
子ども向け 図書一覧表（あいうえお順） 2021/3/26現在

書名 著者名 種類 出版社

あ あかちゃんがやってきた はたこうしろう絵 角野栄子 作 絵本 福音館書店 238

あかちゃんのうた 松谷みよ子・いわさきちひろ 絵本 童心社

あそびましょ 松谷みよこ 絵本 偕成社

あめのひのえんそく 間瀬なおかた 絵本 ひさかたチャイルド

あらしのよるに　 きむらゆういち 絵本 講談社

あるかしら書店 ヨシタケシンスケ 絵本 ポプラ社

い いいおかお 瀬川康男 絵 松谷みよ子 絵本 童心社

1日10分でせかいちずをおぼえる絵本 あきやまかぜさぶろう 絵本 講談社

いちばんしあわせなおくりもの 宮野聡子 絵本 教育画劇

いないいないばあ 瀬川康男 絵 松谷みよ子 絵本 童心社

いろいろサンタのプレゼント しのざきみつお 絵本 草土文化

う うずらちゃんのかくれんぼ きもとももこ 絵本 福音館書店

うどんのうーやん 岡田よしたか 絵本 ブロンズ新社

え エルマーと１６ぴきのりゅう Ｒ．Ｓ．ガーネット 児童書 福音館書店

エルマーとりゅう Ｒ．Ｓ．ガーネット 児童書 福音館書店

えんとつ町のプペル にしのあきひろ 絵本 幻冬舎

お おおきくなるっていうことは 中川ひろたか 絵本 童心社

おこりたくなったらやってみて オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ 絵本 主婦の友社

おしりたんてい あやうしたんていじむしょ トロル 児童書 ポプラ社

おしりたんてい かいとうvsたんてい トロル 児童書 ポプラ社

おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ トロル 児童書 ポプラ社

おしりたんてい みはらしそうのかいじん トロル 児童書 ポプラ社

おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに トロル 児童書 ポプラ社

おしりたんていのこい トロル 児童書 ポプラ社

おててがでたよ 林明子 絵本 福音館書店

おふろだいすき 林明子 絵 松岡享子 作 絵本 福音館書店

おふろだいすき 林明子 絵 松岡享子 作 絵本 福音館書店

おむすびころりん ー 絵本 ポプラ社

おむつのなかみせて！ ヒド・ファン・エネヒテン 絵本 廣済堂

おもちのきもち かがくいひろし 絵本 講談社

おやおや、おやさい 山村浩二　絵 絵本 福音館書店

親子で読む偉人の話 齋藤孝 児童書 ポプラ社

おやすみ、ロジャー カール=ヨハン・エリーン 児童書 飛鳥新社

オリンピック・パラリンピックまるごと大百科 真田久 図鑑 学研プラス

オリンピックせんしゅになりたいな 城井文 絵本 金の星社

オリンピックパラリンピック大百科 佐野真輔 図鑑 講談社
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子ども向け 図書一覧表（あいうえお順） 2021/3/26現在

書名 著者名 種類 出版社

おれはティラノサウルスだ 宮西達也 絵本 ポプラ社

か かいけつゾロリ おいしい金メダル 原ゆたか 児童書 ポプラ社

かいけつゾロリ クイズ王 原ゆたか 児童書 ポプラ社

かいけつゾロリ スターたんじょう 原ゆたか 児童書 ポプラ社

かいけつゾロリ レッドダイヤをさがせ 原ゆたか 児童書 ポプラ社

かいけつゾロリ うちゅう大さくせん 原ゆたか 児童書 ポプラ社

かいけつゾロリ つかまる 原ゆたか 児童書 ポプラ社

かいけつゾロリとなぞのひこうき 原ゆたか 児童書 ポプラ社

かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん 原ゆたか 児童書 ポプラ社

かいけつゾロリ ロボット大さくせん 原ゆたか 児童書 ポプラ社

学年誌が伝えた子ども文化史（昭和30～ 雑誌 小学館

かさこじぞう ー 絵本 ポプラ社

がたんごとんがたんごとん 安西水丸 絵本 福音館書店

かばくん 岸田衿子作 中谷千代子絵 絵本 こどものともセレクション

かぶさんとんだ 五味太郎 絵本 福音館書店

からすのパンやさん かこさとし 絵本 偕成社

ガリレオ・ガリレイ 伝記世界を変えた人々17 児童書 偕成社

き きょうもひつじぱん あきやまただし 絵本 すずき出版

きょりゅうが学校にやってきた アン・フォーサイス 児童書 金の星社

きんぎょがにげた 五味太郎 絵本 福音館書店

く くだもの 平山和子 絵本 福音館書店

くっく　くっく 長谷川節子　文 絵本 福音館書店

くまとやまねこ 湯本香樹実･文 酒井駒子･絵 絵本 河出書房新社

くまのテディちゃん ロジャー・デュボアザン 絵本 こぐま社

ぐりとぐら なかがわえりこ・おおむらゆりこ 絵本 福音館書店

ぐりとぐらとすみれちゃん なかがわりえこ・やまわきゆりこ 絵本 福音館書店

ぐりとぐらのえんそく なかがわりえこ・やまわきゆりこ 絵本 福音館書店

ぐりとぐらのかいすいよく なかがわりえこ・やまわきゆりこ 絵本 福音館書店

くれよんのくろくん なかやみわ 絵本 童心社

くろくんたちとおえかきえんそく なかやみわ 絵本 童心社

くろくんとちいさいしろくん なかやみわ 絵本 童心社

くろくんとなぞのおばけ なかやみわ 絵本 童心社

くろくんとふしぎなともだち なみかわみわ 絵本 童心社

こ 5-7才のたのしいおりがみ 新宮文明 実用書 高橋書店

こいぬのくろちゃん きもとももこ 絵本 福音館書店

こぐまちゃんありがとう わかやま けん 絵本 こぐま社
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書名 著者名 種類 出版社

こぐまちゃんおはよう わかやま けん 絵本 こぐま社

こすずめのぼうけん 堀内誠一画ルース・エインズワース作 絵本 こどものともセレクション

国旗の図鑑 図鑑 学研プラス

こどものせかい5 くりばやしきくお 絵本 至光社

こども六法 山崎総一郎 児童書 弘文堂

こぶとりじいさん ー 絵本 ポプラ社

さ
斉藤孝のイッキに読める！名作
選 小学2年生

齋藤孝 絵本 講談社

さつまのおいも 中川ひろたか 絵本 童心社

サバイバルシリーズ AIのサバイバル① ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ AIのサバイバル➁ ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 人体のサバイバル① ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 人体のサバイバル➁ ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 人体のサバイバル③ ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 山のサバイバル 洪在徹 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 自然史ミュージアムのサバイバル① ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 自然史ミュージアムのサバイバル➁ ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 新型ウィルスのサバイバル① ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 新型ウィルスのサバイバル➁ ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

さよならさんかく わかやまけん 絵本 こぐま社

さよならさんかく　またきてしかく 松谷みよ子 絵本 偕成社

さるかにばなし ー 絵本 ポプラ社

山椒大夫・高瀬舟 森鷗外 児童書 偕成社

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン 絵本 福音館書店

30000このすいか あきびんご 絵本 くもん出版

し しあわせな王子 ー 絵本 ポプラ社

10分で読める伝記1年生 ー 児童書 Gakken

　　 １０分で読める名作 一年生 岡信子 小暮正夫 児童書 学習研究社

１０分で読める名作 二年生 岡信子 小暮正夫 児童書 学習研究社

しゅくだい いもとようこ文・絵 宗正美子 原案 絵本 岩崎書店

しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂雄作 山本忠敬え 絵本 こどものともセレクション

しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ文・絵 絵本 福音館書店

しろくまちゃんのホットケーキ わかやまけん 絵本 こぐま社

しろくまちゃんぱんかいに わかやまけん 絵本 こぐま社

しろねこくろねこ きくちちき 絵本 学研

す すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 作 絵本 偕成社

スモン　スモン ソーニャ・ダノウスキ 絵本 岩波書店
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書名 著者名 種類 出版社

そ ぞうくんのあめふりさんぽ なかのひろたか作・絵 絵本 こどものともセレクション

ぞうくんのさんぽ なかのひろたか作・絵 絵本 福音館書店

そらまめくんとながいながいまめ なかやみわ 絵本 福音館書店

そらまめくんとめだかのこ なかやみわ 絵本 福音館書店

そらまめくんのベッド なかやみわ 絵本 福音館書店

そりあそび さとうわきこ作・絵 絵本 こどものともセレクション

そんごくう ー 絵本 ポプラ社

た たこやきようちえん さいとうしのぶ 絵本 ポプラ社

だじゃれ日本一周 長谷川義史 絵本 理論社

楽しく遊ぶ学ぶせかいの図鑑 中山京子 図鑑 小学館

たまごのあかちゃん やぎゅうげんいちろう 絵本 福音館書店

だるまさんが かがくいひろし 絵本 ブロンズ新社

だるまさんと かがくいひろし 絵本 ブロンズ新社

だるまさんの かがくいひろし 絵本 ブロンズ新社

だれかしら 多田ヒロシ 絵本 文化出版局

ち ちいさなあなあたへ ピーター・レイノルズ 絵本 主婦の友社

ちいさなねこ 横内譲 絵 絵本 福音館書店

ちび竜 あべ弘武士 絵本 童心社

つまんないつまんない ヨシタケシンスケ 絵本 白泉社

て てぶくろをかいに いもとようこ 絵 新美南吉 作 絵本 金の星社

でんしゃ バイロン・バートン 絵本 金の星社

と とうさんねこのすてきなひみつ メアリー・チャルマーズ 絵本 童話館出版

どうぞのいす 柿本幸造 絵 香山美子 作 絵本 ひさかたチャイルド

どうぶつのおかあさん 薮内正幸 絵本 福音館書店

とこちゃんはどこ 松岡享子作 加古里子絵 絵本 こどものとも絵本

とどくかな 五味太郎 絵本 偕成社

ととけっこう　よがあけた ましませつこ　え 絵本 こぐま社

ともだちや 降矢なな 絵 内田麟太郎 作 絵本 偕成社

ともだちごっこ 降矢なな 絵 内田麟太郎 作 絵本 偕成社

とらのことらこ きくちちき 絵本 小学館

どんぐりむらのおまわりさん なかやみわ 絵本 学研

どんぐりむらのだいくさん なかやみわ 絵本 学研

どんぐりむらのどんぐりえん なかやみわ 絵本 学研

どんぐりむらのぱんやさん なかやみわ 絵本 学研

どんぐりむらのぼうしやさん なかやみわ 絵本 学研

どんぐりむらのほんやさん なかやみわ 絵本 学研

とんでもない 鈴木のりたけ 絵本 アリス館
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書名 著者名 種類 出版社

どんどこももんちゃん とよたかずひこ 絵本 童心社

な なーらんだ 五味太郎 絵本 こぐま社

ないたあかおに いけだたつお絵 はまだひろすけ文 絵本 偕成社

なきごえバス えがしらみちこ 絵本 白泉社

なぜ？どうして？かがくのおはなし１年生 大山光晴 児童書 学習研究社

なぜ？どうして？科学のお話3年生 大山光晴 児童書 学習研究社

なぜ？どうして？科学のお話2年生 大山光晴 児童書 学習研究社

なぜ僕らは働くのか 池上彰 児童書 学研プラス

なにがあってもずっといっしょ くさの　たき 絵本 金の星社

に 日本の金メダリストじてん　1 中嶋舞子 図鑑 ベースボールマガジン社

日本の金メダリストじてん　2 中嶋舞子 図鑑 ベースボールマガジン社

日本の歴史① 小学館版学習まんが 児童書 小学館

日本の歴史 できごと辞典 集英社版学習漫画 児童書 集英社

日本の歴史➁ 小学館版学習まんが 児童書 小学館

日本の歴史③ 小学館版学習まんが 児童書 小学館

日本の歴史④ 小学館版学習まんが 児童書 小学館

日本の歴史⑤ 小学館版学習まんが 児童書 小学館

日本の歴史⑥ 小学館版学習まんが 児童書 小学館

にんじんさんがあかいわけ ひらやまえいぞう絵 絵本 童心社

ね ねずみさんのくらっべっこ 多田ヒロシ 絵本 こぐま社

ねずみさんのながいパン 多田ヒロシ 絵本 こぐま社

の ノラネコぐんだんあいうえお 工藤ノリコ 絵本 白泉社

ノラネコぐんだんアイスのくに 工藤ノリコ 絵本 白泉社

ノラネコぐんだんおすしやさん 工藤ノリコ 絵本 白泉社

ノラネコぐんだんおばけのやま 工藤ノリコ 絵本 白泉社

ノラネコぐんだんかるた 工藤ノリコ かるた 白泉社

ノラネコぐんだんカレーライス 工藤ノリコ 絵本 白泉社

ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ 工藤ノリコ 絵本 白泉社

ノラネコぐんだんケーキをたべる 工藤のりこ 絵本 白泉社

ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤ノリコ 絵本 白泉社

ノンタン にんにん にこにこ おおともさちこ 絵本 偕成社

は はくちょうの王子 ー 絵本 ポプラ社

はじめてのおつかい 林明子 絵 絵本 福音館書店

はじめてのおつかい国旗えほん 絵本 永岡書店

バスがきました 三浦太郎 絵本 童心社

ばすくん みゆきりか 絵本 小学館
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ばすくんのおむかえ みゆきりか 絵本 小学館

ばすくんのともだち みゆきりか 絵本 小学館

バムとケロのさむいあさ 島田ゆか 絵本 文溪堂

バムとケロのにちようび 島田ゆか 絵本 文溪堂

はらぺこあおむし エリック=カール 絵本 偕成社

パンダ　オリンピックたいそう いりやまさとし 絵本 講談社

パンダおやこたいそう いりやまさとし 絵本 講談社

パンダなりきりたいそう いりやまさとし 絵本 講談社

パンどろぼう 柴田ケイコ 絵本 KADOKAWA

パンどろぼうvsにせパンどろぼう 柴田ケイコ 絵本 角川書店

パンやの　くまさん まさき　るりこ 絵本 福音館書店

ひ ピーターラビットのおはなし（小型本 ビアトリクス・ポター作 絵本 福音館書店

ひつじぱん あきやまただし 絵本 すずき出版

100万回生きたねこ 佐藤洋子 絵本 講談社

ビロードのうさぎ マージョリィ・W・ビアンコ 絵本 ブロンズ新社

ふ ぶーぶーじどうしゃ 山本忠敬 絵本 福音館書店

ふしぎな木の実の料理法 岡田淳 児童書 倫理社

ふまんがあります ヨシタケシンスケ 絵本 ＰＨＰ研究所

ブレーメンの音楽隊 バーナデット絵 絵本 西村書店

プロプシーのこどもたち（小型本） ビアトリクス・ポター作 絵本 福音館書店

へ ベートーベン ー 絵本 ポプラ社

ペンギンきょうだい　そらのたび 工藤ノリコ 絵本 ブロンズ新社

ペンギンきょうだい　バスのたび 工藤ノリコ 絵本 ブロンズ新社

ペンギンきょうだい ふねのたび 工藤ノリコ 絵本 ブロンズ新社

ペンギンきょうだい れっしゃのたび 工藤ノリコ 絵本 ブロンズ新社

ほ ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケシンスケ 絵本 ブロンズ新社

ぼくは王様 寺村輝夫作和田誠絵 児童書 理論社

ほげちゃん　 やぎたみこ 絵本 偕成社

ほげちゃん　まいごになる やぎたみこ 絵本 偕成社

ほたるホテル カズコ・G・ストーン 絵本 福音館書店

ホッップステップジャイアンツ 読売巨人軍・ジャイアンツアカデミー編 児童書 ベースボールマガジン

ま マジックツリーハウス1～27巻 メアリー・ポープ・オズボーン 児童書 メディアファクトリー

魔術師キャッツ T.Sエリオット文 エロール・ル・カイン絵 絵本 ほるぷ出版

まほうのあめだま いもとようこ 絵本 佼成出版社

ママがおばけになっちゃった さくのぶみ 絵本 講談社

み みんな きくちちき 絵本 WAVE出版
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子ども向け 図書一覧表（あいうえお順） 2021/3/26現在

書名 著者名 種類 出版社

みんなのSDGs てづかあけみ　 絵本 星雲社

も もこもこもこ もとながさだまさ 絵谷川俊太郎 作 絵本 文研出版

もみじのてがみ きくちちき 絵本 小峰書店

モモ ミヒャエル・エンデ 児童書 岩波書店

ももたろう 松居直ぶん 赤羽末吉画 絵本 福音館書店

モモちゃんのひなまつり 法嶋かよ 絵本 彩雛会

もりのおかしやさん 舟崎靖子作 舟崎勝彦絵 絵本 偕成社

もりのおべんとうやさん 舟崎靖子作 舟崎勝彦絵 絵本 偕成社

もりのじてんしゃやさん 舟崎靖子作 舟崎勝彦絵 絵本 偕成社

や やさいのがっこう　とうもろこしちゃんのながいかみ なかやみわ 絵本 白泉社

やさいのがっこう　とまとちゃんのたびだち なかやみわ 絵本 白泉社

やさいのがっこう　ピーマンくんゆめをみる なかやみわ 絵本 白泉社

やさしいライオン やなせたかし 絵本 フレーベル館

ゆ 湯川秀樹∼この人を見よ歴史をつくった人びと プロジェクト新・偉人伝 児童書 ポプラ社

ゆき きくちちき 絵本 ほるぷ出版

ゆめにこにこ 柳原良平 絵本 こぐま社

り りゆうがあります ヨシタケシンスケ 絵本 ＰＨＰ研究所

りんごがひとつ ふくだすぐる 絵本 岩崎書店

りんごかもしれない ヨシタケシンスケ 絵本 ブロンズ新社

わ わたしのワンピース にしまきかやこ 絵本 こぐま社

わんわんなくのはだあれ 多田ヒロシ 絵本 こぐま社
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