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展 示 資 料 
 

 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

 大人が絵本に涙する時 柳田邦男 平凡社 2006 019.53||Y53 

★ 砂漠でみつけた一冊の絵本 柳田邦男 岩波書店 2004 019.53||Y53 

 
アルド・ 

わたしだけのひみつのともだち 

ジョン・バーニンガムさく 

たにかわしゅんたろうやく 
ほるぷ出版 1991 726.6||B93 

 なみにきをつけて、シャーリー  
ジョン・バーニンガムさく 

へんみまさなおやく 
ほるぷ出版 2004 726.6||B93 

 ピノッキオ コッローディ/ 塚原健二郎訳 偕成社 1968 726.6||C84 

★ Princess Fishtail 
by Frances Minters 

illustrated by G. Brian Karas 
Viking Juvenile 2002 726.6||G34||11 

★ The three pigs David Wiesner Clarion Books 2001 726.6||G34||13 

★ Cinder-Elly 
by Frances Minters 

illustrated by G. Brian Karas 
Viking Juvenile 1994 726.6||G34||3 

★ Cinder Edna  
by Ellen Jackson 

illustrated by Kevin O'Malley 

Lothrop,Lee&    

Shepard 
1994 726.6||G34||6 

★ Cinderella's rat Susan Meddaugh 
Houghton 

Mifflin 
1997 726.6||G34||8 

★ Pinocchio, the boy  Lane Smith Puffin Books 2002 726.6||G34||9 

★ 
えほんのせかい : 世界の古典童話 

パロディ絵本傑作選 解説書 

原本世界の絵本プロモーション

企画・編集 

日彫ニッチョウ

企画 
2004 726.6||G34||付 

★ 木を植えた男 
ジャン・ジオノ原作/フレデリック・

バック絵/寺岡襄訳 
あすなろ書房 1989 726.6||G47 

 シンデレラ 
グリム原作/ノニー・ホグローギ

アン文・絵/ 矢川澄子訳 
佑学社 1982 726.6||G86 

 １０００の風１０００のチェロ いせひでこ作 偕成社 2000 726.6||I69 

 いつでも会える 菊田まりこ 学習研究社 1998 726.6||Ki29 

 ゆうたはともだち きたやまようこ作 あかね書房 1988 726.6||Ki74 

 せかいいちうつくしいぼくの村 小林豊作・絵 ポプラ社 1995 726.6||Ko12 

 
スイミー : 

ちいさなかしこいさかなのはなし 

レオ・レオニ作 

谷川俊太郎訳 
好学社 1969 726.6||L66 

 わかってほしい MOMO 作/YUKO 絵 クレヨンハウス 2003 726.6||Mo25 

 ごんぎつね 新美南吉作/黒井健絵 偕成社 1986 726.6||N72 

 きりのなかのはりねずみ 

ノルシュテイン, コズロフ作 

ヤルブーソヴァ絵 

こじまひろこ訳 

福音館書店 2000 726.6||N96 

 かたあしだちょうのエルフ おのきがく ポプラ社 1970 726.6||O67 

 スーホの白い馬 : モンゴル民話 大塚勇三再話/赤羽末吉画 福音館書店 1967 726.6||O88 

 
星の王子さま : 

ポップアップ・シアター 

サンテグジュペリ 

池澤夏樹訳 
集英社 2006 726.6||Sa22 

 絵本星の王子さま 
サンテグジュペリ 

池澤夏樹訳 
集英社 2006 726.6||Sa22 

 モチモチの木 斎藤隆介作/滝平二郎絵 岩崎書店 1971 726.6||Sa25 

 １００万回生きたねこ 佐野洋子作・絵 講談社 1977 726.6||Sa66 

 
三びきのコブタのほんとうの話 : 

 A.ウルフ談 

ジョン・シェスカ文/レイン・スミス

絵/ いくしまさちこ訳 
岩波書店 1991 726.6||Sc9 

 きみなんかだいきらいさ 

ジャニス・メイ・アドレーぶん 

モーリス・センダックえ 

こだまともこやく 

冨山房 1975 726.6||Se59 

 三びきのこぶた : イギリス昔話  瀬田貞二やく/山田三郎え 福音館書店 1967 726.6||Se91 

      



      

 おおきな木 
シェル・シルヴァスタインさく・え 

ほんだきんいちろうやく 
篠崎書林 1976 726.6||Si4 

 ぼくを探しに 
シルヴァスタイン作 

倉橋由美子訳 
講談社 1979 726.6||Si4 

 サルビルサ スズキコージ作 架空社 1996 726.6||Su96 

 ３びきのかわいいオオカミ 

ユージーン・トリビザス文 

ヘレン・オクセンバリー絵 

こだまともこ訳 

冨山房 1994 726.6||Tr5 

 ありがとうともだち 内田麟太郎作/降矢なな絵 偕成社 2003 726.6||U14 

 すてきな三にんぐみ 
トミー=アンゲラーさく 

いまえよしともやく 
偕成社 1977 726.6||U75 

 ゼラルダと人喰い鬼 
トミー・ウンゲラー/たむらりゅう

いち,あそうくみやく 
評論社 1977 726.6||U75 

 わすれられないおくりもの 
スーザン・バーレイさく・え 

小川仁央やく 
評論社 1986 726.6||V42 

 アンジュール : ある犬の物語 ガブリエル・バンサン作 
ブックローン 

出版 
1986 726.6||V75 

 おじいちゃんわすれないよ 

ベッテ・ウェステラ作/ハルメン・

ファン・ストラーテン絵 

野坂悦子訳 

金の星社 2002 726.6||W62 

 ず-っとずっとだいすきだよ 
ハンス・ウィルヘルムえとぶん 

久山太市やく 
評論社 1988 726.6||W73 

 ビロードのうさぎ 
マージェリィ・W.ビアンコ原作 

酒井駒子絵・抄訳 
ブロンズ新社 2007 726.6||W74 

 月夜のみみずく 

ジェイン=ヨーレン詩 

くどうなおこ訳 

ジョン=ショーエンヘール絵 

偕成社 1989 726.6||Y79 

 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 726.6||Y97 

★ 人魚姫 

ハンス・クリスチャン・アンデルセ

ンさく/マーガレット・クロウフォー

ド・マローニーさいわ/ラズロ・ガ

ルえ/かつらゆうこやく 

ほるぷ出版 1985 726.608||Ka21||53 

★ 
季刊みづゑ：１１号 

 心の闇を開く くらやみの絵本  
  美術出版社 2004   

 
月刊 Moe：３３巻３号  

 泣きたい日には、絵本を。 
  偕成社 2011   

 日経 woman：３２２号   
日経ホーム 

出版社 
2011   

 日経 woman：３２９号   
日経ホーム 

出版社 
2011   

 

★印は小阪図書館所蔵の資料 

 

展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

蔵書検索システム OPAC を使って検索してください。 

 


