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英国で一番美しい風景・湖水地方　 木谷朋子／文 小学館 2003.5 293.3 ｷﾀﾆ 一般Ｈ

イギリス湖水地方　 須藤公明／著 日経ＢＰ企画 2009.12 293.3 ｽﾄｳ 一般Ｈ

ピーターラビットの仲間たち写真集　 菜十木　ゆき／著 辰巳出版 2018.5 480 ﾅﾄｷ 一般

ビアトリクス・ポターが残した風景　 辻丸純一／写真 メディアファクトリー 2010.4 519.8 ﾋｱﾄ 児研

羊毛フェルトで作る絵本のマスコット　 須佐沙知子／著 白泉社 2013.11 594 ｽｻ 一般Ｈ

ピーターラビットガーデンカフェＢＯＯＫ　 主婦と生活社 2016.9 673.9 ﾋﾀﾗ 一般

ビアトリクス・ポターの謎を解く　 臼井　雅美／著 英宝社 2019.12 726.5 ｳｽｲ 児研

ピーターラビットの田園から　 ＮＨＫ取材班／他著 日本放送出版協会 198912 726.5 ｴﾇｴ 児研Ｈ

絵本ＢＯＯＫ　ＥＮＤ　２０１２ 絵本学会機関誌編集委員会／編 絵本学会 2012.12 726.5 ｴﾎﾝ 児研Ｈ

絵本が語りかけるもの　 三神和子／編 松柏社 2004.5 726.5 ｴﾎﾝ 児研Ｈ

ピーターラビットの世界へ　 河野　芳英／著 河出書房新社 2016.8 726.5 ｶﾜﾉ 児研

ビアトリクス・ポター物語　 サラ・グリストウッド／著 スペースシャワーネットワーク 2016.7 726.5 ｸﾘｽ 児研

ピーターラビットのすべて　 辻丸　純一／文・写真 小学館 2016.9 726.5 ﾂｼﾏ 児研

ピーターラビットとビアトリクス・ポターの世界　 カミラ・ハリナン／著 大日本絵画 2002.11 726.5 ﾊﾘﾅ 児研

ピーターラビットと仲間たち　 アルク 199912 726.5 ﾋﾀﾗ 児研Ｈ

「ピーター・ラビット」と「クマのプーさん」の世界　 国際芸術文化振興会／製作 国際芸術文化振興会 1985 726.5 ﾋﾀﾗ 児研Ｈ

ピーターラビットの野帳（フィールドノート）　 ビアトリクス・ポター／絵 福音館書店 199911 726.5 ﾎﾀ 児研

ピーターラビット全おはなし集　 ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店 2007.8 726.5 ﾎﾀ 児研Ｈ

ビアトリクス・ポターが愛した庭とその人生　 マルタ・マクドウェル／著 西村書店東京出版編集部 2016.11 726.5 ﾏｸﾄ 児研

ＭＯＥ　2022.04 726.5 ﾓｴ 児研

ＭＯＥ　2020.06 726.5 ﾓｴ 児研

ピーターラビットの世界　 吉田新一／著 日本エディタースクール出版部 199410 726.5 ﾖｼﾀ 児研Ｈ
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物語のティータイム　 北野　佐久子／著 岩波書店 2017.7 909.3 ｷﾀﾉ 児研

物語のものがたり　 梨木　香歩／著 岩波書店 2021.3 909.3 ﾅｼｷ 児研

「ピーターラビット」の丘から　 マーガレット・Ｓ．ユアン／著 文渓堂 2006.12 930 ｽﾋｶ 児童Ｈ

ビアトリクス・ポター　 エリザベス・バカン／作 佑学社 198901 930 ﾊｶﾝ 児童

Ｂｅａｔｒｉｘ Ｐｏｔｔｅｒ　 Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｂｕｃｈａｎ／著 Ｆ. Ｗａｒｎｅ 1998 930.2 BUC 児研Ｈ

ピーターラビット紀行　 新井満／著 河出書房新社 2002.1 930.2 ｱﾗｲ 児研

ものいうウサギとヒキガエル　 猪熊葉子／著 偕成社 199205 930.2 ｲﾉｸ 児研Ｈ

ビアトリクス・ポターを訪ねるイギリス湖水地方の旅　 北野佐久子／著 大修館書店 2013.4 930.2 ｷﾀﾉ 児研

ビアトリクス・ポター　 ジュディ・テイラー／著 福音館書店 2001.1 930.2 ﾃｲﾗ 児研Ｈ

ミス・ポターの夢をあきらめない人生　 伝農浩子／著 徳間書店 2007.9 930.2 ﾃﾝﾉ 児研

素顔のビアトリクス・ポター　 エリザベス・バカン／著 絵本の家 2001.6 930.2 ﾊｶﾝ 児研Ｈ

ピーターラビットの生みの親ビアトリクス・ポター　 エリザベス・バトリック／著 ほるぷ出版 199411 930.2 ﾊﾄﾘ 児研Ｈ

ビアトリクス・ポター　 リンダ・リア／著 ランダムハウス講談社 2007.11 930.2 ﾘｱ 児研

ビアトリクス・ポターの生涯　 マーガレット・レイン／著 福音館書店 198610 930.2 ﾚｲﾝ 一般Ｈ

ビアトリクス・ポターのおはなし　 ジャネット・ウィンター／絵と文 晶文社 2006.6 E ｳｲﾝ 児童

ビアトリクス・ポターとかわいそうなテンジクネズミのはなし　 デボラ・ホプキンソン／文 ＢＬ出版 2016.6 E ﾎﾌｷ 児童Ｈ

ピーターラビットのふるさとをまもりたい　 リンダ・エロビッツ・マーシャル／文 廣済堂あかつき 2020.11 E ﾏｼﾔ 児童Ｈ

ビアトリクス・ポターの物語　 リンゼイ・Ｈ・メトカーフ／文 西村書店東京出版編集部 2021.7 E ﾒﾄｶ 児童Ｈ
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