
令和４年度児童文学連続講座 

国際子ども図書館 
1 

紹介資料リスト 

水間 千恵 
 
1 『ドラゴン複葉機よ、飛べ（ダウンタウン・ブックス）』（晶文社, 1981） 

 ローレンス・ヤップ 著, 中山容 訳 
 NDL請求記号︓KS177-14 

2 『ドリトル先生アフリカゆき 新版（岩波少年文庫）』（岩波書店, 2000） 
 ヒュー・ロフティング 作, 井伏鱒二 訳 
 NDL請求記号︓Y7-N00-56 

3 『風にのってきたメアリー・ポピンズ 新版（岩波少年文庫）』（岩波書店, 2000） 
 P.L.トラヴァース 作, 林容吉 訳 
 NDL請求記号︓Y7-N00-106 

4 『チョコレート工場の秘密（ロアルド・ダールコレクション）』（評論社, 2005） 
 ロアルド・ダール 著, 柳瀬尚紀 訳, クェンティン・ブレイク 絵 
 NDL請求記号︓Y9-N05-H221 

5 『宝さがしの子どもたち（福音館古典童話シリーズ）』（福音館書店, 1974） 
 E.ネズビット 作, 吉田新一 訳, スーザン・アインツィヒ 画 
 NDL請求記号︓Y7-4179 

6 『ツバメ号とアマゾン号 上（岩波少年文庫）』（岩波書店, 2010） 
 アーサー・ランサム 作, 神宮輝夫 訳 
 NDL請求記号︓Y7-N10-J175 

7 『ツバメ号とアマゾン号 下（岩波少年文庫）』（岩波書店, 2010） 
 アーサー・ランサム 作, 神宮輝夫 訳 
 NDL請求記号︓Y7-N10-J176 

8 『ふくろ小路一番地 新版（岩波少年文庫）』（岩波書店, 2009） 
 イーヴ・ガーネット 作, 石井桃子 訳 
 NDL請求記号︓Y7-N09-J125 

9 『若草物語 上（岩波少年文庫）』（岩波書店, 2013） 
 ルイザ・メイ・オルコット 作, 海都洋子 訳 
 NDL請求記号︓Y7-N13-L220 

10 『若草物語 下（岩波少年文庫）』（岩波書店, 2013） 
 ルイザ・メイ・オルコット 作, 海都洋子 訳 
 NDL請求記号︓Y7-N13-L221 
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11 『ケティ物語（新装少年少女世界名作全集）』（ぎょうせい, 1995） 
 クーリッジ 原作, 山下喬子 訳・文 
 NDL請求記号︓Y9-1462 

12 『七人のオーストラリアの子どもたち（少年少女・新しい世界の文学）』（学習研究社, 1974） 
 エセル・ターナー 作, 平松幹夫 訳, 伊藤和子 え 
 NDL請求記号︓Y7-4773 

13 『大きな森の小さな家 新装版（講談社青い鳥文庫）』（講談社, 2012） 
 ローラ・インガルス・ワイルダー 作, こだまともこ, 渡辺南都子 訳, 丹地陽子 絵 
 NDL請求記号︓Y7-N12-J249 

14 『とどろく雷よ、私の叫びをきけ（児童図書館・文学の部屋）』（評論社, 1981） 
 ミルドレッド・D.テーラー [著], 小野和子 訳 
 NDL請求記号︓Y7-9315 

15 『スピリット島の少女 オジブウェー族の一家の物語（世界傑作童話シリーズ）』（福音館書店, 
2004） 
 ルイーズ・アードリック 作, 宮木陽子 訳 
 NDL請求記号︓Y9-N04-H328 

16 『土曜日はお楽しみ（岩波少年文庫）』（岩波書店, 2010） 
 エリザベス・エンライト 作, 谷口由美子 訳 
 NDL請求記号︓Y7-N11-J17 

17 『元気なモファットきょうだい 新版（岩波少年文庫）』（岩波書店, 2004） 
 エレナー・エスティス 作, 渡辺茂男 訳 
 NDL請求記号︓Y7-N04-H98 

18 『ジェーンはまんなかさん 新版（岩波少年文庫）』（岩波書店, 2004） 
 エレナー・エスティス 作, 渡辺茂男 訳 
 NDL請求記号︓Y7-N04-H121 

19 『すえっ子のルーファス 新版（岩波少年文庫）』（岩波書店, 2004） 
 エレナー・エスティス 作, 渡辺茂男 訳 
 NDL請求記号︓Y7-N04-H131 

20 『モファット博物館（岩波少年文庫）』（岩波書店, 2005） 
 エレナー・エスティス 作, 松野正子 訳 
 NDL請求記号︓Y7-N05-H22 

21 All-of-a-kind Family, Yearling Books, 1984 
 Sydney Taylor 
 ※NDL所蔵なし 
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22 『夏の魔法 ペンダーウィックの四姉妹（Sunnyside Books）』（小峰書店, 2014） 
 ジーン・バーズオール 作, 代田亜香子 訳 
 NDL請求記号︓Y9-N14-L161 

23 『スアレス一家は、今日もにぎやか』（あすなろ書房, 2019） 
 メグ・メディナ 著, 橋本恵 訳 
 NDL請求記号︓Y9-N20-M7 

24 『引っ越しなんてしたくない︕ バンダビーカー家は五人きょうだい』（徳間書店, 2019） 
 カリーナ・ヤン・グレーザー 作・絵, 田中薫子 訳 
 NDL請求記号︓Y9-N19-M217 

25 『アライバル』（河出書房新社, 2011） 
 ショーン・タン 著 
 NDL請求記号︓KC482-J313 

26 『エロイーサと虫たち』（さ・え・ら書房, 2011） 
 ハイロ・ブイトラゴ 文, 宇野和美 訳, ラファエル・ジョクテング 絵 
 NDL請求記号︓Y18-N11-J327 

27 『ザ・ディスプレイスト 難民作家 18人の自分と家族の物語』（ポプラ社, 2019） 
 ヴィエト・タン・ウェン 編, 山田文 訳 
 NDL請求記号︓KS241-M2（ILCL所蔵なし） 

28 『11番目の取引（鈴木出版の児童文学 : この地球を生きる子どもたち）』（鈴木出版, 2019） 
 アリッサ・ホリングスワース 作, もりうちすみこ 訳 
 NDL請求記号︓Y9-N19-M120 

29 『5000 キロ逃げてきたアーメット（ティーンズ文学館）』（学研プラス, 2019） 
 オンジャリ Q.ラウフ 作, 久保陽子 訳, 二木ちかこ 本文イラスト 
 NDL請求記号︓Y9-N19-M215 

30 『シリアからきたバレリーナ』（偕成社, 2022） 
 キャサリン・ブルートン 作, 尾﨑愛子 訳, 平澤朋子 絵 
 NDL請求記号︓Y9-N22-M17 

31 『はばたけ︕ザーラ 難民キャンプに生きて（鈴木出版の海外児童文学 : この地球を生きる子どもた
ち）』（鈴木出版, 2005） 
 コリーネ・ナラニィ 作, 野坂悦子 訳, トム・スコーンオーヘ 絵 
 NDL請求記号︓Y9-N05-H157 

32 『明日をさがす旅 故郷を追われた子どもたち』（福音館書店, 2019） 
 アラン・グラッツ 作, さくまゆみこ 訳 
 NDL請求記号︓Y9-N19-M203 
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33 『オマルとハッサン 4歳で難民になったぼくと弟の 15年』（合同出版, 2021） 
 ヴィクトリア・ジェミスン 作, 中山弘子 訳, オマル・モハメド 原案, イマン・ゲディ 彩色, 滝澤三郎 
監修 
 NDL請求記号︓Y3-N21-M99 

34 『セクシュアルマイノリティ 同性愛、性同一性障害、インターセックスの当事者が語る人間の多様な性 
第 3版』（明石書店, 2012） 
 セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク 編著 
 NDL請求記号︓EF91-J198（ILCL所蔵なし） 

35 『LGBT だけじゃない︕わたしの性 [1] ジェンダー・アイデンティティ』（国土社, 2022） 
佐々木掌子 監修 
NDL請求記号︓Y1-N22-M389 

36 『LGBT だけじゃない︕わたしの性 [2] からだの性』（国土社, 2022） 
長谷川奉延, 佐々木掌子 監修 

 NDL請求記号︓Y1-N22-M390 

37 『LGBT だけじゃない︕わたしの性 [3] 好きのありかた』（国土社, 2022） 
佐々木掌子 監修 

 NDL請求記号︓Y1-N22-M632 

38 『ナショナルジオグラフィック 日本版』 23(1)（日経ナショナルジオグラフィック社, 2017.1） 
 NDL請求記号︓Z8-B308（ILCL所蔵なし） 

39 『ウィーツィ・バット（創元コンテンポラリ. ウィーツィ・バット・ブックス）』（東京創元社, 2002） 
 フランチェスカ・リア・ブロック 著, 金原瑞人, 小川美紀 訳 
 NDL請求記号︓KS152-G756（ILCL所蔵なし） 

40 『ファン・ホーム ある家族の悲喜劇 新装版（ShoPro Books）』（小学館集英社プロダクション, 
2017） 
 アリソン・ベクダル 著, 椎名ゆかり 訳 
 NDL請求記号︓Y84-L59888（ILCL所蔵なし） 

41 『アラスカの小さな家族 バラードクリークのボー（講談社文学の扉）』（講談社, 2015） 
 カークパトリック・ヒル 著, 田中奈津子 訳, レウィン・ファム 絵 
 NDL請求記号︓Y9-N15-L32 

42 10,000 Dresses, Triangle Square Books, 2008 
 Marcus Ewert, Rex Ray 
 ※NDL所蔵なし 

43 My Princess Boy, Aladdin, 2010 
 Cheryl Kilodavis, Suzanne DeSimone 
 ※NDL所蔵なし 

https://www.kokudosha.co.jp/search/result.php?author=%E4%BD%90%E3%80%85%E6%9C%A8%E6%8E%8C%E5%AD%90
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44 Morris Micklewhite and the Tangerine Dress, Groundwood Books, 2014 
 Christine Baldacchino, Isabelle Malenfant 
 ※NDL所蔵なし 

45 Julián is a mermaid, Candlewick Press, 2018 
 Jessica Love 
 NDL請求記号︓Y17-B21454 

46 『新訳ドリトル先生アフリカへ行く（角川つばさ文庫）』（アスキー・メディアワークス, 2011） 
 ヒュー・ロフティング 作, 河合祥一郎 訳, patty 絵 
 NDL請求記号︓Y7-N11-J134 

47 『ドリトル先生アフリカへ行く 100周年記念版』（竹書房, 2020） 
 ヒュー・ロフティング 著, 金原瑞人, 藤嶋桂子 共訳 
 NDL請求記号︓Y9-N20-M63 

48 『ドクター・ドリトル アフリカへゆく（ポプラキミノベル）』（ポプラ社, 2021） 
 ヒュー・ロフティング 作, 杉田七重 訳, 帆 絵 
 NDL請求記号︓Y7-N21-M169 

49 『天国までもう一歩』（白水社, 2002） 
 アン・ナ 著, 代田亜香子 訳 
 NDL請求記号︓Y9-N02-202 

50 『はじまりのとき（鈴木出版の海外児童文学 : この地球を生きる子どもたち）』（鈴木出版, 
2014） 
 タィン=ハ・ライ 作, 代田亜香子 訳 
 NDL請求記号︓Y9-N14-L152 

51 『わたしのアメリカンドリーム（講談社・文学の扉）』（講談社, 2022） 
 ケリー・ヤン 作, 田中奈津子 訳 
 NDL請求記号︓Y9-N22-M19 

52 『二つの旅の終わりに』（徳間書店, 2003） 
 エイダン・チェンバーズ 作, 原田勝 訳 
 NDL請求記号︓Y9-N03-H252 

53 The dear one, Laurel Leaf Books, 1992 
 Jacqueline Woodson 
 ※NDL所蔵なし（2010年 Puffin Booksによる出版のものは所蔵あり：Y8-D320） 

54 『カラフルなぼくら 6人のティーンが語る、LGBT の心と体の遍歴』（ポプラ社, 2014） 
 スーザン・クークリン 著, 浅尾敦則 訳 
 NDL請求記号︓EF91-L63 
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紹介資料リスト 凡例 
 
 原則として、国立国会図書館（国際子ども図書館を含む）の所蔵資料の書誌情報を掲載し

ています。 
 デジタル化されている資料（作業中のものも含む）は、（デジタル化）と記載しました。 
 国際子ども図書館に所蔵のない資料については、（ILCL所蔵なし）と記載しました。 
 国立国会図書館に所蔵のない資料については、「※NDL所蔵なし」と記載し、「国立国会図

書館サーチ」 (a) 等の書誌情報を参照しました。 
 国立国会図書館・国際子ども図書館に所蔵があっても、資料が利用できない場合等がござ

います。ご利用の際は、資料の状態を「国立国会図書館オンライン」 (b) でご確認いただく
か、資料案内 (c) までお問い合わせください。 

 書誌情報の最終確認日は、令和 4年 12月 2日です。 
 
(a) https://iss.ndl.go.jp/ 
(b) https://ndlonline.ndl.go.jp/ 
(c) 国際子ども図書館 https://www.kodomo.go.jp/search/reference/order.html 
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