
●子どもに本を手渡す大人の方へ●

書　　　名 著者名 出版者名 出版年 資料コード

ひみつの王国 尾崎 真理子／著 新潮社 2018.4 21 イ 8134920330

プーと私 石井 桃子／著 河出書房新社 2018.4 21 イ 8134929882

石井桃子 筑摩書房編集部／著 筑摩書房 2016.1 21 イ 8134645754

子どもに歯ごたえのある本を 石井 桃子／著 河出書房新社 2015.12 21 イ 8134635963

本・子ども・絵本 中川 李枝子／著 大和書房 2013.3 40 ナ 8134342120

子どもと本 松岡 享子／著 岩波書店 2015.2 40 マ 8134542828

サンタクロースの部屋 松岡 享子／著 こぐま社 2015.11 40 マ 8134622590

子どもの本100問100答 大阪国際児童文学振興財団／編 創元社 2013.8 41 コ 8134385501

松居直のすすめる50の絵本 松居 直/著 教文館 2008.11 41 マ 8133736460

こども・えほん・おとな 松居 直／著 「絵本で子育て」センター 2013.4 41 マ 8134359350

子どもの本のはるなつあきふゆ 宮川 健郎／著 岩崎書店 2007.1 41 ミ 8133470789

絵本の記憶、子どもの気持ち 山口 雅子／著 福音館書店 2014.1 41 ヤ 8134432951

だれでもできるブックトーク 村上 淳子／編著 国土社 2008.3 43 ム 8133684542

赤ちゃんと絵本であそぼう! 金澤 和子／編著 一声社 2009.6 J000 カ 8133859667

うたおうあそぼうわらべうた 木村 はるみ／著 雲母書房 2009.3 J000 キ 8134416359

キラキラ応援ブックトーク キラキラ読書クラブ／著 岩崎書店 2009.3 J000 キ 8133827556

読み聞かせわくわくハンドブック 代田 知子／著 一声社 2001.4 J000 シ 8132143136

えほんのせかいこどものせかい 松岡 享子／著 日本エディタースクール出版部 1987.9 J000 マ 8133923973

読む力は生きる力 脇 明子／著 岩波書店 2005.1 J000 ワ 8132780651

●本選びの参考に●

書　　　名 著者名 出版者名 出版年 資料コード

おとなが子どもに出会う絵本 谷川 俊太郎／編 平凡社 2003.12 41 オ 8132534827

子どもと読みたい絵本200 － 洋泉社 2015.5 41 コ 8134572308

心をつなぐ読みきかせ絵本100 続 － 平凡社 2007.1 41 コ 8133460405

心をつなぐ読みきかせ絵本100 － 平凡社 2004.12 41 コ 8132739646

幸せの絵本 家族の絆編 金柿 秀幸／編 ソフトバンククリエイティブ 2011.11 41 シ 8134219340

幸せの絵本 2 金柿 秀幸／編 ソフトバンクパブリッシング 2005.7 41 シ 8132923290

幸せの絵本[1] 金柿 秀幸／編 ソフトバンクパブリッシング 2004.1 41 シ 8132713523

豊かな心をはぐくむこども0～7才絵本ガイド さわだ さちこ／絵本セレクト 主婦の友社 2010.7 41 ナ 8133962819

もっと読みたいおはなし絵本100 鳥越 信／編 平凡社 2005.12 41 モ 8133023562

赤ちゃんからの絵本ガイド さわだ さちこ／監修 主婦の友社 2007.6 J000 ア 8133422413

赤ちゃん絵本ノート 田中 尚人／監修 マーブルトロン 2005.8 J000 ア 8132966733

私たちの選んだ子どもの本 東京子ども図書館／編集 東京子ども図書館 2012.2 J000 ワ 8134277792

裏面もあります

請求記号

請求記号

　4月23日～5月12日はこどもの読書週間です。
　子どもに本を手渡す大人の方に向けて、
　絵本の選び方や読み方、
　作家・作品について知る本などを展示します。

　「こどもの読書週間　2019」　展示リスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　

児童図書研究室では、

この他にもたくさんの子どもの本に関する
参考書を所蔵しています。入室をご希望の方は、
児童カウンターまで

お気軽にお問い合わせください♪

岐阜県図書館



●作家や作品について知る●

書　　　名 著者名 出版者名 出版年 資料コード

絵本 － 玄光社 2010.12 20 エ 8133981135

絵本作家61人のアトリエと道具 － 玄光社 2017.8 20 エ 8134834081

物語ること、生きること 上橋 菜穂子／著 講談社 2013.1 21 ウ 8134403056

角野栄子の毎日いろいろ 角野 栄子／著 KADOKAWA 2017.3 21 カ 8134951130

未来のだるまちゃんへ かこ さとし／著 文藝春秋 2014.6 21 カ 8134477390

かこさとし － 河出書房新社 2017.7 21 カ 8134823130

佐野洋子 － 河出書房新社 2011.4 21 サ 8134008471

佐々木マキ 佐々木 マキ／著 河出書房新社 2013.1 21 サ 8134410847

童話作家になる方法 斉藤 洋／著 講談社 2016.6 21 サ 8134677749

谷川俊太郎詩と絵本の世界 － 玄光社 2014.1 21 タ 8134544036

長新太 土井 章史／編 河出書房新社 2007.8 21 チ 8133757943

童話作家のおかしな毎日 富安 陽子／作 偕成社 2018.1 21 ト 8134985872

新美南吉 保坂 重政／監修 平凡社 2013.8 21 ニ 8134379667

それゆけ!長谷川義史くん 長谷川 義史／著 小学館 2017.3 21 ハ 8134796721

エリック・カール絵本の世界 － ブックグローブ社 2004.4 23 カ 8132636602

グリム童話の旅 小林 将輝／著 小澤昔ばなし研究所 2014.8 23 グ 8134491540

グリムへの扉 大野 寿子／編 勉誠出版 2015.5 23 グ 8134584793

絵本作家ターシャ・テューダー 内藤 里永子／著 KADOKAWA 2014.11 23 チ 8134519543

ディック・ブルーナのすべて － 講談社 2018.2 23 ブ 8134944870

ディック・ブルーナさんの絵本のつくりかた みづゑ編集部／編 美術出版社 2013.1 23 ブ 8134328908

夢を描き続ける力 ディック・ブルーナ／[著] KADOKAWA 2015.1 23 ブ 8134622562

ピーターラビットの世界へ 河野 芳英／著 河出書房新社 2016.8 23 ポ 8134698239

英米絵本作家7人のインタビュー レナード・S.マーカス／著 長崎出版 2010.4 23 マ 8133956929

ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソン トゥーラ・カルヤライネン／著 河出書房新社 2014.9 23 ヤ 8134526673

ヤンソンとムーミンのアトリエ 木之下 晃／著 講談社 2013.1 23 ヤ 8134410810

請求記号

岐阜県図書館


