
テーマ タイトル 作者など 出版者 請求記号

児童百科事典　（全２４巻） 平凡社
0310/J2/1-1

～24）

十二人の絵本作家たち 瀬田貞二／著 すばる書房 7220/S2

おじいさんがかぶをうえました 福音館書店編集部／編集 福音館書店 7221/F29

絵本作家のアトリエ　１ 福音館書店母の友編集部／著 福音館書店 7221/F29/2-1

落穂ひろい　日本の子どもの文
化をめぐる人びと　上

瀬田貞二／著 福音館書店 7221/S2/1-1

落穂ひろい　日本の子どもの文
化をめぐる人びと　下

瀬田貞二／著 福音館書店 7221/S2/1-2

瀬田貞二子どもの本評論集絵
本論

瀬田貞二／著 福音館書店 7240/S2

児童文学論　瀬田貞二子どもの
本評論集　上巻

瀬田貞二／著 福音館書店 9040/S2/1-1

児童文学論　瀬田貞二子どもの
本評論集　下巻

瀬田貞二／著 福音館書店 9040/S2/1-2

幼い子の文学 瀬田貞二／著 中央公論社 9040/S2/2

石井桃子集　７ 石井桃子／著 岩波書店 9180/I16/2-7

子どもと子どもの本に捧げた生涯
講演録瀬田貞二先生について

斎藤惇夫／著 キッズメイト 9180/S2

ピー、うみへいく（こどものとも　幼
児教育絵本　３０）

瀬田貞二／作 福音館書店 J/K238/1-30

ピー、うみへいく（こどものとも　年
中向き　１７０号）

瀬田貞二／作 福音館書店

子どもの館　７巻１２号 福音館書店

母の友　６４９号 福音館書店

機関車・電車の歴史 山本忠敬／著 福音館書店 536/Y1

飛行機の歴史 山本忠敬／著 福音館書店 538/Y3

のろまなローラー 小出正吾／さく，山本忠敬／え 福音館書店 J/Y6

しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男／さく，山本忠敬／え 福音館書店 J/Y6/2

かじだ、しゅつどう 山本忠敬／さく 福音館書店 J/Y6/21

とらっくとらっくとらっく 渡辺茂男／さく，山本忠敬／え 福音館書店 J/Y6/3

でんしゃがはしる 山本忠敬／さく・え 福音館書店 J/Y6/35

はたらくじどうしゃ　１　こうじばの
くるま

山本忠敬／さく・え 福音館書店 J/Y6/4-1

はたらくじどうしゃ　２　まちなか
のくるま

山本忠敬／さく・え 福音館書店 J/Y6/4-2

はたらくじどうしゃ　３　はこぶくる
ま

山本忠敬／さく・え 福音館書店 J/Y6/4-3

はたらくじどうしゃ　４　しょうぼう
じどうしゃ

山本忠敬／さく・え 福音館書店 Ｊ/Ｙ6/4-4
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「子どもの本とともに～瀬田貞二・山本忠敬生誕１００年～」
展示図書リスト
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世界の童話　４　日本のむかし
話

瀬田貞二／文 学習研究社 908/S6/1-4

お父さんのラッパばなし 瀬田貞二／著，堀内誠一／画 福音館書店 913/S54

かさじぞう
瀬田貞二／再話，赤羽末吉／
画

福音館書店 J/A1/4

まのいいりょうし
瀬田貞二／再話，赤羽末吉／
画

福音館書店 J/A1/18

きょうはなんのひ？ 瀬田貞二／作，林明子／絵 福音館書店 J/H36/6

うみからきたちいさなひと（こども
のとも　月刊予約絵本　１０３号
復刻版）

瀬田貞二／さく，寺島龍一／え 福音館書店 J/K238/1-103

ねずみじょうど
瀬田貞二／再話，丸木位里／
画

福音館書店 J/M2

絵本わらしべ長者 瀬川康男／絵，瀬田貞二／文 岩波書店 Ｊ/Ｓ2/6

ふるやのもり
瀬田貞二／再話，田島征三／
画

福音館書店 J/T10/5

こしおれすずめ
瀬田貞二／再話，瀬川康男／
画

福音館書店 J/S2/54

ゆきおこし　ふゆをしらせるくも
瀬田貞二／ぶん，津田櫓冬／
え

福音館書店 J/T17/12

チムとゆうかんなせんちょうさん
エドワード・アーディゾーニ／ぶ
んとえ，せたていじ／やく

福音館書店 J/A2

三びきのやぎのがらがらどん
アスビヨルンセンとモーの北欧
民話

マーシャ・ブラウン／え，せたて
いじ／やく

福音館書店 J/B3

げんきなマドレーヌ
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 J/B4

ひよこのかずはかぞえるな
イングリ・ドーレア／さく，エド
ガー・パーリン・ドーレア／さく，
せた・ていじ／やく

福音館書店 J/D13/3

アンガスとあひる
マージョリー・フラック／さく・え，
瀬田貞二／やく

福音館書店 J/F4/2

おおかみと七ひきのこやぎ
グリム兄弟／原作，フェリクス・
ホフマン／え，せたていじ／やく

福音館書店 J/H2

ねむりひめ　グリム童話
グリム兄弟／原作，フェリクス・
ホフマン／え，せたていじ／やく

福音館書店 J/H2/2

七わのからす　グリム童話
グリム／〔作〕　フェリクス・ホフ
マン／え，せたていじ／やく

福音館書店 J/H2/16

おやすみなさいおつきさま
マーガレット・ワイズ・ブラウン
／さく，クレメント・ハード／え，
せたていじ／やく

評論社 J/H28/2

よあけ
ユリー・シュルヴィッツ／作・
画，瀬田貞二／訳

福音館書店 J/S6/3

おだんごぱん　ロシア民話
わきたかず／え，せたていじ／
やく

福音館書店 J/W5

三びきのこぶた　イギリス昔話 瀬田貞二／さく，山田三郎／え 福音館書店 J/Y2

瀬
田
貞
二
の
本

（
日
本
の
絵
本
・
読
み
も
の

）

瀬
田
貞
二
の
本

（
外
国
の
絵
本

）

2
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世界のむかしばなし 瀬田貞二／訳，太田大八／絵 のら書店 908/S44/2

パタポン　幼い子の詩集　１ 田中和雄／編 童話屋 908/T6/1-1

ポルコさまちえばなし　スペイン
のたのしいお話

Ｒ．デイヴィス／文，瀬田貞二
／訳，Ｆ．アイヘンバーグ／絵

岩波書店 930/D1

人形の家
ルーマー・ゴッデン／作，瀬田
貞二／訳，堀内誠一／絵

岩波書店 930/G7/3

ナルニア国ものがたり　１　ライ
オンと魔女

Ｃ．Ｓ．ルイス／作，瀬田貞二
／訳

岩波書店 930/L1/1-1

ナルニア国ものがたり　２　カス
ピアン王子のつのぶえ

Ｃ．Ｓ．ルイス／作，瀬田貞二
／訳

岩波書店 930/L1/1-2

ナルニア国ものがたり　３　朝び
らき丸東の海へ

Ｃ．Ｓ．ルイス／作，瀬田貞二
／訳

岩波書店 930/L1/1-3

ナルニア国ものがたり　４　　銀
のいす

Ｃ．Ｓ．ルイス／作，瀬田貞二
／訳

岩波書店 930/L1/1-4

ナルニア国ものがたり　５　馬と
少年

Ｃ．Ｓ．ルイス／作，瀬田貞二
／訳

岩波書店 930/L1/1-5

ナルニア国ものがたり　６　魔術
師のおい

Ｃ．Ｓ．ルイス／作，瀬田貞二
／訳

岩波書店 930/L1/1-6

ナルニア国ものがたり　７　さい
ごの戦い

Ｃ．Ｓ．ルイス／作，瀬田貞二
／訳

岩波書店 930/L1/1-7

オタバリの少年探偵たち
セシル・デイ・ルイス／作，瀬田
貞二／訳

岩波書店 930/L14

指輪物語　１　旅の仲間　上
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕，
瀬田貞二／訳，寺島龍一／さ
し絵

評論社 930/T20/10-1

指輪物語　２　　旅の仲間　下
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕，
瀬田貞二／訳，寺島龍一／さ
し絵

評論社 930/T20/10-2

指輪物語　３　二つの塔　上
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕，
瀬田貞二／訳，寺島龍一／さ
し絵

評論社 930/T20/10-3

指輪物語　４　二つの塔　下
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕，
瀬田貞二／訳，寺島龍一／さ
し絵

評論社 930/T20/10-4

指輪物語　５　王の帰還　上
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕，
瀬田貞二／訳，寺島龍一／さ
し絵

評論社 930/T20/10-5

指輪物語　６　王の帰還　下
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔著〕，
瀬田貞二／訳，寺島龍一／さ
し絵

評論社 930/T20/10-6

ホビットの冒険
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／作，瀬
田貞二／訳，寺島竜一／絵

岩波書店 930/T20/2

サンタ・クロースからの手紙
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン／〔作〕，ベ
イリー・トールキン／編，せたて
いじ／・やく

評論社 J/T115
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