 絵 国土社 1975
てんぷらぴりぴり まど・みちお 作；杉田豊 絵 大日本図書 1990.4

みんなでうたおう （詩の本 ; 2）※3 岸田今日子 編；長崎訓子 画 岩波書店 2001.3

《知識》
幼ものがたり 石井桃子 作；吉井爽子 画 福音館書店 2002.6 

せいめいのれきし
バージニア・リー・バートン 文・絵；いしいも
もこ やく

岩波書店 1964

※2:西条八十、野口雨情等の作品が含まれています。

※3:巌谷小波、金子みすゞ、西条八十、野口雨情等の作品が含まれています。

※1:巌谷小波、鈴木三重吉等の作品が含まれています。

※このリストは、子どものへや・世界を知るへやで行っている小展示の資料一覧であり、テーマに沿った資料を網羅的に紹介した
り、リストに挙げられた資料を推薦したりするものではありません。
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