
書籍名 文 絵 訳 出版社 棚

1 １００冊の絵本（1978～1997年） 選　小野　明 平凡社
2 人生ではじめて出会う絵本１００ 編　横山　眞佐子他 平凡社
3 かがくする心の絵本１００ 編　横山　眞佐子他 平凡社
4 子どもの本　１９２０年代 編　松居　直 日本国際児童図書評議会

5 はてしない物語 ミヒャエル・エンデ ロスヴィタ・クヴァートフリーク 上田真而子・佐藤真理子 岩波書店 Ａ

6 ホビットの冒険 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 寺島　竜一 瀬田　貞二 岩波書店 Ａ

7 完訳　グリム童話（全２巻） グリム 小澤　俊夫 ぎょうせい Ａ

8 山の上の火（エチオピアの話） Ｈ・クーランダー／ｗ・レスロー 渡辺　茂男 岩波書店 Ａ

9 日本の民話 坪田　譲・大川　悦生 藤城　清治 実業之日本社 Ａ

10 世界の民話 編　矢崎　源九郎 藤城　清治 実業之日本社 Ａ

11 イギリスとアイルランドの昔話 ジョーゼフ・ジェイコブズ ジョン・Ｄ・バトン 石井　桃子 福音館書店 Ａ

12 ガリバー旅行記 ジョナサン・スウィフト チャールズ・エドマンド・ブロック 坂井　晴彦 福音館書店 Ａ

13 ピーター・パンとウェンディ ジェイムズ・マシュー・バリー Ｆ・Ｄ・ベッドフォード 石井　桃子 福音館書店 Ａ

14 不思議な国のアリス ルイス・キャロル ジョン・テニエル 生野　幸吉 福音館書店 Ａ

15 鏡の国のアリス ルイス・キャロル ジョン・テニエル 生野　幸吉 福音館書店 Ａ

16 ハイジ ヨハンナ・シュピーリ パウル・ハイ 矢川　澄子 福音館書店 Ａ

17 ムギと王さま エリナー・ファージョン エリナー・ファージョン 石井　桃子 岩波書店 Ａ

18 選ばなかった冒険 岡田　淳 岡田　淳 偕成社 Ａ

19 はじまりの樹の神話 岡田　淳 岡田　淳 理論社 Ａ

20 レイチェルと滅びの呪文 クリフ・マクニッシュ 金原　瑞人 理論社 Ａ

21 精霊の守り人 上橋　菜穂子 二木　真希子 偕成社 Ａ

22 鬼の橋 伊藤　遊 太田　大八 福音館書店 Ａ

23 シャーロットのおくりもの Ｅ・Ｂ・ホワイト ガース・ウィリアムズ さくま　ゆみこ あすなろ書房 Ａ

24 時の旅人 アリスン・アトリー 小野　章 評論社 Ａ

25 クリスピン ＡＶＩ　アヴィ 金原　瑞人 求龍堂 Ａ

26 ゴッドハンガーの森 ディック・キング・スミス 金原　瑞人 講談社 Ａ

27 サーカス物語 ミヒャエル・エンデ 司　修 矢川　澄子 岩波書店 Ａ

28 日本の昔話①はなさかじい おざわ　としお 赤羽　末吉 福音館書店 Ａ

29 日本の昔話⑤ねずみのもちつき おざわ　としお 赤羽　末吉 福音館書店 Ａ

30 東京ガラパゴス 千世　まゆ子 吉田　純 講談社 Ａ

31 日本昔話辞典 編　稲田　浩二　他 弘文堂 Ｉ

32 神話伝説辞典 編　朝倉　治彦　他 東京堂出版 Ｉ

33 児童文学辞典 編　白木　茂　他 東京堂出版 Ｉ

34 飛ぶ教室（石井桃子と子どもの本の１００年） 光村図書 Ｉ

35 ちびっこ太郎 松谷　みよ子 梅田　俊作 講談社 Ｉ

36 のはらうた くどう　なおこ ほてはま　たかし 童話屋 Ｉ

37 センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン 写真　森本　二太郎 上遠　恵子 新潮社 Ｉ

38 絵本が目をさますとき 長谷川　摂子 福音館書店 Ｉ

39 絵本のあるくらし プーさん文庫 吉備人出版 Ｉ

40 子どもが育つ魔法の言葉 ドロシー・ロー・ノルト レイチャル・ハリス 石井　千春 ＰＨＰ Ｉ

41 ともだちは海ののおい 工藤　直子 長　新太 理論社 Ｉ

42 子どものころにみた空は 工藤　直子 松本　大洋 理論社 Ｉ

43 私たちの選んだ子ともの本 東京子ども図書館 東京子ども図書館 Ｉ

44 すてきな絵本　たのしい童話 向井　元子 中央公庫 Ｉ

45 この本だいすき！ 編　小松崎　進 高文研 Ｉ

46 読み聞かせのすすめ 編　波木井　やよい 国土社 Ｉ

47 本をえらぶ日 横山　眞佐子 写真　吉岡　一生 Ｉ

48 幸せの絵本 編　金柿　秀幸 寺田　順三 絵本ナビ事務局 SOFT BANK Ｉ

49 この絵本読んだら 小松崎進・大西紀子 高文研 Ｉ

50 ピーターラビットの田園から ＮＨＫ取材班ほか 日本放送出版協会 Ｉ

51 いっしょにつくろう 高田　千鶴子他 村田　まり子 福音館書店 Ｉ

52 絵本の国のぬいぐるみ 原　優子 室伏　香枝 白泉社 Ｉ

53 絵本の中のかわいい雑貨 高橋　恵美子 二見書房 Ｉ

54 左手のパズル 萩尾　望都 東　逸子 新書館 Ｉ

55 山口のむかし話（改訂版） 県小学校教育研究会 日本標準 Ｉ

56 昔話を考える 松岡　享子 日本エディタースクール Ｉ

57 十二番目の天使 オグ・マンディーノ 坂本　貢一 求龍堂 Ｉ

58 絵の中のぼくの村 田島　征三 田島　征三 くもん出版 Ｉ

ＫｉＫｉ　児童書リスト
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59 種をまく人 ポール・フライシュマン ジュディ・ピーダセン 片岡　しのぶ あすなろ書房 Ｉ

60 ライオンとやぎ（アジア・太平洋のお話） 編　ユネスコ・アジア文化センター 駒田　和 こぐま社 Ｉ

61 ナルニア国ものがたり　ライオンと魔女 Ｃ・Ｓ・ルイス ポーリン・ベインズ 瀬田　貞二 岩波書店 Ｉ

62 ナルニア国ものがたり　カスピアン王子のつのぶえ Ｃ・Ｓ・ルイス ポーリン・ベインズ 瀬田　貞二 岩波書店 Ｉ

63 ナルニア国ものがたり　朝びらき丸東の海へ Ｃ・Ｓ・ルイス ポーリン・ベインズ 瀬田　貞二 岩波書店 Ｉ

64 ナルニア国ものがたり　銀のいす Ｃ・Ｓ・ルイス ポーリン・ベインズ 瀬田　貞二 岩波書店 Ｉ

65 ナルニア国ものがたり　馬と少年 Ｃ・Ｓ・ルイス ポーリン・ベインズ 瀬田　貞二 岩波書店 Ｉ

66 ナルニア国ものがたり　魔術師のおい Ｃ・Ｓ・ルイス ポーリン・ベインズ 瀬田　貞二 岩波書店 Ｉ

67 ナルニア国ものがたり　さいごの戦い Ｃ・Ｓ・ルイス ポーリン・ベインズ 瀬田　貞二 岩波書店 Ｉ

68 クリスマス・キャロル チャールズ・ディケンズ ジョン・リーチ 脇　明子 岩波書店 Ｉ

69 ノンちゃん雲の乗る 石井　桃子 中川　宗弥 福音館書店 Ｉ

70 星の王子さま サン・テグジュペリ サン・テグジュペリ 内藤　濯 岩波書店 Ｉ

71 モギ　ちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク 藤川　秀之 片岡　しのぶ あすなろ書房 Ｉ

72 魔の海に炎たつ（鬼が瀬物語） 岡崎　ひでたか 小林　豊 くもん出版 Ｉ

73 七人の魔法使い ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 佐竹　美保 野口　絵美 徳間書店 Ｉ

74 魔法使いハウルと火の悪魔 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 佐竹　美保 西村　醇子 徳間書店 Ｉ

75 青空のむこう アレックス・シアラー 金原　瑞人 求龍堂 Ｉ

76 ハンター ジョイ・カウリー マダ　ジュンコ 大作　道子 偕成社 Ｉ

77 カラスだんなのおよめとり チャールズ・ギラム 丸木　俊 石井　桃子 岩波書店 Ｉ

78 ロボット・カミイ ふるた　たるひ 堀内　誠一 福音館書店 Ｉ

79 セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治 茂田井　武 福音館書店 Ｉ

80 雪わたり 宮沢　賢治 堀内　誠一 福音館書店 Ｉ

81 大きな森の小さな家　インガルス一家の物語 ローラ・インガルス・ワイルダー ガース・ウィリアムズ 恩地　三保子 福音館書店 Ｉ

82 チム・ラビットのぼうけん アリスン・アトリー 中川　宗弥 石井　桃子 童心社 Ｉ

83 エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー ワルター・トリヤー 高橋　健二 岩波書店 Ｉ

84 ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー ワルター・トリヤー 高橋　健二 岩波書店 Ｉ

85 アベルの島 ウィリアム・スタイグ ウィリアム・スタイグ 麻生　久美 評論社 Ｉ

86 ちいさいモモちゃん 松谷　みよ子 菊池　貞雄 講談社 Ｉ

87 もりのへなそうる わたなべ　しげお やまわき　ゆりこ 福音館書店 Ｉ

88 いやいやえん 中川　李枝子 大村　百合子 福音館書店 Ｉ

89 エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット ルース・クリスマン・ガネット わたなべ　しげお 福音館 Ｉ

90 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット ルース・クリスマン・ガネット わたなべ　しげお 福音館書店 Ｉ

91 ロッタちゃんのひっこし アストリッド・リンドグレーン イロン・ヴィークランド 山室　静 偕成社 Ｉ

92 べんけいとおとみさん 石井　桃子 山脇　百合子 福音館書店 Ｉ

93 でんでら竜がでてきたよ おの　りえん 伊藤　英一 理論社 Ｉ

94 ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター 石井　桃子 福音館書店 Ｉ

95 ベンジャミンバニーのおはなし ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター 石井　桃子 福音館書店 Ｉ

96 フロプシーのこどもたち ビアトリクス・ポター ビアトリクス・ポター 石井　桃子 福音館書店 Ｉ

97 なぞなぞえほん　１のまき 中川　李枝子 山脇　百合子 福音館書店 Ｉ

98 なぞなぞえほん　２のまき 中川　李枝子 山脇　百合子 福音館書店 Ｉ

99 なぞなぞえほん　３のまき 中川　李枝子 山脇　百合子 福音館書店 Ｉ

100 あやとりいととり（１　２　３） さいとう　たま つじむら　ますろう 福音館書店 Ｉ

101 なぞなぞあそびえほん 角野　栄子 長谷川　義史 のら書店 Ｉ

102 ラブちゃんとボタンタン　① 角野　栄子 堀川　波 講談社 Ｉ

103 ラブちゃんとボタンタン　② 角野　栄子 堀川　波 講談社 Ｉ

104 ラブちゃんとボタンタン　③ 角野　栄子 堀川　波 講談社 Ｉ

105 リンゴちゃん 角野　栄子 長崎　訓子 ポプラ社 Ｉ

106 リンゴちゃんとのろいさん 角野　栄子 長崎　訓子 ポプラ社 Ｉ

107 わにのニニくんのゆめ 角野　栄子 にしかわ　おさむ クレヨンハウス Ｉ

108 まるこさんおおねがい 角野　栄子 にしかわ　おさむ クレヨンハウス Ｉ

109 モコモコちゃん家出する 角野　栄子 にしかわ　おさむ クレヨンハウス Ｉ

110 いっぽんくんのひとりごと 角野　栄子 にしかわ　おさむ クレヨンハウス Ｉ

111 おばけのアッチのあるかないかわからないごちそう 角野　栄子 佐々木　洋子 ポプラ社 Ｉ

112 魔女の宅急便　 角野　栄子 林　明子 福音館書店 Ｉ

113 魔女の宅急便　キキと新しい魔法 角野　栄子 林　明子 福音館書店 Ｉ

114 魔女の宅急便　キキともうひとりの魔女 角野　栄子 林　明子 福音館書店 Ｉ

115 魔女の宅急便　キキの恋 角野　栄子 林　明子 福音館書店 Ｉ

116 魔女の宅急便　魔法のとまり木 角野　栄子 林　明子 福音館書店 Ｉ
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117 魔女の宅急便　それぞれの旅立ち 角野　栄子 林　明子 福音館書店 Ｆ

118 トレイシー・ビーカー物語 ジャクリーン・ウィルソン ニック・シャラット 稲岡　和美 偕成社 Ｆ

119 ドクタ・ーサンタの住宅研究所 稲葉　なおと 大野　八生 偕成社 Ｆ

120 ウェイサイドスクールはますますへんてこ ルイス・サッカー きたむら　さとし 野の　水生 偕成社 Ｆ

121 すうじだいぼうけん 宮下　すずか みやざき　ひろかず 偕成社 Ｆ

122 いいことがありました もりやま　みやこ ひがし　あきこ 偕成社 Ｆ

123 ぼく、ひとりでいけるよ リリアン・ムーア ジョーヤ・フィアメンギ 神宮　輝夫 偕成社 Ｆ

124 おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク アンナ・ヘグルンド 菱木　晃子 ほるぷ出版 Ｆ

125 うれしいときにも涙がでる 岸　武雄 鈴木　たくま 小峰書房 Ｆ

126 かおるのたからもの 征矢　清 大社　玲子 あかね書房 Ｆ

127 おれの島、本日快晴！ 菊池　俊 吉田　純 講談社 Ｆ

128 カレーライスはこわいぞ 角野　栄子 佐々木　洋子 ポプラ社 Ｆ

129 ジスランさんとうそつきお兄ちゃん ブリジット・スマッジャ 小泉　るみ子 末松　氷海子 文研出版 Ｆ

130 森のネズミとゆきだるま 岡野　薫子 上條　滝子 ポプラ社 Ｆ

131 かみなり雲がでたぞ 最上　一平 遠藤　てるよ 新日本出版 Ｆ

132 ちびトラゴンのおくりもの イリーナ・コルシュノフ 伊東　寛 酒寄　進一 国土社 Ｆ

133 すずめのくつした ジョージ・セルデン ピーター・リップマン 光吉　郁子 大日本図書 Ｆ

134 ともだち 木坂　涼 さとう　あや 偕成社 Ｆ

135 かいぞくポケット　なぞのたから島 寺村　輝夫 永井　郁子 あかね書房 Ｆ

136 かいぞくポケット　うちゅう人間ケン　 寺村　輝夫 永井　郁子 あかね書房 Ｆ

137 かいぞくポケット　アイコのじゅもん　 寺村　輝夫 永井　郁子 あかね書房 Ｆ

138 もりのたいしょうははりねずみ モーラ・フェレンツ レイク・カーロイ うちかわ　かずみ 偕成社 Ｆ

139 かいぞくポケット　なぞのたから島 寺村　輝夫 永井　郁子 あかね書房 Ｆ

140 おばあちゃんのすてきなおくりもの カーラ・スティーブンズ イブ・ライス 掛川　恭子 のら書店 Ｆ

141 なん者ひなた丸　ねことんの術の巻 斉藤　洋 大沢　幸子 あかね書房 Ｆ

142 やねのうかれねずみたち ジェイムズ・マーシャル ジェイムズ・マーシャル 安藤　紀子 偕成社 Ｆ

143 ねこのパーキンスのおみやげ リンダ・イェトマン こうもと　さちこ くめ　みのる 偕成社 Ｆ

144 ごきげんなすてご いとう　ひろし いとう　ひろし 徳間書店 Ｆ

145 けんた・うさぎ 中川　李枝子 山脇　百合子 のら書店 Ｆ

146 かしこいポリーとまぬけなおおかみ キャサリン・ストー 若菜　珪 佐藤　涼子 金の星社 Ｆ

147 火のくつと風のサンダル ウルズラ・ウェルフェル ウルズラ・ウェルフェル 関　楠生 童話館 Ｆ

148 もぐらのカモネと森のなかまたち ジュリア・カニンガム シンディ・ゼッカレス 神島　統夫 童話館 Ｆ

149 野ねずみハツラツ六つのぼうけん ジャン・ウォール ピーター・パーナル 山下　明生 童話館 Ｆ

150 なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子 大社　玲子 学研 Ｆ

151 ぼくは王さま 寺村　輝夫 寺村　輝夫 理論社 Ｆ

152 学校ねずみのフローラ ディック・キング・スミス フィル・ガーナー 谷口　由美子 童話館 Ｆ

153 森のスケーターヤマネ 湊　秋作 金尾　恵子 文研出版 Ｆ

154 １ねん１くみ１ばんがんばる 後藤　竜二 長谷川　知子 ポプラ社 Ｆ

155 ゆみ子とつばめのおはか 今西　祐行 遠藤　てるよ 偕成社 Ｆ

156 ツチノコ温泉へようこそ 中山　聖子 保光　敏将 福音館書店 Ｆ

157 チョコミント 中山　聖子 岡本　順 学研 Ｆ

158 コスモスありがとう 中山　聖子 渡辺　あきお 角川学芸出版 Ｆ

159 三人だけの山村留学 中山　聖子 うめだ　ふじお 学研
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