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東京子ども図書館がおくる ブックリストの決定版

物語の森へ

手渡したい物語がここに !

お問合せ先、ご注文方法

公益財団法人 東京子ども図書館 〒165-0023 東京都中野区江原町 1-19-10　Tel. 03-3565-7711  Fax. 03-3565-7712 
 Email: honya@tcl.or.jp　

当館へ直接注文の場合 ファックス、はがき、メール、電話でお申込みください。発送には送料がかかりますのでご了承

ください。なお、ご購入代金 2万円以上の方と賛助会員 Aの方は、送料無料です。

（記入事項：注文書籍名「物語の森へ」、冊数、お名前、ご住所、郵便番号、電話番号）

書店でお求めの場合 店頭にない場合は、地方・小出版流通センター扱いでご注文ください。

●『物語の森へ』ファックス注文用紙　　Fax.03-3565-7712

ふりがな

お名前

注文数

住所　（〒　　　－　　　　　　）

Tel.  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fax.

冊

賛助会員 Aの方は✓を
おつけください（　　）

●半世紀にわたって、子どもたちと物語を読んで

　きた経験をもとに選びました。

●キーワードから本を探せる件名索引が便利です。

●図書館や文庫、学校などでの本選びや、展示、

　ブックトークなどに、幅広くご活用ください。

東京子ども図書館編　A5判　約 500 頁
ISBN978-4-88569-200-0

定価 3,888 円（本体 3,600 円 +税） 東京子ども図書館は、1950 年

代からはじまった 4つの家庭

文庫が母体となった公益財団

法人です。

子どもと本の幸せな出会いを

願って、子どもたちへの直接

サービスのほかに、“子どもと

本の世界ではたらくおとな”

のためにさまざまな活動をし

ています。

戦後出版された児童文学（創作物語、昔話、神話、詩など）から、

子どもたちに手渡し続けたい選りすぐりの作品約 1600 冊。



・  その本のおもしろさや特徴が簡潔に

　伝わる内容紹介

・  子どもがどのように受けとめるか、

　どんな子に向くかといった点にも言及

・  出版社や訳者を変えた再刊などの

　刊行履歴、原書の刊行情報等も掲載

戦後出版された絵本から、子どもたちに手渡しつづけたい 1157 冊を厳選、それぞれに表紙の画

像と簡潔な紹介文をつけました。キーワードから本を探せる件名索引、お話会に役立つ読み聞か

せマークなども充実しています。図書館はもちろん、文庫や幼稚園、保育園、ボランティアの方々

に幅広くご活用いただけます。

東京子ども図書館編　A5判　400 頁　ISBN978-4-88569-199-7

定価 3,888 円（本体 3,600 円 +税） 

『絵本の庭へ』　児童図書館 基本蔵書目録 1
こちらもどうぞ！ 

作品のおすすめポイントがわかる！

■出版を記念して、たくさんの催しを企画しています。

　詳細は当館機関誌「こどもとしょかん」、ホームページ・フェイスブック（5月以降）でご覧ください。

　⇒http://www.tcl.or.jp          https://www.facebook.com/TokyoChildrensLibrary/

子どもと本をつなぐ強い味方

夏休みに、

すごくおもしろい

冒険の本を読みたい！

「旅・冒険」の本は…
　・地下の洞穴の冒険

　・プリデイン物語シリーズ

　・ホビットの冒険

　・ミオよ、わたしのミオ

　　　　　など 70 冊以上！

さまざまなテーマや、キーワードから本を探せる、

詳細な件名索引をつけました。ながめていると、
展示や、ブックトークのアイディアがうかぶはず！

こんなことばから本を探せます
● 思い出・記憶
● 計画する・作戦
● 第二次世界大戦・ナチス
● 謎解き・推理

　　など 26 ジャンル、1100 項目以上。

●気持ち・こころ

●笑い　⇔笑い話　⇔落語
　・いたずら小おに
　・金のがちょうのほん
　・笑いを売った少年
●幸福　
　・青い鳥
　・しあわせのテントウムシ
●思い出・記憶　⇔日記・回想録
　・思い出のマーニー　上・下
　・顔のない男
　・ザ・ギバー
　・人形ヒティの冒険
　・ムーミンパパの思い出
●空想　
　・赤毛のアン
　・いたずらでんしゃ
　・ぼくはレース場の持主だ！
　・リンゴの木の上のおばあさん

109

スウェーデンの小さな町に住む少年カッレの
望みは、名探偵になること。ところが夏休み
に、友だちのエーヴァ・ロッタの親戚だと名
のる怪しげな男を見張るうち、宝石泥棒と対
決するはめに……。続編の『カッレくんの冒

では高利貸し殺人事件、『名探偵カッレ
では、科学情報スパイ事件と取

り組んで活躍する。平和な田舎町で、赤バラ
軍、白バラ軍に分かれて戦争ごっこに興じる
少年少女。そんな彼らの健康で素朴な日常に、
悪人を向こうにまわしての名捜査ぶりをから
ませ、面白く、読みごたえのある物語に仕立
てている。少年少女向け探偵ものの傑作。

ピーター、スーザン、エドマンド、ルーシィ
の 4人兄妹は、ロンドンの空襲を避けて、田
舎にある、古くて広大な屋敷にやってくる。
その一室にあった大きな衣装だんすは、この
世とは別の国、ナルニアへの入り口だった。
白い魔女に支配され、永遠の冬に閉ざされて
いるナルニアに平和を取りもどすため、ピー
ターたち兄妹は、偉大なライオン・アスラン
とともに戦う。全 7巻シリーズ。各巻は独立
した物語になっているが、全体では、ナルニ
アという空想上の王国の誕生から滅亡までを
描いた、一大絵巻を成している。著者はケン
ブリッジ大学の英文学教授で、その篤い信仰
に基いた小説、SF等で知られる。本作も、
善と悪、正と不正、愛と死、罪とあがない等
をテーマとした作品。しかしそれがこの上な
くふしぎで、面白く、劇的な物語に仕立てら
れているので、読者は主人公たちと一緒に、
空想の世界での素晴らしい冒険を堪能できる。
日本でも、邦訳刊行以来、多くの子どもを魅
了してきた、英国ファンタジーの傑作。

●ルイス，C・S 
●ライオンと魔女 （ナルニア国ものがたり）

C・S・ルイス 作　瀬田 貞二 訳
ポーリン・ベインズ さし絵
岩波書店　1966 年　254p　21 × 16

ピーターが歯医者の帰り、ひとめでそのとり
こになり、ふしぎな老人から買ったバイキン
グ船の模型は、持ち主を望みの場所に連れて
いってくれる空とぶ船だった。ピーターら 4
人きょうだいは、お母さんを入院先へ訪ねた
のを手始めに、エジプトへ、北欧神話の都へ、
中世のイギリスへと、時空を超えた旅と冒険
を重ねる。確かな歴史的知識を根底に書かれ
た英国のタイムファンタジー。初版 1953 年。

●ルイス，ヒルダ
●とぶ船
ヒルダ・ルイス 作　石井 桃子 訳
ノーラ・ラヴリン さし絵
岩波書店　1966 年　350p　23 × 16

名探偵カッレくん
　（リンドグレーン作品集）

アストリッド・リンドグレーン 作　尾崎 義 訳
 さし絵

岩波書店　1965 年　232p　22 × 16

丘の上の大きな空家に、また人間が住むらし
い。まわりに住む動物たちはその話でもちき
り。いい人だろうか、野菜畑を作るだろうか？ 
足自慢のウサギのジョージイぼうやを中心に、
動物と人間の交流を愛情こめて描く。作者自
身による柔らかな筆致のペン画も魅力。1945
年ニューベリー賞。新訳『ウサギの丘』（田
中 薫子 訳　フェリシモ出版）も出ている。

●ローソン，ロバート
●ウサギが丘
ロバート・ローソン 作・画　松永 冨美子 訳
学習研究社　1966 年　194p　23 × 16

ルムの町から姿を消す。実はボッセは魔神に
連れられて「はるかな国」へ行き、そこで長
い間求めていた父に巡りあったのだった。父
はその国の王で、ボッセは本当はミオという

」国なかるは「。るかわがと
の平和をおびやかす騎士カトーと戦うため、
ミオは友だちのユムユムと冒険にのり出して
いく。現実世界では薄幸だった男の子が別世
界で英雄的な使命を果たそうとする幻想的な
物語。いたずらに心理描写に陥ることなく、
主人公が一人称で語る、冒険物語の形式をと
っているので、比較的広範囲の子どもたちに
読まれている。繊細な雰囲気をもつ挿絵。

やかまし村には家が 3軒、子どもは 6人しか
いない。女の子 3人、男の子 3人の子どもた

やかまし村の子どもたち
（リンドグレーン作品集）

アストリッド・リンドグレーン 作　大塚 勇三 訳
イロン・ヴィークランド さし絵
岩波書店　1965 年　196p　22 × 16

ちが、野いちごつみに出かけたり、干し草置
き場で遊んだり、遊び小屋をつくったりする
村での生活と、子どもたちの通っている小さ
な学校での様子を、7歳の女の子リーサの口
をとおしていきいきと語る。大自然に包まれ
た農村の、のびのびとした子どもたちの日常
は、いかにも楽しげで、読者をひきつけずに
はおかない。子どもたちの表情をよくとらえ
た豊富な挿絵も楽しい。『やかまし村の春・
夏・秋・冬』『やかまし村はいつもにぎやか』
と続く 3部作で、図書館や文庫では、多くの
子が一度は夢中になる人気のシリーズ。

 ◆ カスピアン王子のつのぶえ
 ◆ 朝びらき丸東の海へ
 ◆ 銀のいす
 ◆ 馬と少年
 ◆ 魔術師のおい
 ◆ さいごの戦い

著者はドイツの著名な外科医。この本に収め
られたお話は、彼が独仏戦争に従軍中、故郷
の子どもたちに書き送ったものだという。若
いオルガン作りが、神様の思召しにかなった
花嫁花婿が教会にはいってくると、ひとりで
に鳴りだすというオルガンを作りあげる。し
かし功名心に捉われた彼は、自分の結婚式に
オルガンが鳴らなかったのを花嫁のせいにし
て……。短いが深い感動をよびおこす表題作
等 22 編。各々の話は、美しく心打たれるもの、

●レアンダー，リヒャルト
●ふしぎなオルガン（岩波少年文庫）

リヒャルト・レアンダー 作　國松 孝二 訳
岩波書店　1952 年　278p　18 × 12　

軽い風刺をきかせたものと様々だが、いずれ
もみずみずしい情緒と、ほのかな哀感をたた
えている。高学年への読みきかせや語りにも
向く。2010 年刊の新版では 2編を割愛した。

双子の兄弟マルコとミルコが肌身離さず持ち
歩くのは、投げた人の手に戻ってくるように
しこんだブーメラン・カナヅチ。これを使え
ば、泥棒もお化けも悪魔だって怖くない。ふ

●ロダーリ，ジャンニ
●マルコとミルコの悪魔なんか
　こわくない！
ジャンニ・ロダーリ 作　関口 英子 訳　片岡 樹里 絵
くもん出版　2006 年　159p　20 × 14


