
オーテピア高知図書館 こどもコーナー　 2020.1

【日本のものがたり】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
紫の結び 源氏物語 1

[紫式部/著] 理論社 2013.8 /913.3/ﾑﾗｻ/1 1201579032

2
宇治の結び 源氏物語 上

[紫式部／著] 理論社 2017.4 /913.3/ﾑﾗｻ/1 1201739248

3
車夫 [1]（Sunnyside Books）

いとう みく／作 小峰書店 2015.11 /913.6/ｲﾄｳ/ 1201630611

4
精霊の守り人（偕成社ワンダー
ランド） 上橋 菜穂子/作 偕成社 1996.7 /913.6/ｳｴﾊ/ 1201388046

5
鹿の王 上 生き残った者

上橋 菜穂子/著 KADOKAWA 2014.9
/913.6/ｳｴﾊ
/1/ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ

0210639946

6
少年探偵 1 怪人二十面相

江戸川 乱歩/作 ポプラ社 1998.10 /913.6/ｴﾄｶ/1 1200544417

7
ふしぎな木の実の料理法（こそ
あどの森の物語） 岡田 淳/作 理論社 1994.12 /913.6/ｵｶﾀ/ 1201564661

8
魔女の宅急便（福音館創作童話
シリーズ） 角野 栄子/作 福音館書店 1985.1 /913.6/ｶﾄﾉ/ 1201560651

9
ドエクル探検隊

草山 万兎／作 福音館書店 2018.6 /913.6/ｸｻﾔ/ 1201838370

10
言葉屋 [1] 言箱と言珠のひみつ

久米 絵美里/作 朝日学生新聞社 2014.11 /913.6/ｸﾒｴ/ 0210743743

11
ガラスの梨 ちいやんの戦争（ノ
ベルズ・エクスプレス） 越水 利江子／作 ポプラ社 2018.7 /913.6/ｺｼﾐ/ 0210821442

12
岸辺のヤービ（Tales of
Madguide Water） 梨木 香歩／著 福音館書店 2015.9 /913.6/ﾅｼｷ/ 0210760923

13
現代語で読む坊っちゃん（現代
語で読む名作シリーズ） 夏目 漱石/作 理論社 2012.11 /913.6/ﾅﾂﾒ/ 1201515606

14
吾輩は猫である 上（講談社青い
鳥文庫） 夏目 漱石／作 講談社 2017.7 /913.6/ﾅﾂﾒ/1 1201746805

15
兎の眼（理論社の大長編シリー
ズ） 灰谷 健次郎/作 理論社 1978 /913.6/ﾊｲﾀ/ 1200571055

16
雨ふる本屋

日向 理恵子/作 童心社 2008.11 /913.6/ﾋﾅﾀ/ 1201655717

長編ものがたり ブックリスト

冬休みにじっくり読書を楽しめるよう、少し長めの物語を展示しました。

展示期間：令和元年12月26日～令和2年1月31日
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【外国のものがたり】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

17
三国志 上（岩波少年文庫）

羅 貫中/作 岩波書店 2000.11 /923/ﾗｶﾝ/1 1201267547

18
アラビアン・ナイト 上（岩波少年
文庫） ディクソン/編 岩波書店 2001.9 /929/ｱﾗﾋ/1 1200697702

19
アーサー王と円卓の騎士（福音
館古典童話シリーズ） シドニー・ラニア/編 福音館書店 1980 /933/ｱｻｵ/ 1200568226

20
時の旅人（児童図書館・文学の
部屋） アリスン・アトリー/〔著〕 評論社 1981.1 /933/ｱﾄﾘ/ 1200469797

21
ウェストマーク戦記 1 王国の独
裁者

ロイド・アリグザンダー
/作

評論社 2008.11 /933/ｱﾚｸ/1 1201178066

22
偉大なワンドゥードル最後の一
匹

ジュリー・アンドリュー
ス/作

小学館 2008.6 /933/ｱﾝﾄ/ 1201159892

23
フランダースの犬（岩波少年文
庫） ウィーダ/作 岩波書店 2003.11 /933/ｳｲﾀ/ 0210365226

24
ドラゴンキーパー 最後の宮廷龍 キャロル・ウィルキンソ

ン/作
金の星社 2006.9 /933/ｳｲﾙ/ 0210425032

25
その年、わたしは噓をおぼえた

ローレン・ウォーク／作 さ・え・ら書房 2018.10 /933/ｳｵｸ/ 1201895412

26
アーチー・グリーンと魔法図書館の謎
（[アーチー・グリーンと魔法図書館]） D.D.エヴェレスト/著 あすなろ書房 2015.7 /933/ｴｳｴ/ 1201696620

27
インディゴ・ドラゴン号の冒険（ド
ラゴンシップ・シリーズ）

ジェームズ・A.オーウェ
ン/作

評論社 2013.5 /933/ｵｳｴ/1 0210614099

28
恐竜の谷の大冒険（マジック・ツ
リーハウス）

メアリー・ポープ・オズ
ボーン/著

メディアファクト
リー

2002.3 /933/ｵｽﾎ/ 0210640774

29
若草物語 上（岩波少年文庫） ルイザ・メイ・オルコット

/作
岩波書店 2013.8 /933/ｵﾙｺ/1 1201575360

30
クローディアの秘密（岩波少年文
庫） E.L.カニグズバーグ/作 岩波書店 2000.6 /933/ｶﾆｸ/ 1201372909

31
クロックワークスリー マコーリー
公園の秘密と三つの宝物 マシュー・カービー/作 講談社 2011.12 /933/ｶﾋﾏ/ 1201374236

32
ランプの精(ジン) イクナートンの
冒険 P.B.カー/著 集英社 2004.12 /933/ｶﾌｲ/1 0210394510

33
不思議の国のアリス（岩波少年
文庫） ルイス・キャロル/作 岩波書店 2000.6 /933/ｷﾔﾛ/ 1200557310

34
コーンウォールの聖杯

スーザン・クーパー/作 学研 2002.5 /933/ｸﾊｽ/ 1200756425

35
にげだした王女さま

ケイト・クームズ/著 バベルプレス 2012.5 /933/ｸﾑｽ/ 1201472873

36
希望の図書館（ポプラせかいの
文学）

リサ・クライン・ランサム
／作

ポプラ社 2019.11 /933/ｸﾗｲ/ 1201936034

37
たのしい川べ（岩波少年文庫）

ケネス・グレーアム/作 岩波書店 2002.7 /933/ｸﾚｱ/ 1201358759

38
王のしるし ローズマリ・サトクリフ/

作
岩波書店 1987 /933/ｻﾄｸ/ 1200574505

39
アイスウィンド・サーガ [4] 暗黒
竜の冥宮 R.A.サルバトーレ/著

アスキー・メディア
ワークス

2008.7 /933/ｻﾙﾊ/ 0210469510
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40
デモナータ 1幕 ロード・ロス

Darren Shan/作 小学館 2005.7
/933/ｼﾔﾝ/1/ﾎ
ﾗｰ

0210641274

41
ダレン・シャン 1 奇怪なサーカス

Darren Shan/著 小学館 2001.7
/933/ｼﾔﾝ/1/ﾎ
ﾗｰ

0210262281

42
宝島（福音館古典童話シリーズ）

スティーブンソン/作 福音館書店 1976.10 /933/ｽﾃｲ/ 1200811907

43
龍のすむ家（[龍のすむ家]）

クリス・ダレーシー/著 竹書房 2003.8 /933/ﾀﾚｼ/ 1200767240

44
風にのってきたメアリー・ポピン
ズ（岩波少年文庫） P.L.トラヴァース/作 岩波書店 2000.7 /933/ﾄﾗｳ/ 1200812145

45
ホビットの冒険

J.R.R.トールキン/作 岩波書店 2002.12 /933/ﾄﾙｷ/ 1200763371

46
指輪物語 1 第一部 旅の仲間
上

J・R・R・トールキン
/[著]

評論社 1992.5 /933/ﾄﾙｷ/1 0210308435

47
床下の小人たち（小人の冒険シ
リーズ） メアリー・ノートン/作 岩波書店 1983 /933/ﾉﾄﾝ/ 1200871042

48
オズの魔法使い 完訳（オズの魔
法使いシリーズ）

ライマン・フランク・ボー
ム/著

復刊ドットコム 2011.10 /933/ﾊｳﾑ/ 1201385612

49
エラゴン 遺志を継ぐ者（ドラゴン
ライダー）

クリストファー・パオ
リーニ/著

静山社 2011.7 /933/ﾊｵﾘ/ 0210546271

50
ウォーリアーズ [1]-1 ファイヤ
ポー、野生にかえる エリン・ハンター/作 小峰書店 2006.11 /933/ﾊﾝﾀ/1 1200631214

51
クロニクル千古の闇 1 オオカミ
族の少年

ミシェル・ペイヴァー/
作

評論社 2005.6 /933/ﾍｲｳ/1 1200779724

52
グリーン・ノウの子どもたち（グ
リーン・ノウ物語）

ルーシー・M.ボストン/
作

評論社 2008.5 /933/ﾎｽﾄ/ 1201150495

53
くまのパディントン（福音館文庫）

マイケル・ボンド/作 福音館書店 2002.6 /933/ﾎﾝﾄ/ 1200757324

54
レイチェルと魔法の匂い

クリフ・マクニッシュ/作 理論社 2001.12 /933/ﾏｸﾆ/ 0210176946

55
ペンドラゴン [1] 死の商人

D.J.マクヘイル/著 角川書店 2004.3 /933/ﾏｸﾍ/ 0210374330

56
赤毛のアン（シリーズ・赤毛のア
ン） モンゴメリ/原作 ポプラ社 2004.4 /933/ﾓﾝｺ/ 1200881447

57
パーシー・ジャクソンとオリンポ
スの神々 [1] 盗まれた雷撃 リック・リオーダン/作 ほるぷ出版 2006.4 /933/ﾘｵﾀ/1 0210641495

58
ライオンと魔女（ナルニア国物
語） C.S.ルイス/作 岩波書店 2005.5 /933/ﾙｲｽ/ 0210021942

59
ゲド戦記 1 影との戦い（物語コレ
クション） ル=グウィン/[著] 岩波書店 1999.10 /933/ﾙｸｲ/1 1200808085

60
ハリー・ポッターと賢者の石

J.K.ローリング/作 静山社 1999.12 /933/ﾛﾘﾝ/ 0210234962

61
大草原の小さな家（世界傑作童
話シリーズ）

ローラ・インガルス・ワ
イルダー/作

福音館書店 1979 /933/ﾜｲﾙ/ 1200576930

62
はてしない物語 上（岩波少年文
庫） ミヒャエル・エンデ/作 岩波書店 2000.6 /943/ｴﾝﾃ/1 1200557245

63
ハイジ 上（岩波少年文庫）

ヨハンナ・シュピリ/作 岩波書店 2003.4 /943/ｽﾋﾘ/1 1200765111

64
ムーミン全集 1 ムーミン谷の彗
星 トーベ・ヤンソン／著 講談社 2019.3 /949/ﾔﾝｿ/1 0210839511



オーテピア高知図書館 こどもコーナー　 2020.1

65
長くつ下のピッピ（リンドグレー
ン・コレクション）

アストリッド・リンドグ
レーン／作

岩波書店 2018.8 /949/ﾘﾝﾄ/ 1201878160

66
星の王子さま

サン=テグジュペリ/作 岩波書店 2000.11 /953/ｻﾝﾃ/ 1200689493

67
レ・ミゼラブル 上（岩波少年文
庫） ユーゴー/作 岩波書店 2001.1 /953/ﾕｺｳ/1 1200690434

68
ホメーロスのオデュッセイア物語
上（岩波少年文庫） ホメーロス/[原作] 岩波書店 2014.2 /991.1/ﾎﾒﾛ/1 0210627891

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
〇「請求記号」とは、本の背に貼っているラベルに書いている記号のことで、本はこの「請求記号」にしたがって並べられています。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア2階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


