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1 クリスマスのおとずれ ドン・ボスコ社 すぎた　さちこ ドン・ボスコ社

2 しあわせなろば ふじもと　しろう 新教出版社

3 イエスさまがうまれたひ やながわ　しげる かわい　ノア いのちのことば社

4 となりびとってだーれ？ やながわ　しげる かわい　ノア いのちのことば社

5 とびだせ！クリスマス 伊達　久子 教会新報社

6 おやすみまえのいのり ドン・ボスコ社

7 かんしゃのいのり ドン・ボスコ社

8 おしょくじのいのり ドン・ボスコ社

9 ヨナのものがたり マリアン・ベネット
ジョン・ストレアン/アイ
ラナ・シェパード

ニューライフ出版
社

10 ヨナのおはなし ビバリー・ラーソン
トレーシー・モロー
ニー

ＣＳ成長センター

11 イエス 藤城　清治 日本基督出版局

12 わたしたちのイエスさま シルベリオ・ピス セベリノ・バラルディ 小学館

13 子どもの聖書絵物語 ケネス・Ｎ・テイラー 西　満 いのちのことば社

14 きよしこの夜 アイヴィン・シェイエ ヴェンケ・オイエン 山内　清子 福武書店

15 ともしび きど　のりこ すずき　やすまさ 日本基督出版局

16 ノアの箱舟 アーサー・ガイサート
小塩　節・小塩　トシ
子

こぐま社

17 クリスマスものがたり フェリクス・ホフマン しょうの　こうきち 福音館書店

18 少年聖書　旧新約聖書 ライニルケンス エンデルレ書店

19 みんなの聖書絵本シリーズ25　モーセものがたり 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

20 みんなの聖書絵本シリーズ6　よきサマリア人 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

21 みんなの聖書絵本シリーズ5　サムソンのひみつ 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

日本キリスト改革派八事教会　こひつじ文庫児童書蔵書一覧
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22 みんなの聖書絵本シリーズ4　カナのけっこんしき 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

23 みんなの聖書絵本シリーズ3　アブラハムものがたり 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

24 みんなの聖書絵本シリーズ2　少年イエスと洗礼者ヨハネ 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

25 みんなの聖書絵本シリーズ36　せかいは新しくなる 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

26 みんなの聖書絵本シリーズ1　せかいのはじまり 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

27 みんなの聖書絵本シリーズ7　ギデオンのつのぶえ 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

28 みんなの聖書絵本シリーズ8　マルタとマリア 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

29 みんなの聖書絵本シリーズ9　星にみちびかれて 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

30 みんなの聖書絵本シリーズ10　ダビデとゴリアト 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

31 みんなの聖書絵本シリーズ11　ダニエルのなぞとき 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

32 みんなの聖書絵本シリーズ13　ノアのはこぶね 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

33 みんなの聖書絵本シリーズ15　天のかいだん 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

34 みんなの聖書絵本シリーズ16　五つのパンと二ひきの魚 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

35 みんなの聖書絵本シリーズ17　魚にのみこまれたヨナ 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

36 みんなの聖書絵本シリーズ18　さまよえる小羊 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

37 みんなの聖書絵本シリーズ19　ハンナの祈りと少年サムエル 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

38 みんなの聖書絵本シリーズ20　荒野のゆうわく 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

39 みんなの聖書絵本シリーズ21　天使のしらせ 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

40 みんなの聖書絵本シリーズ22　マントをひるがえして 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

41 みんなの聖書絵本シリーズ23　エステル 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

42 みんなの聖書絵本シリーズ24　ペトロのやくそく 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会



No．3

2018/3/16作成

No. 書籍名 著者 絵 訳／演出 出版社

日本キリスト改革派八事教会　こひつじ文庫児童書蔵書一覧

43 みんなの聖書絵本シリーズ26　教会のはじまり 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

44 みんなの聖書絵本シリーズ28　ザアカイと金もちの若者 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

45 みんなの聖書絵本シリーズ29　エリコのかべ 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

46 みんなの聖書絵本シリーズ30　神さまの国 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

47 みんなの聖書絵本シリーズ31　あなたについていきます 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

48 みんなの聖書絵本シリーズ32　おきて歩きなさい 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

49 みんなの聖書絵本シリーズ33　ひつじかいの夜 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

50 みんなの聖書絵本シリーズ34　ソロモン王のちえ 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

51 みんなの聖書絵本シリーズ35　生まれかわったパウロ 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

52 かんしゃのいのり ドン・ボスコ社

53 ノアのものがたり マリアン・ベネット
ジョン・ストレアン/ボ
ルエ・スベンソン

ニューライフ出版
社

54 まいごになったこひつじ マリアン・ベネット
ジョン・ストレアン/ボ
ルエ・スベンソン

ニューライフ出版
社

55 おかあさんのたからもの 福音社

56 すくいのきみ　イエス・キリスト 前田　豊 新教出版社

57 はじめてのクリスマス ペニー・フランク ジョン・ヘイソン いのちのことば社

58 手塚治虫の旧約聖書物語１天地創造 集英社

59 手塚治虫の旧約聖書物語２十戒 集英社

60 手塚治虫の旧約聖書物語３イエスの誕生 集英社

61 原色　聖書物語Ⅰ 創元社

62 原色　聖書物語Ⅱ 創元社

63 原色　聖書物語Ⅲ 創元社
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64 ナイル川とエジプト 赤地　経夫 福音館書店

65 マザー・テレサのおねがい こじま　よしみ さとう　ひろこ 女子パウロ会

66 みんないらっしゃい　新約聖書シリーズ３ みやけ　みち おかばやし　しげを 中央出版社

67 ヨセフ 伊達　久子 平井　美智子 教会新報社

68 しんせつなたびびと 山本　耀也
日本日曜学校助
成協会

69 かみさまのほん フローレンス・メアリ・フィッチ
レオナード・ワイス
ガード

たにかわ　しゅんたろ
う

福音館書店

70 うまごやでうまれたイエスさま フイリス・ブランネン いのちのことば社

71 きゅうやくせいしょのおはなし ビック・ミッチェル 大日本絵画

72 にわとりさんはネ 止揚学園園生 偕成社

73 みなみの島へいったんや 止揚学園のこども 偕成社

74 アシジのフランシスコ とだ　みちお やの　しげこ 女子パウロ会

75 天からきた人
聖パウロ女子修
道会

76 天の都をさして ジョン・バニヤン ロバート・ローソン すぐ書房

77 みんなの聖書絵本シリーズ12　十字架の道 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

78 みんなの聖書絵本シリーズ27　大臣になったヨセフ 日本聖書協会 藤本　四郎 日本聖書協会

79 日本キリスト教児童文学全集１　着物のなる木 巖谷　小波他 教文館

80 日本キリスト教児童文学全集２　のぞみの国 島崎　藤村他 教文館

81 日本キリスト教児童文学全集３　鉄の靴 山村　暮鳥 教文館

82 日本キリスト教児童文学全集４　善太の四季 坪田　譲治 教文館

83 日本キリスト教児童文学全集５　空をとぶ馬車 小出 正吾 教文館

84 日本キリスト教児童文学全集６　千軒岳 石森　延男 教文館
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85 日本キリスト教児童文学全集７　千年生きた目一つ 北畠　八穂 教文館

86 日本キリスト教児童文学全集８　二つのどくろ 上沢　謙二 教文館

87 日本キリスト教児童文学全集９　ポリコの町 太田　博也 教文館

88 日本キリスト教児童文学全集１０　終りのない道 永井　明 教文館

89 日本キリスト教児童文学全集１１　浦上の旅人たち 今西　祐行 教文館

90 日本キリスト教児童文学全集１２　雪の中のみかん 岩崎　京子 教文館

91 日本キリスト教児童文学全集１３　花吹雪のごとく 竹崎　有斐 教文館

92 日本キリスト教児童文学全集１４　ジャングルのはこぶね 神戸　淳吉 教文館

93 日本キリスト教児童文学全集１５　ゴリアテごっこ 藤原　一生 教文館

94 日本キリスト教児童文学全集別１　きっちょむ昇天 教文館

95 日本キリスト教児童文学全集別２　とげとげの山姥 教文館

96 みんなの聖書絵本シリーズ14　わたしについてきなさい 日本聖書協会 杉田　幸子 日本聖書協会

97 キリストの使徒パウロ 脇田晶子 小野かおる 女子パウロ会

98 新約聖書物語 脇田晶子 岩淵慶造 女子パウロ会

99 ゲームで学ぶ 子どものせいしょ
レイア・ジェンセン、イザベッ
レ・ガオ

ホセ・ペレス・モン
テーロ

問川 みゆき サンパウロ

100 聖書人物面白図鑑　旧約編 大島力（監）古賀博他（編）
日本キリスト教団
出版局

101 聖書人物面白図鑑　新約編 中野実（監）古賀博他（編）
日本キリスト教団
出版局

102 主の祈り 細井保路他 一麦出版社

103 クリスマスのかね レイモンド・M・オールデン 山田花菜 竹下文子 教育画劇

104 子どもの旧約聖書物語 わきた　あきこ むらおか　のぼる 女子パウロ会

105 人間を愛しぬいた人　キリスト 赤岩　栄 岩崎書店
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106 砂糖の世界史 (岩波ジュニア新書) 川北 稔 岩波書店

107 愛知に輝く人々３　ひげのとのさま
愛知県教育振興
会

108 郷土に輝く人々３　３６５のたまご
愛知県小中学校
校長会

109 ひめゆりの沖縄戦―少女は嵐のなかを生きた (岩波ジュニア新書) 伊波 園子 岩波書店

110 エジソン（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 桜井　信夫 ポプラ社

111 キュリー夫人（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 伊東　信 ポプラ社

112 ゴッホ―太陽を愛した「ひまわり」の画家 (小学館版学習まんが人物館) 鈴木 みつはる 黒沢 哲哉 小学館

113
サン=テグジュペリ―大空をかけぬけた「星の王子さま」の作家 (小学館版
学習まんが人物館)

鈴木 一郎
黒沢 哲哉, 平松 おさ
む

小学館

114 ショパン (小学館版学習まんが人物館) 黒沢 哲哉 市川 能里 小学館

115 ナイチンゲール（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 早野　美智代 ポプラ社

116 ナポレオン (小学館版 学習まんが人物館) 菅谷 淳夫 小林 たつよし 小学館

117
円谷英二―ウルトラマンをつくった映画監督 (小学館版学習まんが人物
館)

小林 たつよし 野添 梨麻 小学館

118
植村直己―エベレストから極点までをかけぬけた冒険家 (小学館版 学習
まんが人物館)

本庄 敬 滝田 よしひろ 小学館

119 杉原千畝―六千人の命を救った外交官 (小学館版 学習まんが人物館) 渡辺 勝正 あべ さより 小学館

120
津田梅子―六歳でアメリカに留学した女子教育のパイオニア (小学館版
学習まんが人物館)

みやぞえ 郁雄 菅谷 淳夫 小学館

121
藤子・F・不二雄―こどもの夢をえがき続けた「ドラえもん」の作者 (小学館
版学習まんが人物館)

さいとう はるお 黒沢 哲哉 小学館

122 南方熊楠―自然を愛した「人間博物館」 (小学館版学習まんが人物館) みやぞえ 郁雄 千葉 幹夫 小学館

123 本田宗一郎―世界一速い車をつくった男 (小学館版学習まんが人物館) ひきの 真二 毛利 甚八 小学館

124 世界の伝記9　ガリレオ　それでも地球は回る ソドニー・ローゼン 藤川　正信 学研

125 子どもの伝記全集　織田信長 山本　和夫 ポプラ社

126 悲劇の少女アンネ シュナ－ベル 久米　穣 偕成社
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127 子どもの伝記全集　豊臣秀吉 北島　春信 ポプラ社

128 運命の海に出会って レイチェル・カーソン マーティー・ジェザー 山口 和代 ぽるぷ出版

129 シートン(集英社版学習漫画世界の伝記) 藤原英司（監修） 高瀬直子 小学館

130
ツツ大主教―南アフリカの黒人差別・アパルトヘイト(人種隔離)政策に対
してたたかう勇敢な大主教 (伝記 世界を変えた人々)

デイビッド ウィナー 箕浦 万里子 偕成社

131
ブライユ―目の見えない人が読み書きできる“点字”を発明したフランス
人(伝記 世界を変えた人々8)

ビバリー・バーチ 乾侑美子 偕成社

132
チャップリン―新しい喜劇を確立し、世界中の人々に希望と笑いをもたら
した映画監督・俳優 (伝記 世界を変えた人々12)

パム・ブラウン 橘高弓枝 偕成社

133
パストゥール―微生物の研究により、はじめて伝染病の原因をつきとめた
フランスの科学者(伝記 世界を変えた人々10)

ビバリー・バーチ 菊島伊久栄 偕成社

134
学習漫画　世界の伝記ＮＥＸＴ 与謝野晶子 (学習漫画世界の伝記
NEXT)

神宮寺 一,三上 修平 集英社

135
ニール・アームストロング: 人類史上初めて月に降り立った宇宙飛行士
(学研まんがNEW世界の伝記)

縣 秀彦 (監修) 藤森 カンナ 学研教育出版

136 第2巻 ワンガリー・マータイ: レジェンド・ストーリー 高木 まさき (監修) 学研教育出版

137 第8巻 カーネル・サンダース: レジェンド・ストーリー 高木 まさき (監修) 学研教育出版

138 第9巻 パブロ・ピカソ: レジェンド・ストーリー 高木 まさき (監修) 学研教育出版

139 北里柴三郎 (コミック版世界の伝記) 森 孝之 (監修) 竹林 月 ポプラ社

140 コミック版 ハンナのかばん―アウシュビッツからのメッセージ
カレン・レビン/石岡 史子 (監
修)

近藤 たかし ポプラ社

141 マルガレーテ・シュタイフ (小学館版学習まんが人物館) 佐藤 豊彦 (監修) かなき 詩織 小学館

142
ローラ・インガルス―大草原に生きた女性作家 (小学館版学習まんが人
物館)

後藤 ユタカ (監修) 菅谷 淳夫 小学館

143 第1巻 ビートルズ: レジェンド・ストーリー 高木 まさき (監修) 学研教育出版

144
第7巻 人見絹枝: レジェンド・ストーリー (時代を切り開いた世界の10人 第
2期)

高木 まさき (監修) 学研教育出版

145 ファーブル（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 砂田　弘 ポプラ社

146 ベートーベン（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 加藤　純子 ポプラ社

147 ヘレン・ケラー（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 砂田　弘 ポプラ社
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148 マザー・テレサ（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） やなぎや　けいこ ポプラ社

149 ライト兄弟（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 早野　美智代 ポプラ社

150 坂本竜馬 (おもしろくてやくにたつ子どもの伝記) 横山 充男 ポプラ社

151 手塚治虫（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 国松　俊英 ポプラ社

152 福沢諭吉（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 浜野　卓也 ポプラ社

153 野口英世（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 浜野　卓也 ポプラ社

154 宮沢賢治（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記） 西本　鶏介 ポプラ社

155 徳川家康 (おもしろくてやくにたつ子どもの伝記) 西本　鶏介 ポプラ社

156 二宮金次郎 (おもしろくてやくにたつ子どもの伝記) 木暮 正夫 ポプラ社

157 松下幸之助 (学習漫画 世界の伝記NEXT) 阿部 高明 集英社

158 オードリー・ヘプバーン (学習漫画 世界の伝記NEXT) 東 園子 集英社

159 伊能忠敬 (学習漫画 世界の伝記NEXT) 蛭海 隆志 集英社

160 安藤百福 (学習漫画 世界の伝記NEXT) 石川 憲二 集英社

161 諸葛孔明 (学習漫画世界の伝記NEXT) 井上 大助 集英社

162 ハワード・カーター (学習漫画世界の伝記NEXT) 黒沢 翔 集英社

163 エリザベス・ブラックウェル (学習漫画世界の伝記NEXT) 堀ノ内 雅一 集英社

164 アンナ・パブロワ (学習漫画世界の伝記NEXT) くりた 陸 集英社

165 グレース・ケリー (学習漫画世界の伝記NEXT) 堀ノ内 雅一 集英社

166 八田與一(小学館版学習まんが人物館)
許光輝／みやぞえ郁雄／平
良隆久

小学館

167 西郷隆盛(小学館版学習まんが人物館)
落合弘樹／吉祥寺笑／黒沢
哲哉

小学館

168 エリザベス女王(小学館版学習まんが人物館) 菅谷惇夫　高瀬直子 小学館
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169 レーナ・マリア(小学館版学習まんが人物館) ビヤネール多美子 小学館

170 ダイアナ(小学館版学習まんが人物館) 石井美樹子 小学館

171 リンカーン＜どれい解放をおこなった大統領＞ (学習漫画 世界の伝記) かたおか 徹治 集英社

172
シュバイツァー＜医療と伝道に一生をささげた聖者＞  (学習漫画 世界の
伝記)

栗原 清 集英社

173 ベーブ・ルース＜不滅の大ホームラン王＞  (学習漫画 世界の伝記) 古城 武司 集英社

174 モーツァルト＜神童とよばれた天才作曲家＞  (学習漫画 世界の伝記) 高瀬 直子 集英社

175 新渡戸稲造＜世界平和につくした教育者＞  (学習漫画 世界の伝記) 宮田 淳一 集英社

176 ノーベル＜ダイナマイトの発明者＞  (学習漫画 世界の伝記) 栗原 清 集英社

177 コロンブス＜新大陸を発見した探検家＞  (学習漫画 世界の伝記) 渡辺 暁 集英社

178
マリー・アントアネット＜革命に散った悲劇の王妃＞  (学習漫画 世界の
伝記)

千明 初美 集英社

179
ナポレオン＜荒れ野のライオンとよばれた英雄＞  (学習漫画 世界の伝
記)

古城 武司 集英社

180
クララ・シューマン＜愛をつらぬいた女性ピアニスト＞  (学習漫画 世界の
伝記)

高瀬 直子 集英社

181
チンギス・ハン＜モンゴル帝国をきずいた草原の勇者＞  (学習漫画 世界
の伝記)

古城 武司 集英社

182
ガリレオ・ガリレイ＜「それでも地球は動く」といった物理学の父＞  (学習
漫画 世界の伝記)

熊谷 さとし 集英社

183
アインシュタイン＜相対性理論を生みだした天才科学者＞  (学習漫画
世界の伝記)

よしかわ 進 集英社

184
ニュートン＜万有引力の法則を発見した科学者＞  (学習漫画 世界の伝
記)

よしかわ 進 集英社

185
レオナルド・ダ・ビンチ＜『モナ・リザ』で知られる万能の人＞  (学習漫画
世界の伝記)

古城 武司 集英社

186 クレオパトラ＜古代エジプトの最後の女王＞  (学習漫画 世界の伝記) 千明 初美 集英社

187
ジャンヌ・ダルク＜フランスを救ったオルレアンの乙女＞  (学習漫画 世界
の伝記)

高瀬 直子 集英社

188
アガサ・クリスティー＜名探偵ポアロを生んだ「ミステリーの女王」＞  (学習
漫画 世界の伝記)

森 有子 集英社

189
アンデルセン＜世界じゅうで愛される「童話の王さま」＞  (学習漫画 世界
の伝記)

森 有子 集英社
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190 モンゴメリ＜『赤毛のアン』を書いた女性作家＞  (学習漫画 世界の伝記) 高瀬 直子 集英社

191
ジョイ・アダムソン＜自然を愛した「野生のエルザ」の作家＞  (学習漫画
世界の伝記)

高瀬 直子 集英社

192 ケネディ＜理想を追求したアメリカの大統領＞  (学習漫画 世界の伝記) 古城 武司 集英社

193
マリー・ローランサン＜「パリの美神」とよばれた画家＞  (学習漫画 世界
の伝記)

千明 初美 集英社

194 キング牧師 (学習漫画 世界の伝記NEXT) 堀田 あきお 集英社

195 ダーウィン(小学館版学習まんが人物館)
長谷川眞理子／北村雄一／
松田辰彦

小学館

196 サリバン先生 (学習漫画 世界の伝記NEXT) 堀ノ内雅一 奥良 モト 集英社

197 エレノア・ルーズベルト (学習漫画 世界の伝記NEXT) 和田 奈津子 よしまさこ 集英社

198 ロバート・キャパ（学習漫画 世界の伝記NEXT） 蛭海 隆志 永山 愛子 集英社

199 小林一三 (学習漫画 世界の伝記NEXT) 海野 そら太 石川 憲二 集英社

200 石ノ森章太郎(コミック版世界の伝記)
石森プロ（監修）シュガー佐藤
著

ポプラ社

201
グーテンベルク―印刷術を発明、多くの人々に知識の世界を開き、歴史
の流れを変えたドイツの技術者(伝記 世界を変えた人々15)

マイケル・ポラード 松村 佐知子 偕成社

202 マリア・フォン・トラップ (学習漫画 世界の伝記NEXT) 和田奈津子 萩岩睦美 集英社

203 岩波ジュニア新書231　田中正造 佐江衆一 岩波書店

204 キリスト教少年文庫　宗教改革者カルヴァン 渡辺信夫 新教出版社

205 ジュニア地図帳　こども日本の旅 高木　実 花沢　真一郎 平凡社

206
ドラえもんの社会科おもしろ攻略日本の産業がわかる(ドラえもんの学習シ
リーズ)

小学館

207
ドラえもんの社会科おもしろ攻略日本各地の自然とくらし(ドラえもんの学
習シリーズ)

小学館

208
ドラえもんの社会科おもしろ攻略地図がよくわかる(ドラえもんの学習シ
リーズ)

小学館

209 これから戦争なんてないよね？-自由がふつうじゃなくなる日- 西川重則　みなみななみ いのちのことば社

210 日本国憲法 (小さな学問の書 (1)) 童話屋編集部 童話屋
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211 あたらしい憲法のはなし (小さな学問の書 (2)) 童話屋編集部 童話屋

212 ドラえもん社会ワールド ー憲法って何だろうー (ビッグ・コロタン)
藤子プロ、東京弁護士会 (監
修)

藤子 F不二雄（漫画） 小学館

213 日本のむかし話　３年生 実業之日本社

214 ことわざものがたり 一年生 (学年別・新おはなし文庫) 西本 鶏介 偕成社

215 ことわざものがたり二年生 (学年別・新おはなし文庫) 西本 鶏介 偕成社

216 ことわざ物語 三年生 (学年別・新おはなし文庫) 西本 鶏介 偕成社

217
ドラえもんの理科おもしろ攻略天体(地球・月・太陽・星の動き)がわかる(ド
ラえもんの学習シリーズ)

小学館

218
ドラえもんの理科おもしろ攻略力と電気、音、光がわかる(ドラえもんの学
習シリーズ)

小学館

219 くらべる図鑑(小学館の図鑑NEO+ぷらす)
渡部 潤一/加藤 由子/中村
尚

小学館

220 科学の実験～あそび・工作・手品～(小学館の図鑑NEO) ガリレオ工房 小学館

221 小学館こども大百科 小学館 小学館

222
サイエンスコナン 磁石の不思議―名探偵コナン実験・観察ファイル (小
学館学習まんがシリーズ)

青山 剛昌(著), ガリレオ工房
(監修), 金井 正幸

小学館

223 名探偵コナン推理ファイル 環境の謎 (小学館学習まんがシリーズ)
青山 剛昌(著), 高月 紘 (監
修), 山岸 栄一

小学館

224 サイエンスコナン 七変化する水の不思議 (小学館学習まんがシリーズ)
青山 剛昌(著), ガリレオ工房
(監修), 金井 正幸 (イラスト)

小学館

225 植物 (小学館の図鑑NEO)
門田 裕一 (監修), 和田 浩志,
畑中 喜秋, 岡田 比呂実

小学館

226 楽しく遊ぶ学ぶ ふしぎの図鑑(小学館の子ども図鑑プレNEO) 白數哲久（編） 小学館

227 血液の流れ(学習まんがドラえもんからだシリーズ) 小学館

228 深海生物ファイル―あなたの知らない暗黒世界の住人たち 北村 雄一
ネコ・パブリッシン
グ

229 科学の実験　あそび・工作・手品 ガリレオ工房 (監修) 小学館

230 名探偵コナン 科学トリックBOOK (小学館ワンダーランドブックス) 青山 剛昌(原作)
太田 勝、江古田探偵
団（漫画）

小学館

231 ドラえもん科学ワールドspecial 食べ物とお菓子の世界 (ビッグ・コロタン)
今津屋 直子 (監修)、小学館ド
ラえもんルーム (編集)

藤子 F不二雄（漫画） 小学館
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232 地球最北に生きる日本人―イヌイット大島育雄との旅 武田 剛 フレーベル館

233 科学でゲームできっこないさ！ コブ／ダーリング 藤田　千枝 さ・え・ら書房

234 科学でゲームぜったいできる！ コブ／ダーリング 木下　友子 さ・え・ら書房

235 少年少女ものがたり百科４　星と伝説 野尻　抱影 偕成社

236
宇宙―太陽系とその惑星から銀河宇宙の果て、地球外生命探査まです
べてがわかる

沼澤 茂美, 脇屋 奈々代 成美堂出版

237 名探偵コナン　天気の秘密 (小学館学習まんがシリーズ)
青山 剛昌 (著), NPO法人ガリ
レオ工房 (監修)

小学館

238 シートン動物記２　灰色グマ、ワーブの一生／野生馬物語／ほか５編 アーネスト・T・シートン 木村　しゅうじ 藤原　栄司 集英社

239 シートン動物記１　オオカミ王ロボ／ぎざ耳坊やの冒険／ほか４編 アーネスト・T・シートン 木村　しゅうじ 藤原　栄司 集英社

240 ファーブル昆虫記１たまころがしの生活 ファーブル 古川　晴男 偕成社

241 からだ大探検(ドラえもんふしぎ探検シリーズ) 小学館

242 脳のはたらき(学習まんが―ドラえもんからだシリーズ) 小学館

243 とびたて　てんとうむし 七尾　純 偕成社

244 オコジョのすむ谷 増田　戻樹 あかね書房

245 ラッコの悲劇 菅能　琇一 筑摩書房

246 せいかつの図鑑(小学館の子ども図鑑プレNEO) 流田直（編） 小学館

247 アンジェラスの鐘　少年のための美術物語 田中忠雄 新教出版社

248
ドラえもんの図工科おもしろ攻略立体・工作がとくいになる(ドラえもんの学
習シリーズ)

小学館

249
ドラえもんの図工科おもしろ攻略絵とデザインがとくいになる(ドラえもんの
学習シリーズ)

小学館

250 わが指のオーケストラ（１） 山本　おさむ 秋田書店

251 わが指のオーケストラ（２） 山本　おさむ 秋田書店

252 わが指のオーケストラ（３） 山本　おさむ 秋田書店
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253 わが指のオーケストラ（４） 山本　おさむ 秋田書店

254 火垂るの墓 野坂　昭如 新潮社

255 A ｐｅａｎｕｔｓ　ｂｏｏｋ　ｆｅａｔｕｒｉｎｇ　Ｓｎｏｏｐｙ（１） チャールズ・Ｍ・シュルツ 谷川　俊太郎 角川書店

256 A ｐｅａｎｕｔｓ　ｂｏｏｋ　ｆｅａｔｕｒｉｎｇ　Ｓｎｏｏｐｙ（２） チャールズ・Ｍ・シュルツ 谷川　俊太郎 角川書店

257 アドルフに告ぐ1（文春文庫ビジュアル版） 手塚　治虫 手塚　治虫 文藝春秋

258 アドルフに告ぐ2（文春文庫ビジュアル版） 手塚　治虫 手塚　治虫 文藝春秋

259 アドルフに告ぐ3（文春文庫ビジュアル版） 手塚　治虫 手塚　治虫 文藝春秋

260 アドルフに告ぐ4（文春文庫ビジュアル版） 手塚　治虫 手塚　治虫 文藝春秋

261 アドルフに告ぐ5（文春文庫ビジュアル版） 手塚　治虫 手塚　治虫 文藝春秋

262
まんがで学ぶ開発教育　世界と地球の困った現実　飢餓・貧困・環境破
壊

日本国際飢餓対策機構（編） みなみななみ 明石書店

263 A peanuts book featuring Snoopy (3) チャールズ・Ｍ・シュルツ 谷川　俊太郎 角川書店

264 A peanuts book featuring Snoopy (4) チャールズ・Ｍ・シュルツ 谷川　俊太郎 角川書店

265 A peanuts book featuring Snoopy (5) チャールズ・Ｍ・シュルツ 谷川　俊太郎 角川書店

266 ジャングル大帝(1) (手塚治虫文庫全集) 手塚治虫 講談社

267 ジャングル大帝(2) (手塚治虫文庫全集) 手塚治虫 講談社

268 マンガ　カピバラさん TRYWORKS ゴマブックス

269 ドラえもん最新ひみつ道具大事典 (ビッグ・コロタン) 藤子 F・不二雄（監修） 小学館

270 だれでも折れる260種　おりがみ全書 竹原聖千 金園社

271 折り鶴 長谷川　正勝 グラフ社

272 立体切り紙９６例 岡崎　喜美男 ひかりのくに

273 伝承おりがみⅢ つじむら　ますろう 福音館書店
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274 ハンドクラフトシリーズ１２　折紙入門 坂田　英昭 グラフ社

275 やさしいおりがみ Ｋ．クラフト工房 日東書院

276 ナターシャ―チェルノブイリの歌姫 手島 悠介 広河 隆一 岩崎書店

277 まんが 落語ものがたり事典 矢野 誠一 (監修) 勝川 克志 くもん出版

278
慣用句びっくりことば事典―ドラえもんの国語おもしろ攻略 (ドラえもんの
学習シリーズ)

藤子プロ 小学館

279
百万人の福音スペシャル
レーナ・マリア・ヨハンソンあなたがいつもともに

いのちのことば社

280
百万人の福音スペシャル
八木重吉の詩と信仰わがよろこびの頌歌はきえず

八木 いのちのことば社

281 あらしの中の兄妹 エッツェンバッハ 柏木　ひとみ 集英社

282 ああ無情 ユゴー 菊池　章一 集英社

283 幼年世界文学全集 浜田　廣介 偕成社

284 カーチャと子わに ゲルネット・ヤグドフェリド 内田　莉莎子 偕成社

285 子どものための世界名作文学1　若草物語 オルコット 谷口　由美子 集英社

286 子どものための世界名作文学2　たから島 スチーブンソン 宇野　輝雄 集英社

287 子どものための世界名作文学3　ガリバー旅行記 スウィフト 矢崎　節夫 集英社

288 子どものための世界名作文学4　ひみつの花園 バーネット 中村　妙子 集英社

289 子どものための世界名作文学5　アルプスの少女 スピリ 大野　芳枝 集英社

290 子どものための世界名作文学6　王子とこじき マーク・ウェイトン 竹崎　有斐 集英社

291 子どものための世界名作文学7　海底二万里 ベルヌ 今西　祐行 集英社

292 子どものための世界名作文学8　トム・ソーヤの冒険 マーク・ウェイトン 長谷川　甲二 集英社

293 子どものための世界名作文学9　赤毛のアン モンゴメリ 前田　三恵子 集英社

294 子どものための世界名作文学10　家なき子 マロ 波多野　未記 集英社
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295 子どものための世界名作文学11　小公女 バーネット 吉田　比砂子 集英社

296 子どものための世界名作文学12　フランダースの犬 ウィーダ 榊原　晃三 集英社

297 子どものための世界名作文学13　長くつ下のピッピ リンドグレーン 須藤　出穂 集英社

298 子どものための世界名作文学15　イワンのばか トルストイ 松谷　さやか 集英社

299 子どものための世界名作文学16　ピノッキオ コロッディ 高橋　久 集英社

300 子どものための世界名作文学17　シャーロック・ホームズの冒険 ドイル 中山　知子 集英社

301 子どものための世界名作文学18　ロビンソン・クルーソー デフォー はやし　たかし 集英社

302 子どものための世界名作文学19　ピーター・パン バリー 大石　真 集英社

303 子どものための世界名作文学20　デブの国　ノッポの国 アンドレ・モロア 辻　昶 集英社

304 子どものための世界名作文学21　愛の一家 ザッパー 関　楠生 集英社

305 子どものための世界名作文学22　シートン動物記 シートン 藤原　栄司 集英社

306 子どものための世界名作文学23　ファーブル昆虫記 ファーブル 舟崎　克彦 集英社

307 子どものための世界名作文学24　てん子ちゃんとアントン ケストナー 小川　超 集英社

308 子どものための世界名作文学24　てん子ちゃんとアントン ケストナー 小川　超 集英社

309 子どものための世界名作文学25　小公子 バーネット 岡上　鈴江 集英社

310 子どものための世界名作文学26　足ながおじさん ウェブスター 吉田　真一 集英社

311 子どものための世界名作文学27　ああ無情 ユゴー 菊池　章一 集英社

312 子どものための世界名作文学28　きょうりゅうの世界 ドイル 内田　庶 集英社

313 子どものための世界名作文学29　ペリーヌ物語 マロ 花輪　莞爾 集英社

314 子どものための世界名作文学30　十五少年漂流記 ベルヌ 瀬川　昌男 集英社

315 アンデルセン童話全集I
ハンス・クリスチャン アンデル
セン

ドゥシャン・カーライ、
カミラ・シュタンツロ

天沼 春樹 西村書店
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316 アンデルセン童話全集Ⅱ
ハンス・クリスチャン アンデル
セン

カミラ・シュタンツロ
ヴァー

天沼 春樹 西村書店

317 グリムどうわ 一年生 (学年別・新おはなし文庫) 斉藤 洋 偕成社

318 グリムどうわ 二年生 (学年別・新おはなし文庫) 斉藤 洋 偕成社

319 グリム童話 三年生 (学年別・新おはなし文庫) 斉藤 洋 偕成社

320 世界のわらい話 一年生 (学年別・新おはなし文庫) 久保　喬 偕成社

321 世界のわらい話 二年生 (学年別・新おはなし文庫) 久保　喬 偕成社

322 世界のわらい話 三年生 (学年別・新おはなし文庫) 久保　喬 偕成社

323 子どもに語るロシアの昔話 伊東 一郎,茨木 啓子 こぐま社

324 ジキルとハイド (子どものための世界文学の森 31) ロバート・L. スチーブンソン 井江 栄 下田 紀子 集英社

325
少年少女世界の文学　アラビアンナイト/オデュッセウス物語/イソップ寓
話他

小学館

326 少年少女世界の文学　ピノッキオ/ドン・キホーテ/クオレほか 小学館

327 少年少女世界の文学　家なき子/ペロー童話/棺桶島ほか 小学館

328 少年少女世界の文学　海底二万里/ジャン・クリストフ/アベイユ姫ほか 小学館

329 少年少女世界の文学　グリム童話/アルプスの少女/ジークフリート物語 小学館

330 少年少女世界の文学　ほら男爵の冒険/ハウフ童話/愛の一家ほか 小学館

331 少年少女世界の文学　東海道中膝栗毛/謡曲物語/南聡里八犬伝 小学館

332 少年少女世界の文学　二十四の瞳/ビルマの竪琴/柿木のある家ほか 小学館

333 少年少女世界の文学　宝島/ふしぎの国のアリス/なまけ者のジャック 小学館

334
少年少女世界の文学　シェークスピア物語/ロビンソン・クルーソー/ある
母とむすこほか

小学館

335 少年少女世界の文学　偉大なる王/せむしの子馬/沼のようせい 小学館

336 少年少女世界の文学　古事記/竹取物語/太閤記ほか 小学館
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337
少年少女世界の文学　みつばちマーヤの冒険/おさないころ/飛ぶ教室
ほか

小学館

338
少年少女世界の文学　アンデルセン童話/ニルスのふしぎな旅/トペリウス
童話ほか

小学館

339
少年少女世界の文学　アイバンホー/炉ばたのこおろぎ/名探偵ホームズ
ほか

小学館

340
少年少女世界の文学　小公子/小公女/百万ポンドの紙幣/インディアン
伝説

小学館

341 少年少女世界の文学　トム・ソーヤーの冒険/秘密の花園/湖の女神 小学館

342 速さの違う時計 星野　富弘 偕成社

343 風の旅 星野　富弘 立風書房

344 砂かけ狐 黒柳　啓子 金子　滋
教育出版セン
ター新社

345 お話こんにちは　秋11月の巻 かこ　さとし 偕成社

346 へんてこもりにいこうよ 高楼　方子 偕成社

347 わんわん村のおはなし 中川　李枝子 山崎　百合子 福音館書店

348 寺村輝夫の王様シリーズ　うそつき王さまいぬをかう 寺村輝夫 和歌山　静子 理論社

349 寺村輝夫の王様シリーズ　ぞうのたまごやき 寺村輝夫 和歌山　静子 理論社

350 寺村輝夫の王様シリーズ　まちがい王さま本になる 寺村輝夫 和歌山　静子 理論社

351 大きい1年生と小さな2年生（創作どうわ傑作選　１） 古田　足日 中山　正美 偕成社

352 わかったさんのクッキー 寺村輝夫 永井　郁子 あかね書房

353 ももいろのきりん 中川　李枝子 中川　宗弥 福音館書店

354 島物語２　今日をけとばせ 灰谷　健次郎 坪谷　令子 理論社

355 やまの　このはこぞう そや　きよし 岡田　周子 あかね書房

356 クヌギ林のザワザワ荘 富安　陽子 安永　麻紀 あかね書房

357 かえるのエルタ 中川　李枝子 大村　百合子 福音館書店
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358 なん者・にん者・ぬん者①　なん者ひなた丸ねことんの術の巻 斎藤　洋 大沢　幸子 あかね書房

359 まぼろしの４番バッター 竹崎　有斐 阿部　肇 ひくまの出版

360 テーオバルトの騎士道入門 斎藤　洋 おぼ　まこと 理論社

361 かいぞくポケット２　空とぶかいぞくせん 寺村　輝夫 永井　郁子 あかね書房

362 白鳥の帰る湖 竹野　栄 旺文社

363 新ちゃんがないた！ 佐藤　州男 長谷川　集平 文研出版

364 ジュニア文学名作選17　友情 武者小路　実篤 ポプラ社

365 ジュニア文学名作選2　路傍の石 山本　有三 ポプラ社

366 ジュニア文学名作選2　路傍の石 山本　有三 ポプラ社

367 ジュニア文学名作選7　ビルマの竪琴 竹山　道雄 ポプラ社

368 二十四の瞳 壺井　栄 ポプラ社

369 大どろぼうとまじょのレストラン 山脇　恭 草間　俊行 偕成社

370 先生のおとおりだい！ 中野　みち子 長谷川　知子 理論社

371 ネコの水てっぽう 土家　由岐雄 日本教文社

372 ふたごのでんしゃ 渡辺　茂男 堀内　誠一 あかね書房

373 二ちょうめのおばけやしき 木暮　正夫 渡辺　有一 岩崎書店

374 まんだくんとマンガキン 矢玉　四郎 井上　洋介 岩崎書店

375 はれときどきぶた 矢玉　四郎 岩崎書店

376 あしたぶたの日 矢玉　四郎 岩崎書店

377 ゆめからゆめんぼ 矢玉　四郎 岩崎書店

378 ガブリちゃん なかがわ　りえこ なかがわ　そうや 福音館書店
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379 たろ　なにみてるの 宮口　しずえ 北島　新平 小峰書店

380 コンタのクリスマス 村山　桂子 中谷 千代子 あかね書房

381 ぼくときどきぶた 矢玉　四郎 岩崎書店

382 妖精の家具、おつくりします。(とっておきのどうわ) あんびる やすこ PHP研究所

383 お洋服リフォーム支店―なんでも魔女商会(おはなしガーデン) あんびる やすこ 岩崎書店

384 ちいさいモモちゃん 松谷　みよ子 講談社

385 さかなにはなぜしたがない 神沢　利子 井上　洋介 ポプラ社

386 七人めのいとこ 安藤　美紀夫 偕成社

387 ふんどし校長 川村　たかし 小坂　しげる 偕成社

388 おさるはおさる いとう　ひろし 講談社

389 馬ぬすびと 平塚　武二 太田　大八 福音館書店

390 ふしぎなかぎばあさん 手島　悠介 岡本　颯子 岩崎書店

391 かぎばあさんのひみつの手紙 手島　悠介 岡本　颯子 岩崎書店

392 かぎばあさんの魔法のかぎ 手島　悠介 岡本　颯子 岩崎書店

393 ぼくへそまでまんが 矢玉　四郎 岩崎書店

394 たたかいの人―田中正造 大石 真 フレーベル館

395 西の魔女が死んだ 梨木　香歩 新潮社

396 あの戦争のなかにぼくもいた 石浜 みかる 国土社

397 特急おべんとう号 岡田 よしたか 福音館書店

398 お父さん、牛になる 晴居彗星 ささめやゆき 福音館書店

399 なんでも魔女商会2 ただいま魔法旅行中。 (おはなしガーデン) あんびる　やすこ 岩崎書店
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400 なんでも魔女商会3 いちばん星のドレス (おはなしガーデン) あんびる　やすこ 岩崎書店

401 はじめてのキャンプ 林 明子 福音館書店

402 たんたのたんけん (新しい日本の幼年童話 1) 中川 李枝子 山脇 百合子 学習研究社

403 ズボン船長さんの話 角野 栄子 鴨沢 祐仁 福音館書店

404 なぞなぞのすきな女の子 (新しい日本の幼年童話 5) 松岡 享子 大社 玲子 学習研究社

405 羅生門 杜子春 (岩波少年文庫 (509)) 芥川 龍之介 岩波書店

406 なんでも魔女商会 (4) ドラゴンの正しいしつけ方 (おはなしガーデン) あんびるやすこ 岩崎書店

407 なんでも魔女商会 (8) 火曜日はトラブル あんびるやすこ 岩崎書店

408 七つの海のティコ (竹書房文庫―世界名作劇場) 草原 ゆうみ 竹書房

409 なんでも魔女商会 (20) 運命のウェディングドレス あんびるやすこ 岩崎書店

410 木かげの家の小人たち いぬい とみこ 吉井 忠 福音館書店

411 ユウキ 伊藤　遊 上出　慎也 福音館書店

412 ルルとララのカップケーキ (おはなし・ひろば) あんびる　やすこ 岩崎書店

413 イグアナくんのおじゃまな毎日 佐藤 多佳子 はらだ たけひで 偕成社

414 なんでも魔女商会 (13) 星くずのブラックドレス (おはなしガーデン) あんびる やすこ 岩崎書店

415 ハーブ魔女のふしぎなレシピ―魔法の庭ものがたり〈1〉 (ポプラ物語館) あんびる やすこ ポプラ社

416 クリーニングやさんのふしぎなカレンダー (偕成社おはなしポケット) 伊藤 充子 関口 シュン 偕成社

417 富嶽百景・走れメロス 他八篇 (岩波文庫) 太宰治 岩波書店

418 くもの糸・杜子春(新装版)-芥川龍之介短編集- (講談社青い鳥文庫) 芥川龍之介 百瀬 義行 講談社

419 野火 (新潮文庫) 大岡 昇平 新潮社

420 なんでも魔女商会 (21) おきゃくさまはルルとララ (おはなしガーデン) あんびる やすこ 岩崎書店
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421 花 白洲　正子 神無書房

422 日本男児: 長友佑都物語 長友 佑都 ポプラ社

423 心に太陽を持て 山本 有三 新潮社

424 人を恐れず天を仰いで: 復刊『一週一信』
広岡浅子(著),影山礼子 (解
説)

新教出版社

425 子どもたちへの手紙 C.S. ルイス 中村 妙子 新教出版社

426 わたしの動物記１　とべないカラスととばないカラス 舟崎　靖子 上野　紀子 ポプラ社

427 北島康介夢、はじまる 折山 淑美 学習研究社

428 すごいぞ!「しんかい6500」―地球の中の宇宙、深海を探る 山本 省三 友永 たろ くもん出版

429 ぼくの「生きる力」―院内学級から小学校へ『直紀新聞』とどけます あんず ゆき 佼成出版社

430 タロとジロ 南極で生きぬいた犬 (講談社青い鳥文庫) 東 多江子
佐藤 やゑ子 (絵)、岩
合 光昭 (写真)

講談社

431 平家物語 長野　甞一 ポプラ社

432 あゆ子－緑のワルツ－ 吉田　とし 国土社

433 みんな地球に生きるひと―出会い・わかれ・再見 (岩波ジュニア新書) アグネス・チャン 岩波書店

434 黄金の城塞 サタジット・レイ 石踊　紘一 西岡　直樹 くもん出版

435 シンドバッドの冒険 (アラビアン・ナイト) 斉藤 洋 一徳 偕成社

436 こいぬのうんち クォン ジョンセン チョン スンガク ピョン キジャ 平凡社

437 アラビアン・ナイト〈上〉 (岩波少年文庫) ディクソン
ジョン・キデルモン
ロー

中野 好夫 岩波書店

438 アラビアン・ナイト〈下〉 (岩波少年文庫) ディクソン
ジョン・キデルモン
ロー

中野 好夫 岩波書店

439 くまのパディントン マイケル・ボンド ペギー・フォートナム 松岡　享子 福音館書店

440 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール クェンティン・ブレイク 柳瀬　尚紀 評論社

441 トムは真夜中の庭で　改版 フィリパ・ピアス スーザン・アインツィヒ 高杉　一郎 岩波書店
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442 ナゲキバト ラリー・バークダル 片岡　しのぶ あすなろ書房

443 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人（３） Ｊ・Ｋ・ローリング 松岡　佑子 静山社

444 ハリー・ポッターと賢者の石（１） Ｊ・Ｋ・ローリング 松岡　佑子 静山社

445 ハリー・ポッターと秘密の部屋（２） Ｊ・Ｋ・ローリング 松岡　佑子 静山社

446
みんながそろう日―モロッコの風のなかで (鈴木出版の海外児童文学―
この地球を生きる子どもたち)

ヨーケ・ファン レーウェン, マリ
カ ブライン

野坂 悦子 鈴木出版

447 ライオンと魔女（カラー版 ナルニア国物語１） C.S.ルイス  ポーリン・ベインズ 瀬田 貞二 岩波書店

448 りこうすぎた王子 (岩波少年文庫) [単行本（ソフトカバー）] アンドリュー・ラング ロバート・ローソン 福本 友美子 岩崎書店

449 銀のいす（カラー版 ナルニア国物語４） C.S.ルイス  ポーリン・ベインズ 瀬田 貞二 岩波書店

450 星の王子さま－オリジナル版 アントワーヌ・サンテグジュペリ 内藤　濯 岩波書店

451 大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー ガース・ウィリアムズ 恩地　三保子 福音館書店

452 朝びらき丸　東の海へ（カラー版 ナルニア国物語３） C.S.ルイス  ポーリン・ベインズ 瀬田 貞二 岩波書店

453 馬と少年（カラー版 ナルニア国物語５） C.S.ルイス  ポーリン・ベインズ 瀬田 貞二 岩波書店

454 宝島 (福音館古典童話シリーズ (18)) スティーブンソン 寺島 竜一 坂井 晴彦 福音館書店

455 魔術師のおい（カラー版 ナルニア国物語６） C.S.ルイス  ポーリン・ベインズ 瀬田 貞二 岩波書店

456 木を植えた人 ジャン・ジオノ 原　みち子 こぐま社

457 あたまをつかった小さなおばあさん ホープ・ニューウェル 山脇　百合子 松岡　享子 福音館書店

458 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス 小尾　芙佐 早川書房

459 アンクル・トム物語 (こども世界名作童話) ハリエット・ビーチャー・ストウ 中山 知子 ポプラ社

460 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット わたなべ しげお 福音館書店

461 オズの魔法使い (福音館古典童話シリーズ 28) ライマン・フランク・ボーム
ウィリアム･W.デンスロ
ウ

渡辺 茂男 福音館書店

462 カスピアン王子のつのぶえ（カラー版 ナルニア国物語２） C.S.ルイス  ポーリン・ベインズ 瀬田 貞二 岩波書店
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463 ジョコンダ夫人の肖像 Ｅ・Ｌ・カニグズバーグ 松谷　ふみ子 岩波書店

464 ジュニア文学名作選29　若草物語 オルコット 松本　恵子 ポプラ社

465 ジュニア文学名作選30　にんじん ルナール 宮川　実 ポプラ社

466 おいらフーゴだ－ジャングルアニマル大ぼうけん－ フレミング・Ｑ・ムラー 伊佐山　真実 福武書店

467 大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわる プロイスラー 中村　浩三 偕成社

468 ふしぎをのせたアリエル号 リチャード・ケネディ 中川　千尋 福武書店

469 くまのテディ・ロビンソン ジョージ・Ｇ・ロビンソン 坪井　郁美 福音館書店

470 月ようびのきらいな王さま くまた　泉 くまた　いさむ 旺文社

471 ウォー・ボーイ　少年は最前線の村で大きくなった マイケル・フォアマン 奥田　継夫 ほるぷ出版

472 ヒッピー・ハッピー・ハット ジャン・マーク 久慈　美貴 福武書店

473 のっぽのサラ パトリシア・マクラクラン 金原　瑞人 福武書店

474 モヒカン族の最後 Ｊ・Ｆ・クーバー Ｎ・Ｃ・ワイエス 足立　康 福音館書店

475 トム・ソーヤーの冒険 マーク・ウェイトン 八島　太郎 大塚　勇三 福音館書店

476 ヘムロック山のくま アリス・デルグレーシュ 太田　大八
松岡 享子・藤森　和
子

福音館書店

477 鏡の国のアリス ルイス・キャロル ジョン・テニエル 生野　幸吉 福音館書店

478 足ながおじさん ウェブスター 三木　澄子 福音館書店

479 わがままな大男 オスカー・ワイルド 井上　ゆかり 小野　忠男
にっけん教育出
版社

480 メイベルおばあちゃんの贈りもの アリータ・リチャードソン 中村　妙子 朔北社

481 さいごの戦い（カラー版 ナルニア国物語７） C.S.ルイス  ポーリン・ベインズ 瀬田 貞二 岩波書店

482 エーミールと探偵たち (ケストナー少年文学全集 1) ケストナー ワルター・トリヤー 高橋 健二 岩波書店

483 床下の小人たち (小人の冒険シリーズ 1) メアリー・ノートン ダイアナ・スタンレー 林 容吉 岩波書店



No．24

2018/3/16作成

No. 書籍名 著者 絵 訳／演出 出版社

日本キリスト改革派八事教会　こひつじ文庫児童書蔵書一覧

484 だれが石を投げたのか? ミリアム プレスラー 松沢 あさか さ・え・ら書房

485 年とったばあやのお話かご (ファージョン作品集 1) エリナー・ファージョン
エドワード・アーディ
ゾーニ

石井 桃子 岩波書店

486 二年間の休暇 (福音館古典童話シリーズ (1)) ジュール ヴェルヌ 太田 大八 朝倉 剛 福音館書店

487 子どもに語るイギリスの昔話 松岡 享子 こぐま社

488 ムギと王さま (ファージョン作品集 3) エリナー・ファージョン
エドワード・アーディ
ゾーニ

石井 桃子 岩波書店

489 時の旅人 (岩波少年文庫) アリソン アトリー 松野 正子 福音館書店

490 ほこりまみれの兄弟 ローズマリー・サトクリフ 乾 侑美子 理論社

491 クローディアの秘密 Ｅ・Ｌ・カニグズバーグ 松永　ふみ子 岩波書店

492 少女パレアナ (角川文庫クラシックス) エレナ・ポーター 村岡 花子 角川書店

493 野に出た小人たち (小人の冒険シリーズ 2) メアリー・ノートン ダイアナ・スタンレー 林 容吉 岩波書店

494 最後のひと葉 (岩波少年文庫 (539)) オー・ヘンリー 小西 英子 金原 瑞人 岩波書店

495 ロビン・フッドのゆかいな冒険〈1〉 (岩波少年文庫) ハワード パイル
村山 知義, 村山 亜
土

岩波書店

496 穴 HOLES (ユースセレクション) ルイス・サッカー 幸田 敦子 講談社

497 リア王物語 (こども世界名作童話) ウィリアム・シェークスピア 尾崎　真吾 越智　道雄 ポプラ社

498 ドリトル先生物語 ヒュー・ロフティング 景山　ひとみ 神鳥　紀夫 ポプラ社

499 子鹿物語 (世界の名作) ローリングス,小林 純一 柏村 由利子 世界文化社

500 がんくつ王 (こども世界名作童話) デュマ, 小沢 正 若菜 等 ポプラ社

501 もう一人の博士 ヴァン・ダイク 岡田尚 新教出版社

502 子どもに語るアイルランドの昔話
渡辺 洋子, 茨木 啓
子

こぐま社

503 ピーター・パン (岩波少年文庫) J.M. バリ F.D. ベッドフォード 厨川 圭子 岩波書店

504 お父さんの手紙 イレーネ・ディーシェ イレーネ・ディーシェ 赤坂桃子 新教出版社
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505 ハリー・ポッターと炎のゴブレット（４）上 Ｊ・Ｋ・ローリング 松岡　佑子 静山社

506 ハリー・ポッターと炎のゴブレット（４）下 Ｊ・Ｋ・ローリング 松岡　佑子 静山社

507 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団（５）上 Ｊ・Ｋ・ローリング 松岡　佑子 静山社

508 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団（５）下 Ｊ・Ｋ・ローリング 松岡　佑子 静山社

509 ハリー・ポッターと謎のプリンス（６）上 Ｊ・Ｋ・ローリング 松岡　佑子 静山社

510 ハリー・ポッターと謎のプリンス（６）下 Ｊ・Ｋ・ローリング 松岡　佑子 静山社

511 「ハリー・ポッターと死の秘宝」（７）上 Ｊ・Ｋ・ローリング 松岡　佑子 静山社

512 「ハリー・ポッターと死の秘宝」（７）下 Ｊ・Ｋ・ローリング 松岡　佑子 静山社

513 ペーパーバッグクリスマス 最高の贈り物 ケヴィン・A・ミルン 宮木 陽子 いのちのことば社

514 大草原の小さな家―インガルス一家の物語〈2〉 (世界傑作童話シリーズ) ローラ・インガルス・ワイルダー ガース・ウィリアムズ 恩地　三保子 福音館書店

515
プラム・クリークの土手で―インガルス一家の物語〈3〉 (世界傑作童話シ
リーズ)

ローラ・インガルス・ワイルダー ガース・ウィリアムズ 恩地　三保子 福音館書店

516 ぼくとベルさん　友だちは発明王（わたしたちの本棚） フィリップ・ロイ 櫛田理恵 PHP研究所

517 影との戦い―ゲド戦記〈1〉 (岩波少年文庫) アーシュラ・K. ル=グウィン ルース・ロビンス 清水 真砂子 岩波書店

518 クマのプーさん (岩波少年文庫 (008)) A.A.ミルン E.H.シェパード 石井 桃子 岩波書店

519 あたりまえだけど、とても大切なこと－子供のためのルールブック ロン・クラーク 亀井　よし子 草思社

520 きかんしゃ１４１４ フェルト 鈴木　武樹 偕成社

521 小さい魔女 オトフリート・プロイスラー ウィニー・ガイラー 大塚 勇三 学習研究社

522 大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート・プロイスラー トリップ 中村　浩三 偕成社

523 大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる オトフリート・プロイスラー トリップ 中村　浩三 偕成社

524 少年ルーカスの遠い旅 ヴィリ・フェーアマン
中村　浩三、中村　采
女

偕成社

525 はてしない物語 (エンデの傑作ファンタジー) ミヒャエル・エンデ
上田 真而子, 佐藤
真理子

岩波書店
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526 クラバート オトフリート・プロイスラー
ヘルベルト・ホルツィ
ング

中村 浩三 偕成社

527 波紋 (岩波少年文庫 (512)) ルイーゼ・リンザー 上田 真而子 岩波書店

528 あのころはフリードリヒがいた (岩波少年文庫 (520)) ハンス・ペーター・リヒター 岩淵 慶造 上田 真而子 岩波書店

529 わたしが子どもだったころ (ケストナー少年文学全集 (7)) ケストナー ワルター・トリヤー 高橋 健二 岩波書店

530
ふしぎな島のフローネ―家族ロビンソン漂流記 (竹書房文庫―世界名作
劇場)

ウィース（原作）、 草原 ゆうみ
（著）

竹書房

531 アルセーヌ・ルパン全集　緑の目の少女 ルブラン 池田　宣政 ポプラ社

532 怪盗紳士―怪盗ルパン全集(ポプラ文庫クラシック) モーリス ルブラン 南 洋一郎 ポプラ社

533 奇巌城―怪盗ルパン全集(ポプラ文庫クラシック) モーリス ルブラン 南 洋一郎 ポプラ社

534 古塔の地下牢―怪盗ルパン全集(ポプラ文庫クラシック) モーリス ルブラン 南 洋一郎 ポプラ社

535 りすのパナシ リダ ロジャンコフスキー
いしい　ももこ・わだ
ゆういち

福音館書店

536 ゆかいな農場 (世界傑作童話シリーズ) マルセル・エーメ さとうあや さくまゆみこ 福音館書店

537 みどりのゆび (岩波少年文庫) モーリス ドリュオン
ジャクリーヌ・デュ
エーム

安東 次男 岩波書店

538 三銃士 (下) (福音館古典童話シリーズ (20)) A・デュマ F・E・ツィエール 朝倉 剛 福音館書店

539 三銃士 (上) (福音館古典童話シリーズ (19)) A・デュマ F・E・ツィエール 朝倉 剛 福音館書店

540 青矢号―おもちゃの夜行列車 (岩波少年文庫) ジャンニ・ロダーリ 平澤 朋子 関口 英子 岩波書店

541 トルストイの民話 N.トルストイ B.ディオードロフ 藤沼 貴 福音館書店

542 ジプシーのむかしばなし2　きりの国の王女 フィツォフスキ 内田　莉莎子 福音館書店

543 ジプシーのむかしばなし１　太陽の木の枝 フィツォフスキ 内田　莉莎子 福音館書店

544 子どもに語るアラビアンナイト 西尾 哲夫,茨木 啓子 こぐま社

545 ニルスのふしぎな旅〈下〉 (福音館古典童話シリーズ40) セルマ ラーゲルレーヴ
ベッティール・リー
ベック

菱木 晃子 福音館書店

546 ニルスのふしぎな旅〈上〉 (福音館古典童話シリーズ 39) セルマ ラーゲルレーヴ
ベッティール・リー
ベック

菱木 晃子 福音館書店
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547 子どもに語る北欧の昔話 福井 信子,湯沢 朱実 こぐま社

548 牧場の少女カトリ アウニ・ヌオリワーラ 森本 ヤス子 いのちのことば社

549 ほんとうの空色 (岩波少年文庫) バラージュ ベーラ 大社 玲子 岩波書店

550 バレエをおどりたかった馬 (世界傑作童話シリーズ) ハーラル・ストルテンベルグ さとう あや 菱木 晃子 福音館書店

551 楽しいスケート遠足 (世界傑作童話シリーズ) ヒルダ・ファン・ストックム
ヒルダ・ファン・ストック
ム

ふなと よし子 福音館書店

552 くふうの図鑑 鎌田 和宏（監修） 小学館

553 さんぽずかん　なつ ひかりのくに

554 さんぽずかん　あき ひかりのくに

555 傑作愛蔵版・にほんのむかしばなし　いっすんぼうし 関根　栄一 村上　豊 チャイルド本社

556 傑作愛蔵版・にほんのむかしばなし　こぶとりじいさん 三田村　信行 福田　庄助 チャイルド本社

557 傑作愛蔵版・にほんのむかしばなし　おむすびころりん 香山　美子 小林 与志 チャイルド本社

558 傑作愛蔵版・にほんのむかしばなし　ももたろう こわせ　たまみ 赤坂　三好 チャイルド本社

559 傑作愛蔵版・にほんのむかしばなし　さんまいのおふだ 木暮　正夫 箕田　源二郎 チャイルド本社

560 傑作愛蔵版・にほんのむかしばなし　ゆきおんな 立原　えりか 田木　宗太 チャイルド本社

561 傑作愛蔵版・にほんのむかしばなし　したきりすずめ 木暮　正夫 遠藤　てるよ チャイルド本社

562 傑作愛蔵版・にほんのむかしばなし　ねずみのすもう 杉山　徑一 水野　二郎 チャイルド本社

563 傑作愛蔵版・にほんのむかしばなし　かもとり　ごんんべえ 鈴木　悦夫 太田　大八 チャイルド本社

564 傑作愛蔵版・にほんのむかしばなし　つるのおんがえし 鶴見　正夫 若菜　珪 チャイルド本社

565 傑作愛蔵版・にほんのむかしばなし　さるとかに 小沢　正 渡辺　三郎 チャイルド本社

566 傑作愛蔵版・せかいのむかしばなし　あかずきん 神沢　利子 岩本　康之亮 チャイルド本社

567 傑作愛蔵版・せかいのむかしばなし　おおかみとしちひきのこやぎ 小沢　正 渡辺　三郎 チャイルド本社
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568 傑作愛蔵版・せかいのむかしばなし　さんびきのくま 間所　ひさこ 黒井　健 チャイルド本社

569 傑作愛蔵版・せかいのむかしばなし　なしうりとせんにん 小沢　正 水野　二郎 チャイルド本社

570 傑作愛蔵版・せかいのむかしばなし　ブレーメンのおんがくたい 片岡　輝 杉浦　範茂 チャイルド本社

571 傑作愛蔵版・せかいのむかしばなし　さんびきのこぶた 杉山　徑一 田畑　精一 チャイルド本社

572 傑作愛蔵版・せかいのむかしばなし　じゃっくとまめのき 筒井 敬介 なかの　ひろたか チャイルド本社

573 傑作愛蔵版・せかいのむかしばなし　おうさまのみみはろばのみみ 岸田 衿子 村上　勉 チャイルド本社

574 傑作愛蔵版・せかいのむかしばなし　はだかのおうさま 谷　真介 渡辺　和行 チャイルド本社

575 傑作愛蔵版・せかいのむかしばなし　へんぜるとぐれーてる こわせ　たまみ 福原　ゆきお チャイルド本社

576 傑作愛蔵版・せかいのむかしばなし　きたかぜのくれたてーぶるかけ 筒井　敬介 岩村　和朗 チャイルド本社

577 ワニくんのレインコート みやざき　ひろかず ブックローン出版

578 おまえうまそうだな 宮西　達也 宮西　達也 ポプラ社

579 おやゆびひめ
ハンス・クリスチャン アンデル
セン

ヨゼフ・パレチェク 石川　史男 プロジェクトアノ

580 ワニくんとかわいい木 みやざき　ひろかず ブックローン出版

581 ニコラはパンツをはいてない カラ・メー ドフィー・ヴィア 小川　仁央 評論社

582 かわいそうなぞう 土屋　由岐雄 武部　本一郎 金の星社

583 きかんしゃやえもん 阿川　弘之 岡部　冬彦 岩波書店

584 きつねのおきゃくさま あまん　きみこ 二俣　英五郎 サンリード

585 きんぎょが にげた 五味　太郎 福音館書店

586 クリストファーのしあわせないちにち バレリー・ゴルバチョフ 三原泉 偕成社

587 ぐりとぐらのおおそうじ 中川　李枝子 山脇　百合子 福音館書店

588 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ まさき　るりこ ペンギン社
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589 こびとのくつや グリム いもと　ようこ 金の星社

590 ごめんねともだち 内田　麟太郎 降矢　なな 偕成社

591 ごんぎつね 新美　南吉 いもと　ようこ 金の星社

592 さかさま 安野　光雅 福音館書店

593 さむがりやのサンタ レイモンド・ブリッグズ レイモンド・ブリッグズ すがはら　ひろくに 福音館書店

594 サンタクロースってほんとにいるの？ てるおか　いつこ すぎうら　はんも 福音館書店

595 しごとば 鈴木 のりたけ ブロンズ新社

596 スーホの白い馬 大塚　勇三 赤羽　末吉 福音館書店

597 すてきな三にんぐみ トミー・アングラー いまえ　よしとも 偕成社

598 せかいのひとびと ピーター・スピアー 松川　真弓 評論社

599 たこやきようちえん さいとう　しのぶ ポプラ社

600 たべもののたび 加古 里子 加古 里子 童心社

601 だるまさんが かがくい　ひろし かがくい　ひろし ブロンズ新社

602 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
バージニア・リー・
バートン

石井 桃子 岩波書店

603 てぶくろをかいに 新美　南吉 いもと　ようこ 金の星社

604 とうさんまいご 五味　太郎 偕成社

605 とけいのほん1 まつい　のりこ 福音館書店

606 ともだちくるかな 内田　麟太郎 降矢　なな 偕成社

607 ともだちや 内田　麟太郎 降矢　なな 偕成社

608 とらっくとらっくとらっく 渡辺　茂男 山本　忠敬 福音館書店

609 とりかえっこ！ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを 上野　紀子 ポプラ社



No．30

2018/3/16作成

No. 書籍名 著者 絵 訳／演出 出版社

日本キリスト改革派八事教会　こひつじ文庫児童書蔵書一覧

610 どろんこハリー ジーン・ジオン
マーガレット・ブロイ・
グレアム

わたなべ しげお 福音館書店

611 ネコのタクシー 南部　和也 さとう　あや 福音館書店

612 ノンタンおねしょでしょん キヨノ　サチコ キヨノ　サチコ 偕成社

613 ノンタンのおたんじょうび キヨノ　サチコ キヨノ　サチコ 偕成社

614 ノンタンぶらんこのせて キヨノ　サチコ キヨノ　サチコ 偕成社

615 はじめてのおつかい 筒井 頼子 林 明子 福音館書店

616 はじめてのおるすばん しみず　みちを 山本　まつ子 岩崎書店

617 ハッピーハッピーバースデー 新沢　としひこ いとう　みき 金の星社

618 はなのすきなうし マンロー・リーフ ロバート・ローソン 光吉　夏弥 岩波書店

619 はははのはなし 加古 里子 加古 里子 福音館書店

620 ふしぎな たね (美しい数学) 安野　光雅 童話社

621 ふしぎなえ（日本傑作絵本シリーズ） 安野　光雅 福音館書店

622 ブルドーザとなかまたち 山本　忠敬 山本　忠敬 福音館書店

623 まちんと 松谷　みよ子 司　修 偕成社

624 まどからおくりもの 五味　太郎 偕成社

625 もりのえほん 安野　光雅 福音館書店

626 ゆうびんやのくまさん
フィービ・ウォージントン、セル
ビ・ウォージントン

まさき　るりこ 福音館書店

627 リサとガスパールのちいさなともだち アン・グッドマン
エオルグ・ハレンス
レーベン

石津ちひろ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ社

628 ルドルフとイッパイアッテナ 斎藤　洋 杉浦　範茂 講談社

629 わたしのおうち 神沢　利子 山脇　百合子 あかね書房

630 絵で読む広島の原爆 那須　正幹 西村　繁男 福音館書店
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631 賢者のおくりもの オー・ヘンリー
リスベート・ツヴェル
ガー

矢川 澄子 冨山房

632 吾輩は猫である (声にだすことばえほん) 夏目 漱石 武田 美穂 ほるぷ出版

633 幸福の王子 オスカー・ワイルド 原　マスミ ブロンズ新社

634 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン せた　ていじ 福音館書店

635 新ウォーリーのふしぎなたび マーティン・ハンドフォード 唐沢　則幸 フレーベル館

636 青い鳥 モーリス メーテルリンク いもと　ようこ 金の星社

637 走れメロス 太宰　治 戸田　幸四郎
戸田デザイン研
究室

638 続　しごとば 鈴木 のりたけ ブロンズ新社

639 母をたずねて三千里 エドモンド デ・アミーチス 高畑 勲 徳間書店

640 木を植えた男 ジャン・ジオノ フレデリック・バック 寺岡　襄 あすなろ書房

641 旅の絵本（１） 安野　光雅 福音館書店

642 いつでも会える 菊田　まりこ 学習研究社

643 おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 長谷川　義史 ＢＬ出版

644 １１ぴきのねことへんなねこ 馬場　のぼる こぐま社

645 なぜ戦争はよくないか アリス・ウォーカー
ステファーノ・ヴィダー
ル

長田　弘 偕成社

646 かえるがみえる まつおか　きょうこ 馬場　のぼる こぐま社

647 ぶたばあちゃん マーガレット・ワイルド ロン・ブルックス 今村　葦子 あすなろ書房

648 ねこのせかい 馬場　のぼる こぐま社

649 旅の絵本Ⅱ 安野　光雅 福音館書店

650 悲しい本 マイケル・ローゼン クェンティン・ブレイク 谷川　俊太郎 あかね書房

651 10パンダ 岩合　日出子 岩合　光昭 福音館書店
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652 10人のゆかいなひっこし（美しい数学（１）） 安野　光雅 童話社

653 １１ぴきのねこ 馬場　のぼる こぐま社

654 14ひきのひっこし いわむら　かずお 童心社

655 1ねん1くみの1にち 川島 敏生 アリス館

656 あしたもともだち 内田　麟太郎 降矢　なな 偕成社

657 あらしのよるに 木村　裕一 あべ　弘士 講談社

658 アラジンとふしぎなランプ 小沢　正 島田　コージ 小学館

659 ありがとうともだち 内田　麟太郎 降矢　なな 偕成社

660 いないいないばあ 松谷　みよ子 童心社

661 いやいやえん 中川　李枝子 大村　百合子 福音館書店

662 おおきなおおきなおいも 赤羽　末吉 福音館書店

663 おおきなかぶ いもと　ようこ 金の星社

664 おかあさんだいすき マージョリー・フラック 大沢　昌助 光吉　夏弥 岩波書店

665 おかえりなさいスポッティ マーグレット・E・レイ H・A・レイ 中村　健蔵 文化出版局

666 おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー 晴海　耕平 童話館出版

667 おにたのぼうし あまん　きみこ 岩崎　ちひろ ポプラ社

668 かばくん 岸田 衿子 中谷 千代子 福音館書店

669 さくらんぼクラブにクロがきた 古田　足日 長谷川　知子 岩崎書店

670 旅の絵本Ⅱ 安野　光雅 福音館書店

671 かぜはどこへいくの シャーロット・ゾロトウ ハワード・ノッツ まつおか　きょうこ 偕成社

672 もぐらのおくりもの いわき　たかし しまだ　みつお 童話屋
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673 ひとまねこざるときいろいぼうし エッチ・エイ・レイ 光吉　夏弥 岩波書店

674 うさぎのフルー リダ ロジャンコフスキー
石井 桃子/おおむら
ゆりこ

福音館書店

675 わすれんぼうのぽっけ 有賀　忍 講談社

676 びゅんびゅんごまがまわったら 宮川　ひろ 林 明子 童心社

677 １１ぴきのねことへんなねこ 馬場　のぼる こぐま社

678 きつねの森の山男 馬場　のぼる こぐま社

679 かえるちゃんのおねしょ わたなべ　ゆういち ＰＨＰ研究所

680 ちらかしやのぽいっと 有賀　忍 講談社

681 さあゆけ！ロボット 大石　真 理論社

682 かお 鹿目　かよこ 福武書店

683 いつもちこくのおとこのこ－ジョン・パトリック・ノーマン・ヘネシー ジョン・バーニンガム 谷川　俊太郎 あかね書房

684 おやゆびちーちゃん アンデルセン 堀内　誠一 木島　始 福音館書店

685 よあけ ユリー・シュルヴィッツ 瀬田　貞二 福音館書店

686 トビウオのぼうやはびょうきです いぬい　とみこ 増田　櫓冬 金の星社

687 ひろしまのピカ 丸木　俊 小峰書店

688 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古 里子 福音館書店

689 すいかのたね さとう　わきこ 福音館書店

690 どうぶつのおやこ 藪内　正幸 福音館書店

691 黒ねこジェニーの誕生日 エスター・アベリル 羽島　葉子 パルコ出版

692 Ｓｔｏｒｙｔｉｍｅ　ｆｏｒ　３　ｙｅａｒｓ　ｏｌｄｓ Ｊｏｈｎ　Ｓｔｉｍｓｏｎ Ｌａｄｙｂｉｒｄ

693 ばけたんのうんどうかいにいきたいよう きむら　ゆういち あかね書房
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694 ちいさなさかな ディック・ブルーナ いしい　ももこ 福音館書店

695 ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ いしい　ももこ 福音館書店

696 きれいなはこ せな　けいこ 福音館書店

697 チューチューこいぬ 長　新太 ブックローン出版

698 ぼくのおもちゃ 谷口　広樹・早島　あや美 童心社

699 ともだちだーれ 角田　巌 角田　昭子 文化出版局

700 かずをおぼえたいドラゴンのチュー アーノルド・シュピノ ジョン・ストリージャン わだ　よしおみ
大日本絵画巧芸
美術

701 ちびっこ機関車パーシー ウィルバート・オードリー
レジナルド・ドール
ビー

桑原　三郎・清水周
裕

ポプラ社

702 やっかいな機関車 ウィルバート・オードリー
レジナルド・ドール
ビー

桑原　三郎・清水周
裕

ポプラ社

703 みどりの機関車ヘンリー ウィルバート・オードリー
レジナルド・ドール
ビー

桑原　三郎・清水周
裕

ポプラ社

704 機関車トーマスのしっぱい ウィルバート・オードリー
レジナルド・ドール
ビー

桑原　三郎・清水周
裕

ポプラ社

705 Ｔｈｅ　Ｔｈｒｅｅ　Ｒａｉｌｗａｙ　Ｅｎｇｉｎｅｓ ウィルバート・オードリー
レジナルド・ドール
ビー

706 キツネどんのおはなし ビクトリクス・ポター いしい　ももこ 福音館書店

707 グロースターの仕たて屋 ビクトリクス・ポター いしい　ももこ 福音館書店

708 「ジンジャーとピクルズや」のおはなし ビクトリクス・ポター いしい　ももこ 福音館書店

709 りすのナトキンのおはなし ビクトリクス・ポター いしい　ももこ 福音館書店

710 あひるのジマイマのおはなし ビクトリクス・ポター いしい　ももこ 福音館書店

711 あひるのジマイマのおはなし ビクトリクス・ポター いしい　ももこ 福音館書店

712 「ジンジャーとピクルズや」のおはなし ビクトリクス・ポター いしい　ももこ 福音館書店

713 おかのうえのおおきな木 みずまち　りょうすけ いまにし　まさお 三芽出版

714 ミッキーのまほうつかいのでし 福川　祐司・岡　信子 講談社
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715 おばあちゃんをすてちゃいやだ 福井　達雨 馬嶋　純子 偕成社

716 おだんごぱん ロシア民話 わきた　かず せた　ていじ 福音館書店

717 ノンタンあそびましょ おおとも　さちこ 偕成社

718 きたかぜとたいよう ラ・フォンテーヌ
ブライアン・ワイルドス
ミス

わたなべ しげお
らくだ出版デザイ
ン

719 ようこそ森へ 村上　康成 福武書店

720 マシューのゆめ レオ・レオニ 谷川　俊太郎 好学社

721 ひとあしひとあし レオ・レオニ 谷川　俊太郎 好学社

722 白鳥 アンデルセン 松岡　享子 福音館書店

723 よなとおおきなさかな 三好　碩也 至光社

724 おとうさんのえほん 高畠　純 絵本館

725 ゆめってとてもふしぎだね スミス アルムクィスト なす　たつぞう 偕成社

726 いのちのつながり 中村　運 佐藤　直行 福音館書店

727 たのしいふゆごもり 片山　令子 片山　健 福音館書店

728 ゆきだるまのおきゃくさま ヤーノシュ やがわ　すみこ 偕成社

729 ふゆめがっしょうだん 長　新太 冨成　忠夫・茂木　透 福音館書店

730 アリスンの百日草 アニタ・ローベル セーラー出版

731 カラフト犬物語 北村　泰一 教育社

732 やまのぼり さとう　わきこ 福音館書店

733 おおかみと７ひきのこやぎ 筒井　敬介 アポロン音楽工業

734 しってる？グロースターのしたて屋とネズミたち ビアトリクス・ポター とおやま　まさこ フジテレビ出版

735 フランチェスコとフランチェスカ ベッティーナ 福音館書店
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736 あかんべノンタン キヨノ　サチコ キヨノ　サチコ 偕成社

737 ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう キヨノ　サチコ キヨノ　サチコ 偕成社

738 ノンタンいたいのとんでけ～☆ キヨノ　サチコ キヨノ　サチコ 偕成社

739 14ひきのあさごはん いわむら　かずお 童心社

740 14ひきのさむいふゆ いわむら　かずお 童心社

741 100かいだてのいえ 岩井俊雄 偕成社

742 ダンダンこうじはじまります 視覚デザイン研究所 くにすえ たくし
視覚デザイン研
究所

743 てぶくろ―ウクライナ民話(世界傑作絵本シリーズ―ロシアの絵本) エウゲーニー・M・ラチョフ うちだ りさこ 福音館書店

744 へんしんトイレ あきやま ただし 金の星社

745 どうぞのいす(ひさかた絵本傑作集) 香山 美子 柿本 幸造
ひさかたチャイル
ド

746 いただきまあす(くまくんの絵本) わたなべ しげお おおとも やすお 福音館書店

747 おふろだ、おふろだ!(くまくんの絵本) わたなべ しげお おおとも やすお 福音館書店

748 こんにちは(くまくんの絵本) わたなべ しげお おおとも やすお 福音館書店

749 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 小川 仁央 評論社

750 しょうぼうじどうしゃじぷた(こどものとも絵本) 渡辺 茂男 山本 忠敬 福音館書店

751 のろまなローラー(こどものとも絵本) 小出 正吾 山本 忠敬 福音館書店

752 はなをくんくん(世界傑作絵本シリーズ―アメリカの絵本) ルース・クラウス マーク・シーモント きじま はじめ 福音館書店

753 コんガらガっちどっちにすすむ?の本 ユーフラテス 小学館

754 ぐるんぱのようちえん(こどものとも絵本) 西内 ミナミ 堀内 誠一 福音館書店

755 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック じんぐう てるお 冨山房

756 バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか 文溪堂
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757 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか 文溪堂

758 うずらちゃんのかくれんぼ(幼児絵本シリーズ) きもと ももこ 福音館書店

759 ラチとらいおん(世界傑作絵本シリーズ―ハンガリーの絵本) マレーク・ベロニカ 福音館書店

760 おしくら・まんじゅう かがくい ひろし ブロンズ新社

761 だるまさんの(かがくいひろしのファーストブック) かがくい ひろし ブロンズ新社

762 きょだいなきょだいな(こどものとも傑作集) 長谷川摂子 降矢 奈々 福音館書店

763 あいうえおのえほん よこた きよし いもと ようこ 金の星社

764 フレデリック―ちょっとかわったのねずみのはなし レオ・レオニ 谷川 俊太郎 好学社

765 あなたをずっとずっとあいしてる(絵本の時間) 宮西 達也 ポプラ社

766 きみはほんとうにステキだね(絵本の時間) 宮西 達也 ポプラ社

767 おとうさんはウルトラマン みやにし たつや 学習研究社

768 ずーっとずっとだいすきだよ ハンス ウィルヘルム 久山 太市 評論社

769 おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ(世界傑作童話シリーズ) ジャンヌ・ロッシュ・マゾン 堀内 誠一 山口 智子 福音館書店

770 クリスマスのふしぎなはこ 長谷川 摂子 斉藤 俊行 斉藤 俊行 福音館書店

771 さっちゃんのまほうのて たばた せいいち 偕成社

772 くれよんのくろくん なかや みわ 童心社

773 くまのコールテンくん(フリーマンの絵本) ドン=フリーマン まつおか きょうこ 偕成社

774 あのね、サンタの国ではね…
嘉納 純子/松本智年/一色恭
子

黒井 健 偕成社

775 番ねずみのヤカちゃん(世界傑作童話シリーズ) リチャード ウィルバー 大社 玲子 松岡 享子 福音館書店

776 サンタさんからきたてがみ(こどものとも絵本) たんの ゆきこ 垂石 真子 福音館書店

777 王さまと九人のきょうだい―中国の民話(大型絵本(7)) 赤羽 末吉 君島 久子 岩波書店
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778 トマトさん(こどものとも傑作集) 田中 清代 福音館書店

779
新幹線のたび～はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断～(講談社の創作絵
本)

コマヤス カン 講談社

780 せっかちまじょのネル 矢川　澄子 モーリン・ロッフィ 評論社

781 教室はまちがうところだ 蒔田 晋治 長谷川 知子 子どもの未来社

782 ことわざ絵本 五味 太郎 岩波書店

783 ほんとうのことをいってもいいの? パトリシア・C. マキサック ジゼル ポター BL出版

784 百年の家
J．パトリック・ルイス, ロベルト・
インノチェンティ

長田 弘 講談社

785 おやおや、おやさい 石津ちひろ 山村浩二 福音館書店

786 くだもの だもの 石津ちひろ 山村浩二 福音館書店

787 おべんとう なあに? (ともだちだいすき) 山脇 恭 末崎 茂樹 偕成社

788 地下鉄のできるまで (みるずかん・かんじるずかん―銀の本) 加古 里子 福音館書店

789 フェリーターミナルの　いちにち (かがくのとも絵本) 石橋 真樹子 福音館書店

790 月へ　アポロ11号のはるかなる旅 ブライアン・フロッカ 日暮 雅通 偕成社

791 おかえりなさい　はやぶさ　2592日の宇宙航海記 吉川 真 講談社

792 太陽のかがく えびな みつる 中西 昭雄 (写真) 旬報社

793 図解絵本　東京スカイツリー モリナガ・ヨウ ポプラ社

794 いちねんせい 谷川 俊太郎 和田 誠 小学館

795 名画で遊ぶあそびじゅつ! エリザベート・ド ランビリー おおさわ ちか 長崎出版

796 もっとくらべる図鑑(小学館の図鑑NEO＋ぷらす) 加藤 由子 小学館

797 だるまさんと(かがくいひろしのファーストブック) かがくい ひろし ブロンズ新社

798 マウスマンション　サムとユリア カリーナ・スカープマン ないとう　りえこ
メディアファクト
リー
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799 どうやって作るの？ パンから電気まで オールドレン・ワトソン 竹下 文子 偕成社

800 ヘンリー・ブラウンの誕生日 エレン レヴァイン カディール ネルソン 千葉 茂樹 鈴木出版

801 1ねんに 365のたんじょう日プレゼントをもらったベンジャミンのおはなし ジュディ・バレット ロン・バレット まつおか きょうこ 偕成社

802 ようちえんいやや 長谷川 義史 童心社

803 ちこく姫 (Cub label―わんぱく小学校シリーズ) よしなが こうたく 長崎出版

804 ももいろのきりん 中川 李枝子 中川 宗弥 福音館書店

805 おかあちゃんがつくったる 長谷川 義史 講談社

806 えほんをつくる 栃折　久美子 大月書店

807 楽しいみんなのクリスマス J．リップマン編 Ｄ．ニーランド 友枝　久美子 新教出版社

808 バブーシュカのおくりもの サンドラ・アン・ホーン ソフィー・ファタス さわ　ともえ
日本キリスト教団
出版局

809 生きていたい！チェルノブイリの子どもたちの叫び チェルノブイリ子ども基金編 小学館

810 14ひきのぴくにっく いわむら　かずお 童心社

811 14ひきのせんたく いわむら　かずお 童心社

812 ねぎぼうずのあさたろう〈その1〉 飯野 和好 福音館書店

813 おしいれのぼうけん 古田　足日 田畑　精一 童心社

814 ツリーハウス
ロナルド・トルマン マライヤ・ト
ルマン

ロナルド トルマン,マ
ライヤ トルマン

西村書店

815 エディのやさいばたけ サラ・ガーランド まきふみえ 福音館書店

816 エディの　ごちそうづくり サラ・ガーランド まきふみえ 福音館書店

817 トリックアート図鑑だまし絵 北岡 明佳 グループコロンブス あかね書房

818 もりのかくれんぼう 末吉 暁子 林 明子 偕成社

819 ボクものがたり いもと　ようこ 金の星社
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820 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 清川 あさみ リトル・モア

821 こんなことがあっタワー 丸山 誠司 えほんの杜

822 りんごがたべたいねずみくん(2) なかえ　よしを 上野　紀子 ポプラ社

823 おおきなきがほしい 佐藤　さとる 村上　勉 偕成社

824 フェリックスの手紙 小さなウサギの世界旅行 アネッテ・ランゲン
コンスタンツァ・ドロー
プ

栗栖 カイ ブロンズ新社

825 コルチャック先生 子どもの権利条約の父 トメク・ボガツキ 柳田 邦男 講談社

826 ブラザー イーグル、シスター スカイ―酋長シアトルからのメッセージ スーザン・ジェファーズ 徳岡 久生,中西 敏夫 JULA出版局

827 雪の写真家ベントレー
ブリッグズ マーティン ジャク
リーン

メアリー アゼアリアン 千葉 茂樹 BL出版

828 ふようどのふよこちゃん 飯野 和好 理論社

829 あのときすきになったよ (教育画劇みんなのえほん) 薫 くみこ 飯野 和好 教育画劇

830 ぎょうれつのできるパンやさん ふくざわ ゆみこ 教育画劇

831 ともだち 谷川　俊太郎 和田 誠 玉川大学出版部

832 ノンタンおやすみなさい キヨノ　サチコ キヨノ　サチコ 偕成社

833 ノンタンおよぐのだいすき キヨノ　サチコ キヨノ　サチコ 偕成社

834 ノンタンこちょこちょこちょ キヨノ　サチコ キヨノ　サチコ 偕成社

835 たいせつなきみ マックス・ルケード
セルジオ・マルティネ
ス

ホーバード・豊子 いのちのことば社

836 さだ子と千羽づる 絵本を通じて平和を考える会
オーロラ自由アト
リエ

837
井上ひさしの 子どもにつたえる日本国憲法 (シリーズ 子どもたちの未来
のために)

井上 ひさし いわさき ちひろ 講談社

838 かわせみのマルタン リダ ロジャンコフスキー
石井桃子・おおむら
ゆりこ

福音館書店

839 まりとけんのかくれんぼ アーノルド・シャピロ カレン・アコスタ わだ　よしおみ 大日本絵画

840 ずっとずっといっしょだよ 宮西 達也 宮西 達也 ポプラ社
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841 りんごがひとつ ふくだ　すぐる ふくだ　すぐる 岩崎書店

842 火は早めに消さないと トルストイ原作　柳川茂文 小林豊 いのちのことば社

843 人にはどれだけの土地がいるか トルストイ原作　柳川茂文 小林豊 いのちのことば社

844 ハリネズミと金貨―ロシアのお話 (世界のお話傑作選) ウラジーミル オルロフ
ヴァレンチン オリシ
ヴァング

田中 潔 偕成社

845 せかいがうたっている～せいしょ　しへんから～ ビジュー・ル・トー（編） ビジュー・ル・トー 女子パウロ会

846 つみきのいえ 平田 研也 加藤 久仁生 白泉社

847 ちいさなもののいのり エリナー・ファージョン
エリザベス・オートン・
ジョーンズ

しま たよ 新教出版社

848 ハリエットの道
キャロル・ボストン・ウェザ
フォード

カディール・ネルソン さくまゆみこ
日本キリスト教団
出版局

849 キング牧師の力づよいことば-マーチィン・ルーサー・キングの生涯 ドリーン・ラパポート ブライアン・コリアー もりうちすみこ 国土社

850 きょうはマラカスのひ 樋勝朋巳 福音館書店

851 しろくまのパンツ tupera　tupera ブロンズ新社

852 あいすること　あいされること 宮西　達也 宮西　達也 ポプラ社

853 またまたはーい！ 宮西　達也 宮西　達也 アリス館

854 オニじゃないよ　おにぎりだよ シゲタ　サヤカ えほんの杜

855 キリンがくる日 志茂田　景樹 木島　誠悟 ポプラ社

856 いつか帰りたい　ぼくのふるさと　福島第一原発20キロ圏内から来たねこ 大塚　敦子 小学館

857 たかこ 清水真裕 青山友美 童心社

858 にんじん だいこん ごぼう 日本の昔話より (幼児絵本シリーズ) 植垣 歩子 福音館書店

859 ミスターワッフル デイヴィッド・ウィーズナー
デイヴィッド・ウィーズ
ナー

江國香織 BL出版

860 かようびのよる デイヴィッド・ウィーズナー
デイヴィッド・ウィーズ
ナー

当麻ゆか 徳間書店

861 ３びきのぶたたち デイヴィッド・ウィーズナー
デイヴィッド・ウィーズ
ナー

BL出版
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862 漂流物 デイヴィッド・ウィーズナー
デイヴィッド・ウィーズ
ナー

BL出版

863 こころのおくりもの　聖書ものがたり マリ・エレーヌ・デルヴァル ユリーズ・ヴァンセル 関根敏子 ドン・ボスコ社

864 聖書のおはなし 小塩節、小塩トシ子 永田萠
キリスト教視聴覚
センター

865 にゃーご 宮西達也 宮西達也 すずき出版

866 たまごにいちゃん あきやま　ただし あきやま　ただし すずき出版

867 やさしさとおもいやり 宮西達也 宮西達也 ポプラ社

868 仕掛絵本図鑑　動物の見ている世界 ギョーム・デュプラ 渡辺　滋人 創元社

869 よくみてさがそう　せいしょえほんクリスマス 日本聖書協会 日本聖書協会

870 クリスマスの夜 ロイス・ロック アリソン・ジェイ 関谷義樹 ドン・ボスコ社

871 クリスマスのちいさなかね ロルフ・クレンツァー マヤ・ドゥシコウワ 女子パウロ会 女子パウロ会

872 わたしたちのトビアス セシリア・スベドベリ
トビアスの兄弟、ヨル
ゲン、カロリーナほか

山内清子 偕成社

873 トビウオのぼうやはびょうきです いぬい　とみこ 増田　櫓冬 金の星社

874 だいこんだんめん れんこんざんねん (かがくのとも絵本) 加古里子 福音館書店

875 新・戦争のつくりかた りぼん・ぷろじぇくと 井上ヤスミチ マガジンハウス

876 わすれものをとどけに (Forest Books) かめおか　あきこ いのちのことば社

877 どんぐりのき (わたしのえほん) 亀岡 亜希子 亀岡 亜希子 PHP研究所

878 この世でいちばんすばらしい馬 チェン ジャンホン 平岡 敦 徳間書店

879 3本の木 アンジェラ・エルウェル・ハント ティム・ジョンク 津久井 正美 いのちのことば社

880 いちにちのいのり(こどものいのりシリーズ１) アラン・パリー＆リンダ・パリー
アラン・パリー＆リン
ダ・パリー

ドン・ボスコ社

881 すんだことは すんだこと (世界傑作童話シリーズ) ワンダ ガアグ ワンダ ガアグ 佐々木 マキ 福音館書店

882 まぼろしの町 (世界傑作童話シリーズ) セルマ・ラーゲルレーヴ 平澤朋子 菱木晃子 福音館書店
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883 金のがちょうのほん (世界傑作童話シリーズ) レズリー・ブルック レズリー・ブルック
瀬田 貞二、松瀬 七
織

福音館書店

884 野のはなとちいさなとり マカベ　アリス ミルトス

885 ふゆのほん 世界文化社

886 かがみのえほん　きょうのおやつは わたなべ　ちなつ 福音館書店

887 かがみのえほん　ふしぎなにじ わたなべ　ちなつ 福音館書店

888 たいせつなきみ　いちばんうれしいおくりもの マックス・ルケード
セルジオ・マルティネ
ス

松波史子 いのちのことば社

889 きみのかわりはどこにもいない メロディー・カールソン
スティーブ・ビョークマ
ン

徳永大 いのちのことば社

890 あんぱんまん（キンダーおはなしえほん傑作選） やなせ　たかし やなせ　たかし フレーベル館


