
よんでみよう 

あの名作 この本から 
～日本アニメーション株式会社 40年記念パネル展～ 

横浜市中央図書館 

電話 ０４５-２６２－００５０ 

 

2015 年、日本アニメーションは創業 40 周年を迎えました。創業年に制作した『フランダースの犬』からはじ

まる「世界名作劇場」シリーズも、40 周年。その「世界名作劇場」から、４つの作品の複製原画をお借りして

展示することになりました。 

横浜市立図書館では、その４作品の原作と、テーマに関連したおすすめの本のリストを作りました。図書館で

借りることができますので、読んでみてください。 

 

 

展示作品の原作 

 

 

赤毛のアン 

Ｌ．Ｍ．モンゴメリー／著 掛川恭子／訳 講談社 

[3-0199030320]  モ  

手違いでグリーンゲイブルスに引き取られた孤児

のアン。想像すること、夢みることが大好きなアンは、

周りの人を少しずつ幸せにしていきます。 

 

はるかなるわがラスカル（あらいぐまラスカ

ル） 

スターリング・ノース／著 亀山龍樹／訳 小学館 

[3-0194066968]  933 ノ  

ぼくは森で見つけたあらいぐまの赤ん坊を育てる

ことにした。ラスカル（やんちゃぼうず）と名付けた

あらいぐまは、とても賢く、すぐに家族の一員となっ

た。 

フランダースの犬 

ウ ィ ー ダ ／ 作  野 坂 悦 子 ／ 訳  岩 波 書 店 

[3-0203089596]  ウ  

少年ネロと犬のパトラッシュ。二人の住む街の教会

にはルーベンスの絵があり、絵描きになることを夢見

ているネロはいつかそれを見たいと思っています。 

 

クオレ 愛の学校 上・下（母をたずねて三千

里） 

アミーチス／作  矢崎源九郎／訳  偕成社 

[3-0190425120/ 3-0190475255]  ア  

エンリーコの一年間の学校生活を小さなエピソー

ドでつづります。「母をたずねて三千里」は５月のお

話として書かれています。 
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赤毛のアン ～新しい家族 

 アンはマリラとマシュウの二人に新しい家族として迎えられました。この本の主人公たちはどんな家族を作っ

ていくのでしょうか。 

ごきげんなすてご 

いとうひろし／さく 徳間書店 [3-0195003746] 

 い  

おかあさんは、おとうとばっかり かわいがる。あた

しのことは、ほったらかし。それなら あたしは、す

てごになって、ひろい にわの ある おおきなうち

に もらわれるんだ。そこには、おとうとは いない

し、びじんで やさしいおかあさんが、あたしだけを 

かわいがってくれる。（低学年向け） 

グリーン・ノウの子どもたち 

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 [3-0208035720]  ホ  

冬休みをひいおばあさんの家ですごすことになった

トーリー。古いお城（しろ）のような家では、いろん

なことが起こります。ねずみの人形は動きだし、見え

ないだれかがトーリーとかくれんぼしています。「グリ

ーン・ノウ物語」は６さつあります。（高学年向け） 

 

のっぽのサラ 

パトリシア・マクラクラン／作 金原瑞人／訳 中

村悦子／絵 徳間書店 [3-0203066120]  マ  

1900 年代のアメリカ。お母さんがお産で亡くなって

しまい、お父さんは新聞に広告を出して けっこん相

手を探しました。返事をくれたのはサラ。「わたしはの

っぽで、ぶさいくです」と書いてありました。続編の

「草原のサラ」もどうぞ。（高学年向け） 

モギ ちいさな焼きもの師 

リンダ・スー・パーク／著 片岡しのぶ／訳 あすな

ろ書房 [3-0203089767]   ハ  

両親のいないモギは、トゥルミじいさんと二人、橋

の下に住んでいます。村で評判の焼きもの師ミンの仕

事に興味があったモギは、こっそりミンの仕事場に入

り、大事な器をこわしてしまいます。ミンはモギに自

分の仕事を手伝うように言いました。（高学年向け） 

あらいぐまラスカル ～動物とわたしたち 

ラスカルはしばらくスターリングと暮らしたあと、森へ帰っていきました。動物たちと人間との関わりを描い

た本を紹介します。 

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 

[3-0203033979]  ワ／くろ  

くまの毛
け

がわをかざりたくて りょうに出
で

かけたジ

ョニーは、ちいさなくまと出会
で あ

いました。つれて帰
かえ

っ

たそのくまは、たくさん食
た

べてどんどん大
おお

きくなりま

す。（低学年向け） 

かもさんおとおり 

ロバート・マックロスキー／文・絵 渡辺茂男／訳 

福音館書店   マ／うぐいす  

かものマラードさんふうふは、川
かわ

のほとりに す 

を作
つく

り、子
こ

そだてを始
はじ

めました。ある日
ひ

、先
さき

に公園
こうえん

に

いったマラードさんに会
あ

うため、おくさんと子
こ

どもた

ちはまちじゅうを大
だい

こうしんします。車
くるま

がたくさん走
はし

る大通
おおどお

りをどのようにわたるのでしょう。（低学年向

け） 

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 [3-0201037881]  48.9  

チータのドゥームズはぼくが生まれる前からうちに

いた。お気に入りの場所は屋根の上。ぼくが７さいに

なるまでいっしょにくらしたんだ。ぼくの両親の写真

に、ぼくが文とさし絵をつけたよ。（中学年向け） 

バンビ 森の、ある一生の物語 

フェーリクス・ザルテン／作 上田真而子／訳 岩

波書店 [3-0210076097]  サ  

森で生まれた子鹿のバンビ。おかあさんや仲間にい

ろいろなことを教わりながら成長していきます。ある

日バンビはきみょうな生き物を見ました。２本足のそ

の生き物を、みんなは「あいつ」と呼びます。（高学年

向け） 



母をたずねて三千里 ～長い旅のはてに 

マルコは海を越え、長い旅をしてお母さんに会うことができました。この本の主人公たちも、遠い旅にでかけ

ます。みなさんも一緒に旅に出てみませんか？ 

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 [3-0190449820]  エ／あかいろ  

アザラシのオーリーは、おかあさんから遠
とお

くはなれ

た すいぞくかんに つれてこられました。おかあさ

んがこいしくて びょうきになった オーリーを、し

いくがかりが にがしてくれます。（低学年向け） 

ちびっこカムのぼうけん 

神 沢 利 子 ／ 作   山 田 三 郎 ／ 絵  理 論 社 

[3-0199011732]  か  

かあさんの びょうきを なおすには、大男
おおおとこ

ガムリ

イの すむ 火
ひ

の山
やま

にあるイノチノクサがひつようで

す。カムはトナカイのプルガとともに、火
ひ

の山
やま

めざし

てしゅっぱつしました。（低学年向け） 

ぼくらの地図旅行 

那須正幹／ぶん  西村繁男／え 福音館書店 

[3-0190294025]  29  

シンちゃんとタモちゃんは、野浜のみさきまで地図

旅行をすることになっちゃった。兄さんから借りた２

万 5000 分の１の地図とじしゃくを持って出発。じっさ

いの道や町、田んぼや山を、地図の記号と見くらべな

がら灯台をめざした。二人は無事に行けたかな？（中

学年向け） 

地底旅行 

 ジュール＝ヴェルヌ作 石川湧・石川布美訳 偕成

社 ［3-0194005149］ へ  

 古い本に書かれた暗号を解読したリデンブロック教

授と おいの アクセルは、地球の中心への大ぼうけ

んへと出かけます。（高学年向け） 

フランダースの犬 ～絵画とよろこび 

ネロは美しい絵に喜びとなぐさめを求めました。絵を描くよろこび、観るよろこびをこの本の主人公たちと一

緒に体験してください。 

レインボーとふしぎな絵 チュウチュウ通りの

ゆかいななかまたち ４ 

エミリー・ロッダ／作 さくまゆみこ／訳 たしろち

さと／絵 あすなろ書房 [3-0210028036]  ロ  

ネズミのレインボーは、あまりゆうめいではないけ

れど、絵をかくのが大好きな画家です。げんかんの ド

アにも大きな黄色い太陽がかいてあります。あるとき

そのドアを買いたいというネズミが来て、レインボー

の家にはドアがなくなってしまいました。ぜんぶで 10

さつのシリーズです。（中学年向け） 

なにをかこうかな 

マーグレット＆Ｈ．Ａ．レイ／作 中川健蔵／訳 文

化出版局 [3-0190130592]  レ／きみどり  

うさぎのビリーが えをかいていると、ともだちが

つぎつぎに やってきます。みんなは ビリーのえに、

つぎつぎと じぶんの かきたいものを かきたして

いきます。（低学年向け） 

はじめてであう美術館 

俵万智／ことば ルーシー・ミクルスウェイト／構

成 フレーベル館 [3-0194039870]  72  

世界中のいろいろな作品を、「かぞく」「かず」のよ

うにテーマを決めてしょうかいしています。美術とい

うと むずかしく感じる人も多いですが、この本では

美術を楽しむことができます。（中学年向け） 

台所のマリアさま 

Ｒ．ゴッデン／作  猪熊葉子／訳  評論社 

[3-0190444922]  コ  

故郷を遠くはなれて暮らすマルタのために、グレゴ

リーはマリアさまの絵（イコン）を手に入れようとし

ますが、よいものがなかなかありません。グレゴリー

は考えて、自分で作ろうと決めました。（高学年向け） 



 

アニメーション作品 

 

赤毛のアン 

放送期間・話数 

1979/01/07～1979/12/30 30 分・50 話 

放送局・放送時間 

フジテレビ系 日曜日 19：30-20：00 

受賞 

1979 年厚生省児童福祉文化賞 
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“Anne of Green Gables” ™AGGLA  

あらいぐまラスカル 

放送期間・話数 

1977/01/02～1977/12/25 30 分・52 話 

放送局・放送時間 

フジテレビ系 日曜日 19：30-20：00 

受賞 

1977 年文化庁こども向けテレビ用優秀映画作品賞 

1977 年厚生省児童福祉文化奨励賞 
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母をたずねて三千里 

放送期間・話数 

1976/01/04～1976/12/26 30 分・52 話 

放送局・放送時間 

フジテレビ系 日曜日 19：30-20：00 

受賞 

 1976 年文化庁こども向けテレビ用優秀映画作品賞 
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フランダースの犬 

放送期間・話数 

1975/01/05～1975/12/28 30 分・52 話 

放送局・放送時間 

フジテレビ系 日曜日 19：30-20：00 
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平成 27年 11月作成 発行：横浜市中央図書館企画運営課 住所：〒220-0032 横浜市西区老松町１ 
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