
No. 書名 著者名 出版事項 請求記号

1

十二類巻物
＜展示期間＞
上巻：1/8（土）－1/23（日）
下巻：1/25（火）－2/6(日)

住吉如慶 画 写　寛文１ ん-186

2
ね,うし,とら…十二支のはなし : 中国民話
より

ドロシー・バン・ウォアコム 文
エロール・ル・カイン 絵
へんみまさなお 訳

ほるぷ出版　1978 Y18-N00-318　●

3 十二生肖的故事
張玲玲 文
李漢文 画

遠流出版　1992 Y17-ch-AZ480

4
Cat and Rat : The Legend of the Chinese
Zodiac
（ねことねずみ：中国十二支伝説）

Ed Young 作 Henry Holt  1995 （個人蔵）

5
Twelve years, twelve animals : a
Japanese folk tale
（十二年十二の動物：日本の民間説話）

Yoshiko Samuel 文
Margo Locke 絵

Abingdon Press　[1972] Y19-L814-87

6
열두 띠 이야기 : 솔거나라
（１２の干支のお話）

정하섭 文
이춘길 絵

보림 　2001 Y17-ko-AZ3230

7 じゅうにしものがたり せがわやすお 作 グランまま社　1991 Y18-7301

8 おむすびころりん
坪田譲治 文
河目悌二 絵

講談社　昭和26 Y17-1160

9
まちのねずみといなかのねずみ : イソッ
プ寓話より

ポール・ガルドン 絵
木島始 訳

佑学社　1979 Y17-6500 　●

10 フリスビーおばさんとニムの家ねずみ
ロバート・C.オブライエン 作
ゼナ・バーンスタイン さし絵
越智道雄 訳

富山房　1974 Y7-4183

11 放課後の時間割 岡田淳 作・絵 偕成社　1980 Y7-8206

12 ねずみのすもう
神沢利子 文
赤羽末吉 絵

偕成社　1983 Y17-9570

13
The Pied Piper of Hamelin
『ハメルンの笛吹き』

Robert Browning 文
Kate Greenaway 絵

G. Routledge and Sons　[1888] VZ1-473

14 ねずみのとうさんアナトール
イブ・タイタス 文
ポール・ガルドン 絵
晴海耕平 訳

童話館　1995 Y18-10633　●

15 ペットになりたいねずみ
ローレン・チャイルド 作
木坂涼 訳

フレーベル館　2003 Y18-N03-H161

16 ちびっこスチュアート
E.B.ホワイト 著
G.ウイリアムス さし絵
鈴木哲子 訳

法政大学出版局　1975 Y7-4924

17 バラライカねずみのトラブロフ
ジョン・バーニンガム さく
せたていじ やく

ほるぷ出版　1976 Y17-5260　●

18 小さい勇士のものがたり
マージェリー・シャープ 作
ガース・ウィリアムズ 絵
渡辺茂男 訳

岩波書店　昭和42 Y7-790

19 ぐりとぐら なかがわりえこ,おおむらゆりこ 〔著〕 福音館書店　1967 Y17-M98-793　●

20
The story of Ferdinand
『はなのすきなうし』

Munro Leaf 作
Robert Lawson 絵

Hamish Hamilton　1966 Y19-L425-A356　●

21 めうしのジャスミン
ロジャー・デュボアザン 作・絵
乾侑美子 訳

佑学社　1979 Y17-6203　●

22 モーモーまきばのおきゃくさま
マリー・ホール・エッツ 文・絵
山内清子 訳

偕成社　1969 Y17-505　●

23 くいしんぼうのはなこさん
いしいももこ 文
なかたにちよこ 絵

福音館書店　昭和40 Y17-54　●

24 たなばた
君島久子 再話
初山滋 画

福音館書店　1977 Y17-M98-807　●

25 やまんばとうしかた
森比左志 文
村上勉 絵

フレーベル館　1978 Y17-6232

26 うまかたやまんば
おざわとしお 再話
赤羽末吉 画

福音館書店　1988 Y18-3526

※請求記号に●がついている資料は１階の「世界を知るへや」でご覧いただけます。

  昔話にも児童文学にも、多くの動物が登場し、人間との関係によってさまざまにえがかれてきました。
  日本やアジアの国々では、生まれ年を「十二支」の動物で表現することがごく自然に行なわれ、小さな子どもであっても自分の
干支を知っています。本展では、動物の中から人々の生活に親しまれている「十二支」の動物を取り上げました。
　こうした動物たちが、世界各国の本のなかでどのように息づいているか、ご覧いただければ幸いです。

　　　　場　 所　：　国際子ども図書館3階「本のミュージアム」
　　　　休館日　：　月曜日，国民の祝日・休日，資料整理休館日（毎月第3水曜日），年末年始
　　　　時　 間　：　9：30～17：00
　　　　主　 催　：　国立国会図書館国際子ども図書館

開催期間　：　平成16年9月18日（土）～平成17年4月10日（日）
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No. 書名 著者名 出版事項 請求記号

27
황소와 도깨비 : 천재 작가 이 상이 남
긴 단 한 편의 동화
『うしとトッケビ』

이상 文
한병호 絵

다림　1999 Y17-ko-AZ2265

28 「天下一の馬」
豊島与志雄 作
赤い鳥  複製版　12巻3号（大正13年3
月）

日本近代文学館 Z13-889

29 とらときつね
小沢正 文
村上幸一 絵

チャイルド本社　1981 Y17-7691

30 おどりトラ : 韓国・朝鮮の昔話
金森襄作 再話
鄭〔スク〕香 絵

福音館書店　1997 Y18-M98-159　●

31  
（トラの縞模様）

                    19-- Y17-th-AZ1130

32 だるまちゃんととらのこちゃん 加古里子 さく・え 福音館書店　1987 Y18-2373　●

33 おちゃのじかんにきたとら
ジュディス・カー 作
晴海耕平 訳

童話館　1994 Y18-10199　●

34 目をさませトラゴロウ
小沢正 作
井上洋介 絵

理論社　1973 Y7-3810　●

35 偉大なる王
ニコライ・バイコフ 著・絵
和久利誓一 訳

ポプラ社　昭和44 Y7-1668

36 人くいトラ
戸川幸夫 著
清水勝 絵

金の星社　1980 Y7-7939

37 黄金の虎リーグマ
フセヴォロト・シソーエフ 作
G.D.パブリーシン 絵
岡田和也 訳

新読書社　2001 Y9-N02-79

38-1
La Liebre de Inaba
『因幡の白兎』

Gonzalo J. de la Espada 訳 T. Hasegawa 　大正3 [1914] KH22-A75

38-2
The hare of Inaba
『因幡の白兎』

Mrs.T.H.James 訳 T.Hasegawa 　1886 KH22-B3

39

かちかち山
＜展示期間＞
10/26(火)－11/7（日）
1/8（土）－1/23（日）

江戸期　（東洋文庫蔵）

40 うさぎのみみはなぜながい 北川民次 著・絵 福音館書店　昭和37 児726-Ki287u　●

41
The rabbits' wedding
『しろいうさぎとくろいうさぎ』

Garth Williams 作 Harper & Row　c1958 Y19-W723-A770　●

42 ちいさなうさこちゃん
ディック・ブルーナ 文・絵
いしいももこ 訳

福音館書店　昭和39 Y17-28-〔1〕　●

43
The tale of Peter Rabbit
『ピーターラビットのおはなし』

Beatrix Potter 作 F. Warne　[1918] VZ1-873　●

44
The velveteen rabbit, or, How toys
become real
『ビロードうさぎ』

Margery Williams 作
William Nicholson 絵

Delacorte Press　[1991] Y8-A6033

45 うさぎさんてつだってほしいの
シャーロット・ゾロトウ ぶん
モーリス・センダック え
こだまともこ やく

富山房　1974 Y17-4359　●

46
爱听音乐的小野兔

（音楽を聴くのが大好きなこうさぎ）

普飞 写
奚阿兴 画

少年儿童出版社　[出版年不明］ Y17-cc-AZ3095

47 のうさぎのフルー
リダ 文
ロジャンコフスキー 絵
いしいももこ,おおむらゆりこ 訳

福音館書店　昭和39 Y17-38　●

48
Watership Down
『ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち』

Richard Adams 作
John Lawrence 絵

Penguin Books　1976 VZ1-7

49 リーパス : ある野ウサギの物語
B.B. 著
D.J.ワトキンス=ピッチフォード 絵
掛川恭子 訳

福音館書店　1977 Y11-959

50 うさぎの島
イエルク・シュタイナー ぶん
イエルク・ミュラー え
おおしまかおり やく

ほるぷ出版　1984 Y18-779　●

51 王さまのリンゴの木 : ギリシャの民話
ソフィア・ザランボウカ さいわ・え
いけざわなつき やく

ほるぷ出版　1982 Y17-9049

52
The dragons of Blueland
『エルマーと16ぴきのりゅう』

Ruth Stiles Gannett 作
Ruth Chrisman Gannett 絵

Random House　 c1979 Y8-A5822　●

53
The minstrel and the dragon pup
『竜の子ラッキーと音楽師』

Rosemary Sutcliff 作
Emma Chichester Clark 絵

Walker Books　1993 Y17-C533-A1950　●

54 赤い目のドラゴン
リンドグレーン 文
ヴィークランド 絵
ヤンソン由実子 訳

岩波書店　1986 Y18-2329　●

55 町にきたドラゴンたち
ジャネット・マクネイル 作
松野正子 訳

岩波書店　1981 Y7-8983

56 おひとよしのりゅう
ケネス・グレーアム 作
寺島竜一 絵
石井桃子 訳

学習研究社　昭和41 Y7-443

57
白いりゅう黒いりゅう : 中国のたのしいお
話

賈芝,孫剣冰 編
赤羽末吉 絵
君島久子 訳

岩波書店　昭和39 Y7-68　●

58 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　1976 Y17-5037　●

59 龍の子太郎 : 長篇童話
松谷みよ子 著
久米宏一 絵

講談社　昭和35 児913.6-M415t　●
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60
『りゅうの目のなみだ』
ひろすけ童話. 5

浜田広介 著
朝倉摂 絵

集英社　昭和42 Y7-699

61
Animals of the Bible : a picture book
（聖書の動物たち）

Dorothy P. Lathrop 作
Helen Dean Fish 編

HarperCollins　c1965 Y5-A12

62 やまたのおろち
坂本太郎等 著
池田竜雄 絵

集英社　昭和45 Y7-2073-〔1〕

63 やまたのおろち
大曽根俊雄 製作
武部本一郎 画

岩崎書店　1970 Y17-3361

64
『灰まみれと大海へび  : スコットランド』
世界のむかし話. 10

バージニア=ハビランド 著
アドリーヌ=アダムス  画
佐藤涼子 訳

学校図書　1984 Y8-1334

65
구렁덩덩 새 선비
（アオダイショウの花婿）

이경혜 文
한유민 絵

두산동아 　1997 Y17-ko-AZ638

66 いしになったかりゅうど : モンゴル民話
大塚勇三 再話
赤羽末吉 画

福音館書店　1970 Y17-3414　●

67 へびのクリクター
トミー・ウンゲラー 作
中野完二 訳

文化出版局　1974 Y17-4192　●

68 学校へいったヘビ
リリアン=ムーア 作
高橋信也 画
斎藤数衛 訳

学習研究社　1980 Y7-8526

69 マリールイズとクリストフ
ナタリー・サヴェジ・カールソン 作
ホセ・アルエゴ,アリアンヌ・デューイ 絵
やましたはるお 訳

佑学社　1979 Y17-6478

70 馬頭琴
莊展鵬 文
阿興 画

遠流出版　1992 Y17-ch-AZ484

71 スーホの白い馬 : モンゴル民話
大塚勇三 再話
赤羽末吉 絵

福音館書店　昭和42 Y17-268　●

72 青いナムジル
寮美千子 文
篠崎正喜 画

パロル舎　2002 Y17-N03-H686

73
Сивка-бурка:русска
я　народная　сказка
『シーフカ・ブールカ』

М.　Булатов 再話
А.　Коковкин 絵

Советская　Росси
я　1986

Y17RU-K79-A7487

74
Конек-горбунок
『せむしの子馬』

П.П.Ершов 作
В.　Андриевич， Б.　Ма
ркевич 絵

Малыш　1968 Y17RU-A573-A7494

75 おしらさま
菊池敬一 文
丸木俊 絵

小峰書店　1976 Y17-4729

76
The girl who loved wild horses
『野うまになったむすめ』

Paul Goble 作 Bradbury Press　c1978 Y19-A363　●

77
Black Beauty : the life story of a horse
『黒馬物語』

Anna Sewell 作
Percy F.S. Spence 絵

A. & C. Black　1932 VZ1-945

78 名馬風の王
ヘンリー 著
古賀亜十夫 絵
那須辰造 訳

講談社　昭和32 児933-cH52m

79 タチ : はるかなるモンゴルをめざして
ジェイムズ・オールドリッジ 作
中村妙子 訳

評論社　1977 Y7-6189　●

80 星の牧場
庄野英二 著
長新太 絵

理論社　昭和42 Y7-921

81
「金の羊毛の物語」
神々の贈物 : ギリシヤ・ローマ神話

谷村まち子 著
村上正夫 絵

雄鶏社　昭和23 児16-T-2

82
「白いひつじ」
千びきのうさぎと牧童

ポラジンスカ 文
M.ブィリーナ 絵
内田莉莎子 訳

岩波書店　1993 Y9-1314　●

83 ヒツジがこおりですべったとさ
ミラ・ギンズバーグ ぶん
ホセ・アルエゴ,エアリアン・デューイ え
山口文生 やく

評論社　1987 Y18-2440

84 羊飼いの四本のろうそく
ゲルダ・マリー・シャイドル 文
マルクス・フィスター 絵
中村妙子 訳

新教出版社　1988 Y18-3544

85
Волшебный　Барашек
（魔法の羊）

Ташпулат　Хамид 文
Р.Халилов 絵

Ёш　гвардия　[1972?] Y17-B2151

86 ラルーシとひつじのぼうや
サゾン・スラザーコフ 作
ベーラ・フレーブニコワ 絵
松谷さやか 訳

福音館書店　2001 Y18-N01-475　●

87
Jeanne-Marie counts her sheep
『まりーちゃんとひつじ』

Francoise 作 C. Scribner's Sons　 c1951 Y17-F825-A3597　●

88
Pelles nya klader : bilderbok
『ペレのあたらしいふく』

Elsa Beskow 作 Bonnier Carlsen　1994 Y17SE-B554-A5216　●

89 荒野の羊飼い
アン・N.クラーク 作
山崎勉 訳

ぬぷん児童図書出版　1980 Y7-8361

90
「カペラのひつじ」
小さいきょうだい : 四つの物語

アストリッド・リンドグレーン 作
大塚勇三 訳

岩波書店　1969 Y9-N02-103　●

91
『峰の大将クラッグ』
シートン動物記. 2

シートン 原作
竜口直太郎 訳

評論社　昭和48 Y11-633

92 日本一桃太郎 : 少年教育 : お伽繪噺 - 榎本書房　1914 Y17-N00-965

93 モモ太郎 : 日本昔噺
北村寿夫 著
斎田たかし 絵

イデア書院　大正15 児乙部26-K-12

94 桃太郎 榎本松之助 画作 榎本法令舘東京支店　1927 Y17-N03-H932

95
さるかに合戦
＜展示期間＞
1/8（土）－1/23（日）

西村重長 画 江戸期　（東洋文庫蔵）
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96 猿蟹合戦
井川洗崖 繪
松村武雄 文

大日本雄辯會講談社　1937 Y17-N03-H945

97 かにむかし
木下順二 文
清水崑 絵

岩波書店　昭和34 児726-Ki248k　●

98 さる神たいじ
くるすよしお ぶん
いしいきみひこ え

国土社　1976 Y17-4692

99 もちあらそい
稲田浩二 再話
南江津子 絵

文研出版　1977 Y17-5101

100 ふるやのもり
羽仁進 ぶん
斎藤博之 え

高橋書店　1977 Y17-5433

101 さるじぞうほいほい
大川悦生 作
梅田俊作 絵

ポプラ社　1976 Ｙ17-4987

102 さるむこいり
武鹿悦子 文
梶山孝明 絵

フレーベル館　1979 Y17-6238

103 藤袋草子（複製）
国立国会図書館所蔵「藤袋草子」の一
部(28cmのみ)複製

国立国会図書館 (製作)　2002 YKG-55

104
「かしこいトタ」
山の上の火

ハロルド・クーランダー,ウルフ・レス
ロー  文
土方久功 絵
渡辺茂男 訳

岩波書店　1963 Y9-N02-80

105 サルが書いた本
久保喬 作
福田庄助 絵

あすなろ書房　1977 Y7-5933

106
Caps for sale : a tale of a peddler, some
monkeys and their monkey business
『おさるとぼうしうり』

Esphyr Slobodkina 作 HarperCollins　c1968 Y17-S634-A392　●

107
Curious George
『ひとまねこざるときいろいぼうし』

H.A. Rey 作 Houghton Mifflin　 c1993 Y17-R456-A4265　●

108 タンタンのずぼん いわむらかずお 作 偕成社　1976 Y17-5058　●

109
Aben Osvald
『さるのオズワルド』

Egon Mathiesen 作 Gyldendal　 c1947 Y17DK-M431-A5200　●

110 白サル物語
戸川幸夫 作
石田武雄 絵

国土社　1970 Y7-2248

111 西遊記. 上
呉承恩 作
瀬川康男 画
君島久子 訳

福音館書店　1975 Y7-4814　●

112 西遊記
呉承恩 原著
唐亜明 改写
于大武 図

台湾英文雑誌社　1999 Y17-ch-AZ3309

113 ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ.1
飯沢匡 著
土方重巳 絵

宝文館　昭和30 児913.8-I186y

114 王さまとあくしゅしたさる
ウォルター・デ・ラ・メア 作
辻一 絵
白木茂 訳

偕成社　昭和43 Y7-582-〔18〕

115
Why the cock crows
（オンドリはなぜ、時を告げるのか）

Tendai Makura 文
Hassan Musa 絵

SAPES Books　1996 Y17ZW-M985-A4843

116 黄金の鶏と小判 : 童話集
合田正良 著
二宮一晃 絵

教育社　昭和23 児93-A-6

117
「にわとりになったこばん」
日本の伝説. 1年生

坪田譲治 著
西村達馬等 絵

実業之日本社　1971 Y7-2681

118 黄金の鶏 : 童話伝説
永田義直 著
安場辰男 絵

嫩草書房　昭和23 児93-N-19

119
Золотой　Пѣтушокъ
（金の鶏）

А.　С.　Пушкин 作
И.Билибин 絵

С.И.Зимина　1909 Y17RU-B595-B2614

120 小さな赤いめんどり
アリソン・アトリー 作
神宮輝夫 訳

大日本図書　1969 Y7-1814

121

Чёрная　курица,　или
Подземные　жители
『黒いめんどりと地下のこびとたちの物
語』

Антоний　Погорель
ский 作
А.　Д.　Рейпольский
絵

Художник　РСФСР
1989

Y8-B1041

122
The little red hen
『おとなしいめんどり』

Paul Galdone作 Clarion Books　 c1973 Y17-G149-A5647　●

123
The little red hen
（ちいさなあかいめんどり）

Michael Foreman再話・絵 Andersen Press　1999 Y17-F715-A6698

124
Українськⅰ　народнⅰ
Каэки
（ニワトリと2匹のネズミ）

Нⅰни　Тищенко 作
Валентина　Мельни
ченко 絵

Веселкa　 1985, c1980 Y17UA-M527-A6196

125
Kuku na Marafiki zake
（ニワトリとそのともだち）

Irene Minja 作
Lina Gerson 絵

Tanzania Pub. House　1993 Y17TZ-K49-A4817

126 ブレーメンのがくたい : グリム童話繪本
西山敏夫 編
川上四郎 畫

二葉書房　1947 Y17-N01-813

127 ブレーメンのおんがくたい : グリム童話
グリム 著
ハンス・フィッシャー 絵
せたていじ 訳

福音館書店　昭和39 Y17-32　●

128
Rock-a-doodle-do! : an adaptation of a
tale by the Brothers Grimm
（ブレーメンの音楽隊から）

Michael Foreman 絵 Andersen Press　2000 Y17-F415-A6829

129
Jack and the animals : an Appalachian
folktale
（ジャックと動物たち：アパラチア昔話）

Donald Davis 作
Kitty Harvill. 絵

August House LittleFolk　c1995 Y17-H342-A990
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130
Петушок-золотой
Гребешок
（金のとさかのニワトリ）

А.Η.Τолстой 作
Е.Μ.Ρачёв 絵

Μалыш 1971 Y17RU-R119-A7080

131 にわとり長者
吉田タキノ 著
しばはら・ち 画

けやき書房　1991 Y8-9190

132
세상에서 제일 힘센 수탉
『せかいいちつよいおんどり』

이호백 文
이억배 絵

재미마주　1999 Y17-ko-AZ702

133
Rosie's walk
『ロージーのおさんぽ』

Pat Hutchins 作 Simon & Schuster　c1968 Y17-H974-A498　●

134 とりかえっこ
さとうわきこ 作
二俣英五郎 絵

ポプラ社　1978 Y17-5885　●

135 ひよことむぎばたけ
フランチシェク=フルビーン さく
ズデネック=ミレル え
ちのえいいち やく

偕成社　1978 Y17-6052　●

136 こわいひよっこのはなし
千葉省三 作
渡辺三郎 絵

フレーベル館　1979 Y17-6240

137

枯木花さかせ親仁
＜展示期間＞
10/26(火）－11/7(日)
1/8(土)－1/23(日)

江戸期　（東洋文庫蔵）

138  
（絵入り　子どもが読むマハーバーラタ）

- ｃ1990 Y17-ii-AZ1510

139 フランダースの犬
ウィーダ 原作
林芙美子 著
初山滋 絵

新潮社　昭和25 児726.7-H368f

140 極北の犬トヨン
ニコライ・カラーシニコフ 作
アーサー・マロクヴィア 絵
高杉一郎 訳

徳間書店　1997 Y9-M97-23　●

141
The call of the wild
『荒野の呼び声』

Jack London 作
Martin Gascoigne 絵

Puffin Books　1994，c1982 Y8-L847-A204

142
Along　came　a　dog
『いぬがやってきた』

Meindert DeJong 作
Maurice Sendak 絵

HarperTrophy　c1986 Y8-A5507

143 豆つぶほどの小さないぬ
佐藤さとる 作
村上勉 絵

講談社　昭和44 Y7-1817-〔2〕　●

144
「レモン色の小犬」
ムギと王さま

E.ファージョン 作
エドワード・アーディゾーン 絵
石井桃子 訳

岩波書店　1971 Y7-2195-〔3〕　●

145

南総里見八犬伝　初輯・2輯
＜展示期間＞
初輯：1/8（土）－1/23（日）
2輯：1/25（火）－2/6(日)

曲亭馬琴 作
歌川貞秀 画

丁子屋平兵衛[ほか]　 文化11・13 わ-124

146

The comic adventures of Old Mother
Hubbard and her dog
『ハバードおばさんと犬のこっけいな冒
険』

S.C.M 作
J. Harris, successor to E. Newbery
1805

Y17-B2677

147
「いぬとにわとり」
あたらしい日本の童話

石井桃子 作
北田卓史 絵

実業之日本社　昭和42 Y7-807

148 いぬとにわとり
いしいももこ 作
やしまみつこ 絵

福音館書店　昭和43 Y17-283

149 ぼくの犬キング
サンドール=ウォーバーグ 作
ウェイスガード 絵
中村妙子 訳

偕成社　1986 Y8-4112　●

150
A dog so small
『まぼろしの小さい犬』

Philippa Pearce 作
Antony Maitland 絵

Puffin　Books　1964，c1962 Y8-P359-A826　●

151
Madeline's rescue
『マドレーヌといぬ』

Ludwig Bemelmans 作 Viking　c1981 Y17-B455-A652　●

152 ほらふき男爵の冒険
P.ニクル 再話
B.シュレーダー 画
矢川澄子 訳

福音館書店　1982 Y7-9533　●

153
「ブーリカといのしし」
こどものための本. 3

トルストイ 著
樹下節 訳

理論社　1972 Y7-3205

154
「青銅のイノシシ」
親指姫

ハンス・クリスチャン・アンデルセン 作
イブ・スパング・オルセン 画
大塚勇三 訳

福音館書店　2003 Y7-N03- H125

155 猪八戒新传 包蕾 著 少年儿童出版社  1962 Y8-cc-AZ1774

156 まちがいイノシシ
ジャン=リュック・クードレイ 文
フィリップ・クードレイ 絵
大沢類 訳

リブロポート  1994 Y18-9862

157 いのししイノタのいたずらノート
森山京 作
西川おさむ 絵

ひさかたチャイルド　1986 Y8-3420

158 いのしし親子のイタリア旅行
渡辺茂男 作
太田大八 絵

理論社　1987 Y8-4200　●

159
「あぶくぼうず」
シートンの動物記. 4

シートン 著
武部本一郎 絵
阿部知二 訳

講談社　昭和40 Y11-114

160 イノシシの谷
椋鳩十 作
福田庄助 絵

あすなろ書房　昭和49 Y7-4104

161 ネコのしっぽ
木村則子 訳
パパズ 絵

ほるぷ出版　1979 （個人蔵）
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162 長ぐつをはいたねこ
シャルル・ペロー 原作
ハンス・フィッシャー 作
矢川澄子 訳

福音館書店　1980 Y17-7010　●

163

The moving adventures of Old Dame
Trot and her comical cat
（トロットおばあさんとこっけい猫君の奇妙
な冒険）

Sir Joshua 画 Holp Shuppan,Publishers　1987 Y17-B1646

164 白猫
エロール・ル・カイン 再話・絵
中川千尋 訳

ほるぷ出版　2003 Y18-N03-H333

165 いたずらこねこ
バーナディン・クック 文
レミイ・チャーリップ 絵
まさきるりこ 訳

福音館書店　昭和39 Y17-37　●

166 ねこのオーランドー
キャスリーン・ヘイル 作・画
脇明子 訳

福音館書店　1982 Y17-8766

167 ねこのくにのおきゃくさま
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　1996 Y18-11460　●

168 山のトムさん
石井桃子 著
深沢紅子 絵

福音館書店　昭和43 Y7-1138　●

169 黒ネコジェニーのおはなし
エスター・アベリル 作・絵
松岡享子,張替恵子 共訳

福音館書店　1982 Y8-304

170 黒ねこの王子カーボネル
バーバラ・スレイ 作
大社玲子 画
山本まつよ 訳

子ども文庫の会　1970 Y7-2464

171 人間になりたがった猫
ロイド・アリグザンダー 〔著〕
神宮輝夫 訳

評論社　1977 Y7-5994　●

172
Fabularum aesopiarum libri quinque
＜展示期間＞
10/26(火）－11/7(日)

Phaedri, Augusti caesaris Liberti 作
Apud J. Janssonium a Waesberge,
& Viduam Elizei Weyerstraet　1667

Y8-B108

173-1

AEsop's fables, with his life : in English,
French & Latin
＜展示期間＞
1/5(水)-2/6(日)

Tho. Philipott英訳　Rob. Codrington
仏・ラテン訳
Francis Barlow 絵

1666 Y8-B1822

173-2

AEsop's fables with his life in English,
French & Latine
＜展示期間＞
9/18(土)-11/7(日)

Tho. Philipott英訳　Rob. Codrington
仏・ラテン訳
Francis Barlow 絵

Sold by John Overton  1672 Y17-B258-A4840

174 The fables of Aesop and others Thomas Bewick 画
Printed by E. Walker for T. Bewick
1818

Y8-B109

175 伊曽保物語 : 天草版 - 勉誠社　1976 KP31-19

176
伊曽保物語 3巻
＜展示期間＞
10/26（火）-11/7(日）

- 伊藤三右衛門  万治2 WA8-3

177 通俗伊蘇普物語
トマス・ゼームス 訳
渡部温(無尽蔵書斎主人) 和訳

渡部温　明8 YDM101209

178 新訳伊蘇普物語
上田万年 解説
梶田半古 画

鐘美堂　明40 YDM101095

179 Fables choisies La Fontaine 作
Chez D. Thierry et C. Barbin
1678-94

Y8-B107

180 Fables de La Fontaine Gustave Dore 絵 Exocet　 c2002 Y8-B145

181 Fables de La Fontaine Benjamin Rabier 絵 J. Tallandier　 [1907?] Y17FR-R116-A752

182-1
Choix de fables
＜ 展示期間＞
9/18(土）-1/23(日）

La Fontaine 作
P. Barboutau 監修

Imprimerie de Tsoukidji-Tokio
1894

KR163-A23

182-2

Choix de fables,. tome 1.
Jean de La Fontaine.
＜ 展示期間＞
1/25(火）－

Illus.par un groupe des meilleurs
artistes de Tokio,sous la direction de
Barboutau

S.Magata　1895 YDM109715

183 Le roman de renart
Christian Poslaniec 作
François Crozat 絵

Milan　1997 （個人蔵）

184 Chanticleer and the fox
Geoffrey Chaucer 作
Barbara Cooney 絵

Kestrel Books 1960, c1958 Y19-C775-A848

185 Reynard, the fox
Selina Hastings 再話
Graham Percy 絵

Walker Books　 1993, c1990 Y17-P431-A1302

186 Reineke Fuchs
Wolfgang von Goethe 作
Wilhelm von Kaulbach 絵

J.G. Gotta'scher Verlag　 1846 Y8-A4616

187 狐の裁判 : 独乙奇書
ゲーテ 著
井上勤 訳

絵入自由出版社　明17 YDM100941

188 Басни
И.А.Крылов 作
Н.Цейтлин 絵

Дет. Лит　1969 Y17RU-T882-B913　

189 おさるのめがね
クルイロフ 原作
坂本操 文　芝美千世 絵

日本書房　昭和31 児981-Sa451o

190 Басни
С.Михалков 作
Е.Ρачев 絵

Дет. Лит　1968 Y8-B732

191 Fabulas
Iriarte 作
Angela M. Ramirez F., Enrique
Samper Vargas 絵

Panamericana Editorial　 c1999 Y8-A4821

192 Fables
John Gay 作
William Coxe 絵

printed for Vernor, Hood and
Sharpe　 1810

Y8-A5798

193 The essential Uncle Remus
Joel Chandler Harris  作
A.B. Frost 絵
George van Santvoord 編

Jonathan Cape　1949 Y8-H314-A377
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194 うさぎどんきつねどん. 1
チャンドラ・ハリス 作
八波直則訳 編
太田大八 絵

大日本図書　昭和42 Y7-925

195 Fables for Our Time James Thurber 作 Blue ribbon books  1943 (個人蔵)

196
The fables of AEsop and others,
translated into human nature

Charles H. Bennett 画 W. Kent & Co　[1857] Y17-B2630

197 The hare and the tortoise Brian Wildsmith 作 Oxford University Press　1966 Y17-W674-A4155

198 A sip of Aesop
Jane Yolen 作
Karen Barbour 絵

Blue Sky Press　 c1995 Y17-B239-A6789

199 ライオンとねずみ : 古代エジプトの物語
リーセ・マニケ 文・絵
大塚勇三 訳

岩波書店　1984 Y18-714　

200 Aesop's fables Boris Artzybasheff 画 C. Skilton　1948 VZ1-11

201
The lion and the mouse : and other
Aesop's fables

Doris Orgel 再話
Bert Kitchen 絵

Dorling Kindersley　2000 Y17-K62-A7977

202 The baby's own Aesop Walter Crane 作 Holp Shuppan,Publishers　1987 Y17-B1647 

203
The sly cormorant and the fishes : new
adaptations into poetry of the Aesop
fables

Brian Patten 作
Errol Le Cain 絵

Kestrel Books　 1977 VZ1-10

204 Korongo na Kobe
Mbarouk S. Habib 作
Jerome Kimaro 絵

MPB Enterprises　 c1995 Y17TZ-K49-A5005

205 危機に立つ動物たち
スティーブン・トーマス・ポロック 著
藤田千枝 訳

小峰書店　1994 Y11-5317

206
世界の絶滅動物 : 人類が滅ぼした動物
たち

黒川光広 作 童心社　1995 Y11-5637　●

207
日本の絶滅動物 : 人類が滅ぼした動物
たち

黒川光広 作 童心社　1997 Y11-6102　●

208
新世界絶滅危機動物図鑑 : 図書館版.
1(哺乳類)

今泉忠明 監修 学習研究社　2003 Y11-N04-H111　●

209
新世界絶滅危機動物図鑑 : 図書館版.
2(哺乳類 2)

今泉忠明 監修 学習研究社　2003 Y11-N04-H112　●

210 動物園と野生生物保護
マイルズ・バートン 著
小原秀雄 監訳

佑学社　1990 Y11-3773

211
後のトキニッポニア・ニッポン : トキ保護

にかけた人びとの記録
国松俊英 著 金の星社　1998 Y11-M99-183　●

212
月の輪熊は山へ帰った! : 人とクマ、共生
への道

米田一彦 著 大日本図書　1998 Y11-M99-126

213 オールド・ブルー : 世界に1羽の母鳥
メアリ・テイラー 作
百々佑利子 訳

さ・え・ら書房　1999 Y11-N00-12　●

214 しろくろぐま 高橋宏幸 文・絵 講談社　1976 Y17-5021

215 野生犬ドール
マイクル・フォックス 作
藤原英司 訳
加藤孝雄 絵

国土社　1983 Y8-1205

216
ドードーを知っていますか : わすれられ
た動物たち

ショーン・ライス  絵
ポール・ライスとピーター・メイリー 文
斉藤たける 訳

福武書店　1982 Y11-1908

217 ドードー鳥の小間使い
柏葉幸子 作
児島なおみ 絵

偕成社　1997 Y8-M98-179

218 アリクイのアーサー
バーナード・ウェーバー さく
みはらいずみ やく

のら書店  2001 Y18-N02-2

219
「クロサイとツツツの話」
河合雅雄のたまたまうっかり動物園. 1

草山万兎 作　高畠純 絵 小学館　1995.12 Y9-2181

220 森のスケーターヤマネ
湊秋作 著
金尾恵子 絵

文研出版　2000 Y11-N00-394　●

221 ココ : ゴリラと子ネコの物語
フランシーヌ・ペニー・パターソン 文
ロナルド・H.コーン 写真
宮木陽子 訳　松沢哲郎 監修

あかね書房　2002 Y11-N02-351

222
愛のきずな : 盲導犬協会を支えた人と犬
の記録

ピーター=ブロック=パットナム 著
戸井美智子 訳

偕成社　1981 Y1-401

223 ぼくは盲導犬チャンピイ 河相洌 著 偕成社　1981 Y7-9056

224
友情の『二人五脚』 : 盲導犬の育成にとり
くんだ塩屋賢一の情熱

日野多香子 作
宮本忠夫 絵

PHP研究所 　1982 Y7-9589

225 盲導犬グレフ誕生物語
パトリシア・カーチス 文
メアリー・ブルーム 写真
木原悦子 訳

小学館　1998 Y1-M99-60

226 犬は人が好き
石黒謙吾 作
木内達朗 絵

学習研究社　2003 Y17-N04-H79

227 ハニーが盲導犬になるまで
キャロライン・アーノルド 文
リチャード・ヘウェット 写真
常陸宮妃華子 訳

国土社　2001 Y1-N01-10

228
ありがとう!介助犬ブルース : 日本初の介
助犬と暮らした千葉れい子物語

綾野まさる 作
日高康志 画

ハート出版　1997 Y1-M97-2

229
ありがとうシンシア : 介助犬シンちゃんの
おはなし

小田哲明 写真
山本由花 文
太田朋 絵

講談社　1999 Y11-M99-454

230
さようなら!盲導犬ベルナ : 「目の見えない
盲導犬」の巻

郡司ななえ 作
高橋貞二 画

ハート出版　2000 Y8-N01-336

231
幸せをはこぶ使者 : 盲導犬からリタイア
犬へ

日野多香子 著 岩崎書店　2001 Y1-N01-306
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232
さよならハーネス : 盲導犬クララものがた
り

赤座憲久 作
石倉欣二 絵

新日本出版社　1996 Y9-2498

233
えらいぞサーブ! : 主人をたすけた盲導
犬

手島悠介 文
徳田秀雄 絵

講談社　2000 Y11-N00-196

234 聴導犬シンディ誕生物語
パトリシア・カーチス 文
デービッド・カップ 写真
木原悦子 訳

小学館　1998 Y1-M99-59

235 捨て犬みかんとポチ : 聴導犬ものがたり
有馬もと 著
Mayumi 写真
八戸さとこ 画

佼成出版社　2000 Y1-N00-241

236 介助犬ターシャ 大塚敦子 写真・文 小学館　1999 Y11-M99-401

237
How Smudge came
『スマッジがいるから』

Nan Gregory 作
Ron Lightburn 絵

Red Deer College Press　 c1995 Y17CA-L723-A6109

238 走れ!車いすの犬「花子」
坂井ひろ子 文
かみやしん 絵

偕成社　1987 Y8-4977

書誌事項について
・　請求記号の後に●印のあるものは、「世界を知るへや」でご覧いただけます。
・　請求記号に個人蔵とあるものは、当館の所蔵資料ではありません。
・　[　 ]は、確認が取れていない事項に使用しています。

「本にえがかれた動物展Ⅱ －十二支を手がかりに－」関連イベントのご案内

　●講演会「日本人と十二支のしたしみ」（仮題）
　　   平成17年1月22日（土）　午後２時から
　　   講師：大島建彦氏（東洋大学名誉教授）
 　

　
 
　
　
　　　　「ロシア児童書展（仮称）」
　　　　　　　　平成17年4月～9月
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