
R3年度学習サポータ企画展示「触れてみよう、絵本の世界」展示資料リスト

No 書名 著者名 請求記号 資料ID 所在 備考 テーマ

1 ぐりとぐら 文：なかがわりえこ, 絵：お

おむらゆりこ

726.6/NAK 12011010370 図書館1F絵本
ポップあり

2 ぐりとぐらのえんそく (ぐりとぐらの絵本) なかがわりえこ, やまわきゆ

りこさく

726.6/NAK 12013008295 図書館1F絵本

3 ぐりとぐらとくるりくら (ぐりとぐらの絵

本)

中川李枝子さく/山脇百合子

え

726.6/NAK 12013008296 図書館1F絵本

4 ぐりとぐらとすみれちゃん (こどものとも

傑作集)

なかがわりえこ文/やまわき

ゆりこ絵

726.6/NAK 12013008297 図書館1F絵本

5 ぐりとぐらのおおそうじ (ぐりとぐらの絵

本)

中川李枝子さく/山脇百合子

え

726.6/NAK 12013008324 図書館1F絵本

6 ぐりとぐらのうたうた12つき (日本傑作絵

本シリーズ)

なかがわりえこ文/やまわき

ゆりこ絵

726.6/NAK 12013008467 図書館1F絵本

7 ぐりとぐら : てんじつきさわるえほん 中川李枝子さく/大村百合子

え

726.6/NAK 12013008461 図書館1F絵本

8 ぐりとぐらのおきゃくさま : A surprise

visitor

中川李枝子原話/山脇百合子

絵/Kenneth Williams英語

726.6/NAK 12013008469 図書館1F絵本

9 ぐりとぐらのかいすいよく (こどものとも

傑作集:59)

なかがわりえこさく/やまわ

きゆりこえ

909.7/N32 28904200 図書館1F絵本

10 ぐりとぐらの1ねんかん (日本傑作絵本シ

リーズ)

なかがわりえこ作/やまわき

ゆりこ絵

726.6/NAK 12013008468 図書館1F絵本

11 おおきなかぶ 訳：うちだりさこ 726.6/TOL 20302372 図書館1F絵本 ポップあり

12 きょうのごはん 加藤休ミ 726.6/KAT 12021001121 図書館1F絵本 ・ポップあり

・古本募金で購入

13 ぼくのおべんとう スギヤマ カナヨ 726.6/SUG 12013008548 図書館1F絵本

14 わたしのおべんとう スギヤマ カナヨ 726.6/SUG 12013008549 図書館1F絵本

15 ひとり暮らしの食事学 福原文彦 498.53/F75 29600811 図書館書庫

16 日本の食事文化 熊倉功夫 383.8/A27 19812692 図書館２F図書

17 子どもの食事：何を食べるか、どう食べる

か

根岸宏邦 493.98/N62 20004977 図書館２F新書

18 キレない子どもを作る食事と食べ方：警

告！今、食生活の乱れが子どもたちの心と

体をむしばんでいる

今村光一 498.53/I44 20104587 図書館２F図書

19 子どもの食育：栄養指導と食事管理のすす

めかた

「食生活」編集部編 498.5/SHO 10709177 図書館２F図書

20 子どもの欠食・孤食と生活リズム：子ども

の食事を検証する

藤原良知 498.5/FUJ 12010001549 図書館２F図書

21 モグモグ食事のマナー 須藤健一 382/GAK 12016001915 図書館１F児童図書

22 和食と食育：和食のこころを受け継ぎそし

て次世代へ

江原絢子 374.97/EHA 12014007060 図書館２F図書

23 若者たちの食卓：自己、家族、格差、そし

て社会

外山紀子, 長谷川智子, 佐藤康

一郎編著

377.9/TOY 12017001806 図書館２F図書

24 子どもの「食べる楽しみ」を支援する：特

別な配慮を必要とする子どもの栄養ケア・

マネジメントのために

藤谷朝実 [ほか] 編集委員 493.983/FUJ 12018004057 図書館２F図書

25 英語でガイド！外国人がいちばん知りたい

和食のお作法

上田敏子著 596.8/UED 12018004335 図書館１Ｆ留学生用

26 日々のクラスが豊になる「味噌汁・ご飯」

授業，国語科編

野中信行, 小島康親編/「味噌

汁・ご飯」授業研究会著

375.82/NON 12014005934 図書館２F図書

27 教材百科：食べ物の授業 谷川彰英編著 375/Ta88 29102927 図書館書庫

28 食べ物をつくろう動物を育てよう 子どもの遊びと手の労働研究

会編

375.35/Ko21 19414332 図書館２F図書

29 スポーツと食べ物のひみつ 栗山英樹著/保立浩司絵 780.7/Ku69 29702279 図書館１F児童図書

30 その食事ではキレる子になる：心と脳はこ

んなに食べ物に影響される

鈴木雅子 498.55/Su96 29902087 図書館２F新書

31 「食べる」って何だろう：家庭科室発食べ

物教育実践読本

野田知子 375.53/NOD 20200887 図書館２F図書

32 パクパク料理と食べ物 須藤健一監修 382/GAK 12016001916 図書館１F児童図書

33 食べ物を作る仕事：パティシエ　シェフ

パン職人　ラーメン屋さん　和食料理人

お仕事ナビ編集室 366.29/OSH 12014006725 図書館１F児童図書

34 目で見る栄養：食べ物が作るわたしたちの

体

ドーリング・キンダースリー

編 ; 大塚道子訳

498.55/DOR 12015007605 図書館１F児童図書

35 11匹のねこ 馬場のぼる 913.8/B12/J 12013000911 図書館１F児童図書 ポップあり

36 くまのしんぶんきしゃ 作：こんのひとみ, 絵：いも

とようこ

726.6/KON 12021001253 図書館1F絵本 ・ポップあり

・古本募金で購入

37 わたしのワンピース にしまきかやこ 726.6/NIS 10605733 図書館1F絵本 ポップあり
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38 くいしんぼうのはなこさん 作：いしい ももこ , 絵：なか

たに ちよこ

726.6/ISH 12021001125 図書館1F絵本 ・ポップあり

・古本募金で購入

39 はらぺこあおむし 作：エリック=カール,訳：も

りひさし

726.6/CAR 12011010157 図書館1F絵本
ポップあり

40 しろくまちゃんのホットケーキ わかやまけん 726.6/WAK 10605732 図書館1F絵本 ポップあり

41 ねむいねむいねずみはおなかがすいた ささき まき 726.6/SAS 12021001352 図書館1F絵本 ・ポップあり

・古本募金で購入

42 やさしいライオン やなせたかし 作・絵 726.6/YAN 12013008285 図書館１Ｆ絵本 ポップあり

43 長ぐつをはいたネコ (BFC) シャルル・ペロー原作/ジュ

リアーノ・ルネッリ絵/末松

氷海子文

943/P42 20006833 図書館１Ｆ児童図書

ポップあり

44 知りたい！ネコごころ 高木佐保 645.7/TAK 12020001748 図書館２Ｆ図書

45 チョウはなぜ飛ぶか 日高敏隆 486.8/HID 12020001782 図書館１Ｆ児童図書

46 私たちが食べる動物の命と心 バーバラ・J・キング著/須部

宗生翻訳

481.78/KIN 12020001806 図書館２Ｆ図書

47 生きもののふしぎなお話　なぜ？どうし

て？編

子供の科学編集部 460/KOD 12019003844 図書館１Ｆ児童図書

48 いのちへの礼儀 : 国家・資本・家族の変容

と動物たち

生田武志 480.2/IKU 12019000292 図書館２Ｆ図書

49 キリン解剖記 郡司芽久 489.87/GUN 12019002943 図書館２Ｆ図書

50 虫や鳥が見ている世界 : 紫外線写真が明か

す生存戦略 : カラー版

浅間茂 481.37/ASA 12019000360 図書館２Ｆ新書

51 ユーラシア動物紀行 増田隆一 482.38/MAS 12018004157 図書館２Ｆ新書

52 動物 三浦慎悟[ほか]指導・執筆/横

山正協力

031/SHO 10712042 図書館１Ｆ児童図書
禁帯出

53 鳥 上田恵介監修/柚木修指導・

執筆

031/SHO 10712038 図書館１Ｆ児童図書
禁帯出

54 恐竜 冨田幸光監修/舟木嘉浩指

導・執筆

031/SHO 10712039 図書館１Ｆ児童図書
禁帯出

55 動物 成島悦雄指導・執筆/田中豊

美, 河合晴義, 前川和明ほかイ

ラスト

489.038/NAR 12011009477 図書館１Ｆ児童図書

禁帯出

56 国語教科書にでてくる物語, 1年生・2年生 齋藤孝 913.68/SAI 12014002174 図書館２Ｆ新書

57 ウサギ 増井光子 408/Su96 19801543 図書館１Ｆ児童図書

58 ことばのこばこ 和田 誠 807.9/WAD 12011012534 図書館１Ｆ児童図書 ポップあり

59 ぶたたぬききつねねこ 馬場 のぼる 726.6/BAB 10610786 図書館1F絵本 ポップあり

60 ことわざ絵本 五味 太郎 388.81/GOM 12021001119 図書館１Ｆ児童図書 ・ポップあり

・古本募金で購入

61 おひるのアヒル 作：中川 ひろたか  絵：村上

康成

807.9/NAK 12021001120 図書館１Ｆ児童図書 ・ポップあり

・古本募金で購入

62 さる・るるる 五味太郎 726.6/GOM 20302308 図書館1F絵本

63 さる・るるるone more 五味太郎 726.6/GOM 20302309 図書館1F絵本

64 だじゃれどうぶつえん 文：中川 ひろたか  絵：高畠

純

726.6/NAK 12021001249 図書館1F絵本 ・ポップあり

・古本募金で購入

65 ぐりとぐらのしりとりうた なかがわりえこさく/やまわ

きゆりこえ

726.6/NAK 12013008462 図書館1F絵本

66 ぐりとぐらのあいうえお なかがわりえこさく/やまわ

きゆりこえ

726.6/NAK 12013008464 図書館1F絵本

67 ぐりとぐらのおまじない なかがわりえこさく/やまわ

きゆりこえ

726.6/NAK 12013008463 図書館1F絵本

68 ぐりとぐらの1・2・3 なかがわりえこさく/やまわ

きゆりこえ

726.6/NAK 12013008465 図書館1F絵本

69 声でたのしむ美しい日本の詩 大岡信, 谷川俊太郎編 911.08/OOK 12019003736 図書館２Ｆ文庫本

70 詩活の死活 : この時代に詩を語るというこ

と

谷川俊太郎, 田原, 山田兼士著 911.52/TAN 12020003833 図書館２Ｆ図書

71 詩の誕生 大岡信, 谷川俊太郎著 911.5/O69 12018001313 図書館２Ｆ文庫本

72 詩人なんて呼ばれて 谷川俊太郎語り手・詩/尾崎

真理子聞き手・文

911.52/TAN 12017004437 図書館２Ｆ図書

73 まど・みちお詩集 まどみちお [著]/谷川俊太郎

編

911.56/MAD 12017001451 図書館２Ｆ文庫本

74 ことばあそびうた・また : 混声合唱とピア

ノのために

北爪道夫/詩:谷川俊太郎 767.4/KIT/オーロラ 12019001596 図書館２Ｆ文庫声の

オーロラ

75 現代詩の鑑賞 中村稔著 911.5/NAK 12020003758 図書館２Ｆ図書

76 詩と歌謡 蜂飼耳編 911.04/O69 12020000913 図書館２Ｆ新書

77 学校でおぼえた日本の名詩 彩図社文芸部編纂 911.568/SAI 12015007648 図書館２Ｆ文庫本

78 原爆詩集 峠三吉作 911.56/TOG 12016001999 図書館２Ｆ文庫本

79 少年詩・少女詩の系譜と私 根本正義著 909.1/NEM 12016003428 図書館２Ｆ図書
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80 詩と小説の学校 : 大阪文学学校講演集 長谷川龍生, 葉山郁生編 901.1/HAS 12015006823 図書館２Ｆ図書

81 詩の寺子屋 和合亮一著 901.1/WAG 12015005224 図書館２Ｆ新書

82 子どもたちに詩をいっぱい : 暗唱・群読・

言葉あそび85編

岩辺泰吏編著 375.8/I95 19609374 図書館２Ｆ図書

83 ひらひらきらり : ミッチーのことばあそび :

オノマトペー英語の世界

はせみつこさく/中畝治子え 814/HAS 12014003947 図書館１Ｆ留学生用

84 ことば遊びの日本語表現 半沢幹一, 深津謙一郎, 倉田靜

佳著

807.9/HAN 10804459 図書館２Ｆ図書

85 日本のことば遊び 小林祥次郎著 807.9/KOB 10803552 図書館２Ｆ図書

86 ことば遊びの世界 小野恭靖著 807.9/ONO 10515896 図書館２Ｆ図書

87 言語感覚をみがく詩・ことばあそびの授業 田近洵一編 375.8/Ta26 19705504 図書館２Ｆ図書

88 ああいそがしい、いそがしい！ 作： ジョナサン・シップト

ン,絵： マイケル・フォアマ

ン,訳： せな あいこ

367.3/SHI 12021001250 図書館１Ｆ児童図書
・ポップあり

・古本募金で購入

89 おんぶはこりごり 著：アンソニー ブラウン ,原

著： Anthony Browne , 訳：

藤本 朝巳

367.3/BRO 12021001251 図書館１Ｆ児童図書
・ポップあり

・古本募金で購入

90 おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子 726.6/NAG 12011011982 図書館1F絵本 ポップあり

91 マチルダとふたりのパパ メル・エリオット 726.6/ELL 12021001122 図書館1F絵本 ・ポップあり

・古本募金で購入

92 くっついた 三浦太郎 726.6/MIU 12021001123 図書館1F絵本 ・ポップあり

・古本募金で購入

93 あなたをずっとずっとあいしてる 宮西達也 726.6/MIY 12010008882 図書館1F絵本 ポップあり

94 いろいろ　いろんなかぞくのほん メアリ・ホスマン 367.3/HOF 12021001252 図書館１Ｆ児童図書 ・ポップあり

・古本募金で購入

95 ピーターパンとウェンディ ∼Peter and

Wendy∼ (世界の名作 英語絵本) 大型本

ジェームス・M. バリー (著),

葉 祥明 (イラスト), James

Matthew Barrie (原著), Lisa

Vogt (原著)

726.6/BAR 12021001124 図書館1F絵本

・ポップあり

・古本募金で購入

96 フレデリック レオ・レオニ 726.6/LIO 10706201 図書館1F絵本 ポップあり

97 パパはジョニーっていうんだ ボー・R・ホルムベルイ 726.6/HOL 12021001126 図書館1F絵本 ・ポップあり

・古本募金で購入

98 スイミー レオ・レオ二 726.6/LIO 10606650 図書館1F絵本 ポップあり

99 親と死別した子どもたちへ：ネバー・ザ・

セイム悲嘆と向き合い新しい自分になる

ドナー・シャーマン 146.82/SHU 12020001828 図書館２F図書

100 家族：共に生きる形とは？ 藤田尚志、宮野真生子編 158/FUJ 12016001640 図書館２F図書

101 「家族する」男性たち：おとなの発達と

ジェンダー規範からの脱却

大野祥子 367.5/ONO 12016001643 図書館２F図書

102 わたしのかぞく：なにが起こるかな？ LLブック(やさしく読める本)

制作グループ編

369.28/LLB 12015003791 図書館２F図書

103 おとなが育つ条件：発達心理学から考える 柏木惠子 143/KAS 12013003457 図書館２F新書

104 正義・ジェンダー・家族 スーザン・M.オーキン 367.1/OKI 12013003747 図書館２F図書

105 家族写真は「」である。 浅田政志 740/ASA 12013005238 図書館２F図書

106 ふたりのママから、きみたちへ 東小雪, 増原裕子 367.9/HIG 12013007396 図書館２F図書

107 家族 服藤早苗 302.1/FUK 12011012435 図書館１F児童図書

108 日本型近代家族：どこから来てどこへ行く

のか

千田有紀 361.63/SEN 12011012700 図書館２F図書

109 家族新聞 浅田政志 367.3/KYO 12011006439 図書館２F図書

110 家族ライフスタイルの社会学 デイヴィド・チール著 361.63/CHE 12010003312 図書館２F図書

111 少子化社会の家族と福祉：女性と高齢者の

視点から

袖井孝子 367.3/SOD 10503710 図書館２F図書

112 家族：核家族と子どもの社会化，：[新装

版]

T. パーソンズ, R.F. ベールズ

著 ; 橋爪貞雄 [ほか] 訳

361.63/PAR 10406585 図書館２F図書

113 アメリカの家族 岡田光世 367.3/O38 20002580 図書館２F新書

114 現代日本の家族社会学を問う：多様化のな

かの対話

藤崎宏子，池岡義孝 361.63/FUJ 12017004137 図書館２F図書

115 100万回生きたねこ 佐野洋子 講談社 10605779 図書館１Ｆ絵本 ポップあり

116 ぐるんぱのようちえん 作：西内ミナミ, 絵：堀内誠

一

726.6/NIS 12010008834 図書館１Ｆ絵本
ポップあり

117 ぼちぼちいこか 作：マイク=セイラー, 絵：ロ

バート=グロスマン

726.6/THA 10409395 図書館１Ｆ絵本
ポップあり

118 どうぞのいす 作：香山 美子 ,絵：柿本 幸造 726.6/KOY 12021001065 図書館１Ｆ絵本
ポップあり

119 おやすみ、ロジャー : 魔法のぐっすり絵本 カール=ヨハン・エリーン 599.4/EHR 12018002959 図書館１Ｆ児童図書
ポップあり
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120 うまれてきてくれてありがとう にしもとようぶん/黒井健え 726.6/NIS 12012009991 図書館１Ｆ絵本

121 ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮由紀子ぶん/中新井純子

え

726.6/NIN 12011007154 図書館１Ｆ絵本

122 りんごかもしれない ヨシタケシンスケ 726.6/YOS 12013008292 図書館１Ｆ絵本

123 自分って、なに？ オスカー・ブルニフィエ文/西

宮かおり訳/オーレリアン・

デバ絵

150/BRE 10704493 図書館１Ｆ児童図書

124 睡眠の教科書 : 最高のパフォーマンスを発

揮するために

ニュートンプレス 2019/10 498.36/NEW 12021000617 図書館２Ｆ大型図書

125 朝起きられない人のねむり学 : 一日24時間

の賢い使い方

神山潤 498.36/KOY 12016002897 図書館２Ｆ図書

126 自分らしさが輝く図工の活動 : 新たな活動

内容領域の提唱

佐々木達行 375.7/Sa75 19509378 図書館２Ｆ図書

127 「嫉妬」の心理学 ベツィー・コーエン著/阿川

佐和子訳

143.5/COH 10610917 図書館２Ｆ文庫本

128 感じ動き高める子 : 自分らしさの発見をめ

ざす授業

東京学芸大学附属小金井小学

校

375.1/To46 19300541 図書館２Ｆ本学刊行図

書

129 ありがとうは僕の耳にこだまする 東田直樹 911.56/HIG 12014007718 図書館２Ｆ図書

130 ありがとう、先生! TOKYO FM「ジブラルタ生命

Heart to Heartありがとう、

先生!」番組制作チーム

159.7/IZU 12013003352 図書館２Ｆ図書

131 自尊感情の心理学 : 理解を深める「取扱説

明書」

中間玲子 371.45/NAK 12018003223 図書館２Ｆ図書

132 人生に前向きになる英語の名言

101/Inspiring Quotations

寺沢美紀 837.7/IBC 12015003550 図書館１Ｆ英語多読

コーナー

133 死ぬまでに観ておきたい世界の写真1001 ポール・ロウ編集/小川浩一,

竹村奈央, 風早仁美訳

740.2/LOW 12019001197 図書館２Ｆ図書

134 思考の整理学 外山滋比古 002/TOY 10808075 図書館２Ｆ文庫本

135 自分で考える勇気 : カント哲学入門 御子柴善之 134.2/MIK 12014007513 図書館２Ｆ新書

136 "本当の自分"って何? NHK「哲子の部屋」制作班 100/NHK 12015007370 図書館２Ｆ図書

137 物語哲学の歴史 : 自分と世界を考えるため

に

伊藤邦武 130.2/ITO 12012007443 図書館２Ｆ新書

138 中学生からの哲学「超」入門 : 自分の意志

を持つということ

竹田青嗣 104/TAK 10905839 図書館２Ｆ新書

139 科学絵本の世界100：学びをもっと楽しく

する

407/HEI 12021001265 図書館２F大型図書

140 絵本で教える英語の読み書き：小学校で実

践したい英語絵本の指導法

田中真紀子 375.893/TAN 12020001755 図書館２F図書

141 絵本から「子ども福祉」を考える 青木文美 019.53/AOK 12016003575 図書館２F図書

142 メルロ＝ポンティと「子ども絵本」の現象

学：子どもたちと絵本を読むということ

玉置友子 019.53/MAS 12018004407 図書館２F図書

143 人生に大切なことはすべて絵本から教わっ

た，２

末盛千枝子 019.53/SUE 12013003640 図書館２F図書

144 ページをめくる指：絵本の世界の魅力 金井美恵子 019.53/KAN 12012002531 図書館２F図書

145 子どもの育ちを支える絵本 脇明子 019.53/WAK 12011007821 図書館２F図書

146 人生に大切なことはすべて絵本から教わっ

た

末盛千枝子 019.53/SUE 12010009178 図書館２F図書

147 ことばの喜び・絵本の力：すずらん文庫35

年の歩みから

渡辺順子 019.53/WAT 10808015 図書館２F図書

148 絵本、大好き！：「日本」と「海外」の絵

本300冊！厳選ガイドブック

マーブルブックス 019.53/MAR 10703431 図書館２F図書

149 絵本の歴史と絵本制作 香曽我部秀幸 019.53/KOS 10808567 図書館２F大型図書

150 絵本をひらく：現代絵本の研究 谷本誠剛、灰島かり 019.53/TAN 10801500 図書館２F図書

151 私が１ばん好きな絵本　改訂版：100人が

選んだ絵本

マーブルブックス 019.53/MAR 10405279 図書館２F図書

152 絵本は小さな美術館：形と色を楽しむ絵本

47

中川素子 019.53/NAK 12014001395 図書館２F新書

153 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 019.53/KUS 10208623 図書館書庫

154 人生の１冊の絵本 柳田邦男 019.53/YAN 12019004422 図書館２F新書

絵本の研

究書
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