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　　　　ありがとう、神宮輝夫さん！那須正幹さん！　図書リスト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花見川図書館花見川団地分館　児童展示

神宮輝夫さんの翻訳本

しょめい ちょしゃめい せいきゅうき
ごう タイトルコード

アメリカワニです、こんにちは モーリス・センダック／さく、じんぐう てるお／やく Eセン 1000010104150

ピエールとライオン モーリス・センダック／さく、じんぐう てるお／やく Eセン 1000010104154

ジョニーのかぞえうた モーリス・センダック／さく、じんぐう てるお／やく Eセン 1000010104151

チキンスープ・ライスいり モーリス・センダック／さく、じんぐう てるお／やく Eセン 1000010104152

野うまになったむすめ ポール・ゴーブル／さく、じんぐう てるお／やく Eゴブ 1000010065052

空とぶ船と世界一のばか
アーサー・ランサム／文、ユリー・シュルヴィッツ／絵、神
宮 輝夫／訳

Eシユ 1000010107905

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 Eセン 1000010076316

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく、じんぐう てるお／やく Ｅセン 1000010041888

とおいところへいきたいな モーリス・センダック／さく、じんぐう てるお／やく Eセン 1000010056406

みんなのベロニカ ロジャー・デュボアザン／さく・え、神宮 輝夫／やく Eデユ 1000010512208

はたらくうまのハンバートとロンドン市長さんのは
なし

ジョン・バーニンガム／さく、じんぐう てるお／やく Eバニ 1000010613778

うみべのまちのタッソー ウィリアム・パパズ／えとぶん、じんぐう てるお／やく Eパパ 1000010640004

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 Ｅマク 1000010049622

ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち　上 リチャード・アダムス／[著]、神宮 輝夫／訳 ９３３アダ 1000010049843

ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち　下 リチャード・アダムス／[著]、神宮 輝夫／訳 ９３３アダ 1000010049844

サム・ピッグおおそうどう A・アトリー／作、多田 ヒロシ／画、神宮 輝夫／訳 ９３アト 1000010044448

サム・ピッグだいかつやく A・アトリー／作、多田 ヒロシ／画、神宮 輝夫／訳 ９３アト 1000010044447

プリデイン物語１　　シリーズあり ロイド・アリグザンダー／作、神宮 輝夫／訳 ９３アリ 1000010049821

だいじなはこをとりかえせ
マージョリー・W.シャーマット／ぶん、マーク・シーモント
／え、神宮 輝夫／やく

９３シヤ 1000801197028

ペット・コンテストは大さわぎ
マージョリー・W.シャーマット／ぶん、マーク・シーモント
／え、神宮 輝夫／やく

９３シヤ 1000801197023

いそがしいクリスマス
マージョリー・W.シャーマット／ぶん、クレイグ・シャー
マット／ぶん、マーク・シーモント／え、神宮 輝夫／やく

９３シヤ 1000801153273

きえた草のなぞ
マージョリー・W.シャーマット／ぶん、マーク・シーモント
／え、神宮 輝夫／やく

９３シヤ 1000801161126

2るいベースがぬすまれた?!
マージョリー・W.シャーマット／ぶん、マーク・シーモント
／え、神宮 輝夫／やく

９３シヤ 1000801184486

ねむいねむいじけん
マージョリー・W.シャーマット／ぶん、ロザリンド・ワイン
マン／ぶん、マーク・シーモント／え、神宮 輝夫／やく

９３シヤ 1000801172386

アルフレッド王の戦い C・ウォルター・ホッジズ／作、神宮 輝夫／訳 ９３ホツ 1000010023007

ぼく、ひとりでいけるよ
リリアン・ムーア／[著]、フイアメンギ／え、じんぐう てる
お／やく

９３ムア 1000010042157

おかあさんはおでかけ ムーア／さく、フイアメンギ／え、じんぐう てるお／やく ９３ムア 1000010042613

もりのむこうになにがあるの? ムーア／さく、フイアメンギ／え、じんぐう てるお／やく ９３ムア 1000010065227

闇の戦い W.メイン／作、神宮 輝夫／訳 ９３メイ 1000010227390

ツバメ号とアマゾン号　　 アーサー・ランサム／作、岩田 欣三／訳、神宮 輝夫／訳 ９３ラン 1000010044216



那須正幹さんの作品
しょめい ちょしゃめい せいきゅうき

ごう タイトルコード

ぼくらの地図旅行 那須 正幹／ぶん、西村 繁男／え 290 1000010891875

絵で読む広島の原爆 那須 正幹／文、西村 繁男／絵 31 1000010389035

ねんどの神さま 那須 正幹／作、武田 美穂／絵 Eタケ 1000010283622

ずいとん先生と化けの玉 那須 正幹／文、長谷川 義史／絵 Eハセ 1000410003073

それいけズッコケ三人組　　　シリーズあり 那須 正幹／作、前川 かずお／絵 ナス 1000010054091

タモちゃん 那須 正幹／作、田代 卓／え ナス 1000010215919

おばあさんなんでも相談所 那須 正幹／作、前川 かずお／絵 ナス 1000010214082

ぼくらは海へ 那須 正幹／著 ナス 1000010253782

時の石 那須 正幹／作、岡本 順／絵 ナス 1000010348731

さぎ師たちの空 那須 正幹／作、関屋 敏隆／絵 ナス 1000010269850

なみだちゃんばんざい 那須 正幹／作、伊東 美貴／絵 ナス 1000010216076

ぼくんち、キャンプ特訓中! 那須 正幹／作、岡本 順／画 ナス 1000010306902

ヨースケくん 那須 正幹／作、はた こうしろう／絵 ナス 1000010580511

ひみつのおまじないカード 那須 正幹／作、なかはら かぜ／絵 ナス 1000010146621

銀太捕物帳本所七不思議のひみつ　シリーズあり 那須 正幹／作、長野 ヒデ子／絵 ナス 1000210098297

一ねんせいダヌキ 那須 正幹／さく、渡辺 有一／え ナス 1000010148487

赤いカブトムシ 那須 正幹／さく、かみや しん／え ナス 1000010250498

めいたんていサムくん 那須 正幹／作、はた こうしろう／絵 ナス 1000801903856

めいたんていサムくんとあんごうマン 那須 正幹／作、はた こうしろう／絵 ナス 1000801933153

お江戸の百太郎　　シリーズあり 那須 正幹／作、長野 ヒデ子／画 ナス 1000010105857

ズッコケ中年三人組age41　 那須 正幹／著 ナス 1000610109873


