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--------------------------------------------- 

日本の絵本 
--------------------------------------------- 

かさじぞう 

瀬田貞二 再話 赤羽末吉 絵 福音館書店 \864  

 

だいくとおにろく 

松居直 再話 赤羽末吉 絵 福音館書店 \864 

 

うらしまたろう 

時田史郎 再話 秋野不矩 絵 福音館書店 \1080 

 

あいうえおの本 

安野光雅 絵 福音館書店 \1620 

 

１４ひきのあさごはん 

いわむらかずお 作・絵 童心社 \1296 

 

だるまちゃんとてんぐちゃん 

加古里子 作・絵 福音館書店 \864 

 

ふしぎなたけのこ 

松野正子 作 瀬川康男 絵 福音館書店 \864 

 

やまんばのにしき 

松谷みよ子 作 瀬川康男 絵 ポプラ社 \1080 

 

１１ぴきのねこ 

馬場のぼる 作・絵 こぐま社 \1296 

 

からすたろう 

八島太郎 作・絵 偕成社 \1944 

 

ぐりとぐら 

中川李枝子 作 大村百合子 絵 福音館書店 \864 

 

--------------------------------------------- 

外国の絵本 
--------------------------------------------- 

すてきな三にんぐみ 

アンゲラー・トミー作 今江祥智 訳 

偕成社 \1296 

 

きつねのホイティ 

ウエッタシンハ・シビル作 松岡享子 訳 

福音館書店 \1404 

 

つきのぼうや 

オルセン・イブ・スパング作・絵 山内清子 訳 

福音館書店 \1080 

 

１００まんびきのねこ 

ガアグ・ワンダ 作・絵 石井桃子 訳 

福音館書店 \1080 

 

ゆきのひ 

キーツ・エズラ・ジャック作・絵 

きじまはじめ 訳 偕成社 \1296 

 

よあけ 

シュルヴィッツ・ユリー作・絵 瀬田貞二 訳 

福音館書店 \1296 

 

かいじゅうたちのいるところ 

センダック・モーリス作・絵 神宮輝夫 訳 

冨山房 \1512 

 

ちいさいおうち 

バートン・バージニア・リー作・絵 石井桃子 訳 

岩波書店 \1728 

 

ペレのあたらしいふく 

べスコフ・エルサ作・絵 小野寺百合子 訳  

福音館書店 \1296 

 

てぶくろ 

ウクライナ民話 ラチョフ・エウゲーニー・M絵

内田莉莎子 訳 福音館書店 \1080 

 

--------------------------------------------- 

ことばあそび絵本 

--------------------------------------------- 

ぶたたぬききつねねこ 

馬場のぼる 作・絵 こぐま社 \1080 

 

あんたがたどこさ 

ましませつこ 絵 こぐま社 \1296 

 

これはのみのぴこ 

谷川俊太郎 作 和田誠 絵 サンリード \1296 

--------------------------------------------- 

写真絵本 
--------------------------------------------- 

はるにれ 

姉崎一馬 写真 福音館書店 \1080 

 

ふゆめがっしょうだん 

長新太 作 冨成忠夫 茂木透 写真 

福音館書店 \972 

 

こいぬがうまれるよ 

コール・ジョアンナ作 

ウェクスラー・ジェローム写真 坪井郁美 訳 

福音館書店 \972 

 

--------------------------------------------- 

ノンフィクション絵本 

--------------------------------------------- 

かわ   加古里子 作・絵 福音館書店 \864 

 

みんなうんち  五味太郎 作 福音館書店 \972 

 

しずくのぼうけん 

テルリコフスカ・マリア作 

ブテンコ・ボフダン絵 内田莉莎子 訳 

福音館書店 \972 

 

--------------------------------------------- 

読み物への橋渡しとなる絵本 
--------------------------------------------- 

おおきなおおきなおいも 

赤羽末吉 作・絵 福音館書店 \1296 

 

スーホの白い馬  

大塚勇三 作 赤羽末吉 絵 福音館書店 \1404 

 

ごきげんなすてご 

いとうひろし 作・絵 徳間書店 \1404 

 

ロバのシルベスターとまほうのこいし 

スタイグ・ウイリアム 作・絵 瀬田貞二 訳 

評論社 \1404 

 

あたしもびょうきになりたいな！ 

ブランデンベルク・フランツ作  

ブランデンベルク・アリキ絵 

ふくもとゆみこ 訳 偕成社 \1296 

 

ふたりはともだち 

ローベル・アーノルド 作・絵 三木卓 訳 

文化出版局 \1026 

あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま 

イ・ヨンギョン作・絵 神谷丹路 訳 

福音館書店  \1620 

 

せかいいちうつくしいぼくの村 

小林豊 作・絵 ポプラ社 \1296 

 

せかいのひとびと 

スピアー・ピーター作・絵 松川真弓 訳 

評論社 \1620 

 

せいめいのれきし 

バートン・バージニア・リー作・絵 石井桃子 訳  

まなべまこと 監修 岩波書店 \1728 

 

雪の写真家ベントレー 

マーティン・ジャクリーン・ブリッグズ作  

アゼアリアン・メアリー絵 千葉茂樹 訳  

BL出版 \1512 

-------------------------------------------- 

日本の作品 
-------------------------------------------- 

くまの子ウーフ 

神沢利子 作 井上洋介 絵 ポプラ社 \1080 

 

ぼくは王さま 

寺村輝夫 作 和田誠 絵 理論社 \1296 

 

はじめてのキャンプ 

林明子 作・絵 福音館書店 \1296 

 

だれも知らない小さな国 

佐藤さとる 作 村上 勉 絵 講談社 \1188 

 

龍の子太郎 

松谷みよ子 作 田代三善 絵 講談社 \1512 

 

鬼の橋 

伊藤遊 作 太田大八 絵 福音館書店 \1512 

 

虚空の旅人 

上橋菜穂子 作 佐竹美保 絵 偕成社 \1620 

 

空色勾玉   荻原規子 作 徳間書店 \1836 

 

魔女の宅急便 

角野栄子 作 林明子 絵 福音館書店 \1620 

 

冒険者たち ― ガンバと１５ひきの仲間 

斉藤惇夫 作 薮内正幸 絵 

岩波書店（岩波少年文庫）\821 



風の又三郎 

宮沢賢治 作 大野隆司 絵 

岩波書店（岩波少年文庫） \734 

 

夏の庭 ― The Friends 

湯本香樹実 作 徳間書店 \1512 

-------------------------------------------- 

外国の作品 
-------------------------------------------- 

番ねずみのヤカちゃん 

ウィルバー・リチャード作 大社玲子 絵 

松岡享子 訳 福音館書店 \1404 

 

ふしぎな５００のぼうし 

ドクター・スース作・絵 渡辺茂男 訳  

偕成社 \1512 

 

火曜日のごちそうはヒキガエル 

 -新版〈ヒキガエルとんだ大冒険1〉 

  エリックソン・ラッセル・E作  

フィオリ・ローレンス・ディ絵 佐藤凉子 訳 

評論社 \1188 

 

黒い島のひみつ -- タンタンの冒険旅行１ 

エルジェ 作・絵 川口恵子 訳 福音館書店 \1728 

 

エルマーのぼうけん 

ガネット・ルース・スタイルス作  

ガネット・ルース・クリスマン絵 渡辺茂男 訳 

福音館書店 \1296 

 

大どろぼうホッツェンプロッツ 

プロイスラー・オトフリート作 トリップ絵  

中村浩三 訳 偕成社 \972 

 

海べのあさ 

マックロスキー・ロバート作・絵 石井桃子 訳 

岩波書店 \1836 

 

アンデルセン童話集1,2 

アンデルセン作 初山滋 絵 大畑末吉 訳 

岩波書店（岩波少年文庫） \734 + \734 

 

シェイクスピア物語 

ラム・メアリ 作 ラッカム・アーサー 絵 

 矢川澄子 訳 岩波書店（岩波少年文庫）\734 

 

穴 

 サッカー・ルイス 作  幸田敦子 訳 講談社 \1728 

 

ガリヴァー旅行記  

スウィフト・ジョナサン 作  村山知義 絵 

中野好夫 訳 岩波書店（岩波少年文庫） \734 

 

ホビットの冒険 

トールキン・Ｊ・R・R 作  寺島竜一 絵  

瀬田貞二 訳 岩波書店 \2722 

 

まだらのひも ― シャーロック・ホウムズ 

ドイル・コナン作 岩淵慶造 絵 林克巳 訳 

岩波書店（岩波少年文庫） \778 

 

トムは真夜中の庭で 

ピアス・フィリパ 作 アインツィヒ・スーザン 絵 

高杉一郎 訳 岩波書店（岩波少年文庫） \778 

 

クラバート 

プロイスラー・オトフリート 作  

ホルツィング・ヘルベルト 絵 中村浩三 訳 

偕成社（現代の翻訳文学） \1728 

 

海底二万海里 

ベルヌ・ジュール 作  

ヌヴィル・アルフォンス・ド 絵  清水正和 訳 

福音館書店（古典童話シリーズ） \2700 

 

森は生きている 

マルシャーク・サムイル作  スズマーナL 絵 

湯浅芳子 訳 岩波書店 \2052 

 

影との戦い ― ゲド戦記Ⅰ 

ル＝グウィン・アーシュラ・K作 清水真砂子 訳 

岩波書店（岩波少年文庫） \778 

 

ライオンと魔女 

ルイス・C・S作 ベインズ・ポーリン絵  

瀬田貞二 訳 岩波書店 \1836 

 

三国志 上･中･下 

羅貫中 作 太田大八 絵 小川環樹・武部利男

訳 岩波書店（岩波少年文庫） 

\778 + \821 + \821 

-------------------------------------------- 

詩・神話・昔話 
-------------------------------------------- 

ポケット詩集 I  

田中和雄 編 島田光雄 絵 童話屋 \1350 

 

こども世界の民話 上･下 

内田莉莎子 君島久子 山内清子 編 

実業之日本社 \1993 x 2 

 

世界のむかしばなし 

瀬田貞二 編 太田大八 絵 のら書店 ￥2160 

 

ギリシア神話 

石井桃子 編・訳 富山妙子 絵 のら書店￥2160 

 

イギリスとアイルランドの昔話 

石井桃子編・訳 バトン・ジョン・D絵 

福音館書店 ￥1728 

 

子どもに語るグリムの昔話1 

グリム兄弟 作 佐々梨代子 野村泫 訳 

こぐま社 ￥1728  

 

ロシアの昔話 

内田莉莎子 編・訳 

マブリナ・タチヤーナ・A絵 福音館書店 ￥4536 

 

白いりゅう黒いりゅう－中国のたのしいお話－ 

賈芝 孫剣冰 編 赤羽末吉 絵 君島久子 訳 

岩波書店 ￥1728 

 

子どもに語る日本の昔話1 

稲田和子 筒井悦子 作 こぐま社 \1728  

 

北欧神話 

コラム・P作 ポガニー・ウィリー絵 尾崎義 訳

岩波書店（岩波少年文庫） \778 

 

子どもに語る アジアの昔話1 

アジア地域共同出版計画会議 企画 松岡享子 

こぐま社 \1728  
 

古事記物語 

福永武彦 作 吉岡賢ニ 絵  

岩波書店（岩波少年文庫）\778 

-------------------------------------------- 

ことばあそび・なぞなぞ 
-------------------------------------------- 

おーいぽぽんた -声で読む日本の詩歌166 

茨木のり子 他編 福音館書店 \2592 

 

のはらうた I 

工藤直子 作 島田光雄 絵 童話屋 \1350  

 

ことばあそびうた 

谷川俊太郎 作 瀬川康男 絵 

福音館書店 \1080 

 

なぞなぞの本 

福音館書店編集部 編   石川勇 絵  

福音館書店 \1404 

 

それほんと？ 

松岡享子 作，長新太 作絵 福音館書店 

\1404 

-------------------------------------------- 

ノンフィクション 
-------------------------------------------- 

今森光彦 昆虫記 

今森光彦 作・写真 福音館書店 \3456 

 

視覚ミステリーえほん 

ウィック・ウォルター 作・写真 林田康一 訳 

あすなろ書房 \1944 

 

自然図鑑 －動物・植物を知るために－ 

さとうち藍 作 松岡達英 絵 

福音館書店 \1728 

 

植物記 埴沙萠 作・写真 福音館書店 \3564 

 

半分のふるさと ― 私が日本にいたときのこと 

イ・サンクム 作  帆足次郎 絵  

福音館書店（福音館文庫） \918 

 

赤ちゃんのはなし 

エッツ・マリー・ホール作 坪井郁美 訳 

福音館書店 \1620 

 

肥後の石工 

今西祐行 作 岩波書店（岩波少年文庫） \734 

 

日本国憲法 童話屋 \309 

 

ファーブル昆虫記(1) ― ふしぎなスカラベ 

ファーブル・ジャン・アンリ作 見山博 絵 

奥本大三郎訳 集英社 \1728 

 

アンネの日記（増補新訂版） 

フランク・アンネ作 深町真理子 訳 

文藝春秋 \2502 

 

野鳥の図鑑 藪内正幸 作・絵 福音館書店 \3456 
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