
書籍名 文 絵 訳 出版社 棚

1 白雪姫 グリム バーナデット ささき　たづこ 西村書籍 Ｂ

2 なんでも見える鏡（ジプシーの昔話） フィツォフスキ スズキ　コージ 内田　莉莎子 福音館書店 Ｂ

3 かもさんおとおり ロバート・マックロスキー ロバート・マックロスキー 渡辺　茂男 福音館書店 Ｂ

4 海べのあさ ロバート・マックロスキー ロバート・マックロスキー 石井　桃子 岩波書店 Ｂ

5 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 バージニア・リー・バートン むらおか　はなこ 福音館書店 Ｂ

6 ねえ、どれが　いい？ ジョン・バーニンガム ジョン・バーニンガム まつかわ　まゆみ 評論社 Ｂ

7 かさどろぼう シビル・ウェタシンヘ シビル・ウェタシンヘ いのくま　ようこ 福武書店 Ｂ

8 からすたろう やしま　たろう やしま　たろう 偕成社 Ｂ

9 ケマコｼネカムイ 藤村　久和 手島　圭三郎 語り　四宅　ヤエ ベネッセ Ｂ

10 おやゆびひめ アンデルセン スペン・オットー 乾　侑美子 童話館 Ｂ

11 ねむりひめ グリム フェリクス・ホフマン 瀬田　貞二 福音館書店 Ｂ

12 さるとかに 神沢　利子 赤羽　末吉 銀河社 Ｂ

13 うさぎのみみはなぜながい（メキシコ民話） 北川　民次 北川　民次 福音館書店 Ｂ

14 月夜のみみずく ジェイン・ヨーレン ジョン・ショーエンヘール 工藤　直子 偕成社 Ｂ

15 タンゲくん 片山　健 片山　健 福音館書店 Ｂ

16 マーシャとくま（ロシア民話） Ｍ・ブラートフ Ｅ・ラチョフ うちだ　りさこ 福音館書店 Ｂ

17 化石をみつけた少女 キャサリン・ブライトン キャサリン・ブライトン せな　あいこ 評論社 Ｂ

18 かじかびょうぶ 川崎　大治 太田　大八 童心社 Ｂ

19 金の鳥（コーカサスのむかし話） 内田　莉莎子 シェイマ・ソイダン 福武書店 Ｂ

20 語りつぎたい　山口昔話 編著　和田　健 Ｂ

21 灰かぶり グリム スペン・オットー 矢川　澄子 評論社 Ｂ

22 どうながのプレッツェル マーグレット・レイ Ｈ・Ａ・レイ 渡辺　茂男 福音館書店 Ｂ

23 アンディとらいおん ジェームズ・ドーハティ ジェームズ・ドーハティ むらおか　はなこ 福音館書店 Ｂ

24 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 エドワード・アーディゾーニ 瀬田　貞二 福音館書店 Ｂ

25 きこえる　きこえる マーガレット・ワイズ・ブラウン レナード・ワイズガード よしがみ　きょうた 小峰書店 Ｂ

26 雪の写真家　ベントレー ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン メアリー・アゼアリアン 千葉　茂樹 ＢＬ出版 Ｂ

27 ふうちゃんの詩（南京玉より） 金子　みすず 上野　紀子 解説　矢崎　節夫 ＪＵＬＡ出版局 Ｂ

28 りすのパナシ リダ・フォシェ フェードル・ロジャンコフスキー 石井　桃子 童話館出版 Ｂ

29 くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ ドロシー・マリノ まさき　るりこ ペンギン社 Ｂ

30 雨、あめ ピーター・スピアー 評論社 Ｂ

31 雲のてんらん会 いせ　ひでこ いせ　ひでこ 講談社 Ｂ

32 １４ひきのひっこし いわむら　かずお いわむら　かずお 童心社 Ｂ

33 きつね森の山男 馬場　のぼる 馬場　のぼる こぐま社 Ｂ

34 １１ぴきのねことあほうどり 馬場　のぼる 馬場　のぼる こぐま社 Ｂ

35 ガンピーさんの　ふなあそび ジョン・バーニンガム ジョン・バーニンガム 光吉　夏弥 ほるぷ出版 Ｂ

36 いつもちこくのおとこのこージョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー ジョン・バーニンガム ジョン・バーニンガム 谷川　俊太郎 あかね書房 Ｂ

37 ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ マリー・ホール・エッツ 田辺　五十鈴 富山房 Ｂ

38 まっくろけのまよなかネコよおはいり Ｊ・ワグナー Ｒ・ブルックス 大岡　信 岩波書店 Ｂ

39 おふろだいすき 松岡　享子 林　明子 福音館書店 Ｂ

40 ちいさなくれよん 篠塚　かおり 安井　淡 金の星社 Ｂ

41 からすのパンやさん かこ　さとし かこ　さとし 偕成社 Ｂ

42 つるにょうぼう 矢川　澄子 赤羽　末吉 福音館書店 Ｂ

43 もりのかくれんぼう 末吉　暁子 林　明子 偕成社 Ｂ

44 さんねん峠（ちょうせんの昔話） 李　錦玉（リ・クムオギ）　 朴　民宣（パク・ミニ） 岩崎書店 Ｂ

45 おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン ジャン・シャロー 石井　桃子 福音館書店 Ｂ

46 ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを 上野　紀子 ポプラ社 Ｂ

47 やぎのしずかのたいへんなたいへんないちにち 田島　征三 田島　征三 偕成社 Ｂ

48 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック モーリス・センダック じんぐう　てるお 富山房 Ｂ

49 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 バージニア・リー・バートン 桂宥子・石井桃子 ペンギン社 Ｂ

50 よあけ ユリー・ジュルヴィッツ ユリー・ジュルヴィッツ 瀬田　貞二 福音館書店 Ｂ

51 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン バージニア・リー・バートン 石井　桃子 岩波書店 Ｂ

52 ライオンのよいいちにち あべ　弘士 あべ　弘士 佼成出版社 Ｂ

53 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 バージニア・リー・バートン 石井　桃子 福音館書店 Ｂ

54 あおい玉　あかい玉　しろい玉 稲田　和子 太田　大八 童話館出版 Ｂ

Ｈ．２４年２月現在	ＫｉＫｉ　絵本リスト（棚Ｂ・Ｃ・Ｈ）	
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55 ねずみ女房 Ｒ・ゴッデン Ｗ・Ｐ・デュボア 石井　桃子 福音館書店 Ｂ

56 ことばあそびうた 谷川　俊太郎 瀬川　康男 福音館書店 Ｂ

57 番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー 大社　玲子 松岡　享子 福音館書店 Ｂ

58 ぼくのおじさん アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル 三木　卓 文化出版局 Ｂ

59 どろんここぶた アーノルド・ローベル アーノルド・ローベル 岸田　衿子 文化出版局 Ｂ

60 みるなのくら おざわ　としお 赤羽　末吉 福音館書店 Ｂ

61 かちかちやま おざわ　としお 赤羽　末吉 福音館書店 Ｂ

62 うまかたやまんば おざわ　としお 赤羽　末吉 福音館書店 Ｂ

63 ぼくはめいたんてい　きえた犬のえ マージョリー・Ｗ・シャーマット マーク・シマント 光吉　夏弥 大日本図書 Ｂ

64 はじめてのキャンプ 林　明子 林　明子 福音館書店 Ｂ

65 おおきなおおきなおいも 赤羽　末吉 赤羽　末吉 福音館書店 Ｂ

66 ももたろう 松居　直 赤羽　末吉 福音館書店 Ｂ

67 いっすんぼうし 石井　桃子 あきの　ふく 福音館書店 Ｂ

68 くまのコールテンくん ドン・フリーマン ドン・フリーマン まつおか　きょうこ 偕成社 Ｂ

69 やまなしもぎ 平野　直 太田　大八 福音館書店 Ｂ

70 おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ エズフィール・スロボドキーナ まつおか　きょうこ 偕成社 Ｂ

71 うんがにおちたうし フィリス・クラシロフスキー ピーター・スパイアー みなみもと　ちか ポプラ社 Ｂ

72 赤ずきん グリム バーナディット・ワッツ 生野　幸吉 岩波書店 Ｂ

73 はなのすきなうし マンロー・リーフ ロバート・ローソン 光吉　夏弥 岩波書店 Ｂ

74 かにむかし 木下　順二 清水　崑 岩波書店 Ｂ

75 こねこのぴっち ハンス・フィッシャー ハンス・フィッシャー 石井　桃子 岩波書店 Ｂ

76 セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治 茂田井　武 福音館書店 Ｂ

77 きかんしゃやえもん 阿川　弘之 岡部　冬彦 岩波書店 Ｂ

78 ふしぎなたいこ 石井　桃子 清水　崑 岩波書店 Ｂ

79 おかあさんだいすき マージョリー・フラック マージョリー・フラック 光吉　夏弥 岩波書店 Ｂ

80 山のクリスマス ルドウィヒ・ベーメルマンス ルドウィヒ・ベーメルマンス 光吉　夏弥 岩波書店 Ｂ

81 おとなしいめんどり ポール・ガルトン ポール・ガルトン 谷川　俊太郎 童話館 Ｂ

82 わたしのワンピース 西巻　茅子 西巻　茅子 こぐま社 Ｂ

83 げんきなマドレーヌ ルドウィッヒ・ベーメルマンス ルドウィッヒ・ベーメルマンス 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

84 おだんごぱん（ロシアの民話） 脇田　和 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

85 どろんこハリー ジーン・ジオン マーガレット・ブロイ・グレアム 渡辺　茂男 福音館書店 Ｃ

86 ブレーメンのおんがくたい グリム ハンス・フィッシャー 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

87 おじさんのかさ 佐野　洋子 佐野　洋子 講談社 Ｃ

88 はなをくんくん ルース・クラウス マーク・サイモント きじま　はじめ 福音館書店 Ｃ

89 すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー トミー・アンゲラー いまえ　よしとも 偕成社 Ｃ

90 キャベツくん 長　新太 長　新太 文研出版 Ｃ

91 モチモチの木 斎藤　隆介 滝平　二郎 岩崎書店 Ｃ

92 もこ　もこもこ 谷川　俊太郎 元永　定正 文研出版 Ｃ

93 てんりゅう しろた　のぼる きたじま　しんぺい 岩崎書店 Ｃ

94 ひとあし　ひとあし レオ・レオニ レオ・レオニ 谷川　俊太郎 好学社 Ｃ

95 フレデリック レオ・レオニ レオ・レオニ 谷川　俊太郎 好学社 Ｃ

96 スイミー レオ・レオニ レオ・レオニ 谷川　俊太郎 好学社 Ｃ

97 ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ ジャン・ド・ブリュノフ 矢川　澄子 評論社 Ｃ

98 てぶくろ（ウクライナ民話） エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ うちだ　りさこ 福音館書店 Ｃ

99 王さまと九人のきょうだい（中国の民話） 　 赤羽　末吉 君島　久子 岩波書店 Ｃ

100 わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ マリー・ホール・エッツ 与田　準一 福音館書店 Ｃ

101 くわずにょうぼう 稲田　和子 赤羽　末吉 福音館書店 Ｃ

102 たいへんたいへん（イギリス昔話） 長　新太 渡辺　茂男 福音館書店 Ｃ

103 パンのかけらとちいさなあくま（リトアニア民話） 堀内　誠一 内田　莉莎子 福音館書店 Ｃ

104 ジオジオのかんむり 岸田　衿子 中谷　千代子 福音館書店 Ｃ

105 のでのでので 五味　太郎 五味　太郎 福音館書店 Ｃ

106 三びきのこぶた（イギリスの昔話） 山田　三郎 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

107 もものうえのたむらまろ 降矢　なな 降矢　なな 福音館書店 Ｃ

108 きこりとおおかみ（フランス民話） 山口　智子 堀内　誠一 福音館書店 Ｃ

109 おなべおなべにえたかな こいで　やすこ こいで　やすこ 福音館書店 Ｃ
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110 かさじぞう 瀬田　貞二 赤羽　末吉 福音館書店 Ｃ

111 どんぐりのきになるおはなし 肥塚　雪子 肥塚　雪子 肥塚　雪子 Ｃ

112 あな 谷川　俊太郎 和田　誠 福音館書店 Ｃ

113 からすのせっけん むらやま　けいこ やまわき　ゆりこ 福音館書店 Ｃ

114 ぽとんぽとんはなんのおと 神沢　利子 平山　英三 福音館書店 Ｃ

115 ごろはちだいみょうじん 中川　正文 梶山　俊夫 福音館書店 Ｃ

116 １４ひきのさむいふゆ いわむら　かずお いわむら　かずお 童心社 Ｃ

117 おとうさん 秋山　とも子 秋山　とも子 福音館書店 Ｃ

118 おおきくなりすぎたくま リンド・ワード リンド・ワード 渡辺　茂男 ほるぷ出版 Ｃ

119 三びきのやぎのがらがらどん（北欧民話） マーシャ・ブラウン マーシャ・ブラウン 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

120 ティッチ パット・ハッチンス パット・ハッチンス 石井　桃子 福音館書店 Ｃ

121 たのしいふゆごもり 片山　令子 片山　健 福音館書店 Ｃ

122 なにをたべてきたの？ 岸田　衿子 長野　博一 佼成出版社 Ｃ

123 ピーターのくちぶえ エズラ・ジャック・キーツ エズラ・ジャック・キーツ きじま　はじめ 偕成社 Ｃ

124 ゆきのひ エズラ・ジャック・キーツ エズラ・ジャック・キーツ きじま　はじめ 偕成社 Ｃ

125 ピーターのいす エズラ・ジャック・キーツ エズラ・ジャック・キーツ きじま　はじめ 偕成社 Ｃ

126 ピーターのてがみ エズラ・ジャック・キーツ エズラ・ジャック・キーツ きじま　はじめ 偕成社 Ｃ

127 ゆきのねこ ダイヤル・コー・カルサ ダイヤル・コー・カルサ あきの　しょういちろう 童話館出版 Ｃ

128 ラン　パン　パン（インド民話） マギー・ダフ ホセ・アルエゴ　アリアンヌ・ドウィ 山口　文生 評論社 Ｃ

129 るすばんをしたオルリック デイビッド・マッキー デイビッド・マッキー はら　しょう アリス館 Ｃ

130 しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ ボフダン・ブテンコ うちだ　りさこ 福音館書店 Ｃ

131 びゅんびゅんごまがまわったら 宮川　ひろ 林　明子 童心社 Ｃ

132 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 福音館書店 Ｃ

133 サンタさんからきたてがみ たんの　ゆきこ 垂石　眞子 福音館書店 Ｃ

134 おによりつよいおれまーい（サトワヌ島民話） 土方　久功 土方　久功 福音館書店 Ｃ

135 だいくとおにろく 松居　直 赤羽　末吉 福音館書店 Ｃ

136 ぐりとぐら なかがわ　りえこ やまわき　ゆりこ 福音館書店 Ｃ

137 せんたくかあちゃん さとう　わきこ さとう　わきこ 福音館書店 Ｃ

138 やこうれっしゃ 西村　繁男 西村　繁男 福音館書店 Ｃ

139 ふるやのもり 瀬田　貞二 田島　征三 福音館書店 Ｃ

140 はじめてのおつかい 筒井　頼子 林　明子 福音館書店 Ｃ

141 うちのじどうしゃ 谷川　俊太郎 太田　大八 福音館書店 Ｃ

142 かばくん 岸田　衿子 中谷　千代子 福音館書店 Ｃ

143 １００まんびきのねこ ワンダ・ガアグ ワンダ・ガアグ 石井　桃子 福音館書店 Ｃ

144 そっといいことおしえてあげる おの　りえん 垂石　眞子 福音館書店 Ｃ

145 くずのはやまのきつね 大友　康夫 西村　繁男 福音館書店 Ｃ

146 まんいんでんしゃ わたなべ　しげお かとう　ちゃこ 福音館書店 Ｃ

147 あめふり さとう　わきこ さとう　わきこ 福音館書店 Ｃ

148 うらしまたろう 時田　史郎 秋野　不矩 福音館書店 Ｃ

149 もりのなか マリー・ホール・エッツ マリー・ホール・エッツ まさき　るりこ 福音館書店 Ｃ

150 ちいさなねこ 石井　桃子 横内　襄 福音館書店 Ｃ

151 もりのむしとのはらのむし 三芳　悌吉 中根　猛彦 福音館書店 Ｃ

152 ふしぎなたけのこ 松野　正子 瀬川　康男 福音館書店 Ｃ

153 だるまちゃんとてんぐちゃん 加古　里子 加古　里子 福音館書店 Ｃ

154 ぐるんぱのようちえん 西内　みなみ 堀内　誠一 福音館書店 Ｃ

155 たろうのおでかけ 村山　桂子 堀内　誠一 福音館書店 Ｃ

156 かしこいビル ウィリアム・ニコルソン ウィリアム・ニコルソン 松岡享子・吉田新一 ペンギン社 Ｃ

157 アンガスとあひる マージョリー・フラック マージョリー・フラック 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

158 いたずらこねこ バーナディン・クック レミー・チャーリップ まさき　るりこ 福音館書店 Ｃ

159 魔女からの手紙 角野　栄子 ２０人の画家 ポプラ社 Ｃ

160 ちいさな魔女からの手紙 角野　栄子 ２０人の画家 ポプラ社 Ｃ

161 おおかみと七ひきのこやぎ グリム フェリクス・ホフマン 瀬田　貞二 福音館書店 Ｃ

162 サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー ロバート・マックロスキー 石井　桃子 岩波書店 Ｃ

163 はらぺこあおむし エリック・カール エリック・カール もり　ひさし 偕成社 Ｃ

164 急行「北極号」 Ｃ・Ｖ・オールズバーグ Ｃ・Ｖ・オールズバーグ 村上　春樹 あすなろ書房 Ｃ
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165 スーホの白い馬（モンゴル民話） 大塚　勇三 赤羽　末吉 福音館書店 Ｃ

166 ぼうしのおうち エルサ・ベスコフ エルサ・ベスコフ ひしき　あきらこ 福音館書店 Ｃ

167 ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ エルサ・ベスコフ おのでら　ゆりこ 福音館書店 Ｃ

416 地球のまんなか ジョアンナ・コール ブルース・ディーギン 藤田　千枝 岩波書店 Ｈ

417 ねずみせんせいのしんさつじかん イングリット・オルデン イングリット・オルデン はせがわ　しろう ほるぷ出版 Ｈ

418 こしぬけウィリー アンソニー・ブラウン アンソニー・ブラウン 久山　太市 評論社 Ｈ

419 もじもじさんのことば劇場　オノマトペの巻 西村　敏雄 西村　敏雄 偕成社 Ｈ

420 ねずみのいもほり 山下　明生 岩村　和朗 ひさかたチャイルド Ｈ

421 あなたが守る　あなたの心・あなたのからだ 森田　ゆり 平野　恵理子 童話館出版 Ｈ

422 くまたくんのおるすばん わたなべ　しげお おおとも　やすお あかね書房 Ｈ

423 おじさんのつえ 五味　太郎 五味　太郎 岩崎書店 Ｈ

424 もりたろうさんのじどうしゃ おおいし　まこと きただ　たくし ポプラ社 Ｈ

425 チャーリー・ブラウン　なぜなんだい？ チャールズ・Ｍ・シュルツ チャールズ・Ｍ・シュルツ 細谷　亮太 岩崎書店 Ｈ

426 ママ、あててみて！ すえよし　あきこ はやし　あきこ 偕成社 Ｈ

427 １　２　３　４　５　かずの絵本 俣野　温子 俣野　温子 主婦の友社 Ｈ

428 キスなんてだいきらい トミー・ウンゲラー トミー・ウンゲラー 矢川　澄子 文化出版局 Ｈ

429 サンタのなつやすみ レイモンド・ブリッグズ レイモンド・ブリッグズ さくま　ゆみこ あすなろ書房 Ｈ

430 ニャーンといったのはだーれ ウラジミール・ステーエフ ウラジミール・ステーエフ さいごう　たけひこ 偕成社 Ｈ

431 まいにちまいにちたんじょうび 正高　もとこ 正高　もとこ 偕成社 Ｈ

432 いねむり　ろばくん 杉田　豊 杉田　豊 講談社 Ｈ

433 ざっくりぶうぶう　がたがたぶるる かんべ　じゅんきち エム・ナマエ 偕成社 Ｈ

434 マウス一家のむすめたちのさんぽ カーラ・カスキン カーラ・カスキン 星川　菜津代 童話館出版 Ｈ

435 かくれんぽ　かくれんぽ 五味　太郎 五味　太郎 偕成社 Ｈ

436 はじめてのおきゃくさん 田中　秀幸 田中　秀幸 岩崎書店 Ｈ

437 みえとコウノトリ 池田　啓 永田　萠 フレーベル館 Ｈ

438 しゃっくり１かい　１びょうかん ヘイゼル・ハッチンス ケイディ・マクドナルド・デントン はいじま　かり 福音館書店 Ｈ

439 おんなのことあめ ミレナ・ルケショバー ヤン・クドゥラーチェク たけだ　ゆうこ ほるぷ出版 Ｈ

440 ３びきのくま ポール・ガルトン ポール・ガルトン ただ　ひろみ ほるぷ出版 Ｈ

441 あいうえおにぎり ねじめ　正一 いとう　ひろし 偕成社 Ｈ

442 かぼちゃひこうせん　ぷっくらこ レンナート・ヘルシング スベン・オットー 奥田継夫・木村由利子 アリス館 Ｈ

443 ぼくはおおきなくまなんだ ヤーノシュ ヤーノシュ 楠田　枝里子 文化出版局 Ｈ

444 ぼくはくまのままでいたかったのに・・・ イエルク・シュタイナー イエルク・ミュラー おおしま　かおり ほるぷ出版 Ｈ

445 ３びきのこぶた 森　毅 安野　光雅 童話屋 Ｈ

446 はけたよ　はけたよ かんざわ　としこ にしまき　かやこ 偕成社 Ｈ

447 王さまライオンのケーキ マシュー・マケリゴット マシュー・マケリコット 野口　絵美 徳間書店 Ｈ

448 おはなし　おはなし ゲイル・ヘイリー ゲイル・ヘイリー あしの　あき ほるぷ出版 Ｈ

449 そんなことって、ある？ 奥田　継夫 西村　繁男 サンリード Ｈ

450 ３びきのこぐまさん 村山　壽子 村山　知義 婦人之友社 Ｈ

451 しろくまオント　サンタクロースにあいにいく アルカディオ・ロバト アルカディオ・ロバト 若林　ひとみ Ｈ

452 サンタクロースと小人たち マウリ・クンナス マウリ・クンナス いながき　みはる 偕成社 Ｈ

453 タンタンの冒険旅行　黒い島のひみつ エルジェ エルジェ 川口　恵子 福音館書店 Ｈ

454 アルド・わたしだけのひみつのともだち ジョン・バーニンガム ジョン・バーニンガム 谷川　俊太郎 ほるぷ出版 Ｈ

455 トンちゃんってそういうネコ ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ ＭＡＹＡ　ＭＡＸＸ 角川書店 Ｈ

456 とらのゆめ タイガー立石 タイガー立石 ビリケン出版 Ｈ

457 オリバーくん ロバート・クラウス Ｊ・アルエゴ　Ａ・デュウェイ はせがわ　しろう ほるぷ出版 Ｈ

458 いぬはてんごくで シンシア・ライラント シンシア・ライラント 中村　妙子 偕成社 Ｈ

459 海をかえして 丘　修三 長野　ヒデ子 童心社 Ｈ

460 生きていたい！　チェルノブイリの子どもたちの叫び 編　チェルノブイリ子ども基金 小学館 Ｈ

461 みなまた　海のこえ 石牟礼　道子 丸木　俊・位里 小峰書店 Ｈ

462 おこりじぞう 山口　勇子 四国　五郎 語り　沼田　曜一 金の星社 Ｈ

463 ピカどんたけやぶ はら　みちを はら　みちを 岩崎書店 Ｈ

464 さくらいろのハンカチ 海老名　香葉子 永田　萠 講談社 Ｈ

465 絵で読む　広島の原爆 那須　正幹 西村　繁男 福音館書店 Ｈ

466 おとなになれなかった弟たちに・・・ 米倉　斉加年 米倉　斉加年 偕成社 Ｈ

467 風が吹くとき レイモンド・ブリッグズ レイモンド・ブリッグズ さくま　ゆみこ あすなろ書房 Ｈ


