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＜　凡例　＞

○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。

○ラベルの記号は平成26年12月末時点の横浜市中央図書館の所蔵状況を基に記述しています。
　・ラベルの記号に*が付いている資料は、書庫にある資料及び横浜市中央図書館にない資料です。
　　ご利用の場合は、窓口までお問い合わせください。
　・またラベルの記号の前に「ティーンズ」と書いてある資料は横浜市中央図書館１階、ティーンズコーナーに
　　あります。

○複数の版があるものについては、横浜市立図書館で所蔵冊数の多いものを掲載しています。

※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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絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ア/あか* ゆかいなゆうびんやさんのクリスマス ジャネット＆アラン・アルバーグ／作　佐野洋子／訳 文化出版局 1992 3-0193009182

ア/あか* もものきなしのきプラムのき
ジャネット・アールバーグ，アラン・アールバーグ／さ
く　佐藤涼子／やく

評論社 1981 3-0190087648

ア/あか* ３びきのコブタとまぬけなオオカミ ジョナサン・アレン／さく　久山太市／やく 評論社 1998 3-0198022456

ア/あか 大きなわる～いオオカミがっこう ジョナサン・アレン／さく　久山太市／やく 評論社 2001 3-0201011060

ア/あか* ドラゴン ウェイン・アンダースン／作　岡田淳／訳 ブックローン出版 1992 3-0190591232

ア/あか* ドラゴンマシーン
ヘレン・ウォード／作　ウエイン・アンダースン／絵
岡田淳／訳

ＢＬ出版 2004 3-0204017858

ウ/あか ゆうびんやのくまさん
フィービとセルビ・ウォージントン／さく・え　まさきるり
こ／やく

福音館書店 1987 3-0190248497

【シリーズの紹介】
・パンやのくまさん
・うえきやのくまさん

・ぼくじょうのくまさん

オ/あか 教会ねずみとのんきなねこ グレアム・オークリー／作・絵　三原泉／訳 徳間書店 2011 3-0211049620

【シリーズの紹介】
・教会ねずみとのんきなねこのメリークリスマス！ ・教会ねずみとのんきなねこのわるものたいじ

オ/あか チャーリーのはじめてのよる
エイミー・ヘスト／ぶん　ヘレン・オクセンバリー／え
さくまゆみこ／やく

岩崎書店 2012 3-0212091033

オ/あか チャーリー、おじいちゃんにあう
エイミー・ヘスト／ぶん　ヘレン・オクセンバリー／え
さくまゆみこ／やく

岩崎書店 2013 3-0500114476

オ/あか ３びきのかわいいオオカミ
ユージーン・トリビザス／文　ヘレン・オクセンバリー
／絵　こだまともこ／訳

冨山房 1994 3-0194042108

オ/あか おうさまジャックとドラゴン
ピーター・ベントリー／ぶん　ヘレン・オクセンバリー
／え　灰島かり／やく

岩崎書店 2011 3-0211049705

英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）　　

・せきたんやのくまさん

https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1400?LN_SEARCH=1&WORD=%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%98%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%8F%E3%81%B6%E3%82%93&DATA=TOSHO&DATA=ZASSHI&DATA=AV&SELDATA=TOSHO&MENUNO=1
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1400?LN_SEARCH=1&WORD=%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%98%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%8F%E3%81%B6%E3%82%93&DATA=TOSHO&DATA=ZASSHI&DATA=AV&SELDATA=TOSHO&MENUNO=1
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1400?LN_SEARCH=1&WORD=%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%98%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%8F%E3%81%B6%E3%82%93&DATA=TOSHO&DATA=ZASSHI&DATA=AV&SELDATA=TOSHO&MENUNO=1
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1400?LN_SEARCH=1&WORD=%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%98%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%8F%E3%81%B6%E3%82%93&DATA=TOSHO&DATA=ZASSHI&DATA=AV&SELDATA=TOSHO&MENUNO=1


ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

オ/あか* ふしぎなドラゴン
ヘレン・オクセンベリー／絵　マーガレット・メイ／文
上笙一郎／訳

講談社 1972 3-0199008801

カ/みどり フェアリーショッピング サリー・ガードナー／作　神戸万知／訳 講談社 2007 3-0207051045

ク/みどり かぼちゃスープ ヘレン・クーパー／さく　せなあいこ／やく アスラン書房 2002 3-0202027846

ク/みどり オオカミ エミリー・グラヴェット ／作　ゆづきかやこ／訳 小峰書店 2007 3-0207095241

ク/みどり もっかい！ エミリー・グラヴェット／さく　福本友美子／やく フルーベル館 2012 3-0212030945

ク/みどり ゆうかんなヒツジかい デビ・グリオリ／さく　山口文生／訳 評論社 2000 3-0200066216

ク／みどり* 窓の下で　(ほるぷクラシック絵本) ケイト・グリーナウェイ／さく　しらいしかずこ／やく ほるぷ出版 1987 3-0190255286

ク/みどり カッチョマンがやってきた！ ミニ・グレイ／作・絵　吉上恭太／訳 徳間書店 2008 3-0208043103

ク/みどり
たんていネズミ　ハーメリン　どんなじけんもかいけつ
します！

ミニ・グレイ／さく　灰島かり／やく フレーベル館 2014 3-0500220435

ク/みどり* アレキサンダーとりゅう
ヘレン・クレイグ／え　キャサリン・ホラバード／ぶん
ごとうかずこ／やく

福武書店 1992 3-0193007221

ク/みどり* バレエのすきなアンジェリーナ ヘレン・クレイグ／え　キャサリン・ホラバード／ぶん 大日本絵画 1985 3-0190217319

コ/みどり おりこうねこ ピーター・コリントン／作・絵　伊豆村真理／訳 徳間書店 2000 3-0200074043

コ/みどり*
トゥース・フェアリー　妖精さん、わたしの歯をどうする
の？

ピーター・コリントン／作 ＢＬ出版 1998 3-0198030708

コ/みどり* ジョン・ギルピンのゆかいなお話
ランドルフ・コルデコット／え　ウィリアム・クーパー／
ぶん　よしだしんいち／やく

ほるぷ出版 1985 3-0190199519

シ/はいいろ* 空のおくりもの　雲をつむぐ少年のお話
アリソン・ジェイ／絵　マイケル・キャッチプール／文
亀井よし子／訳

ブロンズ新社 2012 3-0212008304

シ/はいいろ ティリーのねがい フェイス・ジェイクス／作　小林いづみ／訳 こぐま社 1995 3-0195067870

シ/はいいろ* もりのさんぽ サイモン・ジェイムズ／作　木島始／訳 偕成社 1995 3-0195010942



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

シ/はいいろ ナースになりたいクレメンタイン サイモン・ジェームズ／作　福本友美子／訳 岩崎書店 2013 3-0500095651

シ/はいいろ まほうのかさ
ジョン・シェリー／絵　Ｅ．コルウェル／再話　松岡享
子・浅木尚実／訳　Ｒ．ファイルマン／原作

福音館書店 2007 3-0207015173

シ/はいいろ デイジー、スパイになる
ニック・シャラット／絵　ケス・グレイ／文　よしがみ
きょうた／訳

小峰書店 2007 3-0207002745

【シリーズの紹介】
・ちゃんとたべなさい ・だめだめ、デイジー

チ/ちゃいろ ブルーカンガルーがやったのよ！
エマ・チチェスター・クラーク／さく　まつかわまゆみ
／やく

評論社 2003 3-0203063611

チ/ちゃいろ* 竜の子ラッキーと音楽師
エマ・チチェスター＝クラーク／絵　ローズマリ・サトク
リフ／文　猪熊葉子／訳

岩波書店 1994 3-0194074095

チ/ちゃいろ あたしクラリス・ビ～ン ローレン・チャイルド／作　木坂涼／訳 フレーベル館 2002 3-0202033679

【シリーズの紹介】
・テッドおじさんとあたしクラリス・ビ～ン ・あたしの惑星！クラリス・ビ～ン

チ/ちゃいろ* ペットになりたいねずみ ローレン・チャイルド／作　木坂涼／訳 フレーベル館 2003 3-0203018286

テ/ちゃいろ* おとうさん、お元気ですか… フィリップ・デュパスキエ／作　見城美枝子／訳 文化出版局 1986 3-0190217307

テ/きいろ*
グレー・ラビットスケートにゆく　（グレー・ラビットシ
リーズ）

アリスン・アトリー／さく　マーガレット・テンペスト／え
神宮輝夫，河野純三／やく

評論社 1978 3-0190023879

【シリーズの紹介】
・グレー・ラビットパーティをひらく
・大うさぎのヘアーかいものにゆく
・もぐらのモールディのおはなし
・大うさぎのヘアーとイースターのたまご

・グレー・ラビットいたちにつかまる
・グレー・ラビットと旅のはりねずみ
・グレー・ラビットのクリスマス
・グレー・ラビットパンケーキをやく

・ほんとにほんと

・クラリス・ビ～ンあたしがいちばん！

・ねずみのラットのやっかいなしっぽ
・グレー・ラビットのおたんじょうび
・グレー・ラビットのスケッチ・ブック



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ト/きいろ 機関車トーマス　（汽車のえほん）
ウィルバート・オードリー／作  レジナルド・ダルビー
／絵　桑原三郎／訳　清水周裕／訳

ポプラ社 2005 3-0205022878

【シリーズの紹介】
・３だいの機関車
・やっかいな機関車
・大きな機関車ゴードン
・ちびっこ機関車パーシー
・小さなふるい機関車

・赤い機関車ジェームス
・みどりの機関車ヘンリー
・青い機関車エドワード
・８だいの機関車
・ふたごの機関車

ニ/みずいろ かしこいビル
ウィリアム・ニコルソン／さく　まつおかきょうこ，よし
だしんいち／やく

ペンギン社 1982 3-0190105639

ハ/ももいろ ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム／作　光吉夏弥／訳 ほるぷ出版 1978 3-0190449888

ハ/ももいろ ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム／さく　みつよしなつや／やく ほるぷ出版 1976 3-0190010183

ハ/ももいろ
いつもちこくのおとこのこ―ジョン・パトリック・ノーマ
ン・マクヘネシー

ジョン・バーニンガム／さく　たにかわしゅんたろう／
やく

あかね書房 1988 3-0190284327

ハ/ももいろ コートニー ジョン・バーニンガム／さく　谷川俊太郎／やく ほるぷ出版 1995 3-0195046108

ハ/ももいろ* アマンダのすてきなちょうちょ ニック・バトワース／作　ゆきたけのりこ／訳 金の星社 1995 3-0195058932

ハ/ももいろ ティッチ パット・ハッチンス／著　石井桃子／訳 福音館書店 1975 3-0190450134

ハ/ももいろ おまたせクッキー パット＝ハッチンス／さく　乾侑美子／やく 偕成社 1987 3-0190256332

ハ/ももいろ ヒギンスさんととけい パット・ハッチンス／さく　田中信彦／やく ほるぷ出版 2006 3-0206018441

ハ/ももいろ ロージーのおさんぽ パット・ハッチンス／さく　わたなべしげお／やく 偕成社 1980 3-0190450295

ハ/ももいろ ぎんいろのクリスマスツリー パット・ハッチンス／作　渡辺茂男／訳 偕成社 1975 3-0190445798

ハ/ももいろ くまのパディントン　（パディントン絵本）　改訂版 ボンド／さく　バンベリー／え　なかむらたえこ／やく 偕成社 1987 3-0190249068

【シリーズの紹介】
・パディントンのにわつくり ・パディントンサーカスへ

・がんばれ機関車トーマス
・機関車トビーのかつやく
・４だいの小さな機関車
・ダックとディーゼル機関車

・パディントンのかいもの



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ヒ/ももいろ ねずみのいえさがし　（ねずみのほん） ヘレン・ピアス／さく　まつおかきょうこ／やく 童話屋 1984 3-0190170782

【シリーズの紹介】
・ねずみのともだちさがし ・よかったねねずみさん

ヒ/ももいろ* ぼくのワンちゃん シャリー＝ヒューズ／さく　あらいゆうこ／やく 偕成社 1981 3-0190054923

フ/ももいろ* ねむれないの？ちいくまくん
マーティン・ワッデル／ぶん　バーバラ・ファース／え
角野栄子／やく

評論社 1991 3-0190377212

フ/ももいろ* おじいさんのえんぴつ マイケル・フォアマン／作・絵　黒沢優子／訳 金の星社 1996 3-0196052414

フ/ももいろ* 砂の馬
アン・ターンブル／文　マイケル・フォアマン／絵　清
水奈緒子／訳

セーラー出版 1992 3-0190425125

フ/ももいろ* ピーターの浜べ
サリー・グリンドレー／ぶん　マイケル・フォアマン／
え　川島亜紗／やく

評論社 1997 3-0197072829

フ/ももいろ ミラクルゴール！ マイケル・フォアマン／さく　せなあいこ／やく 評論社 2002 3-0202044116

フ/ももいろ こしぬけウィリー アンソニー・ブラウン／さく　久山太市／やく 評論社 2000 3-0200002446

フ/ももいろ* シェイプ・ゲーム アンソニー・ブラウン／作　藤本朝巳／訳 評論社 2004 3-0204049652

フ/ももいろ 森のなかへ アンソニー・ブラウン／さく　灰島かり／やく 評論社 2004 3-0204055511

フ/ももいろ エイミーとルイス
リビー・グリーソン／ぶん　フレヤ・ブラックウッド／え
角田光代／やく

岩崎書店 2011 3-0211030553

フ/ももいろ おかあさんの顔
ロディ・ドイル／文　フレヤ・ブラックウッド／絵　石津
ちひろ／訳

フレーベル館 2013 3-0500102926

フ/ももいろ さむがりやのサンタ
レイモンド・ブリッグズ／作・絵　すがはらひろくに／
訳

福音館書店 1981 3-0190446189

フ/ももいろ スノーマン レイモンド・ブリッグズ／さく 評論社 1998 3-0198058162

フ/ももいろ 風が吹くとき レイモンド・ブリッグズ／さく　さくまゆみこ／やく あすなろ書房 1998 3-0198054193



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

フ/ももいろ* ザガズー　じんせいってびっくりつづき クエンティン・ブレイク／作　谷川俊太郎／訳 好学社 2002 3-0202068342

フ/ももいろ みどりの船 クェンティン・ブレイク／作　千葉茂樹／訳 あかね書房 1998 3-0198029306

フ/ももいろ みならい騎士とブーツどろぼう クエンティン・ブレイク／作・絵　谷川俊太郎／訳 好学社 2013 3-0500035585

へ/ももいろ ねこのオーランドー キャスリーン・ヘイル／作・画　脇明子／訳 福音館書店 1982 3-0190064736

【シリーズの紹介】
・ねこのオーランドー農場をかう ・ねこのオーランドー海へいく

ホ/ももいろ でんしゃがくるよ！ シャーロット・ヴォーク／作　竹下文子／訳 偕成社 1998 3-0198049753

ホ/きいろ
ピーターラビットのおはなし　（ピーターラビットの絵
本）　新装版

ビアトリクス・ポター／さく・え　いしいももこ／やく 福音館書店 2002 3-0202059375

【シリーズの紹介】
・ベンジャミンバニーのおはなし
・モペットちゃんのおはなし
・のねずみチュウチュウおくさんのおはなし
・あひるのジマイマのおはなし
・ひげのサムエルのおはなし
・ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし
・ずるいねこのおはなし
・アプリイ・ダプリイのわらべうた

・フロプシーのこどもたち
・こわいわるいうさぎのおはなし
・まちねずみジョニーのおはなし
・「ジンジャーとピクルズや」のおはなし
・グロースターの仕たて屋
・カルアシ・チミーのおはなし
・こぶたのピグリン・ブランドのおはなし
・セシリ・パセリのわらべうた

マ/うぐいすいろ* ねえ、ほんよんで！ レイン・マーロウ／作・絵　福本友美子／訳 徳間書店 2009 3-0209004178

・こねこのトムのおはなし
・２ひきのわるいねずみのおはなし
・りすのナトキンのおはなし
・キツネどんのおはなし
・ティギーおばさんのおはなし
・パイがふたつあったおはなし
・こぶたのロビンソンのおはなし



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

マ/うぐいすいろ ジャックのあたらしいヨット サラ・マクメナミー／さく　石井睦美／やく ＢＬ出版 2005 3-0205042226

マ/うぐいすいろ ぞうのエルマー　（ぞうのエルマー） デビッド・マッキー／ぶんとえ　きたむらさとし／やく BL出版 2002 3-0202020367

【シリーズの紹介】
・エルマー！エルマー!
・エルマーがとんだ
・エルマーのゆきあそび
・エルマーとカバ
・エルマーとゼルダおばさん
・エルマーのとくべつな日
・エルマーと１００さいのたんじょうび

・エルマーのたけうま
・エルマーとまいごのクマ
・エルマーとエルドーおじいちゃん
・エルマーとヘビ
・エルマーとにじ
・エルマーとサンタさん
・エルマーはやいのはだれ？

マ/うぐいすいろ メルリック　まほうをなくしたまほうつかい デビッド・マッキー／作　なかがわちひろ／訳 光村教育図書 2013 3-0500018124

マ/うぐいすいろ せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー／作　なかがわちひろ／訳 光村教育図書 2005 3-0205027524

メ/うぐいすいろ ケイティときょうりゅう博物館
ジェイムズ・メイヒュー／作　西村秀一／訳　富田京
一／監修

サイエンティスト社 2012 3-0212059426

メ/うぐいすいろ ケイティとイギリスの画家たち
ジェイムズ・メイヒュー／作　西村秀一／訳　結城昌
子／監修

サイエンティスト社 2013 3-0500023239

モ/うぐいすいろ チョコレート屋のねこ 
スー・ステイントン／文　アン・モーティマー／絵　中
川千尋／訳

ほるぷ出版 2013 3-0500012188

ラ/きみどり* 三びきのくまときんぱつちゃん ジョナサン・ラングレイ／お話と絵　斉藤洋／訳 岩崎書店 1995 3-0195064206

リ/きみどり* ナンセンスの絵本 エドワード・リア／さく　やなせなおき／やく ほるぷ出版 1985 3-0190212536

ル/きみどり おもちゃびじゅつかんでかくれんぼ デイヴィッド・ルーカス／作　なかがわちひろ／訳 徳間書店 2012 3-0212027950

ル/きみどり カクレンボ・ジャクソン デイヴィッド・ルーカス／さく　なかがわちひろ／やく 偕成社 2005 3-0205041861

レ/きみどり リンゴのたねをまいたおひめさま ジェーン・レイ／作・絵　河野万里子／訳 徳間書店 2009 3-0209053197

・エルマーとウイルバー
・エルマーとカンガルー
・エルマーとちょうちょ
・エルマーとローズ
・エルマーとおおきなとり
・エルマーとスーパーゾウマン



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

レ/きみどり* 魔女にとられたハッピーエンド
キャロル・アン・ダフィ／文　ジェーン・レイ／絵　さわ
ちか・ともこ／訳 新樹社 2012 3-0212028472

ロ/きみどり* ジャイアント・ジャム・サンド ジョン・ヴァーノン・ロード／ぶん・え　安西徹雄／やく アリス館 1976 3-0190450472

ロ/きみどり エミリーのぞう
フィリパ・ピアス／文　ジョン・ローレンス／絵　猪熊
葉子／訳

岩波書店 1989 3-0190306349

ロ/きみどり スーザンはね…
ジーン・ウィリス／ぶん　トニー・ロス／え　もりかわみ
わ／やく

評論社 2002   3-0202060602 

ロ/きみどり* びっくりめちゃくちゃビッグなんてこわくない トニー・ロス／作　金原瑞人／訳 小峰書店 2000 3-0200054933

ワ/くろ* クリスマスのうた
ブライアン・ワイルドスミス／え　すぎやまじゅんこ，さ
のまみこ／訳

らくだ出版 1976 3-0190450696

ワ/くろ
まつぼっくりのぼうけん　川といっしょにたびをした五
つのまつぼっくりのおはなし

ブリギッテ・シジャンスキー／文　バーナデット・ワッツ
／絵　松岡享子／訳

瑞雲舎 2008 3-0208087407

2/あおいろ 化石をみつけた少女　メアリー・アニング物語 キャサリン・ブライトン／さく　せなあいこ／やく 評論社 2001 3-0201002584

3/あおいろ きょうはみんなでクマがりだ
マイケル・ローゼン／再話　ヘレン・オクセンバリー／
絵　山口文生／訳

評論社 1991 3-0190365997

3/あおいろ ジャックと豆の木　イギリスの昔話 ジョン・シェリー／再話　絵　おびかゆうこ／訳 福音館書店 2012 3-0212064749

3/あおいろ* 妖精の騎士タム・リン　スコットランドの民話
スーザン・クーパー／再話　ウォリック・ハットン／絵
もりおかみち／訳

小学館 2005 3-0205050241

絵本（イギリスが舞台の作品）

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

き/みどり* あるひうちゅうで きたむらさとし／〔著〕 佑学社 1991 3-0190339552

き/みどり ねむれないひつじのよる　かずのほん きたむらさとし／えとぶん 小峰書店 2003 3-0203040092

き/みどり ふつうに学校にいくふつうの日
コリン・マクノートン／文　きたむらさとし／絵　柴田元
幸／訳

小峰書店 2005 3-0205034848

き/みどり リリィのさんぽ きたむらさとし／さく・え 平凡社 2005 3-0205052504



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ア/あか
チムとゆうかんなせんちょうさん　チムシリーズ１
（世界傑作絵本シリーズ）新版

エドワード・アーディゾーニ／さく　せたていじ／やく 福音館書店 2001 3-0201035901

【シリーズの紹介】　※２巻以降は なかがわちひろ/や
く
・チムとルーシーとかいぞく
・チムききいっぱつ
・チムひょうりゅうする
・コックのジンジャー　チムもうひとつのものがたり

・チム、ジンジャーをたすける
・チムひとりぼっち
・チムとうだいをまもる

ア/あか* ダイアナと大きなサイ エドワード・アーディゾーニ／作　あべきみこ／訳 こぐま社 2001   3-0201061610 

ア/あか 時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ／作　あべきみこ／訳 こぐま社 1998 3-0198035890

ア/あか 小さなきかんしゃ
グレアム・グリーン／作　エドワード・アーディゾーニ
／画　阿川弘之／訳

文化出版局 1975 3-0190449987

ウ/あか ３びきのぶたたち デイヴィッド・ウィーズナー／作　江國香織／訳 BL出版 2002 3-0202065436

カ/みどり おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー／作　晴海耕平／訳 童話館 1994 3-0194070698

ク/みどり* クリスマス人形のねがい
ルーマー・ゴッデン／文　バーバラ・クーニー／絵
掛川恭子／訳

岩波書店 2001 3-0201070705

ク/みどり* チャンティクリアときつね
ジェフリー・チョーサー／げんさく　バーバラ・クーニー
／ぶん・え　ひらのけいいち／やく

ほるぷ出版 1975 3-0190010265

サ/はいいろ* ジス・イズ・エジンバラ 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

2007 3-0207056159

サ/はいいろ* ジス・イズ・ロンドン 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

2004 3-0204075145

シ/はいいろ よにもふしぎな本をたべるおとこのこのはなし オリヴァー・ジェファーズ／作　三辺律子／訳 ヴィレッジブックス 2007 3-0207072554

ス/はいいろ ロンドン橋がおちまする！ ピーター・スピア／画　渡辺茂男／訳 ブッキング 2008 3-0208035933

ス/はいいろ 三びきのコブタのほんとうの話　Ａ．ウルフ談
ジョン・シェスカ／文　レイン・スミス／絵　いくしまさち
こ／訳

岩波書店 1991 3-0190403221

テ/ちゃいろ 騎士とドラゴン トミー・デ・パオラ／作　岡田淳／訳 ほるぷ出版 2005 3-0205022264

・チムとシャーロット
・チムのいぬタウザー
・チムさいごのこうかい



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ト/ちゃいろ* ちびくろ・さんぼ
ヘレン・バンナーマン／文　フランク・ドビアス／絵
光吉夏弥／訳

瑞雲舎 2005 3-0205027781

ヘ/ももいろ 郵便局員ねこ ゲイル・Ｅ．ヘイリー／さく　あしのあき／やく ほるぷ出版 1979 3-0190038095

ヘ/ももいろ* マザーグースのうたがきこえる ニコラ・ベーリー／え　ゆらきみよし／やく ほるぷ出版 1978 3-0190022470

ミ/うぐいすいろ ３びきのくま ゲルダ・ミューラー／さく　まつかわまゆみ／やく 評論社 2013 3-0500082464

ユ/むらさき メアリー・スミス アンドレア・ユーレン／作　千葉茂樹／訳 光村教育図書 2004 3-0204053791

ル/きみどり かしこいモリー
ウォルター・デ・ラ・メア／再話　エロール・ル・カイン
／絵　中川千尋／訳

ほるぷ出版 2009 3-0209078839

ロ/きみどり ウィンクルさんとかもめ
エリザベス・ローズ／文　ジェラルド・ローズ／絵　ふ
しみみさを／訳

岩波書店 2006 3-0206048071

ロ/きみどり* ネス湖のネッシー大あばれ
テッド・ヒューズ／作　丸谷才一／訳　ジェラルド・
ローズ／絵

小学館 1980 3-0190086007

ロ/きみどり おかのうえのギリス
マンロー・リーフ／文　ロバート・ローソン／絵　こみ
やゆう／訳

岩波書店 2010 3-0210075723

2/あおいろ ウォーターハウス・ホーキンズの恐竜
バーバラ・ケアリー／文　ブライアン・セルズニック／
絵　千葉茂樹／訳

光村教育図書 2003 3-0203015722

3/あおいろ おぞましいりゅう
デイヴィッド・ウィーズナー／再話　キム・カーン／再
話　デイヴィッド・ウィーズナー／絵　江國香織／訳

ＢＬ出版 2006 3-0206073359

3/あおいろ 三びきのこぶた　イギリスの昔話 ポール・ガルドン／え　晴海耕平／やく 童話館 1994 3-0194077190

3/あおいろ* かじやとようせい 荻太郎／画　三宅忠明／再話 福音館書店 1998 3-0198026971

3/あおいろ ディック・ウィッティントンとねこ　イギリスの昔話
マーシャ・ブラウン／さいわ・え　まつおかきょうこ／
やく

アリス館 2007 3-0207043957

3/あおいろ* 巨人と少年　スコットランドの民話 フィオナ・ムーディ／絵と文　川崎洋／訳 セーラー出版 1995 3-0195061464



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

3/あおいろ 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 2008 3-0208025016

3/あおいろ アーサー王の剣 エロール・ル・カイン／文・絵　灰島かり／訳 ほるぷ出版 2003 3-0203071014

物語

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ア チム・ラビットのぼうけん　（サムとチムの本）
アリソン・アトリー／著　石井桃子／訳　中川宗弥／
絵

童心社 1985 3-0190445061

ア チム・ラビットのおともだち　（サムとチムの本）
アリソン・アトリー／著　石井桃子／訳　中川宗弥／
絵

童心社 1967 3-0190445066

ウ 海辺の王国 ロバート・ウェストール／作　坂崎麻子／訳 徳間書店 1994 3-0194049250

ウ 猫の帰還 ロバート・ウェストール／作　坂崎麻子／訳 徳間書店 1998 3-0198054460

ウ おばあちゃんは大どろぼう？！
デイヴィッド・ウォリアムズ／作　三辺律子／訳　きた
むらさとし／絵

小学館 2013 3-0500114008

ウ ビロードうさぎ
マージェリィ・ウィリアムズ／ぶん　石井桃子／やく
ウィリアム・ニコルソン／え

童話館出版 2002 3-0202015131

エ しずくの首飾り　(岩波ものがたりの本) ジョーン・エイキン／著　猪熊葉子／訳 岩波書店 1975 3-0190444599

エ ウィロビー・チェースのおおかみ
ジョーン・エイケン／作　パット・マリアット／さし絵
大橋善恵／訳

冨山房 1975 3-0190448322

エ オックスフォード物語　マリアの夏の日
ジリアン・エイブリー／作　神宮輝夫／訳　杉田比呂
美／画

偕成社 2009 3-0209044248

キ ふしぎの国のアリス　(福音館古典童話シリーズ)
ルイス・キャロル／作　生野幸吉／訳　ジョン・テニエ
ル／画

福音館書店 1971 3-0190445455

キ* 鏡の国のアリス　(福音館古典童話シリーズ)
ルイス・キャロル／著　ジョン・テニエル／画　生野幸
吉／訳

福音館書店 1972 3-0190459757

キ* ふしぎの国のアリス　(児童図書館・文学の部屋)
ヘレン・オクセンバリー／絵　ルイス・キャロル／作
中村妙子／訳

評論社 2000 3-0200013707



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

キ スノーグース
ポール・ギャリコ／作　アンジェラ・バレット／絵　片岡
しのぶ／訳

あすなろ書房 2007 3-0207065750

ク 影の王
スーザン・クーパー／作　井辻朱美／訳　小西英子
／画

偕成社 2002 3-0202015483

ク アーサー王物語　(岩波少年文庫) Ｒ．Ｌ．グリーン／編　厨川文夫，厨川圭子／〔共〕訳 岩波書店 1957 3-0190473200

ク* たのしい川べ　ヒキガエルの冒険　（岩波の愛蔵版） ケネス・グレーアム／作　石井桃子／訳 岩波書店 1982 3-0190445001

ク のんきなりゅう
ケネス・グレアム／作　インガ・ムーア／絵　中川千
尋／訳

徳間書店 2006 3-0206050646

コ 人形の家　（岩波少年文庫）　新版 ルーマー・ゴッテン／著　瀬田貞二／訳 岩波書店 2000 3-0200061852

コ 台所のマリアさま　(児童図書館・文学の部屋) Ｒ．ゴッデン／作　猪熊葉子／訳 評論社 1976 3-0190444922

サ 第九軍団のワシ　(岩波少年文庫) ローズマリ・サトクリフ／作　猪熊葉子／訳 岩波書店 2007 3-0207028903

【シリーズの紹介】
・銀の枝 ・ともしびをかかげて　上・下

サ* 太陽の戦士
ローズマリ・サトクリフ／作　猪熊葉子／訳　チャール
ズ・キーピング／絵

岩波書店 1968 3-0190444932

サ* 王のしるし
ローズマリ・サトクリフ／作　猪熊葉子／訳　チャール
ズ・キーピング／絵

岩波書店 1973 3-0190446127

サ* ケルトの白馬 ローズマリー・サトクリフ／作　灰島かり／訳 ほるぷ出版 2000 3-0200073070

シ 魔法使いハウルと火の悪魔　(空中の城) ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作　西村醇子／訳 徳間書店 1997 3-0197031420

【シリーズの紹介】
・アブダラと空飛ぶ絨毯 ・チャーメインと魔法の家

ス 宝島　(古典童話シリーズ) Ｒ．Ｌ．スティーブンソン／作　坂井晴彦／訳 福音館書店 1976 3-0190449928

ス ポリーとはらぺこオオカミ キャサリン・ストー／作　掛川恭子／訳　 岩波書店 1992 3-0190411484

・辺境のオオカミ



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

タ
マチルダは小さな大天才　(ロアルド・ダールコレクショ
ン)

ロアルド・ダール／著　 クェンティン・ブレイク／絵
宮下嶺夫／訳

評論社 2005 3-0205071586

タ
チョコレート工場の秘密　(ロアルド・ダールコレクショ
ン)

ロアルド・ダール／著　クェンティン・ブレイク／絵　柳
瀬尚紀／訳

評論社 2005 3-0205030388

タ ミルデンホールの宝物　(児童図書館・文学の部屋)
ラルフ・ステッドマン／絵　ロアルド・ダール／作　中
村妙子／訳

評論社 2000 3-0200045678

テ クリスマス・キャロル　(岩波少年文庫) ディケンズ／作　脇明子／訳 岩波書店 2001 3-0201081205

ト シャーロック＝ホームズ全集　１　緋色の研究 コナン＝ドイル／著 偕成社 1984 3-0190170323

【シリーズの紹介】
・四つの署名
・シャーロック＝ホームズの冒険　上・下
・シャーロック＝ホームズの最後の挨拶　上・下

・バスカビル家の犬
・シャーロック＝ホームズの思い出　上・下
・シャーロック＝ホームズの事件簿　上・下

ト ホビットの冒険　改版　
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／作　瀬田貞二／訳　寺島竜一
／絵

岩波書店 1983 3-0190113055

ト
風にのってきたメアリー・ポピンズ　(岩波少年文庫)
新版

Ｐ．Ｌ．トラヴァース／作　林容吉／訳 岩波書店 2000 3-0200043115

【シリーズの紹介】
・帰ってきたメアリー・ポピンズ ・とびらをあけるメアリー・ポピンズ

ト
指輪物語　１　旅の仲間　上　新版
指輪物語　２　旅の仲間　下　新版

Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕　瀬田貞二，田中明子／
訳

評論社 1992
3-0190427644
3-0190427645

【シリーズの紹介】
・二つの塔　上・下 ・王の帰還　上・下

ネ 砂の妖精　(福音館古典童話シリーズ)
イーディス・ネズビット・ブラント／作　ハロルド・Ｒ．ミ
ラー／画　石井桃子／訳

福音館書店 1991 3-0190403377

・恐怖の谷
・シャーロック＝ホームズの帰還　上・下

・公園のメアリー・ポピンズ



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ネ 鉄道きょうだい Ｅ．ネズビット／著　中村妙子／訳 教文館 2011 3-0211086494

ノ 床下の小人たち　(岩波少年文庫) 新版 メアリー・ノートン／作　林容吉／訳 岩波書店 2000 3-0200055436

【シリーズの紹介】
・野に出た小人たち
・小人たちの新しい家

・川をくだる小人たち

ハ 小公女　(福音館古典童話シリーズ)
フランシス・ホジソン・バーネット／作　エセル・フラン
クリン・ベッツ／画　高楼方子／訳

福音館書店 2011 3-0211062374

ハ 小公子　(岩波少年文庫) フランシス・ホジソン・バーネット／作　脇明子／訳 岩波書店 2011 3-0211081800

ハ 秘密の花園　(福音館古典童話シリーズ)
Ｆ．Ｈ．バーネット／作　猪熊葉子／訳　堀内誠一／
画

福音館書店 1979 3-0190036647

ハ
ピーター・パンとウェンディ　(福音館古典童話シリー
ズ)

Ｊ．Ｍ．バリー／作　石井桃子／訳 福音館書店 1979 3-0190477453

ヒ ハヤ号セイ川をいく
フィリパ＝ピアス／〔著〕　足沢良子／訳　エドワード
＝アーディゾーニ／絵

講談社 1984 3-0190124951

ヒ トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス／著　高杉一郎／訳 岩波書店 1987 3-0190445163

フ 天国を出ていく ファージョン／作　石井桃子／訳 岩波書店 2001 3-0201037775

フ
エルシー・ピドック、ゆめでなわとびをする　(大型絵
本)

エリナー・ファージョン／作　シャーロット・ヴォーク／
絵　石井桃子／訳

岩波書店 2004 3-0204049279

フ ムギと王さま　(ファージョン作品集) エリナー・ファージョン／作　石井桃子／訳 岩波書店 1971 3-0190478541

フ リンゴ畑のマーティン・ピピン　(ファージョン作品集) エリナー・ファージョン／著　石井桃子／訳 岩波書店 1972 3-0190452742

フ 金のがちょうのほん　四つのむかしばなし
レズリー・ブルック／文・画　瀬田貞二，松瀬七織／
訳

福音館書店 1980 3-0190083841

フ 海辺の宝もの ヘレン・ブッシュ／著　鳥見真生／訳 あすなろ書房 2012 3-0212029364

・空をとぶ小人たち



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ホ グリーン・ノウの子どもたち　(グリーン・ノウ物語)
ルーシー・Ｍ．ボストン／作　ピーター・ボストン／絵
亀井俊介／訳

評論社 2008 3-0208035720

【シリーズの紹介】
・グリーン・ノウの煙突
・グリーン・ノウの魔女

・グリーン・ノウの川
・グリーン・ノウの石

ホ* 帰ってきたキャリー　(児童図書館・文学の部屋) ニーナ・ボーデン／作　松本亨子／訳 評論社 1977 3-0190036940

ホ くまのパディントン　(パディントンの本) マイケル・ボンド／著 福音館書店 1967 3-0190445125

【シリーズの紹介】
・パディントンのクリスマス
・パディントンとテレビ
・パディントン街へ行く

・パディントンの一周年記念
・パディントンの煙突掃除
・パディントンのラストダンス

ミ クマのプーさん・プー横丁にたった家 Ａ．Ａ．ミルン／作　石井　桃子／訳 岩波書店 1962 3-0190365352

ミ プーのはちみつとり　(クマのプーさんえほん)
Ｅ．Ｈ．シェパード／え　Ａ．Ａ．ミルン／ぶん　石井桃
子／訳

岩波書店 1982 3-0190064716

【シリーズ紹介】
・イーヨーのたんじょうび
・プーのゾゾがり
・トラーのあさごはん
・ウサギまいごになる
・プーあそびをはつめいする

・カンガとルー森にくる
・イーヨーのあたらしいうち
・プーのたのしいパーティー
・コブタのおてがら
・フクロのひっこし

メ* 地に消える少年鼓手 ウイリアム・メイン／作　林克己／訳 岩波書店 1989 3-0190557245

ラ ツバメ号とアマゾン号　(アーサー・ランサム全集)
アーサー・ランサム／作　岩田欣三，神宮輝夫／
〔共〕訳

岩波書店 1967 3-0190335561

【シリーズの紹介】
・ツバメの谷
・オオバンクラブの無法者
・ひみつの海
・スカラブ号の夏休み

・ヤマネコ号の冒険
・ツバメ号の伝書バト
・六人の探偵たち
・シロクマ号となぞの鳥

・長い冬休み
・海へ出るつもりじゃなかった
・女海賊の島

・プーあなにつまる・ふしぎなあしあと
・コブタと大こうずい
・プーのほっきょくたんけん
・トラー木にのぼる

・グリーン・ノウのお客さま

  ・パディントンフランスへ
・パディントン妙技公開

　　　・パディントンの大切な家族



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ル ライオンと魔女　(岩波少年文庫)　新版 Ｃ．Ｓ．ルイス／作　瀬田貞二／訳 岩波書店 2000 3-0200034805

【シリーズの紹介】
・カスピアン王子のつのぶえ
・馬と少年

・朝びらき丸東の海へ
・魔術師のおい

ル ミサゴのくる谷　(評論社の児童図書館・文学の部屋) ジル・ルイス／作　さくまゆみこ／訳 評論社 2013 3-0500063398

ロ ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング ／作　松岡 佑子／訳 静山社 1999 3-0199066889

【シリーズの紹介】
・ハリー・ポッターと秘密の部屋
・ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　上・下

・ハリー・ポッターとアズカバンの囚人
・ハリー・ポッターと謎のプリンス　上・下

ロ 思い出のマーニー　上・下　(岩波少年文庫)　新版 ジョーン・ロビンソン／作　　松野正子／訳　 岩波書店 2003
3-0203052961
3-0203052804

ロ ドリトル先生アフリカゆき　（岩波少年文庫）新版 ヒュー・ロフティング／作　井伏鱒二／訳 岩波書店 2000 3-0200035151

【シリーズの紹介】
・ドリトル先生航海記
・ドリトル先生の動物園
・ドリトル先生月へゆく
・ドリトル先生と緑のカナリア

・ドリトル先生の郵便局
・ドリトル先生のキャラバン
・ドリトル先生月から帰る
・ドリトル先生の楽しい家

ティーンズ933 /ウ ドレスを着た男子　(世界傑作童話シリーズ)
デイヴィッド・ウォリアムズ／作　クェンティン・ブレイ
ク／画　鹿田昌美／訳

福音館書店 2012 3-0212036523

933 /シ* 青空のむこう アレックス・シアラー／著　金原瑞人／訳 求竜堂 2002 3-0202031075

ハリー・ポッターと炎のゴブレット　上・下
ハリー・ポッターと死の秘宝　上・下

・ドリトル先生のサーカス
・ドリトル先生と月からの使い
・ドリトル先生と秘密の湖　上・下

・銀のいす
・さいごの戦い



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

933/フ* 黄金の羅針盤　ライラの冒険シリーズ フィリップ・プルマン／著　大久保寛／訳 新潮社 1999 3-0199062246

【シリーズの紹介】
・神秘の短剣 ・琥珀の望遠鏡

933 /モ 戦火の馬 マイケル・モーパーゴ／著　佐藤見果夢／訳 評論社 2012 3-0211091776

知識の本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

02
本屋さんのすべてがわかる本　１
　〔調べよう！世界の本屋さん〕

稲葉茂勝／文　秋田喜代美／監修 ミネルヴァ書房 2013 3-0500110393

28/ホ ビアトリクス・ポターのおはなし ジャネット・ウィンター／絵と文　長田弘／訳 昌文社 2006 3-0206040051

29
世界の国々　３　(帝国書院地理シリーズ)
　〔ヨーロッパ州〕

帝国書院編集部／編　 帝国書院 2012 3-0212023752

29
国別大図解世界の地理　３
　〔ヨーロッパの国々〕

井田仁康／監修 学研教育出版 2010 3-0210009305

29.2
行ってみたいなあんな国こんな国　３　新版
　〔ヨーロッパ〕

東菜奈／作 岩崎書店 2010 3-0210013034

29.2
行ってみたいなあんな国こんな国　４　新版
　〔ヨーロッパ〕

東菜奈／作 岩崎書店 2010 3-0210013935

29.2 イギリス　(ナショナルジオグラフィック世界の国)
レイチェル・ビーン／著　ロバート・ベネット／監修　マ
イケル・ダンフォード／監修　岩渕孝／日本語版校
閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2009 3-0209022653

29.2
体験取材！世界の国ぐに　２３
　〔イギリス〕

ポプラ社 2008 3-0208022091

29.2
きみにもできる国際交流　８
　〔イギリス〕

偕成社 2000 3-0200014190

31*
世界の紛争を考える　５　国際理解に役立つ
　〔北アイルランド紛争〕

文溪堂 2003 3-0203015289



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

37
ヨーロッパの小学生　１
　〔イギリスの小学生〕

多田孝志／監修 学研教育出版 2012 3-0212007019

38 イギリスのごはん　(絵本世界の食事) 銀城康子／文　萩原亜紀子／絵 農山漁村文化協会 2009 3-0209081916

38*
元気が出る！世界の朝ごはん　３
　〔ヨーロッパ〕

服部幸應／監修　服部津貴子／監修 日本図書センター 2007 3-0207019916

38*
ＮＨＫ地球たべもの大百科　５　国際理解にやくだつ
　〔イギリス〕

谷川彰英／監修 ポプラ社 2000 3-0200023423

38* 龍をおう旅　(たくさんのふしぎ) 大村次郷／文・写真 福音館書店 1992 3-0190539418

47 イギリスの野の花えほん
シャーロット・ヴォーク／絵　ケイト・ペティ／文　福本
友美子／訳

あすなろ書房 2010 3-0210007369

55
海時計職人ジョン・ハリソン　船旅を変えたひとりの男
の物語

ルイーズ・ボーデン／文　エリック・ブレグバッド／絵
片岡しのぶ／訳

あすなろ書房 2005 3-0205010139

70
みんなの世界遺産　５　総合学習に役立つ
　〔西ヨーロッパ・北ヨーロッパ〕

城戸一夫／監修 岩崎書店 2000 3-0200022192

76 オルゴール誕生　(たくさんのふしぎ) 名村義人／文　風間憲二／写真 福音館書店 2009 3-0209041522

80
世界の文字と言葉入門　９
　〔英語圏の文字と言葉〕

小峰書店 2005 3-0205028942

91
英語であそぼう！マザーグースたのしさ再発見　１
　〔マザーグースってなに？〕

夏目康子／著　こどもくらぶ／編　〔荒賀賢二〕／
〔絵〕

ミネルヴァ書房 2014 3-0500132759

ク／みどり* 窓の下で　(ほるぷクラシック絵本) ケイト・グリーナウェイ／さく　しらいしかずこ／やく ほるぷ出版 1987 3-0190255286

91 マザーグースの歌　全５巻 谷川俊太郎／訳　堀内誠一／画 草思社

1975

1976

3-0190163972
3-0190163973
3-0190163974
3-0190163975
3-0190163976



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

92
こどものためのロミオとジュリエット　Ｒｏｍｅｏ　ａｎｄ　Ｊ
ｕｌｉｅｔ　ｆｏｒ　ｋｉｄｓ．　(シェイクスピアっておもしろい！)

〔ウィリアム・シェイクスピア〕／〔原著〕　ロイス・バー
デット／著　鈴木扶佐子／訳

アートデイズ 2007 3-0207046289

92 シェイクスピアとグローブ座 アリキ／文と絵　小田島雄志／訳 すえもりブックス 2000 3-0200044642

昔話集・民話集

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

38.8 イギリスとアイルランドの昔話 石井桃子／編　Ｊ．Ｄ．バトン／画 福音館書店 1981 3-0190474798

38.8 子どもに語るイギリスの昔話 松岡享子／編・訳 こぐま社 2010 3-0210071669

38.8
三びきの子ぶた　完訳イギリスのどうわ　(偕成社世
界のどうわ)

ジェイコブズ／再話　本城和子／訳　レーク・コープ
マンス／絵

偕成社 1989 3-0190305355

38.8* 島めぐり　イギリスのむかしばなし
アイリーン・コルウェル／再話　アンソニー・コルバー
ト／絵　むろの会／訳

新読書社 1990 3-0190435149

38.8
ジャックとまめの木　完訳イギリスのどうわ　(偕成社
世界のどうわ)

ジェイコブズ／再話　本城和子／訳　ロルフ・デ・ブ
ルーイン／絵

偕成社 1989 3-0190305356

38.8 魔女の本　（世界の民話館） ルース・マニング＝サンダーズ／著　西本鶏介／訳 ブッキング 2004 3-0204079384

38.8 人魚の本　（世界の民話館） ルース・マニング＝サンダーズ／著　西本鶏介／訳 ブッキング 2004 3-0204070039

38.8 巨人の本　（世界の民話館） ルース・マニング＝サンダーズ／著　西本鶏介／訳 ブッキング 2004 3-0204070320

91 よりぬきマザーグース　(岩波少年文庫) 谷川俊太郎／訳　鷲津名都江／編 岩波書店 2000 3-0200069003



絵本
ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

あ/あか* ガリバーの冒険
ジョナサン・スウィフト／原作　井上ひさし／文　安野
光雅／絵

文藝春秋 2012 3-0212027707

サ/はいいろ* ジス・イズ・アイルランド 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

2005 3-0205027446

シ/はいいろ* はらぺこかいじゅう ニーアム・シャーキー／さく　中井貴恵／やく ブロンズ新社 2004 3-0204058909

ス/はいいろ リヤ王と白鳥になった子どもたち
シーラ・マックギル＝キャラハン／文　ガナディ・スピ
リン／絵　もりおかみち／訳

冨山房インター
ナショナル

2010 3-0210045174

テ/ちゃいろ
ジェイミー・オルークとおばけイモ　アイルランドのむかしば
なし

トミー・デ・パオラ／再話・絵　福本友美子／訳 光村教育図書 2007 3-0207013471

テ/ちゃいろ
ジェイミー・オルークとなぞのプーカ　アイルランドのむかし
ばなし

トミー・デ・パオラ／再話・絵　福本友美子／訳 光村教育図書 2007 3-0207070495

テ/ちゃいろ トム トミー・デ・パオラ／作　福本友美子／訳 光村教育図書 2008 3-0208044942

テ/ちゃいろ ノックメニーの丘の巨人とおかみさん　アイルランドの昔話 トミー・デ・パオラ／再話・絵　晴海耕平／訳 童話館出版 1997 3-0197061575

フ/ももいろ* 星の子
オスカー・ワイルド／原作　ジェニファー・ウェストウッ
ド／文　フィオナ・フレンチ／画　矢川澄子／訳

ほるぷ出版 1981 3-0190091585

ホ/ももいろ ちょっとだけまいご クリス・ホートン／作　木坂涼／訳 ＢＬ出版 2012 3-0212078550

ホ/ももいろ しーっ！　ひみつのさくせん クリス・ホートン／作　木坂涼／訳 ＢＬ出版 2014 3-0500173641

マ/うぐいすいろ リトルペンギンのきしゃぽっぽ メアリー・マーフィ／さく　みはらいずみ／やく フレーベル館 2004 3-0204044911

マ/うぐいすいろ* あかちゃんにちゅっ！ メアリー・マーフィ／さく　ふじきやすこ／やく フレーベル館 2004 3-0204055694

アイルランド



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

マ/うぐいすいろ* はる・なつ・あき・ふゆたのしいな！ メアリー・マーフィ／さく　小川仁央／やく 評論社 1999 3-0199014005

3/あおいろ メロウ　アイルランド民話 せなけいこ／再話・絵 ポプラ社 2011 3-0211033099

3/あおいろ* サー・オルフェオ
アンシア・デイビス／再話　エロール・ル・カイン／絵
灰島かり／訳

ほるぷ出版 2004 3-0204079962

物語

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

オ サリーの帰る家 エリザベス・オハラ／作　もりうちすみこ／訳 さ・え・ら書房 2010 3-0210025391

キ ノリー・ライアンの歌 パトリシア・ライリー・ギフ／作　もりうちすみこ／訳 さ・え・ら書房 2003 3-0203009001

ス ガリヴァー旅行記
Ｊ．スウィフト／作　坂井晴彦／訳　Ｃ．Ｅ．ブロック／
画

福音館書店 1988 3-0190266683

テ ちいさいおうちうみへいく　(ランドセルブックス)
エリーシュ・ディロン／作　たがきょうこ／訳　ひらさわ
ともこ／絵

福音館書店 2013 3-0500085165

ト 時間のない国で　上・下　(Ｓｏｇｅｎ　ｂｏｏｋｌａｎｄ) ケイト・トンプソン／著　渡辺庸子／訳 東京創元社 2006
3-0206082379
3-0206082380

ハ 空色の凧
シヴォーン・パーキンソン／作　渋谷弘子／訳　陣崎
草子／画

さ・え・ら書房 2011 3-0211084621

マ* サンザシの木の下に　(世界の子どもライブラリー)
マリータ＝コンロン＝マケーナ／作　こだまともこ／
訳　中村悦子／絵

講談社 1994 3-0194029788

メ* 妖精王の月 Ｏ．Ｒ．メリング／作　井辻朱美／訳 講談社 1995 3-0195009652

【シリーズの紹介】
・歌う石
・光をはこぶ娘

・ドルイドの歌
・夢の書　上・下

・夏の王



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ワ 幸福の王子　オスカー＝ワイルド童話集　(偕成社文庫) ワイルド／作　井村君江／訳 偕成社 1989 3-0190296686

知識の本

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

21*
ガリヴァーがやってきた小さな小さな島　(たくさんのふし
ぎ)

明坂英二／文　太田大八／絵 福音館書店 2003 3-0203063517

29.2 アイルランド　(ナショナルジオグラフィック世界の国)
アンナ・マックィン／著　コルム・マックィン／著　エリ
ザベス・マルコム／監修　ジョン・マクドナー／監修
岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2011 3-0211006011

29.2 アイルランド　(目で見る世界の国々) メアリー・Ｍ．ロジャース／著　守安功／訳 国土社 1999 3-0199016674

昔話集・民話集

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

38.8 子どもに語るアイルランドの昔話 渡辺洋子／編訳　茨木啓子／編訳 こぐま社 1999 3-0199059366

38.8 ふたりの巨人　アイルランドのむかしばなし
エドナ・オブライエン／再話　マイケル・フォアマン／
絵　むろの会／訳

新読書社 1997 3-0197017557

38.8 妖精にさらわれた男の子　アイルランドの昔話
Ｗ．Ｂ．イェイツ／作　Ｎ．フィリップ／編　山内玲子／
訳

岩波書店 1999 3-0199038447

38.8 こびとの本　（世界の民話館）
ルース・マニング＝サンダーズ／著　西本鶏介／
訳

ブッキング 2004 3-0204061412

38.8 竜の本　（世界の民話館）
ルース・マニング＝サンダーズ／著　西本鶏介／
訳

ブッキング 2004 3-0204047541
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