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アフガニスタン
※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

2/あおいろ* アブドルのぼうけん　アフガニスタンの少年のものがたり 金田卓也／作 偕成社 3-0190099376

こ/みどり せかいいちうつくしいぼくの村 (えほんはともだち） 小林豊／作・絵 ポプラ社 3-0195073514

こ/みどり せかいいちうつくしい村へかえる (えほんはともだち） 小林豊／作・絵 ポプラ社 3-0203061933

こ/みどり ぼくの村にサーカスがきた (えほんはともだち） 小林豊／作・絵 ポプラ社 3-0196070810

チ/ちゃいろ ともだちのしるしだよ
ダーグ・チャーカ／絵 　カレン・リン・ウィリアムズ／作
カードラ・モハメッド／作　小林葵／訳

岩崎書店 3-0209063417

フ/ももいろ* カーリンヒェンのおうちはどこ？ アンネゲルト・フックスフーバー／さく　池田香代子／やく 一声社 3-0204007451

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

エ 泥かべの町 デボラ・エリス／作　もりうちすみこ／訳 さ・え・ら書房 3-0204030465

エ 生きのびるために デボラ・エリス／作　もりうちすみこ／訳 さ・え・ら書房 3-0202004547

エ さすらいの旅　続・生きのびるために デボラ・エリス／作　もりうちすみこ／訳 さ・え・ら書房 3-0203029953

ク 海のむこうのサッカーボール　（ポプラ・ウィング・ブックス） モーリス・グライツマン／作 　伊藤菜摘子／訳 　篠崎三朗／画 ポプラ社 3-0205049916

ティーンズ　933／カ ジャミーラの青いスカーフ ルクサナ・カーン／作　もりうちすみこ／訳 さ・え・ら書房 3-0210089529

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

29.2 アフガニスタン　（ナショナルジオグラフィック世界の国）
スーザン・ウィットフィールド／著　トマス・バーフィールド／監修
マリハ・ズルファカル／監修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 3-0209061068

30 アフガニスタン勇気と笑顔　写真絵本 内堀たけし／写真・文 国土社 3-0204012775

30
もしも学校に行けたら
アフガニスタンの少女・マリアムの物語

後藤健二／著 汐文社 3-0209091300

36 アフガニスタンの少女マジャミン 長倉洋海／写真・文 新日本出版社 3-0210070072

74 アフガニスタン山の学校の子どもたち 長倉洋海／著 偕成社 3-0206059870

①アフガニスタン＝イスラム共和国



イラク ※ラベルの記号に*が付いている資料は窓口にお問い合わせ下さい。

イラク

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

ウ/あか バスラの図書館員　イラクで本当にあった話 ジャネット・ウィンター／絵と文　長田弘／訳 晶文社 3-0206025716

セ/はいいろ ギルガメシュ王ものがたり　（大型絵本） ルドミラ・ゼーマン／文・絵　松野正子／訳 岩波書店 3-0193057841

セ/はいいろ ギルガメシュ王のたたかい　（大型絵本） ルドミラ・ゼーマン／文絵　松野正子／訳 岩波書店 3-0194048093

セ/はいいろ ギルガメシュ王さいごの旅　（大型絵本） ルドミラ・ゼーマン／文絵　松野正子／訳 岩波書店 3-0195056975

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

ウ 弟の戦争 ロバート・ウェストール／作　原田勝／訳 徳間書店 3-0195066557

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

ヘ ルガルバンダ王子の冒険　古代メソポタミアの物語 キャシー・ヘンダソン／再話　  ジェイン・レイ／絵　百々佑利子／訳　 岩波書店 3-0207066212

ティーンズ　933/エ　 きみ、ひとりじゃない デボラ・エリス／作　もりうちすみこ／訳 さ・え・ら書房 3-0211024319

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

38* 龍をおう旅 大村次郷／文・写真 福音館書店 3-0190539418

31 おにいちゃん、死んじゃった　イラクの子どもたちとせんそう 谷川俊太郎／詩　イラクの子どもたち／絵 教育画劇 3-0204010270

31 おとなはなぜ戦争するの　２　イラク編 新日本出版社 3-0209038413

36 イラクに生きる　アイ・ラブ・イラク 佐藤好美／写真・文 国土社 3-0204063306

29.2 イラク　（ナショナルジオグラフィック世界の国） チャーリー・サミュエルズ／著　サラ・シールズ／監修　シャキール・ムスタファ／監修 ほるぷ出版 3-0208069207

96 ハウラの赤い花　イラクの少女がねがったこと 佐藤真紀／文・写真　ハウラ・ジャマル／絵 新日本出版社 3-0210001883

30 ぼくの見た戦争　2003年イラク 高橋邦典／写真・文 ポプラ社 3-0203100562

②イラク共和国



イラン
※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

3/あおいろ アリババと40人の盗賊　　（児童図書館・絵本の部屋） マーガレット・アーリー／再話絵　清水達也／文 評論社 3-0196054003

3/あおいろ アリババと40人の盗賊 馬場のぼる／著 こぐま社 3-0190279357

3/あおいろ アラジンと魔法のランプ エロール・ル・カイン／絵　アンドルー・ラング／再話　中川千尋／訳 ほるぷ出版 3-0200035007

3/あおいろ シンドバッドの冒険　（大型絵本） ルドミラ・ゼーマン／文・絵　脇明子／訳 岩波書店 3-0202007497

3/あおいろ シンドバッドと怪物の島　（大型絵本） ルドミラ・ゼーマン／文・絵　脇明子／訳 岩波書店 3-0202007498

3/あおいろ シンドバッドのさいごの航海　（大型絵本） ルドミラ・ゼーマン／文・絵　脇明子／訳 岩波書店 3-0202079320

3/あおいろ 空とぶじゅうたん　アラビアン・ナイトの物語より マーシャ・ブラウン／再話・絵　松岡享子／訳 アリス館 3-0208090601

3/あおいろ* 勇者プーリア アリー・アクバル・サーデギー／著　黒柳恒男／訳 ほるぷ出版 3-0190449128

は/ももいろ アラジンと魔法のランプ 馬場のぼる／著 こぐま社 3-0194052752

サ/はいいろ ごらん、ごらん、こうやって　（詩の国イランの絵本）
ザーヘディ、モルテザー／絵
カーンビーズ・カーカーヴァンド／文　愛甲恵子／訳

ブルース・イン
ターアクションズ

3-0206045950

ホ/ももいろ 商人とオウム　ペルシャのおはなし ブルース・ホワットリー／絵　ミーナ・ジャバアービン／文　青山南／訳 光村教育図書 3-0212006432

マ/うぐいすいろ* アフマドのおるすばん　（詩の国イランの絵本）
メフルヌーシュ・マアスーミヤーン／絵
フェレシュテ・ターイェルプール／文　愛甲恵子／訳

ブルース・イン
ターアクションズ

3-0206038986

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

ナ
はばたけ！ザーラ　難民キャンプに生きて
　（鈴木出版の海外児童文学）

コリーネ・ナラニィ／作　  トム・スコーンオーヘ／絵　野坂悦子／訳 鈴木出版 3-0205015440

93 アリ・ババと40人の盗賊 エムル・オルン／絵　リュック・ルフォール／再話　こだましおり／訳 小峰書店 3-0211062795

93 子どもに語るアラビアンナイト 西尾哲夫／訳・再話　茨木啓子／再話 こぐま社 3-0211074670

③イラン＝イスラム共和国



イラン ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

29.2 体験取材！世界の国ぐに　37　イラン ポプラ社 3-0209023193

29.2 イラン　（ナショナルジオグラフィック世界の国）
レオン・グレイ／著　エドマンド・ハーツィグ／監修
ドーレ・ミールヘイダール／監修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 3-0209052779

91 すずめの空　（詩の国イランの絵本）
モハンマド＝ホセイン・モハンマディ／詩　  モハンマド＝マフディ・タバー
タバーイー／絵　蜂飼耳／訳　愛甲恵子／訳

ブルース・イン
ターアクションズ

3-0206053565

昔話集・民話集
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

38.8*
イランのむかし話　マレク＝モハンマドの冒険／ほか
（大人と子どものための世界のむかし話　９）

井本英一／編訳 偕成社 3-0190329232



チェコ ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

3/あおいろ* おおきくなったら　チェコのわらべうた ヨゼフ・ラダ／え　内田莉莎子／やく 福音館書店 3-0212054798

3/あおいろ* オテサーネク エヴァ・シュヴァンクマイエロヴァー／絵と文　矢川澄子／訳 水声社 3-0201081225

3/あおいろ
かあさんねずみがおかゆをつくった　チェコのわらべうた
（世界傑作絵本シリーズ　チェコの絵本）

ヘレナ・ズマトリーコバー／え　いでひろこ／やく 福音館書店 3-0190168563

3/あおいろ* 土でできた大男ゴーレム　チェコの民話 デイビッド・ウィスニーウスキー／文と絵　まつなみふみこ／訳 新風舎 3-0200005421

コ/みどり* むぎうちヨナス マルタ・コチー／絵　クルト・バウマン／文　大塚勇三／訳 リブリオ出版 3-0200020718

シ/はいいろ マドレンカ ピーター・シス／作　松田素子／訳 ＢＬ出版 3-0201042584

シ/はいいろ* マドレンカのいぬ ピーター・シス／作　松田素子／訳 ＢＬ出版 3-0204030410

シ/はいいろ* 三つの金の鍵　魔法のプラハ ピーター・シス／作　柴田元幸／訳 ＢＬ出版 3-0205022126

ツ/ちゃいろ* ぬまのかいぶつボドニック シュテパン・ツァオレル／著　ふじたたまお／訳 ほるぷ出版 3-0190447711

テ/ちゃいろ* おじいちゃんとのクリスマス
リタ・テーンクヴィスト／文　マリット・テーンクヴィスト／絵
大久保貞子／訳

富山房 3-0195060546

ト/ちゃいろ おとぎばなしをしましょう
イジー・トゥルンカ／え　フランチシェク・フルビーン／ぶん
きむらゆうこ／やく

プチグラパブリッ
シング

3-0204023886

ト/ちゃいろ* こえにだしてよみましょう
イジー・トゥルンカ／え　フランチシェク・フルビーン／ぶん
きむらゆうこ／やく

プチグラパブリッ
シング

3-0204038306

ト/ちゃいろ* ふしぎな庭 イージー・トゥルンカ／作　いでひろこ／ほんやく ほるぷ出版 3-0190025435

ハ/ももいろ* ふしぎなかず クヴィエタ・パツォウスカー／作　ほるぷ出版編集部／訳 ほるぷ出版 3-0190403462

ハ/ももいろ* ちびとらちゃん (チェコの絵本シリーズ）
ヨゼフ・パレチェク／絵　リブシェ・パレチコヴァー／文
木村有子／訳

アットアームズ 3-0208002767

ハ/ももいろ* ねずみのレオポルド 
ヨゼフ・パレチェック／絵　リブシェ・パレチコバー／文
千野栄一／訳

 フレ－ベル館 3-0190048862

フ/ももいろ* 金のりんご　（世界傑作絵本シリーズ） Ａ．ブルノフスキー／文・画　内田莉莎子／訳 福音館書店 3-0190064410

ミ/うぐいすいろ しりたがりやのこいぬとおひさま ズデネック・ミレル／え　イバ・ヘルツィーコバ／著　ちのえいいち／訳 偕成社 3-0190450444

④チェコ共和国



チェコ ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

8

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

ミ/うぐいす* ひよことむぎばたけ
ズデネック・ミレル／え　フランチシェク・フルビーン／ぶん
きむらゆうこ／やく

ひさかたチャイルド 3-0208031583

ミ/うぐいすいろ もぐらくんとゆきだるまくん ズデネック・ミレル／絵　ハナ・ドスコチロヴァー／作　木村有子／訳 偕成社 3-0204003280

ミ/うぐいすいろ もぐらとじどうしゃ　（世界傑作絵本シリーズ） ミレル、ズデネック／絵　ペチシカ、エドアルド／文　うちだりさこ／訳 福音館書店 3-0190449730

ミ/うぐいすいろ もぐらとずぼん　（世界傑作絵本シリーズ） ズデネック・ミレル／画　エドアルド・ペチシカ／作　内田りさこ／訳 福音館書店 3-0190449735

ム/うぐいすいろ リスとアリとゾウ デイジー・ムラースコヴァー／作　関沢明子／訳 ＢＬ出版 3-0]206037326

ス/きいろ マルチンとナイフ　（世界傑作絵本シリーズ）
ヘレナ・ズマトリーコーバー／え　エドアルド・ペチシカ／ぶん
うちだりさこ／やく

福音館書店 3-0190093882

ス/きいろ りんごのき
ヘレナ・ズマトリーコバー／え　エドアルド・ペチシカ／文
うちだりさこ／訳

福音館書店 3-0190450289

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

セ ありのフェルダ　（世界傑作童話シリーズ） オンドジェイ・セコラ／さく　え　関沢明子／やく 福音館書店 3-0208079556

セ とらわれのフェルダ　（世界傑作童話シリーズ） オンドジェイ・セコラ／さく　え　関沢明子／やく 福音館書店 3-0211008779

チ 長い長いお医者さんの話　（岩波少年文庫） カレル・チャペック／作　中野好夫／訳 岩波書店 3-0200034793

989* 子犬の生活ダーシェニカ カレル・チャペック／作　小野田若菜／訳　ペトル・ホリー／監修 ブロンズ新社 3-0203068625

ハ*
トミーが三歳になった日　ユダヤ人収容所の壁にかくさ
れたベジュリフ・フリッタのスケッチブックから

ミース・バウハウス／ぶん ベジュリフ・フリッタ／絵
よこやまかずこ／やく

ほるぷ出版 3-0190096810

へ* ぼくだってできるさ！
エドアルド・ペチシカ／さく　ヘレナ・ズマトリーコバー／え
むらかみけんた／やく

冨山房インターナショナル 3-0205090138

へ* ふしぎな森の人形たち Ｅ．ペチシカ／作　Ｈ．ズマトリーコバー／絵　井出弘子／訳 童心社 3-0190108697

フ* 夕ごはんまでの五分間　（本の森）
イヴァ・プロハースコヴァー／作　ヴァーツラフ・ポコルニー／絵
平野卿子／訳

偕成社 3-0196045091

ム
なかないで、毒きのこちゃん
森のむすめのカテジナのはなし

デイジー・ムラースコヴァー／作　関沢明子／訳 理論社 3-0210032246

ラ 黒ねこミケシュのぼうけん (岩波のものがたりの本） ヨゼフ・ラダ／文・え　小野田澄子／訳 岩波書店 3-0190446552



チェコ ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

28/ス スメタナ　音楽はチェコ人の命！ ひのまどか／著 リブリオ出版 3-0204077661

29.2 チェコ　（目で見る世界の国々　42） トム・ストライスグス／著　大鷹節子／訳 国土社 3-0196051690

726.5* カッパのお話 カレル・チャペック／〔文〕　ヨゼフ・チャペック／〔挿し絵〕 ゴマブックス 3-0207056266

ティーンズ 726.5 かべ　鉄のカーテンのむこうに育って ピーター・シス／作　福本友美子／訳 ＢＬ出版 3-0210084294

28/ト ドヴォルジャーク わが祖国チェコの大地よ　 黒沼ユリ子／作 リブリオ出版 3-0190579134

96 ハンナのかばん　アウシュビッツからのメッセージ カレン・レビン／著　石岡史子／訳 ポプラ社 3-0202043704

昔話集・民話集
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

38.8 白いお姫さま　チェコの民話
マリア・ジェリチェコワ／文　ミロスラフ・シパール／絵
中村祐子／ほか訳

新読書社 3-0190347756

 



トルコ ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

3/あおいろ* ホジャどんのしっぺがえし　トルコの民話 ギュンセリ・オズギュル／さいわ・え　ながたまちこ／やく ほるぷ出版 3-0190108066

3/あおいろ* １００リラのシトロン　トルコのむかしばなし 太田大八／絵　八百板洋子／文　 フレーベル館 3-0200070832

3/あおいろ* ちび三郎と魔女　トルコむかしばなし マイケル・フォアマン／え  バーバラ・ウォーカー／ぶん　せたていじ／やく 評論社 3-0190036368

3/あおいろ* きこりとテーブル　トルコの再話 吉實恵／絵　八百板洋子／再話　 福音館書店 3-0211078069

ヘ/ももいろ* めがねをかけたドラゴン ベイチ・アク／作　三村美智子／訳 福音館書店 3-0195006426

ホ/ももいろ どろぼうとおんどりこぞう ナニー・ホグロギアン／文　はらしょう／訳 アリス館 3-0190447701

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

し 青いチューリップ 新藤悦子／作　小松良佳／絵 講談社 3-0204085023

し 青いチューリップ　永遠に 新藤悦子／作　小松良佳／絵 講談社 3-0207077577

し 月夜のチャトラパトラ 新藤悦子／著 講談社 3-0209084674

ハ ジャミールの新しい朝 クリスティーン・ハリス／作　加島葵／訳　小倉正巳／画　 くもん出版 3-0208018521

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

16 トルコのゼーラおばあさん、メッカへ行く 牡丹靖佳／絵　新藤悦子／文　 福音館書店 3-0207064418

38 トルコのごはん　（絵本世界の食事　10）　 銀城康子／文　高松良己／絵 農山漁村文化協会 3-0208007133

29.2 体験取材！世界の国ぐに　３９　トルコ ポプラ社 3-0209023195

29.2 トルコ　（ナショナルジオグラフィック世界の国）
サラ・シールズ／著　マイケル・マカダムス／監修　アリソン・ハート／監修
岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報 ほるぷ出版 3-0211011736

29.2* 地下につくられた町・カッパドキア　（たくさんのふしぎ） 大村次郷／著・写真 福音館書店 3-0190538973

38* ギョレメ村でじゅうたんを織る（たくさんのふしぎ傑作集） 西山晶／絵　新藤悦子／写真・文　 福音館書店 3-0198021901

⑤トルコ共和国



トルコ ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

昔話集・民話集

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

38.8 子どもに語る トルコの昔話 児島満子／編･訳 こぐま社 3-0200063639

38.8
天からふってきたお金　トルコホジャのたのしいお話
（岩波おはなしの本）

アリス・ケルジー／文　岡村和子／訳　和田誠／絵　 岩波書店 3-0190445113

38.8 ナスレディンのはなし　トルコの昔話 佐々木マキ／絵　八百板洋子／再話 福音館書店 3-0212019552



チェコ ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

8

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

カ/みどり* おとなしいめんどり ポール・ガルドン／作　谷川俊太郎／訳 童話館 3-0194032007

ケ/みどり コウノトリのおはなし　えんとつのうえの車輪
ティボル・ゲルゲイ／え　マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく
あんどうのりこ／やく

長崎出版 3-0210061923

タ/ちゃいろ びょういんにおとまり ダーノシュ・ユディット／絵　バラージュ・アンナ／文　うちだひろこ／訳 風涛社 3-0209022811

ハ/ももいろ ズーム イシュトバン・バンニャイ／著 翔泳社 3-0205027779

ヒ/ももいろ
あかいくるまのついたはこ　モウドとミスカ・ピーターシャ
ムのえほん

モウド・ピーターシャム／作　ミスカ・ピーターシャム／作
渡辺茂男／やく

童話館 3-0195017328

マ/うぐいすいろ ボリボン　（世界傑作絵本シリーズ） マレーク・ベロニカ／ぶん・え　みやこうせい／やく 福音館書店 3-0202056317

マ/うぐいすいろ ラチとらいおん　（世界傑作絵本シリーズ　ハンガリーの絵本） マレーク・ベロニカ／ぶん・え　とくながやすもと／やく 福音館書店 3-0190478181

レ/きみどり* 木のうた　（四季のファンタジー） ジョールジュ・レホツキー／絵　木島始／詩　 佑学社 3-0190030003

レ/きみどり* 鳥のうた　（四季のファンタジー） ジョールジュ・レホツキー／絵　木島始／詩　 佑学社 3-0190030007

み/うぐいすいろ* ユリアのクリスマス　（おひさまのほん） 南塚直子／作　石井睦美／文　 小学館 3-0200063858

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

ハ 犬のラブダとまあるい花
バーリント・アーグネシュ／文　レイク・カーロイ／絵
うちかわかずみ／訳

冨山房インター
ナショナル

3-0206028900

ハ とんぼの島のいたずら子やぎ バーリント・アーグネシュ／作　レイク・カーロイ／絵　うちかわかずみ／訳 偕成社 3-0207075450

ク けしつぶクッキー
モウド・ピーターシャム／絵　ミスカ・ピーターシャム／絵　マー
ジェリー・クラーク／作　渡辺茂男／訳

童話館 3-0500100733

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

29.2 世界の子どもたちはいま　23　ハンガリーの子どもたち 学習研究社 3-0202014280

29.2 体験取材！世界の国ぐに　30　ハンガリー ポプラ社 3-0208022099

⑥ハンガリー



ポーランド ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

２/あおいろ
コルチャック先生　子どもの権利条約の父
 (講談社の翻訳絵本）

トメク・ボガツキ／作　柳田邦男／訳 講談社 3-0211005664

３/あおいろ
くったのんだわらった　ポーランド民話
　（こどものとも傑作集）

佐々木マキ／え　内田莉莎子／再話 福音館書店 3-0190446134

3/あおいろ* 九つの泣きべそ人形　ポーランドの民話より
チャールス・ミコライカ／え　アン・ペロウスキー／ぶん
いわたみみ／やく

ほるぷ出版 3-0190117621

３/あおいろ
仕立屋のニテチカさんが王さまになった話
ポーランドの昔話　（世界のお話傑作選）

ボグスワフ・オルリンスキ／絵　コルネル・マクシンスキ／再話
足達和子／訳

偕成社 3-0210010565

ウ/あか* くろねこのかぞく
ヨゼフ・ウィルコン／絵　ピョートル・ウィルコン／作
いずみちほこ／訳

セーラー出版 3-0190311602

ウ/あか* にじ
ヨゼフ・ウィルコン／絵　 ジークフリード・ピー・ルプレヒト／作
いずみちほこ／訳

セーラー出版 3-0190311609

エ/あか* あいたかったよ エルズビエタ／作　こやま峰子／訳 朔北社 3-0200019199

オ/あか ねっこぼっこ ジビュレ・フォン・オルファース／作　秦理絵子／訳 平凡社 3-0205025182

ク/みどり お月さまってどんなあじ？ マイケル・グレイニエツ／絵と文　いずみちほこ／訳 セーラー出版 3-0195049355

シ/はいいろ おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ／作　さくまゆみこ／訳 あすなろ書房 3-0209039966

シ/はいいろ ゆき ユリ・シュルヴィッツ／作　さくまゆみこ／訳 あすなろ書房 3-0198065205

シ/はいいろ よあけ ユリー・シュルヴィッツ／作・画　瀬田貞二／訳 福音館書店 3-0190010405

フ/ももいろ
しずくのぼうけん
（世界傑作絵本シリーズ　ポーランドの絵本）

ボフダン・ブテンコ／え　マリア・テルリコフスカ／さく
うちだりさこ／やく

福音館書店 3-0190449150

へ/ももいろ いっしょがいちばん フリードリヒ・カール・ヴェヒター／作・絵　吉原高志／訳 徳間書店 3-0201037850

ホ/ももいろ わたしのいえはごにんかぞく　（世界の絵本） トメク・ボガツキ／絵　エミリー・ジェンキンス／文　木坂涼／訳 講談社 3-0202069865

ル/きみどり* 空にお日さまねむるとき　ポーランドの子守歌 ズビグニエフ・ルィフリッキ／絵　内田莉莎子／訳 ほるぷ出版 3-0190574965

ロ/きみどり
アンナの赤いオーバー
(評論社の児童図書館・絵本の部屋）

アニタ・ローベル／え　ハリエット・ジィーフェルト／ぶん
松川真弓／やく

評論社 3-0190339560

ロ/きみどり ニニのゆめのたび　（児童図書館・絵本の部屋） アニタ・ローベル／さく　まつかわまゆみ／やく 評論社 3-0212037691

⑦ポーランド共和国



ポーランド ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

ロ/きみどり* アリスンの百日草 アニタ・ローベル／文と絵　セーラー出版編集部／訳 セーラー出版 3-0193009094

ロ/きみどり* わたしの庭のバラの花 アニタ・ローベル／絵　アーノルド・ローベル／文　松井るり子／訳 セーラー出版 3-0194005638

ワ/くろ* クラシンスキ広場のねこ ウェンディ・ワトソン／絵　カレン・ヘス／作　菊池京子／訳 柏艪舎 3-0205056125

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

ホ 夜が明けるまで　（岩波少年文庫　3107） マヤ・ヴォイチェホフスカ／作　清水真砂子／訳 岩波書店 3-0190084157

オ* 壁のむこうから来た男　（世界の青春ノベルズ） ウーリー・オルレブ／作　母袋夏生／訳 岩波書店 3-0195039918

オ* 遠い親せき ウーリー・オルレブ／作　母袋夏生／訳　小林豊／絵 岩波書店 3-0210081418

シ* やぎと少年　（岩波の愛蔵版　47） Ｉ．Ｂ．シンガー／作　Ｍ．センダック／絵　工藤幸雄／訳 岩波書店 3-0190038058

943/フ マルカの長い旅 ミリヤム・プレスラー／作　松永美穂／訳 徳間書店 3-0210043991

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

23 母からの伝言　刺しゅう画に込めた思い
クリニッツ、エスター・ニセンタール／作
スタインハート、バニース／作　片岡　しのぶ／訳

光村教育図書 3-0207005284

28/キ キュリー夫人(岩波少年文庫） ドリーイ、エリナー／著　光吉夏弥／訳 岩波書店 3-0190451665

28/セ イレーナ・センドラー　ホロコーストの子ども達の母 平井美帆／著 汐文社 3-0208081510

29.2 体験取材！世界の国ぐに　３１　ポーランド ポプラ社 3-0208022100

29.2 ポーランド　（ナショナルジオグラフィック世界の国）
ザイラ・デッカー／著　リチャード・バタウィック／監修
イウォナ・サガン／監修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 3-0210010016

96
きれいな絵なんかなかった　こどもの日々、戦争の日々
（ポプラ・ウィング・ブックス）

アニタ・ローベル／作　小島希里／訳 ポプラ社 3-0202073828

昔話集・民話集
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

38.8 千びきのうさぎと牧童　ポーランドのたのしいお話 ヤニーナ・ポラジンスカ／著　内田莉莎子／訳 岩波書店 3-0190444861

38.8 太陽の木の枝　ジプシーのむかしばなし　（福音館文庫） Ｊ．フィツォフスキ／再話　内田莉莎子／訳　堀内誠一／画 福音館書店 3-0202055880



ロシア

ロシア ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

2/あおいろ*
まぼろしのデレン　間宮林蔵の北方探検
（日本傑作絵本シリーズ）

関屋敏隆／さく　大塚和義／監修 福音館書店 3-0205003579

3/あおいろ
おおきなかぶ　ロシアの昔話
（こどものとも絵本　世界の昔話）

佐藤忠良／画　Ａ．トルストイ／再話　内田莉莎子／訳 福音館書店 3-0207091468

3/あおいろ ゆきむすめ　（こどものとも傑作集　35） 佐藤忠良／画　内田莉莎子／再話 福音館書店 3-0190447189

3/あおいろ*
  ちいさなりょうしタギカーク　アジア・エスキモーの昔話
（こどものとも世界昔ばなしの旅　９）

高頭祥八／絵　  Ｖ．グロツェル／再話　Ｇ．スネギリョフ／再話
松谷さやか／文

福音館書店 3-0197074496

3/あおいろ おだんごぱん　ロシアの昔話（日本傑作絵本シリーズ） 脇田和／え　瀬田貞二／やく 福音館書店 3-0209015516

3/あおいろ おおきなおおきなおおきなかぶ
ヘレン・オクセンバリー／絵　アレクセイ・トルストイ／文
こぐま社編集部／訳

こぐま社 3-0190404238

3/あおいろ 空とぶ船と世界一のばか　ロシアのむかしばなし ユリー・シュルヴィッツ／絵　アーサー・ランサム／文　神宮　輝夫／訳 岩波書店 3-0190238315

3/あおいろ まほうのたいこ　シベリアの昔話（世界傑作絵本シリーズ） シェイマ・ソイダン／え　うちだりさこ／ぶん　 福音館書店 3-0200036292

3/あおいろ 金のにわとり ゾートフ／絵　プーシキン／作　斎藤公子／編 創風社 3-0190347697

3/あおいろ
シーフカ・ブールカまほうの馬　ロシアの昔話（世界傑
作絵本シリーズ　ロシアの絵本）

Ｂ．ディオードロフ／絵　Ｍ．ブラートフ／再話　松谷さやか／訳 福音館書店 3-0197059328

3/あおいろ* ねえ、キティおしえてよ
ロジャー・デュボアザン／え　ミラ・ギンズバーク／再話
あらいゆうこ／やく

ペンギン社 3-0190450579

3/あおいろ* がちょうになったむすめ　アムールの民話　（新・創作絵本） Ｇ．パヴリシン／絵　Ｄ．ナギーシキン／再話　宮川やすえ／訳 岩崎書店 3-0190069244

3/あおいろ ３びきのくま　（世界傑作絵本シリーズ　ソビエトの絵本） バスネツォフ／画　トルストイ／作　おがさわらとよき／訳 福音館書店 3-0190446991

3/あおいろ* ロシアのわらべうた　（コルネイ・チュコフスキーの絵本） Ｙ．バスネツォフ／絵　Ｋ．チュコフスキー／編　田中潔／訳 偕成社 3-0209043123

3/あおいろ*
まほうつかいバーバ・ヤガー　ロシア民話　（世界傑作
絵本シリーズ　フランスの絵本）

ナタリー・パラン／絵　松谷さやか／再話　 福音館書店 3-0190240364

3/あおいろ*
うるわしのワシリーサ
ロシア昔話から（ほるぷクラシック絵本）

イヴァン・ビリービン／え　たなかやすこ／やく ほるぷ出版 3-0190224045

3/あおいろ パンはころころ　ロシアのものがたり マーシャ・ブラウン／作　やぎたよしこ／訳 冨山房 3-0194022470

3/あおいろ* 金のニワトリ　（岩波の子どもの本） ウィリー・ポガニー／え　エレーン・ポガニー／文　光吉夏弥／やく 岩波書店 3-0190445918

⑧ロシア連邦



ロシア ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

ロシア

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

3/あおいろ* およめにいった三人のむすめ　（ファミリーえほん） マブリナ／絵　ブラートフ／再話　宮川やすえ／訳 岩崎書店 3-0190022461

3/あおいろ* かものむすめ　ウクライナ民話 オリガ・ヤクトーヴィチ／絵　松谷さやか／訳 福音館書店 3-0197074500

3/あおいろ マーシャとくま　（世界傑作絵本シリーズ　ソビエトの絵本） Ｅ．ラチョフ／え　Ｍ．ブラトフ／さいわ　うちだりさこ／やく 福音館書店 3-0190448906

3/あおいろ* 三びきのくま ウラジミル＝レーベデフ／え　レフ＝トルストイ／さく　うちだりさこ／訳 偕成社 3-0190293533

3/あおいろ バーバ・ヤガー ブレア・レント／え　アーネスト・スモール／ぶん　小玉知子／やく 童話館出版 3-0198004557

4/あおいろ* 北から南へ　スラトコフの動物記　（福音館のかがくのほん）
ニキータ・チャルーシン／絵　ニコライ・スラトコフ／作
松谷さやか／訳

福音館書店 3-0193008695

4/あおいろ* マンモスの謎 アリキ・ブランデンバーグ／作　千葉茂樹／訳 あすなろ書房 3-0198000127

7/あおいろ なぞなぞ１００このほん　（世界傑作絵本シリーズ）
Ｍ．ミトゥーリチ／絵　  Ｍ．ブラートフ／採集　松谷さやか／編・
訳

福音館書店 3-0194040371

お/あか イグアノドンとちいさなともだち 小野かおる／絵　Ｖ．ベレストフ／詩　松谷さやか／訳 小学館 3-0208013370

か/みどり マトリョーシカちゃん　（<こどものとも>傑作集）
加古里子／ぶん・え　ヴェ・ヴィクトロフ，イ・ベロポーリスカヤ／
原作

福音館書店 3-0190420075

こ/みどり クラウディアのいのり　（絵本のおもちゃばこ　３０） 村尾靖子／文　小林豊／絵 ポプラ社 3-0208048012

ち/ちゃいろ だくちるだくちる　はじめてのうた 長新太／絵　阪田寛夫／文　 福音館書店 3-0193059770

や/むらさき くちばしどれが一番りっぱ？（福音館のかがくのほん） 藪内正幸／え　ビアンキ／ぶん　田中友子／やく 福音館書店 3-0206018348

ア/あか* ヒツジがこおりですべったとさ　（児童図書館・絵本の部屋）
ホセ・アルエゴ，エアリアン・デューイ／え
ミラ・ギンズバーグ／ぶん　山口文生／やく

評論社 3-0190240884

ア/あか* ひよことあひるのこ
ホセ・アルエーゴ，エーリアン・アルエーゴ／え
ミラ・ギンズバーグ／ぶん　さとうとしお／やく

アリス館 3-0190111235

オ/あか ハリネズミと金貨　ロシアのお話　（世界のお話傑作選）
ヴァレンチン・オリシヴァング／絵
ウラジーミル・オルロフ／原作　田中潔／文

偕成社 3-0203085850

シ/はいいろ* とおいとおい北の国のちいさなほら話 ピーター・シス／作　松田素子／訳 ＢＬ出版 3-0200011502

ス/はいいろ*
エメーリャとふしぎなさかな　アファナーシエフ編『ロシア
民話集』より

ゲンナージー・スピーリン／絵　松谷さやか／文　 講談社 3-0193049288

チ/ちゃいろ もりのてぶくろ　（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ） ナターリヤ・チャルーシナ／え　八百板洋子／ぶん　 福音館書店 3-0210063804

ト/ちゃいろ* バレエ少女アーシャ ドゥビードフ／絵　ルコーニン／作　佐伯靖子／翻案　 新読書社 3-0196064621



ロシア

ロシア ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

ハ/ももいろ 鹿よおれの兄弟よ　（世界傑作絵本シリーズ） Ｇ．Ｄ．パヴリーシン／絵　神沢利子／作　 福音館書店 3-0204004361

ハ/ももいろ* ピーターとおおかみ　（大型絵本） ハワード／絵　プロコフィエフ／作　小倉朗／訳 岩波書店 3-0190448936

ヒ/ももいろ ピパルクとイルカたち　（海外秀作絵本　９） ジョン・ヒンメルマン／さく　はねだせつこ／やく 岩崎書店 3-0203033745

ホ/ももいろ 海と灯台の本
ボリス・ポクロフスキー／絵　ウラジーミル・マヤコフスキー／文
松谷さやか／訳

新教出版社 3-0210061590

マ/うぐいすいろ* おかしのくに　（世界傑作絵本シリーズ） マブリナ／文・絵　みやかわやすえ／訳 福音館書店 3-0190451143

モ/うぐいすいろ* みつけたものとさわったもの ニコラス／さく　ウィル／さく　晴海耕平／やく 童話館出版 3-0197076892

ヤ/むらさき きりのなかのはりねずみ　（世界傑作絵本シリーズ）
フランチェスカ・ヤルブーソヴァ／絵　ユーリー・ノルシュテイン／作
セルゲイ・コズロフ／作　こじまひろこ／訳

福音館書店 3-0200060743

ヤ/むらさき はちみついろのうま　（世界傑作絵本シリーズ） ヤクトーヴィチ、オリガ／絵　小風さち／作　 福音館書店 3-0201022781

レ/きみどり*
アイスクリーム・かんながかんなをつくったはなし　（岩
波の子どもの本）

レーベデフ／絵　マルシャーク／文　うちだりさこ／訳 岩波書店 3-0190016961

レ/きみどり
しずかなおはなし　（世界傑作絵本シリーズ　ソビエトの
絵本）

ウラジミル・レーベデフ／え　サムイル・マルシャーク／文
内田りさこ／訳

福音館書店 3-0190449432

ロ/きみどり くまのブウル
フェードル・ロジャンコフスキー／絵　リダ・フォシェ／文
いしいももこ／訳編

童話館出版 3-0204051799

ワ/くろ 金のさかな　ロシアの民話　（世界のお話傑作選）
ワレーリー・ワシーリエフ／絵　アレクサンドル・プーシキン／作
松谷さやか／訳

偕成社 3-0203085851

物語
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

か ちびっこカムのぼうけん　（新・名作の愛蔵版） 神沢利子／作　山田三郎／絵 理論社 3-0199011732

イ 九〇〇日の包囲の中で　（創作児童文学） ユーリイ・イワノフ／作　宮島綾子／訳　パホーモフ／画 岩崎書店 3-0190065789

カ* わんぱくアントンと少女探偵団　（学研の新・創作シリーズ） エレーナ・ガボワ／作　野田素子／訳　河口峰子／画 学習研究社 3-0199067179

ス
北の森の十二か月　スラトコフの自然誌
上下　（福音館のかがくのほん）

ニコライ・スラトコフ／文　ニキータ・チャルーシン／絵　松谷さやか／訳 福音館書店
3-0197065468
3-0197065469

ス 森からのてがみ Ｎ．スラトコフ／文　松谷さやか／訳　あべ弘士／画 福音館書店 3-0200028417

ハ 石の花　（岩波少年文庫　3111） パーヴェル・バジョーフ／作　佐野朝子／訳 岩波書店 3-0190051610



ロシア ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

ロシア

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

ハ
ベーロチカとタマーロチカのおはなし　（世界傑作童話
シリーズ）

Ｌ．パンテレーエフ／さく 　内田莉莎子／やく 　浜田洋子／え        福音館書店 3-0196016825

ヒ ビアンキの動物ものがたり　（シリーズ本のチカラ） ヴィタリー・ビアンキ／作　内田莉莎子／訳　いたやさとし／絵 日本標準 3-0207039358

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

29.2
バイカル湖への道
（グレートジャーニー・人類５万キロの旅 １１）

関野吉晴／文＋写真 小峰書店 3-0202068098

29.2 きみにもできる国際交流　２２　ロシア 富盛伸夫／総監修 偕成社 3-0201012420

29.2 世界の子どもたちはいま　１５　ロシアの子どもたち 学習研究社 3-0201009415

29.2 体験取材！世界の国ぐに　３５　ロシア ポプラ社 3-0209023191

29.2 ロシア　（ナショナルジオグラフィック世界の国）
ヘンリー・ラッセル／著　ローリー・バーンスタイン／監修
イリヤ・ウテヒン／監修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 3-0209068391

37 ヨーロッパの小学生　４　ロシアの小学生 多田孝志／監修 学研教育出版 3-0212007022

38 ロシアのごはん　（絵本世界の食事　18）　 銀城康子／文　山本正子／絵 農山漁村文化協会 3-0209092936

72* シャガール　わたしが画家になったわけ ビンバ・ランドマン／文・絵　白崎容子／訳 西村書店 3-0206028164

748/コ* カムチャツカ　野生と火の国後藤昌美写真集 後藤昌美／著 東方出版 3-0198039228

76 展覧会の絵　ムソルグスキー友情の組曲　（音楽の部屋）
アンナ・Ｈ．セレンザ／文　ジョーアン・Ｅ．キッチェル／絵
藤原千鶴子／訳

評論社 3-0209069252

80 世界の文字と言葉入門　14　ロシアの文字と言葉 小峰書店 3-0205028947

91 ロシアのわらべうた 丸木俊／え　内田莉莎子／〔作〕 架空社 3-0207032292

92 森は生きている　（岩波少年文庫　072） サムイル・マルシャーク／作　湯浅芳子／訳 岩波書店 3-0200069006

96* ターニャの日記　（子ども平和図書館　５） 早乙女勝元／文　矢崎芳則／絵 日本図書センター 3-0201009722

昔話集・民話集
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

38.8 イワンのばか　（岩波少年文庫　529） レフ・トルストイ／作　金子幸彦／訳 岩波書店 3-0200061856

38.8 カエルの王女　ロシア民話集 佐藤靖彦／訳　イワン・ビリービン／絵 新読書社 3-0196002126



ロシア

ロシア ※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

38.8 子どもに語るロシアの昔話 伊東一郎／訳・再話　茨木啓子／再話 こぐま社 3-0207023997

388* ピーターおじいさんの昔話 アーサー・ランサム／著　神宮輝夫／訳 パピルス 3-0194069197

38.8 まほうの馬　（岩波おはなしの本　６）
Ａ．トルストイ，Ｍ．ブラートフ／〔共〕文　Ｅ．ラチョフ／絵
高杉一郎，田中泰子／〔共〕訳

岩波書店 3-0190446854

38.8* ロシアのむかし話　(偕成社文庫） 松谷さやか，金光せつ／編訳 偕成社 3-0190211846

38.8 ロシアの昔話 内田莉莎子／編・訳　タチヤーナ・マブリナ／画 福音館書店 3-0190305366



※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

絵本

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

アルバニア 3/あおいろ* おおかみだんなとろば　アルバニアの昔話 早川純子／絵　八百板洋子／再話　 福音館書店 3-0205089561

アルメニア 3/あおいろ
おひさまはよるどこへいくの？
アルメニアちほうのわらべうたから

ホセ・アルエゴとエアリアン・デュウェイ／え
ミラ・ギンズバーグ／ぶん　いしいかずこ／やく

ほるぷ出版 3-0190095773

アルメニア セ/はいいろ* みんなおやすみ
ポール・ゼリンスキー／絵　ミラ・ギンズバーグ／文
大庭みな子／訳

ほるぷ出版 3-0190185534

イスラエル ア/あか*
ハンナのあたらしいふく　（世界傑作絵本シリーズ
アメリカの絵本）

オラ・アイタン／え
イツァク・シュヴァイゲル・ダミエル／さく　小風さち／やく

福音館書店 3-0198024319

イスラエル ア/あか*
でてこいミルク！　（世界傑作絵本シリーズ　アメリカ
の絵本）

オラ・アイタン／え　ジェニファー・Ａ．エリクソン／さく
うちだりさこ／やく

福音館書店 3-0195028480

イスラエル ア/あか* 編みものばあさん
オーラ・エイタン／絵　ウーリー・オルレブ／作
もたいなつう／訳

径書房 3-0197074702

イスラエル モ/うぐいすいろ
パパがサーカスと行っちゃった　（児童図書館・絵本
の部屋）

ルートゥー・モエダン／絵
エットガール・キャロット／文　久山太市／訳

評論社 3-0205003314

ウクライナ 3/あおいろ* セルコ　ウクライナの昔話 　（世界傑作絵本シリーズ） ワレンチン・ゴルディチューク／絵　内田莉莎子／文 福音館書店 3-0201010988

ウクライナ 3/あおいろ わらのうし　ウクライナの昔話 　（世界傑作絵本シリーズ） ワレンチン・ゴルディチューク／絵　内田莉莎子／文　 福音館書店 3-0198052148

ウクライナ 3/あおいろ てぶくろ　　ウクライナ民話 　（世界傑作絵本シリーズ） エウゲーニー・Ｍ．ラチョフ／え　うちだりさこ／やく　 福音館書店 3-0208025064

ウクライナ 3/あおいろ びんぼうこびと　ウクライナ民話 太田大八／画　内田莉莎子／再話 福音館書店 3-0198013639

ウクライナ コ/みどり すてきなあまやどり
バレリー・ゴルバチョフ／作・絵　なかがわちひろ／
訳

徳間書店 3-0203035821

ウクライナ コ/みどり はじめてのすべりだい　ふたごのひよちゃんぴよちゃん バレリー・ゴルバチョフ／作・絵　なかがわちひろ／訳 徳間書店 3-0204036696

エストニア 3/あおいろ*
うみの女王とまほうのスカーフ　エストニアの民話
（えほん・ワンダーランド21）

Ｂ．シャトゥーノフ／絵　Ｍ．ザドウナァイスカ／再話
宮川やすえ／訳

岩崎書店 3-0190375619

エストニア 3/あおいろ
みっつのねがい　エストニアの昔話　（世界傑作絵
本シリーズ　エストニアの絵本）

  ピレット・ラウド／再話・絵　まえざわあきえ／訳 福音館書店 3-0212003109

エストニア ヒ/ももいろ
ながいながい旅　エストニアからのがれた少女　（大
型絵本）

イロン・ヴィークランド／絵
ローセ・ラーゲルクランツ／文　石井登志子／訳

岩波書店 3-0208039858

⑨その他の東ヨーロッパ・ユーラシアの国々の本



※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

カザフスタン 3/あおいろ*
美しいお姫さまとかしこい大臣　カザフ（ソビエト）の
民話

ハセン・Ｓ．アバーエフ／え　たなかやすこ／やく ほるぷ出版 3-0190310009

カザフスタン 3/あおいろ
きつねとうさぎ　ロシアの昔話
（世界傑作絵本シリーズ）

フランチェスカ・ヤールブソワ／絵
ユーリー・ノルシュテイン／構成　こじまひろこ／訳

福音館書店 3-0203089655

カザフスタン ヤ/むらさき きりのなかのはりねずみ　（世界傑作絵本シリーズ）
フランチェスカ・ヤルブーソヴァ／絵　ユーリー・ノルシュテイン／作　セ
ルゲイ・コズロフ／作　こじまひろこ／訳 福音館書店 3-0200060743

グルジア 3/あおいろ* 男の子とチカラ　グルジアの民話 かんざわとらお／訳　小宮山量平／編 理論社 3-0190446963

クロアチア ユ/むらさき*
まいごのペンギンピコどっちこっちあっち
（世界の絵本）

スヴェトラン・ユナコビッチ／作　那須田淳／訳 講談社 3-0206027213

スロバキア 3/あおいろ*
１２の月たち　スラブみんわ
（児童図書館・絵本の部屋）

ダイアン・スタンレー／え
サムエル・マルシャーク／さいわ　松川真弓／やく

評論社 3-0190252266

スロバキア 3/あおいろ 十二の月たち　スラブ民話　（世界のお話傑作選） 出久根育／文・絵　ニェムツォヴァー、ボジェナ／再話 偕成社 3-0208087981

スロバキア と/ちゃいろ* まるきのヤンコ　（こどものとも年中向き ２９６号） 洞野志保／再話・絵 福音館書店 3-0210072144

スロバキア カ/みどり* １２月くんの友だちめぐり
ドゥシャン・カーライ／絵　ミーシャ・ダミヤン／文
矢川澄子／訳

西村書店 3-0210023432

スロベニア ア/あか* そらにかえれたおひさま
ホセ・アルエーゴ，エーリアン・デューイ／〔共〕絵
ミラ・ギンズバーグ／文　さくまゆみこ／訳

アリス館 3-0190476993

スロベニア フ/ももいろ むしのたのしみ リラ・プラップ／さく　石津ちひろ／やく 佼成出版社 3-0204030517

ブルガリア 7/あおいろ いろいろいろ　（Ｗｏｒｌｄ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｂｏｏｋ） イワン・ガンチェフ／作＋絵　間所ひさこ／文 学習研究社 3-0203048422

ブルガリア カ/みどり* くまのオタ　（ヨーロッパ創作絵本シリーズ １５） イヴァン・ガンチェフ／作・絵　森谷正次郎／訳 佑学社 3-0190021514

ブルガリア カ/みどり* こうのとりぼうやはじめてのたび イワン＝ガンチェフ／さく・え　ささきたづこ／やく 偕成社 3-0190180241

ブルガリア 3/あおいろ ふしぎな　ふえ　ブルガリアの昔話 植垣歩子／絵　八百板洋子／再話　 福音館書店 3-0211008019

ブルガリア 3/あおいろ* つばさをもらった月　世界みんわ絵本 ブルガリア 南塚直子／絵　八百板洋子／文 ほるぷ出版 3-0193037910

ブルガリア 3/あおいろ* おうさまのくれたごほうび　ブルガリアの昔話 岡田知子／絵　八百板洋子／再話 福音館書店 3-0209090621

ベラルーシ 3/あおいろ
ガラスめだまときんのつののヤギ　ベラルーシ民話
（日本傑作絵本シリーズ）

スズキコージ／画　田中かな子／訳 福音館書店 3-0205087437

マケドニア ス/はいいろ あめ！　（ポプラせかいの絵本 ９） マニャ・ストイッチュ／さく　くどうなおこ／やく ポプラ社 3-0202035885



※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

ヨルダン こ/みどり ハナンのヒツジが生まれたよ 小林豊／絵　井上夕香／文 小学館 3-0211062708

ラトビア 3/あおいろ* ひつじかいとうさぎ　ラトビア民話 スズキコージ／画　うちだりさこ／再話 福音館書店 3-0203015579

ラトビア 3/あおいろ よくばりワシカ　ラトビアの昔話 平出衛／画　内田莉莎子／再話　 福音館書店 3-0500266555

リトアニア 3/あおいろ* 白鳥のおきさき　リトアニア（ソビエト）の民話 シグテ・バリュベネ／え　なかごめみつこ／やく ほるぷ出版 3-0190300476

リトアニア 3/あおいろ
パンのかけらとちいさなあくま　リトアニア民話
（＜こどものとも＞傑作集）

堀内誠一／画　内田莉莎子／再話　 福音館書店 3-0190403548

ルーマニア 38* ドラキュラ ジム・パイプ／編　椎野淳／訳 ほるぷ出版 3-0196031045

ルーマニア 3/あおいろ*
やぎとぎんのすず　ルーマニアの昔話
（チューリップえほんシリーズ）

小沢良吉／絵　八百板洋子／文　 鈴木出版 3-0206050776

ルーマニア 3/あおいろ*
おんどりと二まいのきんか　ルーマニア民話
（おはなし創作えほん）

小野木学／絵　安藤美紀夫／文　 ポプラ社 3-0190010689

ルーマニア 3/あおいろ*
ブタ王子　ルーマニアのむかしばなし　（ワンス・アポ
ンナ・タイム・シリーズ）

ジャック・タルディ／絵　遠藤育枝／訳 西村書店 3-0190405011

ルーマニア フ/ももいろ* いたずらロラン　（世界傑作絵本シリーズ）
アンドレ・フランソワ／え　ネリー・ステファヌ／さく
かわぐちけいこ／やく

福音館書店 3-0194069783

ボスニア
ヘルツェゴビナ

マ/うぐいすいろ ぼくの犬　（世界子ども平和図書館 １）
アンドリュー・マクレーン／絵
ジョン・ヘファナン／文　福本友美子／訳

日本図書セン
ター

3-0205044368

トルキスタン地方 こ/みどり
ぼくの村にジェムレがおりた
（大地とくらすぼくの村シリーズ）

小林豊／作 理論社 3-0210026865

物語

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社

イスラエル
パレスチナ

か* アハメドくんのいのちのリレー 鎌田實／著　安藤俊彦／画　ピーター・バラカン／英訳 集英社 3-0211058872

イスラエル
パレスチナ

モ* カイト　パレスチナの風に希望をのせて
マイケル・モーパーゴ／作　ローラ・カーリン／絵
杉田七重／訳

あかね書房 3-0211043101

イスラエル シ* 父さんの手紙はぜんぶおぼえた タミ・シェム＝トヴ／〔著〕　母袋夏生／訳 岩波書店 3-0211073884

イスラエル
パレスチナ

レ* ぼくたちの砦 エリザベス・レアード／作　石谷尚子／訳  評論社 3-0206076827



※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

ウクライナ コ 台所のマリアさま　（児童図書館・文学の部屋） ゴッデン、R／作　猪熊葉子／訳 評論社 3-0190444922

クルディスタン シ*
ぼくの小さな村ぼくの大すきな人たち　（くもんの海
外児童文学）

ジャミル・シェイクリー／作　アンドレ・ソリー／絵
野坂悦子／訳

くもん出版 3-0198062567

クロアチア ク* なぞの少年 イワン・クーシャン／作　山本郁子／訳
冨山房インターナ
ショナル 3-0210080231

クロアチア フ
見習い職人フラピッチの旅　（おはなしメリーゴーラ
ウンド）

イワナ・ブルリッチ＝マジュラニッチ／作
山本郁子／訳　二俣英五郎／絵

小峰書店 3-0206031836

クロアチア フ* 昔むかしの物語
イワナ・ブルリッチ＝マジュラニッチ／作
山本郁子／訳

冨山房インターナ
ショナル 3-0210080232

クロアチア へ 赤毛のゾラ（上）（下） クルト・ヘルト／著　酒寄進一／訳 長崎出版
3-0209020269
3-0209020270

シリア シ* 片手いっぱいの星 ラフィク・シャミ／作　若林ひとみ／訳 岩波書店 3-0190279899

知識の本

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

イエメン 29.2 イエメン　（目で見る世界の国々　38） コリーン・ゼクストン／著　中田考／訳 国土社 3-0196012573

イスラエル 29.2 イスラエル　（ナショナルジオグラフィック世界の国）
エマ・ヤング／著　ツヴィ・ベン＝ドル・ベニテ／監修
ジョージ・Ｊ．カナジ／監修　アヴィヴァ・ハラミシュ／監修
岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 3-0209044778

イスラエル 29.2 イスラエル　（目で見る世界の国々　1） Ｓ．ファインスタイン／著　石浜みかる／訳 国土社 3-0190364270

イスラエル
パレスチナ

31
友だちになれたら、きっと。
イスラエルとパレスチナの少女の文通

フガリト・フィンク／作　メルヴェト・アクラム・シャーバーン
／作　リツァ・ブダリカ／編　いぶきけい／訳

鈴木出版 3-0207047822

イスラエル
パレスチナ

31 三つの願い　パレスチナとイスラエルの子どもたち デボラ・エリス／著　もりうちすみこ／訳 さ・え・ら書房 3-0206000829

ウクライナ 38* 小さな卵の大きな宇宙　（たくさんのふしぎ ｎｏ．166）                                         明坂英二／文　荻太郎／絵 福音館書店 3-0198070780

ウズベキスタン 29.2 体験取材！世界の国ぐに　36　ウズベキスタン ポプラ社 3-0209023192

ウズベキスタン 51.9 砂上の船水上の家　アラル海とツバルふたつの水物語 会田法行／写真　文 ポプラ社 3-0210057959

オマーン 29.2 世界の子どもたちはいま　14　オマーンの子どもたち 学習研究社 3-0201009414

コソボ ティーンズ/748/ナ ザビット一家、家を建てる　Ｋｏｓｏｖｏ 長倉洋海／著 偕成社 3-0204032203



※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

サウジアラビア 29.2 体験取材！世界の国ぐに　38　サウジアラビア ポプラ社 3-0209023194

シリア 29.2 シリア　（目で見る世界の国々　61） ダン・フィルビン／著　石浜みかる／訳 国土社 3-0202011355

スロバキア 29.2 スロヴァキア　（目で見る世界の国々　50） トム・ストライスグス／著　大鷹節子／訳 国土社 3-0199002115

ブルガリア 29.2 体験取材！世界の国ぐに　33　ブルガリア ポプラ社 3-0208022102

ブルガリア 96* ソフィアの白いばら 八百板洋子／文 福音館書店 3-0199035875

ベラルーシ 29.2 アレクセイと泉のはなし 本橋成一／写真と文 アリス館 3-0204028383

ボスニア
ヘルツェゴビナ

30
平和の種をまく　ボスニアの少女エミナ　（いのちの
えほん １８ ）

大塚敦子／写真・文 岩崎書店 3-0206034961

マケドニア 23
アレクサンダー大王の遠征　（パノラマ・マップ・ス
トーリー）

ジャン・ブルーノ・ラヴェンニ／文　セルジョ／絵
そのひかる／訳

評論社 3-0197041770

ヨルダン 29.2 ヨルダン　（目で見る世界の国々　8） Ｓ．Ｃ．ファインスタイン／著　石浜みかる／訳 国土社 3-0190418656

リトアニア 28/ス 杉原千畝物語　命のビザをありがとう 杉原幸子／著　杉原弘樹／著 金の星社 3-0195051564

ルーマニア 29.2 ルーマニア　（目で見る世界の国々　35） トム・ストライスグス／著　後藤安彦／訳 国土社 3-0196003952

ルーマニア
ティーンズ

302.3
ルーマニアどこからきてどこへいくの
あなたのたいせつなものはなんですか？

山本敏晴／写真・文 小学館 3-0209029993

レバノン 29.2 レバノン　（目で見る世界の国々　15） ステファン・Ｃ．ファインスタイン／著　石浜みかる／訳 国土社 3-0190426057

昔話集・民話集

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

ウズベキスタン 38.8 ウズベクのむかしばなし
シェルゾッド・ザヒドフ／編・再話　落合かこ／〔ほか〕訳
シェルゾッド・ザヒドフ／絵　須貝亮子／絵

新読書社 3-0200018189

ブルガリア 38.8
吸血鬼の花よめ　ブルガリアの昔話　（世界傑作童
話シリーズ）

八百板洋子／編・訳　高森登志夫／作 福音館書店 3-0196034716

ルーマニア 38.8 りこうなおきさき（岩波おはなしの本　３） モーゼス・ガスター／文　光吉夏弥／訳 岩波書店 3-0190450944

旧ユーゴスラビア・
バルカン半島

38.8
いちばんたいせつなもの　バルカンの昔話　（世界
傑作童話シリーズ）

八百板洋子／編・訳　ルディ・スコチル／画　 福音館書店 3-0207018701

旧ユーゴスラビア・
バルカン半島

38.8
太陽の木の枝　ジプシーのむかしばなし　（福音館
文庫 Ｆ－４）

Ｊ．フィツォフスキ／再話　内田莉莎子／訳
堀内誠一／画

福音館書店 3-0205055880



※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

1/あおいろ 願いごとのえほん　幸せを呼ぶ世界のおまじない
ローズアン・ソング／文　エリサ・クレヴェン／絵　椎名かおる／
訳

あすなろ書房 3-0209047905

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

知識の本
＜歴史・地理・社会＞

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

01
本と図書館の歴史　ラクダの移動図書館から電子書籍
まで

モーリーン・サワ／文　ビル・スレイヴィン／絵　宮木陽子／訳
小谷正子／訳

西村書店 3-0210092494

01
図書館ラクダがやってくる
子どもたちに本をとどける世界の活動

マーグリート・ルアーズ／著　斉藤規／訳 さ・え・ら書房 3-0210026857

16 国際関係がよくわかる宗教の本　３　中東とイスラム教 池上彰／著 岩崎書店 3-0206017254

20
なぞ！ふしぎ！世界の遺跡探検
第２巻　アジア発見

岩田一彦／著　みやざわえいこ／イラスト
安田雅章／イラスト　アルト・グラフィック／イラスト

理論社 3-0202080675

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 3-0212068934

29.2 行ってみたいなあんな国こんな国　２　アジア 東菜奈／作 岩崎書店 3-0210013934

29.2 きみにもできる国際交流　７　トルコ・シリア 偕成社 3-0199014462

29.2 きみにもできる国際交流　２２　ロシア 富盛伸夫／総監修 偕成社 3-0201012420

29.2 世界の子どもたちはいま　１４　オマーンの子どもたち 西村佐二／指導 学習研究社 3-0201009414

29.2 世界の子どもたちはいま　１５　ロシアの子どもたち 西村佐二／指導 学習研究社 3-0201009415

29.2 世界の子どもたちはいま　２３　ハンガリーの子どもたち 西村佐二／指導 学習研究社 3-0202014280

29.2 体験取材！世界の国ぐに　３０　ハンガリー ポプラ社 3-0208022099

29.2 体験取材！世界の国ぐに　３１　ポーランド ポプラ社 3-0208022100

29.2 体験取材！世界の国ぐに　３３　ブルガリア ポプラ社 3-0208022102

⑩東ヨーロッパ・ユーラシアについてわかる本



※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

29.2 体験取材！世界の国ぐに　３５　ロシア ポプラ社 3-0209023191

29.2 体験取材！世界の国ぐに　36　ウズベキスタン ポプラ社 3-0209023192

29.2 体験取材！世界の国ぐに　３７　イラン ポプラ社 3-0209023193

29.2 体験取材！世界の国ぐに　３８　サウジアラビア ポプラ社 3-0209023194

29.2 体験取材！世界の国ぐに　３９　トルコ ポプラ社 3-0209023195

29.2 アフガニスタン　（ナショナルジオグラフィック世界の国）
スーザン・ウィットフィールド／著　トマス・バーフィールド／監修
マリハ・ズルファカル／監修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 3-0209061068

29.2 イスラエル　（ナショナルジオグラフィック世界の国）
エマ・ヤング／著　ツヴィ・ベン＝ドル・ベニテ／監修
ジョージ・Ｊ．カナジ／監修　アヴィヴァ・ハラミシュ／監修
岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 3-0209044778

29.2 イラク　（ナショナルジオグラフィック世界の国）
チャーリー・サミュエルズ／著　サラ・シールズ／監修
シャキール・ムスタファ／監修

ほるぷ出版 3-0208069207

29.2 イラン　（ナショナルジオグラフィック世界の国）
レオン・グレイ／著　エドマンド・ハーツィグ／監修 ドーレ・ミール
ヘイダール／監修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 3-0209052779

29.2 トルコ　（ナショナルジオグラフィック世界の国）
サラ・シールズ／著　マイケル・マカダムス／監修　アリソン・ハー
ト／監修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 3-0211011736

29.2 ポーランド　（ナショナルジオグラフィック世界の国）
ザイラ・デッカー／著　リチャード・バタウィック／監修
イウォナ・サガン／監修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 3-0210010016

29.2 ロシア　（ナショナルジオグラフィック世界の国）
ヘンリー・ラッセル／著　ローリー・バーンスタイン／監修
イリヤ・ウテヒン／監修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 3-0209068391

29.2
日本とのつながりで見るアジア　過去・現在・未来
第６巻　西アジア

清原工／著 岩崎書店 3-0203028024

29.2 イスラエル　（目で見る世界の国々　1） Ｓ．ファインスタイン／著　石浜みかる／訳 国土社 3-0190364270

29.2 ヨルダン　（目で見る世界の国々　8） Ｓ．Ｃ．ファインスタイン／著　石浜みかる／訳 国土社 3-0190418656

29.2 レバノン　（目で見る世界の国々　15） ステファン・Ｃ．ファインスタイン／著　石浜みかる／訳 国土社 3-0190426057

29.2 ルーマニア　（目で見る世界の国々　35） トム・ストライスグス／著　後藤安彦／訳 国土社 3-0196003952



※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

29.2 イエメン　（目で見る世界の国々　38） コリーン・ゼクストン／著　中田考／訳 国土社 3-0196012573

29.2 チェコ　（目で見る世界の国々　42） トム・ストライスグス／著　大鷹節子／訳 国土社 3-0196051690

29.2 スロヴァキア　（目で見る世界の国々　50） トム・ストライスグス／著　大鷹節子／訳 国土社 3-0199002115

29.2 シリア　（目で見る世界の国々　61） ダン・フィルビン／著　石浜みかる／訳 国土社 3-0202011355

30
池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり　こ
れだけは知っておきたいこと　２　西アジア・アフリカ

稲葉茂勝／著　池上彰／監修 さ・え・ら書房 3-0209004377

31
国際紛争の本　いつ・どこで・何がおきたか？
３　中東　北アフリカの紛争

大芝亮／監修 岩崎書店 3-0204008024

31
国際紛争の本　いつ・どこで・何がおきたか？
５　ヨーロッパ　アメリカの紛争

大芝亮／監修 岩崎書店 3-0204013357

31* はてな？なぜかしら？イスラム・中東問題 池上彰／監修 教育画劇 3-0204023227

31 ２１世紀の平和を考えるシリーズ　１　紛争 大貫美佐子／監修 ポプラ社 3-0203026212

31 ２１世紀の平和を考えるシリーズ　２　難民 大貫美佐子／監修 ポプラ社 3-0203026213

319.5* あたらしい戦争ってなんだろう？ 山中恒／共著　山中典子／共著 理論社 3-0203054447

33 世界のお金事典 平井美帆／文 汐文社 3-0206015429

＜行事・くらし～食べ物・服・お祭りなど～＞

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

38 ロシアのごはん（絵本世界の食事　18） 銀城康子／文　山本正子／絵 農山漁村文化協会 3-0209092936

38 トルコのごはん（絵本　世界の食事　10） 銀城康子／文　高松良己／絵 農山漁村文化協会 3-0208007133

38*
元気が出る！世界の朝ごはん　2
南・西・中央アジアとアフリカ

服部幸應／監修　服部津貴子／監修 日本図書センター 3-0207019915

38
国際理解に役立つ世界の衣食住　２
ヨーロッパの食べもの

星川妙子／文　江上佳奈美／監修 小峰書店 3-0201021099

38
国際理解に役立つ世界の衣食住　３
西アジア、アフリカ、南北アメリカ、オセアニアの食べも
の

星川妙子／文　江上佳奈美／監修 小峰書店 3-0201021100



※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

38 国際理解に役立つ世界の衣食住　５　世界のおかし 久保田陽子／文　江上佳奈美／監修 小峰書店 3-0201021102

38 国際理解に役立つ世界の衣食住　６　アジア、アフリカの家 佳元拓実／文　小松義夫／監修・写真 小峰書店 3-0201021103

38 国際理解に役立つ世界の衣食住　８　世界の学校 小野沢啓子／文　小松義夫／監修・写真 小峰書店 3-0201021105

38 国際理解に役立つ世界の衣食住　９　アジアの民族衣装  久保田陽子／文　石山彰／監修 小峰書店 3-0201021106

38 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 3-0199034577

38 地球人記 小松義夫／著 福音館書店 3-0201037288

38*
民族衣装絵事典　国際理解に役立つ
　装いの文化をたずねてみよう

ＭＣＤプロジェクト／編、高橋晴子／監修 ＰＨＰ研究所 3-0206017374

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

38*
世界の祭り大図鑑　国際理解を深めよう！　知らない
文化・伝統・行事もいっぱい

芳賀日出男／監修 ＰＨＰ研究所 3-0206082471

38* 写真で見る　世界の人びと ディーナ・フリーマン／総監修　〔稲葉茂勝〕／〔監訳〕 ポプラ社 3-0205011353

59.6 世界の料理いただきまーす。　トルコ･ハンガリー 尾崎曜子／編＋絵 アリス館 3-0204030328

76
世界の民族音楽　国際理解に役立つ　４　アラブとアフ
リカの音楽

こどもくらぶ／編　若林忠宏／監修 ポプラ社 3-0203027451

＜文字・ことば＞

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

80
ふしぎ？おどろき！文字の本　2　世界の文字　いろい
ろなアルファベット

町田和彦／監修 ポプラ社 3-0211025125

80 世界の文字と言葉入門　1　世界の文字の起源と日本の文字 町田和彦／監修・著 小峰書店 3-0204028973

80 世界の文字と言葉入門　14　ロシアの文字と言葉 今西智子／著　中澤英彦／監修 小峰書店 3-0205028947



※ラベルの記号に*がついている資料は窓口にお問い合わせください。

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

80 世界の文字と言葉入門　７　イスラム世界の文字とアラビア語 こどもくらぶ／著　八木久美子／監修 小峰書店 3-0204028979

80 世界のことばあそび　１　世界のなぞなぞ こどもくらぶ／編 旺文社 3-0208001000

80 世界のことばあそび　４　いろんなことばであいさつしよう！ こどもくらぶ／編 旺文社 3-0208025007

昔話集・民話集
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 書誌番号

38.8*
アラブのむかし話　レモンの花よめ／ほか　（大人と子
どものための世界のむかし話16）

池田修，康君子／編訳 偕成社 3-0190375616

38.8
いちばんたいせつなもの　バルカンの昔話　（世界傑作
童話シリーズ）

八百板洋子／編・訳　ルディ・スコチル／画 福音館書店 3-0207018701

38.8*
金のリンゴと九羽のクジャク  東欧の昔ばなし２　（世界
の昔ばなし）

直野敦／訳　赤坂三好／絵 小峰書店 3-0190274404

38.8 こども世界の民話  上、下 内田莉莎子〔ほか〕／著 実業之日本社
3-0195064371
3-0195064370

38.8* 三人兄弟と巨人  ドイツ語圏の昔話　（世界の昔ばなし） 寺岡寿子／訳　鈴木康司／絵 小峰書店 3-0190274407

38.8* 三本の金の髪の毛 　（世界むかし話　１２　（東欧）） 松岡享子／訳 　  クリスティーナ・トゥルスカ／絵 ほるぷ出版 3-0190475304

38.8 世界むかし話　〔７〕 中近東 ほるぷ出版 3-0190286971

38.8 世界むかし話　〔９〕　東欧 ほるぷ出版 3-0190290367

38.8 セレンディップの三人の王子たち　ペルシアのおとぎ話 竹内慶夫／編訳 偕成社 3-0206072266

38.8*
ネコになったおきさき　東欧の昔ばなし１　（世界の昔ば
なし）

直野敦／訳　赤坂三好／絵 小峰書店 3-0190220681

38.8 ペルシアのむかし話　（偕成社文庫） ヘプナー／再話　細田理美／訳 偕成社 3-0190331287

38.8* ものいう馬 （世界むかし話　５　中近東） こだまともこ／訳　ウィリー・ポガニー，ヴラディミール・タマリ／画 ほるぷ出版 3-0190447765
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