
書名 著者名 出版社 出版年

1 悪魔のささやき 星 新一作，和田 誠絵 理論社 2005

2 あしたからは名探偵 杉山 亮作，中川 大輔絵 偕成社 1995

3 あたまにつまった石ころが
キャロル・オーティス・ハースト文，
ジェイムズ・スティーブンソン絵，
千葉 茂樹訳

光村教育図書 2002

4 アーヤと魔女
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ作，田
中 薫子訳，佐竹 美保絵

徳間書店 2012

5 アンリ・ルソーとシャガール
アンリ・ルソー画、シャガール画、
辻 茂監修、川滝 かおり文

博雅堂出版 1993

6 イソップのお話 イソップ著，河野 与一編訳 岩波書店 2000

7 いっぽんの鉛筆のむこうに
谷川 俊太郎文，坂井 信彦ほか
写真，堀内 誠一絵

福音館書店 1989

8 いつのまにか名探偵 杉山 亮作，中川 大輔絵 偕成社 1994

9 ウエズレーの国
ポール・フライシュマン作，ケビ
ン・ホークス絵，千葉 茂樹訳

あすなろ書房 1999

10 宇宙のあいさつ 星 新一作，和田 誠絵 理論社 2005

11 ええことするのは、ええもんや!
くすのき しげのり作，福田 岩緒
絵

えほんの杜 2014

12 エジプトのミイラ
アリキ文と絵，神鳥 統夫訳，佐倉
朔監修

あすなろ書房 2000

13 オズの魔法使い
L・F・バウム作，渡辺 茂男訳，W・
W・デンスロウ画

福音館書店 1990

14 かあちゃん取扱説明書 いとう みく作，佐藤 真紀子絵 童心社 2013

15 かめきちのたてこもり大作戦 村上 しいこ作，長谷川 義史絵 岩崎書店 2005

16 火曜日のごちそうはヒキガエル
ラッセル・E.エリクソン作，ローレン
ス・ディ・フィオリ絵，佐藤 凉子訳

評論社 2008

17 消えたモートンとんだ大そうさく
ラッセル・E.エリクソン作，ローレン
ス・ディ・フィオリ絵，佐藤 凉子訳

評論社 2008

18 黒いお姫さま
ヴィルヘルム・ブッシュ採話，上田
真而子編・訳，佐々木 マキ絵

福音館書店 2015

19 クワガタクワジ物語 中島 みち著 偕成社 2002

20 恋がいっぱい 星 新一作，和田 誠絵 理論社 2005

21 ココロ屋 梨屋 アリエ作，菅野 由貴子絵 文研出版 2011

22 こどもたちへ まど みちお文，ささめや ゆき絵 講談社 2014

23 ごんぎつね 新美 南吉作 岩波書店 2002

24 しずくの首飾り
ジョーン・エイキン作，ヤン・ピアン
コフスキー絵，猪熊 葉子訳

岩波書店 1985

25 じっぽ たつみや 章作，広瀬 弦画 あかね書房 1994

26 せかいのはてってどこですか?
アルビン・トゥレッセルトさく，ロ
ジャー・デュボアザンえ，三木 卓
やく

童話館出版 1995

27 世界でいちばんやかましい音
ベンジャミン・エルキン作，松岡
享子訳，太田 大八絵

こぐま社 1999

28 ソクラテス学校へ行く 山口 タオ作，田丸 芳枝絵 岩崎書店 2009

29 ソフィー・スコットの南極日記
アリソン・レスター作，斎藤 倫子
訳

小峰書店 2013

30 小さい魔女
オトフリート=プロイスラー作，大塚
勇三訳，ウィニー=ガイラー画

学研教育出版 1965

31 小さなスプーンおばさん
アルフ=プリョイセン作，大塚 勇三
訳，ビョールン=ベルイ画

学研教育出版 1966
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32 小さなバイキングビッケ
ルーネル・ヨンソン作，エーヴェッ
ト・カールソン絵，石渡 利康訳

評論社 2011

33 月へ行きたい 松岡 徹文・絵 福音館書店 2014

34 トチノキ村の雑貨屋さん 茂市 久美子作，二俣 英五郎絵 あすなろ書房 1998

35 ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子作，大島 妙子絵 理論社 2002

36 長い長いお医者さんの話
カレル・チャペック作，中野 好夫
訳

岩波書店 2000

37 長くつ下のピッピ
アストリッド・リンドグレーン作，大
塚 勇三訳

岩波書店 2000

38 にんきもののひけつ 森 絵都文，武田 美穂絵 童心社 1998

39 はがぬけたらどうするの?
セルビー・ビーラー文，ブライア
ン・カラス絵，こだま ともこ訳，石
川 烈監修

フレーベル館 1999

40 ビッケと空とぶバイキング船
ルーネル・ヨンソン作，エーヴェッ
ト・カールソン絵，石渡 利康訳

評論社 2011

41 ビッケと赤目のバイキング
ルーネル・ヨンソン作，エーヴェッ
ト・カールソン絵，石渡 利康訳

評論社 2011

42 ピトゥスの動物園
サバスティア・スリバス著，宇野
和美訳，スギヤマ カナヨ絵

あすなろ書房 2006

43 百まいのドレス
エレナー・エスティス作，石井 桃
子訳，ルイス・スロボドキン絵

岩波書店 2006

44 ふしぎな木の実の料理法 岡田 淳作 理論社 1994

45 ペニーの日記読んじゃだめ
ロビン・クライン作，アン・ジェイム
ズ絵，安藤 紀子訳

偕成社 1997

46 ぼくは王さま 寺村 輝夫作，和田 誠絵 理論社 2000

47 ぼくらの地図旅行 那須 正幹ぶん，西村 繁男え 福音館書店 1989

48 ポリーとはらぺこオオカミ
キャサリン・ストー作，掛川 恭子
訳

岩波書店 1992

49 まよなかの魔女の秘密 岡田 淳作 理論社 1995

50 マララさんこんにちは
ローズマリー・マカーニー文，西田
佳子訳

西村書店 2014

51 もしかしたら名探偵 杉山 亮作，中川 大輔絵 偕成社 2009

52 森のなかの海賊船 岡田 淳作 理論社 1995

53 やまんばあさんの大運動会 富安 陽子作，大島 妙子絵 理論社 2005

54 やまんばあさん海へ行く 富安 陽子作，大島 妙子絵 理論社 2003

55 ゆうれい回転ずし消えた少年のなぞ 佐川 芳枝作，やぎ たみこ絵 講談社 2014

56 ゆうれい回転ずし本日オープン! 佐川 芳枝作，やぎ たみこ絵 講談社 2012

57 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤 洋作，杉浦 範茂絵 講談社 1987

58 ルドルフともだちひとりだち 斉藤 洋作，杉浦 範茂絵 講談社 1988

59 ルノワールとドガ　
ルノワール画、ドガ画，辻茂監
修，川滝かおり文

博雅堂出版 1993
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