
書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

児童百科事典　２～24
（１、10、11、13、18～20欠号）

 （平凡社） 1963 031/ｼﾄｳ/

ダーウィンの世界一周
科学の本

ミリセント・E・セルサム／著
アンソニー・ラビエリ／画
（福音館書店）

1968 402/ｾﾙｻ/

オタバリの少年探偵たち
岩波少年文庫 2052

セシル・デイ・ルイス／作
瀬田 貞二／訳
（岩波書店）

1957 908/ｲﾜﾅ/

人形の家
岩波少年文庫 1035

ルーマー・ゴッデン／作
瀬田 貞二／訳
（岩波書店）

1980 908/ｲﾜﾅ/

白いタカ
岩波少年文庫 3063

E.アーノルド／作
瀬田 貞二／訳
（岩波書店）

1979 908/ｲﾜﾅ/

世界のむかしばなし
瀬田 貞二／訳
太田 大八／絵
（のら書店）

2000 908/ｾﾀ/

日本のむかしばなし
瀬田 貞二／文
瀬川 康男／絵
（のら書店）

1998 913.6/ｾｶﾜ/

お父さんのラッパばなし
創作童話シリーズ

瀬田 貞二／作
堀内 誠一／画
（福音館書店）

1977 913.6/ｾﾀ/

ナルニア国の住人たち
C.S.ルイス／原作
ポーリン・ベインズ／絵
（岩波書店）

1995 930/ﾙｲｽ/

人形の家
岩波ものがたりの本 9

ルーマー・ゴッデン／作
瀬田 貞二／訳
（岩波書店）

1980 933/ｺﾂﾃ/

町にきたヘラジカ
新しい世界の幼年童話 15

フィル=ストング／さく
クルト=ビーゼ／え
（学研）

1969 933/ｽﾄﾝ/

ポルコさまちえばなし スペインのたのしいお話
岩波おはなしの本 8

ロバート・デイヴィス／文
瀬田 貞二／訳
（岩波書店）

1980 933/ﾃｲｳ/

ホビットの冒険
J.R.R.トールキン／作
瀬田 貞二／訳
（岩波書店）

1988 933/ﾄﾙｷ/

指輪物語 1～６
J・R・R・トールキン／[著]
瀬田 貞二／訳
（評論社）

1992 933/ﾄﾙｷ/

金のがちょうのほん 四つのむかしばなし
福音館世界傑作童話シリーズ

レズリー・ブルック／文・画
瀬田　貞二／訳
（福音館書店）

1980 933/ﾌﾙﾂ/

かぎのない箱 フィンランドのたのしいお話
岩波おはなしの本 5

ボウマン／文
ビアンコ／文
（岩波書店）

1980 933/ﾎｳﾏ/

ライオンと魔女
ナルニア国ものがたり 1

C.S.ルイス／作
瀬田 貞二／訳
（岩波書店）

1987 933/ﾙｲｽ/

※請求記号のうち、「E」は絵本を指しますが、実際の背ラベルでは省略されています。
※出版年の下段は初版や初出の年です。

生誕100年　瀬田貞二の仕事

瀬田貞二（1916-1979）は、児童文学作家、翻訳家として多くの本を世に送り出すと同時に、児童文学研究においても精力的
な活動をされました。平凡社『児童百科事典』の企画・編集に携わったことでも知られています。63年という生涯において
手がけた仕事の量と質の高さには、改めて驚かされます。『三びきのやぎのがらがらどん』『きょうはなんのひ？』『ナル
ニア国物語』『指輪物語』など、今なお読み継がれている多くの作品をどうぞお楽しみください。

子どもの本



書名 著者（出版者） 出版年 請求記号

カスピアン王子のつのぶえ
ナルニア国ものがたり 2

C.S.ルイス／作
瀬田 貞二／訳
（岩波書店）

1987 933/ﾙｲｽ/

朝びらき丸東の海へ
ナルニア国ものがたり 3

C.S.ルイス／作
瀬田 貞二／訳
（岩波書店）

1987 933/ﾙｲｽ/

銀のいす
ナルニア国ものがたり 4

C.S.ルイス／作
瀬田 貞二／訳
（岩波書店）

1986 933/ﾙｲｽ/

馬と少年
ナルニア国ものがたり 5

C.S.ルイス／作
瀬田 貞二／訳
（岩波書店）

1986 933/ﾙｲｽ/

魔術師のおい
ナルニア国ものがたり 6

C.S.ルイス／作
瀬田 貞二／訳
（岩波書店）

1987 933/ﾙｲｽ/

さいごの戦い
ナルニア国ものがたり 7

C.S.ルイス／作
瀬田 貞二／訳
（岩波書店）

1986 933/ﾙｲｽ/

あおい目のこねこ
エゴン・マチーセン／さく え
せた ていじ／やく
（福音館書店）

1973 949/ﾏﾁｾ/

かさじぞう 日本の昔話
こどものとも絵本

瀬田 貞二／再話
赤羽 末吉／画
（福音館書店）

2008 E/ｱｶﾊ/08.4

まのいいりょうし
日本傑作絵本シリーズ

瀬田 貞二／再話
赤羽 末吉／画
（福音館書店）

1975 E/ｱｶﾊ/

チムとゆうかんなせんちょうさん
世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本

エドワード・アーディゾーニ／ぶん・え
せた ていじ／やく
（福音館書店）

1963 E/ｱﾃｨ/

チムともだちをたすける
世界傑作絵本シリーズ イギリスの絵本

エドワード・アーディゾーニ／さく・え
瀬田 貞二／やく
（福音館書店）

1979 E/ｱﾃｨ/

おんちょろちょろ 日本の民話
こどものとも日本の昔話10のとびら

瀬田　貞二／再話
梶山　俊夫／画
（福音館書店）

2008 E/ｶｼﾔ/16.3

となりのうまとおとこのこ
オックスフォードえほんシリーズ 11

チャールズ・キーピング／えとぶん
せた ていじ／やく
（らくだ出版）

1976 E/ｷﾋﾝ/

うみからきたちいさなひと
こどものとも 103

 （福音館書店） 2012 E/ｺﾄﾓ/12.9

うみをわたったしろうさぎ
こどものとも 142

 （福音館書店） 2012 E/ｺﾄﾓ/12.9

よあけ
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

ユリー・シュルヴィッツ／作・画
瀬田 貞二／訳
（福音館書店）

1977 E/ｼﾕﾙ/

かみなりこぞうがおっこちた
こどものとも 179号

瀬田 貞二／さく
杉本 健吉／え
（福音館書店）

1971 E/ｽｷﾓ/

ロバのシルベスターとまほうの小石
評論社の児童図書館・絵本の部屋

ウィリアム・スタイグ／さく
せた ていじ／やく
（評論社）

2006 E/ｽﾀｲ/06.2

馬車でおつかいに
評論社の児童図書館・絵本の部屋

ウィリアム・スタイグ／さく
せた ていじ／やく
（評論社）

2006 E/ｽﾀｲ/06.3

ねずみとくじら
児童図書館・絵本の部屋

ウィリアム・スタイグ／[作]
せた ていじ／やく
（評論社）

1976 E/ｽﾀｲ/

ものいうほね
児童図書館・絵本の部屋

ウイリアム・スタイグ／[作]
せた ていじ／やく
（評論社）

1978 E/ｽﾀｲ/

ぶたのめいかしゅローランド
児童図書館・絵本の部屋

ウィリアム・スタイグ／作
せた ていじ／やく
（評論社）

1975 E/ｽﾀｲ/
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こしおれすずめ
こどものともコレクション

瀬田 貞二／再話
瀬川 康男／画
（福音館書店）

2009 E/ｾｶﾜ/09.2

絵本わらしべ長者
大型絵本 13

瀬田 貞二／文
瀬川 康男／絵
（岩波書店）

1977 E/ｾｶﾜ/

うしかたとやまうば
こどものとも 191号

瀬田 貞二／再話
関野 凖一郎／画
（福音館書店）

1972 E/ｾｷﾉ/

ふるやのもり
こどものとも傑作集 40

瀬田 貞二／再話
田島 征三／画
（福音館書店）

1979 E/ﾀｼﾏ/

ゆきおこし ふゆをしらせるくも
かがくのとも傑作集 ライブラリー版

瀬田 貞二／ぶん
津田 櫓冬／え
（福音館書店）

1981 E/ﾂﾀ/

あふりかのたいこ
こどものとも傑作集 31

瀬田 貞二／さく
寺島 竜一／え
（福音館書店）

1980 E/ﾃﾗｼ/

サンタ・クロースからの手紙
評論社の児童図書館・絵本の部屋 しかけ絵本の本棚

J.R.R.トールキン／[作]
ベイリー・トールキン／編
（評論社）

1995 E/ﾄﾙｷ/

ひよこのかずはかぞえるな
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

イングリ・ドーレア／さく
エドガー・パーリン・ドーレア／さく
（福音館書店）

1980 E/ﾄﾚｱ/

あした、がっこうへいくんだよ
児童図書館・絵本の部屋

ミルドレッド・カントロウィッツ／ぶん
ナンシー・ウィンスロー・パーカー／え
（評論社）

1981 E/ﾊｶ/

おやすみなさい おつきさま
児童図書館・絵本の部屋

マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく
クレメント・ハード／え
（評論社）

1979 E/ﾊﾄ/

名馬キャリコ
岩波の子どもの本

バージニア・リー・バートン／え・ぶん
せた ていじ／やく
（岩波書店）

1979 E/ﾊﾄﾝ/

バラライカねずみのトラブロフ
ジョン・バーニンガム／さく
せた ていじ／やく
（童話館出版）

1998 E/ﾊﾆﾝ/

きょうはなんのひ?
日本傑作絵本シリーズ

瀬田 貞二／作
林 明子／絵
（福音館書店）

1979 E/ﾊﾔｼ/

ブレーメンのおんがくたい グリム童話
世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本

グリム／[原作]
グリム／[原作]
（福音館書店）

1964 E/ﾌｨｯ/

そりぬすみ大さくせん
児童図書館・絵本の部屋

マイケル・フォアマン／[作]
せた ていじ／やく
（評論社）

1977 E/ﾌｫｱ/

へいわなへらじか
児童図書館・絵本の部屋

マイケル・フォアマン／[作]
せた ていじ／やく
（評論社）

1977 E/ﾌｫｱ/

アンガスとあひる
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

マージョリー・フラック／さく・え
瀬田 貞二／やく
（福音館書店）

1974 E/ﾌﾗッ/

アンガスとねこ
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

マージョリー・フラック／さく・え
瀬田 貞二／やく
（福音館書店）

1991 E/ﾌﾗｯ/

まいごのアンガス
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

マージョリー・フラック／さく・え
瀬田 貞二／やく
（福音館書店）

1977 E/ﾌﾗｯ/

あおいやまいぬ
マーシャ・ブラウン／作・絵
瀬田 貞二／訳
（瑞雲舎）

1995 E/ﾌﾗｳ/

三びきのやぎのがらがらどん アスビョルンセンとモーの北欧民
話
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

マーシャ・ブラウン／え
せた ていじ／やく
（福音館書店）

1979 E/ﾌﾗｳ/

マドレーヌとジプシー
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画
瀬田 貞二／訳
（福音館書店）

1973 E/ﾍﾒﾙ/
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げんきなマドレーヌ
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画
瀬田 貞二／訳
（福音館書店）

1972 E/ﾍﾒﾙ/

マドレーヌといたずらっこ
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画
瀬田 貞二／訳
（福音館書店）

1973 E/ﾍﾒﾙ/

マドレーヌといぬ
世界傑作絵本シリーズ アメリカの絵本

ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作・画
瀬田 貞二／訳
（福音館書店）

1973 E/ﾍﾒﾙ/

七わのからす グリム童話
世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本

グリム／[原作]
グリム／[原作]
（福音館書店）

1974 E/ﾎﾌﾏ/

ながいかみのラプンツェル グリム童話
世界傑作絵本シリーズ

グリム／[著]
グリム／[著]
（福音館書店）

1970 E/ﾎﾌﾏ/

おおかみと七ひきのこやぎ グリム童話
世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本

グリム／[原作]
グリム／[原作]
（福音館書店）

1967 E/ﾎﾌﾏ/

しあわせハンス グリム童話
世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本

グリム／[原作]
グリム／[原作]
（福音館書店）

1976 E/ﾎﾌﾏ/

ねむりひめ グリム童話
世界傑作絵本シリーズ スイスの絵本

グリム／[原作]
グリム／[原作]
（福音館書店）

1963 E/ﾎﾌﾏ/

ねずみじょうど
こどものとも傑作集 6

瀬田 貞二／再話
丸木 位里／絵
（福音館書店）

1979 E/ﾏﾙｷ/

おなかのかわ
こどものとも傑作集 18

瀬田 貞二／再話
村山 知義／絵
（福音館書店）

1980 E/ﾑﾗﾔ/

三びきのこぶた イギリスの昔話
こどものとも絵本

瀬田 貞二／やく
山田 三郎／え
（福音館書店）

2008 E/ﾔﾏﾀ/

ピー、うみへいく
こどものとも年中向き

瀬田 貞二／さく
山本 忠敬／え
（福音館書店）

1967 E/ﾔﾏﾓ/

おだんごぱん ロシアの昔話
日本傑作絵本シリーズ

せた ていじ／やく
わきた かず／え
（福音館書店）

1989 E/ﾜｷﾀ/

いたずらおばけ イギリス民話
こどものとも 263号

瀬田 貞二／再話
和田 義三／画
（福音館書店）

1978 E/ﾜﾀ/

幼い子の文学
中公新書 563

瀬田 貞二／著
（中央公論社）

1980 081.06/115/563

絵本論 瀬田貞二子どもの本評論集
瀬田 貞二／著
（福音館書店）

1985 726.5/ｾﾀ/

落穂ひろい 1、２
日本の子どもの文化をめぐる人びと

瀬田 貞二／著
（福音館書店）

1982 726.5/ｾﾀ/

児童文学論
リリアン H.スミス／著
石井 桃子／訳
（岩波書店）

1964 909/ｽﾐ/

児童文学論 1、２
瀬田 貞二／著
（福音館書店）

2009 909/ｾﾀ/

展示期間　2016年10月18日～12月4日
〒422-8002　静岡市駿河区谷田53-1　静岡県立中央図書館

子ども図書研究室　TEL 054-262-1243（資料課）

児童文学研究


