
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ／[著] 講談社 2005 726.5/ﾌﾞﾙ/

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 726/ﾌﾞﾙ/

ディック・ブルーナのすべて - 講談社 1999 726.5/ﾌﾞﾙ/

ブルーナミュージアム - 白泉社 2001 726.5/ﾌﾞﾙ/

ディック・ブルーナの世界 エラ・ライツマ／文 駸々堂出版 1992 726.5/ﾌﾞﾙ/

クリスマスって なあに ディック=ブルーナ／作 講談社 1982 E/ｸﾘ/

くまのぼりす ディック・ブルーナ／ぶん え 福音館書店 2013 E/ｸﾏ/

ぶたのうたこさん ディック・ブルーナ／ぶん え 福音館書店 2014 E/ﾌﾞﾀ/

おーちゃんのおーけすとら ディック・ブルーナ／ぶん え 福音館書店 2010 E/ｵﾁ/

ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ／ぶん え 福音館書店 2010 E/ﾁｲ/

Ｍｉｆｆｙ　（『ちいさなうさこちゃん』英語版） Ｄｉｃｋ　Ｂｒｕｎａ／ｂｙ Ｍｅｔｈｕｅｎ 1974 E/MI/

Nijntje　（『ちいさなうさこちゃん』オランダ語版） Dick Bruna／by Mercis Publishing 2010 E/NI/

米菲住院　（『うさこちゃんのにゅういん』中国語版） 迪克・布鲁纳／图・文 人民邮电出版社 2009 E/MI/
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

絵本のつくりかた　１，２ みづゑ編集部／編 美術出版社 － 726.5/ｴﾎ/1

絵本デザイン 南雲 治嘉／著 グラフィック社 2006 726.5/ﾅｸﾞ/

絵本作家という仕事 講談社／編 講談社 2012 726.6/ｴﾎ/

楽しい絵本のつくりかた 千葉 幹夫／監修 学研パブリッシング 2013 726.6/ﾀﾉ/

絵本つくりかた つるみ ゆき／著 技術評論社 2013 726.6/ﾂﾙ/

絵本をつくりたい人へ 土井 章史／著 玄光社 2014 726.6/ﾄﾞｲ/

ほか

ブルーナとうさこちゃんたち

山梨県立図書館

絵本のつくりかた

オランダの絵本作家でグラフィックデザイナーでもある、ディック・ブルーナによって誕生した 

うさこちゃんは、最初の絵本が描かれてから、今年で60年になります。英語版の「ミッフィー」の 

愛称でも親しまれているうさこちゃんと、作者のブルーナや絵本作りについての資料を展示します。 

ティーンズコーナー展示【2015年５月～７月】 

外国語の絵本もあります。例えば『うさこちゃんおとまりにいく』は、 

英語版『Miffy goes to stay』、中国語版『米菲做客』 

オランダ語版『Nijntje gaat logeren』 です。 



タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

ミッフィーとフェルメールさん　　 菊地 敦己／構成 美術出版社 2012 E/ﾐｯ/

謎解きフェルメール 小林 頼子／著 新潮社 2003 723.3/ﾌｪ/

フェルメール ステファノ・ズッフィ／著 昭文社 2007 723.3/ﾌｴ/

もっと知りたいフェルメール 小林 頼子／著 東京美術 2007 723.3/ﾌｴ/

フェルメールの食卓 林 綾野／著 講談社 2011 723.3/ﾌｪ/

フェルメールの秘密 利倉 隆／構成・文 二玄社 2008 723.3/ﾌｪ/

ミッフィーとマティスさん　　 菊地 敦己／構成 美術出版社 2013 E/ﾐｯ/

アンリ・マティス ジャズ アンリ・マティス／[画] 岩波書店 2009 737.0/ﾏﾃ/

マティス マティス／[画] 博雅堂出版 2000 E/ﾏﾃ/

マティス ダンス パラダイス DADA日本版編集部／編著 朝日学生新聞社 2013 723/ﾏﾃ/

マチス Y・バイエ／文 岩崎書店 1993 723/ﾏﾃ/

マティスの絵本 マティス／[画] 小学館 1998 E/ﾏﾃ/

ABCの本 安野 光雅／[著] 福音館書店 1978 E/ｴﾋﾞ/

ふしぎなえ 安野 光雅／さく 福音館書店 1980 E/ﾌｼ/

壺の中 安野 雅一郎／作 童話屋 1982 E/ﾂﾎﾞ/

10人のゆかいなひっこし 安野 光雅／作 童話屋 1981 E/ｼﾞｭ/

ふしぎなたね 安野 光雅／作 童話屋 1992 E/ﾌｼ/

もりのえほん 安野 光雅／絵 福音館書店 1981 E/ﾓﾘ/

旅の絵本    1～８ 安野 光雅／著 福音館書店 - E/ﾀﾋﾞ/

天動説の絵本 安野 光雅／著 福音館書店 1979 E/ﾃﾝ/
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

図説オランダの歴史 佐藤 弘幸／著 河出書房新社 2012 235.9/ｻﾄ/

地球の歩き方 『地球の歩き方』編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2014 290.93/ﾁｷ/1-19

体験取材!世界の国ぐに - ポプラ社 2008 290/ﾀｲ/27

オランダ・ベルギー・ルクセンブルク - 実業之日本社 1996 293.58/ｵﾗ/

アムステルダム Dorling Kindersley／編 同朋舎出版 1997 293.59/ｱﾑ/

幸せな小国オランダの智慧 紺野 登／著 PHP研究所 2012 302.3/ｺﾝ/

Ｈｏｅｒａ（万歳）！オランダ便り 戸田　系子／著 文芸社 2006 302.3/ﾄﾀﾞ/

オランダを知るための60章 長坂 寿久／著 明石書店 2007 302.3/ﾅｶﾞ/

オランダ生活物語 根本 孝／著 同文舘出版 1994 302.3/ﾈﾓ/

オランダ雑学事始 皆越 尚子／著 彩流社 1993 302.3/ﾐﾅ/

きみにもできる国際交流 - 偕成社 2001 319/ｷﾐ/１６

オランダの教育 リヒテルズ直子／著 平凡社 2004 372.3/ﾘﾋ/

世界の建築・街並みガイド - エクスナレッジ 2004 520.2/ｾｶ/4

オランダの建築 J.J.P.アウト／著 中央公論美術出版 1994 523.3/ｱｳ/

ヨーロッパの家 樺山 紘一／監修 講談社 2000 523.3/ﾖﾛ/３

チューリップ・ブック 国重 正昭／[ほか]著 八坂書房 2002 627.6/ﾁﾕ/

オランダ・北欧洋食器の旅 浅岡 敬史／写真・文 リブロポート 1996 751.3/ｱｻ/

オランダ絵図 カレル・チャペック／著 筑摩書房 2010 B989.55/ﾁｬ/

ほか 山梨県立図書館

ブルーナと画家たち　･･･フェルメール・マティス・安野光雅･･･

　うさこちゃんの生まれた国・オランダ


