
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

月刊たくさんのふしぎ　第53号
あっ、流れ星!

庄司絵里子／文
村上康成／絵（福音館書店） 1989 051/ﾀｸｻ/

月刊たくさんのふしぎ　第121号
皮をぬいで大きくなる

奥本大三郎／文
村上康成／絵（福音館書店） 1995 051/ﾀｸｻ/

鳥と歌えば 村上康成／作（PHP研究所） 2002 726/ﾑﾗｶ/

ことばあそび1年生
青戸かいち／[ほか]著
村上康成／画（理論社） 2001 911/ｱｵﾄ/

じぶんでウンチできたとき
伊藤英治／編
村上康成／絵（岩崎書店） 2004 911/ｲﾄｳ/

ぼくなかないぞ
鹿島和夫／編
村上康成／絵（理論社） 1999 911/ｶｼﾏ/

あいうえおのうた
中川ひろたか／詩
村上康成／絵（のら書店） 2004 911/ﾅｶｶ/

あーちゃん　ねじめ正一詩集
ねじめ正一／作
村上康成／絵（理論社） 2006 911/ﾈｼﾒ/06.7

こんにちはまどさん　まど・みちお詩集
まどみちお／作
村上康成／絵（理論社） 2004 911/ﾏﾄ/

メダカのえんそく
阿部夏丸／作
村上康成／絵（講談社） 2006 913.6/ｱﾍ/06.4

キンギョのてんこうせい
阿部夏丸／作
村上康成／絵（講談社） 2008 913.6/ｱﾍ/08.9

つたえたいきもちは木にのぼっておさがしく
ださい

阿部夏丸／文
村上康成／絵（講談社） 2009 913.6/ｱﾍ/09.6

オタマジャクシのうんどうかい
阿部夏丸／作
村上康成／絵（講談社） 2002 913.6/ｱﾍ/

タニシのがくげいかい
阿部夏丸／作
村上康成／絵（講談社） 2004 913.6/ｱﾍ/

ものまねきょうりゅう
斉藤洋／作
村上康成／絵（ほるぷ出版） 1994 913.6/ｻｲﾄ/

ないしょだよ。
正道かほる／文
村上康成／絵（アリス館） 1997 913.6/ｼｮｳ/

はるははこべのはなざかり
二宮由紀子／作
村上康成／絵（理論社） 2008

913.6/ﾆﾉﾐ
/08.7

よだかの星
宮沢賢治／作
村上康成／絵（岩崎書店） 2005 913.6/ﾐﾔｻ/

村上康成氏の本

　平成22年10月18日（月）グランシップで行われる静岡県図書館大会第３分科会講師の村上康成氏の本
を展示しています。（当館所蔵分のみ）

※請求記号の「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

さかなつりにいこう! 村上康成／作（理論社） 1996 913.6/ﾑﾗｶ/

みなとのチビチャーナ
山下明生／文
村上康成／絵（講談社） 2009

913.6/ﾔﾏｼ
/09.7

はるいちばんのおきゃくさま
山下明生／さく
村上康成／え（ポプラ社） 1994 913.6/ﾔﾏｼ/

まほうのプールにおはいんなさい
山下明生／さく
村上康成／え（ポプラ社） 1997 913.6/ﾔﾏｼ/

遠めがねの海
山下明生／文
村上康成／絵（アリス館） 2004 913.6/ﾔﾏｼ/

おさる日記
和田誠／文
村上康成／絵（偕成社） 1994 913.6/ﾜﾀ/

青いヤドカリ 村上康成／作・絵（徳間書店） 2001 E/ﾑ/

あけましておめでとう
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 1999 E/ﾑ/

あっぷっぷ
中川ひろたか／文
村上康成／絵（ひかりのくに） 2003 E/ﾑ/

石のきもち 村上康成／作（ひさかたチャイルド） 2010 E/ﾑﾗｶ/10.5

いたずらっこのきたかぜさん
山脇恭／文
村上康成／絵（ひさかたチャイルド） 2007 E/ﾑ/07.11

いたずらっこのきたかぜさん
山脇恭／作
村上康成／絵（チャイルド本社） 2007 E/ﾑ/07.2

いっちゃん
二宮由紀子／文
村上康成／絵（解放出版社） 2007 E/ﾑ/07.6

いないいないばぁ
中川ひろたか／文
村上康成／絵（ひかりのくに） 2003 E/ﾑ/

いのちのおはなし
日野原重明／文
村上康成／絵（講談社） 2007 E/ﾑ/07.1

イルカの風 村上康成／作（BL出版） 1997 E/ﾑ/

うちのおかあさん
谷口國博／文
村上康成／絵（世界文化社） 2009 E/ﾑﾗｶ/09.8

うちのおじいちゃん
谷口國博／文
村上康成／絵（世界文化社） 2006 E/ﾑ/06.7

うちのおばけ
谷口國博／文
村上康成／絵（世界文化社） 2008 E/ﾑ/08.8

うちのかぞく
谷口国博／文
村上康成／絵（世界文化社） 2004 E/ﾑ/



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

うちのきんぎょ
谷口國博／文
村上康成／絵（世界文化社） 2005 E/ﾑ/

うちのコロッケ
谷口國博／文
村上康成／絵（世界文化社） 2007 E/ﾑ/07.8

うみのポストくん
山下明生／文
村上康成／絵（教育画劇） 2007 E/ﾑ/07.7

えんそくバス
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 1998 E/ﾑ/

おおきくなるっていうことは
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 1999 E/ﾑ/

おじいちゃんの木
内田麟太郎／ぶん
村上康成／え（佼成出版社） 2004 E/ﾑ/

おつきみうさぎ
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 2001 E/ﾑ/

おとうじゃ、ないって
中村文人／文
村上康成／絵（佼成出版社） 2009 E/ﾑﾗｶ/09.4

おにいちゃんっ 村上康成／著（フレーベル館） 2007 E/ﾑ/07.10

おにごっこだいすき
今江祥智／文
村上康成／絵（文研出版） 2010 E/ﾑﾗｶ/10.1

おにはうち!
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 2000 E/ﾑ/

おばあちゃんすごい!
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 2002 E/ﾑ/

おばあちゃんの花
内田麟太郎／ぶん
村上康成／え（佼成出版社） 2005 E/ﾑ/05.9

おばけなんてこわくない
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 1999 E/ﾑ/

おはなししよ! 村上康成／作（小学館） 2004 E/ﾑ/

おんぼろヨット
長谷川集平／文
村上康成／絵（ブックローン出版） 1987 E/ﾑ/

かえってきたカエル
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 2000 E/ﾑ/

カッパがついてる 村上康成／作（ポプラ社） 2006 E/ﾑ/06.3

きぜつライオン
ねじめ正一／詩
村上康成／絵（教育画劇） 2007 E/ﾑ/07.3

きちょうめんななまけもの
ねじめ正一／詩
村上康成／絵（教育画劇） 2008 E/ﾑ/08.5



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

999ひきのきょうだいのおひっこし
木村研／文
村上康成／絵（ひさかたチャイルド） 2004 E/ﾑ/

999ひきのきょうだいのはるですよ
木村研／文
村上康成／絵（ひさかたチャイルド） 2009 E/ﾑﾗｶ/09.4

くじらのバース 村上康成／作（ひさかたチャイルド） 2008 E/ﾑ/08.2

クリスマス★オールスター
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 1997 E/ﾑ/

こぐまのプディカヌーでスイーコ 村上康成／作（ひさかたチャイルド） 2007 E/ﾑ/07.8

こちょばここちょばこ
中川ひろたか／文
村上康成／絵（ひかりのくに） 2005 E/ﾑ/

ことわざショウ
中川ひろたか／文
村上康成／絵（ハッピーオウル社） 2006 E/ﾑ/06.9

コバンザメのぼうけん
灰谷健次郎／文
村上康成／絵（童心社） 1996 E/ﾑ/

こぶとり
松谷みよ子／[著]
村上康成／[画]（童心社） 2006 E/ﾑ/06.12

こんこんこんなかお
ますだゆうこ／ぶん
村上康成／え（そうえん社） 2009 E/ﾑﾗｶ/09.1

さつまのおいも
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 1995 E/ﾑ/

スダジイのなつ
谷口國博／文
村上康成／絵（ひさかたチャイルド） 2006 E/ﾑ/06.5

だっこして
エクトル・シエラ／文
村上康成／絵（佼成出版社） 2007 E/ﾑ/07.6

たなばたプールびらき
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 1997 E/ﾑ/

でてこい、ゴンタ
みづしま志穂／文
村上康成／絵（くもん出版） 1991 E/ﾑ/

ともだちキリン
ねじめ正一／詩
村上康成／絵（教育画劇） 2009 E/ﾑﾗｶ/09.10

なつはうみ
内田麟太郎／文
村上康成／絵（偕成社） 1997 E/ﾑ/

なつペンギン
塩野米松／作
村上康成／絵（ひかりのくに） 2001 E/ﾑ/

はくしゅぱちぱち
中川ひろたか／文
村上康成／絵（ひかりのくに） 2005 E/ﾑ/

はるのやまはザワザワ 村上康成／作・絵（徳間書店） 2001 E/ﾑ/



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

ぴっけやまのおならくらべ
かさいまり／文
村上康成／絵（ひさかたチャイルド） 2003 E/ﾑ/

1000000ぼんのブナの木
塩野米松／文
村上康成／絵（ひかりのくに） 2005 E/ﾑ/

ピンク!パール! 村上康成／作・絵（徳間書店） 2000 E/ﾑ/

ピンク!パール!
村上康成／作（ベネッセコーポレーショ
ン） 1997 E/ﾑ/

ピンク、ぺっこん 村上康成／作・絵（徳間書店） 2000 E/ﾑ/

ピンク、ぺっこん
村上康成／作（ベネッセコーポレーショ
ン） 1998 E/ﾑ/

ピンクとスノーじいさん 村上康成／作・絵（徳間書店） 2000 E/ﾑ/

フィフィのそら 村上康成／作（ひさかたチャイルド） 2005 E/ﾑ/

ふうたどんまい 村上康成／作（文化出版局） 1987 E/ﾑ/

ふうたみちくさ 村上康成／作（文化出版局） 1987 E/ﾑ/

ブルドッグブルブル
中川ひろたか／文
村上康成／絵（PHP研究所） 2001 E/ﾑ/

へへへのへいき
正道かほる／文
村上康成／絵（ひさかたチャイルド） 1997 E/ﾑ/

星空キャンプ 村上康成／作（講談社） 1994 E/ﾑ/

ミルクくるみ
中川ひろたか／文
村上康成／絵（PHP研究所） 2001 E/ﾑ/

みんなともだち
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 1998 E/ﾑ/

めだかさんたろう
椎名誠／文
村上康成／絵（講談社） 2000 E/ﾑ/

やきいもの日 村上康成／作・絵（徳間書店） 2006 E/ﾑ/06.9

山のおふろ 村上康成／文・絵（徳間書店） 2003 E/ﾑ/

ようこそうみへ
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 2003 E/ﾑ/

ようこそ森へ 村上康成／作・絵（徳間書店） 2001 E/ﾑ/



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

よーいどん!
中川ひろたか／文
村上康成／絵（童心社） 1998 E/ﾑ/

四字熟語ショウ
中川ひろたか／文
村上康成／絵（ハッピーオウル社） 2007 E/ﾑ/07.12

よぞらのほしは 村上康成／作（フレーベル館） 2004 E/ﾑ/

ランドセルがやってきた
中川ひろたか／文
村上康成／絵（徳間書店） 2009 E/ﾑﾗｶ/09.1

ルサちゃんのさんぽみち
内田麟太郎／ぶん
村上康成／え（佼成出版社） 2006 E/ﾑ/06.4

レモン
小池昌代／編
村上康成／画（あかね書房） 2007 E/ﾑ/07.10

わがままいもうと
ねじめ正一／文
村上康成／絵（教育画劇） 2005 E/ﾑ/05.11

展示期間　2010年9月１日～10月28日
〒422-8002　静岡市駿河区谷田53-1　静岡県立中央図書館

子ども図書研究室　TEL 054-262-1243（資料課）


