
　分　類 タ　イ　ト　ル

E　ルベ あくたれラルフ ジャック・ガントス　作 ニコール・ルーベル　絵

E　ゼブ あたしもすっごい魔女になるんだ！ ﾐｯｼｪﾙ･ｳﾞｧﾝ･ｾﾞﾌﾞﾗﾝ 作 金原 瑞人　訳

E　クル アームストロング トーベン・クールマン　作 金原 瑞人　訳

E　デク ● あめふらし グリム　著 出久根 育　絵

E　イマ ● イソップ物語 いまい  あやの　文・絵

E　ファ ヴァンピリーナはバレリーナ アン・マリー・ペイス　文 レウィン・ファム　絵

E　サワ うでのいいくつや くすのき しげのり　作 澤野 秋文　絵

E　イソ うるわしのグリセルダひめ イソール 作 宇野 和美　訳

E　ギブ 王国のない王女のおはなし アーシュラ・ジョーンズ　文 サラ・ギブ　絵

E　カシ おうさまがかえってくる100びょうまえ! 柏原 佳世子　作

E　オク おうさまジャックとドラゴン ピーター・ベントリー　文 ヘレン・オクセンバリー　絵

E　ボタ おうさまのおひっこし 牡丹 靖佳　作

E　ハタ おおきなドーナツ 平塚 ウタ子　作 はた こうしろう　絵

E　セキ ★ おかしとおうちくれませんか? せき ゆうこ　作・絵

E　ザキ おかしな?ハロウィン ザ・キャビンカンパニー　作

E　ギブ お金のない王女のおはなし アーシュラ・ジョーンズ　文 サラ・ギブ　絵

E　ウィ おぞましいりゅう ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･ｳｨｰｽﾞﾅｰ 絵・再話 キム・カーン　再話

E　ルカ ● おどる12人のおひめさま グリム　原作 エロール・ル・カイン　絵

E　ワッ おひめさまのけっこん ラッセル・ジョンソン　文 バーナデット・ワッツ　絵

E　ダド かいぞくゴックン ジョニー・ダドル　作 アーサー・ビナード　訳

E　オギ カエルのえいゆうサー・リリパッド アンナ・ケンプ　作 サラ・オギルヴィー　絵

E　グリ ● カエルの王さま 江國 香織　文 宇野 亜喜良　絵

E　スズ ● ガラスめだまときんのつののヤギ 田中 かな子　訳 スズキ コージ　画

E　イン ガール・イン・レッド ﾛﾍﾞﾙﾄ･ｲﾝﾉﾁｪﾝﾃｨ 原案/絵 アーロン・フリッシュ　文

E　パオ 騎士とドラゴン トミー・デ・パオラ　作 岡田　淳　訳

E　カイ キャベツ姫 エロール・ル・カイン　作 灰島 カリ　訳

E　ササ ● 金のガチョウ 矢川 澄子　再話 ささめや ゆき　絵

E　イマ くつやのねこ いまい あやの　文・絵

E　スミ グランパ・グリーンの庭 レイン・スミス　作 青山 南　訳

E　タチ 5のすきなおひめさま こすぎ さなえ　作 たちもと みちこ　絵

E　マツ こまったうしのガイコツまおう 松山 円香　作

E　エリ コンスタンスとミニ ピエール・ル＝ガル　文 エリック・エリオ　絵

E　フカ ● さんびきのくま 神沢 利子　文 布川 愛子　絵

E　ブラ ● 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン　絵 せた ていじ　訳

E　ブロ しずかにあみものさせとくれー! ベラ・ブロスゴル　作 おびか ゆうこ　訳

E　パヴ しつれいですが、魔女さんですか エミリー・ホーン　作 パヴィル・パヴラック　絵

E　オク ジャック船長とちびっこかいぞく ピーター・ベントリー　文 ヘレン・オクセンバリー　絵

E　ベッ ジャーニー アーロン・ベッカー　作

E　ガル しょうがパンぼうや ポール・ガルドン　作 ただ ひろみ　訳

E　ハタ しりとりのだいすきなおうさま 中村 翔子　作 はた こうしろう　絵

E　シバ シンデレラが語るシンデレラ クゲ ユウジ　文 柴田 ケイコ　絵

E　ディ スパイダー屋敷の晩餐会 メアリー・ハウイット　文 トニー・ディテルリッジ　絵

E　ウン ゼラルダと人喰い鬼 トミー・ウンゲラー　作

E　ジエ 空のおくりもの マイケル・キャッチプール　文 アリソン・ジェイ　絵

E　ウエ そらとぶパンがま うえつじ としこ　文・絵

E　キタ ちいさなちいさなちいさなおひめさま 二宮 由紀子　文 北見 葉胡　絵

E　オカ ちいさな魔女とくろい森 石井 睦美　作 岡田 千晶　絵

Ｅ　グレ 小さな魔女のカプチーヌ タンギー・グレバン　作 カンタン・グレバン　絵

本は和なもの？洋なもの？＊洋編＊
王様にお姫様に…ドラゴンが大活躍！！読めばあっという間に日本を飛び出しちゃう…かも！？

作　　　　　者



Ｅ　ウト ちび魔女さん ベア・デル・ルナール　作 エマ・ド・ウート　　絵

E　ピュ 月と少年 エリック・ピュイバレ　文・絵 中井 珠子　訳

E　ワキ ドラゴンだいかんげい？ デイヴィッド・ラロシェル　文 脇山 華子　絵・描き文字

E　アン ドラゴンマシーン ヘレン・ウォード　作 ウエイン・アンダースン　絵

E　モン とんがりぼうしのクロチルダ エヴァ・モンタナーリ　作 井辻 朱美　訳

E　オギ ★ とんでもプリンセスとドラゴン アンナ・ケンプ　作 サラ・オギルヴィー　絵

E　イガ 人魚のうたがきこえる 五十嵐 大介　著

E　スコ 眠れぬ王さま スヴェトスラフ・ミンコフ　文 ルーメン・スコルチェ　絵

E　レト ● はしれ！カボチャ エバ・メフト　文 アンドレ・レトリア　絵

E　サワ はだかのおうじさま くすのき しげのり　作 澤野 秋文　絵

E　ホリ パンのかけらとちいさなあくま 内田 莉莎子　再話 堀内 誠一　画

E　イバ ひなげしのおうじ エリザベス・イワノフスキー 作 ふしみ みさを　訳

E　ロベ ふたりはともだち アーノルド・ローベル　作 三木 卓　訳

E　タナ フィオーラとふこうのまじょ たなか 鮎子　作

E　ハネ フランクリンとルナ、月へいく ジェン・キャンベル　文 ケイティ・ハーネット　絵

E　ハネ フランクリンの空とぶ本やさん ジェン・キャンベル　文 ケイティ・ハーネット　絵

E　カル プレッツェルのはじまり エリック・カール　作 アーサー・ビナード　訳

E　 ★ へっぽこまじょこニコとニキ あいはら ひろゆき　作 あだち なみ　絵

E　ロベ 星どろぼう アンドレア・ディノト　文 アーノルド・ローベル　絵

E　オザ ほしをもったひめ 八百板 洋子　文 小沢 さかえ　絵

E　バレ ボンバストゥス博士の世にも不思議な植物図鑑 イバン・バレネチェア　作 宇野 和美　訳

E　エイ マジシャンミロのふしぎなぼうし ジョン・エイジー　作 石崎 洋司　訳

E　ウン 魔術師の弟子 バーバラ・ヘイズン　文 トミー・ウンゲラー　絵

E　アダ 魔女たちのパーティー ロンゾ・アンダーソン　文 エイドリアン・アダムズ　絵

E　シェ まじょとねこどんほうきでゆくよ ジュリア・ドナルドソン　文 アクセル・シェフラー　絵

E　サト まじょのぼうし さとう めぐみ　文・絵

E　タニ まじょのルマニオさん 谷口 智則　作・絵

E　マチ ● マッチうりのしょうじょ アンデルセン　原作 やなぎや けいこ　文

E　セン まどのそとの　そのまたむこう モーリス・センダック　作・絵 わき あきこ　訳

E　イト マフィー&ジオ空とぶレシピ 石津 ちひろ　文 伊藤 正道　絵

E　グア マルヒゲーニョさんのウルトラ・マシーン イラリア・グアルドゥッチ　作 たかはし たかこ　訳

E　マッ ミスター・ベンとあかいよろい デビッド・マッキー　作 まえざわ あきえ　訳

E　サト ★ ミルフィーユちゃん さとう めぐみ　作・絵

E　ササ ムッシュ・ムニエルのサーカス 佐々木 マキ　作

E　コミ もりのちいさなしたてやさん こみね ゆら　作

E　キタ ● ゆきしろとばらあか グリム　原作 北見 葉胡　絵

E　スタ ロバのシルベスターとまほうのこいし ウィリアム・スタイグ　作 せた ていじ　訳

E　セン わたしたちもジャックもガイもみんなホームレス モーリス・センダック　作 神宮 輝夫　訳

E　クレ わたしのおひめさま エリサ・クレヴェン　作・絵 たが きょうこ　訳

E　ハス わたしのおふねマギーＢ アイリーン・ハース　作・絵 うちだ りさこ　訳

E　タニ ワニのワッフルケーキやさんワニッフル 谷口 智則　作

E　アベ わるいわるい王さまとふしぎの木 あべ はじめ　作
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