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　　　　　滝平二郎・大塚勇三　生誕１００年　図書リスト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　花見川団地分館　児童展示

(滝平二郎）

しょめい ちょしゃめい せいきゅうきご
う

しゅっぱんしゃ タイトルコード

ユとムとヒ 斎藤 隆介／作、滝平 二郎／絵 Ｅタキ 岩崎書店 1000010104511

かみなりむすめ 斎藤 隆介／作、滝平 二郎／絵 Ｅタキ 岩崎書店 1000010119761

ソメコとオニ 斎藤 隆介／作、滝平 二郎／絵 Ｅタキ 岩崎書店 1000010111246

さるかに 松谷 みよ子／文、滝平 二郎／絵 Ｅタキ 岩崎書店 1000010155120

花さき山 斎藤 隆介／作、滝平 二郎／絵 Ｅタキ 岩崎書店 1000010047543

三コ 斎藤 隆介／作、滝平 二郎／画 Ｅタキ 福音館書店 1000010048310

モチモチの木 斎藤 隆介／作、滝平 二郎／絵 Ｅタキ 岩崎書店 1000010048928

八郎 斎藤 隆介／作、滝平 二郎／画 Ｅタキ 福音館書店 1000210047653

猫山 斎藤 隆介／作、滝平 二郎／絵 Ｅタキ 岩崎書店 1000010163242

ひばりの矢 斎藤 隆介／作、滝平 二郎／絵 Ｅタキ 岩崎書店 1000010097569

火の鳥 斎藤 隆介／作、滝平 二郎／絵 Ｅタキ 岩崎書店 1000010072487

半日村 斎藤 隆介／作、滝平 二郎／絵 Ｅタキ 岩崎書店 1000010065892

ベロ出しチョンマ 斎藤 隆介／作、滝平 二郎／絵 サイ 理論社 1000011025198

ちいさいおしろ
サムイル=マルシャーク／さく、さいごう たけひこ／や
く、たきだいら じろう／え

９８マル 学研 1000010047484

ちからたろう 川崎 大治／脚本、滝平 二郎／画 Ｐ 童心社 1000510039785



滝平二郎きりえ画集　第１集 滝平 二郎／著 Ｇ726 講談社 1000010157851

滝平二郎きりえ画集　第２集 滝平 二郎／著 Ｇ726 講談社 1000010157850

滝平二郎版画集 滝平 二郎／著 Ｇ7３3 河出書房新社 1000010653974

月刊MOE(モエ)　２０２１年９月号 白泉社 2990800405361

（大塚勇三）

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

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

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

石のししのものがたり 大塚 勇三／再話、秋野 亥左牟／画 Ｅアキ 福音館書店 1000010272454

ウルスリのすず ゼリーナ・ヘンツ／文、アロイス・カリジェ／絵 Ｅカリ 岩波書店 1000801732141

ナシの木とシラカバとメギの木 アロワ・カリジェ／文・絵、大塚 勇三／訳 Ｅカリ 岩波書店 1000010039943

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 Ｅカリ 岩波書店 1000010041422

マウルスとマドライナ アロワ・カリジェ／文・絵、大塚 勇三／訳 Ｅカリ 岩波書店 1000010146106

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 Ｅカリ 岩波書店 1000010154611

ふゆのはなし エルンスト・クライドルフ／ぶん・え、おおつか ゆうぞう／やく Ｅクラ 福音館書店 1000010039996

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 Ｅフイ 福音館書店 1000010032111

もりのこびとたち エルサ・ベスコフ／さく・え、おおつか ゆうぞう／やく Ｅベス 福音館書店 1000010069042

赤ずきん グリム／[原作] Ｅホフ 福音館書店 1000800795051



つぐみのひげの王さま グリム／著 Ｅホフ ペンギン社 1000010164485

おやゆびこぞう グリム／[原作] Ｅホフ ペンギン社 1000010187576

あかずきん グリム／[原作] Ｅホリ 福音館書店 1000801874452

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

うみのがくたい 大塚 勇三／さく、丸木 俊／え Ｅマル 福音館書店 1000010048274

黄金の七つの都市 スコット・オデール／[著]、大塚 勇三／訳 ９３オデ 岩波書店 1000010053368

氷の国のイワン ロバート・スウィンデルズ／作、大塚 勇三／訳 ９３スウ 岩波書店 1000010071420

地下の洞穴の冒険 リチャード・チャーチ／作、大塚 勇三／訳 ９３チヤ 岩波書店 1000010453460

トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン／作、大塚 勇三／訳 ９３トウ 福音館書店 1000010041877

ハックルベリー・フィンの冒険　上 マーク・トウェイン／作、大塚 勇三／訳 ９３トウ 福音館書店 1000010530497

ハックルベリー・フィンの冒険　下 マーク・トウェイン／作、大塚 勇三／訳 ９３トウ 福音館書店 1000010530498

ハンニバルの象つかい ハンス・バウマン／作、大塚 勇三／訳 ９４バウ 岩波書店 1000010044613

小さなスプーンおばさん アルフ=プリョイセン／作、大塚 勇三／訳 ９４プリ 学研プラス 1000801390059

スプーンおばさんのぼうけん アルフ=プリョイセン／作、大塚 勇三／訳 ９４プリ 学研 1000010047743

スプーンおばさんのゆかいな旅 アルフ・プリョイセン／作、ビョールン・ベルイ／画 ９４プリ 学研 1000010048920

しあわせのテントウムシ アルフ・プリョイセン／作、大塚 勇三／訳 ９４プリ 岩波書店 1000010246134

小さい魔女 オトフリート=プロイスラー／著、大塚 勇三／訳 ９４プロ 学研 1000010047737

小さいおばけ オトフリート・プロイスラー／著、大塚 勇三／訳 ９４プロ 学研 1000010048921

小さい水の精 オトフリート=プロイスラー／作、大塚 勇三／訳 ９４プロ 学研 1000010048919



なぞのヒョウのゆくえ セシル・ベズカー／作、大塚 勇三／訳 ９４ボト 岩波書店 1000010119544

長くつ下のピッピ リンドグレーン／作、大塚 勇三／訳 ９４リン 岩波書店 1000800358309

ピッピ船にのる リンドグレーン／作、大塚 勇三／訳 ９４リン 岩波書店 1000010044175

ピッピ南の島へ リンドグレーン／作、大塚 勇三／訳 ９４リン 岩波書店 1000010044176

やかまし村の子どもたち リンドグレーン／作、大塚 勇三／訳 ９４リン 岩波書店 1000010044177

やかまし村の春・夏・秋・冬 リンドグレーン／作、大塚 勇三／訳 ９４リン 岩波書店 1000010044178

やかまし村はいつもにぎやか リンドグレーン／作、大塚 勇三／訳 ９４リン 岩波書店 1000010044179

やねの上のカールソン リンドグレーン／作、大塚 勇三／訳 ９４リン 岩波書店 1000010044180

ミオよ,わたしのミオ リンドグレーン／作、大塚 勇三／訳 ９４リン 岩波書店 1000010025679

小さいきょうだい リンドグレーン／作、大塚 勇三／訳 ９４リン 岩波書店 1000010017972

親指こぞうニルス・カールソン リンドグレーン／作、大塚 勇三／訳 ９４リン 岩波書店 1000010041174

やねの上のカールソンとびまわる リンドグレーン／作、大塚 勇三／訳 ９４リン 岩波書店 1000010041785

山賊のむすめローニャ リンドグレーン／作、大塚 勇三／訳 ９４リン 岩波書店 1000010025677

夢を掘りあてた人 インゲ・フォン・ヴィーゼ／[著]、大塚 勇三／訳 ２８シユ 岩波書店 1000010044617

グリムの昔話　１ [グリム／著] 388 福音館書店 1000010100580

グリムの昔話　２ [グリム／著] 388 福音館書店 1000010100581

グリムの昔話　３ [グリム／著] 388 福音館書店 1000010100582

赤鬼エティン　愛蔵版おはなしのろうそく 8 東京子ども図書館／編纂、大社 玲子／絵 908 東京子ども図書館 1000800086742


