
展示期間：2018.2/2～5/6

　2017年は子どもの本の世界で多大な功績を残した石井桃子さんの生誕110年にあたりました。また2018

年3月は、石井さんが子どものための図書室として開設した「かつら文庫」が設立60周年を迎えました。

　島根県立図書館では「石井桃子展」と題して、県立図書館が所蔵している石井さんの創作・翻訳作品など

関連図書の展示を行いました。（リスト最終更新2018.8）

石井桃子展図書リスト



◆◆　創作・著述（再話・編）作品　◆◆

分類 タイトル 著者名 出版社

016 子どもの図書館 岩波書店

019 子どもが本をひらくとき ブックグローブ社

019 子どもに歯ごたえのある本を 河出書房新社

019 子どもの読書の導きかた 国土社

210.6
近代日本文化論　 8　【ｐ97-122本との出会い・人との出会

い】
青木 保ほか編集委員 岩波書店

383.8 バナナは皮を食う　　【ｐ114-117　しゃけの頭】 檀 ふみ／選 暮しの手帖社

900 世界児童文学全集 １　　ギリシア神話 坪田譲治〔ほか〕／編 あかね書房

900 世界児童文学全集 ３０　新日本児童文学選 石井桃子／編 あかね書房

905 中央公論文藝特集 ［３］　　【ある結婚の話】　　 中央公論社

908
なつかしい本の記憶（岩波少年文庫）【ｐ231-232　心の奥

の美しい芽】
岩波書店編集部／編 岩波書店

909
現代児童文学論集 　1　【 p102-104 　子供のためのブックリ

スト、ふたつ】
日本児童文学者協会／編集 日本図書センター

909 現代児童文学論集 2　　　【 p271-272 　子どもは歩む】 日本児童文学者協会／編集 日本図書センター

909 子どもと文学 石井桃子／〔ほか〕著 福音館書店

909 児童文学の旅 岩波書店

909
少年少女日本文学全集 １６　　石井桃子．北畠八穂．北川千

代集
石井桃子／〔ほか〕著 講談社

910.2 幼ものがたり 福音館書店

913.6 おそばのくきはなぜあかい（岩波の子どもの本） 初山 滋／絵 岩波書店

913.6 においのカゴ 河出書房新社

913.6 ノンちゃん雲に乗る 福音館書店



分類 タイトル 著者名 出版社

913.6 ノンちゃん雲に乗る（角川文庫） 角川書店

913.6 やまのこどもたち（岩波子どもの本） 岩波書店

913.6 やまのたけちゃん（岩波子どもの本） 岩波書店

913.6 幻の朱い実 　　上・下 岩波書店

913.6 三月ひなのつき 福音館書店

913.6 山のトムさん 福音館書店

913.6 山のトムさん（岩波少年文庫） 岩波書店

913.6 山のトムさん(福音館文庫) 深沢 紅子／画 福音館書店

913.6 迷子の天使 光文社

913.6 迷子の天使 福音館書店

914.6 プーと私 河出書房新社

914.6 みがけば光る 河出書房新社

914.6 みがけば光る（河出文庫） 河出書房新社

914.6 家と庭と犬とねこ 河出書房新社

914.6 家と庭と犬とねこ（河出文庫） 河出書房新社

914.6 新しいおとな 河出書房新社

914.6 精選女性随筆集 　8　石井桃子・ 高峰秀子 文藝春秋

914.6 石井桃子コレクション   全5巻 岩波書店

914.6 日本の名随筆 別巻86　　　【p162-165 　雪の日】 作品社

918.6 石井桃子集　 全7巻 岩波書店

930 ２０世紀英米文学案内   12 　キャザー 石井桃子／編 研究社

930 英米文学史講座 第8巻　　【児童文学】 福原 麟太郎／監修 研究社出版

933 イギリスとアイルランドの昔話 石井 桃子／編・訳 福音館書店

943 ホレおばさん グリム／著，田中 久司／画 子ども文庫の会



分類 タイトル 著者名 出版社

991 ギリシア神話 石井 桃子／編・訳 あかね書房

991 ギリシア神話 石井 桃子／編・訳 のら書店

E ありこのおつかい 中川 宗弥／絵 福音館書店

E いっすんぼうし 秋野不矩／絵 福音館書店

E いぬとにわとり やしまみつこ／絵 福音館書店

E いぬとにわとり 堀内誠一／絵 福音館書店

E かえるのいえさがし 川野 雅代／作，中谷 千代子／絵 福音館書店

E かずちゃんのおつかい 中谷千代子／絵 福音館書店

E きんいろのしか ジャラール・アーメド／案，秋野 不矩／画 福音館書店

E きんいろのしか 秋野不矩／絵 福音館書店

E くいしんぼうのはなこさん 中谷 千代子／絵 福音館書店

E こどものとも 141号　かえるのいえさがし 川野 雅代／作，中谷 千代子／絵 福音館書店

E こどものとも復刻版 100号　ようちゃんともぐら 熊谷 元一／絵 福音館書店

E こどものとも復刻版 55号　いぬとにわとり 山中春雄／絵 福音館書店

E こどものとも復刻版 86号　ちいさなねこ 横内 襄／絵 福音館書店

E ことらちゃんの冒険 深沢 紅子／画 河出書房新社

E したきりすずめ 赤羽 末吉／画 福音館書店

E ちいさなねこ 横内 襄／絵 福音館書店

E ふしぎなたいこ（岩波の子どもの本） 清水 崑／絵 岩波書店

E べんけいとおとみさん 山脇百合子／絵 福音館書店

紙芝居 ほしのおひめさま 小谷野半二／画 童心社



◆◆　翻訳作品　◆◆

分類 タイトル 著者名 出版社

010 子どもと本の世界に生きて アイリーン・コルウェル／著 福音館書店

016 子どもと本の世界に生きて アイリーン・コルウェル／著 こぐま社

908 岩波世界児童文学集 10　ムギと王さま エリナー・ファージョン／作 岩波書店

908 岩波世界児童文学集 2　クマのプーさん A.A.ミルン／作 岩波書店

908 岩波世界児童文学集 4　たのしい川べ ケネス・グレーアム／作 岩波書店

908 世界児童文学全集  21   砂の妖精 E・ネズビット／作 あかね書房

908 世界児童文学全集  5　イギリス童話集 あかね書房

908 世界名作選  2　【p92-109　わが橇犬ブリン】
山本 有三／編，サー・ウィルフレッド・グ

レンフェル／著
新潮社

908 訪問者（Little Selections-あなたのための小さな物語-） エリナー・ファージョン／[ほか]著 ポプラ社

908 恋する才能（ラブストーリーセレクション） エリナー・ファージョン／[ほか]著 ポプラ社

909 児童文学論
リリアン H.スミス／著,瀬田 貞二／訳,渡辺

茂男／訳
岩波書店

909 児童文学論(岩波現代文庫)
リリアン H.スミス／著,瀬田 貞二／訳,渡辺

茂男／訳
岩波書店

930 今からでは遅すぎる　ミルン自伝 A.A.ミルン／著 岩波書店

933 イーヨーのあたらしいうち（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 イーヨーのたんじょうび（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 イギリスとアイルランドの昔話 石井 桃子／編・訳 福音館書店

933 イタリアののぞきめがね（ファージョン作品集） エリナー・ファージョン／作 岩波書店

933 ウサギまいごになる（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 カラスだんなのおよめとり チャールズ・ギラム／文 岩波書店

933 ガラスのくつ（ファージョン作品集） エリナー・ファージョン／作 岩波書店



分類 タイトル 著者名 出版社

933 ガラスのくつ(国際アンデルセン大賞名作全集 ２) エリナー・ファージョン／作 講談社

933 カンガとルー　森にくる（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 クマのプーさん 　プー横丁にたった家 （岩波の愛蔵版） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 クマのプーさん（岩波少年文庫） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 クマのプーさんと魔法の森 クリストファー・ミルン／著 岩波書店

933 クマのプーさん全集 A.A.ミルン／作 岩波書店

933 グレイ・ラビットのおはなし（岩波少年文庫） アリソン・アトリー／作 岩波書店

933 こぎつねルーファスとシンデレラ（岩波ようねんぶんこ） アリソン・アトリー／作 岩波書店

933 こぎつねルーファスのぼうけん アリソン・アトリー／作 岩波書店

933 コブタと大こうずい（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 コブタのおてがら（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 たのしい川べ ケネス・グレーアム／著 岩波書店

933 たのしい川べ(岩波少年文庫） ケネス・グレーアム／作 岩波書店

933 チム・ラビットのおともだち アリソン・アトリー／作 童心社

933 チム・ラビットのぼうけん アリソン・アトリー／作 童心社

933 とぶ船 ヒルダ・ルイス／作 岩波書店

933 とぶ船   上・下（岩波少年文庫） ヒルダ・ルイス／作 岩波書店

933 トム・ソーヤーの冒険 　上・中・下（大活字本シリーズ）
マーク・トウェイン／著，T・W・ウィリ

アムズ／絵
埼玉福祉会

933 トム・ソーヤーの冒険 　上・下（岩波少年文庫） マーク・トウェイン／著 岩波書店

933 トラーのあさごはん（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 トラー木にのぼる（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 トンボソのおひめさま バーボー／文 岩波書店

933 ねずみ女房 ルーマー・ゴッデン／著 福音館書店

933 ハンス・ブリンカー（岩波少年文庫） M.M.ドッジ／作 岩波書店



分類 タイトル 著者名 出版社

933 ピーター・パンとウェンディ J・M・バリー／作 福音館書店

933 ピーターラビット全おはなし集 ビアトリクス・ポター／作・絵 福音館書店

933 ヒナギク野のマーティン・ピピン（ファージョン作品集） エリナー・ファージョン／作 岩波書店

933 ビロードうさぎ マージェリィ・ウィリアムズ／文 童話館出版

933 プーあそびをはつめいする（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933
プーあなにつまる・ふしぎなあしあと（クマのプーさんえほ

ん）
A.A.ミルン／作 岩波書店

933 プーのゾゾがり（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 プーのたのしいパーティー（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 プーのはちみつとり（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 プーのほっきょくたんけん（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 プー横丁にたった家（岩波少年文庫） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 フクロのひっこし（クマのプーさんえほん） A.A.ミルン／作 岩波書店

933 ふくろ小路一番地（岩波少年文庫） イーヴ・ガーネット／作 岩波書店

933 まいごになったおにんぎょう（岩波の子どもの本） A.アーディゾーニ／文 岩波書店

933 まいごのふたご（岩波の子どもの本） ホーガン／著 岩波書店

933 まぼろしの白馬（国際児童文学賞全集） エリザベス・グージ／原作 あかね書房

933 まぼろしの白馬（岩波少年文庫） エリザベス・グージ／作 岩波書店

933 ムギと王さま（ファージョン作品集） エリナー・ファージョン／作 岩波書店

933 ムギと王さま（岩波少年文庫） エリナー・ファージョン／作 岩波書店

933 ゆかいなホーマーくん（岩波少年文庫） ロバート・マックロスキー／作 岩波書店

933 ゆかいなホーマーくん（岩波の子どもの本） ロバート・マックロスキー／文・絵 岩波書店

933 リンゴ畑のマーティン・ピピン　上・下（岩波少年文庫） エリナー・ファージョン／作 岩波書店

933 リンゴ畑のマーティン・ピピン（ファージョン作品集） エリナー・ファージョン／作 岩波書店

933 絵本　クマのプーさん シェパード／絵，　A.A.ミルン／文 岩波書店



分類 タイトル 著者名 出版社

933 喜びの箱 ジョン・メイスフィールド／作 評論社

933 銀のシギ（ファージョン作品集） エリナー・ファージョン／作 岩波書店

933 銀のスケート（岩波少年文庫） Ｍ．Ｍ．ドッジ／作 岩波書店

933 砂の妖精 E・ネズビット／作 福音館書店

933 砂の妖精　上・中・下（大活字本シリーズ） E・ネズビット／作，H・R・ミラー／画 埼玉福祉会

933 砂の妖精（角川文庫） E・ネズビット／作 角川書店

933 西風のくれた鍵（岩波少年文庫） アリソン・アトリー／作 岩波書店

933 鉄橋をわたってはいけない（岩波ようねんぶんこ） ベティ・ローランド／作 岩波書店

933 天国を出ていく（岩波少年文庫） エリナー・ファージョン／作 岩波書店

933 年とったばあやのお話かご（ファージョン作品集） エリナー・ファージョン／作 岩波書店

933 燃えるアッシュ・ロード アイバン・サウスオール／作 子ども文庫の会

933 百まいのきもの（岩波の子どもの本） エリノア・エスティーズ／著 岩波書店

933 百まいのドレス エレナー・エスティス／作 岩波書店

933 氷の花たば（岩波少年文庫） アリソン・アトリー／作 岩波書店

933 魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒー／作 福音館書店

933 木馬のぼうけん旅行 アーシュラ・ウィリアムズ／作 福音館書店

943 おいしいおかゆ グリム／著，田中 久司／画 子ども文庫の会

949 すえっこOちゃん
エディス=ウンネルスタッド／作　　ルイス

=スロボドキン画
フェリシモ

949 すえっ子Ｏ（オー）ちゃん エディト・ウンネルスタード／著 学研

949 牛追いの冬 マリー・ハムズン／作 岩波書店

949 牛追いの冬（岩波少年文庫） マリー・ハムズン／作 岩波書店

949 小さい牛追い マリー・ハムズン／作 岩波書店

949 小さい牛追い（岩波少年文庫） マリー・ハムズン／作 岩波書店



分類 タイトル 著者名 出版社

953 かわせみのマルタン
リダ／ぶん，ロジャンコフスキー／え，お

おむらゆりこ／訳
福音館書店

953 スザンナのお人形（岩波の子どもの本）
マージェリイ・ビアンコ／文，高野 三三男

／絵
岩波書店

953 のうさぎのフルー リダ・フォシェ／ぶん 福音館書店

993 ツバメの歌　ロバの旅（岩波の子どもの本）
レオ・ポリティ／文・絵，アン・ノーラ

ン・クラーク／文，レオ・ポリティ／絵
岩波書店

E 100まんびきのねこ ワンダ・ガアグ／文・絵 福音館書店

E あくたれラルフ ジャック・ガントス／作 福音館書店

E うさこちゃんとうみ(子どもがはじめてであう絵本） ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E うさこちゃんとどうぶつえん(子どもがはじめてであう絵本） ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E うさこちゃんとゆうえんち(子どもがはじめてであう絵本） ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E うさこちゃんのたんじょうび ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E うさこちゃんのたんじょうび（大型絵本） ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E うさこちゃんのにゅういん(子どもがはじめてであう絵本） ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E うさこちゃんひこうきにのる(子どもがはじめてであう絵本） ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E エルシー・ピドック、ゆめでなわとびをする エリナー・ファージョン／作 岩波書店

E おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン／作 福音館書店

E かものプルッフ リダ・フォシェ／文 童話館出版

E かものプルッフ
リダ・フォシェ／文，フェードル・ロジャ

ンコフスキー／絵，
福音館書店

E かわせみのマルタン
リダ・フォシェ／文，フェードル・ロジャ

ンコフスキー／絵
童話館出版



分類 タイトル 著者名 出版社

E かわせみのマルタン
リダ・フォシェ／文，フェードル・ロジャ

ンコフスキー／絵
福音館書店

E きいろいことり(子どもがはじめてであう絵本） ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E くまのブウル リダ／文，ロジャンコフスキー／絵 福音館書店

E くまのブウル
リダ・フォシェ／文，フェードル・ロジャ

ンコフスキー／絵
童話館出版

E グレイ・ラビットのおはなし　絵本
アリソン・アトリー／作，マーガレット・テ

ンペスト／絵，中川 李枝子／訳
岩波書店

E くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ／文・絵 岩波書店

E こすずめのぼうけん
ルース・エインワース／作，ほりうち せい

いち／絵
福音館書店

E こねこのねる(子どもがはじめてであう絵本） ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E こねこのぴっち ハンス・フイッシャー／文・絵 岩波書店

E こねこのぴっち（岩波子どもの本） ハンス・フイッシャー／文・絵 岩波書店

E さーかす(子どもがはじめてであう絵本） ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー／文・絵 岩波書店

E サリーのこけももつみ（岩波子どもの本） ロバート・マックロスキー／文・絵 岩波書店

E シナの五にんきょうだい クレール・Ｈ・ビショップ／文 福音館書店

E じのないえほん ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E せいめいのれきし バージニア・リー・バートン／文・絵 岩波書店

E せきたんやのくまさん フィービ・ウォージントン／作・絵 福音館書店

E ちいさいおうち バージニア・リー・バートン／文・絵 岩波書店

E ちいさいおうち（岩波子どもの本） バージニア・リー・バートン／文・絵 岩波書店

E ちいさいケーブルカーのメーベル バージニア・リー・バートン／文・絵 ペンギン社

E ちいさなうさこちゃん(子どもがはじめてであう絵本） ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店



分類 タイトル 著者名 出版社

E ちいさなさかな(子どもがはじめてであう絵本） ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E ちいさなろば ルース・エインワース／作，酒井信義／画 福音館書店

E ティッチ パット・ハッチンス／作 福音館書店

E どうぶつのこどもたち（岩波の子どもの本） マルシャーク／文，チャールシン／絵 岩波書店

E ねずみとおうさま（岩波の子どもの本） コロマ神父／文，土方 重巳／絵 岩波書店

E のうさぎのフルー
リダ／文，おおむら ゆりこ／訳，ロジャン

コフスキー／絵
福音館書店

E はたらきもののじょせつしゃけいていー バージニア・リー・バートン／文・絵 福音館書店

E ピーターラビットの絵本　 全24 ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店

E ぴーんちゃんとふぃーんちゃん ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E ぶかぶかティッチ パット・ハッチンス／さく・え 福音館書店

E ふしぎなたまご ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E ふわふわくんとアルフレッド（岩波の子どもの本） ドロシー・マリノ／文・絵 岩波書店

E マイク・マリガンとスチーム・ショベル バージニア・リー・バートン／文・絵 童話館出版

E マイク・マリガンとスチーム・ショベル バージニア・リー・バートン／文・絵 福音館書店

E まどそうじやのぞうのウンフ
アン・ホープ／作，エリザベス・ハモンド

／絵
福音館書店

E みんなのこもりうた トルード・アルベルチ／文，中谷千代子／絵 福音館書店

E ゆかいなかえる ジュリエット・キープス／文・絵 福音館書店

E ゆきのひのうさこちゃん(子どもがはじめてであう絵本） ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E ようちえん(子どもがはじめてであう絵本） ディック・ブルーナ／文・絵 福音館書店

E りすのパナシ リダ・フォシェ／文 福音館書店

E りすのパナシ リダ・フォシェ／文 童話館出版

E 海のおばけオーリー マリー・ホール・エッツ／文・絵 岩波書店



分類 タイトル 著者名 出版社

E 海のおばけオーリー（岩波の子どもの本） マリー・ホール・エッツ／文・絵 岩波書店

E 海べのあさ ロバート・マックロスキー／文・絵 岩波書店

E 根っこのこどもたち目をさます ジビレ・フォン・オルファース／絵 童話館出版

E 野うさぎのフルー リダ・フォシェ／文 童話館出版



◆◆　石井桃子評伝・評論　◆◆

NDC 書名 著者名 出版社

010 かつら文庫の50年 東京子ども図書館／編集 東京子ども図書館

019 こども・えほん・おとな 松居 直／著
「絵本で子育て」セ

ンター

019 松居直と『こどものとも』 松居 直／著 ミネルヴァ書房

019 翻訳絵本と海外児童文学との出会い 松居 直／著 ミネルヴァ書房

910 石井桃子 筑摩書房編集部／著 筑摩書房

910 石井桃子の翻訳はなぜ子どもをひきつけるのか 竹内 美紀／著 ミネルヴァ書房

910 ひみつの王国 尾崎 真理子／著 新潮社

910 石井桃子のことば 中川 李枝子／ほか著 新潮社

910 石井桃子 竹内 美紀／文 あかね書房

910 「喜びの地下水」を求めて 汐崎 順子／編著 児童図書館研究会

910 石井桃子とピーターラビット さいたま文学館／編集 さいたま文学館

910 資料でみる石井桃子の世界 小寺 啓章／編著 小寺啓章

909 わたしの出会った作家と作品 小西 正保／著 創風社

909
国際子ども図書館児童文学連続講座講義録　平成22年度

【ｐ69-101石井桃子　小寺 啓章／著】
国立国会図書館国際子ども図書館／編集

国立国会図書館国際

子ども図書館

DVD910
子どもに本を-石井桃子の挑戦 ドキュメンタリー映画　1　ノ

ンちゃん牧場
森　英男[演出]

DoDo企画

Kasabutakun FILM

DVD910
子どもに本を-石井桃子の挑戦 ドキュメンタリー映画　2　子

どもと文学
森　英男[演出]

DoDo企画

Kasabutakun FILM

DVD910
子どもに本を-石井桃子の挑戦 ドキュメンタリー映画　3　か

つら文庫
森　英男[演出]

DoDo企画

Kasabutakun FILM


