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展 示 資 料 
 

   

  書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

 ★ ジャングル(絵本図鑑シリーズ:14) 松岡達英作 岩崎書店 1993 424336G 468||Ma86 

 ★ ほしになったりゅうのきば : 中国民話(日

本傑作絵本シリーズ) 

君島久子再話/赤羽末吉画 福音館書店 1976 270516I 726.6||A28 

  雪の女王 ハンス・C.アンデルセンげんさく/ナ

オミ・ルイスぶん/エロール・ル・カ

インえ/うつみよしこやく 

ほるぷ出版 1981 448673B 726.608||Ka21||64 

 ★ まるいちきゅうのまるいちにち エリック・カール[ほか]作/安野光

雅編 

童話屋 1986 271606C 726.6||A49 

 ★ 旅の絵本 改訂版 2 安野光雅〔著〕 福音館書店 2006 426427E 726.6||A49||2 

 ★ チムとゆうかんなせんちょうさん(世界傑

作絵本シリーズ:11) 

エドワード・アーディゾーニぶんとえ

/瀬田貞二やく 

福音館書店 1963 104448G 726.6||A68 

  げんきなマドレーヌ(世界傑作絵本シリー

ズ. アメリカの絵本) 

ルドウィッヒ・ベーメルマンス作・画/

瀬田貞二訳 

福音館書店 1972 409691G 726.6||B34 

  ちいさなうさこちゃん(子どもがはじめてで

あう絵本:1) 

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 409712C 726.6||B78||1 

  ちいさいおうち(岩波の子どもの本:6) ばーじにあ・りー・ばーとんおはな

しとえ 

岩波書店 1954 409804I 726.6||B94 

 ★ 名馬キャリコ(岩波の子どもの本) バージニア・リー・バートンえ・ぶん

/せたていじやく 

岩波書店 1979 271749C 726.6||B94 

  ウルスリのすず(大型絵本) ゼリーナ・ヘンツ文/アロワ・カリジ

ェ絵/大塚勇三訳 

岩波書店 1973 409607A 726.6||C53 

 ★ ゆきとトナカイのうた(名作絵本復刊シリー

ズ:1) 

ボディル・ハグブリンク作・絵/山内

清子訳 

ポプラ社 2001 428739I 726.6||H12 

 ★ 紅海のサメ(タンタンの冒険旅行:11) エルジェ作/川口恵子訳 福音館書店 1989 271608J 726.6||H53 

 ★ ふれ、ふれ、あめ!(海外秀作絵本:4) カレン・ヘス作/ジョン・J.ミュース絵

/さくまゆみこ訳 

岩崎書店 2001 424555F 726.6||H53 

 ★ トビウオのぼうやはびょうきです いぬいとみこ作/津田櫓冬絵 金の星社 1982 427239B 726.6||I59 

 ★ せかいいちうつくしいぼくの村(えほんはと

もだち:40) 

小林豊作・絵 ポプラ社 1995 428697J 726.6||Ko12 

 ★ はなのすきなうし(岩波の子どもの本:11) マンロー・リーフおはなし/ロバー

ト・ローソンえ/光吉夏弥やく 

岩波書店 1954 271683G 726.6||L47 

 ★ あなたがもし奴隷だったら・・・ ジュリアス・レスター文/ロッド・ブラ

ウン絵/片岡しのぶ訳 

あすなろ書房 1999 427226J 726.6||L56 

 ★ ロッタちゃんとじてんしゃ アストリッド=リンドグレーンさく/イ

ロン=ヴィークランドえ/やまむろし

ずかやく 

偕成社 1976 271534B 726.6||L63 

  あかいふうせん イエラ・マリ著 ほるぷ出版 1976 448642B 726.608||Ka21||33 



 ★ きりのなかのはりねずみ(世界傑作絵本

シリーズ) 

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 400991G 726.6||N96 

 ★ かたあしだちょうのエルフ(おはなし名作

絵本:9) 

おのきがく著 ポプラ社 1970 428692I 726.6||O67 

 ★ スーホの白い馬 : モンゴル民話(日本傑

作絵本シリーズ) 

大塚勇三再話/赤羽末吉画 福音館書店 1967 105108D 726.6||O88 

 ★ もぐらとずぼん エドアルド・ペチシカぶん/ズデネッ

ク・ミレルえ/うちだりさこやく 

福音館書店 1967 270664E 726.6||P46 

 ★ ピーターラビットのおはなし 新版(ピータ

ーラビットの絵本:1) 

ビアトリクス・ポター作・絵/石井桃

子訳 

福音館書店 1988 270771D 726.6||P85||1 

  てぶくろ : ウクライナ民話(世界傑作絵本

シリーズ. ソビエトの絵本) 

エウゲーニー・M・ラチョフえ/うちだ

りさこやく 

福音館書店 1965 409846D 726.6||R11 

 ★ アフリカの音 沢田としき作・絵 講談社 1996 318939C 726.6||Sa93 

 ★ ノアのはこ船 ピーター・スピアーえ/松川真弓や

く 

評論社 1986 270737D 726.6||Sp5 

 ★ エミールくんがんばる トミー・ウンゲラー作/今江祥智訳 文化出版局 1975 271669B 726.6||U75 

 ★ ラチとらいおん(世界傑作絵本シリーズ. 

ハンガリーの絵本) 

マレーク・ベロニカぶん・え/とくな

がやすもとやく 

福音館書店 1965 270633E 726.6||V62 

 ★ きつねのホイティ(世界傑作絵本シリーズ) シビル・ウェッタシンハさく/まつお

かきょうこやく 

福音館書店 1994 429201E 726.6||W63 

 ★ セクター7 デイヴィッド・ウィーズナー作 BL出版 2000 426766E 726.6||W72 

 ★ バスラの図書館員 : イラクで本当にあっ

た話 

ジャネット・ウィンター絵と文/長田

弘訳 

晶文社 2006 414414H 726.6||W77 

 ★ アンナの赤いオーバー(児童図書館・絵本

の部屋) 

ハリエット・ジィーフェルトぶん/アニ

タ・ローベルえ/松川真弓やく 

評論社 1990 427130B 726.6||Z4 

  雑誌      

 ★ 月刊 Moe 32巻 5号  偕成社 2010   

 ★ 月刊 Moe 34巻 11号  偕成社 2012   

 ★ 月刊 Moe 35巻 10号  偕成社 2013   

 ★ 月刊クーヨン : 子どもと大人のコミュニケ

ーションマガジン 12巻 8号 

 クレヨンハウス 2007   

 ★ 月刊クーヨン : 子どもと大人のコミュニケ

ーションマガジン 16巻 12号 

 クレヨンハウス 2011   

 
 

★印は関屋図書館所蔵資料 

※今回の展示「絵本で世界を旅しよう！」は、雑誌「クレヨンハウス絵本スクール」特別付録 

「大判・世界の絵本地図」を参考に、その一部を展示しています。 

展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

図書館ホームページ、本学の資料を探す（ＯＰＡＣ）を使って検索してみよう！ 

 

 


