
福井県立図書館　おすすめ物語(3・4年生)

ﾀｲﾄﾙ 著者名 出版者 出版年月 請求記号
河合雅雄の動物記 2 カワウソ流氷の旅 草山万兎∥作 フレーベル館 2000.2 480/ｶ/3･4年

河合雅雄の動物記 6 極北をかけるトナカイ 草山万兎∥作 フレーベル館 2008.12 480/ｶ/3･4年

ラギーラグ アーネスト・トンプソン・シートン∥作・絵
今泉吉晴∥訳

福音館書店 2003.6 480/ｼ/3・4年

三月ひなのつき 石井桃子∥著 朝倉摂∥挿画 福音館書店 1963.12 913/ｲｼ/3・4年

山のトムさん 石井桃子∥作 深沢紅子∥画 箕田源二郎∥画 福音館書店 2011.5 913/ｲｼ/3・4年
魔女の宅急便 角野栄子∥作 林明子∥画 福音館書店 1985.1 913/ｶﾄ/3･4年
魔女の宅急便 角野栄子∥作 林明子∥画 福音館書店 2002.6 913/ｶﾄ/3・4年

ちびっこカムのぼうけん 神沢利子∥作 山田三郎∥絵 理論社 1999.3 913/ｶﾝ/3・4年

おじいさんのランプ 新美南吉∥作 赤羽末吉∥画 鈴木義治∥画 岩波書店 1965.11 913/ﾆｲ/3・4年

ごんぎつね 新美南吉∥作 岩波書店 2002.4 913/ﾆｲ/3・4年
おときときつねと栗の花 松谷みよ子∥著 西山三郎∥絵 偕成社 1984.2 913/ﾏﾂ/3・4年
セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治∥作 小野かおる∥画 古今社 2003.11 913/ﾐﾔ/3・4年

なめとこ山の熊 宮沢賢治∥作 小野かおる∥画 古今社 2003.11 913/ﾐﾔ/3・4年
水仙月の四日 宮沢賢治∥作 赤羽末吉∥画 創風社 1997.8 913/ﾐﾔ/3･4年

狼森(オイノもり)と笊森(ざるもり)、盗森(ぬ
すともり)

宮沢賢治∥作 小野かおる∥画 古今社 2003.11 913/ﾐﾔ/3･4年

けものたちのないしょ話 君島久子∥編訳 岩波書店 2001.11 923/ｹﾓ/3・4年
ネギをうえた人 金素雲∥編 岩波書店 2001.8 929/ﾈｷ/3・4年

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 2003.1 933/ｳｲ/3・4年

魔法のオレンジの木 ダイアン・ウォルクスタイン∥採話 清水真砂
子∥訳

岩波書店 1984.5 933/ｳｵ/3・4年

しずくの首飾り ジョーン・エイキン∥作 ヤン・ピアンコフス
キー∥絵 猪熊葉子∥訳

岩波書店 1983.1 933/ｴｲ/3･4年

しずくの首飾り ジョーン・エイキン∥作 猪熊葉子∥訳 岩波書店 2019.6 933/ｴｲ/3･4年

海の王国 ジョーン・エイキン∥作 ヤン・ピアンコフス
キー∥絵 猪熊葉子∥訳

岩波書店 1986.8 933/ｴｲ/3･4年

みどりの小鳥 イタロ・カルヴィーノ∥作 河島英昭∥訳 岩波書店 2013.12 933/ｶﾙ/3・4年
がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ル

イス・ダーリング∥絵
学習研究社 2007.6 933/ｸﾘ/3・4年

ヘンリーくんとアバラー ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ル
イス・ダーリング∥絵

学習研究社 2007.6 933/ｸﾘ/3・4年
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ヘンリーくんとビーザス ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ル
イス・ダーリング∥絵

学習研究社 2009.5 933/ｸﾘ/3・4年

ヘンリーくんと新聞配達 ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ル
イス・ダーリング∥絵

学研教育出版 2013.11 933/ｸﾘ/3･4年

ビーザスといたずらラモーナ ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ル
イス・ダーリング∥絵

学研教育出版 2009.11 933/ｸﾘ/3・4年

ラモーナは豆台風 ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ル
イス・ダーリング∥絵

学研教育出版 2012.7 933/ｸﾘ/3・4年

ゆうかんな女の子ラモーナ ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ア
ラン・ティーグリーン∥絵

学研教育出版 2013.10 933/ｸﾘ/3･4年

ラモーナとおとうさん ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ア
ラン・ティーグリーン∥絵

学習研究社 2001.12 933/ｸﾘ/3･4年

ラモーナとおかあさん ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ア
ラン・ティーグリーン∥絵

学習研究社 2001.12 933/ｸﾘ/3･4年

ラモーナ、八歳になる ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ア
ラン・ティーグリーン∥絵

学習研究社 2001.12 933/ｸﾘ/3･4年

ラモーナとあたらしい家族 ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ア
ラン・ティーグリーン∥絵

学習研究社 2002.12 933/ｸﾘ/3･4年

ラモーナ、明日へ ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ア
ラン・ティーグリーン∥絵

学習研究社 2006.1 933/ｸﾘ/3･4年

アバラーのぼうけん ベバリイ・クリアリー∥作 松岡享子∥訳 ル
イス・ダーリング∥絵

学習研究社 2008.1 933/ｸﾘ/3・4年

子ねずみラルフのぼうけん ベバリー・クリアリー∥作 谷口由美子∥訳
赤坂三好∥絵

童話館出版 1996.9 933/ｸﾘ/3・4年

たのしい川べ ケネス・グレーアム∥作 石井桃子∥訳 岩波書店 1963.11 933/ｸﾚ/3・4年
たのしい川べ ケネス・グレーアム∥作 石井桃子∥訳 岩波書店 2002.7 933/ｸﾚ/3・4年

人形の家 ルーマー・ゴッデン∥作 瀬田貞二∥訳 岩波書店 2000.10 933/ｺﾂ/3・4年
ぬすまれた宝物 ウィリアム・スタイグ∥作 金子メロン∥訳 評論社 1977.12 933/ｽﾀ/3･4年
ルーシーのぼうけん キャサリン・ストーア∥さく 山本まつよ∥や

く
子ども文庫の
会

1986.7 933/ｽﾄ/3・4年

ルーシーの家出 キャサリン・ストーア∥さく 山本まつよ∥や
く

子ども文庫の
会

1988.2 933/ｽﾄ/3・4年

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 2009.7 933/ｽﾚ/3・4年

こいぬとこねこはゆかいななかま ヨセフ・チャペック∥ぶんとえ いぬいとみこ
∥やく 井出弘子∥やく

童心社 1980.3 933/ﾁﾔ/3･4年
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小公子 フランシス・ホジソン・バーネット∥作 脇明
子∥訳

岩波書店 2011.11 933/ﾊﾈ/3・4年

小公女 フランシス・ホジソン・バーネット∥作 高楼
方子∥訳 エセル・フランクリン・ベッツ∥画

福音館書店 2011.9 933/ﾊﾈ/3・4年

小公女 フランシス・ホジソン・バーネット∥作 脇明
子∥訳

岩波書店 2012.11 933/ﾊﾈ/3・4年

ウサギどんキツネどん J.C.ハリス∥作 八波直則∥訳 岩波書店 1987.11 933/ﾊﾘ/3・4年
ムギと王さま エリナー・ファージョン∥作 石井桃子∥訳 岩波書店 1982.11 933/ﾌｱ/3・4年
くまのパディントン マイケル・ボンド∥作 ペギー・フォートナム

∥画 松岡享子∥訳
福音館書店 1977.6 933/ﾎﾝ/3･4年

くまのパディントン マイケル・ボンド∥作 松岡享子∥訳 ペ
ギー・フォートナム∥画

福音館書店 2002.6 933/ﾎﾝ/3・4年

パディントンのクリスマス マイケル・ボンド∥作 ペギー・フォートナム
∥画 松岡享子∥訳

福音館書店 1977.8 933/ﾎﾝ/3･4年

パディントンのクリスマス マイケル・ボンド∥作 松岡享子∥訳 ペ
ギー・フォートナム∥画

福音館書店 2002.11 933/ﾎﾝ/3・4年

パディントンの一周年記念 マイケル・ボンド∥作 ペギー・フォートナム
∥画 松岡享子∥訳

福音館書店 1979.2 933/ﾎﾝ/3･4年

パディントンの一周年記念 マイケル・ボンド∥作 松岡享子∥訳 ペ
ギー・フォートナム∥画

福音館書店 2003.4 933/ﾎﾝ/3・4年

パディントンフランスへ マイケル・ボンド∥作 ペギー・フォートナム
∥画 松岡享子∥訳

福音館書店 1982.5 933/ﾎﾝ/3･4年

パディントンフランスへ マイケル・ボンド∥作 松岡享子∥訳 ペ
ギー・フォートナム∥画

福音館書店 2003.6 933/ﾎﾝ/3・4年

パディントンとテレビ マイケル・ボンド∥作 ペギー・フォートナム
∥画 松岡享子∥訳

福音館書店 1982.9 933/ﾎﾝ/3･4年

パディントンとテレビ マイケル・ボンド∥作 松岡享子∥訳 ペ
ギー・フォートナム∥画

福音館書店 2004.3 933/ﾎﾝ/3・4年

パディントンの煙突掃除 マイケル・ボンド∥作 ペギー・フォートナム
∥画

福音館書店 1977.11 933/ﾎﾝ/3･4年

パディントンの煙突掃除 マイケル・ボンド∥作 ペギー・フォートナム
∥画 松岡享子∥訳

福音館書店 2004.8 933/ﾎﾝ/3・4年

パディントン妙技公開 マイケル・ボンド∥作 ペギー・フォートナム
∥画 松岡享子∥訳

福音館書店 1989.9 933/ﾎﾝ/3･4年
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パディントン妙技公開 マイケル・ボンド∥作 松岡享子∥訳 ペ
ギー・フォートナム∥画

福音館書店 2004.10 933/ﾎﾝ/3・4年

パディントン街へ行く マイケル・ボンド∥作 田中琢治∥訳 松岡享
子∥訳

福音館書店 2006.7 933/ﾎﾝ/3・4年

パディントン街へ行く マイケル・ボンド∥作 ペギー・フォートナム
∥画 田中琢治∥訳

福音館書店 2008.10 933/ﾎﾝ/3・4年

パディントンのラストダンス マイケル・ボンド∥作 田中琢治∥訳 松岡享
子∥訳

福音館書店 2007.9 933/ﾎﾝ/3・4年

パディントンのラストダンス マイケル・ボンド∥作 ペギー・フォートナム
∥画 田中琢治∥訳

福音館書店 2008.10 933/ﾎﾝ/3・4年

パディントンの大切な家族 マイケル・ボンド∥作 ペギー・フォートナム
∥画 田中琢治∥訳

福音館書店 2008.10 933/ﾎﾝ/3・4年

パディントンの大切な家族 マイケル・ボンド∥作 田中琢治∥訳 松岡享
子∥訳

福音館書店 2009.9 933/ﾎﾝ/3・4年

ゆかいなホーマーくん ロバート・マックロスキー∥作 石井桃子∥訳 岩波書店 2000.6 933/ﾏﾂ/3･4年

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 シャーリー・
ヒューズ∥画 石井桃子∥訳

福音館書店 1984.6 933/ﾏﾋ/3･4年

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 シャーリー・
ヒューズ∥画 石井桃子∥訳

福音館書店 2004.8 933/ﾏﾋ/3・4年

クマのプーさん A.A.ミルン∥作 石井桃子∥訳 岩波書店 1983.2 933/ﾐﾙ/3･4年
クマのプーさん A.A.ミルン∥作 石井桃子∥訳 岩波書店 2000.6 933/ﾐﾙ/3・4年

クマのプーさん A.A.ミルン∥作 E.H.シェパード∥絵 石井桃
子∥訳

岩波書店 2006.9 933/ﾐﾙ/3･4年

プー横丁にたった家 A.A.ミルン∥作 石井桃子∥訳 岩波書店 2000.11 933/ﾐﾙ/3・4年
プー横丁にたった家 A.A.ミルン∥作 E.H.シェパード∥絵 石井桃

子∥訳
岩波書店 2008.2 933/ﾐﾙ/3・4年

ドリトル先生アフリカゆき ロフティング∥作 井伏鱒二∥訳 岩波書店 1982.11 933/ﾛﾌ/3・4年
ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング∥作・絵 井伏鱒二∥訳 岩波書店 1978.9 933/ﾛﾌ/3・4年

ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング∥作・絵 井伏鱒二∥訳 岩波書店 2007.11(50刷) 933/ﾛﾌ/3･4年

ドリトル先生の郵便局 ヒュー・ロフティング∥[作] 井伏鱒二∥訳 岩波書店 2007.5 933/ﾛﾌ/3・4年

ドリトル先生のサーカス ヒュー・ロフティング∥作・絵 井伏鱒二∥訳 岩波書店 1978.5 933/ﾛﾌ/3・4年
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ドリトル先生のサーカス ヒュー・ロフティング∥作・絵 井伏鱒二∥訳 岩波書店 [2002] 933/ﾛﾌ/3・4年

ドリトル先生の動物園 ヒュー・ロフティング∥作・絵 井伏鱒二∥訳 岩波書店 1978.11 933/ﾛﾌ/3・4年

ドリトル先生の動物園 ヒュー・ロフティング∥作・絵 井伏鱒二∥訳 岩波書店 [2002] 933/ﾛﾌ/3・4年

ドリトル先生のキャラバン ヒュー・ロフティング∥[作] 井伏鱒二∥訳 岩波書店 2007.5 933/ﾛﾌ/3・4年
ドリトル先生と月からの使い ヒュー・ロフティング∥[作] 井伏鱒二∥訳 岩波書店 2007.4 933/ﾛﾌ/3・4年

ドリトル先生月へゆく ヒュー・ロフティング∥作・絵 井伏鱒二∥訳 岩波書店 1978 933/ﾛﾌ/3・4年

ドリトル先生月へゆく ヒュー・ロフティング∥作・絵 井伏鱒二∥訳 岩波書店 [2002] 933/ﾛﾌ/3･4年

ドリトル先生月から帰る ヒュー・ロフティング∥作・絵 井伏鱒二∥訳 岩波書店 1979.6 933/ﾛﾌ/3・4年

ドリトル先生月から帰る ヒュー・ロフティング∥作・絵 井伏鱒二∥訳 岩波書店 [2002] 933/ﾛﾌ/3・4年

ドリトル先生と秘密の湖 ヒュー・ロフティング∥作・絵 井伏鱒二∥訳 岩波書店 1979.1 933/ﾛﾌ/3・4年

ドリトル先生と緑のカナリア ヒュー・ロフティング∥[作] 井伏鱒二∥訳 岩波書店 2007.4 933/ﾛﾌ/3・4年

ドリトル先生の楽しい家 ヒュー・ロフティング∥[作] 井伏鱒二∥訳 岩波書店 2007.8 933/ﾛﾌ/3・4年
エーミールと探偵たち ケストナー∥作 高橋健二∥訳 岩波書店 1981.8 943/ｹｽ/3･4年
エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー∥作 池田香代子∥訳 岩波書店 2000.6 943/ｹｽ/3･4年

エーミールと三人のふたご ケストナー∥作 高橋健二∥訳 岩波書店 1982.3 943/ｹｽ/3・4年

エーミールと三人のふたご エーリヒ・ケストナー∥作 池田香代子∥訳 岩波書店 2000.7 943/ｹｽ/3・4年
ふたりのロッテ ケストナー∥作 高橋健二∥訳 岩波書店 1982.10 943/ｹｽ/3・4年
ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー∥作 池田香代子∥訳 岩波書店 2006.6 943/ｹｽ/3・4年

点子ちゃんとアントン ケストナー∥作 高橋健二∥訳 岩波書店 1982.10 943/ｹｽ/3・4年
点子ちゃんとアントン エーリヒ・ケストナー∥作 池田香代子∥訳 岩波書店 2000.9 943/ｹｽ/3・4年
ハイジ 上 ヨハンナ・シュピリ∥作 上田真而子∥訳 岩波書店 2003.4 943/ｽﾋ/3・4年
ハイジ 下 ヨハンナ・シュピリ∥作 上田真而子∥訳 岩波書店 2003.4 943/ｽﾋ/3・4年

ハイジ J.シュピーリ∥作 矢川澄子∥訳 福音館書店 1978.0 943/ｽﾋ/3・4年

ハイジ 上 J.シュピーリ∥作 矢川澄子∥訳 パウル・ハ
イ∥画

福音館書店 2003.3 943/ｽﾋ/3・4年

ハイジ 下 J.シュピーリ∥作 矢川澄子∥訳 パウル・ハ
イ∥画

福音館書店 2003.3 943/ｽﾋ/3・4年
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ほらふき男爵の冒険 ペーター・ニクル∥再話 B.シュレーダー∥画
矢川澄子∥訳

福音館書店 1982.2 943/ﾆｸ/3・4年

小さい魔女 オトフリート・プロイスラー∥作 大塚勇三∥
訳

学習研究社 1965.7 943/ﾌﾛ/3・4年

大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート・プロイスラー∥著 F.J.トリッ
プ∥画

偕成社 1966.6 943/ﾌﾛ/3･4年

大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート・プロイスラー∥作 フランツ・
ヨーゼフ・トリップ∥絵 中村浩三∥訳

偕成社 2010.9 943/ﾌﾛ/3･4年

大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあら
わる

オトフリート・プロイスラー∥作 フランツ・
ヨーゼフ・トリップ∥絵 中村浩三∥訳

偕成社 2010.10 943/ﾌﾛ/3･4年

大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわ
る

プロイスラー∥作 トリップ∥絵 中村浩三∥
訳

偕成社 1982.5 943/ﾌﾛ/3･4年

大力ワーニャの冒険 オトフリート・プロイスラー∥作 大塚勇三∥
訳 堀内誠一∥絵

瑞雲舎 2003.7 943/ﾌﾛ/3・4年

火のくつと風のサンダル ウルズラ=ウェルフェル∥作 関楠生∥訳 久米
宏一∥絵

童話館出版 1997.7 943/ﾍﾙ/3・4年

アンデルセンの童話 1 H.C.アンデルセン∥作 大塚勇三∥編・訳 イ
ブ・スパング・オルセン∥画

福音館書店 1992.4 949/ｱﾝ/3・4年

アンデルセンの童話 2 H.C.アンデルセン∥作 大塚勇三∥編・訳 イ
ブ・スパング・オルセン∥画

福音館書店 1992.4 949/ｱﾝ/3･4年

アンデルセンの童話 3 H.C.アンデルセン∥作 大塚勇三∥編・訳 イ
ブ・スパング・オルセン∥画

福音館書店 1992.4 949/ｱﾝ/3･4年

親指姫 ハンス・クリスチャン・アンデルセン∥著 大
塚勇三∥編・訳 イブ・スパング・オルセン∥
画

福音館書店 2003.11 949/ｱﾝ/3･4年

人魚姫 ハンス・クリスチャン・アンデルセン∥著 大
塚勇三∥編・訳 イブ・スパング・オルセン∥
画

福音館書店 2003.11 949/ｱﾝ/3・4年

雪の女王 ハンス・クリスチャン・アンデルセン∥著 大
塚勇三∥編・訳 イブ・スパング・オルセン∥
画

福音館書店 2003.11 949/ｱﾝ/3・4年

太陽の東月の西 アスビョルンセン∥編 佐藤俊彦∥訳 岩波書店 2005.5 949/ﾀｲ/3・4年
小さい牛追い マリー・ハムズン∥作 石井桃子∥訳 岩波書店 2005.10 949/ﾊﾑ/3・4年

牛追いの冬 マリー・ハムズン∥作 石井桃子∥訳 岩波書店 2006.2 949/ﾊﾑ/3・4年
小さなスプーンおばさん アルフ・プリョイセン∥著 大塚勇三∥訳 学習研究社 1966.4 949/ﾌﾘ/3･4年
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福井県立図書館　おすすめ物語(3・4年生)

スプーンおばさんのぼうけん アルフ・プリョイセン∥作 大塚勇三∥訳
ビョールン・ベルイ∥画

学習研究社 1982.6 949/ﾌﾘ/3･4年

スプーンおばさんのゆかいな旅 アルフ=プリョイセン∥作 大塚勇三∥訳
ビョールン=ベルイ∥画

学習研究社 1983.6 949/ﾌﾘ/3･4年

たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン∥作・絵 山室静∥訳 講談社 1990.6 949/ﾔﾝ/3･4年

たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン∥作・絵 山室静∥訳 講談社 2014.4 949/ﾔﾝ/3･4年
ムーミンパパの思い出 トーベ・ヤンソン∥作・絵 小野寺百合子∥訳 講談社 1990.8 949/ﾔﾝ/3･4年

ムーミンパパの思い出 トーベ・ヤンソン∥作・絵 小野寺百合子∥訳 講談社 2014.9 949/ﾔﾝ/3･4年

ムーミン谷の夏まつり トーベ・ヤンソン∥作・絵 下村隆一∥訳 講談社 1990.8 949/ﾔﾝ/3･4年

ムーミン谷の夏まつり トーベ・ヤンソン∥作・絵 下村隆一∥訳 講談社 2013.12 949/ﾔﾝ/3･4年

ムーミン谷の冬 トーベ・ヤンソン∥作・絵 山室静∥訳 講談社 1990.10 949/ﾔﾝ/3･4年
ムーミン谷の冬 トーベ・ヤンソン∥作・絵 山室静∥訳 講談社 2014.1 949/ﾔﾝ/3･4年
ムーミン谷の仲間たち トーベ・ヤンソン∥作・絵 山室静∥訳 講談社 1990.10 949/ﾔﾝ/3･4年

ムーミン谷の仲間たち トーベ・ヤンソン∥作・絵 山室静∥訳 講談社 2013.11 949/ﾔﾝ/3･4年
ムーミンパパ海へいく トーベ・ヤンソン∥作・絵 小野寺百合子∥訳 講談社 1990.12 949/ﾔﾝ/3･4年

ムーミンパパ海へいく トーベ・ヤンソン∥作・絵 小野寺百合子∥訳 講談社 2014.7 949/ﾔﾝ/3･4年

ムーミン谷の彗星 トーベ・ヤンソン∥作・絵 下村隆一∥訳 講談社 1990.6 949/ﾔﾝ/3･4年
ムーミン谷の彗星 トーベ・ヤンソン∥作・絵 下村隆一∥訳 講談社 2014.2 949/ﾔﾝ/3･4年

ムーミン谷の十一月 トーベ・ヤンソン∥作・絵 鈴木徹郎∥訳 講談社 1990.12 949/ﾔﾝ/3･4年

ムーミン谷の十一月 トーベ・ヤンソン∥作・絵 鈴木徹郎∥訳 講談社 2014.11 949/ﾔﾝ/3･4年
小さなトロールと大きな洪水 トーベ・ヤンソン∥作・絵 富原真弓∥訳 講談社 1992.6 949/ﾔﾝ/3･4年
小さなトロールと大きな洪水 トーベ・ヤンソン∥作・絵 冨原眞弓∥訳 講談社 2015.2 949/ﾔﾝ/3・4年

おもしろ荘の子どもたち アストリッド・リンドグレーン∥作 石井登志
子∥訳

岩波書店 1987.11 949/ﾘﾝ/3・4年

おもしろ荘の子どもたち アストリッド・リンドグレーン∥作 石井登志
子∥訳

岩波書店 2006.10 949/ﾘﾝ/3・4年

おもしろ荘の子どもたち アストリッド・リンドグレーン∥作 石井登志
子∥訳

岩波書店 2010.7 949/ﾘﾝ/3・4年

長くつ下のピッピ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳 岩波書店 1981.10 949/ﾘﾝ/3･4年

長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン∥作 大塚勇三
∥訳

岩波書店 2000.6 949/ﾘﾝ/3・4年
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福井県立図書館　おすすめ物語(3・4年生)

ピッピ、船にのる リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳 岩波書店 1981.11 949/ﾘﾝ/3・4年
ピッピ船にのる アストリッド・リンドグレーン∥作 大塚勇三

∥訳
岩波書店 2000.6 949/ﾘﾝ/3・4年

ピッピ南の島へ アストリッド・リンドグレーン∥作 大塚勇三
∥訳

岩波書店 2000.8 949/ﾘﾝ/3・4年

ピッピ南の島へ アストリッド・リンドグレーン∥作 大塚勇三
∥訳

岩波書店 2007.6 949/ﾘﾝ/3･4年

ミオよ、わたしのミオ リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳 岩波書店 1982.4 949/ﾘﾝ/3･4年

ミオよわたしのミオ アストリッド・リンドグレーン∥作 大塚勇三
∥訳

岩波書店 2001.3 949/ﾘﾝ/3・4年

やかまし村の子どもたち アストリッド・リンドグレーン∥作 大塚勇三
∥訳

岩波書店 1965.5 949/ﾘﾝ/3･4年

やかまし村の子どもたち アストリッド・リンドグレーン∥作 大塚勇三
∥訳

岩波書店 2005.6 949/ﾘﾝ/3・4年

やかまし村の春・夏・秋・冬 リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳 岩波書店 1981.9 949/ﾘﾝ/3・4年

やかまし村の春・夏・秋・冬 アストリッド・リンドグレーン∥作 大塚勇三
∥訳

岩波書店 2005.12 949/ﾘﾝ/3・4年

やかまし村はいつもにぎやか リンドグレーン∥作 大塚勇三∥訳 岩波書店 1982.11 949/ﾘﾝ/3・4年

やかまし村はいつもにぎやか アストリッド・リンドグレーン∥作 大塚勇三
∥訳

岩波書店 2006.12 949/ﾘﾝ/3・4年

ピノッキオの冒険 コッローディ∥作 杉浦明平∥訳 岩波書店 2000.12 973/ｺﾛ/3・4年
ロシアの昔話 内田莉莎子∥編・訳 タチヤーナ・マブリナ∥

画
福音館書店 1989.6 983/ﾛｼ/3・4年

ロシアの昔話 内田莉莎子∥編・訳 タチヤーナ・マブリナ∥
画

福音館書店 2002.6 983/ﾛｼ/3・4年

長い長いお医者さんの話 カレル・チャペック∥作 中野好夫∥訳 岩波書店 2000.6 989/ﾁﾔ/3・4年

太陽の木の枝 J.フィツォフスキ∥再話 内田莉莎子∥訳 堀
内誠一∥画

福音館書店 2002.9 989/ﾌｲ/3・4年

カマキリと月 マーグリート・ポーランド∥作 リー・ヴォイ
ト∥絵 さくまゆみこ∥訳

福音館書店 1988.10 990/ﾎﾗ/3・4年

カマキリと月 マーグリート・ポーランド∥作 さくまゆみこ
∥訳 リー・ヴォイト∥画

福音館書店 2004.4 990/ﾎﾗ/3・4年

オンネリとアンネリのおうち マリヤッタ・クレンニエミ∥作 マイヤ・カル
マ∥絵 渡部翠∥訳

プチグラパブ
リッシング

2005.7 993/ｸﾚ/3･4年
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