
以下の資料は2階展示コーナーで使用しています。

展示期間中は貸出できません。

展示ケース①「イギリスの絵本」
資料ID 書名 所在記述 請求記号 貸出区分 出版日付

1 10929462 かわいいジャポニスム 第6閲覧室・4階 702.06/N 99/1 一般 2017.10
2 10636839 The pied piper of Hamelin 書庫2層 726.5/B 77/1 一般 [1888]

3 10885865
The Hey diddle diddle picture book : hbk. (イギリスの挿絵
入り本 : A Hundred years of  British book illustration:[7])

特殊資料閲覧室・4階 726.5/I 24/1-7 禁帯 [1910],(発売)

4 10975296 The tale of Peter Rabbit First dark brown board edition 特殊資料閲覧室・4階 絵本/T 禁帯 [1902]
5 10975182 Walter Crane's picture books II 特殊資料閲覧室・4階 絵本/W 禁帯 [18--]
6 10975293 Walter Crane's picture books III 特殊資料閲覧室・4階 絵本/W 禁帯 [18--]

展示ケース②「仕掛け絵本」
資料ID 書名 所在記述 請求記号 貸出区分 出版日付

5 10150783 江戸仕懸本考 限定版 [本体] 特殊資料閲覧室・4階 721.8/H 48/2 禁帯 1967.12
6 10770598 Fables de La Fontaine 書庫2層 726.6/F 38/1 一般 [n.d.]

7 10770597
L'intrépide ecuyer Picotin : aux 100000 transformations
comiques

書庫2層 726.6/L 63/1 一般 [n.d.]

<絵本の世界> 展示資料一覧

開催期間2022年5月16日（月）～9月30日（金）



展示ケース③「日本の絵本」
資料ID 書名 所在記述 請求記号 貸出区分 出版日付

8 10845608 桃太郎 再版 (Japanese fairy tale series:no. 1) 特殊資料閲覧室・4階 388.1/J 24/2-1 禁帯 1886.8
9 10845611 因幡の白兎 (Japanese fairy tale series:no. 11) 特殊資料閲覧室・4階 388.1/J 24/2-11 禁帯 1886.12
10 10845610 かちかちやま (Japanese fairy tale series:no. 5) 特殊資料閲覧室・4階 388.1/J 24/2-5 禁帯 1886.3
11 10845609 浦島 (Japanese fairy tale series:no. 8) 特殊資料閲覧室・4階 388.1/J 24/2-8 禁帯 1886.7
12 20022142 花咲かぢぢい [複刻版] (複刻絵本絵ばなし集) 短大図書室 726.5/F 73/2-1 禁帯 1978.3
13 20022143 舌切すずめ [複刻版] (複刻絵本絵ばなし集) 短大図書室 726.5/F 73/2-2 禁帯 1978.3
14 20022144 猿蟹合戦 [複刻版] (複刻絵本絵ばなし集) 短大図書室 726.5/F 73/2-3 禁帯 1978.3
15 20022145 桃太郎鬼ケ島でん [複刻版] (複刻絵本絵ばなし集) 短大図書室 726.5/F 73/2-4 禁帯 1978.3

16 10570991 どんたく絵本 複刻版 1 X・MAS (竹久夢二全集 : 初版本複刻) 第6閲覧室・4階 726.5/Ta61/5-24 一般 1985

17 10570990 どんたく絵本 複刻版 2 正月 (竹久夢二全集 : 初版本複刻) 第6閲覧室・4階 726.5/Ta61/5-25 一般 1985
18 10570976 どんたく絵本 複刻版 3 動物園 (竹久夢二全集 : 初版本複刻) 第6閲覧室・4階 726.5/Ta61/5-26 一般 1985

19 10875272
Dawn of the century : calendar for 1901 : The months of
Japanese children

特殊資料閲覧室・4階 727.7/D 47/1 禁帯 1897.9

展示ケース④「不思議の国のアリス」
資料ID 書名 所在記述 請求記号 貸出区分 出版日付

19 10885889
Alice's adventures in Wonderland : hbk. (イギリスの挿絵入
り本 : A Hundred years of  British book illustration:[30])

特殊資料閲覧室・4階 726.5/I 24/1-30 禁帯 1913,(発売)

20 10737906

Sir John Tenniel's illustrations to Lewis Carroll's Alice's
adventures in Wonderland & Through the looking-glass :
ninety-one prints from the original wood blocks engraved
by the Brothers Dalziel from drawings by Sir John Tenniel
& one print from an electrotype box [1]

特殊資料閲覧室・4階 726.5/Te37/1-1 禁帯 1988

21 10975304 Alice in wonderland : panorama with movable pictures 特殊資料閲覧室・4階 絵本/A 禁帯 [1926]



ガラスケース
資料ID 書名 所在記述 請求記号 貸出区分 出版日付

22 10933217 からすのパンやさん (ビッグブック)
第6閲覧室・絵本・紙芝
居コーナー・4階

絵本/か 一般 1997.5

23 10971527 黄金バット : ナゾー編 (懐かしの紙芝居)
第6閲覧室・絵本・紙芝
居コーナー・4階

紙芝居/お 一般(新着) 1995.1
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