
子ども向け 図書一覧表（あいうえお順） 2023/4/1現在

書名 著者名 種類 出版社 613

あ 青い馬と天使　 アンナ・ヘグルンド 絵本 ほるぷ出版

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

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

あした月夜の庭で　 中沢晶子 児童書 国土社

あそびましょ 松谷みよこ 絵本 偕成社

あたまにきちゃう！　 ドーラ・リーダー 絵本 朔北社

あなぐまこたろう　 太田大八 絵本 佼成出版

あなふさぎのジグモンタ たかおゆうこ 絵本 ひさかたチャイルド

あの海のひみつ　 松原喜久子 児童書 ＫＴＣ中央出版

あの世レストラン 怪談レストラン編集委員会 児童書 童心社

あひるのおうさま　 田島征三 紙芝居 童心社

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

アンディとらいおん　 ジェームズ・ドーハーティ 絵本 福音館書店

い いいおかお 瀬川康男 絵松谷みよ子 絵本 童心社

イーライじいさんのすてきなともだち　 ビル・ピート 絵本 佼成出版

いたずらぎつね 藤本四郎 紙芝居 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 ヴァレンカのちいさな家　 ベルナデッテ・ワッツ 絵本 ほるぷ出版

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

うちのとうちゃんうちのねこ　 高部晴市 絵本 岩崎書店

うどんのうーやん 岡田よしたか 絵本 ブロンズ新社

うなぎのうーちゃんだいぼうけん すがいひでかず・絵/くろきまり・文 絵本 福音館書店

うふふの動物たち　 ひのかずなり 絵本 福音館書店

うまれてきてくれてありがとう 黒井健 絵本 童心社

海でギリギリあきらめない生きざま。 鈴木香里武 児童書 KADOKAWA

海でギリギリ生き残ったらこうなりました。 鈴木香里武 児童書 KADOKAWA

うみのそこたんけん 澤野秋文・絵/中川ひろたか・ぶん 絵本 アリス館

海べのあさ　 ロバート・マックロスキー 絵本 岩波書店

うんぴ・うんにょ・うんち・うんご せべまさゆき 絵本 ほるぷ出版

え 絵本＝ビアンキ動物記 ヴィタリー・ビアンキ 児童書 理論社

エルマーとりゅう Ｒ．Ｓ．ガーネット 児童書 福音館書店
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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

エルマーのぼうけん 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 オー・スッパ 高畠純 絵本 講談社

おおいびきのツチブタ　 アドリエンヌ・ケナウエイ 絵本 西村書店

大きい川小さい川　 片山健 絵本 ほるぷ出版

おおきくなるっていうことは 中川ひろたか 絵本 童心社

おかあさんのパンツ 山岡ひかる 絵本 絵本館

おかしになりたいピーマン 岩上愛 絵本 岩崎書店

おきるじかんよ！　 マリサビーナ・ルッソ 絵本 童話館出版

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 やみよにきえるきょじん トロル 児童書 ポプラ社

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 いせきからのSOS 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 ふめつのせっとうだん 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 むらさきふじんのあんごうじけん 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

おばあちゃんの日　 くりたさおり 絵本 偕成社

おばけのてんぷら せなけいこ 絵本 ポプラ社

おはよう、はたらくくるまたち トム・リヒテンヘルド 絵本 ひさかたチャイルド

おひとよしのオオシカ　 ドクター＝スース 絵本 偕成社

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

おへそのあな 長谷川義史 絵本 ＢＬ出版

おむすびころりん ― 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

親子で遊べる5-7才のたのしいおりがみ 新宮文明 実用書 高橋書店

親子で読む偉人の話 齋藤孝 児童書 ポプラ社

おやすみ、はたらくくるまたち トム・リヒテンヘルド 絵本 ひさかたチャイルド

2



子ども向け 図書一覧表（あいうえお順） 2023/4/1現在

書名 著者名 種類 出版社 613

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

おやすみなさい いもとようこ 絵本 金の星社

オリンピック・パラリンピックまるごと大図鑑 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

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 ― 絵本 ポプラ社

風にのっていったダニーナ　 エド・ヤング 絵本 冨山房インターナショナ

がたんごとんがたんごとん 安西水丸 絵本 福音館書店

がちょう通りの三日月亭　 白阪実世子 児童書 小峰書店

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

かばんうりのガラコ 島田ゆか 絵本 ぶんげい

かぶさんとんだ 五味太郎 絵本 福音館書店

カブトくん タダサトシ 絵本 こぐま社

がまどん　さるどん　 太田大八 絵本 トモ企画

カラーモンスター アナ・レナス 絵本 永岡書店

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

川の中で　 宮本忠夫 絵本 くもん出版

カンジキウサギは白夜におどる ナンシー・ホワイト・カールストロム／詩 絵本 新樹社

き ききゅうにのったまほうつかい　 ディビッド・マッキー 絵本 アリス館

きつねにょうぼう　 片山健 絵本 福音館書店

きみがしらないひみつの三人 ヘルメ・ハイネ 絵本 徳間書店

恐怖のトンネルレストラン 怪談レストラン編集委員会 児童書 童心社

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
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きんぎょがにげた 五味太郎 絵本 福音館書店

く くさはらのこびと エルンスト・クライドルフ 絵本 福音館書店

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

クマと森のピアノ デイビッド・リッチフィールド 絵本 ポプラ社

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

グリーングリーンの国から　ふしぎな子どもたちの伝説 アラン・マークス 絵本 太平社

クリスマスとちいさなてんしたち ドゥブラヴカ・コラノヴィッチ 絵本 女子パウロ会

ぐりとぐら なかがわりえこ・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

くるりんほしにねがいを　 とりごえまり 絵本 文渓堂

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 なかやみわ 絵本 童心社

クワガタのラファエル、あばれんぼうのひみつ ロマン・トマ 絵本 講談社

こ ゴイサギはみていたのかな　 かみやしん 絵本 文研出版

こいぬのくろちゃん きもとももこ 絵本 福音館書店

五月の力　 橋本香折 児童書 ＢＬ出版

こぐまちゃんありがとう わかやま けん 絵本 こぐま社

こぐまちゃんおはよう わかやま けん 絵本 こぐま社

こぐまちゃんのみずあそび 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

こぞうさんとりゅうのたま はせがわかこ 絵本 大日本図書

国旗の図鑑 図鑑 学研プラス

こどもSDGｓ バウンド 児童書 カンゼン

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

こねこのハンカチ たごもりのりこ 紙芝居 童心社

この世界からサイがいなくなってしまう 味田村太郎 児童書 学研

こぶとりじいさん 絵本 ポプラ社

ゴリラのジャングルジム きむらだいすけ 絵本 集文社
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こんちゅうふしぎ図鑑 小島賢司／監修 図鑑 チャイルド本社

さ 最初の質問 いせひでこ 絵本 講談社

齋藤孝のイッキによめる！名作選小学生のためのこわい話・ふしぎな話　 齋藤孝 児童書 講談社

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

さかなクンのギョギョっとサカナスター図鑑 さかなクン 児童書 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大雪のサバイバル ポドアンチング 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 異常気象のサバイバル① ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 異常気象のサバイバル② 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② ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 恐竜世界のサバイバル① 洪在徹 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 恐竜世界のサバイバル② 洪在徹 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 激流のサバイバル スウィートファクトリー 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 食糧危機のサバイバル 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 干潟のサバイバル① ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 干潟のサバイバル② ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 飛行機のサバイバル① ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 飛行機のサバイバル② ゴムドリ 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 山火事のサバイバル② ポドアンチング 児童書 朝日新聞出版

サバイバルシリーズ 山火事のサバイバル① ポドアンチング 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 有害物質のサバイバル 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、おばあちゃん　 コブラ・イブラヒム 絵本 新世研

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

サリーとライオン　 クレア・ターレー・ニューベリー 絵本 光村教育図書

さるかにばなし ― 絵本 ポプラ社

山椒大夫・高瀬舟 森鷗外 児童書 偕成社
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　　 さんねん峠 朴民宜 絵本 岩崎書店

ざんねんないきもの事典 今泉忠明 児童書 高橋書店

3匹のかわいいオオカミ ヘレン・オクセンバリー 絵本 冨山房

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 ― 絵本 ポプラ社

１０分で読める伝記一年生 ― 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

シモンのおとしもの　 バーバラ・マクリントック 絵本 あすなろ書房

ジャッキーのたからもの あだちなみ 絵本 ブロンズ新社

十一月の扉　 高楼方子 児童書 リブリオ出版

１４ひきのさむいふゆ いわむらかずお 絵本 童心社

しゅくだい いもとようこ文・絵 絵本 岩崎書店

招福堂のまねきねこ 茂市久美子 児童書 学研

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

しょうがっこうがだいすき えがしらみちこ 絵本 Gakken

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

しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ 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

しろばんば　下 井上靖 児童書 金の星社

しろばんば　上 井上靖 児童書 金の星社

しんかんせんははやい　 和歌山静子 紙芝居 童心社

す スイミー レオ＝レオニ 絵本 好学者

すうがくでせかいをみるの ミゲル・タンコ 絵本 ほるぷ出版

すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー 作 絵本 偕成社

捨てないパン屋の挑戦　しあわせのレシピ 井出留美 児童書 あかね書房

すばらしいとき　 ロバート・マックロスキー 絵本 福音館書店

スモン　スモン ソーニャ・ダノウスキ 絵本 岩波書店

スモン　スモン ソーニャ・ダノウスキ 絵本 岩波書店

せ 世界こども名作　1シンデレラ 児童書 学研

世界こども名作　2はだかの王さま 児童書 学研

世界こども名作　3三びきの子ぶた 児童書 学研

世界こども名作　4おおかみと七ひきの子やぎ 児童書 学研
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世界こども名作　5アラジンとまほうのランプ 児童書 学研

世界こども名作　6マッチ売りの少女 児童書 学研

世界こども名作　7三びきのくま 児童書 学研

世界こども名作　8ガリバーのぼうけん 児童書 学研

世界こども名作　9ジャックとまめの木 児童書 学研

世界こども名作　10みにくいあひるの子 児童書 学研

世界こども名作　11家なき子 児童書 学研

世界こども名作　12しょうじきもののイワン 児童書 学研

世界こども名作　13ヘンゼルとグレーテル 児童書 学研

世界こども名作　14ハメルンのふえふき 児童書 学研

世界こども名作　15母をたずねて三千里 児童書 学研

世界こども名作　16フランダースの犬 児童書 学研

世界こども名作　17ライオンのめがね 児童書 学研

世界こども名作　18十五少年ひょうりゅう記 児童書 学研

世界こども名作　19ふしぎの国のアリス 児童書 学研

世界こども名作　20アルプスの少女 児童書 学研

銭天堂　① 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　② 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　③ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　④ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　⑤ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　⑥ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　⑦ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　⑧ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　⑨ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　⑩ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　⑪ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　⑫ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　⑬ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　⑭ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　⑮ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　⑯ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂　⑰ 廣嶋玲子 児童書 偕成社

銭天堂にようこそ（公式ガイドブック） 廣嶋玲子 児童書 偕成社

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
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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

そらまめくんのまいにちはたからもの なかやみわ 絵本 小学館

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 ― 絵本 ポプラ社

た 太陽の子どもたち レオ・ディロン 絵本 ほるぷ出版

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

ダニエルのふしぎな絵　 バーバラ・マクリントック 絵本 ほるぷ出版

楽しく遊ぶ学ぶせかいの図鑑 中山京子 図鑑 小学館

たべものふしぎ図鑑 赤堀千恵子／監修 図鑑 チャイルド本社

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

ちからをあわせて　 ニック・バトワース 絵本 金の星社

地球がもし100ｃｍの球だったら 永井智哉 児童書 世界文化社

チビクロさんぽ 森まりも 絵本 北大路書房

ちびゴリラのちびちび ルース・ボ－ンスタイン 絵本 ほるぷ出版

ちびまる子ちゃんの暗誦百人一首 米川千嘉子 児童書 集英社

ちびまる子ちゃんの慣用句教室 川島優 児童書 集英社

ちびまる子ちゃんの語源教室 荒尾禎秀 児童書 集英社

ちびまる子ちゃんのことわざ教室 島村直己 児童書 集英社

ちびまる子ちゃんの四字熟語教室 川島優 児童書 集英社

ちび竜 あべ弘武士 絵本 童心社

蝶々、とんだ　 河原潤子 児童書 講談社

チョコレートタッチ パトリック・スキーン・キャトリング 児童書 文研出版

つ つまんないつまんない ヨシタケシンスケ 絵本 白泉社

つるばら村のパン屋さん 茂市久美子 児童書 集英社

つるばら村の家具屋さん 茂市久美子 児童書 集英社

つるばら村のくるみさん 茂市久美子 児童書 集英社

つるばら村の大工さん 茂市久美子 児童書 集英社
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つるばら村のはちみつ屋さん 茂市久美子 児童書 集英社

つるばら村の魔法のパン 茂市久美子 児童書 集英社

つるばら村の三日月屋さん 茂市久美子 児童書 集英社

つるばら村の洋服屋さん 茂市久美子 児童書 集英社

つるばら村の理容師さん 茂市久美子 児童書 集英社

つるばら村のレストラン 茂市久美子 児童書 集英社

て テディベアの書いた本　 クリスティーナ・ビョルク 絵本 世界文化社

天からのおくりもの　 リンダ・S・ウィンガーター 絵本 ＢＬ出版

でんしゃ バイロン・バートン 絵本 金の星社

と トゥース・フェアリー　妖精さん、わたしの歯をどうするの？ ピーター・コリントン 絵本 ＢＬ出版

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

どかどかじゃんけん大会　 藤本ともひこ 紙芝居 童心社

どこからきたの？おべんとう 鈴木まもる 絵本 金の星社

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

としょかんライオン ケビン・ホークス絵 絵本 岩崎書店

どっちが強い⁉ガチンコ動物オリンピック 實吉達郎・監修 児童書 KADOKAWA

どっちが強い⁉　クラゲvsデンキウナギ 新野　大・監修 児童書 KADOKAWA

どっちが強い⁉　サメvsメカジキ 新野　大・監修 児童書 KADOKAWA

どっちが強い⁉　シャチvsシュモクザメ 新野　大・監修 児童書 KADOKAWA

どっちが強い⁉　ミズダコvsノコギリエイ 新野　大・監修 児童書 KADOKAWA

とてもすてきなわたしの学校　 ドクター・スース 絵本 童話館出版

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

止めなくちゃ！気候変動 ニール・レイトン 絵本 ひさかたチャイルド

ともだちごっこ 降矢なな 絵内田麟太郎 作 絵本 偕成社

ともだちは　くまくん　ごきげんなライオン ロジャー・デュボアザン 絵本 祐学者

ともだちや 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

どんぐりむらのいちねんかん なかやみわ 絵本 学研

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
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どんぐりむらのほんやさん なかやみわ 絵本 学研

とんでいけ海のむこうへ　 バーナデット 絵本 西村書店

とんでもない 鈴木のりたけ 絵本 アリス館

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？科学のお話2年生 大山光晴 児童書 学習研究社

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

なぜ僕らは働くのか 池上彰 児童書 学研プラス

なつこのなつみかん　 いずみけいこ 児童書 草土文化

ナナエ　 佐野久子 児童書 新日本出版社

七つの季節に　 斉藤洋 児童書 講談社

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 にくにくしろくま 柴田ケイコ 絵本 ＰＨＰ研究所

日本の金メダルじてん　1 中嶋舞子 図鑑 ベースボールマガジン社

日本の金メダルじてん　2 中嶋舞子 図鑑 ベースボールマガジン社

日本の昔話（よみきかせえほん） 児童書 東京書店

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

日本の歴史⑬ 小学館版学習まんが 児童書 小学館

日本の歴史⑦ 小学館版学習まんが 児童書 小学館

日本の歴史⑧ 小学館版学習まんが 児童書 小学館

日本の歴史⑨ 小学館版学習まんが 児童書 小学館

日本の歴史⑩ 小学館版学習まんが 児童書 小学館

日本の歴史⑪ 小学館版学習まんが 児童書 小学館

日本の歴史⑫ 小学館版学習まんが 児童書 小学館

にんにんにんじゃ 浦中こういち 絵本 ＢＬ出版

ね NEO　恐竜 図鑑 小学館

NEO　昆虫 図鑑 小学館
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NEO　魚 図鑑 小学館

NEO　植物 図鑑 小学館

NEO　動物 図鑑 小学館

NEO　鳥 図鑑 小学館

NEO　星と星座 図鑑 小学館

ねこいる！ たなかひかる 絵本 ポプラ社

ネコひげアンテナ　 青木貴子 絵本 ＢＬ出版

ねずみくんはカメラマン 上野紀子 絵本 ポプラ社

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

ねずみのでんしゃ いわむらかずお 絵本 ひさかたチャイルド

ねずみのマウスキンとゆうかんなスズメ　 エドナ　ミラー 絵本 さ・え・ら書

ねないこだあれ　 村上康成 紙芝居 童心社

ねむれないよるは　 クリス・ラシュカ 絵本 偕成社

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

ノラネコぐんだんうみのたび 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 工藤ノリコ 絵本 白泉社

ノラネコぐんだんそらをとぶ 工藤ノリコ 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

ノラネコぐんだんラーメンやさん 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 ばあばにえがおをとどけてあげる イザベルフォラス 絵本 評論社

バーバパパ　おばけのバーバパパ アーネット・チゾン／タラス・テイラー 絵本 講談社

バーバパパのがっこう アーネット・チゾン／タラス・テイラー 絵本 講談社

バーバパパのしまづくり アーネット・チゾン／タラス・テイラー 絵本 講談社

はくちょうの王子 絵本 ポプラ社

ハシビロコウのはっちゃん マツダユタカ 絵本 すずき出版

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
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ばすくん みゆきりか 絵本 小学館

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

はたらくくるまたちとちいさなステアちゃん AG.フォード 絵本 ひさかたチャイルド

はたらくくるまたちのどうろこうじ AG.フォード 絵本 ひさかたチャイルド

はちみつはちみつ　 ロジャー・デュボアザン 絵本 佑学社

バムとケロのさむいあさ 島田ゆか 絵本 文溪堂

バムとケロのそらのたび 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

遥かよりくる飛行船　 井辻朱美 児童書 理論社

ハローによろしく　 那須田淳 児童書 ポプラ社

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

パンダ銭湯 ツペラツペラ 絵本 絵本館

パンダなりきりたいそう いりやまさとし 絵本 講談社

パンダのあかちゃんおっとっと わたなべさとこ 絵本 ＫＡＤＯＫＡＷ

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

パンどろぼうおにぎりぼうやのたび 柴田ケイコ 絵本 KADOKAWA

パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田ケイコ 絵本 KADOKAWA

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

ピカチュウとよるのたんけん まつお　りかこ 絵本 小学館

ひつじぱん あきやまただし 絵本 すずき出版

ひみつのきもちぎんこう ふじもとみさと 児童書 金の星

日めくりのすきま　 にしわきしんすけ 児童書 文渓堂

100円たんけん 岡本よしろう 絵本 くもん出版

100万回生きたねこ 佐藤洋子 絵本 講談社

100ぴきかぞく 古沢たつお 絵本 大日本図書

ヒラリーとライオン　 デビー・デユーランド・デイサイクス 絵本 セーラー出版

ひろいそらあおいそら　 ベラ・Ｂ．ウィリアムズ 絵本 ほるぷ出版

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 ファーブル昆虫記　２ ファーブル 児童書 集英社

ぶーぶーじどうしゃ 山本忠敬 絵本 福音館書店

ふくねずみ　すごろくばなし ましませつこ 絵本 福音館書店
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ふしぎな木の実の料理法 岡田淳 児童書 倫理社

ふしぎの森のミンピン　 ロアルド・ダール 絵本 評論社

ふまんがあります ヨシタケシンスケ 絵本 ＰＨＰ研究所

ふゆのくまさん　 エリック・ブレッグバッド 絵本 アリス館

プラスチックモンスターをやっつけよう！ 高田秀重・監修 児童書 クレヨンハウス

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 平家物語　１０ 生越嘉治 児童書 あすなろ書房

平家物語　２ 生越嘉治 児童書 あすなろ書房

平家物語　３ 生越嘉治 児童書 あすなろ書房

平家物語　４ 生越嘉治 児童書 あすなろ書房

平家物語　５ 生越嘉治 児童書 あすなろ書房

平家物語　６ 生越嘉治 児童書 あすなろ書房

平家物語　７ 生越嘉治 児童書 あすなろ書房

平家物語　８ 生越嘉治 児童書 あすなろ書房

平家物語　９ 生越嘉治 児童書 あすなろ書房

ベートーベン ― 絵本 ポプラ社

ペンギンうらない 坂崎千春 絵本 すみれ書房

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

へんてこもりのコドロボー たかどのほうこ 絵本 偕成社

ほ ホオナニ、フラおどります ヘザー・ゲイル 絵本 さ・え・ら書房

ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー 児童書 徳間書店

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

ホタルのアダムとほしぞらのパーティー ロマン・トマ 絵本 講談社

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

Ｈｏｔチョコレート　 令丈ヒロ子 児童書 小峰書店

ま マジックツリーハウス10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

マジックツリーハウス11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

マジックツリーハウス12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
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マジックツリーハウス13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

マジックツリーハウス14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

マジックツリーハウス15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

マジックツリーハウス16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

マジックツリーハウス17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

マジックツリーハウス18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

マジックツリーハウス19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

マジックツリーハウス1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

マジックツリーハウス20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

マジックツリーハウス21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

マジックツリーハウス22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

マジックツリーハウス23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

マジックツリーハウス24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

マジックツリーハウス25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

マジックツリーハウス26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

マジックツリーハウス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

マジックツリーハウス2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

マジックツリーハウス3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

マジックツリーハウス4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

マジックツリーハウス5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

マジックツリーハウス6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

マジックツリーハウス7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

マジックツリーハウス8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

マジックツリーハウス9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

ますますざんねんないきもの事典 今泉忠明 児童書 高橋書店

またたびトラベル 茂市久美子 児童書 学研

まほうつかいとふしぎなおおかん　 デイビッド・マッキー 絵本 アリス館

まほうのあめだま いもとようこ 絵本 佼成出版社

まほうのふで　 二俣英五郎 紙芝居 童心社

ママ、お話読んで　 ローリ・M・エスリック 絵本 新日本出版

ママがおばけになっちゃった さくのぶみ 絵本 講談社

マンガ世界の偉人　アイルトン・セナ 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　アインシュタイン 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　アガサ・クリスティー 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　アレクサンダー大王 漫画 朝日新聞出版
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マンガ世界の偉人　安藤百福 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　アンナ・パブロワ 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　アンネ・フランク 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　植村直己 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　エジソン 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人 江戸川乱歩 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　エリザベス1世 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　織田信長 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ガウディ 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ガガーリン 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ガリレオ 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ガンディー 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　キュリー夫人 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　キリスト 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　キング牧師 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　グリム兄弟 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　クレオパトラ 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　コロンブス 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　坂本龍馬 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　シェイクスピア 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ジャンヌ・ダルク 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　諸葛孔明 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　スティーブ・ジョブズ 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ダーウィン 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　チェ・ゲバラ 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　チンギス・ハン 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　円谷英二 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ナイチンゲール 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ナポレオン 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ノーベル 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ピカソ 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ファーブル 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ブッダ 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ベートーベン 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ヘレン・ケラー 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　本田宗一郎 漫画 朝日新聞出版

15



子ども向け 図書一覧表（あいうえお順） 2023/4/1現在

書名 著者名 種類 出版社 613

マンガ世界の偉人　マイケル・ジャクソン 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　マザー・テレサ 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　松下幸之助 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　マルコ・ポーロ 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　モーツァルト 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　ライト兄弟 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　リンカーン 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　レオナルド・ダ・ビンチ 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　手塚治虫 漫画 朝日新聞出版

マンガ世界の偉人　宮沢賢治 漫画 朝日新聞出版

マンガでわかる！１０歳までに覚えたい言葉1000 児童書 永岡書店

マンモスの謎 アリキ 絵本 あすなろ書房

マンモスの夏　 大原興三郎 児童書 文渓堂

み ミスターどろんこミスどろんこ　 日比茂樹 児童書 草土文化

ミスターどろんこミスどろんこ　 日比茂樹 児童書 草土文化

水とトイレがなかったら？ 石崎洋司 児童書 講談社

ミッケ！ ウォルター・ウィック 絵本 小学館

ミッケ！3クリスマス ウォルター・ウィック 絵本 小学館

ミッケ！6ゴーストハウス ウォルター・ウィック 絵本 小学館

ミッケ！8がっこう ウォルター・ウィック 絵本 小学館

ミッケ！チャレンジ3コレクション ウォルター・ウィック 絵本 小学館

ミッケ！チャレンジ４サンタクロース ウォルター・ウィック 絵本 小学館

ミッケ！チャレンジ６こわーいよる ウォルター・ウィック 絵本 小学館

みどりのるん 近藤えり 絵本 文芸者

みなまた、よみがえる 尾崎たまき 絵本 新日本出版

みにくいあひるのこ 井口文秀 紙芝居 童心社

みぶりでえいごがはなせるよ　２ 尾崎真吾 絵本 偕成社

みみちゃんのまど 黒井健 絵本 チャイルド本社

みんな きくちちき 絵本 WAVE出版

みんなのSDGｓ てづかあけみ 絵本 星雲社

みんなのためいき図鑑 村上しいこ 児童書 童心社

みんなびっくり 長新太 絵本 こぐま社

も もういいかい 遠竹弘幸 紙芝居 童心社

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

もっかい！ エミリー・グラヴィット 絵本 フレーベル館

もみじのてがみ きくちちき 絵本 小峰書店
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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

もりのおふろ 西村敏雄 絵本 福音館書店

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

もりのびょういん　 加藤チャコ 絵本 福音館書店

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

やさしいライオン やなせたかし 紙芝居 フレーベル館

やっぱりざんねんないきもの事典 今泉忠明 児童書 高橋書店

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

ゆきぐにれっしゃだいさくせん 横溝英一 絵本 小峰書店

ゆめにこにこ 柳原良平 絵本 こぐま社

よ 夜明けの海へ　 伊東信 児童書 ポプラ社

り りゆうがあります ヨシタケシンスケ 絵本 ＰＨＰ研究所

竜の子ラッキーと音楽師　 エマ・チチェスター 絵本 岩波書店

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

ろ ロバのおうじ バーバラ・クーニー 絵本 ほるぷ出版

わ わが家　 大谷美和子 児童書 くもん出版

わたしたちのカメムシずかん はたこうしろう絵 鈴木愛花 作 絵本 福音館書店

わたしのとくべつな場所 ジェリー・ピンクニー 絵本 新日本出版社

わたしのワンピース にしまきかやこ 絵本 こぐま社

わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ 五味太郎 絵本 偕成社

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 絵本 大日本図書

ワニのライルがやってきた バーナード・ウェーバー 絵本 大日本図書

ワニのライルとたんじょうパーティー バーナード・ウェーバー 絵本 大日本図書

ワニのライルとどろぼうじけん　 バーナード・ウェーバー 絵本 大日本図書

ワニのライルは会社のにんきもの　 バーナード・ウェーバー 絵本 大日本図書

ワニのライルのクリスマス　 バーナード・ウェーバー 絵本 大日本図書

わにわにのおふろ 山口マオ 絵本 福音館書店
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わんわんなくのはだあれ 多田ヒロシ 絵本 こぐま社

18


