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《絵本》

書名 著者名 出版者 出版年
いたずらかいじゅうはどこ？ ハッチンスさく ; いぬいゆみこやく 偕成社 1991.5

いたずらかいじゅうビリ－！ 
パット・ハッチンスさく ; いぬいゆみこや
く

偕成社 1993.11

いたずらビリーとほしワッペン
パット・ハッチンスさく ; いぬいゆみこや
く

偕成社 1995.12

おさるとぼうしうり 
エズフィール・スロボドキーナさく・え ; 
まつおかきょうこやく

福音館書店 1970

おひゃくしょうのやん
ディック・ブルーナぶん・え ; まつおか
きょうこやく

福音館書店 1984.1

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 1986.6

きかんしゃやえもん 阿川弘之文 ; 岡部冬彦絵 岩波書店 1959

西遊記 : 決定版!大型絵本. 1
(石からうまれた孫悟空)

唐亜明文 ; 于大武絵 偕成社 2006.3

西遊記 : 決定版!大型絵本. 2
(金角銀角のひょうたん)

唐亜明文 ; 于大武絵 偕成社 2006.3

西遊記 : 決定版!大型絵本. 3
(火焔山をこえて)

唐亜明文 ; 于大武絵 偕成社 2006.3

せかい一わるいかいじゅう パット=ハッチンスさく;  乾侑美子やく 偕成社 1990.8

小さなきかんしゃ 
グレアム・グリーン文 ; 阿川弘之訳 ; 
エドワード・アーディゾーニ絵

文化出版局 1975

チンパンジーとさかなどろぼう
 : タンザニアのおはなし

ジョン・キラカ作 ; 若林ひとみ訳 岩波書店 2004.6

2ひきのわるいねずみのおはなし
ビアトリクス・ポターさく・え ; いしいもも
こやく

福音館書店 1971

ひとまねこざる H.A.レイ文・絵 ; 光吉夏弥訳 岩波書店 1983.9

マドレ－ヌといたずらっこ 
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 1973.5

《物語》

エ－ミルのいたずら３２５番 
アストリッド・リンドグレーン作 ;
 ビヨーン・ベリイ絵 ; さんぺいけいこ訳

岩波書店 1994.1

エ－ミルのクリスマス・パ－ティ－ 
アストリッド・リンドグレーン作 ;
 ビヨーン・ベリイ絵 ; さんぺいけいこ訳

岩波書店 1994.1

エ－ミルと小さなイ－ダ 
アストリッド・リンドグレーン作 ;
 ビヨーン・ベリイ絵 ; さんぺいけいこ訳

岩波書店 1994.1

おっとあぶない
マンロー・リーフさく ; わたなべしげおや
く

フェリシモ 2003.11

おもしろ落語図書館. その1 三遊亭円窓著 ;  長野ヒデ子画 大日本図書 1996.3
きつねものがたり ヨゼフ・ラダ作・絵 ;  内田莉莎子訳 福音館書店 1966

トム・ソーヤーの冒険
マーク・トウエイン作 ; 大塚勇三訳 ; 八
島太郎画

福音館書店 1975

にげだしたおばけやしき
シュパング作 ; 塩谷太郎訳 ; おかだ
じゅん絵

文研出版 1974

ニルスのふしぎな旅. 1 ラーゲルレーヴ作 ; 香川鉄蔵,香川節訳 偕成社 1982.12
ニルスのふしぎな旅. 2 ラーゲルレーヴ作 ; 香川鉄蔵,香川節訳 偕成社 1982.12
ニルスのふしぎな旅. 3 ラーゲルレーヴ作 ; 香川鉄蔵,香川節訳 偕成社 1982.12
ニルスのふしぎな旅. 4 ラーゲルレーヴ作 ; 香川鉄蔵,香川節訳 偕成社 1982.12

のどか森の動物会議
ボイ・ロルンゼン作 ; 山口四郎訳 ; カー
ルハインツ・グロース絵

童話館出版 1997.11

ビーザスといたずらラモーナ
ベバリイ・クリアリー作 ; 松岡享子訳 ; 
ルイス・ダーリング絵

学研教育出版 2009.11

ふくろ小路一番地 イーヴ・ガーネット作 ; 石井桃子訳 岩波書店 2009.5

いたずらしているのはだれ？

だれかにいたずらしたくなったことはありませんか？　本の中にはいたずらものが登場する作品がたくさんあります。昔話にでてく
るトロルや魔女、時には動物たちや自分の兄弟なんてことも。いったいだれがいたずらをしているのか、本を読んでたしかめてみ
てください。
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書名 著者名 出版者 出版年

まいごのふたご
あいねす・ほーがんおはなし ; 石井桃
子やく ; 野口弥太郎え

岩波書店 1954.4

モグラ原っぱのなかまたち 古田足日著 ; 田畑精一絵 あかね書房 1968

ロッタちゃんのひっこし 
アストリッド・リンドグレーン作 ;  イロン・
ヴィークランド絵 ; 山室静訳

偕成社 1985.11

《昔話絵本・昔話集》

赤鬼エティン 東京子ども図書館編纂 東京子ども図書館 2007.8

あくまのおよめさん ：ネパ－ルの民話
稲村哲也,結城史隆再話 ; イシュワリ・
カルマチャリャ画

福音館書店 1997.11

かたつむりとさる ：ラオス・モン族の民話
ヤン・サンさいわ ;  ハー・ダンしたえ ; 
やすいきよこやく

福音館書店 1997.11

かちかちやま おざわとしお再話 ; 赤羽末吉画 福音館書店 1988.4
こども世界の民話. 下 内田莉莎子〔ほか〕著 実業之日本社 1995.12
子どもに語る北欧の昔話 福井信子,湯沢朱実編訳 こぐま社 2001.12

子どもに語るロシアの昔話
 [アレクサンドル・アファナーシエフ]
[原作] ;伊東一郎訳・再話 ; 茨木啓子
再話

こぐま社 2007.4

だまされたトッケビ : 韓国の昔話 神谷丹路編・訳 ;  チョンスンガク絵 福音館書店 1999.6

天からふってきたお金
アリス・ケルジー文 ; 岡村和子訳 ; 和
田誠絵

岩波書店 1964

パンのかけらとちいさなあくま : 
リトワニア民話

内田莉莎子再話 ; 堀内誠一画 福音館書店 1992.2

《知識》
神々のとどろき ：北欧神話 ドロシー・ハスフォード作 ; 山室静訳 岩波書店 1976.12
魔女に会った 角野栄子文・写真 ;  みやこうせい写真 福音館書店 1998.4
かっぱ 西本鶏介文 ; 高田勲絵 佼成出版社 1995.9
魔女図鑑 : 魔女になるための11のレッスン マルカム・バード作・絵 ; 岡部史訳 金の星社 1992.8
日本の神話. 第2巻　あまのいわと 赤羽末吉絵 ; 舟崎克彦文 あかね書房 1995.10
日本の神話. 第3巻　やまたのおろち 赤羽末吉絵 ; 舟崎克彦文 あかね書房 1995.10
日本の神話 松谷みよ子文 ; 司修絵 のら書店 2001.4

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

told and illustrated by Esphyr 
Slobodkina.

ＨａｒｐｅｒＣｏｌｌｉｎｓ c1968

Lotta pa Brakmakargatan
『ロッタちゃんのひっこし』

Astrid Lindgren ; illustrationer av Ilon 
Wikland.

Raben & Sjogren c1961

Ｍａｄｅｌｉｎｅ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｂａｄ　ｈａｔ
『マドレーヌといたずらっこ』

written and illustrated by Ludwig 
Bemelmans.

Ｖｉｋｉｎｇ　Ｐｒｅｓｓ 1957

※洋書は『　』内に翻訳書名を示しています。

※このリストは、子どものへや・世界を知るへやで行っている小展示の資料一覧であり、テーマに沿った資料を網羅的に紹介した
り、リストに挙げられた資料を推薦したりするものではありません。
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