
福井県立図書館　おすすめ物語(もっと！)

ﾀｲﾄﾙ 著者名 出版者 出版年月 請求記号

石切り山の人びと 竹崎有斐∥著 偕成社 1981.1 913/ﾀｹ/もっと！

西遊記 上 呉承恩∥作 伊藤貴麿∥編訳 岩波書店 2001.11 923/ｺ/もっと！

西遊記 中 呉承恩∥作 伊藤貴麿∥編訳 岩波書店 2001.11 923/ｺ/もっと！
西遊記 下 呉承恩∥作 伊藤貴麿∥編訳 岩波書店 2001.11 923/ｺ/もっと！

西遊記 上 呉承恩∥作 君島久子∥訳 瀬川康男∥画 福音館書店 1979.8 923/ｺ/もっと！
西遊記 下 呉承恩∥作 君島久子∥訳 瀬川康男∥画 福音館書店 1980.8 923/ｺ/もっと！
西遊記 上 呉承恩∥作 君島久子∥訳 瀬川康男∥画 福音館書店 2004.1 923/ｺ/もっと！

西遊記 中 呉承恩∥作 君島久子∥訳 瀬川康男∥画 福音館書店 2004.1 923/ｺ/もっと！

西遊記 下 呉承恩∥作 君島久子∥訳 瀬川康男∥画 福音館書店 2004.1 923/ｺ/もっと！

水滸伝 上 施耐庵∥作 松枝茂夫∥編訳 岩波書店 2001.6 923/ｼ/もっと！
水滸伝 中 施耐庵∥作 松枝茂夫∥編訳 岩波書店 2001.6 923/ｼ/もっと！
水滸伝 下 施耐庵∥作 松枝茂夫∥編訳 岩波書店 2001.6 923/ｼ/もっと！

三国志 上 羅貫中∥作 小川環樹∥編訳 武部利男∥編訳 岩波書店 2000.11 923/ﾗ/もっと！
三国志 中 羅貫中∥作 小川環樹∥編訳 武部利男∥編訳 岩波書店 2000.11 923/ﾗ/もっと！

三国志 下 羅貫中∥作 小川環樹∥編訳 武部利男∥編訳 岩波書店 2000.11 923/ﾗ/もっと！

時の旅人 アリスン・アトリー∥[著] 小野章∥訳 評論社 1981.1 933/ｱﾄ/もっと！

時の旅人 アリソン・アトリー∥作 松野正子∥訳 岩波書店 2000.11 933/ｱﾄ/もっと！

大地に歌は消えない
ウイリアム・H.アームストロング∥作 清水真
砂子∥訳

大日本図書 1981.7 933/ｱﾑ/もっと！

タランと角の王 ロイド・アリグサンダー∥著 神宮輝夫∥訳 評論社 1972.0 933/ｱﾚ/もっと！

タランと黒い魔法の釜 L.アリグザンダー∥作 神宮輝夫∥訳 評論社 1973.8 933/ｱﾚ/もっと！

タランとリールの城 L.アリグザンダー∥作 神宮輝夫∥訳 評論社 1974.7 933/ｱﾚ/もっと！

旅人タラン L.アリグザンダー∥作 神宮輝夫∥訳 評論社 1976.6 933/ｱﾚ/もっと！

タラン・新しき王者 ロイド・アリグザンダー∥著 神宮輝夫∥訳 評論社 1977.2 933/ｱﾚ/もっと！

1 / 6 ページ



福井県立図書館　おすすめ物語(もっと！)

青いイルカの島
スコット・オデル∥作 藤原英司∥訳 小泉澄
夫∥絵

理論社 2004.7 933/ｵﾃ/もっと！

太陽の戦士 ローズマリ・サトクリフ∥著 猪熊葉子∥訳 岩波書店 1968.12 933/ｻﾄ/もっと！

太陽の戦士 ローズマリ・サトクリフ∥作 猪熊葉子∥訳 岩波書店 2005.6 933/ｻﾄ/もっと！

ともしびをかかげて 上 ローズマリ・サトクリフ∥作 猪熊葉子∥訳 岩波書店 2008.4 933/ｻﾄ/もっと！

ともしびをかかげて 下 ローズマリ・サトクリフ∥作 猪熊葉子∥訳 岩波書店 2008.4 933/ｻﾄ/もっと！

名犬ラッド ターヒューン∥作 岩田欣三∥訳 岩波書店 1990.9 933/ﾀﾋ/もっと！

ロビンソン・クルーソー
D.デフォー∥作 坂井晴彦∥訳 B.ピカール∥
画

福音館書店 1980.1 933/ﾃﾌ/もっと！

ロビンソン・クルーソー
D.デフォー∥作 坂井晴彦∥訳 B.ピカール∥
画

福音館書店 2003.6 933/ﾃﾌ/もっと！

九つの銅貨
W.デ・ラ・メア∥作 脇明子∥訳 清水義博∥
画

福音館書店 1987.12 933/ﾃﾗ/もっと！

九つの銅貨
W.デ・ラ・メア∥作 脇明子∥訳 清水義博∥
画

福音館書店 2005.1 933/ﾃﾗ/もっと！

まだらのひも コナン・ドイル∥作 林克己∥訳 岩波書店 2000.6 933/ﾄｲ/もっと！

シャーロック・ホウムズ最後の事件 コナン・ドイル∥作 林克己∥訳 岩波書店 2000.7 933/ﾄｲ/もっと！

空き家の冒険 コナン・ドイル∥作 林克己∥訳 岩波書店 2000.10 933/ﾄｲ/もっと！

バスカーヴィル家の犬 コナン・ドイル∥作 林克己∥訳 岩波書店 2000.11 933/ﾄｲ/もっと！

銀のスケート M.M.ドッジ∥作 石井桃子∥訳 岩波書店 1988.11 933/ﾄﾂ/もっと！

指輪物語 1 旅の仲間(上)
J.R.R.トールキン∥[著] 瀬田貞二∥訳 田中
明子∥訳

評論社 1992.5 933/ﾄﾙ/もっと！

指輪物語 2 旅の仲間(下)
J.R.R.トールキン∥[著] 瀬田貞二∥訳 田中
明子∥訳

評論社 1992.5 933/ﾄﾙ/もっと！
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はるかなるわがラスカル スターリング・ノース∥著 亀山竜樹∥訳 小学館 1994.10 933/ﾉｽ/もっと！

ロビン・フッドのゆかいな冒険 1
ハワード・パイル∥作 村山知義∥訳 村山亜
土∥訳

岩波書店 2002.10 933/ﾊｲ/もっと！

ロビン・フッドのゆかいな冒険 2
ハワード・パイル∥作 村山知義∥訳 村山亜
土∥訳

岩波書店 2002.10 933/ﾊｲ/もっと！

怪談 小泉八雲∥作 平井呈一∥訳 偕成社 1991.7 933/ﾊﾝ/もっと！

妖精ディックのたたかい キャサリン・M.ブリッグズ∥作 山内玲子∥訳 岩波書店 1987.6 933/ﾌﾘ/もっと！

足音がやってくる マーガレット・マーヒー∥作 青木由紀子∥訳 岩波書店 1989.10 933/ﾏﾋ/もっと！

足音がやってくる マーガレット・マーヒー∥作 青木由紀子∥訳 岩波書店 2013.2 933/ﾏﾋ/もっと！

めざめれば魔女 マーガレット・マーヒー∥作 清水真砂子∥訳 岩波書店 2013.3 933/ﾏﾋ/もっと！

ぼくとくらしたフクロウたち
F.モワット∥作 稲垣明子∥訳 R.フランケン
バーグ∥絵

評論社 1983.2 933/ﾓﾜ/もっと！

シェイクスピア物語 ラム∥作 ラム∥作 矢川澄子∥訳 岩波書店 2001.9 933/ﾗﾑ/もっと！

影との戦い ル・グイン∥作 清水真砂子∥訳 岩波書店 1982.10 933/ﾙｸ/もっと！

こわれた腕環 ル=グウィン∥作 清水真砂子∥訳 岩波書店 1976.12 933/ﾙｸ/もっと！

さいはての島へ ル=グウィン∥作 清水真砂子∥訳 岩波書店 1977.8 933/ﾙｸ/もっと！

帰還 ル=グウィン∥作 清水真砂子∥訳 岩波書店 1993.3 933/ﾙｸ/もっと！

ドラゴンフライ
アーシュラ・K.ル=グウィン∥作 清水真砂子
∥訳

岩波書店 2011.4 933/ﾙｸ/もっと！

アースシーの風
アーシュラ・K.ル=グウィン∥作 清水真砂子
∥訳

岩波書店 2011.4 933/ﾙｸ/もっと！

ゲド戦記 1 影との戦い
アーシュラ・K.ル=グウィン∥作 清水真砂子
∥訳

岩波書店 2009.1 933/ﾙｸ/もっと！
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ゲド戦記 2 こわれた腕環
アーシュラ・K.ル=グウィン∥作 清水真砂子
∥訳

岩波書店 2009.1 933/ﾙｸ/もっと！

ゲド戦記 3 さいはての島へ
アーシュラ・K.ル=グウィン∥作 清水真砂子
∥訳

岩波書店 2009.2 933/ﾙｸ/もっと！

ゲド戦記 4 帰還
アーシュラ・K.ル=グウィン∥作 清水真砂子
∥訳

岩波書店 2009.2 933/ﾙｸ/もっと！

ゲド戦記 5 ドラゴンフライ
アーシュラ・K.ル=グウィン∥作 清水真砂子
∥訳

岩波書店 2009.3 933/ﾙｸ/もっと！

ゲド戦記 6 アースシーの風
アーシュラ・K.ル=グウィン∥作 清水真砂子
∥訳

岩波書店 2009.3 933/ﾙｸ/もっと！

やぎのあたまに アランカ・シーガル∥著 小柴一∥訳 草土文化 1982.9 936/ｼｶ/もっと！

はてしない物語
ミヒャエル・エンデ∥作 上田真而子∥訳 佐
藤真理子∥訳

岩波書店 1982.6 943/ｴﾝ/もっと！

はてしない物語 上
ミヒャエル・エンデ∥作 上田真而子∥訳 佐
藤真理子∥訳

岩波書店 2000.6 943/ｴﾝ/もっと！

はてしない物語 下
ミヒャエル・エンデ∥作 上田真而子∥訳 佐
藤真理子∥訳

岩波書店 2000.6 943/ｴﾝ/もっと！

だれが君を殺したのか イリーナ・コルシュノウ∥作 上田真而子∥訳 岩波書店 2001.10 943/ｺﾙ/もっと！

隊商 ハウフ∥作 高橋健二∥訳 岩波書店 1986.5 943/ﾊｳ/もっと！

父への四つの質問 ホルスト・ブルガー∥著 佐藤真理子∥訳 偕成社 1982.3 943/ﾌﾙ/もっと！

クラバート
オトフリート・プロイスラー∥作 ヘルベル
ト・ホルツィング∥絵 中村浩三∥訳

偕成社 1980.5 943/ﾌﾛ/もっと！

クラバート 上 プロイスラー∥作 中村浩三∥訳 偕成社 1985.6 943/ﾌﾛ/もっと！

クラバート 下 プロイスラー∥作 中村浩三∥訳 偕成社 1985.6 943/ﾌﾛ/もっと！

あのころはフリードリヒがいた
ハンス・ペーター・リヒター∥作 上田真而子
∥訳

岩波書店 2000.6 943/ﾘﾋ/もっと！

オオカミに冬なし クルト・リュートゲン∥著 中野重治∥訳 岩波書店 1964.12 943/ﾘﾕ/もっと！
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王への手紙 上 トンケ・ドラフト∥作 西村由美∥訳 岩波書店 2005.11 949/ﾄﾗ/もっと！

王への手紙 下 トンケ・ドラフト∥作 西村由美∥訳 岩波書店 2005.11 949/ﾄﾗ/もっと！

星の王子さま サン=テグジュペリ∥作 内藤濯∥訳 岩波書店 2000.11 953/ｻﾝ/もっと！

星の王子さま サン=テグジュペリ∥作 内藤濯∥訳 岩波書店 2000.3 953/ｻﾝ/もっと！

三銃士 上
A.デュマ∥作 朝倉剛∥訳 F.E.ツィエール∥
画

福音館書店 1977.10 953/ﾃﾕ/もっと！

三銃士 下
A.デュマ∥作 朝倉剛∥訳 F.E.ツィエール∥
画

福音館書店 1990.12 953/ﾃﾕ/もっと！

海底二万海里
J.ベルヌ∥作 清水正和∥訳 A.ド・ヌヴィル
∥画

福音館書店 1981.12 953/ﾍﾙ/もっと！

海底二万海里 上
J.ベルヌ∥作 清水正和∥訳 A.ド・ヌヴィル
∥画

福音館書店 2005.5 953/ﾍﾙ/もっと！

海底二万海里 下
J.ベルヌ∥作 清水正和∥訳 A.ド・ヌヴィル
∥画

福音館書店 2005.5 953/ﾍﾙ/もっと！

二年間の休暇
ジュール・ベルヌ∥作 朝倉剛∥訳 太田大八
∥画

福音館書店 1982.4 953/ﾍﾙ/もっと！

二年間の休暇 上 J.ベルヌ∥作 朝倉剛∥訳 太田大八∥画 福音館書店 2002.6 953/ﾍﾙ/もっと！

二年間の休暇 下 J.ベルヌ∥作 朝倉剛∥訳 太田大八∥画 福音館書店 2002.6 953/ﾍﾙ/もっと！

レ・ミゼラブル 上 ユーゴー∥作 豊島与志雄∥編訳 岩波書店 2001.1 953/ﾕｺ/もっと！

レ・ミゼラブル 下 ユーゴー∥作 豊島与志雄∥編訳 岩波書店 2001.1 953/ﾕｺ/もっと！

怪盗ルパン モーリス・ルブラン∥作 榊原晃三∥訳 岩波書店 2000.9 953/ﾙﾌ/もっと！

奇岩城 モーリス・ルブラン∥作 榊原晃三∥訳 岩波書店 2001.7 953/ﾙﾌ/もっと！

ルパン対ホームズ モーリス・ルブラン∥作 榊原晃三∥訳 岩波書店 2001.4 953/ﾙﾌ/もっと！
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イワンのばか レフ・トルストイ∥作 金子幸彦∥訳 岩波書店 2000.10 983/ﾄﾙ/もっと！

木の馬
アリベルト・リハーノフ∥作 島原落穂∥訳
ユノセイイチ∥画

童心社 1984.6 983/ﾘﾊ/もっと！

ホメーロスのオデュッセイア物語 上
ホメーロス∥[原著] バーバラ・レオニ・ピ
カード∥作 高杉一郎∥訳

岩波書店 2014.2 991/ﾎﾒ/もっと！

ホメーロスのオデュッセイア物語 下
ホメーロス∥[原著] バーバラ・レオニ・ピ
カード∥作 高杉一郎∥訳

岩波書店 2014.2 991/ﾎﾒ/もっと！
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