
書名              巻次            著者名 出版者            出版年          

おもしろトリックワールド 竹内龍人／監修 学研教育出版 2012.7 145 ｵﾓｼ 児童

目でみる＊世界人物百科 ２ 山口昌男／監修 日本図書センター 2003.2 280 ﾒﾃﾐ-2 児童

歴史を生きた女性たち 第２巻 歴史教育者協議会／編 汐文社 2010.3 280 ﾚｷｼ-2 児童

目でみる日本人物百科 ３ 山口昌男／監修 日本図書センター 200003 281 ﾒﾃﾐ-3 児童

だれでもアーティスト ドーリング・キンダースリー社／編 岩波書店 2013.2 700 ﾀﾚﾃ 児童

ふしぎ？なるほど！西洋美術たんけん 第１巻 池上英洋／監修 日本図書センター 2014.10 702 ﾌｼｷ-1 児童

美術館にもぐりこめ！ さがらあつこ／文 福音館書店 2013.5 706 ｻｶﾗ 児童

パパママおしえてアートミステリー１３話 アンジェラ・ヴェンツェル／著 辰巳出版 2014.6 707 ｳｴﾝ 児童

図工のきほん大図鑑 辻政博／著 ＰＨＰ研究所 2013.4 707 ﾂｼ 児童

心にのこる名画美術館 １ 瀬木慎一／責任編集 金の星社 199503 720 ｺｺﾛ-1 児童

心にのこる名画美術館 ２ 瀬木慎一／責任編集 金の星社 199503 720 ｺｺﾛ-2 児童

心にのこる名画美術館 ３ 瀬木慎一／責任編集 金の星社 199503 720 ｺｺﾛ-3 児童

心にのこる名画美術館 ４ 瀬木慎一／責任編集 金の星社 199503 720 ｺｺﾛ-4 児童

心にのこる名画美術館 ５ 瀬木慎一／責任編集 金の星社 199503 720 ｺｺﾛ-5 児童

親子で訪ねる美術館 青柳正規／著 クレオ 199912 723 ｱｵﾔ 児童

子どものうちから知っておきたい西洋美術を築いた
画家２０人の生涯

チャーリー・エアーズ／著 ランダムハウス講談社 2009.2 723 ｴｱｽ 児童

見てごらん！名画だよ マリー・セリエ／文 西村書店 2007.12 723 ｾﾘｴ 児童

顔の美術館 タイガー立石／文と絵 福音館書店 199802 723 ﾀｲｶ 児童

ＤＡＤＡピカソびっくりキュビスム ＤＡＤＡ日本版編集部／編著 朝日学生新聞社 2011.9 723 ﾀﾀﾆ-1 児童
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ＤＡＤＡルソーおかしなジャングル ＤＡＤＡ日本版編集部／編著 朝日学生新聞社 2011.9 723 ﾀﾀﾆ-2 児童

ＤＡＤＡモネ色いろ ＤＡＤＡ日本版編集部／編著 朝日学生新聞社 2011.11 723 ﾀﾀﾆ-3 児童

ＤＡＤＡルノワール、みつけた ＤＡＤＡ日本版編集部／編著 朝日学生新聞社 2011.11 723 ﾀﾀﾆ-4 児童

ＤＡＤＡなるほどダ・ヴィンチ ＤＡＤＡ日本版編集部／編著 朝日学生新聞社 2012.4 723 ﾀﾀﾆ-5 児童

ＤＡＤＡターナー号出発 ＤＡＤＡ日本版編集部／編著 朝日学生新聞社 2012.7 723 ﾀﾀﾆ-6 児童

ＤＡＤＡマルサンカクシカク　セザンヌ ＤＡＤＡ日本版編集部／編 朝日学生新聞社 2012.10 723 ﾀﾀﾆ-7 児童

クレーと黄色い鳥のいる風景 クレー／〔画〕 博雅堂出版 2011.1 723 ﾀﾆｶ 児童

マグリットのはてな？ 博雅堂出版 2010.8 723 ﾏｸﾘ 児童

ゴッホの絵本 結城昌子／構成・文 小学館 199307 723 ﾕｳｷ-1 児童

ひらめき美術館 第１館 結城昌子／著 小学館 199605 723 ﾕｳｷ-1 児童

ひらめき美術館 第２館 結城昌子／著 小学館 199612 723 ﾕｳｷ-2 児童

ひらめき美術館 第３館 結城昌子／著 小学館 2002.5 723 ﾕｳｷ-3 児童

マティスの絵本 結城昌子／文・構成 小学館 199806 723 ﾕｳｷ-10 児童

ローランサンの絵本 結城昌子／構成・文 小学館 2004.11 723 ﾕｳｷ-11 児童

モディリアニの絵本 結城昌子／構成・文 小学館 2004.11 723 ﾕｳｷ-12 児童

ミロの絵本 結城昌子／構成・文 小学館 2006.5 723 ﾕｳｷ-13 児童

ピカソの絵本 結城昌子／構成・文 小学館 199312 723 ﾕｳｷ-3 児童

ルノワールの絵本 結城昌子／構成・文 小学館 199401 723 ﾕｳｷ-4 児童

ルソーの絵本 結城昌子／構成・文 小学館 199408 723 ﾕｳｷ-5 児童

スーラの絵本 結城昌子／構成・文 小学館 199501 723 ﾕｳｷ-6 児童

クレーの絵本どっちが主役？ 結城昌子／文・構成 小学館 199702 723 ﾕｳｷ-9 児童
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名画で遊ぶあそびじゅつ！ エリザベート・ド・ランビリー／著 ロクリン社 2014.10 723 ﾗﾝﾋ 児童

絵がたのしくかける本 ４ ポプラ社 199504 724 ｴｶﾀ-4 児童

絵がたのしくかける本 ８ ポプラ社 199504 724 ｴｶﾀ-8 児童

子どものための美術画法 １ アトリエ・ワン／編 大月書店 199504 724 ｺﾄﾓ-1 児童

子どものための美術画法 ２ アトリエ・ワン／編 大月書店 199504 724 ｺﾄﾓ-2 児童

子どものための美術画法 ３ アトリエ・ワン／編 大月書店 199504 724 ｺﾄﾓ-3 児童

子どものための美術画法 ４ アトリエ・ワン／編 大月書店 199504 724 ｺﾄﾓ-4 児童

偉大な芸術家に教わる絵の描きかた 風景編 スー・レイシー／著 汐文社 2006.2 724 ﾚｲｼ 児童

絵をかこう！ １ たかやまふゆこ／著 汐文社 2013.11 725 ﾀｶﾔ-1 児童

絵をかこう！ ２ たかやまふゆこ／著 汐文社 2014.2 725 ﾀｶﾔ-2 児童

絵をかこう！ ３ いなだゆかり／著 汐文社 2014.3 725 ｴｵｶ-3 児童

私（わたし）をスケッチにつれてって 永沢まこと／文・絵 福音館書店 2004.7 725 ﾅｶｻ 児童

ポスターをつくろう！魅力的なイラストを描こう！ デジカル／作 汐文社 2010.10 727 ﾃｼｶ 児童

ポスターをつくろう！表現を工夫しよう！ デジカル／作 汐文社 2010.12 727 ﾃｼｶ 児童

トリックアート図鑑 ふしぎ絵 グループ・コロンブス／構成・文 あかね書房 2011.3 727 ﾄﾘﾂ 児童

えもじ 谷川俊太郎／文 福音館書店 2005.4 801 ﾀﾆｶ 児童

百まいのドレス エレナー・エスティス／作 岩波書店 2006.11 933 ｴｽﾃ 児童

きえた犬のえ
マージョリー・ワインマン・シャーマット
／ぶん

大日本図書 2014.4 933 ｼﾔﾏ 児童

ペンキやさん あおきあさみ／さく 福音館書店 2013.6 E ｱｵｷ 児童

クリムのしろいキャンバス イヒョンジュ／さく 福音館書店 2014.10 E ｲ 児童

百まいのきもの エリノア・エスティーズ／文 岩波書店 198709 E ｴｽﾃ 児童
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モンスターをかこう！ エド・エンバリー／作 徳間書店 2005.1 E ｴﾝﾊ 児童

銅版画家の仕事場 アーサー・ガイサート／作 ＢＬ出版 2004.10 E ｶｲｻ 児童

だるまちゃんととらのこちゃん 加古里子／さく・え 福音館書店 198701 E ｶｺ 児童

えかきたんじょう！ Ｇ．ブライアン・カラス／さく ＢＬ出版 2006.1 E ｶﾗｽ 児童

ごちゃまぜカメレオン エリック・カール／作 ほるぷ出版 197801 E ｶﾙ 児童

えをかくかくかく エリック・カール／作 偕成社 2014.2 E ｶﾙ 児童

おふろばをそらいろにぬりたいな ルース・クラウス／文 岩波書店 197909 E ｸﾗｳ 児童

あか　あお　ふたりで Ｕ．Ｇ．サトー／さく 福音館書店 2007.7 E ｻﾄ 児童

はろるどとむらさきのくれよん クロケット・ジョンソン／著 文化出版局 197206 E ｼﾖﾝ 児童

もっくりやまのごろったぎつね 征矢清／さく 小峰書店 2002.3 E ｿﾔ 児童

えをかく 谷川俊太郎／作 講談社 2003.3 E ﾀﾆｶ 児童

いろいきてる！ 谷川俊太郎／文 福音館書店 2008.11 E ﾀﾆｶ 児童

ぼくのくれよん 長新太／おはなし・え 講談社 199304 E ﾁﾖｳ 児童

えかきうたのほん 中村柾子／ぶん 福音館書店 199305 E ﾅｶﾑ 児童

モナ・リザをぬすんだのはだれ？ ルーシー・ナップ／文 岩波書店 2011.9 E ﾅﾂﾌ 児童

きこえるきこえるえのおとえのこえ 長谷川摂子／構成・文 福音館書店 2005.6 E ﾊｾｶ 児童

まほうのえのぐ 林明子／さく 福音館書店 199505 E ﾊﾔｼ 児童

ウィリーの絵 アンソニー・ブラウン／さく・え ポプラ社 2002.10 E ﾌﾗｳ 児童

ババールのあか・あお・きいろ ロラン・ド・ブリュノフ／さく 評論社 2003.8 E ﾌﾘﾕ 児童

ババールの美術館 ロラン・ド・ブリュノフ／さく 評論社 2005.4 E ﾌﾘﾕ 児童

うさこちゃんびじゅつかんへいく ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 2008.6 E ﾌﾙﾅ 児童
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ありがとう、チュウ先生 パトリシア・ポラッコ／作 岩崎書店 2013.6 E ﾎﾗﾂ 児童

ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック／作 ほるぷ出版 2005.9 E ﾏｸﾘ 児童

ぼうが一ぽんあったとさ　あそびえかきうた・伝承編 吉田定一／さく らくだ出版 198204 E ﾖｼﾀ 児童

なにをかこうかな マーグレット・Ｅ．レイ／作 文化出版局 198409 E ﾚｲ 児童

あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ／作 至光社 1967 E ﾚｵﾆ 児童

えすがたにょうぼう 稲田和子／再話 福音館書店 2014.3 E ｲﾅﾀ 児童Ｆ

平山郁夫のお釈迦さまの生涯 平山郁夫／〔画〕 博雅堂出版 199507 721 ﾋﾗﾔ 児童Ｌ

セザンヌとスーラ 小手鞠るい／文 博雅堂出版 2000.8 723 ｺﾃﾏ 児童Ｌ

女性画家１０の叫び 堀尾真紀子／著 岩波書店 2013.7 720 ﾎﾘｵ 児童Ｓ

虹の西洋美術史 岡田温司／著 筑摩書房 2012.12 723 ｵｶﾀ 児童Ｓ

美術館に行こう！ キュレイターズ／編 キュレイターズ [2010] 706.9 ﾋｼﾕ 児研

荒井良二の絵本じゃあにぃ 日本放送協会／編 ＮＨＫ出版 2013.10 726.5 ｱﾗｲ 児研

母と子 いわさきちひろ／画 岩崎書店 199705 726.5 ｲﾜｻ 児研

絵本と遊ぼう 中川素子／選 平凡社 200001 726.5 ｴﾎﾝ 児研

Ｃｕｔ 片山健／著 ビリケン出版 2000.4 726.5 ｶﾀﾔ 児研

おとぎの国、ロシアのかわいい本 小我野明子／著 ピエ・ブックス 2008.12 726.5 ｺｶﾉ 児研

酒井駒子小さな世界 Ｐｏｏｋａ編集部／編 学習研究社 2008.6 726.5 ｻｶｲ 児研

佐々木マキ見本帖 佐々木マキ／著
メディアリンクス・
ジャパン

2013.1 726.5 ｻｻｷ 児研

スズキコージズキンの大魔法画集 スズキコージ／著 平凡社 2007.7 726.5 ｽｽｷ 児研

ＭＡＣＯＴＯＰＩＡ 高橋真琴／著 復刊ドットコム 2011.8 726.5 ﾀｶﾊ 児研

「ピーター・ラビット」と「クマのプーさん」の世界 国際芸術文化振興会／製作 国際芸術文化振興会 1985 726.5 ﾋﾀﾗ 児研
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ベーメルマンス
ジョン・ベーメルマンス・マルシアーノ／
著

ＢＬ出版 2011.4 726.5 ﾏﾙｼ 児研

ＭＯＥ絵本教室 ＭＯＥ編集部／編 白泉社 2011.3 726.5 ﾓｴｴ 児研

ムーミン画集 トーベ・ヤンソン／絵・文 講談社 2009.3 726.5 ﾔﾝｿ 児研

むかしむかしの絵本の挿し絵 エイミー・ワインスタイン／著 グラフィック社 2013.9 726.5 ﾜｲﾝ 児研

いわさきちひろ ちひろ美術館／監修 平凡社 2007.4 726.7 ｲﾜｻ 児研

Ｐｏｓｔｅｒｓ　ｂｙ　Ｍａｕｒｉｃｅ　Ｓｅｎｄａｋ Ｍａｕｒｉｃｅ　Ｓｅｎｄａｋ／
Ｔｈｅ　Ｂｏｄｌｅｙ
Ｈｅａｄ

198600 727.6 SEN 児研

ムーミン谷の絵辞典 トーベ・ヤンソン／絵・文 講談社 2014.5 830 ﾑﾐﾝ 児研
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