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ジェンダー・フリーで楽しむこどもと大人の絵本の時間
草谷 桂子／著
（学陽書房）

2002 ★S010/365

ジェンダー・フリーってなあに? 1
プレゼントはたからもの

草谷 桂子／文
鈴木 まもる／絵
（大月書店）

2003 E/ｽｽｷ

ジェンダー・フリーってなあに? 2
おきゃくさんはいませんか?

草谷 桂子／文
鈴木 まもる／絵
（大月書店）

2003 E/ｽｽｷ

ジェンダー・フリーってなあに? 3
ぼくはよわむし?

草谷 桂子／文
鈴木 まもる／絵
（大月書店）

2003 E/ｽｽｷ

絵本で楽しむ孫育て   おじいちゃんの出番！
草谷 桂子／著
（大月書店）

2006 ★S010/365

絵本学講座  3    絵本と社会
松本 猛／編
（朝倉書店）

2015 ★726.5/ｴﾎ

すきないろなぁーに？
静岡県三島市総務部政策企画課男女共同
参画係

2004 ★S938/450

エンパワメントと人権   こころの力のみなもとへ
森田 ゆり／著
（部落解放研究所）

1998

こどもジェンダー
シオリーヌ／著
（ワニブックス）

2021

あっ!そうなんだ!性と生   幼児・小学生そしておとなへ
浅井 春夫／編著
安達 倭雅子／編著
（エイデル研究所）

2014 367/ｱｻｲ/14.3

おやこで話すはじめてのLGBTs きみは世界でただひとり
鶴岡 そらやす／著
一芒／イラスト
（日本能率協会マネジメントセンター）

2020 367/ﾂﾙｵ/20.8

おんなのこってなあに?おとこのこってなあに?
かがくのほん

ステファニー・ワックスマン／著
山本 直英／訳
（福音館書店）

1992 367/ﾜｯｸ

女と男のちがいって?
あしたのための本

プランテルグループ／文
ルシ・グティエレス／絵
（あかね書房）

2019 367/ﾌﾗﾝ/19.7

スモールさんはおとうさん
ロイス・レンスキー／ぶん・え
わたなべ しげお／やく
（福音館書店）

1971

ままはいつでもいそがしい
ながさき げんのすけ／ぶん
にしまき かやこ／え
（偕成社）

1978

うちじゅうのいちにち
中村 まさあき／作
（文化出版局）

1996 E/ﾅｶﾑ

くさはらどん
ちいさなかがくのとも 5

松岡 達英／さく
（福音館書店）

2002 E/ﾏﾂｵ

※1）出版年は講演会で紹介した資料の出版年です。下に（）があるものは、当該資料の初出の年を表しています。
※2）請求記号のうち、「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。
※3）請求記号のうち、★がついているものは、子ども図書研究室所蔵資料ではありません。閲覧室でご覧いただけます。
※4）請求記号が空欄のものは、当館に所蔵のない資料です。

令和3年度子ども図書研究室講演会『「絵本の魅力」～ジェンダーの視点で楽しむ～』紹介資料

　令和3年度の子ども図書研究室講演会『「絵本の魅力」～ジェンダーの視点で楽しむ～』で紹介されている資料のリストで
す。紹介順に、掲載しています。
　講演会は、7月13日（火）～8月20日（金）まで、当館YouTubeチャンネルで動画配信を行います。ぜひご覧ください。
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いけのおと
ちいさなかがくのとも 75

松岡 達英／さく
（福音館書店）

2008  E/ﾏﾂｵ/08.6

モチモチの木
創作絵本 6

斎藤 隆介／作
滝平 二郎／絵
（岩崎書店）

1971 E/ﾀｷﾀ

しろくまちゃんのほっとけーき
こぐまちゃんえほん 3

わかやま けん／[絵]
森 比左志／[文]
（こぐま社）

1972 E/ﾜｶﾔ

ぐりとぐら
こどものとも傑作集 21

中川 李枝子／さく
大村 百合子／え
（福音館書店）

1967
（1963）

 E/ｵｵﾑ

はたらくくるま
ポプラせかいの絵本 60

バイロン・バートン／さく
あかぎ かずまさ／やく
（ポプラ社）

2018
（1999）

E/ﾊﾄﾝ/18.1

となりのせきのますだくん
えほんとなかよし 12

武田 美穂／作・絵
（ポプラ社）

1991 E/ﾀｹﾀ

いたずらきかんしゃちゅうちゅう
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

バージニア・リー・バートン／ぶん え
むらおか はなこ／やく
（福音館書店）

1961 E/ﾊﾄﾝ

たかくとびたて女の子
ラケル・ディアス・レゲーラ／作
星野 由美／訳
（汐文社）

2020 E/ﾃｨｱ/20.1

女の子はなんでもできる!
ハヤカワ・ジュニア・ブックス

キャリル・ハート／ぶん
アリー・パイ／え
（早川書房）

2020 E/ﾊｲ/20.12

パイルドライバー
長谷川 集平／著
（復刊ドットコム）

2004
（1995）

E/ﾊｾｶ

ポピーとマックスおおきくなったらなんになる?
おひさまのほん ポピーとマックスのほん

 リンジー・ガーディナー／作
石津 ちひろ／訳
（小学館）

2002

ディアボーイ   おとこのこたちへ
パリス・ローゼンタール／ぶん
ホリー・ハタム／え
（主婦の友社）

2021

ペネロペおおきくなったらなにになる?
ペネロペおはなしえほん 22

アン・グットマン／ぶん
ゲオルグ・ハレンスレーベン／え
（岩崎書店）

2020 E/ﾊﾚﾝ/20.1

どろんこのおともだち
バーバラ・マクリントック／作
福本 友美子／訳
（ほるぷ出版）

2010 E/ﾏｸﾘ/10.10

しげるのかあちゃん
えほんのぼうけん 46

城ノ内 まつ子／作
大畑 いくの／絵
（岩崎書店）

2012 E/ｵｵﾊ/12.7

おばあちゃんとバスにのって
マット・デ・ラ・ペーニャ／作
クリスチャン・ロビンソン／絵
（鈴木出版）

2016 E/ﾛﾋﾝ/16.9

おばあちゃんがいったのよ
ジル・ペイトン・ウォルシュ／ぶん
ソフィー・ウィリアムズ／え
（ブックローン出版）

1996 E/ｳｨﾘ

カマラ・ハリス ちいさな女の子の願い
ニッキ・グリムズ／作
ローラ・フリーマン／絵
（玄光社）

2021 E/ﾌﾘﾏ/21.2

ええやんそのままで
エルくらぶ

トッド・パール／作
つだ ゆうこ／訳
（解放出版社）

2008 E/ﾊﾙ/08.12

はじめましてスミレひめよ
評論社の児童図書館・絵本の部屋

ハーウィン・オラム／ぶん
スーザン・バーレイ／え
（評論社）

1999 E/ｳｧﾘ

スミレひめのにわづくり
評論社の児童図書館・絵本の部屋

ハーウィン・オラム／ぶん
スーザン・バーレイ／え
（評論社）

2001
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はいいろこくのはいいろひめさま
佐々木マキ／作
（絵本館）

1995
（1981）

はいいろひめさまかぞえうた
佐々木マキ／作
（絵本館）

1993
（1982）

虫めづる姫ぎみ
日本の物語絵本 2

森山 京／文
村上 豊／絵
（ポプラ社）

2003 E/ﾑﾗｶ

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
（岩波書店）

1980 E/ﾛｿﾝ

ジェンダー・フリーってなあに? 3
ぼくはよわむし?
※再掲

草谷 桂子／文
鈴木 まもる／絵
（大月書店）

2003 E/ｽｽｷ

おとうさん・パパ・おとうちゃん
たんぽぽえほんシリーズ

みやにし たつや／作・絵
（鈴木出版）

1996 E/ﾐﾔﾆ

ウィリーとともだち
アンソニー・ブラウン／さく
あきの しょういちろう／やく
（童話館出版）

1996 E/ﾌﾗｳ

男の子でもできること みんなの未来とねがい
世界に生きる子どもたち

プラン・インターナショナル／文
金原 瑞人／訳
（西村書店）

2020 E/ｵﾄｺ/20.7

とうさんはタツノオトシゴ
エリック・カール／さく
さの ようこ／やく
（偕成社）

2006 E/ｶﾙ/06.9

へんなの
中山 千夏／ぶん
山下 勇三／え
（自由国民社）

2004 E/ﾔﾏｼ

ジャムおじゃま
マーガレット・マーヒー／文
ヘレン・クレイグ／絵
（徳間書店）

1998 E/ｸﾚｲ

こまるなあおとうさん
メイール・シャレヴ／ぶん
ヨスィ・アブルアフィヤ／え
（アスラン書房）

1994 E/ｱﾌﾙ

パパはジョニーっていうんだ
ボー・R.ホルムベルイ／作
エヴァ・エリクソン／絵
（BL出版）

2004 E/ｴﾘｸ

なんでもパパといっしょだよ
児童図書館・絵本の部屋

 フランク・アッシュ／えとぶん
 山口 文生／やく
（評論社）

1985

ごきげんなライオンのおくさん がんばる
アメリカ創作絵本シリーズ 21

ルイーゼ・ファティオ／作
ロジャー・デュボアザン／絵
（佑学社）

1981 E/ﾃｭﾎ

ぼくのおばあちゃんはキックボクサー
ねじめ 正一／作
山村 浩二／絵
（くもん出版）

2016 E/ﾔﾏﾑ/16.4

ぼくのママはうんてんし
おおとも やすお／さく
（福音館書店）

2012 E/ｵｵﾄ/12.9

おとうさんがおとうさんになった日
絵本・こどものひろば

長野 ヒデ子／作
（童心社）

2002 E/ﾅｶﾉ

おんぶはこりごり
アンソニー・ブラウン／作
藤本 朝巳／訳
（平凡社）

2005 E/ﾌﾗｳ

しごとをとりかえたおやじさん ノルウェー昔話
こどものともコレクション 2011

山越 一夫／再話
山崎 英介／画
（福音館書店）

2011 E/ﾔﾏｻ/11.2

おやすみアルフォンス!
アルフォンスのえほん

グニッラ=ベリィストロム／さく
やまのうち きよこ／やく
（偕成社）

1981
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パパのカノジョは
ジャニス・レヴィ／作
クリス・モンロー／絵
（岩崎書店）

2002 E/ﾓﾝﾛ

いろいろかぞく
トッドのえほん

トッド・パール／さく
ほむら ひろし／やく
（フレーベル館）

2005 E/ﾊﾙ/05.12

いろいろいろんなかぞくのほん
メアリ・ホフマン／ぶん
ロス・アスクィス／え
（少年写真新聞社）

2018 E/ｱｽｸ/18.1

タンタンタンゴはパパふたり
ジャスティン・リチャードソン／文
ピーター・パーネル／文
（ポット出版）

2008 E/ｺﾙ/08.4

ジュリアンはマーメイド
ジェシカ・ラブ／作
横山 和江／訳
（サウザンブックス社）

2020 E/ﾗﾌ/20.5

ふたりのパパとヴィオレット
エミール・シャズラン／作
ガエル・スパール／作
（ポット出版）

2019 E/ｼｬｽ/19.10

にじいろのしあわせ マーロン・ブンドのあるいちにち
マーロン・ブンド／作
ジル・トウィス／作
（岩崎書店）

2018 E/ｹﾗ/18.12

マチルダとふたりのパパ
メル・エリオット／さく
三辺 律子／やく
（岩崎書店）

2019 E/ｴﾘｵ/19.3

レッド あかくてあおいクレヨンのはなし
マイケル・ホール／作
上田 勢子／訳
（子どもの未来社）

2017 E/ﾎﾙ/17.1

レインボーフラッグ誕生物語
セクシュアルマイノリティの政治家ハーヴェイ・ミルク

ロブ・サンダース／作
スティーブン・サレルノ／絵
（汐文社）

2018 E/ｻﾚﾙ/18.4

ホオナニ、フラおどります
ヘザー・ゲイル／文
ミカ・ソング／絵
（さ・え・ら書房）

2021 E/ｿﾝｸ/21.1

マララさんこんにちは 世界でいちばん勇敢な少女へ
ローズマリー・マカーニー／文
西田 佳子／訳
（西村書店）

2014 E/ﾏﾗﾗ/14.11

111本の木
リナ・シン／文
マリアンヌ・フェラー／絵
（光村教育図書）

2021 E/ﾌｪﾗ/21.1

ラズィアのねがい アフガニスタンの少女
エリザベス・サナビー／文
スアナ・ヴェレルスト／絵
（汐文社）

2013 E/ｳｪﾚ/13.11

ジェンダー・フリーってなあに? 1
プレゼントはたからもの
※再掲

草谷 桂子／文
鈴木 まもる／絵
（大月書店）

2003 E/ｽｽｷ

コウノトリがはこんだんじゃないよ! 4歳からの性教育の
絵本

ロビー・H.ハリス／著
マイケル・エンバーリー／イラスト
（子どもの未来社）

2020 367/ﾊﾘｽ/20.7

ともだち
谷川 俊太郎／文
和田 誠／絵
（玉川大学出版部）

2002

ようこそ!あかちゃん せかいじゅうの家族のはじまりのお
はなし

レイチェル・グリーナー／文
クレア・オーウェン／絵
（大月書店）

2021 E/ｵｳｪ/21.1

ふたりママの家で
パトリシア・ポラッコ／絵・文
中川 亜紀子／訳
（サウザンブックス社）

2018 E/ﾎﾗｯ/18.10

300年まえから伝わるとびきりおいしいデザート
エミリー・ジェンキンス／文
ソフィー・ブラッコール／絵
（あすなろ書房）

2016 E/ﾌﾗｯ/16.5

地球のことをおしえてあげる
ソフィー・ブラッコール／作・絵
横山 和江／訳
（鈴木出版）

2021 E/ﾌﾗｯ/21.2
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どこへいってた?
マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく
バーバラ・クーニー／え
（童話館出版）

1996 E/ｸﾆ

リスト公開日  2021年7月13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）


