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こどもの本を楽しもう  展示資料リスト 

千葉市図書館「よんでみよう」一覧表 

 
 

書名 出版社 著者 

赤 

ち 

ゃ  

ん 

（  

０ 

～ 

２ 

歳 

児 

） 

あがりめさがりめ こぐま社 ましませつこ絵 

いないいないばあ 童心社 瀬川康男絵 

いぬがいっぱい 福音館書店 グレース・スカール作 

おかあさんといっしょ 福音館書店 薮内正幸作 

おかあさんとこども 文化出版局 H．A．レイ作 

おつきさまこんばんは 福音館書店 林明子作 

おとうさんあそぼう 福音館書店 わたなべしげお文 おおともやすお絵 

おはよう グランまま社 なかがわりえこ作 やまわきゆりこ絵 

おひさまあはは こぐま社 前川かずお作・絵 

おやすみ グランまま社 なかがわりえこ作 やまわきゆりこ絵 

おやすみなさいコッコさん 福音館書店 片山健作・絵 

おやすみなさいのほん 福音館書店 マーガレット・ワイズ・ブラウン文 ジャン・シャロー絵 

おんなじおんなじ こぐま社 多田ヒロシ作 

かささしてあげるね 福音館書店 はせがわせつこ文 にしまきかやこ絵 

がたんごとんがたんごとん 福音館書店 安西水丸作 

きんぎょがにげた 福音館書店 五味太郎作 

くだもの 福音館書店 平山和子作 

くまさんくまさんなにみてるの？ 偕成社 エリック＝カール絵 ビル＝マーチン文 

くまのテディちゃん こぐま社 グレタ・ヤヌス作 ロジャー・デュボアザン絵 

こぐまちゃんとどうぶつえん こぐま社 わかやまけん絵 

ころころころ 福音館書店 元永定正作 

さようならこんにちは 福音館書店 いまきみち作 

ぞうくんのさんぽ 福音館書店 なかのひろたか作・絵 

たまごのあかちゃん 福音館書店 かんざわとしこ文 やぎゅうげんいちろう絵 

だれかしら 文化出版局 多田ヒロシ作 

ちいさいねおおきいね 小学館 フランク・アッシュ作 

ちいさなうさこちゃん 福音館書店 ディック・ブルーナ文・絵 

どうすればいいのかな？ 福音館書店 わたなべしげお文 おおともやすお絵 

にんじん 福音館書店 せなけいこ作・絵 

ばいばい 偕成社 まついのりこ作 

ぴよぴよぴよ 福音館書店 平野剛作 

ぶーぶーじどうしゃ 福音館書店 山本忠敬作 

りんご 童心社 松野正子文 鎌田暢子絵 
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 書名 出版社 著者 

幼 

児 

（  

３ 

・ 

４  

歳 

児 

） 

100まんびきのねこ 福音館書店 ワンダ・ガアグ文・絵 

あおくんときいろちゃん 至光社 レオ・レオニ作 

アンガスとあひる 福音館書店 マージョリー・フラック作・絵 

いたずらきかんしゃ ちゅうちゅう 福音館書店 バージニア・リー・バートン文・絵 

いたずらこねこ 福音館書店 レミイ・シャーリップ絵 

いっすんぼうし（日本の昔話） 福音館書店 秋野不矩絵 

おおかみと七ひきのこやぎ  

―グリム童話― 

福音館書店 フェリクス・ホフマン絵 

おおきなかぶ ―ロシア民話― 福音館書店 A．トルストイ再話 佐藤 忠良画 

おかあさんだいすき 岩波書店 マージョリー・フラック文・絵 

おさるとぼうしうり 福音館書店 エズフィール・スロボドキーナ作・絵 

おたんじょうびおめでとう 偕成社 パット・ハッチンス作 

おつきさんどうしたの 岩波書店 バーバラ・クーニー絵 

おでかけのまえに 福音館書店 林明子作 

おなかのかわ 福音館書店 村山知義絵 

おなら 福音館書店 長新太作 

おばあさんのすぷーん 福音館書店 富山妙子絵 

おばけのバーバパパ 偕成社 アネット・チゾンとタラス・テイラー作 

おふろだいすき 福音館書店 林明子作 

おりこうなアニカ 福音館書店 エルサ・ベスコフ作 

かいじゅうたちのいるところ 冨山房 モーリス・センダック作 

かげ 福音館書店 中川正文文 堀内誠一絵 

かさじぞう（日本の昔話） 福音館書店 赤羽末吉絵 

かさどろぼう ベネッセ シビル・ウェッタシンヘ作 

かちかちやま（日本の昔話） 福音館書店 赤羽末吉絵 

かばくん 福音館書店 岸田 衿子作 中谷 千代子絵 

かぶとむしはどこ 福音館書店 松岡達英作 

ガンピーさんのふなあそび ほるぷ出版 ジョン・バーニンガム作 

くまのコールテンくん 偕成社 ドン＝フリーマン作 

くまのビーディーくん 偕成社 ドン・フリーマン作 

ぐりとぐら 福音館書店 大村百合子絵 

ぐるんぱのようちえん 福音館書店 堀内誠一絵 

くろねこかあさん 福音館書店 東君平作 

くんちゃんのだいりょこう 岩波書店 ドロシー・マリノ作 

こいぬがうまれるよ 福音館書店 ジョアンナ・コール文 ジェローム・ウェクスラー写真 

こすずめのぼうけん 福音館書店 ルース・エインズワース作 

ごちゃまぜカメレオン ほるぷ出版 エリック・カール作 

こねこのぴっち 岩波書店 ハンス・フィッシャー文・絵 

こぶじいさま（日本の昔話） 福音館書店 赤羽末吉絵 

サリーのこけももつみ 岩波書店 ロバート・マックロスキー作 
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幼 

児 

（  

３ 

・ 

４  

歳 

児 

） 

ざりがに 福音館書店 吉崎正巳文・絵 

三びきのくま（ロシアの昔話） 偕成社 レーベデフ絵 

三びきのこぶた（イギリスの昔話） 福音館書店 山田三郎絵 

三びきのやぎのがらがらどん ―北欧

民話― 

福音館書店 マーシャ・ブラウン絵 

しずかなおはなし 福音館書店 ウラジミル・レーベデフ作 

しっぽのはたらき 福音館書店 川田健文 薮内正幸絵 

しょうぼうじどうしゃじぷた 福音館書店 山本忠敬絵 

ずかん・じどうしゃ 福音館書店 山本忠敬絵 

せんたくかあちゃん 福音館書店 さとうわきこ作 

そらいろのたね 福音館書店 山脇百合子絵 

だいくとおにろく 福音館書店 松居 直再話 赤羽 末吉絵 

だるまちゃんとてんぐちゃん 福音館書店 加古里子作 

だれとだれかとおもったら 福音館書店 東君平作 

たんぽぽ 福音館書店 平山和子作 

ちいさいしょうぼうじどうしゃ 福音館書店 ロイス・レンスキー作 

ちいさなねこ 福音館書店 石井 桃子作 横内 襄絵 

ちいさなヒッポ 偕成社 マーシャ・ブラウン絵 

ちびゴリラのちびちび ほるぷ出版 ルース・ボーンスタイン作 

ティッチ 福音館書店 パット・ハッチンス作・絵 

てぶくろ（ウクライナの昔話） 福音館書店 エウゲーニ・M・ラチョフ絵 

でんしゃ―バートンののりものえほん― 金の星社 バイロン・バートン作・絵 

どうながのプレッツェル 福音館書店 H.A.レイ作 

どろんこハリー 福音館書店 ジーン・ジオン文 マーガレット・ブロイ・グレアム絵 

どんぐり 福音館書店 こうやすすむ 

なぞなぞえほん 1.2.3 福音館書店 山脇百合子絵 

ニーナはおちびさん 好学社 ジャック・ケント作 

ねずみくんのチョッキ ポプラ社 上野紀子絵 

ねずみのいえさがし 童話社 ヘレン・ピアス作 

のろまなローラー 福音館書店 山本忠敬絵 

はじめてであうずかん 1 こんちゅう 福音館書店 三芳悌吉絵 

はじめてであうずかん 2 けもの 福音館書店 相笠昌義絵 

はじめてであうずかん 3 とり 福音館書店 安徳瑛絵 

はじめてであうずかん 4 さかな 福音館書店 笠木実絵 

はじめてであうずかん 5 しょくぶつ 福音館書店 高森登志夫絵 

はじめてのおつかい 福音館書店 筒井 頼子作 林 明子絵 

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー 福音館書店 バージニア・リー・バートン作 

パトカーのピーすけ 福音館書店 やぎゅうげんいちろう作 

はなのあなのはなし 福音館書店 やぎゅうげんいちろう作 

はなをくんくん 福音館書店 マーク・サイモント絵 

はははのはなし 福音館書店 加古里子文・絵 
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幼 

児 

（  

３ 

・ 

４  

歳 

児 

） 

はらぺこあおむし 偕成社 エリック・カール作 

はろるどとむらさきのくれよん 文化出版局 クロケット・ジョンソン作 

パンやのくまさん 福音館書店 フィービとセルビ・ウォージントン作・絵 

ピーターのいす 偕成社 エズラ・ジャック・キーツ作 

ピーターラビットのおはなし 福音館書店 ビアトリクス・ポター作・絵 

ふしぎなたいこ ―にほんむかしばなし

― 

岩波書店 石井 桃子作 清水 崑絵 

ぶたぶたくんのおかいもの 福音館書店 土方久功作 

ふゆめがっしょうだん 福音館書店 冨成忠夫、茂木透写真 

ペレのあたらしいふく 福音館書店 エルサ・ベスコフ作 

ぼく、お月さまとはなしたよ 評論社 フランク・アッシュ作 

ほね 福音館書店 堀内誠一作 

マーシャとくま（ロシアの昔話） 福音館書店 E・ラチョフ絵 

みんなうんち 福音館書店 五味太郎作 

めっきらもっきらどおんどん 福音館書店 降矢なな絵 

もこもこもこ 文研出版 元永定正絵 

ももたろう（日本の昔話） 福音館書店 赤羽末吉絵 

もりのなか 福音館書店 マリー・ホール・エッツ文・絵 

やさい 福音館書店 平山和子 

やぶかのはなし 福音館書店 栗原毅文 長新太絵 

ゆきのひ 偕成社 エズラ・ジャック・キーツ作 

りんごのき 福音館書店 ヘレナ・マトリーコバー絵 

ロージーのおさんぽ 偕成社 パット・ハッチンス作 

わたしとあそんで 福音館書店 マリー・ホール・エッツ文・絵 

わたしのワンピース こぐま社 西巻茅子作 

 

 書名 出版社 著者 

小 

学 

１ 

・ 

２  

年 

生 
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 

偕成社 ロン・バレットえ 

あおい目のこねこ 福音館書店 エゴン・マチーセン作・絵 

おしいれのぼうけん 童心社 古田足日作 

がちょうのペチューニア 冨山房 ロジャー・デュボアザン作 

きかんしゃやえもん 岩波書店 阿川弘之文 岡部冬彦絵 

こんにちは、バネッサ 岩崎書店 マージョリー・W・シャーマット文 

ざりがにのおうさままっかちん 福音館書店 おおともやすお作 

しょうぼうねこ 文化出版局 エスター・アベリル作 

たからものくらべ 福音館書店 杉山亮作 

たんたのたんけん 学習研究社 中川李枝子作 山脇百合子絵 

なぞなぞのすきな女の子 学習研究社 松岡享子作 

もりのへなそうる 福音館書店 わたなべしげお作 やまわきゆりこ絵 

はじめてのキャンプ 福音館書店 林明子作 
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小 

学 

１ 

・ 

２  

年 

生 

番ねずみのヤカちゃん 福音館書店 リチャード・ウィルバー作 

ひとまねこざるときいろいぼうし 岩波書店 H.A.レイ作 

びゅんびゅんごまがまわったら 童心社 宮川ひろ作 林明子絵 

ふたりはともだち 文化出版局 アーノルド・ローベル作 

フランツまいごになる 偕成社 クリスティーネ・ネストリンガー作 

ぼくはめいたんてい 1 きえた犬のえ 大日本図書 マージョリー・W・シャーマット文 

みどりいろのたね 福音館書店 たかどのほうこ作 

やかましむらのこどもの日 偕成社 アストリッド・リンドグレーン作 

ゆうびんやさんはだれ？ 岩波書店 ルース・エインワース作 

ラチとらいおん 福音館書店 マレーク・ベロニカ作・絵 

ロバのシルベスターとまほうのこいし 評論社 ウィリアム・スタイグ作 

わにのはいた 大日本図書 マーガリット・ドリアン作 

 

  

 書名 出版社 著者 

小 

学 

３ 
・ 
４  

年 

生 

イギリスとアイルランドの昔話 福音館書店   

エパミナンダス 

－愛蔵版おはなしのろうそく 1－ 

東京子ども図書

館 

東京子ども図書館 

エルマーのぼうけん 福音館書店 ルース・スタイルス・ガネット作 

大どろぼうホッツェンプロッツ 偕成社 オトフリート・プロイスラー作 

おさらをあらわなかったおじさん 岩波書店 フィリス・クラジラフスキー文 

おしゃべりなカーテン 講談社 安房直子作 

おそうじをおぼえたがらない 

リスのゲルランゲ 

福音館書店 ジャンヌ・ロッシュ＝マゾン作 

火よう日のごちそうはひきがえる 評論社 ラッセル・エリクソン作 

がんばれヘンリーくん 学習研究社 ベバリイ・クリアリー作 

きつねものがたり 福音館書店 ヨゼフ・ラダ作 

グレイ・ラビットのおはなし－絵本－ 岩波書店 アリソン・アトリー作 マーガレット・テンペスト絵 

黒ねこの王子カーボネル 岩波書店 バーバラ・スレイ作 

子犬のロクがやってきた 岩波書店 中川李枝子作 中川宗弥絵 

しずくの首飾り 岩波書店 ジョーン・エイキン作 

たのしいムーミン一家 講談社 トーベ・ヤンソン作 

小さなスプーンおばさん 学習研究社 アルフ・プリョイセン作 

チム・ラビットのぼうけん 童心社 アリソン・アトリー作 

長くつ下のピッピ 岩波書店 アストリッド・リンドグレーン作 

バレエをおどりたかった馬 福音館書店 ハーラル・ストルテンベルグ作 

火のくつと風のサンダル 童話館出版 ウルズラ・ウェルフェル作 

魔女学校の一年生 評論社 ジル・マーフィ作 

ものぐさトミー 岩波書店 ベーン・デュボア作 

ゆかいなホーマーくん 岩波書店 ロバート・マックロスキー作 
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書名 出版社 著者 

小 

学 

５ 

・ 

６  

年 

生 

ギリシア神話 のら書店 石井桃子編・訳 

銀河鉄道の夜 岩波書店 宮沢賢治作 

クローディアの秘密 岩波書店 E.L.カニグズバーグ作 

シャーロットのおくりもの あすなろ書房 E.B.ホワイト作 

たのしい川べ 

－ヒキガエルの冒険－ 

岩波書店 ケネス・グレーアム作 

だれも知らない小さな国  

コロボックル物語 1 

講談社 佐藤さとる作 

地下の洞穴の冒険 岩波書店 リチャード・チャーチ作 

とぶ船 岩波書店 ヒルダ・ルイス作 

トム・ソーヤーの冒険 福音館書店 マーク・トウェイン作 

トムは真夜中の庭で 岩波書店 フィリパ・ピアス作 

長い長いお医者さんの話 岩波書店 カレル・チャペック作 

二年間の休暇 福音館書店 J・ベルヌ作 

ふたりのロッテ 岩波書店 エーリヒ・ケストナー作 

冒険者たち ガンバと十五ひきの 

仲間 

岩波書店 斉藤惇夫作 

マチルダは小さな大天才 評論社 ロアルド・ダール作 

モモ 岩波書店 ミヒャエル・エンデ作 

ライオンと魔女 岩波書店 C.S.ルイス作 

ルドルフとイッパイアッテナ 講談社 斉藤洋作 

 

 書名 出版社 著者 

中 

学 

生 

あしながおじさん 福音館書店 ジーン・ウェブスター作 

あのころはフリードリヒがいた 岩波書店 ハンス・ペーター・リヒター作 

エイズと闘った少年の記録 ポプラ社 ライアン・ホワイト，アン・マリー・カニンガム共著 

エイブ・リンカーン ポプラ社 吉野源三郎作 

エヴェレストをめざして 岩波書店 ジョン・ハント作 

絵で読む広島の原爆 福音館書店 那須正幹 西村繁男 

オタバリの少年探偵たち 岩波書店 セシル・デイ・ルイス作 

海底二万海里 福音館書店 ジューヌ・ベルヌ作 

ガラスのうさぎ 金の星社 高木敏子作 

君たちはどう生きるか ポプラ社 吉野源三郎作 

吸血鬼の花よめ  

ブルガリアの昔話 

福音館書店   

銀のうでのオットー 偕成社 ハワード・パイル作 

クラバート 偕成社 オトフリート・プロイスラー作 

ゲド戦記 全 6巻 岩波書店 ル・グウィン作 

シャーロック・ホウムズの冒険 岩波書店 コナン・ドイル作 

白いタカ 岩波書店 エリオット・アーノルド作 
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中 

学 

生 

隊商－キャラバン－ 岩波書店 ヴィルヘルム・ハウフ作 

宝島 福音館書店 ロバート・ルイス・スティーブンソン作 

タチ－はるかなるモンゴルをめざして－ 評論社 ジェイムズ・オールドリッジ作 

地球がわかる 50話 岩波書店 島村英紀著 

てつがくのライオン－工藤直子少年詩

集－ 

理論社 工藤直子作 

飛ぶ教室 岩波書店 エーリヒ・ケストナー作 

ともしびをかかげて 岩波書店 ローズマリ・サトクリフ作 

星の王子さま 岩波書店 サン＝テグジュペリ作 

ホビットの冒険 岩波書店 J.R.R.トールキン作 

夢を掘りあてた人－トロイアを発掘した

シュリーマン－ 

岩波書店 ヨハンナ・インゲ・フォン・ヴィーゼ作 

 

 

 

こどもの本の中から世界の昔話を集めてみました 

展示資料リスト 

 

 書名 出版社 著者名 

日 

本 

いたずらぎつね のら書店 中川 李枝子／文 

いっすんぼうし 福音館書店 いしい ももこ／ぶん 

いっすんぼうし 童話館出版 椿原 菜々子／文 

一寸法師 講談社 笠松 紫浪／画 

うまかたやまんば 福音館書店 おざわ としお／再話 

うらしまたろう 福音館書店 時田 史郎／再話 

浦島太郎 講談社 笠松 紫浪／画 

うらしまたろう くもん出版 おざわ としお／再話 

かえるをのんだととさん 福音館書店 日野 十成／再話 

かぐやひめ 岩崎書店 円地 文子／文 

かさじぞう 福音館書店 瀬田 貞二／再話 

かちかちやま 福音館書店 おざわ としお／再話 

かちかちやま フレーベル館 瀬川 康男／絵 

かにむかし 大型絵本 27 岩波書店 木下 順二／作 

かにむかし 岩波の子どもの本 21 岩波書店 木下 順二／文 

くわずにょうぼう 福音館書店 稲田 和子／再話 

子どもに語る日本の昔話 １ こぐま社 稲田 和子／著 

子どもに語る日本の昔話 ２ こぐま社 稲田 和子／著 

子どもに語る日本の昔話 ３ こぐま社 稲田 和子／著 
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日 

本 

こぶじいさま 福音館書店 松居 直／再話 

さんまいのおふだ 福音館書店 水沢 謙一／再話 

三まいのおふだ くもん出版 おざわ としお／再話 

したきりすずめ 福音館書店 石井 桃子／再話 

しょうとのおにたいじ 福音館書店 稲田 和子／再話 

ずいとんさん 福音館書店 日野 十成／再話 

セミ神さまのお告げ 福音館書店 宇梶 静江／古布絵制作・再話 

だいくとおにろく 福音館書店 松居 直／再話 

だごだごころころ 福音館書店 石黒 渼子／再話 

ちゃあちゃんのむかしばなし 福音館書店 中脇 初枝／再話 

つるにょうぼう 福音館書店 矢川 澄子／再話 

にぎりめしごろごろ 福音館書店 小林 輝子／再話 

日本の昔話 １ 福音館書店 おざわ としお／再話 

日本の昔話 ２ 福音館書店 おざわ としお／再話 

日本の昔話 ３ 福音館書店 おざわ としお／再話 

日本の昔話 ４ 福音館書店 おざわ としお／再話 

日本の昔話 ５ 福音館書店 おざわ としお／再話 

日本のむかしばなし のら書店 瀬田 貞二／文 

日本昔話百選 三省堂 稲田 浩二／編著 

にんじん だいこん ごぼう 福音館書店 植垣 歩子／再話・絵 

ねこのおんがえし のら書店 中川 李枝子／文 

ねずみじょうど 福音館書店 瀬田 貞二／再話 

ねずみのおよめさん 福音館書店 小野 かおる／再話 画 

ねずみのよめいり くもん出版 おざわ としお／再話 

花咲爺 講談社 鰭崎 英朋／画 

はなさかじい フレーベル館 瀬川 康男／絵 

ふしぎなたいこ 岩波書店 石井 桃子／ぶん 

ふるやのもり 福音館書店 瀬田 貞二／再話 

みるなのくら 福音館書店 おざわ としお／再話 

昔話の語法 福音館書店 小沢 俊夫／著 

むかでのいしゃむかえ 福音館書店 飯野 和好／さく 

ももたろう 福音館書店 まつい ただし／ぶん 

ももたろう 講談社 代田 昇／文 

やまなしもぎ 福音館書店 平野 直／再話 

雪の夜に語りつぐ 福音館書店 笠原 政雄／語り 
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 書名 出版社 著者名 

日 

本 

以 

外 

の 

ア 

ジ 

ア 

あかりの花 福音館書店 肖 甘牛／採話 

いしになったかりゅうど 福音館書店 大塚 勇三／再話 

犬になった王子 岩波書店 君島 久子／文 

王さまと九人のきょうだい 岩波書店 君島 久子／訳 

おどりトラ 福音館書店 金森 襄作／再話 

おひさまをほしがったハヌマン 福音館書店 A.ラマチャンドラン／さく え 

かたつむりとさる 福音館書店 ヤン・サン／さいわ 

金の鳥 福武書店 内田 莉莎子／文 

きんいろのしか 福音館書店 ジャラール・アーメド／案 

けものたちのないしょ話 岩波書店 君島 久子／編訳 

子どもに語るアジアの昔話 こぐま社 松岡 享子／訳 

子どもに語るアジアの昔話 こぐま社 松岡 享子／訳 

子どもに語るアラビアンナイト こぐま社 西尾 哲夫／訳・再話 

子どもに語る中国の昔話 こぐま社 松瀬 七織／訳 

子どもに語るトルコの昔話 こぐま社 児島 満子／編・訳 

子どもに語るモンゴルの昔話 こぐま社 蓮見 治雄／訳・再話 

ゴナンとかいぶつ 偕成社 イチンノロブ・ガンバートル／文 

サルとトラ 福音館書店 ヤン・サン／再話 

さるとわに ほるぷ出版 ポール・ガルドン／さく 

白いりゅう黒いりゅう 岩波書店 賈 芝／編 

スーホの白い馬 福音館書店 大塚 勇三／再話 

たなばた 福音館書店 君島 久子／再話 

ちいさなりょうしタギカーク 福音館書店 V.グロツェル／再話 

とらとほしがき 光村教育図書 パク ジェヒョン／再話・絵 

にげろ!にげろ? 光村教育図書 ジャン・ソーンヒル／再話・絵 

ニューワと九とうの水牛 福音館書店 小野 かおる／文・絵 

花仙人 福音館書店 松岡 享子／文 

1つぶのおこめ 光村教育図書 デミ／作 

ひゃくにんのおとうさん 福音館書店 譚 小勇／文 

ふしぎなやどや 福音館書店 [薛 漁思／原作] 

プンクマインチャ 福音館書店 大塚 勇三／再話 

まめじかカンチルの冒険 福音館書店 松井 由紀子／再話 

むかし、ねずみが… 童話館 マーシャー・ブラウン／さく 

むかしむかしとらとねこは… 福音館書店 大島 英太郎／文・絵 

モンゴルのむかし話 PHP研究所 Ch.チメグバータル／監修 

ゆうかんなアジク 福音館書店 趙 朝勲／再話 
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 書名 出版社 著者名 

ロ 

シ 

ア 

・  

ウ 

ク 

ラ 

イ 

ナ 

うるわしのワシリーサ ほるぷ出版 イヴァン・ビリービン／え 

おおきなかぶ 福音館書店 A.トルストイ／再話 

おだんごぱん 福音館書店 せた ていじ／やく 

かものむすめ 福音館書店 松谷 さやか／訳 

ガラスめだまときんのつののヤギ 福音館書店 田中 かな子／訳 

きつねとうさぎ 福音館書店 F.ヤールブソワ／絵 

子どもに語るロシアの昔話 こぐま社 伊東 一郎／訳・再話 

三びきのくま 偕成社 レフ=トルストイ／さく 

てぶくろ 福音館書店 エウゲーニー・M・ラチョフ／え 

ねことおんどり 福音館書店 うちだ りさこ／ぶん 

バーバ・ヤガー 童話館出版 アーネスト・スモール／ぶん 

ババヤガーのしろいとり 福音館書店 内田 莉莎子／再話 

パンはころころ 富山房 マーシャ・ブラウン／作 

笛ふきイワーヌシカ 偕成社 M.ブラートフ／再話 

ゆきむすめ 福音館書店 内田 莉莎子／再話 

ロシアの昔話 福音館書店 内田 莉莎子／編・訳 

 

 書名 出版社 著者名 

グ 

リ 

ム 

赤ずきん 福音館書店 グリム／[原作] 

いばらひめ ほるぷ出版 グリム／[原作] 

おおかみと七ひきのこやぎ 福音館書店 グリム／[原作] 

くまの皮をきた男 こぐま社 グリム／[著] 

グリム童話全集 西村書店 グリム兄弟／[著]編 

グリム童話集 上 岩波書店 グリム／[著] 

グリム童話集 下 岩波書店 グリム／[著] 

グリムの昔話 １ 福音館書店 [グリム／著] 

グリムの昔話 ２ 福音館書店 [グリム／著] 

グリムの昔話 ３ 福音館書店 [グリム／著] 

子どもに語るグリムの昔話 １ こぐま社 グリム／[著] 

子どもに語るグリムの昔話 ２ こぐま社 グリム／[著] 

子どもに語るグリムの昔話 ３ こぐま社 グリム／[著] 

子どもに語るグリムの昔話 ４ こぐま社 グリム／[著] 

子どもに語るグリムの昔話 ５ こぐま社 グリム／[著] 

子どもに語るグリムの昔話 ６ こぐま社 グリム／[著] 

しらゆき べにばら ほるぷ出版 グリム／[原作] 

白雪姫 西村書店 グリム／[原作] 

白雪姫と七人の小人たち 富山房 グリム／[作] 

シンデレラ 福音館書店 マーシャ・ブラウン／ぶん・え 
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長ぐつをはいたねこ 福音館書店 シャルル・ペロー／原作 

ねむりひめ 福音館書店 グリム／[原作] 

ブレーメンのおんがくたい 福音館書店 グリム／[原作] 

ヘンゼルとグレーテルのおはなし BL出版 グリム／原作 

漁師とおかみさん 平凡社 グリム／[原作] 

 

 書名 出版社 著者名 

ヨ 

ー 

ロ 

ッ 

パ 

イギリスとアイルランドの昔話 福音館書店 石井 桃子／編・訳 

いたずらおばけ 福音館書店 瀬田 貞二／再話 

かしこいモリー ほるぷ出版 ウォルター・デ・ラ・メア／再話 

吸血鬼の花よめ 福音館書店 八百板 洋子／編・訳 

金のがちょうのほん 福音館書店 レズリー・ブルック／文・画 

子どもに語るアイルランドの昔話 こぐま社 渡辺 洋子／編訳 

子どもに語るイギリスの昔話 こぐま社 [ジョセフ・ジェイコブズ／再話] 

子どもに語るイタリアの昔話 こぐま社 剣持 弘子／訳・再話 

子どもに語る北欧の昔話 こぐま社 福井 信子／編訳 

三びきのこぶた 福音館書店 瀬田 貞二／やく 

ジェイミー・オルークとなぞのプーカ 光村教育図書 トミー・デ・パオラ／再話・絵 

ジャックと豆の木 福音館書店 ジョン・シェリー／再話 絵 

12のつきのおくりもの 福音館書店 内田 莉莎子／再話 

たいへんたいへん 福音館書店 [Joseph Jacobs／著] 

ディック・ウイッティントンとねこ アリス館 マーシャ・ブラウン／さいわ・え 

ノウサギとハリネズミ 福音館書店 W.デ・ラ・メア／再話 

ノルウェーの昔話 福音館書店 アスビョルンセン／編 

パンのかけらとちいさなあくま 福音館書店 内田 莉莎子／再話 

フランスのむかし話 偕成社 榊原 晃三／編訳 

北欧のむかし話 偕成社 山室 静／編訳 

三つのオレンジ 偕成社 剣持 弘子／文 

みどりの小鳥 岩波書店 イタロ・カルヴィーノ／作 

りこうなおきさき 岩波書店 モーゼス・ガスター／文 

 

 書名 出版社 著者名 

ア 

フ 

リ 

カ 

いちばんのなかよし アートン ジョン・キラカ／作 

運命の王子 岩波書店 リーセ・マニケ／文 絵 

おおぐいひょうたん 福音館書店 吉沢 葉子／再話 

かしこいカメのおはなし ポプラ社 フランチェスカ・マーティン／さく 

ダチョウのくびはなぜながい? 富山房 ヴァーナ・アーダマ／文 

チンパンジーとさかなどろぼう 岩波書店 ジョン・キラカ／作 

バオバブのきのうえで 福音館書店 ジェリ・ババ・シソコ／語り 
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 ほーら、これでいい! アートン ウォン=ディ・ペイ／再話 

もどってきたガバタばん 福音館書店 渡辺 茂男／やく 

 

 

 書名 出版社 著者名 

ア 

メ 

リ 

カ 

青い花のじゅうたん 評論社 トミー・デパオラ／再話・絵 

アメリカのむかし話 偕成社 渡辺 茂男／編訳 

石のカヌー 小澤昔ばなし研

究所 

大阪昔ばなし大学再話コース／再話 

うさぎのみみはなぜながい 福音館書店 北川 民次／ぶんとえ 

カガカガ 福音館書店 日野 十成／文 

ガラシとクルピラ 福音館書店 陣内 すま／文 

コケーナとであったチャンゴ 福音館書店 やなぎや けいこ／再話 

太陽と月になった兄弟 福音館書店 秋野 靱子／再話・絵 

チャマコとみつあみのうま 福音館書店 竹田 鎮三郎／え 

とうもろこしおばあさん 福音館書店 秋野 和子／再話 

ねずみのけっこん 童話館 ジュディス・デュプレ／文 

ファンが悪魔をつかまえた 福音館書店 やなぎや けいこ／再話 

ほしのむすめたち 福音館書店 マーガレット・ベミスター／再話 

魔法のオレンジの木 岩波書店 ダイアン・ウォルクスタイン／採話 

マリアとコンドル 福音館書店 稲村 哲也／再話 

 

 書名 出版社 著者名 

オ
セ
ア
ニ
ア 

おおきなかぬー 福音館書店 大塚 勇三／再話 

おによりつよいおれまーい 福音館書店 土方 久功／再話 画 

まじょのひ 福音館書店 大塚 勇三／再話 

 

 書名 出版社 著者名 

そ 

の 

他 

赤鬼エティン 東京子ども図書館 東京子ども図書館／編纂 

雨のち晴 東京子ども図書館 東京子ども図書館／編纂 

ヴァイノと白鳥ひめ 東京子ども図書館 東京子ども図書館／編纂 

エパミナンダス 東京子ども図書館 東京子ども図書館／編 

だめといわれてひっこむな 東京子ども図書館 東京子ども図書館／編 

ついでにペロリ 東京子ども図書館 東京子ども図書館／編 

ながすねふとはらがんりき 東京子ども図書館 東京子ども図書館／編 

なまくらトック 東京子ども図書館 東京子ども図書館／編 

ホットケーキ 東京子ども図書館 東京子ども図書館／編纂 

まめたろう 東京子ども図書館 東京子ども図書館／編纂 

 


