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1 E さい まほうつかいのでし ゲーテ　〔原作〕 上田　真而子　文 斎藤　隆夫　絵 福音館書店 1995
2 E ささ まじょのかんづめ 佐々木　マキ　さく 福音館書店 1999
3 E たか まあちゃんのまほう たかどの　ほうこ　さく 福音館書店 2003
4 E たば おしいれのぼうけん ふるた　たるひ　さく たばた　せいいち　さく　 童心社 1974
5 E ウイ かようびのよる デヴィッド・ウィーズナー　作・絵 当麻　ゆか　訳　 徳間書店 2000
6 E カー ふしぎなしっぽのねこカティンカ ジュディス・カー　作・絵 こだま　ともこ　訳 徳間書店 2018
7 E クー 北の魔女ロウヒ バーバラ・クーニー　絵 トニ・デ・ゲレツ  原文 さくま　ゆみこ　編訳　 あすなろ書房 2003
8 E スタ ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・スタイグ　さく せた　ていじ　やく 評論社 2006
9 E デパ まほうつかいのノナばあさん トミー・デ・パオラ　ぶん・え ゆあさ　ふみえ　やく ほるぷ出版 1978

10 E ブラ くまさんのおたすけえんぴつ アンソニー・ブラウン　さく さくま　ゆみこ　やく ＢＬ出版 2012
11 E ロー いろいろへんないろのはじまり アーノルド・ローベル　作 まきた　まつこ　やく 冨山房 1975
12 EK あん 魔法使いのＡＢＣ 安野　光雅　作 安野　雅一郎　作　 童話屋 1980
13 EM わた まじょのひ 大塚　勇三　再話 渡辺　章人　画 福音館書店 1997
14 EM ガル まほうのなべ ポール・ガルドン　再話・絵 晴海　耕平　訳　 童話館出版 1998
15 EM ホフ ねむりひめ 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 1963
16 EM ルカ アーサー王の剣 エロール・ル・カイン　文・絵 灰島　かり　訳　 ほるぷ出版 2003
17 EM レン バーバ・ヤガー アーネスト・スモール　ぶん ブレア・レント　え こだま　ともこ　やく　 童話館出版 1998
18 140 か 新魔女図鑑 角野　栄子　著 下田　智美 絵 ブロンズ新社 2000
19 140 は 魔女図鑑 マルカム・バード 作・絵 岡部　史 訳 金の星社 1992
20 140 ひ 魔術事典 ダグラス・ヒル 著 あすなろ書房 2004
21 380 か 魔女に会った 角野　栄子  文・写真 みや　こうせい  写真　 福音館書店 1998
22 380 ふ 魔法使いになるための魔法の呪文教室 ビアトリス・フィルポッツ  文 ロバート・イングペン  絵 神戸　万知  訳 東洋書林 2004
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23 913 お きかせたがりやの魔女 岡田　淳　作 はた　こうしろう　絵 偕成社 2016
24 913 か 大おばさんの不思議なレシピ 柏葉　幸子　作 児島　なおみ　絵 偕成社 1993
25 913 く 花びら姫とねこ魔女 朽木　祥　作 こみね　ゆら　絵　 小学館 2013
26 913 さ 魔法学校へようこそ さとう　まきこ　作 高橋　由為子　絵 偕成社 2017
27 913 す 黒ばらさんの七つの魔法 末吉　暁子　作 牧野　鈴子　絵　 偕成社 1991
28 913 そ にせあかしやの魔術師 征矢　清　さく 林　明子　え　 復刊ドットコム 2014
29 913 た 七人のいろいろな魔法使い タカシ　トシコ　作 いとう　ひろし　絵　 理論社 1991
30 913 と アヤカシさん 富安　陽子　作 野見山　響子　画　 福音館書店 2014
31 913 な 西の魔女が死んだ 梨木　香歩　著 小学館 1996
32 913 む 魔女がまちにやってきた 村上　勉　作 偕成社 2013
33 929 な アラビアン・ナイトのおはなし 中川　正文　ぶん 赤羽　末吉　え のら書店 2014
34 933 え おとなりさんは魔女 ジョーン・エイキン　作 猪熊　葉子　訳　 岩波書店 2010
35 933 え 魔女のたまご マデライン・エドモンドソン　作 ケイ・シューロー　絵 掛川　恭子　訳　 あかね書房 1978
36 933 か 魔女ジェニファとわたし Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ　文と絵 松永　ふみ子　訳 岩波書店 1985
37 933 し 魔法使いはだれだ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ　作 野口　絵美　訳 佐竹　美保　絵 徳間書店 2001
38 933 す 黒ねこの王子カーボネル バーバラ・スレイ　作 山本　まつよ　訳 岩波書店 2009
39 933 た－１３ 魔女がいっぱい（ロアルド・ダールコレクション　１３） ロアルド・ダール　著 クェンティン・ブレイク　絵 清水　達也　訳 評論社 2006
40 933 と ホビットの冒険　上・下 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン　作 瀬田　貞二　訳 岩波書店 2000
41 933 ね 砂の妖精 Ｅ・ネズビット　作 石井　桃子　訳 Ｈ・Ｒ・ミラー　画　 福音館書店 1991
42 933 の 空とぶベッドと魔法のほうき メアリー・ノートン　作 猪熊　葉子　訳　 岩波書店 2000
43 933 ふ オーディンとのろわれた語り部 スーザン・プライス　作 当麻　ゆか　訳 徳間書店 1997
44 933 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
45 933 ま 魔女学校の一年生 ジル・マーフィ　作　絵 松川　真弓　訳 評論社 1987
46 933 る ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス　作 瀬田　貞二　訳 岩波書店 2005
47 933 ろ ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ　作 さくま　ゆみこ　訳 佐竹　美保　絵 あすなろ書房 2000
48 943 え 魔法の学校 ミヒャエル・エンデ　作 池内　紀　訳 佐々木　田鶴子  訳 岩波書店 2017
49 943 ふ 地獄の使いをよぶ呪文 オトフリート・プロイスラー　作 佐々木　田鶴子　訳 スズキ　コージ　絵 小峰書店 2003
50 949 す ぼくの魔法の運動ぐつ　 ウルフ・スタルク　作 菱木　晃子　訳 オロフ・ランドストローム　絵　 佑学社 1993
51 953 こ パパが金魚になっちゃった！ リリアンヌ・コルブ　作 ローランス・ルフェーヴル　作 佐々木　寿江　訳 徳間書店 1998
52 973 ひ 赤ちゃんは魔女 ビアンカ・ピッツォルノ　作 杉本　あり　訳 高橋　由為子　絵 徳間書店 2010
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