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展 示 資 料 
 『星の王子さま』を読み比べよう 
 書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 
 ちいさな王子(光文社古典新訳文庫) サン=テグジュペリ著/野崎歓訳 光文社 2006 423814B 080||Ko14||A サ 1-1 
 星の王子さま : ポップアップ・シアター サンテグジュペリ[原著]/池澤夏樹訳 集英社 2006 416389D 726.6||Sa22 
 絵本星の王子さま サンテグジュペリ著/池澤夏樹訳 集英社 2006 438101H 726.6||Sa22 
 星の王子さま サンテグジュペリ作・絵/池澤夏樹訳 岩崎書店 2009 450290G 726.6||Sa22 
 星の王子さま :新装版(岩波世界児童文学集) サン=テグジュペリ作/内藤濯訳 岩波書店 2003 370050A 909.8||I2 
 星の王子さま サン=テグジュペリ作/内藤濯訳 岩波書店 1962 031172D 953.8||S1 
 星の王子さま(Ronso fantasy collection:1) サン=テグジュペリ著/三野博司訳 論創社 2005 407628B 953.8||S1 

 
小さな王子さま アントワーヌ・ド・サン=テグジュペ

リ [著]/山崎庸一郎訳 
みすず書房 2005 407841B 953.8||S1 

 星の王子さま(講談社青い鳥文庫:260-1) サン=テグジュペリ作/三田誠広訳 講談社 2006 449874H 953||S4 
 星の王子さま(集英社文庫) サンテグジュペリ著 : 池沢夏樹訳 集英社 2005 407550B B||6431 
       
 外国語で読む星の王子さま 
 書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

 
「星の王子さま」をフランス語で読む(ちくま

学芸文庫) 
加藤恭子著 筑摩書房 2000 387549B 080||C44||カ 17-1 



 「星の王子さま」で学ぶフランス語文法 三野博司著 大修館書店 2007 427679F 855||Mi45 

 
「星の王子さま」をフランス語で読む(21 世紀

図書館:38. 楽しく学べる生きた外国語) 
加藤恭子著 PHP 研究所 1984 313979E 857.5||Ka86 

 
星の王子さま : 対訳フランス語で読もう アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ

著/小島俊明訳注 
第三書房 2006 414923I 857.7||Sa22 

 
自分で訳す星の王子さま アントワーヌ・ド・サン=テグジュペ

リ著/加藤晴久注釈 
三修社 2006 416900A 857.7||Sa22 

 

The little prince written and drawn by Antoine de 
Saint-Exupéry/translated from the 
French by Katherine Woods 

Harcourt Brace & 
Co. 

1993 239262D 953.8||S1 

  
 星の王子さま関連資料 
 書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

 
おとなのための星の王子さま(ちくま学芸文

庫:[コ-19-1]) 
小島俊明著 筑摩書房 2002 387604H 080||C44||コ 19-1 

 
永遠の少年 : 『星の王子さま』大人になれな

い心の深層(ちくま学芸文庫) 
M‐L.フォン・フランツ著/松代洋一, 
椎名恵子訳 

筑摩書房 2006 416030E 080||C44||フ 16-2 

 
マダガスカル自然紀行 : 進化の実験室(中公

新書:1010) 
山岸哲著 中央公論社 1991 135050B 080||C64||1010 

 
星の王子さまの世界 : 読み方くらべへの招待

(中公新書:638) 
塚崎幹夫著 中央公論社 1982 134677G 080||C64||638 

 サハラ縦走(同時代ライブラリー:168) 野町和嘉著 岩波書店 1993 227090B 080||D83||168 

 
「星の王子さま」賛歌(岩波ブックレッ

ト:No.176) 
岩波書店編集部編 岩波書店 1990 228060E 080||I95||R-176 

 
大切なものは目に見えない : 『星の王子さま』

を読む(岩波ブックレット:no.387) 
宮田光雄 [著] 岩波書店 1995 245522G 080||I95||R-387 

 
新 365 日空の旅 : かけがえのない地球 ヤン・アルテュス=ベルトラン撮影/宮

本俊夫翻訳 
ピエ・ブックス 2009 462602I 290.87||A79 



 世界の街道 ピーピーエス通信社写真 ピエ・ブックス 2010 462603G 290.87||Se22 
 星の王子さまの天文ノート 縣秀彦監修 河出書房新社 2013 466454A 440||A19 
 星の文化史事典 出雲晶子編著 白水社 2012 460589G 443.03||I99 

 
「雲」の楽しみ方 ギャヴィン・プレイター=ピニー著/桃

井緑美子訳 
河出書房新社 2007 437308B 451.61||P92 

 「星の王子さま」の見えない世界 水本弘文著 大学教育出版 2002 439788G 953.8||S1||Mi 
 『星の王子さま』の謎 三野博司著 論創社 2005 440020I 953.8||S1||Mi 

 
星の王子さまのはるかな旅(求龍堂グラフィッ

クス) 
山崎庸一郎監修・文/小野規写真 求龍堂 1995 272466J 953||S4 

 
永遠の少年 : 『星の王子さま』の深層 M.-L.フォン・フランツ [著]/松代洋一, 

椎名恵子訳 
紀伊国屋書店 1982 283260H 953||S4||Fr 

 「星の王子さま」を哲学する 甲田純生著 ミネルヴァ書房 2006 416527G 953||S4||Ko 

 
「星の王子さま」が教えてくれたこと ポール・ムニエ著/藤野邦夫訳 ランダムハウス講談

社 
2007 436360E 953||S4||Me 

 
「星の王子さま」の誕生 : サン=テグジュペリ

とその生涯(「知の再発見」双書:89) 
ナタリー・デ・ヴァリエール著/山崎庸

一郎監修/南條郁子訳 
創元社 2000 276700H 953||S4||Va 

 
名の明かされない女性への手紙 : 恋をした星

の王子さま 
アントワーヌ・ド・サン=テグジュペ

リ著/管啓次郎訳 
くらしき絵本館/書肆

亥工房 (発売) 
2012 462741F 955||S2 

 星の王子さまの恋愛論(集英社文庫) 三田誠広著 集英社 2006 449886B B||8245 
 雑誌      

 
季刊民族学 36 巻 4 号 通号 142 国立民族学博物館 民族学振興会千里事

務局 
1977 462593F  

 月刊 MOE 34 巻 11 号   2012   
 月刊 MOE 35 巻 5 号   2013   
 視聴覚資料      

 

The little prince(Widescreen DVD collection) スタンリー・ドーネン監督/アントワー

ヌ・ド・サン=テグジュペリ原作 
パラマウントホーム

エンタテインメント

ジャパン (発売) 

2004 419799C DVD778||D85 



 

星の王子さま(岩波ビデオテーク) アントワーヌ・ド・サン=テグジュペ

リ原作/ギィ・グラヴィス構成/岩波書

店,岩波映画企画制作 

岩波書店 1988 179857A V775||H92 

       
 サン＝テグジュペリ関連資料書名 
 書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

 
フランスの子どもの本 : 「眠りの森の美女」

から「星の王子さま」へ 
私市保彦著 白水社 2001 445570D 019.5||Ki55 

 航空機(ビジュアル博物館:第 22 巻) アンドリュー・ナハム著 同朋舎出版 1991 245682G 031||V82||22 

 
飛行機物語 : 航空技術の歴史(ちくま学芸文

庫:[ス 15-1]) 
鈴木真二著 筑摩書房 2012 464105B 080||C44||ス 15-1 

 
サドから『星の王子さま』へ : フランス小説

と日本人(丸善ライブラリー:107) 
稲垣直樹著 丸善 1993 227827I 080||Ma59||107 

 
サン=テグジュペリ(Century books. 人と思

想:109) 
稲垣直樹著 清水書院 1992 031129E 108||H77||109 

 星の王子の影とかたちと 内藤初穂著 筑摩書房 2006 422795G 910.28||N19||Na 

 
庭園の五人の子どもたち : アントワーヌ・

ド・サン=テグジュペリとその家族のふるさと 
シモーヌ・ド・サン=テグジュペリ著/
谷合裕香子訳 

吉田書店 2012 462221J 950.27||S1||Sa 

 

星の王子さまの眠る海 エルヴェ・ヴォドワ, フィリップ・カ

ステラーノ, アレクシス・ローザンフ

ェルド著/香川由利子訳 

ソニー・マガジンズ 2005 410170H 950.27||S1||Va 

 
現代フランス文学作家作品事典(講談社学術文

庫:[390]) 
佐藤朔〔ほか〕編 講談社 1981 036595F 950.3||S2 

 
サン=テグジュペリの世界 : 星と砂漠のはざ

まに 
リュック・エスタン著/山崎庸一郎訳 岩波書店 1990 031128G 953||S4||Es 

 サン=テグジュペリの生涯 ステイシー・シフ著/檜垣嗣子訳 新潮社 1997 269449C 953||S4||Sc 

 
南方郵便機(サン=テグジュペリ・コレクショ

ン:1) 
サン=テグジュペリ [著]/山崎庸一郎

訳 
みすず書房 2000 275697I 958||S2||1 



 
人間の大地(サン=テグジュペリ・コレクショ

ン:3) 
サン=テグジュペリ[著]/山崎庸一郎訳 みすず書房 2000 277268A 958||S2||3 

 
戦う操縦士(サン=テグジュペリ・コレクショ

ン:4) 
サン=テグジュペリ [著]/山崎庸一郎

訳 
みすず書房 2000 277404G 958||S2||4 

 
平和か戦争か(サン=テグジュペリ・コレクショ

ン:5. 戦時の記録:1) 
サン=テグジュペリ[著]/山崎庸一郎訳 みすず書房 2001 288014I 958||S2||5 

 
ある人質への手紙(サン=テグジュペリ・コレク

ション:6. 戦時の記録:2) 
サン=テグジュペリ [著]/山崎庸一郎

訳 
みすず書房 2001 326472G 958||S2||6 

 
心は二十歳さ(サン=テグジュペリ・コレクショ

ン:7. 戦時の記録:3) 
サン=テグジュペリ [著]/山崎庸一郎

訳 
みすず書房 2001 344645A 958||S2||7 

 夜間飛行(新潮文庫) サン・テクジュペリ [著]/堀口大學訳 新潮社 1956 001476B B||2121||998 
 ちいさな王子(光文社古典新訳文庫) サン=テグジュペリ著/野崎歓訳 光文社 2006 423814B 080||Ko14||A サ 1-1 
 星の王子さま : ポップアップ・シアター サンテグジュペリ[原著]/池澤夏樹訳 集英社 2006 416389D 726.6||Sa22 
 絵本星の王子さま サンテグジュペリ著/池澤夏樹訳 集英社 2006 438101H 726.6||Sa22 
 星の王子さま サンテグジュペリ作・絵/池澤夏樹訳 岩崎書店 2009 450290G 726.6||Sa22 
 星の王子さま :新装版(岩波世界児童文学集) サン=テグジュペリ作/内藤濯訳 岩波書店 2003 370050A 909.8||I2 
 星の王子さま サン=テグジュペリ作/内藤濯訳 岩波書店 1962 031172D 953.8||S1 
 星の王子さま(Ronso fantasy collection:1) サン=テグジュペリ著/三野博司訳 論創社 2005 407628B 953.8||S1 

 
小さな王子さま アントワーヌ・ド・サン=テグジュペ

リ [著]/山崎庸一郎訳 
みすず書房 2005 407841B 953.8||S1 

 星の王子さま(講談社青い鳥文庫:260-1) サン=テグジュペリ作/三田誠広訳 講談社 2006 449874H 953||S4 
 星の王子さま(集英社文庫) サンテグジュペリ著 : 池沢夏樹訳 集英社 2005 407550B B||6431 

 
展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

図書館ホームページより、ＯＰＡＣ（蔵書検索）で検索をしてみよう！ 

 


