
タイトル 著者名 出版社 出版年

21 a 36人のパパ
イアン・リュック・アングルベー
ル

小峰書店 2006年

21 a あいうえおうさま
寺村輝夫+和歌山静子+杉浦
載茂

大月書店 1993年

21 a いいこってどんなこ？
ジーン・モデシット文、ロビン・
スポワート絵、もきかずこ

冨山房 1994年

21 a いつもだれかが
ユッタ・バウアー作、上田真而
子訳

徳間書店 2009年

21 a いろいろ1ねん
レオ=レオニ
谷川俊太郎著

あすなろ書房 2000年

21 a ウィリーとともだち
マーシャ・ブラウン作
あきの　しょういちろう訳

童話館出版 1996年

21 a 絵本　千の風になって 新井満文、佐竹美保絵 理論社 2004年

21 a
くらべてわかる世界地図
①　　　暴力の世界地図

藤田千枝編 大月書店

21 a
おとうとは青がすき
ーアフリカの色のお話

イフェオマ・オフェフル作・写真
さくまゆみこ訳

偕成社 2006年

21 a おりのないどうぶつえん
アンドレ・ダーハン作
たかしま　あや訳

フジテレビジョン 2008年

21 a
オリビア　サーカスをすく
う

イアン・ファルコナー作
谷川俊太郎訳

あすなろ書房 2002年

分類番号

21a～g児童書・絵本



21 a
オリビア、、、ときえたに
んぎょう

イアン・ファルコナー作
谷川俊太郎訳

あすなろ出版 2003年

21 a
ゆきのなかのキップコッ
プ

マレーク・ベロニカ文・絵
羽仁　協子訳

風濤社 2005年

21 a
クマのぷーさん絵本⑨
イーヨーのあたらしいう
ち

Ａ．Ａ．ミルン文、Ｅ．Ｈ．シェ
パード絵、石井桃子訳

岩波書店 1982年

21 a

講談社のおはなし絵本
館
赤ずきん／ヘンゼルとグ
レーテル

ささきたづこ文、牧野鈴子／
上野信子絵

講談社 1988年

21 a
コーネリアス
たってあるいたわにのは
なし

レオ・レオニー絵
谷川俊太郎

好学社 1983年

21 a さかさま 安野光雄作/絵 福音館書店 1981年

21 a サラガのバオバブ
よねやまひろこ文、エドモンド・
オパレ絵

新日本出版社 2004年

21 a
しりたがりやのこぶたく
ん

ジーン・バン・ルーワン作、三
木卓訳

童話館出版 1995年

21 a
しろいうさぎとくろいうさ
ぎ

ガース・ウィリアムズ　ぶん・え
まつおかきょうこ　やく

福音館書店 1965年

21 a だあれだ まつおかたつひで ポプラ社 2006年

21 a
たいせつなたいせつな
ぼくのともだち

ユッタ・ビュッカー絵、ミリアム・
モス文、小澤征良訳

講談社 1988年

21 a ちがうけど、おんなじ メラニー・ウォルシュ作、木坂涼訳 コンセル 2003年



21 a ちびくろ・さんぼ
ヘレン・バンナーマン
フランク・ドビアス

瑞亜社 2005年

21 a でんわ
K・チュコフスキー作、Sオスト
ローフ絵、田中潔訳

偕成社 2008年

21 a
ともだちつれてよろしい
ですか

ベアトリス・シェンク・ド・レーニエ文、
ベニ・モントレ・ノール絵、わたなべし
げお訳

童話館出版 2003年

21 a
もしも地球がひとつのリ
ンゴだったら

D・J・スミス文、S・アダムス絵
千葉茂樹訳

小峰書店 2016年

21 a どれがぼくかわかる？
カーラ・カスキン文・絵
よだしずか訳

偕成社 1970年

21 a ないたあかおに 文・浜田廣介、絵・池田龍雄 偕成社 2008年

21 a
ねこくん、わが家をめざ
す

K・ハンクスさく、G・ハレンス・
レーベン絵、いまえよしとも訳

ＢＬ出版 2011年

21 a ねずみのつきめぐり
レオ・レオニ絵
谷川俊太郎詩

佑学社 1981年

21 a
ノンタンあそぼうよ⑦
ノンタン！サンタクロース
だよ

キヨノサチコ作・絵 偕成社 1978年

21 a はこははこ？
アントワネット・ポーティス作
中川ひろたか訳

光村教育図書 2007年

21 a
ピートとうさんとティムぼ
うや

マーカス・フィスター作
高橋源一郎訳

講談社 2006年



21 a ブーツをはいたネコ
フレッド・マルチェリーノ絵
おぐら　あゆみ訳

評論社 1994年

21 a ふたりはきょうも
アーノルド・ローベル作
三木卓訳

文化出版局 1980年

21 a ふわふわあひるのこ
ジェーン・ワーナー・ワトソン文、
アリス＆マーティン・プロベンセン
絵、劉優貴子訳

講談社 2004年

21 a
ベンジャミン・バニーのお
はなし
ピーターラビットの絵本

いしいももこ訳 福音館書店 1971年

21 a
ぼくの大好きなケニアの
村

ケリークネイン文、アナファン
絵、小島季里訳

ＢＬ出版 1994年

21 a
ぼくは王さまⅡ
王さままほうゲーム

寺村輝夫、和歌山静子絵 理論社 1995年

21 a
ぼくは王さまⅢ
王さままほうが大すき

寺村輝夫、和歌山静子絵 理論社 2004年

21 a ぼくはまほうつかい
文　マヤ・アンジェロウ
写真：マーガレット・コートニー＝
クラーク　訳：佐久間由里子

1996年

21 a イリスの誕生日 ガリードちえこ 文芸社 2016年

21 a 耳なし芳一
小泉八雲原作・船木裕文
さいとうよしみ絵

小学館 2006年

21 a もしもちきゅうが
へスター・ゴダード文、ポーラ・
クルーナン絵、おぐらあゆみ
訳

評論社 1980年

21 a 汚れっちまった悲しみに
中原中也、影絵・石井昭、監修福
田百合子

新日本教育図書 1998年



21 a ひつじのロッテ
アヌ・ストーナー絵、ヘンリケ・
ウィルソン絵、大島かおり訳

ひさかたチャイルド 2002年

21 a
ルピナスさん
－小さなおばあさんのお
話－

バーバラ・クーニー作
かけがわやすこ訳

ほるぷ出版 1987年

21 a アリーテ姫の冒険
ダイアナ・コーレス作
ロス・アスクィス絵
グループウィメンズ・プレイス訳

（株）学陽書房 1995年

21 a
想い出のサダコ
思春期の入り口にいた三
か月

文・大倉記代、絵・夜川けんたろう よも出版 2005年

21 a タンタンタンゴはパパふたり
ジャスティン・リチャードソン＆ピー
ター・パーネル/文,尾辻かな子、前田
和男/訳,　ヘンリー・コール/絵

ポット出版 2008年

21 a
はたら区　カエル野の仲
間たち

財団法人 こども未来財団
財団法人
子ども未来財団

2009年

21 a
じぶんだけのいろ
いろいろさがしたカメレオン
の話

レオ=レオニ
谷川俊太郎著

好学社 1975年

21 a あらじんのまほう
荒巻仁作
はなもとゆきの絵

パレード 2012年

21 a
世界がもし100人の村
だったら

池田香代子再話
Ｃ・ダグラス・ラミス対訳

マガジンハウス 2001年

21 a かあさんのいす
ベラＢ.ウィリアムズ作・絵
佐野洋子訳

あかね書房 1984年

21 a ゆうかんなアイリーン
ウィリアム・スタイグ作
おがわえつこ訳

らんか社 1988年



21 a
ふわふわしっぽと小さな金
のくつ

デュ・ボウズ・ヘイワード作,マージョ
リー・フラック絵,羽島葉子訳 パルコ出版 1993年

21 a
ＣＯＣＯ（ココ）はとびきりか
わったコ

エリザベス・マシューズ作
佐伯誠訳

イプシロン出版企
画

2008年

21 a ウソつきなチルル姫
松井つかさ絵
星色ｽﾌﾟｰﾝ絵

郁朋社 2010年

21 a しげちゃん
室井滋作
長谷川義史絵

金の星社 2011年

21 a しげるのかあちゃん
城ノ内まつ子作
大畑いくの絵

岩崎書店 2012年

21 a
あなたへ６
わたしのせいじゃない
－せきにんについて－

レイフ・クリスチャンソン文
にもんじ　まさあき訳
ディック・ステンベリ絵

岩崎書店 1996年

21 a
あなたへ８
たいせつなあなた

レイフ・クリスチャンソン文
にもんじ　まさあき訳
カーリ・アールニヴァーラ絵

岩崎書店 1997年

21 a
あなたへ９
じぶん

レイフ・クリスチャンソン文
にもんじ　まさあき訳
ディック・ステンベリ絵

岩崎書店 1997年

21 a
あなたへ14
おんなのこだから

レイフ・クリスチャンソン文
にもんじ　まさあき訳
はた　こうしろう絵

岩崎書店 1999年

21 a えほん　とべないほたる
小沢昭巳作
吉田むねふみ画

ハート出版 1997年

21 a
えほん　とべないほたる2
ホタルたちのふしぎなよる

小沢昭巳原作
関重信画

ハート出版 1998年



21 a
えほん　とべないほたる3
つきみそうのまつり

小沢昭巳原作
関重信画

ハート出版 1998年

21 a
ルピナスさん
－小さなおばあさんのお話
－

バーバラ・クーニー作
かけがわやすこ訳

ほるぷ出版 1987年

21 a
のはらひめ
おひめさま城のひみつ

なかがわちひろさく 徳間書店 1995年

21 a
シャカピカはみがきワール
ド
でんでんデンツ君②

きはらようすけ（kerokeroking) 小学館 2007年

21 a
シャカピカはみがきワール
ド
でんでんデンツ君③

きはらようすけ（kerokeroking) 小学館 2008年

21 a
シャカピカはみがきワール
ド
でんでんデンツ君④

きはらようすけ（kerokeroking) 小学館 2009年

21 a
会えないパパに聞きたいこ
と

文・新川てるえ
絵・山本久美子

太郎次郎社
エディタス

2009年

21 a
グリム童話①　　ヘンゼル
とグレーテル

文・山田正弘
絵・狩野富貴子

学研えほん館 2009年

21 a Red マイケル・ホール 子どもの未来社 2017年

21 a ひつじのロッテ
アヌ・ストーナー絵、ヘンリケ・ウィ
ルソン絵、大島かおり訳

ひさかたチャイル
ド

2002年

21 a とおくにいるからだよ くりはらたかし 教育画劇 2019年

21 b 男の子の条件 鶴見正夫作、岡本順絵 ひさかたチャイルド 1982年



21 b
おはようオオカミ、おや
すみコヒツジ

さく・ベン・カウパース、やく・のざ
かえつこ、え・ふくだいわお

くもん出版 1971年

21 b
かいけつゾロリ
カレーＶＳちょうのうりょく

原ゆたか作・絵 ポプラ社 2008年

21 b 鏡の国のアリス
ルイス・キャロル作、生野幸吉
訳、ジョン・テニエル画

福音館書店 1993年

21 b ガリヴァー旅行記
J・スウィフト作、坂井晴彦訳、
C・E・ブロック画

福音館書店 2004年

21 b 口で歩く 丘修三作、立花尚之介絵 小峰書店 1990年

21 b こおりついた街で
ヤープ・テル・ハール
高柳英子訳、中釜浩一郎絵

佑学社 1998年

21 b
齊藤孝のイッキによめ
る！名作選

齊藤孝編 講談社 2005年

21 b
旅人シリーズ
虚空の旅人

上橋美穂子文
佐竹美保絵

偕成社 2007年

21 b

天国のパパへのおくりも
の
苦難を乗り越えたジーン
の物語

ジーン・リトル作
磯村愛子訳

女子パウロ会 1988年

21 b トム・ソーヤーの冒険
マーク・トウェン作
岡上鈴江訳

ポプラ社 2005年

21 b バイバイわたしのおうち
ジャクリーン・ウィルソン
ニック・シャラッド絵。小竹由美
子訳

偕成社 2006年



21 b
パパ　ぼくの犬をかえし
て

C・ギュッマン作、末松氷海子
訳、むかいながまさ絵

文研出版 1966年

21 b パパのいない転校生
テア・ベックマン作、多田鷹絵
笹川真理子訳

佑学社 1986年

21 b ふしぎの国のアリス
ルイス・キャロル作、生野幸吉
訳、ジョン・テニエル画

福音館書店 1972年

21 b ぼくは、ジローです
岸川悦子作、つちだよしはる
絵

新日本出版社 1995年

21 b
ムーミン谷のクリスマス
もみの木

トーベ・ヤンソン、山室静訳 講談社 1993年

21 b
わたしの世界一ひどい
パパ

クリス・ドネール作、アレック
ス・サンデール画、堀内紀子
訳

福音館書店 2010年

21 b わたしのほんとの友だち
エルス・ペルフロム作、ラー・チョ
ン・キン絵、野坂悦子訳

岩崎書店 2002年

21 b
わたしはふたつにわれ
ない

エルフィードネリー作
かんざきいわお訳、高田勲絵

さえら書房 1993年

21 b チョコレート工場の秘密 評論社 1988年

21 b 世界一周お話の旅
リンダ・ジェニングス編
乃木りか訳

ＰＨＰ 2005年

21 b
こころのふしぎ　なぜ？
どうして？

村上哲哉監修
大野正人原案・執筆

高橋書店 2014年



21 b
大事なことはみーんな猫に
教わった

スージー・ベッカー作　谷川俊
太郎訳

飛鳥新社 1991年

21 b
イヤーオグノーレイン
内戦のスーダンを生きの
びて

アリス・ミード作
横手美紀訳

すずき出版 2005年

21 b とらわれのフェルダ
オンドジェイ・セコラ作/絵
関沢明子訳

福音館書店 2011年

21 b
マジック・ツリーハウス１
恐竜の谷の大冒険

メアリー・ポープ・オズボーン
食野雅子訳

メディアファクトリー2002年

21 b
続・こころのふしぎ　な
ぜ？どうして？

村上哲哉監修
大野正人原案・執筆

高橋書店 2014年

21 b ジョージと秘密のメリッサ
アレックス・ジーノ　島村浩子
訳

偕成社 2016年

21 c
29の用語でわかる！
憲法なるほど解説

監修・著　角替晃 フレーベル館 1997年

21 c
ヴィジュアル博物館・宗
教

ヌートル・ラングリー著
日本語版監修　保坂俊司

同朋舎 2001年

21 c
学校のトラブル解決シ
リーズ２
うわさ・かげぐち

キャサリン・ロンディナ作、上
田勢子訳、高橋由為子絵

2013年

21 c
社会のきまりがわかる
「マーク」の絵事典

PHP研究所編 PHP研究所 2005年

21 c
シリーズ格差を考える1
経済格差

監修/武長脩行、稲葉茂勝 ほるぷ出版 2008年



21 c
シリーズ格差を考える2
教育格差

監修/武長脩行、稲葉茂勝 ほるぷ出版 2005年

21 c 新13歳のハローワーク 村上龍、はまのゆか絵 幻冬舎 2000年

21 c
大図解　国会議事堂～
日本の政治のしくみ

国土社編集部/編 国土社 1995年

21 c
たのしくわかる日本国憲
法①

宮原哲朗 岩崎書店 1996年

21 c
たのしくわかる日本国憲
法②

沢藤統一郎 岩崎書店 1996年

21 c
たのしくわかる日本国憲
法③

小野寺利孝 岩崎書店 1996年

21 c
たのしくわかる日本国憲
法④

安江祐 岩崎書店 1996年

21 c
たのしくわかる日本国憲
法⑤

斉藤豊 岩崎書店 1996年

21 c
たのしくわかる日本国憲
法⑥

菅沼友子 岩崎書店 1996年

21 c
たのしくわかる日本国憲
法⑦
憲法って何？

齋藤浩 岩崎書店 2008年

21 c

人と社会のためにはたらく犬
たち２
災害救助犬・警察犬・麻薬探
知犬ほか

坂井貞雄監修 金の星社 2012年



21 c
やってみたいなこんなし
ごと８
盲導犬の訓練士

写真　大和田健二
菅能琇一

あかね書房 2008年

21 c 話してもいいのかな？
絵　ばばのりこ
文　女性ネットSaya-Saya

女性ネット
Saya-Saya

2006年

21 c
ワンガリの平和ノ木  アフリ
カでほんとうにあったおは
なし

ジャネット・ウィンターー作
福本友美子訳

ＢＬ出版 2010年

21 c ぼくのママはうんてんし おおともやすお作 福音館書店 2012年

21 c
ジェンダー・フリーの絵本①
こんなのへんかな？

文/村瀬幸浩　絵/高橋由為子 大月書店 2001年

21 c
ジェンダー・フリーの絵本④
女と男　これまで、これから

文/中嶋みさき　絵/もりお勇 大月書店 2001年

21 c
ジェンダー・フリーの絵本⑤
いろんな国、いろんな生き
方

文/伊田広行・堀口悦子　絵/
石橋富士子

大月書店 2001年

21 c
今は話したくないの
親が離婚しようとするとき

作/ジニー・フランツ・ランソン
絵/キャサリン・クンツ・フィニー
訳/上田勢子

大月書店 2007年

21 c
請戸小学校物語
大平山をこえて

監修　成清北斗
絵　榎田宣行

NPO法人　団塊のノー
ブレス・オブリージュ

2015年

21 c
ジェンダー・フリーの絵本③
働くって楽しい

朴木佳緒留　文
もりお　勇　絵

大月書店 2001年

21 c
ジェンダー・フリーってなあ
に③
ぼくはよわむし？

草谷桂子文
鈴木まもる絵

大月書店 2003年



21 c
平和の種をまく
ボスニアの少女エミナ

写真・文　大塚敦子 岩崎書店 2006年

21 c
マララさんこんにちは
世界で一番勇敢な少女へ

文ローズマリー・マーカーニー
訳　西田佳子 西村書店 2014年

21 c
マララとイクバル
パキスタンのゆうかんな子
どもたち

ジャネット・ウィンター作
道傳愛子訳

岩崎書店 2015年

21 c
きもちって、なに？（こど
も哲学）

オスカー・ブルニフィエ 朝日出版社 2006年

21 c
よいこととわるいことっ
て、なに？（こども哲学）

オスカー・ブルニフィエ 朝日出版社 2006年

21 c
いっしょに生きるって、な
に（こども哲学）

オスカー・ブルニフィエ 朝日出版社 2006年

21 c 世界の子どもたち ほるぷ出版

21 c
北欧に学ぶ小さなフェミ
ニストの本

サッサ・ブーレグレーン 岩崎書店 2018年

21 c
いろいろいろんな　かぞ
くのほん

メアリ・ホフマンぶん/ロス・ア
スクィスエ/すぎもと　えみ訳

少年写真新聞 2018年

21 c
いろいろな性、いろいろ
な生きかた　１．いろいろ
な性ってなんだろう？

監修：渡辺大輔 ポプラ社 ２０１６年

21 c
いろいろな性、いろいろ
な生きかた　２．ありのま
までいられる社会

監修：渡辺大輔 ポプラ社 ２０１６年



21 c
色々な性、いろいろな生
き方　　　　　　３．だれも
が楽しくすごせる学校

監修：渡辺大輔 ポプラ社 ２０１６年

21 c
いじめのある世界に生き
る君たちへ

中井久夫 中央公論新社 2017年

21 c

～かぞくみんなでぼうさい
マスターになろう～ハロー
キティのおしえて！防サイく
ん

東京都 東京都 2019年

21 c
どうなってるんだろう？　子
どもの法律　　　　～一人で
悩まないで！～

山下　敏雄・渡辺　雅之 高文研 2019年

21 c
いろいろいろんなかぞく
のほん

メアリ・ホフマン、ロス・アスクィ
ス

少年写真新聞社 2019年

21 c こどもジェンダー シオリーヌ(大貫詩織) ワニブックス 2021年

21 c
女の子だから、男のだか
らをなくす本

ユン・ウンジュ etc.books 2021年

21 d
600人の小学生からとど
いたたくさんのなぜ？地
球のなぜ？

草野和芳監修、友田好文、
ナムーラミチヨ絵

偕成社 1975年

21 d
車いすのマティアス
脳性まひの障害とたた
かう少年

トーマヌ＝ベリイマン写真/文
石井登志子訳

偕成社 2006年

21 d
じょうぶな頭とかしこい体
になるために

五味太郎VS子どもの疑問・悩
み・希望

ブロンズ新社 1989年

21 d
シンプルサイエンス⑤
光ってどんなもの

マリア・ゴードン作、マイク・
ゴードン絵、にしもとけいすけ
訳

ひかりのくに 1996年



21 d
性教育・愛情のハーモ
ニー２
お母さんの歌がきこえる

神津弘／監修、ジョスリン・ロベール
著、ジル・チボ絵、わたなべやす／訳 小峰書店 1993年

21 d

性教育・愛情のハーモ
ニー３
男の子、女の子って
何？

神津弘／監修、ジョスリン・ロベール
著、ジル・チボ絵、わたなべやす／訳 小峰書店 1993年

21 d
地球－その中をさぐろう
－

加古里子　文/絵 福音館書店 1996年

21 d 地球はえらい
案：城雄二、文：香原知志、
絵：松岡達英

福音館書店 1989年

21 d
どうしてあかちゃんはで
きるの？

リッレール・ムッレール作
北沢杏子／はまこ・ペーション訳

アーニ出版 1987年

21 d
ナルホドからだたんけん
こわい夢みちゃった、考
える脳

監修　丹羽直久、構成・文　七
尾純

国土社 1988年

21 d
ナルホドからだたんけん
８
ぼくの背中は世界地図

丹羽直久監修
七尾純構成・文

国土社 1979年

21 d びょうきのほん２ 山田真、柳生弦一郎 福音館書店 1989年

21 d びょうきのほん３ 山田真、柳生弦一郎 福音館書店 2000年

21 d
もっと知りたい！遺伝の
こと

国立研究開発法人
科学技術振興機構

1996年

21 d
わたし、耳がきこえない
の

トーマス・ベリィマン写真・文
石井登志子訳

偕成社 1994年



21 d 気持ちの本 森田ゆり 童話館出版 2003

21 e
アリス館・あそび絵本
どうぶつ・えかきうた

おばらおきの監修
せべまさゆき絵

アリス館 1983年

21 e
探し絵ツアー　地球大冒
険

エマ・ヘルブロー作
ナカイ　サヤカ訳

文渓堂 2009年

21 e さんすうくんがやってくる 五味太郎 Gakken 1991年

21 e
自然遺産の迷路
屋久島発世界一周旅行
へ

香川元太郎作・絵 PHP研究所 2006年

21 e
しりとりあそび
ちゃいろ

星川ひろ子・星川治雄 小学館 2008年

21 e
ディズニー・ゴールデン・コ
レクション
トイストーリー３

ディズニー・ピクサー うさぎ出版 2011年

21 e
てことば　手話の本
いろんな動きの手話　第
２集①

監修：井崎哲也
絵：冬のいちこ

あすなろ書房 1993年

21 e
てことば　手話の本
おしゃべりの手話　第２
集③

監修：井崎哲也
絵：冬のいちこ

あすなろ書房 1993年

21 e
手作りおもちゃ箱
②飛び出すピエロ

作／木村裕一 ぽるぷ出版 2015年

21 e なぞなぞの絵本
ベネット・サーフ文、ロイ・マッ
キー絵、いぬいゆみこ訳

岩波書店 2000年



21 e
人気キャラクターいっぱ
いのおりがみ

金杉登喜子著 ブティック社 2012年

21 e 人形劇で遊びましょう！
マイヤ・バリチ文、クリスティー
ナ・ロウヒ絵、稲垣美晴訳

猫の言葉社 1993年

21 e
ひよちゃんとさわってあ
そぼ！
ふわふわだあれ

いりやまさとし 学習研究社 2008年

21 e
町たんけん
はたらく人みつけた

秋山とも子作 福音館書店 1994年

21 e
みんな大好き！おみせ
やさん
おりがみでごっこあそび

いしかわまりこ 主婦の友社 1998年

21 e
妖怪天国　霊界　めいろ
ブック

ありかひとし 金の星社 2009年

21 e

はやねはやおきあさご
はんえほん①
にこにこげんきのおまじ
ない

やなせスタジオ
早寝早起き朝ごは
ん全国協議会

2017年

21 e

はやねはやおきあさご
はんえほん①
にこにこげんきのおまじ
ない

やなせスタジオ
早寝早起き朝ごは
ん全国協議会

2017年

21 e

はやねはやおきあさご
はんえほん①
にこにこげんきのおまじ
ない

やなせスタジオ
早寝早起き朝ごは
ん全国協議会

2017年

21 e

ふわふわだあれ？
ぴよちゃんとさわってあ
そぼ！ いりやまさとし 学研 2008年

21 e

ハリー・ポッターと賢者
の石　　　　　　大型しか
けえほん J.K.ローリング、ジル・ダニエルズ 静山社 2001年



21 f
Ｄｏｎ’ｔ　Ｆｏｒｇｅｔ　to
Write

Martina Selway Ideals Publishing 1992年

21 f Ginger Bread Baby Jan Brett G.P.Putnauls Sons 1999年

21 f
GUESS　HOW　MUCH　I
LOVE　YOU

Sam McBrathey
絵　Anita　Jeram

Candle Wick Press 1995年

21 f
Ｇｕｒｉ and Gura
The Giant Egg

Ｒｅｉｋｏ　Ｎａｋａｇａｗａ　作
Ｙｕｒｉｋｏ　Ｏｍｕｒａ　絵

福音館書店 1991年

21 f
INTO THE UNDER
WORLD

Walker Books 1999年

21 f
Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’
ｓ　Ｆａｖｅｒｉｔｅ　Ｓｔｏｒｉｅｓ

フローレンス・坂出　編
黒崎義介　絵

チャールズ・イー・
タトル出版

2004年

21 f La Vuelta al mundo Hutchingｓ 1980年

21 f
Pooh　Count　With
Tigger]

Goolden　Books ?

21 f
The Care & Keeping of
YOU

Peasunt Comupany1998年

21 f
The Golden Books
Treasury of ELVES and
FAIRIES

Garth Williams Golden Books ?

21 f
Tom Tit Tot & The
Three Silies
(邦訳付）

Joseph Jacobs
Labo　Teaching
Information　Center

1989年

21 f Small Pig Arnold Lobel Harper Trophy 不明



21 g うたこさんのにわしごと
ディック・ブルーナー文/絵
まつおかきょうこ訳

福音館書店 1991年

21 g
おかたづけしてね、ペネ
ロペ

アン・グッドマン文
ゲオルグ・ハレンスレーベン絵
ひがしかずこ訳

岩崎書店 2007年

21 g おなかグーグー きたむらさとし 評論社 1998年

21 g
おはなしのたからばこ1
グリム童話　カエルの王様
あるいは鉄のハインリヒ

文江國香織
絵宇野亜喜羅

フェリシモ出版 2008年

21 g
おはなしのたからばこ2
グリム童話　白雪姫

文岩瀬成子
荒井良二

フェリシモ出版 2008年

21 g
おはなしのたからばこ４
日本民話　ふしぎなたい
こ

文　新田新一郎
絵　田島征三

フェリシモ出版 2008年

21 g
おはなしのたからばこ５
日本民話　くわずにょう
ぼう

文二富由紀子
絵下谷二助

フェリシモ出版 2008年

21 g
おはなしのたからばこ6
おいしいおかゆ

文富安陽子、
絵尾崎幸

フェリシモ出版 2008年

21 g
おはなしのたからばこ7
ヒコーキざむらい

文今江祥智
絵長谷川義史

フェリシモ出版 2008年

21 g
おはなしのたからばこ8
上方落語　ふたりでひと
り

桂文我文、石井聖岳絵 フェリシモ出版 2008年

21 g
おはなしのたからばこ9
イギリス民謡　カメのえ
んそく

新訳　としひこ
絵後藤　美月

フェリシモ出版 2008年



21 g
おはなしのたからばこ１0
アンデルセン童話
すずの兵隊

石津ちひろ文、宇野亜喜良絵 フェリシモ出版 2008年

21 g
おはなしのたからばこ12
グリム童話みっけちゃん

つつみ　あれい文・絵 フェリシモ出版 2008年

21 g
おはなしのたからばこ22
日本民話　えすがた女
房

文二富由紀子
絵石井聖岳

フェリシモ出版 2008年

21 g
きかんしゃトーマスとな
かまたち１
トーマスとねずみ

ポプラ社 2003年

21 g
きかんしゃトーマスとな
かまたち１
トーマスとねずみ

ポプラ社 2003年

21 g

きかんしゃトーマスとな
かまたち２
トーマスとジェットエンジ
ン

ポプラ社 2003年

21 g
きかんしゃトーマスとな
かまたち３
ハーヴィーのはつしごと

ポプラ社 2003年

21 g
きかんしゃトーマスとな
かまたち４
ソルティーのひみつ

ポプラ社 2003年

21 g
きかんしゃトーマスとな
かまたち５
トーマスとエリザベス

ポプラ社 2003年

21 g こいぬのくんくん
ディック・ブルーナー文/絵
まつおかきょうこ訳

福音館書店 1972年

21 g
てをつなごうね、ペネロ
ペ

アン・グッドマン文
ゲオルグ・ハレンスレーベン絵
ひがしかずこ訳

岩崎書店 2008年



21 g ミッフィーのおうち
ディック・ブルーナー文/絵
まつおかきょうこ訳

福音館書店 2004年

21 g
ミッフィーのおばあちゃ
ん

ディック・ブルーナー文/絵
まつおかきょうこ訳

福音館書店 2005年

21 g

ミニ版ものがたりさがし
絵本
さがしてあそぼう秋もの
がたり

ロートラウト・スザンネ・ベルナ
―作

ひくまの出版 2007年

21 g

ミニ版ものがたりさがし
絵本
さがしてあそぼう夏もの
がたり

ロートラウト・スザンネ・ベルナ
―作

ひくまの出版 2007年

21 g

ミニ版ものがたりさがし
絵本
さがしてあそぼう冬もの
がたり

ロートラウト・スザンネ・ベルナ
―作

ひくまの出版 2007年

21 g ラットくんのなやみごと 五味太郎 ブロンズ新社 2005年

21 g りんごぼうや
ディック・ブルーナー文/絵
まつおかきょうこ訳

福音館書店 2012年


