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＜　凡例　＞　地域別に以下の通り収録

各国を舞台にした作品を、「絵本」、「物語」、「知識の本」、「昔話・民話」の種類ごとにまとめてあります。

「南・西ヨーロッパの国々についてわかる本」の項目には、複数の国について書かれている本をまとめてあります。

※このリストは、テーマに沿った本を網羅的に紹介しているものではありません。また、一部展示していない資料を含みます。
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イタリア

絵本
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 イ/あか エリカ奇跡のいのち ロベルト・インノチェンティ／絵　ルース・バンダー・ジー／文　柳田邦男／訳 講談社 3-0204057036

2
ティーンズ

726.5
百年の家 ロベルト・インノチェンティ／絵　Ｊ．パトリック・ルイス／作　長田弘／訳 講談社 3-0210017473

3
ティーンズ

726.5
ラストリゾート ロベルト・インノチェンティ／絵　Ｊ．パトリック・ルイス／文　青山南／訳 ＢＬ出版 3-0209064806

4 2/あおいろ 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 3-0210007335

5 28/フ フィボナッチ　自然の中にかくれた数を見つけた人 ジョセフ・ダグニーズ／文　ジョン・オブライエン／絵　渋谷弘子／訳 さ・え・ら書房 3-0210066667

6 3/あおいろ
三つのオレンジ
ミルクのように白く血のように赤い娘イタリアの昔話

剣持弘子／文　小西英子／絵　 偕成社 3-0199003323

7 サ/はいいろ* ジス・イズ・ローマ ミロスラフ・サセック／著　松浦弥太郎／訳 ブルース・インターアクションズ 3-0207002768

8 28/カ
星の使者　高名な科学者、数学者、天文学者、哲学者にして物
理学者、ガリレオ・ガリレイの生涯

ピーター・シス／文・絵　原田勝／訳 徳間書店 3-0197076345

9 テ/ちゃいろ* まほうつかいのノナばあさん トミー・デ・パオラ／文・絵　ゆあさふみえ／訳 ほるぷ出版 3-0190447838

10 ハ/ももいろ* 水おとこのいるところ パチェコ、ガブリエル／絵　ロザーティ、イーヴォ／作　田中桂子／訳 岩崎書店 3-0209063422

11 フ/ももいろ* ディア・ダイアリー サラ・ファネリ／さく　ほむらひろし／やく フレーベル館 3-0202001914

12 フ/ももいろ* とうとうとべた サラ・ファネリ／さく・え　ほむらひろし／やく フレーベル館 3-0203031869

13 フ/ももいろ ボタン サラ・ファネリ／さく　ほむらひろし／やく フレーベル館 3-0197065573

14 29* コロンブスの航海 ピエロ・ベントゥーラ／絵　ジアン・パオロ・チェゼラーニ／文　吉田悟郎／訳 評論社 3-0190033766

15 29 マルコ・ポーロの冒険 ピエロ・ベントゥーラ／絵　ジアン・パオロ・チェゼラーニ／文　吉田悟郎／訳 評論社 3-0190041636

16 23 トロイア ピエロ・ベントゥーラ／絵　ジアン・パオロ・チェゼラーニ／文　 評論社 3-0190247846

17 23 ポンペイ ピエロ・ベントゥーラ／絵　ジアン・パオロ・チェゼラーニ／文　 評論社 3-0190247847

18 ホ/ももいろ* 私が学校に行かなかったあの年 ジゼル・ポター／絵と文　おがわえつこ／訳 セーラー出版 3-0204072221

19 58 古くて新しい椅子　イタリアの家具のしゅうりの話 中島浩郎／文　パオラ・ボルトリーニ／絵　 福音館書店 3-0500150629

20 マ/うぐいすいろ アンジェロ デビッド・マコーレイ／作　千葉茂樹／訳 ほるぷ出版 3-0206036494

21 52 都市　ローマ人はどのように都市をつくったか デビット・マコーレイ／作　西川幸治／訳 岩波書店 3-0190043280

22 マ/うぐいすいろ あかいふうせん イエラ・マリ／作 ほるぷ出版 3-0190010087

23 マ/うぐいすいろ とおもったら… イエラ・マリ／さく　栗栖カイ／やく ブロンズ新社 3-0205093102

24 マ/うぐいすいろ まるいまあるい イエラ・マリ／さく　栗栖カイ／やく ブロンズ新社 3-0195041398



イタリア

No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

25 マ/うぐいすいろ りんごとちょう イエラ・マリ，エンゾ・マリ／さく ほるぷ出版 3-0190010412

26 7/あおいろ* カルチョ　手あそびサッカー マリオ・マリオッティ／作 ユー・シー・プランニング 3-0194020675

27 7/あおいろ* ジョキ・ディ・マノ　手あそびスポーツ競技会 マリオ・マリオッティ／作 ユー・シー・プランニング 3-0193069962

28
ティーンズ

726.5
きりのなかのサーカス ブルーノ・ムナーリ／作　谷川俊太郎／訳 フレーベル館 3-0209069257

29 72 木をかこう ブルーノ・ムナーリ／作　須賀敦子／訳 至光社 3-0190064374

30 72* 太陽をかこう ブルーノ・ムナーリ／作　須賀敦子／訳 至光社 3-0190126573

31 ラ/きみどり 天才レオナルド・ダ・ヴィンチと少年ジャコモ
グイド・ヴィスコンティ／文　ビンバ・ランドマン／絵
せきぐちともこ／訳　石鍋真澄／訳

西村書店 3-0200066204

物語
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38.8 みどりの小鳥　イタリア民話選 イタロ・カルヴィーノ／作　河島英昭／訳　 岩波書店 3-0500118609

2 コ ピノッキオの冒険 コッローディ／作　杉浦明平/訳 岩波書店 3-0200075588

3 973* ピノキオの冒険 カルロ・コルローディ／原作　ロベルト・インノチェンティ／絵　金原瑞人／訳 西村書店 3-0193009020

4 ス リゴーニ・ステルンの動物記　北イタリアの森から マーリオ・リゴーニ・ステルン／作　グザヴィエ・ドゥ・メーストル／画　志村啓子／訳 福音館書店 3-0206008859

5 ソ ジュリエッタ荘の幽霊 ベアトリーチェ・ソリナス・ドンギ／作　エマヌエーラ・ブッソラーティ／絵　長野徹／訳 小峰書店 3-0205053096

6 ヒ ラウラの日記 ロベルト・ピウミーニ／作　よしとみあや／訳 さ・え・ら書房 3-0205025531

7 フ イタリアののぞきめがね エリナー・ファージョン／作　石井桃子／訳 岩波書店 3-0190445926

8 フ どろぼうの神さま コルネーリア・フンケ／著　細井直子／訳 ＷＡＶＥ出版 3-0202025226

9 モ モーツァルトはおことわり マイケル・モーパーゴ／作　マイケル・フォアマン／絵　さくまゆみこ／訳 岩崎書店 3-0210052833

10 ロ チポリーノの冒険 ジャンニ・ロダーリ／作　関口英子／訳 岩波書店 3-0210076098

知識の本
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 29.2 イタリア ロバート・アンダーソン／著　マイケル・ダンフォード／監修　フランチェスコ・バストーレ／監修
岩渕孝／日本語版校閲 ほるぷ出版 3-0207092666

2 38 イタリアのごはん　 銀城康子／文　マルタン・フェノ／絵 農山漁村文化協会 3-0207006446

3 29.2 世界の子どもたちはいま　24　イタリアの子どもたち 西村佐二／指導 学習研究社 3-0202014281



No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

4 38*
ＮＨＫ地球たべもの大百科　国際理解にやくだつ
　3　イタリア

谷川彰英／監修 ポプラ社 3-0200023421

昔話集・民話集
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38.8 カナリア王子　イタリアのむかしばなし イタロ・カルヴィーノ／再話　安藤美紀夫/訳　安野光雅／画 福音館書店　 3-0208072119

2 38.8 子どもに語るイタリアの昔話 剣持弘子／訳・再話 こぐま社 3-0203045291



オーストリア
絵本

No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 イ/あか 二ひきのこぐま イーラ／作　松岡享子／訳 こぐま社 3-0200023421

2 96 トラップ一家物語 ハンス・ヴィルヘルム／作　ロニー・アレキサンダー，岩倉務／共訳 平和のアトリエ 3-0202048480

3 カ/みどり まっくろネリノ ヘルガ・ガルラー／さく　やがわすみこ／やく 偕成社 3-0190477570

4 コ/みどり モーツァルトとビムスさんのコンチェルト ステファン・コスタンザ／文・絵　杉原庸子／訳 バベル・プレス 3-0210016119

5 シ/はいいろ モーツァルトくん、あ・そ・ぼ！ ピーター・シス／作・絵　きむらみか／訳 徳間書店 3-0207043762

6 ツ/ちゃいろ* 国をすくった子どもたち　あっちこっちりゅうだらけのお話 リスベート・ツヴェルガー／絵　イディス・ネズビット／作　猪熊葉子／訳 太平社 3-0190253229

7 へ/ももいろ 山のクリスマス ルドウィヒ・ベーメルマンス／文・え　光吉夏弥／訳 岩波書店 3-0190448828

8 モ/うぐいすいろ* ちびぞうビンチッヒ エルビン・モーザー／さく　わかばやしひとみ／やく ほるぷ出版 3-0190260578

物語
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 ネ のっぽのミニはどきどき１年生 クリスティーネ・ネストリンガー／作　クリスティーネ・ネストリンガー・Jr．／絵　川西芙沙／訳 くもん出版 3-0194052714

2 ネ のっぽのミニのはらはらなつやすみ クリスティーネ・ネストリンガー／作　クリスティーネ・ネストリンガー・Jr．／絵　川西芙沙／訳 くもん出版 3-0195036200

3 ネ* きゅうりの王さまやっつけろ ネストリンガー／作　若林ひとみ／訳 岩波書店 3-0201037271

知識の本
No. タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38* アルプスの村のクリスマス 舟田詠子／文・写真 リブロポート 3-0190330690

昔話集・民話集
No. タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38.8* いちばん美しい花嫁　オーストリアの昔ばなし　 飯豊道男／編訳　小野かおる／絵 小峰書店 3-0190110467



7

オランダ
絵本

No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 EF* 二つのオランダ人形の冒険 フローレンス・Ｋ．アプトン／え　バーサ・Ｈ．アプトン／ぶん　ももゆりこ／やく ほるぷ出版 3-0190212539

2 ス/はいいろ うんがにおちたうし フィリス・クラシロフスキー／作　ピーター・スパイアー／絵　みなみもとちか／訳 ポプラ社 3-0190449981

3 タ/ちゃいろ ピートのスケートレース　第二次世界大戦下のオランダで ルイーズ・ボーデン／作　ニキ・ダリー／絵　ふなとよし子／訳 福音館書店 3-0211077433

4 ハ/ももいろ* フィーンチェのあかいキックボード ペッツィー・バックス／さく　野坂悦子／やく ＢＬ出版 3-0200076015

5 28/フ 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 3-0205025570

6 フ/きいろ ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ／ぶん　え　　いしいももこ／やく 福音館書店 3-0210055417

7 フ/きいろ うさこちゃんとうみ ディック・ブルーナ／ぶん　え　　いしいももこ／やく 福音館書店 3-0210044535

8 フ/きいろ うさこちゃんとどうぶつえん ディック・ブルーナ／ぶん　え　　いしいももこ／やく 福音館書店 3-0210058441

9 フ/きいろ ゆきのひのうさこちゃん ディック・ブルーナ／ぶん　え　　いしいももこ／やく 福音館書店 3-0210058442

10 フ/きいろ うさこちゃんのたんじょうび ディック・ブルーナ／ぶん　え　　いしいももこ／やく 福音館書店 3-0210078443

11 フ/きいろ うさこちゃんひこうきにのる ディック・ブルーナ／ぶん　え　　いしいももこ／やく 福音館書店 3-0210092759

12 フ/きいろ うさこちゃんとゆうえんち ディック・ブルーナ／ぶん　え　　いしいももこ／やく 福音館書店 3-0210078444

13 フ/きいろ うさこちゃんとあかちゃん ディック・ブルーナ／ぶん　え　　まつおかきょうこ／やく 福音館書店 3-0500335775

14 フ/きいろ うさこちゃんとじてんしゃ ディック・ブルーナ／ぶん　え　　まつおかきょうこ／やく 福音館書店 3-0210092767

15 フ/きいろ こいぬのくんくん ディック・ブルーナ／ぶん　え　　まつおかきょうこ／やく 福音館書店 3-0210044537

16 フ/きいろ くんくんとかじ ディック・ブルーナ／ぶん　え　　まつおかきょうこ／やく 福音館書店 3-0210092760

17 フ/きいろ きいろいことり ディック・ブルーナ／ぶん・え　　いしいももこ／やく 福音館書店 3-0190423368

18 フ/きいろ しろ、あか、きいろ ディック・ブルーナ／ぶん・え　　まつおかきょうこ／やく 福音館書店 3-0193008900

19 フ/きいろ ちいさなさかな ディック・ブルーナ／ぶん・え　　いしいももこ／やく 福音館書店 3-0190421223

20 フ/きいろ ふしぎなたまご ディック・ブルーナ／ぶん・え　　いしいももこ／やく 福音館書店 3-0190423367

21 へ/ももいろ ハンナのひみつの庭 アネミー・ヘイマンス／文・絵　マルフリート・ヘイマンス／文・絵　野坂悦子／訳 岩波書店 3-0198064805

22 へ/ももいろ 風車小屋ねこカッチェ
グレッチェン・ウェルフレ／文　ニコラ・ベイリー／絵
今江祥智／訳　遠藤育枝／訳

ＢＬ出版 3-0202071514

23 へ/ももいろ かえるくんはかえるくん マックス・ベルジュイス／文と絵　清水奈緒子／訳 セーラー出版 3-0197040450

24 ヤ/むらさき* ぼくのウサギ イヴォンヌ・ヤハテンベルフ／作　野坂悦子／訳 講談社 3-0207047383

25 ヤ/むらさき アルノとサッカーボール イヴォンヌ・ヤハテンベルフ／作　野坂悦子／訳 講談社 3-0211034837



オランダ

No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

26 ヤ/むらさき とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベルフ／作　野坂悦子／訳 講談社 3-0205020641

27 レ/きみどり フレデリック　 レオ・レオニ／作　谷川俊太郎／訳 好学社 3-0190449506

28 レ/きみどり スイミー　ちいさなかしこいさかなのはなし レオ・レオニ／作　谷川俊太郎／訳 好学社 3-0190447013

物語
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 シ イップとヤネケ アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット／作　フィープ・ヴェステンドルプ／絵　西村由美／訳 岩波書店 3-0204049281

2 シ イップとヤネケ シンタクラースがやってくる！ アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット／作　フィープ・ヴェステンドルプ／絵　西村由美／訳 岩波書店 3-0211079880

3 チ* 二つの旅の終わりに エイダン・チェンバーズ／作　原田勝／訳 徳間書店 3-0203066119

4 テ コウノトリと六人の子どもたち M．ディヤング／作　遠藤寿子／訳 岩波書店 3-0190452385

5 ト 銀のスケート　ハンス・ブリンカーの物語 Ｍ．Ｍ．ドッジ／作　石井桃子／訳 岩波書店 3-0190290365

6 ト 王への手紙　上 トンケ・ドラフト／作　西村由美／訳 岩波書店 3-0205085025

7 ト 王への手紙　下 トンケ・ドラフト／作　西村由美／訳 岩波書店 3-0205085015

8 ト 白い盾の少年騎士　上 トンケ・ドラフト／作　西村由美／訳 岩波書店 3-0206082698

9 ト 白い盾の少年騎士　下 トンケ・ドラフト／作　西村由美／訳 岩波書店 3-0206082699

10
ティーンズ

949.3
アンネの日記 アンネ・フランク／著　深町眞理子／訳 文藝春秋 3-0203025862

11 へ ジーンズの少年十字軍　上 テア・ベックマン／作　西村由美／訳 岩波書店 3-0207085164

12 へ ジーンズの少年十字軍　下 テア・ベックマン／作　西村由美／訳 岩波書店 3-0207085165

13 へ 第八森の子どもたち エルス・ペルフロム／作　野坂悦子／訳　ペーター・ファン・ストラーテン／絵 福音館書店 3-0200019850

14 ヨ あらしの前 ドラ・ド・ヨング／作　吉野源三郎／訳 岩波書店 3-0208019282

15 ヨ あらしのあと ドラ・ド・ヨング／作　吉野源三郎／訳 岩波書店 3-0208045131

知識の本
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 47* 球根の旅 さとうち藍／文　海野和男／写真 福音館書店 3-0199026129

昔話集・民話集
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 3/あおいろ しあわせなふくろう　 チェレスチーノ・ピヤッチ／え　おおつかゆうぞう／やく 福音館書店 3-0190473695



ギリシャ

絵本

No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 イ イソップ寓話集 クラシックイラストレーション版
イソップ／〔著〕　ラッセル・アッシュ／編　バーナード・ヒットン／編
秋野翔一郎／訳

童話館出版 3-0202009530

2 オ/あか わたしのろばベンジャミン ハンス・リマー／文　レナート・オスベック／写真　松岡享子／訳 こぐま社 3-0194055199

3 イ イソップ寓話集　19のおはなしとイソップにまつわる伝説と歴史 バーバラ・ベイダー／文　アーサー・ガイサート／絵　いずみちほこ／訳 セーラー出版 3-0194081642

4 3/あおいろ* 砂糖菓子の男　ギリシアのむかしばなし ユーリア・グコーヴァ／絵　アルニカ・エステル／再話　酒寄進一／訳 西村書店 3-0198037139

5 サ/はいいろ* ジス・イズ・ギリシャ ミロスラフ・サセック／著　松浦弥太郎／訳 ブルース・インターアクションズ 3-0207002771

6 3/あおいろ* 王さまのリンゴの木　ギリシャの民話 ソフィア・ザランボウカ／さいわ・え　いけざわなつき／やく ほるぷ出版 3-0190099009

7 EF* ネロさんのはなし テォドール・パパズ／著　ウィリアム・パパズ／え　神宮輝夫／訳 らくだ出版 3-0190450669

8 ハ/ももいろ うみべのまちのタッソー ウィリアム・パパズ／絵・文　神宮輝夫／訳 らくだ出版 3-0190445939

9 ヒ/ももいろ ライオンとねずみ　イソップものがたり　 ジェリー・ピンクニー／作　さくまゆみこ／訳 光村教育図書 3-0210039444

10 ふ/ももいろ いそっぷのおはなし 降矢なな／絵　木坂涼／再話 グランまま社 3-0209035941

11 23 クレタ ピエロ・ベントゥーラ／絵　ジアン・パオロ・チェゼラーニ／文　 評論社 3-0190247844

12 3/あおいろ*
うるわしのセモリナ・セモリナス　小麦粉うまれの王子さま
ギリシャ民話

アンソニー・Ｌ．マンナ／再話　クリストドウラ・ミタキドウ／再話
ジゼル・ポター／絵　　木村由利子／訳

ＢＬ出版 3-0200069432

13 16.4 オデュッセウスの旅　ギリシア神話より ビンバ・ランドマン／文・絵　せきぐちともこ／訳 西村書店 3-0208089395

14 ル/きみどり キューピッドとプシケー ウォルター・ペーター／文　エロール・ル・カイン／絵　柴鉄也／訳 ほるぷ出版 3-0190338666

15 イ/あか いなかのネズミとまちのネズミ イソップ／〔原作〕　蜂飼耳／文　今井彩乃／絵　 岩崎書店 3-0209070970

物語
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 16.4 ギリシア神話 石井桃子／編・訳　富山妙子／画　 のら書房 3-0200068496

2 ヒ* ホメーロスのイーリアス物語 バーバラ・レオニ・ピカード／作　高杉一郎／訳 岩波書店 3-0190446518

3 ヒ ホメーロスのオデュツセイア物語 バーバラ・レオニ・ピカード／作　高杉一郎／訳 岩波書店 3-0190446528



知識の本
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 80 世界の文字と言葉入門　8　ギリシアの文字と言葉 小峰書店 3-0204028980

2 29.2 ギリシャ
ジェン・グリーン／著　グレッグ・アンダーソン／監修　コスタス・フラソプラス／監修
岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報 ほるぷ出版 3-0211066609

3 70 古代ギリシャのいいこと図鑑 結城昌子／著 小学館 3-0211044955

昔話集・民話集
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38.8* 世界のむかし話７　妖精の妻 バージニア　ハビランド／作　八木田宣子／訳　 学校図書 3-0190132153

2 ホ* ワンダ・ブック　子どものためのギリシャ神話 ホーソン／作　三宅幾三郎／訳 岩波書店 3-0190453307



スイス
絵本

No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 シ/はいいろ* 水の旅 エレノア・シュミット／絵と文　草山万兎／訳 西村書店 3-0190338667

2 カ/みどり 大雪 ゼリーナ・ヘンツ／文　アロワ・カリジェ／絵　生野幸吉／訳 岩波書店 3-0193013412

3 カ/みどり ウルスリのすず ゼリーナ・ヘンツ／文　アロワ・カリジェ／絵　大塚勇三／訳 岩波書店 3-0193009809

4 カ/みどり* フルリーナと山の鳥 ゼリーナ・ヘンツ／文　アロワ・カリジェ／絵　大塚勇三／訳 岩波書店 3-0193019158

5 ク/みどり* くさはらのこびと エルンスト・クライドルフ／文・絵　おおつかゆうぞう／訳 福音館書店 3-0190446029

6 シ/はいいろ* 南の国へおもちゃの旅 ハンス・ウルリッヒ・シュテーガー／さく　ささきたづこ／やく 童話館出版 3-0196015810

7 フ/ももいろ にじいろのさかな マーカス・フィスター／作　谷川俊太郎／訳 講談社 3-0195067520

8 フ/ももいろ はるをさがしに　うさぎのホッパー　 マーカス・フィスター／作・絵　小沢正／訳 フレーベル館 3-0193008259

9 フ/きいろ* ペンギンピート マーカス・フィスター／作絵　遠藤文子／訳 ノルドズッド・ジャパン 3-0202047501

10 フ/ももいろ たんじょうび ハンス・フィッシャー ／ぶん・え　おおつかゆうぞう／やく 福音館書店 3-0190475396

11 フ/ももいろ こねこのぴっち ハンス・フィッシャー ／文・絵　石井桃子／訳 岩波書店 3-0190264395

12 ホ/きいろ ヨッケリなしをとっといで　スイスのわらべうた（古詩） フェリックス・ホフマン／え　おかしのぶ／やく 架空社 3-0200039975

13 ミ/うぐいすいろ ぼくはくまのままでいたかったのに… イェルク・シュタイナー／作　イェルク・ミュラー／画　大島かおり／訳 ほるぷ出版 3-0190448998

14 5/あおいろ ル・コルビュジェ　建築家の仕事
フランシーヌ・ブッシェ／作　ミッシェル・コーアン／作　ミッシェル・ラビ／絵
小野塚昭三郎／訳

すえもりブックス 3-0199011738

物語
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 ス ハイジ Ｊ．シュピーリ／作　矢川澄子／訳 福音館書店 3-0190453593

2 ス* ハイジ　上 ヨハンナ・スピリ／作　竹山道雄／訳 岩波書店 3-0195023015

3 ス* ハイジ　下 ヨハンナ・スピリ／作　竹山道雄／訳 岩波書店 3-0190572844

知識の本
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 72* カリジェの世界　スイスの村の絵本作家 アロイス・カリジェ／〔画〕　安野光雅／著 日本放送出版協会 3-0190422173

2 53.6 スイス鉄道ものがたり 宮脇俊三／文　黒岩保美／絵 福音館書店 3-0195050306



昔話集・民話集
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38.8* 王子と美しいパセリちゃん　スイスの昔ばなし 竹原威滋／編訳　小野かおる／絵 小峰書店 3-0190305819



スペイン

絵本

No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 EF* おかではたらくロバのポチョ 浅野庸子／文 浅野輝雄／絵　 文化出版局 3-0190262486

2 3/あおいろ* まじんのむすめナダレーダ 　スペイン民話 朝比奈文雄／画　朝比奈誼／再話 福音館書店 3-0190539664

3 あ/あか* 旅の絵本　５ 安野光雅／〔作〕 福音館書店 3-0203063569

4 オ/あか おはなしのもうふ
フェリーダ・ウルフ／文　ハリエット・メイ・サヴィッツ／文
エレナ・オドリオゾーラ／絵　さくまゆみこ／訳

光村教育図書 3-0208078934

5 オ/あか ハンタイおばけ トム・マックレイ／文　エレナ・オドリオゾーラ／絵　青山南／訳 光村教育図書 3-0206076277

6 ち/ちゃいろ* コドリーロのおやつ ロベルト・アリアーガ／文　ちばみなこ／絵　宇野和美／訳 光村教育図書 3-0209095293

7 EF* テオとかいもの ビオレタ・デノウ／え・ぶん　こにしまりこ／やく 青玄社 3-0190219075

8 EF* テオとがっこう ビオレタ・デノウ／え・ぶん　こにしまりこ／やく 青玄社 3-0190175747

9 ハ/ももいろ* かちんこちんのムニア アスン・バルソラ／作・絵　宇野和美／訳　 徳間書店 3-0196031392

10 ひ/ももいろ ねぼすけスーザとあかいトマト 広野多珂子／作 福音館書店 3-0201012689

11 ひ/ももいろ ねぼすけスーザのおかいもの 広野多珂子／作 福音館書店 3-0197004863

12 ひ/ももいろ* ねぼすけスーザのオリーブつみ 広野多珂子／作 福音館書店 3-0204082749

13 ひ/ももいろ* ねぼすけスーザのはるまつり 広野多珂子／作 福音館書店 3-0211026845

14 52 バルセロナ建築たんけん 森枝雄司／写真・文 福音館書店 3-0198021899

15 7/あおいろ 絵のあるまちバルセロナ 森枝雄司／文・写真　なかがわちひろ／絵 福音館書店 3-0204066243

16 ロ/きみどり はなのすきなうし マンロー・リーフ／作　ロバート・ローソン／え　光吉夏弥／訳 岩波書店 3-0190450459

物語
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 カ フォスターさんの郵便配達 エリアセル・カンシーノ／作　宇野和美／訳 偕成社 3-0210079927

2 カ* ベラスケスの十字の謎 エリアセル・カンシーノ／作　宇野和美／訳 徳間書店 3-0206034534

3 セ ドン・キホーテ セルバンテス／作　牛島信明／編訳 岩波書店 3-0200034818

4 ス ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス／作　宇野和美／訳　スギヤマカナヨ／絵 あすなろ書房 3-0206092687

5 リ めがねっこマノリート
エルビラ・リンド／作　エミリオ・ウルベルアーガ／絵
とどろきしずか／訳　清水憲男／監修

小学館 3-0205041172



知識の本
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38 スペインのごはん　 銀城康子／文　マルタン・フェノ／絵 農山漁村文化協会 3-0209014535

2 29.2 スペイン　
アニタ・クロイ／著　ホセ・マヌエル・レイエス／監修　ラクエル・メディナ／監修
岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報 ほるぷ出版 3-0211085938

3 29.2 世界の子どもたちはいま　１３　スペインの子どもたち 西村佐二／指導 学習研究社 3-0201009413

4 29.2 体験取材！世界の国ぐに　２４　スペイン ポプラ社 3-0208022092

昔話集・民話集
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38.8* スペインのむかしばなし ハビランド／再話　クーニー／画　間崎ルリ子／訳　 福音館書店 3-0198062855

2 38.8 ポルコさまちえばなし ロバート・ディヴィス／文　F・アイヘンバーグ／絵　瀬田貞二／訳　 岩波書店 3-0190445209



ドイツ
絵本

No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 ア/あか* 冬のオーレ ベッティーナ・アンゾルゲ／作　とおやまあきこ／やく 福武書店 3-0190113426

2 ヒ/ももいろ* モーリッツと空とぶ船 ディーテル・ヴィースミュラー／作・絵　〔徳間書店児童書編集部／訳〕 徳間書店 3-0199036218

3 ウ/あか オットー　戦火をくぐったテディベア トミー・ウンゲラー／さく　鏡哲生／やく 評論社 3-0204093884

4 オ/あか* ケルンのこびと
アウグスト・コーピッシュ／ぶん　ゲアハルト・オーバーレンダー／え
ささきたづこ／やく

ほるぷ出版 3-0190117617

5 3/あおいろ* ブレーメンの楽隊　グリム童話 グリム／著　スベン・オットー／え　矢川澄子／やく 評論社 3-0190023695

6 オ/あか あるきだしたゆきだるま ミラ＝ローベ／さく　ささきたづこ／やく　ヴィンフリート＝オプゲノールト／え　 偕成社 3-0190170344

7 3/あおいろ* ハメルンの笛ふき ロバート・ブラウニング／詩　ケート・グリーナウェイ／絵　矢川澄子／訳 文化出版局 3-0190449167

8 ク/みどり* しかのハインリッヒ フレッド・ロドリアン／作　ヴェルナー・クレムケ／絵　上田真而子／訳 福音館書店 3-0190286995

9 ケ/みどり ロッテ　おひめさまになりたい ドーリス・デリエ／文　ユリア・ケーゲル／絵　若松宣子／訳 理論社 3-0204085791

10 コ/みどり うさぎ小学校 アルベルト・ジクストゥス／文　　フリッツ・コッホ＝ゴータ／絵　はたさわゆうこ／訳 徳間書店 3-0207051904

11 シ/はいいろ* きゅうすいとうのくじら リュディガー・シュトイー／作　佐久間彪／訳 至光社 3-0200047346

12 シ/はいいろ 満月の夜の伝説 ミヒャエル・エンデ／文　ビネッテ・シュレーダー／絵　佐藤真理子／訳 岩波書店 3-0194082540

13 シ/はいいろ* ラ・タ・タ・タム　ちいさな機関車のふしぎな物語 ペーター・ニクル／文　ビネッテ・シュレーダー／絵　矢川澄子／訳 岩波書店 3-0190450175

14 3/あおいろ かえるの王さま　または忠臣ハインリヒ　グリム童話 ビネッテ・シュレーダー／絵　矢川澄子／訳 岩波書店 3-0190428097

15 シ/はいいろ* ぞうさんレレブム ビネッテ・シュレーダー／文・絵　矢川澄子／訳 岩波書店 3-0190020854

16 シ/はいいろ ラウラとふしぎなたまご ビネッテ・シュレーダー／文絵　ささきたづこ／訳 岩波書店 3-0200005907

17 セ/はいいろ 森の大きな女の子 レナーテ・ゼーリッヒ／絵　エヴェリン・ハスラー／文　服部いつみ／訳 セーラー出版 3-0198063357

18 3/あおいろ ハーメルンの笛吹き男　グリム兄弟『ドイツ伝説集』より
グリム兄弟／原作　リスベート・ツヴェルガー／絵　レナーテ・レッケ／文
池田香代子／訳

ＢＬ出版 3-0210021974

19 ト/ちゃいろ* どうぶつ会議 エーリヒ・ケストナー／文　ワルター・トリヤー／え　光吉夏弥／訳 岩波書店 3-0190447683

20 65* ドイツの黒い森 西森聡／写真・文 福音館書店 3-0197072027

21 ハ/ももいろ* ともだち ヘルメ・ハイネ／さく　池田香代子／やく ほるぷ出版 3-0196024760

22 ハ/ももいろ うさぎ小学校のえんそく アルベルト・ジクストゥス／文　リヒャルト・ハインリヒ／絵　はたさわゆうこ／訳 徳間書店 3-0207074598

23 ハ/ももいろ* いつもだれかが… ユッタ・バウアー／作・絵　上田真而子／訳 徳間書店 3-0202078314

24 ハ/ももいろ 木を植えた男 ジャン・ジオノ／原作　フレデリック・バック／絵　寺岡襄／訳 あすなろ書房 3-0190331290

25 3/あおいろ ブレーメンのおんがくたい ハンス・フィッシャー ／え　せたていじ／やく 福音館書店 3-0190449503



No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

26 3/あおいろ 長ぐつをはいたねこ シャルル・ペロー／原作　ハンス・フィッシャー ／作　矢川澄子／訳 福音館書店 3-0190044065

27 フ/ももいろ* 手のなかのすずめ アンネゲルト・フックスフーバー／さく　ひらのきょうこ／やく ほるぷ出版 3-0190330715

28 フ/ももいろ* ゆめくい小人 アンネゲルト＝フックスフーバー／絵　ミヒャエル＝エンデ／作　さとうまりこ／訳 偕成社 3-0190054246

29 フ/ももいろ*
友だちのほしかった大おとこの話・
友だちのほしかったネズミの話　出会いの絵本

アンネゲルト＝フックスフーバー／作　たかはしようこ／やく 偕成社 3-0190224052

30 フ/ももいろ* マックスとモーリッツ ヴィルヘルム＝ブッシュ／さく　ささきたづこ／やく ほるぷ出版 3-0190216261

31 ホ/ももいろ ぼくとオーケストラ アンドレア＝ホイヤー／絵・文　宮原峠子／訳 カワイ出版 3-0200044591

32 ホ/ももいろ リベックじいさんのなしの木 テオドール・フォンターネ／文　ホグロギアン　ナニー／絵　藤本朝巳／訳 岩波書店 3-0206037015

33 ホ/ももいろ もじゃもじゃペーター ハインリッヒ・ホフマン／さく　ささきたづこ／やく ほるぷ出版 3-0190199526

34 3/あおいろ おおかみと七ひきのこやぎ　グリム童話 フェリクス・ホフマン／え　グリム／〔原作〕　せたていじ／やく 福音館書店 3-0190450009

35 3/あおいろ ねむりひめ グリム／作　フェリクス・ホフマン／絵　瀬田貞二／訳 福音館書店 3-0190450648

36 3/あおいろ しあわせハンス　グリム童話 せたていじ／訳　フェリクス・ホフマン／え　 福音館書店 3-0190446995

37 マ/うぐいすいろ みどり色のつりがね オトフリート＝プロイスラー／文　ヘルベルト＝ホルツィング／絵　中村浩三／訳 偕成社 3-0190042290

38 マ/うぐいすいろ ローザからキスをいっぱい ペトラ＝マザーズ／さく　遠藤育枝／やく ＢＬ出版 3-0200057086

39 ラ/きみどり 月夜のオーケストラ イェンス＝ラスムス／作　斉藤洋／訳 小学館 3-0199067632

40 レ/きみどり どうながのプレッツェル マーグレット・レイ／ぶん　Ｈ．Ａ．レイ／え　わたなべしげお／訳 福音館書店 3-0190021515

41 44 星座を見つけよう Ｈ．Ａ．レイ／文・絵　草下英明／訳 福音館書店 3-0190452188

42 3/あおいろ 赤ずきん 〔グリム〕/作　バーナディット・ワッツ／絵　生野幸吉／訳 岩波書店 3-0190010088

43 3/あおいろ* ブレーメンの音楽隊　グリム童話 バーナデット・ワッツ／絵　ささきたづこ／訳 西村書店 3-0193008842

物語
No. ラベルの記 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 ウ 火のくつと風のサンダル ウルズラ＝ウェルフェル／作　関楠生／訳　久米宏一／絵　 童話館出版 3-0197050257

2 エ ジム・ボタンの機関車大冒険 ミヒャエル・エンデ／作　上田真而子／訳 岩波書店 3-0211058371

3 エ ジム・ボタンと13人の海賊 ミヒャエル・エンデ／作　上田真而子／訳 岩波書店 3-0211065998

4 エ はてしない物語 ミヒャエル・エンデ／作　 岩波書店 3-0190064390

5 エ モモ ミヒャエル・エンデ／作　大島かおり／訳 岩波書店 3-0205045060

6 ケ きつねのライネケ ゲーテ／作　上田真而子／編訳　小野かおる／画　 岩波書店 3-0207052983

7 ケ 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー／作　池田香代子／訳 岩波書店 3-0206074082

8 ケ エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー／作　池田香代子／訳 岩波書店 3-0200034803



No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

9 ケ ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー／作　池田香代子／訳 岩波書店 3-0206044067

10
ティーンズ

943タ
ミムス　宮廷道化師 リリ・タール／作　木本栄／訳 小峰書店 3-0209095694

11 ハ* 隊商　キャラバン ハウフ／作　高橋健二／訳 岩波書店 3-0190009677

12 フ アナ＝ラウラのタンゴ　パパの謎を追って ヨアヒム・フリードリヒ／作　平野卿子／訳　田上千晶／画 ポプラ社 3-0204059289

13 フ 小さい魔女 オトフリート・プロイスラー／作　大塚勇三／訳 学習研究社 3-0190445033

14 フ 大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート・プロイスラー／作　中村浩三／訳 偕成社 3-0190599429

15 フ 大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる オトフリート・プロイスラー／作　中村浩三／訳　トリップ／絵 偕成社 3-0190412468

16 フ 大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわる オトフリート・プロイスラー／作　中村浩三／訳 偕成社 3-0190599435

17 フ クラバート オトフリート・プロイスラー／作　中村浩三／訳 偕成社 3-0190474243

知識の本
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38 ドイツのごはん 銀城康子／文　マルタン・フェノ／絵 農山漁村文化協会 3-0208002708

2 29.2 世界の子どもたちはいま　１８　ドイツの子どもたち 学習研究社 3-0202014275

3 29.2  ドイツ
ヘンリー・ラッセル／著　ベネディクト・コルフ／監修
アンティエ・シュロットマン／監修　岩渕孝/日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 3-0208082535

4 29.2 体験取材！世界の国ぐに　２８　ドイツ ポプラ社 3-0208022097

昔話集・民話集
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38.8 子どもに語るグリムの昔話　１ グリム／〔著〕　佐々梨代子，野村泫／訳 こぐま社 3-0190339493

2 38.8 子どもに語るグリムの昔話　２ グリム／〔著〕　佐々梨代子，野村泫／訳 こぐま社 3-0190403252

3 38.8 子どもに語るグリムの昔話　３ グリム／〔著〕　佐々梨代子，野村泫／訳 こぐま社 3-0190404526

4 38.8 子どもに語るグリムの昔話　４ グリム／〔著〕　佐々梨代子，野村泫／訳 こぐま社 3-0190426758

5 38.8 子どもに語るグリムの昔話　５ グリム／〔著〕　佐々梨代子，野村泫／訳 こぐま社 3-0193019500

6 38.8 子どもに語るグリムの昔話　６ グリム／〔著〕　佐々梨代子，野村泫／訳 こぐま社 3-0193037049

7 38.8 ねずの木　そのまわりにもグリムのお話いろいろ　１ グリム兄弟／著　Ｌ．シーガル／選　モーリス・センダック／画　 矢川澄子／訳 福音館書店 3-0190452126

8 38.8 ねずの木　そのまわりにもグリムのお話いろいろ　２ グリム兄弟／著　Ｌ．シーガル／選　モーリス・センダック／画　 矢川澄子／訳 福音館書店 3-0190452133

9 38.8 グリムの昔話　１ グリム／〔著〕　フェリクス・ホフマン／編・画　大塚勇三／訳 福音館書店 3-0202061490

10 38.8 グリムの昔話　２ グリム／〔著〕　フェリクス・ホフマン／編・画　大塚勇三／訳 福音館書店 3-0202061489



No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

11 38.8 グリムの昔話　３ グリム／〔著〕　フェリクス・ホフマン／編・画　大塚勇三／訳 福音館書店 3-0202061488

12 38.8* メドヴィの居酒屋　 ホルスト・レムケ／画　矢川澄子／訳 ほるぷ出版 3-0190447798



フランス
絵本

No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 ル/きみどり パリの青い鳥 ヴェロニク・ウィルマン／作　ジョエル・ルブロン／作　今江祥智／訳 ＢＬ出版 3-0203013838

2 ウ/あか へびのクリクター トミー・ウンゲラー／著　中野完ニ／訳 文化出版局 3-0190452622

3 ク/みどり* オルガ　ストロングボーイＴシャツのはなし イリヤ・グリーン／作　ときありえ／訳 講談社 3-0209021796

4 ク/みどり* ソフィー　ちいさなレタスのはなし イリヤ・グリーン／作　ときありえ／訳 講談社 3-0209037472

5 ク/みどり ピンクがすきってきめないで イリヤ・グリーン／絵　ナタリー・オンス／文　ときありえ／訳 講談社 3-0210005316

6 ケ/みどり うんてんしてるの、だあれ？ ミシェル・ゲ／作・絵　末松氷海子／訳 徳間書店 3-0208035015

7 ケ/みどり* バランティヌの夏休み ミシェル・ゲイ／絵　ボリス・モアサール／文　末松氷海子／訳 文化出版局 3-0190105992

8 コ/みどり パパーッ！ フィリップ・コランタン／作・絵　薫くみこ／訳 ポプラ社 3-0202060310

9 サ/はいいろ 絵本　星の王子さま アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ／著　池澤夏樹／訳 集英社 3-0206076229

10 ス/はいいろ ピッツァぼうや ウィリアム・スタイグ／作　木坂涼／訳 セーラー出版 3-0200016005

11 タ/ちゃいろ* リタとナントカのおかいもの ジャン＝フィリップ・アルー＝ヴィニョ／ぶん　こだましおり／やく　オリヴィエ・タレック／え　 岩崎書店 3-0210075158

12 タ/ちゃいろ* リタとナントカのおきゃくさま ジャン＝フィリップ・アルー＝ヴィニョ／ぶん　こだましおり／やく　オリヴィエ・タレック／え　 岩崎書店 3-0210084338

13 タ/ちゃいろ* リタとナントカのピクニック ジャン＝フィリップ・アルー＝ヴィニョ／ぶん　こだましおり／やく　オリヴィエ・タレック／え　 岩崎書店 3-0210075157

14 タ/ちゃいろ* 水曜日の本屋さん シルヴィ・ネーマン／文 オリヴィエ・タレック／絵　平岡敦／訳 光村教育図書 3-0209080877

15 タ/ちゃいろ* いつか、きっと ティエリ・ルナン／文 オリヴィエ・タレック／絵　平岡敦／訳 光村教育図書 3-0210086717

16 チ/ちゃいろ おばけのバーバパパ アネット・チゾン，タラス・テイラー／〔共〕著　山下明生／訳 偕成社 3-0190450087

17 チ/ちゃいろ バーバパパのいえさがし アネット・チゾン，タラス・テイラー／さく　やましたはるお／やく 講談社 3-0190450252

18 テ/ちゃいろ つきのオペラ ジャック・プレベール／作　ジャクリーヌ・デュエム／画　内藤濯／訳 至光社 3-0190475993

19 テ/ちゃいろ ごきげんならいおん ルイーズ・ファティオ／ぶん　ロジャー・デュボアザン／え　むらおかはなこ／やく 福音館書店 3-0190449165

20 テ/ちゃいろ* ごきげんなライオンのおくさんがんばる ルイーゼ・ファティオ／作　　ロジャー・デュボアザン／絵　清水真砂子／訳 佑学社 3-0190093108

21 テ/ちゃいろ ぼく、ムシになっちゃった ローレンス・デイヴィッド／文　デルフィーン・デュラーンド／絵　青山南／訳 小峰書店 3-0202045672

22 7/あおいろ まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ／さく　谷川俊太郎／やく ポプラ社 3-0210040891

23 ト/ちゃいろ うさぎのくに デニーズ・トレッツ／さく　アラン・トレッツ／え　なかがわけんぞう／やく ペンギン社 3-0190056768

24 ハ/ももいろ スガンさんのヤギ アルフォンス・ドーデ／原作　エリック・バテュー／絵　ときありえ／訳 西村書店 3-0206048851

25 3/あおいろ* ペローの青ひげ シャルル・ペロー／文　エリック・バトゥー／絵　池田香代子／訳 講談社 3-0201052982

26 3/あおいろ* ペローの赤ずきん シャルル・ペロー／文　エリック・バトゥー／絵　池田香代子／訳 講談社 3-0201052981



No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

27 ハ/ももいろ せんそう エリック・バトゥー／作　石津ちひろ／訳 ほるぷ出版 3-0203046335

28 ハ/ももいろ リサこねこをかう アン・グットマン／ぶん　ゲオルグ・ハレンスレーベン／え　石津ちひろ／やく ブロンズ新社 3-0207042557

29 ハ/ももいろ リサとガスパールえいがにいく アン・グットマン／ぶん　ゲオルグ・ハレンスレーベン／え　石津ちひろ／やく ブロンズ新社 3-0209073872

30 ハ/ももいろ リサとガスパールにほんへいく アン・グットマン／ぶん　ゲオルグ・ハレンスレーベン／え　石津ちひろ／やく ブロンズ新社 3-0207019426

31 ハ/ももいろ リサとガスパールのたいくつないちにち アン・グットマン／ぶん　ゲオルグ・ハレンスレーベン／え　石津ちひろ／やく ブロンズ新社 3-0204010204

32 ハ/ももいろ リサとガスパールのはくぶつかん アン・グットマン／ぶん　ゲオルグ・ハレンスレーベン／え　石津ちひろ／やく ブロンズ新社 3-0201069847

33 ハ/ももいろ* リサのおうち アン・グットマン／ぶん　ゲオルグ・ハレンスレーベン／え　石津ちひろ／やく ブロンズ新社 3-0202027802

34 ハ/ももいろ ペネロペのはるなつあきふゆ アン・グットマン／ぶん　ゲオルグ・ハレンスレーベン／え　ひがしかずこ／やく 岩崎書店 3-0209030524

35 ハ/ももいろ ねこくん、わが家をめざす ケイト・バンクス／さく　ゲオルグ・ハレンスレーベン／え　今江祥智／やく ＢＬ出版 3-0207021126

36 ハ/ももいろ 青い大きな家 ケイト・バンクス／さく　ゲオルグ・ハレンスレーベン／え　今江祥智／やく ＢＬ出版 3-0208038530

37 ハ/ももいろ 目をつむるのよ、ぼうや ケイト・バンクス／ぶん　ゲオルグ・ハレンスレーベン／え　今江祥智／やく ブロンズ新社 3-0202079700

38 ハ/ももいろ おつきさまはきっと ゲオルク・ハレンスレーベン／絵　ケイト・バンクス／文　さくまゆみこ／訳 講談社 3-0200018889

39 ヒ/ももいろ あおいうま ナタン・アール／さく リュシル・ビュッテル／え ふしみみさを／やく パロル舎 3-0204039076

40 フ/ももいろ* こうさぎジャノがさらわれた クロード・ブージョン／文と絵　末松氷海子／訳 セーラー出版 3-0193037042

41 フ/ももいろ* ハガネの歯 クロード・ブージョン／文と絵　末松氷海子／訳 セーラー出版 3-0190339668

42 フ/ももいろ* ほんとに本はやくにたつ クロード・ブージョン／文と絵　末松氷海子／訳 セーラー出版 3-0190403569

43 2/あおいろ* ジャンヌ・ダルク Ｍ．ブーテ・ド・モンヴェル／さく　矢川澄子／やく ほるぷ出版 3-0190449947

44 フ/ももいろ* つきにでかけたおんなのこ ジェラール・フランカン／さく　ほりえとしゆき／やく フレーベル館 3-0199053195

45 フ/ももいろ* ミシュカ マリイ・コルモン／作　ジェラール・フランカン／絵　末松氷海子／訳 セーラー出版 3-0193056575

46 フ/ももいろ おおきくなったらなにになる？ フランソワーズ／さく　中川千尋／やく 偕成社 3-0205076444

47 フ/ももいろ まりーちゃんとおまつり フランソワーズ／さく・え　ないとうりえこ／やく 徳間書店 3-0205004517

48 フ/ももいろ まりーちゃんとおおあめ フランソワーズ／作　木島始／訳 福音館書店 3-0190449650

49 フ/ももいろ まりーちゃんとひつじ フランソワーズ／文・絵　与田準一／訳 岩波書店 3-0190448803

50 フ/ももいろ おうさまババール ジャン・ド・ブリュノフ／さく　やがわすみこ／やく 評論社 3-0190296140

51 フ/ももいろ ぞうのババール　こどものころのおはなし ジャン・ド・ブリュノフ／さく　やがわすみこ／やく 評論社 3-0190295591

52 フ/ももいろ ババールとサンタクロース ジャン・ド・ブリュノフ／さく　やがわすみこ／やく 評論社 3-0190295599

53 フ/ももいろ ババールといたずらアルチュール ロラン・ド・ブリュノフ／作　矢川澄子／訳 評論社 3-0190450463

54 へ/ももいろ* よくぞごぶじで　きつねのかぞくのおはなし ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作　ビーヴァリー・ボガート／原詩　江國香織／訳 ＢＬ出版 3-0210075052



No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

55 へ/ももいろ げんきなマドレーヌ ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画　　瀬田貞二／訳　　　　　 福音館書店 3-0194005683

56 へ/ももいろ マドレーヌといぬ ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画　　瀬田貞二／訳　　　　　 福音館書店 3-0190449642



No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

57 へ/ももいろ もどってきたぜ！ ジョフロワ・ド・ペナール／さく　石津ちひろ／やく 評論社 3-0205025947

58 へ/ももいろ 子ヤギのバルタザール！ ジョフロワ・ド・ペナール／さく　石津ちひろ／やく 評論社 3-0205076746

59 へ/ももいろ キンコンカンせんそう ジャンニ・ロダーリ／作　ペフ／絵　アーサー・ビナード／訳 講談社 3-0210057889

60 ホ/ももいろ あるばんあるねこ… イワン・ポモー／さく　やましたはるお／やく フレーベル館 3-0196011318

61 ホ/ももいろ* テレビがなかったころ イワン・ポモー／文・絵　ときありえ／訳 西村書店 3-0208081668

62 76* サティさんはかわりもの Ｍ．Ｔ．アンダーソン／文　ペトラ・マザーズ／絵　今江祥智／訳　遠藤育枝／訳 ＢＬ出版 3-0204064724

63 ラ/きみどり 三つ子ちゃん　１ ニコル・ランベール／著 中央公論社 3-0194029019

64 ル/きみどり おおかみのおいしゃさん オルガ・ルカイユ／文　絵　こだましおり／訳 岩波書店 3-0209027289

物語
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 サ 星の王子さま　 サン＝テグジュペリ／作　内藤濯／訳 岩波書店 3-0200016440

2 へ* 海底２万マイル ジュール＝ベルヌ／作　加藤まさし／訳　高田勲／絵 講談社 3-0200022765

3 98* 21世紀版少年少女世界文学館　第19巻　十五少年漂流記 井上靖／企画編集 講談社 3-0211010556

4 98*
少年少女世界文学全集　国際版　第９巻
八十日間世界一周

ベルヌ／原作　リマ／絵　古賀弘人／訳　谷真介／文 小学館 3-0197003697

5 ル 怪盗紳士 モーリス・ルブラン／原作　南洋一郎／文 ポプラ社 3-0199065951

6 ル 消えた宝冠 モーリス・ルブラン／原作　南洋一郎／文 ポプラ社 3-0199072697

7 ル ルパン対ホームズ モーリス・ルブラン／原作　南洋一郎／文 ポプラ社 3-0199065956

8 ル ルパンの大失敗 モーリス・ルブラン／原作　南洋一郎／文 ポプラ社 3-0199065955

知識の本
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38 フランスのごはん 銀城康子／文　マルタン・フェノ／絵 農山漁村文化協会 3-0206092041

2 29.2 きみにもできる国際交流　１５　フランス 富盛伸夫／総監修　 偕成社 3-0201006754

3 29.2* 世界の子どもたちはいま　２　フランスの子どもたち 西村佐二／指導 学習研究社 3-0200013304

昔話集・民話集
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号



No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38.8 なぞとき名人のお姫さま　フランスの昔話 山口智子／編・訳　パトリス・アリスプ／絵　 福音館書店 3-0195063047

2 38.8 空にうかんだお城　フランス民話 山口智子／訳　堀内誠一／絵　 岩波書店 3-0190405325



ベルギー
絵本

No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 エ/あか 黒い島のひみつ エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 3-0190105631

2 エ/あか ふしぎな流れ星 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 3-0190105632

3 エ/あか なぞのユニコーン号 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 3-0190113061

4 エ/あか レッド・ラッカムの宝 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 3-0190113062

5 エ/あか タンタンチベットをゆく エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 3-0190114428

6  エ/あか ななつの水晶球 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 3-0190202046

7  エ/あか 太陽の神殿 エルジェ／作　 福音館書店 3-0190202044

8 エ/あか ファラオの葉巻 エルジェ／作　 福音館書店 3-0190255292

9 エ/あか カスタフィオーレ夫人の宝石 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 3-0190269931

10 エ/あか 燃える水の国 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 3-0190291356

11 エ/あか 紅海のサメ エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 3-0190329778

12 エ/あか めざすは月 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 3-0190377222

13 エ/あか 月世界探検 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 3-0190404762

14 エ/あか 青い蓮 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 3-0193036677

15   エ/あか ビーカー教授事件 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 3-0195014079

16 EF* すきまのじかん アンネ・エルボー／作　木本栄／訳 ひくまの出版 3-0202020308

17 ク/みどり 魔女になりたかった妖精 カルル・クヌート／絵　ブリジット・ミンヌ／文　目黒実／訳 ブロンズ新社 3-0202071562

18 ク/みどり* 小さな魔女のカプチーヌ タンギー・グレバン／作　カンタン・グレバン／絵　江國香織／訳 小峰書店 3-0203078216

19 ク/みどり オルガの世界一周 ローレンス・ブルギニョン／作　カンタン・グレバン／絵　　石津ちひろ／訳 平凡社 3-0207069070

20   ク/みどり ねぇママ、どうしてきょうりゅうはがっこうへいかないの？ カンタン・グレバン／作　スギヤマカナヨ／訳 セーラー出版 3-0209091852

21 コ/みどり
ぼくのパパはおおおとこ
せかいいちのパパがいるひとみんなに

カール・ノラック／文　イングリッド・ゴドン／絵　　いずみちほこ／訳 セーラー出版 3-0206087979

22 コ/みどり*
わたしのおじいちゃんはチャンピオン
せかいいちのおじいちゃんがいるひとみんなに

カール・ノラック／文　イングリッド・ゴドン／絵　　いずみちほこ／訳 セーラー出版 3-0209049579

23   コ/みどり
わたしのママはまほうつかい
せかいいちのママがいるひとみんなに

カール・ノラック／文　イングリッド・ゴドン／絵　　いずみちほこ／訳 セーラー出版 3-0207048686

24 タ/ちゃいろ* だいじょうぶだよ、ゾウさん ローレンス・ブルギニョン／作　ヴァレリー・ダール／絵　　柳田邦男／訳 文溪堂 3-0205082643

25 テ/ちゃいろ わたしはだいじなたからもの カール・ノラック／ぶん　クロード・Ｋ．デュボワ／え　　河野万里子／やく ほるぷ出版 3-0200067408



No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

26 テ/ちゃいろ わたしのおばあちゃん
ヴェロニク・ヴァン・デン・アベール／文　クロード・Ｋ．デュボア／絵
野坂悦子／訳

くもん出版 3-0207024074

27 ハ/ももいろ* まいごになったセレスティーヌ ガブリエル・バンサン／さく　もりひさし／やく ブックローン出版 3-0190239800

28 ハ/ももいろ* セレスティーヌ　アーネストとの出会い ガブリエル・バンサン／作　もりひさし／訳 ブックローン出版 3-0190294989

29 ハ/ももいろ* アンジュール　ある犬の物語 ガブリエル・バンサン／作 ブックローン出版 3-0190239772

30 フ/ももいろ* アップルムース クラース・フェルプランケ／作・絵　久保谷洋／訳 朝日学生新聞社 3-0211066761

31 ヘ/ももいろ* ちいさなしろいさかな ヒド・ファン・ヘネヒテン／さく　ひしきあきらこ／やく フレーベル館 3-0204040428

32 ヘ/ももいろ* だっこのえほん ヒド・ファン・ヘネヒテン／さく・え　のざかえつこ／やく フレーベル館 3-0204089295

33 ヘ/ももいろ* シロクマくんのひ・み・つ ヒド・ファン・ヘネヒテン／作・絵　ひしきあきらこ／訳 フレーベル館 3-0204079978

34 ラ/きみどり* おしっこぼうや　せんそうにおしっこをひっかけたぼうやのはなし ウラジーミル・ラドゥンスキー／作　木坂涼／訳 セーラー出版 3-0203056083

35 ラ/きみどり* いちばんうつくしいのはオレだ マリオ・ラモ／作　原光枝／訳 平凡社 3-0207011154

物語
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 98* 小学館世界の名作　１１　フランダースの犬 小学館 3-0198049944

2 ウ フランダースの犬 ウィーダ／作　雨沢泰／訳　佐竹美保／絵 偕成社 3-0211018519

3 ウ* フランダースの犬 ウィーダ／作　高橋由美子／訳 ポプラ社 3-0211078123

4 ウ フランダースの犬 ウィーダ／作　松村達雄／訳　亜沙美／絵 講談社 3-0209080947

5 ウ フランダースの犬 ウィーダ／作　野坂悦子／訳 岩波書店 3-0203089596



ポルトガル
絵本

No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38* カステラ、カステラ 明坂英二／文　齋藤芽生／絵 福音館書店 3-0205095195

2 29* クックの航海 ピエロ・ベントゥーラ／絵　ジアン・パオロ・チェゼラーニ／文　吉田悟郎／訳 評論社 3-0190085998

3 29* マゼランの航海 ピエロ・ベントゥーラ／絵　ジアン・パオロ・チェゼラーニ／文　吉田悟郎／訳 評論社 3-0190090516

4 3/あおいろ はしれ！カボチャ　ポルトガルのむかしばなし エバ・メフト／文　アンドレ・レトリア／絵　宇野和美／訳 小学館 3-0208070552

知識の本
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 72* じろじろぞろぞろ　南蛮屏風 九州国立博物館／企画・編集 フレーベル館 3-0205075428

2 38* ポルトガルのごはん 銀城康子／文　マルタン・フェノ／絵 農山漁村文化協会 3-0210006969

3 29.2 ポルトガル
ザイラ・デッカー／著　ティモシー・Ｊ．コーテス／監修
アナ・フランシスカ・デ・アゼヴェド／監修　岩渕孝/日本語版校閲・ミニ情報 ほるぷ出版 3-0210054320

昔話集・民話集
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 98* 世界のメルヘン　１７　南欧童話 講談社 3-0197022629



南・西ヨーロッパの国々についてわかる本
知識の本

No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 29.2 行ってみたいなあんな国こんな国　３　ヨーロッパ 東菜奈／作 岩崎書店 3-0210013034

2 29.2 行ってみたいなあんな国こんな国　４　ヨーロッパ 東菜奈／作 岩崎書店 3-0210013935

3 29.2* きみにもできる国際交流　１６　ドイツ・オランダ 富盛伸夫／総監修　 偕成社 3-0201017232

4 29.2 きみにもできる国際交流　１７　スイス・オーストリア 富盛伸夫／総監修　 偕成社 3-0201017238

5 29.2* きみにもできる国際交流　１８　イタリア・ギリシア 富盛伸夫／総監修　 偕成社 3-0201012061

6 29.2 きみにもできる国際交流　１９　スペイン・ポルトガル 富盛伸夫／総監修　 偕成社 3-0201017236

7 29* 世界がみえる地図の絵本 ブライアン・デルフ／作　吉田秀樹／編訳 あすなろ書房 3-0203004029

8 3/あおいろ はがぬけたらどうするの？　せかいのこどもたちのはなし
セルビー・ビーラー／文　ブライアン・カラス／絵　こだまともこ／訳
石川烈／監修

フレーベル館 3-0199026485

9 38 国際理解に役立つ世界の衣食住　８　世界の学校 小峰書店 3-0201021105

10 38 写真でみる世界の子どもたちの暮らし　世界31カ国の教室から ペニー・スミス／編著　ザハヴィット・シェイレブ／編著　赤尾秀子／訳 あすなろ書房 3-0208002009

11 72* ゴッホの絵本　うずまきぐるぐる ゴッホ／〔画〕　結城昌子／構成・文 小学館 3-0193038021

12 72* モネの絵本　太陽とおいかけっこ モネ／〔画〕　結城昌子／構成・文 小学館 3-0193038011

13 72* ピカソの絵本　あっちむいてホイッ！ ピカソ／〔画〕　結城昌子／構成・文 小学館 3-0193057164

14 72 ルノワールの絵本　ないしょかな？ ルノワール／〔画〕　結城昌子／構成・文 小学館 3-0193081283

15 72 ルソーの絵本　夢の宝さがし 結城昌子／構成・文 小学館 3-0194053157

16 72* スーラの絵本　もっと近づいて 結城昌子／構成・文 小学館 3-0194081200

17 72* シャガールの絵本　空にふわり 結城昌子／構成・文 小学館 3-0195020664

18 72 ゴーギャンの絵本　はだしになって 結城昌子／構成・文 小学館 3-0195061840

19 72* クレーの絵本　どっちが主役？ 結城昌子／文・構成 小学館 3-0197006496

20 72 マティスの絵本　泊まってみたいな 結城昌子／文・構成 小学館 3-0198030499

21 72* ローランサンの絵本　忘れないよ 結城昌子／構成・文 小学館 3-0204079867

22 72* モディリアニの絵本　あえてよかった 結城昌子／構成・文 小学館 3-0204080596

23 72* ミロの絵本　うっかり地球へ 結城昌子／構成・文 小学館 3-0206030520

24 38
世界のおまつり　世界の子どもたち子どもの日から
感謝祭まで、世界の子どもたちとおまつり

アナベル・キンダスリー／文　バーナバス・キンダスリー／写真 ほるぷ出版 3-0198033537



No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

25 80 世界の文字と言葉入門 　１０　フランス・イタリアの文字と言葉 小峰書店 3-0205028943

26 80
世界の文字と言葉入門
１１　スペイン・ポルトガルの文字と言葉

小峰書店 3-0205028944

27 80 世界の文字と言葉入門 　１２　ドイツ・オランダの文字と言葉 小峰書店 3-0205028945

28 59.6 世界の料理いただきまーす。 スペイン・イタリア 尾崎曜子／編＋絵 アリス館 3-0201021597

29 59.6 世界の料理いただきまーす。 ドイツ・フランス 尾崎曜子／編＋絵 アリス館 3-0201021598

30
児童書研究

909
戦争をくぐりぬけたおさるのジョージ　作者レイ夫妻の長い旅 ルイーズ・ボーデン／文　アラン・ドラモンド／絵　福本友美子／訳 岩波書店 3-0206052019

31 38 魔女に会った 角野栄子／文・写真　みやこうせい／写真 福音館書店 3-0198021891

昔話集・民話集
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1 38.8 こども世界の民話　上 内田莉莎子〔ほか〕／著 実業之日本社 3-0195064371

2 38.8 こども世界の民話　下 内田莉莎子〔ほか〕／著 実業之日本社 3-0195064370

3 38.8* サンドリヨン　 八木田宜子／訳　ロジャー・デュボアザン〔ほか〕／絵　 ほるぷ出版 3-0190550722

4
児童書研究

908
おはなしのろうそく　６ 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 3-0190329660

5 98 ついでにペロリ 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 3-0200025334

6 38.8* ネコのしっぽ　 木村則子／訳　パパズ／画　 ほるぷ出版 3-0190447801

7 38.8* 魚の騎士　スペイン・ポルトガルの昔ばなし 三原幸久／編訳　赤坂三好／絵 小峰書店 3-0190110468

参考資料
No. ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1
児童書研究

361.5
多文化に出会うブックガイド 世界とつながる子どもの本棚プロジェクト／編 読書工房 3-0211019217

2
児童書研究

019.5
絵本をひらく　現代絵本の研究 谷本誠剛／編　灰島かり／編 人文書院 3-0206009935

3 909.0 ヨーロッパの子どもの本　上 ベッティーナ・ヒューリマン／著　野村〔ヒロシ〕／訳 筑摩書房 3-0203008578

4 909.0 ヨーロッパの子どもの本　下 ベッティーナ・ヒューリマン／著　野村〔ヒロシ〕／訳 筑摩書房 3-0203016570

5 909* 本へのとびら　岩波少年文庫を語る 宮崎駿／著 岩波書店 3-0211074821
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