
　書名編　　児童書
書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 対象 冊数

ああ無情 ユゴー，Ｖ． ポプラ社 高 20

あおい目のこねこ マチーセン，Ｅ． 福音館書店 低 10

あかいふうせん （いわさきちひろの絵本） ラモリス，Ａ． 偕成社 低中 10

赤い蝋燭と人魚 小川　未明 童心社 高 20

赤毛のアン （赤毛のアンシリーズ 1） モンゴメリ，Ｌ．Ｍ． 講談社 ㊥ 20

秋空晴れて 吉田　甲子太郎 大日本図書 中 10

あしながおじさん （岩波少年文庫） ウェブスター，Ａ．Ｊ． 岩波書店 高 20

あたしをさがして 岩瀬　成子 理論社 ㊥ 20

あふりかのたいこ （こどものとも傑作集） 瀬田　貞二 福音館書店 低 10

雨の動物園 ： 私の博物誌 舟崎　克彦 偕成社 高 10

あるきだした小さな木 （世界のカラーどうわ） ボルクマン，Ｔ． 偕成社 低 10

アルプスのきょうだい へンツ，Ｚ． 岩波書店 中 10

アンクルトムの小屋 ストウ，Ｈ．Ｂ． ポプラ社 高 10

生きていくこと 槻野　けい 講談社 高 20

イギリスとアイルランドの昔話 石井　桃子 福音館書店 中 10

石の花 バジョーフ，Ｐ．Ｐ． 童心社 高 10

イソップどうわ イソップ 文研出版 低 20

いたずらきかんしゃちゅうちゅう （世界傑作絵本シリーズ） バートン，Ｖ．Ｌ． 福音館書店 低 10

いたずらラッコのロッコ 神沢　利子 あかね書房 中 10

１ねん１くみ１ばんげんき 後藤　竜二 ポプラ社 低 20

いっすんぼうし （むかしむかし絵本） おおかわ　えっせい ポプラ社 低 10

イヌのヒロシ 三木　卓 理論社 中 20

妹たちへの手紙 中山　千夏 国土社 ㊥ 20

いやいやえん 中川　李枝子 福音館書店 低 20

うさぎたちのにわ ： りんごのすきなうさぎのはなし レオニ，Ｌ． 好学社 低 20

兎の眼 灰谷　健次郎 理論社 ㊥ 10

牛をつないだつばきの木 （新美南吉童話選集） 新美　南吉 大日本図書 高 20

宇宙 ： そのひろがりをしろう 加古　里子 福音館書店 低中 20

美しいぼくらの手 赤木　由子 ポプラ社 低 20

馬ぬすびと 平塚　武二 福音館書店 中 10

海の日曜日 今江　祥智 実業之日本社 高 10

浦上の旅人たち 今西　祐行 実業之日本社 ㊥ 10
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 対象 冊数

うらしまたろう （日本傑作絵本シリーズ） 時田　史郎 福音館書店 低 10

うりんこの山 北村　けんじ 理論社 中高 10

エイブ・リンカーン （岩波少年文庫） 吉野　源三郎 岩波書店 高㊥ 20

エジソン （世界伝記全集 1） 深沢　正策 ポプラ社 高 10

えすがたにょうぼう 今江　祥智 盛光社 低 10

エミールと探偵たち （ケストナー少年文学全集 1） ケストナー，Ｅ． 岩波書店 中～㊥ 10

エルマーとりゅう ガネット，Ｒ．Ｓ． 福音館書店 低 20

エルマーのぼうけん ガネット，Ｒ．Ｓ． 福音館書店 低 20

大きい１年生と小さな２年生 古田　足日 偕成社 低 10

おおきなおおきなおいも ：鶴巻幼稚園・市村
久子の教育実践による

赤羽　末吉 福音館書店 低 10

おおきなかぶ （こどものとも傑作集） 内田　莉莎子 福音館書店 低 10

おおきなきがほしい （創作えほん） 佐藤　さとる 偕成社 低 10

大きな森の小さな家 （インガルス一家の物語 1） ワイルダー，Ｌ．Ｉ． 福音館書店 高 20

大どろぼうホッツェンプロッツ プロイスラー，Ｏ． 偕成社 中高 10

おかあさんだいっきらい 安藤　美紀夫 童心社 高 10

おしいれのぼうけん （絵本ぼくたち子どもだ） ふるた　たるひ 童心社 低 10

おじさんのかさ さの　ようこ 銀河社 低 20

おしゃべりなたまごやき （日本傑作絵本シリーズ） 寺村　輝夫 福音館書店 低 10

おしらさま ： 東北・遠野の民話 （民話のえほん） 菊池　敬一 小峰書店 低 10

お父さんのラッパばなし 瀬田　貞二 福音館書店 中 10

おにたのぼうし （おはなし名作絵本） あまん　きみこ ポプラ社 低 9

おばあさんのひこうき 佐藤　さとる 小峰書店 低 20

お日さまのうた （椋鳩十・梶山俊夫ものがたり絵本） 椋　鳩十 あすなろ書房 低 10

おひさまはらっぱ 中川　李枝子 福音館書店 中 10

お星さまのレール 小林　千登勢 金の星社 高 10

おやゆびちーちゃん アンデルセン，Ｈ．Ｃ． 福音館書店 低 10

かいじゅうたちのいるところ センダック，Ｍ． 冨山房 低 20

海底二万海里 ヴェルヌ，Ｊ． 福音館書店 高 20

かおるのひみつ 征矢　清 あかね書房 中 20

学問の花ひらいて ： 『蘭学事始』のなぞをさ
ぐる （かもしか文庫）

加藤　文三 新日本出版社 ㊥ 10

影との戦い （ゲド戦記 Ⅰ） ル・グウィン，Ｕ．Ｋ． 岩波書店 ㊥ 10

かさじぞう （こどものとも傑作集） 瀬田　貞二 福音館書店 低 10

風にのってきたメアリーポピンズ （岩波少年文庫） トラヴァース，Ｐ．Ｌ． 岩波書店 高 10
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 対象 冊数

風の神とオキクルミ （民話の絵本） 萱野　茂 小峰書店 低 10

風の又三郎 （宮沢賢治童話集 1） 宮沢　賢治 岩波書店 高 10

家族 吉田　とし 理論社 ㊥ 20

かたあしだちょうのエルフ （おはなし名作絵本） おのき　がく ポプラ社 低 10

かちかち山 （むかしむかし絵本） 松谷　みよ子 ポプラ社 低 10

かにむかし ： 日本むかしばなし 木下　順二 岩波書店 低 10

かもさんおとおり （世界傑作絵本シリーズ） マックロスキー，Ｒ． 福音館書店 低 20

火よう日のごちそうはひきがえる
（ひきがえるとんだ大冒険シリーズ）

エリクソン，Ｒ． 評論社 中 20

からすたろう 八島　太郎 偕成社 低 10

ガラスのうさぎ 高木　敏子 金の星社 ㊥ 20

カロンの舟に祈りをのせて 高橋　蝶子 講談社 高 20

かわ （こどものとも傑作集） 加古　里子 福音館書店 低 10

かわいそうなぞう （おはなしノンフィクション絵本） 土家　由岐雄 金の星社 低 10

川は生きている ： 自然と人間 富山　和子 講談社 高 10

がんばれへンリーくん （ゆかいなヘンリーくんシリーズ） クリアリー，B． 学習研究社 中 10

がんばれ！盲導犬サーブ ： ほんとうにあったお話 手島　悠介 講談社 中 20

木を植えた男 ジオノ，Ｊ． あすなろ書房 高㊥ 10

帰還 （ゲド戦記 最後の書） ル・グウィン，Ｕ．Ｋ． 岩波書店 ㊥ 10

きかんしゃ１４１４ フェルト，Ｆ． 偕成社 中 10

きかんしゃやえもん 阿川　弘之 岩波書店 低 10

ききみみずきん 木下　順二 岩波書店 低 10

北風をみた子 あまん　きみこ 大日本図書 中 10

キタキツネのチロン （こみね創作童話） 高橋　健 小峰書店 中 20

吉四六さん 寺村　輝夫 あかね書房 低 20

きつねものがたり ラダ，Ｊ． 福音館書店 低 10

九〇〇日の包囲の中で イワノフ，Ｉｕ． 岩崎書店 ㊥ 10

キューポラのある街 早船　ちよ 理論社 ㊥ 10

教室二〇五号 大石　真 実業之日本社 高 20

強制収容所の少女 タカシマ，Ｓ． 冨山房 高 10

ぎんいろの巣 椋　鳩十 ポプラ社 中 10

銀色ラッコのなみだ （岡野薫子動物小説傑作選 1） 岡野　薫子 実業之日本社 高 10

銀河鉄道の夜 （宮沢賢治童話集 2） 宮沢　賢治 岩波書店 高㊥ 10

クオレ ： 愛の学校　上 （岩波少年文庫） アミーチス，Ｅ．De 岩波書店 中高 10

クオレ ： 愛の学校　下 （岩波少年文庫） アミーチス，Ｅ．De 岩波書店 中高 10
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 対象 冊数

くさいろのマフラー 後藤　竜二 草土文化 低 10

九人組のがき大将 清水　達也 あすなろ書房 低中 20

くまの子ウーフ 神沢　利子 ポプラ社 低中 20

くまのサーカスザンパーノ ヤノッシュ アリス館牧新社 低 20

くまのパディントン ボンド，Ｍ． 福音館書店 中 20

グリーン・ノウのお客さま ボストン，Ｌ．Ｍ． 評論社 高 10

車のいろは空のいろ あまん　きみこ ポプラ社 中 20

黒つちがもえた 大竹　三郎 大日本図書 高 10

クローディアの秘密 カニグスバーグ，Ｅ．Ｌ． 岩波書店 高 20

黒ネコジェニーのおはなし　1 アべリル，Ｅ． 福音館書店 中 20

ゲンのいた谷 長崎　源之助 実業之日本社 高㊥ 10

鯉のいる村 岩崎　京子 新日本出版社 高 10

公害のはなし ： むしばまれゆく地球 松谷　富彦 ポプラ社 ㊥ 10

木かげの家の小人たち いぬい　とみこ 福音館書店 中高 20

古事記物語 （岩波少年文庫） 福永　武彦 岩波書店 高 10

こたろう 田島　征彦 ・ 吉橋　通夫 偕成社 低中 10

コッぺパンはきつねいろ 松谷　みよ子 偕成社 中 10

こねこのぴっち フィッシャー，Ｈ． 岩波書店 低 10

こびとのピコ 寺村　輝夫 大日本図書 低 10

こわれた腕環 （ゲド戦記 Ⅱ） ル・グウィン，Ｕ．Ｋ． 岩波書店 ㊥ 10

コン吉と山のともだち 岡野　薫子 偕成社 低 10

ごんぎつね （新美南吉童話全集 1） 新美　南吉 大日本図書 低 10

コンタロウのひみつのでんわ 安房　直子 秋書房 低 20

最後の授業 子どもの文学研究会 ポプラ社 中高 10

埼玉のむかし話 埼玉県国語教育研究会 日本標準 高 10

さいはての島へ （ゲド戦記 Ⅲ） ル・グウィン，Ｕ．Ｋ． 岩波書店 ㊥ 10

西遊記 呉　承恩 文研出版 中 10

坂道 （岩波少年文庫） 壺井　栄 岩波書店 ㊥ 10

さっちゃんのまほうのて たばた　せいいち ・
先天性四肢障害児父母の会 偕成社 低 20

サティン入江のなぞ ピアス，Ａ．Ｐ． 岩波書店 高 20

さと子の日記 鈴木　聡子 ひくまの出版 高 20

さとるのじてんしゃ 大石　真 小峰書店 中 20

さようならよざえむさん （創作絵本） 有馬　志津子 岩崎書店 中 10

さよなら子どもの時間 今江　祥智 あかね書房 中 20
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 対象 冊数

さわぎや通りの子どもたち リンドグレーン，Ａ． 講談社 中 10

三びきのこぶた ： イギリス昔話 （こどものとも傑作集） 瀬田　貞二 福音館書店 低 10

ジェインのもうふ ： アメリカのどうわ ミラー，Ａ． 偕成社 低 20

じごくのそうべえ ： 桂米朝・上方落語・地獄
八景より （童心社の絵本）

田島　征彦 童心社 低 20

しずくのぼうけん （世界傑作絵本シリーズ） テルリコフスカ，Ｍ． 福音館書店 低 20

史跡と人物でつづる埼玉県の歴史 埼玉県郷土誌研究会 光文書院 高 10

したきりすずめ （日本傑作絵本シリーズ） 石井　桃子 福音館書店 低 10

しっぽなしさん 山下　明生 偕成社 低 10

詩のすきなコウモリの話 ジャレル，Ｒ． 岩波書店 高 10

しばてん （創作えほん） 田島　征三 偕成社 低 10

渋沢栄一 （世界伝記全集 18） 渋沢　秀雄 ポプラ社 高 10

十三湖のばば 鈴木　喜代春 偕成社 高 10

宿題ひきうけ株式会社 古田　足日 理論社 高 20

シューベルト 神沢　利子 国土社 中 10

小公子 （岩波少年文庫） バーネット，Ｆ．Ｅ．Ｈ． 岩波書店 高 10

少年駅伝夫 子どもの文学研究会 ポプラ社 中高 10

少年動物誌 （福音館日曜文庫） 河合　雅雄 福音館書店 高 10

しょうぼうじどうしゃじぷた （こどものとも傑作集） 渡辺　茂男 福音館書店 低 20

しょうぼうねこ アべリル，Ｅ． 文化出版局 低中 10

しりたがりやのこいぬとおひさま （新訳えほん） へルツィーコバー，I． 偕成社 低 10

しろいあしあと 安房　直子 小学館 低 20

白い川の白い町 山口　裕一 アリス館牧新社 高 10

しろいさぎしろいわた （どうわ絵本） 槇　皓志 偕成社 低 10

白い鳥 （おはなし名作絵本） 椋　鳩十 ポプラ社 低 10

白いとんねる 杉　みき子 偕成社 高 20

白いりゅう黒いりゅう ： 中国のたのしいお話 賈　芝 ・ 孫　剣冰 岩波書店 低 10

スイミー レオニ，Ｌ． 好学社 低 20

スーホの白い馬 ： モンゴル民話
（日本傑作絵本シリーズ）

大塚　勇三 福音館書店 低中 20

せいめいのれきし バートン，Ｖ．Ｌ． 岩波書店 高 20

せかい１おいしいスープ ： あるむかしばなし ブラウン，Ｍ． ペンギン社 低 10

セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治 福音館書店 中 10

先生のつうしんぼ 宮川　ひろ 偕成社 中 9

千本松原 岸　武雄 あかね書房 高 10
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書　　　　　名 著　者　名 出 版 者 対象 冊数

ぞうをください 鶴見　正夫 金の星社 低 20

象のいない動物園 斎藤　憐 偕成社 中 20

だいくとおにろく （こどものとも傑作集） 松居　直 福音館書店 低 10

大草原の小さな家 （インガルス一家の物語 2） ワイルダー，Ｌ．Ｉ． 福音館書店 高 10

大地の園　第１部　学びの門 打木　村治 偕成社 高㊥ 20

大地の園　第２部　多感の門 打木　村治 偕成社 高㊥ 20

大地の園　第３部　ロマンの門 打木　村治 偕成社 高㊥ 20

大地の園　第４部　知と愛の門 打木　村治 偕成社 高㊥ 10

台所のマリアさま ゴッデン，Ｒ． 評論社 高 10

大砲のなかのアヒル （世界・平和の絵本シリーズ） コウレイ，J． 平和のアトリエ 低中 10

太陽の子 灰谷　健次郎 理論社 ㊥ 20

たたかいの人 （フレーベルこども文庫） 大石　真 フレーベル館 高 20

たたされた２じかん 代田　昇 理論社 低 10

龍の子太郎 （松谷みよ子全集 5） 松谷　みよ子 講談社 中 20

たねからめがでて かこ　さとし 童心社 低 10

たのしい川べ ： ヒキガエルの冒険 グレーアム，Ｋ． 岩波書店 高 10

たのしいムーミン一家 （トーベ・ヤンソン全集 1） ヤンソン，Ｔ． 講談社 中 10

旅しばいのくるころ 佐々木　赫子 偕成社 高 10

玉虫厨子の物語 （少年少女学研文庫） 平塚　武二 学習研究社 高 10

だるまちゃんとてんぐちゃん （こどものとも傑作集） 加古　里子 福音館書店 低 10

だれも知らない小さな国 （コロボックル物語 1） 佐藤　さとる 講談社 高 10

太郎コオロギ 今西　祐行 実業之日本社 低中 10

ちいさいおうち バートン，Ｖ．Ｌ． 岩波書店 低 10

小さい魔女 プロイスラー，Ｏ． 学習研究社 中 20

ちいさいモモちゃん 松谷　みよ子 講談社 中 20

小さな魚 ホガード，Ｅ．Ｃ． 冨山房 ㊥ 10

小さなスプーンおばさん プリョイセン，Ａ． 学習研究社 中 20

小さな船長の大ぼうけん ビーゲル，Ｐ． あかね書房 中 10

小さな小さなキツネ （国土社の創作えほん） 長崎　源之助 国土社 低 10

小さなバイキング ヨンソン，Ｒ． 学習研究社 高 20

ちからたろう （むかしむかし絵本） 今江　祥智 ポプラ社 低 10

ちーたーのロンボ （ちびっこ絵本） 寺村　輝夫 ポプラ社 低 10

ちびくろ・さんぼ （おはなし絵文庫） [バンナーマン，Ｈ．] ポプラ社 低 20

ちびっこちびおに （創作えほん） あまん　きみこ 偕成社 低 10
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チべットのものいう鳥 田　海燕 岩波書店 ㊥ 10

チム・ラビットのぼうけん （チムとサムの本） アトリー，Ａ． 童心社 中 10

チョコレート戦争 大石　真 理論社 中 10

月の輪グマ 椋　鳩十 あかね書房 中 10

つむじ風のち晴れ 古世古　和子 金の星社 中 10

つむじまがりへそまがり 角田　光男 国土社 中高 10

てつがくのライオン （詩の散歩道） 工藤　直子 理論社 高 20

てぶくろ ： ウクライナの民話 （世界傑作絵本シリーズ） ラチョフ，Ｅ．Ｍ． 福音館書店 低 20

てぶくろをかいに （おはなし名作絵本） 新美　南吉 ポプラ社 低 10

天使で大地はいっぱいだ 後藤　竜二 講談社 高 20

天の園　第１部　雲の学校 （偕成社文庫） 打木　村治 偕成社 ㊥ 20

天の園　第２部　雲のよび声 （偕成社文庫） 打木　村治 偕成社 ㊥ 20

天の園　第３部　雲の祭り （偕成社文庫） 打木　村治 偕成社 ㊥ 20

天の園　第４部　雲の町 （偕成社文庫） 打木　村治 偕成社 ㊥ 20

天の園　第５部　雲の階段 （偕成社文庫） 打木　村治 偕成社 ㊥ 20

天の園　第６部　雲の恩 （偕成社文庫） 打木　村治 偕成社 ㊥ 20

天の笛 斎藤　隆介 佼成出版社 低 20

天保の人びと （新少年少女教養文庫） かつお　きんや 牧書店 高㊥ 10

とうげのおおかみ （創作えぶんこ） 今西　祐行 金の星社 低 10

どうぞかんべん 椋　鳩十 あすなろ書房 低 10

どうぶつえんができた 寺村　輝夫 あかね書房 低 10

年とったばあやのお話かご （ファージョン作品集 1） ファージョン，Ｅ． 岩波書店 中 10

トビウオのぼうやはびょうきです いぬい　とみこ 金の星社 低 10

とらちゃんの日記 （岩波少年文庫） 千葉　省三 岩波書店 高㊥ 10

ドリトル先生アフリカゆき （ドリトル先生物語全集 2） ロフティング，Ｈ． 岩波書店 中 10

ドリトル先生航海記 （ドリトル先生物語全集 1） ロフティング，Ｈ． 岩波書店 中 20

長い長いお医者さんの話 （岩波少年文庫） チャぺック，Ｋ． 岩波書店 中 20

ながいながいぺンギンの話 いぬい　とみこ 理論社 中高 10

長くつ下のピッピ （リンドグレーン作品集 1） リンドグレーン，Ａ． 岩波書店 中 10

なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子 学習研究社 低 20

ねえさんといもうと （世界傑作絵本シリーズ） ゾロトウ，Ｃ． 福音館書店 低 10

ねことオルガン 今西　祐行 小峰書店 低中 10

猫は生きている 早乙女　勝元 理論社 低中 20

ねずみ女房 ゴッデン，Ｒ． 福音館書店 中高 10
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ねむりひめ ： グリム童話 （世界傑作絵本シリーズ） グリム兄弟 福音館書店 低 10

野口英世 宮脇　紀雄 偕成社 中 10

野の草花 古矢　一穂 福音館書店 低 20

野の白鳥 （アンデルセン童話選 2） アンデルセン，Ｈ．Ｃ． 岩波書店 高 10

のはらうた　１ 工藤　直子 童話屋 中 20

野麦峠をこえて （ポプラ社の創作絵本） 山本　茂実 ポプラ社 低 20

ノンちゃん雲に乗る 石井　桃子 福音館書店 高 20

ハイジ スピリ，Ｊ． 福音館書店 高 20

はじめてのおこづかい （創作えぶんこ） 生源寺　美子 金の星社 低 10

はじめてのおつかい （こどものとも傑作集） 筒井　頼子 福音館書店 低 10

八郎 斎藤　隆介 福音館書店 中 10

はてしない物語 エンデ，Ｍ． 岩波書店 ㊥ 10

花さき山 斎藤　隆介 岩崎書店 低 10

話すことがたくさんあるの… マーズデン，J． 講談社 中 10

はなのすきなうし リーフ，Ｍ． 岩波書店 低 10

花のトンネル ： てのひらの文学百選 打木　村治 講談社 高 20

パパさんの庭 ： 洋平のバンクーバー日記 三輪　裕子 講談社 中高 10

母のない子と子のない母と 壺井　栄 ポプラ社 高 10

はらぺこプンタ 武井　博 講談社 低 20

春駒のうた 宮川　ひろ 偕成社 中 10

半日村 （創作絵本） 斎藤　隆介 岩崎書店 低 10

肥後の石工 今西　祐行 実業之日本社 高 10

一房のぶどう 有島　武郎 偕成社 高 10

ひとまねこざる レイ，Ｈ．Ａ． 岩波書店 低 10

ひとりぼっちの海はきらいだ 後藤　竜二 金の星社 高 10

ひとりぼっちの政一 （少年少女教養文庫） 橋本　ときお 牧書店 高㊥ 10

火のくつと風のサンダル ウェルフェル，Ｕ． 学習研究社 中 10

ピノッキオの冒険 コローディ，Ｃ． 文研出版 高 10

ひみつの白い石 リンデ，Ｇ． 冨山房 中高 20

ビルマの竪琴 竹山　道雄 旺文社 高 10

ふうことどんどやき （創作えほん） いぬい　とみこ 偕成社 低 10

ふうたのはなまつり あまん　きみこ あかね書房 低 20

ふうたのゆきまつり あまん　きみこ あかね書房 低 20

フェージャかえっておいで ヴォロンコーヴァ，Ｌ． 偕成社 中高 10
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ふかふかウサギぼうけんのはじまり
（ふかふかウサギのぼうけんシリーズ）

香山　彬子 理論社 中 10

ぶきっちょアンナのおくりもの リトル，Ｊ． 福武書店 低 20

ふしぎなかぎばあさん 手島　悠介 岩崎書店 低 20

ふたごのでんしゃ 渡辺　茂男 あかね書房 低 10

ふたりのイーダ 松谷　みよ子 講談社 高 10

ふたりはともだち ローべル，Ａ． 文化出版局 低 20

ふらいぱんじいさん 神沢　利子 あかね書房 低 20

フランダースの犬 ウィーダ 旺文社 高 10

ふるやのもり （こどものとも傑作集） 瀬田　貞二 福音館書店 低 10

べトナムのダーちゃん 早乙女　勝元 童心社 中 10

べートーべン 横谷 　輝 国土社 中 10

ぺレのあたらしいふく （世界傑作絵本シリーズ） べスコフ，Ｅ． 福音館書店 低 20

ヘレン・ケラー　塙保己一　宮城道雄
（母と子の世界偉人物語　12）

宮脇　紀雄 小学館 中 10

べロ出しチョンマ 斎藤　隆介 理論社 高㊥ 20

冒険者たち ： ガンバと十五ひきの仲間 斎藤　惇夫 岩波書店 高 10

ぼく、お月さまとはなしたよ （絵本の部屋） アッシュ，Ｆ． 評論社 低 20

ぼくのいまいるところ かこ　さとし 童心社 低 10

ぼくのおじさん 北　杜夫 旺文社 高 10

ぼくのつくえはぼくのくに 佐藤　さとる 学習研究社 低 20

ぼくは王さま 寺村　輝夫 理論社 中 10

星になったチロ 藤井　旭 ポプラ社 高 10

星の王子さま サン＝テグジュペリ，A． 岩波書店 高 10

星の牧場 庄野　英二 理論社 ㊥ 20

ホタルの歌 （動物の記録 1） 原田　一美 学習研究社 高㊥ 10

ぽんこつマーチ 阪田　寛夫 大日本図書 低中 10

ぼんぼん 今江　祥智 理論社 高 10

まえがみ太郎 松谷　みよ子 福音館書店 中 10

まぐまぐこぐま （絵童話） 岡　信子 日本教文社 低 10

まけうさぎ （新日本出版社の絵本） 斎藤　隆介 新日本出版社 低中 10

マーシャとくま ： ロシア民話 （世界傑作絵本シリーズ） ラチョフ，Ｅ．Ｍ． 福音館書店 低 10

魔女ジェニファーとわたし カニグスバーグ，Ｅ．Ｌ． 岩波書店 中 10

魔女の宅急便 角野　栄子 福音館書店 中高 20

まちのゆきだるま （創作えぶんこ） 大石　真 金の星社 低 10
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まぼろしの巨鯨シマ 北村　けんじ 理論社 ㊥ 10

まぼろしの小さい犬 ピアス，Ａ．Ｐ． 学習研究社 高 20

マヤの一生 椋　鳩十 大日本図書 高 20

みえなくなった赤いスキー いぬい　とみこ 大日本図書 低 10

みみをすます ： ひらがな長詩 谷川　俊太郎 福音館書店 中高 10

ミリ子は負けない 寺村　輝夫 金の星社 中 20

ミリー・モリー・マンデーのおはなし ブリスリー，Ｊ．Ｌ． 福音館書店 低 10

ミンケパットさんとことりのともだち ヴァレンチン，Ｕ． あかね書房 低 10

ムギと王さま （ファージョン作品集 3） ファージョン，Ｅ． 岩波書店 高 10

むささび星 （おはなし名作絵本） 今西　祐行 ポプラ社 低 10

名探偵カツレくん （リンドグレーン作品集 8） リンドグレーン，Ａ． 岩波書店 高 10

目をさませトラゴロウ 小沢　正 理論社 中高 10

めぐちゃんの赤いかさ 落合　恵子 小学館 低 20

めざめれば魔女 マヒー，Ｍ． 岩波書店 ㊥ 20

モグラ原っぱのなかまたち 古田　足日 あかね書房 中高 10

モチモチの木 （創作絵本） 斎藤　隆介 岩崎書店 低 10

モモ ： 時間どろぼうと,ぬすまれた時間を人
間にとりかえしてくれた女の子のふしぎな物

エンデ，Ｍ． 岩波書店 高 20

ももいろのきりん 中川　李枝子 福音館書店 低 20

ももたろう （世界傑作絵本シリーズ） 松居　直 福音館書店 中 10

モモちゃんとアカネちゃん 松谷　みよ子 講談社 低中 20

もりのなかまたち （ビアンキのこども動物記 1） ビアンキ，Ｖ． 理論社 中 10

もりのようふくや （世界傑作絵本シリーズ） パンク＝ヤシ，Ｄ． 福音館書店 低 10

森は生きている （岩波少年文庫） マルシャーク，Ｓ． 岩波書店 高㊥ 10

やかまし村の子どもたち （リンドグレーン作品集 4） リンドグレーン，Ａ． 岩波書店 高 20

やまのこのはこぞう そや　きよし あかね書房 低 10

やまんばのにしき 松谷　みよ子 ポプラ社 低 10

床下の小人たち ノートン，Ｍ． 岩波書店 中 10

ゆきごんのおくりもの （新日本出版社の絵本） 長崎　源之助 新日本出版社 低 10

雪ぼっこ物語 生源寺　美子 童心社 高 20

夢を掘りあてた人 ： トロイアを発掘したシュリーマン ヴィーゼ，Ｉ．Von 岩波書店 ㊥ 10

よだかの星 （宮沢賢治童話全集 5） 宮沢　賢治 岩崎書店 高 10

よみがえれ大地 角田　光男 偕成社 高 10

夜のかげぼうし 宮川　ひろ 講談社 高 10

ライオンと魔女 （ナルニア国ものがたり 1） ルイス，C．Ｓ． 岩波書店 高 20
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らいおんみどりの日よう日 中川　李枝子 福音館書店 低 10

ラモーナとおかあさん クリアリー，B． 学習研究社 中 20

リコはおかあさん 間所　ひさこ ポプラ社 中 10

リトルベアー ： 小さなインディアンの秘密 リードバンクス，Ｌ． 佑学社 高㊥ 10

りんごの木の上のおばあさん ローベ，Ｍ． 学習研究社 中 10

るすばん先生 宮川　ひろ ポプラ社 中 10

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋 講談社 中高 10

ろくべえまってろよ （みるみる絵本） 灰谷　健次郎 文研出版 低 20

ロビンソン・クルーソー （岩波少年文庫） デフォー，Ｄ． 岩波書店 高㊥ 10

路傍の石 山本　有三 ポプラ社 ㊥ 10

わすれられた命の詩 （うた） ： ハンセン氏病を生きて 谺　雄二 ポプラ社 高㊥ 20

私の青春ノート ： 愛のメッセージ 樋口　恵子 ポプラ社 ㊥ 10

わたしのぼうし （絵本のせかい） さの　ようこ ポプラ社 低 10

わらしべ長者 ： 日本の民話二十二編 木下　順二 岩波書店 中 10

ワルのぽけっと 灰谷　健次郎 理論社 中高 10

われらの村がしずむ ルトヘルス・ファンデル・ルフ，Ａ． 学習研究社 高㊥ 10
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