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＜　凡例　＞

昔話・民話

○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27年11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」や「児童書研究」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または児童書研究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。

絵本

物語

知識の本



アメリカ

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

1/あおいろ わたしには夢がある
マーティン・ルーサー・キング・ジュニア／文　カディー
ル・ネルソン／絵　さくまゆみこ／訳

光村教育図書 2013 3-0500048196

2/あおいろ メリーさんのひつじ　ほんとうにあったおはなし ウィル・モーゼス／さく　こうのすゆきこ／やく 福音館書店 2014 3-0500212919

2/あおいろ 雪の写真家ベントレー
ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン／作　メアリー・ア
ゼアリアン／絵  千葉茂樹／訳

ＢＬ出版 1999 3-0200001094

2/あおいろ 鳥に魅せられた少年　鳥類研究家オーデュボンの物語
ジャックリーン・デビース／文　メリッサ・スウィート／さ
し絵　小野原千鶴／訳　樋口広芳／日本語版監修

小峰書店 2010 3-0210073539

2/あおいろ
図書館に児童室ができた日　アン・キャロル・ムーアのも
のがたり

ジャン・ピンボロー／文　デビー・アトウェル／絵　張
替惠子／訳

徳間書店 2013 3-0500076855

2/あおいろ マイケル・ジョーダン　バスケの神様の少年時代
デロリス・ジョーダン／作　ロスリン・Ｍ．ジョーダン／
作　カディール・ネルソン／絵　渋谷弘子／訳

汐文社 2014 3-0500144317

2/あおいろ
リンカーン大統領のせいじつなことば　エイブラハム・リン
カーンの生涯

ドリーン・ラパポート／文　カディア・ネルソン／絵　も
りうちすみこ／訳

国土社 2009 3-0209070526

2/あおいろ
キング牧師の力づよいことば　マーティン・ルーサー・キ
ングの生涯

ドリーン・ラパポート／文　ブライアン・コリアー／絵
もりうちすみこ／訳

国土社 2002 3-0202069807

2/あおいろ
ヘレン・ケラーのかぎりない夢　見る・聞く・話す・読む・書
く・学ぶ夢に挑戦した生涯

ドリーン・ラパポート／文　マット・タヴァレス／絵　もり
うちすみこ／訳

国土社 2014 3-0500188377

2/あおいろ* つぼつくりのデイヴ
レイバン・キャリック・ヒル／文　ブライアン・コリアー／
絵　さくまゆみこ／訳

光村教育図書 2012 3-0212006434

3/あおいろ 太陽へとぶ矢　インディアンにつたわるおはなし ジェラルド・マクダーモット／さく　じんぐうてるお／やく ほるぷ出版 1976 3-0190010244

3/あおいろ* みにくいむすめ
デイヴィッド・シャノン／絵　レイフ・マーティン／作　常
磐　新平／訳

岩崎書店 1996 3-0196052672

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 1999  3-0199026485 

3/あおいろ* アザラシとくらした少年
レイフ・マーティン／作　デイヴィッド・シャノン／絵　常
盤新平／訳

岩崎書店 1996 3-0196052667

3/あおいろ とうもろこしおばあさん　アメリカ・インディアン民話 秋野和子／再話　秋野亥左牟／画 福音館書店 1996 3-0196046815

3/あおいろ* カラスとカモメ　アラスカ・クリンギット族の昔話より 二川英一／さく・え 福音館書店 2005 3-0204095716
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アメリカ

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* シェイカー通りの人びと
アリス・プロベンセン／作　マーティン・プロベンセン／
作　江國香織／訳

ほるぷ出版 1999 3-0199059429

3/あおいろ* Raven　光をもたらしたカラス　アメリカ先住民の昔話
ジェラルド・マクダーモット／再話と絵　はるみこうへい
／訳

童話館 1994 3-0194081273

3/あおいろ* 青い花のじゅうたん　テキサス州のむかしばなし トミー・デパオラ／再話　絵　いけださとる／訳 評論社 2003 3-0203036310

3/あおいろ* クロウチーフ ポール・ゴブル／作　倉橋由美子／訳 宝島社 1995 3-0195050172

4/あおいろ ハクトウワシ　空の王者 ゴードン・モリソン／作　越智典子／訳 ほるぷ出版 2007 3-0207022624

4/あおいろ セコイア　世界でいちばん高い木のはなし ジェイソン・チン／作　萩原信介／訳 福音館書店 2011 3-0211081262

4/あおいろ せいめいのれきし バージニア・リー・バートン／文・え　いしいももこ／訳 岩波書店 1964 3-0190449846

4/あおいろ* 月へ　アポロ１１号のはるかなる旅 ブライアン・フロッカ／作絵　日暮雅通／訳 偕成社 2012 3-0212002146

7/あおいろ* まきばののうふ　アメリカ民謡 イルセ・プルーム／え　わたなべてつた／やく 福音館書店 2012 3-0212019548

7/あおいろ
きみのすきなどうぶつなあに？　エリック・カールとなかま
たち

エリック・カール／ぶん／え　[ほか]　細江幸世／訳 ポプラ社 2014 3-0500176037

あ/あか 旅の絵本　４ 安野光雅／〔著〕 福音館書店 1983 3-0190113076

ア/あか ブライディさんのシャベル
レスリー・コナー／文　メアリー・アゼアリアン／絵　千
葉茂樹／訳

ＢＬ出版 2005 3-0205060877

ア/あか 夜明けまえから暗くなるまで
ナタリー・キンジー－ワーノック／文　メアリー・アゼア
リアン／絵　千葉茂樹／訳

ＢＬ出版 2006 3-0206009583

ア/あか あたしもびょうきになりたいな！
フランツ＝ブランデンベルク／さく　アリキ＝ブランデ
ンベルク／え　ふくもとゆみこ／やく

偕成社 1983 3-0190108384

ア/あか ああ神さま、わたしノスリだったらよかった
ポーリー・グリーンバーグ／文　アリキ／絵　日向佑
子／訳

ＢＬ出版 2013 3-0500096500

ア/あか* ルイーザ・メイとソローさんのフルート
ジュリー・ダンラップ／作　メアリベス・ロルビエッキ／
作　メアリー・アゼアリアン／絵　長田弘／訳

ＢＬ出版 2006 3-0206035957

イ/あか マッチ箱日記
ポール・フライシュマン／文　バグラム・イバトゥーリン
／絵　島式子／訳　島玲子／訳

ＢＬ出版 2013 3-0500076256

イ/あか おとうさんの庭
ポール・フライシュマン／文　バグラム・イバトゥリーン
／絵　藤本朝巳／訳

岩波書店 2006 3-0206070018

イ/あか* ベンのトランペット レイチェル・イザドラ／作絵　谷川俊太郎／訳 あかね書房 1981 3-0190054559



アメリカ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ウ/あか しろいうさぎとくろいうさぎ
ガース・ウイリアムズ／ぶん・え　まつおかきょうこ／
やく

福音館書店 1965 3-0190449717

ウ/あか
ニューヨークのタカペールメール　ほんとうにあったおは
なし

ジャネット・ウィンター／作　福本友美子／訳 小学館 2008 3-0208025916

ウ/あか セクター７ デイヴィッド・ウィーズナー／作 ＢＬ出版 2000 3-0200070677

ウ/あか ミスターワッフル！ デイヴィッド・ウィーズナー／作 ＢＬ出版 2014 3-0500158782

ウ/あか かようびのよる デヴィッド・ウィーズナー／作・絵　当麻ゆか／訳 徳間書店 2000 3-0200029602

ウ/あか ワニのライルがやってきた バーナード・ウェーバー／さく　小杉佐恵子／やく 大日本図書 1984 3-0190129304

ウ/あか かあさんのいす ベラ・Ｂ．ウィリアムズ／作・絵　佐野洋子／訳 あかね書房 1984 3-0190128873

ウ/あか トリクシーのくたくたうさぎ モー・ウィレムズ／作　中川ひろたか／訳 ヴィレッジブックス 2006 3-0206076988

ウ/あか おやすみなさいフランシス
ラッセル・ホーバン／ぶん　ガース・ウィリアムズ／え
まつおかきょうこ／やく

福音館書店 1966 3-0190450880

ウ/あか* 赤いカヌーにのって ベラ・Ｂ．ウィリアムズ／作　斎藤倫子／訳 あすなろ書房 2004 3-0204043438

ウ/あか* ハトにうんてんさせないで。 モー・ウィレムズ／作　中川ひろたか／訳
ソニー・マガジン
ズ

2005 3-0205065770

エ/あか もりのなか マリー・ホール・エッツ／ぶん・え　まさきるりこ／やく 福音館書店 1963 3-0190453413

エ/あか ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ／著　たなべいすず／訳 冨山房 1975 3-0190449714

エ/あか 海のおばけオーリー マリー・ホール・エッツ／文・え　石井桃子／訳 岩波書店 1979 3-0190449820

エ/あか わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ／文・絵　与田準一／訳 福音館書店 1980 3-0190450312

オ/あか ジュマンジ
クリス・ヴァン・オールスバーグ／さく　へんみまさなお
／やく

ほるぷ出版 1984 3-0190128403

オ/あか 急行「北極号」
クリス・ヴァン・オールズバーグ／絵と文　村上春樹／
訳

あすなろ書房 2003 3-0203085329

オ/あか* ベンの見た夢
クリス・ヴァン・オールズバーグ／絵と文　村上春樹／
訳

河出書房新社 1996 3-0196020365

カ/みどり くまさんくまさんなにみてるの？ エリック＝カール／え　ビル＝マーチン／ぶん 偕成社 1984 3-0190169932



アメリカ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

カ/みどり パパ、お月さまとって！ エリック＝カール／さく　もりひさし／訳 偕成社 1992 3-0193025887

カ/みどり 月ようびはなにたべる？　アメリカのわらべうた エリック・カール／え　もりひさし／やく 偕成社 1994 3-0194038372

カ/みどり はらぺこあおむし エリック・カール／さく　もりひさし／訳 偕成社 1989 3-0190539714

カ/みどり としょかんねずみ ダニエル・カーク／さく　わたなべてつた／やく 瑞雲舎 2012 3-0212003029

【シリーズ紹介】
・としょかんねずみ２
・としょかんねずみ５

・としょかんねずみ３

カ/みどり
リンゴのたび　父さんとわたしたちがオレゴンにはこんだ
リンゴのはなし

デボラ・ホプキンソン／作　ナンシー・カーペンター／
絵　藤本朝巳／訳

小峰書店 2012 3-0212061617

カ/みどり 綱渡りの男 モーディカイ・ガースティン／作　川本三郎／訳 小峰書店 2005 3-0205062161

カ/みどり １００まんびきのねこ ワンダ・ガアグ／ぶん・え　いしいももこ／やく 福音館書店 1961 3-0190450125

カ/みどり* マウンテンタウン
ボニー・ガイサート／文 アーサー・ガイサート／絵 久
美沙織／訳

ＢＬ出版 2002 3-0202062984

カ/みどり* デザートタウン
ボニー・ガイサート／文 アーサー・ガイサート／絵 久
美沙織／訳

ＢＬ出版 2003 3-0203057767

カ/みどり* しょうぼうていハーヴィニューヨークをまもる マイラ・カルマン／作　矢野顕子／訳
リトル・ドッグ・プレ
ス

2004 3-0204066135

キ/みどり ピーターのくちぶえ エズラ・ジャック・キーツ／さく　きじまはじめ／やく 偕成社 1974 3-0190449201

キ/みどり ピーターのいす エズラ・ジャック・キーツ／作・画　木島始／訳 偕成社 1977 3-0190599234

キ/みどり* やあ、ねこくん！ エズラ＝ジャック＝キーツ／さく　きじまはじめ／やく 偕成社 1978 3-0190023430

キ/みどり ゆきのひ Ｅ．Ｊ．キーツ／ぶん・え　きじまはじめ／やく 偕成社 1980 3-0190449821

キ/みどり ぼくのいぬがまいごです！
エズラ・ジャック・キーツ／作・絵　パット・シェール／
作・絵　さくまゆみこ／訳

徳間書店 2000 3-0200004392

キ/みどり ルイのうちゅうりょこう エズラ・ジャック・キーツ／作　田村恵子／訳 偕成社 2014 3-0500130595

ク/みどり 氷の海とアザラシのランプ　カールーク号北極探検記
ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン／文　ベス・クロム
ス／絵　千葉茂樹／訳

ＢＬ出版 2002 3-0202015828

・としょかんねずみ４



アメリカ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ク/みどり わたしが山おくにすんでいたころ
シンシア・ライラント／文　ダイアン・グッド／絵　もりう
ちすみこ／訳

ゴブリン書房 2012 3-0212070408

ク/みどり リンドバーグ　空飛ぶネズミの大冒険 トーベン・クールマン／作　金原瑞人／訳 ブロンズ新社 2015 3-0500261472

ク/みどり にぐるまひいて
ドナルド・ホール／ぶん　バーバラ・クーニー／え　も
きかずこ／やく

ほるぷ出版 1980 3-0190067797

ク/みどり ルピナスさん　小さなおばあさんのお話 バーバラ・クーニー／さく　かけがわやすこ／やく ほるぷ出版 1987 3-0190450142

ク/みどり おおきななみ　ブルックリン物語 バーバラ・クーニー／さく　かけがわやすこ／やく ほるぷ出版 1991 3-0190410638

ク/みどり エミリー
マイケル・ビダード／ぶん　バーバラ・クーニー／え
掛川恭子／やく

ほるぷ出版 1993 3-0193046407

コ/みどり 嵐のティピー ポール・ゴーブル／作　千葉茂樹／訳 光村教育図書 2006 3-0206001998

サ/はいいろ ジス・イズ・サンフランシスコ 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 3-0204061274

サ/はいいろ ジス・イズ・ニューヨーク 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 3-0204052998

サ/はいいろ ジス・イズ・ケープケネディ 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

2006 3-0206003214

サ/はいいろ* ジス・イズ・ユナイテッドネイションズ 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

2006 3-0206066718

サ/はいいろ* ジス・イズ・ワシントンＤ．Ｃ． 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 3-0207032406

サ/はいいろ* ジス・イズ・テキサス 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 3-0207056160

シ/はいいろ せんろはつづくよ
Ｍ．Ｗ．ブラウン／文　Ｊ．シャロー／絵　与田準一／
訳

岩波書店 1979 3-0190026650

シ/はいいろ 光の旅かげの旅 アン・ジョナス／作　内海まお／訳 評論社 1984 3-0190173437

シ/はいいろ モリス・レスモアとふしぎな空とぶ本 ウィリアム・ジョイス／作・絵　おびかゆうこ／訳 徳間書店 2012 3-0212074382

シ/はいいろ マグナス・マクシマス、なんでもはかります
キャスリーン・Ｔ・ペリー／文　Ｓ．Ｄ．シンドラー／絵
福本友美子／訳

光村教育図書 2010 3-0210056022

シ/はいいろ* はろるどとむらさきのくれよん クロケット・ジョンソン／著　岸田衿子／訳 文化出版局 1972 3-0190449185

シ/はいいろ* はろるどまほうのくにへ クロケット・ジョンソン／著　岸田衿子／訳 文化出版局 1972 3-0190450805



アメリカ

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 月夜のみみずく
ジェイン＝ヨーレン／詩　くどうなおこ／訳　ジョン＝
ショーエンヘール／絵

偕成社 1989 3-0190296714

シ/はいいろ おおきな木 シェル・シルヴァスタイン／作　村上春樹／訳 あすなろ書房 2010 3-0210063919

シ/はいいろ ながいよるのおつきさま
シンシア・ライラント／作　マーク・シーゲル／絵　渡辺
葉／訳

講談社 2006 3-0206003400

シ/はいいろ だめよ、デイビッド！ デイビッド・シャノン／さく　小川仁央／やく 評論社 2001 3-0201021399

シ/はいいろ ストライプ　たいへん！しまもようになっちゃった デヴィッド・シャノン／文と絵　清水奈緒子／訳 セーラー出版 1999 3-0199036923

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 2001 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 2004 3-0204030410

シ/はいいろ わゴムはどのくらいのびるかしら？
マイク・サーラー／ぶん　ジェリー・ジョイナー／え　岸
田衿子／やく

ほるぷ出版 2000 3-0200040927

シ/はいいろ にんじんのたね
ルース・クラウス／さく　クロケット・ジョンソン／え　小
塩節／やく

こぐま社 2008 3-0208080586

シ/はいいろ* ヘンリーいえをたてる Ｄ．Ｂ．ジョンソン／文・絵　今泉吉晴／訳 福音館書店 2004 3-0204027232

シ/はいいろ* 夢を追いかけろ　クリストファー・コロンブスの物語 ピーター・シス／作　吉田悟郎／訳 ほるぷ出版 1992 3-0190428747

シ/はいいろ* オレゴンの旅 ラスカル／文　ルイ・ジョス／絵　山田兼士／訳 セーラー出版 1995 3-0195072405

ス/はいいろ ビバリーとしょかんへいく
アレクサンダー・スタッドラー／作　まえざわあきえ／
訳

文化出版局 2003 3-0203041618

ス/はいいろ ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ／作　おがわえつこ／訳 セーラー出版 1988 3-0190478725

ス/はいいろ みにくいシュレック ウィリアム・スタイグ／文と絵　おがわえつこ／訳 セーラー出版 1991 3-0190375531

ス/はいいろ おさるとぼうしうり
エズフィール・スロボドキーナ／作・絵　まつおかきょう
こ／訳

福音館書店 1970 3-0194005668

ス/はいいろ あたまにつまった石ころが
キャロル・オーティス・ハースト／文　ジェイムズ・ス
ティーブンソン／絵　千葉茂樹／訳

光村教育図書 2002 3-0202041081

ス/はいいろ エリザベスは本の虫
サラ・スチュワート／文　デイビッド・スモール／絵　福
本友美子／訳

アスラン書房 2003 3-0203080894

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



アメリカ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ス/はいいろ* ほんをひらいて
トニ・モリスン／文　スレイド・モリスン／文　シャドラ・
ストリックランド／絵　さくまゆみこ／訳

ほるぷ出版 2014 3-0500207679

ス/はいいろ エイモスさんがかぜをひくと
フィリップ・Ｃ．ステッド／文　エリン・Ｅ．ステッド／絵
青山南／訳

光村教育図書 2010 3-0210056026

ス/はいいろ ぼくのブック・ウーマン
ヘザー・ヘンソン／文　デイビッド・スモール／絵　藤
原宏之／訳

さ・え・ら書房 2010 3-0210028039

ス/はいいろ スーザンのかくれんぼ ルイス・スロボドキン／作　やまぬしとしこ／訳 偕成社 2006 3-0206041876

ス/はいいろ いっしょならもっといい ルイス・スロボドキン／作　木坂涼／訳 偕成社 2011 3-0211008549

ス/はいいろ これは本 レイン・スミス／作　青山南／訳 ＢＬ出版 2011 3-0211027631

ス/はいいろ* リディアのガーデニング
サラ・スチュワート／文　デイビッド・スモール／絵　福
本友美子／訳

アスラン書房 1999 3-0199059382

ス/はいいろ* くさいくさいチーズぼうや＆たくさんのおとぼけ話 レイン・スミス／絵　ジョン・シェスカ／文　青山南／訳 ほるぷ出版 1995 3-0195009912

セ/きいろ チキンスープ・ライスいり　１２のつきのほん モーリス・センダック／さく　じんぐうてるお／やく 冨山房 1986 3-0190231155

セ/はいいろ おじいさんの旅 アレン・セイ／文・絵 ほるぷ出版 2002 3-0202072572

セ/はいいろ そんなときなんていう？
セシル・ジョスリン／文　モーリス・センダック／絵　た
にかわしゅんたろう／訳

岩波書店 1979 3-0190038086

セ/はいいろ まよなかのだいどころ モーリス・センダック／さく　じんぐうてるお／やく 冨山房 1982 3-0190096425

セ/はいいろ* もしもまほうがつかえたら
モーリス・センダック／画　ロバート・グレイブズ／文
原もと子／訳

冨山房 1984 3-0190124549

セ/はいいろ かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／著　神宮輝夫／訳 冨山房 1975 3-0190450378

セ/はいいろ あなはほるものおっこちるとこ
ルース・クラウス／文　モーリス・センダック／絵　わた
なべしげお／訳

岩波書店 1979 3-0190031972

セ/はいいろ* せかいいち大きな女の子のものがたり
ポール・Ｏ．ゼリンスキー／絵　アン・アイザックス／
文　落合恵子／訳

冨山房 1996 3-0196011305

セ/はいいろ まどのそとのそのまたむこう モーリス・センダック／さく・え　わきあきこ／やく 福音館書店 1983 3-0190104508

タ/ちゃいろ ヨセフのだいじなコート シムズ・タバック／作　木坂涼／訳 フレーベル館 2001 3-0201074555

チ/ちゃいろ いたずらこねこ
バーナディン・クック／ぶん　レミイ・シャーリップ／え
まさきるりこ／やく

福音館書店 1964 3-0190451386



アメリカ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

チ/ちゃいろ よかったねネッドくん　英文つき レミー・チャーリップ／さく　八木田宜子／やく 偕成社 1997 3-0197071919

ツ/ちゃいろ おひめさまとカエルさん
ハーヴ・ツェマック／文　ケーテ・ツェマック／文　マー
ゴット・ツェマック／絵　福本友美子／訳

岩波書店 2013 3-0500093312

テ/ちゃいろ スモーキーナイト　ジャスミンはけむりのなかで
イヴ・バンティング／ぶん　ディヴィッド・ディアス／え
はしもとひろみ／やく

岩崎書店 2002 3-0202050340

テ/ちゃいろ コーギビルの村まつり ターシャ・テューダー／絵・文　食野雅子／訳
メディアファクト
リー

1999 3-0199064572

テ/ちゃいろ ものぐさトミー ペーン・デュボア／文・絵　松岡享子／訳 岩波書店 1977 3-0190010389

テ/ちゃいろ* クリスマスのまえのばん　サンタクロ－スがやってきた
クレメント＝クラーク＝ムア／詩　タシャ＝チューダー
／絵　中村妙子／訳

偕成社 1980 3-0190082946

ト/ちゃいろ アンディとらいおん
ジェームズ・ドーハーティ／ぶん・え　むらおかはなこ
／やく

福音館書店 1961 3-0190532189

ト/ちゃいろ ぞうのホートンひとだすけ ドクター＝スース／さく・え　わたなべしげお／やく 偕成社 1985   3-0190179548 

ハ/ももいろ* わたしのおふねマギーＢ アイリーン・ハース／作・絵　うちだりさこ／訳 福音館書店 1979 3-0190450315

ハ/ももいろ ズーム イシュトバン・バンニャイ／著 復刊ドットコム 2005 3-0205027779

ハ/ももいろ
１ねんに３６５のたんじょう日プレゼントをもらったベンジャ
ミンのおはなし

ジュディ＝バレット／さく　ロン＝バレット／え　まつお
かきょうこ／やく

偕成社 1978 3-0190019417

ハ/ももいろ よめたよ、リトル先生
ダグラス・ウッド／作　ジム・バーク／絵　品川裕香／
訳

岩崎書店 2010 3-0210048088

ハ/ももいろ 名馬キャリコ
バージニア・リー・バートン／え・ぶん　せたていじ／
やく

岩波書店 1979 3-0190038094

ハ/ももいろ ちいさいケーブルカーのメーベル
バージニア・リー・バートン／さく　かつらゆうこ，いし
いももこ／やく

ペンギン社 1980 3-0190067032

ハ/ももいろ ちいさいおうち
ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶん・え　いしいももこ／
やく

岩波書店 1965 3-0190475610

ハ/ももいろ はたらきもののじょせつしゃけいてぃー
ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶん・え　いしいももこ／
やく

福音館書店 1978   3-0190450138 

ハ/ももいろ いたずらきかんしゃちゅうちゅう
バージニア・リー・バートン／ぶん・え　むらおかはなこ
／やく

福音館書店 1961 3-0190449709

ハ/ももいろ マイク・マリガンとスチーム・ショベル
バージニア・リー・バートン／ぶんとえ　いしいももこ／
やく

童話館 1995 3-0195008968

ハ/きいろ でんしゃ バイロン・バートン／さく・え　こじままもる／やく 金の星社 1992 3-0190425049



アメリカ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ハ/ももいろ クリスティーナとおおきなはこ
パトリシア・リー・ゴーチ／作　ドリス・バーン／絵　お
びかゆうこ／訳

偕成社 2014 3-0500178900

ハ/ももいろ おやすみなさいおつきさま
マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく　クレメント・ハード
／え　せたていじ／やく

評論社 1979  3-0190034973 

ハ/ももいろ アニーとおばあちゃん
ミスカ・マイルズ／作　ピーター・パーノール／絵　北
面ジョ－ンズ和子／訳

あすなろ書房 1993 3-0193061567

ハ/ももいろ ぼくにげちゃうよ
マーガレット・Ｗ．ブラウン／ぶん　クレメント・ハード／
え　いわたみみ／やく

ほるぷ出版 1976 3-0190010357

ヒ/きいろ よぞらをみあげて ジョナサン・ビーン／作　さくまゆみこ／訳 ほるぷ出版 2009 3-0209007456

ヒ/ももいろ おしゃれなサムとバターになったトラ
ジュリアス・レスター／ぶん　ジェリー・ピンクニー／え
さくまゆみこ／やく

ブルース・インター
アクションズ

1997 3-0197069627

ヒ/ももいろ わたしのとくべつな場所
パトリシア・マキサック／文　ジェリー・ピンクニー／絵
藤原宏之／訳

新日本出版社 2010 3-0210068659

ヒ/ももいろ パパがやいたアップルパイ
ローレン・トンプソン／文　ジョナサン・ビーン／絵　谷
川俊太郎／訳

ほるぷ出版 2008 3-0208066072

フ/ももいろ オリビア イアン・ファルコナー／作　谷川俊太郎／訳 あすなろ書房 2001 3-0201067678

フ/ももいろ ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン／さく　さいおんじさちこ／やく ほるぷ出版 1976 3-0190010241

フ/ももいろ とんでとんでサンフランシスコ ドン・フリーマン／さく　山下明生／やく ＢＬ出版 2005 3-0205056427

フ/ももいろ しずかに！ここはどうぶつのとしょかんです ドン・フリーマン／作　なかがわちひろ／訳 ＢＬ出版 2008 3-0208031067

フ/ももいろ くまのコールテンくん ドン・フリーマン／作　まつおかきょうこ／訳 偕成社 1975 3-0194005666

フ/ももいろ ふしぎなガーデン　知りたがりやの少年と庭 ピーター・ブラウン／作　千葉茂樹／訳 ブロンズ新社 2010 3-0210005095

フ/ももいろ アンガスとあひる マージョリー・フラック／著　瀬田貞二／訳 福音館書店 1974 3-0190449699

フ/ももいろ アンガスとねこ マージョリー・フラック／著　瀬田貞二／訳 福音館書店 1974 3-0190449702

フ/ももいろ ねことカナリア マイケル・フォアマン／作・絵　掛川恭子／訳 佑学社 1986 3-0190233471

フ/ももいろ おばけのジョージー ロバート・ブライト／さく・え　光吉夏弥／やく 福音館書店 1978 3-0190017562

フ/ももいろ* パパの大飛行
アリス・プロヴェンセン，マーティン・プロヴェンセン／
作　脇明子／訳

福音館書店 1986 3-0190217318



アメリカ

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* かえでがおか農場のいちねん
アリス・プロベンセン，マーティン・プロベンセン／さく
きしだえりこ／やく

ほるぷ出版 1980 3-0190085677

フ/ももいろ* スティーヴンソンのおかしなふねのたび
ナンシー・ウイラード／ぶん　アリス＆マーティン・プロ
ベンセン／え　ひらのけいいち／やく

ほるぷ出版 1990 3-0190338270

フ/ももいろ* いちばんちいさいトナカイ マイケル・フォアマン／さく　せなあいこ／やく 評論社 1999 3-0199064357

フ/ももいろ* わたしはとべる
マリー・ブレア／絵　ルース・クラウス／文　谷川俊太
郎／訳

講談社 2005 3-0205069394

ヘ/ももいろ ぬすみ聞き　運命に耳をすまして
グロリア・ウィーラン／文　マイク・ベニー／絵　もりう
ちすみこ／訳

光村教育図書 2010 3-0210046722

ヘ/ももいろ アメリカのマドレーヌ
ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作　ジョン・ベーメルマ
ンス・マルシアーノ／作　江國香織／訳

ＢＬ出版 2004 3-0204078238

ほ/ももいろ ナヌークの贈りもの 星野道夫／著　 小学館 1996 3-0195073028

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 2006 3-0206037015

ホ/ももいろ ありがとう、チュウ先生　わたしが絵かきになったわけ パトリシア・ポラッコ／作　さくまゆみこ／訳 岩崎書店 2013 3-0500059398

ホ/ももいろ ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア・ポラッコ／作・絵　香咲弥須子／訳 岩崎書店 2001 3-0201079281

ホ/ももいろ* チキン・サンデー パトリシア・ポラッコ／作　福本友美子／訳 アスラン書房 1997 3-0197018324

ホ/ももいろ 彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ／文と絵　千葉茂樹／訳 あかね書房 2001 3-0201029248

ホ/ももいろ ウエズレーの国
ポール・フライシュマン／作　ケビン・ホークス／絵
千葉茂樹／訳

あすなろ書房 1999 3-0199037194

ホ/ももいろ としょかんライオン
ミシェル・ヌードセン／さく　ケビン・ホークス／え　福
本友美子／やく

岩崎書店 2007 3-0207018384

ホ/ももいろ ジャムつきパンとフランシス
ラッセル・ホーバン／作　リリアン・ホーバン／え　松
岡享子／訳

好学社 1972 3-0190447001

ホ/ももいろ フランシスのおともだち
ラッセル・ホーバン／作　リリアン・ホーバン／え　松
岡享子／訳

好学社 1972 3-0190449463

ホ/ももいろ* 大森林の少年
キャスリン・ラスキー／作　ケビン・ホークス／絵　灰
島かり／訳

あすなろ書房 1999 3-0199061342

ホ/ももいろ* おおきなわんぱくぼうや ケビン・ホークス／作　尾高薫／訳 ほるぷ出版 2011 3-0211057932

マ/うぐいすいろ マドレーヌ、ホワイトハウスにいく
ジョン・ベーメルマンス・マルシアーノ／作　江國香織
／訳

ＢＬ出版 2011 3-0211019858



アメリカ

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 くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ／文・絵　石井桃子／訳 岩波書店 1986 3-0190225350

【シリーズ紹介】　『くんちゃんとふゆのパーティー』のみ、あらいゆうこ/やく。それ以外は、まさきるりこ/やく。すべてペンギン社発行。
・くんちゃんとふゆのパーティー
・くんちゃんのもりのキャンプ

・くんちゃんのはじめてのがっこう
・くんちゃんはおおいそがし

マ/うぐいすいろ シモンのアメリカ旅行 バーバラ・マクリントック／作　福本友美子／訳 あすなろ書房 2010 3-0210082015

マ/うぐいすいろ 沖釣り漁師のバート・ダウじいさん　昔話ふうの海の物語 ロバート・マックロスキー／さく　渡辺茂男／やく 童話館出版 1995 3-0195025091

マ/うぐいすいろ ハーモニカのめいじんレンティル
ロバート・マックロスキー／ぶんとえ　まさきるりこ／や
く

国土社 2000 3-0200050847

マ/うぐいすいろ かもさんおとおり ロバート・マックロスキー／著　渡辺茂男／訳 福音館書店 1980 3-0193023816

マ/うぐいすいろ 海べのあさ ロバート・マックロスキー／文・絵　石井桃子／訳 岩波書店 1978 3-0190018428

マ/うぐいすいろ サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー／文・絵　石井桃子／訳 岩波書店 1986 3-0190225355

マ/うぐいすいろ
*

すばらしいとき
ロバート・マックロスキー／ぶんとえ　わたなべしげお
／やく

福音館書店 1978 3-0190017807

ミ/うぐいすいろ
*

グースにあった日
キャリ・ベスト／ぶん　ホリー・ミード／え　まえざわあ
きえ／やく

福音館書店 2003 3-0203084099

モ/うぐいすいろ
*

こおりのなみだ ジャッキー・モリス／さく　小林晶子／やく 岩崎書店 2012 3-0212061055

ヤ/むらさき* きんようびはいつも ダン・ヤッカリーノ／作　青山南／訳 ほるぷ出版 2007 3-0207092662

ラ/きみどり バックルさんとめいけんグロリア ペギー・ラスマン／さく・え　ひがしはるみ／やく 徳間書店 1997 3-0197069318

ラ/きみどり ジェドおじさんはとこやさん
マーガリー・キング・ミッチェル／作　ジェームズ・ラン
サム／絵　渋谷弘子／訳

汐文社 2014 3-0500144318

ラ/きみどり* かあさん、わたしのことすき？
バーバラ・ジョシー／さく　バーバラ・ラヴァレー／え
渡辺一枝／やく

偕成社 1997 3-0197047568

リ/きみどり コウモリとしょかんへいく ブライアン・リーズ／作・絵　西郷容子／訳 徳間書店 2011 3-0211059140

ル/きみどり かあさんをまつふゆ
ジャクリーン・ウッドソン／文　Ｅ．Ｂ．ルイス／絵　さく
まゆみこ／訳

光村教育図書 2009 3-0209088790

ル/きみどり むこうがわのあのこ
ジャクリーン・ウッドソン／文　Ｅ．Ｂ．ルイス／絵　さく
まゆみこ／訳

光村教育図書 2010 3-0210086719

・くんちゃんのはたけしごと
・くんちゃんとにじ



アメリカ

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/きみどり あくたれラルフ
ジャック・ガントス／さく　ニコール・ルーベル／え　い
しいももこ／やく

童話館 1994 3-0194082161

ル/きみどり ポテト・スープが大好きな猫
テリー・ファリッシュ／作　バリー・ルート／絵　村上春
樹／訳

講談社 2005 3-0205087290

ル/きみどり* ぎょうれつぎょうれつ マリサビーナ・ルッソ／絵と文　青木久子／訳 徳間書店 1994 3-0194078105

レ/きいろ ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキー／さく・え　渡辺茂男／訳 福音館書店 1970 3-0190475644

レ/きいろ ちいさいじどうしゃ ロイス・レンスキー／ぶん・え　わたなべしげお／やく 福音館書店 2005 3-0205008977

レ/きみどり ひとまねこざるときいろいぼうし Ｈ．Ａ．レイ／文・絵　光吉夏弥／訳 岩波書店 1983 3-0190113087

レ/きみどり レッド・ブック バーバラ・レーマン／さく 評論社 2008 3-0208076759

レ/きみどり あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ／作　藤田圭雄／訳 至光社 1981 3-0190057560

レ/きみどり フレデリック レオ・レオニ／著　谷川俊太郎／訳 好学社 1982 3-0190449506

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 1969 3-0190447013

ロ/きみどり いろいろへんないろのはじまり アーノルド・ローベル／著　まきたまつこ／訳 冨山房 1975 3-0190449779

ロ/きみどり くらくてあかるいよる ジョン・ロッコ／作　千葉茂樹／訳 光村教育図書 2011 3-0211076682

ロ/きみどり* きみたちにおくるうた　むすめたちへの手紙
バラク・オバマ／文　ローレン・ロング／絵　さくまゆみ
こ／訳

明石書店 2011 3-0211047216

ワ/くろ あまつぶぽとりすぷらっしゅ
アルビン・トゥレッセルト／さく　レナード・ワイスガード
／え　渡辺茂男／やく

童話館出版 1996 3-0196035191

ワ/くろ たいせつなこと
マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく　レナード・ワイス
ガード／え　うちだややこ／やく

フレーベル館 2001 3-0201057012

ワ/くろ おおきくなりすぎたくま リンド・ワード／文・画　渡辺茂男／訳 ほるぷ出版 1985 3-0203033979

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 スピリット島の少女　オジブウェー族の一家の物語 ルイーズ・アードリック／作　宮木陽子／訳 福音館書店 2004 3-0204064467



アメリカ

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 黒ネコジェニーのおはなし　１　ジェニーとキャットクラブ
エスター・アベリル／作・絵　松岡享子／共訳　張替
惠子／共訳

福音館書店 2011 3-0211073161

【シリーズ紹介】
・黒ネコジェニーのおはなし　２　ジェニーのぼうけん

ウ あしながおじさん Ｊ．ウェブスター／著　坪井郁美／訳 福音館書店 1970 3-0190454161

ウ ミラクルズボーイズ
ジャクリーン・ウッドソン／作　さくまゆみこ／訳　さわ
だとしき／絵

理論社 2002 3-0202058325

エ 元気なモファットきょうだい エレナー・エスティス／作　渡辺茂男／訳 岩波書店 2004 3-0204038165

オ* ナバホの歌 スコット・オデール／著　犬飼和雄／訳 岩波書店 1974 3-0190445745

オ 若草物語
Ｌ．Ｍ．オールコット／作　矢川澄子／訳  Ｔ．チュー
ダー／画

福音館書店 1985 3-0190178037

カ* ワトソン一家に天使がやってくるとき
クリストファー・ポール・カーティス／作　唐沢則幸／
訳

くもん出版 1997 3-0197071428

カ クローディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ／作　松永ふみ子／訳 岩波書店 2000 3-0200034814

カ* ティーパーティーの謎
Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ／作　金原瑞人／訳　小島希
里／訳

岩波書店 2005 3-0206014402

カ エルマーのぼうけん
ルース・スタイルス・ガネット／作　ルース・クリスマン・
ガネット／え　渡辺茂男／訳

福音館書店 1963 3-0190591390

【シリーズ紹介】
・エルマーとりゅう ・エルマーと１６ぴきのりゅう

ク モヒカン族の最後
Ｊ．Ｆ．クーパー／作　足立康／訳　Ｎ．Ｃ．ワイエス／
画

福音館書店 1993 3-0193009268

ク ロジーナのあした　孤児列車に乗って カレン・クシュマン／作　野沢佳織／訳 徳間書店 2009 3-0209027905

ク ちびっこタグボート
ハーディー・グラマトキー／さく　わたなべしげお／や
く

学習研究社 2005 3-0205047192

・黒ネコジェニーのおはなし　３　ジェニーときょうだい



アメリカ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ク がんばれヘンリーくん
ベバリイ・クリアリー／作　松岡享子／訳　ルイス・
ダーリング／絵

学習研究社 2007 3-0207042883

【シリーズ紹介】　『ゆうかんな女の子ラモーナ』以降は、アラン・ティーグリーン／絵。
・ヘンリーくんとアバラー
・ヘンリーくんと新聞記者
・ラモーナは豆台風
・ラモーナとおかあさん
・ラモーナ、明日へ

・ヘンリーくんとビーザス
・ヘンリーくんと秘密クラブ
・ゆうかんな女の子ラモーナ
・ラモーナ、八歳になる

ク ロックフォール団のねずみたち サンディ・クリフォード／作・絵　本間裕子／訳 徳間書店 1999 3-0199048510

ク こちら『ランドリー新聞』編集部
アンドリュー・クレメンツ／作　田中奈津子／訳　伊東
美貴／絵

講談社 2002 3-0202009887

ク* イシ　二つの世界に生きたインディアンの物語
シオドーラ・クローバー／作　中野好夫，中村妙子／
訳

岩波書店 1977 3-0190009465

ケ* ミス・ジェーン・ピットマン
アーネスト・Ｊ．ゲインズ／著　槙未知子／訳　太田大
八／画

福音館書店 1977 3-0190009892

サ 穴 ルイス・サッカー／作　幸田敦子／訳 講談社 1999 3-0199059315

シ きえた犬のえ
マージョリー・Ｗ・シャーマット／ぶん　マーク・シーマ
ント／え　光吉夏弥／やく

大日本図書 1982 3-0190444999

【シリーズ紹介】　※タイトルによって訳者（光吉夏弥、小宮由、神宮輝夫、内藤貴子、澤田澄江）が異なります。
・まよなかのはんにん
・かぎはどこだ
・なぞのかみきれをおえ！
・にげだしたファングをさがせ！
・ねむいねむいじけん
・だいじなはこをとりかえせ

・なくなったかいものメモ
・ゆきの中のふしぎなできごと
・スウェーデンこくおうをすくえ！
・いそがしいクリスマス
・２るいベースがぬすまれた?!

シ フクロウはだれの名を呼ぶ ジーン・クレイグヘッド・ジョージ／著　千葉茂樹／訳 あすなろ書房 2001 3-0201078493

シ 秘密の道をぬけて
ロニー・ショッター／著　千葉茂樹／訳　中村悦子／
画

あすなろ書房 2004 3-0204086901

ス* トムじいやの小屋　上・下 ストウ夫人／作　杉木喬／訳 岩波書店
1980
1981

3-0190447150
3-0190451868

・ビーザスといたずらラモーナ
・アバラーのぼうけん
・ラモーナとおとうさん
・ラモーナとあたらしい家族

・きょうりゅうのきって
・ハロウィンにきえたねこ
・ふたつのバレンタインじけん
・きえた草のなぞ
・ペット・コンテストは大さわぎ



アメリカ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ス ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア／著　こだまともこ／訳 あすなろ書房 2009 3-0209011467

ス クレージー・マギーの伝説 ジェリー・スピネッリ／作　菊島伊久栄／訳 偕成社 1993 3-0193066411

セ ロージーちゃんのひみつ モーリス＝センダック／さく　なかむらたえこ／やく 偕成社 1983 3-0190109555

テ とどろく雷よ、私の叫びをきけ ミルドレッド・Ｄ．テーラー／〔著〕　小野和子／訳 評論社 1981 3-0190053601

テ ねずみの騎士デスペローの物語
ケイト・ディカミロ／作　ティモシー・バジル・エリング／
絵　子安亜弥／訳

ポプラ社 2004 3-0204074000

ト トム・ソーヤーの冒険　上・下 マーク・トウェイン／作　石井桃子／訳 岩波書店 2001
3-0201064246
3-0201064247

ト トム・ソーヤーの冒険　
マーク・トウェイン／作　大塚勇三／訳　八島太郎／
画

福音館書店 1975 3-0190451751

ト ハックルベリー・フィンの冒険　上・下
マーク・トウェイン／作　大塚勇三／訳　Ｅ．Ｗ．ケンブ
ル／絵

福音館書店 1997
3-0197067529
3-0197067551

ト ふしぎな５００のぼうし ドクター・スース／さく・え　渡辺茂男／やく 偕成社 2009 3-0209007789

ナ マルベリーボーイズ ドナ・ジョー・ナポリ／著　相山夏奏／訳 偕成社 2009 3-0209076999

ハ ウサギどんキツネどん Ｊ．Ｃ．ハリス／作　八波直則／訳 岩波書店 1953 3-0190262915

ハ ジェリコの夏
ジョハナ・ハーウィッツ／文　メアリー・アゼアリアン／
絵　千葉茂樹／訳

ＢＬ出版 2001 3-0201042585

ハ* アンパオ　太陽と月と大地の物語
ジュマーク・ハイウォーター／作　金原瑞人／訳　フ
リッツ・ショルダー／絵

福武書店 1988 3-0190278669

ハ テラビシアにかける橋 キャサリン＝パターソン／作　岡本浜江／訳 偕成社 1981 3-0190089811

ハ ワーキング・ガール　リディの旅立ち キャサリン・パターソン／作　岡本浜江／訳 偕成社 1994 3-0194066088

ハ ガラスの家族 キャサリン＝パターソン／作　岡本浜江／訳 偕成社 1984 3-0190132149

ハ* 時をさまようタック ナタリー・バビット／作　小野和子／訳 評論社 1989 3-0190330303



アメリカ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ハ* 雪あらしの町 ヴァジニア・ハミルトン／作　掛川恭子／訳 岩波書店 1996 3-0196041063

ホ オズの魔法使い
Ｌ．Ｆ．バウム／作　渡辺茂男／訳　Ｗ．Ｗ．デンスロ
ウ／画

福音館書店 1990 3-0190332180

ホ ぞうのオリバー シド・ホフ／作　三原泉／訳 偕成社 2007 3-0207004132

ヒ こんにちはアグネス先生　アラスカの小さな学校で
 カークパトリック・ヒル／作　宮木陽子／訳　朝倉めぐ
み／絵

あかね書房 2005 3-0205044049

ヒ アラスカの小さな家族　バラードクリークのボー
カークパトリック・ヒル／著　レウィン・ファム／絵　田
中奈津子／訳

講談社 2015 3-0500232850

キ リンゴの丘のベッツィー
ドロシー・キャンフィールド・フィッシャー／作　多賀京
子／訳　佐竹美保／絵

徳間書店 2008 3-0208082690

フ Ｇｏｌｄ　ｒｕｓｈ！ぼくと相棒のすてきな冒険
シド・フライシュマン／作　金原瑞人／共訳　市川由季
子／共訳　矢島眞澄／絵

ポプラ社 2006 3-0206057442

フ ジェミーと走る夏 エイドリアン・フォゲリン／作　千葉茂樹／訳 ポプラ社 2009 3-0209053636

ホ シャーロットのおくりもの
Ｅ．Ｂ．ホワイト／作　ガース・ウイリアムズ／絵　さくま
ゆみこ／訳

あすなろ書房 2001 3-0201007286

マ クロティの秘密の日記
パトリシア・Ｃ．マキサック／作　宮木陽子／訳　門内
幸恵／画

くもん出版 2010 3-0210084776

マ ジュディ・モードはごきげんななめ
メーガン・マクドナルド／作　ピーター・レイノルズ／絵
宮坂宏美／訳

小峰書店 2004 3-0204078568

マ のっぽのサラ パトリシア・マクラクラン／作　金原瑞人／訳 福武書店 1987 3-0190260547

マ ゆかいなホーマーくん ロバート・マックロスキー／文・絵　石井桃子／訳 岩波書店 1965 3-0190477527

ミ ジェインのもうふ
アーサー・ミラー／作　厨川圭子／訳　アル・パーカー
／絵

偕成社 1971 3-0190447974



アメリカ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ミ こぐまのくまくん
Ｅ．Ｈ．ミナリック／作　モーリス・センダック／え　松岡
享子／訳

福音館書店 1972 3-0190446974

【シリーズ紹介】
・かえってきたおとうさん
・おじいちゃんとおばあちゃん

・くまくんのおともだち

ラ
メイフラワー号の少女　リメムバー・ペイシェンス・フイップ
ルの日記

キャスリン・ラスキー／作　宮木陽子／訳　高田勲／
絵

岩崎書店 2000 3-0200036307

ル 影との戦い　ゲド戦記１ ル＝グウィン／作　清水真砂子／訳 岩波書店 1976 3-0190209204

【シリーズ紹介】　※『ドラゴンフライ』は『ゲド戦記外伝』を改題したものです。
・こわれた腕環　ゲド戦記２
・ドラゴンフライ　ゲド戦記５

・さいはての島へ　ゲド戦記３
・アースシーの風　ゲド戦記６

ロ ふたりはともだち アーノルド・ローベル／作　三木卓／訳 文化出版局 1972 3-0190450488

ロ ふくろうくん アーノルド・ローベル／作　三木卓／訳 文化出版局 1976 3-0190449396

ロ シュトルーデルを焼きながら
ジョアン・ロックリン／作　こだまともこ／訳　井江栄／
絵

偕成社 2000 3-0200054508

ワ 大きな森の小さな家（インガルス一家の物語）
ローラ・インガルス・ワイルダー／作　恩地三保子／
訳　ガース・ウィリアムズ／画

福音館書店 1982 3-0190444308

【シリーズ紹介】
・大草原の小さな家
・農場の少年

・プラム・クリークの土手で

ワ 長い冬（ローラ物語）
ローラ・インガルス・ワイルダー／作　谷口由美子／
訳

岩波書店 2000 3-0200035164

【シリーズ紹介】
・大草原の小さな町
・わが家への道

・この楽しき日々

ティーンズ
933 /ア

はみだしインディアンのホントにホントの物語
シャーマン・アレクシー／著　エレン・フォーニー／絵
さくまゆみこ／訳

小学館 2010 3-0210006161

ティーンズ
933 /ウ

レモネードを作ろう
ヴァージニア・ユウワー・ウルフ／作　こだまともこ／
訳

徳間書店 1999 3-0199023283

ティーンズ
933 /カ

きらきら シンシア・カドハタ／著　代田亜香子／訳 白水社 2004 3-0204077578

・だいじなとどけもの

・シルバー・レイクの岸辺で

・はじめの四年間

・帰還　ゲド戦記４



アメリカ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ティーンズ
933 /キ

語りつぐ者 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 2013 3-0500040741

ティーンズ
933 /ク

めぐりめぐる月 シャロン・クリーチ／作　もきかずこ／訳 偕成社 2005 3-0205082342

ティーンズ
933/ハ

Ｈｏｏｔ カール・ハイアセン／著　千葉茂樹／訳 理論社 2003 3-0203029149

ティーンズ
933/ハ

靴を売るシンデレラ ジョーン・バウアー／著　灰島かり／訳 小学館 2009 3-0209053194

ティーンズ
933/ヘ

シカゴより好きな町 リチャード・ペック／著　斎藤倫子／訳 東京創元社 2003 3-0203065228

ティーンズ
933/ホ

ローズの小さな図書館 キンバリー・ウィリス・ホルト／作　谷口由美子／訳 徳間書店 2013 3-0500067730

ティーンズ
933/マ

スピリットベアにふれた島 ベン・マイケルセン／作　原田勝／訳 鈴木出版 2010 3-0210069231

933 /ス エミリ・ディキンスン家のネズミ
エリザベス・スパイアーズ／〔著〕　クレア・Ａ．ニヴォラ
／絵　長田弘／訳

みすず書房 2007 3-0207068473

933/フ* 種をまく人 ポール・フライシュマン／著　片岡しのぶ／訳 あすなろ書房 1998 3-0198041777

933 /ヘ* ビリー・ジョーの大地 カレン・ヘス／作　伊藤比呂美／訳 理論社 2001 3-0201012426

933/ヘ* ジャズ・カントリー ナット・ヘントフ／著　木島始／訳 晶文社 1997 3-0197076012

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

015.6*
本に願いを　アメリカ児童図書週間ポスターに見る７５年
史１９１９－１９９４

レナード・Ｓ．マーカス／著　遠藤育枝／訳 ＢＬ出版 1998 3-0198004840

25* アメリカ西部開拓史
スコット・スティードマン／文　マーク・バーギン／画
猿谷要／訳　清水真里子／訳

三省堂 1994 3-0194066766

25 ヘンリー・ブラウンの誕生日
エレン・レヴァイン／作　カディール・ネルソン／絵　千
葉茂樹／訳

鈴木出版 2008 3-0208088516



アメリカ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

28/ア マリアンは歌う
パム・ムニョス・ライアン／文　ブライアン・セルズニッ
ク／絵　もりうちすみこ／訳

光村教育図書 2013 3-0500018125

28/オ* 希望の子バラクオバマ　アメリカ初のアフリカ系大統領
ニッキ・グリムズ／文　ブライアン・コリアー／絵　室崎
育美／訳

バベル・プレス 2010 3-0210001525

28/ハ ローザ
ニッキ・ジョヴァンニ／文　ブライアン・コリアー／絵
さくまゆみこ／訳

光村教育図書 2007 3-0207039461

28/リ リンカーンとダグラス
ニッキ・ジョヴァンニ／文　ブライアン・コリアー／絵
さくまゆみこ／訳

光村教育図書 2009 3-0209040853

28/ル おちびのネル　ファースト・レディーになった女の子 バーバラ・クーニー／作　掛川恭子／訳 ほるぷ出版 1997 3-0197077227

29.2 行ってみたいなあんな国こんな国　５　北米　オセアニア 東菜奈／作 岩崎書店 2010 3-0210013936

29.2
知ってるようで知らない国アメリカ　１　飛行機もジーンズ
もアメリカ生まれ？

阿川尚之／監修 岩崎書店 2009 3-0209014759

29.2
知ってるようで知らない国アメリカ　２　ニューヨークには
あらゆる人がいる？

阿川尚之／監修 岩崎書店 2009 3-0209014760

29.2
知ってるようで知らない国アメリカ　３　大統領だって訴え
られることがある？

阿川尚之／監修 岩崎書店 2009 3-0209014761

29.2 世界の子どもたちはいま  ５　アメリカの子どもたち 学習研究社 2000 3-0200013307

29.2 アメリカ　西海岸の太陽とコリン 鈴木智子／写真・文 偕成社 2014 3-0500128297

29.2 体験取材！世界の国ぐに　２　アメリカ ポプラ社 2006 3-0206013260

29.2 アメリカ（ナショナルジオグラフィック世界の国）
エルデン・クロイ／著　ジョン・フレーザー・ハート／監
修　キャサリン・グディス／監修　岩渕孝／日本語版
校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2011 3-0211076617

29.2 アラスカたんけん記 星野道夫／文・写真 福音館書店 1990 3-0190329524

29.2 アラスカ無人島だより 松本紀生／著 教育出版 2010 3-0210079534

29.2 人と自然がであう場所　僕のデナリ国立公園ガイド 野村哲也／文・写真 福音館書店 2009 3-0209083105

29.2 めぐる季節の物語 星野道夫／著 新日本出版社 2010 3-0210074049

32 合衆国憲法のできるまで
ジーン・フリッツ／著　トミー・デ・パオラ／イラスト　富
永星／訳　阿川尚之／監修

あすなろ書房 2002 3-0202020167



アメリカ

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* トーテムポール 二川英一／文・絵 福音館書店 2006 3-0206047703

38* ナバホの人たちに聞く ぬくみちほ／文　小川直樹／写真　塩浦信太郎／絵 福音館書店 1998 3-0198051820

45 森のおく　湖のほとり　ノースウッズを旅して 大竹英洋／文・写真 福音館書店 2012 3-0212057484

48.9 カリブーをさがす旅 前川貴行／文・写真 福音館書店 2014 3-0500121614

48.9 クマよ 星野道夫／文・写真　 福音館書店 1999 3-0199058944

52* 屋上のとんがり帽子 折原恵／写真と文 福音館書店 2002 3-0202049406

59.6
どんな国？どんな味？世界のお菓子  ６　南北アメリカの
お菓子

服部幸應／監修・著　服部津貴子／監修・著 岩崎書店 2005 3-0205020276

66 タラの物語　世界をかえた魚
マーク・カーランスキー／文　Ｓ．Ｄ．シンドラー／絵
遠藤育枝／訳

ＢＬ出版 2004 3-0204015584

78 世界のスポーツ　国際理解に役立つ！　１　南北アメリカ 友添秀則／監修 学習研究社 2005 3-0205016230

78
世界のスポーツ　国際理解に役立つ！　５　その他の地
域

友添秀則／監修 学習研究社 2005 3-0205016234

78.1 国際理解にやくだつ　世界の遊び ５　北アメリカの遊び ポプラ社 1998 3-0198020736

91 ガラガラヘビの味　アメリカ子ども詩集 アーサー・ビナード／編訳　木坂涼／編訳 岩波書店 2010 3-0210053175

91
神々の母に捧げる詩（うた）　続アメリカ・インディアンの
詩

金関寿夫／訳　秋野亥左牟／絵 福音館書店 2012 3-0212083829

ティーンズ
402.9

センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン／〔著〕　上遠恵子／訳 新潮社 1996 3-0196044078

児童書研究
726.5

３人の絵本作家　Ｗ・ガァグ／Ｌ・バートン／Ｍ・エッツアメ
リカ絵本の黄金時代（１９２０～１９４０年代）をきずいた

伊藤元雄／編集 ブックグローブ社 1994 3-0195000362

389*
「知」のビジュアル百科　３７　写真でみるアメリカ・イン
ディアンの世界

あすなろ書房 2007 3-0207038178



アメリカ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

931* まぶしい庭へ
エミリー・ディキンスン／著　ターシャ・テューダー／絵
カレン・アッカーマン／編　内藤里永子／訳

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 3-0500176896

931 アメリカ子供詩集　オックスフォード版
ドナルド・ホール／編　東雄一郎／訳　西原克政／訳
松本一裕／訳

国文社 2008 3-0208094191

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 アメリカのむかし話 渡辺茂男／編訳 偕成社 1977 3-0190010541

38.8
カラスだんなのおよめとり　アラスカのエスキモーのたの
しいお話

チャールズ・ギラム／著　石井桃子／訳 岩波書店 1986 3-0190444927

38.8* 精霊と魔法使い　アメリカ・インディアンの民話
マーガレット・コンプトン／再話　ローレンス・ビヨルク
ンド／画　渡辺茂男／訳

国土社 1986 3-0190220661

38.8 世界むかし話　〔１７〕　太平洋諸島 ほるぷ出版 1989 3-0190308790

38.8 人間だって空を飛べる
ヴァージニア・ハミルトン／語り・編　ディロン夫妻／絵
金関寿夫／訳

福音館書店 1989 3-0190295520



カナダ

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

2/あおいろ* 極北のおもいで ノルミー・エコーミャク／作　大窪一志／訳 リブロポート 1990 3-0190331493

ク/みどり どろんこハリー
ジーン・ジオン／ぶん　マーガレット・ブロイ・グレアム
／え　渡辺茂男／訳

福音館書店 1964 3-0190450545

ク/みどり ハリーのセーター
ジーン・ジオン／ぶん　マーガレット・ブロイ・グレアム
／え　わたなべしげお／やく

福音館書店 1983  3-0190105993 

ク/みどり はちうえはぼくにまかせて
ジーン・ジオン／さく　マーガレット・ブロイ・グレアム／
え　もりひさし／やく

ペンギン社 1981 3-0190056782

ケ/みどり* ゆきのひのステラ メアリー＝ルイーズ・ゲイ／作　江國香織／訳 光村教育図書 2003 3-0203078024

テ/ちゃいろ* あきのかぜとサイモン ギリス・ティボ／さく　嶋田宏一／やく 好学社 1995 3-0195041391

ヘ/ももいろ* ズーム、エジプトをゆめみて
ティム・ウィン・ジョーンズ／ぶん　エリック・ベドウズ／
え　遠藤育枝／やく

ブックローン出版 1996 3-0196055691

ラ/きみどり* シャチのくる日 シェリル・マクファーレン／文　ロン・ライトバーン／絵 文化出版局 1994 3-0194036823

3/あおいろ* ムースの大だいこ　カナダ・インディアンのおはなし 秋野亥左牟／画　秋野和子／再話 福音館書店 1994 3-0194062177

ウ/あか* クマさんのキルトはセリーナのたからもの
バーバラ・スマッカー／作　田中治美／訳
ジャネット・ウィルソン／絵

ぬぷん児童図書
出版

1997 3-0197046642

 エ/あか 海のおばけオーリー マリー・ホール・エッツ／文・え　石井桃子／訳 岩波書店 1979 3-0190449820

キ/みどり おじいさんならできる フィービ・ギルマン／作・絵 芦田ルリ／訳 福音館書店 1998   3-0198034531

ク/みどり* オーロラのひみつ
マイケル・Ａ．クスガック／ぶん　ヴラヤナ　クリコーカ
／え　まつうらひろゆき／やく

新風舎 2004   3-0204093881

ク/みどり 氷の海とアザラシのランプ　カールーク号北極探検記
ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン／文
ベス・クロムス／絵　千葉茂樹／訳

ＢＬ出版 2002 3-0202015828

3/あおいろ* みにくいむすめ レイフ・マーティン／作　デイヴィッド・シャノン／絵 岩崎書店 1996 3-0196052672

ハ/ももいろ* クラック！
フレデリック・バック／え　ギレーン・パケン＝バック／
ぶん　やましたはるお／やく

あすなろ書房 1987 3-0190267299

3/あおいろ* ほしのむすめたち　カナダ・インディアンの昔話 マーガレット・ベミスター／再話　羽根節子／訳・絵 福音館書店 2005 3-0205067206

38* トーテムポール 二川英一／文・絵 福音館書店 2006 3-0206047703

カナダ



カナダ

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ふ/ももいろ* まいごのオルカ 二川英一／さく 福音館書店 2007 3-0206086576

フ/ももいろ ３びきのゆきぐま ジャン・ブレット／作　松井るり子／訳 ほるぷ出版 2008 3-0208077336

ク/みどり* くらやみこわいよ
レモニー・スニケット／作 ジョン・クラッセン／絵
蜂飼耳／訳

岩崎書店 2013 3-0500042035

ク/みどり アナベルとふしぎなけいと
マック・バーネット／文　ジョン・クラッセン／絵　なか
がわちひろ／訳

あすなろ書房 2012 3-0212067097

ク/みどり サムとデイブ、あなをほる
マック・バーネット／文　ジョン・クラッセン／絵　なか
がわちひろ／訳

あすなろ書房 2015 3-0500233492

フ/ももいろ
プーさんとであった日　世界でいちばんゆうめいなクマの
ほんとうにあったお話

リンジー・マティック／ぶん　ソフィー・ブラッコール／
え　山口文生／やく

評論社 2016 3-0500411982

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

ウ 火星を見たことありますか ティム・ウィン＝ジョーンズ／作　山田順子／訳 岩波書店 1999 3-0199036477

エ* 自由研究〈赤ちゃん〉 サラ・エリス／作　坂崎麻子／訳　堀川理万子／絵 徳間書店 1996 3-0196024160

オ エアボーン ケネス・オッペル／著　原田勝／訳 小学館 2006 3-0206041829

シ ジョニーベアー　イエローストーンの子グマ
アーネスト・トンプソン・シートン／作・絵　  今泉吉晴
／訳

福音館書店 2003 3-0203045122

【シリーズ紹介】
・ロボ　カランポーのオオカミ王
・グリズリー・ジャック　シェラ・ネバダを支配したクマの王
・シルバーフォックス・ドミノ　あるキツネの家族の物語

ハ 最後の狩人
ニコラ・ヴァニエ／文　  フィリップ・ミニョン／絵　河野
万里子／訳

小峰書店 2006 3-0206005968

ヒ* 丘の家、夢の家族 キット・ピアソン／作　本多英明／訳 徳間書店 2000 3-0200061461

933/ヒ* 白い夜明け　エスキモー・サガ ジェイムズ・ヒューストン／著　工藤政司／訳 法政大学出版局 1989 3-0190305321

・サンドヒル・スタッグ　どこまでもつづく雄ジカの足あと
・ペーシング・マスタング　自由のために走る野生ウマ
・レイザーバック・フォーミィ　誇り高きイノシシの勇者
・バナーテイル　ヒッコリーの森を育てるリスの物語
・ラギーラグ　ワタオウサギの子どもの物語



カナダ

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* ひとりぼっちの不時着
ゲイリー・ポールセン／作　西村醇子／訳　安藤由紀
／絵

くもん出版 1994 3-0194050915

モ ぼくとくらしたふくろうたち ファーレイ・モワット／作　稲垣明子／訳 評論社 1972 3-0190445158

モ 赤毛のアン（完訳赤毛のアンシリーズ） Ｌ．Ｍ．モンゴメリー／著　掛川恭子／訳 講談社 1990 3-0190366411

933/モ* 赤毛のアン Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／原作　松本侑子／訳 集英社 1993 3-0193035304

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

29.2 きみにもできる国際交流　１０　カナダ 中西輝政／総監修 偕成社 2000 3-0200016119

38* カナダ・インディアンの世界から 煎本孝／作 福音館書店 2002 3-0202069066

38 こんにちは、トーテム・ポール 浮橋美頭／文・写真　浮橋啓介／文・写真 中央アート出版 2008 3-0208090657

77 サーカスの学校 西元まり／文　佐竹美保／絵 福音館書店 2010 3-0210007889

748* 草原につづく赤い道　プリンス・エドワード島の１２か月 吉村和敏／著 金の星社 2002 3-0202072564

29.2* 春をさがして　カヌーの旅 大竹英洋／文・写真 福音館書店 2006 3-0206014788

29.2 行ってみたいなあんな国こんな国　５　北米　オセアニア 東菜奈／作 岩崎書店 2010 3-0210013936

29.2 体験取材！世界の国ぐに　１　カナダ ポプラ社 2006 3-0206013259

53.6
北アメリカ・中央アメリカの鉄道　アラスカ鉄道・アメリカ・
カナダの鉄道　鉄道で知る各地のくらしと文化

秋山芳弘／著　こどもくらぶ／編 旺文社 2007 3-0207006640

29.2 カナダ（ナショナルジオグラフィック世界の国）
ブライアン・ウィリアムズ／著　トム・カーター／監修
ベン・セシル／監修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情
報

ほるぷ出版 2007 3-0207075466

37*
世界の中学生　みんなで楽しく国際交流！　１５　カナダ
の中学生

森住衛／監修 学習研究社 2006 3-0206012590



カナダ

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* カナダのむかし話　金のつののシカ／ほか 高村博正，篠田知和基／編訳 偕成社 1991 3-0190375626

38.8* 巨人グルースキャップ　カナダ民話 ケイ・ヒル／作　掛川恭子／訳 あかね書房 1969 3-0195047228

38.8 世界むかし話　〔１２〕　北米 ほるぷ出版 1989 3-0190297312

38.8 トンボソのおひめさま　フランス系カナダ人のたのしいお話
マリュース・バーボー，マイケル・ホーンヤンスキー／
文

岩波書店 1963 3-0190452562

38.8* 巨人ナナブッシュ　北米の昔ばなし 藤井いづみ／訳　木葉井悦子／絵 小峰書店 1990 3-0190373620
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