
１　総合百科ポプラディア

番号 書   名 出版社 請求記号

1 総合百科事典ポプラディア新訂版　１ ポプラ社 03/ソ/1

2 総合百科事典ポプラディア新訂版　２ ポプラ社 03/ソ/2

3 総合百科事典ポプラディア新訂版　３ ポプラ社 03/ソ/3

4 総合百科事典ポプラディア新訂版　４ ポプラ社 03/ソ/4

5 総合百科事典ポプラディア新訂版　５ ポプラ社 03/ソ/5

6 総合百科事典ポプラディア新訂版　６ ポプラ社 03/ソ/6

7 総合百科事典ポプラディア新訂版　７ ポプラ社 03/ソ/7

8 総合百科事典ポプラディア新訂版　８ ポプラ社 03/ソ/8

9 総合百科事典ポプラディア新訂版　９ ポプラ社 03/ソ/9

10 総合百科事典ポプラディア新訂版　10 ポプラ社 03/ソ/10

11 総合百科事典ポプラディア新訂版　11 ポプラ社 03/ソ/11

12 総合百科事典ポプラディア新訂版　12 ポプラ社 03/ソ/12



２　ポプラディア情報館

番号 書   名 作・文または編 出版社 請求記号

1 ポプラディア情報館　アジア・太平洋戦争 高林 淳一 ポプラ社 21/ア

2 ポプラディア情報館　衣食住の歴史 山口 竜也 ポプラ社 21/イ

3 ポプラディア情報館　日本の歴史　１ 山口 竜也 ポプラ社 21/ニ/1

4 ポプラディア情報館　日本の歴史　２ 山口 竜也 ポプラ社 21/ニ/2

5 ポプラディア情報館　日本の歴史　３ 山口 竜也 ポプラ社 21/ニ/3

6 ポプラディア情報館　日本の歴史　４ 山口 竜也 ポプラ社 21/ニ/4

7 ポプラディア情報館　日本の歴史　５ 山口 竜也 ポプラ社 21/ニ/5

8 ポプラディア情報館　郷土の人物 山口 竜也 ポプラ社 28/キ

9 ポプラディア情報館　世界地理　第2版 山口 竜也 ポプラ社 29/セ

10 ポプラディア情報館　北海道・東北地方 山口 竜也 ポプラ社 29/トｰ1

11 ポプラディア情報館　関東地方 山口 竜也 ポプラ社 29/トｰ2

12 ポプラディア情報館　中部地方 山口 竜也 ポプラ社 29/トｰ3

13 ポプラディア情報館　近畿地方 山口 竜也 ポプラ社 29/トｰ4

14 ポプラディア情報館　中国・四国地方 山口 竜也 ポプラ社 29/トｰ5

15 ポプラディア情報館　九州地方 山口 竜也 ポプラ社 29/トｰ6

16 ポプラディア情報館　日本の歴史人物 小桜 浩子 ポプラ社 29/ニ

17 ポプラディア情報館　日本地理　第2版 山口 竜也 ポプラ社 29/ニ

18 ポプラディア情報館　国際組織 山口 竜也 ポプラ社 32/コ

19 ポプラディア情報館　日本国憲法 高林 淳一 ポプラ社 32/ニ

20 ポプラディア情報館　仕事・職業 山口 竜也・新堀 眞樹子 ポプラ社 36/シ

21 ポプラディア情報館　郷土料理 山口 竜也 ポプラ社 38/キ

22 ポプラディア情報館　世界の料理 山口 竜也 ポプラ社 38/セ

23 ポプラディア情報館　年中行事 山口 竜也 ポプラ社 38/ネ

24 ポプラディア情報館　昔のくらし 門田 奈穂子 ポプラ社 38/ム

25 ポプラディア情報館　昔の道具 山口 竜也 ポプラ社 38/ム

26
ポプラディア情報館　理科の実験・観察
　　　　　　　　　　　　　生物・地球・天体編 山口 竜也 ポプラ社 40/リ

27
ポプラディア情報館　理科の実験・観察
　　　　　　　　　　　　物質とエネルギー編 山口 竜也 ポプラ社 40/リ

28 ポプラディア情報館　宇宙 山口 竜也 ポプラ社 44/ウ

29 ポプラディア情報館　天気と気象 高林 淳一 ポプラ社 45/テ

30 ポプラディア情報館　植物のふしぎ 山口 竜也 ポプラ社 47/シ

31 ポプラディア情報館　昆虫のふしぎ 山口 竜也 ポプラ社 48/コ

32 ポプラディア情報館　魚・水の生物のふしぎ 山口 竜也 ポプラ社 48/サ

33 ポプラディア情報館　動物のふしぎ 山口 竜也 ポプラ社 48/ト



２　ポプラディア情報館

番号 書   名 作・文または編 出版社 請求記号

34 ポプラディア情報館　鳥のふしぎ 山口 竜也 ポプラ社 48/ト

35 ポプラディア情報館　食と健康 君塚 英司 ポプラ社 49/シ

36 ポプラディア情報館　人のからだ 山口 竜也 ポプラ社 49/ヒ

37 ポプラディア情報館　日本の工業 山口 竜也 ポプラ社 50/ニ

38 ポプラディア情報館　環境 山口 竜也 ポプラ社 51/カ

39 ポプラディア情報館　ごみとリサイクル 山口 竜也 ポプラ社 51/コ

40 ポプラディア情報館　自動車 高林 淳一 ポプラ社 53/シ

41 ポプラディア情報館　米 山口 竜也 ポプラ社 61/コ

42 ポプラディア情報館　日本の農業 山口 竜也 ポプラ社 61/ニ

43 ポプラディア情報館　日本の水産業 山口 竜也 ポプラ社 66/ニ

44 ポプラディア情報館　世界遺産 山口 竜也・田之口 正隆 ポプラ社 70/セ

45 ポプラディア情報館　伝統芸能 山口 竜也 ポプラ社 70/テ

46 ポプラディア情報館　伝統工芸 小桜 浩子 ポプラ社 75/テ

47 ポプラディア情報館　ことわざ 山口 竜也 ポプラ社 81/コ

48 ポプラディア情報館　方言 山口 竜也 ポプラ社 81/ホ

49 ポプラディア情報館　短歌・俳句 山口 竜也 ポプラ社 91/タ

50 ポプラディア情報館　日本の文学 山口 竜也 ポプラ社 91/ニ



３　いきもの写真絵本

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 出版社 請求記号

1 うまれたよ！　イカ 櫻井 季己 櫻井 季己 岩崎書店 E/サ

2 うまれたよ！　タコ 櫻井 季己 櫻井 季己 岩崎書店 E/サ

3 うまれたよ！　カブトムシ 小杉 みのり 新開　孝 岩崎書店 E/シ

4 うまれたよ！　カマキリ 小杉 みのり 新開　孝 岩崎書店 E/シ

5 うまれたよ！　カイコ 小杉 みのり 新開　孝 岩崎書店 E/シ

6 うまれたよ！　セミ 小杉 みのり 新開　孝 岩崎書店 E/シ

7 うまれたよ！　バッタ 小杉 みのり 新開　孝 岩崎書店 E/シ

8 うまれたよ！クモ 新開 孝 新開 孝 岩崎書店 E/シ

9 うまれたよ！カメムシ 新開 孝 新開 孝 岩崎書店 E/シ

10 うまれたよ！　オタマジャクシ 小杉 みのり 関　慎太郎 岩崎書店 E/セ

11 うまれたよ！　ザリガニ 小杉 みのり 関　慎太郎 岩崎書店 E/セ

12 うまれたよ！　カナヘビ 小杉 みのり 関　慎太郎 岩崎書店 E/セ

13 うまれたよ！カメ 関　慎太郎 関　慎太郎 岩崎書店 E/セ

14 うまれたよ！クマノミ 大方 洋二 大方 洋二 岩崎書店 E/セ

15 うまれたよ！　ナナフシ 安田　守 安田　守 岩崎書店 E/セ

16 うまれたよ！イモリ 関　慎太郎 関　慎太郎 岩崎書店 E/セ

17 うまれたよ！　カタツムリ 小杉 みのり 武田 晋一 岩崎書店 E/タ

18 うまれたよ！　ヤドカリ ボコヤマクリタ 武田 晋一 岩崎書店 E/タ

19 うまれたよ！　クラゲ ボコヤマクリタ 武田 晋一 岩崎書店 E/タ

20 うまれたよ！　テントウムシ 小杉 みのり 中瀬　潤 岩崎書店 E/ナ

21 うまれたよ！　コオロギ 小杉 みのり 中瀬　潤 岩崎書店 E/ナ

22 うまれたよ！　アメンボ 小杉 みのり 中瀬　潤 岩崎書店 E/ナ

23 うまれたよ！　ホタル 中瀬　潤 中瀬　潤 岩崎書店 E/ナ

24 うまれたよ！　ボウフラ 中瀬　潤 中瀬　潤 岩崎書店 E/ナ

25 うまれたよ！　メダカ 小杉 みのり 松沢 陽士 岩崎書店 E/マ

26 うまれたよ！　サンショウウオ 松沢 陽士 松沢 陽士 岩崎書店 E/マ

27 うまれたよ！タガメ 松沢 陽士 松沢 陽士 岩崎書店 E/マ

28 うまれたよ！　ダンゴムシ 小杉 みのり 皆越 ようせい 岩崎書店 E/ミ

29 うまれたよ！　モンシロチョウ 小杉 みのり 安田　守 岩崎書店 E/ヤ

30 うまれたよ！　アリ 小杉 みのり 山口　進 岩崎書店 E/ヤ

31 うまれたよ！　ヤゴ 小杉 みのり 中瀬　潤 岩崎書店 E/ヤ

32 うまれたよ！　アゲハ 小杉 みのり 安田　守 岩崎書店 E/ヤ

33 うまれたよ！　アリジゴク 小杉 みのり 安田　守 岩崎書店 E/ヤ



３　いきもの写真絵本

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 出版社 請求記号

34 うまれたよ！クワガタムシ 山口 進 山口 進 岩崎書店 E/ヤ

35 うまれたよ！　オトシブミ 安田　守 安田　守 岩崎書店 E/ヤ



４　昆虫の擬態・生態

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1
海野和男のさがしてムシハカセ 1
さがそう！ちがう虫

海野 和男 海野 和男 偕成社 48/ウ/1

2
海野和男のさがしてムシハカセ 1
さがそう！ちがう虫

海野 和男 海野 和男 偕成社 48/ウ/1

3
海野和男のさがしてムシハカセ 2
さがそう！かくれる虫

海野 和男 偕成社 48/ウ/2

4
海野和男のさがしてムシハカセ 2
さがそう！かくれる虫

海野 和男 偕成社 48/ウ/2

5
海野和男のさがしてムシハカセ 3
さがそう！まねする虫

海野 和男 偕成社 48/ウ/3

6
海野和男のさがしてムシハカセ 3
さがそう！まねする虫

海野 和男 偕成社 48/ウ/3

7 栗林さんの虫めがね　１　発見 栗林 慧 フレーベル館 48/ク

8 栗林さんの虫めがね　２　変身 栗林 慧 フレーベル館 48/ク

9 栗林さんの虫めがね　３　瞬間 栗林 慧 フレーベル館 48/ク

10 栗林さんの虫めがね　４　色形 栗林 慧 フレーベル館 48/ク

11 こん虫のふしぎ 1　こん虫のどうぐ ネイチャー・プロ編集室 偕成社 48/コ/1

12 こん虫のふしぎ 1　こん虫のどうぐ ネイチャー・プロ編集室 偕成社 48/コ/1

13 こん虫のふしぎ 2　こん虫のかくれんぼ ネイチャー・プロ編集室 偕成社 48/コ/2

14 こん虫のふしぎ 2　こん虫のかくれんぼ ネイチャー・プロ編集室 偕成社 48/コ/2

15 こん虫のふしぎ 3　こん虫のことば ネイチャー・プロ編集室 偕成社 48/コ/3

16 こん虫のふしぎ 3　こん虫のことば ネイチャー・プロ編集室 偕成社 48/コ/3

17 こん虫のふしぎ 4　こん虫のへんしん ネイチャー・プロ編集室 偕成社 48/コ/4

18 こん虫のふしぎ 4　こん虫のへんしん ネイチャー・プロ編集室 偕成社 48/コ/4

19 こん虫のふしぎ 5　こん虫のおやこ ネイチャー・プロ編集室 偕成社 48/コ/5

20 こん虫のふしぎ 5　こん虫のおやこ ネイチャー・プロ編集室 偕成社 48/コ/5

21 生きものびっくり生態図鑑 リン・ハギンズ＝クーパー 宮田 攝子 文渓堂 48/ハ

22 生きものびっくり生態図鑑 リン・ハギンズ＝クーパー 宮田 攝子 文渓堂 48/ハ

23 自然のかくし絵 矢島　稔 偕成社 48/ヤ

24 自然のかくし絵 矢島　稔 偕成社 48/ヤ

25 だれだか　わかるかい?/むしのかお 今森 光彦 今森 光彦 福音館書店 E/イ

26 むしたちのさくせん 宮武 頼夫 得田 之久 福音館書店 E/ト

27 むしたちのさくせん 宮武 頼夫 得田 之久 福音館書店 E/ト

28 昆虫顔面図鑑　世界編 海野 和男 海野 和男 実業之日本社 486/ウ

29 昆虫顔面図鑑　世界編 海野 和男 海野 和男 実業之日本社 486/ウ

30 昆虫顔面図鑑　日本編 海野 和男 海野 和男 実業之日本社 486/ウ

31 昆虫顔面図鑑　日本編 海野 和男 海野 和男 実業之日本社 486/ウ

32 昆虫の擬態 海野 和男 平凡社 486/ウ

33 昆虫の擬態 海野 和男 平凡社 486/ウ



４　昆虫の擬態・生態

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

34 すごい虫の見つけかた 海野 和男 海野 和男 草思社 486/ウ

35 すごい虫の見つけかた 海野 和男 海野 和男 草思社 486/ウ



５　はたらくくるま

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 安全をまもる仕事１　消防 国土社編集部 国土社 31/アｰ1

2 安全をまもる仕事１　消防 国土社編集部 国土社 31/アｰ1

3 安全をまもる仕事１　消防 国土社編集部 国土社 31/アｰ1

4 安全をまもる仕事１　消防 国土社編集部 国土社 31/アｰ1

5 安全をまもる仕事１　消防 国土社編集部 国土社 31/アｰ1

6 安全をまもる仕事１　消防 国土社編集部 国土社 31/アｰ1

7 ふしぎ・びっくり！？こどもの図鑑のりもの 伊藤 哲朗 学研教育出版 53/ノ

8 はたらく車（超はっけん大図鑑6） 小桜 浩子 ポプラ社 53/ハ

9 はたらく自動車ずかん 成美堂出版 53/ハ

10 はたらくじどうしゃ　１ 国土社 53/ハ/1

11 はたらくじどうしゃ　２ 国土社 53/ハ/2

12 はたらくじどうしゃ　３ 国土社 53/ハ/3

13 はたらくじどうしゃ　４ 国土社 53/ハ/4

14 はたらくじどうしゃ　５ 国土社 53/ハ/5

15 マイク・マリガンとスチーム・ショベル バージニア・リー・バートン バージニア・リー・バートン いしい ももこ 童話館出版 E/ハ

16 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 いしい ももこ 福音館書店 E/ハ

17 しょうぼうじどうしゃ　じぷた 渡辺 茂男 山本 忠敬 福音館書店 E/ヤ

18 ブルくん　ダンプくん 谷 真介 山本 忠敬 偕成社 E/ヤ

19 ひこうじょうのじどうしゃ 山本 忠敬 山本 忠敬 福音館書店 E/ヤ

20 ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキー ロイス・レンスキー わたなべ しげお 福音館書店 E/レ

21 スモールさんののうじょう ロイス・レンスキー ロイス・レンスキー わたなべ しげお 福音館書店 E/レ



６　神話・伝承（低学年）

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 親から子へ語り継ぎたい日本の神話 伊東 利和 幻冬舎ルネッサンス 16/イ

2 こども世界の民話（上） 内田 莉莎子ほか 実業之日本社 90/コ/1

3 こども世界の民話（下） 内田 莉莎子ほか 実業之日本社 90/コ/2

4 日本の神話 平山 忠義 玉川大学出版部 91/ヒ

5 やまたのおろち 羽仁 進 赤羽 末吉 岩崎書店 E/ア

6 いなばの白ウサギ 谷 真介 赤坂 三好 佼成出版 E/ア

7 黄泉のくに（よみのくに） 谷 真介 赤坂 三好 ポプラ社 E/ア

8 日本の神話　第１巻　くにのはじまり 舟崎 克彦 赤羽 末吉 あかね書房 E/ア

9 スーホの白い馬 大塚 勇三 再話 赤羽 末吉 福音館書店 E/ア

10 王さまと九人のきょうだい 赤羽 末吉 君島 久子 岩波書店 E/ア

11 みどりの馬 ジャンビーン・ダシドンドク 稲田 善樹 大竹 桂子 てらいんく E/イ

12 おおくにぬしのぼうけん 福永 武彦 片岡 球子 岩崎書店 E/カ

13 ふなひき太良 儀間 比呂志 儀間 比呂志 岩崎書店 E/キ

14 オキクルミのぼうけん<アイヌの民話> 萱野 茂 斎藤 博之 小峰書店 E/サ

15 木ぼりのオオカミ<アイヌの民話> 萱野 茂 斎藤 博之 小峰書店 E/サ

16 ヤマトタケル 那須 正幹 清水 耕蔵 ポプラ社 E/シ

17 おだんごぱん わきた かず せた ていじ 福音館書店 E/セ

18 十二支のはじまり 岩崎 京子 二俣 英五郎 教育画劇 E/フ

19 海幸彦　山幸彦 西本 鶏介 藤川 秀之 ポプラ社 E/フ

20 にほんたんじょう 岸田 衿子 渡辺 学 岩崎書店 E/ワ

21 うみひこ　やまひこ 与田 準一 渡辺 学 岩崎書店 E/ワ

22 金のさかな アレクサンドル・プーシキン ワレーリー・ワシーリエフ 松谷 さやか 偕成社 E/ワ



７　むかしばなし（低学年）

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 おそばのくきはなぜあかい 石井 桃子 岩波書店 91/イ

2 かちかちやま おざわ としお 再話 赤羽 末吉 福音館書店 E/ア

3 したきりすずめ 石井 桃子 再話 赤羽 末吉 福音館書店 E/ア

4 かぐやひめ 円地 文子 秋野 不矩 岩崎書店 E/ア

5 うらしまたろう 時田 史郎 再話 秋野 不矩 福音館書店 E/ア

6 ももたろう 松居 直 赤羽 末吉 福音館書店 E/ア

7 つるにょうぼう 矢川 澄子 再話 赤羽 末吉 福音館書店 E/ア

8 かさじぞう 瀬田 貞二 再話 赤羽 末吉 福音館書店 E/ア

9 にぎりめしごろごろ 小林 輝子 再話 赤羽 末吉 福音館書店 E/ア

10 くわずにょうぼう 稲田 和子 再話 赤羽 末吉 福音館書店 E/ア

11 だいくとおにろく 松居 直 再話 赤羽 末吉 福音館書店 E/ア

12 こぶじいさま 松居 直 再話 赤羽 末吉 福音館書店 E/ア

13 うまかたやまんば おざわ としお 再話 赤羽 末吉 福音館書店 E/ア

14 ねずみのすもう 神沢 利子 赤羽 末吉 偕成社 E/ア

15 チワンのにしき 君島 久子 赤羽 末吉 ポプラ社 E/ア

16 びんぼうがみとふくのかみ 富安 陽子 飯野 和好 小学館 E/イ

17 灰かぶり 矢川 澄子 再話 宇野 亞喜良 教育画劇 E/ウ

18 なんげえはなしっこしかへがな 北 彰介 太田 大八 銀河社 E/オ

19 おおきなかぶ A．トルストイ再話 佐藤 忠良 内田 莉莎子 福音館書店 E/サ

20 くった　のんだ　わらった 内田 莉莎子再話 佐々木 マキ 福音館書店 E/サ

21 ガラスめだまときんのつののヤギ スズキ コージ 田中 かな子 福音館書店 E/ス

22 はなさかじい 松谷 みよ子 瀬川 康男 フレーベル館 E/セ

23 さるかに 松谷 みよ子 瀬川 康男 フレーベル館 E/セ

24 やまんばのにしき まつたに みよこ せがわ やすお ポプラ社 E/セ

25 やまんばのにしき まつたに みよこ せがわ やすお ポプラ社 E/セ

26 やまんばのにしき まつたに みよこ せがわ やすお ポプラ社 E/セ

27 やまんばのにしき まつたに みよこ せがわ やすお ポプラ社 E/セ

28 やまんばのにしき まつたに みよこ せがわ やすお ポプラ社 E/セ

29 やまんばのにしき まつたに みよこ せがわ やすお ポプラ社 E/セ

30 ちからたろう いまえ よしとも たしま せいぞう ポプラ社 E/タ

31 ききみみずきん 木下 順二 初山 滋 岩波書店 E/ハ

32 びんぼうがみとふくのかみ 大川 悦生 長谷川 知子 ポプラ社 E/ハ

33 長ぐつをはいたねこ ハンス・フィッシャー ハンス・フィッシャー 矢川 澄子 福音館書店 E/フ



７　むかしばなし（低学年）

34 金のがちょうのほん レズリー・ブルック レズリー・ブルック
瀬田 貞二
松瀬 七織

福音館書店 E/フ

35 だいこんどのむかし 渡辺 節子 二俣 英五郎 ほるぷ出版 E/フ

36 おおかみと七ひきのこやぎ フェリクス・ホフマン せた ていじ 福音館書店 E/ホ

37 ねずみじょうど 瀬田 貞二 再話 丸木 位里 福音館書店 E/マ

38 三びきのこぶた 山田 三郎 瀬田 貞二 福音館書店 E/ヤ

39 てぶくろ エウゲーニー・M．ラチョフ うちだ りさこ 福音館書店 E/ラ

40 赤ずきん バーナディット・ワッツ バーナディット・ワッツ 生野 幸吉 岩波書店 E/ワ



８　昔話（中高学年）

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 翻訳者 出版社 請求記号

1 日本のむかしばなし 瀬田 貞二 のら書店 38/セ

2 世界のむかしばなし 瀬田 貞二 のら書店 90/セ

3 日本の神話 松谷 みよ子 司 修 のら書店 91/マ

4 アラジンと魔法のランプ 斉藤 洋 偕成社 92/ア

5 子どもに語る　アジアの昔話１ 松岡 享子 こぐま社 92/コ/1

6 子どもに語る　アジアの昔話２ 松岡 享子 こぐま社 92/コ/2

7 白いりゅう　黒いりゅう 賈 芝、孫 剣冰 君島 久子 岩波書店 92/シ

8 だまされたトッケビ 神谷 丹路 神谷 丹路 福音館書店 92/タ

9 ラーマーヤナ エリザベス・シーガー 山本 まつよ 子ども文庫の会 92/ラ

10 ルガルバンダ王子の冒険 キャシー・ヘンダソン 再話 百々 佑利子 岩波書店 92/ル

11 ポリーとはらぺこオオカミ キャサリン・ストー 掛川 恭子 岩波書店 93/ス

12 ギリシア神話 石井 桃子 のら書店 99/キ

13 ラン　パン　パン マギー・ダフ 再話
ホセ・アルエゴ＆
アリアンヌ・ドウィ

山口 文生 評論社 E/ア

14 ほしになった　りゅうのきば 君島 久子 再話 赤羽 末吉 福音館書店 E/ア

15 酒呑童子 川村 たかし 石倉 欣二 ポプラ社 E/イ

16 やまなしもぎ 平野 直 再話 太田大八 福音館書店 E/オ

17 絵本玉虫厨子の物語 平塚 武二 太田 大八 童心社 E/オ

18 四谷怪談 さねとうあきら 岡田 嘉夫 ポプラ社 E/オ

19 あほろくの川だいこ 岸 武雄 梶山 俊夫 ポプラ社 E/カ

20 桃源郷ものがたり 松居 直 蔡 皋 福音館書店 E/サ

21 とらとほしがき パク・ジェヒョン 再話 パク・ジェヒョン おおたけ きよみ 光村教育図書 E/ハ

22 モンゴルの黒い髪 バーサンスレン・ボロルマー バーサンスレン・ボロルマー 長野 ヒデ子 石風社 E/ホ

23 虫めづる姫ぎみ 森山 京 村上 豊 ポプラ社 E/ム

24 ハチドリのひとしずく 光文社 519/ハ



９　詩（低学年）

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 出版社 請求記号

1 まさかさかさま　動物回文集 石津 ちひろ 河出書房新社 80/イ

2 なぞなぞあそびうた 角野 栄子 のら書店 91/カ

3 のはらうたⅠ 工藤 直子 童話屋 91/ク/1

4 ことばあそびうた 谷川 俊太郎 福音館書店 91/タ

5 みみずのたいそう 神沢 利子　ほか のら書店 91/ミ

6 どうぶつ　はやくちあいうえお 岸田 衿子 片山 健 のら書店 E/カ

7 かさぶたって　どんなぶた 小池 昌代 スズキ コージ あかね書房 E/ス

8 かぞえうたのほん 岸田 衿子 スズキ コージ 福音館書店 E/ス

9 ちょうちょう　ひらひら まど みちお にしまき かやこ こぐま社 E/ニ

10 しりとりあいうえお 石津 ちひろ はた こうしろう 偕成社 E/ハ

11 あいうえおおかみ くどう なおこ ほてはま たかし 小峰書店 E/ホ

12 ねぇ　あそぼ まど みちお ましま せつこ こぐま社 E/マ

13 こんにちワニ 中川 ひろたか 村上 康成 PHP研究所 E/ム

14 木いちごつみ 岸田 衿子 山脇 百合子 福音館書店 E/ヤ

15 これはのみのぴこ 谷川 太郎 和田 誠 サンリード E/ワ



10　詩（中高学年）

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 出版社 請求記号

1
子ども版　声に出して読みたい日本語９
国破れて山河あり 齋藤 孝 草思社 80/コ/9

2 あしたのあたしはあたらしいあたし 石津 ちひろ 理論社 91/イ

3 おーいぽぽんた 茨木 のり子　ほか 福音館書店 91/オ

4 おーいぽぽんた 大岡 信 福音館書店 91/オ

5 しゃべる詩　あそぶ詩　きこえる詩 はせ みつこ 冨山房 91/シ

6 すき（谷川俊太郎詩集） 谷川 俊太郎 理論社 91/タ

7 星の林に月の船 大岡 信 岩波書店 91/ホ

8 てんぷら　ぴりぴり まど みちお 大日本図書 91/マ

9 よりぬきマザーグース 鷲津 名都江 岩波書店 93/ヨ

10 どうぶつはいくあそび 岸田 衿子 片山 健 のら書店 E/カ

11 どうぶつはいくあそび 岸田 衿子 片山 健 のら書店 E/カ

12 どうぶつはいくあそび 岸田 衿子 片山 健 のら書店 E/カ

13 どうぶつはいくあそび 岸田 衿子 片山 健 のら書店 E/カ

14 どうぶつはいくあそび 岸田 衿子 片山 健 のら書店 E/カ

15 どうぶつはいくあそび 岸田 衿子 片山 健 のら書店 E/カ

16 春の日や庭に雀の砂あひて リチャード・ルイス エズラ・ジャック・キーツ 偕成社 E/キ

17 せんりゅうの　えほん 西本 鶏介 斎藤 隆夫 鈴木出版 E/サ

18 ひらがないろは
東京学芸大学

文字絵本研究会
日本地域社会研究所 E/ヒ

19 ことばのこばこ 和田 誠 和田 誠 瑞雲社 E/ワ



11　学習漫画世界伝記ＮＥＸＴ

番号 書   名 絵・写真 出版社 請求記号

1 キング牧師　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 堀田 あきお∥漫画 集英社 19/キ

2 安藤百福　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 海野 そら太∥漫画 集英社 28/ア　

3 アメリア・イヤハート　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 佐野 未央子∥漫画 集英社 28/ア　

4 伊能忠敬　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 藤 みき生∥漫画 集英社 28/イ　

5 エリザベス・ブラックウェル　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 東 園子∥漫画 集英社 28/エ　

6 エレノア・ルーズベルト　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） よし まさこ∥漫画 集英社 28/エ　

7 グレース・ケリー　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 佐藤 真樹∥漫画 集英社 28/ク　

8 小林一三　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 海野 そら太∥漫画 集英社 28/コ　

9 サリバン先生　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 奥良 モト∥漫画 集英社 28/サ

10 諸葛孔明(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 井上 大助∥漫画 集英社 28/シ　

11 新・坂本龍馬　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 西 公平∥漫画 集英社 28/シ　

12 スティーブ・ジョブズ　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 八坂 考訓∥漫画 集英社 28/ス

13 ダイアナ　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 東 園子∥漫画 集英社 28/タ　

14 新島八重　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 柊 ゆたか∥漫画 集英社 28/ニ　

15 ハワード・カーター　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 西 公平∥漫画 集英社 28/ハ

16 松下幸之助　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 阿部 高明∥漫画 集英社 28/マ

17 マリア・フォン・トラップ　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 萩岩 睦美∥漫画 集英社 28/マ

18 ロバート・キャパ　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 永山 愛子∥漫画 集英社 74/ロ　

19 アンナ・パブロワ　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） くりた 陸∥漫画 集英社 76/ア　

20 オードリー・ヘプバーン(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 東 園子∥漫画 集英社 77/オ

21 宮沢賢治　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 柊 ゆたか∥漫画 集英社 91/ミ　

22 与謝野晶子　(集英社版・学習漫画　世界の伝記ＮＥＸT） 神宮寺 一∥漫画 集英社 91/ヨ　



12　戦争と平和　太平洋戦争

番号 書   名 作・文または編 出版社 請求記号

1 語り伝える空襲　第１巻 安斎 育郎 新日本出版社 21/カｰ1

2 語り伝える空襲　第２巻 安斎 育郎 新日本出版社 21/カｰ2

3 語り伝える空襲　第３巻 安斎 育郎 新日本出版社 21/カｰ3

4 語り伝える空襲　第４巻 安斎 育郎 新日本出版社 21/カｰ4

5 語り伝える空襲　第５巻 安斎 育郎 新日本出版社 21/カｰ5

6 語り伝える東京大空襲　第１巻
東京大空襲・

戦災資料センター 新日本出版社 21/カｰ1

7 語り伝える東京大空襲　第２巻
東京大空襲・

戦災資料センター 新日本出版社 21/カｰ2

8 語り伝える東京大空襲　第３巻
東京大空襲・

戦災資料センター 新日本出版社 21/カｰ3

9 語り伝える東京大空襲　第４巻
東京大空襲・

戦災資料センター 新日本出版社 21/カｰ4

10 語り伝える東京大空襲　第５巻
東京大空襲・

戦災資料センター 新日本出版社 21/カｰ5

11 シリーズ戦争遺跡　第１巻 岩脇 彰・東海林 次男 汐文社 21/シｰ1

12 シリーズ戦争遺跡　第２巻 平井 美津子 汐文社 21/シｰ2

13 シリーズ戦争遺跡　第３巻 辻 隆広 汐文社 21/シｰ3

14 シリーズ戦争遺跡　第４巻 本庄 豊 汐文社 21/シｰ4

15 シリーズ戦争遺跡　第５巻 磯崎 三郎 汐文社 21/シｰ5

16 語り伝える沖縄　第１巻 安斎 育郎 新日本出版社 22/カｰ1

17 語り伝える沖縄　第２巻 安斎 育郎 新日本出版社 22/カｰ2

18 語り伝える沖縄　第３巻 安斎 育郎 新日本出版社 22/カｰ3

19 語り伝える沖縄　第４巻 安斎 育郎 新日本出版社 22/カｰ4

20 語り伝える沖縄　第５巻 安斎 育郎 新日本出版社 22/カｰ5

21 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第1巻 安斎 育郎 新日本出版社 32/カｰ1

22 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第2巻 安斎 育郎 新日本出版社 32/カｰ2

23 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第3巻 安斎 育郎 新日本出版社 32/カｰ3

24 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第4巻 安斎 育郎 新日本出版社 32/カｰ4

25 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第5巻 安斎 育郎 新日本出版社 32/カｰ5



13　三国志

番号 書   名 作・文または編 出版社 請求記号

1 三国志　全60巻 横山 光輝 潮出版社 726/ヨ



14　ことわざ・故事成語

番号 書   名 作・文または編 絵・写真 出版社 請求記号

1 例解小学ことわざ辞典　ワイド版 川嶋 優 三省堂 81/サ

2 例解小学ことわざ辞典　ワイド版 川嶋 優 三省堂 81/サ

3 例解小学ことわざ辞典　ワイド版 川嶋 優 三省堂 81/サ

4 例解小学ことわざ辞典　ワイド版 川嶋 優 三省堂 81/サ

5 例解小学ことわざ辞典　ワイド版 川嶋 優 三省堂 81/サ

6 例解小学ことわざ辞典　ワイド版 川嶋 優 三省堂 81/サ

7 ことわざ大辞典 あかね書房 81/シ

8 ことわざ大辞典 あかね書房 81/シ

9 ことわざ大辞典 あかね書房 81/シ

10 ことわざ大辞典 あかね書房 81/シ

11 ことわざ大辞典 あかね書房 81/シ

12 ことわざ大辞典 あかね書房 81/シ
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