
2020.1.28～2.11

No. 書名 著者 出版者 出版年

★ 1 あなたのいえわたしのいえ    加古 里子 ぶん・え 福音館書店 1970

★ 2 いえができるまで    砺波 周平 取材・構成・写真 ひさかたチャイルド 2016

★ 3 ぼくの家ができる  たてるじゅんじょ・つかうどうぐ 嘉来 国夫 ぶん 福音館書店 1989

★ 4 ペンキやさん    あおき あさみ さく 福音館書店 2014

5 家をせおって歩く    村上 慧 作 福音館書店 2019

6 やねはぼくらのひるねするばしょ    小野 かおる さく 福音館書店 1992

7 住まいの歴史    ピエロ・ヴェントゥーラ 文・画 三省堂 1995

8 人類と建築の歴史    藤森 照信 著 筑摩書房 2006

9 スケルトンドミノの家  日本の木でつくる  黒川 哲郎 著 平凡社 2015

10 素材の実験    隈 研吾 著 インデックス・コミュニケーションズ 2005

11 向こう三軒両隣り    田中 敏溥 著 インデックス・コミュニケーションズ 2005

12 家づくりのきまりとくふう    堀 啓二 著 インデックス・コミュニケーションズ 2007

13 家の理    難波 和彦 著 平凡社 2014

14 世界にはばたく日本力 日本の住    こどもくらぶ 編さん ほるぷ出版 2010

15 建築家になろう  家が町や都市をつくる  樫野 紀元 著 国土社 2008

千葉県立中央図書館児童資料室 作成

はじめに　家ってなんだろう？　どうやってつくっているの？

家の歴史

家を作る技術　建築の技術や建築家

左端の欄に★印の付いている資料は絵本です。

くうねるところに

すむところ
～家と住まいの子どもの本

寒い冬には、雨・雪や風から守られた家の中で過ごすことが多くなるかもしれません。

暑さや寒さ、風雨や日差しをしのぐため、また、ごはんを食べたり休んだりするため、

家に住んでいます。

家のかたち・種類は様々です。新しい家、伝統的な日本の家、世界の各国の家…。

家について知ることのできる本や、家が出てくる絵本や物語を展示します。

1



16 民家のなりたち    川島 宙次 文 絵 小峰書店 2004

17 民家の事典  北海道から沖縄まで  島田 アツヒト 文 絵 小峰書店 2004

18 オキナワの家    伊礼 智 著 復刊ドットコム 2019

19 町家えほん    山口 珠瑛 作・絵 PHP研究所 2015

20 世界あちこちゆかいな家めぐり    小松 義夫 文・写真 福音館書店 2004

21 こんな家にすんでたら  世界の家の絵本  ジャイルズ・ラロッシュ 作 偕成社 2013

22 国際理解に役立つ世界の衣食住 6　アジア、アフリカの家 小峰書店 2001

23
国際理解に役立つ世界の衣食住  7
                       ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアの家

小峰書店 2001

24
～
29

写真から学ぼう国際理解世界の家   全６巻
　　島の家　山地の家　都市の家　村の家
　　水辺の家　移動できる家

ニコラ・バーバー 著 ほるぷ出版 2008

30 地球生活記  世界ぐるりと家めぐり  小松 義夫 著 福音館書店 2000

31 「イグルー」をつくる    ウーリ・ステルツァー 写真と文 あすなろ書房 1999

32 海のうえに暮らす    関野 吉晴 著 ほるぷ出版 2013

33 すてきにへんな家    タイガー立石 作 福音館書店 1992

34 世界のともだち 1　ルーマニア アナ・マリアの手づくり生活 長倉 洋海 写真・文 偕成社 2013

35 世界のともだち 5　モンゴル 草原でくらすバタナー 清水 哲朗 写真・文 偕成社 2014

36 世界のともだち 26　ミャンマー 湖の上でくらすスミンミャ 森枝 卓士 写真・文 偕成社 2016

 　

37 日本人の暮らし大発見!  日本の伝統をもっとよく知ろう  2　住まいの知恵 学研 2003

38 おばあちゃんの家わたしの家    たかい ひろこ 著 ポプラ社 2014

39 住まい方を考える    1　住まいのしくみを知る 益子 義弘 監修 あかね書房 2009

40 日本と世界のくらし  どこが同じ?どこがちがう?  住 日高 真吾 監修 汐文社 2017

★ 41 てぶくろ  ウクライナ民話  エウゲーニー・M・ラチョフ え 福音館書店 1965

★ 42 三びきのくま    
レフ=トルストイ さく
ウラジミル=レーベデフ 絵

偕成社 1989

★ 43 3びきのくま    
トルストイ ぶん
バスネツォフ え

福音館書店 1996

★ 44 三びきのこぶた  イギリスの昔話 瀬田 貞二 やく　 山田 三郎 え 福音館書店 1967

45 イギリスとアイルランドの昔話    石井 桃子 編・訳 福音館書店 2003

住まい　家の中はどうなっているのかな？

家の出てくる昔話

日本の家

世界の家

シリーズ全36巻で各国の子どものくらしを紹介しています。

中には家の「間取り図」が載っている巻もあります。

「三びきの子ブタ」と、

イギリス昔話版の

「三びきのクマの話」が

のっています

2



★ 46 バーバ・ヤガー    
アーネスト・スモール ぶん
ブレア・レント え

童話館出版 1998

47 子どもに語るロシアの昔話    伊東 一郎 訳・再話 こぐま社 2007

★ 48 ヘンゼルとグレーテル    
グリム [著]
バーナディット・ワッツ 絵

岩波書店 1986

49 子どもに語るグリムの昔話  3 グリム [著] こぐま社 1991

★ 50 ふるやのもり  日本の昔話  瀬田 貞二 再話　田島 征三 画 福音館書店 2007

★ 51 嵐のティピー    ポール・ゴーブル 作 光村教育図書 2006

★ 52 うさぎとおんどりときつね    レーベデフ 文・絵 岩波書店 1977

★ 53 うちがいっけんあったとさ    
ルース・クラウス 文
モーリス・センダック 絵

岩波書店 1978

★ 54 うちじゅうのいちにち    中村 まさあき 作 文化出版局 1996

★ 55 おおきなきがほしい    佐藤 さとる ぶん　村上 勉 え 偕成社 1978

★ 56 おばけのジョージー    ロバート・ブライト さく・え 福音館書店 1979

★ 57 かえるのいえさがし    石井 桃子 さく　川野 雅代 さく 福音館書店 1982

★ 58 かきねのむこうはアフリカ    バルト・ムイヤールト 文
アンナ・ヘグルンド 絵

ほるぷ出版 2002

★ 59 こすずめのぼうけん    ルース・エインワース さく
ほりうち せいいち え

福音館書店 1977

★ 60 ことりのうち    さとう わきこ さく・え 福音館書店 2006

★ 61 11ぴきのねことぶた    馬場 のぼる 著 こぐま社 1980

★ 62 そらいろのたね    中川 李枝子 さく　大村 百合子 え 福音館書店 2007

★ 63 ちいさいおうち    ばーじにあ・りー・ばーとん ぶん・え 岩波書店 1979

★ 64 ティリーのねがい    フェイス・ジェイクス 作 こぐま社 1995

★ 65 とんでとんでサンフランシスコ    ドン・フリーマン さく BL出版 2006

★ 66 ないしょのおともだち    ビバリー・ドノフリオ 文
バーバラ・マクリントック 絵

ほるぷ出版 2010

★ 67 はる・なつ・あき・ふゆいろいろのいえ    ロジャー・デュボアザン 作 BL出版 2007

★ 68 ヘレン、ようこそどうぶつえんへ    マーガレット・ブロイ・グレアム さく・え キッズメイト 2001

★ 69 マンヒのいえ    クォン ユンドク 絵と文 セーラー出版 1999

★ 70 ものぐさトミー    ペーン・デュボア 文・絵 岩波書店 1977

★ 71 もりのともだち    マーシャ・ブラウン 作 富山房 1992

★ 72 よるのいえ    
スーザン・マリー・スワンソン 文
ベス・クロムス 絵

岩波書店 2010

★ 73 わたしのおひっこし    
イヴ・バンティング 文
ローレン・カスティーヨ 絵

光村教育図書 2017

74 おすのつぼにすんでいたおばあさん    ルーマー・ゴッデン 文 徳間書店 2002

75 こぶたのレーズン    バーリント・アーグネシュ さく 偕成社 2013

家の出てくる絵本

家の出てくる幼年児童文学

にわとりの足がはえた小屋

に住む「バーバヤガー」の

話がのっています

「ヘンゼルとグレーテル」

がのっています
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76 ハナさんのおきゃくさま    角野 栄子 作 福音館書店 1987

77 番ねずみのヤカちゃん    リチャード・ウィルバー さく 福音館書店 1993

78 ふくろう博士のあたらしい家    アリスン・アトリー さく 童話館出版 2004

79 魔女のたまご    マデライン・エドモンドソン 作 あかね書房 1978

80 りすのスージー    ミリアム・ヤング ぶん 大日本図書 2010

81 アナグマと暮した少年    アラン・W・エッカート 作 岩波書店 1982

82 アンの愛情    モンゴメリ 原作 ポプラ社 2004

83 大きな森の小さな家    ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 1979

84 丘の家のセーラ    ルース・エルウィン・ハリス 作 岩波書店 1991

85 思い出のマーニー    上 ジョーン・ロビンソン 作 岩波書店 2004

86 思い出のマーニー    下 ジョーン・ロビンソン 作 岩波書店 2004

87 オンネリとアンネリのおうち    マリヤッタ・クレンニエミ 作 福音館書店 2015

88 クヌギ林のザワザワ荘    富安 陽子 作 あかね書房 1991

89 グリーン・ノウの子どもたち    ルーシー・M.ボストン 作 評論社 2009

90 元気なモファットきょうだい    エレナー・エスティス 作 岩波書店 2005

91 たのしい川べ  ヒキガエルの冒険  ケネス・グレーアム 作 岩波書店 1963

92 ドクター・サンタの住宅研究所    稲葉 なおと 作 偕成社 2010

93 ハイジ    上 ヨハンナ・シュピリ 作 岩波書店 2003

94 ハイジ    下 ヨハンナ・シュピリ 作 岩波書店 2003

95 ふしぎな木の実の料理法    岡田 淳 作 理論社 1994

96 ぼくだけの山の家    ジーン・クレイグヘッド・ジョージ 作 偕成社 2009

97 マリアンヌの夢    キャサリン・ストー 作 岩波書店 2001

98 ミス・ヒッコリーと森のなかまたち    キャロライン・シャーウィン・ベイリー 作 ほるぷ出版 1988

99 床下の小人たち    メアリー・ノートン 作 岩波書店 1969

100 図書館探検シリーズ    10　家とくらし リブリオ出版 1990

家の出てくる児童文学

ブックガイド

千葉県立中央図書館

児童資料室

☎043-222-0116

2020年1月作成

今から150年ほど前のアメ

リカの、丸太小屋での一家

の生活の物語です

山の中のアパートに、

ふしぎな妖怪たちが

住んでいます

「こそあどの森」に住む

人たちの変わった家を、

さし絵でも楽しめます

病気になったマリアンヌが鉛筆で

えがいたとおりの家が夢の中に出

てきます

小人たちが人間の持ちものを

「借りて」くらしています
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