
《絵本》

書名 著者名 出版者 出版年
ありこのおつかい 石井桃子作；中川宗弥絵 福音館書店 1968

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

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 1978.7

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；いしいももこやく

福音館書店 1962.1

かえるのいえさがし 石井桃子,川野雅代さく；中谷千代子え 福音館書店 1998.3
くいしんぼうのはなこさん いしいももこ文；なかたにちよこ絵 福音館書店 1965
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 1986.5
こねこのぴっち : 大型絵本 ハンス・フィッシャー文・絵；石井桃子訳 岩波書店 1987.11

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 1986.5

せいめいのれきし
バージニア・リー・バートン文・絵；
いしいももこやく

岩波書店 1964

せきたんやのくまさん
フィービとセルビ・ウォージントンさく・え；
いしいももこやく

福音館書店 1987.5

ちいさいおうち
ばーじにあ・りー・ばーとんぶんとえ；
いしいももこやく

岩波書店 1965.12

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 1992.6

ちいさなねこ 石井桃子さく；横内襄え 福音館書店 1967.1

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 1975.4

どうぶつのこどもたち
サムイル・マルシャークおはなし；
石井桃子訳編

岩波書店 1992.6

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー
バージニア・リー・バートン文・絵；
いしいももこ訳

福音館書店 1962

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 1971

100まんびきのねこ
ワンダ・ガアグ文・絵；いしいももこ訳；
家庭文庫研究会編

福音館書店 1961

ふわふわくんとアルフレッド ドロシー・マリノ文・絵；石井桃子訳 岩波書店 1977.6

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 1983.11

ゆかいなかえる
ジュリエット・キープス文・絵；
いしいももこ訳

福音館書店 1964

《物語》

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 2004.6

銀のシギ エリナー・ファージョン作；石井桃子訳 岩波書店 1994.10

クマのプーさん・プー横丁にたった家
A.A.ミルン作；石井桃子訳；
E.H.シェパード絵

岩波書店 1962

グレイ・ラビットのおはなし
アリソン・アトリー作；
石井桃子,中川李枝子訳

岩波書店 1995.6

三月ひなのつき 石井桃子著；朝倉摂絵 福音館書店 1963

すえっこOちゃん
エディス・ウンネルスタッド作；
石井桃子訳；ルイス・スロボドキン画

フェリシモ 2003.1

スザンナのお人形・ビロードうさぎ マジョリー・ビアンコ文；高野三三男絵 岩波書店 1953

砂の妖精
イーディス・ネズビット・ブラント作；
ハロルド・R.ミラー画；石井桃子訳

福音館書店 1991.10

たのしい川べ : ヒキガエルの冒険
ケネス・グレーアム作；
石井桃子訳；E.H.シェパード絵

岩波書店 1963

小さい牛追い マリー・ハムズン作；石井桃子訳 岩波書店 2005.10

チム・ラビットのぼうけん
アリソン・アトリー作；石井桃子訳；
中川宗弥画

童心社 1967.3

ツバメの歌 レオ・ポリティ文・絵；岩波書店訳編 岩波書店 1954

石井桃子さんの本

※このリストは、子どものへや・世界を知るへやで行っている小展示の資料一覧であり、テーマに沿った資料を網羅的に紹介し
たり、リストに挙げられた資料を推薦したりするものではありません。
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年とったばあやのお話かご
エリナー・ファージョン作；石井桃子訳；エ
ドワード・アーディゾーニ絵

岩波書店 1970

とぶ船 ヒルダ・ルイス作；石井桃子訳 岩波書店 1987.7
トム・ソーヤーの冒険. 上 マーク・トウェイン作；石井桃子訳 岩波書店 1988.2
トム・ソーヤーの冒険. 下 マーク・トウェイン作；石井桃子訳 岩波書店 1988.3
ドリトル先生物語全集. 1 : ドリトル先生アフ
リカゆき

ロフティング作・絵；井伏鱒二訳 岩波書店 1961

西風のくれた鍵
アリソン・アトリー作；
石井桃子,中川李枝子訳

岩波書店 2001.2

ねずみとおうさま 岩波書店編；土方重巳絵 岩波書店 1963
ノンちゃん雲に乗る 石井桃子著；中川宗弥画 福音館書店 1967.1

ビロードうさぎ
マージェリィ・ウィリアムズぶん；いしいも
もこやく；ウィリアム・ニコルソンえ

童話館出版 2002.3

百まいのきもの
エリノア・エスティーズ文；ルイス・スロボ
ドキン絵；岩波書店訳編

岩波書店 1954

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 2006.11

まいごのふたご
あいねす・ほーがんおはなし；
石井桃子やく；野口彌太郎え

岩波書店 1954.4

魔法使いのチョコレート・ケーキ : マーガ
レット・マーヒーお話集

マーガレット・マーヒー〔作〕；シャーリー・
ヒューズ画；石井桃子訳

福音館書店 1984.6

まぼろしの白馬 エリザベス・グージ作；石井桃子訳 岩波書店 2007.1

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・アーディゾーニ絵

岩波書店 1971

木馬のぼうけん旅行
アーシュラ・ウィリアムズ作；石井桃子訳；
ペギー・フォートナム画

福音館書店 2003.1

やまのこどもたち 石井桃子文；深沢紅子絵 岩波書店 1956.12
やまのたけちゃん 石井桃子文；深沢紅子絵 岩波書店 1959.12
山のトムさん 石井桃子著；深沢紅子絵 福音館書店 1968

ゆかいなホーマーくん
ロバート・マックロスキー文・絵；
石井桃子訳

岩波書店 1965

りすのパナシ
リダ・フォシェ文；フェードル・ロジャンコフ
スキー絵；いしいももこ訳編

童話館出版 2003.4

リンゴ畑のマーティン・ピピン
エリナー・ファージョン作；石井桃子訳；リ
チャード・ケネディ絵

岩波書店 1972

《昔話絵本・昔話集》
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 1981.11
いっすんぼうし いしいももこ文；あきのふく絵 福音館書店 1965
おそばのくきはなぜあかい : にほんむかし
ばなし

石井桃子文；初山滋え 岩波書店 1954.9

カラスだんなのおよめとり : アラスカのエス
キモーのたのしいお話

チャールズ・ギラム文；
石井桃子訳；丸木俊絵

岩波書店 1993.10

きんいろのしか : バングラデシュの昔話
ジャラール・アーメド案；
石井桃子再話；秋野不矩絵

福音館書店 1968.12

したきりすずめ 石井桃子再話；赤羽末吉画 福音館書店 1982.6
トンボソのおひめさま : フランス系カナダ人
のたのしいお話

バーボー,ホーンヤンスキー文；
石井桃子訳；アーサー・プライス絵

岩波書店 1993.10

ふしぎなたいこ : にほんむかしばなし 岩波書店編；清水崑絵 岩波書店 1953

《知識》
ギリシア神話 石井桃子編・訳；富山妙子画 のら書店 2000.11
幼ものがたり 石井桃子作；吉井爽子画 福音館書店 2002.6
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