
2019年 こどもの読書週間特別展示





＜所蔵目録について＞

この目録は、2019年（平成31年、令和元年）のこどもの読書週間特別展示
『平成をふりかえる！』のために作成した。
収録作品については、2019年（平成31年、令和元年）4月20日（土）～5月12日（日）
本館2階の児童コーナーにて展示した。

＜資料の収集対象について＞

2019年（平成31年、令和元年）4月現在、鎌ケ谷市立図書館で所蔵している以下の
資料を対象としている。

①どんなことがあったかな
・平成30年間に起こった主な出来事（オリンピック・パラリンピック・ノーベル賞

受賞など）が記載されている関連児童書
・平成30年間に国際アンデルセン賞を受賞した作者の代表作品

まど・みちお、上橋 菜穂子、角野 栄子

②平成生まれの絵本たち
・平成7年に創設された日本絵本賞
大賞・日本絵本賞・翻訳絵本賞・読者賞等の受賞作品

・平成7年までは、日本の絵本賞 絵本にっぽん賞、絵本にっぽん新人賞での
受賞作品。この賞は昭和57年から始まり、平成4年をもって終了している
ので、平成元年から平成4年までの受賞作品

＜記載項目について＞

以下の項目に分け、当館の書誌に基づく請求記号順とする。

①どんなことがあったかな？

②平成生まれの絵本たち

※一般書は●と表記し、請求記号の下に記載した

※他にもシリーズがある本は★と表記し、請求記号の下に記載した

＊日本絵本賞とは・・・

優秀な絵本を顕彰することにより子供たちの絵本読書がより盛んになることと、

絵本出版の発展を願って平成7年に創設。主催は全国学校図書館協議会と毎日新

聞社。毎年10/1～翌年9/30までの1年間に日本において出版された絵本とする。た

だし、読者賞の対象絵本は、前年10/1～当年9/30までに出版された絵本。

＊日本の絵本賞 絵本にっぽん賞とは・・・

絵本芸術の普及、絵本読書の振興、作家・画家の育成などをめざし制定された。

第5回から「絵本にっぽん新人賞」を設ける。主催は全国学校図書館協議会と読売新

聞社。昭和57年から始まり、第15回（平成4年）をもって終了している。

参考資料：『児童の賞事典』 日外アソシエーツ



書名 著者名 出版社 請求記号

1
理科室から生まれたノーベル賞
田中耕一ものがたり

国松 俊英/著
藤本 四郎/画

岩崎書店 289-タ

2 富士山のふしぎ100
日本一の山 世界遺産・富士山のなぜ

富士学会/監修
尾形 真隆ほか/写真

偕成社 291

3
世界文化遺産

富士山のすごいひみつ 100
グループ・コロンブス/編 主婦と生活社 291

4
楽しい調べ学習シリーズ

よくわかる税金
種類・役割から消費税の問題まで

泉 美智子/監修
新井 明/著

PHP研究所 345

5
ノーベル賞100年のあゆみ 7

ノーベル賞を受賞した日本人
戎崎 俊一/監修 ポプラ社 377

6
世界を変えた偉業の数々

ノーベル賞がわかる事典
人類の知恵が見えてくる！

土肥 義治/監修
造事務所/編集・構成

PHP研究所 377

7
岩波ジュニア新書

世界遺産・知床がわかる本
中川 元/著 岩波書店 402

8
岩波ジュニア新書

ニュートリノの夢
小柴 昌俊/著 岩波書店 429

①　どんなことがあったかな？



書名 著者名 出版社 請求記号

9
世界にはばたく日本力

日本の医療
こどもくらぶ/編さん ほるぷ出版 490

10
世界にほこる日本の先端科学技術

① ここまできている! iPS・遺伝子・脳研究

法政大学自然科学センター
/監修
こどもくらぶ/編

岩崎書店 502

11 図解 東京スカイツリーのしくみ NHK出版/編 NHK出版 526

12 図解絵本 東京スカイツリー モリナガ・ ヨウ/作・絵 ポプラ社 526

13 宇宙がきみを待っている
若田 光一/著
岡田 茂/著

汐文社 538

14 宇宙においでよ!
野口 聡一/著
林 公代/著（文）
植田 知成/イラスト

講談社 538

15 夢をつなぐ
山崎直子の四〇八八日

山崎 直子/著 角川書店
538.9
　●

16
ぷち鉄ブックス

新幹線でタイムトラベル
結解 喜幸/監修 交通新聞社 686



書名 著者名 出版社 請求記号

17 徹底ガイド! 北海道新幹線まるわかりBOOK  マイナビ出版 686

18 北海道新幹線パーフェクト・ブック  双葉社 686

19
すべてがわかる!

日本の新幹線
① 東海道、山陽、九州新幹線

恵 知仁/作 汐文社 686

20
すべてがわかる!

日本の新幹線
② 東北、山形、秋田、上越、長野新幹線

恵 知仁/作 汐文社 686

21
すべてがわかる!

日本の新幹線
③ 未来の新幹線

恵 知仁/作 汐文社 686

22
世の中への扉

まるごと日本の世界遺産
増田 明代/著 講談社 709

23
朝日ジュニア学習年鑑 別冊

イラスト図解と写真でよくわかる! 日本の世界遺産 山口 正/監修 朝日新聞出版 709

24 ちびまる子ちゃんの折り紙教室 山口 真/著 主婦と生活社 754



書名 著者名 出版社 請求記号

25
世の中への扉

すごいぞ! オリンピックパラリンピックの大記録
講談社/編 講談社 780

26 オリンピック ヒーローたちの物語 大野 益弘/著 ポプラ社 780

27
これだけは知っておきたい 11

オリンピックの大常識

三上 孝道/監修
大野 益弘/文
高橋 玲美/文

ポプラ社 780

28
しらべよう! 知っているようで知らない 冬季オリンピック ①

冬季オリンピックの記録と記憶
大熊 廣明/監修
稲葉 茂勝/文

ベースボール・
マガジン社

780

29
しらべよう! 知っているようで知らない 冬季オリンピック ②

雪の競技・種目の技やみかた
大熊 廣明/監修
稲葉 茂勝/文

ベースボール・
マガジン社

780

30
しらべよう! 知っているようで知らない 冬季オリンピック ③

氷の競技・種目の技やみかた
大熊 廣明/監修
稲葉 茂勝/文

ベースボール・
マガジン社

780

31
まるわかり! パラリンピック

雪・氷のうえで競う! 冬の競技
アルペンスキー・アイススレッジホッケー ほか

日本障がい者スポーツ
協会/監修

文研出版 780

32
写真で見るオリンピック大百科 ①

オリンピックってなに?
舛本 直文/監修 ポプラ社 780



書名 著者名 出版社 請求記号

33
写真で見るオリンピック大百科 ④

1984年冬季サラエボ～1998年冬季長野
舛本 直文/監修 ポプラ社 780

34
写真で見るオリンピック大百科 ⑤

2000年シドニー～2012年ロンドン
舛本 直文/監修 ポプラ社 780

35
写真で見るオリンピック大百科 別巻

パラリンピックってなに?
舛本 直文/監修 ポプラ社 780

36
記録への挑戦 ②

金メダリストのシューズ
大野 益弘/著 ポプラ社 782

37
角川つばさ文庫

なでしこ物語
「一生懸命」 はかっこいい!

波野 りさ/作
早草 紀子/写真

角川書店 783

38 KAZU
十五の旅立ち 三浦知良物語

綾野 まさる/著 小学館 783

39 ワールドカップ 伝説を生んだヒーローたち 岩崎 龍一/著 ポプラ社 783

40
記録への挑戦 ①

258本をうんだバット
友成 那智/著 ポプラ社 783



書名 著者名 出版社 請求記号

41
記録への挑戦 ③

ワールドカップをたたかうボール
岩崎 龍一/著 ポプラ社 783

42
記録への挑戦 ④

勝利のラケット
井山 夏生/著 ポプラ社 783

43
世の中への扉

すごいぞ! 甲子園の大記録
講談社/編 講談社 783

44
ノンフィクション 知られざる世界

不可能とは、 可能性だ
パラリンピック金メダリスト新田佳浩の挑戦

笹井 恵里子/著 金の星社 784

45
世の中への扉

レジェンド!
葛西紀明選手と下川ジャンプ少年団ものがたり

城島 充/著 講談社 784

46 羽生善治の将棋入門 ジュニア版
新版

羽生 善治/著 河出書房新社 796

47
満点ゲットシリーズ

ちびまる子ちゃんの 敬語教室

さくら ももこ/キャラクター
原作
関根 健一/著

集英社 815

48
満点ゲットシリーズ

ちびまる子ちゃんの 短歌教室

さくら ももこ/キャラクター
原作
小島 ゆかり/著

集英社 911-コ



書名 著者名 出版社 請求記号

49
伝記を読もう 8

まど・みちお みんなが歌った童謡の作者
谷 悦子/作
黒須 高嶺/画

あかね書房 911-タ

50 くまさん まど・みちお/作 童話屋 911-マ

51
まどさん100歳100詩集

まど・みちお詩の本
まど・みちお/著
伊藤 英治/編

理論社 911-マ

52 まどさんと さかたさんの ことばあそび
まど・みちお/文
阪田 寛夫/文
かみや しん/絵

小峰書店 911-マ

53
現代日本童謡詩全集 １４

ぞうさん
まど・みちお/作
東 貞美/画

国土社 911-マ

54
まど・みちお 詩のえほん ④

ことり
まど・みちお/詩
南塚 直子/絵

小峰書店 911-マ

55 おはなし ちびまる子ちゃん ⑤ さくら ももこ/著 集英社 912-サ

56 おはなし ちびまる子ちゃん ⑥ さくら ももこ/著 集英社 912-サ



書名 著者名 出版社 請求記号

57 精霊の守り人
上橋 菜穂子/作
二木 真希子/画

偕成社 913-ウ

58 闇の守り人
上橋 菜穂子/作
二木 真希子/画

偕成社 913-ウ

59 夢の守り人
上橋 菜穂子/作
二木 真希子/画

偕成社 913-ウ

60 虚空の旅人
上橋 菜穂子/作
佐竹 美保/画

偕成社 913-ウ

61 神の守り人 <来訪編>
上橋 菜穂子/作
二木 真希子/画

偕成社 913-ウ

62 神の守り人 <帰還編>
上橋 菜穂子/作
二木 真希子/画

偕成社 913-ウ

63 蒼路の旅人
上橋 菜穂子/作
佐竹 美保/画

偕成社 913-ウ

64 天と地の守り人 <第一部＞
上橋 菜穂子/作
二木 真希子/画

偕成社 913-ウ



書名 著者名 出版社 請求記号

65 天と地の守り人 <第二部＞
上橋 菜穂子/作
二木 真希子/画

偕成社 913-ウ

66 天と地の守り人 <第三部＞
上橋 菜穂子/作
二木 真希子/画

偕成社 913-ウ

67 流れ行く者
守り人短編集

上橋 菜穂子/作
二木 真希子/画

偕成社 913-ウ

68 炎路を行く者
守り人作品集

上橋 菜穂子作
佐竹 美保/画
二木 真希子/画

偕成社 913-ウ

69 風と行く者
守り人外伝

上橋 菜穂子/作
佐竹 美保/絵

偕成社 913-ウ

70 魔女の宅急便
角野 栄子/著
林 明子/画

福音館書店 913-カ

71 魔女の宅急便その２
キキと新しい魔法

角野 栄子/著
広野 多珂子/画

福音館書店 913-カ

72 魔女の宅急便その３
キキともうひとりの魔女

角野 栄子/著
佐竹 美保/画

福音館書店 913-カ



書名 著者名 出版社 請求記号

73 魔女の宅急便その４
キキの恋

角野 栄子/著
佐竹 美保/画

福音館書店 913-カ

74 魔女の宅急便その５
魔法のとまり木

角野 栄子/著
佐竹 美保/画

福音館書店 913-カ

75 魔女の宅急便その6
それぞれの旅立ち

角野 栄子/著
佐竹 美保/画

福音館書店 913-カ

76 キキに出会った人びと
魔女の宅急便 特別編

角野 栄子/著
佐竹 美保/画

福音館書店 913-カ

77 キキとジジ
魔女の宅急便 特別編その2

角野 栄子/著
佐竹 美保/画

福音館書店 913-カ

78
劇場版ポケットモンスターベストウイッシュ

ビクティニと黒き英雄ゼクロム

水稀 しま/著
園田 英樹/脚本
石原 恒和/監修
田尻 智/原作

小学館
913-ミ
　★

79 名探偵コナン
天国へのカウントダウン

水稀 しま/著
青山 剛昌/原作
古内 一成/脚本

小学館
913-ミ
　★

80 ゆめのスカイツリー
谷川 俊太郎/文
accototo/絵

金の星社 E-ア



書名 著者名 出版社 請求記号

81
さくらももこのシリーズ絵本 3

ちびまる子ちゃん

百恵ちゃんのコンサートに行く
さくら ももこ/えとぶん 集英社 E-サ

82
さくらももこのシリーズ絵本 4

ちびまる子ちゃん

たまちゃん、大好き
さくら ももこ/えとぶん 集英社 E-サ

83
さくらももこのシリーズ絵本 5

ちびまる子ちゃん

ゆうかい犯に気をつけろ
さくら ももこ/えとぶん 集英社 E-サ

84 千と千尋の神隠し
宮崎 駿/原作・脚本・監
督

徳間書店 E-セ

85
でんしゃのひみつ

びゅんびゅん はやい はやぶさごう
溝口 イタル/絵 交通新聞社 E-ミ



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

1 おばあちゃんは木になった 大西 暢夫/写真・文 ポプラ社 291 H 14

2 ぼくの見た戦争 2003年 イラク 高橋 邦典/写真・文 ポプラ社 302 H 15

3 ぼくらの地図旅行
那須 正幹/文
西村 繁男/絵

福音館書店 448 H 1

4 カワセミ 青い鳥見つけた 嶋田 忠/文・写真 新日本出版社 488 H 20

5 マッコウの歌 しろいおおきなともだち 水口 博也/著 小学館 489 H 11

6 屋上のとんがり帽子 折原 恵/写真・文 福音館書店 518 H 14

7 大根はエライ 久住 昌之/文・絵 福音館書店 626 H 30

8 ねこのシジミ 和田 誠/作 ほるぷ出版 726 H 8

②　平成生まれの絵本たち



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

9
まど・みちお 誌の絵本②

キリンさん
まど・みちお/詩
南塚 直子/絵

小峰書店 911-マ H 10

10 14歳とタウタウさん 梅田 俊作・佳子/作・絵 ポプラ社 913-ウ H 10

11 しらんぷり 梅田 俊作・佳子/作・絵 ポプラ社 913-ウ H 9

12 天使のかいかた なかがわ ちひろ/作 理論社 913-ナ H 14

13 はやくねてよ あきやま ただし/作・絵 岩崎書店 E-ア H 6

14 もぐらはすごい アヤ井 アキコ/著 アリス館 E-ア H 30

15 30000このすいか あき びんご/作 くもん出版 E-ア H 27

16 きょうはそらにまるいつき 荒井 良二/著 偕成社 E-ア H 28

17 したのどうぶつえん あき びんご/作 くもん出版 E-ア H 20



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

18 うさぎのさとうくん 相野谷 由起/作 小学館 E-ア H 18

19 ふってきました
もとした いづみ/文
石井 聖岳/絵

講談社 E-イ H 19

20 でんしゃえほん 井上 洋介 ビリケン出版 E-イ H 12

21 けんかのきもち
柴田 愛子/文
伊藤 秀男/絵

ポプラ社 E-イ H 13

22 エリカ 奇跡のいのち
ルース・バンダー・ジー/文
ロベルト・インノチェンティ/絵

柳田 邦男/訳
講談社 E-イ H 16

23 タケノコごはん
大島 渚/文
伊藤 秀男/絵

ポプラ社 E-イ H 27

24 みずくみに 飯野 和好/絵と文 小峰書店 E-イ H 26

25 パヨカカムイ
ユカラで村をすくったアイヌのはなし

かやの しげる/文
いしくら きんじ/絵

小峰書店 E-イ H 12

26 おばあちゃんがいるといいのにな
松田 素子/作
石倉 欣二/絵

ポプラ社 E-イ H 6



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

27 ルラルさんのにわ いとう ひろし ほるぷ出版 E-イ H 2

28 くもくん いとう ひろし/作 ポプラ社 E-イ H 10

29 マーガレットとクリスマスのおくりもの 植田 真/作 あかね書房 E-ウ H 19

30 悪魔のりんご
舟崎 克彦/作
宇野 亜喜良/絵

小学館 E-ウ H 18

31 かようびのよる
デヴィッド・ウィーズナー/作

当麻 ゆか/訳
福武書店 E-ウ H 4

32 ぶな森のキッキ
今村 葦子/作
遠藤 てるよ/絵

童心社 E-エ H 3

33
シルクハットぞくは                                             よな
かの いちじに やってくる

おくはら ゆめ 童心社 E-オ H 24

34 きつね、きつね、きつねがとおる
伊藤 遊/作
岡本 順/画

ポプラ社 E-オ H 23

35
よしおくんがぎゅうにゅうを                                   こぼ
してしまったおはなし

及川 賢治/作・絵
竹内 繭子/作・絵

岩崎書店 E-オ H 19



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

36 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 E-オ H 24

37 だいちゃんと うみ 太田 大八/さく・え 福音館書店 E-オ H 4

38 きょうは みんなで クマがりだ
マイケル・ローゼン/再話
ヘレン・オクセンバリー/絵

山口 文生/訳
評論社 E-オ H 3

39 こんにちは あかぎつね!
エリック　カール/作
さの ようこ/訳

偕成社 E-カ H 11

40 のっぺらぼう
杉山 亮/作
軽部 武宏/絵

ポプラ社 E-カ H 22

41 からだっていいな 山本 直英・ 片山 健/さく 童心社 E-カ H 9

42 ばけバケツ 軽部 武宏/作 小峰書店 E-カ H 29

43 きつねにょうぼう
長谷川 摂子/再話
片山 健/絵

福音館書店 E-カ H 9

44 キリンがくる日
志茂田 景樹/文
木島 誠悟/絵

ポプラ社 E-キ H 25



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

45 ふつうに学校にいくふつうの日
コリン・マクノートン/文
きたむら さとし/絵
柴田 元幸/訳

小峰書店 E-キ H 17

46 お月さまってどんなあじ？
ミヒャエル・グレイニェク
/絵と文
いずみ ちほこ/訳

セーラー出版 Ｅ-グ H 7

47 さくら子のたんじょう日
宮川 ひろ/作
こみね ゆら/絵

童心社 Ｅ-コ H 16

48 ともだち できたよ
内田 麟太郎/作　     こ
みね ゆら/画

文研出版 E-コ H 24

49 クラウディアのいのり
村尾 靖子/文
小林 豊/絵

ポプラ社 E-コ H 20

50 あした うちに ねこが くるの
石津 ちひろ/文
ささめや ゆき/絵

講談社 E-サ H 12

51 きつねのかみさま
あまん きみこ/作
酒井 駒子/絵

ポプラ社 E-サ H 15

52 てではなそう きらきら
佐藤 慶子/作
沢田 としき/絵
米内山 明宏/手話監修

小学館 E-サ H 14

53 アフリカの音 沢田 としき/作・絵 講談社 E-サ H 8



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

54 ねえ とうさん 佐野 洋子/作 小学館 E-サ H 13

55 しんごうきピコリ
ザ・キャビンカンパニー/
作・絵

あかね書房 E-ザ H 27

56 おひめさまはねむりたくないけれど
メアリー・ルージュ/さく
パメラ・ザガレンスキー/え
浜崎 絵梨/やく

そうえん社 E-ザ H 27

57 だいおういかの いかたろう
ザ・キャビンカンパニー/
作・絵

鈴木出版 E-ザ H 26

58 だめよ、デイビッド!
デイビッド・シャノン/さく
小川 仁央/やく

評論社 E-シ H 13

59 だれか、そいつをつかまえろ!
ピーター・アーマー/作
アンドリュー・シャケット/絵
二宮 由紀子/訳

ブックローン
出版

E-シ H 7

60 おとうさんのちず
ユリ・シュルヴィッツ/作
さくま ゆみこ/訳

あすなろ書房 E-シ H 21

61 しゃっくりがいこつ
マージェリー・カイラー/作
S・D・シンドラー/絵
黒宮 純子/訳

らんか社 E-シ H 16

62 ゆき
ユリ・シュルヴィッツ/作
さくま ゆみこ/訳

あすなろ書房 E-シ H 10



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

63 ヨハンナの 電車のたび
カトリーン・シェーラー/作
松永 美穂/訳

西村書店 E-シ H 26

64 ここが家だ ベン・シャーンの第五福竜丸

ベン・シャーン/絵
アーサー・ビナード/
構成・文

集英社 E-シ H 18

65 あたらしい おふとん
アン・ジョナス/作
角野 栄子/訳

あかね書房 E-ジ H 4

66 あらまっ!
ケイト・ラム/文
エイドリアン・ジョンソン/絵
石津 ちひろ/訳

小学館 E-ジ H 16

67 へちまのへーたろー
二宮 由紀子/作
スドウ ピウ/絵

教育画劇 E-ス H 23

68 ぼくのトイレ 鈴木 のりたけ/作・絵 PHP研究所 E-ス H 23

69 やまのディスコ スズキ コージ/作 架空社 E-ス H 1

70 ブラッキンダー スズキ コージ/作・ 絵 イースト・プレス E-ス H 20

71 ドームがたり
アーサー・ビナード/作
スズキ コージ/画

玉川大学出版
部

E-ス H 29

72 12にんの いちにち 杉田 比呂美/作 あすなろ書房 E-ス H 26



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

73
スプーンぼし(ほくとしちせい)と
おっぱいぼし(カシオペア座)

八板 康麿/写真と文
杉浦 範茂/絵と構成

福音館書店 E-ス H 7

74 となりのせきのますだくん 武田 美穂/作・絵 ポプラ社 E-タ H 3

75 ふしぎのおうちはドキドキなのだ 武田 美穂/作・絵 ポプラ社 E-タ H 3

76 すみっこのおばけ 武田 美穂/作・絵 ポプラ社 E-タ 　H 12

77 おかあさん、げんきですか。
後藤 竜二/作
武田 美穂/絵

ポプラ社 E-タ H 18

78 オー・スッパ
越野 民雄/文
高畠 純/絵・装丁

講談社 E-タ H 15

79
かずあそび

ウラパン・オコサ
谷川 晃一/作 童心社 E-タ H 11

80 ふしぎな ともだち たじま ゆきひこ/作 くもん出版 E-タ H 26

81
5ひきのすてきなねずみ

ひっこしだいさくせん
たしろ ちさと/作 ほるぷ出版 E-タ H22



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

82 あんちゃん 高部 晴市/作 童心社 E-タ H 25

83 オオカミのおうさま
きむら ゆういち/文
田島 征三/絵

偕成社 E-タ H 21

84 カエルの おでかけ 高畠 那生 フレーベル館 E-タ H 25

85 ゴムあたま ポンたろう 長 新太/作 童心社 E-チ H 10

86 はしれ、トト!
チョ ウンヨン/著
ひろまつ ゆきこ/訳

文化学園文化
出版局

E-チ H 25

87 ないた
中川 ひろたか/作
長 新太/絵

金の星社 E-チ H 16

88 わくせいキャベジ動物図鑑 tupera tupera/作・絵 アリス館 E-ツ H 28

89 しろくまのパンツ tupera tupera/作 ブロンズ新社 E-ツ H 24

90 マーシャと白い鳥
ミハイル・ブラートフ/再話
出久根 育/文・絵

偕成社 E-デ H 17



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

91
ももんちゃん あそぼう

どんどこ ももんちゃん
とよた かずひこ/さく・え 童心社 E-ト H 2

92 ふゆめ がっしょうだん
富成 忠夫・茂木 透/写真
長 新太/文

福音館書店 E-ト H 2

93 ものすごくおおきなプリンのうえで
二宮 由紀子/ぶん
中新井 純子/え

教育画劇 E-ナ H 22

94
せとうちたいこさん

デパートいきタイ 長野 ヒデ子/さく 童心社 E-ナ H 7

95 がたごと がたごと
内田 麟太郎/文
西村 繁男/絵

童心社 E-ニ H 11

96 おじいちゃんのまち 野村 たかあき/作・絵 講談社 E-ノ H 1

97 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川 義史/作・絵 教育画劇 E-ハ H 19

98 ホームランを打ったことのない君に 長谷川 集平/作 理論社 E-ハ H 19

99 いろはにほへと
今江 祥智/文
長谷川 義史/絵

BL出版 E-ハ H 16



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

100 ひみつだから!
ジョン・バーニンガム/ぶ
ん・え
福本 友美子/やく

岩崎書店 E-バ H 22

101 木を植えた男
ジャン・ジオノ/原作
フレデリック・バック/画
寺岡 襄/訳

あすなろ書房 E-バ H 1

102 水おとこのいるところ
イーヴォ・ロザーティ/作
ガブリエル・パチェコ/絵
田中 桂子/訳

岩崎書店 E-パ H 21

103
クネクネさんのいちにち                                                     きょう
はマラカスのひ

樋勝 朋巳/文・絵 福音館書店 E-ヒ H 25

104 がたたん たん
やすい すえこ/作
福田 岩緒/絵

ひさかたチャイ
ルド

E-フ S 63

105 ダチョウのくびはなぜながい?
ヴァーナ・アーダマ/文
マーシャ・ブラウン/絵
まつおか きょうこ/訳

富山房 E-ブ H 8

106 キツネ
マーガレット・ワイルド/文
ロン・ブルックス/絵
寺岡 襄/訳

BL出版 E-ブ H 13

107 あめだま
ペク・ヒナ/作
長谷川 義史/訳

ブロンズ新社 E-ペ H 30

108 ぼくたちの コンニャク先生 星川 ひろ子/著 小学館 E-ホ H 8



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

109 まって
アントワネット・ポーティス/作

椎名 かおる/訳
あすなろ書房 E-ポ H 27

110
おはなしかがくえほん1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　イ
モリくん ヤモリくん

松岡 たつひで/著 岩崎書店 E-マ H 28

111 どうぶつが すき
パトリック・マクドネル/作
なかがわ ちひろ/訳

あすなろ書房 E-マ H 23

112 たぬきの花よめ道中
最上 一平/作
町田 尚子/絵

岩崎書店 E-マ H 30

113 オオカミがとぶひ ミロコマチコ/著 イースト・プレス E-ミ H 24

114 ふしぎな キャンディーやさん みやにし たつや/作・絵 金の星社 E-ミ H 19

115 もりのおくの おちゃかいへ みやこし あきこ/著 偕成社 E-ミ H 22

116 さらば、ゆきひめ 宮本 忠夫/文・絵 童心社 E-ミ H 14

117 なつの いけ
塩野 米松/文
村上 康成/絵

ひかりのくに E-ム H 14



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

118 もけら もけら
山下 洋輔/文
元永 定正/絵
中辻 悦子/構成

福音館書店 E-モ H 2

119 パパのカノジョは
ジャニス・レヴィ/作
クリス・モンロー/絵
もん/訳

岩崎書店 E-モ H 14

120
ふしぎびっくり写真えほん

干したから…
森枝 卓士/写真・文 フレーベル館 E-モ H 28

121 どうぶつ ドドド 矢野 アケミ/作・絵 鈴木出版 E-ヤ H 27

122
くじらさんのー たーめなら 　　　　　　　　　　　　　　　　　　え
んやこーら

内田 麟太郎/作
山村 浩二/絵

鈴木出版 E-ヤ H 27

123
ロシアの昔話

きつねとうさぎ

フランチェスカ・
ヤールブルソワ/絵
ユーリ・ノルシュテイン/構成
こじま ひろこ/訳

福音館書店 E-ヤ H 15

124
サニーのおねがい

地雷ではなく花をください
葉 祥明/絵
柳瀬 房子/文

自由国民社 E-ヨ H 8

125 ゆらゆらチンアナゴ
横塚 眞己人/写真
江口 絵理/文

ほるぷ出版 E-ヨ H 26

126 ジョットという名の少年                                        羊が
かなえてくれた夢

ビンバ・ランドマン/絵
パオロ・グアルニエーリ/文
せきぐち ともこ/訳
石鍋 真澄/解説

西村書店 E-ラ H 12



書名 著者名 出版社 請求記号 出版年

127 すやすや タヌキが ねていたら
内田 麟太郎/作
渡辺 有一/画

文研出版 E-ワ H 21

128 どんなかんじかなあ
中山 千夏/文
和田 誠/絵

自由国民社 E-ワ H 17


