
　

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

冒険は月曜の朝 荒木 せいお／作 新日本出版社 2018 913/ｱﾗ/

シーラカンスとぼくらの冒険 歌代 朔／作 あかね書房 2011 913/ｳﾀ/

二分間の冒険 岡田 淳／著 偕成社 1991 913/ｵｶ/

願いのかなうまがり角 岡田 淳／作 偕成社 2012 913/ｵｶ/

図書館からの冒険 岡田 淳／作 偕成社 2019 913/ｵｶ/

これは王国のかぎ 荻原 規子／著 中央公論新社 1999 913/ｵｷﾞ/

空色勾玉 荻原 規子／作 徳間書店 2005 913/ｵｷﾞ/

やまとの大冒険 川幡 由佳／作・絵 講談社 2004 913/ｶﾜ/

12月の夏休み 川端 裕人／作 偕成社 2012 913/ｶﾜ/

古事記物語 福永 武彦／作 岩波書店 2000 913/ｺｼﾞ/

むこうがわ行きの切符 小浜 ユリ／作 ポプラ社 2011 913/ｺﾊ/

ガンバとカワウソの冒険 斎藤 惇夫／作 岩波書店 2000 913/ｻｲ/

グリックの冒険 斎藤 惇夫／作 岩波書店 2000 913/ｻｲ/

冒険者たち 斎藤 惇夫／作 岩波書店 2000 913/ｻｲ/

9月0日大冒険 さとう まきこ／作 偕成社 2012 913/ｻﾄ/

ドス・アギラス号の冒険 椎名 誠／作 偕成社 2002 913/ｼｲ/

ぼくらの大冒険 宗田 理／作 ポプラ社 2007 913/ｿｳ/

見習い魔術師トトの冒険　1・2 立石 彰／作 講談社 2010 913/ﾀﾃ/

かくれ山の冒険 富安 陽子／著・画 PHP研究所 2000 913/ﾄﾐ/

氷室のなぞと秘密基地 中谷 詩子／作 国土社 2020 913/ﾅｶ/

のらいぬクロの冒険 那須 正幹／作 毎日新聞社 2003 913/ﾅｽ/

ネコのドクター小麦島の冒険 南部 和也／さく 福音館書店 2008 913/ﾅﾝ/

ようこそ、冒険の国へ! 芥川 龍之介／[ほか]作 くもん出版 2009 913/ﾖｳ/

ほか

　　　　　　　　冒険がテーマの日本の物語

山梨県立図書館



タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

あしながおじさん J.ウェブスター／作・画 福音館書店 2004 933/ｳｴ/

第九軍団のワシ ローズマリ・サトクリフ／作 岩波書店 2007 933/ｻﾄ/

ガリヴァー旅行記 上・下 J.スウィフト／作 福音館書店 2006 933/ｽｳ/

宝島 スティーヴンスン／作 岩波書店 2000 933/ｽﾃ/

ロビンソン・クルーソー デフォー／作 岩波書店 2004 933/ﾃﾞﾌ/

ハックルベリー・フィンの冒険 上・下 マーク・トウェイン／作 福音館書店 1997 933/ﾄｳ/

ホビットの冒険 上・下 J.R.R.トールキン／作 岩波書店 2000 933/ﾄﾙ/

指輪物語 1～6 J・R・R・トールキン／[著] 評論社 1992 933/ﾄﾙ/

トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス／作 岩波書店 2000 933/ﾋﾟｱ/

ムギと王さま ファージョン／作 岩波書店 2001 933/ﾌｱ/

クマのプーさん A.A.ミルン／作 岩波書店 2006 933/ﾐﾙ/

ライオンと魔女 C.S.ルイス／作 岩波書店 2000 933/ﾙｲ/

ゲド戦記　1 アーシュラ・K.ル=グウィン／作 岩波書店 2009 933/ﾙｸﾞ/1

はてしない物語 上・下 ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 2000 943/ｴﾝ/

長くつしたのピッピ リンドグレーン／作 ポプラ社 2005 949/ﾘﾝ/

海底二万里 上・中・下 J・ヴェルヌ／作 偕成社 1999 953/ｳﾞｴ/

三銃士 上・下 アレクサンドル・デュマ／作 岩波書店 2002 953/ﾃﾞﾕ/

みどりのゆび モーリス・ドリュオン／作 岩波書店 2009 953/ﾄﾞﾘ/

怪盗ルパン モーリス・ルブラン／作 岩波書店 2000 953/ﾙﾌﾞ/
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

10代のうちに知っておきたい折れない心の作り方 水島 広子／著 紀伊國屋書店 2014 146/ﾐｽﾞ/

学校生活応援ブック 入門百科+編集部／編 小学館 2014 158/ｶﾞｯ/

こうすれば友だちと仲良くできる 香山 リカ／[著] 小学館クリエイティブ 2010 158/ｶﾔ/

自分のことがわかる本 安部 博枝／著 岩波書店 2017 159/ｱﾍﾞ/

逆境を乗り越える50のヒント 植西 聰／著 PHP研究所 2018 159/ｳｴ/

くじけそうなときには 宇佐美 百合子／著 PHP研究所 2010 159/ｳｻ/

YA!あなたはあなたのままでいい 宇佐美 百合子／著 PHP研究所 2012 159/ｳｻ/

10代の「めんどい」が楽になる本 内田 和俊／著 KADOKAWA 2020 159/ｳﾁ/

中学生の悩みごと 高濱 正伸／著 大塚 剛史／著実務教育出版 2017 159/ﾀｶ/

14歳の青い空 竹村 早智子／著  幻冬舎ルネッサンス 2012 159/ﾀｹ/

こんなときどうする!?かいけつブック 辰巳 渚／著 毎日新聞出版 2019 159/ﾀﾂ/

学校のふしぎなぜ?どうして? 沼田 晶弘／監修 高橋書店 2020 376/ｶﾞｯ/

中学生になったら 宮下 聡／著 岩波書店 2017 376/ﾐﾔ/

大人になってもこまらない!マナーとしぐさ 井垣 利英／監修 ポプラ社 2018 385/ｵﾄ/

自分をみがこう!一生役立つルールとマナー 大塚 けいこ／監修 ナツメ社 2020 385/ｼﾞﾌﾞ/

話し上手聞き上手 齋藤 孝／著 筑摩書房 2007 809/ｻｲ/

話し方ひとつでキミは変わる 福田 健／著 PHP研究所 2017 809/ﾌｸ/

聞く力、話す力 松原 耕二／著 河出書房新社 2015 809/ﾏﾂ/

15歳の日本語上達法 金田一 秀穂／著 講談社 2010 810/ｷﾝ/
ほか

　　　　　　　　冒険がテーマの海外の物語

　　　　　　　　学校生活応援


