
2016年 児童冬の特別展示 



 
 
 
＜所蔵目録について＞ 
 
 この目録は、２０１６年（平成２８年）の児童冬の特別展示『「伝記」を読んでみよう！』の 
 ために作成した。 
 収録作品については、２０１６年（平成２８年）２月１６日（火）～３月６日（日）までの期間、 
 本館２階の児童コーナーにて展示した。 

 

 

＜資料の収集対象について＞ 
 
 ２０１６年（平成２８年）２月現在、鎌ケ谷市立図書館で所蔵している以下の資料を 
 対象としている。 
 
     ・伝記（児童書） 
 
     ・伝記絵本 
 
 
             

＜記載項目について＞ 
 
 以下の項目に分け、当館の書誌に基づく請求記号順とする。 
 ただし、シリーズものについてはシリーズ内での順番とした。 
     

     ①請求記号が000～999のもの 

     ②絵本      



書名 著者 出版社 請求記号

1
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 1

本田宗一郎
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

2
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 2

黒澤明
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

3
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 3

植村直己
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

4
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 4

手塚治虫
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

5
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 5

岡本太郎
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

6
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 6

ヘレン・ケラー
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

7
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 7

アンネ・フランク
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

8
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 8

アインシュタイン
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

9
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 9

マザー・テレサ
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

10
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 10

オードリー・ヘップバーン
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

11
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 11

織田信長
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

12
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 12

豊臣秀吉
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

13
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 13

徳川家康
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

14
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 14

坂本龍馬
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

①伝記



書名 著者 出版社 請求記号

15
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 15

野口英世
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

16
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 16

宮沢賢治
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

17
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 17

ベートーベン
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

18
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 18

ナイチンゲール
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

19
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 19

アンリ・ファーブル
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

20
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 20

エジソン
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

21
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 21

吉田松陰
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

22
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 22

レイチェル・カーソン
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

23
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 23

勝海舟
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

24
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 24

与謝野晶子
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

25
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 25

渋沢栄一
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

26
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 26

マーティン・ルーサー・キング
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

27
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 27

湯川秀樹
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

28
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 28

上杉謙信
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

29
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 29

福沢諭吉
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280

30
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 30

西郷隆盛
プロジェクト新・偉人伝/著 ポプラ社 280



書名 著者 出版社 請求記号

31
ビジュアル戦国英雄伝 ①

織田信長 河合 敦/監修 学研プラス 281

32
ビジュアル戦国英雄伝 ②

豊臣秀吉 河合 敦/監修 学研プラス 281

33
ビジュアル戦国英雄伝 ③

徳川家康 河合 敦/監修 学研プラス 281

34
ビジュアル戦国英雄伝 ④

武田信玄・上杉謙信 河合 敦/監修 学研プラス 281

35
ビジュアル戦国英雄伝 ⑤

伊達政宗・真田幸村 河合 敦/監修 学研プラス 281

36
世界の伝記 科学のパイオニア

アインシュタインと相対性理論
D・J・レイン/作
ないとう ふみこ/訳

玉川大学出版部 289-ア

37
世界の伝記 科学のパイオニア

エジソンと電灯
キース・エリス/作
児玉 敦子/訳

玉川大学出版部 289-エ

38
世界の伝記 科学のパイオニア

スティーブンソンと蒸気機関車
コーリン・クレスウェル・ドーマン
/作 小川 真理子/訳

玉川大学出版部 289-ス

39
世界の伝記 科学のパイオニア

ダーウィンと進化論
バーナード・ストーンハウス/作
菊池 由美/訳

玉川大学出版部 289-ダ

40
世界の伝記 科学のパイオニア

ノーベルと爆薬
トレバー・I・ウィリアムズ/作
片神 貴子/訳

玉川大学出版部 289-ノ



書名 著者 出版社 請求記号

41
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

アルベルト・アインシュタイン
相対性理論を生み出した科学者

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-ア

42
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

安藤百福
即席めんで食に革命をもたらした発明家

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-ア

43
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

市川房枝
女性解放運動から社会変革へ

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-イ

44
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

レイチェル・カーソン
『沈黙の春』で環境問題を訴えた生物学者

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-カ

45
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

インディラ・ガンディー
祖国の分裂・対立と闘った政治家

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-ガ

46
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

マリ・キュリー
放射能の研究に生涯をささげた科学者

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-キ

47
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

ヘレン・ケラー
行動する障害者、その波乱の人生

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-ケ

48
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

マーガレット・サッチャー
「鉄の女」と言われた信念の政治家

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-サ

49
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

ココ・シャネル
20世紀ファッションの創造者

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-シ

50
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

スティーブ・ジョブズ
アップルをつくった天才

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-ジ

51
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

陳建民
四川料理を日本に広めた男

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-チ

52
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

本田宗一郎
ものづくり日本を世界に示した技術屋魂

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-ホ

53
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

ワンガリ・マータイ
「MOTTAINAI」で地球を救おう

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-マ

54
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

ネルソン・マンデラ
アパルトヘイトを終焉させた英雄

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 289-マ

55
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

フリーダ・カーロ
悲劇と情熱に生きた芸術家の生涯

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 723



書名 著者 出版社 請求記号

56
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

岡本太郎
「芸術は爆発だ」。天才を育んだ家族の物語

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 723

57
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

長谷川町子
「サザエさん」とともに歩んだ人生

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 726

58
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

藤子・F・不二雄
「ドラえもん」はこうして生まれた

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 726

59
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

やなせたかし
「アンパンマン」誕生までの物語

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 726

60
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

オードリー・ヘップバーン
世界に愛された銀幕のスター

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 778

61
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

黒澤明
日本映画の巨人

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 778

62
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

魯迅
中国の近代化を問い続けた文学者

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 920-ロ

63
ちくま評伝シリーズ<ポルトレ>

小泉八雲
日本を見つめる西洋の眼差し

筑摩書房編集部/著 筑摩書房 930-コ

64
時代を動かした人々 維新篇 1

坂本竜馬
飛べ!ペガスス

古川 薫/著
岡田 嘉夫/画

小峰書店 289-サ

65
時代を動かした人々 維新篇 2

高杉晋作
走れ!若き獅子

古川 薫/著
岡田 嘉夫/画

小峰書店 289-タ

66
時代を動かした人々 維新篇 3

勝海舟
わが青春のポセイドン

古川 薫/著
岡田 嘉夫/画

小峰書店 289-カ

67
時代を動かした人々 維新篇 4

西郷隆盛
薩摩ハヤトのバラード

古川 薫/著
岡田 嘉夫/画

小峰書店 289-サ

68
時代を動かした人々 維新篇 5

吉田松陰
吟遊詩人のグラフィティ

古川 薫/著
岡田 嘉夫/画

小峰書店 289-ヨ

69
時代を動かした人々 維新篇 6

板垣退助
三日月に祈る自由民権の志士

古川 薫/著
岡田 嘉夫/画

小峰書店 289-イ

70
時代を動かした人々 維新篇 7

桂小五郎
奔れ!憂い顔の剣士

古川 薫/著
岡田 嘉夫/画

小峰書店 289-カ



書名 著者 出版社 請求記号

71
時代を動かした人々 維新篇 8

アーネスト・サトウ
女王陛下の外交官

古川 薫/著
岡田 嘉夫/画

小峰書店 289-サ

72
時代を動かした人々 維新篇 9

佐久間象山
誇り高きサムライ・テクノクラート

古川 薫/著
岡田 嘉夫/画

小峰書店 289-サ

73
時代を動かした人々 維新篇 10

伊藤博文
明治日本を創った志士

古川 薫/著
岡田 嘉夫/画

小峰書店 289-イ

74

ジュニアサイエンス

アインシュタインと
相対性理論
時間と空間の常識を
くつがえした科学者

大森 充香/訳 丸善出版 421

75

ジュニアサイエンス

ニュートンと万有引力
宇宙と地球の法則を
解き明かした科学者

大森 充香/訳 丸善出版 423

76

ジュニアサイエンス

ガリレオと地動説
近代科学のとびらをひらいた
偉大な科学者

大森 充香/訳 丸善 440

77

ジュニアサイエンス

パスツールと微生物
伝染病の解明と
治療につくした科学者

佐藤 直樹/監訳
ジョゼフィーヌ・ガリポン/監訳

丸善出版 465

78
ジュニアサイエンス

ダーウィンと進化論
その生涯と思想をたどる

大森 充香/訳 丸善 467

79
名作を生んだ作家の伝記 1

ピーター・パンがかけた魔法
J・M・バリ

スーザン・ビビン・アラー/著
奥田 実紀/訳

文溪堂 930-ア

80
名作を生んだ作家の伝記 2

「ナルニア国」への扉
C・S・ルイス

ビアトリス・ゴームリー/著
奥田 実紀/訳

文溪堂 930-ゴ

81
名作を生んだ作家の伝記 3

「ピーターラビット」の丘から
ビアトリクス・ポター

マーガレット・ S・ユアン/著
奥田 実紀/訳

文溪堂 726



書名 著者 出版社 請求記号

82
名作を生んだ作家の伝記 4

「ライラ」からの手紙
フィリップ・プルマン

マーガレット・ S・ユアン/著
中村 佐千江/訳

文溪堂 930-ス

83
名作を生んだ作家の伝記 5

チョコレート工場」からの招待状
ロアルド・ダール

チャールズ・J・シールズ/著
水谷 阿紀子/訳

文溪堂 930-シ

84
名作を生んだ作家の伝記 6

「赤毛のアン」の島で
L・M・モンゴメリ

奥田 実紀/著 文溪堂 930-オ

85
名作を生んだ作家の伝記 7

「ハリー・ポッター」の奇跡
J・K・ローリング

チャールズ・J・シールズ/著
水谷 阿紀子/訳

文溪堂 930-シ

86
名作を生んだ作家の伝記 8

「かいじゅうたち」の世界へ
モーリス・センダック

ハル・マルコヴィッツ/著
水谷 阿紀子/訳

文溪堂 726

87
名作を生んだ作家の伝記 9

「おおきな木」の贈りもの
シェル・シルヴァスタイン

マイケル・グレイ・ボーガン/著
 水谷 阿紀子/訳

文溪堂 726

88
名作を生んだ作家の伝記 10

「ラスカル」の湖で
スターリング・ノース

ちば かおり/著 文溪堂 930-チ

89 良寛さまってどんな人 谷川 敏朗/著 考古堂書店 188

90 キング牧師の力づよいことば
マーティン・ルーサー・キングの生涯

ドリーン・ラパポート/文
ブライアン・コリアー/絵
もりうち すみこ/訳

国土社 198

91
ひかりをかかげて

マーティン・ルーサー・キング
共生社会を求めた牧師

梶原 壽/著
日本キリスト教団出
版局

198

92 マザー・テレサ
間所 ひさこ/文
たかはし きよし/絵
沖 守弘/監修

フレーベル館 198

93
マザー・テレサ
ほんとうの愛
（新版）

綾野 まさる/作
日高 康志/画

ハート出版 198

94
アインシュタイン
好奇心からすべて始まる

茂木 健一郎/監修 PHP研究所 289-ア

95
アンデルセン
夢をさがしあてた詩人
(改訂版)

ルーマ・ゴッデン/著
山崎 時彦/訳
中川 昭栄/訳

偕成社 289-ア

96 海辺の宝もの
ヘレン・ブッシュ/著
鳥見 真生/訳
佐竹 美保/画

あすなろ書房 289-ア



書名 著者 出版社 請求記号

97
月のえくぼ（クレーター）を見た男
麻田剛立

鹿毛 敏夫/著
関屋 敏隆/画

くもん出版 289-ア

98
世のため人のため絵本シリーズ 2

稲盛和夫
思い続けることで夢をかなえた人

加藤 勝美/文
なりきよ ようこ/文
櫻井 さなえ/絵

出版文化社 289-イ

99
ジュニア・ノンフィクション

奥むめおものがたり
女性解放への厳しい道を歩んだ人

古川 奈美子/著
阿見 みどり/挿画

銀の鈴社 289-オ

100 希望の子バラクオバマ
アメリカ初のアフリカ系大統領

ニッキ・グリムズ/文
ブライアン・コリアー/絵
室﨑 育美/訳

バベルプレス 289-オ

101 大村智ものがたり
苦しい道こそ楽しい人生

馬場 錬成/著 毎日新聞出版 289-オ

102 レイチェル
海と自然を愛したレイチェル・カーソンの物語

エイミー・エアリク/文
ウェンデル・マイナー/絵
池本 佐恵子/訳

ＢＬ出版 289-カ

103 レイチェル・カーソン
 [沈黙の春]で地球の叫びを伝えた科学者

ジンジャー・ワズワース/著
上遠 恵子/訳

偕成社 289-カ

104 官兵衛、駆ける。 吉橋 通夫/著 講談社 289-ク

105 武器では地球を救えない
エスペラント語をつくったザメンホフの物語

和田 登/著
高田 勲/画

文溪堂 289-ザ

106 お江
戦国の世を生きぬいて

国松 俊英/著
十々夜/画

岩崎書店 289-ス

107
PHP心のノンフィクション

六千人の命を救え! 外交官・杉原千畝
白石 仁章/著 PHP研究所 289-ス

108
ジュニア・ノンフィクション

新渡戸稲造ものがたり
真の国際人 江戸、明治、大正、昭和をかけぬける

柴崎 由紀/著 銀の鈴社 289-ニ

109 クラウディアの祈り 村尾 靖子/[著] ポプラ社 289-ハ

110 絵本 アンネ・フランク
ジョゼフィーン・プール/文
アンジェラ・バレット/絵
片岡 しのぶ/訳

あすなろ書房 289-フ



書名 著者 出版社 請求記号

111 テレビを発明した少年
ファイロウ・ファーンズワース物語

キャスリーン・クルル/文
グレッグ・カウチ/絵
渋谷 弘子/訳

さ・え・ら書房 289-フ

112 野の天文学者　前原寅吉
鈴木 喜代春/著
三浦 福寿/画

あすなろ書房 289-マ

113 世界でいちばん貧しい大統領からきみへ
くさば よしみ/編
田口 実千代/絵

汐文社 289-ム

114 ぼくが宇宙をとんだわけ
毛利衛と宇宙のこれから

日野 多香子/文
黒田 泰弘/監修

講談社 289-モ

115
PHP愛と希望のノンフィクション

野鳥と生きた80年
鳥類の研究と保護に生涯をささげた山階芳麿

岡本 文良/作
依光 隆/絵

PHP研究所 289-ヤ

116
マララ
教育のために立ち上がり、
世界を変えた少女

マララ・ユスフザイ/著
パトリシア・マコーミック/著
道傳 愛子/訳

岩崎書店 289-ユ

117 リンカーン大統領のせいじつなことば
エイブラハム・リンカーンの生涯

ドリーン・ラパポート/文
カディア・ネルソン/絵
もりうち すみこ/訳

国土社 289-リ

118
世のため人のため絵本シリーズ 1

フレッド和田勇
1964年の東京オリンピック開催を情熱で実現した人

松岡 節/文
さかい しん/絵

出版文化社 289-ワ

119 シートン
子どもに愛されたナチュラリスト

今泉 吉晴/著 福音館書店 289

120 とどまることなく
奴隷解放につくした黒人女性ソジャーナ・トゥルース

アン・ロックウェル/文
もりうち すみこ/訳
グレゴリー・クリスティー/絵

国土社 289

121
PHP心のノンフィクション

原発事故に立ち向かった吉田昌郎と
福島フィフティ

門田 隆将/著 PHP研究所 369

122 光と音のない世界で
盲ろうの東大教授・福島智物語

池田 まき子/著 岩崎書店 369

123 医者になりたい
夢をかなえた四人の女性

島田 和子/作
北住 ユキ/画

新日本出版社 490



書名 著者 出版社 請求記号

124 東京駅をつくった男
日本の近代建築を切り開いた辰野金吾

大塚 菜生/著 くもん出版 523

125
PHP心のノンフィクション

宇宙への夢、力いっぱい!
若田 光一/著
高橋 うらら/著

PHP研究所 538

126 ぼくが絵本作家になったわけ
ビル・ピート自伝

ビル・ピート/作
ゆあさ ふみえ/訳

あすなろ書房 720

127
ジュニア・ノンフィクション

平和をねがう「原爆の図」
丸木位里・俊夫妻

楠木 しげお/著
くまがい まちこ/絵

銀の鈴社 721

128 山下清
放浪の天才画家・山下清物語

山下 浩/監修
山下清作品管理事務
局

723

129

ヒューマンノンフィクション

スヌーピーと、いつもいっしょに
PEANUTSを生んだ
チャールズ・シュルツ物語

マイケル・A・シューマン/著
小松原 宏子/訳

学研 726

130
フレーベル館 ジュニア・ノンフィクション

勇気の花がひらくとき
やなせたかしとアンパンマンの物語

梯 久美子/著 フレーベル館 726

131 私のパパ ウォルト・ディズニー
ダイアン・ディズニー・ミラー/著
ピート・マーティン/文
上杉 隼人/訳

講談社 778

132
ジュニア・ノンフィクション

新美南吉ものがたり
楠木 しげお/著
くまがい まちこ/絵

銀の鈴社 910-ク

133 オウリィと呼ばれたころ
終戦をはさんだ自伝物語

佐藤 さとる/作 理論社 910-サ

134
岩崎少年文庫 25

銀河の旅人
宮沢賢治

堀尾 青史/著 岩崎書店 910-ホ

135 少年椋鳩十物語
宮下 和男/著
北島 新平/絵

理論社 910-ミ

136
ヒューマンノンフィクション

『赤毛のアン』と花子
翻訳家・村岡花子の物語

村岡 恵理/文
布川 愛子/絵

学研 910-ム



書名 著者 出版社 請求記号

137 芭蕉絵物語
(新版)

内野 三悳/著
冨山房
インターナショナル

911-ウ

138
ジュニア・ノンフィクション

童謡詩人野口雨情ものがたり
楠木 しげお/著
坂道 なつ/絵

銀の鈴社 911-ク

139
ジュニア・ノンフィクション 32

旅の人芭蕉ものがたり
楠木 しげお/作
小倉 玲子/絵

教育出版センター 911-ク

140
ジュニア・ノンフィクション

若山牧水ものがたり
楠木 しげお/著
山中 冬児/絵

銀の鈴社 911-ク

141
俳人芭蕉・蕪村・一茶を知ろう

小林一茶
高村 忠範/文・絵 汐文社 911-タ

142
俳人芭蕉・蕪村・一茶を知ろう

松尾芭蕉
高村 忠範/文・絵 汐文社 911-タ

143
俳人芭蕉・蕪村・一茶を知ろう

与謝蕪村
高村 忠範/文・絵 汐文社 911-タ

144 みんなを好きに
金子みすゞ物語

矢崎 節夫/著
上野 紀子/装画･さし絵

JULA出版局 911-ヤ

145
「エルマーのぼうけん」を
かいた女性 ルース・S・ガネット

前沢 明枝/著 福音館書店 930-マ



書名 著者 出版社 請求記号

1 雪の写真家 ベントレー

ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン/
作
メアリー・アゼアリアン/絵
千葉 茂樹/訳

ＢＬ出版 E-ア

2 ルイーザ・メイとソローさんのフルート

ジュリー・ダンラップ&
メアリベス・ロルビエッキ/作
メアリー・アゼアリアン/絵
長田 弘/訳

BL出版 E-ア

3 図書館に児童室ができた日
アン・キャロル・ムーアのものがたり

ジャン・ピンボロー/文
デビー・アトウェル/絵
張替 惠子/訳

徳間書店 E-ア

4 にいさん いせ ひでこ/作 偕成社 E-イ

5 金ごいじいさん
にしきごい物語

いながき がん/作
井口 文秀/絵

岩崎書店 E-イ

6 バスラの図書館員
イラクで本当にあった話

ジャネット・ウィンター/著
長田 弘/訳

晶文社 E-ウ

7
ビアトリクス・ポターの
おはなし

ジャネット・ウィンター/著
長田 弘/訳

晶文社 E-ウ

8 ワンガリの平和の木
アフリカでほんとうにあったおはなし

ジャネット・ウィンター/作
福本 友美子/訳 ＢＬ出版 E-ウ

9 マララとイクバル
パキスタンのゆうかんな子どもたち

ジャネット・ウィンター/さく
道傳 愛子/やく

岩崎書店 E-ウ

10 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
もりうち すみこ/訳

汐文社 E-ヴ

②伝記絵本



書名 著者 出版社 請求記号

11
北極点をめざした
黒人探検家
マシュー・ヘンソン

キャロル・ボストン・ウェザーフォード/
著
エリック・ヴェラスケス/絵
渋谷 弘子/訳

汐文社 E-ヴ

12 変わり者ピッポ
トレイシー・E・ファーン/文
ポー・エストラーダ/絵
片岡 しのぶ/訳

光村教育図書 E-エ

13 トマス・ジェファソン 本を愛し、集めた人
バーブ・ローゼンストック/文
ジョン・オブライエン/絵
渋谷 弘子/訳

さ・え・ら書房 E-オ

14 アンネの木
イレーヌ・コーエン=ジャンカ/作
マウリツィオ・A.C・クゥアレーロ/絵
石津 ちひろ/訳

くもん出版 E-ク

15 エミリー
マイケル・ビダード/作
バーバラ・クーニー/絵
掛川 恭子/訳

ほるぷ出版 E-ク

16
バーナムの骨
ティラノサウルスを発見した
化石ハンターの物語

トレイシー・E.ファーン/文
ボリス・クリコフ/絵
片岡 しのぶ/訳

光村教育図書 E-ク

17 わたしはガリレオ
ボニー・クリステンセン/作
渋谷 弘子/訳

さ・え・ら書房 E-ク

18 ガンたちとともに
コンラートローレンツ物語

イレーヌ グリーンスタイン/作
樋口 広芳/訳

福音館書店 E-グ

19
リーかあさまのはなし
ハンセン病の人たちと生きた
草津のコンウォール・リー

中村 茂/文
小林 豊/絵
斎藤 千代/構成

ポプラ社 E-コ

20 リンカーンとダグラス
ニッキ・ジョヴァンニ/文
ブライアン・コリアー/絵
さくま ゆみこ/訳

光村教育図書 E-コ

21 ローザ
ニッキ・ジョヴァンニ/文
ブライアン・コリアー/絵
さくま ゆみこ/訳

光村教育図書 E-コ

22
伝記絵本世界を動かした人びと

ネルソン・マンデラ
差別のない国をめざして

アラン・セール/原作
ザウ/絵
高野 優/監訳
田中 裕子/訳
川口 明百美/訳

汐文社 E-ザ



書名 著者 出版社 請求記号

23

伝記絵本世界を動かした人びと

キング牧師と
ローザ・パークス
黒人の平等な権利を求めて

ラファエル・フリエル/原作
ザウ/絵
高野 優/監訳
田中 裕子/訳
美濃部 美恵子/訳

汐文社 E-ザ

24 飛行士と星の王子さま
サン=テグジュペリの生涯

ピーター・シス/文・絵
原田 勝/訳

徳間書店 E-シ

25 夢を追いかけろ
クリストファー・コロンブスの物語

ピーター・シス/作
吉田 悟郎/訳

ほるぷ出版 E-シ

26 鳥に魅せられた少年
鳥類研究家オーデュボンの物語

ジャックリーン・デビース/文
メリッサ・スウィート/さし絵
樋口 広芳/日本語版監修
小野原 千鶴/訳

小峰書店 E-ス

27 みんなぼうしをかぶってた
ウィリアム・スタイグ/作
木坂 涼/訳

らんか社
（セーラー出版）

E-ス

28 あたまにつまった石ころが
キャロル・オーティス・ハースト/文
ジェイムズ・スティーブンソン/絵
千葉 茂樹/訳

光村教育図書 E-ス

29 グレゴール・メンデル
エンドウを育てた修道士

シェリル・バードー/文
ジョス・A・スミス/絵
片岡 英子/訳

ＢＬ出版 E-ス

30 ウォーターハウス・ホーキンズの恐竜
バーバラ・ケアリー/文
ブライアン・セルズニック/絵
千葉 茂樹/訳

光村教育図書 E-セ

31 マリアンは歌う
パム・ムニョス・ライアン/文
ブライアン・セルズニック/絵
もりうち すみこ/訳

光村教育図書 E-セ

32
海を渡った少年
ジョン万次郎

高村 忠範/絵・文 汐文社 E-タ



書名 著者 出版社 請求記号

33
画家のものがたり絵本

ぼくはクロード・モネ
林 綾野/作
たんふるたん/絵

美術出版社 E-タ

34
画家のものがたり絵本

ぼくはヨハネス・フェルメール
林 綾野/作
たんふるたん/絵

美術出版社 E-タ

35 いのちあふれる海へ
海洋学者 シルビア アール

クレア A.ニヴォラ/さく
おびか ゆうこ/やく

福音館書店 E-ニ

36 その手に1本の苗木を
マータイさんのものがたり

クレア・A・ニヴォラ/作
柳田 邦男/訳

評論社 E-ニ

37 ネルソン・マンデラ
カディール・ネルソン/作・絵
さくま ゆみこ/訳

鈴木出版 E-ネ

38 マイケル・ジョーダン
バスケの神様の少年時代

デロリス・ジョーダン/作
ロスリン・M.ジョーダン/作
カディール・ネルソン/絵
渋谷 弘子/訳

汐文社 E-ネ

39 ワンガリ・マータイさんとケニアの木々
ドナ・ジョー・ナポリ/作
カディール・ネルソン/絵
千葉 茂樹/訳

鈴木出版 E-ネ

40 ひらめきの建築家ガウディ
レイチェル・ロドリゲス/文
ジュリー・パシュキス/絵
青山 南/訳

光村教育図書 E-パ

41 化石をみつけた少女
メアリー・アニング物語

キャサリン・ブライトン/さく
せな あいこ/やく

評論社 E-ブ

42 栄光への大飛行
アリス&マーティン・プロヴェンセン/作
今江 祥智/訳

BL出版 E-プ

43
伝記絵本世界を動かした人びと

ワンガリ・マータイ
「もったいない」を世界へ

フランク・プレヴォ/原作
オーレリア・フロンティ/絵
高野 優/監訳
坂田 雪子/訳
長井 佑美/訳

汐文社 E-フ



書名 著者 出版社 請求記号

44
伝記絵本世界を動かした人びと

コルチャック先生
子どもの権利を求めて

フィリップ・メリュ/原作
ペフ/絵
高野 優/監訳
坂田 雪子/訳
村田 聖子/訳

汐文社 E-ペ

45 コルチャック先生
子どもの権利条約の父

トメク・ボガツキ/作
柳田 邦男/訳

講談社 E-ボ

46 アンリ・ルソー
ひとりで学んで、画家への夢を追いかけた

ミシェル・マーケル/さく
アマンダ・ホール/え
志多田 静/やく

六耀社 E-ホ

47 牛をかぶったカメラマン
キーアトン兄弟の物語

レベッカ・ボンド/作
福本 友美子/訳

光村教育図書 E-ボ

48 どうぶつがすき
パトリック・マクドネル/作
なかがわ ちひろ/訳

あすなろ書房 E-マ

49 木のすきなケイトさん
砂漠を緑の町にかえたある女のひとのおはなし

H.ジョゼフ・ホプキンズ/文
ジル・マケルマリー/絵
池本 佐恵子/訳

ＢＬ出版 E-マ

50 スワン
アンナ・パブロワのゆめ

ローレル・スナイダー/文
ジュリー・モースタッド/絵
石津 ちひろ/訳

ＢＬ出版 E-モ

51 ゴッホ
風がはこんだ色彩

キアーラ・ロッサーニ/文
オクタヴィア・モナコ/絵
結城 昌子/監訳

西村書店 E-モ

52
ジョン万次郎物語
THE STORY OF JOHN MUNG

アーサー・モニーズ/絵
ウエルカム ジョン万の会/文

冨山房
インターナショナ
ル

E-モ

53 サン=テグジュペリと星の王子さま
空に幸せをもとめて

ビンバ・ランドマン/文・絵
鹿島 茂/訳

西村書店 E-ラ

54 ミケランジェロ
石に命をふきこんだ天才

キアーラ・ロッサーニ/文
ビンバ・ランドマン/絵
森田 義之/訳

西村書店 E-ラ

55 ラファエロ
天使に愛された画家

ニコラ・チンクエッティ/文
ビンバ・ランドマン/絵
青柳 正規/監訳

西村書店 E-ラ



書名 著者 出版社 請求記号

56 杉原千畝と命のビザ
自由への道

ケン・モチヅキ/作
ドム・リー/絵
中家 多惠子/訳

汐文社 E-リ

57 光のように鳥のように…
画家マティスの物語

ビジュ・ル・トール/作
今江 祥智/訳

BL出版 E-ル


