
展示リスト

書名 著者名 出版社名 請求記号

スパゲッティがたべたいよう
角野栄子／作，佐々木洋
子／絵

ポプラ社 913/K35/2

おばけのコッチピピピ
角野栄子／さく，佐々木
洋子／え

ポプラ社 913/K35/6

おばけのソッチぞびぞびぞー
角野栄子／さく，佐々木
洋子／え

ポプラ社 913/K35/8

魔女の宅急便 　その１～その６，特
別編，特別編その2

角野栄子／作 福音館書店 913/K35/27～27-8

わたしのママはしずかさん 角野栄子／著 偕成社 913/K35/29

大どろぼうブラブラ氏 角野栄子／作 講談社 913/K35/39

ズボン船長さんの話 角野栄子／作 福音館書店 913/K35/47

靴屋のタスケさん
角野 栄子／作，森 環／
絵

偕成社 913/K35/112

ルイジンニョ少年
かどのえいこ／文，福原
幸男／絵

ポプラ社 916/K20/2

魔女の宅急便
宮崎駿 ／プロデュース，
脚本，監督, 角野栄子 ／
原作  

ブエナビスタホームエ
ンターテイメント

V91/ﾏｼ/

ＭＯＥ　４０巻６号=４６４号 偕成社

チキチキチキチキいそいでいそいで
角野栄子／文，荒井良二
／絵

あかね書房 J/A53/12

サラダでげんき
角野栄子／さく，長新太
／え

福音館書店 J/C1/168

ねむれないの？ちいくまくん
マーティン・ワッデル／
ぶん，バーバラ・ファー
ス／え，角野栄子／やく

評論社 J/F66

おだんごスープ
角野栄子／文，市川里美
／絵

　偕成社 J/I23/23

いすうまくん
かどのえいこ／作，こう
もとさちこ／絵

福音館書店 J/K88/11

パンケーキをたべるサイなんていな
い？

アンナ・ケンプ／ぶん，
サラ・オギルヴィー／
え，角野栄子／やく

ＢＬ出版 J/O254/2

ぼくびょうきじゃないよ
角野栄子／さく，垂石真
子／え

福音館書店 J/T142/12

獣の奏者　１～5、外伝 上橋菜穂子／作 講談社
913/U29/10-1～10-
5

狐笛のかなた
上橋菜穂子／作，二木真
希子／絵

理論社 913/U29/13

「守り人」シリーズ 上橋菜穂子／作 偕成社
913/U29/2～4,6～
9,11

Ｍｏｒｉｂｉｔｏ　Ｇｕａｒｄｉａｎ
ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｐｉｒｉｔ

Ｎａｈｏｋｏ　Ｕｅｈａ
ｓｈ

Ａｒｔｈｕｒ　Ａ．
Ｌｅｖｉｎｅ

913/U29/15-1

物語ること、生きること 上橋 菜穂子／著 講談社 9180/U23/3-2

ぞうさん
まどみちお／し，なかが
わりえこ／せん，なかが
わそうや／え

福音館書店 J/N3/4

てんぷらぴりぴり
まど・みちお／著，杉田
豊／画

大日本図書 911/M2

Ｔｈｅ　ａｎｉｍａｌｓ（ジ・アニマ
ルズ）

どうぶつたち　まどみち
お／著，美智子／訳，安
野光雅／絵

すえもりブックス 911/M2/13

角野栄子さんの作品（読み物）

角野栄子さんの作品（絵本）

作家賞を受賞した日本人の作品



展示リスト

書名 著者名 出版社名 請求記号

くまさん まど・みちお／作 911/M2/6 911/M2/6

まど・みちお全詩集
まど・みちお／著，伊藤
英治／編

理論社 911/M2/8-2

まど・みちお　研究と資料 谷悦子／著 和泉書院 9180/M21/4

ムギと王さま
エリナー・ファージョン
／作，石井桃子／訳

岩波書店 930/F1/1-3

さすらいの孤児ラスムス
アストリッド・リンドグ
レーン／作，尾崎義／訳

岩波書店 940/L2/27

わたしが子どもだったころ
ケストナー／作，高橋健
二／訳

岩波書店 940/K2/2-7

コウノトリと六人の子どもたち
マインダート・ディヤン
グ／作，遠藤寿子／訳

岩波書店 930/D4/8

たのしいムーミン一家
トーベ＝ヤンソン／作・
絵，山室静／訳

講談社 940/J1/7

たのしいムーミン一家
トーベ＝ヤンソン／作・
絵，山室静／訳

講談社 940/J1/2-2

きゅうりの王さまやっつけろ
ネストリンガー／作，若
林ひとみ／訳

岩波書店 940/N2/3

くじらの歌
ウーリー・オルレブ／
作，母袋夏生／訳，下田
昌克／絵

岩波書店 920/O3/5

サンサン
曹文軒／著，中由美子／
訳，和歌山静子／画

てらいんく 920/S10

かさじぞう 瀬田貞二 福音館書店 J/A1/4

だいくとおにろく
松居直／さく，赤羽末吉
／え

福音館書店 J/A1/5

ももたろう
松居直／文，赤羽末吉／
画

福音館書店 J/A1/6

スーホの白い馬
大塚勇三／再話，赤羽末
吉／画

福音館書店 J/A1/2

母の友　６６３号 福音館書店

ふしぎなえ 安野光雅／え 福音館書店 J/A3

なかまはずれ （はじめてであうすう
がくの本１）

安野光雅／〔作〕 福音館書店 J/A3/2-1

ＡＢＣの本 安野光雅／画 福音館書店 J/A3/9

旅の絵本 安野光雅／〔作〕 福音館書店 J/A3/13

ＭＯＥ　40巻8号 偕成社

ウルスリのすず
ゼリーナ・ヘンツ／文，
アロイス・カリジェ／
絵，大塚 勇三／訳

岩波書店 J/C2/9

Ｗｈｅｒｅ　ｔｈｅ　ｗｉｌｄ　ｔｈ
ｉｎｇｓ　ａｒｅ

Ｍａｕｒｉｃｅ　Ｓｅｎ
ｄａｋ

Ｈａｒｐｅｒ　＆　Ｒ
ｏｗ

J/S8/7

つきのぼうや
イブ・スパング・オルセ
ン／さく・え，やまのう
ちきよこ／やく

福音館書店 J/O15

もみの木

ハンス・クリスチャン・
アンデルセン／さく，ス
ベン・オットー／え，き
むらゆりこ／やく

ほるぷ出版 J/O23/22

画家賞を受賞した海外の作品

作家賞を受賞した海外の作品

画家賞を受賞した日本人の作品



展示リスト

書名 著者名 出版社名 請求記号

すてきな三にんぐみ
トミー・アンゲラー／
絵，いまえよしとも／や
く

偕成社 J/U1

すきですゴリラ
アントニー・ブラウン／
作・絵，山下明生／訳

あかね書房 J/B100/2

ザガズー
クエンティン・ブレイク
／作，谷川俊太郎／訳

好学社 J/B16/18

星の使者
ピーター・シス／文・
絵，原田勝／訳

徳間書店 J/S222/8


