第 147 回鶴見大学図書館貴重書展「シンデレラ・コレクション」 2017 年 10 月 17 日(火)～31 日(火)
【展示リスト】
１．
『ペロー氏の物語ならびに教訓』
パリ 1724 年刊

(フランス語)

２．
『過ぎし昔の物語～がちょうおばさんの話ならびに教訓』
ロンドン 1764 年刊

(英語とフランス語)

３．
『シンデレラのはなし、その他』
1760 年～1790 年頃刊

(チャップブック)

４．
『美しき少女シンデレラの不思議な冒険、またはガラスのくつ』
ロンドン 1790 年頃刊 (チャップブック)
５．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
Ｔ．コリアー リチフィールド

(アメリカ、コネチカット州)

1800 年頃刊 (チャップブック)

６．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ、子供のためのはなし』
タバート ロンドン 1804 年刊

(チャップブック)

７．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
ハワード・アンド・エヴァンズ ロンドン 1809 年刊

(チャップブック)

(韻文)

８．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
ジョン・エヴァンズ ロンドン 1810 年頃刊

(チャップブック)

(韻文)

９．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
「新・児童書選集」

ロンドン 1816 年刊

(チャップブック)

１０．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
Ｊ．ケンドリュー ヨーク 1820 年頃刊

(チャップブック)

(韻文)

１１. 『美しい少女シンデレラの冒険』ほか
Ｊ．ケンドリュー ヨーク 1820 年頃刊 (チャップブック)

(散文)

１２．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつのはなし』
Ｎ．メリデュウ コヴェントリー 1820 年頃刊

(チャップブック)

１３．
『シンデレラのおもしろいはなしとガラスのくつ』
Ｊ．Ｇ．ラッシャー

バンバリー 1820 年頃刊

(チャップブック)

１４．
『シンデレラのはなしと小さなガラスのくつ』
ディーン・アンド・マンディ ロンドン 1820 年頃刊

(チャップブック)

１５．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつの人気のある物語のマーシャル版』
ロンドン：ジョン・マーシャル 1821 年刊

(チャップブック)

１６. 『シンデレラのはなし、または小さなガラスのくつ』
ダービー：トーマス・リチャードソン 1822 年頃刊

(チャップブック)

１７．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
エジンバラ：オリバー・アンド・ボイド 1828 年刊

(チャップブック)

１８.『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
Ｈ．Ｅ．フィニー クーパーズタウン (アメリカ)
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1842 年刊

(チャップブック)

１９．
『シンデレラのはなし』
オトリィ： ヨークシャー：Ｊ．Ｓ．パブリッシング・アンド・ステイショナリー
1850 年頃刊

(チャップブック)

(韻文)

２０．
『シンデレラと小さなガラスのくつ』
ロンドン：ディーン・アンド・マンディ 1846 年頃刊

(チャップブック)

２１．
『シンデレラのはなし、またはガラスのくつ』
グラスゴー 1850 年刊

(チャップブック)

２２．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
ロンドン：Ｃ．ラウンデス 1804 年刊

(韻文)

２３．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
ロンドン：Ｓ．アンド・Ｊ．フラー 1814 年刊

(紙人形付き)

２４．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
ジョン・ハリス ロンドン 1825 年頃刊

(韻文)

２５．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
グラント・アンド・グリフィス ロンドン 1850 年頃刊

(韻文)

２６．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
グリフィス・アンド・ファラン ロンドン 1860 年頃刊

(韻文)

２７．
『サンドリヨン、または小さなガラスのくつ』
パリ：オド 1833 年刊
２８．
『シンデレラ、親指小僧と７リーグの靴』
ジョージ・クルックシャンク 画

ロンドン：Ｄ．ボーグ 1853 - 54 年刊

２９．
『シンデレラとガラスのくつ』
ジョージ・クルックシャンク文・画

ロンドン：Ｄ．ボーグ 1854 年刊

３０．
『シンデレラとガラスのくつ』
ジョージ・クルックシャンク 文・画

ロンドン：Ｇ．ラウトリッジ 1860 年刊

３１．
『パークのシンデレラ』
ロンドン：Ａ．パーク 1840 年刊
３２．
『ペローによる妖精の物語』
パリ (フランス)：E. ブランシャール 1854 年刊
３３．
『シンデレラ』
ハンブルグ：ガスタフ Ｗ．ザイツ 1863 年 - 1864 年頃刊 （シェイプブック）
３４．
『サンドリヨン』
パリ： ペルラン 1870 年 - 1880 年代刊

(フランス語)

３５．
『シンデレラとおとぎばなし』
ロンドン：アーネスト・ナイスター 1870 年刊
３６．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
ロンドン：キャセル、ピーター・アンド・ガルピン 1871 年頃刊
３７．
『シンデレラ』
ウォルター・クレイン

画

ロンドン：Ｇ．ラウロリッジ・アンド・サンズ 1874 年刊
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３８．
『子供のミュージカル・シンデレラ』
ウォルター・クレイン 画

ロンドン： Ｇ．ラウトリッジ 1879 年刊

３９．
『シンデレラ』
ニューヨーク：マクローリン・ブラザーズ 1876 年頃刊
４０．
『小さなシンデレラとガラスのくつ』
ロンドン：ディーン・アンド・サン 1880 年頃刊
４１．
『子供たちのシンデレラ、または小さなガラスのくつ』
ロンドン：ディーン・アンド・サン 1881 年刊
４２．
『シンデレラ、四幕仕立ての妖精オペラ』
ジョン・ファーマー

音楽、 ヘンリー・Ｓ・リー 文、 ヘイウッド・サムナー 画

ハロウ：Ｊ．Ｃ．ウイルビー 1882 年頃刊
４３．
『3 人の美しいプリンセスたち』
キャロライン・パターソン 画

ロンドン：マクラス・ワード 1885 年刊

４４．
『シンデレラと二つのギフト』
エドワール・ドゥ・ボーモン 画

ロンドン 1887 年刊

４５．
『シンデレラ』
フィラデルフィア(アメリカ)：B. ウイリムセン 1890 年刊

(仕掛け本 ポップ・アップ)

４６．
『シンデレラ、またはガラスのくつ』
ニューヨーク：マクローリン 1890 年頃刊
４７．
『シンデレラ』
ニューヨーク：マクローリン 1890 年頃刊

(仕掛け絵本)

４８．
『シンデレラ』
ニューヨーク：マクローリン ・ブラザーズ 1891 年刊

(仕掛け本 パントマイム・トイ・ブック)

４９．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつとジャックと豆の木』
グレース・ライズ ロンドン： Ｊ．Ｍ．デント 1894 年刊
５０．
『シンデレラ』
ロンドン：ディーン・アンド・サン 1899 年頃刊

(仕掛け本 ポップ・アップ)

５１．
『シンデレラ』
グリフィス・アンド・ファラン ロンドン：トークエイ 1900 年刊

(韻文)

５２．
『シンデレラ』
ロンドン：ラファエル・タック 1905 年頃刊
５３．
『シンデレラと眠れる美女』
フレデリック・ウォーン ロンドン 1905 年頃刊
５４．
『シンデレラ』
エイミー・ステードマン 文 ロンドン：Ｄ．Ｐ．デント 1900 年-1910 年頃刊
５５．
『シンデレラ』
ロンドン：ラファエル・タック 1912 年刊

(シェイプブック)

５６．
『シンデレラ、または小さなガラスのくつ』
アリス・コーバン・ヘンダーソン訳 ブランチェ・フィシャー・ライト画
シカゴ (アメリカ)：ランド・アクナリー 1914 年刊
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(人形付き)

５７．
『シンデレラ』
ミリセント・ソワービー 画、 ギサ・ソワービー 文

ロンドン：ホッダー＆ストートン

1915 年刊

５８．
『シンデレラ』
アーサー・ラッカム

画、 Ｃ．Ｓ．エヴァンズ 再話

ロンドン：ハイネマン 1919 年刊

５９．
『サンドリヨン』
アーサー・ラッカム

画

パリ：リブレリー・アシェット 1919 年刊

(フランス語)

６０．
『どのようにしてシンデレラは舞踏会に行くことができたのか』
ジェシー・M・キング 文・画

ロンドン：G. T. フォーリス 1924 年刊

６１．
『シンデレラ』 (ザ・ソフィストケイティッド)
ホランド・ロビンソン 文、 マック・ハーシュバーガー 画

私家版 1926 年刊

６２．
『シンデレラとほかの妖精物語』
「ザ・ティーニー・ウィーニー・ブックス」
ロンドン：オックスフォード・ユニバーシティ・プレス 1929 年刊
６３．
『シンデレラ』
マジョリー・ハーディ、エミール・C・ブラッドベリー 文
サンダスキー、オハイオ(アメリカ)：ザ・アメリカン・クレヨン 1931 年頃刊
６４．
『シンデレラ』
ニューヨーク：ムービー・ジェクター 1934 年頃刊
６５．
『シンデレラ』
L. ワイスガード 文・画

ニューヨーク：ガーデン・シティー・パブリッシング 1938 年刊

６６．
『シンデレラ』
ロランド・ピム 画
ロンドン：フォールディング・ブックス 1950 年刊

(仕掛け本 ピープ・ショー)

６７．
『シンデレラ』
ロンドン：コリンズ

1954 年刊

(仕掛け本

パノラマ)

６８．
『シンデレラ』
ロンドン：バンクロフト 1961 年刊

(仕掛け本 ポップ・アップ)

６９．
『シンデレラ』 (ウォルト・ディズニー映画版)
ロンドン：ディーン・アンド・サン 出版年不詳
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