
区分 № 書　　　名 出版者 出版年

1 Ｅ ふ ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ／ぶん　え いしい　ももこ／やく 福音館書店 1964

2 Ｅ さか ちいさなろば ルース・エインズワース／作 酒井　信義／画　 石井　桃子／訳 福音館書店 2002

3 Ｅ なか ありこのおつかい 石井　桃子／さく 中川　宗弥／え　 福音館書店 1968

4 Ｅ なか かえるのいえさがし 石井　桃子／さく 川野　雅代／さく 中谷　千代子／え　 福音館書店 1982

5 Ｅ なか くいしんぼうのはなこさん いしい　ももこ／ぶん なかたに　ちよこ／え 福音館書店 1965

6 Ｅ ふか ことらちゃんの冒険 石井　桃子／お話 深沢　紅子／画　 河出書房新社 2015

7 Ｅ ほり こすずめのぼうけん ルース・エインワース／さく ほりうち　せいいち／え いしい　ももこ／やく 福音館書店 1977

8 Ｅ よこ ちいさなねこ 石井　桃子／さく 横内　襄／え 福音館書店 1967

9 Ｅ アー まいごになったおにんぎょう Ａ．アーディゾーニ／文 Ｅ．アーディゾーニ／絵 石井　桃子／訳 岩波書店 1983

10 Ｅ ヴオ 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 シャーロット・ヴォーク／絵 石井　桃子／訳 岩波書店 2004

11 Ｅ エツ 海のおばけオーリー マリー・ホール・エッツ 文・絵 石井　桃子／訳　 岩波書店 1974

12 Ｅ シヤ おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン／ぶん ジャン・シャロー／え 石井　桃子／訳 福音館書店 1962

13 Ｅ テン グレイ・ラビットのおはなし アリソン・アトリー／作 マーガレット・テンペスト／絵 石井　桃子／訳 岩波書店 1995

14 Ｅ バー ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶん・え いしい　ももこ／やく 岩波書店 1965

15 Ｅ バー 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／さく かつら　ゆうこ／やく いしい　ももこ／やく　 ペンギン社 1980

16 Ｅ バー 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／ぶん・え いしい　ももこ／やく 福音館書店 1978

17 Ｅ バー 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／ぶんとえ いしい　ももこ／やく 童話館 1995

18 Ｅ ハツ ティッチ パット・ハッチンス／さく・え いしい　ももこ／やく 福音館書店 1975

19 Ｅ ハツ ぶかぶかティッチ パット・ハッチンス／さく・え いしい　ももこ／やく 福音館書店 1984

20 Ｅ フイ こねこのぴっち ハンス・フィッシャー／文・絵 石井　桃子／訳　 岩波書店 1987

21 Ｅ ブル うさこちゃんのたんじょうび ディック・ブルーナ／ぶん　え いしい　ももこ／やく 福音館書店 2010

22 Ｅ ポタ ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター／さく・え いしい　ももこ／やく 福音館書店 2002
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23 Ｅ マツ 海べのあさ ロバート・マックロスキー／文・絵 石井　桃子／訳 岩波書店 1979

24 Ｅ マツ サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー／文　絵 石井　桃子／訳　 岩波書店 1986

25 Ｅ マリ くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ／文　絵 石井　桃子／訳　 岩波書店 1986

26 Ｅ ルー あくたれラルフ ジャック・ガントス／さく ニコール・ルーベル／え いしい　ももこ／やく 童話館 1994

27 ＥK よこ いろいろないぬ 石井　桃子／ぶん 横内　襄／え 福音館書店 2000

28 ＥＭ あか したきりすずめ 石井　桃子／再話 赤羽　末吉／画　 福音館書店 1982

29 ＥＭ あき いっすんぼうし いしい　ももこ／ぶん あきの　ふく／え　 福音館書店 1965

30 ＥＭ しみ ふしぎなたいこ 石井　桃子／ぶん 清水　崑／え　 岩波書店 1975

31 ＥＭ はつ おそばのくきはなぜあかい 石井　桃子／文 初山　滋／え　 岩波書店 1954

32 460 は せいめいのれきし バージニア・リー・バートン／文・絵 いしい　ももこ／訳 岩波書店 2015

33 913 い 三月ひなのつき 石井　桃子／さく 福音館書店 1963

34 913 い ノンちゃん雲に乗る 石井　桃子／著 福音館書店 1967

35 913 い べんけいとおとみさん 石井　桃子／作 山脇　百合子／絵　 福音館書店 1985

36 913 い 山のトムさん 石井　桃子／作 深沢　紅子／画 箕田　源二郎／画 福音館書店 2011

37 933 あ チム・ラビットのおともだち アリソン・アトリー／作 石井　桃子／訳 中川　宗弥／画 童心社 1967

38 933 あ チム・ラビットのぼうけん アリソン・アトリー／著 石井　桃子／訳 中川　宗弥／画 童心社 1967

39 933 い イギリスとアイルランドの昔話 石井　桃子／編・訳 Ｊ．Ｄ．バトン／画　 福音館書店 2002

40 933 え 百まいのドレス エレナー・エスティス／作 石井　桃子／訳 ルイス･スロボドキン／絵 岩波書店 2006

41 933 く たのしい川べ ケネス・グレーアム／作 石井　桃子／訳 岩波書店 1963

42 933 は トンボソのおひめさま バーボー／文 ホーンヤンスキー／文 石井　桃子／訳　 岩波書店 1963

43 933 は ピーター・パンとウェンディ ジェイムズ・マシュー・バリー／作 石井　桃子／訳 F･Ｄ･ベッドフォード／画 福音館書店 1972

44 933 ふ ムギと王さま ファージョン／作 石井　桃子／訳 岩波書店 2001

45 933 ふ 天国を出ていく ファージョン／作 石井　桃子／訳 岩波書店 2001

46 933 ま 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 石井　桃子／訳 シャーリー・ヒューズ／画　 福音館書店 1984

47 933 ま ゆかいなホーマーくん ロバート・マックロスキー／作 石井　桃子／訳 岩波書店 2000

48 933 み クマのプーさん Ａ．Ａ．ミルン／作 石井　桃子／訳 岩波書店 2000

49 933 め 喜びの箱 ジョン・メンスフィールド／作 石井　桃子／訳　 評論社 1975

50 990 い ギリシア神話 石井　桃子／編・訳 富山　妙子／画　 のら書店 2000
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休館日 ３/７(月)、３/１４(月)、３/２２(火）、３/２８(月)、３/３１（木）


