
            後期：2019年5月21日（火）～7月21日（日）

　　　　　　 展示リスト

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

1
おじいさんとおばあさんをしあわせにし
たこねこ : イランのむかしばなし

-
さいわ：かどやまゆきえ
え：ナイエレ・タガビ

新世研 2003 Y17-N04-H865

2
The cat of happiness : an Iranian
folktale

-
retold by Yukie Kadoyama
illustrations by Nayyereh Taghavi
訳：Steven P. Venti

Shinseken 2003 Y18-B132

3 افسانههایماهپیشانی
おでこに月のしるしのある女の子、
マーフ・ピーシャーニーの物語

文：セイエド=アリー・サーレヒー
絵：シャフルダード・サンドゥーギー

ゲッセグー出版
[1377 [1998 or 

1999]]
Y17-AZ1573

4 حسنکچلودیومارمولکی はげのハサンとトカゲのかいぶつ
文：ホセイン・ファッターヒー
絵：ハームーン

オフォグ出版、ファンドグ書
籍

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ6337

5 حسنکچلواالغپرنده はげのハサンと空飛ぶロバ
文：ホセイン・ファッターヒー
絵：ハームーン

オフォグ出版、ファンドグ書
籍

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ6338

6 عروسیحسنکچل はげのハサンの結婚
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-AZ6335

7 روباهدمبریده 尻尾を切られたキツネ
文：アブドッサーレフ・パーク
翻訳：ハーレク=ダード・パーク
絵：アリレザ・ゴルドゥズィヤン

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6276

8 پرندۀطالیی 金の鳥
文：マヌーチェフル・キャリームザーデ
翻訳：ハージェル・サファーバフシュ
絵：ベヘザード・ガリーブプール

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ6310

9 حمزهپهلوان 英雄ハムザ
文：アサドッラー・エマーディ
絵：レザー・ラヴァーサーニー

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6271

10 پسرانتُشمال 楽師の息子たち

文：マヌーチェフル・キャリームザーデ
翻訳：アーファリーン・ペンハーニー
絵：ホサーモッディーン・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）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6278

11 بهدنبلفلک 運命をさがして
文：マヌーチェフル・キャリームザーデ
翻訳：モハンマド・スィームザーリー
絵：マフカーメ・シャアバーニー

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6277

12 تولدنخودى まめの子が生まれた
文：モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：ラジャブ=アリー・ホダーイー

シャバーヴィーズ 1385 [2006 or 2007] Y17-AZ3832

13
読んであげるお話のページ
ゴロゴロかぼちゃ : イランの昔話
（『母の友』716号）

- 再話：愛甲恵子 福音館書店 2013 Z6-76

14 کدوقلقلهزن ゴロゴロかぼちゃ
文：ミネルヴ・ラヴァーニープール
絵：ナスリーン・ホスラヴィ

マリヤム書籍 1377 [1998 or 1999] Y17-AZ7259

15 だれがいちばんきれい? -
作・絵：ハミド・レザ・ベイダーギー
訳：だんばらあつこ

新世研 2002 Y18-N03-H104

16 Who is the most beautiful? -
[by]Hamid Reza Beidaghi
English text by N.K.Hughes, Y.Saito

Shinseken 2002 Y17-B2055

17 مهمانهایناخوانده 思いがけないお客さま
文：ファリーデ・ファルジャーム
絵：ジュディ・ファルマーンファルマーイ
ヤーン

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1385 [2006 or 2007] Y17-AZ6355

18 افسانهیدرختخرماوبزی なつめやしの木とヤギの伝説
文：モハンマド=ハーディ・モハンマディ
絵：アリー・アーメキャン

チースター出版会社 1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5784

出版者 当館請求記号出版年番号 資料タイトル 著者
ペルシャ語資料

日本語参考タイトル

※ 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。
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19 شهرزادوبچههایقصهگو シェヘラザードと小さな語り部たち 作：ファルシード・シャフィーイー シャバーヴィーズ 1381 [2002] Y17-AZ7257

20 بیستافسانۀایرانی イランの20の物語
選定と文：モスタファー・ラフマーンドゥー
スト
絵：ペジュマーン・ラヒーミーザーデ

オフォグ出版 1380 [2001 or 2002] Y8-AZ3971

21 خالهسوسکهکجامیری؟ ごきぶりねえさんどこいくの？
再話：ソルール・プーリヤー
絵：マフカーメ・シャアバーニー

フェレシュテガーン 1390 [2011 or 2012] Y17-AZ7405

22 شنگولومنگول 子ヤギのシャングールとマングール
デザインと制作：パリーナーズ・シャジャレ
詩：アフサーネ・シャアバーンネジャード

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1384 [2005 or 2006] YU81-AZ152

23 سوتهدالننقاش 傷心の画家たち 文：ハーディ・セイフ
カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1383 [2004] Y6-AZ308

24 ضحاکبندهیابلیس イブリースの下僕ザッハーク
文：アトゥサー・サーレヒー
絵：ニールーファル・ミールモハンマディ

オフォグ 1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7136

25
ضحاک:افسانههایشاهانوپهلوانان  

وکاوهآهنگر

王と英雄の物語：ザッハークと鍛冶
屋のカーヴェ

再話：マフムード・モシャッラフ=アーザー
ド
絵：ヴァヒード・ナスィーリヤーン

モハージェル出版 1386 [2007 or 2008] Y17-AZ5757

26 ضحاک ザッハーク

文：モハンマドレザー・シャムス
絵：ペイマーン・ラヒーミーザーデ
グラフィックデザイン：マフシード・モハー
ジェル

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1393 [2014 or 2015] Y17-AZ7806

27 زالورودابه ザールとルーダーベ
再話：シャーディ・ベイザーイー
絵：レザー・ファトヒー

文学の使者出版 1383 [2004 or 2005] Y17-AZ6352

28 زالوسیمرغ ザールとスィーモルグ
文：モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：マーンリー・マヌーチェフリー

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1393 [2014 or 2015] Y17-AZ7807

29 رستم ロスタム
文：アトゥサー・サーレヒー
手書き文字：ハミード・サーサーニー
絵：サイード・ラッザーギー

モナーディエ・タルビヤト文
化研究所

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ7361

30 رستموسهراب ロスタムとソフラーブ
文：アトゥサー・サーレヒー
絵：ニールーファル・ミールモハンマディ

オフォグ 1389 [2010 or 2011] Y17-AZ7129

31 گردآفربد ゴルドアーファリード
文：アトゥサー・サーレヒー
絵：ニールーファル・ミールモハンマディ

オフォグ 1389 [2010 or 2011] Y17-AZ7130

32 گردآفرید ゴルドアーファリード
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
年部門

1390 [2011 or 2012] Y17-AZ7324

33 سیاوش スィヤーヴォシュ
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
年部門

1392 [2013 or 2014] Y17-AZ7323

34
بهرامو;بیژنومنیژه;فرودوجریره  

گردیه

フォルードとジャリーレ、ビージャンと
マニージェ、バフラームとゴルディー
エ

文：アトゥサー・サーレヒー
絵：ニールーファル・ミールモハンマディ

オフォグ 1389 [2010 or 2011] Y8-AZ7649

35 بهراموگردیه バフラームとゴルディーエ
文：アトゥサー・サーレヒー
絵：ニールーファル・ミールモハンマディ

オフォグ 1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7131

36 اسفندیاررویینتن 鋼のような体のエスファンディヤール
文：アトゥサー・サーレヒー
絵：ニールーファル・ミールモハンマディ

オフォグ 1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7134

37
くらやみのゾウ : ペルシャのふるい詩
から

-
再話：ミナ・ジャバアービン
絵：ユージン・イェルチン
訳：山口文生

評論社 2018 Y18-N18-L30

38
حکایتیازمثنوی:فیلدرخانۀتاریک  

مولوی

暗い家の中の象：ルーミーの詩（マス
ナヴィー）より

フィールーゼ・ゴルモハンマディ オフォグ出版 1383 [2004 or 2005] Y17-AZ3989

39
حکایتیازمثنوی:طوطیوبازرگان  

معنوی

オウムと商人：「精神的マスナ
ヴィー」より

モウラーナー・ジャラールッディーン・モ
ハンマド
フィールーゼ・ゴルモハンマディ
グラフィックデザイン：キヤーヌーシュ・ガ
リーブプール
[編集：マフディ・ヘジュヴァーニー]

オフォグ 1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7245

40 حکایتیازمثنویمولوی:رازآندرخت
その木の秘密：ルーミーの詩（マスナ
ヴィー）より

フィールーゼ・ゴルモハンマディ オフォグ出版 1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5789

41
براساسحکایتیازمثنوی:پيرچنگی  

مولوی

老いた竪琴弾き：ルーミーの詩（マス
ナヴィー）をもとに

文：マフムード・プールワッハーブ
絵：アリー・シェカーリー

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6259

42
براساسحکایتیاز:چشمهیماه  

مثنویمولوی

月の泉：ルーミーの詩（マスナ
ヴィー）をもとに

文：アサドッラー・シャアバーニー
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-AZ6264

43
براساسحکایتیازمثنوی:گنجورنج  

مولوی

富と苦しみ：ルーミーの詩（マスナ
ヴィー）をもとに

文：アフサーネ・シャアバーンネジャード
絵：ファーテメ・ラードプール

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6263

44 フルーツちゃん! -
作：ハミード・トラーブリー
文：ジャアファル・エブラーヒーミー
訳：愛甲恵子

ブルース・インターアクショ
ンズ

2006 Y18-N06-H403

45 ごきぶりねえさんどこいくの? -
再話：M.アーザード
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

2006 Y18-N06-H402

出版者 出版年 当館請求記号番号 資料タイトル
ペルシャ語資料

日本語参考タイトル
著者
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46 Gulistan : contes persans -

Saadi
illustré par Reza Dalvand
textes choisis, adaptation de Jean 
Poderos et Chloé Fougerouse

Éditions courtes et 
longues

[2017] Y17-B19598

47
Rubáiyát of Omar Khayyám : 
rendered into English verse

-
by Edward Fitzgerald
with illustrations by Edmund Dulac

Hodder and Stoughton [19--] Y8-B10371

48 بهاردرشعرشاعرانایران イラン人詩人による詩の中の春 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）

1352 [1974] Y17-AZ3972

49 توکاییدرقفس 鳥かごの中のほおじろ
文：ニーマー・ユーシージ
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）

1373 [1994 or 1995] Y17-AZ1726

50 بارون 雨
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

1389 [2010 or 2011] Y17-AZ7351

51 روزهایآخرپاییزبود 秋も終わりの頃のこと
文：アフマドレザー・アフマディ
絵：ファラ・オスーリー

児童・青少年と共に歩む
会

[19--] Y17-AZ1818

52 اسبوسیبوبهار 馬とリンゴと春

文：アフマドレザー・アフマディ
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：ラーシーン・ヘイリーエ

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1394 [2015 or 2016] Y17-AZ7808

53 نوشتمباران،بارانبارید 雨と書いた、雨が降った
文：アフマドレザー・アフマディ
絵：アリー・マファーヘリー

シャバーヴィーズ 1384 [2005 or 2006] Y17-AZ6306

54 گلپری،غنچهپری 花の妖精、つぼみの妖精
文：モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：サラ・イーラヴァーニー

シャバーヴィーズ 1382 [2003] Y17-AZ3644

55 ترانههاینوروزی ノウルーズ（新年）のうた
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-AZ6245

第2部　イランの児童書の現在

56 پرندهوفال 鳥と占い
詩：ダーウード・ロトフォッラー
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）

1385 [2006 or 2007] Y17-AZ7509

57 بازیباانگشتها 指遊び
モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：ハーレ・ラーダン

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1383 [2004 or 2005] Y17-AZ3931

58 دلما,زمینما 私たちの地球、私たちの心
詩：アサドッラー・シャアバーニー
絵：モハンマドレザー・ラヴァーサーニー

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5782

59 مژدهایدرکوهستان 山での吉報
文：サイード・ルーフ=アフザー
編集：ビユーク・マレキー

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1384 [2005 or 2006] Y5-AZ5114

60 واکنونتنهایکوعدهباقیماندهاست そしてたった一つの約束が残った 文：ホラー・タバータバーイー [ほか] ゲラーイェシェ・ターゼ 1387 [2008 or 2009] Y5-AZ5214

61 کتاب5مجموعهقصههایمجید マジードの物語　5巻
文：フーシャング・モラーディ=ケルマー
ニー

サハーブ 1368 [1990] Y8-AZ7556

62 سفربهشهرسلیمان ソロモンの国への旅
文：F. アムーザーデ=ハリーリー
絵：モハンマドアリー・バニーアサディ

アミール・キャビール出版 1385 [2006 or 2007] Y17-AZ6357

63 قطارآنشب あの夜の列車
文：アフマド・アクバルプール、ナーザニー
ン・アーイガーニー

チェシュメ出版 1378 [1999 or 2000] Y8-AZ6116

64 یکتکهبلور ガラスのかけら
文：マルジャーン・ケシャーヴァルズィ=
アーザード
絵：アリー・マファーヘリー

シャバーヴィーズ 1382 [2003 or 2004] Y17-AZ3828

65
 آقارنگیوگربۀناقالیااینجوریبودکه

اونجوریشد

画伯とずる賢いネコ　こうだったの
が、ああなった。

文：ファルハード・ハサンザーデ
絵：アリー・ホダーイー

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5752

66 الالییبرایدخترمرده 亡き娘のための子守唄 ハミードレザー・シャーアーバーディ オフォグ 1388 [2009 or 2010] Y8-AZ7572

67 صوفیوچراغجادو スーフィーと魔法のランプ
エブラーヒーム・ハサンベギー
[編集：シーヴァー・ハリーリー]

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1389 [2010 or 2011] Y8-AZ7637

68 دریچههاییروبهبهشت 天国に向いた窓 文：ハーディ・セイフ
カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1384 [2005 or 2006] Y6-AZ5033

第3部　画家・作家紹介

69 زالورودابه ザールとルーダーベ
文：M. アーザード
絵：ヌーレッディーン・ザッリーンケルク

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1354 [1975] Y17-AZ2838

70 افسانۀسیمرغ スィーモルグの伝説
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

ジービー書籍 1348 [1969] Y17-AZ3933

71 قضیّۀفیلوفنجان 象とカップ
文とデザイン：ヌーレッディーン・ザッリー
ンケルク
絵：ハーレ・ラーダン

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1385 [2006 or 2007] Y17-AZ5760

出版者 出版年 当館請求記号

出版年 当館請求記号

出版者 出版年 当館請求記号

番号 資料タイトル 著者 出版者
ペルシャ語資料

日本語参考タイトル

番号 資料タイトル
ペルシャ語資料

日本語参考タイトル
著者

番号 資料タイトル 著者
ペルシャ語資料

日本語参考タイトル

.
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72 青い目のペサラク -
さく：ジャヴァード・モジャービー
え：ファルシード・メスガーリ
やく：さくらだまさこ、いのくまようこ

ほるぷ出版 1984 Y18-1410

73 عمونوروز 赤ひげのとしがみさま
再話：ファリード・ファルジャーム、ミーム・
アザード
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）

1392 [2013 or 2014] Y17-AZ7948

74 赤ひげのとしがみさま -

さいわ：ファリード・ファルジャーム、ミー
ム・アザード
え：ファルシード・メスガーリ
やく：さくらだまさこ、いのくまようこ

ほるぷ出版 1984 Y18-1068

75
براساسیک:ببرجوانوانسانپیر  

قصۀقدیمی

若いトラと老人：古い物語をもとにし
たお話

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）

1358 [1979 or 1980] Y17-AZ5647

76 هدیهیازدهرنگ 11色の贈り物 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）

1379 [2000 or 2001] Y17-AZ5756

77 دنیایرنگینکمان 虹の世界 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）

1379 [2000 or 2001] Y17-AZ6354

78 پاييزيها 秋の詩集
詩：モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：バフラーム・ハーイェフ

シャバーヴィーズ 1380 [2001] Y17-AZ3823

79 تامدرسهراهینیست 学校までもう少し
文：アリーアクバル・イーラーンドゥースト
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] Y17-AZ7267

80 Move faster, pigeons -
text Ali Akbar Irandoost
illustrations Nasrin Khosravi
English text Marianne Mitchell

Shinseken 2003 Y17-B2588

81 مواظببندکفشهایتانباشید 靴ひもに気をつけて
文：ナギー・ソレイマーニー
絵：ナスリーン・ホスラヴィ

スィーブ書籍（文化普及会
出版部門付属）

1380 [2001 or 2002] Y17-AZ7266

82 آلبوم:تصاویرکتابکارآگاهبچهها 子ども探偵画集 絵：ナスリーン・ホスラヴィ スィーブ書籍 1381 [2002 or 2003] Y17-AZ6315

83 ازاینطرفلطفًافقطهیس ここからは静かに！
詩：ナーセル・ケシャーヴァルス
絵：モハンマドアリー・バニーアサディ

パルヴァーネ書籍 1383 [2004 or 2005] Y8-AZ6309

84 بینماشمعدانیاست わたしたちの間にはゼラニウムがある
ハディース・ラザルゴラーミー、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 or 2005] Y17-AZ3937

85 باغبان،ژنرال،وعطرگلسرخ 庭師、司令官、バラの香り
文：モハンマド・ラメザーニー
絵：モハンマドアリー・バニーアサディ

ソルーシュ 1380 [2001] Y17-AZ3663

86 الالییتابستانه12:الالالالگلگندم
ラーラーラーラー小麦の花：夏の12
の子守唄

詩：マリヤム・エスラーミー
絵：モハンマドアリー・バニーアサディ
アリー・ハーシェミー=シャフラキー

シーリーン書籍（ガディ
ヤーニー出版協会児童青
少年部門）

1389 [2010 or 2011] Y17-AZ7368

87 ننهسرماوشهرخوابزده 寒さを運ぶナネ・サルマーと眠る街
文：アトサー・シャームルー
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

1384 [2005 or 2006] Y17-AZ7403

88 رویایباد 風の夢
文：ナーデル・シャリーフィ
絵：ハーフェズ・ミールアーフタービー

シャバーヴィーズ 1384 [2005 or 2006] Y17-AZ6289

89 بايدبهفكرفرشتهبود 天使のことを考えなくちゃいけない
文：モハンマドレザー・ユーソフィ
絵：ハーフェズ・ミールアーフタービー

シャバーヴィーズ 1381 [2003] Y17-AZ3606

90 پیلچنگی 老いた竪琴弾き
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 1383 [2004 or 2005] Y17-AZ3830

91 زربال 黄金の翼を持つザルバール
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 1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5698

92 کالغهاوشکوفهها カラスとお花
文：アフサーネ・シャアバーンネジャード
デザイン・グラフィック・絵：ファルシード・
シャフィーイー

マフターブ書籍 1383 [2004 or 2005] Y17-AZ6345

93 کفشهایآهنی 鉄の靴
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 1388 [2009 or 2010] Y17-AZ6303

94
مجموعه:دیشبمهتابعروسیکرد  

داستان

ゆうべ、マフターブは結婚した：短編
集

シャフラーム・シャフィーイー
絵：ファルシード・シャフィーイー

ソルーシュ 1382 [2003] Y8-AZ3809

95 قصههایشیرینکلیلهودمنه カリーラとディムナのおもしろいお話
編集：ダウド・ロトフォッラー
絵：ペジュマーン・ラヒーミーザーデ

ペイダーイェシュ 1393 [2014 or 2015] Y8-AZ8024

96 فرجبعدازشدتفیلواژدها 「困難の後の救済」より　象と竜
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
化研究所

1391 [2012 or 2013] Y8-AZ8028

97 حکایتتیرانداختنمردقصهگو:آرش アーラシュ：語り部が弓をひいたお話
マルジャーン・フーラードヴァンド
絵：ペジュマーン・ラヒーミーザーデ

オフォグ 1394 [2015 or 2016] Y17-AZ7810

98 مجموعۀشعر:پروانهدرباران 詩集　雨の中の蝶
詩：ジャアファル・エブラーヒーミー
絵：ペジュマーン・ラヒーミーザーデ

ゾラール出版 1374 [1995 or 1996] Y17-AZ1619

99 せかいでいちばんひろいばしょ -
さく・え：ハミド・レザ・ベイダーギー
ぶん：ふせまさこ

新世研 2003 Y18-N04-H162

100
The biggest, widest, best place of 
all

-
作・絵：Hamid Reza Beidaghi
文：Masako Fuse
translated by Rion Reece

Shinseken 2003 Y17-B2580

101 خرگوشوجنگشیرها ウサギとライオンたちの戦い
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 1383 [2004 or 2005] Y17-AZ3944

102 پروازسختالکپشت 難儀なカメの飛行
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、ファンドグ書籍 1383 [2004 or 2005] Y17-AZ7348
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103 わたしの月…わたしたちの月…
文と絵：アナヒタ・テイムリヤン
[編集：マルズィーエ・トルー=アスル]

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1389 [2010 or 2011] Y17-AZ7398

104 ぼくの月わたしの月 -
さく・え：アナヒタ・テイムリヤン
ぶん：ふせまさこ

新世研 2003 Y18-N04-H393

105 سارایمهربان やさしいサラ 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）

1393 [2014 or 2015] Y17-AZ7816

106 هاجستموواجستم わたしは飛んだ　わたしは跳ねた
文：アフサーネ・シャアバーンネジャード
絵：フェレシュテ・ナジャフィ

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ6330

107 ماجراهایگونیاوآقایریاضی グニヤーと算数おじさん
文：ソルール・コトビー
絵：フェレシュテ・ナジャフィ

マドレセ出版 1380 [2001 or 2002] Y17-AZ3922

108 آوازدرمزرعه まきばのうた
文：メフディ・エスマーイーリー
絵：フェレシュテ・ナジャフィ

マドレセ出版 1382 [2003 or 2004] Y17-AZ3992

109 قصۀدوتاالکپشتتنها ひとりぼっちだった二匹のカメのお話
文：モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：アリレザ・ゴルドゥズィヤン

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1385 [2006 or 2007] Y17-AZ5767

110 ひとりぼっちのカメ アスガルとレイラ -
原作：モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：アリーレザー・ゴルドゥーズィヤーン
文：つかさじゅん

グリーンキャット 2010 Y18-N11-J54

111 مدادسیاهومدادقرمز 黒鉛筆と赤鉛筆
文：モハンマドレザー・シャムス
絵：アリレザ・ゴルドゥズィヤン

シャバーヴィーズ 1383 [2004] Y17-AZ3941

112 بازی،شعر،نمایش:گرگموگلهمیبرم
おれはオオカミ、群れを奪うぞ：遊
び、詩、おしばい

詩：アフサーネ・シャアバーンネジャード
絵：アリレザ・ゴルドゥズィヤン

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y8-AZ6314

113 قندونمک 小噺集
文：マジード・シャフィーイー
絵：アリレザ・ゴルドゥズィヤン

シャバーヴィーズ 1383 [2004 or 2005] Y17-AZ5658

114 کبوترسفیدکنارآینه 白い鳩は鏡のそばで

文：アフマドレザー・アフマディ
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：アリレザ・ゴルドゥズィヤン
[編集：マルズィーエ・トルー=アスル]

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1389 [2010 or 2011] Y17-AZ7128

115 ابنپشمپانزده:نیممنبوق
ニーム・マン・ブーグ：エブネ・パシュ
メ・パーンズダハ

文：セイエド=アリー・ショジャーイー
絵：アリレザ・ゴルドゥズィヤン
グラフィックデザイン：ハサン・アズィーム
ルー

ネイスターン書籍 1391 [2012 or 2013] Y17-AZ7102

116 آلبالوهایبهشترسیدهاند 天国のサワーチェリーが熟しました
文：ハディース・ラザルゴラーミー
絵：ホダー・ハッダーディ

シャバーヴィーズ 1385 [2006 or 2007] Y17-AZ5713

117 دودوست ともだち
作：ホダー・ハッダーディ
グラフィックデザイン：サイード・エンサー
フィ

シャバーヴィーズ 1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6294

118 روزابرىمن くもりの日に 作：ホダー・ハッダーディ シャバーヴィーズ 1382 [2003 or 2004] Y17-AZ3640

119 سرزمیننیلوفرها スイレンの国
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

120 برگرفتهشدهازمثنوی:شنیدارپندار
聞くこと　想像すること：ルーミーの詩
（マスナヴィー）より

文：ファリーデ・ハルアトバリー
絵：アリー・ブーザリー
[ジャラール=ウッディーン・モハンマド・ブ
ン・モハンマド・モウラヴィ]

シャバーヴィーズ 1390 [2011] Y17-AZ7322

121 سفرپروانه 蝶のたび
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

122 شببهخیرفرمانده おやすみ、司令官
文：アフマド・アクバルプール
絵：モルテザー・ザーヘディ

児童図書評議会 1383 [2004 or 2005] Y17-AZ6284

123 بادبادککوچکوآرزویبزرگ 小さな凧と大きな希望
文：サイード・プールバーバク
絵：モルテザー・ザーヘディ

文化普及会 1385 [2006 or 2007] Y17-AZ6304

124 عصرآنروز あの日の夕方
文：エブラーヒーム・ハサンベギー
絵：モルテザー・ザーヘディ

メフラーベ・ガラム 1385 [2006 or 2007] Y17-AZ6348

125
英雄の流儀3：モハンマド・マーラー
ニーとバフラーム・チュービーネ

文：モハンマドレザー・ユーソフィ
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

1386 [2007 or 2009] Y17-AZ7376

126
ノホディとかいぶつ : イランの昔話
（『こどものとも』750号）

-
再話：愛甲恵子
絵：ナルゲス・モハンマディ

福音館書店 2018 Z32-210
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127 کفشدوزکقرمز 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

128
براساسحکایتیاز:روزیروزگاری  

مثنویمولوی

むかしむかし…：ルーミーの詩（マス
ナヴィー）をもとに

文：アフサーネ・シャアバーンネジャード
絵：アティーエ・ボゾルグ=ソフラービー、
マルジャーン・ヴァファーイヤーン

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ6258

129 نگهبانخورشید 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

130 روباه きつね
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

131 خرگوشباهوشومامانزاغی 賢いウサギと母さんガラス
文：ゾフレ・マフラヴィープール
絵：アミール・シャアバーニープール

シャバーヴィーズ 1383 [2004 or 2005] Y17-AZ5664

132
گزیدهشعرهای]:جمجمکبرگخزون  

عامیانهکودکان

ジョムジョマク・バルゲ・ハズーン（秋
の葉っぱひらひら）：[子どものための
選詩集]

M. アーザード
絵：アリー・アーメキャン、ハサン・アーメ
キャン

モハージェル出版 1387 [2008 or 2009] Y17-AZ7387

133 Petit Poucet -
texte d'après Charles Perrault
adaptation, Balivernes
illustrations, Hassan Amekan

Balivernes éditions [2016] Y17-B19691

134
رازشگفتانگیز

= The wonderful mystery
驚きの秘密

再話：モハンマドレザー・ユーソフィ
絵：ハサン・アーメキャン

文学の家 1391 [2012 or 2013] Y17-AZ7805

135 زنگوله カウベル
文：メフリー・マーフーティ
絵：ラーシーン・ヘイリーエ

マドレセ 1382 [2003] Y17-AZ3929

136 اینپایین,آنباال ずっと上に　ずっと下に

文：ファーテメ・トゥープチー
再話：シャラーレ・ヴァズィーフェシェナー
ス
絵：ラーシーン・ヘイリーエ

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ5651

137 ماهرویصندلی 椅子の上の月
詩：アッバース・タルボン
編集：アリー・ハークバーザーン
絵：ラーシーン・ヘイリーエ

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1387 [2008 or 2009] Y17-AZ6256

138 دیگردرخانهیپسرکهفتصندلیبود 少年の家の椅子は7脚だ
アフマドレザー・アフマディ
絵：ラーシーン・ヘイリーエ

チェシュメ 1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7243

139 دیوار 壁
文：ジャッバール・シャーフェイーザーデ
絵：ラーシーン・ヘイリーエ

ユニセフ（国連児童基金） 1383 [2004 or 2005] Y17-AZ7382

140 راهبرفی ゆきみち
文：マリヤム・ハージールー
絵：ネギーン・エフテサービヤーン
[編集：モハンマドマフディ・オガービー]

スーレ・メフル 1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7126

141 خالهلکلک コウノトリさん
モハンマドレザー・シャムス、ネギーン・エ
フテサービヤーン

シャバーヴィーズ 1382 [2003] Y17-AZ3637

142 اسمتوچیست،دخترکوچولو؟ お嬢さん、お名前は？
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

143 کالغهاآنفلوانزایمرغینمیگیرند
カラスたちは鳥インフルエンザにかか
らない！

文：フェレイドゥーン・アムーザーデ=ハ
リーリー
絵：ネダー・アズィーミー

オフォグ、ファンドグ書籍 1387 [2008 or 2009] Y17-AZ7359

144 فرشتهایمتولدمیشود 天使が生まれる
文：マルジャーン・ケシャーヴァルズィ=
アーザード
絵：ネダー・アズィーミー

シャバーヴィーズ 1383 [2004] Y17-AZ3934

145 مرغافتادومردخروسغصهخورد
めんどりころんで死んじゃって、おん
どりとっても悲しんだ

文：モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：ネダー・アズィーミー

マドレセ出版 1382 [2003 or 2004] Y17-AZ3985

146 نینینینینازهنینی
赤ちゃん、赤ちゃん、かわいい赤ちゃ
ん

文：モスタファー・ラフマーンドゥースト
絵：ネダー・アズィーミー

ネイスターン書籍 1386 [2007 or 2008] Y17-AZ5994

147 لولویقشنگمن ぼくのすてきなかかし
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

148 تاپتاپتاپ ドキ　ドキ　ドキ
文：ファーテメ・マシュハディ=ロスタム
絵：アフラー・ノウバハール

シャバーヴィーズ 1384 [2005 or 2006] Y17-AZ5655

149 سهقسمتمساوی 3等分

文：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
[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

1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7401
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150 داستانبلند:مهمانمامان ママのお客さん：長編 フーシャング・モラーディ=ケルマーニー ネイ 1387 [2008 or 2009] Y8-AZ7252

151 مربایشيرين 甘いジャム フーシャング・モラーディ=ケルマーニー モイーン出版 1377 [1998 or 1999] Y8-AZ6293

152 آيينه 鏡
文：モハンマドレザー・ユーソフィ
絵：ヴィーダー・ラッバーニー=ハギー
ギー

シャバーヴィーズ 1383 [2004] Y17-AZ3913

153 گرگهاگریهنمیکنند オオカミどもは泣かない
モハンマドレザー・ユーソフィ
[編集：モジェガーン・カルホル]

オフォグ 1389 [2010 or 2011] Y8-AZ7566

154 خانهىستاره 星の家
文：ソルール・コトビー
絵：リサ・ジャミーレ=バルジャステ

シャバーヴィーズ 1383 [2004] Y17-AZ3907

155 دریا,دریا 海、海
文：ソルール・コトビー
絵：ファルハード・ジャムシーディ

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1385 [2006 or 2007] Y5-AZ5086

156 سگیکهقاراقارمیکرد カーカーないてた犬
文：ファリーバー・カルホル
絵：ラーシーン・ヘイリーエ

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1383 [2004 or 2005] Y17-AZ3930

157 دوستمظلوممن 虐げられたぼくの友
文：ファリーバー・カルホル
絵：ヌーシーン・サファーフー

アミール・キャビール、ショ
クーフェ書籍

1390 [2011 or 2012] Y17-AZ7431

158 (ع)امامعلی イマーム・アリー
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-AZ5120

159 هستی ハスティ
ファルハード・ハサンザーデ
編集：シーヴァー・ハリーリー

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1389 [2010 or 2011] Y8-AZ7644

160
یااینجوریبودکهاون:دیودیگبهسر  

جوریشد

鍋かぶりおばけ：あるいは、こうだった
のがああなった

文：ファルハード・ハサンザーデ
絵：アリー・ホダーイー
[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）

1388 [2009 or 2010] Y17-AZ7364

コラム

161 پسرشجاع 勇ましい男の子（きんたろう）
文と絵：平田昭吾
訳：ビージャン・ナームジュー
技術：モハンマドアリー・ケシャーヴァルズ

バルフ出版 1392 [2013 or 2014] Y18-AZ7777

162 نیموجبی 一寸法師
訳：サバー・バーバーイー
再話：スィーマー・ダシュティ

ガディヤーニー、バナフ
シェ書籍

1387 [2008 or 2009] Y18-AZ5667

163 قصههاییشیرینازافسانههایژاپنی 日本のおもしろいお話

文：フローレンス坂出
訳：ナスィーム・レザーザーデ、メフラー
ン・マフブービー
絵：黒崎義介

アーブシャン 1390 [2011 or 2012] Y9-AZ5902

164 (ژاپن)افسانههاییازخاوردور 極東の物語（日本）
文：ミロスラヴ・ノヴァック、ザルタ・チェル
ナ
訳：アルダシール・ニークプール

アミール・キャビール 1378 [1999 or 2000] Y8-AZ6290

165
世界の人々のお話：日本、イタリア、
トルコ、パキスタン、モンゴル、マレー
シアの100のお話

文：アニタ・カンナほか
訳：セディーゲ・エブラーヒーミーほか

ゼクル研究出版協会 1388 [2009 or 2010] Y8-AZ6294

166 فرشباد 風のじゅうたん
文と絵：野村たかあき
訳：ショーレ・ゴルパリヤン

ネイスターン書籍 1386 [2007 or 2008] Y18-AZ5664

167 風のじゅうたん - 文・絵：野村たかあき 講談社 2003 Y17-N03-H487

168
هنگامزلزلهچهباید:کتابتصویریزلزله  

کرد؟

じしんのえほん : こんなときどうする
の?

文：国崎信江
監修：目黒公郎
訳：ファーテメ・オターディ
編集：モスタファー・ラフマーンドゥースト

キャヴィール出版 1385 [2006 or 2007] Y1-AZ5026

169
じしんのえほん : こんなときどうする
の? : 地震防災えほん

-
作：国崎信江
絵：福田岩緒
監修：目黒公郎

ポプラ社 2006 Y1-N06-H62

170 گنجبیمثال,قالیایرانزمین イランの絨毯、比類なき宝
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

171 قالیچۀبُتهگلی ボテゴリーの小さな絨毯
文：モハンマドレザー・ユーソフィ
絵：アクバル・ニーカーンプール

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1373 [1994 or 1995] Y17-AZ5725

172 غنچهبرقالی 絨毯の上のつぼみ
文：エブラーヒーム・ハサンベギー
絵：ミトラ・アブドッラヒー

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1386 [2007 or 2008] Y17-AZ5749

173 قصۀگلهایقالی じゅうたんの花のお話
文：ナーデル・エブラーヒーミー
絵：ヌーレッディーン・ザッリーンケルク

カーヌーン（児童青少年知
的発達研究所）

1382 [2003 or 2004] Y17-AZ6327

出版年 当館請求記号番号 資料タイトル
ペルシャ語資料

日本語参考タイトル
著者 出版者

日本の昔話・児童書の紹介

絨毯

番号 資料タイトル 当館請求記号著者 出版者 出版年
ペルシャ語資料

日本語参考タイトル

※ 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。

:قصه ها و افسانه های مردم دنيا 

افسانه و قصه از مردم 100مجموعه 

-پاکستان -ترکيه -ايتاليا -ژاپن

مالزی-مغولستان 
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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）

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。

順路案内図

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。

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。

開催日時
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