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　　　　　　　絵本でめぐる世界のくに　　図書リスト
　　　　　　　　　　　花見川図書館花見川団地分館　児童展示

しょめい ちょしゃめい しゅっぱんしゃ
せいきゅう

きごう
タイトルコード くに・ちいき

（アジア・オセアニア）

ラン パン パン
マギー・ダフ／さいわ、ホセ・アルエゴ
／え

評論社 Ｅ 1000010127284 インド

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 Eアカ 1000110110468 中国

いしになったかりゅうど 大塚 勇三／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Eアカ 1000010037378 モンゴル

王さまと九人のきょうだい 君島 久子／訳、赤羽 末吉／絵 岩波書店 Eアカ 1000010044587 中国

スーホの白い馬 大塚 勇三／再話、赤羽 末吉／画 福音館書店 Eアカ 1000010048311 モンゴル

プンクマインチャ 大塚 勇三／再話、秋野 亥左牟／画 福音館書店 Eアキ 1000010241772 ネパール

旅の絵本　７ 安野 光雅／[著] 福音館書店 Eアン 1000800421266 中国

旅の絵本　8 安野 光雅／[著] 福音館書店 Eアン 1000800937861 日本

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 Eイ 1000110002218 韓国

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／やく 福音館書店 Eイ 1000010985357 韓国

きつねのホイティ
シビル・ウェッタシンハ／さく、まつお
か きょうこ／やく

福音館書店 Eウエ 1000010338657 スリランカ

かさどろぼう
シビル・ウェタシンヘ／さく、いのくま
ようこ／やく

福武書店 Eウエ 1000010102858 スリランカ

あくまのおよめさん 稲村 哲也・結城 史隆／再話 福音館書店 Eカル 1000010535877 ネパール

さるとわに
ポール・ガルドン／さく、きたむら より
はる／やく

ほるぷ出版 Ｅガル 1000010049617 インド

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 Eクオ 1000010571704 韓国

せかいいちうつくしいぼくの村 小林 豊／作・絵 ポプラ社 Eコバ 1000010431594 アフガニスタン

ギルガメシュ王ものがたり
ルドミラ・ゼーマン／文 絵、松野 正子／
訳

岩波書店 Ｅゼマ 1000010307372
メソポタミア
（イラク）

ともだちのしるしだよ
カレン・リン・ウィリアムズ／作、カー
ドラ・モハメッド／作

岩崎書店 Ｅチヤ 1000800415719 アフガニスタン

おどりトラ 金森 襄作／再話、鄭 【スク】香／画 福音館書店 Ｅチヨ 1000010023648 韓国

こいぬのうんち
クォン ジョンセン／文、チョン スンガク
／絵

平凡社 Eチヨ 1000011008203 韓国

さんねん峠 李 錦玉／作、朴 民宜／絵 岩崎書店 Ｅパク 1000010163217 韓国

たなばた 君島 久子／再話、初山 滋／画 福音館書店 Eハツ 1000010048282 中国

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

ほるぷ出版 Ｅハシ 1000010049641 インド

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

のら書店 Ｅフラ 1000010503238 ニュージーランド

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

木城えほんの郷 Ｅラマ 1000310018380 インド
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（ヨーロッパ）

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 68 1000801682883 スイス

なぞなぞ100このほん M・ブラートフ／採集、松谷 さやか／編・訳 福音館書店 798 1000010347354 ロシア

金のがちょうのほん レズリー・ブルック／文・画、瀬田 貞二／訳 福音館書店 93ブル 1000010066697 イギリス

ピーターラビットのおはなし　シリーズあり ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 Ｅポタ 1000010120348 イギリス

小さなきかんしゃ
グレアム・グリーン／文、エドワード・
アーディゾーニ／絵

文化出版局 Eアデ 1000010049562 イギリス

旅の絵本　1 安野 光雅／[著] 福音館書店 Ｅアン 1000010146092 中部ヨーロッパ

旅の絵本　2 安野 光雅／[著] 福音館書店 Ｅアン 1000010157910 イタリア

旅の絵本　3 安野 光雅／[著] 福音館書店 Ｅアン 1000010157909 イギリス

旅の絵本　5 安野 光雅／[著] 福音館書店 Ｅアン 1000310079977 スペイン

旅の絵本　6 安野 光雅／[著] 福音館書店 Ｅアン 1000410099335 デンマーク

旅の絵本　9 安野 光雅／[著] 福音館書店 Ｅアン 1000801684708 スイス

びんぼうこびと 内田 莉莎子／再話、太田 大八／画 福音館書店 Eオオ 1000010551759 ウクライナ

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

こぐま社 Ｅオス 1000010356473 ギリシャ

ウルスリのすず
ゼリーナ・ヘンツ／文、アロイス・カリ
ジェ／絵

岩波書店 Ｅカリ 1000110113140 スイス

マウルスと三びきのヤギ アロワ・カリジェ／文・絵、大塚 勇三／訳岩波書店 Eカリ 1000010154611 スイス

おおきなかぶ A.トルストイ／再話、内田 莉莎子／訳 福音館書店 Ｅサト 1000410004156 ロシア

かあさんねずみがおかゆをつくった
ヘレナ・ズマトリーコバー／え、いで ひ
ろこ／やく

福音館書店 Eズマ 1000010089070 チェコ

ねぼすけはとどけい
ルイス・スロボドキン／作、くりやがわ
けいこ／訳

偕成社 Eスロ 1000800092490 スイス

神の道化師 トミー・デ・パオラ／さく、ゆあさ ふみえ／やく ほるぷ出版 Ｅデパ 1000010066517 イタリア

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

福音館書店 Eデユ 1000010024402 フランス

おうしのアダムがおこりだすと
アストリッド・リンドグレーン／作、
マーリット・テーンクヴィスト／絵

金の星社 Ｅテン 1000010509519 スウェーデン

ロッタちゃんとじてんしゃ
リンドグレーン／さく、ヴィークランド
／え

偕成社 Eビク 1000010919804 スウェーデン

ブレーメンのおんがくたい グリム／[原作] 福音館書店 Eフイ 1000800861354 ドイツ

しずくのぼうけん
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 Ｅブテ 1000010024291 ポーランド

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え、せた ていじ／やく 福音館書店 Ｅブラ 1000010048360 ノルウェー

パンはころころ
マーシャ・ブラウン／作、やぎた よしこ
／訳

富山房 Eブラ 1000010335505 ロシア

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 Eヘイ 1000010060956 イギリス
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ペレのあたらしいふく
エルサ・ベスコフ／さく・え、おのでら
ゆりこ／やく

福音館書店 Ｅベス 1000010042024 スウェーデン

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 Ｅベメ 1000010048358 フランス

ねむりひめ グリム兄弟／原作 福音館書店 Ｅホフ 1000010048369 ドイツ

おおかみと七ひきのこやぎ グリム／[原作] 福音館書店 Eホフ 1000010048352 ドイツ

もぐらとずぼん
エドアルド・ペチシカ／ぶん、ズデネッ
ク・ミレル／え

福音館書店 Ｅミレ 1000010048375 チェコ

三びきのこぶた 瀬田 貞二／訳、山田 三郎／画 福音館書店 Eヤマ 1000210044686 イギリス

てぶくろ
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 Ｅラチ 1000010496745 ウクライナ

三びきのくま
レフ=トルストイ／さく、ウラジミル=
レーベデフ／絵

偕成社 Eレベ 1000010124425 ロシア

はなのすきなうし
マンロー・リーフ／おはなし、ロバー
ト・ローソン／え

岩波書店 Eロソ 1000010049176 スペイン

おだんごぱん せた ていじ／やく、わきた かず／え 福音館書店 Eワキ 1000800302314 ロシア

3びきのくま トルストイ／ぶん、バスネツォフ／え 福音館書店 Eワス 1000010496746 ロシア

（アフリカ）

エジプトのミイラ アリキ／文と絵、神鳥 統夫／訳 佑学社 24 1000010185582 エジプト

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 33 1000800385257 ケニア

AはアフリカのA
イフェオマ・オニェフル／作・写真、さ
くま ゆみこ／訳

偕成社 38 1000110079502 アフリカ

ダチョウのくびはなぜながい?
ヴァーナ・アーダマ／文、マーシャ・ブ
ラウン／絵

富山房 Eブラ 1000010474509 アフリカ

ライオンとねずみ リーセ・マニケ／文 絵、大塚 勇三／訳 岩波書店 Eマニ 1000010089500 エジプト

（北アメリカ・南アメリカ）

アラスカたんけん記 星野 道夫／文・写真 福音館書店 295 1000010154215 アラスカ

ジャングル 松岡 達英／作 岩崎書店 40 1000010319460 コスタリカ

あおいうみのイルカたち 越智 充奈子／文、越智 隆治／写真 ポプラ社 489 1000210062431 バハマ

しょうぼうねこ エスター・アベリル／作、藤田　圭雄／訳 文化出版局 93アベ 1000010049568 アメリカ

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 93ロベ 1000010049576 アメリカ

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

BL出版 Ｅアゼ 1000010834287 アメリカ

旅の絵本　４ 安野 光雅／[著] 福音館書店 Ｅアン 1000010496748 アメリカ

クリスマスまであと九日
マリー・ホール・エッツ／作・画、アウ
ロラ・ラバスティダ／作

富山房 Ｅエツ 1000010031879 メキシコ

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 Ｅキタ 1000010129663 メキシコ

ぼくのいぬがまいごです! エズラ・ジャック・キーツ／作・絵 徳間書店 Ｅキツ 1000010836754 アメリカ

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

ほるぷ出版 Ｅクニ 1000010066088 アメリカ

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく 冨山房 Ｅセン 1000010041888 アメリカ

名馬キャリコ バージニア・リー・バートン／え・ぶん 岩波書店 Ｅバト 1000010060747 アメリカ

走れ!!機関車 ブライアン・フロッカ／作 絵、日暮 雅通／訳 偕成社 Ｅフロ 1000801529973 アメリカ

太陽へとぶ矢
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 Ｅマク 1000010049622 アメリカ

かもさんおとおり
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 Ｅマツ 1000010048357 アメリカ

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 国土社 Ｅマツ 1000010898468 アメリカ
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(いろいろなくにのほん）

世界の国旗図鑑 苅安 望／著 偕成社 28 1000801844523

地図で知る世界の国ぐに 正井 泰夫／監修 平凡社 290 1000801853973

マップス
アレクサンドラ・ミジェリンスカ／作・絵、ダニエル・ミ
ジェリンスキ／作・絵 徳間書店 290 1000801137070

世界のあいさつ 長 新太／さく、野村 雅一／監修 福音館書店 38 1000010167479

はがぬけたらどうするの?
セルビー・ビーラー／文、ブライアン・
カラス／絵

フレーベル館 38 1000010980175

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 38 1000010568396

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 38 1000010259613

いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川 俊太郎／文、坂井 信彦／ほか写真 福音館書店 57 1000010125103

世界のじゃんけん 田中 ひろし／著、こどもくらぶ／編 今人舎 798 1000210045684

世界の児童文学をめぐる旅 池田 正孝／著 エクスナレッジ 909 1000801915736

まるいちきゅうのまるいちにち 安野 光雅／編、エリック・カール／[ほか絵] 童話屋 Ｅ 1000010099852

せかいのひとびと ピーター・スピアー／えとぶん、松川 真弓／やく 評論社 Eスピ 1000010072349

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川 義史／作 絵 教育画劇 Eハセ 1000800078167

うちゅうはきみのすぐそばに いわや けいすけ／ぶん、みねお みつ／え 福音館書店 Ｅミネ 1000801641473
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