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No. 書名 著者名 出版者 出版年 ISBN

강아지 똥　『こいぬのうんち』 권정생글；정승각그림 길벗어린이 2000.7 8986621134

こいぬのうんち
クォン・ジョンセン文 ; チョン・ス
ンガク絵 ; ピョン・キジャ訳

平凡社 2002.9 4582829481

2 고양순　（コ・ヤンスン） 심미아 글/그림 보림 2001.11 8943304998

구름빵　『ふわふわ・くもパン』 백희나 글·그림；김향수 빛그림 한솔교육 2004.10 8953527058

ふわふわ・くもパン
ペク・ヒナ文・絵 ; キム・ヒャンス
写真 ; 星あキラ，キム・ヨンジョ
ン共訳

小学館 2006.4 4097278053

기차 ㄱㄴㄷ　『あかいきしゃ[キ
ヨック][ニウン][ティグッ] : はじめ
てであうハングルの絵本』

박은영글·그림 비룡소 1997.4 8949100118

あかいきしゃ[キヨック][ニウ
ン][ティグッ] : はじめてであうハ
ングルの絵本

パク・ウニョン絵・文 ; おおたけき
よみ訳

ア－トン 2004.8 4901006835

까막나라에서 온 삽사리　『くら
やみのくにからきたサプサリ』

정승각글·그림 초방책방 1994.3 8990614007

くらやみのくにからきたサプサリ
チョン・スンガク絵・文 ; おおたけ
きよみ訳

ア－トン 2004.6 4901006746

내 동생 싸게 팔아요
『おとうとバーゲンします！』

임정자 글 ; 김영수 그림 대한교과서 2006.6 9788937841668

おとうとバ－ゲンします！
イム・ジョンジャ作 ; キム・ヨンス
絵 ; 星あキラ，キム・ソンミ訳

ひさかたチャイ
ルド

2009.3 9784893257277

넉점반　『よじはんよじはん』 윤석증 시 ; 이영경 그림 창비 2004.1 8936454056

よじはんよじはん
ユンソクチュンぶん ; イヨンギョ
ンえ ; かみやにじやく

福音館書店 2007.5 9784834021288

8 똥벼락　（どしゃぶりうんち） 김회경글,조혜란그림 사계절 2001.2 8971967757

만희네 집　『マンヒのいえ』 권윤덕글·그림 길벗어린이 1995.11 898662110X

マンヒのいえ
クォン・ユンドク絵と文 ; みせけ
い訳

セ－ラ－出版 1998.7 4883301273

모기와 황소　『蚊とうし』 현동염글,이억배그림 길벗어린이 2003.2 8955820046

蚊とうし
ヒョン・ドンヨム文 ; イ・オクベ絵 ;
おおたけきよみ訳

ア－トン 2004.7 4901006770

도대체 그 동안 무슨 일이 일어
났을까？ : 이호백 아저씨의 이
야기 그림책
『うさぎのおるすばん』

이호백글·그림 재미마주 2000.9 8986565331

うさぎのおるすばん イ・ホベク作 ; 黒田福美訳 平凡社 2003.9 4582831796

12 반쪽이　『力持ちのパンチョギ』 이억배그림,이미애글 두산동아 1997.2 8943302630

13 밥 안 먹는 색시
（ごはんを食べない花嫁）

김효숙 글 ; 권사우 그림 천둥거인 2006.12 9788990025296

14 백구　（犬のシロ） 김민기 글 , 권문희 그림 사계절 2004.9 8971969253

15
빨간 끈으로 머리를 묶은 사자
（真っ赤なひもで頭をむすんだラ
イオン）

남주현 글·그림 돌베개어린이 2003.3 8990025028

16
손 큰 할머니의 만두 만들기
（手が大きいおばあさんのギョウ
ザ作り）

채인선글,이억배그림 재미미주 1998.11 8986565064

17 숨쉬는 항아리　（息をするつぼ） 정병락글,박완숙그림 보림 1995.1 8943300751

심심해서 그랬어
『つまんなくってさ』

윤구명글,이태수그림 보리 1997.4 8985494651

つまんなくってさ
ユン・クビョン文 ; イ・テス絵 ; 小
倉紀藏，黛まどか訳

平凡社 2003.6 458283163X

19
싸개싸개 오줌싸개 : 잃어버린
자투리 문화를 찾아서
（おねしょこぞう）

이춘희글,김정한그림,임재해감
수

언어세상 2003.8 8955853653

韓国の子どもたちのお気に入りの本～韓国国立子ども青少年図書館が選んだ子どもの本～

2009年10月から2010年1月まで、日本と韓国の子ども図書館が協力して展示交流を行っています。韓国の子どもたちに人気の
絵本を韓国国立子ども青少年図書館が選んで紹介してくれました。韓国には日本の子どもたちに人気の絵本を紹介して、お互
いの国を理解する手伝いをしようと考えています。ぜひ楽しんでみてください。
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20
야광귀신 : 잃어버린 자투리 문
화를 찾아서　（夜光おに）

이춘희글,한병호그림,임재해감
수

언어세상 2004.1 8955853750

엄마 마중　『かあさんまだかな』 이태준글,김동성그림 한길사 2004.9 8935657123

かあさんまだかな
イ・テジュン文 ; キム・ドンソン絵
; チョン・ミヘ訳

フレ－ベル館 2005.10 4577031477

22 엄마가 사라졌어요
（お母さんが消えちゃった）

이정희 글·그림 문학동네 2002.5 8982815341

23 ●엄마를 꺼내 주세요
（お母さんをたすけて）

유혜전 글·그림 한림출판사 2002.10 9788970943343

24 여우누이　（キツネの妹） 김성민 글·그림 사계절출판사 2005.7 8958281030

25 ●열두 띠 이야기
（十二支の話）

정하섭글 ; 이춘길그림 보림출판사 2001.1 9788943306014

오소리네 집 꽃밭
『あなぐまさんちのはなばたけ』

권정생글,정승각그림 길벗어린이 1997.11 8986621339

あなぐまさんちのはなばたけ
クォン・ジョンセン文 ; チョン・ス
ンガク絵 ; ピョン・キジャ訳

平凡社 2001.6 4582829600

27 용돈 주세요
（お小遣いちょうだい）

고대영 글 ; 김영진 그림 길벗어린이 2007.4 9788955820683

28 우리 가족입니다
（うちの家族です）

이혜란 지음 보림출판사 2005.10 8943305796

29 우리 몸의 구멍
（私たちの体の穴）

허은미글,이혜리그림 돌베개어린이 2000.6 8995066946

30 으악 도깨비다!
（うわー、おばけだ）

손정원 글 ; 유애로 그림 느림보 2002.8 8987504565

31 응가하자,끙끙
（うんちしよう、うーんうーん）

최민오지음 보림 2001.1 8943304277

32 이모의 결혼식
（おばさんの結婚式）

선현경 글·그림 비룡소 2004.5 8949100487

33 줄줄이 꿴 호랑이
（串刺しになった虎たち）

권문희 글·그림 사계절출판사 2005.8 8958281049

34 ●지하철을 타고서
（地下鉄に乗って）

고대영글 ; 김영진그림 길벗어린이 2006.3 8955820461

35

●토끼와 늑대와 호랑이와 담
이와
（うさぎとオオカミとトラとタムくん
と）

채인선글 ; 한병호그림 시공사 2000.5 9788952709066

36 ●팥죽 할멈과 호랑이
（あずきがゆばあさんとトラ）

박윤규글 ; 배희나그림 시공사 2006.6 9788952745798

하얀 눈썹 호랑이
『しろいまゆげのトラ』

이진숙 글 ; 백대승 그림 한솔교육 2006.10 9788953536630

しろいまゆげのトラ
イ・ジンスク文 ; ペク・テスン絵 ;
星あキラ，キム・ヨンジョン共訳 ;
小澤俊夫監修

瑞雲舎 2007.11 9784916016782

38 해님달님　（お日さまとお月さま） 송재찬 글 ; 이종미 그림 국민서관 2004.11 8911023639

●흰 쥐 이야기
『ふしぎなしろねずみ』

장철문글 ; 윤미숙그림 비룡소 2006.5 9788949101194

ふしぎなしろねずみ
チャンチョルムン文 ; ユンミスク
絵 ; かみやにじ訳

岩波書店 2009.6 9784001112146

40
●(동물가족) 응가놀이 : 찰칵
찰칵 사진찍기
（動物たちのうんちで遊ぼう）

조윤정 글.그림 토피 2006.7 9788989564379

39

※タイトルの前に●印があるものは、当館未整理資料のため、仮の書誌データを掲載しています。

※このリストは、子どものへや・世界を知るへやで行っている小展示の資料一覧であり、テーマに沿った資料を網羅的に紹介し
たり、リストに挙げられた資料を推薦したりするものではありません。

※ハングルの資料は、日本で翻訳が刊行されている場合は『　』内に翻訳書名を、その他については（　）内に参考訳を示してい
ます。

37

21

26

2/2
国立国会図書館　国際子ども図書館

http://www.kodomo.go.jp/index.jsp


