
※ＥＭは昔話絵本です。

区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 EM あか 王さまと九人のきょうだい 君島　久子　訳 赤羽　末吉　絵 岩波書店 1969
2 EM ごと 犬になった王子 君島　久子　文 後藤　仁　絵 岩波書店 2013
3 EM ガア しらゆきひめと七人の小人たち ワンダ・ガアグ　再話・え うちだ　りさこ　やく 福音館書店 1991
4 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
5 EM 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　え やがわ　すみこ　やく ほるぷ出版 2015
6 E ふ うさこちゃんはじょおうさま ディック・ブルーナ　ぶん　え まつおか　きょうこ　やく 福音館書店 2010
7 E こい もりのひなまつり こいで　やすこ　さく 　 福音館書店 2000
8 E なか のはらひめ なかがわ　ちひろ　作 徳間書店 1995
9 E なが とのさま１ねんせい 長野　ヒデ子　作・絵 本田　カヨ子　作・絵 あすなろ書房 2017
10 E はた 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 鈴木出版 2001
11 E ひじ ねずみとおうさま コロマ神父　ぶん 石井　桃子　やく 土方　重巳　え 岩波書店 1977
12 E ぼた おうさまのおひっこし 牡丹　靖佳　作 福音館書店 2012
13 E ステ ロバのジョジョとおひめさま マイケル・モーパーゴ　文 ヘレン・スティーヴンズ　絵 おびか　ゆうこ　訳　 徳間書店 2015
14 E チエ ウェン王子とトラ チェン　ジャンホン　作・絵 平岡　敦　訳 徳間書店 2007
15 E ブリ おうさまババール ジャン・ド・ブリュノフ　さく やがわ　すみこ　やく 評論社 1974
16 E ベス おうじょさまのぼうけん エルサ・ベスコフ　さく 石井　登志子　やく フェリシモ 2002
17 E ユ かさの女王さま シリン・イム・ブリッジズ　文 ユ　テウン　絵 松井　るり子　訳 セーラー出版 2008
18 280 い 王様でたどるイギリス史 池上　俊一　著 岩波書店 2017
19 380 ひ ビジュアル日本の服装の歴史　１ ゆまに書房 2018
20 380 ほ おひなさまの平安生活えほん ほりかわ　りまこ　作 あすなろ書房 2020
21 486 あ お姫さまのアリの巣たんけん 秋山　亜由子　作 福音館書店 2007
22 520 ふ ヨーロッパの古城 スティーブン・ビースティー　画 リチャード・プラット　文 赤尾　秀子　訳　 あすなろ書房 2020
23 520 み 大坂城 宮上　茂隆　著 穂積　和夫　イラストレーション 草思社 2014
24 590 い お姫さまお菓子物語 今田　美奈子　著 牧野　鈴子　絵 朝日学生新聞社 2013
25 750 ひ ひなにんぎょうができるまで ひさかたチャイルド 2019
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ひなまつりの季節に合わせ、王さまやお姫さまが登場する図書を展示します。 ５-Daysこども図書館（広島市こども図書館）

展示している本プラスアルファ No.３９８（２０２２．３）

王さま、お姫さまの本



区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年請求記号 　　　　著　　　　　　　　　　　　　者　　　　

26 913 い おさるのおうさま いとう　ひろし　作・絵 講談社 1997

27 913 な かりんちゃんと十五人のおひなさま なかがわ　ちひろ　作 偕成社 2009

28 913 は 落窪物語 花形　みつる　編訳・絵 偕成社 2022

29 913 ま みしのたくかにと 松岡　享子　作 大社　玲子　絵 こぐま社 1998

30 913 ま ひなまつりのお手紙 まはら　三桃　作 朝比奈　かおる　絵 講談社 2014

31 933 し ねこと王さま　〔１〕 ニック・シャラット　作・絵 市田　泉　訳 徳間書店 2019

32 933 し おひめさまになったワニ ローラ・エイミー・シュリッツ　さく ブライアン・フロッカ　え 中野　怜奈　やく　 福音館書店 2020

33 933 ふ ムギと王さま エリナー・ファージョン　作 石井　桃子　訳 エドワード・アーディゾーニ　さし絵 岩波書店 1971

34 933 ふ 物語王さまとかじや ジェイコブ・ブランク　文 ルイス・スロボドキン　絵 八木田　宜子　訳　 徳間書店 2021

35 933 ヘ エリザベス女王のお針子 ケイト・ペニントン　作 柳井　薫　訳　 徳間書店 2011

36 933 ま みにくいおひめさま フィリス＝マッギンリー　さく まさき　るりこ　やく なかがわ　そうや　え　 瑞雲舎 2009

37 943 く ねこのおひめさま グリム　原作 竹下　文子　文 林　なつこ　絵 あかね書房 2021

38 943 ほ クルミわりとネズミの王さま ホフマン　作 上田　真而子　訳 岩波書店 2000

39 943 ろ なまけものの王さまとかしこい王女のお話 ミラ・ローベ　作 ズージ・ヴァイゲル　絵 佐々木　田鶴子　訳　 徳間書店 2001

40 949 し カエルになったお姫さま アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット　作 西村　由美　訳 たちもと　みちこ　絵 徳間書店 2014

41 949 と 木いちごの王さま サカリアス・トペリウス　原作 きしだ　えりこ　文 やまわき　ゆりこ　絵　 集英社 2011

42 953 さ 星の王子さま サン＝テグジュペリ　作 内藤　濯　訳 岩波書店 2000

43 953 や なぞとき名人のお姫さま 山口　智子　編・訳 パトリス・アリスプ　絵 福音館書店 1995

44 989 え 金色の髪のお姫さま カレル・ヤロミール・エルベン　文 アルトゥシ・シャイネル　絵 木村　有子　訳　 岩波書店 2012
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展示期間中の休館日 ３／７（月）、３／１４（月）、３/２２（火）、３／２８（月）


