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平成 29 年 3 月 
よこはまライブラリーフレンド・かながわこどもひろば・横浜市中央図書館サービス課 



ごあいさつ 

　2008 年度に横浜市中央図書館と実施した協働事業「横浜市立図書館における児童生徒に対する多文化・多言語サービス推進

事業 1」をきっかけに、よこはまライブラリーフレンドとかながわこどもひろばは、横浜市中央図書館とともに‘子どもの

本を通して世界の国々を知ろう’という考えのもと、2010 年度から 2015 年度まで毎年１回「子どもの本で知る世界の国々

～展示とおはなし会・ブックトーク 2」を横浜市中央図書館で実施してきました。 

世界には 196 の国がありますが、19 世紀末から現在まで子どもの本を出版し続けている国もあれば、21 世紀に入ってから

子どもの本の出版に着手した国もたくさんあります。さらに、国情不安定などの理由で今なお子どもの本の出版などおよびも

つかない国もあります。子どもの本、特に絵本は、絵が物語るという特性を持っていますので、世界共通の言語とも言えます。

絵本は多文化を理解する上での強力なツールと言えるでしょう。

　2015 年度で世界を一周し終えた時に、毎年発行してきた６回分の展示本のブックリストの合冊版を作りませんかというご提

案が横浜市中央図書館からありました。そこで 2016 年度は冊子づくりに向けて作業をすることとなり、このほどブックリス

トを発行することとなりました。

　このリストが、公共図書館はもとより、子どもの本に関わる活動をしていらっしゃる皆さま方のお役にたてれば幸いです。 

なお本企画は「かながわこどもひろば」が 2000 年度から世界を８地域に分けて「地球市民かながわプラザ」で毎夏実施して

きた「絵本（2011 年より‘子どもの本’と変更）で知る世界の国々～展示とブックトーク」の活動を参考にしておりますが、

こちらは世界を２巡し、2016 年に世界編を実施したのを区切りに企画を終了いたしました。

よこはまライブラリーフレンド・かながわこどもひろば 

1文部科学省生涯学習政策局「平成 20年度地域の図書館サービス充実支援事業」の助成を得て実施。詳細は 2009年発行の報告書をご覧く

ださい。（横浜市立図書館所蔵） 
2年度ごとの対象国と地域は、次のとおりです。2010：アジア・南太平洋、2011：南・西ヨーロッパ、2012：東ヨーロッパ・ユーラシア、

2013：アフリカ・中南米、2014：英国・アイルランド、2015：アメリカ合衆国 
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ごあいさつ 

横浜市は開港以来、国際色豊かな都市として発展し、外国につながる方々も多く居住しています。横浜市立図書館は市民の

抱えるさまざまな課題を解決する情報拠点となることを目指しており、それは日本語を母語としない方や外国につながる子ど

もたちに対しても同様です。 

多文化共生のための取組みとして、横浜市中央図書館では、かながわこどもひろば、よこはまライブラリーフレンドと協働

で、平成 22 年より６年連続で「子どもの本で知る世界の国々」展を開催してきました。各国の暮らしや文化を伝える児童書

の展示、読み聞かせやブックトーク等を行い、６年間で世界の地域を一巡することができました。この連続事業の一区切りと

して、各地域別に作成した展示図書リストを合冊することとしました。 

 展示資料リストとしての性格上、書誌事項や所蔵情報の誤りを訂正するなど、改訂は最小にとどめました。６年間の蓄積に

よるこの大部なリストが、市民の皆様が多様な国際文化に触れる扉として、また図書館の多文化サービスを進めるうえでの資

料としてお役に立てば幸いです。 

末筆ではございますが、リスト編集に際し多大なご協力をいただきました、かながわこどもひろば、よこはまライブラリー

フレンドの皆様に厚く御礼申し上げます。

平成 29年３月 横浜市中央図書館サービス課 
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『子どもの本で知る世界の国々』リスト合冊のための校正方針について 

・このリストは、平成 22年から 27年まで横浜市中央図書館で行われた企画展示「子どもの本で知る世界の国々」展示資料リ

ストです。できるだけ当時のリストをそのまま収録していますが、記載内容、書誌事項の一部を修正しました。

・書誌事項の記載は、横浜市立図書館蔵書検索ページの表記に統一しました。

・複数の版がある場合は、平成 28年 11月現在、最も手に取りやすい版の書誌番号・ラベルの記号を記載しています。

・中央図書館の書庫でのみ所蔵しているものや、中央図書館に所蔵のないものにはラベルの記号に「＊」マークをつけていま

す（平成 28年 11月確認）。

・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。 

＜ 目次 ＞ 

アジア南太平洋の国々（平成 22（2010）年）………………………………５ 

南・西ヨーロッパの国々（平成 23（2011）年）…………………………３７ 

東ヨーロッパ・ユーラシアの国々（平成 24（2012）年）………………６５ 

アフリカ・中南米の国々（平成 25（2013）年）…………………………９５ 

英国・アイルランド（平成 26（2014）年）……………………………１２９ 

アメリカ合衆国（平成 27（2015）年）…………………………………１５３ 

カナダ ………………………………………………………………………１７６ 

※かっこ内は、企画展示を実施した年度を示しています。合冊にあたり、カナダのリストを追加しました。
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＜　目次　＞
アジアの国々

7

15

18

21

24

34

36

＜　凡例　＞　地域別に以下の通り収録

各国出身の画家（作家）、各国を舞台にした作品、各国での活躍者、昔話などを絵本にした作品

参考資料として、世界やその地域、国を理解する手がかりとなる児童書、昔話・民話集など

（大韓民国・中華人民共和国・朝鮮民主主義人民共和国・台湾・日本国・モンゴル国）

（オーストラリア、ニュージーランド、南太平洋諸島）

東アジア　　　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東南アジア　　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※このリストは、中央図書館で行っている展示の資料一覧であり、テーマに沿った資料を網羅的に紹介しているものではありません。

フィリピン共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベトナム社会主義共和国、マレーシア、ミャンマー連邦、ラオス人民民主共和国）

（インドネシア共和国、カンボジア王国、シンガポール共和国、タイ王国、東ティモール民主共和国、

（アフガニスタン・イスラム共和国、イラン・イスラム共和国、インド、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、

パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共和国）

南アジア　 　･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アジアの国々参考資料　　････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

南太平洋の国々　 　････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

南太平洋の国々参考資料　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他（世界各国）　　　　　･･････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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№ ラベルの記号 書名 著者 出版社 書誌番号

1 38 NHK地球たべもの大百科 国際理解にやくだつ 9　韓国 谷川彰英／監修 ポプラ社 3-0201022397

2 ３/あおいろ* あおがえる 李錦玉／文　朴民宜／絵 朝鮮青年社 3-0196029161

3 ハ/ももいろ あかいきしゃ はじめてであうハングルの絵本 パク・ウニョン／絵と文　おおたけきよみ／訳 アートン 3-0204061292

4 イ/あか あかてぬぐいのおくさんと7にんのなかま イヨンギョン／ぶん・え　かみやにじ／訳 福音館書店 3-0199063574

5 3/あおいろ アズキがゆばあさんとトラ 趙大仁／文　崔叔姫／画　市場淳子／訳 ポリム 3-0198043833

6 ３/あおいろ* あずきがゆばあさんとトラ チョ・ホサン／文　ユン・ミスク／絵　おおたけきよみ／訳 アートン 3-0204085786

7 ３/あおいろ* あそびトラ　韓国・朝鮮の伝承遊び 金森襄作／文　鄭【スク】香／絵 福音館書店 3-0198051821

8 チ/ちゃいろ あなぐまさんちのはなばたけ クォンジョンセン／文　チョンスンガク／絵　ピョンキジャ／訳 平凡社 3-0201037361

9 3/あおいろ いぬとねこ　韓国のむかしばなし ソ・ジョンオ／再話　シン・ミンジェ／絵　おおたけきよみ／訳 光村教育図書 3-0207048905

10 3/あおいろ うさぎのさいばん キムセシル／文　ハンテヒ／絵　かみやにじ／訳 少年写真新聞社 3-0205010291

11 ハ/ももいろ うしとトッケビ イ・サン／文　ハン・ビョンホ／絵　おおたけきよみ／訳 アートン 3-0204021508

12 イ/あか* おおいそがし、こいそがし ユン・クビョン／文　イ・テス／絵　小倉紀藏・黛まどか／訳 平凡社 3-0203078383

13 38.8* 大ムカデたいじ　韓国の昔ばなし 崔仁鶴／採話　申東雨／絵 小峰書店 3-0190110471

14 3/あおいろ おどりトラ　韓国・朝鮮の昔話 金森襄作／再話　鄭【スク】香／絵 福音館書店 3-0197074489

15 ３/あおいろ* おどりのすきなトラ 松谷みよ子／作　井上洋介／絵 太平出版社 3-0199019217

16 ３/あおいろ* おにのかなぼう 韓炳浩／画　鄭車俊／文　仲村修／訳 ポリム 3-0198043830

17 ３/あおいろ* おばけのトッカビと朝鮮人参 水谷章三／作　村上豊／絵 太平出版社 3-0199019222

18 3/あおいろ おばけのトッケビ　韓国・朝鮮の昔話 鄭【シュク】香／画　金森襄作／再話　 福音館書店 3-0201012695

19 38.8 おはなしハルマンさま　済州島の昔ばなし 元静美／文　玄順恵／画 新幹社 3-0196045377

20 ３/あおいろ* お日さまとお月さまになったきょうだい 沈美娥／画　李圭喜／文　仲村修／訳 ポリム 3-0198043831

アジアの国々

東アジア

【大韓民国・中華人民共和国・朝鮮民主主義人民共和国・台湾・日本国・モンゴル国】
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№ ラベルの記号 書名 著者 出版社 書誌番号

21 キ/みどり かぜひいちゃった日 キム・ドンス／作・絵　ピョン・キジャ／訳 岩崎書店 3-0204011211

22 イ/あか* 蚊とうし ヒョン・ドンヨム／文　イ・オクベ／絵　おおたけきよみ／訳 アートン 3-0204053858

23 キ/みどり かわべのトンイとスニ          キム・ジェホン／作　星あキラ／共訳　キム・スヨン／共訳 小学館 3-0207094037

24 82 韓国のことば こどもくらぶ／編・著　金碩煕／監修 文研出版 3-0207010546

25 38.8* 韓国のむかし話　おどりをおどるトラ／ほか 崔仁鶴／編訳 偕成社 3-0190307486

26 ハ/ももいろ きょうはソンミのうちでキムチをつけるひ！ チェ・インソン／文　パン・ジョンファ／絵　ピョン・キジャ／訳 セーラー出版 3-0205094834

27 3/あおいろ クムカン山のトラたいじ 松谷みよ子／文　梶山俊夫／絵 ほるぷ出版 3-0190403482

28 チ/ちゃいろ くらやみのくにからきたサプサリ チョン・スンガク／絵と文　おおたけきよみ／訳 アートン 3-0204045973

29 チ/ちゃいろ こいぬのうんち クォン・ジョンセン／文　チョン・スンガク／絵　ピョン・キジャ／訳 平凡社 3-0200055563

30 ３/あおいろ* 洪吉童 洪永佑／[作] 朝鮮青年社 3-0190098290

31 3/あおいろ こかげにごろり　韓国・朝鮮の昔話 金森襄作／再話　鄭【スク】香／画 福音館書店 3-0205067198

32 チ/ちゃいろ ことりはことりは木でねんね　韓国のこもりうた チョン・スニ／作　松谷みよ子／訳 童心社 3-0207068505

33 3/あおいろ 五人の小さなごうけつ 梁載洪／文　李春吉／画　仲村修／訳 ポリム 3-0198043829

34 ３/あおいろ* ごまひとつぶで・・・ 水谷章三／作　岩田健三郎／絵 太平出版社 3-0201003653

35 イ/あか* さいごにのこるの、だあれだ ユン・クビョン／文　イ・テス／絵　小倉紀藏・黛まどか／訳 平凡社 3-0203078387

36 3/あおいろ さんねん峠　朝鮮のむかしばなし 李錦玉／作　朴民宜／絵 岩崎書店 3-0190086383

37 3/あおいろ しろいはうさぎ クォンユンドク／文・絵　チョンミヘ／訳 福音館書店 3-0207035716

38 7/あおいろ 水宮歌（スグンガ）こどもパンソリ絵本 イ・ヒョンスン／文　イ・ユッナム／絵　おおたけきよみ／訳 アートン 3-0204094469

39 イ/あか スニちゃん、どこゆくの ユン・クビョン／文　イ・テス／絵　小倉紀藏・黛まどか／訳 平凡社 3-0203046837

40 ３/あおいろ* 仙女ときこり　朝鮮のむかしばなし 神谷丹路／文　金正愛／絵 岩崎書店 3-0202051579

41 イ/あか ソリちゃんのチュソク イ・オクベ／絵と文　みせけい／訳 セーラー出版 3-0201000328

42 3/あおいろ ソルビム　お正月の晴れ着 ペ・ヒョンジュ／絵と文　ピョン・キジャ／訳 セーラー出版 3-0207000862

43 3/あおいろ ソルビム　お正月の晴れ着2 ペ・ヒョンジュ／絵と文　ピョン・キジャ／訳 セーラー出版 3-0207088407

44 3/あおいろ 七夕のお星さん 柳愛路／画　李美愛／文　市場淳子／訳 ポリム 3-0198043834
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№ ラベルの記号 書名 著者 出版社 書誌番号

45 38.8 だまされたトッケビ　韓国の昔話 神谷丹路／編・訳　チョンスンガク／絵 福音館書店 3-0199034576

46 ク/みどり だれかな、だれだろ シム・チョウォン／文　クォン・ヒョクト／絵　小倉夏香／訳 平凡社 3-0203085060

47 ３/あおいろ* 力持ちのパンチョギ 李億培／画　李美愛／文　市場淳子／訳 ポリム 3-0198043832

48 ３/あおいろ* チゲとむしろとおばあさんのとらたいじ 小沢清子／文　譚小勇／絵 太平出版社 3-0200030121

49 イ/あか つまんなくってさ ユン・クビョン／文　イ・テス／絵　小倉紀藏・黛まどか／訳 平凡社 3-0203046839

50 38.8* とらとふえふき 金恵京／再話　木村昭平／絵 福武書店 3-0193023378

51 3/あおいろ とらとほしがき　韓国のむかしばなし パク・ジェヒョン／再話・絵　おおたけきよみ／訳 光村教育図書 3-0206084020

52 ３/あおいろ* なかよしむら ホン・ソンチャン／さく・え　うめかわかよこ／やく 新世研 3-0202001702

53 38.8 ネギをうえた人　朝鮮民話選 金素雲／編 岩波書店 3-0201050940

54 ３/あおいろ* ねこといぬとたからの玉 藤かおる／文　梶山俊夫／絵 太平出版社 3-0201003654

55 ハ/ももいろ パパといっしょに                                                      イ・サンクォン／文　ハン・ビョンホ／絵　おおたけきよみ／訳    アートン 3-0204069122

56 ３/あおいろ* ひきがえるのおんがえし 藤かおる／文　みやもとただお／絵 太平出版社 3-0199055675

57 ３/あおいろ* 火をぬすむ犬 松谷みよ子／文　司修／絵 太平出版社 3-0200030122

58 イ/あか ふしぎなかけじく イ・ヨンギョン／絵と文　おおたけきよみ／訳 アートン 3-0204030100

59 3/あおいろ ふしぎなしろねずみ　韓国のむかしばなし チャンチョルムン／文　ユンミスク／絵　かみやにじ／訳 岩波書店 3-0209046622

60 ヘ/ももいろ ふわふわくもパン ペク・ヒナ／文と絵　キム・ヒャンス／写真　星あキラ、キム・ヨンジュン／共訳 小学館 3-0206023288

61 ３/あおいろ* フンブとノルブ　朝鮮民話 チョン・スクヒャン／絵　いとうみを／文 鶏林館書店 3-0190047353

62 ハ/ももいろ ヘチとかいぶつ チョン・ハソプ／文　ハン・ビョンホ／絵　おおたけきよみ／訳 アートン 3-0204040336

63 ３/あおいろ* へらない稲たば　朝鮮のむかしばなし 李錦玉／文　朴民宜／絵 岩崎書店 3-0190202856

64 ク/みどり マンヒのいえ クォン・ユンドク／絵と文　みせけい／訳 セーラー出版 3-0198038473

65 ３/あおいろ* 山になった巨人　白頭山ものがたり リュウ・チェスウ／作・絵　イ・サンクム，まついただし／共訳 福音館書店 3-0190331039

66 イ/あか よじはんよじはん ユンソクチュン／ぶん　イヨンギョン／え　かみやにじ／やく 福音館書店 3-0207035715

67 キ/みどり ヨンイのビニールがさ ユン・ドンジェ／作　キム・ジェホン／絵　ピョン・キジャ／訳 岩崎書店 3-0206039059

68 ホ/ももいろ* 竜宮城へいった娘　韓国 エドワード・アダムス／文　チョイ・ドン・ホー／絵　小林孝子／訳 蝸牛社 3-0190173440
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69 ハ/ももいろ わたしの社稷洞 キム・イネ／文　ハン・ソンオク／絵　おおたけきよみ／訳 アートン 3-0204076014

70 チ/ちゃいろ* アティと森のともだち イェン・シュニュィ／作　チャン・ヨウラン／絵　中由美子／訳 岩崎書店 3-0205004661

71 ラ/きみどり あわてんぼうさん ライマ／作　宝迫典子／訳 朔北社 3-0206014954

72 ホ/ももいろ きみのうち、ぼくのうち ヤン・ホアン／文　ホアン・シャイオイェン／絵　中由美子／訳 岩崎書店 3-0206034960

73 リ/きみどり* たね、ぺっぺっ   李瑾倫／作・絵　宝迫典子／訳 ＰＨＰ研究所 3-0201035969

74 3/あおいろ ねずみのおよめいり モニカ・チャン／文　レスリー・リョウ／絵　高佩玲／訳 河出書房新社 3-0194029879

75 チ/ちゃいろ ぼく、グジグジ            チェン・チーユエン／作　宝迫典子／訳 朔北社 3-0204067150

76 カ/みどり 島のみみずくトゥトゥウ 何華仁／文・絵　中由美子／訳 童心社 3-0206080491

77 31 世界の先住民　いまはわたしの国といえない　1　チベット人 柏木里美／訳 リブリオ出版 3-0195024093

78 か/みどり* ドルジェのたび　チベットの少年のはなし ペマ＝ギャルポ／話　金田卓也／文・絵 偕成社 3-0190180244

79 38 ＮＨＫ地球たべもの大百科　国際理解にやくだつ　１　中国 谷川彰英／監修 ポプラ社 3-0200023419

80 3/あおいろ あかりの花　中国苗族民話 肖甘牛／採話　君島久子／再話　赤羽末吉／画 福音館書店 3-0190173908

81 チ/ちゃいろ ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン／作・絵　平岡敦／訳 徳間書店 3-0207043763

82 3/あおいろ 王さまと九人のきょうだい 赤羽末吉／絵　君島久子／訳 岩波書店 3-0190473849

83 １/あおいろ* おおきなかめ　中国の神話 譚小勇／絵　関野喜久子／再話 福音館書店 3-0197080068

84 ヤ/むらさき 風にのっていったダニーナ ジェイン・ヨーレン／文　エド・ヤング／絵　もりおかみち／訳 冨山房インターナショナル 3-0209045343

85 シ/はいいろ かみさまになったゆうれい ドン・メイリン／作　ジャン・シーミン／絵　おおさかまさこ／訳 新世研 3-0203063599

86 3/あおいろ 巨人グミヤーと太陽と月 君島久子／文　小野かおる／絵 岩波書店 3-0200005906

87 ３/あおいろ* 銀のうでわ　中国の民話 君島久子／文　小野かおる／絵 岩波書店 3-0197072495

88 ミ/うぐいすいろ 金の瓜と銀の豆 チャオ・エンイ／ぶん　ホー・ミン／え　きみじまひさこ／やく ほるぷ出版 3-0190067528

89 38.8 けものたちのないしょ話　中国民話選 君島久子／編訳 岩波書店 3-0201071997

90 38.8 子どもに語る中国の昔話 松瀬七織／訳　湯沢朱美／再話 こぐま社 3-0209017396

91 チ/ちゃいろ この世でいちばんすばらしい馬 チェン・ジャンホン／作・絵　平岡敦／訳 徳間書店 3-0208090860

92 ウ/あか 西遊記　決定版！大型絵本　１　石からうまれた孫悟空 ［呉承恩］／［原作]　唐亜明／文　干大武／絵 偕成社 3-0206016360
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93 ウ/あか 西遊記　決定版！大型絵本　２　金角銀角のひょうたん ［呉承恩］／［原作］　唐亜明／文　干大武／絵 偕成社 3-0206018504

94 ウ/あか 西遊記　決定版！大型絵本　３　火焔山をこえて ［呉承恩］／［原作］　唐亜明／文　干大武／絵 偕成社 3-0206018505

95 ウ/あか 舌ながばあさん 武建華／絵　千葉幹夫／文 小学館 3-0201012738

96 ヒ/ももいろ シナの五にんきょうだい クレール・Ｈ．ビショップ／ぶん　クルト・ヴィーゼ／え　川本三郎／やく 瑞雲舎 3-0195069129

97 ウ/あか 十万本の矢　三国志絵本 唐亜明／文　干大武／絵 岩波書店 3-0197072496

98 38.8 白いりゅう黒いりゅう　中国のたのしいお話 賈芝，孫剣水／編　君島久子／訳 岩波書店 3-0190446919

99 む/うぐいすいろ しんせつなともだち 方軼羣／作　君島久子／訳　村山知義／画 福音館書店 3-0208005471

100 82 中国のことば こどもくらぶ／編・著 文研出版 3-0207024374

101 ３/あおいろ* ちょうちんまつり 唐亜明／文　徐楽楽／絵 福音館書店 3-0194074557

102 ３/あおいろ* こどものとも　月刊予約絵本　７９号　つきをいる 福音館書店 3-0196074009

103 3/あおいろ 天女の里がえり 君島久子／文　小野かおる／絵 岩波書店 3-0207079187

104 サ/はいいろ 桃源郷ものがたり 松居直／文　蔡皋／絵 福音館書店 3-0202006949

105 ウ/あか ナージャとりゅうおう　封神演義 唐亜明／文　干大武／絵 講談社 3-0202013479

106 オ/あか* ナンゴーとあし笛　中国 王烈／絵・文　片山和子，荒川豊子／訳 蝸牛社 3-0190406777

107 ３/あおいろ* ね・うし・とら・・・十二支のはなし　中国民話より ドロシー・バン・ウォアコム／文　へんみまさなお／訳　エロール・ル・カイン／絵　 ほるぷ出版 3-0190451565

108 38.8 花仙人　中国の昔話 松岡享子／文　蔡皋／画 福音館書店 3-0198003082

109 タ/ちゃいろ ひゃくにんのおとうさん 譚小勇／文　天野祐吉／文　  譚小勇／絵　 福音館書店 3-0205067204

110 シ/はいいろ* ふしぎな少年ナーゾオ ルー・ピン／ぶん　ティ・シーファ／え　もりずみかずひろ／やく ほるぷ出版 3-0190067531

111 ヨ/むらさき* 鳳凰と黄金のカボチャ 崔岩【シュン】／文　楊永青／画　片桐園／訳 岩崎書店 3-0190331880

112 ３/あおいろ* ほしになったりゅうのきば 君島久子／再話　赤羽末吉／画 福音館書店 3-0190446259

113 ３/あおいろ* ほんとのほんとのむかしばなし　中国の寓言集　３ 胡永凱，張世明／〔共〕絵　沈寂／再話　君島久子／訳 ほるぷ出版 3-0190454237

114 ３/あおいろ* ほんとのほんとのむかしばなし　中国の寓言集　４ 了的／再話　陳永鎮／絵　君島久子／訳 ほるぷ出版 3-0190454249

115 ３/あおいろ* ほんとのほんとのむかしばなし　中国の寓言集　５ 丁二／再話　  曽佑沮／絵　君島久子／訳 ほるぷ出版 3-0190478207

116 ３/あおいろ* ほんとのほんとのむかしばなし　中国の寓言集　６ チヨン・マー／さいわ　イエ・フェイ／え　きみしまひさこ／やく ほるぷ出版 3-0190449551

1111



№ ラベルの記号 書名 著者 出版社 書誌番号

117 ３/あおいろ* ほんとのほんとのむかしばなし　中国の寓言集　１ 張世明／絵　方軼羣／再話　君島久子／訳 ほるぷ出版 3-0190478157

118 ３/あおいろ* ほんとのほんとのむかしばなし　中国の寓言集　２ 左泥／再話　田原／絵　君島久子／訳 ほるぷ出版 3-0190454222

119 ３/あおいろ* マーリャンとまほうのふで　中国のむかし話 ホン＝シュンタオ／ぶん　きみしまひさこ／やく　わかなけい／え 偕成社 3-0190086387

120 チ/ちゃいろ* まちへおでかけ チェンシーシエン／さく　谷岡加代子／やく 徳間書店 3-0196037190

121 シ/はいいろ* まほうの石 ドン・メイリン／作　ジャン・シーミン／絵　やまねえいこ，よしのゆか／訳 新世研 3-0203063600

122 レ/きみどり* 魔法の筆 ホン・シュンタオ／ぶん　ワン・レイミン／え　もりずみかずひろ／やく ほるぷ出版 3-0190091588

123 3/あおいろ むかしむかしとらとねこは…　中国のむかし話より 大島英太郎／文・絵 福音館書店 3-0209029975

124 82
もっと知ろうよ！中国　漢字のふるさとの言葉と文化
１　漢字ってどこからきたの

納村公子／作・絵 汐文社 3-0203009337

125 82
もっと知ろうよ！中国　漢字のふるさとの言葉と文化
２　中国のことばとくらし

納村公子／作・絵 汐文社 3-0203020315

126 テ/ちゃいろ やさしいりゅう　竜抬頭 劉霆華／文　田黎明／絵　君島久子／訳　 小峰書店 3-0190282835

127 3/あおいろ 山いっぱいのきんか　中国のむかし話 君島久子／文　太田大八／絵 童話館出版 3-0205066429

128 ３/あおいろ* ヤンメイズとりゅう　中国の昔話 松居直／再話　関野喜久子／再話　譚少勇／絵 福音館書店 3-0194047882

129 シ/はいいろ ヤンヤンいちばへいく 周翔／作　文妹／訳 ポプラ社 3-0206039318

130 3/あおいろ ゆうかんなアジク　中国満族の民話 趙朝勲／再話　関野喜久子／訳　徐喚民，趙朝勲／絵 福音館書店 3-0197074495

131 わ/くろ よあけまで 曹文軒／作　中由美子／訳　和歌山静子／絵 童心社 3-0202001964

132 チ/ちゃいろ よみがえった鳳凰 白冰／文　張世明／画　片桐園／訳 岩崎書店 3-0190331553

133 ３/あおいろ* 龍宮からきたおよめさん 馬場英子／文　おぼまこと／絵 ほるぷ出版 3-0190404799

134 ヨ/むらさき* りゅうになったちいさなこい 李鳳翔／文　楊永青／画　君島久子／訳 小峰書店 3-0190282836

135 3/あおいろ ロンポポ　オオカミと三にんのむすめ エド・ヤング／再話絵　藤本朝巳／訳 古今社 3-0199073390

136 ヤ/むらさき 七ひきのねずみ                                                        エド・ヤング／作　藤本朝巳／訳  古今社 3-0199064654

137 ３/あおいろ* 漓江の山の物語　中国の民話 蒋振立／文と絵 外文出版社 3-0190418678
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138 21*
Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ　ａ　ｔｒａｇｅｄｙ　ｎｅｖｅｒ　ｔｏ　ｂｅ　ｒｅｐｅａｔｅｄ
英語版絵で読む広島の原爆

ｔｅｘｔ　ｂｙ　Ｍａｓａｍｏｔｏ　Ｎａｓｕ　  ｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎｓ　ｂｙ　Ｓｈｉｇｅｏ
Ｎｉｓｈｉｍｕｒａ　ｔｒａｎｓｌａｔｅｄ　ｂｙ　Ｊｏａｎｎａ　Ｋｉｎｇ　ａｎｄ　Ｙｕｋｉ
Ｔａｎａｋａ．

Ｆｕｋｕｉｎｋａｎ　Ｓｈｏｔｅ
ｎ　Ｐｕｂ

3-0198027970

139 ３/あおいろ* 一寸法師 笠松紫浪／絵　千葉幹夫／文・構成 講談社 3-0201022689

140 21 絵で読む広島の原爆 西村繁男／絵　那須正幹／文 福音館書店 3-0195016566

141 3/あおいろ えほん　ねぶた あべ弘士／作・絵 講談社 3-0205054202

142 こ/みどり* えほん北緯36度線 小林豊／作・絵 ポプラ社 3-0199048271

143 な/みずいろ* おじいちゃんちでおとまり なかがわちひろ／さく・え ポプラ社 3-0206057741

144 に/みずいろ おふろやさん 西村繁男／作 福音館書店 3-0190113710

145 3/あおいろ かさじぞう 瀬田貞二／再話　赤羽末吉／画　 福音館書店 3-0208025058

146 3/あおいろ かにむかし　日本むかしばなし 木下順二／文　清水崑／絵 岩波書店 3-0190010174

147 な/みずいろ かばくん 岸田衿子／さく　中谷千代子／え　 福音館書店 3-0208025032

148 38.8 子どもに語る日本の昔話　１ 稲田和子／著　筒井悦子／著 こぐま社 3-0195031905

149 や/むらさき しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男／さく　山本忠敬／え　 福音館書店 3-0190449537

150 38.8* 日本昔話百選 稲田浩二／編著　稲田和子／編著 三省堂 3-0203046714

151 29.1 富士山にのぼる 石川直樹／著 教育画劇 3-0209089705

152 3/あおいろ ももたろう 松居直／文　赤羽末吉／画 福音館書店 3-0190445596

153 ヒ/ももいろ アローハンと羊　モンゴルの雲の物語 興安／作　蓮見治雄／文・解説 こぐま社 3-0207009106

154 3/あおいろ いしになったかりゅうど　モンゴル民話 大塚勇三／再話　赤羽末吉／絵 福音館書店 3-0190447282

155 3/あおいろ うしかいとおりひめ　中国民話 きみしまひさこ／やく　まるきとし／え 偕成社 3-0190009478

156 38.8 子どもに語るモンゴルの昔話 蓮見治雄／訳・再話　平田美恵子／再話 こぐま社 3-0204082447

157 3/あおいろ スーホの白い馬　モンゴル民話 大塚勇三／再話　赤羽末吉／画 福音館書店 3-0190449571

158 38.8 草原の国のむかし話　モンゴル 塩谷茂樹／訳編　Ｂ．ボルド／絵 能登印刷 3-0195061642

159 29.2 草原の少女プージェ 関野吉晴／著 小峰書店 3-0206093766

160 38.8 モンゴルのむかし話　大草原に語りつがれる 籾山素子／訳・再話　藤原道子／絵　Ｃｈ．チメグバータル／監修 PHP研究所 3-0209058252
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161 リ/きみどり* ながいかみのむすめ 王敏／文　李暁軍／絵 小峰書店 3-0194003418

162 38.8 ハイリブの石　モンゴル民話集 松田忠徳／訳 富士書院 3-0190291838

163 ム/うぐいすいろ はじめてのかり オノン・ウルグンゲ，唐亜明／さく　ムンフジン・チュールテミン／え 福音館書店 3-0205067203

164 ホ/ももいろ ぼくのうちはゲル バーサンスレン・ボロルマー／絵・文　長野ヒデ子／訳 石風社 3-0206038825

165 29.2* モンゴルのウルジーバヤル　モンゴル人民共和国をたずねて まつざわえいいち／写真・文 ＮＧＳ 3-0190419297

166 ホ/ももいろ モンゴルの黒い髪 バーサンスレン・ボロルマー／絵・文　長野ヒデ子／訳 石風社 3-0204088662

167 ３/あおいろ* モンゴルの白い馬 王敏／文　李暁軍／絵　 小峰書店 3-0500136873

1414



№ ラベルの記号 書名 著者 出版社 書誌番号

1 36.9 Tsunamiをこえて　スマトラ沖地震とアチェの人びと アチェ・フォトジャーナリストクラブ／写真　藤谷健／文 ポプラ社 3-0206011766

2 ３/あおいろ* いねになったてんにょ　インドネシア民話 水四澄子／画　君島久子／再話 福音館書店 3-0194062687

3 38.8* インドネシアのむかし話　木の上のたまご姫／ほか 松野明久／編訳 偕成社 3-0190364526

4 ハ きつねのフォスとうさぎのハース シルヴィア・ヴァンデン・ヘーデ／作　テー・チョンキン／絵　野坂悦子／訳 岩波書店 3-0207071061

5 ハ きつねのフォスとうさぎのハース　その２　またたまご シルヴィア・ヴァンデン・ヘーデ／作　テー・チョンキン／絵　野坂悦子／訳 岩波書店 3-0208063578

6 ハ きつねのフォスとうさぎのハース　その３　南の島へ シルヴィア・ヴァンデン・ヘーデ／作　テー・チョンキン／絵　野坂悦子／訳 岩波書店 3-0209041104

7 テ/ちゃいろ ケーキをもってピクニック　ケーキをさがせ！　２ テー・チョンキン／作・絵 徳間書店 3-0208090859

8 ハ/ももいろ スマントリとスコスロノ　山からきたふたご　影絵芝居ワヤンの物語より 乾千恵／再話　早川純子／絵　松本亮／監修 福音館書店 3-0209043768

9 タ/ちゃいろ ちいさいおどりこルートゥー　インドネシア、バリ島のくらし カタリナ・ツィンマーマン／文　久世礼子／訳　ニョマン・ダルサネ／絵 アジア・アフリカともだち文庫 3-0190298333

10 77 ノントン・ワヤン！ 松本亮／文　橋本とも子／絵　熊谷正／写真 福音館書店 3-0208087901

11 ３/あおいろ* ビモのおにたいじ　ジャワの影絵しばい
ノノ・スグルノー／え
ヌロールスティッヒサーリン・スラムット／さいわ　まつもとりょう
／やく

ほるぷ出版 3-0190178044

12 ア/あか* 密猟者と３匹のさる　インドネシア サルジョノ・アリバザ／絵・文　田中安男／訳 蝸牛社 3-0190406913

13 た/ちゃいろ いたずらうさぎチュローチュ たじまゆきひこ／〔作〕　 童心社 3-0199056108

14 ３/あおいろ* トラを生き返らせた仙人 クメール伝統協議委員会／再話　リムナロン／絵　マイトリーしなの／編 マイトリーしなの 3-0203040801

15 31 左手がなくてもぼくは負けない！　カンボジア、地雷と子どもたち 髙橋うらら／文 学研教育出版 3-0209075509

16 ミ/うぐいすいろ* 長ぐつ号の大ぼうけん　シンガポール キャサリン・チャバード／文　チュア・アイ・ミー／絵　崎岡真紀子、荒川豊子／訳 蝸牛社 3-0190173435

17 38* アジアの台所たんけん 大村次郷／写真・文 福音館書店 3-0202067744

18 ３/あおいろ* おしゃかさまものがたり　タイの民話 パニヤ・チャイヤカム／え　いわきゆうじろう／やく ほるぷ出版 3-0190099010

19 ユ/むらさき かさの女王さま シリン・イム・ブリッジズ／作　ユ・テウン／絵　松井るり子／訳 セーラー出版 3-0208094187

20 ト/ちゃいろ* 神さま、ぼくがいきます ウイリヤ・シリシング／作　チュング・トゥリン／絵　田中忠治／訳 河出書房新社 3-0194021330

フィリピン共和国・ブルネイ・ダルサラーム国・ベトナム社会主義共和国・マレーシア・ミャンマー連邦・ラオス人民民主共和国】

東南アジア

【インドネシア共和国・カンボジア王国・シンガポール共和国・タイ王国・東ティモール民主共和国
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21 ３/あおいろ* サムリまめをとりかえす　タイの民話 よしざわようこ／再話　チャイヤン・コムキャウ／絵 福音館書店 3-0206062381

22 ウ/あか* じいちゃんのながいひげ チーワン・ウィササ／さく・え　ひがしたにひろみ／やく                 新世研 3-0201032241

23 ミ/うぐいすいろ しーっ！ぼうやがおひるねしているの ミンフォン・ホ／作　ホリー・ミード／絵　安井清子／訳 偕成社 3-0198070484

24 マ シルクの花 キャロリン・マースデン／作　代田亜香子／訳 鈴木出版 3-0208022472

25 ユ/むらさき タイのお百姓さん　タイ クリク・ユーンプン／文・絵　黒木悠／訳 蝸牛社 3-0190173432

26 82 タイのことば こどもくらぶ／編・著　宇戸清治／監修　 文研出版 3-0207010437

27 38 タイのごはん 銀城康子／文　いずみなほ，星桂介／絵 農村漁村文化協会 3-0208018198

28 ヘ タイの少女カティ ジェーン・ベヤジバ／作　大谷真弓／訳　日置由美子／絵 講談社 3-0206048545

29 38.8 タイのむかし話　ストン王子とマノーラー姫／ほか 吉川利治／編訳 偕成社 3-0190331280

30 64 象使いの少年スッジャイとディオ 　田村仁／写真　小河修子／文 福音館書店　 3-0194051216

31 ３/あおいろ* アラヤト山の女神　　フィリピンの民話 ヴィルヒリオ・Ｓ．アルマリオ／さいわ　アルベルト･Ｅ．ガモス／え　あおきひさこ／やく ほるぷ出版 3-0190099004

32 38 舟がぼくの家 島田興生／文・写真 福音館書店 3-0198076387

33 38 レイアとナネット　フィリピン・チボリ族の子どもたちの一日 きたざわきょうこ／文　はせがわみずきち／写真 アーニ出版 3-0190343859

34 3/あおいろ われたたまご　　フィリピン民話 小野かおる／再話・画 福音館書店 3-0197074498

35 96
ブータンの朝日に夢をのせて　　ヒマラヤの王国で
真の国際協力をとげた西岡京治の物語

木暮正夫／作　こぐれけんじろう／絵 くもん出版 3-0196078308

36 ワ/くろ ヤクの冒険　ブータン カーマ・ワンディ／文・絵　アラキ・トキ／訳 蝸牛社 3-0196050795

37 3/あおいろ イッイッイッたりないよ　　ベトナム民話から 多摩高校日本語ボランティアサークル／企画構成・文・絵 かど創房 3-0195027309

38 29.2 世界の子どもたちはいま　16　ベトナムの子どもたち 学習研究社 3-0201009416

39 48.9 象と生きる 新村洋子／写真・文 ポプラ社 3-0206025685

40 ももいろ* バー・コーのかいぶつたいじ　ベトナム民話（かみしばい） 織茂恭子／画　八木田宜子／脚本 童心社 3-0190477722

41 82 ベトナムのことば こどもくらぶ／編・著　冨田健次／監修 文研出版 3-0207024372

42 38.8 ベトナムのむかし話　貉竜君と嫗姫ほか 富田健次／編訳 偕成社 3-0190366465

43 ももいろ* ぼく、スイカだいすき（ベトナムの紙芝居） ター・チョン・チー／作 童心社 3-0196063849

44 ル/きみどり* 神さまとひきがえる　ベトナム ディン・ルゥク／絵・文　小比賀優子／訳 蝸牛社 3-0190406848
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45 ラ/きみどり* カンポンのガキ大将 ラット／作　荻島早苗，末吉美栄子／やく 晶文社 3-0190172024

46 シ/はいいろ* くいしんぼうのチビワニ　マレーシア ザイヌディン・ジャミル／絵・文　本城和子／訳 蝸牛社 3-0190406613

47 す/はいいろ アジア！イチャリバ、チョーデー　アジアからの手紙                                        大貫美佐子／文　スズキコージ／絵 光村教育図書 3-0201055251

48 ３/あおいろ* とらよりつよいうさぎ 君島久子／著　二俣英五郎／え 偕成社 3-0190449485

49 38.8 ビルマ（ミャンマー）のむかし話　竜のたまご／ほか 大野徹／編訳 偕成社 3-0190375785

50 あか 五つのたいよう（かみしばい） サックダー／脚本・画　上田玲子／訳 童心社 3-0199015011

51 あか* いぼがえるとにわとり（かみしばい） トンミー／作・画 汐文社 3-0198061143

52 30* 小野先生のラオス学校だより 小野崇／著 少年写真新聞社 3-0203025111

53 3/あおいろ かたつむりとさる　ラオス・モン族の民話 ヤン・サン／さいわ　ハー・ダン／したえ　安井清子／やく 福音館書店 3-0197074490

54 はいいろ* さかなのおんがえし（かみしばい） ブンルート／作・画 汐文社 3-0198061141

55 3/あおいろ サルとトラ　ラオス・モン族の民話 ヤン・サン／再話　ドゥア・リー／下絵　ヤン・ロン，ヤン・イェン／刺繍　やすいきよこ／訳 福音館書店 3-0205067200

56 36.9* チューの夢トゥーの夢　難民キャンプの子どもたち 安井清子／文・写真　降矢奈々／絵 福音館書店 3-0197057898

57 うぐいすいろ* まるちゃんのともだち（かみしばい） ボアワン／作・画 汐文社 3-0198061142

58 す/はいいろ ラーシアのみずくみ 安井清子／文　砂山恵美子／絵 こぐま社 3-0209075042

59 38* わたしのスカート 安井清子／文・写真　西山晶／絵 福音館書店 3-0204072477

60 29.2 メコン源流をもとめて 鎌澤久也／文・写真　 福音館書店 3-0208071412
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1 ４/あおいろ* 10にんのきこり A．ラマチャンドラン／さく　田島伸二／やく 講談社 3-0207074606

2 4/あおいろ 123インドのかずのえほん アヌシュカ・ラビシャンカール／ぶん　シリシュ・ラオ／ぶん　デュンガ・バイ／え　石津ちひろ／やく アートン 3-0205074206

3 ３/あおいろ* あおいやまいぬ マーシャ・ブラウン／作・絵　瀬田貞二／訳 瑞雲舎 3-0195055211

4 ハ/ももいろ* 雨をまちながら カマクシ・バラスブラマニアン／文　ユスフ・バンガロレワラ／絵　立松和平／訳 河出書房新社 3-0194043098

5 38.8 インドのむかし話　天にのぼるベールの木／ほか 坂田貞二／編著 偕成社 3-0190303294

6 ３/あおいろ* おひさまをほしがったハヌマン　インドの大昔の物語「ラーマーヤナ」より A．ラマチャンドラン／さく・え　松居直／やく 福音館書店 3-0197074501

7 38 ギタはインドの女の子 ディナトト・バディ／絵　バーバラ＆エバーハルト・フィッシャー／文　久世礼子／訳 アジア・アフリカともだち文庫 3-0190548405

8 あ/あか* クリシュナのつるぎ 秋野癸巨矢／文　秋野不矩／絵 岩崎書店 3-0190449300

9 ラ/きみどり* クリシュナ物語　インド パンドパダヤイ・ラマナンダ／文・絵　若林千鶴子／訳 蝸牛社 3-0190173426

10 ロ/きみどり* ここってインドかな？ アヌシュカ・ラビシャンカール／ぶん　アニータ・ロイトヴィラー／え　角田光代／やく アートン 3-0205091746

11 ３/あおいろ* さるとわに　ジャータカ物語より ポール・ガルドン／さく　北村順治／やく ほるぷ出版 3-0204051617

12 １/あおいろ* 三体の神の物語 横尾美美／絵　舟崎克彦／文 ほるぷ出版 3-0197023117

13 ラ/きみどり* ジブヤとひとくいドラ A．ラマチャンドラン／さく・え　きざきまろい／やく 福武書店 3-0190065413

14 ふ/ももいろ* ずるがしこいジャッカル ラマチャンドラン／ぶん　福知伸夫／え　木坂涼／やく 福音館書店 3-0200058084

15 ３/あおいろ* ぞうのマハギリ　インドの民話 ケシャブ・シャンカール・ピライ／再話　プラク・ビスワス／絵　みやちとしこ／訳 グランまま社 3-0202029767

16 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

17 3/あおいろ たまごからうま　ベンガルの民話 酒井公子／再話　織茂恭子／絵 偕成社 3-0203044441

18 ３/あおいろ* 月のうさぎ 前田式子／文　司修／絵 ほるぷ出版 3-0193007862

19 ヒ/ももいろ トラさん、トラさん、木のうえに！ アヌシュカ・ラヴィシャンカール／文　ブラク・ビスワス／絵　うちやままりこ／訳 評論社 3-0207047045

20 93
トラの歯のネックレス　インド現代児童文学ミス
テリー短編集

インド児童文学作家イラストレーター協会会員／作　鈴木千歳／
編　太田京子／絵

ぬぷん児童図書出版 3-0198054074

21 ヒ/ももいろ* ながいながいかみのおひめさま コーミラー・ラーオーテ／文　ヴァンダナー・ビシュト／絵　木坂涼／訳 アートン 3-0206011100

南アジア

【アフガニスタン・イスラム共和国・イラン・イスラム共和国・インド・スリランカ民主社会主義共和国・ネパール王国

パキスタン・イスラム共和国・バングラデシュ人民共和国・ブータン王国・モルディブ共和国】
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22 3/あおいろ にげろ！にげろ？　インドのむかしばなし ジャン・ソーンヒル／再話・絵　青山南／訳 光村教育図書 3-0208031281

23 ３/あおいろ* はらぺこライオン　インド民話 ギタ・ウルフ／ぶん　インドラプラミット・ロイ／え　酒井公子／やく アートン 3-0205089069

24 ３/あおいろ* ヒマラヤのおうさまざる　インドのはなし やまぬしとしこ／ぶん　しまだむつこ／え コーキ出版 3-0190066145

25 ３/あおいろ* ヒマラヤのふえ A．ラマチャンドラン／さく・え　きじまはじめ／やく 福音館書店 3-0190449292

26 ３/あおいろ* マンゴーとバナナ　まめじかカンチルのおはなし ネイサン・クマール・スコット／文　Ｔ・バラジ／絵　中川千尋／訳 アートン 3-0206027681

27 3/あおいろ むかし、ねずみが・・・ マーシャー・ブラウン／さく　晴海耕平／やく 童話館 3-0194054241

28 コ* モンスーンあるいは白いトラ クラウス・コルドン／作　大川温子／訳 理論社 3-0199037816

29 3/あおいろ ランパンパン　インドみんわ マギー・ダフ／さいわ　ホセ・アルエゴ，アリアンヌ・ドウィ／え　山口文生／やく 評論社 3-0190304830

30 ハ/ももいろ* リーラちゃんとすいか マリリン・ハーシュ／ぶん・え　マヤ・ナラヤン／ぶん　おかべうたこ／やく ほるぷ出版 3-0190010411

31 タ* 密猟者を追え アルプ・クマル・ダッタ／作　ジャグデシュ・ジョシー／絵　鈴木千歳／訳 佑学社 3-0190230147

32 ウ/あか かさどろぼう シビル・ウェッタシンハ／作・絵　猪熊葉子／訳 徳間書店 3-0207035334

33 ウ/あか きつねのホイティ シビル・ウェッタシンハ／さく　松岡享子／やく 福音館書店 3-0194028835

34 ク/みどり* そらをとんだかめ　スリランカの昔話より ブンニャ・クマーリ／再話・絵 福音館書店 3-0208087898

35 ３/あおいろ* だれがいちばんとしがうえ？　スリランカの仏教説話 スマナ・ディサーナーヤカ／え　ティローカスンダリ・カーリヤワサム／さいわ　のぐちただし／やく ほるぷ出版 3-0190114403

36 ウ/あか にげだしたひげ シビル・ウェッタシンハ／さく　のぐちただし／やく 木城えほんの郷 3-0211085286

37 ウ/あか ねこのくにのおきゃくさま シビル・ウェッタシンハ／さく　松岡享子／やく 福音館書店 3-0196022866

38 ク/みどり* バンダさんとゾウ　スリランカのおはなし ブンニャ・クマーリ　／作 福音館書店 3-0500154333

39 ウ/あか ポッダとポッディ シビル・ウェッタシンハ／作　松岡享子／訳 福音館書店 3-0208032723

40 3/あおいろ 石のししのものがたり　チベットの民話による 大塚勇三／再話　秋野亥左牟／画 福音館書店 3-0193007623

41 38.8 チベットのものいう鳥 田海燕／編　君島久子／訳 岩波書店 3-0190009702

42 3/あおいろ あくまのおよめさん　ネパールの民話 稲村哲也，結城史隆／再話　イシュワリ・カルマチャリャ／画 福音館書店 3-0197074491

43 シ/はいいろ* 象とふくろう　ネパール シャム・ラル・シュレスタ／絵・文　青木久子／訳 蝸牛社 3-0190406794

44 29.2 地球のてっぺんに立つ！エベレスト スティーブ・ジェンキンズ／作　佐藤見果夢／訳 評論社 3-0201054090

45 3/あおいろ プンクマインチャ　ネパール民話 大塚勇三／再話　秋野亥左牟／画 福音館書店 3-0190404126

46 か/みどり* ロミラのゆめ　ヒマラヤの少女のはなし 金田卓也／文　金田常代／絵 偕成社 3-0190099391

47 ３/あおいろ* おばあちゃんをすてちゃいやだ！！　パキスタンのむかしばなしより 福井達雨／文　馬嶋純子／絵 偕成社 3-0190106998
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48 か/みどり* ラニーのねがい　ガンダーラの少女のはなし       アズラー，アービダー／話　金田卓也／文　金田常代／絵    偕成社 3-0190126579

49 ３/あおいろ* 馬のたまご アブル・ハシム・カーン／絵　ビプラダス・バルア／再話　田島伸二／訳 ほるぷ出版 3-0190473358

50 ハ/ももいろ* 地球が緑になったわけ　バングラデシュ ナイマ・ハク／文・絵　本山央子／訳 蝸牛社 3-0196050475

51 よ/むらさき ねがいをのぼる太陽に　学校に行かせて 葉祥明／絵　こやま峰子／作　アグネス・チャン／英訳 日航文化事業センター 3-0198072534
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1 38* アジアの台所たんけん 大村次郷／写真・文 福音館書店 3-0202067744

2 38.8 アジアの昔話　１ アジア地域共同出版計画編集委員会／企画　松岡享子／訳 福音館書店 3-0190450620

3 38.8 アジアの昔話　２　　 アジア地域共同出版計画編集委員会／編　松岡享子／訳 福音館書店 3-0190445844

4 38.8 アジアの昔話　３ アジア地域共同出版計画会議／企画　ユネスコ・アジア文化センター／編　松岡享子／訳 福音館書店 3-0190009439

5 38.8 アジアの昔話　４ アジア地域共同出版計画会議／企画　ユネスコ・アジア文化センター／編　松岡享子／訳 福音館書店 3-0190017787

6 38.8 アジアの昔話　５ アジア地域共同出版計画会議／企画　ユネスコ・アジア文化センター／編　松岡享子／訳 福音館書店 3-0190042258

7 38.8 アジアの昔話　６ アジア地域共同出版計画会議／企画　ユネスコ・アジア文化センター／編　松岡享子／訳 福音館書店 3-0190089795

8 38* アジアの友だちに会おう！　アジア太平洋の文化を知るための絵本      佐々木陽子／訳 東京書籍 3-0203023422

9 3/あおいろ いつも　いっしょ　どうぶつとくらすアジアのこどもたち 松岡享子／文　車光照／ほか・写真 福音館書店 3-0202007831

10 38 インドのごはん 銀城康子／文　高松良己／絵 農山漁村文化協会 3-0207006447

11 38 韓国のごはん 銀城康子／文　いずみなほ／絵　星桂介／絵 農山漁村文化協会 3-0207013831

12 38 中国のごはん 銀城康子／文　神谷京／絵 農山漁村文化協会 3-0207093345

13 38 タイのごはん 銀城康子／文　いずみなほ／絵　星桂介／絵 農山漁村文化協会 3-0208018198

14 29.2 韓国まるごと大百科　国際理解に役立つ　３　韓国の子どものくらし ポプラ社 3-0203027389

15 38 国際理解に役立つ世界の衣食住　１　東アジアの食べもの 小峰書店 3-0201021098

16 38 国際理解に役立つ世界の衣食住　４　特別な日の食べもの 小峰書店 3-0201021101

17 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 小峰書店 3-0201021103

18 38 国際理解に役立つ世界の衣食住　９　アジアの民族衣装 小峰書店 3-0201021106

19 38.8 子どもに語るアジアの昔話　１ 松岡享子／訳 こぐま社 3-0197011162

20 38.8 子どもに語るアジアの昔話　２ 松岡享子／訳 こぐま社 3-0197011161

21 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、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

22 59* シリーズ　世界の服装　９　民族衣装 柴田克子／訳 リブリオ出版 3-0190534696

アジアの国々参考資料
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23 38* スボンとスカート 松本敏子／文・写真　西山晶／絵     福音館書店 3-0195031347

24 38 世界のあいさつ 長新太／さく 福音館書店 3-0190329253

25 38* 世界の子どもきょうから友だち 小松義夫／文・写真 福音館書店 3-0199012558

26 36* 世界のこどもたち　世界をむすぶぼくの声わたしの声 バーナバス・キンダスリー／編　アナベル・キンダスリー／編 ほるぷ出版 3-0195066828

27 80 世界の文学と言葉入門　２　中国の漢字と中国語 小峰書店 3-0204028974

28 80 世界の文学と言葉入門　４　アジア各国のＡＢＣとインドネシア語 小峰書店 3-0204028976

29 80 世界の文学と言葉入門　５　タイの文字と言葉 小峰書店 3-0204028977

30 80 世界の文学と言葉入門　６　インドの文字とヒンディー語 小峰書店 3-0204028978

31 59.6 世界の料理いただきまーす。　タイ・インド 尾崎曜子／編＋絵 アリス館 3-0201021596

32 76* 草原情歌＜アジア＞　音楽のたび 矢沢寛／文　岩淵慶造／絵 岩崎書店 3-0190269873

33 29.2 体験取材！世界の国ぐに　１１　中国 ポプラ社 3-0207011493

34 29.2 体験取材！世界の国ぐに　１２　韓国 ポプラ社 3-0207011494

35 29.2 体験取材！世界の国ぐに　１３　モンゴル ポプラ社 3-0207011495

36 29.2 体験取材！世界の国ぐに　１４　フィリピン ポプラ社 3-0207019520

37 29.2 体験取材！世界の国ぐに　１５　インドネシア ポプラ社 3-0207019521

38 29.2 体験取材！世界の国ぐに　１６　マレーシア ポプラ社 3-0207011496

39 29.2 体験取材！世界の国ぐに　１７　ベトナム 吉田忠正／文・写真 ポプラ社 3-0207011497

40 29.2 体験取材！世界の国ぐに　１８　カンボジア 吉田忠正／文・写真 ポプラ社 3-0207011498

41 29.2 体験取材！世界の国ぐに　１９　タイ 渡辺一夫／文・写真 ポプラ社 3-0207011499

42 29.2 体験取材！世界の国ぐに　２０　ミャンマー 佐々木ときわ／文・写真 ポプラ社 3-0207011500

43 29.2 体験取材！世界の国ぐに　２１　ブータン 岡崎務／文・写真 ポプラ社 3-0207011501

44 29.2 体験取材！世界の国ぐに　２２　インド 渡辺一夫／文・写真 ポプラ社 3-0207011502

45 38 手で食べる？ 森枝卓士／文・写真 福音館書店 3-0205007361

2222



No. ラベルの記号 書名 著者 出版社 書誌番号

46 38 どこにいるかわかる？　アジア・太平洋の子どもたちのたのしい一日 ユネスコ・アジア文化センター／編　松岡享子／訳 こぐま社 3-0206064982

47 71 ふしぎな動物たち 大村次郷／文・写真 福音館書店　 3-0210056647

48 38 ミニチュアでみる世界の台所 宮崎玲子／文・製作　能津喜代房／写真 福音館書店 3-0203015909

49 37* 世界の中学生　みんなで楽しく国際交流！　１４　インドの中学生 学習研究社 3-0206012589

50 37* 世界の中学生　みんなで楽しく国際交流！　１６　台湾の中学生 学習研究社 3-0206012591

51 37* 世界の中学生　みんなで楽しく国際交流！　１　中国の中学生 杉崎洋一郎／指導 学習研究社 3-0203022045

52 37* 世界の中学生　みんなで楽しく国際交流！　４　マレーシアの中学生 杉崎洋一郎／指導 学習研究社 3-0203022048

53 37* 世界の中学生　みんなで楽しく国際交流！　８　韓国の中学生 杉崎洋一郎／指導 学習研究社 3-0203022052

54 37* 世界の中学生　みんなで楽しく国際交流！　９　モンゴルの中学生 学習研究社 3-0206012584

55 38* わたしのスカート   安井清子／文・写真　西山晶／絵 福音館書店 3-0204072477

56 38* わたしの村わたしの家　アジアの農村 ユネスコ・アジア文化センター／編　渡辺茂男／編訳 福音館書店 3-0190092417

57 29.2 行ってみたいなあんな国こんな国　１　アジア 東菜奈／作 岩崎書店 3-0210013035

58 37 韓国・朝鮮と出会おう ヨコハマハギハッキョ実行委員会、山本すみ子/編著 国土社 3-0199065274

59 38.8 子どもに語るモンゴルの昔話 蓮見治雄／訳・再話　平田美恵子／再話 こぐま社 3-0204082447

60 38 世界あちこちゆかいな家めぐり 小松義夫／文・写真　西山晶／絵 福音館書店 3-0204073513

61 38 世界のだっことおんぶの絵本　だっこされて育つ赤ちゃんの一日 エメリー・バーナード／文　ドゥルガ・バーナード／絵　仁志田博司，園田正世／監訳 メデイカ出版 3-0206067301
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1 フ* 青さぎ牧場 ヘブサ･Ｆ．ブリンズミード／作　越智道雄／訳 冨山房 3-0190445921

2 フ/ももいろ* あかちゃんなんてだいきらい ジュリア・マックレランド／作　ロン・ブルックス／絵　小杉佐恵子／訳 岩崎書店 3-0194043990

3 フ/ももいろ* アニーのにじ ロン＝ブルックス／さく・え　きしだりお／やく 偕成社 3-0190024570

4 フ/ももいろ アラネア　あるクモのぼうけん J．ワグナー／文　Ｒ．ブルックス／絵　大岡信／訳 岩波書店 3-0190026648

5 4/あおいろ* アリアンヌ、コアラのママになる ロラン・セトル／写真　永島章雄／文 偕成社 3-0197060752

6 オ ある小馬裁判の記 ジェイムズ・オールドリッジ／著　中村妙子／訳 評論社 3-0190447312

7 ウ* いたずらブリンキー ドロシー・ウォール／ぶん・え　井出弘子／やく 童心社 3-0190474028

8 ラ* いにしえの少女バルイェット パトリシア・ライトソン／作　百々佑利子／訳 岩波書店 3-0193008273

9 ラ/きみどり いろいろどうぶつえん パトリック・ラロッシュ／さく 福音館書店 3-0199025928

10 ハ ウォンバット雨の日のぼうけん ルース･パーク／作　ノエラ・ヤング／絵　加島葵／訳 朔北社 3-0202052793

11 ハ ウォンバットうみへいく ルース･パーク／作　ノエラ・ヤング／絵　加島葵／訳 朔北社 3-0200046561

12 ハ ウォンバットがっこうへいく ルース･パーク／作　ノエラ・ヤング／絵　加島葵／訳 朔北社 3-0199068147

13 ハ ウォンバットスキーにいく ルース･パーク／作　ノエラ・ヤング／絵　加島葵／訳 朔北社 3-0203006085

14 ハ ウォンバットときのうえのいえ ルース･パーク／作　ノエラ・ヤング／絵　加島葵／訳 朔北社 3-0201005940

15 ハ ウォンバットと春のまほう ルース･パーク／作　ノエラ・ヤング／絵　加島葵／訳 朔北社 3-0202027023

16 ハ ウォンバットとふねのいえ ルース･パーク／作　ノエラ・ヤング／絵　加島葵／訳 朔北社 3-0203023147

17 ハ ウォンバットとゆかいななかま ルース・パーク／作　ノエラ・ヤング／絵　加島葵／訳 朔北社 3-0199056463

18 ホ/ももいろ ウォンバットのにっき ブルース・ホワットリー／え　ジャッキー・フレンチ／ぶん　かしまあおい／やく 評論社 3-0205071533

バヌアツ共和国、パプアニューギニア独立国、パラオ共和国、フィジー諸島共和国、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦】

【オーストラリア、ニュージーランド、キリバス共和国、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、

南太平洋の国々
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19 ノ* 海がよぶ ライリス・ノーマン／作　飯島和子／訳　エドウィーナ・ベル／画 篠崎書林 3-0190083475

20 ウ* 大きくなったブリンキー ドロシー･ウォール／著　井出弘子／訳 童心社 3-0190538267

21 ラ/きみどり* 大きな悪魔のディンゴ　ディック・ラウジィの絵本 ディック・ラウジィ／さく・え　白石かずこ／やく 集英社 3-0190085285

22 3/あおいろ おおきなカエルティダリク　オーストラリアアボリジニ・ガナイ族のお話 加藤チャコ／再話・絵 福音館書店 3-0200046412

23 ラ/きみどり* 大きなにじへび　ディック・ラウジィの絵本 ディック・ラウジィ／さく・え　白石かずこ／やく 集英社 3-0190085286

24 ヒ/ももいろ* 音のない川 サラ・バーテルス／作　キャサリン・ヒューイット／絵　松井たかえ／訳 ブックローン出版 3-0194039541

25 ク/みどり カモノハシくんはどこ？　生きものの分類学入門 ジェラール・ステア／さく　ウィリー・グラサウア／え　　河野万里子／やく 福音館書店 3-0202025952

26 48.9* カモノハシのなぞ 羽田節子／文　藤井厚志／絵　 福音館書店 3-0197039718

27 ハ* 監獄島の少年 ルース・パーク／作　安藤美紀夫，森恵子／訳　金成泰三／絵 国土社 3-0190269242

28 フ/ももいろ キツネ マーガレット・ワイルド／文　ロン・ブルックス／絵　寺岡襄／訳 ＢＬ出版 3-0201066000

29 ハ* キャリーのお城 ルース･パーク／作　加島葵／訳 新読書社 3-0197001835

30 ク* きらい・きらい・すき ロビン・クライン／さく　ノエラ・ヤング／え　さいとうゆみこ／やく 福武書店 3-0190364530

31 ケ クジラの歌がきこえる ビクター・ケラハー／作　久米穣／訳　ビビアン・グッドマン／画 金の星社 3-0196078333

32 レ/きみどり クライブはわにをたべる アリスン・レスター／さく　あんどうのり子／やく 偕成社 3-0194056564

33 ヒ コアラのぼうけんりょこう アニタ・ヒューエット／さく　清水真砂子／やく　マージェリー・ジル／え 大日本図書 3-0190216741

34 オ/あか* サンタクロースのおくりもの E．クラーク／作　J．オームロッド／絵　戸田早紀／訳 金の星社 3-0194079941

35 メ/うぐいすいろ* サンディきみがすきだよ クワン・シャン・メイ／絵　テルマ・ロビン／作　せきぐちみさこ／訳 ブックローン出版 3-0190590700

36 サ/はいいろ* ジズ・イズ・オーストラリア 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 3-0206042660

37 マ/うぐいすいろ* しっぽをぱたぱた　ドッグ・テイルズ ジャネット・マクレーン／文　アンドリュー･マクレーン／絵　いとうひろし／訳 瑞雲舎 3-0197001159

38 ノ* シドニーのふたご ライリス・ノーマン／作　宮武潤三，順子／訳　横田美恵子／画 篠崎書林 3-0190017237

39 ク* 少女シルビーの旅だち メイビス・クラーク／作　猪熊葉子／訳 講談社 3-0190446797
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40 サ* ジョシュ　ライアン･クリークの三日間 アイバン・サウスオール／著　小野章／訳 評論社 3-0190444727

41 48.9 進化がわかる動物図鑑　カンガルー・コアラ・カモノハシ ネイチャー・プロ編集室／構成・文 ほるぷ出版 3-0198019374

42 キ スナグルポットとカドルパイ　森の精霊の冒険ファンタジー メイ・ギブス／作･絵　矢川澄子／訳 メディアファクトリー 3-0202015211

43 ホ* セルビーのぎゃくしゅう　おしゃべり犬の大騒動3 ダンカン・ボール／作　加島葵／訳 カワイ出版 3-0194079759

44 ホ* セルビーのひみつ　おしゃべり犬の大騒動 ダンカン・ボール／作　加島葵／訳 カワイ出版 3-0193048694

45 オ ソフィーのねがいごと ウェンディー・オルー／文　ゆあさふみえ／訳　むかいながまさ／絵 あすなろ書房 3-0196077265

46 マ/うぐいすいろ それいけ！あかいきかんしゃ アンドリュー・マクリーン／作絵　ジャネット・マクリーン／作絵　千葉茂樹／訳 徳間書店 3-0198004202

47 ホ/ももいろ ダンスのすきなジョセフィーヌ ブルース・ホワットリー／絵　ジャッキー・フレンチ／作　三原泉／訳 鈴木出版 3-0209066869

48 ク/みどり* ちいさなチョーじん　スーパーぼうや ボブ・グラハム／さく　まつかわまゆみ／やく 評論社 3-0200067896

49 ク/みどり チャボのオッカサン ボブ・グラハム／さく　まつかわまゆみ／やく 評論社 3-0200029294

50 ク* 翼ひろげて ロビン・クライン／著　坂崎麻子／訳 偕成社 3-0196006702

51 ミ/うぐいすいろ* つるになった少年 アローン・レイモンド・ミークス／文・絵　くどうなおこ／訳 河出書房新社 3-0193060177

52 フ/ももいろ* ティモシーとおじいちゃん ロン＝ブルックス／さく　むらまつさだふみ／やく 偕成社 3-0190049870

53 ロ 鉄橋をわたってはいけない ベティ・ローランド／作　石井桃子／訳　寺島竜一／絵 岩波書店 3-0190046550

54 レ/きみどり* テッサはへびをかじる アリスン・レスター／さく　あんどうのり子／やく 偕成社 3-0194056560

55 ロ デルトラ・クエスト　１　沈黙の森 エミリー・ロッダ／作　岡田好惠／訳 岩崎書店 3-0202051614

56 ク テレビのすきなきょう竜くん ロビン＝クライン／さく　あんどうのり子／やく　アリスン＝レスター／え 偕成社 3-0190377069

57 ロ テレビのむこうの謎の国 エミリー・ロッダ／著　さくまゆみこ／訳　杉田比呂美／絵 あすなろ書房 3-0209030163

58 ４/あおいろ* どうぶつがいっぱい！ アリソン・レスター／作　岡部史／訳 カワイ出版 3-0194084255

59 389 隣のアボリジニ　小さな町に暮らす先住民 上橋菜穂子／著 筑摩書房 3-0200028888

60 タ* 七人のオーストラリアの子どもたち エセル・ターナー／作　平松幹夫／訳 学習研究社 3-0190447979
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61 48.8 ニワシドリ　あずまやを作るふしぎな鳥 鈴木まもる／文・絵 福音館書店 3-0208007597

62 ラ/きみどり* ねこのミューとブラン メグ・ラザーフォード／作・絵　矢崎節夫／訳 フレーベル館 3-0190216785

63 ハ* ノウサギの選択 デニス・ハムリー／作　宮下嶺夫／訳　メグ・ラザフォード／絵 評論社 3-0194031350

64 ク/みどり* のうじょうは大さわぎ ジャック・ベッドソン／ぶん　ピーター・グールドソープ／え　久山太市／やく 評論社 3-0196052286

65 マ* 話すことがたくさんあるの… ジョン＝マーズデン／作　安藤紀子／訳　宇野亜喜良／絵 講談社 3-0190332199

66 コ/みどり* ぴかぴかリジーぱかぱかネリー デビット・コックス／さく・え　もりゆみ／やく 新世界研究所 3-0197011438

67 マ/うぐいすいろ* ひげをぴくぴく ジャネット・マクレーン／文　アンドリュー･マクレーン／絵　いとうひろし／訳 瑞雲舎 3-0197048597

68 ヘ/ももいろ ひみつのもり ジーニー・ベイカー／作　さくまゆみこ／訳 光村教育図書 3-0206045935

69 サ* ヒルズ・エンド アイバン・サウスオール／作　小野章／訳 評論社 3-0190448760

70 コ ファミリー・ツリー ジェーン・ゴドウィン／作　幸田敦子／訳　ささめやゆき／絵 講談社 3-0201045841

71 サ* 風船をとばせ！ アイバン・サウスオール／作　久米穣／訳 評論社 3-0190095440

72 サ* フォックス・ホール　真夜中にただひとり アイバン・サウスオール／作　久米穣／訳 評論社 3-0190009848

73 フ/ももいろ ぶたばあちゃん マーガレット・ワイルド／文　ロン・ブルックス／絵　今村葦子／訳 あすなろ書房 3-0195055434

74 726.5* ブッシュ・ベイビーズ メイ・ギブス／著　伊藤延司／訳 毎日新聞社 3-0193068703

75 ウ* ブリンキーとナッツイ ドロシー・ウォール／著　井出弘子／訳 童心社 3-0190445473

76 ク* ペニーの手紙「みんな、元気？」 ロビン･クライン／作　アン・ジェイムズ／絵　安藤紀子／訳 偕成社 3-0198008605

77 ク ペニーの日記、読んじゃだめ ロビン･クライン／作　アン・ジェイムズ／絵　安藤紀子／訳 佑学社 3-0193011280

78 ３/あおいろ* ヘンゼルとグレーテル ヴィオラ・アン・セドン／絵と文 リブロポート 3-0190304829

79 タ/ちゃいろ* ぼくのへやにうみがある マーガレット・ワイルド／ぶん　ジェーン・タナー／え　しろたのぼる／やく ほるぷ出版 3-0190249571

80 サ* ぼくは逃げない アイバン＝サウスオール／作　小野章／訳 偕成社 3-0190061005

81 ラ ぼくはレース場の持主だ！ パトリシア・ライトソン／作　猪熊葉子／訳 評論社 3-0190445167
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82 ハ* ぼくらはカンガルー いぬいとみこ／作 福音館書店 3-0190448413

83 ラ* 星に叫ぶ岩ナルガン パトリシア・ライトソン／作　猪熊葉子／訳 評論社 3-0190061006

84 ヒ/ももいろ ポスおばあちゃんのまほう メム・フォックス／文　ジュリー・ヴィヴァス／絵　加島葵／訳 朔北社 3-0203034648

85 ハ* 魔少女ビューティー・ボウ ルース･パーク／著　加島葵／訳 新読書社 3-0193038619

86 フ/ももいろ まっくろけのまよなかネコよおはいり Ｊ．ワグナー／文　Ｒ．ブルックス／絵　大岡信／訳 岩波書店 3-0190023914

87 オ/あか* まほうのこぐま ジャン・オーメッド／絵　ペネロープ・リベリー／文　片山令子／訳 瑞雲舎 3-0198032034

88 リ* まほうのプディング ノーマン＝リンゼイ／作・絵　小野章／訳 講談社 3-0190029066

89 カ/みどり まるいちきゅうのまるいちにち エリック・カール／〔ほか〕作　安野光雅／編 童話屋 3-0190217321

90 ロ* マンガニニのはてしない旅 ベス・ロバーツ／作　百々佑利子／訳 岩波書店 3-0190278693

91 ラ* ミセス・タッカーと小人ニムビン パトリシア･ライトソン／作　百々佑利子／訳　小沢良吉／画 岩波書店 3-0190229589

92 ラ* ムーン･ダークの戦い パトリシア・ライトソン／作　百々佑利子／訳 岩波書店 3-0190404805

93 サ* 燃えるアッシュ・ロード サウスオール／作　小野章／訳 偕成社 3-0190067021

94 ヘ/ももいろ* 森と海のであうところ ジーニー・ベイカー／作・絵　百々佑利子／訳 佑学社 3-0190282234

95 オ/あか* 森の子ユーフー アネット・マッカーサ・オンスロー／文・絵　神宮輝夫／訳 小学館 3-0190449751

96 ク ゆうかいされたきょう竜くん ロビン＝クライン／さく　あんどうのり子／やく　アリスン＝レスター／え 偕成社 3-0190426917

97 48.9 ユーカリの森に生きるふたごのコアラ 井坂由美子／作　木村しゅうじ／絵 文研出版 3-0190249057

98 オ/あか ゆめみるリジー ジャン・オーメロッド／作絵　はやかわゆか／訳 アールアイシー出版 3-0207058143

99 76* ララバイソングブック　子守歌の絵本 ヴィオラ・アン・セドン／絵・構成・編曲 リブロポート 3-0190404764

100 フ/ももいろ* ロージーとちびっこカメさん マーガレット・ワイルド／文　ロン・ブルックス／絵　今村葦子／訳 あすなろ書房 3-0198043324

101 ロ ローワンと黄金の谷の謎 エミリー・ロッダ／作　さくまゆみこ／訳　佐竹美保／絵 あすなろ書房 3-0201043226

102 ロ ローワンと白い魔物 エミリー・ロッダ／作　さくまゆみこ／訳　佐竹美保／絵 あすなろ書房 3-0203052170
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103 ロ ローワンとゼバックの黒い影 エミリー・ロッダ／作　さくまゆみこ／訳　佐竹美保／絵 あすなろ書房 3-0202074091

104 ロ ローワンと伝説の水晶 エミリー・ロッダ／作　さくまゆみこ／訳　佐竹美保／絵 あすなろ書房 3-0202004925

105 ロ ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ／作　さくまゆみこ／訳　佐竹美保／絵 あすなろ書房 3-0200048457

106 チ* わが家は世界の果て ナン・チョンシー／作　町田日出子／他訳 評論社 3-0190036074

107 ラ* 惑星からきた少年 パトリシア・ライトソン／作　久米穣／訳 あかね書房 3-0190478724

108 マ 足音がやってくる マーガレット・マーヒー／作　青木由紀子／訳 岩波書店 3-0190313926

109 マ いかさま海賊こんぐら航海記 マーガレット・マーヒー／作　青木由紀子／訳　長新太／画 福音館書店 3-0190339692

110 オ/あか うちのペットはドラゴン マーガレット・マーヒー／文　ヘレン・オクセンバリー／絵　こやまなおこ／訳 徳間書店 3-0200035662

111 む/うぐいすいろ* 海にかえった４頭のクジラ ジェルミ・エンジェル／文　むかいながまさ／絵 小峰書店 3-0195016016

112 91 おうちをつくろう　クシュラにおくる詩集 ドロシー・バトラー／編　岸田衿子，百々佑利子／訳　ミーガン・グレッサー／絵 のら書店 3-0194016864

113 ヤ/むらさき* オオカミおばさんたべちゃダメ！ シェーン・ロディ／文　セリーナ・ヤング／絵　泉山真奈美／訳 小学館 3-0202003226

114 4/あおいろ オールド・ブルー　世界に1羽の母鳥 メアリ・テイラー／作　百々佑利子／訳 さ・え・ら書房 3-0199068175

115 マ* 贈りものは宇宙のカタログ マーガレット・マーヒー／作　青木由紀子／訳 岩波書店 3-0190426775

116 ア/あか* おとぼけマッギーさん パメラ・アレン／作　さかいきみこ／訳 偕成社 3-0197033658

117 ア/あか* おとぼけマッギーさんうみのぼうけん パメラ・アレン／作　さかいきみこ／訳 偕成社 3-0197047567

118 ハ/ももいろ* カーリーおばさんのふしぎなにわ ルース･クラフト／作　アイリーン・ハース／絵　岸田衿子／訳 あかね書房 3-0190093843

119 マ* 海賊の大パーティ マーガレット・マヘイ／作　猪熊葉子／訳　クェンティン・ブレイク／絵 大日本図書 3-0190099682

120 カ* 帰ろう、シャドラック！ ジョイ・カウリー／作　大作道子／訳　広野多珂子／絵 文研出版 3-0207036564

121 ニ/みずいろ かぜがふいたら ルース・パーク／ぶん　デボラ・ナイランド／え　前沢明枝／やく 朔北社 3-0199003075

122 シ/はいいろ* 風のうた　ニュージーランド シェリル・ジョダン／文・絵　片山和子，平野東海子／訳 蝸牛社 3-0190173424

123 ク/みどり* かぼちゃおじさんとわがままつる草 マーガレット・マーヒー／文　ヘレン・クレイグ／絵　清水奈緒子／訳 セーラー出版 3-0193007639
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124 マ* 紙人形のぼうけん マーガレット・マーヒー／作　清水真砂子／訳 岩波書店 3-0198069314

125 ロ* がんばりかあさんと６人の子どもたち エルシー・ロック／作　百々佑利子／訳 ポプラ社 3-0190128833

126 29.2* キーウィと羊と南十字星　ニュージーランド紀行 百々佑利子／著　根本進／画 あかね書房 3-0190122215

127 29.2* キウイの島をさぐる　ニュージーランド ジャック＝イヴ・クストー／著　田村真理／訳 同朋舎出版 3-0194059402

128 マ* 危険な空間 マーガレット・マーヒー／作　青木由紀子／訳 岩波書店 3-0196015369

129 ヤ/むらさき きつねのおてつだい ジョージー・アダムス／文　セリーナ･ヤング／絵　斎藤倫子／訳 徳間書店 3-0197004190

130 マ 木の上のひみつ基地 マーガレット・マーヒー／作　ジョン・ファーマン／絵　幾島幸子／訳 岩波書店 3-0197012152

131 マ* 空中の王国　九つの愛の物語 マーガレット・マーヒー／作　青木由紀子／訳　 岩波書店 3-0194074562

132 マ クリスマスの魔術師 マーガレット・マーヒー／作　山田順子／訳 岩波書店 3-0196015366

133 ヒ/ももいろ* こうさぎのうみ ガビン・ビショップ／作　大和和紀／訳 講談社 3-0198037344

134 ヤ/むらさき* コンタとあやしいおきゃくさん ジョージィ・アダムス／ぶん　セリナ･ヤング／え　まつかわまゆみ／やく 評論社 3-0197083097

135 ク/みどり* ジャムおじゃま マーガレット・マーヒー／文　ヘレン・クレイグ／絵　田中薫子／訳 徳間書店 3-0198060244

136 93* 十五少年漂流記 ジュール・ベルヌ／作　伊藤展安／絵　瀬川昌男／訳 集英社 3-0194028806

137 み 太古の森へ 三輪裕子／作　川村みづえ／絵　 小峰書店 3-0201054978

138 ヘ/ももいろ* 大砲のなかのアヒル ジョイ・コウレイ／文　ロビン・ベルトン／絵　ロニー・アレキサンダー，岩倉務／共訳 平和のアトリエ 3-0202051003

139 ３/あおいろ* タニファ　ニュージーランドの民話 ロビン・カフキワ／作絵　浜島代志子／訳 MOE出版 3-0190309428

140 マ* 地下脈系 マーガレット・マーヒー／作　青木由紀子／訳 岩波書店 3-0198037837

141 マ テッサのお金もうけ　 マーガレット・マーヒー／作　ジョン・ファーマン／絵　幾島幸子／訳 岩波書店 3-0197014920

142 メ* ドロボー家族＝８人＋ロボット マーガレット・メイヒー／作　藤本陽子／訳 旺文社 3-0190130577

143 ヘ 二年間の休暇　下 ジュール・ベルヌ／作　朝倉剛／訳　太田大八／画 福音館書店 3-0202036764

144 ヘ 二年間の休暇　上 ジュール・ベルヌ／作　朝倉剛／訳　太田大八／画 福音館書店 3-0202036763
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145 38* ニュージーランドのマオリ族 グレアム・ウィレム／著　河津千代／訳 リブリオ出版 3-0190300933

146 ウ* はらっぱにライオンがいるよ！ マーガレット・マーヒー／さく　はましまよしこ／やく　ジェニー・ウィリアムズ／え 偕成社 3-0190404528

147 マ ヒーローのふたつの世界 マーガレット・マーヒー／作　清水真砂子／訳 岩波書店 3-0197067836

148 マ ふしぎな暗号 マーガレット・マーヒー／作　ジョン・ファーマン／絵　幾島幸子／訳 岩波書店 3-0197014921

149 フ/ももいろ* ふゆのくまさん エリック・ブレッグバッド／絵　ルース・クラフト／文　やまだしゅうじ／訳 アリス館 3-0190477155

150 ウ* ペンギン島のぼうけん Ｊ．ウェスト／著　百々佑利子／訳　古賀亜十夫／画 あかね書房 3-0190009863

151 ア/あか* ボートがしずんだの、だれのせい？ パメラ・アレン／作　ゆあさふみえ／訳 あすなろ書房 3-0197064495

152 ３/あおいろ* マウイたいようをつかまえる ピーター・ゴセージ／作　浜島代志子／訳 MOE出版 3-0190313971

153 マ* マディガンのファンタジア　下 マーガレット・マーヒー／作　山田順子／訳　佐竹美保／絵 岩波書店 3-0208015357

154 マ* マディガンのファンタジア　上 マーガレット・マーヒー／作　山田順子／訳　佐竹美保／絵 岩波書店 3-0208015356

155 マ 魔法使いのチョコレート・ケーキ　マーガレット・マーヒーお話集 マーガレット・マーヒー／作　シャーリー・ヒューズ／画　石井桃子／訳 福音館書店 3-0190127443

156 マ* 魔法の学校、大さわぎ　なぞのハリケーンピーク マーガレット・マーヒー／文　ウェンディ・スミス／絵　夏目道子／訳 ほるぷ出版 3-0190403437

157 ヤ/むらさき まほうのどんぐり ジョイス・ダンバー／文　セリナ・ヤング／え　まつかわまゆみ／やく 評論社 3-0199036612

158 ア/あか* まよなかにきたライオン パメラ・アレン／作　こだまともこ／訳 三起商行 3-0190310035

159 タ/ちゃいろ みーんないすのすきまから マーガレット・マーヒー／さく　ポリー・ダンバー／え　もとしたいづみ／やく フレーベル館 3-0207093309

160 91 みんなわたしの　幼い子どもにおくる詩集 ドロシー・バトラー／編　岸田衿子，百々佑利子／訳　ミーガン・グレッサー／絵 のら書店 3-0190404624

161 フ/ももいろ* 村のおまつり ブリューゲル／絵　ルース・クラフト／著　たむらりゅういち，あそうくみ／やく 評論社 3-0190018221

162 マ めざめれば魔女 マーガレット・マーヒー／作　清水真砂子／訳 岩波書店 3-0190313946

163 ト/ちゃいろ もしゃもしゃマクレリーおさんぽにゆく リンリー・ドッド／文絵　たまの・まさと／訳 あづき 3-0204034866

164 マ* ゆがめられた記憶 マーガレット・マーヒー／作　清水真砂子／訳 岩波書店 3-0196015368

165 ティーンズ
933/マ 錬金術 マーガレット・マーヒー／作　山田順子／訳 岩波書店 3-0205085903

3131



№ ラベルの記号 書名 著者 出版社 書誌番号

166 ケ/みどり* ロバートのふしぎなともだち マーガレット・マヒー／ぶん　スティーブン・ケロッグ／え　うちだりさこ／やく ほるぷ出版 3-0190022474

167 マ ロリーの勇気 マーガレット・マーヒー／作　ジョン・ファーマン／絵　幾島幸子／訳 岩波書店 3-0197012153

168 シ* 惑星Oの冒険 モーリス・ジー／作　百々佑利子／訳 岩波書店 3-0190128855

169 フ/ももいろ* わたしのバーニーいつもいっしょ ドロシー・バトラー／さく　エリザベス・フラー／え　百々佑利子／やく のら書店 3-0197031710

170 マ 悪者は夜やってくる マーガレット・マーヒー／作　幾島幸子／訳 岩波書店 3-0200030717

171 ３/あおいろ* アアウをとってこい 秋野不矩／絵　秋野癸巨矢／作 岩崎書店 3-0190449095

172 302.7 アホウドリの糞でできた国　ナウル共和国物語 寄藤文平／絵　古田靖／文 アスペクト 3-0204095460

173 ７/あおいろ* 大きな石のモアイ きむらしょうへい／さく 福武書店 3-0190330718

174 3/あおいろ おおきなかぬー 大塚勇三／再話　土方久功／画 福音館書店 3-0205067194

175 3/あおいろ おによりつよいおれまーい　サトワヌ島民話 土方久功／再話　画 福音館書店 3-0197074497

176 36.9 ここが家だ　ベン・シャーンの第五福竜丸 ベン・シャーン／絵　アーサー・ビナード／構成・文 集英社 3-0206068043

177 29* コン・チキ号とわたし エリク・ヘッセルベルグ／絵と文　松下裕／訳 文化出版 3-0190044048

178 29 コンチキ号漂流記 ハイエルダール／著　神宮輝夫／訳 偕成社 3-0190453721

179 45.1 地球温暖化、しずみゆく楽園ツバル　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 3-0208002849

180 ３/あおいろ* 月にあいにいったアギサ 斎藤隆夫／え　伊藤比呂美／文 福音館書店 3-0195068221

181 ３/あおいろ* ネズミのしっぽ　ニューカレドニアのおはなし あべ・ボストン／文・絵　大角翠／採話 福音館書店 3-0210007931

182 き/みどり* 不思議なロンゴ・ロンゴ きむらしょうへい／さく 福武書店 3-0190331832

183 38.8* ポリネシア、メラネシアのむかし話　海の少女ヒナ／ほか ダイクストラ好子／編訳 偕成社 3-0190313944

184 36.9* マーシャルの子どもたち　水爆の島 津田櫓冬／絵　島田興生／文・写真 福音館書店 3-0196052183

185 38.8* マウイの五つの大てがら 光吉夏弥／訳　チャールズ・キーピング／他画 ほるぷ出版 3-0190447757

186 ３/あおいろ* まじょのひ　パプア･ニューギニアの昔話 渡辺章人／画　大塚勇三／再話 福音館書店 3-0197074492
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№ ラベルの記号 書名 著者 出版社 書誌番号

187 388* ミクロネシアの民話 秋野癸巨矢／作 太平出版社 3-0190166026

188 38.8* ものいうバナナ　南太平洋の昔ばなし 山下欣一／編訳　井上洋介／絵 小峰書店 3-0190331289

189 51*
森の暮らしの記憶　パプアニューギニアのマーロン・クエリ
ナドさんのゴゴール渓谷の村のおはなし

マーロン・クエリナド／絵・文　清水靖子／文 自由国民社 3-0198044573
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№ ラベルの記号 書名 著者 出版社 書誌番号

1 38 アボリジニ　写真で知る世界の少数民族・先住民族　 ダイアナ・マルシェル／著　藤村奈緒美／訳 汐文社 3-0208013796

2 29.2 オーストラリアの友だち　オーストラリア 佐藤郡衛／監修 学校図書 3-0200028928

3 38* おじいさんの夢の時代　南太平洋の島じまのくらし ギーゼラ・フェルガー／著　ガブリエレ・ハーファーマース／絵　平野卿子／訳 リブリオ出版 3-0190590600

4 36.6* 学校に行けないはたらく子どもたち　２（アジア・オセアニア） 田沼武能／写真・文 汐文社 3-0204089310

5 29.2 きみにもできる国際交流　１１　オーストラリア・ニュージーランド 中西輝政／総監修 偕成社 3-0200016862

6 29.2 きみにもできる国際交流　１３　フィジー・トンガ・サモア 中西輝政／総監修 偕成社 3-0200017141

7 38* 元気が出る！世界の朝ごはん　４　オセアニアと南アメリカ 服部幸應／監修　服部津貴子／監修 日本図書センター 3-0207019917

8 78.1 国際理解にやくだつ世界の遊び　７　オセアニアの遊び ポプラ社 3-0198020738

9 38 国際理解に役立つ世界の衣食住　10　ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、オセアニアの民族衣装 久保田陽子／文　 小峰書店 3-0201021114

10 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　 小峰書店 3-0201021100

11 38 国際理解に役立つ世界の衣食住　７　ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアの家 佳元拓実／文　小松義夫／監修・写真 小峰書店 3-0201021104

12 48* 写真でみる世界どうぶつ家族　２　東南アジア・オセアニア・ヨーロッパ 田中光常／文・写真 岩崎書店 3-0196024587

13 48* 写真でみる世界どうぶつ家族　４　オーストラリア 田中光常／文・写真 岩崎書店 3-0196024589

14 38* シリーズ世界の食生活　12　オーストラリアとニュージーランド 横山美智子／訳　クリスティーン・オズボーン／著　 リブリオ出版 3-0190410938

15 29* 世界各地のくらし　２２　ニュージーランドのくらし 岡崎務／文・写真 ポプラ社 3-0197020457

16 29* 世界各地のくらし　９　オーストラリアのくらし 福生武／文・写真 ポプラ社 3-0195020964

17 290*
世界再発見　人々の暮らしが見える歴史、風土、国情が読める　７　東南アジア・オ
セア
ニア

ベルテルスマン社，ミッチェル・ビーズリー社／編 同朋舎出版 3-0193008859

18 30* 世界の子どもたち　１８　オーストラリア 柳木昭信／写真・文 偕成社 3-0190246309

19 37* 世界の子どもたち　２　ニュージーランド 柳木昭信／写真・文 偕成社 3-0190218463

20 29.2 世界の子どもたちはいま　１２　オーストラリアの子どもたち 学習研究社 3-0201009412

南太平洋の国々参考資料
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№ ラベルの記号 書名 著者 出版社 書誌番号

21 29.2 世界の子どもたちはいま　２０　パラオの子どもたち 学習研究社 3-0202014277

22 29 世界の島大研究　地球の多様性がよくわかる 造事務所／編集・構成 ＰＨＰ研究所 3-0210044126

23 383.8* 世界の食文化　７　オーストラリア・ニュージーランド 大塚滋／[ほか]編 農山漁村文化協会 3-0204056488

24 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 3-0205016234

25 76 世界の民族音楽　国際理解に役立つ　２　東南アジアと太平洋の島じまの音楽 こどもくらぶ／編 ポプラ社 3-0203027449

26 38.8 世界むかし話　〔17〕　太平洋諸島　 光吉夏弥／訳　チャールズ・キーピング／他絵 ほるぷ出版 3-0190308790

27 29.2 体験取材！世界の国ぐに　10　ミクロネシア連邦 岡崎務／文・写真 ポプラ社 3-0206013268

28 29.2 体験取材！世界の国ぐに　８　オーストラリア 吉田忠正／文・写真 ポプラ社 3-0206013266

29 29.2 体験取材！世界の国ぐに　９　ニュージーランド 岡崎務／文・写真 ポプラ社 3-0206013267

30 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

31 29.2 日本とのつながりで見るアジア　過去・現在・未来　第７巻　オセアニア 石出法太／著 岩崎書店 3-0203028025

32 38 マオリ　写真で知る世界の少数民族・先住民族 レスリー・シュトゥラドゥヴィク／著　斉藤慎子／訳 汐文社 3-0208024128

33 38* 南太平洋諸島の人びと　 ヴィルソニ・ヘレニコ、パトリシア・ヘレニコ／著　河津千代／訳 リブリオ出版 3-0190300936

34 37* 世界の中学生　みんなで楽しく国際交流！　１３　ニュージーランドの中学生 学習研究社 3-0206012588

35 37* 世界の中学生　みんなで楽しく国際交流！　５　オーストラリアの中学生 杉崎洋一郎／指導 学習研究社 3-0203022049

36 31* 世界の先住民　いまはわたしの国といえない　９　マオリ族 柏木里美／訳 ロバート・マクドナルド／著 リブリオ出版 3-0195024101

37 31* 世界の先住民　いまはわたしの国といえない　１０　オーストラリアのアボリジニー          柏木里美／訳　リチャード・ナイル／著 リブリオ出版 3-0195024102
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その他（世界各国）

№ ラベルの記号 書名 著者 出版社 書誌番号

1 70 プリミティブアートってなあに？　直感こども美術館　 マリー・セリエ／文　結城昌子／監訳 西村書店 3-0208017499

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 48* ドードーを知っていますか ショーン・ライス／絵　ポール・ライス，ピーター・メイル/文　斉藤健一／訳    福武書店 3-0195006102

4 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

5 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

6 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

7 908 おはなしのろうそく　１６ 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 3-0190449978
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子どもの本で知る 
 

～南・西ヨーロッパ編～ 
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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

3939



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

4040



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

4141



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

4242



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

4343



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

4444



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
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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

4646



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
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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

4848



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
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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
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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
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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

5252



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

5353



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

5454



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

5555



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

5656



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

5757



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

5858



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

5959



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
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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
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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
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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
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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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子どもの本で知る 
 

～東ヨーロッパ・ユーラシア編～ 
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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

6767



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

6868



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

6969



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

7070



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

7171



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

7272



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

 

7373



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

7474



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

7575



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
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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

7777



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

7878



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

7979



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

8080



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

8181



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

8282



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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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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子どもの本で知る

～アフリカ・中南米編～ 
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その他のアフリカの本

＜　凡例　＞

アフリカと中南米についてわかる本

参考図書

ボリビア多民族国

メキシコ合衆国

その他の中南米の本

スーダン共和国

タンザニア連合共和国

国　名 国　名

アルゼンチン共和国、コロンビア共和国

チリ共和国

ブラジル連邦共和国

エジプト・アラブ共和国

ケニア共和国

コンゴ共和国、コンゴ民主共和国

アフリカの本 中南米の本
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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

２/あおいろ＊ 運命の王子　古代エジプトの物語 リーセ・マニケ／文・絵　大塚勇三／訳 岩波書店 1984 3-0190169528

３/あおいろ ライオンとねずみ　古代エジプトの物語 リーセ・マニケ／文・絵　大塚勇三／訳 岩波書店 1984 3-0190169551

よ/むらさき＊ ハッサンの後悔 吉永カズオ／絵　Ｔ．ハッピイライト／作 評論社 1990 3-0190338762

カ/みどり＊
じゅうにんのちいさなミイラっこ　エジプトしきかずのほ
ん

Ｇ．ブライアン・カラス／絵
フィリップ・イエーツ／文　唐沢則幸／訳

ソニー・マガジンズ 2004 3-0204043196

ク/きいろ キコとパパ　いたずらねずみのキコえほん
アントン＝クリングス／絵
グレゴワール＝ソロタレフ／文　佐野洋子／訳

講談社 1995 3-0195022707

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

ブックローン出版 1996 3-0196055691

マ/うぐいすいろ ワーニー、パリへ行く フレッド・マルチェリーノ／作　せなあいこ／訳 評論社 2004 3-0204066679

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 ジジのエジプト旅行
ラッシェル・オスファテール／作
ダニエル遠藤みのり／訳　風川恭子／絵

文研出版 2010 3-0210084395

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 本のれきし５０００年 辻村益朗／作 福音館書店 1992 3-0193042970

16.4 古代エジプトのものがたり
スティーブン・ランバート／絵　ロバート・スウィン
デルズ／再話　百々佑利子／訳

岩波書店 2011 3-0211007998

20 ミイラ物語　その生い立ちを推理する パトリシア・ローバー／著　藤田千枝／訳 さ・え・ら書房 1988 3-0190295573

28／ヨ
さんちゃんのピラミッド　古代エジプトに夢をかけた考古
学者

吉村作治／文　瀬野丘太郎／画 学習研究社 1993 3-0194005551

24 ピラミッドのたから たかしよいち／文　小泉澄夫／え 理論社 1986 3-0190235484

エジプト・アラブ共和国
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ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

24
少年王ツタンカーメン　わたしが歩いた古代エジプトへ
の道

たかしよいち／著 大日本図書 1986 3-0190234907

24 ピラミッド　その歴史と科学 かこさとし／著 偕成社 1990 3-0190329449

24 ナイル川とエジプト 赤地経夫／文・写真 福音館書店 1991 3-0190365354

24 吉村作治の古代エジプト不思議物語 吉村作治／著 汐文社 1999 3-0199012022

24 エジプトのミイラ
アリキ・ブランデンバーグ／文と絵　神鳥統夫／
訳　佐倉朔／監修

あすなろ書房 2000 3-0200074076

24
絵で見る　ナイル川ものがたり　時をこえて世界最長の
川をくだる

スティーブ・ヌーン／絵　アン・ミラード／文
松沢あさか／訳

さ・え・ら書房 2004 3-0204005313

ティーンズ
242

ピラミッドの謎 吉村作治／著 岩波書店 2006 3-0206067239

29＊ 秘境アフリカ探検
デイビッド・リビングストン／作
塩谷太郎／訳

あかね書房 1976 3-0190538835

38 砂漠のサイーダさん　 常見藤代／文・写真 福音館書店 2009 3-0209025765

70 古代エジプトよみがえりのヒミツ 結城昌子／著 小学館 2012 3-0212048057

82＊ ヒエログリフ・暗号
カレン・プライス・ホッセル／著　吉村作治／監
修 山本博資／監修　上田勢子／訳

丸善 2004 3-0204022884

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 ゴハおじさんのゆかいなお話　エジプトの民話

デニス・ジョンソン－デイヴィーズ／再話　ハグ
－ハムディ・モハンメッド・ファトゥーフ／絵　ハ－
ニ・エル－サイ－ド・アハマド／絵　千葉茂樹／
訳

徳間書店 2010 3-0210004005

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 その手に1本の苗木を　マータイさんのものがたり クレア・Ａ．ニヴォラ／作　柳田邦男／訳 評論社 2009 3-0209081486

ケニア共和国
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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
ワンガリの平和の木　　アフリカで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 ＢＬ出版 2010 3-0210006457

２/あおいろ ワンガリ・マータイさんとケニアの木々
ドナ・ジョー・ナポリ／作
カディール・ネルソン／絵　千葉茂樹／訳

鈴木出版 2011 3-0211017286

３/あおいろ
ダチョウのくびはなぜながい？　アフリカのむかしばな
し

ヴァーナ・アーダマ／文
マーシャ・ブラウン／絵　　松岡享子／訳

冨山房 1996 3-0196060135

４/あおいろ＊ ぞうの子ラウルとなかまたち キャサリン・ペイン／作　水原洋城／訳 岩波書店 1994 3-0194048898

あ/あか＊ ライオンのながいいちにち あべ弘士／〔作〕 佼成出版社 2004 3-0204002525

フ/ももいろ ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン／作　福本友美子／訳 光村教育図書 2006 3-0206028822

フ/ももいろ ぼくのだいすきなケニアの村
アナ・フアン／絵　ケリー・クネイン／文
小島希里／訳

ＢＬ出版 2007 3-0207030744

フ/ももいろ ハンダのめんどりさがし アイリーン・ブラウン／作　福本友美子／訳 光村教育図書 2007 3-0207030470

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

お 幸せの器 おぎぜんた／作　坂田泉／絵 偕成社 2010 3-0210081912

フ 走れ！マスワラ
グザヴィエ＝ローラン・プティ／作
浜辺貴絵／訳

ＰＨＰ研究所 2011 3-0211063610

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

28/レ ぼくはマサイ　ライオンの大地で育つ
ジョゼフ・レマソライ・レクトン／著
ハーマン・ヴァイオラ／編　さくまゆみこ／訳

さ・え・ら書房 2006 3-0206006451

38 エンザロ村のかまど さくまゆみこ／文　沢田としき／絵 福音館書店 2009 3-0209044027

48.9＊ アフリカゾウ５６頭移動大作戦 神戸俊平／文 学習研究社 2002 3-0202070952

48.9 ぼくのともだちドゥームズ
キサン・ホプクラフト／文　キャロル・コースラ・ホ
プクラフト／文　あかおひでこ/訳

ＢＬ出版 2001 3-0201037881

96 どうしてアフリカ？どうして図書館？ さくまゆみこ／著　沢田としき／絵 あかね書房 2010 3-0210043847
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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

あ/あか くんくんくんおいしそう 阿部知暁／さく 福音館書店
2014
(1994)

3-0500154323
(所蔵なし)

ふ/ももいろ ジンガくんいちばへいく ふしはらのじこ／さく・え 福音館書店 2002 3-0202041712

い/あか＊ テンボ　ひとりぼっちのアフリカぞう
いそけんじ／絵
サンガ・ンゴイ・カザディ／文

アスラン書房 1993 3-0193011286

エ/あか タンタンのコンゴ探検 エルジェ／作　川口恵子／訳 福音館書店 2007 3-0207004319

ヒ/ももいろ＊ ゴリラとあかいぼうし ダヴィッド・ビシームワ／絵　山極寿一／作 福音館書店 2002 3-0202038383

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

48.9 お父さんゴリラは遊園地 山極寿一／写真 文 新日本出版社 2006 3-0206035283

48.9 ゴリラ図鑑 山極寿一／写真・文　田中豊美／画 文渓堂 2008 3-0208082684

48.9 ゴリラが胸をたたくわけ 山極寿一／文　阿部知暁／絵　 福音館書店 2015 3-0500302322

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

ロ/きみどり いきもののいろえらび
セイフ・エディーン・ロウタ／作
こだままみ／訳

講談社 1998 3-0198072842

ロ/きみどり＊ 火をぬすまれただちょう　スーダン
セイフ・エディーン・ロウタ／絵・文
遠山博文／訳

蝸牛社 1991 3-0190406939

コンゴ共和国・コンゴ民主共和国

スーダン共和国
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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

ティーンズ
933ハ

魔法の泉への道 リンダ・スー・パーク／著　金利光／訳 あすなろ書房 2011 3-0211080042

ミ イヤーオブノーレイン　内戦のスーダンを生きのびて アリス・ミード／作　横手美紀／訳 鈴木出版 2005 3-0205006576

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
いつもみていた　ゆめをかなえた女の子ジェーン・グ
ドール

ジャネット・ウィンター／作
まえざわあきえ／訳

福音館書店 2012 3-0212074148

２/あおいろ＊ どうぶつがすき
パトリック・マクドネル／さく
なかがわちひろ／やく

あすなろ書房 2011 3-0211066624

あ/あか＊ ライオンのしごと　どうぶつさいばん あべ弘士／絵　竹田津実／作 偕成社 2004 3-0204062618

３/あおいろ チンパンジーとさかなどろぼう　タンザニアのおはなし ジョン・キラカ／作　若林ひとみ／訳 岩波書店 2004 3-0204049280

キ/みどり いちばんのなかよし　タンザニアのおはなし ジョン・キラカ／作　さくまゆみこ／訳 アートン 2006 3-0206048925

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

キ ゾウの王パパ・テンボ
エリック・キャンベル／作　さくまゆみこ／訳　有
明睦五郎／挿絵

徳間書店 2000 3-0200035660

キ＊ ライオンと歩いた少年
エリック・キャンベル／作　さくまゆみこ／訳　中
村和彦／絵

徳間書店 1996 3-0196010626

シ＊ 川の上で ヘルマン・シュルツ／作　渡辺広佐／訳 徳間書店 2001 3-0201023752

ティーンズ
933/ト

ライオンとであった少女 バーリー・ドハーティ／著　斎藤倫子／訳 主婦の友社 2010 3-0210005426

96 ただいま！マラング村　タンザニアの男の子のお話
ハンナ・ショット／作　佐々木田鶴子／訳
齊藤木綿子／絵

徳間書店 2013 3-0500086059

タンザニア連合共和国
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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 かおるのアフリカ日記
いわごうひでこ／ぶん
いわごうみつあき／しゃしん

あすなろ書房 1986 3-0190252220

48 生きもののおきて 岩合光昭／著 筑摩書房 1999 3-0199063444

61 コーヒーを飲んで学校を建てよう ふしはらのじこ／文・絵　辻村英之／監修 福音館書店 2013 3-0500049164

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 タンザニアのむかし話 宮本正興／編訳 偕成社 1991 3-0190404257

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

３/あおいろ
ＡはアフリカのＡ　アルファベットでたどるアフリカのくら
し

イフェオマ・オニェフル／作・写真
さくまゆみこ／訳

偕成社 2001 3-0201052313

３/あおいろ いっしょにあそぼう　アフリカの子どものあそび
イフェオマ・オニェフル／作・写真
さくまゆみこ／訳　川口澄子／画

偕成社 2007 3-0207021434

３/あおいろ おとうとは青がすき　アフリカの色のお話
イフェオマ・オニェフル／作・写真
さくまゆみこ／訳

偕成社 2006 3-0206042674

３/あおいろ たのしいおまつり　ナイジェリアのクリスマス
イフェオマ・オニェフル／作・写真
さくまゆみこ／訳

偕成社 2007 3-0207016197

３/あおいろ おおぐいひょうたん　西アフリカの昔話 吉沢葉子／再話　斎藤隆夫／絵 福音館書店 2005 3-0205067195

き/みどり アバディのパン 木葉井悦子／[著] ほるぷ出版 1990 3-0190331459

オ/あか おばあちゃんにおみやげを　アフリカの数のお話
イフェオマ・オニェフル／作・写真
さくまゆみこ／訳

偕成社 2000 3-0200061115

テ/ちゃいろ 三つめのおくりもの
レオ・ディロン，ダイアン・ディロン／え
ジャン・カルー／ぶん　やまぐちふさこ／やく

ほるぷ出版 1984 3-0190167654

ナイジェリア連邦共和国
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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 アンナのうちはいつもにぎやか
アティヌーケ／作　ローレン・トビア／絵　　永瀬
比奈／訳

徳間書店 2012 3-0212051192

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

28/ホ サラの旅路　ヴィクトリア時代を生きたアフリカの王女
ウォルター・ディーン・マイヤーズ／作
宮坂宏美／訳

小峰書店 2000 3-0200068175

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

３/あおいろ ふしぎなボジャビのき　アフリカのむかしばなし
ダイアン・ホフマイアー／再話
ピート・フロブラー／絵　さくまゆみこ／訳

光村教育図書 2013 3-0500056912

コ/みどり ねえさんのけっこん
ヒュー・ルーウィン／文　リサ・コッパー／絵　多
田ひろみ／訳

すぐ書房 1989 3-0190347727

タ/ちゃいろ かわいいサルマ　アフリカのあかずきんちゃん ニキ・ダリー／作　さくまゆみこ／訳 光村教育図書 2008 3-0207096059

タ/ちゃいろ ママのとしょかん
キャリ・ベスト／文　ニッキ・デイリー／絵　藤原
宏之／訳

新日本出版社 2011 3-0211020926

フ/ももいろ ダチョウだってとびたいんだ！ ケン・ブラウン／ぶん・え　たなかまや／やく 評論社 1997 3-0197043502

マ/うぐいすいろ ぼくのアフリカ
イングリッド・メンネン，ニキ・ダリー／文
ニコラース・マリッツ／絵　わたなべしげお／訳

冨山房 1993 3-0193009046

マ/うぐいすいろ ひとつ、アフリカにのぼるたいよう
ウェンディ・ハートマン／文
ニコラース・マリッツ／絵　さくまゆみこ／訳

文化出版局 2000 3-0200056287

マ/うぐいすいろ マザネンダバ　南アフリカ・お話のはじまりのお話
ティナ・ムショーペ／ぶん　三浦恭子／やく　マ
プラ刺繍プロジェクト／刺繍

福音館書店 2012 3-0212000146

リ/きみどり ぞうって、こまっちゃう クリス・リデル／作・絵　田中薫子／訳 徳間書店 1999 3-0199003661

南アフリカ共和国

103103



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

コ 草原に雨は降る シェイラ・ゴードン／作　犬飼和雄／訳 ぬぷん児童図書出版 1989 3-0190313358

コ ジャカランダの花さく村
シェイラ＝ゴードン／作　唐沢則幸／訳
村田収／絵

講談社 1991 3-0190403413

セ 白いキリンを追って
ローレン・セントジョン／著
さくまゆみこ／訳

あすなろ書房 2007 3-0207091056

セ 砂の上のイルカ
ローレン・セントジョン／著
さくまゆみこ／訳

あすなろ書房 2013 3-0500047589

ナ 炎の鎖をつないで　南アフリカの子どもたち
ビヴァリー・ナイドゥー／著
さくまゆみこ／訳

偕成社 1997 3-0197044536

ナ ヨハネスブルクへの旅
ビヴァリー・ナイドゥー／作
もりうちすみこ／訳　橋本礼奈／画

さ・え・ら書房 2008 3-0208024022

二 ぼくのかわいいおさるちゃん
ウルフ・ニルソン／作　菱木晃子／訳
クリスティーナ・ディーグマン／絵

岩波書店 2010 3-0210029367

フ 海賊日誌　少年ジェイク，帆船に乗る
リチャード・プラット／文　クリス・リデル／絵　長
友恵子／訳

岩波書店 2003 3-0203065709

ホ カマキリと月　南アフリカの八つのお話
マーグリート・ポーランド／作
リー・ヴォイト／絵　さくまゆみこ／訳

福音館書店 1988 3-0190286967

リ 大地のランナー　自由へのマラソン ジェイムズ・リオーダン／作　原田勝／訳 鈴木出版 2012 3-0212054205

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

28/ツ
ツツ大主教　南アフリカの黒人差別・アパルトヘイト（人
種隔離）政策に対してたたかう勇敢な大主教

デイビッド・ウィナー／著　箕浦万里子／訳 偕成社 1991 3-0190404075

28/マ ネルソン・マンデラ　アパルトヘイトに立ち向かって メアリー・ベンソン／作　村山淳彦／訳 佑学社 1991 3-0190377232

28/マ
ネルソン・マンデラ　南アフリカの革命児“黒ハコベ”１９
１８－

リチャード・テームズ／著　森泉亮子／訳 国土社 1999 3-0199014563

30 新生南アフリカ共和国 吉田一法／写真と文 草の根出版会 1995 3-0195050355
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ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

30 未来を信じて　南アフリカの声
ティム・マッキー／インタビュー・文
アン・ブラックショー／写真　千葉茂樹／訳

小峰書店 2002 3-0202058524

31 アパルトヘイトの子どもたち　ぼくたちは怒っている 吉田ルイ子／著 ポプラ社 1990 3-0190341512

31 少女マギー　南アフリカ・アパルトヘイトをのりこえて 吉田ルイ子／著・写真 ポプラ社 1996 3-0196027850

96
リヤカーマンアフリカを行く　歩いてアフリカ大陸横断
１１０００キロの大冒険

永瀬忠志／文・写真　勝又進／絵 学習研究社 1992 3-0190419324

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

ル/きみどり＊ ムラホー！こんにちは　アフリカのともだちをたずねて
クリストフ・ルツ／文　久世礼子／訳
カトリーン・ルツ＝マルクサー／絵

アジア・アフリカ
ともだち文庫

1986 3-0190298334

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

28/フ 動物研究者ダイアン・フォッシー 柴田都志子／著 理論社 2004 3-0204038485

30 希望の義足 こやま峰子／文　藤本四郎／絵 日本放送出版協会 2006 3-0206019953

30 ルワンダの祈り　内戦を生きのびた家族の物語 後藤健二／著 汐文社 2008 3-0208090589

31
ルワンダに教育の種を　内戦を生き抜いた女性・マリー
ルイズの物語

中地フキコ／著 かもがわ出版 2011 3-0211045598

48.9
野生のゴリラと再会する　二十六年前のわたしを覚え
ていたタイタスの物語

山極寿一／著 くもん出版 2012 3-0212095625

ルワンダ共和国
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絵本

国名 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 もどってきたガバタばん　エチオピアのお話 渡辺茂男／やく　ギルマ・ベラチョウ／え 福音館書店 1997 3-0197074487

３/あおいろ むらの英雄　エチオピアのむかしばなし 西村繁男／絵　渡辺茂男／文 瑞雲舎 2013 3-0500045627

３/あおいろ くものアナンシとねばねばにんぎょう
マイケル・ポク／再話・絵
おいかわゆり／訳

福武書店 1990 3-0190332336

３/あおいろ 岩をたたくウサギ　サバンナのむかしがたり
よねやまひろこ／再話
シリグ村の女たち／絵

新日本出版社 2012 3-0212032481

オ/あか サラガのバオバブ
よねやまひろこ／文
エドモンド・オパレ／絵

新日本出版社 2008 3-0208035163

カ/みどり いなくなった少女と小人
ヤオ・ボアチ・ガナッタ／文・絵
若林千鶴子／訳

蝸牛社 1984 3-0190173420

コ/みどり ぼくはまほうつかい
マヤ・アンジェロウ／文　マーガレット・コートニー
＝クラーク／写真　さくまゆみこ／訳

アートン 2006 3-0206064559

エ/あか おじさんのブッシュタクシー
クリスチャン・エパンニャ／作
さくまゆみこ／訳

アートン 2007 3-0207021688

ヘ/ももいろ かきねのむこうはアフリカ
バルト・ムイヤールト／文
アンナ・ヘグルンド／絵　佐伯愛子／訳

ほるぷ出版 2001 3-0201049655

こ/みどり いのちのおくりもの　バラクランジャンのうた こんどうなつみ／作 リーブル 2010 3-0210086829

ま/きいろ＊ リズム まさごひであき／え 三起商行 1990 3-0190414942

シエラレオネ共和国 ３/あおいろ クモのつな　西アフリカ・シエラレオネの昔話 さくまゆみこ／訳　斎藤隆夫／画　 福音館書店 2008 3-0208071395

ジンバブエ共和国 マ/うぐいすいろ 動物バス
バーバラ・マクガイア／絵　Ｈ・ニコル／文
柳生圭／訳

蝸牛社 1996 3-0196050474

ま/きいろ＊ リズム まさごひであき／え 三起商行 1990 3-0190414942

エ/あか おじさんのブッシュタクシー
クリスチャン・エパンニャ／作
さくまゆみこ／訳

アートン 2007 3-0207021688

エ/あか おしゃれがしたいビントゥ
シェーン・Ｗ・エヴァンス／絵
シルヴィアン・Ａ・ディウフ／文　さくまゆみこ／訳

アートン 2007 3-0207009987

ニジェール共和国 ３/あおいろ おおぐいひょうたん　西アフリカの昔話 吉沢葉子／再話　斎藤隆夫／絵 福音館書店 2005 3-0205067195

セネガル共和国

その他のアフリカの本

エチオピア連邦民主共和国

ガーナ共和国

カメルーン共和国

ギニア共和国
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国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

４/あおいろ パンサーカメレオン
ジョイ・カウリー／文　ニック・ビショップ／写真
大澤晶／訳　富田京一／監修

ほるぷ出版 2005 3-0205079554

４/あおいろ あいうえおカメレオン 増田戻樹／文・写真 偕成社 2009 3-0209044249

マラウイ共和国 ２/あおいろ 風をつかまえたウィリアム
エリザベス・ズーノン／絵　ウィリアム・カムクワン
バ／文　ブライアン・ミーラー／文　さくまゆみこ
／訳

さ・え・ら書房 2012 3-0212073898

３/あおいろ
どうしてカはみみのそばでぶんぶんいうの？　西
アフリカ民話より

ヴェルナ・アールデマ／ぶん　レオ・ディロン，ダ
イアン・ディロン／え　やぎたよしこ／やく

ほるぷ出版 1976 3-0190010274

３/あおいろ バオバブのきのうえで　アフリカ・マリの昔話
ジェリ・ババ・シソコ／語り
みやこ・みな／再話　ラミン・ドロ／絵

福音館書店 2005 3-0205067202

こ/みどり いのちのおくりもの　バラクランジャンのうた　 こんどうなつみ／作   リーブル 2010 3-0210086829

ま/きいろ＊ リズム まさごひであき／え 三起商行 1990 3-0190414942

リベリア共和国 ３/あおいろ ほーら、これでいい！　リベリア民話
ウォン＝ディ・ペイ／再話　マーガレット・Ｈ．リッパート／再話
ジュリー・パシュキス／絵　さくまゆみこ／訳 アートン 2006 3-0206076990

３/あおいろ  絵本アフリカの人びと　２６部族のくらし
ディロン夫妻／絵
マーガレット＝マスグローブ／文　西江雅之／訳

偕成社 1982 3-0190056264

３/あおいろ 歌う悪霊　北アフリカサエル地方の昔話から
ナセル・ケミル／ぶん　エムル・オルン／え
カンゾウ・シマダ／やく

小峰書店 2004 3-0204081154

４/あおいろ いのちの木　あるバオバブの一生 バーバラ・バッシュ／文絵　 百々佑利子／訳 岩波書店 1994 3-0194048899

４/あおいろ ぞうの子ラウルとなかまたち キャサリン・ペイン／作　水原洋城／訳 岩波書店 1994 3-0194048898

４/あおいろ こんにちは！野生のおともだち ロラン・セトル／写真　永島章雄／文 偕成社 1997 3-0197060749

４/あおいろ ゾウ　どうぶつの赤ちゃん 増井光子／監修 金の星社 2007 3-0207018740

い/あか＊ ねぇツチブタくん 木坂涼／文　いちかわようこ／絵 朔北社 2004 3-0204096317

さ/はいいろ
アフリカの音　Ａ　ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｗｅｓｔ　Ａｆｒｉｃａｎ　ｄｒｕ
ｍ　＆　ｄａｎｃｅ

沢田としき／作・絵 講談社 1996 3-0196014346

72＊ ＡＦＲＩＣＡ空と大地のあいだで ツジムラノブヒロ／さく 大日本絵画 1986 3-0190231143

その他

マダガスカル共和国

マリ共和国
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国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

て/ちゃいろ あふりかのたいこ 瀬田貞二／さく　 寺島龍一／え 福音館書店 1962 3-0190445611

ま/うぐいすいろ つちぶたくん 牧野雯／作 小峰書店 2000 3-0200033726

も/ももいろ ドリトル先生アフリカへいく
ヒュー・ロフティング／原作　南條竹則／文
茂田井武／絵

集英社 2008 3-0208075914

よ/むらさき はじめてのかり 吉田遠志／絵と文 リブリオ出版
2001

（1982）
3-0201020430
（3-0190101998）

ケ/みどり おおいびきのツチブタ
ムワリム／文
アドリエンヌ・ケナウェイ／絵　草山万兎／訳

西村書店 1992 3-0193013536

ケ/みどり アフリカの大きな木バオバブ
ミリアム・モス／文
エイドリアン・ケナウェイ／絵　さくまゆみこ／訳

アートン 2006 3-0206056065

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

長崎出版 2010 3-0210061923

ケ/みどり やったねカメレオンくん
ウェニイー・ハディシィ／ぶん　エイドリエンヌ・ケ
ナウェイ／え　久山太市／やく

評論社 1993 3-0193008453

コ/みどり ぼくはジャフタ
ヒュー・ルーウィン／文　リサ・コッパー／絵
多田ひろみ／訳

すぐ書房 1989 3-0190347758

コ/みどり ぼくのかあさん
ヒュー・ルーウィン／文　リサ・コッパー／絵
多田ひろみ／訳

すぐ書房 1989 3-0190384904

チ/ちゃいろ バーバパパのアフリカいき
アネット＝チゾン／さく
タラス＝テイラー／さく　山下明生／やく

講談社
1997

（1989）
3-0197081262

（未所蔵）

テ/ちゃいろ ヤクーバとライオン　１　勇気 ティエリー・デデュー／作　柳田邦男／訳 講談社 2008 3-0208021947

テ/ちゃいろ ヤクーバとライオン　２　信頼 ティエリー・デデュー／作　柳田邦男／訳 講談社 2008 3-0208049113

ハ/ももいろ おかあさんともりへ
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 2002 3-0202020672

フ/ももいろ 影ぼっこ
ブレーズ・サンドラール／ぶん
マーシャ・ブラウン／え　おのえたかこ／やく

ほるぷ出版 1983 3-0190117616

ヘ/ももいろ かきねのむこうはアフリカ
バルト・ムイヤールト／文
アンナ・ヘグルンド／絵　佐伯愛子／訳

ほるぷ出版 2001 3-0201049655

マ/うぐいすいろ
森にうまれた愛の物語　野生チンパンジーのなか
またち

ジェーン・グドール／文
アラン・マークス／絵　 河合雅雄／訳

講談社 1998 3-0198067188

マ/うぐいすいろ
リッキーとアンリ　みなしごチンパンジーと犬の友
情物語

ジェーン・グドール／作
アラン・マークス／絵　赤尾秀子／訳

ＢＬ出版 2005 3-0205042536

その他
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物語

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

さ* サンコン少年のアフリカ物語 オスマン＝サンコン／作　あべ弘士／絵 講談社 2001 3-0201021892

ラ アフリカの子　少年時代の自伝的回想 カマラ＝ライエ／作　さくまゆみこ／訳 偕成社 1980 3-0190041364

ナミビア共和国 ヒ バオバブの木と星の歌　アフリカの少女の物語
レスリー・ビーク／作　さくまゆみこ／訳
近藤理恵／絵

小峰書店 1994 3-0195001044

な 砂漠の国からフォフォー 中川なをみ／作　舟橋全二／画 くもん出版 2005 3-0205027898

ホ 消えたオアシス　灼熱のサハラをさまよって
ピエール＝マリー・ボード／作
井村順一／訳　藤本泉／訳

鈴木出版 2005 3-0205024372

ボツワナ共和国 マ おいしいケーキはミステリー！？
アレグザンダー・マコール・スミス／作
もりうちすみこ／訳　木村いこ／絵

あかね書房 2013 3-0500070310

エ ヘブンショップ デボラ・エリス／作　さくまゆみこ／訳　 鈴木出版 2006 3-0206030835

ティーンズ
936

風をつかまえた少年　１４歳だったぼくはたったひ
とりで風力発電をつくった

ウィリアム・カムクワンバ／著
ブライアン・ミーラー／著　田口俊樹／訳

文藝春秋 2010 3-0210083884

南スーダン共和国 ハ 魔法の泉への道 リンダ・スー・パーク／著　金利光／訳 あすなろ書房 2011 3-0211080042

マ 炎の秘密
ヘニング・マンケル／作
オスターグレン晴子／訳

講談社 2001 3-0201074388

マ 炎の謎
ヘニング・マンケル／作
オスターグレン晴子／訳

講談社 2005 3-0205013821

モロッコ王国 93 みんながそろう日　モロッコの風のなかで
ヨーケ・ファン・レーウェン／作
マリカ・ブライン／作　野坂悦子／訳

鈴木出版 2009 3-0209087194

エチオピア連邦
民主共和国

レ 路上のヒーローたち エリザベス・レアード／作　石谷尚子／訳 評論社 2008 3-0208060643

シエラレオネ共和国
 ティーンズ

936
戦場から生きのびて イシメール・ベア／著　忠平美幸／訳 河出書房新社 2008 3-0208008155

い ぼくはアフリカにすむキリンといいます 岩佐めぐみ／作　高畠純／絵 偕成社 2001 3-0201036551

た アフリカないしょだけどほんとだよ 竹下文子／作　高畠純／絵 ポプラ社 2003 3-0203077902

て ぞうのはなはなぜながい
ラドヤード・キプリング／原作
寺村輝夫／文　長新太／絵

集英社
2009

(1979)
3-0209089603
（市内未所蔵）

な ネコのタクシーアフリカへ行く 南部和也／さく　さとうあや／え 福音館書店 2004 3-0204035769

その他

ニジェール共和国

ギニア共和国

マラウイ共和国

モザンビーク共和国

109109



国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

ほ チョコレートと青い空 堀米薫／作　小泉るみ子／絵 そうえん社 2011 3-0211027372

ア リトル・ソルジャー
バーナード・アシュリー／作
さくまゆみこ／訳　 影山徹／画

ポプラ社 2005 3-0205058943

マ アキンボとクロコダイル
アレグザンダー・マコール・スミス／作
もりうちすみこ／訳　広野多珂子／絵

文研出版 2009 3-0209005899

マ アキンボと毒ヘビ
アレグザンダー・マコール・スミス／作
もりうちすみこ／訳　広野多珂子／絵

文研出版 2010 3-0210051788

ロ ドリトル先生アフリカゆき ヒュー・ロフティング／作　　井伏鱒二／訳 岩波書店
2000

(1961)
3-0200035151
（市内未所蔵）

ティーンズ
933

沈黙のはてに アラン・ストラットン／著　 さくまゆみこ／訳 あすなろ書房 2006 3-0206003708

知識の本

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

48.9
アフリカ・カバ探検　カバのふるさとウガンダ取材
記

宮嶋康彦／著 偕成社 1996 3-0196032012

96
ウガンダの父とよばれた日本人　アフリカにワイ
シャツ工場をつくった柏田雄一

今井通子／作　瀬野丘太郎／絵 ＰＨＰ研究所 1991 3-0190403378

30 ダイヤモンドより平和がほしい 後藤健二／著 汐文社 2005 3-0205053641

30 両手を奪われても　シエラレオネの少女マリアトゥ
マリアトゥ・カマラ／共著　スーザン・マクリーラン
ド／共著　村上利佳／訳

汐文社 2012 3-0212095580

462.4 マダガスカルがこわれる 藤原幸一／写真・文 ポプラ社 2010 3-0210035482

48.9 なぞのサルアイアイ 島泰三／文　笹原富美代／絵 福音館書店
2014

(2004)
3-0500150628
（3-0203093861）

モザンビーク共和国 96*
モザンビークからきた天使　医師をめざすアフリカ
の少女の日本留学記

井口民樹／文　瀬野丘太郎／絵 学習研究社 1988 3-0190348202

モロッコ王国 38  モロッコのごはん　 銀城康子／文　 高松良己／絵 農山漁村文化協会 2010 3-0210004454

リベリア共和国 36
戦争が終わっても　ぼくの出会ったリベリアの子ど
もたち

高橋　邦典／写真・文 ポプラ社 2005 3-0205055868

その他 25 あなたがもし奴隷だったら・・・
ジュリアス・レスター／文
ロッド・ブラウン／絵　片岡しのぶ／訳

あすなろ書房 1999 3-0199008654

その他

ウガンダ共和国

シエラレオネ共和国

マダガスカル共和国

110110



国名 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/シ
シュヴァイツァー　音楽家・著作家の実績をなげ
うって、アフリカの医者として献身した人

ジェームズ・ベントリー／著
菊島伊久栄／訳

偕成社 1992 3-0190412625

302.4
ティーンズ

アフリカのいまを知ろう 山田肖子／編著 岩波書店 2008 3-0208020812

302.４
ティーンズ

なんにもないけどやってみた　プラ子のアフリカボ
ランティア日記

栗山さやか／著 岩波書店 2011 3-0211074827

31 子ども兵士 アムネスティ・インターナショナル日本／編著 リブリオ出版 2008 3-0208075007

31 ２１世紀の平和を考えるシリーズ　４　飢餓 大貫美佐子／監修 ポプラ社 2003 3-0203026215

31 ２１世紀の平和を考えるシリーズ　５　エイズ 大貫美佐子／監修 ポプラ社 2003 3-0203026216

38 森に生きる人　アフリカ熱帯雨林とピグミー 寺嶋秀明／著 小峰書店 2002 3-0202063531

48.6 砂漠の虫の水さがし 山口進／写真・文 福音館書店
2000

(1996)
3-0200032999
（3-0196033382）

48.9 ミーアキャットの家族 内山晟／しゃしん　江口絵理／ぶん そうえん社 2010 3-0210000167

48.9 森の巨人 山極寿一／写真と文 歩書房 1983 3-0190106995

48.9
アフリカの森の日々　わたしの愛したチンパン
ジー

ジェーン・グドール／著　松沢哲郎／監訳
赤尾秀子／訳

ＢＬ出版 2002 3-0202067641

48.9 ゴリラは語る 山極寿一／著 講談社 2012 3-0212063366

48.9 アフリカゾウ
オリア・ダグラス－ハミルトン／著
増井光子／日本語版監修・訳

くもん出版 1994 3-0194046373

53.6
アフリカ・南アメリカの鉄道　ナイルエクスプレス・
アンデスの鉄道

秋山芳弘／著　こどもくらぶ／編 旺文社 2006 3-0206086486

59.6 小麦・ふくらんでパン 中西敏夫／文 　米本久美子／絵 　 福音館書店
1997

(1992)
3-0197020250
（3-0190593837）

76 わたしは歌う　～ミリアム・マケバ自伝～
ミリアム・マケバ／著
ジェームズ・ホール／著　さくまゆみこ／訳

福音館書店 1994 3-0194051767

96
ひめちゃんとふたりのおかあさん
　～人間に育てられた子ゾウ～

森由民／文 フレーベル館 2011 3-0211075156

その他

111111



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 出版年 書誌番号

エチオピア連邦
民主共和国

38.8 山の上の火
ハロルド・クーランダー，ウルフ・レスロー／[共]
文　渡辺茂男／訳

岩波書店 1963 3-0190450323

ウガンダ共和国 38.8 ウサギのかしこい商売 宮本正興／編　訳　二俣英五郎／絵 小峰書店 1983 3-0190110469

トーゴ共和国 38.8 きのどくなハイエナ 江口一久／採話　田主誠／絵 小峰書店 1984 3-0190123099

388.4 バオバブのお嫁さま 川崎奈月／編訳・絵 論創社 2011 3-0211021019

38.8 キバラカと魔法の馬　 さくまゆみこ／編訳　太田大八／画 冨山房 1979 3-0190035807

38.8 なぜどうしてものがたり パメラ・コーラ／作　土屋哲／訳 岩波書店 1981 3-0190089813

38.8 南アフリカの民話
バーナ＝アーダマ／作　ダイアン＝ディロン，レ
オ＝ディロン／画　掛川恭子／訳

偕成社 1982 3-0190056759

38.8 語りつぐ人びと・アフリカの民話 江口一久／他著・訳 福音館書店 2004 3-0204002139

モロッコ王国 38.8 モロッコのむかし話　 ヤン＝クナッパート／編　さくまゆみこ／訳 偕成社 1990 3-0190331281

マダガスカル共和国

112112



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

3/あおいろ* こがねのあしのひよこ 秋野ゆきこ／再話・絵 福音館書店 1998 3-0198003081

ヒ/ももいろ ウッキーのみんなだいすき
クラウディア・ビーリンスキー／作
那須田淳／訳

ひくまの出版 1999 3-0199039292

ヒ/ももいろ ぼくはウッキー
クラウディア・ビーリンスキー／作
那須田淳／訳

ひくまの出版 1999 3-0199039290

ヒ/ももいろ ねむれないの、ほんとだよ
ガブリエラ・ケセルマン／文
ノエミ・ビリャムーサ／絵　角野栄子／訳

岩波書店 2007 3-0207066213

マ/うぐいすいろ クレイジーカウボーイ ギェルモ・マルデイヨ／作 ＣＢＳ・ソニー出版 1979 3-0190451854

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

ソ ぼくのミラクルねこネグロ
オスバルド・ソリアーノ／作
ファビアン・ネグリン／絵　宇野和美／訳

アリス館 2003 3-0203053572

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

や/むらさき なけないちっちゃいかえる エクトル・シエラ／作　やまうちかずあき／絵 鈴木出版 2004 3-0204044533

ウ/あか ろばのとしょかん
ジャネット・ウィンター／文と絵
福本友美子／訳

集英社 2011 3-0211016922

シ/はいいろ エロイーサと虫たち
ハイロ・ブイトラゴ／文
ラファエル・ジョクテング／絵　　宇野和美／訳

さ・え・ら書房 2011 3-0211065186

ハ/ももいろ こないかな、ロバのとしょかん
モニカ・ブラウン／文　ジョン・パッラ／絵
斉藤規／訳

新日本出版社 2012 3-0212075166

アルゼンチン共和国

コロンビア共和国

113113



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

コ 雨あがりのメデジン
アルフレッド・ゴメス＝セルダ／作
宇野和美／訳

鈴木出版 2011 3-0211092183

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

46 すばらしい世界の自然　アマゾン 松岡達英／著 大日本図書 1980 3-0190474710

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

カ/みどり むこう岸には マルタ・カラスコ／作　宇野和美／訳 ほるぷ出版 2009 3-0209036421

ク/みどり サンタクロースのながいたび フェルナンド＝クラーン／作・絵　青木久子／文 講談社 1980 3-0190086706

フ/ももいろ アンデスの少女 ミア　 マイケル・フォアマン／作 長田弘／訳 BL出版 2009 3-0209018997

ル/きみどり ペドロの作文
アントニオ・スカルメタ／文
アルフォンソ・ルアーノ／絵　宇野和美／訳

アリス館 2004 3-0204022373

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

ティーンズ
953/ホ

殺人者の涙 アン＝ロール・ボンドゥ／著　伏見操／訳 小峰書店 2008 3-0208089936

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

20 ミイラの大研究　古代人がそこにいる！ 造事務所／編集・構成　近藤二郎／監修 ＰＨＰ研究所 2010 3-0210075484

チリ共和国

114114



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

3/あおいろ ジャガーにはなぜもようがあるの？
アンナ・マリア・マチャード／さいわ
ジアン・カルビ／え　ふくいしげき／やく

ほるぷ出版 1983 3-0190110170

3/あおいろ ヤチのおにんぎょう　ブラジル民話より
Ｃ．センドレラ／ぶん　グロリア・C．バイベ／え
はせがわしろう／やく

ほるぷ出版 1976 3-0190010395

3/あおいろ しろいむすめマニ　アマゾンのいものはじまり 稲村哲也／再話　アントニオ・ポテイロ／絵 福音館書店
1997

（1992）
3-0197074493
（3-0190539889）

3/あおいろ ジャングルのようせい、サシ
マルレネ・ペルリンジェイロ／さく・え
おのゆうこ／訳

新世研 2000 3-0200056060

5/あおいろ カポックの木 リン・チェリー／作　　みらいなな／訳 童話屋 1996 3-0196072329

シ/はいいろ フリッチス　ふしぎな色の旅 ジラルド／作・絵　松本乃里子／訳 桜風舎 2009 3-0209089300

ハ/ももいろ ガラシとクルピラ 陣内すま／ぶん　ヴァンペレーラ／え 福音館書店
2005

（1992）
3-0205067197
（3-0190540416）

ハ/ももいろ あまくておいしいこいのものがたり
ジョナス・リべイロ／文　タチアナ・パイヴァ／絵
おびかゆうこ／訳

光村教育図書 2009 3-0209088792

へ/ももいろ サシは１０にん
タチアナ・ベリンキ／さく　ロベルト・ヴェイガン／
え　おおわきみちこ／訳

新世研 2000 3-0200070702

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

や  アマゾンからの手紙　１０歳のブラジル移民 山脇あさ子／作　宮崎耕平／絵　 新日本出版社 2003 3-0203099317

イ 夢の彼方への旅 エヴァ・イボットソン／著　三辺律子／訳 偕成社 2008 3-0208043610

シ やんちゃなマルキーニョ ジラルド／作　松本乃里子／訳 静山社 2009 3-0209089296

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

28/タ 闘莉王超攻撃的ディフェンダー 矢内由美子／文 学習研究社 2009 3-0209025605

ブラジル連邦共和国

115115



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

30 ブラジルの友だち 佐藤郡衛／監修 学校図書 2000 3-0200028930

29.2 ブラジルと出会おう
ＩＡＰＥポルトガル語教室／編著　谷啓子／編著
富本潤子／編著

国土社 2001 3-0201010618

38 ブラジルのごはん 銀城康子／文　萩原亜紀子／絵 農山漁村文化協会 2008 3-0208012284

46 アマゾン・アマゾン 今森光彦／文・写真 福音館書店
1998

（1991）
3-0198021893
（3-0190540066）

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 ブラジルのむかしばなし　１ カメの笛の会／編 東京子ども図書館 2011 3-0500045631

38.8 ブラジルのむかしばなし　２ カメの笛の会／編 東京子ども図書館 2013 3-0500045618

38.8 ブラジルのむかしばなし　３ カメの笛の会／編 東京子ども図書館 2013 3-0500045619

38.8
世界をささえる一本の木　ブラジル・インディオの神話と
伝説

ヴァルデ＝マール／再話・絵　永田銀子／訳 福音館書店 1996 3-0196061381

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

3/あおいろ マリアとコンドル　ペルーの民話
稲村哲也／再話　ハイメ・ロサン／絵
ヘオルヒーナ・デ・ロサン／絵

福音館書店
1997

（1990）
3-0197074488
（3-0190539860）

3/あおいろ コケーナとであったチャンゴ　アンデスの民話 やなぎやけいこ／再話　野口忠行／絵 福音館書店
2005

（1990）
3-0205067199
（3-0190541649）

い/あか じゃがいもアイスクリーム？ 市川里美／作 BL出版 2011 3-0211052520

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 1985 3-0190202046

エ/あか 太陽の神殿 エルジェ／作 福音館書店 1985 3-0190202044

ペルー共和国

116116



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

26 黄金の大仮面とおどるガイコツ 田中館哲彦／文　こさかしげる／画 学習研究社 1994 3-0194066175

29.2 アンデス家族 高野潤／著 理論社 2000 3-0200020314

38 ペルーのごはん 銀城康子／文　加藤タカ／絵 農山漁村文化協会 2008 3-0208088918

38 インカの村に生きる　 関野吉晴／著 ほるぷ出版 2012 3-0212079890

47 砂漠の花園 野村哲也／写真・文 福音館書店 2003 3-0203071883

47 プーヤ・ライモンデイ　１００年にいちど咲く花 野村哲也／文・写真 福音館書店 2005 3-0205048948

61 じゃがいものふるさと 山本紀夫／文・写真 福音館書店 2008 3-0207095941

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 ペルー・ボリビアのむかし話　インカにつたわる話 加藤隆浩／編訳 偕成社 1989 3-0190313941

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

3/あおいろ 太陽と月になった兄弟　ボリビア民話 秋野靭子／再話・絵 福音館書店 1994 3-0194030142

3/あおいろ コケーナとであったチャンゴ　アンデスの民話 やなぎやけいこ／再話　野口忠行／絵 福音館書店 2005 3-0205067199

3/あおいろ アルマジロの晴れ着　ボリビア・アンデスの昔話 かわだあゆこ／ぶん　よねもとくみこ／え アスラン書房
2008

（1990）
3-0208033133

（3-0190541649）

い/あか じゃがいもアイスクリーム？ 市川里美／作 BL出版 2011 3-0211052520

ボリビア多民族国

117117



ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

と/ちゃいろ みんなくるくるさかのみち 東郷聖美／作　 福音館書店 2007 3-0207034103

と/ちゃいろ わたしはせいか・ガブリエラ 東郷聖美／さく・え 福音館書店
2011

（2004）
3-0211026849
(3-0204057854)

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

フ 小さなホセとロバの旅 Ｇ．フォイステル／著　関楠生／訳 岩波書店 1969 3-0190447179

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

388 ボリビアの伝説
アントニオ・パレーデス・カンディア／著
丸岡匡孝／訳

エピック 1994 3-0194070660

38.8 ペルー・ボリビアのむかし話　 加藤隆浩／編訳 偕成社 1989 3-0190313941

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

3/あおいろ エナノの宮殿 ルイス・スアレス／え　　とみながまこと／やく ほるぷ出版 1982 3-0190099008

3/あおいろ パコのあきまつり　 なおえみちる／作　いまいとし／絵 リーブル 1997 3-0197075701

3/あおいろ うさぎのみみは、なぜながい 北川民次／ぶんとえ 福音館書店 1962 3-0190451460

3/あおいろ とうもろこしどろぼう 西本鶏介／文　武井武雄／絵 フレーベル館 1978 3-0190039646

3/あおいろ カエルのおよめさん 清水たま子／文　竹田鎮三郎／絵 福音館書店 1998 3-0197084918

3/あおいろ チャマコとみつあみのうま 竹田鎮三郎／え　清水たま子／ぶん 福音館書店
1997
(1986)

3-0197074499
(3-0190539123)

メキシコ合衆国

118118



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 ねずみのけっこん
ジュディス・デュプレ／文　ファブリシオ・ヴァン
デン・ブレイク／絵　晴海耕平／訳

童話館 1994 3-0194070091

い/あか エレーナのインコ 直江みちる／さく　今井俊／絵 福音館書店 2004 3-0204007573

い/あか ペレのはなび 今井俊／絵　直江みちる／文 福音館書店 1995 3-0195054950

し/はいいろ 旅する蝶 新宮晋／著 文化学園文化出版局 2012 3-0212033270

な/みずいろ メキシコのいちば 永田智昭／さく 福音館書店 1998 3-0198063794

ひ/ももいろ ひみつのたからチョコラーテ 平山暉彦／作 福音館書店 2012 3-0212043769

ア/あか 図書館だいすき マルタ・アビレス／文・絵　　清水透／訳 蝸牛社 1996 3-0196050472

エ/あか クリスマスまであと九日　セシのポサダの日
マリー・ホール・エッツ／画　マリー・ホール・エッツ，アウロ
ラ・ラバスティダ／作　たなべいすず／訳 冨山房 1974 3-0190535047

ケ/みどり クリスマスのつぼ ジャック・ケント／作・絵　　清水真砂子／訳 ポプラ社 1977 3-0190010562

コ/みどり トマスと図書館のおねえさん
パット・モーラ／ぶん　ラウル・コローン／え
藤原宏之／やく

さ・え・ら書房 2010 3-0210009228

シ/はいいろ ぼくのぼうし
メルコール・フェラー／さく　ジャン・シャロー／え
ふくいしげき／やく

ブック・グローブ社 1992 3-0190429273

ネ/みずいろ ポインセチアはまほうの花
ジョアンヌ・オッペンハイム／文
ファビアン・ネグリン／絵　宇野和美／訳

光村教育図書 2010 3-0210068244

ヒ/ももいろ ぼくのうちに波がきた
キャサリン・コーワン／文　マーク・ブエナー／絵
中村邦生／訳　オクタビオ・パス／原案

岩波書店 2003 3-0203047464

フ/ももいろ 魔法のかたつむり
ファブリシオ・Ｖ．ブロエク／文・絵
加藤耕子／訳

蝸牛社 1996 3-0196050476

フ/ももいろ エレーナのセレナーデ
キャンベル・ギースリン／文　アナ・フアン／絵
小島希里／訳

ＢＬ出版 2004 3-0204057528

ホ/ももいろ おばあちゃんのちょうちょ
バーバラ・Ｍ．ヨース／文　ジゼル・ポター／絵
福本由紀子／訳

BL出版 2006 3-0206073060

マ/うぐいすいろ たいせつなきみ
マックス・ルケード／著　セルジオ・マルティネス
／絵　ホーバード・豊子／訳

いのちのことば社 1998 3-0199014372

ラ/きみどり たことサボテン
アリン・ピーターソン／文
エラクリオ・ラミーレス／絵　林屋永吉／訳

河出書房新社 1994 3-0194049684
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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 黄金の七つの都市 スコット・オデール／作　大塚勇三／訳 岩波書店 1977 3-0190011924

ロ トウモロコシが実るころ
ドロシー・ローズ／作　長滝谷富貴子／訳
小泉るみ子／絵

文研出版 2002 3-0202037099

933 /ソ* 四月の野球 ギャリー・ソト／作　神戸万知／訳 理論社 1999 3-0199022765

ティーンズ
933 /ヒ

この道のむこうに フランシスコ・ヒメネス／作　千葉茂樹／訳 小峰書店 2003 3-0203084131

ティーンズ
933 /ヒ

あの空の下で フランシスコ・ヒメネス／作　千葉茂樹／訳 小峰書店 2005 3-0205060859

ティーンズ
933 /ラ

国境まで１０マイル　コーラとアボカドの味がする九つ
の物語

デイヴィッド・ライス／作　ゆうきよしこ／訳
山口マオ／画

福音館書店 2009 3-0209020174

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

28/ヒ ドン・ロドリゴの幸運　日本・メキシコ交流の始まり 小倉明／作　山口まさよし／絵 汐文社 2008 3-0208090587

38 メキシコのごはん 銀城康子／文　高松良己／絵 農山漁村文化協会 2007 3-0207013830

38 ロバのつくった道 竹田鎮三郎／原案・絵　清水たま子／文 福音館書店 2004 3-0204079804

46 すばらしい世界の自然　メキシコ 松岡達英／絵・文 大日本図書 1977 3-0190448572

47 サボテンホテル
ブレンダ・Ｚ・ギバーソン／文
メーガン・ロイド／絵　三河内彰子／訳

福音館書店 2000 3-0200052531

51.9 ぼくのジャングルを救って
モニカ＝サーク／文　ビヤネール多美子／訳
Ｂ＝Ａ＝ルーネルストロム／絵

偕成社 1990 3-0190365981

120120



絵本

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

4/あおいろ ガラパゴス ジェイソン・チン／作　福岡伸一／訳 講談社 2013 3-0500065077

ヘ/ももいろ 特急キト号
ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作
ふしみみさを／訳

PHP研究所 2006 3-0206037788

2/あおいろ たからものがいっぱい！ キューバのこどもたち／絵　こやま峰子／ことば フレーベル館 2012 3-0212008927

フ/ももいろ シジュとふくろう　キューバ
ミゲール・バーネット・ランツァ／文　エンリケ・マ
ルチネス・ブランコ／絵　　しげいしみほ／訳

蝸牛社 1984 3-0190173429

マ/うぐいすいろ＊ どうぶつたちのおまつり
エンリケ・マルチネス/絵　エンリケ・ペレス/文
しみずとおる/訳

講談社 1992 3-0193008229

グアテマラ共和国 フ/ももいろ びくびくビリー アンソニー・ブラウン／さく　灰島かり／やく 評論社 2006 3-0206062780

ま/うぐいすいろ ツーティのちいさなぼうけん 松岡達英／絵　越智典子／文 偕成社 1999 3-0199042457

ま/うぐいすいろ ツーティのうんちはどこいった？ 松岡達英／絵　越智典子／文 偕成社 2001 3-0201032292

ネ/みずいろ ひみつの足あと
フーリア・アルバレス／文
ファビアン・ネグリン／絵　　神戸万知／訳

岩波書店 2011 3-0211061240

ヒ/ももいろ 鳥たちの木　ドミニカ共和国 カンディド・ビド／文・絵　　山本真梨子／訳 蝸牛社 1984 3-0190173434

トリニダード・トバゴ共和国 3/あおいろ ヤギとライオン　トリニダード・トバゴの民話 内田莉莎子／文　むかいながまさ／絵 鈴木出版 1991 3-0190404586

マ/うぐいすいろ エングラシアおばちゃんのおくりもの
マリオ・モンテネグロ／文
オルガ・マラディアガ／絵　　まつもととおる／訳

福音館書店 2005 3-0205067192

モ/うぐいすいろ さんにんのピエロ
マリオ・モンテネグロ／作・絵
福音館書店編集部／編・訳

福音館書店 2002 3-0202067713

サ/はいいろ ミラクルバナナ
ジョルジュ・キャストラ／作　ロドニィ・サン・エロワ／作　ルイ
ジアーヌ・サン・フルラン／絵　加古里子／文 学習研究社 2001 3-0201009966

サ/はいいろ 希望の木
カレン・リン・ウィリアムズ／作
リンダ・サポート／絵　　高岡美智子／訳

PHP研究所 2010 3-0210075486

バハマ共和国 4/あおいろ あおいうみのイルカたち 越智隆治／写真　越智充奈子／文 ポプラ社 2002 3-0202042644

3/あおいろ チュルンの滝　ベネズエラ
アリナ・マセバ・デ・コバル／絵・文
小林孝子／訳

蝸牛社 1991 3-0190406936

3/あおいろ ひかりがうまれたとき
イヴォネ・リバス／さいわ　イレネ・サビノ／え
みやかわけんじ／やく

新世研 2002 3-0202053669

ニカラグア共和国

ハイチ共和国

ベネズエラ・ボリバル共和国

その他の中南米の本

エクアドル共和国

キューバ共和国

コスタリカ共和国

ドミニカ共和国
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国名 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 星と月の生まれた夜
ドオウグラス・グティエレス／文　マリア・フェルナ
ンダ・オリベル／絵　山本厚子／訳

河出書房新社 1994 3-0194036109

ト/ちゃいろ 道はみんなのもの
クルーサ／文　モニカ・ドペルト／絵
岡野富茂子／共訳　岡野恭介／共訳

さ・え・ら書房 2013 3-0500015081

1/あおいろ ケツアルコアトルの道 スズキコ－ジ／絵　舟崎克彦／文 ほるぷ出版 1997 3-0197020274

4/あおいろ アカメアマガエル
ジョイ・カウリー／文　ニック・ビショップ／写真
大澤晶／訳　富田京一／監修

ほるぷ出版 2005 3-0205079553

ウ/あか 雨ごいの少年ピック　古代マヤのお話 デイビッド・ウィズネスキー／作　寺岡襄／訳 偕成社 1993 3-0193035352

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

物語

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

エクアドル共和国 ホ/ももいろ ツバメの歌・ロバの旅 レオ・ポリティ／文・え　石井桃子／訳 岩波書店 1979 3-0190445837

ドミニカ共和国 ア ロラおばちゃんがやってきた フーリア・アルバレス／作　神戸万知／訳 講談社 2004 3-0204027243

ハイチ共和国 お 八月の太陽を 乙骨淑子／作　滝平二郎／え 理論社
1978

（1977）
3-0190013434
（3-0190513331）

オ アマゾン大脱出
メアリー・ポープ・オズボーン／著
食野雅子／訳

メディアファクトリー 2002 3-0202035075

ヒ キーパー マル・ピート／著　池央耿／訳 評論社 2006 3-0206036766

ヒ サトウキビ畑のカニア
フレデリック・ピション／作
ダニエル遠藤みのり／訳　内海博信／画

くもん出版 2004 3-0204050480

知識の本

国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

462.6 ガラパゴスがこわれる 藤原幸一／写真　文 ポプラ社 2007 3-0207092499

48
千石先生の動物ウォッチング　ガラパゴスと
マダガスカル

千石正一／著 岩波書店 2003 3-0203012636

エルサルバドル共和国 96
ヘスースとフランシスコ　エル・サルバドル内
戦を生きぬいて

長倉洋海／著 福音館書店 2002 3-0202057224

ベネズエラ・ボリバル共和国

その他

その他

エクアドル共和国

122122



国名 ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

グアテマラ共和国 28/メ
リゴベルタの村　ノーベル平和賞メンチュウ
女史の半生

工藤律子／著　浜田桂子／絵
篠田有史／写真

講談社 1994 3-0194029810

46 ジャングル 松岡達英／作 岩崎書店 1993 3-0193044716

48.7 バシリスク　～水の上を走るトカゲ～ 嶋田忠／文・写真 福音館書店 2011 3-0211038520

パナマ共和国 29.2 わらって「オーラ」パナマの旅　パナマ紀行 滝井なみき／著・画 あかね書房 1985 3-0190175727

25 古代マヤ文明不思議物語 村上達也／著 汐文社 2000 3-0200021675

296.8 アンデス・インカをゆく　世界遺産 義井豊／著 小学館 2002 3-0202039929

38 カーニバルがやってきた 白根全／写真・文 福音館書店 2008 3-0208032717

53.6
アフリカ・南アメリカの鉄道　ナイルエクスプレ
ス・アンデスの鉄道

秋山芳弘／著　こどもくらぶ／編 旺文社 2006 3-0206086486

76 おもしろい楽器　中南米の旅から 山本紀夫／文・写真　中垣ゆたか／絵 福音館書店 2011 3-0211054118

76 コンドルはとんでいく（中南米）　音楽のたび 矢沢寛／文　岩淵慶造／絵 岩崎書店 1989 3-0190297773

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 出版年 書誌番号

ハイチ共和国 38.8 魔法のオレンジの木　ハイチの民話
ダイアン・ウォルクスタイン／採話
清水真砂子／訳

岩波書店 1984 3-0190125714

38.8 世界むかし話　〔６〕　中南米 福井恵樹／訳　竹田鎮三郎／絵 ほるぷ出版 1988 3-0190284311

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 1995
3-0195064371
3-0195064370

38.8 カエル王女　中南米の昔ばなし　 三原幸久／訳　おぼまこと／絵 小峰書店 1986 3-0190220642

コスタリカ共和国

その他

その他

123123



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

ハ/ももいろ 夢はワールドカップ ティム・ヴァイナー／作　川平慈英／訳 あかね書房 2001 3-0201071497

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 出版年 書誌番号

20 ミイラの大研究　古代人がそこにいる！ 造事務所／編集・構成　近藤二郎／監修 ＰＨＰ研究所 2010 3-0210075484

20 古代文明の大研究　なぞと不思議がいっぱい！ 関眞興 ／監修 ＰＨＰ研究所 2012 3-0212056988

24  吉村作治の古代エジプト文明　ビジュアル版　第１巻　ピラミッドの誕生 吉村作治／著　岩出まゆみ／著 汐文社 2009 3-0209088686

24 吉村作治の古代エジプト文明　ビジュアル版　第２巻　ファラオの時代 吉村作治／著　岩出まゆみ／著 汐文社 2010 3-0210008266

24
吉村作治の古代エジプト文明　ビジュアル版　第３巻　ツタンカーメンの
秘密

吉村作治／著　岩出まゆみ／著 汐文社 2010 3-0210024566

29 国別大図解世界の地理　５　南北アメリカの国々 井田仁康／監修 学研教育出版 2010 3-0210009307

29 国別大図解世界の地理　６　アフリカ・オセアニアの国々 井田仁康／監修 学研教育出版 2010 3-0210009308

29 グレートジャーニー探検記 関野吉晴／著 徳間書店 2013 3-0500030035

29 世界をぼうけん！地図の絵本
ニック・クレイン／文章　デビッド・
ディーン／イラスト　柏木しょうこ／訳

実業之日本社 2013 3-0500041645

29 帝国書院地理シリーズ　世界の国々　５　アフリカ州 帝国書院編集部／編 帝国書院 2012 3-0212023754

29 帝国書院地理シリーズ　世界の国々　７　南アメリカ州 帝国書院編集部／編 帝国書院 2012 3-0212023756

29.2 行ってみたいなあんな国こんな国　6　中南米 東菜奈／作 岩崎書店 2010 3-0210019191

29.2 行ってみたいなあんな国こんな国　7　アフリカ 東菜奈／作 岩崎書店 2010 3-0210022680

29.2 嵐の大地パタゴニア　グレートジャーニー・人類５万キロの旅　１ 関野吉晴／文＋写真 小峰書店 1995 3-0195044133

29.2 チチカカ湖めざして　グレートジャーニー・人類５万キロの旅　２ 関野吉晴／文＋写真 小峰書店 1995 3-0195073459

29.2 はるかインカを訪ねて　グレートジャーニー・人類５万キロの旅　３ 関野吉晴／文＋写真 小峰書店 1996 3-0196046628

29.2 失われた世界をいく　グレートジャーニー・人類５万キロの旅　４ 関野吉晴／文＋写真 小峰書店 1997 3-0197009022

アフリカと中南米についてわかる本
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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 中央アメリカをかける　グレートジャーニー・人類５万キロの旅　５ 関野吉晴／文＋写真 小峰書店 1997 3-0197051240

29.2 人類発祥の地アフリカ　グレートジャーニー・人類５万キロの旅　15 関野吉晴／文＋写真 小峰書店 2004 3-0204028290

29.2 体験取材！世界の国ぐに　３　メキシコ 吉田忠正／文・写真　高山智博／監修 ポプラ社 2006 3-0206013261

29.2 体験取材！世界の国ぐに　４　キューバ 吉田忠正／文・写真　後藤政子／監修 ポプラ社 2006 3-0206013262

29.2 体験取材！世界の国ぐに　５　コスタリカ 渡辺一夫／文・写真　五十嵐義明／監修 ポプラ社 2006 3-0206013263

29.2 体験取材！世界の国ぐに　６　ブラジル 岡崎務／文・写真　矢ケ崎典隆／監修 ポプラ社 2006 3-0206013264

29.2 体験取材！世界の国ぐに　７　チリ 佐々木ときわ／文・写真　林竹人／監修 ポプラ社 2006 3-0206013265

29.2 体験取材！世界の国ぐに　40　エジプト 岡崎務／文・写真　久山宗彦／監修 ポプラ社 2009 3-0209023196

29.2 体験取材！世界の国ぐに　41　モロッコ 渡辺一夫／文・写真　森分伸好／監修 ポプラ社 2009 3-0209023197

29.2 体験取材！世界の国ぐに　42　カメルーン 渡辺一夫／文・写真　亀井伸孝／監修 ポプラ社 2009 3-0209023198

29.2 体験取材！世界の国ぐに　43　南アフリカ 岡崎務／文・写真　峯陽一／監修 ポプラ社 2009 3-0209023199

29.2 体験取材！世界の国ぐに　44　マダガスカル 渡辺一夫／文・写真　深澤秀夫／監修 ポプラ社 2009 3-0209023200

29.2 メキシコ　ナショナルジオグラフィック世界の国
ベス・グルーバー／著　ゲーリー・Ｓ．エルボウ／監
修　ホーヘイ・サモウラ／監修　岩渕孝／日本語版
校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2007 3-0207084948

29.2 ペルー　ナショナルジオグラフィック世界の国
アニタ・クロイ／著　ヒルデガルド・コルドヴァ・アグィ
ラー／監修　デービッド・Ｊ．ロビンソン／監修　岩渕
孝／日本語版校閲

ほるぷ出版 2008 3-0208005159

29.2 エジプト　ナショナルジオグラフィック世界の国
セリーナ・ウッド／著　ジェレ・Ｌ．バカラク／監修　ウ
サマ・ソルタン／監修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ
情報

ほるぷ出版 2008 3-0208009907

29.2 ケニア　ナショナルジオグラフィック世界の国
ブリジット・タングェイ／著　チェゲ・ギシオラ／監修
タビサ・オティエノ／監修 ほるぷ出版 2008 3-0208016370

29.2 キューバ　ナショナルジオグラフィック世界の国
ジェン・グリーン／著　ダミアン・フェルナンデス／監
修　アレハンドロ・デ・ラ・フェンテ／監修　岩渕孝／
日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2009 3-0209005257

29.2 ナイジェリア　ナショナルジオグラフィック世界の国
ブリジット・ジャイルズ／著　ベンジャミン・アキントゥ
ンデ・オイェタデ／監修　マシューズ・Ａ．オジョ／監
修　岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2009 3-0209012491
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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 南アフリカ　ナショナルジオグラフィック世界の国
ヴァージニア・メイス／著　ケイト・ラウントリー／監
修　ヴキレ・クマロ／監修　岩渕孝／日本語版校閲・
ミニ情報

ほるぷ出版 2009 3-0209078833

29.2 コロンビア　ナショナルジオグラフィック世界の国
アニタ・クロイ／著　ウルリッヒ・オスレンダー／監修
マウリシオ・パルド／監修　岩渕孝／日本語版校閲・
ミニ情報

ほるぷ出版 2009 3-0209096656

29.2 ブラジル　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　デイビッド・Ｊ．ロビンソン／監
修　ジョアン・セザール・デ・カストロ・ロチャ／監修
岩渕孝／日本語版校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2010 3-0210092522

29.2 ジャマイカ　ナショナルジオグラフィック世界の国
ジェン・グリーン／著　デビッド・Ｊ．ハワード／監修
ジョエル・フレイター／監修　岩渕孝／日本語版校
閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2010 3-0210069159

29.2 グアテマラ　ナショナルジオグラフィック世界の国
アニタ・クロイ／著　マシュー・テイラー／監修　エド
ウィン・Ｊ．カステジャノス／監修　岩渕孝／日本語版
校閲・ミニ情報

ほるぷ出版 2011 3-0211084278

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 2004 3-0204008024

31
国際紛争の本　いつ・どこで・何がおきたか？　４ 中部・南部アフリカの
紛争

大芝亮／監修 岩崎書店 2004 3-0204013358

31 ２１世紀の紛争　子ども・平和・未来　第４巻　アフリカからのレポート 吉岡攻／編集 岩崎書店 2010 3-0210073764

31
２１世紀の紛争　子ども・平和・未来　第５巻　南北アメリカからのレポー
ト

吉岡攻／編集 岩崎書店 2010 3-0210073765

36.6 学校に行けないはたらく子どもたち　１　（アフリカ） 田沼武能／写真・文 汐文社 2004 3-0204082844

36.6 学校に行けないはたらく子どもたち　３　（中南米） 田沼武能／写真・文 汐文社 2004 3-0204091621

36.6 学校に行けないはたらく子どもたち　４　（中東・北アフリカ） 田沼武能／写真・文 汐文社 2004 3-0204093935

＜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 出版年 書誌番号

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 2007 3-0207019915

38 元気が出る！世界の朝ごはん　４　オセアニアと南アメリカ 服部幸應／監修　服部津貴子／監修 日本図書センター 2007 3-0207019917

38 元気が出る！世界の朝ごはん　５　北・中央アメリカとカリブ海 服部幸應／監修　服部津貴子／監修 日本図書センター 2007 3-0207019918

38 こんな家にすんでたら　世界の家の絵本 ジャイルズ・ラロッシュ／作　千葉茂樹／訳 偕成社 2013 3-0500019731

38 写真で知る世界の少数民族・先住民族　５　マサイ レナー・クラツ／著　藤村奈緒美／訳 汐文社 2008 3-0208013810
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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 世界のおまつり
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 1998 3-0198033537

48 熱帯探険図鑑　３　メキシコ 松岡達英／原案・絵　鈴木良武／構成・文 偕成社 1994 3-0194034813

48 熱帯探険図鑑　４　アマゾン 松岡達英／原案・絵　鈴木良武／構成・文 偕成社 1994 3-0194034814

48 熱帯探険図鑑　５　アフリカ　探険 松岡達英／原案・絵　鈴木良武／構成・文 偕成社 1994 3-0194034815

70 プリミティブアートってなぁに？ マリー・セリエ／文　結城昌子／監訳 西村書店 2008 3-0208017499

78.1 国際理解にやくだつ世界の遊び　４　アフリカの遊び ポプラ社 1998 3-0198020735

78.1 国際理解にやくだつ世界の遊び　６　南アメリカの遊び ポプラ社 1998 3-0198020737

78.1 世界の外あそび こどもくらぶ／編 今人舎 2004 3-0204034204

79.8 世界のじゃんけん 田中ひろし／著　こどもくらぶ／編 今人舎 2002 3-0202030390

79.8 世界のなぞなぞ 藤川雅行／著　こどもくらぶ／編 今人舎 2003 3-0203036317

＜文字・ことば＞

ラベルの記号 タイトル 著者など 出版社 出版年 書誌番号

80
言葉図鑑にほんご・えいご・ポルトガルご・スペインご　１
なまえのことばとくらしのことば

五味太郎／〔著〕　田所清克／ポルトガル語訳
ペドロ・アイレス／ポルトガル語訳　恩智敏子
／スペイン語訳

偕成社 2013 3-0500025031

80
言葉図鑑にほんご・えいご・ポルトガルご・スペインご　２
うごきのことばとかざることば

五味太郎／〔著〕　田所清克／ポルトガル語訳
ペドロ・アイレス／ポルトガル語訳　恩智敏子
／スペイン語訳

偕成社 2013 3-0500025030

80 ふしぎ？おどろき！文字の本　３　古代の文字 町田和彦／監修 ポプラ社 2011 3-0211025126

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 こども世界の民話　上 内田莉莎子／〔ほか〕著 実業之日本社 1995 3-0195064371

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 1995 3-0195064370

38.8 子どもに聞かせる世界の民話 矢崎源九郎／編 実業之日本社 1964 3-0190447101
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ブックリスト 

～英国・アイルランド編～ 
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＜　目次　＞

英国 アイルランド

・・・・・・・・・・・131ｐ ・・・・・・・・・・・150ｐ

・・・・・・・・・・・141ｐ ・・・・・・・・・・・151ｐ

・・・・・・・・・・・147ｐ ・・・・・・・・・・・152ｐ

・・・・・・・・・・・149ｐ ・・・・・・・・・・・152ｐ

＜　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。

絵本

物語

知識の本

昔話・民話

絵本

物語

知識の本

昔話・民話
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

140140



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

141141



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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

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

150150



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
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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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＜　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
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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

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

アメリカ合衆国
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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

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
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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
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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
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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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