
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

きょうはよいてんき
ナニー・ホグロギアン／さく
あしの あき／やく （ほるぷ出版）

1976 E/ﾎｸﾛ/

エレンのりんごの木
評論社の児童図書館・絵本の部屋

カタリーナ・クルースヴァル／さく
ひだに れいこ／やく （評論社）

2009 E/ｸﾙｽ/

おとうさんはしょうぼうし
おとうさん・おかあさんのしごとシリーズ

平田 昌広／作
鈴木 まもる／絵 （佼成出版社）

2009 E/ｽｽｷ/

いいおかお
主婦の友はじめてブックシリーズ

どい かや／作 （主婦の友社） 2009 E/ﾄｲ/

おおきくなりたいこりすのもぐ
幼児絵本ふしぎなたねシリーズ

征矢 清／ぶん
夏目 義一／え （福音館書店）

2009 E/ﾅﾂﾒ/

ゆうちゃんとめんどくさいサイ
こどものとも絵本

西内 ミナミ／さく
なかの ひろたか／え （福音館書店）

2009 E/ﾅｶﾉ/

栄光への大飛行
アリス・プロヴェンセン／作
マーティン・プロヴェンセン／作 （BL出
版）

2009 E/ﾌﾛｳ/

いたいよいたいよ
絵本・いつでもいっしょ 28

まつおか たつひで／さく・え （ポプラ社） 2009 E/ﾏﾂｵ/

でんしゃはうたう
幼児絵本ふしぎなたねシリーズ

三宮 麻由子／ぶん
みねお みつ／え （福音館書店）

2009 E/ﾐﾈｵ/

ぺにろいやるのおにたいじ
こどものとも絵本

ジョーダン／文
吉田 甲子太郎／訳 （福音館書店）

2009 E/ﾔﾏﾅ/

おおかみのおいしゃさん
大型絵本

オルガ・ルカイユ／文 絵
こだま しおり／訳 （岩波書店）

2009 E/ﾙｶｲ/

むかしむかしとらとねこは… 中国のむかし話より
日本傑作絵本シリーズ

大島 英太郎／文・絵 （福音館書店） 2009 E/ｵｵｼ/

おとうさん
シャーロット・ゾロトウ／文
ベン・シェクター／絵 （童話屋）

2009 E/ｼｪｸ/

しでむし 舘野 鴻／作 絵 （偕成社） 2009 E/ﾀﾃﾉ/

へんてこマンション
クローバーえほんシリーズ

深見 春夫／さく （佼成出版社） 2009 E/ﾌｶﾐ/

ほらあめだ!
みつけようかがく

フランクリン M.ブランリー／さく
ジェームズ グラハム ヘイル／え （福音
館書店）

2009 E/ﾍｲﾙ/

雨をよぶ龍 4年にいちどの雨ごい行事
絵本・だいすきおはなし

秋山 とも子／文 絵 （童心社） 2009 E/ｱｷﾔ/

海のむこうのずっとむこう
きゅーはくの絵本 8

九州国立博物館／企画・原案 （フレー
ベル館）

2009 E/ｳﾐﾉ/

ピッピ、公園でわるものたいじ
アストリッド・リンドグレーン／作
イングリッド・ニイマン／絵 （徳間書店）

2009 E/ｳｧﾝ/

こんにちはあかちゃん
主婦の友はじめてブック おはなしシリーズ

メム・フォックス／ぶん
ヘレン・オクセンバリー／え （主婦の友
社）

2009 E/ｵｸｾ/

※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。

静岡県図書館大会第３分科会 西巻茅子氏講演会「～こども―絵本―わたし～」関連図書

平成24年10月29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　西巻茅子氏講演会「～こども―絵本―わた
し～」に関連し、講師の西巻茅子氏の著書等を展示しています。（いずれも子ども図書研究室所蔵分のみ）



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

トン・ウーとはち
講談社の創作絵本

小風 さち／作
小野 かおる／絵 （講談社）

2009 E/ｵﾉ/

おしくら・まんじゅう かがくい ひろし／さく （ブロンズ新社） 2009 E/ｶｶｸ/

あめぽぽぽ
はじめてであうえほんシリーズ

ひがし なおこ／さく
きうち たつろう／え （くもん出版）

2009 E/ｷｳﾁ/

おやすみ、ぼく
アンドリュー・ダッド／文
エマ・クエイ／絵 （クレヨンハウス）

2009 E/ｸｴｲ/

たべることはつながること しょくもつれんさのはなし
みつけようかがく

パトリシア ローバー／さく
ホリー ケラー／え （福音館書店）

2009 E/ｹﾗ/

おとうさんのちず
ユリ・シュルヴィッツ／作
さくま ゆみこ／訳 （あすなろ書房）

2009 E/ｼｭﾙ/

てのひらおんどけい
幼児絵本ふしぎなたねシリーズ

浜口 哲一／ぶん
杉田 比呂美／え （福音館書店）

2009 E/ｽｷﾀ/

ちいさなき
幼児絵本ふしぎなたねシリーズ

神沢 利子／ぶん
高森 登志夫／え （福音館書店）

2009 E/ﾀｶﾓ/

ジョニーのかたやきパン
大型絵本

ルース・ソーヤー／文
ロバート・マックロスキー／絵 （岩波書
店）

2009 E/ﾏｯｸ/

ないしょのおともだち
ビバリー・ドノフリオ／文
バーバラ・マクリントック／絵 （ほるぷ出
版）

2009 E/ﾏｸﾘ/

モモのこねこ
やしま たろう／作
やしま みつ／作 （偕成社）

2009 E/ﾔｼﾏ/

はなとひみつ
おはなしえほんシリーズ 17

星 新一／作
和田 誠／絵 （フレーベル館）

2009 E/ﾜﾀ/

よるとひる
マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん
レナード・ワイスガード／え （童話館出
版）

2009 E/ﾜｲｽ/

しあわせなハンス
グリム絵本

グリム／原作
グリム／原作 （BL出版）

2009 E/ｳｫｯ/

よくきたね
0.1.2.えほん

松野 正子／ぶん
鎌田 暢子／え （福音館書店）

2009 E/ｶﾏﾀ/

じゃぐちをあけると
幼児絵本ふしぎなたねシリーズ

しんぐう すすむ／さく （福音館書店） 2009 E/ｼﾝｸ/

かえる
だいすきしぜん みずのいきもの

関 慎太郎／写真 （フレーベル館） 2009 E/ｾｷ/

あめ じょあじょあ
イ ミエ／文
田島 征三／絵 （光村教育図書）

2009 E/ﾀｼﾏ/

おなかのすいたばったのトト
幼児絵本ふしぎなたねシリーズ

得田 之久／さく （福音館書店） 2009 E/ﾄｸﾀ/

むしむしでんしゃ
絵本・こどものひろば

内田 麟太郎／文
西村 繁男／絵 （童心社）

2009 E/ﾆｼﾑ/

スマントリとスコスロノ 山からきたふたご
日本傑作絵本シリーズ

乾 千恵／再話
早川 純子／絵 （福音館書店）

2009 E/ﾊﾔｶ/

あめかな!
0.1.2.えほん

U.G.サトー／さく・え （福音館書店） 2009 E/ﾕｼｻ/


