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（原本署名・著者）2021年12月

このリストでは、本を探しやすいように大きく五つに分類しています。　学年にこだわらずいろいろ読んで
いただきたいと思います。
　　幼児から　ｐ.２～
　　小学初級から　ｐ.７～
　　小学中級から　ｐ.２２～
　　小学上級から　ｐ.３９～
　　中高生から　ｐ.５５～
特に「中高生から」の中には、大人の方にもお薦めしたいものがたくさんあります。　最近は児童書として
出版された本が大人の間で人気になったり、図書館や書店でヤングアダルトコーナーが設けられたりして
います。　学年の枠や年齢の垣根を越えて心に残る本との出会いに、この目録をお役立てください。
どんな本を選んだらよいか分からない方には、興味を持っている分野などをお教えくだされば、それにお応え
できるような本を選んでお送りすることもできます。
盲学校や統合教育を行っている学校に団体貸出もしています。　お問い合わせください。

　　貸し出しのきまり
　借りられる人　――　点字を読める人ならだれでも
　貸し出し冊数　――　一人１回１タイトル（短い物は２，３タイトル）
　貸し出し期間　――　１ヶ月
　貸し出し方法　――　郵送（無料）

貸し出しの手続き 電話、または手紙、メールで「住所」「氏名」「電話番号」と、借りたい本の名
前をお知らせ下さい。電話の受付は、土曜、日曜、祝日を除く、毎日午前10時から午後4時までです。

点字本の発送は、毎週、月曜日と木曜日です。また、点字本についての問い合わせにつきましては、毎
週月曜日の午前10時から午後2時までです。
ご希望の本が貸し出し中の事もありますので、申し込まれる時は本の名前を数冊お知らせ下さい。その
中からお送りいたします。
２回目からは、本を返す時に、ご希望の書名を書いたメモを入れて下されば、すぐにお送り出来ます。
メモや手紙は点字で結構です。また、どの本を選んだら良いか分からない時は、こちらで適当な本を選ん
でお送りする事も出来ますので、お申し出下さい。出来れば、ご本人が興味を持っておられる事や、本の
好みをお知らせ下されば、たいへん参考になります。

　　本の返却
こちらからお送りした郵送用の箱に、次に借りたい本の書名などを書いたメモと一緒に入れて返送して
下さい。この時、箱のふたに入っている「宛名カ－ド」を裏返して、「点字子ども図書室行き」にするの
をお忘れにならないようにお願いいたします。

大阪ＹＷＣＡ点字子ども図書室
吹田市古江台３－９－３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 TEL０６－６８７２－０５２７
FAX０６－６８７２－０５０３

Email　tenjikodomo@osaka.ywca.or.jp



《幼児から》
原本書名 著者

あおい玉あかい玉しろい玉 稲田　和子
青いてぶくろのプレゼント ロイ　悦子
あおい目のこねこ エゴン・マチーセン
あしたもあそぼうね あまん　きみこ
あしたも　ともだち 内田　麟太郎
あふりかのたいこ 瀬田　貞二
あほう村の九助 大川　悦生
あまがさ やしま　たろう
あめのひのトランペット 安房　直子
あやちゃんのうまれたひ 浜田　桂子
ありこのおつかい いしい　ももこ
あるひ　あひるが　あるいていると 二宮　由紀子
アンガスとあひる マージョリー・フラック
アンガスとねこ マージョリー・フラック
アンディとらいおん ジェームス・ドーハーティ
いいことをしたぞう 寺村　輝夫
いたずらラッコとおなべのほし 神沢　利子
いやだ　いやだ せな　けいこ
うえきやのくまさん フィービとジョーン・ウォージントン
ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン
うさぎさんてつだってほしいの シャーロット・ゾロトウ
うさぎのセーター 茂市　久美子
うさこちゃんとうみ ディック・ブルーナ
うさこちゃんとどうぶつえん ディック・ブルーナ
うさこちゃんとゆうえんち ディック・ブルーナ
うさこちゃんのおうち ディック・ブルーナ
うさこちゃんのさがしもの ディック・ブルーナ
うさこちゃんのたんじょうび ディック・ブルーナ
うさこちゃんのてんと ディック・ブルーナ
うさこちゃんのにゅういん ディック・ブルーナ
うさこちゃんひこうきにのる ディック・ブルーナ
うばのかわ 長谷川　摂子
海からきた力もち 神宮　輝夫
うみべのハリー ジーン・ジオン
うんちしたのはだれよ！ ヴェルナー・ホルツヴァルト
絵本わらしべ長者 瀬田　貞二
王さまと九人のきょうだい 君島　久子　訳
おおきなおおきなおいも 赤羽　末吉
おかあさんだいすき マージョリー・フラック
おさらをあらわなかったおじさん フィリス・クラジラフスキー
おさるになるひ いとう ひろし
おじいちゃんの　ごくらく　ごくらく 西本　鶏介
おしゃべり　くれよん パトリシア・ハバード
オズの魔法つかい 平田昭吾
お月さまのたまご こもり　かおり
おでかけのまえに 筒井　頼子
おてらのつねこさん やぎゅう　げんいちろう
おとうふ百ちょう　あぶらげ百まい 三田村　信行
おにたのぼうし あまん　きみこ
おばけリンゴ ヤーノシュ
おひさまがしずむ よるがくる ローラ・ルーク
おひさまをほしがったハヌマン Ａ．ラマチャンドラン
おひめさまのたんじょうび アニタ・ローベル
おやすみなさい　おつきさま マーガレット・ワイズ・ブラウン
おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン
おりこうなアニカ エルザ・ベスコフ
かいくんのおさんぽ 中川　ひろたか
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原本書名 著者
かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック
かえってきたおとうさん Ｅ．Ｈ．ミナリック
かたあしだちょうのエルフ おのき　がく
カプラのもり 谷　真介
かめさんのさんぽ 中谷　千代子
かもさんおとおり ロバート・マックロスキー
からすたろう 八島　太郎
ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム
きこりとおおかみ 山口　智子 再話
きつねのおきゃくさま あまん　きみこ
きつねのはぶらし 長崎　源之助
きつねのよめいり 松谷　みよ子
きょうはおやすみだよ フランツ・ブランデンバーグ
きょうりゅう一ぴきください 竹下　文子
巨人と少年(スコットランド民話） フィオナ・ムーディ
くいしんぼうのはなこさん いしい　ももこ
くったのんだわらった 内田　莉莎子 再話
くまさん くまさん 中川　李枝子
くまさんのあたらしいカーテン 末崎　茂樹
くまたくんのおるすばん 渡辺　茂男
くまのビーディーくん ドン・フリーマン
くものすおやぶん　とりものちょう 秋山　あゆ子
クリスマスってなあに ディック＝ブルーナ
クリスマスのものがたり フェリクス・ホフマン
ぐりとぐら 中川　李枝子
ぐりとぐらとすみれちゃん 中川　李枝子
ぐりとぐらのえんそく 中川　李枝子
ぐりとぐらのおきゃくさま 中川　李枝子
ぐりとぐらのかいすいよく 中川　李枝子
くわずにょうぼう 稲田　和子 再話
くんちゃんとにじ ドロシー・マリノ
くんちゃんとふゆのパーティー ドロシー・マリノ
くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ
くんちゃんのはたけしごと ドロシー・マリノ
くんちゃんのもりのキャンプ ドロシー・マリノ
くんちゃんはおおいそがし ドロシー・マリノ
ケイゾウさんは四月がきらいです。 市川　宣子
けいちゃんのくすりゆび あきやま　ただし
げんきなマドレーヌ エドウィッヒ・ベーメルマンス
げんきをだしてウィリアム ヒッテ・スペー
ケンケンとびのけんちゃん 角野　栄子
こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール
子犬のロクがやってきた 中川　李枝子
子うさぎましろのお話 佐々木　たづ
洪水のあとで─ノアたちのその後─ アーサー・ガイサート
コートニー ジョン・バーニンガム
こがねのあしのひよこ 秋野　靱子　再話
ごきげんならいおん ルイーズ・ファティオ
こぐまのたろ 北村　えり
こすずめのぼうけん エース・エインワイス
こっちをむいてよ、ピート！ マーカス・フィスター
子どもがはじめてであう絵本第１集 ディック・ブルーナ
子どもがはじめてであう絵本第２集 ディック・ブルーナ
子どもがはじめてであう絵本第３集 ディック・ブルーナ
子どもがはじめてであう絵本第４集 ディック・ブルーナ
子どもがはじめてであう絵本第５集 ディック・ブルーナ
子どもがはじめてであう絵本第７集 ディック・ブルーナ
ことりとねこのものがたり なかえ よしを
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原本書名 著者
こねこのぴっち ハンス・フィッシャー
こびとのおくりもの 上沢　謙二
こぶじいさま 松井　直 再話
こぶとり まつたに　みよこ
ころころパンケーキ アルビヨンセン＆モー共著
こんにちは トラクター・マクスくん ビネッテ・シュレーダー
ざりがにのおうさま　まっかちん 大友　康夫
３びきのくま トルストイ
三びきのこぶた 瀬田　貞二　訳
三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン
しあわせいっぱい荘にやってきたワニ アーシュラ・ウィリアムズ
しずかに！　ここはどうぶつのとしょかんです ドン・フリーマン
シナの五にんきょうだい クール・Ｈ・ビショップ
しまふくろうのみずうみ 手島　圭三郎
しゃものピョートル 大道　あや
１１ぴきのねことあほうどり 馬場　のぼる
１２のつきのおくりもの 内田　莉莎子 再話
シュゼットとニコラ（おにわで） 市川　里美
シュゼットとニコラ２（おつかいに） 市川　里美
シュゼットとニコラ３（きせつはめぐる） マンジャン
シュゼットとニコラ６（あめふりつづき） 市川　里美
しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺　茂男
ジョニーのかたやきパン ルース・ソーヤー
しりたがりやのふくろうぼうや マイク・サラー
ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ
しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムズ
スイミー レオ ・ レオニ
スージーをさがして バーナディン・クック
スーホの白い馬 大塚　勇三 再話
スカンクプイプイ 舟崎　克彦、舟崎　靖子
スプーンおばさんのクリスマス アルフ・プリョイセン
せかいでいちばんおりこうないぬ アニタ・ジェラーム
せかいにパーレただひとり イェンス・シースゴール
せきたんやのくまさん フィービーとセルビ・ウォージントン
ぞうのババールこどものころのおはなし ジャン・ド・ブリュノフ
ぞうのホートンたまごをかえす ドクター・スース
ぞうのホートンひとだすけ ドクター・スース
ソラマメばあさんをおいかけろ たかどの　ほうこ
そりになったブナの木 神沢　利子
そんなときなんていう？ Ｓ．ジョスリン
だいくとおにろく 松居　直　再話
だいじょうぶ　だいじょうぶ いとう　ひろし
だいふくもち 田島　征三
たねのりょこう アーマ・Ｅ・ウェバー
たべられるしょくぶつ 森谷　憲
だるまちゃんとかみなりちゃん 加古　里子
だるまちゃんとだいこくちゃん 加古　里子
たろうのおでかけ 村山　桂子
たろとなーちゃん きたむら　えり
たんじょうび ハンス・フィッシャー
ちいさいおうち バージニア・リー・バートン
ちいさいじどうしゃ ロイス・レンスキー
ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキー
ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ
小さなソロ　かあさんをさがして ポール・ジェラティ
小さな乗合い馬車 グレアム・グリーン
ちいさなふるいじどうしゃ マリー・ホール・エッツ
チャールズのおはなし ルース・エインズワース
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原本書名 著者
ちょうになったぞう 佐々木　マキ
ちょっとまってママ ばん　ひろこ
月のひかりをあびて・・・ リズ・ローゼンバーグ
つきよのばんのさよなら 中川　正文
ティッチ パット・ハッチンス
てびょうしこねこ 牧島　敏乃
てぶくろ（ ウクライナ民話） うちだ　りさこ　訳
てぶくろが　いっぱい フローレンス・スロボドキン
てぶくろくろすけ 川崎　洋
でんしゃが　くるよ！ シャーロット・ヴォーク
てんとうむしおばさん そや　きよし
とうだいのひまわり にいざか　かずお
どくろじるしのかいぞくドルク 斉藤　洋
となりの花さかじじい 馬場　のぼる
ともだちや 内田　麟太郎
とらたとまるた 中川　李枝子
とらっくとらっくとらっく 渡辺　茂男
とらねこのしましまパンツ 高木　さんご
どろにんぎょう 内田　莉莎子
どろぼう　がっこう 加古　里子
どろんこハリー ジーン・ジオン
なきたろう 松野　正子
なぞなぞえほん １のまき 中川　李枝子
なんにも　しない　いちにち 仁科　幸子
にいさんといもうと シャーロット・ゾロトフ
二ほんのかきのき 熊谷　元一
ねこのごんごん 大道　あや
ねずみのおいしゃさま 中川　正文
ノアの箱舟 アーサー・ガイサート
のろまなローラー 小出　正吾
はじめてのおつかい 筒井　頼子
はじめてのキャンプ 林　明子
はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン
八郎 斎藤　隆介
はなはなはらのしっぽちゃん ふくだ　はるみ
はなをくんくん ルース・クラウス
ババールといたずらアルチュール ロランド・ブリュノフ
ババールとりのしまへ ロラン・ド・ブリュノフ
ババールのはくらんかい ロラン・ド・ブリュノフ
ババールのひっこし ロラン・ド・ブリュノフ
パパとおはなし まど・みちお
はははのはなし 加古　里子
はろるどのふしぎなぼうけん クロケット・ジョンソン
パンやのくまさん フィービとセルビ・ウォージントン
ピーターとおおかみ プロコフィエフ
ピーターのいす Ｅ．ジャック・キーツ
ピーターのめがね エズラ・ジャック・キーツ
ピーターラビットのわらべうた絵本 ビアトリクス・ポター
ぴかくんめをまわす 松居　直
ひとまねこざるときいろいぼうし・２ エッチ・エイ・レイ
ひとまねこざるびょういんへいく・４ マーガレット・レイ
ピピンちゃんとポッドくん ミッチェル・カートリッジ
ひよこのかずはかぞえるな イングリとエドガー・パーリン・ドーレア
びんぼうこびと 内田　莉莎子 再話
ぶかぶかティッチ パット・ハッチンス
ふしぎなたいこ 石井　桃子
ふしぎなバイオリン クェンティン・ブレイク
ぶたのたね 佐々木　マキ
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原本書名 著者
ふたりのサンタおじいさん あまん　きみこ
ふとんやまトンネル 那須　正幹
ふわふわくんとアルフレッド ドロシー・マリノ
ぺにろいやるのおにたいじ ジョーダン
ぺろぺろん 筒井　敬介
ボートがしずんだの、だれのせい？ パメラ・アレン
ぼくのにんじん ルース・クラウス
ぼくんちどうぶつえん 正道　かほる
ぽとんぽとんはなんのおと 神沢　利子
ぽんぽん山の月 あまん　きみこ
まいごのアンガス マージョリー・ブラック
またもりへ マリー・ホール・エッツ
マッチうりの少女 Ｈ．Ｃ．アンデルセン
まどそうじやのぞうのウンフ アン・ホープ
マドレーヌといたずらっこ ルドヴィッヒ・ベーメルマン
マドレーヌといぬ ルドウィッヒ・ベーメルマンス
まゆとりゅう（やまんばのむすめ　まゆのおはなし） 富安　陽子
まりーちゃんとひつじ フランソワーズ
みんなでよいしょ あまん　きみこ
みんなのぶなのき 北村　恵理
名馬キャリコ バージニア・リー・バートン
もしもしおかあさん 久保　喬
モチモチの木 斎藤　隆介
もりのおいしゃさん 村山　桂子
もりのなか マリー・ホール・エッツ
やまたのおろち　（日本の神話　第3巻） 舟崎　克彦
やまのきかんしゃ 松居　直
ゆうびんやのくまさん フィービとセルビ・ウォージントン
雪の上のなぞのあしあと あべ　弘士
ゆきむすめ 内田　莉莎子
よあけ ユリー・シュルヴィッツ
ライオンのよいいちにち あべ　弘士
ライギョのきゅうしょく 阿部　夏丸
りんごのき エドアルド・ペチシカ
ロージーとちびっこかめさん マーガレット・ワイルド
ろけっとこざる・３ エッチ・エイ・レイ
ロッタちゃんとクリスマスツリー アストリッド・リンドグレーン
わたしが母さんなら シャーロット・ゾロトウ
わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ
わたしのワンピース 西巻　茅子
ワニのライルおかあさんをみつける バーナード・ウェーバー
ワニのライル、動物園をにげだす バーナード・ウェーバー
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《小学初級から》
原本書名 著者

アーサーのクリスマス・プレゼント リリアン・ホーバン
あいうえおうさま 寺村　輝夫
アイスクリームがふってきた 渡辺　茂男
青い機関車エドワード ウィルバート・オードリー
赤い機関車ジェームズ ウィルバート・オードリー
あかいはながさいたよ あまん　きみこ
あかいふうせん 岸田　えり子
赤いぼうし 野崎　昭弘
赤いろうそくと人魚 小川　未明
赤神と黒神 松谷　みよ子
赤ずきん グリム
あかちゃんが生まれました 長崎　源之助
あかりの花 肖甘牛 採話
アゲハの一生 小林　実
あさえとちいさいいもうと 筒井　頼子
あたまをつかった小さなおばあさん Ｈ．ニューウェル
あたらしいぼく シャーロット・ゾロトウ
あとでまたものがたり ドナルド・ビセット
あのこにあえた もりやま　みやこ
あのひの音だよおばあちゃん 佐野　洋子
あひるの手紙 朽木　祥
あひるのバーバちゃん（童話版） 神沢　利子
アブドルのぼうけん　アフガニスタンの少年のものがたり 金田　卓也
あぶない　あぶない 山下　明生
アフリカの音 沢田　としき
あまいみずからいみず 加古　里子
あめの日のどん 岡野　薫子
あめふり さとう　わきこ
あゆみとひみつのおともだち いぬい　とみこ
あらしのよるに１ 木村　裕一
ありがとうの道 小原　麻由美
ありがとうをわすれると 山下　明生
アレハンドロの大旅行 きたむら　えり
アントンせんせい 西村　敏雄
アンナとかわいいおとうと マンフレート・マイ
いいことがありました もりやま　みやこ
いいよなんていうもんか 藤田　のぼる
家出の日 キース・グレイ
いえでぼうや 灰谷　健次郎
イシダイしまごろう 菅能　琇一
石のねずみ　ストーン・マウス ジェニー・ニモ
いじわるブッチー バーバラ・ボットナー
いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・リー・バートン
いたずらスキッパーはぼくの犬 ダイナマ・キャロリン
いたずらブリンキー ドロシー・ウォール
いたずらラッコのロッコ 神沢　利子
いちごばたけのちいさなおばあさん わたり　むつこ
１ねん１くみ１ばんこわ～い 後藤　竜二
１ねん１くみ１ばんびじん 後藤　竜二
１ねん１くみ１ばんワル 後藤　竜二
１年生のおまじない 日本児童文学者協会
一年ぼうずもらくじゃない クリスティーネ＝ネストリンガー
いっかいばなしいっかいだけ あまん　きみこ
いやいやえん 中川　李枝子
いやはや メアリー=ルイーズ・ゲイ
いわたくんちのおばあちゃん 天野　夏美
うさぎどんきつねどん２ チャンドラ・ハリス
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歌の絵本 芥川　也寸志
うちがいっけんあったとさ ルース・クラウス
宇宙のうた まど　みちお
ウッレと冬の森 エルサ・ベスコフ
ウポポ　ウポポポ　ポタージュスープ 越智　のりこ
海のおばけ オーリー マリー・ホール・エッツ
うみのしろうま 山下　明生
うみのとしょかん 葦原　かも
海べのあさ ロバート・マックロスキー
うりこひめとあまんじゃく 木下　順二
映画 忍たま乱太郎 尼子　騒兵衛
えっちゃんの森 あまん　きみこ
エリザベスとラリー マリリン・サドラー
エリちゃんでておいで あまん　きみこ
えりなの青い空 あさの　あつこ
エルマーと１６ぴきのりゅう Ｒ．Ｓ．ガネット
エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット
エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット
エルミンカと赤いブーツ マージュリー・クラーク
えんぴつびな 長崎　源之助
おいでカーリー 井上　こみち
おいもをどうぞ いもと　ようこ
おうさまババール ジャン・ド・ブリュノフ
オオカミチビ太のわるい子ノート イアン＝ホワイブラウ
おおかみと七ひきのこやぎ 瀬田　貞二　訳
大きい一年生と小さな二年生 古田　足日
おおきくなりすぎたくま リンド・ワード
おおきなかぶ 内田　莉莎子　再話
大きな機関車ゴードン ウイルバード・オードリー
大きな機関車たち ウィルバート・オードリー
大きなモミの木 庄野　英二
大阪ことばあそびうた 島田　陽子
大だこマストンとかいぞくせんのたから 西川　おさむ
大どろぼうはおかしなサンドイッチやさん 山脇　恭
おーばあちゃんはきらきら たかどの　ほうこ
オーラのたび ドーレア夫妻（イングリとエドガー）
おかあさんがいっぱい 東　君平
おかあさんといっしょ （歌のえほん）
おかあさんは魔女 アンナ・エリザベス・ベネット
オギーのゆかいな友だち アン・ローレンス
沖釣り漁師のバート・ダウじいさん ロバート・マックロスキー
おきゃく、おことわり？ ボニー・ベッカー
おこだでませんように くすのき　しげのり
おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ
おさるのまいにち いとう　ひろし
おさんぽ ぽいぽい 角野　栄子
おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン
おじいちゃんとおばあちゃん Ｅ．Ｈ．ミナリック
おじいちゃんの桜の木 アンジェラ・ナネッティ
おじいちゃんのところ ヘレン・Ｖ・グリフィス
おじいちゃんへのプレゼント ニコラ・ムーン
おしいれのぼうけん 古田　足日・田畑　精
おじさんのかさ 佐野　洋子
おしゃべりなカーテン 安房　直子
おしゃべりゆわかし 佐藤　さとる
おすのつぼにすんでいたおばあさん ルーマ・ゴッデン
おすわりくまちゃん シャーリー・パレントー
おそうじをおぼえたがらないりすのゲルランゲ Ｊ．ロッシュ＝マゾン
おそばのくきはなぜあかい 石井　桃子
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おだんごスープ 角野　栄子
おだんごぱん 瀬田　貞二　訳
おつきさまのやくそく いとう　ひろし
おっきょちゃんとかっぱ 長谷川　摂子
おてつだいねこのクリスマス 竹下　文子
おとうさんねこのおくりもの メアリー・チャルマーズ
おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ
おとうさんはしょうぼうし 平田　昌広
おとうとねずみチロのはなし 森山　京
おならゴリラ もりや　しげやす
おに 今江　祥智
おにいちゃんって　たいへん！ エドワード・マーシャル
おにいちゃんはうちゅうじん？ さとう　まきこ
おにごっこだいすき 今江　祥智
おにのあかべえ 寺村　輝夫
オニの子・ブン 山中　恒
オニのすみかでおおあばれ！ 藤　真知子
おに火の村のねずみたち 渡辺　茂男
おにもつはいけん 吉田　道子
おによりつよいおよめさん 井上　よう子
おばあさんのひこうき 佐藤　さとる
おばあさんのメリークリスマス もりやま　みやこ
おばあちゃんがいるから イルズ＝マーグレット・ホーゲリ
おばあちゃんとバスにのって マット・デ・ラ・ペーニャ
おばあちゃんとひみつのともだち ほりうち　しのぶ
おばあちゃんのおせち 野村　たかあき
おばあちゃんのすてきなおくりもの カーラ・スティーブンズ
オバケちゃんアカオニにあう 松谷　みよ子
オバケちゃんといそがしおばさん 松谷　みよ子
オバケちゃんとおこりんぼママ 松谷　みよ子
オバケちゃんとむわむわむう 松谷　みよ子
おばけのクリリン こさか　まさみ
オバケの長七郎 ななもり　さちこ
おばけのトッカビ（朝鮮の民話） 松谷　みよ子・瀬川　拓男
おばけの森ハイキング 山末　やすえ
おばけはケーキをたべない ルック・ポーケ
おばけやしきへ　ようこそ！ キッキ・ストリード
おばさんヤギのだいかつやく ジョン・ヨーマン
おはなしきょうしつ さいとう　しのぶ
おはなしをいっぱい ヴィタリー・ビアンキ
おひさまかんそうき 瀬尾　七重
おひさまはらっぱ 中川　李枝子
おひさまやのたんぽぽスプレー 茂市　久美子
おふろだいすき 松岡　享子
おべんとうをたべたのはだあれ 神沢　利子
おむかえパパ ナディーナ・ブランコム
おめでとうのおはなし 山下　明生、角野　栄子、斉藤　洋
おもしろとうさん さとう　わきこ
おもちゃ屋のクィロー ジェームズ・サーバー
おやすみなさいフランシス ラッセル・ホーバン
怪獣バルキテリウム 尾崎　博 監修・たかしよいち 文
かいぞくのおたから 三田村　信行
海賊の大パーティ マーガレット・マヘイ
かいぞくぶろ 越水　利江子
海竜・翼竜 尾崎　博 監修・たかしよいち 文
かえってきたネッシーのおむこさん 角野　栄子
かえるのエルタ 中川　李枝子
かえるのそらとぶけんきゅうじょ 今村　正樹
かえるをのんだ　ととさん 日野　十成
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かきねのむこうはアフリカ バルト・ムイヤールト
かぎのない箱 ジェイムズ・Ｃ・ボウマン、マージェリィ・ビ
かげをみつけたカンガルーぼうや アニタ・ヒューエット
かさもっておむかえ 征矢　清
かしこいポリーとまぬけなおおかみ キャサリン・ストー
化石魚シーラカンス 尾崎　博 監修・たかしよいち 文
かぜにふかれて 今江　祥智
かぜはどこへいくの シャーロット・ゾロトウ
がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン
がっこうのうた ねじめ　正一
がっこうのおばけずかん 斉藤洋
カドヤ食堂のなぞなぞ 富安　陽子
かにむかし 木下　順二
かばくん 岸田　衿子
カブッチのオトコってヤだ！ 犬丸　りん
かみなりごろうた 小野　かおる
かみなりのちびた 松野　正子
ガムをたべたかばのはなし 松野　正子
カモメがくれた三かくの海 山下　明生
カラスとよる ニコール・ヴェルヘル・デ・ディオス
からすのパンやさん 加古　里子
ガラスめだまときんのつののヤギ─白ロシア民話
カラッポのはなし 佐藤　さとる
カリガリスおばあさんのほうそうきょく しむら　なお
かるいかるい王女 ジョージ・マクドナルド
カレーせんにんをさがせ 山本　省三
かわ 加古　里子
かわいそうなぞう 土屋　由岐雄
かわせみのマルタン リダ・フォシェ
カンガルーおばさんのおかいもの 岩佐　めぐみ
かんたんせんせいとペンギン 斉藤　洋
がんばりやの機関車 ウィルバート・オードリー
がんばれ機関車トーマス ウィルバート・オードリー
がんばれ コーサク！ 渡辺　茂男
がんばれって　いわないで 藤田　千津
木いちごの王さま サカリアス・トペリウス
きいろいタクシー 渡辺　茂男
きいろいばけつ もりやま　みやこ
きえた機関車 ウィルバート・オードリー
きかんしゃ１４１４ フリードリヒ・フェルト
機関車オリバー ウィルバート・オードリー
機関車トーマス ウイルバート・オードリー
機関車トーマスのしっぱい ウィルバート・オードリー
機関車トビーのかつやく ウィルバート・オードリー
機関車のぼうけん ウィルバート・オードリー
きかんしゃやえもん 阿川　弘之
ききみみずきん 木下　順二
きたきつねのゆめ 手島　圭三郎
きっとみずのそば 石津　ちひろ
キツネとブドウ 坪田　穣治　他
きつねのテスト 小沢　正
キツネのまいもん屋 富安　陽子
きつねみちは天のみち あまん　きみこ
きつねものがたり 椋　鳩十
きつねものがたり ヨセフ・ラダ
きのこ山はおばけやしき 山本　和子
きみの行く道 ドクター・スース
キャベツくん 長　新太
きゅうきゅうびょういんききいっぱつ かこ　さとし
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ぎょうざつくったの きむら よしお
きょうは　さいこう！ ワジーラ・メアフェルト
きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西　達也
恐竜 尾崎　博 監修・たかしよいち 文
巨人グミヤーと太陽と月　中国のむかしばなし 君島　久子
キロコちゃんとみどりのくつ たかどの　ほうこ
きんいろきつねのきんたちゃん 加古　里子
きんいろのあめ 立原　えりか
ぎんいろのクリスマスツリー パット・ハッチンス
ぎんぎつねはまほうつかい 王 敏
金のニワトリ エレーン・ポガニー
くさはらのこびと エルンスト・クライドルフ
クシャラひめ やなせ　たかし
くすっとわらったキツネ 徳田　純宏
くちぶえをふくねこ さとう　さとる
くつなおしの店 アリスン・アトリー
クマがくれたしあわせ イルマ・ラウリッセン
くまくまパン 西村　敏雄
くまくんはびょうきです 松田　範祐
くまたくんちのじどうしゃ 渡辺　茂男
くまたくんとおじいちゃん 渡辺　茂男
くまたくんのたんじょうび 渡辺　茂男
くまちゃんのおやつ つちだ　よしはる
くまのおいしゃさん 金森　三千雄
くまの子ウーフ 神沢　利子
くまのローラ トルード・デ・ヨング
クムのおきゃくさん うの　かずこ
くもだんなとかえる 松谷　みよ子
グラタンおばさんとまほうのアヒル 安房　直子
クリーニング屋のお月さま 坂東　真砂子
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
クリスマス　プレゼントン スズキ　コージ
クリスマスソングブック コジマ　ナオミ
クリスマスのこねこ クレア・ターレイ・ニューベリー
クリスマスのほし マーカス・フィスター
くるまはいくつ 渡辺　茂男
クルリンたちのゆかいなくらし コンスエロ・アルミホ
ぐるんぱのようちえん 西内　みなみ
くんちゃんのだいりょこう ドロシー・マリノ
ゲーターガールズ　ふたりはなかよし ジョアンナ・コール／ステファニー・カルメ
けしつぶクッキーとアンドルーシク マージェリー・クラーク
ケチルさんのぼうけん 高楼　方子
けちんぼ おおかみ 神沢　利子
けっこんをしたがらないリスのゲルランゲ ロッシュ・マゾン
ケニーのまど モーリス・センダック
けんかしちゃだめ！ かんじゃだめ！ エルサ・Ｈ・ミナリック
けんかのきもち 柴田　愛子
元気なポケット人形 ルーマー・ゴツデン
けんたうさぎ 中川　李枝子
こいぬ、こいぬ、わたしのこいぬ キャサリン＆ローレンス・アンホルト
こうさぎけんたとホットケーキ 松野　正子
こうさぎジャノがさらわれた クロード・ブージョン
こうさぎのあいうえお 森山　京
こうさぎのジャムつくり 森山　京
こうさぎのぼうけん ヴィル＆カーラ・ハンセン
皇帝にもらった花のたね デミ
ごきげんいかが　がちょうおくさん ミリアム・クラーク・ポター
ごきげんなすてご 伊東　寛
こぎつねキッペのはるうた 今村　葦子

11/66



こぎつねコンチ 中川　李枝子
子ぎつねコンチとおかあさん 中川　李枝子
こぎつねコンとこだぬきポン 松野　正子
こぎつねルーファスとシンデレラ アリソン・アトリー
こぎつねルーファスのぼうけん アリソン・アトリー
こぐまのくまくん Ｅ．Ｈ．ミナリック
子ザルのおくりもの ミラ=ローベ
五助じいさんのきつね 馬場　のぼる
ごちそう砦 宮崎　学
コッコさんのかかし 片山　健
ことばあそびうた 谷川　俊太郎
ことばあそびうたまた 谷川　俊太郎
ことばのうた まど　みちお
こどものころにみた空は 工藤　直子
ことりのように （歌のえほん）
こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン
こねこムーの童話集　こねこムーのおくりもの 江崎　雪子
こびっちょさんのやま いとう　せつこ
ごぶじろう 稲田　和子　再話
こぶたのピクルス 小風　さち
こぶたのロビンソンのおはなし ビアトリス・ポター
こやぶ医院は、なんでも科 柏葉　幸子
これこれおひさま 小野寺　悦子
ごろはちだいみょうじん 中川　正文
こわがりうさぎのホッピーくん エリザベス・ショー
コンサートにいらっしゃい アルベルト・ベネヴェリ
こんとあき 林　明子
こんどまたものがたり ドナルド・ビゼット
さいごのまほう 中島　和子
さいごのワシ 椋　鳩十
西遊記 唐　亜明
さかなつり 伊藤　秀男
魚をよぶ森 斎藤　きみ子
さくらさひめの大しごと 古田　足日
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
ざぼんじいさんのかきのき すとう　あさえ
さむがり王さまおばけの子 寺村　輝夫
サム・ピッグだいかつやく アリソン・アトリー
さよならさるのサランくん 中川　正文
サラダとまほうのおみせ カズコ・G・ストーン
サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー
さるのよめ 大江　ちさと
さんしん王ものがたり レオナード・ケスラー
３だいの機関車 ウィルバート・オードリー
三人むすこ わたなべ　しげお
３びきのかわいいオオカミ ユージン・トリビザス
さんぽひものはつこい 二宮　由紀子
しあわせアパート 仁科　幸子
しあわせになったけちんぼばあさん まちだ　きくこ
しあわせのテントウムシ アルフ・プリョイセン
ジェインのもうふ アーサー・ミラー
ジオジオのたんじょうび 岸田　衿子
じごくのそうべえ 田島　征彦
したきりすずめ 石井　桃子 再話
しっぱいのれんしゅう 宮川　ひろ
しっぽをなくしたねずみさん 村山　籌子
じてんしゃにのるひとまねこざる エッチ・エイ・レイ
じどうしゃ、じどうしゃ、じどうしゃ 渡辺　茂男
しゃぼんだまにのって 松野　正子
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ジャムおじゃま マーガレット・マーヒー
ジャムつきパンとフランシス ラッセル・ホーバン
ジャムねこさん 松谷　みよ子
しゅくだいさかあがり 福田　岩緒
しゅっぱつしんこう 渡辺　茂男
しょうぼうしょは大いそがし ハネス・ヒュットナー
植物のうた まど　みちお
ジョシイ・スミスのおはなし マグダレン・ナブ
ジョンのふしぎなたび 葉　祥明
しりとりのくに 深見　春夫
しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子
しろいおくりもの 立原　えりか
白い貝のいいつたえ ベンノー・プルードラ
白いりゅう黒いりゅう 賈　芝・孫　剣冰
しろへびでんせつ 山下　けんじ
しんせつなともだち ファン・イーチャン
人類の祖先ー日本人はどこからきたか 岡本　明郎
すいかのたね さとう　わきこ
ずーっと　ずっと　だいすきだよ ハンス・ウィルヘルム
すえっ子０ちゃん ウンネルスタード
スガンさんのやぎ ドーデー
すずめのくつした ジョージ・セルデン
すずめのてがみ 神戸　淳吉
巣づくりの名人スズメバチ 須田　貢正
すてごろうのひろったもの 松居　スーザン
ステラのえほんさがし リサ・キャンベル・エルンスト
スパゲッティがたべたいよう 角野　栄子
炭焼長者 稲田　和子
すみれちゃんのすてきなプレゼント 石井　睦美
すみれとあり 矢間　芳子
スモールさんはおとうさん ロイス・レンスキー
すんだことはすんだこと ワンダ・ガアグ
セイウチのゆくえ　ブロッカブロッコ島たより 斉藤　洋
せいちゃんのおんどり しみず　みちお
せかい１おいしいスープ マーシャ・ブラウン
せかい一わるいかいじゅう パット・ハッチンス
世界でいちばんやかましい音 ベンジャミン・エルキン
ぜったい　たべないからね ローレン・チャイルド
ぜったいねないからね ローレン・チャイルド
前世紀の怪魚 尾崎　博 監修 ・たかしよいち 文
せんたくかあちゃん さとう　わきこ
そいつの名前はエメラルド 竹下　文子
そうちゃんはおこってるんだもん 筒井　頼子
ぞうのはなはなぜながい ラディカード・キプリング
そうべえ　ごくらくへ　ゆく たじま　ゆきひこ
ぞうをください 鶴見　正夫
ソクラテスほえる 山口　タオ
そして、トンキーもしんだ たなべ　まもる
ソフィーのねがいごと ウェンディー・オルー
そらいろのカンガルー ミラ・ローベ
そらからきたボーボ わたり　むつこ
空にうかんだお城 ふらんす民話
そりあそび さとう　わきこ
だいじなとどけもの Ｅ．Ｈ．ミナリック
だいちゃんとうみ 大田　大八
たいへんなひるね さとう　わきこ
たいへん！ホテルは水びたし マーク・バージェス
たいようのおなら　児童詩集 灰谷　健次郎・東条　安希子・岸本　進一
たいようのぼうや ズデニェク・カ・スラビー
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たかたか山のたかちゃん 中川　李枝子
たこのななちゃん 中川　千尋
たこをあげるひとまねこざる・６ マーガレット・レイ
ダックとディーゼル機関車 ウィルバート・オードリー
たっくんのあさがお 西村　友里
たっちゃんとトムとチム 大石　真
だってだっての　おばあさん さの　ようこ
たなばた 君島　久子
たぬきのくるむら 岸田　衿子
旅ねずみ 松居　スーザン
旅のくつ屋がやってきた 小倉　明
だれにあえるかな 工藤　直子
たろうといるか 中谷　千代子
たろのえりまき 北村　えり
たんけんにもっていく本 現代児童文学研究会　編
たんたのたんてい 中川　李枝子
たんていポコロ　なぞのおばけ鳥 川北　亮司
たんぽぽ 平山　和子
ちいさいＳＬオットー 渡辺　茂男
ちいさいきかんしゃ ロイス・レンスキー
ちいさいきみとおおきいぼく ナディーヌ・ブラン・コム
ちいさいケーブルカーのメーベル バージニア・リー・バートン
小さい小さい小さいサーカス 岡野　かおる子
小さい水の精 オトフリート・プロイスラー
ちいさいモモちゃん 松谷　みよ子
ちいさいロッタちゃん アストリッド・リンドグレーン
ちいさくなったおにいちゃん ウィリアム・スタイグ
小さな青いきかんしゃ アーシュラ・フリハン
小さな王さまとかっこわるい竜 なかがわ　ちひろ
小さな機関車たち ウィルバート・オードリー
ちいさな騎士 エリザベス・ジョンソン
小さな小さなキツネ 長崎　源之助
小さなとらと大どろぼう ライナー・チムニク
小さなふるい機関車 ウィルバート・オードリー
小さなりゅう 長井　るり子
ちびくろおじさん レナート・ラシェル
ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン
チビ台風アントンがやってきた エバ・ベクセル
ちびっこ機関車パーシー ウィルバート・オードリー
ちびっこタグボート ハーディー・グラマトキー
ちびねこグルのぼうけん アン・ピートリ
チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ
チムふねをすくう エドワード・アーディゾーニ
ちゃぼのバンタム ルイーズ・ファティオ
チョコちゃん 耶月　美智子
チョコちゃんときゅうしょく 耶月　美智子
ちょとちがった夏休み ペネロープ・ファーマー
ちょっとまってきつねさん！ カトリーン・シェーラー
ちよのさんの森のさんぽ 久米　直子
チロヌップのきつね 高橋　宏幸
チロヌップの子 さくら 高橋　宏幸
チロヌップのにじ たかはし　ひろゆき
つきよはうれしい あまん　きみこ
つたえたいきもちは木にのぼっておさがしください 阿部　夏丸
ツトムとでんしゃのカミサマ にしかわ　おさむ
つなひきわっしょい 寺村　輝夫
つみきのびょういん 松野　正子
つりばしゆらゆら もりやま　みやこ
つるにょうぼう 矢川　澄子
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ティーニイ　タイニイ　ちいちゃいおばちゃんーイギリスのこわーい トミー＝デ＝パオラ
ディック・ウィッティントンとねこ マーシャ・ブラウン　再話
でえだらぼう 斎藤　隆介
テディ・ロビンソンまほうをつかう ジョーン・Ｇ・ロビンソン
てのひら島はどこにある 佐藤　さとる
てぶくろのふたご 二宮　由紀子
てまりのき あまん　きみこ
天からふってきたお金 アリス・Ｇ・ケルジー
てんぷらぴりぴり まど　みちお
トイレにいっていいですか 寺村　輝夫
とうさん　おはなし　して アーノルド・ローベル
とうさんのまほう｢えいっ｣ 三木　卓
どうぶつえんのいっしゅうかん 斉藤　洋
動物のうた まど　みちお
どうぶつの国のどうぶつえん 岡本　良雄
とおいところへいきたいな モーリス・センダック
とかいのネズミといなかのネズミ ケイト・サマーズ
どきどきうんどうかい 東　君平
時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ
どこかいきのバス 井上　よう子
とこちゃんのヨット 灰谷　健次郎
トッケビとどんぐりムク　朝鮮半島の昔話 イ・サンギョ　再話
トドマツ森のモモンガ 山村　輝夫
とにかくさけんでにげるんだ ベティー・ボガホールド
トビウオのぼうやはびょうきです いぬい　とみこ
とびだせ！そら組レスキューたい 田部　智子
ともくんのだんぼーるごう 寺村　輝夫
ともだち　くるかな 内田　麟太郎
ともだちのまほう 北川　チハル
ドラゴンにごようじん 茂市　久美子
とらざえもんとねずみのかげつかい 末吉　暁子
トラのじゅうたんになりたかったトラ ジェラルド・ローズ
どれみふぁ　けろけろ 東　君平
トロールものがたり エドガー・パリン・ダウレア／イングリ・モル
どろたぬきゆきうさぎ 松野　正子
どろんこおそうじ さとう　わきこ
トン・ウーとはち 小風　さち
とんだトロップ 小野　かおる
どんなにきみがすきだかあててごらん Ｓ．マクブラットニイ
とんぼの島のいたずら子やぎ バーリント・アーグネシュ
ないしょのおともだち ビバリー・ドノフリオ
ながいながいカメのたび　百万長者になりそこねた男の話 スティーブ・サンフィールド
長ぐつをはいたねこ ハンス・フィッシャー
なかよくあいこだ半分こ リオン・ガーフィールド
なきうさぎのナッコ かんざわ　としこ
なきむしなっちゃん そうま　こうへい
なぜどうしてものがたり（ケニヤの民話） パメラ・コーライ
なぞなぞあそびうた 角野　栄子
なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子
七つのぽけっと あまん　きみこ
ナニカのたね 正道　かほる
なまえをかえましょ！まほうのはさみ 内田　麟太郎
名前をつけるおばあさん シンシア・ライラント
なまけねずみのウォルター マージョリー・フラック
ナマケモノをすくったアルマジロ アニタ・ヒューエット
ならこのかきのき 伊藤　昭
なんでもやのブラリ 片平　直樹
にじいろのさかな マーカス・フィスター
にじとそらのつくりかた かとう　じゅんこ
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にひきのいたずらこやぎ 松居　スーザン
日本のわらい話 川崎　大治
にゃにゃのまほうのふろしき わたり　むつこ
にわとり城 松野　正子
にんきものをめざせ！ 森　絵都
にんぎょのいちごゼリー 末吉　暁子
人間のうた まど　みちお
にんじんぎらいのうさこさん 垣内　磯子
にんじんばたけのパピプペポ 加古　里子
ヌーチェの水おけ 神沢　利子
ヌードル マンロー・リーフ
ね、うし、とら…十二支のはなし ドロシー・バン・ウォアコム
ねえさんといもうと シャーロット・ゾロトウ
ねことオルガン 今西　祐行
ネコとクラリネットふき 岡田　淳
ネコのアリストテレス ディック・キング=スミス
ねこのタマコでございます にしむら　かえ
ねこルパンさんとしろいふね あまん　きみこ
ねずみとおうさま コロマ神父
ねずみとくじら ウィリアム・スタイグ
ねずみのウーくん マリー・ホール・エッツ
ねずみのオスカーとはるのおくりもの リリアン・ホーバン
ネッシーのおむこさん 角野　栄子
ねぼすけ　はとどけい ルイス・スロボドキン
ねんどのぞうのはなくらべ 松野　正子
ノアのはこぶね クリフォード・ウエッブ
のうさぎのフルー リダ・フォシェ
のはらうた１ 工藤　直子
のはらうたⅡ 工藤　直子
のはらうたⅢ 工藤　直子
のらねこソクラテス 山口　タオ
ノンビリすいぞくかん 長　新太
ハアト星の花 寺村　輝夫
バーバちゃんのおみまい 神沢　利子
ばいきんあたろー 村上　しいこ
はがぬけたらどうするの？ セルピー・ビーラー
はじめてのおこづかい 生源寺　美子
はじめてのおてつだい ジャネット・マクネイル
パジャマをきてよむ本 現代児童文学研究会　編
はしれクラウス 神戸　淳吉
はしれ！ショウガパンうさぎ ランダル・ジャレル
はたらきもののじょせつしゃけいてぃー バージニア・リー・バートン
８だいの機関車 ウィルバート・オードリー
ハッケバッケのゆかいな動物 トールビェルン・エイナー
パディーの黄金のつぼ ディック・キング・スミス
パディントンの大切な家族 マイケル・ボンド
花さき山 斎藤　隆介
ハナさんのおきゃくさま 角野　栄子
花仙人 松岡　享子
花をかざったサイのぼうし アニタ・ヒューエット
ババールとグリファトンきょうじゅ ロラン・ド・ブリューノフ
ババールとサンタクロース ジャン・ド・ブリュノフ
ババールのこどもたち ジャン・ド・ブリュノフ
ババールのしんこんりょこう ジャン・ド・ブリュノフ
パパ、とりかえっこしない？ マンフレート・マイ
パパのしごとはわるものです 板橋　雅弘
パパはわるものチャンピオン 板橋　雅弘
ばびぶべぼだぞ、わすれるな。 東　君平
はらぺこオオカミがんばる キャサリン・ストー
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はらぺこおなべ 神沢　利子
はらぺこたまごがさらわれた 神沢　利子
はらぺこわにときのいいかえる ディディエ・レヴィ
ハリーのセーター ジーン・ジオン
ハリーのだいかつやく ジーン・ジオン
はりねずみ　イガー・カ・イジー おの　りえん
はりねずみとクシャミ病 おの　りえん
バンザイ！なかやまくん 太田　京子
パンツの色はパンチの色 山田　理加子
番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー
パンのかけらとちいさなあくま 内田　莉莎子　再話
はんぶんのおんどり ロッシュ　マゾン
ピアノで弾くディズニー名曲集　Vol.1 ヤマハ音楽振興会　編
ピーターのとおいみち リー・キングマン
ピーターラビットの絵本　第１集 ビアトリスク・ポター
ピーターラビットの絵本　第２集 ビアトリスク・ポター
ピーターラビットの絵本　第３集 ビアトリスク・ポター
ピーターラビットの絵本　第４集 ビアトリスク・ポター
ピーターラビットの絵本　第５集 ビアトリスク・ポター
ピーターラビットの絵本　第６集 ビアトリスク・ポター
ピーターラビットの絵本　第７集 ビアトリスク・ポター
ピーターラビットの絵本　第８集 ビアトリスク・ポター
ピーターラビットの絵本第１集、第２集 ビアトリクス・ポター
ピーターラビットの絵本第３集、第４集 ビアトリクス・ポター
ピーターラビットの絵本第５集 ビアトリクス・ポター
ピーターラビットの絵本第６集 ビアトリクス・ポター
ピーターラビットの絵本第７集 ビアトリクス・ポター
ピクルスとふたごのいもうと 小風　さち
ピストル ニコライ・ノーソフ
ぴちぴちカイサとクリスマスのひみつ アストリッド・リンドグレーン
ひつじぐものむこうに あまん　きみこ
ひとまねこざる・１ エッチ・エイ・レイ
ひとりでおとまりしたよるに フィリパ・ピアス
ひとりで　おみまい 木村　かほる
ひとりできたねこ 内田　莉莎子
ひとりぼっちのぞう 鶴見　正夫
ひとりぼっちのねこ ロザリンド・ウェルチャー
ひなたやまゆーびんきょく 佐々木　利明
ひまなこなべ　アイヌのむかしばなし 萱野　茂
ひみつのカレーライス 井上　荒野
ひみつのそばかすジュース ジュディ・ブルーム
ひみつの空のにわ 山末　やすえ
１００えんたんけん 中川　ひろたか
１００さいの機関車 ウィルバート・オードリー
百まいのきもの エリノア・エスティーズ
１００万回生きたねこ 佐野　洋子
１００まんびきのねこ ワンダ・ガアグ
１００回めのたんじょうび マーク・バージェス
びゅんびゅんごまがまわったら 宮川　ひろ
ひらけ！　なんきんまめ 竹下　文子
びりっかすの子ねこ マインダート・ディヤング
びりのきもち 阪田　寛夫
ひろしまのエノキ 長崎　源之助
ふうせんばたけのひみつ ジャーディン・ノーレン
ふうちゃんとチャチャ 松谷　みよ子
ブーフーウー 飯沢　匡
フェドーラばあさんおおよわり Ｋ．チェコフスキー
ふきまんぶく 田島　征三
ふくろうくん アーノルド・ローベル

17/66



ふくろのなかにはなにがある？ ポール・ガルドン
ふしぎなジロン 山末　やすえ
ふしぎなお人形 ルーマ・ゴッデン
ふしぎな５００のぼうし ドクター・スース
ふしぎなたけのこ 松野　正子
ふしぎなボジャビのき（アフリカのむかしばなし） ダイアン・ホフマイアー　再話
ふたごのがちょうグーとスー マーク・バージェス
ふたごの機関車 ウィルバート・オードリー
ふたりでおるすばん いとう　ひろし
ふたりでまいご いとう　ひろし
ふたりはいい勝負 レオポルド・ショヴォー
ふたりはともだち アーノルド・ロベール
ふつうのくま 佐野　洋子
ふとったきみとやせたぼく 長崎　源之助
フョードルおじさんといぬとねこ エドアルド・ウスペンスキー
フライパンが空をとんだら 神沢　利子
フランシスとたんじょうび ラッセル・ホーバン
フランシスのいえで ラッセル・ホーバン
フランシスのおともだち ラッセル・ホーバン
ふりかけの神さま 令丈　ヒロ子
ブルドーザーのガンバ 鶴見　正夫
ふるやのもり 瀬田　貞二 再話
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
プンク　マインチャ 大塚　勇三
ペーテルとペトラ アストリッド・リンドグレーン
ペカリぼうやはくびわがほしい アニタ・ヒューエット
へそもち 渡辺　茂男
ベッツィ・メイとこいぬ イーニッド・ブライトン
ペニーさん マリー・ホール・エッツ
へびのしっぽ 二宮　由紀子
ヘムロック山のくま アリス・デルグレーシュ
ペリカンとうさんのおみやげ 大石　真
ペレのあたらしいふく エルザ・ベスコフ
ベーロチカとタマーロチカのおはなし Ｌ．パンテレーエフ
ペンギンおんがくたい 斉藤　洋
ペンギンじるし　れいぞうこ 竹下　文子
ホーマーとサーカスれっしゃ ハーディー・グラマトキー
ほがらか森のくぬぎの木 すずき　みゆき
ぼくＳＬにのったんだ 渡辺　茂男
ぼくおよげるんだ 渡辺　茂男
ぼくキャンプにいったんだ 渡辺　茂男
ぼくじてんしゃにのれるんだ わたなべ　しげお
ぼくしんかんせんにのったんだ 渡辺　茂男
ぼくたちのしあわせの王子 清水　千恵
ぼくにげちゃうよ マーガレット・ワイズ・ブラウン
ぼくのあそびば Ｊ．Ｒ．タウンゼント
ぼくのアフリカ イングリッド・メンネン／ニキ・ダリー
ぼくの犬キング サンドール・Ｓ・ウォーバーグ
ぼくのいのち 細谷　亮太
ぼくのきんぎょ 松野　正子
ぼくのつくえはぼくのくに 佐藤　さとる
ぼくひこうきにのったんだ 渡辺　茂男
ぼくブルートレインにのったんだ 渡辺　茂男
ぼくまいごになったんだ 渡辺　茂男
ぼくれんらくせんにのったんだ 渡辺　茂男
ポットくんのおしり 真木　文絵
ホットケーキできあがり！ エリック・カール
ポテト・チップスができるまで 森山　京
ポリーとはらぺこオオカミ キャサリン・ストー
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ぽんこつマーチ 阪田　寛夫
ポンちゃんはお金もち たかどの　ほうこ
マイク・マリガンとスチーム・ショベル バージニア・リー・バートン
まいごのこいぬパンタローニ 那須　辰造
まいごのことり ねじめ　正一
まいごのふたご アイネス・ホーガン
マウルスと三びきのヤギ アロワ・カリジェ
マウルスとマドライナ アロワ・カリジェ
まきこと天の川 いぬい　とみこ
マクドナルドさんのやさいアパート ジュディ・バレット
まけないアキラ 山中　恒
マザー・グースのうた　第一集　あのこって　なんでできてる 谷川　俊太郎　訳
マザー・グースのうた　第二集　ばたのはなわを　つくろうよ 谷川　俊太郎　訳
マザー・グースのうた　第三集　だれがこまどり　ころしたの 谷川　俊太郎　訳
マザー・グースのうた　第１集 谷川　俊太郎　訳
マザー・グースのうた　第２集
マザー・グースのうた　第３集 谷川　俊太郎　訳
魔女からの手紙 角野　栄子
魔女の子どもたち アーシュラ・ジョーンズ
またおいで もりやま　みやこ
町にきたドラゴンたち ジャネット・マクネイル
町にきたヘラジカ フィル・ストング
まちんと 松谷　みよ子
まっかないちごがまってるよ 森津　和嘉子
まつげの海のひこうせん 山下　明生
マドレーヌとジプシー ルドウィッヒ・ベーメルマンス
まねきねこやのこねこくん 山脇　恭
まねっこルビー ペギー・ラスマン
まほうつかいのおもちゃやさん 岡野　薫子
まほうつかいのノナばあさん トミー・デ；パオラ
まほうのクリスマスツリー リー・キングマン
まぼろし動物デスモスチルス 尾崎　博 監修・たかしよいち 文
まめじかカンチルの冒険 松井　由紀子　再話
マヤイのたんじょうび 寺村　輝夫
まゆとおに―やまんばのむすめ　まゆのおはなし― 富安　陽子
ま夜中にお客さんがやってきた マーク・バージェス
まよなかのおならたいかい 中村　翔子
まよなかのくしゃみたいかい 中村　翔子
まりこちゃん やすきくん 森山　京
マルチンとナイフ エドアルド・ペチシカ
まんげつのよるまでまちなさい マーガレット・ワイズ・ブラウン
マンモス 尾崎　博 監修・たかしよいち 文
みえなくなった赤いスキー いぬい　とみこ
みしのたくかにとをたべた王子さま 松岡　享子
ミスター・サルトビ 平塚　武二
三つ子のこぶた 中川　李枝子
三つの小さなクリスマス パール・バック
みつばちじいさんのたび フランク・ストックトン
みてても、いい？ 磯　みゆき
みどりの機関車ヘンリー ウィルバート・オードリー
南の国へ　おもちゃの旅 Ｈ．Ｕ．シュテーガー
みにくいおひめさま フィリス・マッギンリー
みにくいシュレック ウィリアム・スタイグ
みみをすます 谷川　俊太郎
ミュウのいるいえ あまん　きみこ
ミラベル　─ふしぎなお人形─ アストリッド・リンドグレーン
ミリー・モリー・マンデーのおはなし ジョイス・Ｌ・ブリスリー
むかえじぞう 吉本　直志郎
むかしむかしとらとねこはー中国のむかし話より 大島　英太郎
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むぎわらのうた 神沢　利子
むっつりのはなし 小沢　良吉
むねとんとん さえぐさ　ひろこ
村にダムができる クレーヤ・ロードン
名たんていカッコちゃん 関　英雄
メイリイとおまつり トマス・ハンドホース
めの　まど　あけろ 谷川　俊太郎
めんどりペニー ポール・ガルドン
もうぜったいうさちゃんってよばないで G．ソロタレフ
もくたんじどうしゃ　もくべえ 渡辺　茂男
モコモコちゃん家出する 角野　栄子
もしもしこちらライオン 上野  瞭
ものいうなべ メリー・Ｃ・ハッチ
ものぐさトミー ペーン・デュボア
物のうた まど　みちお
もみの木（ムーミン谷のクリスマス） トーベ・ヤンソン
ももいろのきりん 中川　李枝子
ももいろのひよこ 岡野　薫子
ももたろう 松居　直
モモちゃんとアカネちゃん 松谷　みよ子
ももとこだぬき 松野　正子
森おばけ 中川　李枝子
森のうそくいどり 松野　正子
もりのおばあさん ヒュウ・ロフティング
もりのがっしょうだん たかどの　ほうこ
森のなかでみつけたよ ヴィルフラム・ヘーネル
森のネズミのおひっこし 岡野　薫子
森のネズミのかくれんぼ 岡野　薫子
もりのへなそうる 渡辺　茂男
やさしい大おとこ ルイス・スロボドキン
やっかいな機関車 ウィルバート・オードリー
屋根うらべやにきた魚 山下　明生
やねにのぼらないねこなんて、ねこじゃない フェルナンダ・ロペス・デ・アルメイダ
やねのうえのもも 織茂　恭子
やまからのてがみ 千世　繭子
やまぐにほいくえん 征矢　清
やまなしもぎ 平野　直
山にのぼる機関車 ウィルバート・オードリー
山のかあさんと１６ぴきのねずみ 大川　悦生
やまのこどもたち 石井　桃子
やまのこのはこぞう そや　きよし
やまのじぞうさん 高部　晴一
やまのたけちゃん 石井　桃子
やまのぼり─ばばばあちゃんのおはなし─ さとう　わきこ
やまんばのにしき 松谷　みよ子
やみぼー 小泉　吉宏
ヤンとスティッピー ペッツィー・バックス
ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ　１ 飯沢　匡
ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ　２ 飯沢　匡
ヤンボウ・ニンボウ・トンボウ　３ 飯沢　匡
ゆうかんな機関車 ウィルバート・オードリー
ゆうきのおにたいじ 征矢　清
ゆうたの小さなカタツムリ 廣越　たかし
ゆうびんサクタ山へいく いぬい　とみこ
夕やけがくれたチュウ 宮川　ひろ
ゆきのひのうさこちゃん ディック・ブルーナ
雪わたり 宮沢　賢治
ゆずちゃん 肥田　美代子
ゆみ子とつばめのおはか 今西　祐行
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ようきゅうするライオン 山中　恒
ようちえんにおばけがいるよ 大川　悦生
４だいの小さな機関車 ウィルバート・オードリー
ライオンくんをごしょうたい 角野　栄子
らいおんごうがんばれ！ 松野　正子
らいおんみどりの日ようび 中川　李枝子
落語絵本 まんじゅうこわい 川端　誠
らくだいおばけがやってきた やまだ　ともこ
ラチとらいおん マレーク・ベロニカ
リスとアリとゾウ デイジー・ムラースコヴァー
りすとかしのみ 坪田　譲治
りす女房 フィリッパ・ピアス
りすのパナシ リダ・フォシェ
リチャードのりゅうたいじ ロバート・ブライト
りゅうになりそこねたハブ 儀間　比呂志
るすばんおばけ 舟崎　克彦
るすばんねこ 岡野　薫子
ロージーちゃんのひみつ モーリス・センダック
ロッタちゃんのひっこし アストリッド・リンドグレーン
ロバのシルベスターとまほうのこいし ウィリアム・スタイグ
ろばのナポレオン レギーネ・シントラー
ロボット・カミイ ふるた・たるひ
わからんちんのココ 秦　敬
わすれられたたんじょうび ロナルド・ハイムラー／アン・ハイムラー
わたし　おてつだいねこ 竹下　文子
わたしが妹だったとき 佐野　洋子
わたしたちのトビアス トビアスの兄姉 文 セシリア・スベドベリ 編
わたしのヒロシマ 森本　順子
わたしのろばベンジャミン ハンス・リマー
わにのバンポ 大石　真
ワニのライルがやってきた バーナード・ウェーバー
ワニのライルとなぞの手紙 バーナード・ウェーバー
わらのうし─ウクライナの昔話 内田　莉莎子
わるいわるい王さまとふしぎの木 あべ　はじめ
わんぱく機関車 ウィルバート・オードリー
わんわん村のおはなし 中川　李枝子
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《小学中級から》
原本書名 著者

アーコも転校生 宮川　ひろ
アーサー王救出作戦 ジョン・シェスカ
アイスクリームでかんぱい いとう　ひろし
あ・い・つ 中川　なをみ
アインシュタインのゆめ－ぼくだってアインシュタイン４ 福江 純
青い図書カード ジェリー・スピネッリ
青い鳥 メーテルリンク
赤い糸のなぞ コース・メインデルツ
赤いおかのチック ヴィター・ビアンキ
あかい鼻のおばけ ヨーゼフ・グルント
赤いマントをほどいた日 香山　美子
赤えりさん ヴィタリー・ビアンキ
赤ちゃんおばけベロンカ クリスティーネ・ネストリンガー
アカネちゃんとお客さんのパパ 松谷　みよ子
アカネちゃんのなみだの海 松谷　みよ子
あくまくん ハイケ＆ヴォルフガング・ホールバイン
あけちゃダメ！ 小川　英子
アジアの昔話１ 松岡　享子
アジアの昔話２ 松岡　享子
アジアの昔話３ 松岡　享子
アジアの昔話４ 松岡　享子
足音がやってくる マーガレット・マーヒー
あしたが見える 宮下　全司
あそびあいてはおばあさん 木島　始
あたし、アンバーブラウン！ ポーラ・ダンジガー
アタック！ひいばあちゃん 石神　悦子
あとずさり 内田　麟太郎
アトリエの馬 岩瀬　成子
あなたがもし奴隷だったら・・・ ジュリアス・レスター
あなたの光は大地をてらし 生源寺　美子
あのころは忍者だった 堀内　純子
アブエラの大きな手 中川　なをみ
アフリカゾウ56頭移動大作戦 神部俊平
あま～いおかしにご妖怪？ 廣田　衣世
アマーリア姫とこうもり城 アレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト
アマガエルとくらす 山内　祥子
あまのいわと（日本の神話　第2巻） 舟崎　克彦
雨ふりマウス 竹下　文子
アヤカシさん 富安　陽子
鮎はママの子 石井　睦美
アライグマ博士河をくだる ベン・ル・シャン・バーマン
あらし ケビン・クロスレー・ホーランド
アラビアン・ナイト童話集 瀬田　貞二　訳
ありがとう、夏休み。 土橋　正煕
ありがとうを三つ 松野　正子
歩きだす夏 今井　恭子
あるはれたひに 木村　裕一
アルファベットガールズ ジャクリーン・ウィルソン
アルフレッド・ウェゲナー（大陸は動いている） 平見　修二
アンソニー─はまなす写真館の物語 茂市　久美子
アンナのうちはいつもにぎやか アティヌーケ
アンブラと4人の王子 アン・ローレンス
いい夢ひとつおあずかり 小松原　宏子
いえででんしゃ あさの　あつこ
いかだ流しの子守歌 清水　達也
生きている火山 ─昭和新山のおいたち─ 八木　健三
イギリスの昔話 石井　桃子編
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イグアナくんのおじゃまな毎日 佐藤　多佳子
いたずらおばあさん 高楼　方子
いたずらニャーオ アン・ホワイトヘッド・ナグダ
いたずらハリー（きかんぼのちいちゃいいもうと　その３） ドロシー・エドワーズ
いたずらわんぱくものがたり 椋　鳩十
イタリアののぞきめがね エリナー・ファージョン
いちばん美しい花嫁 飯豊　道男　編訳
いちばんたいせつなもの（バルカンの昔話） 八百板　洋子　編・訳
いっすんぼうしの話他２編 レオポルド・ショヴォー
行ってきまぁす！ 升井　純子
犬ぞりの少年 ジョン・レイノルズ・ガーディナー
いのち運んだナゾの地下鉄 野田　道子
いばら姫（グリム童話選１） グリム兄弟 編
妹になるんだワン！ スーザン・Ｅ・ヒントン
イリーナとふしぎな木馬 マグダレン・ナブ
イルカの歌 カレン・ヘス
いろはのあした 魚住　直子
イワーシェチカと白い鳥 Ｉ．カルナウーホワ　再話
インスタントラーメン誕生物語 中尾　明
ウィリアム・ハーベイ（やはり心臓はただのポンプだ） 平見　修二
ウィロビー・チェースのおおかみ ジョーン・エイケン
ウェディング・ウェブ　（サムがつむいだ夢） ネット・ヒルトン
ウサギの丘 ロバート・ローソン
うさぎのおけいこ 垣内　磯子
うさぎの庭 広瀬　寿子
うさぎのラジオ 島村　木綿子
うそつきロボット アイザック・アシモフ
嘘ばっかし 天野　祐吉
宇曽保物語　動物寓話集 舟崎　克彦
うそをついた日に読む本 現代児童文学研究会  編
歌うねずみウルフ ディック・キング=スミス
うちのおばあちゃん イルゼ・クレーベルガー
うちはお人形の修理屋さん ヨナ・ゼルディス・マクドノー
宇宙人のいる教室 さとう　まきこ
宇宙人のしゅくだい 小松　左京
宇宙の始まりの星ものがたり 藤井　旭
馬ぬすびと 平塚　武二
うみがめ丸漂流記 庄野　英二
うみさちやまさち（日本の神話　 第6巻　） 舟崎　克彦
海へでる道 山下　明生
海をわたる被爆ピアノ 矢川　光則
エーミールと大どろぼう アストリッド・リンドグレーン
エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー
エーミールとねずみとり アストリッド・リンドグレーン
エーミルと小さなイーダ アストリッド・リンドグレーン
エーミルのいたずら３２５番 アストリッド・リンドグレーン
エネルギーってなんだろう キンバリー ブルベイカー・ブラッドリー
エミットとかあさんの歌 ラッセル・ホーバン
えり子と白い花の森 堀内　純子
エレベーター・ファミリー ダグラス・エバンス
エンザロ村のかまど さくま　ゆみこ
えんとつには魔女がいる ビクトリア・ホワイトヘッド
おいしいケーキはミステリー！？ アレグザンダー・マコール・スミス
おいしいトラカツをたべるまで 筒井 敬介
おいなり山のひみつ 茂市　久美子
おイモのひみつ 小竹　千香子
王さまの竹うま ドクター・スース
王さまパトロール 寺村　輝夫
王さまめいたんてい 寺村　輝夫
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王さまレストラン 寺村　輝夫
王さまロボット 寺村　輝夫
王女さまと火をはくりゅう イディス・ネズビット
おうだんほどうのムッシュトマーレ 香坂　直
追え！　秘密のおたから事件 広瀬　寿子
おーい　ぽぽんた 茨木　のり子、大岡　信、川崎　洋、岸田
おーい　ぽぽんた　─　俳句・短歌鑑賞 大岡　信
大おとことおもちゃやさん ジェームス・グローバー・サーバー
大おばさんの不思議なレシピ 柏葉　幸子
オオカミウルフは名コック ジェニー・ニモ
狼ばば様の話（花守の話３） 柏葉　幸子
大きくなったブリンキー ドロシー・ウォール
大きなおなべのレストラン 竹下　文子
大きな木の下で クレイトン・ベス
大阪湾の創作昔ばなし 井上　豊
オーディンとのろわれた語り部 スーザン・プライス
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
大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる プロイスラー
大どろぼうホッチェンプロッツ三たびあらわる オトフリート・プロイスラー
おおやさんはねこ 三木　卓
おかあさんの耳 ゆうき　えみ
おかあさんの目 あまん　きみこ
おき去りにされた猫 キャロル・アドラー
おくびょうウサギのくろ 岩崎  京子
おくれる時計のふしぎ－ぼくだってアインシュタイン２ 福江　純
お皿のボタン だかどの　ほうこ
おじいちゃんとおかしな家 西　美音
おじいちゃんとの戦争 ロバート・K・スミス
おじいちゃんとボクたちの妖精 キャロリン=Ｊ=ゴールド
おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク
おじいちゃんの大切な一日 重松　清
おじいちゃんのもうふ ミュリエル・ブロック
おしゃべり犬ＳＯＳ！ ケネス・バード
おしゃべり犬　大あばれ ケネス・バード
おしゃべり犬のぼうけん ケネス・バード
おしゃべりなたまごやき 寺村　輝夫
オシリカミカミをさがせ！ リンデルト・クロムハウト
オズの魔法使い Ｌ．Ｆ．バウム
オタマジャクシの尾はどこへきえた 山本　かずとし
おっちゃん、なんで外で寝なあかんの？ 生田　武志
お手紙ありがとう 小手鞠　るい
お手紙レッスン Ｄ．Ｊ．ルーカス
お父さん、牛になる 晴居　彗星
おとうさん　おはなしして
おとうさん×（かける）先生＝（は）タヌキ 山中　恒
お父さんとお話のなかへ　父と子のお話12か月 原　正和
お父さんのラッパばなし 瀬田　貞二
おとなりさんは魔女 ジョーン・エイキン
おとまり　（きかんぼのちいちゃいいもうと　その２） ドロシー・エドワーズ
鬼遊び　―　地獄のお囃子 廣嶋　玲子
鬼の市 鳥野　美知子
お人形屋さんに来たネコ ヨナ・ゼルディス・マクドノー
おばあちゃんのおにぎり さだ　まさし
おばあちゃんのキルト ナタリー・キンジーワーノック
おばあちゃんのわすれもの 森山　京
オバケだって、カゼをひく! 富安　陽子
オバケちゃん 松谷　みよ子
オバケちゃんねこによろしく 松谷　みよ子
おばけ道、ただいま工事中！？ 草野　あきこ

24/66



おばけ美術館へいらっしゃい 柏葉　幸子
おばけ桃の冒険 ロアルト・ダール
オバケ屋敷にお引っ越し 富安　陽子
お話のすむ家 ミンダルト・ヴィンストラ
おひさまのワイン 小森　香折
お姫さまとゴブリンの物語 ジョージ・マクドナルド
お昼の放送の時間です 乗松葉子
おふろのなかからモンスター ディック・キング=スミス
おもしろ荘の子どもたち アストリッド・リンドグレーン
おもしろ荘のリサベット アストリッド・リンドグレーン
おやつにまほうをかけないで さとう　まきこ
おやつを食べながら読む本 現代児童文学研究会
オランウータンのジプシー 黒鳥　英俊
おれんじ屋のきぬ子さん 河俣　規世佳
お笑い一番星 牧野　節子
音楽　音を楽しむ ダン・グリーン
音楽室の日曜日 村上　しいこ
かあちゃん取扱説明書 いとう　みく
海賊黒ひげをやっつけろ ジョン・シェスカ
貝になった子ども 松谷　みよ子
帰ってきた「はやぶさ」 今泉　耕介
カエルのべんとうや 安江　リエ
かかしのトーマス オトフリート・プロイスラー
かぎのすきな王さま 松野　正子
かぎりなくやさしい花々 星野　富弘
かぐやのかご 塩野　米松
かげまる 矢部　美智代
カジカガエルとさやかの河原 佐々木　智子
カステラ、カステラ！ 明坂　英二
火星を見たことありますか ティム・ウィン=ジョーンズ
風と木の歌 安房　直子
風にみた夢－１１歳、ヒマラヤへの旅－ 大塚　篤子
風の島へようこそ　くりかえしつかえるエネルギー アラン・ドラモンド
風をおいかけて、海へ！ 高森　千穂
かぜをひいた日に読む本 現代児童文学研究会  編
家族になったスズメのチュン 武田津　実
学校に行きたくない日に読む本 現代児童文学研究会　編
学校ねずみのフローラ ディック・キング スミス
かってなカラスおおてがら ジョーン・エイキン
河童よ出てこい 武田　正
かのこと小鳥の美容院 市川　朔子
かばた医院のひみつ 中島　和子
カバの茶目子のおねがい 亀井　一成
カマキリと月 （南アフリカの八つのお話） マーグリート・ポーランド
神様の休日 河野　睦美
火よう日のごちそうはひきがえる ラッセル　Ｅ．エリクソン
カラスだんなのおよめとり チャールズ・ギラム
ガラスのうま 征矢　清
カラスゆうかいじけん ジョーン・エイキン
ガリレオ･ガリレイ　宇宙をのぞき見したぞ 平見　修二
川のほとりのおもしろ荘 アストリッド・リンドグレーン
カンガルーをのせた宇宙船 ルイス・スロボトキン
かんすけさんとふしぎな自転車 松野　正子
がんばれ！赤ちゃんラッコのラリー 島田　治子
がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー
がんばれ! 盲導犬サーブ 手島　悠介
きいちゃん 山元　加津子
消えたシャイアン族のなぞ ジョン・シェスカ
きずだらけのリンゴ きむら　ゆういち
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北の動物園できいた１２のお話　旭山動物園物語 浜　なつ子
ギッちゃんの飛んでくる空 幸原　みのり
きつね三吉 佐藤　さとる
キツネ森さいばん 佐々木　利明
木の上のお城 Ｇ．クロス
木の精こだま物語 北村　けんじ
木はえらい─イギリス子ども詩集
キャラメル色のドラゴン ジーン＝リトル
木やりをうたうきつね 松谷　みよ子
キャロラインの星 三田 誠広
キャンディーかずあてコンテスト パトリシア・ライリー・ギフ
キャンプでおおあわて ジェニファ・リチャード・ジェイコブソン
吸血鬼の花よめ―ブルガリアの昔話― 八百板　洋子　編・訳
きゅうりの王さま　やっつけろ ネストリンガー
行事のおはなし１２か月 左近　蘭子
行事むかしむかし 谷　真介
きょうだいトロルのぼうけん ガンヒルト・セーリン
きょうまんさまの夜 宮下　和男
きょうりゅうがお店にやってきた アン・フォーサイス
きょうりゅうが学校にやってきた アン・フォーサイス
きょうりゅうが図書館にやってきた アン・フォーサイス
きょうりゅう大すき！ アンジェラ・マカリスター
きょうりゅうで町はおおさわぎ アン・フォーサイス
きょうりゅうのはかば たかし　よいち
きりのなかで 木村　裕一
霧のむこうのふしぎな町 柏葉　幸子
ギルガメシュ王さいごの旅 ルドミラ・ゼーマン
ギルガメシュ王のたたかい ルドミラ・ゼーマン
ギルガメシュ王ものがたり ルドミラ・ゼーマン
金魚はあわのおふろに入らない！ トリーナ・ウィーブ
銀のほのおの国 神沢　利子
金曜日がおわらない アニー・ドルトン
クイックと魔法のスティック エミリー・ロッダ
空想動物ものがたり マーグリット・メイヨー　再話
空中都市００８ 小松　左京
くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡　享子
クジラがクジラになったわけ テッド・ヒューズ
グフグフグフフ 上野  瞭
くまって、いいにおい 湯本　香樹美
くまの楽器店 安房　直子
くまのパディントン マイケル・ボンド
クマのプーさん Ａ．Ａ．ミルン
クマのプーさん　プー横丁にたった家 Ａ．Ａ．ミルン
クマのプーさん絵本第１集 Ａ．Ａ．ミルン
クマのプーさん絵本第２集 Ａ．Ａ．ミルン
クマのプーさん絵本第３集 Ａ．Ａ．ミルン
くものきれまに 木村　裕一
雲のピアノ あまん　きみこ
クモばんばとぎんのくつした 仁科　幸子
ぐらぐらの歯　（きかんぼのちいちゃいいもうと　その１） ドロシー・エドワーズ
暗やみにかがやく巣 シンシア・ライラント
くりぃむパン 濱野　京子
栗栖ちくりん いわむら　かずお
クリスマスの幽霊 ロバート・ウェストール
クリスマスのようせい ルーマー・ゴッデン
クリスマスのりんご　クリスマスをめぐる九つのお話 ルース・ソーヤー　他
クリスマスをまつリサベット アストリッド・リンドグレーン
クリスマスをめぐる７つのふしぎ 斉藤 洋
車のいろは空のいろ あまん　きみこ
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くるみわり人形 Ｅ．Ｔ．Ａ．ホフマン
グレイがまってるから 伊勢　英子
グレイ・ラビットのおはなし アリソン・アトリー
黒いお姫さま（ドイツの昔話） ヴィルヘルム・ブッシュ 採話
黒い塔のひみつ ズデニエック・Ｋ・スラビイ
黒うさぎ王国　とぶキャベツのひみつ 柏葉　幸子
黒ネコジェニーのおはなし１ エスター・アベリル
黒ネコジェニーのおはなし２ エスター・アベリル
黒ねこ亭でお茶を 長井　理佳
黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース
黒部の谷のトロッコ電車 横溝　英一
クワガタクワジ物語 中島　みち
ケイゾウさんの春・夏・秋・冬 市川　宣子
けちんぼじいさんのおくりもの オットマーランク
けんかをした日に読む本 現代児童文学研究会　編
げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ モドウィナ・セジウィック
ケンケンとムンムン なんぶ　かずや
「けんぽう」のおはなし 井上　ひさし
こいぬとこねこはゆかいななかま ヨセフ・チャペック
子犬の引っこし大作戦 山岸　幸子
子犬のラッキー　かんがえる Ｂ．ダフィ
校長先生となぞのかいちゅうどけい 早川　真知子
神戸っ子はまけなかった 今関　信子
氷の上のボーツマン ベンノー・ブルードラ
氷の国のイワン ロバート・スウィンデルズ
木かげの家の小人たち いぬい　とみこ
コカリナの海　─　小さな木の笛の物語 鈴木　ゆき江
コケシちゃん 佐藤　まどか
ココナッツ 大島　真寿美
心の宝箱にしまう１５のファンタジー ジョーン・エイケン
ココロ屋 梨屋　アリエ
こちらいそがし動物病院 垣内　磯子
こちらゆかいな窓ふき会社 ロアルド・ダール
孤島のドラゴン レベッカ・ラップ
子どもが夢中になる｢ことわざ｣のお話１００ 福井　栄一
子どもに語る　アイルランドの昔話 渡辺　洋子、茨木　啓子　編訳
子どもに語るイギリスの昔話 マツオカ　キョウコ
子どもに語る　中国の昔話 湯沢　朱実
子どもにつたえる日本国憲法 井上　ひさし
子どもべやのおばけ カーリ・ゼーフェルト
子どもを食べる大きな木の話 レオポルド・ショヴォー
こねこのモモちゃん美容室 なりゆき　わかこ
こねずみとえんぴつ ステーエフ
子ねずみラルフ第二のぼうけん ベバリー・クリアリー
子ねずみラルフのぼうけん ベバリー・クリアリー
こびとのピコ 寺村　輝夫
コブタがテレビをみるなんて！ トリーナ・ウィーブ
子ブタシープピッグ ディック・キング・スミス
子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース
ごほうびは、ミステリーツアー エミリー・スミス
狛犬「あ」の話（花守の話２） 柏葉　幸子
小麦粉のひみつ 小竹　千香子
コヨーテ　太陽をぬすむ 高野　由里子　編訳
ゴリラが胸をたたくわけ 山極　寿一
ゴリラは語る 山極　寿一
コルと白ぶた ロイド・アレグザンダー
殺しのフロッピー･ディスク I．ドロッズ
コロンブス（空想の地図を信じたのだ） 平見　修二
ごんぎつね 新美　南吉
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こんにちはスザンナ ウルズラ・ウェルフェル
さあ、犬になるんだ! クリス・ヴァン・オールズバーグ
最後のオオカミ マイケル・モーパーゴ
最後の狩人 ニコラ・ヴァニエ
さかさ町 Ｆ．エマーゾン・アンドリュース
笹舟のカヌー 野田　知佑
ザシキボッコの風 及川　和男
座敷わらしレストラン 怪談レストラン編集委員会
サバンナの二つの星 草山　万兎
さみしかった本 ケイト・バーンハイマー
サムくんとかいぶつ マンロー・リーフ
さむさむおじいさん ヴィタリー・ビアンキ
サム・ピッグおおそうどう アリソン・アトリー
「さやか」ぼくはさけんだ 岩瀬　成子
さよなら子どもの時間 今江　祥智
さらば、猫の手 金治　直美
さらわれた王子さまと庭師の娘 ゲルハルト・ホルツ・バウマート
さるかにかっせん おざわ　としお  再話
猿神退治 那須　正幹
サンゴの海 ジャック・モイヤー
山賊のむすめローニャ アストリッド・リンドグレーン
サンタ・クロースからの手紙 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン
サンタクロースっているんでしょうか？ ニューヨーク・サン新聞「社説］
サンタクロースの忘れもの ローリ・ムーア
サンタの最後のおくりもの マリー・オード・ミュライユ
三年三組黒板の花太郎さん 草野　あきこ
さんねん峠（朝鮮のむかしばなし） 李　錦玉
３びきのお医者さん 杉山　亮
しいの木とあらしの海 渡辺　茂男
ジェームズ・ワット 「わたしの模型が世界を変えた」 平見　修二
ジジ　きみと歩いた 宮下　恵茉
ジジのエジプト旅行 ラッシェル・オスファテール
しずくの首飾り ジョーン・エイキン
したきりすずめ おざわ　としお  再話
７月３１日のゆうれい 立原　えりか
しちどぎつね たじま　ゆきひこ
七ふくじんとおしょうがつ 山末　やすえ
シチリアを征服したクマ王国の物語 ディーノ・プッツァーティ
じっちゃ先生とふたつの花 本田　有明
しっぱいにかんぱい！ 宮川　ひろ
じっぽ－まいごのかっぱはくいしんぼう－ たつみや　章
信太の狐 さねとう　あきら　再話
シモンとクリスマスねこ  クリスマスまでの２４のおはなし レギーネ・シントラー
ジャータカ物語　インドの古いお話
シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト
ジャコのお菓子な学校 ラッシェル・オスファテール
ジャングルの少年 チボール・セケリ
１１号室のひみつ ヘザー・ダイヤー
１２月の夏休み　ケンタとミノリの冒険日記 川端　裕人
十歳のきみへ 日野原　重明
酒呑童子（中級） 川村　たかし　再話
ジュンとひみつの友だち 佐藤　さとる
しろくまだって 斉藤　洋
ジンゴ・ジャンゴの冒険旅行 Ｓ．フライシュマン
シンタのあめりか物語 八束　澄子
新版 野尻湖のぞう 井尻　正二
新編　マキちゃんのえにっき いせ　ひでこ
スウェーデンの森の昔話 アンナ・クララ・ティードホルム
鈴とリンのひみつレシピ！ 堀　直子

28/66



スズメぼうし たつみや　章
ズッコケ脅威の大震災 那須　正幹
ズッコケ三人組対怪盗Ｘ 那須　正幹
すてきなルーちゃん たかどの　ほうこ
すてねこタイガーと家出犬スポット リブ・フローデ
スナグルポットとカドルパイ メイ・ギブス
スプーンおばさんのぼうけん アルフ・プリョイセン
スプーンおばさんのゆかいな旅 アルフ・プリョイセン
ズボン船長さんの話 角野　栄子
スミレ色のリボン シャレル・バイアーズ・モランヴィル
洲本八だぬきものがたり 木戸内　福美
世界一力もちの女の子のはなし サリー・ガードナー
世界一の三人のきょうだい グードルン・メプス
世界じゅうの子どもたち　－いろいろな幸せのかたち ベアトリクス・シュニッペンケッター
ぜつぼうの濁点 原田　宗典
ゼラルダと人喰い鬼 トミー・ウンゲラー
先生のつうしんぼ 宮川　ひろ
千年ギツネ 岡崎　祥久
千びきのうさぎと牧童 ヤニーナ・ポラジンスカ
ゾウの家にやってきた赤アリ カタリーナ・ヴァルクス
その夏ぼくらがしたこと 内海　隆一郎
そばかすイェシ ミリヤム・プレスラー
ソフィーとカタツムリ ディック・キング=スミス
空からおちてきたドラゴン ジャニス・エリオット
空とぶ家 ウォルター・ホッジス
空にむかってともだち宣言 茂木　ちあき
それぞれのベースボール 立花　美帆
それは、あらしの夜だった ジャネット＆アラン・アルバーグ
それ　ほんとう？ 松岡　享子
そんなわけで名探偵 杉山　亮
ダーウィンの世界一周 ミリセント・Ｅ．セルサム
タートル・ストーリー 樋口　千重子
大ちゃんの青い月 吉田　とし
タイのむかし話 吉川　利治
太陽の木の枝 Ｊ．フィツォフスキ　再話
宝島 Ｒ．Ｌ．スティーブンソン
たこやきハロウィン 川北　亮司
脱走ペンギンを追いかけて 山本　省三
龍の子太郎 松谷　みよ子
建具職人の千太郎 岩崎　京子
たにんどんぶり あかね　るつ
たぬき学校 今井　誉次郎
タネオがきた すとう　あさえ
種をまく人 ポール・フライシュマン
たのしいおやつ 小林　カツ代
楽しいスケート遠足 ヒルダ・ファン・ストックム
たのしい料理 小林　カツ代
たのむよ、盲導犬イエラ 赤座　憲久
だれかにあったはずなんだ 内田　麟太郎
だれかを好きになった日に読む本 現代児童文学研究会　編
だれにだって　ゆめはある バークリ・ブレスエット
たれ耳おおかみのジョン きむら　ゆういち
誰もしらない 谷川　俊太郎
太郎とクロ 椋　鳩十
太郎のみたゆめ かつおきんや
だんご３兄弟の楽譜 サトウ　マサヒコ、ウチノ　マスミ　サクシ
タンザニアのむかし話 宮本　正興
田んぼの生き物たち 伴　幸成
たんぽぽ 丘　修三
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タンポポ空地のツキノワ あさの　あつこ
ちいさいアカネちゃん 松谷　みよ子
小さいおばけ オトフリート・プロイスラー
小さいかいじゅう ミラ・ローベ
小さい小さいこいものがたり 椋　鳩十 編
小さい魔女 オトフリート・プロイスラー
小さな赤いめんどり アリソン・アトリー
ちいさないのちのおくりもの 岡本　文良
小さなスプーンおばさん アルフ・プリョイセン
小さな小さな海 岩瀬　成子
小さなトロールと大きな洪水 トーベ・ヤンソン
小さなバイキングビッケ ルーネル・ヨンソン
小さな山神スズナ姫 富安　陽子
チームふたり 吉野　万理子
チコ・ブラーエ （地球が動いてたまるか） 平見　修二
ちびっこカムのぼうけん 神沢　利子
ちびっこりょうし ヴィダリー・ビアンキ
ちびドラゴンのおくりもの イリーナ・コルシュノフ
チム・ラビットのおともだち アリソン・アトリー
チム・ラビットのぼうけん アリソン・アトリー
チャーリー・ブラウン　なぜなんだい？　─ともだちがおもい病気に チャールズ・Ｍ・シュルツ
チャーリー・ムーン大かつやく シャーリー・ヒューズ
チャールズ・ダーウィン（人間のはじめを知りたい） 平見　修二
チャペック童話集 カレル・チャペック
ちゃわん虫とぽんこつラーメン 早川　真知子
チョコレート王と黒い手のカイ ヴォルフ・ドゥリアン
チョコレート工場の秘密 Ｒ．ダール
ちょっと源さんお借りします 尾崎　美紀
月あかりのおはなし集 アリソン・アトリー
月とリンゴの法則－ぼくだってアインシュタイン１ 福江　純
月の砂漠をさばさばと 北村　薫
つくしちゃんとすぎなさん まはら　三桃
津波！！稲むらの火　その後 高村　忠範
津波！！命を救った稲むらの火 高村　忠範
ツバメの歌 レオ・ポリティ
つるばら村のパン屋さん 茂市　久美子
つるばら村の三日月屋さん 茂市　久美子
ＴＮ探偵社　怪盗そのまま仮面 斎藤　洋
鉄橋をわたってはいけない ベティ・ローランド
手作り小路のなかまたち 新藤　悦子
テッサのお金もうけ マーガレット・マーヒー
鉄のハンス（グリム童話選Ⅱ） グリム兄弟
てぶくろを買いに 新見　南吉
寺町三丁目十一番地 渡辺　茂男
テレジンの小さな画家たち 野村　路子
テレビおじさん クリスティーネ・ネストリンガー
てんぐのそばや 伊藤　充子
転校生こはな 横山　充男
天国へいったサーブ　続・盲導犬サーブ物語 手島　悠介
点子ちゃんとアントン エーリヒ・ケストナー
天才ダールのとびきり料理 ｼﾞｮｳｼﾞｰ･ﾌｧｲｿﾝ/ﾌｪﾘｼﾃｨ･ﾀﾞｰﾙ
天使たちのカレンダー 宮川　ひろ
天使たちのたんじょう会 宮川　ひろ
天使のいる教室 宮川　ひろ
天使のキモチ　悪魔のココロ 香山　リカ　監修
トイレのかめさま 戸田　和代
父さんギツネバンザイ ロアルド・ダール
父さんの手紙はぜんぶおぼえた タミ・シェム＝トヴ
どうして？なるほど！生きもののなぞ９９ NHKラジオセンター「子ども科学電話相
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どうぶつえんからにげたサル 佐藤　義美
動物園ものがたり 山田　由香
動物といっしょに読む本 現代児童文学研究会　編
透明人間になった男の子のはなし サリー・ガードナー
とかいじゅうシーシー 角野　栄子
トカゲにリップクリーム？ トリーナ・ウィーブ
どきどき卵そうどう キャサリン・ケナー
どきどきの一週間 山中　恒
時のむすめ 芝田　勝茂
読書マラソン、チャンピオンはだれ？ クラウディア・ミルズ
毒づき法師 内田　麟太郎
とくべつなお気に入り エミリー・ロッダ
年とったばあやのお話かご エリナー・ファージョン
どしゃぶりのひに 木村　裕一
図書館にいたユニコーン マイケル・モーパーゴ
としょかんライオン ミシェル・ヌードセン
図書室のルパン 河原　潤子
土星のわっか 長崎　夏海
とっておきの詩 村上　しいこ
とっぴんしゃん　上 山本　一力
土手をかけおりよう あんず　ゆき
となりのトトロ 宮崎　駿（原作）・久保　つぎこ（文）
とびきりすてきなクリスマス リー・キングマン
土俵の鬼たち 横綱若の花から若貴兄弟へ 岡本　文良
とべ、ぼくのつばくろさんぼ 征矢　泰子
トマト魔女の魔女修業 柏葉　幸子
トミーが三歳になった日 ミース・バウハウス
トムのまめ　サムのまめ 与田　準一
ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ,　カードラ・モハ
ともだちは海のにおい 工藤　直子
ともだちは緑のにおい 工藤　直子
トラップ一家物語 ハンス・ヴィルヘルム
トルコのゼーラおばあさん、メッカへ行く 新藤　悦子
トルコ・蒙古・朝鮮の民話 金素雲・柴田武・服部四郎
トルネード！　たつまきとともに来た犬 ベッツイ・バイアーズ
ドルフィン・エクスプレス 竹下　文子
ドレミファ荘のジジルさん たかどの　ほうこ
どんぐり銀行は森の中 大塚　菜生
ドングリ山のやまんばあさん 富安　陽子
とんでもない月曜日 ジョージ・エイキン
とんぼがえりで日がくれて 灰谷　健次郎
トンボソのおひめさま 石井　桃子
菜緒のふしぎ物語 竹内　もと代
長い長いベッドカバー シルビア・フェア
ながいながいペンギンの話 いぬい　とみこ
長くつ下のピッピ リンドグレーン
長崎の男の子 森下　真理
ナガサキの花 畑島　喜久生
なかないで、くまくん アン・マドレイヌ・シェロット
長鼻くんといううなぎの話 イオシーホフ・コンスタンチン
流れ星におねがい 森　絵都
流れ星レース 竹下　文子
なぞなぞライオン 佐々木　マキ
謎の足跡事件─恐竜探偵フェントン・１ Ｂ．Ｂ．カルホーン
なぞのブラックホール－ぼくだってアインシュタイン３ 福江　純
菜の子先生がやってきた！ 富安　陽子
菜の子先生は大いそがし！ 富安　陽子
なまけものの王さまとかしこい王女のお話 ミラ・ローベ
ナマリの兵隊 ハンス・アンデルセン
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涙への招待状 三好　清子
なん者ひなた丸　空蝉おとしの術の巻 斉藤　洋
なん者ひなた丸 ねことんの術の巻 斎藤　洋
なんでももってる（？）男の子 イアン・ホワイブラウ
ニコラのすてきな夏休み 山口　智子
にじ・じいさん　にじはどうやってかけるの？ くすのき　しげのり
にじ色のガラスびん M.　ピクマル
西風のくれた鍵 アリソン・アトリー
西のくま東のくま 石井　睦美
２３時間５７分のひとり旅 さだ　まさし
２０９５年への旅 ジョン・シェスカ
日曜日島のパパ ベッテル・リードベック
日曜日のパパとママ グートルン・メブス
にちようびのばら 松成　真理子
ニッセのポック オーレ・ロン・キアケゴー
２年２組はいく先生松井ばしょうくん 那須　正幹
二分間の冒険 岡田　淳
二本足のいぬベア 赤座　憲久
ニホンカワウソの願い 大西　伝一郎
日本のおばけ話 川崎　大治
日本の神話 与田　準一 編・訳
日本のとんち話 川崎　大治
日本のふしぎ話 川崎　大治
にんきもののねがい 森　絵都
にんきもののはつこい 森　絵都
人形の家 ルーマー・ゴッデン
人魚がくれたさくら貝 長崎　源之助
ヌーチェのぼうけん 神沢　利子
ネーネ。 海老名　香葉子
ねこが一ぴきやってきた 広瀬　寿子
ねこじゃら商店へいらっしゃい 富安　陽子
ねこ探！ねこもしゃべれば事件にあたるの巻 村上　しいこ
ネコちゃんの花 今西　祐行　他
ねこと友だち いとう　ひろし
ネコのタクシー 南部　和也
ネコのドクター 小麦島の冒険 南部　和也
ねこのパーキンスのおみやげ　─目の不自由な子とねこの話─ リンダ・イェトマン
ねこのポチ 岩本　敏男
ネコのミヌース アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット
猫は生きている 早乙女　勝元
ねこはおふろがだいきらい 宇野　和子
ネジマキ草と銅の城 パウル・ビーヘル
ねしょんべんものがたり 椋　鳩十
ねずみ女房 ルーマー・ゴッデン
ねずみのもちつき おざわ　としお  再話
ネズンタはかせの発見 高楼　方子
ネネコさんの動物写真館 角野　栄子
ネバーギブアップ くすのき　しげのり
野ウサギは魔法使い！ ディック・キング=スミス
ノエル先生としあわせのクーポン シュジー・モルゲンステルン
のぞみとぞぞみちゃん とき　ありえ
のっぽのサラ パトリシア・マクラクラン
のねずみポップはお天気はかせ 仁科　幸子
のろのろひつじとせかせかひつじ 蜂飼　耳
ノンキーとホンキーのカレーやさん 村上　しいこ
のんきなりゅう ケネス・グレアム
ノンちゃん雲に乗る 石井　桃子
バアちゃんと、とびっきりの三日間 三輪　裕子
ハーバートくん大かつやく ヘーゼル・ウィルソン
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はいけい、たべちゃうぞ 福島　サトル
パイパーさんのバス エリナー・クライマー
白鳥のふたごものがたり（１．ユキとキララと７わの白鳥） いぬい　とみこ
白鳥のふたごものがたり（２．ユキのぼうけん ホノカのうた） 乾　富子
白鳥のふたごものがたり（３．小さいナナと魔女ガラス） 乾　富子
ばけねこたいじ 千葉　省三
はじめてのクリスマス・ツリー エレーナ・エスティス
はじめてのゆうき そうま　こうへい
走れ！飛べ！小てんぐ三郎 広瀬　寿子
はずかしかったものがたり 椋　鳩十
八月の髪かざり 那須　正幹
葉っぱのフレディ ──いのちの旅── レオ・バスカーリア
パティの宇宙日記 ジル･ペイトン=ウォルシュ
パディントンとテレビ マイケル・ボンド
パディントンの一周年記念 マイケル・ボンド
パディントンの煙突掃除 マイケル・ボンド
パディントンのクリスマス Ｍ．ボンド
パディントン フランスへ マイケル・ボンド
パディントン妙技公開 マイケル・ボンド
ハナカミ王子とソバカス姫 舟崎　克彦
花ことば 立原　えりか
はなこ　野の花　野のきつね しん　きみこ
はなさかじい おざわ　としお　再話
はなとひみつ 星　新一
花のお江戸の金魚芝居 岩崎　京子
はなはなみんみ物語１ わたり　むつこ
花守の話 柏葉　幸子
はねとびおなべ　デンマークの民話 ヴァージニア・ハヴィランド再話
パパは専業主夫 キルステン・ボイエ
歯みがきつくって億万長者　やさしくわかる経済の話 ジーン・メリル
はらっぱのおはなし 松居　スーザン
バリおくさまのバス旅行 梅田　博之他９名
はりねずみのルーチカ かんの　ゆうこ
はりねずみのルーチカ　カギのおとしもの かんの　ゆうこ
はるかな国の兄弟 アストリッド・リンドグレーン
春のお客さん―車のいろは空のいろ― あまん　きみこ
バレエなんて、きらい ジェニファー･リチャード・ジェイコブソン
バレエをおどりたかった馬 Ｈ．ストルテンベルグ
ハンカチの上の花畑 安房　直子
ハンナのひみつの庭 アネミ－・ヘイマンス、マルフリ－ト・ヘイマ
パンプキン　─　模擬原爆の夏 令丈　ヒロ子
半分人間 おざわ・としお
パンやのくまちゃん 森山　京
パン屋のこびととハリネズミ　ふしぎな１１のおとぎ話 アニー・M・G・シュミット
ひいおばあちゃん モニカ・ハルティヒ
ビーおばさんとおでかけ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
ピーターサンドさんのねこ ルイス・スロボドキン
ひいばあちゃんはごきげん　ぼくはふきげん 沢田　俊子
ピカピカ論語 齋藤　孝
ひかりの国のタッシンダ エリザベス・エンライト
光はやみより 手島　悠介
彼岸花はきつねのかんざし 朽木　祥
ビクトルの新聞記者大作戦 ジョルディ・シエラ・イ・ファブラ
ひげねずみくんへ アン・ホワイトヘッド・ナグダ
ひこうきとじゅうたん 庄野　英二
ピッピ南の島へ アストリッド・リンドグレーン
１つぶのおこめ　さんすうのむかしばなし デミ
ヒトの親指はエライ！ 山本　省三
火のおどり子・銀のひづめ パーベル・バジョーフ
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火のくつと風のサンダル ウルズラ＝ウェルフェル
ピピンとトムトム　怪盗ダンダンの秘密 たかどのほうこ
ひまな岬の菜の花荘 堀内　純子
ひみつのかたつむり号 佐藤　さとる
ひみつのきもちぎんこう ふじもと　みさと
ひみつの小屋のマデリーフ フース・コイヤー
百年めの秘密 村山　早紀
びゅーん！こがらし一ごう　ミナモとキースケのたからさがし 長崎　夏海
びょうきのほん１ 山田　真
びょうきのほん２ 山田　真
びょうきのほん３ 山田　真
ヒヨコだいさくせん ルーシー・ダニエル
びりっかすの神様 岡田　淳
ヒルベルという子がいた ペーター・ヘルトリング
ビルマのむかし話 大野　徹
ひれから手へ　─進化のぼうけん─ アンソニ・ラビエリ
びんぼう神とばけもの芝居 岩崎　京子
ファラオの神殿のひみつ ジョン・シェスカ
ふうせんのはか さだ　まさし
笛吹童子 橋本　治
ふかふかうさぎ 香山　彬子
吹きぬけの青い空 志津谷　元子
ふしぎ時間はいかが？ やなぎ　やけいこ
ふしぎ駄菓子屋　銭天堂 廣嶋　玲子
ふしぎな暗号 マーガレット・マーヒー
ふしぎなかぎばあさん 手島　悠介
ふしぎな銀の木　スリランカの昔話 シビル・ウェッタシンハ
ふしぎなくつ Ｊ・ポラジンスカ
ふしぎなクリスマス・カード ポール・セール
ふしぎなしっぽのおばけだぞう 手島　悠介
ふしぎな北極のせかい 山崎　哲秀
ふしぎな八つのおとぎばなし ジョーン・エイキン
ふしぎなロシア人形バーバ ルース・エインズワース
ふしぎやさん 林原　玉枝
富士山の大研究 江藤　初生
ふたりのカミサウルス 平田　昌広
ふたりのひみつ イルズ・マ－グレット・ヴォ－ゲル
ふたりは世界一！ アンドレス・バルバ
船のクリスマス ‘ＢＢ’
ふぶきのあした 木村　裕一
冬ごもりのなかまたち 早船　ちよ
ブリンキーとナッツィ ドロシー・ウォール
古道具ほんなら堂　ちょっと不思議あり 楠　章子
フレディ　―　世界でいちばんかしこいハムスター ディートロフ・ライヒェ
ブンダバー くぼしま　りお
ブンダバー２ くぼしま　りお
ブンダバー３ くぼしま　りお
ブンダバー４ くぼしま　りお
ベイジルとふたご誘拐事件 Ｅ．タイタス
ペチカはぼうぼう猫はまんまる やえがし　なおこ
ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン
ベッツィーとテイシイ モード・ハート・ラブレイス
ペットねずみ大さわぎ フィリパ・ピアス
ペットのきんぎょがおならをしたら・・・？ マイケル・ローゼン
ベトナムのむかし話 富田 健次 編訳
ペニシリンの戦士 -フレミング ジョン=ローランド
ヘビとトカゲ　きょうからともだち ジョイ・カウリー
ヘリオット先生と動物たちの８つの物語 ジェイムズ・ヘリオット
ペンギンは、ぼくのネコ ホリー・ウェップ
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べんけいとおとみさん 石井　桃子
へんてこな一週間 山中　恒
へんてこもりのコドロボー たかどの　ほうこ
ベンとぼく 天才ネズミ大かつやく ロバート・ローソン
へんなネコのセラピナ アン・Ｈ・ホワイト
ヘンリーくんとアバラー ベバリイ・クリアリー
ヘンリーくんと新聞配達 ベバリィ・クリアリー
ヘンリーくんとビーザス ベバリイ・クリアリー
ほうまんの池のカッパ 椋　鳩十
ぼく先生のこときらいです 宮川　ひろ
ぼく ときどきぶた 矢玉　四郎
ぼくと兄ちゃんの大旅行 岡田　ゆたか
ぼく、ネズミだったの！　―　もう一つのシンデレラ物語 フィリップ・プルマン
ボクの犬 きむら　ゆういち
ぼくのいぬが　まいごです！ エズラ・ジャック・キーツ＆パット・シェール
ぼくのお母さん勉強中 角田　光男
ぼくのおじさん 斉藤　洋
ぼくのかわいいおさるちゃん ウルフ・ニルソン
ぼくのキング・エメット Ｍ．ストールズ
ぼくの黒うさぎシャデラク マインダート・ディヤング
ぼくのじしんえにっき 八起　正道
ぼくのドラゴン おの　りえん
ぼくのなかのほんとう パトリシア・マクラクラン
ぼくの魔法の運動ぐつ ウルフ・スタルク
ぼくのママはネアンデルタール人 ジョン・シェスカ
ぼくは王さま 寺村　輝夫
ぼくはスーパー転校生！？ ベッツィ・ダフィ
ぼくはハナの警察犬 舟越　健之輔
ぼくらのバス 大島　真寿美
ぼくらは「コウモリ穴」をぬけて 広瀬　寿子
ぼくらは世界一の名コンビ！ ロアルド・ダール
ぼくらは鉄道に乗って 三輪　裕子
ぼくをいじめるとねえちゃんくるぞ 伊藤　英治　編
ぽけっとにいっぱい 今江　祥智
星空のシロ 井上　夕香
星のタクシー あまん　きみこ
星のひとみ サカリアス・トペリウス
ポッパーさんとペンギン・ファミリー リチャード＆フローレンス・アトウォーター
ぽっぺん先生と笑うカモメ号 舟崎　克彦
ぽっぺん先生の日曜日 舟崎　克彦
ポテトサラダ 福　明子
ボブとリリーといたずらエルフ エミリー・ロッダ
ほらふきうそつきものがたり 椋　鳩十編
ほらふき男爵の冒険 ペーター・ニクル 再話
ほらふきマックス エーロン・ジューダ
ポルコさま ちえばなし ロバート・デイウィス
ほんとうはひとつの話 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ
ほんとにほんとにほしいもの ベラ　Ｂ．　ウィリアムズ
盆まねき 富安　陽子
マイカのこうのとり ベンノー・プルードラ
舞は１０さいです あさの　あつこ
まえがみ太郎 松谷　みよ子
まき貝のうた 坪井　郁美
マクブルームさんのすてきな畑 Ｓ・フライシュマン
マクブルームさんのへんてこ動物園 Ｓ．フライシュマン
マグロをそだてる　世界ではじめてクロマグロの完全養殖に成 江川　多喜雄
まさかさかさま動物回文集 石津　ちひろ
魔女がまちにやってきた 村上　勉
魔女のこねこゴブリーノ アーシュラ・ウィリアムズ
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魔女のシュークリーム 岡田　淳
魔女のたまご マデライン・エドモンドソン
魔女バジルと魔法のつえ 茂市　久美子
またたびトラベル 茂市　久美子
町かどのジム エリノア・ファージョン
魔法使いの卵 ダイアナ・ヘンドリー
魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒー
魔法使いのチョモチョモ 寺村　輝夫
まほうの馬 Ａ．トルストイ、Ｍ．ブラートフ
魔法の学校 ミヒャエル・エンデ
まほうの国からママが来た！ 藤　真知子
魔法のハサミがやってきた！ 岡田　貴久子
魔法のひまわり エヴェリーン・ハースラー
まほうのレンズ リチャード・ヒューズ
まほうをかけられた舌 安房　直子
まぼろし写真館 福　明子
まぼろしの大陸へ　白瀬中尉南極探検物語 池田　まき子
ママとあたしのサンドイッチ・ハウス 高山　栄子
真夜中のまほう フィリス・アークル
マレーシア  ウィティの南の島通信 押原 譲
ミオよ、わたしのミオ アストリッド・リンドグレーン
三日月ジョリー 竹下　文子
ミケ・ラン・ジェロ ３匹の猫の大冒険 松永　春
みさき食堂へようこそ 香坂　直
水の伝説 たつみや　章
みつ子とゆきちゃん 生源寺　美子
緑の国のわらい鳥 Ｅ．ネスビット
みどりの小鳥　―イタリア民話選― イタロ・カルヴィーノ
緑のトンネルをぬけて 岸　史子
みどりのゆび モーリス・ドリュオン
みなまた　海のこえ 石牟礼　道子
見習い職人フラピッチの旅 イワナ･ブルリッチ=マジュラニッチ
みにくいガチョウの子 ディック・キング＝スミス
ミミとまいごの赤ちゃんドラゴン マイケル・モーパーゴ
耳の聞こえないメジャーリーガー　ウィリアム・ホイ ナンシー・チャーニン
ミリ子は負けない 寺村　輝夫
ムーミン谷の夏まつり トーベ・ヤンソン
むかしむかしおばあちゃんは 神沢　利子
むかしむかしの鬼物語 小沢　章友
ムギと王さま エリナー・ファージョン
椋鳩十まるごと名犬物語 椋　鳩十
ムジカの森の音楽隊 さくらい　ともか
ムジナ探偵局なぞの挑戦状 富安　陽子
むつゴロウ大統領がんばる たつみや　章
村は大きなパイつくり ヘレン・クレスウェル
名探偵チビー雨あがり美術館の謎 新庄　節美
名探偵チビー 首なし雪だるまの謎 新庄　節美
名探偵チビー 泣き虫せんたく屋の謎 新庄　節美
名探偵チビー  虹色プールの謎 新庄　節美
名馬風の王 マーゲライト・ヘンリー
メトロ・ゴーラウンド 坂東　眞砂子
メロディ　だいすきなわたしのピアノ くすのき　しげのり
目をさませトラゴロウ 小沢　正
もいちどあおうね 長井　るり子
もうひとつの空 あまん　きみこ
もう悪口なんかいわせない クラース・ファン・アッセン
モグラ原っぱのなかまたち 古田　足日
モグラ物語 ケネス・メランビー
もしもし・・・　はなしちゅう ジャンニ・ロダーリ
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ものしりプクイチ たかどのほうこ
ももいろ荘の福子さん 村上　しいこ
ももたろう おざわ　としお  再話
モモちゃんとプー 松谷　みよ子
森からのてがみ N.スラトコフ
モリスのたからもの ポーラ・フォックス
森にうまれた愛の物語―野生チンパンジーのなかまたち ジェーン・グドール
モンゴルが攻めてきた―鎌倉幕府最大の危機 小西　聖一
モンプチ人形のぼうけん旅行 舟崎　克彦
やかまし村の子どもたち リンドグレーン
やかまし村の春・夏・秋・冬 アストリッド・リンドグレーン
やかまし村はいつもにぎやか アストリッド・リンドグレーン
夜行バスにのって ウルフ・スタルク
野菜のひみつ 小竹　千香子
やっかいな友だち 来栖　良夫
やっとライオン きむら　ゆういち
やっぱりしろくま 斉藤　洋
やねのうかれねずみたち ジェイムス・マーシャル
山犬の子ジロー 水上　美佐緒
山桜通りのふしぎな声 新美　てるこ
山田和樹とオーケストラのとびらをひらく 山田　和樹
ヤマトシジミの食卓 吉田　道子
やまと・なにわの昔語り 大西　登喜子
ヤマネコさつじん事件 舟崎　克彦
ヤマネコとウミネコ 野中　柊
山の上の火 ウルフ・レスロー、ハロルド・クーランダー
山のクリスマス ルドウィヒ・ベーメルマン
山のトムさん 石井　桃子
やまんばあさん海へ行く 富安　陽子
やまんばあさんの大運動会 富安　陽子
やまんばあさんのむかしむかし 富安　陽子
山んば見習いのむすめ いぬい　とみこ
ヤンと野生の馬 ハインリヒ・アリア・デンネボルク
夕あかりの国 アストリッド・リンドグレーン
ゆうかんな猫ミランダ エレナー・エスティス
ゆうれい回転ずし　本日オープン！ 佐川　芳枝
ゆうれい家庭訪問 三田村　信行
ゆうれいフェルピンの話 アストリッド・リンドグレーン
ゆかいな子ぐまポン ミラ・ローベ
ゆかいなどろぼうたち トールビョールン・エグネール
ゆき 蛤谷　糸美
雪だるまのひみつ ルース・エインワース
雪にきえた足あと ルーシー・Ｊ・ブレドソー
ゆきねこちゃん 今江　祥智
雪の女王 アンデルセン
ゆず先生はわすれない 白矢　三恵
指ぬきの夏 エリザベス・エンライト
ユミのにいさん 砂田　弘
夢は牛のお医者さん 時田　美昭
ゆめみるトランク 安房　直子
ゆめをにるなべ 茂市　久美子
ゆらゆら橋からおんみょうじ 広瀬　寿子
百合若大臣 たかし　よいち
妖怪一家九十九さん 富安　陽子
ようせいのゆりかご ルース・エインワース
ようふくなおしのモモーヌ 片山　令子
四人のきょうだい バージニア・ハビランド
夜にくちぶえふいたなら 高楼　方子
ライオンがいないどうぶつ園 フレート・ロドリアン
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ライト兄弟（空を飛ぶなら自動車屋にかぎる） 平見　修二
ラウラとふしぎなたまご ビネッテ・シュレーダー
らくがきはけさないで 角野　栄子
らくごでことわざ笑辞典 斉藤　洋
落語ねこ 赤羽　じゅんこ
落語絵本─じゅげむ 川端　誠
ラブの贈りもの 登坂　恵里香
ラブ・レター あさの　あつこ
ラモーナ、明日へ ベバリイ・クリアリー
ラモーナとあたらしい家族 ベバリイ・クリアリー
ラモーナとおかあさん ベバリイ・クリアリ
ラモーナとおとうさん ベバリィ・クリアリー
ラモーナ、八歳になる ベバリイ・クリアリー
ラン　パン　パン　インドみんわ Ｍ． ダフ　再話
ランプの精　リトル・ジーニー１ ミランダ・ジョーンズ
りこうなおきさき モーゼス・ガスター
リスとツバメ マリオ＝ヴォリオ
リックとさまよえる幽霊たち エヴァ・イボットソン
リネアの小さな庭 クリスティーナ・ビヨルク
リネア　モネの庭で クリスティーナ・ビョルク
リヤ王と白鳥になった子どもたち シーラ・マックギル＝キャラハン
竜の子ラッキーと音楽師 Ｒ．サトクリフ
リングの上では泣かないニャン！ 後藤　ゆきお
リンゴの木の上のおばあさん ミラ・ローベ
リンゴの木の下の宇宙船 ルイス・スロボトキン
ルイージといじわるなへいたいさん ルイス・スロボドキン
ルイ・パスツール(微生物を追いつめろ） 平見　修二
ルドルフといくねこくるねこ 斉藤　洋
ルドルフ　ともだち　ひとりだち 斉藤　洋
０点をとった日に読む本 現代児童文学研究会　編
レオ王子とちいさなドラゴン ノルベルト・ランダ
レムラインさんの超能力 ディルデ・ミヒェルス
レンゲ畑のまんなかで 富安　陽子
ロージーとムサ ミヒャエル・デコック
六号病室のなかまたち ダニエラ・カルミ
ロシアの昔話 内田　莉莎子　訳
ロラおばちゃんがやってきた フーリア・アルバレス
若おかみは小学生！１ 令丈　ヒロ子
若おかみは小学生！２ 令丈　ヒロ子
わが家のバイオリンそうどう Ｓ．グリーンウォルド
忘れないよ　リトル・ジョッシュ マイケル・モーパーゴ
わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ
わたしたちの帽子 高楼　方子
ワニてんやわんや ロレンス・イェップ
わらいねこ 今江　祥智
わらしべ長者　─　日本の民話２２編 木下　順二
悪者は夜やってくる マーガレット・マーヒー
わんぱくペップス大てがら エリカ・リレグ
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《小学上級から》
原本書名 著者

アーサー・ランサムのロシア昔話 アーサー・ランサム
アーベルチェの冒険 アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット
アーモンド入りチョコレートのワルツ 森　絵都
アーヤと魔女 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
アイヴォリー 竹下　文子
合言葉は手ぶくろの片っぽ 乙骨　淑子
アイスマン　５０００年前からきた男 デイビッド・ゲッツ
愛についての１０話 レフ・Ｎ・トルストイ
青いいのちの詩　世界でいちばん遠い島 折原　みと
青い鳥文庫ができるまで 岩貞　るみこ
青空のむこう アレックス・シアラー
青矢号－おもちゃの夜行列車 ジャンニ・ロダーリ
アカシア書店営業中！ 濱野　京子
赤ちゃんは魔女 ビアンカ・ピッツォルノ
悪童ロビーの冒険 キャサリン・パターソン
朝びらき丸東の海へ Ｃ．Ｓ．ルイス
あした、出会った少年 越水　利江子
あした、またね！ 大野　充子
あしたも、さんかく　毎日が落語日和 安田　夏菜
あした呼ぶ海へ 灰谷　健次郎
あたしがおうちに帰る旅 ニコラ・デイビス
頭のうちどころが悪かった熊の話 安東　みきえ
穴 ルイス・サッカー
あなたの夢におじゃまします 岡田　貴久子
アニーのかさ リサ・グラフ
あの子はなぞのスーパーガール 早川　真知子
あの戦争のなかにぼくもいた 石浜　みかる
あの庭の扉をあけたとき 佐野　洋子
あのネコは犯人か ヒルディック
あの世からの火 松谷　みよ子
アバラーのぼうけん ベバリイ・クリアリー
アベルの島 ウィリアム・スタイグ
雨あがりのメデジン アルフレッド・ゴメス＝セルダ
嵐にいななく Ｌ．Ｓ．マシューズ
あらしのあと ドラ・ド・ヨング
あらしの前 ドラ・ド・ヨング
アラスカの小さな家族　バラードクリークのボー カークパトリック・ヒル
ありがとうが言いたかったんだ 吉田　秀樹
アリスの悩み フィリス　Ｒ　ネイラー
アリスの見習い物語 カレン・クシュマン
アリになった数学者 森田　真生
有松の庄九郎 中川　なをみ
アルバートおじさんの時間と空間の旅 ラッセル・スタナード
アルマジロのしっぽ 岩瀬　成子
安永三年の絵師 野村　敏雄
アンネがいたこの一年 ニーナ・ラウピリヒ
イエロータウン 堀　直子
生きている地球 池内　了
いく子の町 筒井　頼子
漁火　海の学校 梅田　俊作
石切り山の人々 竹崎　有斐
イシ（二つの世界に生きたインディアンの物語） シオドーラ・クローバー
いじめっ子 ジュディ・ブルーム
偉大なワンドゥードルさいごの一ぴき ジュリー・アンドリュース
イタリアのごはん 銀城　康子
いちごケーキはピアニッシモで 西村　友里
一年中ワクワクしてた ロアルド・ダール
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いっせいに花咲く街 赤座　憲久
いつでもだれかの味方です 田中　直子
いつ寝るの？ 高田　勝・叶内　拓哉
いつも心に好奇心！名探偵夢水清志郎ＶＳパソコン通信探偵団 はやみね　かおる／松原　秀行
いとの森の家 東　直子
いないいないばあや 神沢　利子
犬さんがくる！ クリスティーネ・ネストリンガー
犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー
犬のウィリーとその他おおぜい ペネロピ・ライヴリー
犬はなぜ足をあげてオシッコをするのか 林　良博
生命の樹 江崎　雪子
いのちの設計図 柳澤　桂子
いのちのはじまり 柳澤　桂子
命をつなげ！　ドクターヘリ 岩貞　るみこ
イワンの馬鹿 レフ・　トルストイ
インドのごはん 銀城　康子
ウサギどんキツネどん ハリス　J.　C.
ウサギのかしこい商売 宮本　正興
牛追いの冬 マリー・ハムズン
羽州ものがたり 菅野　雪虫
うずしお丸の少年たち 古田　足日
うずまきがいっぱい 木村　龍治　・　花岡　道子
｢うそじゃないよ｣と谷川くんはいった 岩瀬　成子
うそつきの天才 ウルフ・スタルク
うちへ帰ろう ベッツィ・バイアーズ
宇宙においでよ！ 野口　聡一
馬と少年 Ｃ．Ｓ．ルイス
海がきこえる ジークリット・ツェベルト
海と風のマーチ 堀　直子
海時計職人ジョン・ハリソン ルイーズ・ボーデン
海の歌がきこえてくる 灰谷　健次郎
海のたまご ルーシイ・Ｍ・ボストン
海のなか、動物は何してる？ 内藤　靖彦
海の帽子屋 須藤　さちえ
海辺の王国 ロバート・ウェストール
ウメ子 阿川　佐和子
うわさのミニ巫女 柴野　理奈子
運動靴と赤い金魚 マジッド・マジディ　脚本
エーミールと三人のふたご エーリヒ・ケストナー
Ｘをさがして デボラ・エリス
絵とき　ゾウの時間とネズミの時間 本川　達雄
エネルギーってなに？ アイザック・アシモフ
エリコの丘から Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ
エリザベス女王のお針子　裏切りの麗しきマント ケイト・ペニントン
えんの松原 伊藤　遊
おいしいハンバーガーのこわい話 エリック・シュローサー、チャールズ・ウィル
おいでフレック、ぼくのところに エヴァ・イボットソン
オイボレ発明家をすくえ！ ヨアヒム・フリードリヒ
おいぼれミック バリ・ライ
オウザークの小さな農場 ロジャー・リー・マクブライト
オウザークの小さな町 ロジャー・リー・マクブライト
王子とこじき マーク・トウェーン
大あばれ山賊小太郎 那須　正幹
狼とくらした少女ジュリー ジーン・クレイグヘッド・ジョージ
大きな赤いリンゴの地 ロジャー・リー・マクブライト
大きな森の小さな家 Ｌ．Ｉ．ワイルダー
O(おー）じいさんのチェロ ジェーン・カトラー
オーレ！こころのストライカー 菊地　ただし
丘の家、夢の家族 キット・ピアソン
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丘のむこうの小さな町へ ロジャー・リー・マクブライド
小川は川へ、川は海へ スコット・オデール
おじいちゃんのタイムマシン 今村　葦子
おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク
落っこちた！ ザラ・ナオウラ
お天気キャスター森田さんのおもしろ天気予報 森田　正光
お父さんのeメール 奥田　継夫
お父さんの技術が日本を作った！ 茂木　宏子
お父さんのバイオリン ほしお　さなえ
弟の戦争 ロバート・ウェストール
大人になるということ 佐藤　忠男
おにごっこ物語 マルセル・エーメ
鬼の橋 伊藤　遊
おばあちゃん ペーター・ヘルトリング
おばあちゃんは大どろぼう デイビッド・ウィリアムズ
おばあちゃんぼしゅう中！ アーニャ・トゥッカーマン
お話を運んだ馬 アイザック・バシェビス・シンガー
おまけ鳥 飯田　朋子
オムレツ屋のベビードレス 西村　友里
オムレツ屋へようこそ 西村　友里
思い出のマーニー　下 ジョーン・ロビンソン
思い出のマーニー　上 ジョーン・ロビンソン
親子で楽しむこども俳句塾 大高　翔
親子ネズミの冒険 ラッセル・ホーバン
オ・ヤサシ巨人ＢＦＧ ロアルド・ダール
オリエントの冒険 マージェリー・シャープ
おれたちゃ映画少年団 横山　充男
おれは歌だ　おれはここを歩く―アメリカ・インディアンの詩
おれは非常勤 東野　圭吾
おわりから始まる物語 リチャード・キッド
ガーランドの瞳―愛の盲導犬物語 郡司　ななえ
カイウスはばかだ ヘンリー・ウィンターフェルト
怪人二十面相 江戸川　乱歩
海賊の歌がきこえる 今江　祥智
怪物の本－世界の民話館－ ルース・マニング＝サンダーズ
帰ってきたキャリー ニーナ・ボーデン
帰ってきた空飛び猫 アーシュラ・Ｋ・ル=グウィン
帰ってきたメアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース
科学者の目 かこ　さとし
科学でゲーム・ぜったいできる！ Ｖ．コブ、Ｋ．ダーリング
鏡　ゴースト・ストーリーズ スーザン・クーパー　ほか
影の王 スーザン・クーパー
カスピアン王子のつのぶえ Ｃ．Ｓ．ルイス
風と夏と１１歳（青菜とかほりの物語） 薫　くみこ
風にのってきたメアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース
風にのれ！アホウドリ 長谷川　博
風に向かっての旅 ピーター・ヘルトリング
風の海峡（下）―戦いの果てに 吉橋　通夫
風の海峡（上）―波頭をこえて 吉橋　通夫
風の靴 朽木　祥
風の少年ムーン ワット・キー
風をつむぐ少年 ポール・フライシュマン
片目のねこ ポーラ・フォックス
がっかり行進曲 中島　たい子
学校ユウレイとおてんばカローラ ペーター・アブラハム
蟹塚縁起 梨木　香歩
かはたれ　散在ガ池の河童猫 朽木　祥
カブトエビの寒い夏 谷本　雄治
神々のとどろき ─ 北欧神話 ドロシー・ハスフォード
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神の守り人　（帰還編） 上橋　菜穂子
神の守り人　（来訪編） 上橋　菜穂子
カムイチェプ神の魚 小林　陽子
カモメの家 山下　明生
火曜日には火の用心（常識より科学へ１） 板倉　聖宣
ガラスのエレベーター　宇宙にとびだす ロアルド・ダール
からすのガァさん 川崎　大治
ガラスの家族 キャサリン・パターソン
ガラスのくつ エリーナ・ファージョン
かりんちゃんと十五人のおひなさま なかがわ　ちひろ
カレーライスの本 藤田　千枝
川の光 松浦　寿輝
川をくだる小人たち メアリー・ノートン
カンヴァスの向こう側　少女が見た素顔の画家たち フィン・セッテホルム
韓国のごはん 銀城　康子
ガンバとカワウソの冒険 斎藤　惇夫
きいてほしいの、あたしのこと─ウィン・ディキシーのいた夏 ケイト・ディカミロ
黄色いポストの郵便配達 斉藤　洋
消えた赤ちゃん救出大作戦！ 那須　正幹
消えた夜を追って 山口　裕一
岸辺のヤービ 梨木　香歩
北のはてのイービク ピーパルク・フロイゲン
きっとオオカミぜったいオオカミ 山崎　玲子
キッドナップ・ツアー 角田　光代
きつねのルナール レオポルド・ショヴォー
きつね火 新田　次郎
きまぐれロボット 星　新一
きみの町にコウノトリがやってくる キム・ファン
帰命寺横丁の夏 柏葉　幸子
キャンディいそいでお帰り マインダート・ディヤング
キャンディ・フロス ジャクリーン ・ウィルソン
吸血鬼ドラキュラ ブラム　ストーカー
恐竜ってなに？ アイザック・アシモフ
きらくな空の旅行者たち マルセル・レルム=ヴァルテール
ギリシア神話 石井　桃子　編訳
キルディー小屋のアライグマ ラザフォード・モンゴメリ
木を植えた男 ジャン・ジオノ
金色の象 岩瀬　成子
銀色の日々 次郎丸　忍
銀色ラッコのなみだ（北の海の物語） 岡野　薫子
銀河のたんじょう 池内　了
銀のいす Ｃ．Ｓ．ルイス
銀のくじゃく 安房　直子
空気がなくなる日 岩倉　政治
空気は踊る 結城　千代子
空中の王国―九つの愛の物語 マーガレット・マーヒー
クール･ムーンライト　月の輝く庭で アンジェラ・ジョンソン
くちなしの花八月　ヒロシマヤケノハラニナル 児玉　辰春
グッドラック ｱﾚｯｸｽ･ﾛﾋﾞﾗ､ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ･ﾄﾘｱｽ･ﾃﾞ･ﾍﾞｽ
クヌギ林のザワザワ荘 富安　陽子
クマと仙人 ジョン・ヨーマン
くらのかみ 小野　不由美
クラバート オトフリート＝プロイスラー
鞍馬天狗　角兵衛獅子の巻 大佛　次郎
クララをいれてみんなで６人 ペーター・ヘルトリンク
グリーン・ノウの石 Ｌ．Ｍ．Ｂｏｓｔｏｎ
グリーン・ノウの煙突 ルーシー　Ｍ．　ボストン
グリーン・ノウのお客さま ルーシー　Ｍ．　ボストン
グリーン・ノウの川 Ｌ．Ｍ．ボストン
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グリーン・ノウの子どもたち ルーシー　M．　ボストン
グリーン・ノウの魔女 Ｌ．Ｍ．ボストン
クリストファーの魔法の旅 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
クリスマス・キャロル ディケンズ
クリスマス・ボックス リチャード・ポール・エヴァンズ
グリックの冒険 斉藤　惇夫
ぐるぐる猿と歌う鳥 加納　朋子
ぐるぐるの図書室 工藤　純子　他
黒い兄弟（下） リザ・テツナー
黒い兄弟（上） リザ・テツナー
黒グルミのからのなかに ミュリエル・マンゴー
くろ助 栗栖　良夫
クロティの秘密の日記 パトリシア・Ｃ・マキサック
黒ばらさんの七つの魔法 末吉　暁子
劇団6年2組 吉野　万里子
月冠の巫王 たつみや　章
月神の統べる森で たつみや　章
月曜日に来たふしぎな子 ジェイムズ・リーブズ
獣の奏者　Ⅰ(闘蛇編) 上橋　菜穂子
獣の奏者　Ⅱ(王獣編) 上橋　菜穂子
獣の奏者　Ⅲ(探求編） 上橋　菜穂子
獣の奏者　Ⅳ(完結編) 上橋　菜穂子
元気なモファットきょうだい エレナー・エスティス
現代変化物語　あやかし草子 那須　正幹
源平盛衰記　巻の1　おごる平家 三田村　信行
源平盛衰記　巻の2　源氏の逆襲 三田村　信行
源平盛衰記　巻の3　ほろびゆくもの 三田村　信行
公園のメアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース
紅茶が動かした世界の話 千野　境子
コーヒー豆を追いかけて 原田　一宏
木かげの秘密 浅野　竜
五月三十五日 エーリヒ・ケストナー
虚空の旅人 上橋　菜穂子
古事記物語 福永　武彦
こちらマガーク探偵団 Ｅ．Ｗ．ヒルディック
狐笛のかなた 上橋　菜穂子
こどもがつくるたのしいお菓子 婦人之友編集部
こどもがつくるたのしいお料理 婦人之友編集部
こども講談 用寛さん本伝(出発の巻) 杉山　亮
子供たちの時間 橋口　穣二
子ども落語(一) 柳亭　燕路
子ども落語（二） 柳亭　燕路
子ども落語(三) 柳亭　燕路
小人たちの新しい家 メアリー・ノートン
狛犬の佐助　迷子の巻 伊藤　遊
これ、ぼくの宝物です 山下　奈美
転んでも大丈夫 臼井　二美男
こわがってるのはだれ？ フィリパ・ピアス
こんぴら狗 今井　恭子
コンラッド クリスティーネ・ネストリンガー
サーカスの小人とおじょうさん エーリッヒ・ケストナー
細菌ってなに？ アイザック・アシモフ
さいごの戦い Ｃ．Ｓ．ルイス
最後のトキ　ニッポニア・ニッポン -トキ保護にかけた人びとの記 国松　俊英
さいごの冒険 マージェリー・シャープ
裁判とふしぎなねこ 手島　悠介
桜石探検隊 風野　潮
さすらい猫ノアの伝説 重松　清
さすらいの孤児ラスムス アストリッド・リンドグレーン
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真田十勇士　猿飛佐助　痛快世界の冒険文学４ 後藤　竜二
サバのみそ煮のいうとおり 小川　美篤
サマセット四姉妹の大冒険 レズリー・Ｍ・Ｍ・ブルーム
さようなら、もんじゅ君 もんじゅ君
さよならのドライブ ロディ・ドイル
サラシナ 芝田　勝茂
さらば、おやじどの 上野　瞭
ザリガニ同盟 今村　葦子
サンウィング―銀翼のコウモリⅡ ケネス・オッペル
三千と一匹がうたう卵の歌 ジョイ・カウリー
サンタクロースの冒険 ライマン・フランク・ボーム
３人のパパと僕たちの夏 井上　林子
算法少女 遠藤　寛子
三本の金の髪の毛　中・東欧のむかしばなし
幸せの青いチリトリ 山末　やすえ
幸せの器 おぎ　ぜんた
シーラスと黒い馬 セシル・ボトカー
シーラスとビン・ゴーヂック セシル・ボトカー
シーラスとマッティ 出会い セシル・ボトカー
シーラスと四頭立ての馬車 セシル・ボトカー
シーラスの家作り セシル・ボトカー
ジェーンはまんなかさん エレナー・エスティス
シェパートン大佐の時計 フィリップ・ターナー
ジェミーと走る夏 エイドリアン・フォゲリン
シカゴよりこわい町 リチャード・ペック
しっぽをなくしたイルカ 岩貞　るみこ
死の国からのバトン 松谷　みよ子
シノダ！チビ竜と魔法の実 富安　陽子
地べたっこさま さねとう　あきら
島原の絵師 今西　祐行
ジム・ボタンと１３人の海賊 ミヒャエル・エンデ
ジム・ボタンの機関車大旅行 ミヒャエル・エンデ
シャーロック・ホームズの事件簿　（下） コナン・ドイル
シャーロック・ホームズの事件簿　（上） コナン・ドイル
シャーロック・ホームズの冒険　（下） コナン・ドイル
シャーロック・ホームズの冒険　(上） コナン・ドイル
シャイローがきた夏 フィリス　Ｒ　ネイラー
シャイン　キッズ 光丘　真理
ジャカランダの花さく村 シェイラ・ゴードン
ジャングル・ブック　（第二部） ラドヤード=キップリング
ジャングル･ブック　［第一部］ ラヤード＝キップリング
１１をさがして パトリシア・ライリー・ギフ
１３歳のハローワーク 村上　龍
十代のきみたちへ　ぜひ読んでほしい憲法の本 日野原　重明
１２歳たちの伝説 後藤　竜二
１２歳たちの伝説Ⅱ 後藤　竜二
１２歳たちの伝説Ⅲ 後藤　竜二
１２歳たちの伝説Ⅳ 後藤　竜二
十二歳の合い言葉 薫　くみこ
１２分の１の冒険 マリアン・マローン
宿題ひきうけ株式会社 古田　足日
酒呑童子 竹下　文子
しゅるしゅるぱん おおぎやなぎ　ちか
小学生日記 hanae*
小公女 バーネット
少女海賊ユーリ　なぞの時光石 みお　ちづる
少年たちの夏 横山　充男
女王さまがおまちかね 菅野　雪虫
ジョージと秘密のメリッサ アレックス・ジーノ
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植物は動いている 清水　清
４７都道府県ビジュアル文化百科　地野菜・伝統野菜 堀　知佐子　監修
シルバーウィング―銀翼のコウモリⅠ ケネス・オッペル
シルバーレイクの岸辺で ローラ・インガルス・ワイルダー
白い馬をさがせ ディック・キング＝スミス
白いお姫さま マリア・ジェリチエコワ
白いキリンを追って ローレン・セントジョン
白い手 椎名　誠
進化する生き物たち 柳沢　桂子
紳士とオバケ氏 たかどの　ほうこ
新潮現代童話館１ 今江　祥智・灰谷　健次郎
新潮現代童話館２ 今江　祥智・灰谷　健次郎
シンデレラ・ガール Ｌ・テツナー
新編　弓張月　下　妖魔王の魔手 三田村　信行　編
新編　弓張月　上　伝説の勇者 三田村　信行　編
スウィート・メモリーズ ナタリー・キンシー＝ワーノック
数字ってなに？ アイザック・アシモフ
スーパー・ガールいちごちゃん 上條　さなえ
スープ ロバート・ニュートン・ペック
すえっ子のルーファス エレナー・エスティス
裔を継ぐ者 たつみや　章
スカイ・メモリーズ　―　母と見上げた空 パット・ブリッソン
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
鈴木三重吉童話集 勝尾　金弥　編
スター少女アナベル　エキストラになる エレン・コンフォード
スター少女アナベル　ゴリラになる エレン・コンフォード
ズッコケ恐怖体験 那須　正幹
ズッコケ山岳救助隊 那須　正幹
ズッコケ三人組の推理教室 那須　正幹
ズッコケ三人組の卒業式 那須　正幹
ズッコケ時間漂流記 那須　正幹
ズッコケＴＶ本番中 那須　正幹
ズッコケ文化祭事件 那須　正幹
砂の妖精 Ｅ．ネズビット
スパイになりたい　ハリエットのいじめ解決法 ルイーズ=フィッツヒュー
素晴らしいアレキサンダーと、空飛び猫たち アーシュラ・Ｋ・ル=グウィン
スピリット島の少女　オジブウェー一族の一家の物語 ルイーズ・アードリック
すみ鬼にげた 岩城 範枝
すりばちの底にあるというボタン 大島　真寿美
聖書物語 小出　正吾 編
生命のひろがり 池内　了
精霊の守り人 上橋　菜穂子
世界一幸せなゴリラ、イバン キャサリン・アップルゲイト
世界で一番の贈りもの マイケル・モーパーゴ
世界の砂漠を緑に 遠山　征雄
セバスチャン山のシーラス セシル・ボトカー
セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治
先生わかっとうよ 小阪　叡
戦争がなかったら　3人の子どもたち10年の物語 高橋　邦典
全盲の僕が弁護士になった理由　あきらめない心の鍛え方 大胡田　誠
象と二人の大脱走 ジリアン・クロス
卒業の歌　ぼくたちの挑戦 本田　有明
卒業旅行は北国へ 三輪　裕子
そのぬくもりはきえない 岩瀬　成子
空はきんいろ─フレンズ 大島　真寿美
空へ いとう　みく
空へつづく神話 富安　陽子
空を駆けるジェーン アーシュラ・Ｋ・ル=グウィン
空をとぶ小人たち メアリー・ノートン
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それいけ！ズッコケ三人組 那須　正幹
ソロモン王の洞窟 横田　順彌
だいあもんど 長崎　夏海
タイガー・ボーイ ミタリ・パーキンス
第九軍団のワシ ローズマリ・サトクリフ
体験取材！　世界の国ぐに(１)　-カナダ- 渡辺　一夫
体験取材！　世界の国ぐに(２)　-アメリカ- 渡辺　一夫
体験取材！　世界の国ぐに(３)　-メキシコ- 吉田　忠正
体験取材！　世界の国ぐに(４)　-キューバ- 吉田　忠正
体験取材！　世界の国ぐに(５)　-コスタリカ- 渡辺　一夫
体験取材！　世界の国ぐに(６)　-ブラジル- 岡崎　務
体験取材！　世界の国ぐに(７)　-チリ- 佐々木　ときわ
体験取材！　世界の国ぐに(８)　-オーストラリア- 吉田　忠正
体験取材！　世界の国ぐに(９)　-ニュージーランド- 岡崎　務
体験取材！　世界の国ぐに(１０)　-ミクロネシア連邦- 岡崎　務
体験取材！　世界の国ぐに(１１)　-中国- 吉田　忠正
体験取材！　世界の国ぐに(１３)　-モンゴル- 吉田　忠正
体験取材！　世界の国ぐに(１４)　-フィリピン- 岡崎　務
体験取材！　世界の国ぐに(１５)　-インドネシア- 岡崎　務
体験取材！　世界の国ぐに(１６)　-マレーシア- 渡辺　一夫
体験取材！　世界の国ぐに(１７)　-ベトナム- 吉田　忠正
体験取材！　世界の国ぐに(１８)　-カンボジア- 吉田　忠正
体験取材！　世界の国ぐに(１９)　-タイ- 渡辺　一夫
体験取材！　世界の国ぐに(２０)　-ミャンマー- 佐々木　ときわ
体験取材！　世界の国ぐに(１２)　-韓国- 渡辺　一夫
大航海の夜あけ　―ヘンリー航海王― トーマス＝カルディコット＝チャブ
大草原の小さな家 Ｌ．Ｉ．ワイルダー
第八森の子どもたち エルス・ペルフロム
太陽の東 月の西 アスビョルンセン
高崎山のベンツ　最後の「ボスザル」 江口　絵里
たそかれ－不知の物語 朽木　祥
ただいま！マラング村　タンザニアの男の子のお話 ハンナ・ショット
たのしい英語②　Let's enjoy, ABC! ゲームにちょうせん 伊藤　嘉一　監修
たのしい英語①　Ｈｅｌｌｏ，ＡＢＣ！にこにこあいさつ 伊藤　嘉一　監修
たのしい川べ ケネス・グレーアム
たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン
旅のお供は、しゃれこうべ 泉田　もと
旅のはじまり 竹下　文子
卵の実験 伏見　康治・伏見　満枝
だめ天使ところころ魔女 アーシュラ　ウィリアムズ
だれにも話さなかった祖父のこと マイケル・モーパーゴ
だれもしらない 灰谷　健次郎
だれも知らない小さな国 佐藤　さとる
だんご鳥 飯田　朋子
男子弁当部　－オレらの友情てんこもり弁当 イノウエ　ミホコ
タンポポの研究（常識より科学へ６） 山本　正
だんまりレナーテと愛犬ルーファス リブ・フローデ
小さい牛追い マリー・ハムズン
小さな男の子の旅 エーリヒ・ケストナー
小さなジョセフィーン（北国の虹ものがたり１） マリア・グリーペ
ちいさなちいさな王様 アクセル・ハッケ
小さな村の大きな郵便事件 クラウス・コルドン
地下の湖の冒険 マージェリー・シャープ
地球は丸い？ アイザック・アシモフ
竹炭のふしぎな力 中根　周歩
地底旅行 J・ヴェルヌ
地の掟　月のまなざし たつみや　章
チポロ 菅野　雪虫
茶畑のジャヤ 中川　なをみ
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チャリンコ・ライダー 浅野　竜
注文の多い料理店 宮沢　賢治
鳥海山の空の上から 三輪　裕子
ちょんまげ手まり歌 上野　瞭
チロと秘密の男の子 河原　潤子
地をはう風のように 高橋　秀雄
月のえくぼ（クレーター）をみた男 鹿毛　敏夫
月は、ぼくの友だち ナタリー・バビット
月夜のみみずく ジェイン・ヨーレン
つづきの図書館 柏葉　幸子
つる姫 阿久根　治子
ティムール国のゾウ使い ジェラルディン・マコックラン
テーマで調べる日本の地理　１　ふるさとの自然 小西　聖一
テーマで調べる日本の地理　２　ふるさとの農業・漁業・林業 清野　賢司　文
テーマで調べる日本の地理　３　ふるさとのものづくり 清原　工
テーマで調べる日本の地理　４　ふるさとの遺産 児玉　祥一、　矢野　慎一
テーマで調べる日本の地理　５　ふるさとの文化 武良　竜彦
テーマで調べる日本の地理　６　ふるさとの人と町 吉田　かつよ
テオの「ありがとう」ノート クロディーヌ・ル・グイック＝プリエト
てつがくのライオン 工藤　直子
鉄道きょうだい Ｅ・ネズビット
鉄は魔法つかい 畠山　重篤
テラプト先生がいるから ロブ・ブイエー
電気ってなに？ アイザック・アシモフ
伝記ヘレン・ケラー 村岡　花子
天狗童子 佐藤　さとる
天山の巫女ソニン１　黄金の燕 菅野　雪虫
天山の巫女ソニン２　海の孔雀 菅野　雪虫
天山の巫女ソニン３　朱烏の星 菅野　雪虫
天山の巫女ソニン４　 夢の白鷺 菅野　雪虫
天山の巫女ソニン５　大地の翼 菅野　雪虫
天井からジネズミ 佐伯　元子
天地のはざま たつみや　章
天と地の守り人（第一部） 上橋　菜穂子
天と地の守り人(第二部) 上橋　菜穂子
天と地の守り人(第三部) 上橋　菜穂子
天と地を測った男 岡崎　ひでたか
トイレまちがえちゃった！ ルイス=サッカー
東京ガラパゴス 千世　まゆ子
父さんの犬サウンダー ウィリアム　H．アームストロング
父さんの納屋 アヴィ
Ｔｗｏ　Ｔｒａｉｎｓ（とぅとれいんず） 魚住　直子
動物会議 エーリヒ・ケストナー
動物に心はあるだろうか？ 松島　俊也
遠く不思議な夏 斉藤　洋
ドカンとイッパチ 那須　正幹
時をさまようタック ナタリー・バビット
時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ
時計はとまらない フィリップ・プルマン
トチノキ村の雑貨屋さん 茂市　久美子
ドッジの風 岩崎　京子
とっぴんしゃん　下 山本　一力
隣の家の出来事 ヴィリ・フェーアマン
トニーノの歌う魔法 ダイアナ･ウィン･ジョーンズ
とびだせズッコケ事件記者 那須　正幹
とびだせ！　にんじゃ虫 谷本　雄治
とびらをあけるメアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース
飛ぶ教室 ケストナー
トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス
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友だちじゃないか 上條　さなえ
ともだちはサティー！ 大塚　篤子
土曜日はお楽しみ エリザベス・エンライト
ドラゴンをさがせ Ｅ・Ｌ・カニグスバーグ
どらねこドラゴンの星の海 福永　真由美
トラベラー―小さな開拓者 アン・ドルー
ドリトル先生アフリカゆき ヒュー・ロフティング
ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング
ドリトル先生月から帰る ヒュー・ロフティング
ドリトル先生月へゆく ヒュー・ロフティング
ドリトル先生と月からの使い ヒュー・ロフティング
ドリトル先生と秘密の湖　下 ヒュー・ロフティング
ドリトル先生と秘密の湖　上 ヒュー・ロフティング
ドリトル先生と緑のカナリア ヒュー・ロフティング
ドリトル先生のキャラバン ヒュー・ロフティング
ドリトル先生のサーカス ヒュー・ロフティング
ドリトル先生の楽しい家 ヒュー・ロフティング
ドリトル先生の動物園 ヒュー・ロフティング
ドリトル先生の郵便局 ロフティング
ドルオーテ－はつかねずみは異星人 斉藤　洋
ドローセルマイアーの人形劇場 斎藤　洋
とんでもないブラウン一家 アラン・アルバーグ
トンデモネズミ大活躍 ポール・ギャリコ
泣けない魚たち 阿部　夏丸
なぜ戦争はおわらないのか 小林　豊
なぜ？どうして？環境のお話 環境のお話編集委員会
なぞとき名人のお姫さま―フランスの昔話― パトリス・アリスプ
なぞなぞの本 福音館書店編集部　編
なぞのうさぎバニキュラ デボラ&ジェイムズ・ハウ
なだれだ！ 行けそうさく犬 バトス・ヘッペナー
夏のジオラマ 小路　幸也
夏の庭 湯本　香樹美
夏休みに、翡翠をさがした 岡田　依世子
七草小屋のふしぎなわすれもの 島村　木綿子
ナマズ入江の大洪水 Ｂ．Ｌ．バーマン
なみだの穴 まはら　三桃
なりたて中学生　初級編 ひこ・田中
鳴りひびく鐘の時代に マリア・グリーペ
南極の冒険 マージェリー・シャープ
ナンタケットの夜鳥 ジョーン・エイケン
なんて素敵にジャパネスク 氷室　冴子
ナンナンとヒゲおじさん 厳　文井
新津春子。　世界一のおそうじマイスター。 若月　としこ
にげだしたはりっこ人形 赤羽　じゅんこ
虹色ほたる 川口　雅幸
虹果て村の秘密 有栖川　有栖
日曜の朝ぼくは 斉藤　洋
二百年の子供 大江　健三郎
日本ではじめての女医 楠本いね 浜田　けい子
日本民話選 木下　順二
ニルスのふしぎな旅１ ラーゲルレーヴ
ニルスのふしぎな旅（２） ラーゲルレーヴ
ニルスのふしぎな旅（３） ラーゲルレーヴ
ニルスのふしぎな旅（４） ラーゲルレーヴ
人形の旅立ち 長谷川　摂子
人魚の島で シンシア・ライラント
人間ってなんだろう 柳澤　桂子
人間になりたがった猫 ロイド・アリグザンダー
人間はすばらしい 椋　鳩十
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にんじん ジュール・ルナール
盗まれたあした たから　しげる
ぬすまれた宝物 ウイリアム・スタイグ
願いがかなうふしぎな日記 本田　有明
ねこはしる 工藤　直子
ねずの木 そのまわりにもグリムのお話いろいろⅠ Ｌ．シーガル、Ｍ．センダック
ねずの木 そのまわりにもグリムのお話いろいろⅡ Ｌ．シーガル、Ｍ．センダック
ねずみの騎士デスペローの物語 ケイト・ディカミロ
ねずみの友だちから学んだこと カリン・フォン・ヴェルク
農場の少年 ローラ・インガルス・ワイルダー
ノーベル賞受賞者にきく　子どものなぜ？　なに？ ベッティーナ・シュティーケル
野に出た小人たち メアリー・ノートン
ののちゃんのＤｏ科学 朝日新聞科学医療部
のび太と鉄人兵団 瀬名　秀明
乗り合いＵＦＯ 牧野　節子
パーシーとアラビアの王子さま ウルフ・スタルク
ハートボイス　─　いつか翔べる日 青木　和雄
ハイジ Ｊ．シュピーリ
バイバイ。 李　慶子
ハコの牧場 北村　恵理
走れ、セナ！ 香坂　直
バターシー城の悪者たち ジョーン・エイケン
八月がくるたびに おおえ　ひで
８９番目のネコ エレノア・ニルソン
はちゃめちゃ大家族 沢田　俊子
発掘屋おフミさん あかね・るつ
××（バツ）天使 令丈　ヒロ子
ハッピーノート 草野　たき
はてな？なぜかしら？イスラム・中東問題 池上　彰
話はめぐる　－聞き手から語り手へ－ ナショナル・ストーリーテリング保存育成
花の館に 三輪　裕子
花ものがたり 松田　修
パパが金魚になっちゃった! リリアンヌ・コルブ，ローランス・ルフェーヴ
ハブテトル　ハブテトラン 中島　京子
パヤタスに降る星　ごみ山の子ともたちから届いたいのちの贈り物 山口　千恵子
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 Ｊ．Ｋ．ローリング
ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング
ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング
針さしの物語 メアリ・ド・モーガン
はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ
春よこい はま　みつお
バレエダンサー（下） ルーマ・ゴッデン
バレエダンサー（上） ルーマ・ゴッデン
晴れた日は図書館へいこう 緑川　聖司
ハロウィーンの魔法 ルーマ・ゴッデン
ハンサム・ガール 佐藤　多佳子
ハンター ジョイ・カウリー
バンビ フェーリックス・ザルテン
パンプキン・ロード 森島　いずみ
ピーター・パンとウェンディ ジェイムス・マシュー・バリー
緋色の研究 コナン＝ドイル
光っちょるぜよ！ぼくら　四万十川物語 横山　充男
ひかり舞う 中川　なをみ
引き出しの中の家 朽木　祥
肥後の石工 今西　祐行
ビタミンってなに？ アイザック・アシモフ
ビッグバン 池内　了
ピッグル・ウィッグルおばさんの農場 ベティ・マクドナルド
ヒットラーのむすめ ジャッキー・フレンチ
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ピッピ　船にのる アストリッド・リンドグレーン
ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス
ひとりだけのコンサート ペーター・ヘルトリング
ひとりでいらっしゃい　七つの怪談 斉藤　洋
ヒナギク野のマーティン・ピピン Ｅ．ファージョン
火の鳥と魔法のじゅうたん イディス・ネズビット
秘密のスイーツ はやし　まりこ
秘密の花園 バーネット
秘密のマシン、アクイラ アンドリュー・ノリス
秘密の道をぬけて ロニー・ショッター
１００回目のお引っ越し 後藤　みわこ
ヒューゴとジョセフィーン（北国の虹ものがたり２） マリア・グリーペ
ピンクのバレーシューズ ロルナ・ヒル
びんの悪魔 ロバート・ルイス・スティーブンソン
ファーブル昆虫記１ ふしぎなスカラベ ファーブル
ファーブル昆虫記２　狩りをするハチ ファーブル
ファーブル昆虫記３（セミの歌のひみつ） ファーブル
ファーブル昆虫記４（サソリの決闘） ファーブル
ファーブル昆虫記５ オトシブミのゆりかご ファーブル
ファーブル昆虫記６ ツチハンミョウのミステリー ファーブル
ファーブル昆虫記７ アリやハエのはたらき ファーブル
ファーブル昆虫記８ 伝記 虫の詩人の生涯 ファーブル
ファイアーウィング―銀翼のコウモリⅢ ケネス・オッペル
ファンタジーが生まれるとき　（「魔女の宅急便」とわたし） 角野　栄子
フィオナの海 ロザリー・Ｋ・フライ
プー横丁のお料理読本 A.A.ミルン　ケーティ・スチュアート
フクロウはだれの名を呼ぶ ジーン・クレイグヘッド・ジョージ
不思議な尻尾 マーガレット・マーヒー
ふしぎな目をした男の子 佐藤　さとる
ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル
ふしぎの時間割 岡田　淳
不思議を売る男 ジェラルディン・マコーリアン
ふたつの月の物語 富安　陽子
ふたりのイーダ 松谷　みよ子
ふたりのロッテ ケストナー
二日月 いとう　みく
筆箱の中の暗闇 那須　正幹
ブライユ ビバリー・バーチ
ブラック・ウィングス、集合せよ 橋本　香折
プラネット・キッドで待ってて ジェイン・レズリー・コンリー
プラム・クリークの土手で ローラ・インガルス・ワイルダー
フランケンシュタイン 山中　恒文
フランスのごはん 銀城　康子
フランダースの犬 ウィーダ
ブランディ反抗期真っ最中 メアリー・タッカー
ブルーバック ティム･ウィントン
兵士のハーモニカ ジャンニ・ロダーリ
紅はこべ 山崎　洋子
ベルナのしっぽ 郡司　ななえ
ベロ出しチョンマ 斎藤　隆介
ベンガル虎の少年は・・・ 斉藤　洋
辺境のオオカミ ローズマリ・サトクリフ
ヘンダワネのタネの物語 新藤　悦子
ベンとふしぎな青いびん　─　ぼくはアスペルガー症候群 キャシー・フープマン
ペンネームは夏目リュウ！　キミも物語が書ける 濱野　京子
ペンフレンド 植松　二郎
べんり屋、寺岡の夏 中山　聖子
ほうかご探偵隊 倉知　淳
冒険者たち ―ガンバと十五ひきの仲間 斎藤　惇夫
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ほおずきちょうちん 竹内　もと代
ボーソーとんがりネズミ 渡辺　わらん
ポーラをさがして さな　ともこ
ぼく、カギをのんじゃった！ ジャック・ギャントス
ぼくがバイオリンを弾く理由 西村　すぐり
北限のサル　世界の一番北でくらすサルの物語 いそやま　たかゆき、りょう子
ボクシング・デイ 樫崎　茜
ぼくだけの山の家 ジーン・クレイグヘッド・ジョージ
ぼくたちＪ２スペシャル！ 岡田　なおこ
ぼくたちの家出 浜野　卓也
ぼくたちの宝島 Ｃ．アドラー
ボクたちの値段 荻原　博子
ぼくたちのリアル 戸森　しるこ
ぼくたち、ロンリーハート・クラブ ウルフ・スタルク
ぼくと原始人ステッグ クライブ・キング
ぼくどこからきたの？ ピーター・メイル
ぼくと〈ジョージ〉 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ
ぼくと戦争の物語 漆原　智良
ぼくとテスの秘密の七日間 アンナ・ウォルツ
ぼくとベルさん　友だちは発明王 フィリップ・ロイ
僕のお父さんは東電の社員です 森　達也
ぼくのお姉さん 丘 修三
ぼくのつくった魔法のくすり ロアルド・ダール
ぼくの、ひかり色の絵の具 西村　すぐり
ぼくのフェラーリ 坂元　純
ぼくは貝の夢をみる 盛口　満
ぼくは松葉杖のおじさんと会った ペーター・ヘルトリング
ぼく、半分日本人─父さんは中国残留孤児─ 中　繁彦
ぼく見ちゃったんだ！ エリック・サンヴォワザン
ぼくらのサマーキャンプ 芝田　勝茂
ぼくらの事情 高科　正信
ぼくらは闘牛小学生　牛太郎とともに、中越地震から立ちあがった 堀米　薫
ぼくんちのテディベア騒動 クリス・ダレーシー
ほこらの神さま 富安　陽子
ほこりまみれの兄弟 ローズマリー・サトクリフ
星からおちた小さな人 佐藤　さとる
星空に魅せられた男　間重富 鳴海　風
星空のバイオリン 和田　登
星のアカバール オグ・マンディーノ、バディ・ケイ
星の王子さま サン・テグジュペリ
星のこども 川島　えつこ
星の牧場 庄野　英二
ポップコーンの科学 相場　博明
ぽっぺん先生と帰らずの沼 舟崎　克彦
ポリッセーナの冒険 ビアンカ・ピッツォルノ
ホロヌカップのユキ 石田　はじめ
ほんとがいちばん？！ エリーサ・カーボーン
まいごのまいごのアルフィーくん ジル・マーフィー
マイ・ベスト・フレンド ジャクリーン・ウィルソン
魔界病院の怪物 新庄　節美
マザー・テレサ シャーロット・グレイ
魔術師のおい Ｃ．Ｓ．ルイス
魔女ジェニファとわたし Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ
魔女と暮らせば ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
魔女になりたい！ ルース・サイムズ
魔女の宅急便（１） 角野　栄子
魔女の宅急便（２） 角野　栄子
魔女の宅急便その３　─　キキともうひとりの魔女 角野　栄子
魔女の宅急便その４―キキの恋 角野　栄子
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魔女の宅急便その５─魔法のとまり木 角野　栄子
魔女の宅急便その６－それぞれの旅立ち 角野　栄子
マゼラン (世界一周はたのんだぞ） 平見　修二
まだ名前のない小さな本 ホセ・アントニオ・ミリャン
マチルダばあやといたずらきょうだい クリスティアナ・ブランド
マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダール
まなづるとダアリヤ 宮沢　賢治
魔の森はすぐそこに・・・ 田村　理江
魔法おしえます 奥田　継夫
魔法使いはだれだ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
魔法のうわぎ デ・ラ・メア
魔法のカクテル ミヒャエル・エンデ
魔法の城 Ｅ．ネズビット
魔法のゆび ロアルド・ダール
まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス
まほろ姫とブッキラ山の大テング なかがわ　ちひろ
ママは行ってしまった クリストフ・ハイン
豆つぶほどの小さないぬ 佐藤　さとる
真夜中のパーティー フィリパ・ピアス
真夜中の森で Ｒ．ガーヴェン
マリアンヌの夢 キャサリン・ストー
マルヴァ姫、海へ！ガルニシ国物語　下 アンヌ＝ロール・ボンドゥー
マルヴァ姫、海へ！ガルニシ国物語　上 アンヌ＝ロール・ボンドゥー
満月の夜　古池で 坂東　眞砂子
まんじゅうざむらい 今江　祥智
ミイラになったブタ スーザン・E・クインラン
ミイラ物語　─　その生い立ちを推理する　─ パトリシア・ローバー
ミカ！ 伊藤　たかみ
三河町の半七－津の国屋 岡本　綺堂
ミステリアスカレンダー たから　しげる
水の子どもたち　下（陸の子どものための妖精の物語） チャールズ・キングズリー
水のこどもたち　上（陸の子どものための妖精の物語） チャールズ・キングズリー
ミス・ビアンカのぼうけん マージェリー・シャープ
「水辺の楽校」の所くん 本田　有明
ミッドタウン・タワー　超高層ビル２４８ｍへの道 深光　富士男
みどパン協走曲 黒田　六彦
緑の精にまた会う日 リンダ・ニューベリー
水底の棺 中川　なおみ
身の回りのルールってなぜあるの? 鈴木啓文　監修
みみずのカーロ　シェーファー先生の自然の学校 今泉　みね子
耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン
ミルクウィード（天使の羽根のように） ジェリー・スピネッリ
ミンティたちの森のかくれ家 キャロル・ライリー・ブリンク
みんな知りたい！ドクターイエローのひみつ 飯田　守
ムーミン谷の十一月 トーベ・ヤンソン
ムーミン谷の彗星 トーベ・ヤンソン
ムーミン谷の仲間たち トーベ・ヤンソン
ムーミン谷の冬 トーベ・ヤンソン
ムーミンパパ海へ行く トーベ・ヤンソン
ムーミンパパの思い出 トーベ・ヤンソン
昔むかしの物語 イワナ・ブルリッチ＝マジュラニッチ
向こう横町のおいなりさん 長崎　源之助
ムンジャクンジュは毛虫じゃない 岡田　淳
メアリーの鳩 アン・ターンブル
冥界伝説・たかむらの井戸 たつみや　章
名探偵コナン　甲州埋蔵金伝説　（小説） 青山　剛昌　原作 / 谷　豊　小説
メキシコのごはん 銀城　康子
メキシコへわたしをさがして パム・ムニョス・アイラン
めぐりめぐる月 シャロン・クリーチ
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めざせ！給食甲子園 こうやま　のりお
めざめれば魔女 マーガレット・マーヒー
めだかの王さま 岡田　潤
メメント・モーリ おの　りえん
盲目の目撃者 アルプ・クマル・ダッタ
モギ：ちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク
茂吉のねこ 松谷　みよ子
木馬のぼうけん旅行 アーシュラ・ウィリアムズ
木工少女 濱野　京子
モファット博物館 エレナー・エスティス
もりにてがみをかいたらね きたやま　ようこ
森のおはなし 松居　スーザン
森の子ヒューゴ（北国の虹ものがたり３　） マリア・グリーペ
森は生きている サムイル・マルシャーク
夜間中学へようこそ 山本　悦子
屋根裏部屋の秘密 松谷　みよ子
山へいく牛 川村　たかし
闇の守り人 上橋　菜穂子
勇気の花がひらくとき　やなせたかしとアンパンマンの物語 梯　久美子
ゆうれいがいなかったころ 岩本　敏男
幽霊屋敷貸します 富安　陽子
幽霊を見た１０の話 フィリパ・ピアス
床下の小人たち メアリー・ノートン
雪の林 やえがし　なおこ
雪のひとひら ポール・ギャリコ
夢の彼方への旅 エヴァ・イボットソン
夢の守り人 上橋　菜穂子
ゆめみの駅　遺失物係 安東　みきえ
陽気なロジャーと海賊アブダルとなかまたち コリン・マクノートン
ようこそ、おまけの時間に 岡田　淳
ようこそ魔界伯爵 斉藤　洋
妖精のロールパン 斉藤　栄美
ヨーンじいちゃん ペーター＝ヘルトリンク
よかたい先生　水俣から世界を見続けた医師　原田正純 三枝　三七子
吉野ヶ里 首なし人骨のなぞ たかし よいち
４つの初めての物語 さとう　まきこ
ヨハネスブルクへの旅 ビヴァリー・ナイドゥー
よみがえる二百年前のピアノ 佐和　みずえ
よりみち３人修学旅行 市川　朔久子
よるとひる マーガレット・ワイズ・ブラウン
夜の神話 たつみや　章
よるの美容院 市川　朔久子
夜物語 パウル・ビーヘル
読んでみよう　わくわく俳句 辻　桃子
ライオンと歩いた少年 エリック・キャンベル
ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス
ライジング父さん くすのき　しげのり
ラッキー・トリンブルのサバイバルな毎日 スーザン・パトロン
ランバレネの太陽　シュバイツァー ジョー・マントン
リーコとオスカーともっと深い影 アンドレアス・シュタインヘーフェル
リキシャガール ミタリ・パーキンス
りこうすぎた王子 アンドリュー・ラング
リサイクル─コリンはエコ戦士 サンディ・マカーイ
リサとガスパールのデザートブック アン・グットマン
リターンマッチ　真二の場合 八束　澄子
リトル･トリー フォレスト・カーター
「リベンジする」とあいつは言った 朝比奈　蓉子
竜の座卓 朝比奈　蓉子
りんごの丘のベッツィー ドロシー・キャンフィールド・フィッシャー
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りん姫あやかし草紙 沢田　徳子
ルドルフとイッパイアッテナ 斎藤　洋
レモンをお金にかえる法　経済学入門の巻 ルイズ・アームストロング
ローラースケート ルース・ソーヤー
ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ
６年３組の阪神大震災 西宮市立樋ノ口小学校６年３組生徒一同
ロッキーリッジの小さな家 ロジャー・リー・マクブライド
ロビンフッドのゆかいな冒険 Ｈ．パイル
わが輩は発酵仮面である！ 小泉　武夫
わすれんぼライリー、大統領になる！ クラウディア・ミルズ
私、子ネコがほしいの 柴村　紀代
わたしが子どもだったころ エーリヒ・ケストナー
わたしがちいさかったときに 長田　新 編
わたしさがしのかくれんぼ Ｐ．マクラクラン
わたしたちの島で アストリッド・リンドグレーン
わたしと小鳥とすずと 金子　みすず
わたしにはパパだっているもんね クリスティーネ・ネストリンガー
わたしのカラス研究 柴田佳秀
わたしのプリン 川島　えつこ
わたしを置いていかないで インゲル・スコーテ
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《中高生から》
原本書名 著者

アーサー王物語 ロジャー・ランスリン・グリーン
アースシーの風 アーシュラ・Ｋ．ル=グウィン
アート少女 花形　みつる
アーノルドのはげしい夏 Ｊ．Ｒ．タウンゼンド
アーミッシュに生まれてよかった ミルドレッド・ジョーダン
アイスプラネット 椎名　誠
愛の旅だち Ｋ．Ｍ．ペイトン
愛ふたたび　下 Ｋ．Ｍ．ペイトン
愛ふたたび　上 Ｋ．Ｍ．ペイトン
青い光が見えたから　１６歳のフィンランド留学記 高橋　絵里香
赤い鳥を追って シャロン・クリーチ
赤毛のアン モンゴメリ
赤毛のゾラ クルト・ヘルト
悪魔の兵器・地雷～地雷の中に生きるカンボジアの子どもたち～ 名倉　睦生
朝の少女 マイケル・ドリス
あじさい寮物語①（白いカーネーションの秘密） 遠藤　みえ子
あじさい寮物語②　(窓べの少女） 遠藤　みえ子
あじさい寮物語③　（ブルーバースデー） 遠藤　みえ子
明日は海からやってくる 杉本　りえ
あしながおじさん ウエブスター
飛鳥・奈良時代 （日本の歴史２） 吉田　孝
あたしが乗った列車は進む ポール・モーシャー
新しい森　─　２０５０年西新宿物語　─ 小川　みなみ
アップルバウム先生にベゴニアの花を ポール・ジンデル
アナザー・シーズン ジーン・ストーリングス＆サリー・クック
あなたのＴシャツはどこから来たのか？ ピエトラ・リボリ
兄貴 今江　祥智
アネイリンの歌　ケルトの戦の物語 ローズマリ・サトクリフ
あのころはフリードリヒがいた リヒター
あの空をおぼえてる J.L.ケアリー
「アホウドリ」と生きた１２年　無人島と少年船乗りの物語 岡本　文良
アミ　３度目の約束　―　愛はすべてをこえて エンリケ・バリオス
アミ　小さな宇宙人 エンリケ・バリオス
雨の動物園 舟崎　克彦
アメンボ号の冒険 椎名　誠
アルフレートの時計台 斉藤　洋
アルフレッド王の勝利 Ｃ・ウォルター・ホッジス
アルフレッド王の戦い Ｃ．Ｗ．ホッジズ
アルメニアの少女 デーヴィッド・ケルディマン
アレン中佐のサイン 庄野　英二
アンネの日記　完全版 アンネ・フランク
アンの愛情 モンゴメリ
アンの幸福 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ
アンの青春 モンゴメリー
アンの青春 ルーシー・モード・モンゴメリ
アンの友達 ルーシー・モード・モンゴメリ
アンの友達 モンゴメリ
アンの娘リラ ルウシイ・モンゴメリ
アンの夢みる家 Ｌ．Ｍ．モンゴメリー
アンパオ―太陽と月と大地の物語 ジュマーク・ハイウォーター
アンをめぐる人々 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ
家なき鳥 グロリア・ウィーラン
錨をあげて　ぼくらのブラスバンドストーリー（物語） 藤田　のぼる
生きている石器時代 本多　勝一
生きのびるために デボラ・エリス
生きることの意味 高　史明
イスラームを知ろう 清水　芳見
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一瞬の風になれ＜第1部＞イチニツイテ 佐藤　多佳子
一瞬の風になれ＜第2部＞ヨウイ 佐藤　多佳子
一瞬の風になれ＜第3部＞ドン 佐藤　多佳子
いなずま坊やモーツァルト Ｒ．ヒンデルクス・クッチャー
犬と五人の子どもたち ルネ・レッジャーニー
命をつなぐ２５０キロメートル 今関　信子
妹　─　中国残留孤児をさがして 小中沢　小夜子
イルカの家 ローズマリー・サトクリフ
イングルサイド（炉辺荘）のアン Ｌ．Ｍ．モンゴメリ
ウィッシュ　―　願いをかなえよう！ フェリーチェ・アリーナ
植村直巳地球冒険６２万キロ 岡本　文良
ウォーターシップ･ダウンのウサギたち　下 リチャード・アダムズ
ウォーターシップ･ダウンのウサギたち　上 リチャード・アダムズ
雨月物語 佐藤　さとる
薄紅天女 荻原　規子
歌う石 Ｏ．Ｒ．メリング
宇宙のみなしご 森　絵都
宇宙への秘密の鍵 ルーシー&スティーヴン・ホーキング
うなぎ　一億年の謎を追う 塚本　克巳
海にはワニがいる ファビオ・ジェーダ
海を渡るジュリア ルース・エルウィン・ハリス
ウラナリ 板橋　雅弘
裏庭 梨木　香歩
ウルフ・サーガ　（下） ケーテ・レヒアイス
ウルフ・サーガ　（上） ケーテ・レヒアイス
ウルフ谷の兄弟 デーナ・ブルッキンズ
エイブ・リンカーン 吉野　源三郎
エヴェレストをめざして ジョン・ハント
ええじゃないか１７歳のチャレンジ 宗田　理
エデンに帰る ウィリアム・コーレット
エデンの門 ウィリアム・コーレット
江戸時代　（日本の歴史６） 深谷　克己
エベレスト・ファイル　シェルパたちの山 マット・ディキンソン
園芸少年 魚住　直子
円周率の謎を追う　江戸の天才学者　関孝和の挑戦 鳴海　風
えんぴつを作ったのは、ナポレオン！？ 樋口　清美
黄金の羅針盤 フィリップ・プルマン
王への手紙　下 トンケ・ドラフト
王への手紙　上 トンケ・ドラフト
オオカミに冬なし アーサー・ランサム
オーブンの中のオウム ヴィクター・マルティネス
大昔の狩人の洞穴 アーサー・ランサム
丘の家のセーラ ルース・エルウィン・ハリス
丘の上の牧師館 シルヴィア・ウォー
沖縄の心を染める 藤崎　康夫
送り人の娘 廣嶋　玲子
贈りものは宇宙のカタログ マーガレット・マーヒー
幼い日への旅 上田　真而子
落窪物語 氷室　冴子
オチケン！ 大倉　崇裕
オチケン、ピンチ!! 大倉　崇裕
オペラでたのしむ名作文学 中野　京子
お遍路ウォーク 竹内　紘子
オリーブの海 ケヴィン・ヘンクス
おれたちのおふくろ 今江　祥智
おれたちのドリーム・ファクトリィ 八束　澄子
おわりの雪 ユーベル・マンガレリ
音楽のたん生と歩み（下巻）ベートーヴェンの時代～未来の音楽 ニコラス・イングマン
音楽のたん生と歩み（上巻）はじめての歌声～モーツァルトの時代 ニコラス・イングマン
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かあさんは魔女じゃない ライスエルパ・アナセン
ガールズ・ブルー あさの　あつこ
怪談牡丹灯籠 金原　瑞人
海底二万里 ジュール・ベルヌ
科学と科学者のはなし　寺田寅彦エッセイ集 池内　了　編
科学の考え方・学び方 池内　了
鏡の国のアリス ルイス・キャロル
楽隊のうさぎ 中沢　けい
隠れ家　アンネ・フランクと過ごした少年 シャロン・ドガー
影との戦い アーシュラ・Ｋ・ル・グゥイン
過去への扉をあけろ ハンス＝ユルゲン・ペライ
数の悪魔－算数･数学が楽しくなる12夜 ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー
風の又三郎 宮沢　賢治
風をつかまえて 高嶋　哲夫
片耳うさぎ 大崎　梢
片目のオオカミ ダニエル・ペナック
語りつぐ人びと * アフリカの民話
カッレくんの冒険 アストリッド・リンドグレーン
かべにプリンをうちつけろ クリスティーネ・ネストリンガー
かみさまへのてがみ 谷川　俊太郎　訳
かみさまへのてがみ　もっと 谷川　俊太郎　訳
カメレオンを飼いたい！ 松本　祐子
カモ少年と謎のペンフレンド ダニエル・ペナック
カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ
空打ちブルース 升井　純子
からくりからくさ 梨木　香歩
からすが池の魔女 エリザベス・ジョージ・スピア
からだを守る 大谷　杉士
カラフル 森　絵都
ガリヴァー旅行記 スウィフト
彼の名はヤン イリーナ・コルシュノフ
カレンダー ひこ・田中
川っ子サムの冒険　（マーク・トウェーン） スターリング・ノース
願かけネコの日 那須田　淳
ガンジー伝（剣なき戦士） Ｊ．イートン
がんばっていきまっしょい 敷村　良子
カンボジアの大地にいきて ミンフォン・ホー
キーパー マル・ピート
帰還 アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィン
機関車先生 伊集院　静
奇岩城 モーリス・ルブラン
北風のうしろの国 Ｇ．マクドナルド
北岸通りの骨董屋 シルヴィア・ウォー
祈祷師の娘 中脇　初枝
ぎぶそん 伊藤　たかみ
気分はもう、裁判長 北尾　トロ
きみたちと朝鮮 尹　健次
君たちはどう生きるか 吉野　源三郎
きみに会いたい─I　Miss　You 芝田　勝茂
キャベツ 石井　睦美
給食アンサンブル 如月　かずさ
兄姉弟妹とくらべられても自分は自分 水井　笙子
恐怖の谷 コナン・ドイル
極北（下） フリッチョフ・ナンセン
極北(上） フリッチョフ・ナンセン
極北の犬トヨン ニコライ・カラーシニコフ
きらきら シンシア・カドハタ
銀のシギ エリーナ・ファージョン
金曜日うまれの子 マウゴジャタ・ムシェロヴィチ
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グウェンの旅だち ルース・エルウィン・ハリス
空白の日記 ケーテ・レヒアイス
くちびるに歌を 中田　永一
靴を売るシンデレラ ジョーン・バウアー
クマともりとひと　だれかに伝えたい、いまとても大切な話 森山　まり子
雲のはて Ｋ．Ｍ．ペイトン
クラスメイツ　後期 森　絵都
クラスメイツ　前期 森　絵都
グラツィオーソ 山口　なお美
クララ先生、さようなら ラヘル・ファン・コーイ
クリスタルエッジ 風野　潮
クリミアの天使 セシル・ウッダームスミス
車イスから見た街 村田　稔
クレージー・マギーの伝説 ジェリー・スピネッリ
クレスカ１５歳　冬の終わりに マウゴジャタ・ムシェロヴィチ
紅のトキの空 ジル・ルイス
クローディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ
クローバー 中西　翠
計算のひみつ　考え方の練習帳 瀬山 士郎
刑務所で盲導犬を育てる 大塚　敦子
ゲド戦記外伝 アーシュラ・K・ル=グウィン
ケルトとローマの息子 ローズマリー・サトクリフ
ケルトの白馬 ローズマリー・サトクリフ
肩胛骨は翼のなごり デイヴィッド・アーモンド
光太夫オロシャばなし 来栖　良夫
校長先生、大好き！ スワード・アル・ムダハーラ
荒野のコーマス屋敷（メニム一家の物語） シルヴィア・ウォー
五色の九谷 小納　弘
五体不満足 乙武　洋匡
ゴッドハンガーの森 ディック・キング＝スミス
古典がもっと好きになる 田中　貴子
ことっとスタート ロアルド・ダール
この輝かしい日々 ローラ・インガルス・ワイルダー
この湖にボート禁止 ジェフリー・トリーズ
この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原　理恵子
琥珀の望遠鏡 フィリップ・プルマン
小やぎのかんむり 市川　朔久子
コヨーテ老人とともに ジェイム・デ・アングロ
コルチャック先生 近藤　二郎
コルドバをあとにして ドリット・オルガッド
これは王国のかぎ 荻原　規子
こわいものなんて何もない ジャン・マーク
こわれた腕環 アーシュラ・Ｋ・ル＝グゥイン
今昔物語集 杉本　苑子
今昔物語集 杉本　苑子
コンチキ号漂流記 ハイエルダール
こんとんじいちゃんの裏庭 村上　しいこ
さいはての島へ アーシュラ・Ｋ・ル＝グゥイン
西遊記　下 呉　承恩
西遊記　上 呉　承恩
西遊記　中 呉　承恩
サクラ咲く 辻村　深月
サクランボたちの幸せの丘 アストリッド・リンドグレーン
さすらいのジェニー ポール・ギャリコ
さすらいの旅―続・生きのびるために― デボラ・エリス
幸子の庭 本多　明
サッカーボールの音が聞こえる 平山　譲
砂糖の世界史 川北　稔
里見八犬伝 栗本　薫
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砂漠の国からフォフォー 中川　なをみ
サマーと幸運の小麦畑 シンシア・カドハタ
三国志（下） 羅　貫中
三国志（上） 羅　貫中
三国志（中） 羅　貫中
三銃士 Ａ．デューマ
サンタの友だちバージニア 村上　ゆみ子
シートン自叙伝 アーネスト・Ｔ・シートン
シートン動物記１　（私が知っている野生動物） アーネスト Ｔ． シートン
シートン動物記２ （狩られるものの生活） アーネスト Ｔ． シートン
シートン動物記３（野生動物の生きかた） アーネスト Ｔ． シートン
シートン動物記４ （動物の英雄たち） アーネスト Ｔ． シートン
シートン動物記４ （動物の英雄たち） アーネスト Ｔ． シートン
シートン動物記５ （歴史に残る動物たち） アーネスト Ｔ． シートン
シートン動物記６ （森と自然の物語） アーネスト Ｔ． シートン
シートン動物記７(北極平原に動物を求めて） アーネスト Ｔ．シートン
シートン動物記８（森のロルフ） アーネスト Ｔ． シートン
シーラス 青い馬 セシル・ボトカー
シーラス　遺書 セシル・ボトカー
シーラス　セバスチャンの遺産 セシル・ボトカー
シーラス　旅のオオカミ セシル・　ボトカー
シーラスとウマガラス　再会 セシル・ボトカー
シーラスと川の盗賊 セシル・ボトカー
シーラス　安らぎの時 セシル・ボトカー
シーラス 山の村の生活 セシル・ボトカー
ジーンズの少年十字軍　下 テア・ベックマン
ジーンズの少年十字軍　上 テア・ベックマン
シェイクスピア物語　下 ラム
シェイクスピア物語　上 ラム
ジェイミーが消えた庭 キース・グレイ
ジェーン・アダムスの生涯 ジャッドソン
シェフィールドを発つ日 バーリー・ドハーティ
ジェリコの夏 ジョハナ・ハーウィッツ
四季のことば100話 米川　千嘉子
四季のピアニストたち 下 佐藤　多佳子
四季のピアニストたち 上 佐藤　多佳子
しずかな日々 椰月　美智子
時速４７メートルの疾走 吉野　万里子
「自分の木」の下で 大江　健三郎・大江　ゆかり
四万十川（第三部）青の芽吹くころは 笹山　久三
四万十川（第ニ部） とおいわかれの日々に 笹山　久三
四万十川（第一部）あつよしの夏 笹山　久三
シムソンズ 森谷　雄
シャーロック・ホームズの回想 コナン・ドイル
シャーロック・ホウムズ帰る コナン・ドイル
シャバヌ　砂漠の風の娘 スザンネ・ステープルズ
十一月の扉 高楼　方子
15歳の夏 ローレン・ブルック
十五少年漂流記 ジュール・ヴェルヌ
十三階の海賊たち シド・フライシュマン
１３歳からのシンプルな生き方哲学 船井　幸雄
１３歳のシーズン あさの　あつこ
１３歳の沈黙 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ
シューベルト　孤独な放浪者 ひの　まどか
１４歳からの世界恐慌入門 池上　彰
１４歳からの世界金融危機。－サブプライムからオバマ大統領就 池上　彰
１４歳の水平線 椰月　美智子
少女パレアナ エレナ・ホフマン・ポーター
少年Ｈ　下 妹尾　河童
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少年Ｈ  上 妹尾　河童
少年少女飛行倶楽部 加納　朋子
少年動物誌 河合　雅雄
女王ヒミコのなぞ たかし　よいち
ジョコンダ夫人の肖像 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ
塩っぱい河をわたる 野添　憲治
ショパン　わが心のポーランド ひの　まどか
ジョン万次郎　海を渡ったサムライ魂 マギー・プロイス
ジョン･レノン 淡路　和子
地雷と聖火 クリス・ムーン
白狐魔記　源平の風 斎藤　洋
白孤魔記　戦国の雲 斉藤　洋
白狐魔記　蒙古の波 斉藤　洋
白狐魔記　洛中の火 斉藤　洋
白旗の少女 比嘉　富子
白い牙 ジャック・ロンドン
次郎物語（第一部） 下村　湖人
次郎物語（第二部） 下村　湖人
次郎物語（第三部） 下村　湖人
次郎物語（第四部） 下村　湖人
次郎物語（第五部） 下村　湖人
しろばんば（後編） 井上　靖
しろばんば（前編） 井上　靖
新版ナガサキ―１９４５年８月９日 長崎総合科学大学平和文化研究所　編
神秘の短剣─ライラの冒険シリーズⅡ─ フィリップ・プルマン
人類の祖先 尾崎　博 監修・たかしよいち 文
水滸伝　下 施　耐安
水滸伝　上 施　耐庵
水滸伝　中 施　耐庵
スウィング！ 横沢　彰
スウェーデンの王様 那須田　淳
スウ姉さん エレナ・ポーター
スカーレット　わるいのはいつもわたし キャシー・キャシディ
スカイラー通り１９番地 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ
スターリンの鼻が落っこちた ユージン・イェルチン
ステゴザウルス 岩瀬　成子
ストーブ戦争！ ゆうき　えみ
スロットルペニー殺人事件 ロジャ－・Ｊ．グリ－ン
聖人と悪魔－呪われた修道院 メアリ・ホフマン
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・スミス
世界を７で数えたら ホリー・ゴールドバーグ・スローン
セキタン！　ぶちかましてオンリー・ユー 須藤　靖貴
銭五とよばれた男 森下　研
ゼバスチアンからの電話 イリーナ・コルシュノフ
セブンスタワー　第七の塔　Ⅰ　光と影 ガース・ニクス
セブンスタワー　第七の塔　Ⅱ　城へ ガース・ニクス
セブンスタワー　第七の塔　Ⅲ　魔法の国 ガース・ニクス
セブンスタワー　第七の塔　Ⅳ　キーストーン ガース・ニクス
セブンスタワー　第七の塔　Ⅴ　戦い ガース・ニクス
セブンスタワー　第七の塔　Ⅵ　紫の塔 ガース・ニクス
ゼルマの詩集 ゼルマ・Ｍ・アイジンガー
セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治
戦火の馬 マイケル・モーパーゴ
戦火の三匹　ロンドン大脱出 ミーガン・リスク
戦国の世　（日本の歴史５） 今谷　明
先生、カエルが脱皮してその皮を食べています！ 小林　朋道
漱石先生の事件簿　猫の巻 柳　広司
象使いティンの戦争 シンシア・カドハタ
蒼路の旅人 上橋　菜穂子
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ソーグのひと夏 ロベール・サバティエ
続・あしながおじさん ウエブスター
続・豚の死なない日 Ｒ．Ｎ．ペック
続・若草物語 ルイザ=メイ=オルコット
その角を曲がれば 濱野　京子
空色の地図 梨屋　アリエ
空色勾玉 荻原　規子
空飛び猫 アーシュラ・Ｋ・ル・グウィン
空のひきだし 伊勢　英子
ダーウィンと出会った夏 ジャクリーン・ケリー
体育座りで、空を見上げて 椰月 美智子
隊商 キャラバン ヴィヘルム・ハウフ
大草原の小さな町 ローラ・インガルス・ワイルダー
ダイナマイトと平和（ノーベル） イーデス・パターソン・メイヤー
大日本帝国の時代　（日本の歴史８） 由井　正臣
ＤＩＶＥ！！１　―　前宙返り３回半抱え型 森　絵都
ＤＩＶＥ！！２　―　スワンダイブ 森　絵都
ＤＩＶＥ！！３　―　ＳＳスペシャル　’９９ 森　絵都
ＤＩＶＥ！！４　―　コンクリート・ドラゴン 森　絵都
大問題！Jr 東京理科大学編
太陽の子 灰谷　健次郎
太陽の戦士 ローズマリ・サトクリフ
鷹のように帆をあげて まはら　三桃
竹取物語　伊勢物語 北杜夫・俵万智
竹中教授の１４歳からの経済学 竹中　平蔵
凧になったお母さん 野坂　昭如
正しいパンツのたたみ方 南野　忠晴
たたみの部屋の写真展 朝比奈　蓉子
タトゥーママ ジャクリーン・ウィルソン
七夕しぐれ 熊谷　達也
旅するウサギ 竹下　文子
たまごを持つように まはら　三桃
だれかが　よんでいる イヴォンヌ・マッグローリー
だれが君を殺したのか イリーナ・コルシュノウ
だれか、ふつうを教えてくれ！ 倉本　智明
太郎冠者ものがたり ふじた　あさや
ちいさな天使とデンジャラス・パイ ジョーダン・ソーネンブリック
チーターの草原　スマイラー少年の旅１ ヴィクター・カニング
近松名作集 富岡　多恵子
地下脈系 マーガレット・マーヒー
地球からの手紙 井本　由紀
地球は火山がつくった 鎌田　浩毅
父と暮らせば 井上　ひさし
地平線にむかって 三輪　裕子
チャイコフスキー　クリンへ帰る旅びと ひの　まどか
中高生からの選挙入門 谷　隆一
中高生のための憲法教室 伊藤　真
超・ハーモニー 魚住　直子
月にハミング マイケル・モーパーゴ
つきのふね 森　絵都
翼はいつまでも 川上　健一
ツバメ号とアマゾン号 アーサー・ランサム
ツバメの谷 アーサー・ランサム
出会いのカルフォルニア　─盲導犬ユリアと私のアメリカ留学記─ 児玉　聖子
ディア ノーバディ バーリー・ドハティ
鉄のしぶきがはねる まはら　三桃
手拭いの旗暁の風に翻る 村上　義人
テムズ川はみていた レオン・ガーフィールド
テラビシアにかける橋 キャサリン・パターソン
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でりばりぃＡｇe 梨屋　アリエ
天狗ノオト 田中　彩子
天国までもう一歩 ナ・アン
点字で書いたラブレター こどもくらぶ 編集
伝説のエンドーくん まはら　三桃
天遊　蘭学の架け橋となった男 中川　なをみ
トゥインクル 長崎　夏海
東海道中膝栗毛 村松　友視
トウシューズ ルーマ・ゴッデン
時の旅人 アリスン・アトリー
時の扉をくぐり 甲田　天
時計坂の家 高楼　方子
どっこい巨人は生きていた メアリー･ノートン
トットちゃんとトットちゃんたち 黒柳　徹子
トムじいやの小屋 ストウ夫人
トム・ソーヤーの冒険　（下） マーク・トウェイン
トム・ソーヤーの冒険　(上） マーク・トウェイン
ともしびをかかげて ローズマリ・サトクリフ
トラベリング・パンツ アン・ブラッシェアーズ
ドルイドの歌 Ｏ．Ｒ．メリング
どろぼうの神さま コルネーリア・フンケ
長い冬 ローラ・インガルス・ワイルダー
長い冬休み アーサー・ランサム
流れのほとり 神沢　利子
ナゲキバト ラリー・バークダル
なぞの転校生 眉村　卓
なぞの娘キャロライン Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ
なぞの目撃者（少年弁護士セオの事件簿１） ジョン・グリム
夏の階段 梨屋　アリエ
夏の鼓動 長崎　夏海
七つの人形の恋物語 ポール・ギャリコ
なまくら 吉橋　通夫
南総里見八犬伝　─第一の物語　妖刀村雨丸─ 滝沢　馬琴　原作　浜　たかや　編
南総里見八犬伝　─第三の物語　妖婦三人─ 滝沢　馬琴　原作　浜　たかや　編
南総里見八犬伝　─第二の物語　五犬士走る─ 滝沢　馬琴　原作　浜　たかや　編
南総里見八犬伝　─第四の物語　八百比丘尼─ 滝沢　馬琴　原作　浜　たかや　編
にいちゃん、ぼく反省しきれません 柚木　真里
虹の谷のアン─第九赤毛のアン─ Ｌ．Ｍ．モンゴメリー
西の魔女が死んだ 梨木　香歩
二十四の瞳 壷井　栄
日本国憲法 童話屋編集部　編集
日本語ってどんな言葉？ 佐々木　瑞枝
日本社会の誕生 （日本の歴史１） 吉村　武彦
日本という国 小熊　英二
日本の科学の夜明け 道家　達将
日本の現代　（日本の歴史９） 鹿野　政直
日本のもと　円 森永　卓郎　監修
ニュートリノの夢 小柴　昌俊
ニューヨーク１４５番通り ウォルター・ディーン・マイヤーズ
猫泥棒と木曜日のキッチン 橋本　紡
熱風 福田　隆浩
ねらわれた街─テレパシー少女「蘭」事件ノート─ あさの　あつこ
能・狂言 別役　実　・　谷川　俊太郎
逃れの森の魔女 ドナ・ジョー・ナポリ
野川 長野　まゆみ
蚤のサーカス 藤田　雅矢
灰色雁の城　スマイラー少年の旅２ ヴィクター＝カニング
ハイテクで解く縄文の謎 岩田　一平
バオバブの木と星の歌（アフリカの少女の物語） レスリー・ビーグ
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墓場の少年 ニール・ゲイマン
白鳥異伝 萩原　規子
白鳥になったアヒルの子　＜アンデルセン＞ ルーマー・ゴッデン
走れメロス　富嶽百景 太宰　治
白球ガールズ 赤澤　竜也
ハックルベリー・フィンの冒険（下） マーク・トウェイン
ハックルベリー・フィンの冒険（上） マーク・トウェイン
バッテリー あさの　あつこ
バッテリー　Ⅱ あさの　あつこ
バッテリー　Ⅲ あさの　あつこ
バッテリー　Ⅳ あさの　あつこ
バッテリー　Ⅴ あさの　あつこ
バッテリー Ⅵ あさの　あつこ
ハッピーになれる算数 新井 紀子
ハッピーバースデー　命かがやく瞬間 青木　和雄
ハティのはてしない空 カービー・ラーソン
はてしない物語 ミヒャエル・エンデ
ハテルマ　シキナ　-よえりの島・波照間- 桜井　信夫
花の童話集 宮沢　賢治
パパあべこべぼく メアリー・ロジャーズ
隼のゆくえ　スマイラー少年の旅３ ヴィクター・カニング
バラの構図 Ｋ．Ｍ．ペイトン
ハリー･ポッターと死の秘宝下巻 Ｊ．Ｋ．ローリング
ハリー･ポッターと死の秘宝上巻 Ｊ．Ｋ．ローリング
ハリー･ポッターと謎のプリンス　下巻 Ｊ．Ｋ．ローリング
ハリー･ポッターと謎のプリンス　上巻 Ｊ．Ｋ．ローリング
ハリー･ポッターと不死鳥の騎士団　下 Ｊ．Ｋ．ローリング
ハリー･ポッターと不死鳥の騎士団　上 Ｊ．Ｋ．ローリング
ハリー・ポッターと炎のゴブレット下巻 Ｊ．Ｋ．ローリング
ハリー・ポッターと炎のゴブレット上巻 Ｊ．Ｋ．ローリング
パレアナの青春 エレナ・ポーター
朋友日記　part1　アフリカ・風雲の志編 朋友（伊藤　高史・謝　昭仁）
ピーティ ベン・マイケルセン
ビート・キッズ（Ｂｅａｔ　Ｋｉｄｓ） 風野　潮
ビート・キッズⅡ 風野　潮
ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア
光の消えた日 いぬい　とみこ
光は悲しみをこえて　キュリー夫人 エレノア・ドーリー
樋口一葉 関　礼子
羊に名前をつけてしまった少年 樋口　かおり
羊の宇宙 夢枕　獏
ひとつのポケットから出た話 カレル・チャペック
非・バランス 魚住　直子
ビビンバ・パラダイス こばやし　あゆみ
秘密の菜園 後藤　みわこ
ひみつの友だち エリザベス・レアード
１００年前の女の子 船曳　由美
１００ｋｍ！ 片川　優子
漂泊の王の伝説 ラウラ・ガジェゴ・ガルシア
ヒロシマは世界をむすぶ─核兵器廃絶に挑む─ 小島　昌世
風神秘抄 荻原　規子
ブータンの朝日に夢をのせて 木暮　正夫
風味さんじゅうまる まはら　三桃
ふしぎの国のアリスの物語（もうひとりのアリスとルイス・キャロル） クリスティーナ・ビョルク
武士道シックスティーン 誉田　哲也
武士道セブンティーン 誉田　哲也
武士の時代　（日本の歴史４） 五味　文彦
豚の死なない日 ロバート・ニュートン・ペック
ふたりの文化祭 藤野　恵美
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フュージョン 濱野　京子
冬の光 続・優しさごっこ 今江　祥智
Ｆｒａｇｉｌｅ－こわれもの 石崎　洋司、長崎　夏海、令丈ヒロ子、花
フラダン 古内　一絵
フランセスの青春 ルース・エルウィン・ハリス
ブリット-マリはただいま幸せ アストリッド・リンドグレーン
プリティ・パールのふしぎな冒険 ヴァジニア・ハミルトン
ブロード街の１２日間 デボラ・ホプキンソン
ブロックルハースト・グローブの謎の屋敷(メニム一家の物語） シルヴィア・ウォー
文化祭オクロック 竹内真
平安時代　（日本の歴史３） 保立　道久
平家物語　下 吉村　昭
平家物語　上 吉村　昭
兵士ピースフル マイケル・モーパーゴ
ベルおばさんが消えた朝 ルース・ホワイト
ペンギンのふしぎ 宮崎　正峰
ヘンリー・シュガーのわくわくする話 ロアルド・ダール
ホー カール・ハイアセン
ぼくたちの砦 エリザベス・レアード
ぼくたちもそこにいた ハンス・ペーター・リヒター
ボグ・チャイルド シヴォーン・ダウド
ぼくの・稲荷山戦記 たつみや　章
僕は上手にしゃべれない 椎野　直弥
ポケット詩集 田中　和雄
星兎 寮　美千子
星が導く旅のはてに スーザン・フレチャー
星の童話集 宮沢　賢治
牧歌 今江　祥智
北極星を目ざして　─　ジップの物語 キャサリン・パターソン
ボトルクリーク　絶体絶命 ワット・キー
ホビットの冒険 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン
ホメーロスのオデュッセイア物語 バーバラ・レオニ・ピカード
ぼんぼん 今江　祥智
本を読むわたし 華恵
幕が上がる 平田　オリザ
負けないパティシエガール ジョーン・バウアー
孫に語り伝える「満州」 坂本　龍彦
魔少女ビーティー・ボウ ルース・パーク
魔法の泉への道 リンダ・パーク
まるごと好きです 工藤　直子
万葉集ほか 大岡　信
万葉集ほか 大岡　信
ミス・ジェーン・ピットマン アーネスト・Ｊ．ゲインズ
三つのミント・キャンディ ロベール・サバティエ
緑の模様画 高楼　方子
南方熊楠 飯倉　照平
ムーンレディの記憶 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ
虫の詩人（ファーブル） エレノア・ドーリー
名犬ラッド Ａ．Ｐ．ターヒューン
明治維新　（日本の歴史７） 田中　彰
名探偵カッレくん アストリッド・リンドグレーン
名探偵カッレとスパイ団 アストリッド・リンドグレーン
めぐりくる夏 Ｋ．Ｍ．ペイトン
メディチ家の紋章　下 テリーザ・ブレスリン
メディチ家の紋章　上 テリーザ・ブレスリン
メンロパークの魔術師 スターリング・ノース
もうちょっとだけ子どもでいよう 岩瀬　成子
もうひとつのヒロシマ　秀男と千穂の似島物語 仲里　三津治
もし大作曲家と友だちになれたら スティーブン・イッサーリス
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もどってきた　アミ　─小さな宇宙人 エンリケ・バリオス
ものづくりに生きる 小関　智弘
ものの始まり５０話 近藤　二郎
モモ ミヒャエル・エンデ
森の少年 マイケル・ドリス
モンスーンの贈りもの ミタリ・パーキンス
やさしいローンとクレジットのはなし 全国銀行協会　編
優しさごっこ 今江　祥智
屋敷の中のとらわれびと（メニム一家の物語） シルヴィア・ウォー
野性の呼び声 ジャック・ロンドン
ヤマネコ号の冒険 アーサー・ランサム
幽霊の恋人たち―サマーズ・エンド アン・ローレンス
幽霊屋敷で魔女と 山中　恒
ゆがめられた記憶 マーガレット・マーヒー
雪は天からの手紙　中谷宇吉郎エッセイ集 中谷　宇吉郎
指のかけはし　Ⅱ 大阪ＹＷＣＡ点字子ども図書室３０周年記
指のかけはし　手紙が語る２０年 大阪ＹＷＣＡ点字子ども図書室２０年誌編
指輪物語１　旅の仲間　上(新版) Ｊ．Ｒ．Ｒ．トルーキン
指輪物語２　旅の仲間　下(新版) Ｊ．Ｒ．Ｒ．トルーキン
指輪物語３　二つの塔　上 (新版) Ｊ．Ｒ．Ｒ．トルーキン
指輪物語４　二つの塔　下(新版) Ｊ．Ｒ．Ｒ．トルーキン
指輪物語５　王の帰還　上(新版) Ｊ．Ｒ．Ｒ．トルーキン
指輪物語６　王の帰還　下(新版) Ｊ．Ｒ．Ｒ．トルーキン
夢色の大通りで 今江　祥智
妖怪バンシーの本 アン・ファイン
妖精王の月 Ｏ．Ｒ．メリング
吉野ヶ里遺跡発掘　─古代の謎をさぐる─ 七田　忠昭
四つの署名 コナン・ドイル
夜の朝顔 豊島　ミホ
夜の子どもたち 芝田　勝茂
夜のピクニック 恩田　陸
よろこびの歌（ベートーベン） リーバ・バーイフ・ミルスキー
ライオンとであった少女 バーリー・ドハーティ
ライオンボーイⅡ（奇跡の翼） ジズー・コーダー
ライオンボーイⅢ　カリブの決闘 ジズー・コーダー
ライオンボーイ　－消えた両親の謎 ジズー・コーダー
ライディング・フリーダム パム・M・ライアン
落語と私 桂　米朝
羅生門　杜子春 芥川　龍之介
ラストラン 角野　栄子
ラバ通りの人びと ロベール・サバティエ
ラベンダー あいはら　ひろゆき
ＲＵＮ！　ＲＵＮ！　ＲＵＮ！ 桂　望美
りかさん 梨木　香歩
リトル・ソルジャー バーナード・アシュリー
リボン 草野　たき
竜のいる島 たかし　よいち
竜の騎士 コルネーリア・フンケ
龍の腹 中川　なをみ
聊斎志異 蒲 松齢
リリース 草野　たき
ルパンの冒険 モーリス・ルブラン
ルビーの谷 シャロン・クリーチ
レッドシャイン 濱野　京子
レネット 　金色の林檎 名木田　恵子
レモネードを作ろう ヴァージニア・ユウワー・ウルフ
レモン・ドロップス 石井　睦美
ローズの小さな図書館 キンバリー・ウィス・ホルト
ロケットボーイズ　下 ホーマー・ヒッカム・ジュニア
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ロケットボーイズ（上） ホーマー・ヒッカム・ジュニア
路上のヒーローたち エリザベス・レアード
ロッキーリッジの新しい夜明け ロジャー・リー・マクブライド
ワーキング・ガール　─　リディの旅立ち キャサリン・パターソン
若草物語（下） オルコット
若草物語（上） オルコット
私のスポットライト 林　真理子
私は歌う─ミリアム・マケバ自伝 ミリアム・マケバ、ジェームズ・ホール
わたしは女王を見たのか ヴァジニア・ハミルトン
笑う化石の謎 ピッパ・グッドハート
悪ガキ少年の俳優志願　芝居大好き 加藤　武
WONDER（ワンダー） R．J．パラシオ
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