前期：2019年3月5日（火）～5月19日（日）
展示リスト
※ 出版年表記について、イラン太陽暦と西暦を併記しているものがあります。
西暦2019年はイラン太陽暦で1397年～1398年にあたります。
※ 展示資料は会期終了後は児童書研究資料室でご覧いただけます。
※ 前期・後期で展示替えがあります。
後期は2019年5月21日（火）～2019年7月21日（日）です。
国立国会図書館国際子ども図書館

第1部 詩と伝説の国イラン
番号

ペルシャ語資料
日本語参考タイトル

資料タイトル

著者

1

鬼の毛三本 : イランのむかしばなし

-

さいわ・え：ナイエレ・タガビ
ぶん：さいとうゆうこ

2

Three ogre hairs : Iranian folk tale

-

3

白い池黒い池 : イランのおはなし

-

4
5
6
7
8

 ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﻦ ﮐﭽﻞはげのハサンの物語
ﺣﺴﻦ ﮐﭽﻞ و دﯾﻮ ﺗﻨﺒﻠﯽ

はげのハサンとなまけもののかいぶ
つ

 ﺣﺴﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ رودハサン、敵との戦いにでかける

 ﺷﻬﺮزادシェヘラザード

9

 ﮔﺮگ آوازﺧﻮان歌うオオカミ

10

 ﮐﺸﺎورز و ﺧﻮروس農夫とおんどり

11

 ﻋﺪﺳﮏまめっ子

12

 ﺳﻠﻄﺎن و آﻫﻮ王とガゼル

13

14

 رﻓﯿﻖ و ﻧﺎرﻓﯿﻖ良い友と悪い友

15

 ﮔﺪو ﻗﻠﻘﻠﻪ زنごろごろカボチャ

16

勇者プーリア : イランに古くから伝わ
る物語より

17 Hero of champions

18

当館請求記号
Y18-N03-H602

text/illustrations by Nayyereh Taghavi
retold by Yuko Saito
Shinseken
English text by Sean Nelson

2002

Y17-B2415

再話：リタ・ジャハーン=フォルーズ
絵：ヴァリ・ミンツィ
訳：もたいなつう

光村教育図書

2015

Y18-N15-L56

文：ホセイン・ファッターヒー
絵：ハームーン

オフォグ出版

1379 [2000 or 2001] Y17-AZ6253

文：ホセイン・ファッターヒー
絵：ハームーン

オフォグ出版

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6311

文：ホセイン・ファッターヒー
絵：ハームーン

オフォグ出版

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ6336

おでこに月のしるしのある女の子、
文：ナーセル・ユーソフィ
マーフ・ピーシャーニーの物語：昔話 絵：メフラーン・ザマーニー

新世研

出版年
2002

 ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻰ از:  اﻓﺴﺎﻧﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ وﺑﺰىなつめやしの木とヤギの伝説：韻文 モハンマド・モハンマディ
絵：サラ・イーラヴァーニー
 اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮم درﺧﺖ آﺳﻮرﻳﮓの「アッシリアの木」からの再話
 ﻳﮏ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻗﺪﻳﻤﯽ: ﻣﺎه ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ

出版者

イスラム研究所児童文学
グループ
オフォグ出版

[1994 or 1995]

Y17-AZ2834

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ5999

文：ファリーデ・ハルアトバリー
絵：ファルシード・シャフィーイー

シャバーヴィーズ

文と翻訳：アブドッサーレフ・パーク
絵：アーテフェ・マレキージュー
※トルクメン方言併記

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6272

文：マヌーチェフル・キャリームザーデ
翻訳：モザッファル・サーラーリー
絵：アーテフェ・マレキージュー
※ヤズド方言併記

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ6273

文：マヌーチェフル・キャリームザーデ
翻訳：ゼイナブ・サンチューリー
絵：ナルゲス・モハンマディ
※シスターン方言併記

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6275

文と翻訳：ナーセル・ヴァフダティ
絵：ペジュマーン・ラヒーミーザーデ
※ギラン方言併記

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6279

文と翻訳：モハンマドアリー・ジャアファ
リー
絵：ラーシーン・ヘイリーエ
※ターティー方言併記

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ6274

文：ハミード・アーメリー
絵：マヌーチェフル・アフマディ、マフター バッチェハー・サラーム
ブ・エスラーミーエ

-

絵：アリー・アクバル・サーデギー
やく：くろやなぎつねお

-

Institute for the
[written by Kanoon Publication Dept.] ;
Intellectual Development
[illustrated by Ali Akbar Sadeghi] ;
of Children & Young
translated by Mahshid Yazdi
Adults

 ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ داﺳﺘﺎن:  ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﭘﻬﻠﻮان英雄アブドッラッザーク : イランの英 文：児童青少年知的発達研究所（カー
ヌーン）出版局
 ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯽ雄物語より
絵：アリーアクバル・サーデギー

1

ほるぷ出版

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1384 [2005]

Y17-AZ3813

1377 [1998 or 1999] Y17-AZ1595

1979

Y18-N03-H359

c2004

Y17-B5948

1351 [1972 or 1973] Y17-AZ5748

 ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﻮﺳﮑﻪごきぶりねえさんの結婚

19

 ﻧﻤﮑﯿﻦナマキーン

20

21

22

ペルシャ語資料
日本語参考タイトル

資料タイトル

番号

 ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎى ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﻰ:  آﻟﺒﻮم ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪシャーナーメ・アルバム：フェルドゥ
 ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽスィの「シャーナーメ」の石版画

著者

出版者

 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻞ:  ﺿﺤﺎک وﮐﺎوه آﻫﻨﮕﺮザッハークと鍛冶屋のカーヴェ、
 داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪシャーナーメのお話集

24

 درﻓﺶ ﻛﺎوﻳﺎﻧﻰカーヴェの旗

当館請求記号

再話：アサドッラー・シャアバーニー
絵：アフサーネ・ジャーベリー

ハーネ出版

文：ナスタラン・ナスリーンドゥースト
絵：ペジュマーン・ラヒーミーザーデ
[編集：サラ・カーヴァンディ]

アミール・キャビール、ショ
クーフェ書籍

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ7154

編集：ウルリッヒ・マルゾフ
文：モハンマド=ハーディ・モハンマディ

チースター

1390 [2011 or 2012] YZ-AZ431

;  ﺿﺤﺎک ﺑﻨﺪهی اﺑﻠﯿﺲイブリースの下僕ザッハーク、スィー 文：アトゥサー・サーレヒー
モルグの子、鋼のような体のエス
オフォグ
絵：ニールーファル・ミールモハンマディ
 ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﻤﺮغ ; اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر روﯾﯿﻦﺗﻦファンディヤール

23

出版年
[1998 or 1999]

Y17-AZ1777

1389 [2010 or 2011] Y8-AZ7648

文：ファーテメ・ジャマーリー
絵：ダリウーシュ・ナフイー

文学の家出版

1376 [1997 or 1998] Y17-AZ1725

文：モハンマドレザー・ユーソフィ
絵：ネダー・アズィーミー

シャバーヴィーズ

1382 [2003 or 2004] Y17-AZ3650

25

 زال و روداﺑﻪザールとルーダーベ

文：ホセイン・ファッターヒー
絵：モハンマドレザー・ダードギャル

ガディヤーニー出版局

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ6321

26

 ﮐﻮدﮐﯽ رﺳﺘﻢロスタムの子ども時代

文：ホセイン・ファッターヒー
絵：サイード・ラッザーギー

ダーネシュ・アームーズ出
版

1376 [1997 or 1998] Y16-AZ140

文：ホセイン・ファッターヒー
絵：モルテザー・ソヒー

バナフシェ書籍、ガディ
ヤーニー出版局児童青少 1390 [2011 or 2012] Y17-AZ7325
年部門

 رﺳﺘﻢ و دﯾﻮ ﺳﻔﯿﺪロスタムと白鬼

27

 ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﻤﺮغスィーモルグの子

28
29 かなしみのたたかい
30

31

32

The sad battle : the Iranian legend
of Rostam and Sohrab

1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7135

-

作・絵：ハミド・レザ・ベイダーギー
訳：おおいしまりこ

新世研

2002

Y18-N03-H103

-

[by]Hamid Reza Beidaghi
English text by B.Dunn, Y.Saito

Shinseken

2002

Y17-B2056

再話：マルジャーン・フーラードヴァンド
グラフィックデザイン：クロシュ・パール
サーネジャード
絵：マンスール・ヴァファーイー

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

 ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ:  رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮابロスタムとソフラーブ：フェルドゥスィ
 ﻓﺮدوﺳﻰの「シャーナーメ」より
ﮔﺮدآﻓﺮﺑﺪ ; رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب ; ﺳﯿﺎوش

文：アトゥサー・サーレヒー
オフォグ
絵：ニールーファル・ミールモハンマディ

ゴルドアーファリード、ロスタムとソフ
ラーブ、スィヤーヴォシュ

1383 [2004]

Y17-AZ3996

文：アトゥサー・サーレヒー
オフォグ
絵：ニールーファル・ミールモハンマディ

1388 [2009 or 2010] Y8-AZ7650

33

 ﺳﯿﺎوشスィヤーヴォシュ

文：アトゥサー・サーレヒー
オフォグ
絵：ニールーファル・ミールモハンマディ

1389 [2010 or 2011] Y17-AZ7122

34

 ﻓﺮود و ﺟﺮﯾﺮهフォルードとジャリーレ

文：アトゥサー・サーレヒー
オフォグ
絵：ニールーファル・ミールモハンマディ

1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7133

文：アトゥサー・サーレヒー
オフォグ
絵：ニールーファル・ミールモハンマディ

1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7132

 ﺑﯿﮋن و ﻣﻨﯿﮋهビージャンとマニージェ

35

36 商人とオウム : ペルシャのおはなし
37
38
39

40

41

-

光村教育図書

2012

Y18-N12-J83

 ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺜﻨﻮى:  ﻃﻮﻃﻰ و ﺑﺎزرﮔﺎنオウムと商人：ルーミーの詩（マスナ マルジャーン・フーラードヴァンド
絵：アフマド・ハリーリー
 ﻣﻮﻟﻮىヴィー）より

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1382 [2003 or 2004] Y17-AZ3658

秘密：ルーミーの詩（マスナヴィー）
をもとに

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6262

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6266

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6265

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6267

 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻮﻟﻮی: راز

文：ゾフレ・パリーロフ
絵：ペジュマーン・ラヒーミーザーデ

 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ از:  ﻃﻮﻃﯽ و ﺑﻘﺎلオウムと商店主：ルーミーの詩（マス 文：モハンマドレザー・シャムス
絵：アミール・シャアバーニープール
 ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻮﻟﻮیナヴィー）をもとに
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ از:  ﺑﺎزار ﻋﻄﺎران薬草バーザール：ルーミーの詩（マ
 ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻮﻟﻮیスナヴィー）をもとに

文：ジャアファル・エブラーヒーミー
絵：モハンマド=マフディ・タバータバー
イー

 ﺑﺮ اﺳﺎس:  ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺰرگ، آرزوی ﺑﺰرگ大きな望み、とても大きな：ルーミー 文：マジード・モッラー=モハンマディ
絵：アリー・シェカーリー
 ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻮﻟﻮیの詩（マスナヴィー）をもとに
ニーマー・ユーシージ
絵：バフマン・ダードハーフ
協力：スィールース・ターフバーズ
文字：ナスロッラー・アフジェイー

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

 ﺷﺎﻋﺮ و آﻓﺘﺎب詩人と太陽

文：スィールース・ターフバーズ
絵：バフマン・ダードハーフ

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1347 [1968 or 1969] Y17-AZ5743

 ﺻﺪای ﭘﺎی آب水の足音

詩：ソフラーブ・セペフリー
絵：ニークザード・ノジューミー

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5761

詩：モハンマド=ホセイン・モハンマディ
絵：モハンマド=マフディ・タバータバー
イー

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

詩：モハンマド=ホセイン・モハンマディ
絵：モハンマド=マフディ・タバータバー
イー
訳：蜂飼耳、 愛甲恵子

ブルース・インターアクショ
ンズ

42

 اﻓﺴﺎﻧﻪ物語

43
44

45

文：ミーナ・ジャバアービン
絵：ブルース・ホワットリー
訳：青山南

 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ:  ﻳﻚ آﺳﻤﺎن ﮔﻨﺠﺸﮏすずめの空：詩集

46 すずめの空

-

2

1357 [1978]

Y8-AZ1479

1381 [2002]

Y17-AZ3995

2006

Y18-N07-H84

番号

ペルシャ語資料
日本語参考タイトル

資料タイトル

 ﻗﺼﮥ دروازۀ ﺑﺨﺖ幸運の門

47

48 Rubáiyát of Omar Khayyám

-

49

 ﻣﻮش و ﮔﺮﺑﻪねずみとねこ

50

 ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ دارمぼくには７日間がある

51

 رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ رخ ﻧﻤﯽ دادいつもはかからなかった虹

52

 ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ愛のうた

53

 ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ家のうた

54

 ﯾﮏ ﺣﺮف و دو ﺣﺮفひと文字 ふた文字

著者

出版者

出版年

当館請求記号

アフマド・シャームルー
絵：エブラヒーム・ハギーギー

ホルース書籍児童・青少
年部門、ナザル出版文化
研究所

presented by Willy Pogány

G.G. Harrap & Co.

オベイド・ザーカーニー
絵：ハミードレザー・ヴァッサーフ

ゴグヌース

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ7312

文：アフマドレザー・アフマディ
絵：モハンマドレザー・ダードギャル

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1380 [2001 or 2002] Y17-AZ6349

文：アフマドレザー・アフマディ
絵：モハンマドアリー・バニーアサディ

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5762

詩：モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：アリー・ナームヴァル

シャバーヴィーズ

1383 [2004 or 2005] Y17-AZ5689

詩：モスタファー・ラフマーンドゥーストほ
か
絵：ネダー・アズィーミー

シャフル出版研究所

1388 [2009 or 2010] Y17-AZ6243

構成：ジャムシード・アズィーミーネ
ジャード
再話：M. アーザード
絵：モハンマドレザー・ダードギャル

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1381 [2002 or 2003] Y17-AZ7383

1390 [2011 or 2012] Y17-AZ7306
[19--]

Y8-B9364

第2部 イランの児童書の現在
番号

55

 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ:  دﻟﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺗﻨﮓ اﺳﺖあなたに会いたい：詩集
 ﺑﯿﺎ ﺑﮕﯿﺮ ﺳﯿﺐ راリンゴをどうぞ

56

57
58

 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ و: ﺳﻔﯿﺪ ﺳﯿﺎه راه راه
ﺷﮑﺮ

白と黒のシマシマ模様：詩集

 او ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد彼は天使の仲間だった
 ﮔﺎوﻫﺎی آرزو希望の牛

59

 ﻧﻪ ﺗﺮوﻧﻪ ﺧﺸﮏ湿ってもいず、乾いてもいず

60
61

ペルシャ語資料
日本語参考タイトル

資料タイトル

 ﮐﺎخ اژدﻫﺎ:  ﭘﺎرﺳﻴﺎن و ﻣﻦペルシア人たちとぼく：龍の城
 ﻗﺪم ﻳﺎزدﻫﻢ11歩目

62
63

 رﻣﺎن:  ﮔﺮگﻫﺎ از ﺑﺮف ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ狼どもは雪をおそれない：ヤングア
 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنダルト小説

64

 ﻋﻘﺮبﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻤﺒﮏサメ獲り船のサソリたち

65

66

67

著者

出版者
ペルダーイェシュ

1389 [2010 or 2011] Y17-AZ7300

詩：ビユーク・マレキー
絵：ハージェル・サリーミー=ナミーン
[編集：アリー・ハークバーザーン]

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ7302

詩：ショクーフ・ガーセムニヤー
絵：アティーエ・ソフラービー

アルガヴァーニー出版

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ7357

文：サイード・ルーフ=アフザー
編集：アリー・ハークバーザーン

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1387 [2008 or 2009] Y5-AZ5113

モハンマド=ハーディ・モハンマディ

文学の家

1378 [1999 or 2000] Y8-AZ7360

フーシャング・モラーディ=ケルマーニー モイーン

1392 [2013 or 2014] Y8-AZ7656
1387 [2008 or 2009] Y8-AZ7645

アールマーン・アーリーン

モウジュ

文：スーサン・ターグディース
絵：マアスーメ・ケシャーイー

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

モハンマドレザー・バーイラーミー

ガディヤーニー出版局児
童青少年部門

1387 [2008 or 2009] Y8-AZ7359

ファルハード・ハサンザーデ
[編集：モジェガーン・カルホル]

オフォグ

1388 [2009 or 2010] Y8-AZ7653

収集と編集：ファーテメ・バドルターレイー カーヌーン（児童青少年
イランの遊び：児童・青少年向け
絵：ルーダーベ・ハーイェフ
知的発達研究所）
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 ادﺑﯿﺎت:  ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮانイラン児童文学史：新しい時代の児
モハンマド=ハーディ・モハンマディ
( ﺟﻠﺪ1357-1340)  ﮐﻮدﮐﺎن در روزﮔﺎر ﻧﻮ童文学 10巻（1961or1962チースター出版
ゾフレ・ガーイニー
10v 1978or1979年)
ﮐﻔﺘﺎرﻫﺎ.

当館請求記号

アトゥサー・サーレヒー
絵：ホダー・ハッダーディ

 ﺑﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن و: ﺑﺎزﯾﻬﺎى ﻣﺤﻠﻰ اﻳﺮان

 ﺳﮓ ﺳﺎﻧﺎن و،ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﯾﺮان ﺟﻠﺪ دوم

出版年

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

イランの哺乳類：イヌ科とハイエナ科 アリー・ゴルシャン

1383 [2004]

1382 [2003]

Y17-AZ3988

Y12-AZ121

1394 [2015 or 2016] YZ-AZ575

1393 [2014]

Y11-AZ5851

第3部 画家・作家紹介
番号

 اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ از ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﯿﺮ:  اﻓﺴﺎﻧﮥ ﺳﯿﻤﺮغスィーモルグの伝説：アッタールの
「 ﻋﻄﺎر鳥の言葉」より

70

71 ちいさな黒いさかな

72

73

著者

 آ اول اﻟﻔﺒﺎﺳﺖアレフはアルファベットの最初の文字 ヌーレッディーン・ザッリーンケルク

68
69

ペルシャ語資料
日本語参考タイトル

資料タイトル

出版者
ホルース書籍児童・青少
年部門

再話：ザフラー・ハーンラリー
絵：ヌーレッディーン・ザッリーンケルク

科学文化出版会社

 ﻣﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎه ﮐﻮﭼﻮﻟﻮちいさな黒いさかな

サマド・ベヘランギー
絵：ファルシード・メスガーリ

ホルース書籍児童・青少
年部門、ナザル出版文化
研究所

-

さく：サマド・ベヘランギー
え：ファルシード・メスガーリ
やく：かがわゆうこ

ほるぷ出版

文：スィヤーヴォシュ・キャスラーイー
絵：ファルシード・メスガーリ

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

編集：ホセイン・モアッレム
絵：バフラーム・ハーイェフ
グラフィックデザイン：クロシュ・パール
サーネジャード

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

 آرش ﻛﻤﺎﻧﮕﯿﺮ射手のアーラシュ

 ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪおはなし集

3

出版年

当館請求記号

1390 [2011 or 2012] Y17-AZ7304
1382 [2003]

Y17-AZ7352

1389 [2010 or 2011] Y17-AZ7305

1984

1350 [1971]

Y18-1409

Y17-AZ3973

1382 [2003 or 2004] Y8-AZ6134

番号

74
75
76
77
78

79

80
81
82

83

84

85

86

87
88

ペルシャ語資料
日本語参考タイトル

資料タイトル

 آی اﺑﺮاﻫﯿﻢあぁイブラヒームよ
 ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯾﻢ؟わたしたちは何人？
 ﻗﺼﻪ دوﺳﺘﯽ友情の物語
 زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎرۀ ﺟﻬﺎن世界でいちばん美しい星
 زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وزوزیみつばちのブンブン

 دﺧﺘﺮ ﺑﺎغ آرزو祈りの庭の女の子

The girl of the wish garden : a
Thumbelina story

-

 ﺑﺎدﮐﻨﮏ و اﺳﺐ آﺑﯽ風船とカバ
 اﻓﺴﺎﻧﻪ ی ﻻﻧﻪ ی ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ美しい鳥の巣の物語

 آن ﺳﺮ دﻧﯿﺎ, اﯾﻦ ﺳﺮ دﻧﯿﺎ世界のこちら、世界のあちら
 ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻮش و ﮔﺮﺑﻪネコとネズミのおもしろい物語
 ﺑﺎدﺑﺎدک و ﮐﻼﻏﻪ凧とカラス
 اﺑﺮاﻫﯿﻢイブラヒーム
 اﻟﻴﺎسエリヤ
 ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮد神様以外、誰もひとりじゃなかった

90

 ﻓﺮﺷﻴﺪファルシード

92

93

94

 ﭘﯿﻮﻧﺪつながり

出版者

 دل ﺑﻪ درﯾﺎ危険を冒して

当館請求記号

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1360 [1981 or 1982] Y17-AZ5723

文と絵：バフラーム・ハーイェフ

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1382 [2003 or 2004] Y17-AZ5765

文：ガダムアリー・サラーミー
絵：ナスリーン・ホスラヴィ

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1377 [1998 or 1999] Y8-AZ6312

文：モニールー・ラヴァーニープール
絵：ナスリーン・ホスラヴィ

マリヤム出版

1377 [1998 or 1999] Y17-AZ7262

文：アリーアシュラフ・キャリーミー
絵：ナスリーン・ホスラヴィ

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1378 [1999 or 2000] Y17-AZ7264

文：ハンス・クリスチャン・アンデルセン
翻訳と再話：アサドッラー・シャアバー
ニー
絵：ナスリーン・ホスラヴィ

トゥーカー

1379 [2000 or 2001] Y17-AZ7261

Uma Krishnaswami
pictures by Nasrin Khosravi

Groundwood Books,
House of Anansi Press

モハンマドレザー・シャムス
絵：モハンマドアリー・バニーアサディ

オフォグ

文：メフディ・ミールキヤーイー
絵：モハンマドアリー・バニーアサディ

シャバーヴィーズ

1383 [2004]

Y17-AZ3857

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1369[1990]

Y17-AZ1632

c2013

Y17-B16908

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ7308

文：マジード・ラースティ
絵：モハンマドアリー・バニーアサディ

アースターネ・ゴドセ・ラザ
ヴィ財団、ベフ出版会社、
パルヴァーネ書籍

1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7419

文：モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：モハンマドアリー・バニーアサディ

ペイダーイェシュ出版

1386 [2007 or 2008] Y8-AZ6108

詩：アフサーネ・シャアバーンネジャード
絵：モハンマドアリー・バニーアサディ

アースターネ・ゴドセ・ラザ
ヴィ財団、ベフ出版会社、
パルヴァーネ書籍

1391 [2012 or 2013] Y17-AZ7397

文：モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：ハーフェズ・ミールアーフタービー

シャバーヴィーズ

1383 [2004 or 2005] Y17-AZ5677

文：モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：ハーフェズ・ミールアーフタービー

シャバーヴィーズ

マルジャーン・ケシャーヴァルズィ=アー
ザード
絵：ファルシード・シャフィーイー

シャバーヴィーズ

文：マフドフト・カシュクーリー
絵：ファルシード・シャフィーイー

シャバーヴィーズ

文：ファリーデ・ハルアトバリー
絵：ファルシード・シャフィーイー

シャバーヴィーズ

 ﻣﺘﻞﻫﺎی ]ای ﻣﺜﻞ:  ﺟﻢﺟﻤﮏ ﺑﺮگ ﺧﺰونジョムジョマク・バルゲ・ハズーン（秋 編集：サミーネ・バーグチェバーン
ナザル出版印刷文化研
の葉っぱひらひら）：子どものための [絵、レイアウト、装丁：ファルシード・シャ
究所
 ﻫﺎی[ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪهことわざを、覚えやすい形で。
フィーイー]
 ﮐﻼغﻫﺎ و ﻓﺮارカラスたち、逃げる

出版年

文：ゴラームレザー・エマーミー
絵：バフラーム・ハーイェフ

詩：ショクーフ・ガーセムニヤー、ジャア
ファル・エブラーヒーム=シャーヘド、ビ
キャラーグ・パル（カラス、飛べ）：子
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن: ﮐﻼغ ﭘﺮ
ユーク・マレキー、アサドッラー・シャア
どものための詩集
バーニー
絵：モハンマドアリー・バニーアサディ

89

91

著者

1382 [2004]

Y17-AZ3607

1382 [2003 or 2004] Y17-AZ3651

1382 [2003]

Y17-AZ3849

1385 [2006 or 2007] Y17-AZ6307

1389 [2010 or 2011] Y17-AZ7350

文：アフサーネ・シャアバーンネジャード
絵：ファルシード・シャフィーイー

マフターブ書籍、メフラー
べ・ガラム出版児童青少
年部門

文：ジャマールッディーン・アクラミー
絵：ファルシード・シャフィーイー

シャバーヴィーズ

1386 [2007 or 2008] Y8-AZ6306
1387 [2008 or 2009] Y8-AZ8023

1383 [2004]

Y17-AZ7390

95

اﻓﺴﺎﻧﮥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اردﺷﯿﺮ ﺑﺎﺑﮑﺎن

美しい伝説：アルダシール１世行状 文：モハンマドレザー・ユーソフィ
記
絵：ペジュマーン・ラヒーミーザーデ

ペイダーイェシュ

96

ﻣﺮزﺑﺎنﻧﺎﻣﻪ دﯾﻮ ﺧﺎل ﺧﺎﻟﯽ

「マルズバーンの書」より 斑点のあ 文：モジェガーン・シェイヒー
るかいぶつ
絵：ペジュマーン・ラヒーミーザーデ

モナーディエ・タルビヤト文
1393 [2014 or 2015] Y8-AZ8027
化研究所

97

ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﮑﺎﯾﺎت ﻣﺎر در آﺗﺶ

「ジャヴァーメ・オル・ヘカーヤート
（物語集）」より 火の中のへび

文：ホセイン・ファッターヒー
絵：ペジュマーン・ラヒーミーザーデ

モナーディエ・タルビヤト文
1391 [2012 or 2013] Y8-AZ8029
化研究所

シャフリヤール・マンダニープール
絵：ペジュマーン・ラヒーミーザーデ

ソルーシュ

98

99

 راز秘密
 ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ﻻﻻ ﮐﻨﻢ؟ぼく、どこでねるの？

マフムード・モシャッラフ=アーザード=テ
文化・イスラム指導省出
ヘラーニー
版局
絵：ペジュマーン・ラヒーミーザーデ

4

1379 [2000]

Y8-AZ3815

1374 [1995 or 1996] Y17-AZ1711

番号

ペルシャ語資料
日本語参考タイトル

資料タイトル

著者

出版者

出版年

当館請求記号

100 カメちゃんはごふまん

-

作・絵：ハミド・レザ・ベイダーギー
ぶん：ふせまさこ

新世研

2003

Y18-N04-H365

101 The unhappy turtle

-

作・絵：Hamid Reza Beidaghi
文：Masako Fuse
English text by Rion and Yoko Reece

Shinseken

2003

Y17-B2855

詩：ナーセル・ケシャーヴァルズ
絵：ハミードレザー・ベイダギー

オフォグ出版

1383 [2004 or 2005] Y17-AZ3943

オフォグ

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ7347

文と絵：アナヒタ・テイムリヤン

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1389 [2010 or 2011] Y17-AZ7379

原作・絵：アナヒタ・テイムーリヤーン
文：あおしまソテツ

グリーンキャット

文：マルジャーン・ケシャーヴァルズィ=
アーザード
絵：フェレシュテ・ナジャフィ

マドレセ出版

文：ファリーデ・ハルアトバリー
絵：フェレシュテ・ナジャフィ

シャバーヴィーズ

102
103

 ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ و دام، ﻃﻮﻗﯽジュズカケバトとハトとわな
ﻗﺼﻪی ﻣﻨﻈﻮم ﻻک ﭘﺸﺖ و دام آﻫﻮ

 ﺑﭽﻪی ﻫﻤﻪみんなの子ども

104

105 月とともだちになりたかったきつね

108

 ﺷﺎﻫﺰادهﺧﺎﻧﻢ王女
 راز ﻣﺮوارﻳﺪﻫﺎى ﺷﻬﺮزادシェヘラザードの真珠の秘密

 زرد ﻣﺸﮑﯽ黒と黄色のシマシマ

109

110

111
112

-

 ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﺎご近所さん

106

107

詩で書かれた物語：亀とガゼルのわ 詩：ナーセル・ケシャーヴァルズ
な
絵：ハミードレザー・ベイダギー

 زراﻓﻪ ﻣﻦ آﺑﯽ اﺳﺖぼくのキリンは青色だ
 آﻏﻮﺷﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ腕を広げて
 ﺟﻮراب ﺳﻮراخ穴あきくつした

113

 ﮐﺮم ﺷﺐﺗﺎب و ﭼﺮاغﻗﻮهホタルと懐中電灯

114

 ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ暗い夜に

115
116

 ﺳﺮود ﻻﻟﻪ و ﺳﺮوチューリップと糸杉のうた
 ﻗﺼﻪ ﯾﮏ ﮔﺮﺑﻪ و ﭘﻨﺞ ﻣﻮش１匹のネコと５匹のネズミのおはなし

117

 اﮔﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﺒﺎن ﺑﻮدمもし私がパイロットだったら

118

! ﻋﺠﺐ ﻃﻌﻤﯽ، ﺑﻪ ﺑﻪわぁ、なんてうまいんだ！

119

120
121
122

あたし、メラハファがほしいな : さばく
のくにモーリタニアのおはなし

-

 ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮﻫﺎスイレンの国
 روﺑﺎه دم ﺑﺮﯾﺪهしっぽを切られたキツネ
 اﯾﻦ ﻃﻮری, ﺑﺒﯿﻦ, ﺑﺒﯿﻦごらん、ごらん、こうやって

123 ごらん、ごらん、こうやって

-

124

 ﺳﻔﺮ ﭘﺮواﻧﻪ蝶のたび

125

 ﻗﺼﻪ ﺑﺮه ﺳﺮخ و ﺷﺎﻫﺰاده ﻏﻤﮕﯿﻦ赤い子羊と笑わないお姫さま

126

 ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢぼく、こわくないよ

文：エルファーン・ナザル=アーハーリー
マドレセ
絵：フェレシュテ・ナジャフィ

2010

Y18-N10-J282

1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5998

1388 [2009]

Y17-AZ7321

1383 [2004]

Y17-AZ3924

文：フェレイドゥーン・アムーザーデ=ハ
リーリー
絵：アリレザ・ゴルドゥズィヤン
グラフィックデザイン：クロシュ・パール
サーネジャード

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

文：スーサン・ターグディース
絵：アリレザ・ゴルドゥズィヤン

ショクーフェ書籍（アミール
キャビール出版研究所付 1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5764
属）

文：アザラー・ジョズダーニー
絵：アリレザ・ゴルドゥズィヤン

ベフ出版（アースターネ・
ゴドセ・ラザヴィー出版）

文：スーサン・ターグディース
絵：アリレザ・ゴルドゥズィヤン

シャバーヴィーズ

文：カーンビーズ・カーカーヴァンド
絵：アリレザ・ゴルドゥズィヤン

シャバーヴィーズ

文：メフリー・マーフーティ
絵：アリレザ・ゴルドゥズィヤン

マドレセ

モスタファー・ハリーリーファル
絵：ホダー・ハッダーディ

文化普及会

1384 [2005 or 2006] Y8-AZ7667

文：モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：ホダー・ハッダーディ

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5740

アフマド・アクバルプール
絵：ホダー・ハッダーディ

科学文化出版会社

1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7371

文：カーンビーズ・カーカーヴァンド
絵：ホダー・ハッダーディ

シャバーヴィーズ

文：ケリー・クネイン
絵：ホダー・ハッダーディ
訳：こだまともこ

光村教育図書

文：ファリーデ・ハルアトバリー
絵：アリー・ブーザリー

シャバーヴィーズ

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ5686

文：ジャマールッディーン・アクラミー
絵：アリー・ブーザリー

シャバーヴィーズ

1385 [2006 or 2007] Y17-AZ6296

文：カーンビーズ・カーカーヴァンド
絵：モルテザー・ザーヘディ

シャバーヴィーズ

1382 [2003 or 2004] Y17-AZ5674

文：カーンビーズ・カーカーヴァンド
絵：モルテザー・ザーヘディ
訳：愛甲恵子

ブルース・インターアクショ
ンズ

文：マルジャーン・ケシャーヴァルズィ=
アーザード
絵：モルテザー・ザーヘディ

シャバーヴィーズ

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ5648

文：ハインツ・ヤーニッシュ
訳：スィヤーマク・ゴルシーリー
絵：ナルゲス・モハンマディ

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ5763

文：ソルール・コトビー
絵：ナルゲス・モハンマディ

ベフ出版会社 パル
ヴァーネ書籍

5

1388 [2009 or 2010] Y8-AZ6301

1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5996
1382 [2003]

Y17-AZ3636

1383 [2004 or 2005] Y17-AZ3919
1382 [2003]

Y17-AZ3926

1383 [2004]

Y17-AZ3896

2014

Y18-N15-L11

2006

2009

Y18-N07-H14

Y17-AZ7388

ペルシャ語資料
日本語参考タイトル

資料タイトル

番号

 ﺳﺒﺰه ای در درون ﻣﻦわたしの中のみどり

127

著者

出版者

出版年

当館請求記号

文：ライカ・バームダード
絵：マルジャーン・ヴァファーイヤーン

児童図書評議会

1383 [2004 or 2005] Y17-AZ6356

128

 ﮐﻔﺸﺪوزک ﻗﺮﻣﺰ真っ赤なテントウムシ

文：カーンビーズ・カーカーヴァンド
絵：マルジャーン・ヴァファーイヤーン

シャバーヴィーズ

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ5691

129

 ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ太陽を守るおんどり

文：ラーレ・ジャアファリー
絵：アミール・シャアバーニープール

シャバーヴィーズ

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ5654

文：カーンビーズ・カーカーヴァンド
絵：アミール・シャアバーニープール

シャバーヴィーズ

1385 [2006 or 2007] Y17-AZ5667

文：モハンマド=ハーディ・モハンマディ
絵：ハサン・アーメキャン

チースター出版会社

1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5783

 روﺑﺎهきつね

130

 دوﯾﺪم و دوﯾﺪمぼくは走って、走ったよ

131

132 Caja de cartón Primera edición

-

texto de Txabi Arnal
ilustraciones de Hassan Amekan

OQO editora

2010

Y17-B17562

133 もりのかぞく

-

作・絵：ハッサン・アメカン
文：古藤ゆず

学習研究社

c2008

Y18-N08-J349

文：マルジャーン・ケシャーヴァルズィ=
アーザード
絵：ラーシーン・ヘイリーエ

シャバーヴィーズ

1383 [2004]

Y17-AZ3847

文：ソルール・コトビー
絵：ラーシーン・ヘイリーエ

マドレセ

1382 [2003]

Y17-AZ3990

 راز ﭘﺮواز羽ばたきの秘密

134

135

 اﺗﻮﺑﻮس ﻗﺮﻣﺰ赤いバス

 ﻗﺮﻣﺰی赤いボール

136

137

 ﭘﺮﻧﺪه ﭘﺴﺮک ﻗﻄﺎر鳥と少年と列車

138 내가 만약 시장님이 된다면

139

私がもし市長になったら

文：ラーレ・ジャアファリー
絵：ラーシーン・ヘイリーエ
カーヌーン（児童青少年
グラフィックデザイン：マフシード・モハー 知的発達研究所）
ジェル

1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5744

文：アフマドレザー・アフマディ
絵：ラーシーン・ヘイリーエ
[編集：シャラーレ・ヴァズィーフェシェ
ナース]

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1395 [2016 or 2017] Y17-AZ7947

文：キム・セシル
絵：ラーシーン・ヘイリーエ

ヨウォンメディア

詩：アフサーネ・シャアバーンネジャード
:  ارﻧﮓ ارﻧﮓ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ رﻧﮓ ؟アラン、アラン、どんな色か言ってみ 絵とグラフィックデザイン：ラーシーン・ヘ カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）
イリーエ
 ﻧﻤﺎﯾﺶ, ﺷﻌﺮ, ﺑﺎزیて：遊び、詩、おしばい
[編集：シャフラーム・ラジャブザーデ]

2008

Y17-AZ6492

1390 [2011 or 2012] Y17-AZ7298

140

 ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽしあわせ

文：ファリーデ・ハルアトバリー
絵：ネギーン・エフテサービヤーン

シャバーヴィーズ

1383 [2004 or 2005] Y17-AZ5718

141

 ﺟﺎده道

文：モハンマドレザー・シャムス
絵：ネギーン・エフテサービヤーン

シャバーヴィーズ

1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5687

文：アリーアスガル・セイエド=アーバー
ディ
絵：ネギーン・エフテサービヤーン

シャバーヴィーズ

1385 [2006 or 2007] Y17-AZ6323

文：アリー・ナーセリー
絵：ネダー・アズィーミー

シャバーヴィーズ

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ5669

文：ファリーバー・カルホル
絵：ネダー・アズィーミー

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1382 [2003 or 2004] Y17-AZ5737

文：モジェガーン・カルホル
絵：ネダー・アズィーミー

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5747

文：スーサン・ターグディース
絵：ネダー・アズィーミー

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ5770

詩：モスタファー・ラフマーンドゥーストほ
か
絵とグラフィックデザイン：ネダー・ア
ズィーミー

シャフル出版

1389 [2010 or 2011] Y17-AZ7330

文：ファリーデ・ハルアトバリー
絵：アフラー・ノウバハール

シャバーヴィーズ

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ5681

マルジャーン・ケシャーヴァルズィ=アー
ザード
絵：アフラー・ノウバハール

シャバーヴィーズ

1385 [2006 or 2007] Y17-AZ6300

文：サハル・アンヴァーリー
絵：アフラー・ノウバハール

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ6340

142

143
144

 دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ؟، اﺳﻢ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖお嬢さん、お名前は？
 ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎی ﺑﺎﺑﺎパパの背中の絵
 ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ, ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢわたしよ、わたし！

145

 ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮی؟, ﻫﯽおーい、ともだちにならないかい？

146

 ﯾﮑﯽ ﺑﻮدむかしむかし

147

148

149

150

 ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽきれいきれいのうた

 ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮدなにかが
 ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽふつうのはなし
 ﻟﻮﻟﻮی ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻦぼくのすてきなかかし

6

ペルシャ語資料
日本語参考タイトル

資料タイトル

番号

 ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﻴﺪマジードの物語

151

 ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪあなたはよそ者じゃない

152

 اﻓﺴﺎﻧﻪی اﻓﺴﺎﻧﻪアフサーネの物語

153

 دﺧﺘﺮان ﺧﻮرﺷﻴﺪى太陽の娘たち

154

 اﮔﺮ اوزون ﻧﺒﺎﺷﺪもしもオゾンがなかったら

155

著者
文：フーシャング・モラーディ=ケルマー
ニー

出版者

出版年

当館請求記号

モイーン出版

1381 [2002 or 2003] Y8-AZ6288

フーシャング・モラーディ=ケルマーニー モイーン出版

1384 [2005 or 2006] Y8-AZ6289

文：モハンマドレザー・ユーソフィ
絵：アリー・ナームヴァル

シャバーヴィーズ

1383 [2004 or 2005] Y8-AZ3966

[文：モハンマドレザー・ユーソフィ]
[編集：レザー・キャリーミー]

ペイダーイェシュ

1378 [1999 or 2000] Y8-AZ7654

文：ソルール・コトビー
絵：モフセン・ハサンプール

ソルーシュ

1380 [2001]

Y11-AZ1334

1383 [2004]

Y17-AZ3897

156

 ﻗﻄﺎر ﺑﺎزى列車ごっこ

文：ソルール・コトビー
絵：アリー・マファーヘリー

シャバーヴィーズ

157

( ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص預言者

文：ファリーバー・カルホル
絵：アリレザ・ゴルドゥズィヤン

パルヴァーネ書籍

1385 [2006 or 2007] Y5-AZ5119

文：ファリーバー・カルホル
絵：マフヌーシュ・モシーリー

ソルーシュ

1380 [2001 or 2002] Y17-AZ3665

文：ファリーバー・カルホル
絵：アミール・シャアバーニープール

マドレセ出版

1382 [2003 or 2004] Y17-AZ3993

文：ファルハード・ハサンザーデ
絵：ホダー・ハッダーディ

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ5741

文：ファルハード・ハサンザーデ

ソルーシュ

 ﺑﺎد و ﺑﺎدﺑﺎدک風と凧

158
159

 زﻣﯿﻨﯽ ﮔﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ地面がゆれた
 ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﯽ ﮐﻮﺗﯽクティクティのお話

160

 ﻣﺎر وﭘﻠﻪ蛇と梯子

161

1377 [1998]

Y8-AZ3803

コラム
ペルシャ語資料
日本語参考タイトル

資料タイトル

番号

著者

出版者

出版年

当館請求記号

日本の昔話・児童書の紹介

162

 داﺳﺘﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ:  ﻫﻠﻮی ﺳﺤﺮ آﻣﯿﺰ魔法の桃（ももたろう）：日本のお話
 ای ﮐﯽ ﯾﻮ ﺳﺎن一休さん

163

 ﻣﯿﻤﻮن ﻧﺎﻗﻼずるがしこい猿（猿蟹合戦）

164

 ﭘﺪری ﮐﻪ دﯾﮓ ﺷﺪ釜になったお父さん（ぶんぶく茶釜）

165
166
167
168

 اﻓﺴﺎﻧﻪ ژاﭘﻨﯽ۱۴ : دﯾﻮﻫﺎی دﻣﺎغ دراز

 ﻗﺼﻪ ﻫﺎ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ژاﭘﻦ日本の人々の物語と伝説
 اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻗﺼﻪﻫﺎﯾﯽ از ژاﭘﻦ日本の伝説と物語
 ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه焼かれた魚

169

170 焼かれた魚

171

長い鼻のかいぶつ：14の日本のお
話

-

 ﺳﺎﭼﯿﮑﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎدیさちこ、意味は幸せ

再話：ジャネット・パラッゾ=クレイグ
絵：マキコ・ナガノ
訳：ファルメフル・モンジェズィ

文化の家

1377 [1998 or 1999] Y18-AZ56

訳：サバー・バーバーイー
再話：ファリード・ベフナヴァー

オフォグ出版

1386 [2007 or 2008] Y18-AZ5665

訳：サバー・バーバーイー
再話：サイード・ベフルーズィ

オフォグ出版

1386 [2007 or 2008] Y18-AZ5666

訳：サバー・バーバーイー
再話：ファルザード・シャフレスターニー

オフォグ出版、ファンドグ
書籍

1386 [2007 or 2008] Y18-AZ5668

訳：モハンマドレザー・シャムス

オフォグ

1377 [1998 or 1999] Y9-AZ5263

文：ヘレン＆ウィリアム・マカルピン
訳：エブラーヒーム・エグリーミー

文化イスラーム指導省出
版

1384 [2005 or 2006] Y8-AZ6295

リチャード・ゴードン・スミス
訳：サイーデ=マリヤム・モアーフィ

文学の家

1388 [2009 or 2010] Y8-AZ7592

文：小熊秀雄
訳：スィールース・ターフバーズ
絵：市川曜子

ミール・サイーディ・ファ
ラーハーニー出版

1385 [2006 or 2007] Y18-AZ5663

文：小熊秀雄
英訳：アーサー・ビナード
画：市川曜子

パロル舎

文：キミコ・サカイ
絵：トミエ・アライ
訳：ハミードレザー・シャーアーバーディ
[編集：ミーヌー・キャリームザーデ]

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7345

文：ハサン・ヘクマトネジャード（マジュ
ヌーニー）
[編集：アフスーン・アミーニー]

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1385 [2006 or 2007] Y6-AZ5122

2006

Y8-N06-H892

絨毯
172

 ﮔﻨﺞ ﺑﯽ ﻣﺜﺎل, ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮان زﻣﯿﻦイランの絨毯、比類なき宝

173

 ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﺨﺎﻧﻪ絨毯織り工場のこどもたち

174
175

フーシャング・モラーディ=ケルマーニー モイーン

1388 [2009 or 2010] Y8-AZ7576

 ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻟﻰ絨毯の上のつぼみ

エブラーヒーム・ハサンベギー

ホウゼ・ホナリー

1376 [1997 or 1998] Y17-AZ1737

 ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻟﯽ絨毯の上のつぼみ

文：エブラーヒーム・ハサンベギー
絵：パルヴィーズ・マハッラーティ

カーヌーン（児童青少年
知的発達研究所）

1379 [2000 or 2001] Y17-AZ5731

※ ペルシャ語資料の著者、出版者などのペルシャ語表記は国立国会図書館オンライン（https://ndlonline.ndl.go.jp/）でご確認いただけます。
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順路案内図

ギャラリートークのご案内
展示会担当職員が展示の見どころをご紹介するギャラリートーク（展示解説）を開催します。日程は以下のとおりです。
ぜひご参加ください。各回約30分です。
3月17日（日） 14時～
3月31日（日） 14時～
4月14日（日） 14時～
4月28日（日） 14時～
開催日時

5月12日（日） 14時～
5月26日（日） 14時～
6月9日（日） 14時～
6月23日（日） 14時～
7月7日（日） 14時～
7月21日（日） 14時～

場所

国際子ども図書館 レンガ棟3階 本のミュージアム

申込方法

事前申込み不要です。当日は直接「本のミュージアム」へお越しください。

関連小展示のご案内
児童書研究資料室（アーチ棟2階）で、関連小展示を開催しています。あわせてご覧ください。

国立国会図書館 国際子ども図書館

レンガ棟3階 本のミュージアム

〒110-0007 東京都台東区上野公園12-49 TEL 03-3827-2053(代表）
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