
書名 著者名 出版社 発行年
牛乳パックであそぼう 猶原 通正 著 草土文化 1993.8
草花であそぼう 辺見 泰子 著・写真 草土文化 1994.3
ヨースケくん 那須 正幹 作 ポプラ社 1998.9
月にとんだ猫 森津 和嘉子 作・絵 文渓堂 1996.5
ひとりぼっちじゃないよ としま かをり 作 文渓堂 1996.12
いぬねこ　かさねがふち 舟崎 克彦 文 文渓堂 1995.6
ほうちょかけたか さねとう あきら 文 文渓堂 1993.6
調べて学ぶ日本の衣食住　衣 大日本図書 1997.4
中国・四国の伝統工業 国土社 1996.4
わたしたちにもできるこれからのボランティア５ 新谷 弘子 監修 文研出版 1999.3
わたしたちにもできるこれからのボランティア４ 新谷 弘子 監修 文研出版 1999.3
わたしたちにもできるこれからのボランティア３ 新谷 弘子 監修 文研出版 1999.3
わたしたちにもできるこれからのボランティア２ 新谷 弘子 監修 文研出版 1999.3
わたしたちにもできるこれからのボランティア１ 新谷 弘子 監修 文研出版 1999.3
中国・四国の伝統工業 国土社 1996.4
中国・四国の伝統工業 国土社 1996.4
調べて学ぶ日本の衣食住　住 大日本図書 1997.4
調べて学ぶ日本の衣食住　食 大日本図書 1997.4
総合学習ジュニア版週刊こどもニュース３ 池上　彰　編著 汐文社 1999.3
総合学習ジュニア版ＮＨＫ週刊こどもニュース２ 池上 彰 編著 汐文社 1999.3
総合学習ジュニア版ＮＨＫ週刊こどもニュース１ 池上 彰 編著 汐文社 1999.2
世界の伝記４ 小学館 1993.7
赤い灯台 大西 伝一郎 作 文渓堂 1997.12
あしたまほうになあれ 小野寺 悦子 作 学研 1989.7
しましまちゃんはおにいちゃん 白井 三香子 作 学研 1988.1
はれぎをきた１２ひきのちびねずみ 白井 三香子 作 学研 1988.1
おれはなにわのライオンや さねとう あきら 文 文渓堂 1995.7
月からきたうさぎ みなみ らんぼう 作 学研 1993.7
かわうそがひろったちょきん箱 みなみ らんぼう 作 学研 1997.7
子猫の気持ちは？ 森津　和嘉子　作 文溪堂 1996.5
ミッケ！６ ウォルター・ウィック 写真 小学館 1999.1
ミッケ！５ ウオルター・ウイック　写真 小学館 1999
チャレンジ！なぞなぞ日本一周 のむら しんぼ 著 小学館 1998.7
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なぞなぞレストラン 村田 ヒロシ 著 小学館 1998.3
おもしろ冒険なぞなぞ 嵩瀬 ひろし 著 小学館 1998.3
ビックリ！なぞなぞランド 立石 佳太 著 小学館 1998.4
ぼくのおにいちゃん 星川 ひろ子 写真文 小学館 1997.7
ぼくたちのコンニャク先生 星川 ひろ子 写真 文 小学館 1996.2
朝子さんの点字ノート 日本児童教育振興財団 1999.3
朝子さんの一日 日本児童教育振興財団 1998.6
バリアフリーの生活カタログ Ｅ＆Ｃプロジェクト 小学館 1997.11
”音”を見たことありますか？ Ｅ＆Ｃプロジェクト 小学館 1998.11
香川の童話 日本児童文学者協会『県別ふるさと童話館』編集委員会 編集リブリオ出版 1999.5
香川の童話 日本児童文学者協会『県別ふるさと童話館』編集委員会 編集リブリオ出版 1999.5
香川の童話 日本児童文学者協会『県別ふるさと童話館』編集委員会 編集リブリオ出版 1999.5
「死」って、なに？ ローリー・クラスニー・ブラウン 作 文渓堂 1998.1
めいろをつくろう 井出 圭祐 著・イラスト 草土文化 1994.5
人形劇のはじまりはじまり 西浦 万里子 著 草土文化 1994.4
昔のおもちゃをつくろう 大賀 弘章 著 草土文化 1994.6
紙がおもちゃになる 吉田 しげ介 著 草土文化 1993.7
音をつくってあそぼう 繁下 和雄 作 草土文化 1993.12
アウトドア名人 集英社 1996.7
めざせ将棋名人 田丸 昇 構成・文 集英社 1997.6
日本の子どもたちが地球を救う５０の方法 グループなごん 著 ブロンズ新社 1991.9
日本の子どもたちが地球を救う５０の方法 グループなごん 著 ブロンズ新社 1991.9
日本の子どもたちが地球を救う５０の方法 グループなごん 著 ブロンズ新社 1991.9
ニワトリ 七尾 純 構成・文 国土社 1998.3
ウサギ 七尾 純 構成・文 国土社 1998.3
シマリス 七尾 純 構成・文 国土社 1998.3
キンギョ 七尾 純 構成・文 国土社 1998.2
カメ 七尾 純 構成・文 国土社 1998.2
小鳥 七尾 純 構成・文 国土社 1998.1
どうぶつ 学研 1996.7
社会科事典１０ 菊地 家達 著 国土社 1994.9
社会科事典９ 菊地 家達 著 国土社 1994.9
社会科事典８ 菊地 家達 著 国土社 1994.9
社会科事典７ 菊地 家達 著 国土社 1994.9
社会科事典６ 菊地 家達 著 国土社 1994.9
社会科事典５ 菊地 家達 著 国土社 1994.9



社会科事典４ 菊地 家達 著 国土社 1994.9
社会科事典３ 菊地 家達 著 国土社 1994.9
社会科事典２ 菊地 家達 著 国土社 1994.9
社会科事典１ 菊地 家達 著 国土社 1994.9
総合的学習に役立つ都道府県クイズ８ 北 俊夫 監修 国土社 1999.4
総合的学習に役立つ都道府県クイズ７ 北 俊夫 監修 国土社 1999.4
総合的学習に役立つ都道府県クイズ６ 北 俊夫 監修 国土社 1999.4
総合的学習に役立つ都道府県クイズ５ 北 俊夫 監修 国土社 1999.3
総合的学習に役立つ都道府県クイズ４ 北 俊夫 監修 国土社 1999.4
総合学習に役立つ都道府県クイズ３ 北俊夫　監修 国土社 1999.3
総合的学習に役立つ都道府県クイズ２ 北 俊夫 監修 国土社 1999.4
総合的学習に役立つ都道府県クイズ１ 北 俊夫 監修 国土社 1999.4
じゃんけんゴリラ 矢崎 節夫 作 教育画劇 1995.9
くじらクンがでたぞ！ 古川 タク 作 絵 教育画劇 1995.7
きょうりゅうのラーメン しばはら ち 作 絵 教育画劇 1995.9
図解で調べる社会のしくみ６ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 1997.1
図解で調べる社会のしくみ５ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 1997.1
図解で調べる社会のしくみ４ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 1997.1
図解で調べる社会のしくみ３ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 1997.1
図解で調べる社会のしくみ２ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 1997.1
図解で調べる社会のしくみ１ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 1997.1
お年よりを理解する本５ 岩崎書店 1996.4
お年よりを理解する本４ 岩崎書店 1996.4
お年よりを理解する本３ 岩崎書店 1996.4
お年よりを理解する本２ 岩崎書店 1996.4
お年よりを理解する本１ 岩崎書店 1996.4
でんわでおはなし 五味 太郎 作・画 絵本館 1998.12
うみのむこうは 五味 太郎 作・画 絵本館 1997.6
はやく　あいたいな 五味　太郎作 絵本館 1998.11
海は広いね，おじいちゃん 五味　太郎作 絵本館 1999.4
おばさんのごちそう 五味 太郎 作・画 絵本館 1998.1
くまさんホームラン！ 五味 太郎 作 絵本館 1996.6
ふたりではんぶん 五味 太郎 作 絵本館 1998.11
冬 五味 太郎 作 絵本館 1995.1
秋 五味 太郎 作 絵本館 1996.1
夏 五味 太郎 作 絵本館 1999.4



春 五味 太郎 作 絵本館 1998.4
みんながおしえてくれました 五味 太郎 作 絵本館 1999.3
クリスマスにはおくりもの 五味 太郎 作 絵本館 1997.1
うしろにいるのはだあれだ 五味 太郎 作・画 絵本館 1997.7
ドンチビ 藤本 ともひこ 作 絵 教育画劇 1997.5
まじょさんまたあした 小野寺 悦子 作 教育画劇 1997.8
おべんとうのえんそく 矢玉 四郎 作 絵 教育画劇 1996.5
カレーライスがにげだした しばはら ち 作 絵 教育画劇 1995.5
どうぶつむらのてんきよほうコンテスト 菊池 俊 作 教育画劇 1997.4
きつねのすきなめだまやき 塩田 守男 さく 教育画劇 1999.4
あいうえおばけだぞ 五味 太郎 作 絵本館 1988.3
のりもの 学研 1996.11
きょうりゅう 学研 1996.7
くさばな 学研 1996.4
ひとのからだ 学研 1996.11
さかな 学研 1996.6
とり 学研 1996.1
学校に自然を再現しよう 学研 1998.2
わたしたちのハクチョウを守ろう 学研 1998.2
ムツゴロウはなぜだいじか 学研 1998.2
サケよ生まれた川へ元気に戻れ 学研 1998.2
ゲンジボタルが光ったよ 学研 1998.2
樹木のふしぎと森の偉大な働き 学研 1998.2
アサガオで知る町の環境 学研 1998.2
タンポポが教えてくれる環境 学研 1998.2
これはたいへん！ゴミの話８ 平見 修二 文 文研出版 1995.1
これはたいへん！ゴミの話７ 平見 修二 文 文研出版 1995.1
これはたいへん！ゴミの話６ 平見 修二 文 文研出版 1995.1
これはたいへん！ゴミの話５ 平見 修二 文 文研出版 1995.1
これはたいへん！ゴミの話４ 平見 修二 文 文研出版 1995.1
これはたいへん！ゴミの話３ 平見 修二 文 文研出版 1995.1
これはたいへん！ゴミの話２ 平見 修二 文 文研出版 1995.1
これはたいへん！ゴミの話１ 平見 修二 文 文研出版 1995.1
たのしくわかる日本国憲法３ 岩崎書店 1996.4
女の子と男の子のための料理と手芸４ ポプラ社 1996.4
環境と健康といのち 石川 哲也 〔著〕 学研 1998.3



生活と健康といのち 川畑 徹朗 〔著〕 学研 1998.3
ドラッグと健康といのち 勝野 真吾 〔著〕 学研 1998.3
お酒と健康といのち 西岡 伸紀 〔著〕 学研 1998.3
たばこと健康といのち 野津 有司 〔著〕 学研 1998.3
はじめての草花あそび６ ポプラ社 1995.4
はじめての草花あそび５ ポプラ社 1995.4
はじめての草花あそび３ ポプラ社 1995.4
遠い風のなかで 清水 達也 作 ひくまの出版 1995.2
いのちの詩　雅子の青春 岡本　雅子　著 ひぐまの出版 1990.9
さと子の日記 鈴木 聡子 文 ひくまの出版 1982.3
まあちゃん 岸川 悦子 作 ひくまの出版 1994.3
子そだてゆうれい 桜井 信夫 ぶん ほるぷ出版 1991
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土史研究会科「新・香川県社会科学習事典松林社 １９９６・９
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土史研究会科「新・香川県社会科学習事典松林社 １９９６・９
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土史研究会科「新・香川県社会科学習事典松林社 １９９６・９
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土史研究会科「新・香川県社会科学習事典松林社 １９９６・９
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土史研究会科「新・香川県社会科学習事典松林社 １９９６・９
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土史研究会科「新・香川県社会科学習事典松林社 １９９６・９
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土史研究会科「新・香川県社会科学習事典松林社 １９９６・９
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土史研究会科「新・香川県社会科学習事典松林社 １９９６・９
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土史研究会科「新・香川県社会科学習事典松林社 １９９６・９
香川の先人たち 香川県郷土史研究会　編著 光文書院 １９８１・５
香川の先人たち 香川県郷土史研究会　編著 光文書院 １９８１・５
香川の先人たち 香川県郷土史研究会　編著 光文書院 １９８１・５
香川の先人たち 香川県郷土史研究会　編著 光文書院 １９８１・５
香川の先人たち 香川県郷土史研究会　編著 光文書院 １９８１・５
香川の先人たち 香川県郷土史研究会　編著 光文書院 １９８１・５
香川の先人たち 香川県郷土史研究会　編著 光文書院 １９８１・５
香川県の歴史散歩 香川県の歴史散歩編集委員会 山川出版社 １９９６・５
香川県の歴史散歩 香川県の歴史散歩編集委員会 山川出版社 １９９６・５
香川県の歴史散歩 香川県の歴史散歩編集委員会 山川出版社 １９９６・５
香川県の歴史 山川出版社 １９９７・１０
香川県の歴史 山川出版社 １９９７・１０
香川県の歴史 山川出版社 １９９７・１０
新訂　香川県の歴史 香川県郷土史研究会　編著 松林社 １９９７・６
新訂　香川県の歴史 香川県郷土史研究会　編著 松林社 １９９７・６



新訂　香川県の歴史 香川県郷土史研究会　編著 松林社 １９９７・６
新訂　香川県の歴史 香川県郷土史研究会　編著 松林社 １９９７・６
新訂　香川県の歴史 香川県郷土史研究会　編著 松林社 １９９７・６
新訂　香川県の歴史 香川県郷土史研究会　編著 松林社 １９９７・６
新訂　香川県の歴史 香川県郷土史研究会　編著 松林社 １９９７・６
新訂　香川県の歴史 香川県郷土史研究会　編著 松林社 １９９７・６
金色のクジラ 岸川 悦子 原作 ひくまの出版 1994.1
山からきたかんからかんた 多田 ヒロシ さく・え ＰＨＰ研究所 1984.3
たろうとつばき 渡辺 有一 作・絵 ポプラ社 1996
たのしくわかる日本国憲法７ 岩崎書店 1996.4
たのしくわかる日本国憲法６ 岩崎書店 1996.4
たのしくわかる日本国憲法５ 岩崎書店 1996.4
たのしくわかる日本国憲法４ 岩崎書店 1996.4
たのしくわかる日本国憲法２ 岩崎書店 1996.4
たのしくわかる日本国憲法１ 岩崎書店 1996.4
マルチメディア子ども大図鑑 世界文化社 1998.3
とりのみじさ 樋口 淳 ぶん ほるぷ出版 1984.12
かあさんのおめん 吉沢 和夫 ぶん ほるぷ出版 1986.5
おんちょろきょう 木暮 正夫 ぶん ほるぷ出版 1985.2
屋根の上のゆうれい 木村 桂子 作 ひくまの出版 1985.7
女の子と男の子のための料理と手芸５ ポプラ社 1996.4
はじめての草花あそび７ ポプラ社 1995.4
アルセーヌ・ルパン名作集１０ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 1998.3
アルセーヌ・ルパン名作集９ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 1998.3
アルセーヌ・ルパン名作集８ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 1998.2
アルセーヌ・ルパン名作集７ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 1998.2
アルセーヌ・ルパン名作集６ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 1998.1
アルセーヌ・ルパン名作集５ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 1998.1
アルセーヌ・ルパン名作集４ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 1997.12
アルセーヌ・ルパン名作集３ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 1997.12
アルセーヌ・ルパン名作集２ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 1997.11
アルセーヌ・ルパン名作集１ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 1997.9
ぼうしのなかはとらがりあたま 肥田 美代子 さく ＰＨＰ研究所 1986.3
カバオのきょうりゅうたんけん ヒサ クニヒコ さく・え ＰＨＰ研究所 1985.1
おとうさんのふしぎなカレーライス 鈴木 浩彦 さく ＰＨＰ研究所 1985.1
ぞうのゆうびんやさん 多田 ヒロシ さく・え ＰＨＰ研究所 1985.7



あんしんポケット 竹下 文子 さく ＰＨＰ研究所 1985.6
ぼく女の子じゃないよ 西本 鶏介 さく ＰＨＰ研究所 1985.6
生活科まちをたんけんしよう９ ポプラ社 1996.4
おばあさんのどんぐりパン 石沢 小枝子 さく ＰＨＰ研究所 1985.4
だだっこライオン 木村 裕一 さく ＰＨＰ研究所 1985.3
おしりをチクンとささないで 角野 栄子 さく ＰＨＰ研究所 1985.2
くいしんぼうなおきゃくさま 上崎 美恵子 さく ＰＨＰ研究所 1985.1
ポンコツじてんしゃ　いっとうしょう 森下 研 さく ＰＨＰ研究所 1984.11
のりもの　おばけ　のんのん 矢玉 四郎 さく ＰＨＰ研究所 1984.9
パンツとんでけ！ 大海 赫 さく ＰＨＰ研究所 1984.8
へんてこ山ぞくはらへったあ 山脇 恭 さく ＰＨＰ研究所 1984.7
ぼくはくいしんどろぼう 奥田 怜子 さく・え ＰＨＰ研究所 1984.5
ぼくだってライオン 木村 裕一 さく・え ＰＨＰ研究所 1983.12
ねんねこたんていじけんだよ 矢崎 節夫 作 ＰＨＰ研究所 1983.11
でんぐりかえってケーキだよ こわせ たまみ さく ＰＨＰ研究所 1983.1
まぜまぜプイ 矢玉 四郎 さく・え ＰＨＰ研究所 1983.1
２１世紀こども英語館 小学館 1996.11
いぬのごろたろう 立石 憲利 ぶん ほるぷ出版 1991
こめんぶくあわんぶく 松谷 みよ子 ぶん ほるぷ出版 1991
あまみのけんむん 西郷 竹彦 ぶん ほるぷ出版 1991
おにの子こづな 木暮 正夫 ぶん ほるぷ出版 1991
うしかたと山んば 坪田 譲治 ぶん ほるぷ出版 1991
おならをしたかかさま 水谷 章三 ぶん ほるぷ出版 1991
しばいのすきなえんまさん 渋谷 勲 ぶん ほるぷ出版 1991
ねずみのすもう 樋口 淳 ぶん ほるぷ出版 1986.7
かっぱとひょうたん 若林 一郎 ぶん ほるぷ出版 1991
ふるやのもり 今村 泰子 ぶん ほるぷ出版 1991
かもとりごんべえ 斎藤 君子 ぶん ほるぷ出版 1991
ひょうとくさま 岩崎 京子 ぶん ほるぷ出版 1991
えすがたよめさま 木島 泉 ぶん ほるぷ出版 1991
なむチンカラトラヤーヤ 多田 ちとせ ぶん ほるぷ出版 1991
ちいさなオキクルミ 松谷 みよ子 ぶん ほるぷ出版 1992
くらげほねなし 藤 かおる ぶん ほるぷ出版 1991
いぬとねことふしぎなたま 望月 新三郎 ぶん ほるぷ出版 1991
さるじぞう 鈴木 喜代春 ぶん ほるぷ出版 1991
こぶとりじい 宮川 ひろ ぶん ほるぷ出版 1991



たからげた 小野 和子 ぶん ほるぷ出版 1991
にげだしたおにばんば 中村 博 ぶん ほるぷ出版 1991
ししときつね 岩崎 京子 ぶん ほるぷ出版 1991
まめっこころころ 吉沢 和夫 ぶん ほるぷ出版 1991
てんぷくちふく 渋谷 勲 ぶん ほるぷ出版 1991
しっぽのつり 水谷 章三 ぶん ほるぷ出版 1991
山おとこのてぶくろ 松谷 みよ子 ぶん ほるぷ出版 1991
いっすんぼうし 百々 佑利子 ぶん ほるぷ出版 1991
だいこんどのむかし 渡辺 節子 ぶん ほるぷ出版 1984.9
びっくりたまご レオ＝レオニ 作 好学社 1996.5
マシューのゆめ レオ＝レオニ 作 好学社 1992.1
ぼくのだ！わたしのよ！ レオ＝レオニ 〔作〕 好学社 1989.5
コーネリアス レオ＝レオニ 作 好学社 1983.9
うさぎを　つくろう レオ＝レオニ 作 好学社 1982.7
おんがくねずみ　ジェラルディン レオ＝レオニ 作 好学社 1980
あいうえおの　き レオ・レオニ 作 好学社 1979
みどりの　しっぽの　ねずみ レオ・レオニ 作 好学社 1979
うさぎたちのにわ レオ・レオニ 作 好学社 1979
ここにいたい！あっちへいきたい！ レオ・レオニ 作 好学社 1980
ペツェッティーノ レオ・レオニ 〔作〕 好学社 1978
じぶんだけのいろ レオ＝レオニ 作 好学社 1978
ひとあし　ひとあし レオ・レオニ 〔作〕 好学社 1979
アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ 〔作〕 好学社 1978
さかなはさかな レオ・レオニ 作 好学社 1979
せかいいちおおきなうち レオ・レオニ 作 好学社 1978
フレデリック レオ・レオニ 作 好学社 1980
スイミー レオ・レオニ 〔作〕 好学社 1979
方言をしらべよう１０ 福武書店 1990.3
方言をしらべよう９ 福武書店 1990.3
方言をしらべよう８ 福武書店 1990.3
方言をしらべよう７ ベネッセコーポレーション 1996.12
方言をしらべよう６ 福武書店 1990.3
方言をしらべよう５ 福武書店 1990.3
方言をしらべよう４ 佐藤 亮一 監修 ベネッセコーポレーション 1996.12
方言をしらべよう３ 福武書店 1990.3
方言をしらべよう２ 福武書店 1990.3



方言をしらべよう１ 福武書店 1990.3
走れ！ひまわり号 岸川 悦子 作 ひくまの出版 1992.12
お化け屋敷レストラン たかい よしかず 絵 童心社 1998.2
墓場レストラン かとう くみこ 絵 童心社 1998.2
鏡のうらがわレストラン たかい よしかず 絵 童心社 1997.6
魔女のレストラン かとう くみこ 絵 童心社 1997.6
ぴかぴかのウーフ 神沢 利子 作 ポプラ社 1984.3
ウーフはあかちゃんみつけたよ 神沢 利子 作 ポプラ社 1984.1
まいごのまいごのフーとクー 神沢 利子 作 ポプラ社 1983.5
あかいそりにのったウーフ 神沢 利子 作 ポプラ社 1982.11
くまの子ウーフのかいすいよく 神沢 利子 作 ポプラ社 1982.7
お日さま　はだかんぼ 神沢 利子 作 ポプラ社 1981.7
お月さんはきつねがすき？ 神沢 利子 作 ポプラ社 1980.7
ぶつぶついうのだあれ 神沢 利子 作 ポプラ社 1980.2
さかなにはなぜしたがない 神沢 利子 作 ポプラ社 1979.11
おかあさん　おめでとう 神沢 利子 作 ポプラ社 1979.11
ねずみくんとおんがくかい なかえ よしを 作 ポプラ社 1999.9
ねずみくんとブランコ なかえ よしを 作 ポプラ社 2000.1
ぞうさんとねずみくん なかえ よしを 作 ポプラ社 1999.9
ねずみくんのひみつ なかえ よしを 作 ポプラ社 2000.2
コップをわったねずみくん なかえ よしを 作 ポプラ社 2000.2
またまた！ねずみくんのチョッキ なかえ よしを 作 ポプラ社 2000.2
ねずみくんのたんじょうび なかえ よしを 作 ポプラ社 1999.9
ねずみくんねずみくん なかえ よしを 作 ポプラ社 2000.1
ねみちゃんとねずみくん なかえ よしを 作 ポプラ社 1999.9
また！ねずみくんのチョッキ なかえ よしを 作 ポプラ社 1999.9
りんごがたべたいねずみくん なかえ よしを 作 ポプラ社 1999.9
ねずみくんのチョッキ なかえ よしを 作 ポプラ社 2000.2
親にはいえないわたしのなやみ７ ポプラ社 1995.4
親にはいえないわたしのなやみ６ ポプラ社 1995.4
親にはいえないわたしのなやみ５ ポプラ社 1995.4
親にはいえないわたしのなやみ４ ポプラ社 1995.4
親にはいえないわたしのなやみ３ ポプラ社 1995.4
親にはいえないわたしのなやみ２ ポプラ社 1995.4
親にはいえないわたしのなやみ１ ポプラ社 1995.4
リサイクル・作って遊ぶ７ ポプラ社 1997.4



リサイクル・作って遊ぶ６ ポプラ社 1997.4
リサイクル・作って遊ぶ５ ポプラ社 1997.4
リサイクル・作って遊ぶ４ ポプラ社 1997.4
リサイクル・作って遊ぶ３ ポプラ社 1997.4
リサイクル・作って遊ぶ２ ポプラ社 1997.4
リサイクル・作って遊ぶ１ ポプラ社 1997.4
女の子と男の子のための料理と手芸１０ ポプラ社 1996.4
女の子と男の子のための料理と手芸９ ポプラ社 1996.4
女の子と男の子のための料理と手芸８ ポプラ社 1996.4
女の子と男の子のための料理と手芸７ ポプラ社 1996.4
女の子と男の子のための料理と手芸６ ポプラ社 1996.4
女の子と男の子のための料理と手芸１ ポプラ社 1996.4
はじめての草花あそび４ ポプラ社 1995.4
はじめての草花あそび２ ポプラ社 1995.4
はじめての草花あそび１ ポプラ社 1995.4
生活科まちをたんけんしよう１０ ポプラ社 1996.4
生活科まちをたんけんしよう８ ポプラ社 1996.4
生活科まちをたんけんしよう７ ポプラ社 1996.4
生活科まちをたんけんしよう６ ポプラ社 1996.4
生活科まちをたんけんしよう５ ポプラ社 1996.4
生活科まちをたんけんしよう４ ポプラ社 1996.4
生活科まちをたんけんしよう３ ポプラ社 1996.4
生活科まちをたんけんしよう２ ポプラ社 1996.4
生活科まちをたんけんしよう１ ポプラ社 1996.4
郷土のしらべ方事典１０ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典１０ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典１０ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典９ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典９ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典９ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典８ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典８ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典８ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典７ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典７ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典７ ポプラ社 1992.4



郷土のしらべ方事典６ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典６ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典６ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典５ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典５ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典４ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典４ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典４ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典３ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典３ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典３ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典２ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典２ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典１ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典１ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典１ ポプラ社 1992.4
世界各地のくらし３０ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし２９ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし２８ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし２７ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし２６ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし２５ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし２４ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし２３ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし２２ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし２１ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし２０ ポプラ社 1996.4
世界各地のくらし１９ ポプラ社 1996.4
世界各地のくらし１８ ポプラ社 1996.4
世界各地のくらし１７ ポプラ社 1996.4
世界各地のくらし１６ ポプラ社 1996.4
世界各地のくらし１４ ポプラ社 1996.4
世界各地のくらし１３ ポプラ社 1996.4
世界各地のくらし１２ ポプラ社 1996.4
世界各地のくらし１１ ポプラ社 1996.4
世界各地のくらし１０ ポプラ社 1995.4



世界各地のくらし９ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし８ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし７ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし６ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし５ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし４ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし３ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし２ ポプラ社 1995.4
神経のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版 1998.2
感覚器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版 1998.2
細胞のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版 1998.2
呼吸器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版 1998.1
消化器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版 1998.1
血液のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版 1997.12
筋肉のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版 1997.12
骨のやくわり 小野 直子 訳 ほるぷ出版 1997.11
酸性雨をふせごう ほるぷ出版 1997.12
自然とともに生きよう ほるぷ出版 1998.3
地球温暖化をふせごう ほるぷ出版 1998.1
オゾン層の破壊をふせごう ほるぷ出版 1998.2
リサイクルでゴミをへらそう ほるぷ出版 1998.3
食べ物を安全にしよう ほるぷ出版 1998.2
空気をきれいにしよう ほるぷ出版 1998.1
水をきれいにしよう ほるぷ出版 1997.12
女の子と男の子のための料理と手芸２ ポプラ社 1998.5
かいけつゾロリとなぞのひこうき 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1994.11
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 作 文研出版 1996.12
やってみようたのしい伝承あそび２ 学研 1995.2
天使のいる教室 宮川 ひろ 作 童心社 1996.7
絵でわかる英語じてん１ 学研 1997.2
少年野球　守備編 王 貞治 著・監修 集英社 1995.6
バレーボール　下巻 中田 久美 著・監修 集英社 1995.2
少年野球　投手編 王 貞治 著・監修 集英社 1995.7
少年野球　打撃編 王 貞治 著・監修 集英社 1995.3
かいけつゾロリのチョコレートじょう 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1995
恐竜・化石のひみつ 学研 1992.12



ぼくの村にサーカスがきた 小林 豊 作・絵 ポプラ社 1996.11
ジュニア朝日年鑑　社会〈学習〉 朝日新聞社 1997.3
水泳 木原 光知子 著・監修 集英社 1995.6
バレーボール　上巻 中田 久美 著・監修 集英社 1995.1
小学校理科の教室４ 大日本図書 1988.3
ジュニア朝日年鑑　社会〈統計〉１９９７・１９９８ 朝日新聞社 1997.3
ドーナツおばさんが　やってきた 井上 夕香 作 太平出版社 1982.3
森のネズミのおわかれ会 岡野 薫子 作 ポプラ社 1997.5
ネコになったぼく 久保 喬 作 太平出版社 1981.4
ヒロシマからきたマメじぞう 山口 勇子 作 太平出版社 1983.6
かいけつゾロリ大けっとう！ゾロリじょう 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1996.12
やってみようたのしい伝承あそび１ 学研 1995.2
平家物語１０ 生越 嘉治 文 あすなろ書房 1997.3
平家物語９ 生越 嘉治 文 あすなろ書房 1997.3
平家物語８ 生越 嘉治 文 あすなろ書房 1997.1
平家物語７ 生越 嘉治 文 あすなろ書房 1997.1
平家物語６ 生越 嘉治 文 あすなろ書房 1996.11
平家物語５ 生越 嘉治 文 あすなろ書房 1996.11
平家物語４ 生越 嘉治 文 あすなろ書房 1996.9
平家物語３ 生越 嘉治 文 あすなろ書房 1996.9
平家物語２ 生越 嘉治 文 あすなろ書房 1996.7
平家物語１ 生越 嘉治 文 あすなろ書房 1996.7
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝10 滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 1995.4
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝９ 滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 1995.3
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝８ 滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 1995.2
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝７ 滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 1995.2
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝６ 滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 1995.1
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝５ 滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 1994.11
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝４ 滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 1994.1
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝３ 滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 1994.1
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝２ 滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 1994.8
１ねん１くみ１ばんやるき 後藤 竜二 作 ポプラ社 1995.2
１ねん１くみ１ばんびっくり 後藤 竜二 作 ポプラ社 1994.2
１ねん１くみ１ばんがんばる 後藤 竜二 作 ポプラ社 1992.3
１ねん１くみ１ばんおかねもち 後藤 竜二 作 ポプラ社 1991.2
１ねん１くみ１ばんいいやつ 後藤 竜二 作 ポプラ社 1990.2



１ねん１くみ１ばんびじん 後藤 竜二 作 ポプラ社 1989.5
１ねん１くみ１ばんゆうき 後藤 竜二 作 ポプラ社 1988.8
１ねん１くみもうすぐ春 後藤 竜二 作 ポプラ社 1987.4
１ねん１くみ１とうしょう 後藤 竜二 作 ポプラ社 1987.1
１ねん１くみ１ばんなかよし 後藤 竜二 作 ポプラ社 1985.12
１ねん１くみ１ばんげんき 後藤 竜二 作 ポプラ社 1985.6
１ねん１くみ１ばんワル 後藤 竜二 作 ポプラ社 1984.11
かいけつゾロリの大きょうりゅう 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1995
かいけつゾロリのきょうふのサッカー 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1993.12
かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1995.12
かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1993.6
かいけつゾロリつかまる！！ 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1994.7
かいけつゾロリのゆうれいせん 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1989.1
かいけつゾロリのママだーいすき 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1994
かいけつゾロリのきょうふのやかた 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1988.5
かいけつゾロリの大かいぞく 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1993
かいけつゾロリのおばけ大さくせん 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1995.6
かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1991.2
へんし～んほうれんそうマン みづしま 志穂 さく ポプラ社 1995
ほうれんそうマンよいこの１年生 みづしま 志穂 さく ポプラ社 1995
ほうれんそうマンのようかいがっこう みづしま 志穂 さく ポプラ社 1987.2
ほうれんそうマンのじどうしゃレース みづしま 志穂 さく ポプラ社 1995
森のネズミのハイキング 岡野 薫子 作 ポプラ社 1987.1
森のネズミの大サーカス 岡野 薫子 作 ポプラ社 1997.3
森のネズミのおひっこし 岡野 薫子 作 ポプラ社 1983.9
森のネズミの大ぼうけん 岡野 薫子 作 ポプラ社 1987.2
森のネズミのたからもの 岡野 薫子 作 ポプラ社 1997.5
森のネズミのなぞなぞあそび 岡野 薫子 作 ポプラ社 1989.11
森のネズミのかくれんぼ 岡野 薫子 作 ポプラ社 1986.7
森のネズミのおるすばん 岡野 薫子 作 ポプラ社 1996.6
森のネズミとおばけたち 岡野 薫子 作 ポプラ社 1992.7
森のネズミの冬ごもり 岡野 薫子 作 ポプラ社 1996.1
森のネズミのおくりもの 岡野 薫子 作 ポプラ社 1997.4
森のネズミとゆきだるま 岡野 薫子 作 ポプラ社 1988.2
森のネズミのケーキやさん 岡野 薫子 作 ポプラ社 1996.3
森のネズミのてんらん会 岡野 薫子 作 ポプラ社 1993.4



森のネズミのたんじょう会 岡野 薫子 作 ポプラ社 1993.9
森のネズミのうんどう会 岡野 薫子 作 ポプラ社 1990.1
プラス・トリックをとりもどせ フォレスト・ウィルソン 作 くもん出版 1992.1
レジャーランドの大どろぼう フォレスト・ウィルソン 作 くもん出版 1990.11
スーパー・パワー対催眠術 フォレスト・ウィルソン 作 くもん出版 1985.3
秘密兵器で危機いっぱつ！ フォレスト・ウィルソン 作 くもん出版 1984.12
空とぶ自動車スキマー作戦 フォレスト・ウィルソン 作 くもん出版 1984.1
スーパーばあちゃん登場！ フォレスト・ウィルソン 作 くもん出版 1984.1
おもしろことばのせかいていねいなことば６ 長崎 武昭 作 大日本図書 1995.2
おもしろことばのせかいていねいなことば５ 長崎 武昭 作 大日本図書 1995.2
おもしろことばのせかいていねいなことば４ 長崎 武昭 作 大日本図書 1995.2
おもしろことばのせかいていねいなことば３ 長崎 武昭 作 大日本図書 1995.2
おもしろことばのせかいていねいなことば２ 長崎 武昭 作 大日本図書 1995.2
おもしろことばのせかいていねいなことば１ 長崎 武昭 作 大日本図書 1995.2
小学校理科の教室　１０ 大日本図書 1988.3
小学校理科の教室　９ 大日本図書 1987.9
小学校理科の教室　８ 大日本図書 1988.1
小学校理科の教室　６ 大日本図書 1987.11
小学校理科の教室　３ 大日本図書 1988.1
小学校理科の教室　２ 大日本図書 1987.1
小学校理科の教室　１ 大日本図書 1987.7
やってみようたのしい伝承あそび　６ 学研 1995.2
やってみようたのしい伝承あそび　５ 学研 1995.2
やってみようたのしい伝承あそび４ 学研 1995.2
やってみようたのしい伝承あそび３ 学研 1995.2
学研の英語ずかん　５ 羽鳥 博愛 監修 学研 2000.3
学研の英語ずかん　４ 羽鳥 博愛 監修 学研 2000.3
学研の英語ずかん　３ 羽鳥 博愛 監修 学研 2000.3
学研の英語ずかん　２ 羽鳥 博愛 監修 学研 2000.3
学研の英語ずかん　１ 羽鳥 博愛 監修 学研 2000.3
クレヨン王国の白いなぎさ 福永 令三 著 講談社 1988.11
クレヨン王国のパトロール隊長 福永 令三 著 講談社 1986.1
クレヨン王国七つの森 福永 令三 著 講談社 1989.1
クレヨン王国なみだ物語 福永 令三 著 講談社 1989.11
クレヨン王国の花ウサギ 福永 令三 著 講談社 1986.8
クレヨン王国いちご村 福永 令三 著 講談社 1986.9



クレヨン王国の十二か月 福永 令三 著 講談社 1986.7
“もうちゃん”といっしょ アンナ・ディクソン さく 評論社 1994.1
ビッグバードのたからもの ティッシュ・ソマーズ さく 評論社 1995.4
なんてついてない日なの！ アンナ・ディクソン さく 評論社 1995.4
あかちゃんがやってきた エミリー・Ｐ・キングズリー さく 評論社 1994.7
アーニーっていかしてる！ エミリー・トンプソン さく 評論社 1995.4
たんじょう日っていいな レイ・シィファード さく 評論社 1995.4
こわいよこわいよ ライザ・アレクサンダー さく 評論社 1994.1
おちびちゃんてよばないで ライザ・アレクサンダー さく 評論社 1995.4
なかまはずれはいや！ ライザ・アレクサンダー さく 評論社 1994.7
みんなでつかおうよ ディナ・アナスタジオ さく 評論社 1994.7
まいごになっちゃった！ ライザ・アレクサンダー さく 評論社 1995.4
わっ、たいへん！ アンナ・ディクソン さく 評論社 1994.1
ふれあいしぜん図鑑　冬 学研 1996.2
ふれあいしぜん図鑑　秋 学研 1996.2
ふれあいしぜん図鑑　夏 学研 1996.2
ふれあいしぜん図鑑　春 学研 1996.2
教科書にでる人物学習事典　５ 学研 1986.3
教科書にでる人物学習事典　４ 学研 1986.3
教科書にでる人物学習事典　３ 学研 1986.3
教科書にでる人物学習事典　２ 学研 1986.3
教科書にでる人物学習事典　１ 学研 1986.3
２年生の生活科　８ 学研 1991.4
２年生の生活科　７ 学研 1991.4
２年生の生活科　６ 学研 1991.4
２年生の生活科　５ 学研 1991.4
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝１ 滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 1994.8
２年生の生活科　４ 学研 1991.4
２年生の生活科　３ 学研 1991.4
２年生の生活科　２ 学研 1991.4
２年生の生活科　１ 学研 1991.4
１年生の生活科　８ 学研 1990.3
１年生の生活科　６ 学研 1990.3
１年生の生活科　５ 学研 1990.3
１年生の生活科　４ 学研 1990.3
１年生の生活科　３ 学研 1990.3



１年生の生活科　２ 学研 1990.3
１年生の生活科　１ 学研 1990.3
赤ちゃん海ガメ大きくなあれ 松美 里枝子 文 学研 1997.2
ペンギンがあぶない 井上 こみち 文 学研 1997.2
ありがとながんばろな 今関 信子 文 学研 1997.2
南の島はせいえんでいっぱい 寮 美千子 文 学研 1997.2
やった！およげたよ！がんばったよ！ 早野 美智代 文 学研 1997.2
たいこたたいてダダンコダンチキ ゆうき えみ 文 学研 1997.2
おじいさんは島のおいしゃさん 早野 美智代 文 学研 1997.2
みんなでのぼろう日本一高いところ 松美 里枝子 文 学研 1997.2
小さな学校の大きなおもいやり 宮川 ひろ 文 学研 1997.2
手ぶくろ人形パクパクパク 七尾 純 文 学研 1997.2
手でお話しうれしいな 七尾 純 文 学研 1997.2
一本のえんぴつありがとう ゆうき えみ 文 学研 1997.2
あきかん大さくせん 井上 こみち 文 学研 1997.2
ことしもさいた山の花 松美 里枝子 文 学研 1997.2
土よう日はおみまいの日 今関 信子 文 学研 1997.2
ジュニアたのしい手づくりシリーズ１１ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ１０ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ９ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ７ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ５ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ４ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ３ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ２ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ１ 学研 1992.3
ひとり調べができる時代別日本の歴史１１ 学研 1997.2
ひとり調べができる時代別日本の歴史１０ 学研 1997.2
ひとり調べができる時代別日本の歴史９ 学研 1997.2
ひとり調べができる時代別日本の歴史８ 学研 1997.2
ほうれんそうマンのようかいじま みづしま 志穂 さく ポプラ社 1986.7
ひとり調べができる時代別日本の歴史７ 学研 1997.2
ひとり調べができる時代別日本の歴史６ 学研 1997.2
ひとり調べができる時代別日本の歴史５ 学研 1997.2
ひとり調べができる時代別日本の歴史４ 学研 1997.2
ひとり調べができる時代別日本の歴史３ 学研 1997.2



ひとり調べができる時代別日本の歴史２ 学研 1997.2
ひとり調べができる時代別日本の歴史１ 学研 1997.2
ジュニア朝日年鑑　社会〈統計〉 朝日新聞社 1997.3
ジュニア朝日年鑑　社会〈学習〉 朝日新聞社 1997.3
コンピュータが学校にやってきた８ ポプラ社 1997.4
コンピュータが学校にやってきた７ ポプラ社 1997.4
コンピュータが学校にやってきた６ ポプラ社 1997.4
コンピュータが学校にやってきた５ ポプラ社 1997.4
コンピュータが学校にやってきた４ ポプラ社 1997.4
コンピュータが学校にやってきた３ ポプラ社 1997.4
コンピュータが学校にやってきた２ ポプラ社 1997.4
コンピュータが学校にやってきた１ ポプラ社 1997.4
新図解わたしたちの日本地理　日本の国土 学研 1997.2
新図解わたしたちの日本地理　東北・北海道地方 学研 1997.2
新図解わたしたちの日本地理　中部地方 学研 1997.2
新図解わたしたちの日本地理　中国・四国地方 学研 1997.2
新図解わたしたちの日本地理　地図と調査・観察 学研 1997.2
新図解わたしたちの日本地理　九州地方 学研 1997.2
新図解わたしたちの日本地理　近畿地方 学研 1997.2
新図解わたしたちの日本地理　関東地方 学研 1997.2
アカネちゃんのなみだの海 松谷 みよ子 著 講談社 1992.4
アカネちゃんとお客さんのパパ 松谷 みよ子 著 講談社 1983.7
ちいさいアカネちゃん 松谷 みよ子 著 講談社 1980
モモちゃんとアカネちゃん 松谷 みよ子 著 講談社 1980
モモちゃんとプー 松谷 みよ子 著 講談社 1980
ちいさいモモちゃん 松谷 みよ子 著 講談社 1986
ねむいねむいねずみとおつきさま ささき まき さく・え ＰＨＰ研究所 1985.3
ねむいねむいねずみのうみのぼうけん ささき まき さく・え ＰＨＰ研究所 1985.7
ねむいねむいねずみともりのおばけ ささき まき さく・え ＰＨＰ研究所 1985.3
古代遺跡のひみつ 学研 1992.6
赤毛のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 原作 徳間書店 1996.9
アルプスの少女ハイジ ヨハンナ・スピリ 原作 徳間書店 1996.6
平成狸合戦ぽんぽこ 高畑 勲 原作 徳間書店 1994.9
おもひでぽろぽろ 徳間書店 1991.1
ふしぎの海のナディア　下 徳間書店 1991.6
ふしぎの海のナディア　上 徳間書店 1991.1



魔女の宅急便 角野 栄子 原作 徳間書店 1989.9
風の谷のナウシカ　下 徳間書店 1988.3
となりのトトロ 徳間書店 1988.6
リサイクル・作って遊ぶ７ ポプラ社 1997.4
リサイクル・作って遊ぶ６ ポプラ社 1997.4
リサイクル・作って遊ぶ５ ポプラ社 1997.4
リサイクル・作って遊ぶ４ ポプラ社 1997.4
リサイクル・作って遊ぶ３ ポプラ社 1997.4
リサイクル・作って遊ぶ２ ポプラ社 1997.4
リサイクル・作って遊ぶ１ ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち８ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち７ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち６ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち５ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち４ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち３ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち２ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち１ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
調べ学習にやくだつ日本の地理１０ ポプラ社 1997.4
調べ学習にやくだつ日本の地理９ ポプラ社 1997.4
調べ学習にやくだつ日本の地理８ ポプラ社 1997.4
調べ学習にやくだつ日本の地理７ ポプラ社 1997.4
調べ学習にやくだつ日本の地理６ ポプラ社 1997.4
調べ学習にやくだつ日本の地理５ ポプラ社 1997.4
調べ学習にやくだつ日本の地理４ ポプラ社 1997.4
調べ学習にやくだつ日本の地理３ ポプラ社 1997.4
調べ学習にやくだつ日本の地理２ ポプラ社 1997.4
調べ学習にやくだつ日本の地理１ ポプラ社 1997.4
めざせ！あこがれの仕事10 ポプラ社 1997.4
めざせ！あこがれの仕事９ ポプラ社 1997.4
めざせ！あこがれの仕事８ ポプラ社 1997.4
めざせ！あこがれの仕事７ ポプラ社 1997.4
めざせ！あこがれの仕事６ ポプラ社 1997.4
めざせ！あこがれの仕事５ ポプラ社 1997.4
めざせ！あこがれの仕事４ ポプラ社 1997.4
めざせ！あこがれの仕事３ ポプラ社 1997.4



めざせ！あこがれの仕事２ ポプラ社 1997.4
めざせ！あこがれの仕事１ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし　３０ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし　２９ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし　２８ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし　２７ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし　２６ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし　２５ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし　２４ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし　２３ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし　２２ ポプラ社 1997.4
世界各地のくらし　２１ ポプラ社 1997.4
新しい小学生の社会科見学１０ ポプラ社 1997.4
新しい小学生の社会科見学９ ポプラ社 1997.4
新しい小学生の社会科見学８ ポプラ社 1997.4
新しい小学生の社会科見学７ ポプラ社 1997.4
新しい小学生の社会科見学６ ポプラ社 1997.4
新しい小学生の社会科見学５ ポプラ社 1997.4
新しい小学生の社会科見学４ ポプラ社 1997.4
新しい小学生の社会科見学３ ポプラ社 1997.4
新しい小学生の社会科見学２ ポプラ社 1997.4
新しい小学生の社会科見学１ ポプラ社 1997.4
あした遠足 宮下 全司 作 太平出版社 1989.12
パパといっしょに絵をかくと 武井 直紀 作 太平出版社 1981.5
雨っこ雲のぼうけん 吉田 比砂子 作 太平出版社 1981.4
ビタミンばくだん 安田 浩 作 太平出版社 1986.1
けやきのしたの音楽会 宮下 全司 作 太平出版社 1985.5
はやくこいこい夏休み 宮下 全司 作 太平出版社 1985.4
ばばしゃん 坂井 ひろこ 作 太平出版社 1985.2
とんでけ　よわむし 高木 絹子 作 太平出版社 1985.5
ふしぎなホットケーキ島 高木 あきこ 作 太平出版社 1985.1
由美は　名たんてい 香山 美子 作 太平出版社 1981
ガラスのねずみ 武田 英子 作 太平出版社 1981.4
校長先生のわすれもの 竹野 栄 作 太平出版社 1980.12
発明・発見のひみつ 学研 1978
忍術・手品のひみつ 学研 1981



野球のひみつ 学研 1993.2
漢字のひみつ 学研 1992.12
トン・チン・カンの科学教室 学研 1977
びっくり世界一自然のひみつ 学研 1992.6
年中行事記念日　３６５日のひみつ 学研 1980.7
動物のひみつ 学研 1992.7
有毒動物のひみつ 学研 1992.12
イヌのひみつ 学研 1992.12
記号・単位のひみつ 学研 1993.1
天気１００のひみつ 学研 1992.4
星と星座のひみつ 学研 1992.5
つりのひみつ 学研 1993.2
魚のひみつ 学研 1992.5
昆虫のひみつ 学研 1992.7
カブトムシ・クワガタのひみつ 学研 1992.12
まんがことわざ事典 学研 1992.7
電気のひみつ 学研 1992.6
パンのひみつ 学研 1995.4
エネルギーのひみつ 学研 1994.4
地震のひみつ 学研 1992.7
科学物知り百科 学研 1992.6
地球のひみつ 学研 1978
コロ助の科学質問箱 学研 1993.1
宇宙のひみつ 学研 1992.4
おさるになるひ いとう ひろし 作・絵 講談社 1994.1
おさるはおさる いとう ひろし 作・絵 講談社 1991.12
おさるのまいにち いとう ひろし 作・絵 講談社 1991.5
みぢかないきものみつけようそだてよう４ ポプラ社 1993.4
みぢかないきものみつけようそだてよう３ ポプラ社 1993.4
みぢかないきものみつけようそだてよう１２ ポプラ社 1993.4
みぢかないきものみつけようそだてよう１１ ポプラ社 1993.4
野山でたのしむ　秋の草花 河野 玉樹 文 さ・え・ら書房 1984.7
ちょっぴりママふうちゃん 薫 くみこ 作 講談社 1992.1
あたまのぽよよん 令丈 ヒロ子 作・絵 講談社 1993.2
ゆずちゃん 肥田 美代子 作 ポプラ社 1995.5
ジュニア朝日年鑑　社会〈学習〉 朝日新聞社 1996.3



ジュニア朝日年鑑　社会〈学習〉 朝日新聞社 1996.3
お米は生きている 富山 和子 著 講談社 1995.5
スズメ，ハト，カラス… 谷口 高司 絵と文 さ・え・ら書房 1986.3
カメを飼ってみよう 内田 至 著 さ・え・ら書房 1985.4
動物・小鳥のかいかたそだてかた 成島 悦雄 文 岩崎書店 1994.5
オタマジャクシを調べる 古出 俊子 著 さ・え・ら書房 1980.6
野山でたのしむ　春の草花 河野 玉樹 文 さ・え・ら書房 1984.3
野山でたのしむ　夏の草花 河野 玉樹 著 さ・え・ら書房 1984.6
ヘチマとアリのなぞ 佐藤 有恒 著 さ・え・ら書房 1988.2
ジュニア朝日年鑑　社会〈統計〉１９９６・１９９７ 朝日新聞社 1996.3
ジュニア朝日年鑑　社会〈統計〉１９９６・１９９７ 朝日新聞社 1996.3
はじめての飼育と栽培１０ 生活科を創る会 編 小峰書店 1993.2
タンポポのたびだち 太田 英博 さく 大日本図書 1993.3
ばんけんブルくん うちべ けい さく・え ＰＨＰ研究所 1994.8
たぬきなんてだいきらい！？ きむら ゆういち さく ＰＨＰ研究所 1994.4
きつねさんがあそびにきた なかの ひろたか さく ＰＨＰ研究所 1994.8
でてこーい！よるくん 山脇 恭 文 ＰＨＰ研究所 1993.4
こわくておいしいオムライス 山末 やすえ さく ＰＨＰ研究所 1993.5
はるをさがしにごしょうたい 津谷 タズ子 さく ＰＨＰ研究所 1994.1
日本の名作童話４ 椋　鳩十　作 岩崎書店 1995.4
さばくの町のＸたんてい 別役 実 作 講談社 1991.2
ミミズのかけざん 小山 勇 作 教育画劇 1995.7
おふろかいじゅうカルルス 斉藤 洋 作 講談社 1990.5
もう、なかない 丘 修三 作 教育画劇 1990.12
おさるがおよぐ いとう ひろし 作・絵 講談社 1992.8
ねむいねむいねずみとおつきさま ささき まき さく・え ＰＨＰ研究所 1985.3
ねむいねむいねずみともりのおばけ ささき まき さく・え ＰＨＰ研究所 1985.3
ねむいねむいねずみのうみのぼうけん ささき まき さく・え ＰＨＰ研究所 1985.7
日本の名作童話９ 岩崎書店 1995.4
坊っちゃん 夏目 漱石 作 ほるぷ出版 1996.4
たつのおとしご ロバート・モリス 文 文化出版局 1978
おとうさんのふしぎなカレーライス 鈴木 浩彦 さく ＰＨＰ研究所 1985.1
坊っちゃん 夏目 漱石 作 ほるぷ出版 1996.4
おとうさんのふしぎなカレーライス 鈴木 浩彦 さく ＰＨＰ研究所 1985.1
ぼくらのパソコン・ライブラリー１２ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー１１ 岩崎書店 1990.3



ぼくらのパソコン・ライブラリー１０ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー９ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー８ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー７ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー６ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー５ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー４ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー３ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー２ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー１ 岩崎書店 1990.3
人物でたどる日本の歴史１ 歴史教育者協議会 編 岩崎書店 1994.4
とうさんおはなしして アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1973
ルシールはうま アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1976
ぼくのおじさん アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1982.6
ハバードおばさんといぬ アーノルド・ローベル 絵 文化出版局 1980.4
どろんここぶた アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1975
カヌーはまんいん ナサニエル・ベンチリー 文 文化出版局 1979
おはなし　ばんざい アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1977
かえってきたさけ フレッド・フレガー 文 文化出版局 1977.9
ふくろうくん アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1976
きりぎりすくん アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1979.1
きょうりゅうたち ペギー・パリッシュ 〔著〕 文化出版局 1976
学習漫画　日本の伝記 集英社 1989.5
ふたりはきょうも アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1980.8
ふたりはいつも アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1977
ふたりはともだち アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1973
ふたりはいっしょ アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1978
雨ふりの日に読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1992.3
言葉図鑑１０ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 1988.1
言葉図鑑９ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 1988.4
言葉図鑑８ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 1988.2
言葉図鑑７ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 1987.8
言葉図鑑６ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 1986.1
言葉図鑑５ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 1986.7
言葉図鑑４ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 1986.5
言葉図鑑３ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 1986.4



言葉図鑑２ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 1985.11
言葉図鑑１ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 1985.11
はるをまつちいさないのち 太田 英博 さく 大日本図書 1993.3
カブトムシのきのぼり 太田 英博 さく 大日本図書 1993.3
ミツバチのおつかい 太田 英博 さく 大日本図書 1993.2
クモははらぺこ 太田 英博 さく 大日本図書 1993.3
ミズカマキリのしっぽ 太田 英博 さく 大日本図書 1993.2
ヤドカリのマイホーム 太田 英博 さく 大日本図書 1993.2
バッタのひなたぼっこ 太田 英博 さく 大日本図書 1993.2
あおむしのへんしん 太田 英博 さく 大日本図書 1993.2
カゲロウのけっこんしき 太田 英博 さく 大日本図書 1993.2
みんなであそぼ！冬 菅原 道彦 絵と文 さ・え・ら書房 1986.12
みんなであそぼ！ 菅原 道彦 絵と文 さ・え・ら書房 1986.7
みんなであそぼ！秋 菅原 道彦 文 さ・え・ら書房 1986.1
みんなであそぼ！春 菅原 道彦 文 さ・え・ら書房 1987.2
こどもの英語教本 つるた きみえ 編著 評論社 1988
小中学生のやさしい英語劇 キャミー・カンドン 評論社 １９９５・１０
英語のあそびうた キャミー・カンドン 評論社 １９９６・８
メアリ・ヘレンの英語教室 メアリ・ヘレン・リチャード １９９５・８
子どもの英語教室 たつのくち　なおたろう 評論社
シャガール Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店 1993.3
ピカソ Ｖ・アントワーヌ 文 岩崎書店 1993.3
マチス Ｙ・バイエ 文 岩崎書店 1993.3
ゴーギャン Ｍ・ピエール 文 岩崎書店 1993.3
ファン・ゴッホ Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店 1993.3
ルソー Ｄ・グロスジャン 文 岩崎書店 1993.3
ペーター・ブリューゲル Ｐ・ステルクス 文 岩崎書店 1993.3
レオナルド・ダ・ヴィンチ Ｙ・パンギーリ 文 岩崎書店 1993.3
できるまで図鑑７ アリス館 1994.4
できるまで図鑑６ アリス館 1994.4
できるまで図鑑５ アリス館 1994.4
できるまで図鑑４ アリス館 1994.4
できるまで図鑑３ アリス館 1994.4
できるまで図鑑２ アリス館 1994.4
できるまで図鑑１ アリス館 1994.4
人物でたどる日本の歴史５ 歴史教育者協議会 編 岩崎書店 1994.4



人物でたどる日本の歴史４ 歴史教育者協議会 編 岩崎書店 1994.4
人物でたどる日本の歴史３ 歴史教育者協議会 編 岩崎書店 1994.4
人物でたどる日本の歴史２ 歴史教育者協議会 編 岩崎書店 1994.4
しらべ学習に役立つ日本の歴史１２ 小峰書店 1995.4
しらべ学習に役立つ日本の歴史１１ 小峰書店 1995.4
しらべ学習に役立つ日本の歴史１０ 小峰書店 1995.4
しらべ学習に役立つ日本の歴史９ 小峰書店 1995.4
しらべ学習に役立つ日本の歴史８ 小峰書店 1995.4
しらべ学習に役立つ日本の歴史７ 小峰書店 1995.4
少年少女日本の歴史　別巻２ 小学館 1983.1
しらべ学習に役立つ日本の歴史６ 小峰書店 1995.4
しらべ学習に役立つ日本の歴史５ 小峰書店 1995.4
しらべ学習に役立つ日本の歴史４ 小峰書店 1995.4
しらべ学習に役立つ日本の歴史３ 小峰書店 1995.4
しらべ学習に役立つ日本の歴史２ 小峰書店 1995.4
九九パーフェクトゲームブック５ このみ ひかる 作 大日本図書 1996.2
九九パーフェクトゲームブック４ このみ ひかる 作 大日本図書 1996.2
九九パーフェクトゲームブック１ このみ ひかる 作 大日本図書 1996.2
はじめて出会うコンピュータ科学８ 徳田 雄洋 文 岩波書店 1990.7
はじめて出会うコンピュータ科学７ 徳田 雄洋 文 岩波書店 1990.7
はじめて出会うコンピュータ科学６ 徳田 雄洋 文 岩波書店 1990.6
はじめて出会うコンピュータ科学５ 徳田 雄洋 文 岩波書店 1990.6
はじめて出会うコンピュータ科学４ 徳田 雄洋 文 岩波書店 1990.5
はじめて出会うコンピュータ科学３ 徳田 雄洋 文 岩波書店 1990.5
はじめて出会うコンピュータ科学２ 徳田 雄洋 文 岩波書店 1990.4
はじめて出会うコンピュータ科学１ 徳田 雄洋 文 岩波書店 1990.4
地球環境と私たちのくらし４ 学研 1991.3
地球環境と私たちのくらし２ 学研 1991.3
地球環境と私たちのくらし３ 学研 1991.3
地球環境と私たちのくらし１ 学研 1991.3
日本の名作童話２０ 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話１９ 那須　正幹　作 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話１８ 山下　明生　作 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話１７ 砂田　弘　作 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話１６ 今江　祥智　作 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話１５ 岩崎書店 1995.4



日本の名作童話１４ 杉　みき子　作 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話１３ 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話１２ 大石　真　作 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話１１ 神沢　利子　作 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話１０ 長崎　源之助　作 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話８ 宮川　ひろ　作 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話７ 岩崎　京子　作 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話６ 前川　康男　作 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話５ 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話３ 壺井　栄　作 岩崎書店 1995.4
日本の名作童話１ 宮沢　賢治　作 岩崎書店 1995.4
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ２０ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.12
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ１９ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.12
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ１８ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.12
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ１７ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.12
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ１６ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.12
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ１５ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.12
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ１４ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.12
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ１３ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.12
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ１２ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.12
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ１１ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.12
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ１０ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.2
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ９ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.2
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ８ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.2
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ７ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.2
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ６ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.2
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ５ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.2
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ４ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.2
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ３ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.2
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ２ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.2
社会科　はこばれてくるしくみシリーズ１ 村田 栄一 文 ＰＨＰ研究所 1989.2
少年少女日本の歴史２０ 小学館 1983.6
少年少女日本の歴１９ 小学館 1983.5
少年少女日本の歴史１８ 小学館 1983.4
少年少女日本の歴史１７ 小学館 1983.3
少年少女日本の歴史１５ 小学館 1982.12



少年少女日本の歴史１４ 小学館 1982.11
少年少女日本の歴史１３ 小学館 1998.2
少年少女日本の歴史１２ 小学館 1998.2
少年少女日本の歴史１１ 小学館 1998.2
少年少女日本の歴史１０ 小学館 1982.7
少年少女日本の歴史９ 小学館 1998.2
少年少女日本の歴史８ 小学館 1998.2
少年少女日本の歴史７ 小学館 1998.2
少年少女日本の歴史６ 小学館 1982.3
少年少女日本の歴史５ 小学館 1982.2
少年少女日本の歴史３ 小学館 1981.11
少年少女日本の歴史２ 小学館 1981.1
少年少女日本の歴史１ 小学館 1981.1
学習図鑑日本の歴史 講談社 1995.11
学習図鑑日本の歴史 講談社 1995.11
びりっこ一年生 あまん きみこ 作 講談社 1994.2
すずめのおくりもの 安房 直子 作 講談社 1993.9
ペンギンしょうぼうたい 斉藤 洋 作 講談社 1993.6
まいごのおばけ 佐藤 さとる 作 講談社 1993.7
むしばぼくじょう 名木田 恵子 作 講談社 1992.7
ようかいやかた、すき？ 長崎 夏海 作 講談社 1992.6
またたびねこまつり 白阪 実世子 作 講談社 1992.4
サメのサメザメ 山下 明生 作 講談社 1992.2
ペンギンたんけんたい 斉藤 洋 作 講談社 1991.8
るすばん一年生 あまん きみこ 作 講談社 1991.7
なきべそプンタ 武井 博 作 講談社 1991.4
おかわりいらない？ 佐藤 多佳子 作 講談社 1991.3
もんだいはプレゼント 石井 睦美 作 講談社 1990.11
がんばりプンタ 武井 博 作 講談社 1991.1
てんこうせいのてんとう虫 後藤 竜二 作 講談社 1990.12
なみだちゃんばんざい 那須 正幹 作 講談社 1991.6
バナナパイ、すき？ 長崎 夏海 作 講談社 1990.9
まほうつかいのなんきょくさん 山下 明生 作 講談社 1990.8
はらぺこプンタ 武井 博 作 講談社 1990.8
ぼよよんのみ 令丈 ヒロ子 作・絵 講談社 1990.7
ばけたらふうせん 三木 卓 作 講談社 1990.6



まよいご一年生 あまん きみこ 作 講談社 1990.6
ひょうのぼんやりおやすみをとる 角野 栄子 作 講談社 1990.4
みちくさ一年生 あまん きみこ 作 講談社 1990.4
なつのしっぽ 椎名 誠 作 講談社 1990.4
だれ？ 谷川 俊太郎 作 講談社 1990.4
空を走る電車 最上 一平 作 教育画劇 1995.12
ぼく、ロケットになりそうだ 今関 信子 作 教育画劇 1992.8
まほうの青いノート 竹田 まゆみ 作 教育画劇 1991.8
すばらしいマラソン 岸 武雄 作 教育画劇 1989.12
月夜のかえりみち 本橋 靖昭 絵 ＰＨＰ研究所 1994.9
ゴロンちゃんのどきどきクリーニングやさん 藤 真知子 さく ＰＨＰ研究所 1994.5
きのうのよるのできごと 左近 蘭子 さく ＰＨＰ研究所 1994.3
ふしぎなめいろ 深見 春夫 さく・え ＰＨＰ研究所 1994.2
あめあがりのやくそく いわぶち けいぞう さく・え ＰＨＰ研究所 1993.8
やまねこせんせいのはまべでキャンプ 末崎 茂樹 さく・え ＰＨＰ研究所 1993.4
るすばんだいすき 岡本 颯子 さく・え ＰＨＰ研究所 1993.2
いっしょにあーそーぼ！ いしなべ ふさこ さく・え ＰＨＰ研究所 1992.12
１０ぴきのかえるのおしょうがつ 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 1992.11
アナバチの生活 石上 幸子 著 さ・え・ら書房 1988.4
ヤドカリの殻交換 今福 道夫 著 さ・え・ら書房 1988.4
蚊も時計を持っている 千葉 喜彦 著 さ・え・ら書房 1987.7
砂はまのカニたち 武田 正倫 著 さ・え・ら書房 1987.4
台所昆虫記 佐藤 有恒 著 さ・え・ら書房 1987.4
貝がらのずかん 奥谷 喬司 文 さ・え・ら書房 1986.4
みどり色のまゆ 穂高北小学校郷土研究会 編著 さ・え・ら書房 1986.4
虫たちの冬ごし 矢島 稔 著 さ・え・ら書房 1985.12
土の中の動物を調べよう 渡辺 弘之 著 さ・え・ら書房 1985.12
いそあそびの科学 武田 正倫 著 さ・え・ら書房 1985.3
トンボの引っこし 広瀬 誠 著 さ・え・ら書房 1985.3
セミの生活を調べよう 林 正美 著 さ・え・ら書房 1984.6
ミヤマカワトンボのふしぎ 佐藤 有恒 文と写真 さ・え・ら書房 1983.7
ミミズの生活を調べよう 渡辺 弘之 著 さ・え・ら書房 1983.6
ゴキブリを調べる 古出 俊子 著 さ・え・ら書房 1982.6
水のいきものかいかたそだてかた 浅井 ミノル 文 岩崎書店 1994.5
やさいのうえかたそだてかた 小宮山 洋夫 文・絵 岩崎書店 1995.4
草花のうえかたそだてかた 松原 巌樹 文・絵 岩崎書店 1995.5



２１世紀こども百科 小学館 1991.12
学習に役立つ日本の環境１０ 岩崎書店 1995.4
学習に役立つ日本の環境９ 岩崎書店 1995.4
学習に役立つ日本の環境８ 岩崎書店 1995.4
学習に役立つ日本の環境７ 岩崎書店 1995.4
学習に役立つ日本の環境６ 岩崎書店 1995.4
学習に役立つ日本の環境５ 岩崎書店 1995.4
学習に役立つ日本の環境４ 岩崎書店 1995.4
学習に役立つ日本の環境３ 岩崎書店 1995.4
学習に役立つ日本の環境２ 岩崎書店 1995.4
学習に役立つ日本の環境１ 岩崎書店 1995.4
アンナ・カレーニナ トルストイ 作 ほるぷ出版 1996.4
にんじん ルナール 作 ほるぷ出版 1996.4
ロビンソン・クルーソー デフォー 作 ほるぷ出版 1996.4
トム・ソーヤーの冒険 マーク・トゥエイン 作 ほるぷ出版 1996.4
ファーブル昆虫記２ ファーブル 作 ほるぷ出版 1996.4
ファーブル昆虫記 ファーブル 作 ほるぷ出版 1996.4
ほら男爵の冒険 ビュルガー 作 ほるぷ出版 1996.4
オー・ヘンリー短編集 オー・ヘンリー 作 ほるぷ出版 1996.4
三国志 羅 貫中 作 ほるぷ出版 1996.4
小公子 バーネット 作 ほるぷ出版 1996.4
シートン動物記 シートン 作 ほるぷ出版 1996.4
ドン・キホーテ セルバンテス 作 ほるぷ出版 1996.4
イワンの馬鹿 トルストイ 作 ほるぷ出版 1996.4
吾輩は猫である 夏目 漱石 作 ほるぷ出版 1996.4
銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 作 ほるぷ出版 1996.4
一握の砂 石川 啄木 作 ほるぷ出版 1996.4
東海道中膝栗毛 十返舎 一九 作 ほるぷ出版 1996.4
河童 芥川 竜之介 作 ほるぷ出版 1996.4
奥の細道 松尾 芭蕉 作 ほるぷ出版 1996.4
南総里見八犬伝 滝沢 馬琴 作 ほるぷ出版 1996.4
今昔物語 桜多 吾作 画 ほるぷ出版 1996.4
山椒大夫 森 鴎外 作 ほるぷ出版 1996.4
ぼうしのなかはとらがりあたま 肥田 美代子 さく ＰＨＰ研究所 1986.3
カバオのきょうりゅうたんけん ヒサ クニヒコ さく・え ＰＨＰ研究所 1985.1
ぞうのゆうびんやさん 多田 ヒロシ さく・え ＰＨＰ研究所 1985.7



あんしんポケット 竹下 文子 さく ＰＨＰ研究所 1985.6
ぼく女の子じゃないよ 西本 鶏介 さく ＰＨＰ研究所 1985.6
おばあさんのどんぐりパン 石沢 小枝子 さく ＰＨＰ研究所 1985.4
だだっこライオン 木村 裕一 さく ＰＨＰ研究所 1985.3
おしりをチクンとささないで 角野 栄子 さく ＰＨＰ研究所 1985.2
くいしんぼうなおきゃくさま 上崎 美恵子 さく ＰＨＰ研究所 1985.1
ポンコツじてんしゃ　いっとうしょう 森下 研 さく ＰＨＰ研究所 1984.11
のりもの　おばけ　のんのん 矢玉 四郎 さく ＰＨＰ研究所 1984.9
パンツとんでけ！ 大海 赫 さく ＰＨＰ研究所 1984.8
へんてこ山ぞくはらへったあ 山脇 恭 さく ＰＨＰ研究所 1984.7
ぼくはくいしんどろぼう 奥田 怜子 さく・え ＰＨＰ研究所 1984.5
そらとぶかいぞくせん ヒサ クニヒコ さく・え ＰＨＰ研究所 1984.4
山からきたかんからかんた 多田 ヒロシ さく・え ＰＨＰ研究所 1984.3
ぼくだってライオン 木村 裕一 さく・え ＰＨＰ研究所 1983.12
ねんねこたんていじけんだよ 矢崎 節夫 作 ＰＨＰ研究所 1983.11
でんぐりかえってケーキだよ こわせ たまみ さく ＰＨＰ研究所 1983.1
まぜまぜプイ 矢玉 四郎 さく・え ＰＨＰ研究所 1983.1
かぎばあさんの家みつけた 手島 悠介 作 岩崎書店 1995.3
かぎばあさんのファミリーレストラン 手島 悠介 作 岩崎書店 1994.12
かぎばあさんのミステリー館 手島 悠介 作 岩崎書店 1993.12
親切キップだかぎばあさん 手島 悠介 作 岩崎書店 1992.12
かぎばあさんのことわざ教室 手島 悠介 作 岩崎書店 1992.1
三塁打だよ、かぎばあさん 手島 悠介 作 岩崎書店 1990.6
かぎばあさんのマンガ教室 手島 悠介 作 岩崎書店 1989.7
かぎばあさんのサンタクロース 手島 悠介 作 岩崎書店 1989.1
かぎばあさんぼうけんの島へ 手島 悠介 作 岩崎書店 1988.6
かぎばあさんへのひみつの手紙 手島 悠介 作 岩崎書店 1987.8
かぎばあさんアメリカへいく 手島 悠介 作 岩崎書店 1986.3
かぎばあさんは名探偵 手島 悠介 作 岩崎書店 1985.4
にせもののかぎばあさん 手島 悠介 作 岩崎書店 1983.8
かぎばあさんの魔法のかぎ 手島 悠介 作 岩崎書店 1981.2
ふしぎなかぎばあさん 手島 悠介 作 岩崎書店 1994.1
ムーミン童話全集（別巻） トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社 1992.6
ムーミン童話全集８ トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社 1990.12
ムーミン童話全集７ トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社 1990.12
ムーミン童話全集６ トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社 1990.1



ムーミン童話全集５ トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社 1990.1
ムーミン童話全集４ トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社 1990.8
ムーミン童話全集３ トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社 1990.8
ムーミン童話全集２ トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社 1990.6
ムーミン童話全集１ トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社 1990.6
よだかの星 宮沢 賢治 作 講談社 1986.11
雪わたり 宮沢 賢治 作 講談社 1986.6
ツエねずみ 宮沢 賢治 文 講談社 1986.3
狼森（オイノモリ）と笊森、盗森 宮沢 賢治 作 講談社 1985.12
ざしき童子（ボツコ）のはなし 宮沢 賢治 作 講談社 1985.11
オツベルと象 宮沢 賢治 作 講談社 1985.7
どんぐりと山ねこ 宮沢 賢治 作 講談社 1985.7
注文の多い料理店 宮沢 賢治 作 講談社 1985.7
地球のためにわたしたちにできること７ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること６ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること５ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること４ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること３ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること２ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること１ ポプラ社 1994.4
うそをついた日に読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1992.3
三振をした日に読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1992.3
動物といっしょに読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1992.3
わすれものをした日に読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1992.3
かぜをひいた日に読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1992.3
おかあさんがいない日に読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1992.3
音楽をききながら読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1990.8
ねる前に読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1990.7
遠くへ行きたい日に読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1990.7
学校に行きたくない日に読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1990.8
おやつを食べながら読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1990.6
けんかをした日に読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1990.8
０点をとった日に読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社 1990.7
ふるさとの伝統産業１３（別巻） 太平出版社 1989.4
ふるさとの伝統産業１２ 太平出版社 1989.1
ふるさとの伝統産業１１ 太平出版社 1988.9



ふるさとの伝統産業１０ 太平出版社 1988.4
ふるさとの伝統産業９ 太平出版社 1988.11
ふるさとの伝統産業８ 太平出版社 1988.9
ふるさとの伝統産業７ 太平出版社 1988.7
ふるさとの伝統産業６ 太平出版社 1988.11
ふるさとの伝統産業５ 太平出版社 1988.5
ふるさとの伝統産業４ 太平出版社 1988.4
ふるさとの伝統産業３ 太平出版社 1988.5
ふるさとの伝統産業２ 太平出版社 1988.9
ふるさとの伝統産業１ 太平出版社 1989.1
ポプラ社・ゲーム大百科６ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社 1990.4
ポプラ社・ゲーム大百科５ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社 1990.4
ポプラ社・ゲーム大百科４ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社 1990.4
ポプラ社・ゲーム大百科３ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社 1990.4
ポプラ社・ゲーム大百科２ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社 1990.4
超能力少女、真犯人をさがせ！！ 神崎 あおい 著 ポプラ社 1993.2
あやとりひめ 森山 京 作 理論社 1998.9
カッパの三平　魔法だぬき 水木 しげる 著 ポプラ社 1982.8
にんタマ三人ぐみのくんれん山大けっとう！ 尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 1994.11
すいえい大とっくん　わるいとのさまをやっつけろ！ 尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 1992.8
とれるか１００点はしれ！にんタマ三人ぐみ 尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 1991.11
にんタマ三人ぐみのあやうし！あさごはんとうばん 尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 1993.11
四年一組石川一家ハートがおかしい一週間 斉藤 栄美 作 ポプラ社 1991.2
四年一組石川一家席がえ、はんたい！！ 斉藤 栄美 作 ポプラ社 1989.12
四年三組石山カンタちょっとかわった変なやつ 高山 栄子 作 ポプラ社 1990.12
理科の自由研究 学研 1985.4
シロとたけし 山本 典人 原作 金の星社 1986.3
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
しほちゃん　ねつだした 斎藤 尚子 作 太平出版社 1983.11
さぬきのおもしろ四季ごよみ 香川県方言研究同好会　編著 松林社 1995
天体・宇宙 学研 1984.11
にんタマ三人ぐみのあっとおどろくたからさがし！ 尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 1994.7
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12



三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
理科がよくわかるクイズの本１ ポプラ社 1994.4
たまごのひみつ 清水 清 著 あかね書房 1978
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
がんばれエコマン地球をすくえ！ ポリット 作 偕成社 1992
忍術・手品のひみつ 学研 1992.5
まんがことわざ事典 学研 1992.7
発明・発見のひみつ 学研 1992.5
トン・チン・カンの科学教室 学研 1992.5
石油のひみつ 学研 1992.6
動物のひみつ 学研 1992.7
学研の観察・実験シリーズ２４ 学研 1992.2
ホタル 栗林 慧 著 あかね書房 1980.6
身近な環境を調べる 梅埜　圀夫・下野　洋・松原　静郎　編著 東洋館出版社 １９９３・７
庭の草花 学研 1985.4
海の貝 学研 1985.3
淡水の魚と生物 学研 1984.6
昆虫２ 学研 1984.6
昆虫１ 学研 1984.6
花のズッコケ児童会長 那須 正幹 作 ポプラ社 1985.6
転校生ロボットだめおくん 国松 俊英 さく 偕成社 1989.7
あかいくつ アンデルセン さく 偕成社 1981.9
にんぎょひめ アンデルセン 作 偕成社 1967
どろぼうたいじで１００点満点！？ 尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 1992.4
くらやみでどっきり！にんタマ三人ぐみのようかいたいじ 尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 1993.4
かいけつゾロリの大かいぞく 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1993
ちいさなスーツケース 堀内 純子 作 太平出版社 1981.1
また　あそぼうね 中林 影 作・絵 太平出版社 1984.11



サンタにもらった金ぞくバット 日台 愛子 作 太平出版社 1980.1
クワガタムシ 林 長閑 構成・文 あかね書房 1978
水生昆虫のひみつ 増田 戻樹 著 あかね書房 1987.9
つるのおんがえし 松谷 みよ子 文 偕成社 1997.11
理科がよくわかるクイズの本５ ポプラ社 1994.4
愛して使って見届けたいリサイクル布・紙 自然食通信社 １９９３・８
けんちゃんのバレンタインデー 中野 みち子 作 太平出版社 1980.12
ごんぎつね 新美 南吉 作 ポプラ社 2000.4
ショベルカーのどんきちさん 堀内 純子 作 太平出版社 1980.5
ヒロシマからきたマメじぞう 山口 勇子 作 太平出版社 1983.6
せかいのブタばんざい！ 大海 赫 作・絵 太平出版社 1980.12
みみの　なかの　ごろごろ 岡 信子 作 太平出版社 1981.2
まねっこ　まんた 大谷 正紀 作 太平出版社 1981.1
とらねこサブ 新 冬二 作 太平出版社 1984.11
おかあさんのベレーぼう 新 冬二 作 太平出版社 1979.11
おかあさんの　せなか 新 冬二 作 太平出版社 1983.11
しゃっくり　こんぺい 池田 善朗 作 太平出版社 1981.2
ちびダコ　ハッポン 井上 夕香 作 太平出版社 1984.1
由美は　名たんてい 香山 美子 作 太平出版社 1981
はてなのおにえもん 吉田 比砂子 作 太平出版社 1979.11
雨っこ雲のぼうけん 吉田 比砂子 作 太平出版社 1981.4
なまいき　スリッパ 山元 護久 作 太平出版社 1981.5
ビタミンばくだん 安田 浩 作 太平出版社 1986.1
あした遠足 宮下 全司 作 太平出版社 1989.12
はやくこいこい夏休み 宮下 全司 作 太平出版社 1985.4
けやきのしたの音楽会 宮下 全司 作 太平出版社 1985.5
たんじょうびに　きてください 宮崎 耕平 作・絵 太平出版社 1981.2
おてがみひこうき 丸川 栄子 作 太平出版社 1980.8
ぶどうジャムだいすき 町田 紀久子 著 太平出版社 1981.2
ちゃんちゃこばあちゃん 正田 篠枝 作 太平出版社 1980.5
ちろも一ねんせい 黒木 まさお 作 太平出版社 1979.12
ぼくたちあいこ 黒木 まさお 作 太平出版社 1980.1
ネコになったぼく 久保 喬 作 太平出版社 1981.4
ゆき　こんこんや 角田 光男 作 太平出版社 1979.12
わらいんぼ　きょうりゅう 加藤 純子 作 太平出版社 1980.11
テストは　おすき？ 北川　幸比古　作 太平出版社 1988



三人とんま　あたまのこぶ 木島 始 作 太平出版社 1980.12
三人とんま　なぞなぞうた 木島 始 作 太平出版社 1979.12
三人とんまかぞえうた 木島 始 作 太平出版社 1979.11
三人とんま　じまんくらべ 木島 始 作 太平出版社 1980.11
ばばしゃん 坂井 ひろこ 作 太平出版社 1985.2
ふしぎなバックミラー 杉 みき子 作 太平出版社 1980.1
ぞうの　はなしは　よしてくれ 武井 直紀 作 太平出版社 1981.1
赤ひだ山の大ぐま 武井 直紀 作 太平出版社 1979.12
パパといっしょに絵をかくと 武井 直紀 作 太平出版社 1981.5
ガラスのねずみ 武田 英子 作 太平出版社 1981.4
ふしぎなホットケーキ島 高木 あきこ 作 太平出版社 1985.1
とんでけ　よわむし 高木 絹子 作 太平出版社 1985.5
なんでも　かみかみ 多田 ヒロシ 作・絵 太平出版社 1981.4
たっちゃんのめんせつ 竹野 栄 作 太平出版社 1981.4
やっちゃんの　にゅうがくしき 高木 絹子 作 太平出版社 1981.4
おかあさんのようふくだんす 立原 えりか 作 太平出版社 1985.4
校長先生のわすれもの 竹野 栄 作 太平出版社 1980.12
てっちゃんってへんな子、だけど… 高山 栄子 作 ポプラ社 1991.12
さち子と白いきつね 堤 亮二 作 ポプラ社 1993.12
パパにあいたい日もあるさ もとやま ゆうほ 作 ポプラ社 1992.8
えんとつにのぼったふうちゃん 宮本 忠夫 作・絵 ポプラ社 1999.9
空気がなくなる日 岩倉 政治 文 ポプラ社 1978
ペルシャ湾の水鳥をすくえ 国松 俊英 作 金の星社 1994.3
にじのみずうみ さかもと てつお ぶん 偕成社 1981
りゅうのめのなみだ 浜田 広介 文 偕成社 1997.1
チワンのにしき 君島 久子 文 ポプラ社 1994
ばんどりだいこ みやした かずお ぶん ポプラ社 1976
いたちのこもりうた 松谷 みよ子 作 ポプラ社 1997
いたずらララちゃん なかえ よしを 作 ポプラ社 1994
てぶくろをかいに にいみ なんきち ・ぶん ポプラ社 1978
わにのバンポ おおいし まこと ・ぶん ポプラ社 1976
かたあしだちょうのエルフ おのき がく 　ぶん・え ポプラ社 1978
おなら　ばんざい 福田 岩緒 作・絵 ポプラ社 1984.1
とうちゃんのトンネル 原田 泰治 作・絵 ポプラ社 1994
一つの花 今西 祐行 文 ポプラ社 1977
黒いちょう 松谷 みよ子 文 ポプラ社 1978



えすがた　あねさま 大川 悦生 文 ポプラ社 1978
白い鳥 椋 鳩十 文 ポプラ社 1978
へっこきあねさがよめにきて 大川 悦生 文 ポプラ社 1978
ヌーチェの水おけ かんざわ としこ ぶん ポプラ社 1977
つるのあねさ 大川 悦生 文 ポプラ社 1977
火くいばあ 清水 達也 文 ポプラ社 1977
あほろくの川だいこ 岸 武雄 ぶん ポプラ社 1994
きつねの花火 なすだ みのる ・ぶん ポプラ社 1978
茂吉のねこ 松谷 みよ子 文 ポプラ社 1978
いだてんの六 そや きよし ・ぶん ポプラ社 1978
むささび星 いまにし すけゆき ぶん ポプラ社 1978
はらだちごんべ 舟崎 克彦 文 ポプラ社 1978
ふえをふく岩 君島 久子 文 ポプラ社 1978
けんぼうは１年生 岸 武雄 作 ポプラ社 1981.11
おばけのてんぷら せな けいこ 作・絵 ポプラ社 1995
かばのさかだち　あいうえお よしだ ていいち 作 ポプラ社 1979
九ひきの小おに たに しんすけ ぶん ポプラ社 1977
だいちゃんのちびねこ やまもと まつこ ぶんとえ ポプラ社 1994
おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ わかやま けん 作・絵 ポプラ社 1981.8
めがねうさぎ せな けいこ 作・絵 ポプラ社 2001.2
ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村 泰子 作・絵 ポプラ社 1982.12
ぱっくんおおかみとくいしんぼん 木村 泰子 作・絵 ポプラ社 1994
小さな青い馬 いまえ よしとも 文 ポプラ社 1977
そよ風とわたし 今江 祥智 文 ポプラ社 1977
きつねの窓 安房 直子 文 ポプラ社 1977
おにたのぼうし あまん きみこ ・ぶん ポプラ社 1977
山ねこおことわり あまん きみこ 文 ポプラ社 1977
もりたろうさんのじどうしゃ おおいし まこと ぶん ポプラ社 1994
サーカスのライオン 川村 たかし 文 ポプラ社 1974
少年と子だぬき 佐々木 たづ 文 ポプラ社 1978
子うさぎましろのお話 ささき たづ ぶん ポプラ社 1978
うんがにおちたうし フィリス・クラシロフスキー 作 ポプラ社 1994
わたしのぼうし さの ようこ 作・絵 ポプラ社 1977
とりかえっこ さとう わきこ 作 ポプラ社 1978
あおいめ　くろいめ　ちゃいろのめ かこ さとし 絵と文 偕成社 1978
にんじんばたけのパピプペポ かこ さとし 絵と文 偕成社 1978



からたちばやしのてんとうむし かこ さとし 絵と文 偕成社 1979
サザンちゃんのおともだち かこ さとし 絵と文 偕成社 1977
おたまじゃくしの１０１ちゃん かこ さとし 絵と文 偕成社 1978
わっしょ　わっしょい　ぶんぶんぶん かこ　さとし　絵と文 偕成社 1978
とんぼのうんどうかい かこ さとし 絵と文 偕成社 1978
どろぼうがっこう かこ さとし 絵と文 偕成社 1978
あかいありとくろいあり かこ さとし 絵と文 偕成社 1973
からすのパンやさん かこ さとし 絵と文 偕成社 1978
カミキリムシ 岸田 功 著 あかね書房 1979.7
ギフチョウ 青山 潤三 著 あかね書房 1987.3
それいけズッコケ三人組 那須 正幹 作 ポプラ社 1978
ぼくらはズッコケ探偵団 那須 正幹 作 ポプラ社 1978
ズッコケ秘大作戦 那須　正幹　作 ポプラ社 1980
あやうしズッコケ探検隊 那須　正幹作 ポプラ社 1980
ズッコケ心霊学入門 那須 正幹 作 ポプラ社 1981
ズッコケ恐怖体験 那須 正幹 作 ポプラ社 1986.12
ズッコケ三人組対怪盗Ｘ 那須 正幹 作 ポプラ社 1992.12
ズッコケ三人組の大運動会 那須 正幹 作 ポプラ社 1993.7
参上！ズッコケ忍者軍団 那須 正幹 作 ポプラ社 1993.12
ズッコケ三人組のミステリーツアー 那須 正幹 作 ポプラ社 1994.7
ズッコケ三人組と学校の怪談 那須 正幹 作 ポプラ社 1994.12
ズッコケ三人組の未来報告 那須 正幹 作 ポプラ社 1992.8
ズッコケ結婚相談所 那須 正幹 作 ポプラ社 1987.7
謎のズッコケ海賊島 那須 正幹 作 ポプラ社 1987.12
ズッコケ文化祭事件 那須 正幹 作 ポプラ社 1988.8
驚異のズッコケ大時震 那須 正幹 作 ポプラ社 1988.12
ズッコケ三人組の推理教室 那須 正幹 作 ポプラ社 1989.7
大当たりズッコケ占い百科 那須 正幹 作 ポプラ社 1989.12
ズッコケ山岳救助隊 那須 正幹 作 ポプラ社 1990.8
ズッコケＴＶ本番中 那須 正幹 作 ポプラ社 1990.12
ズッコケ妖怪大図鑑 那須 正幹 作 ポプラ社 1991.8
夢のズッコケ修学旅行 那須 正幹 作 ポプラ社 1991.12
ズッコケ時間漂流記 那須 正幹 作 ポプラ社 1982.8
とびだせズッコケ事件記者 那須 正幹 作 ポプラ社 1998.1
こちらズッコケ探偵事務所 那須 正幹 作 ポプラ社 1993.1
ズッコケ財宝調査隊 那須 正幹 作 ポプラ社 1984.6



ズッコケ山賊修業中 那須 正幹 作 ポプラ社 1984.12
ズッコケ宇宙大旅行 那須 正幹 作 ポプラ社 1985.12
うわさのズッコケ株式会社 那須 正幹 作 ポプラ社 1986.7
技術・家庭科シリーズ家庭編４ 鈴木 寿雄 〔ほか〕編集 ポプラ社 1992.4
技術・家庭科シリーズ家庭編３ 鈴木 寿雄 〔ほか〕編集 ポプラ社 1992.4
技術・家庭科シリーズ家庭編１ 鈴木 寿雄 〔ほか〕編集 ポプラ社 1992.4
わるくちのすきな女の子 安房 直子 作 ポプラ社 1989.12
四年一組石川一家席がえ、はんたい！！ 斉藤 栄美 作 ポプラ社 1989.12
テストどろぼう、犯人はだれだ？ 松本 聡美 作 ポプラ社 1989.12
ご用だっ！ねこねこユーカイ事件 高橋 町子 作 ポプラ社 1990.12
四年三組石山カンタちょっとかわった変なやつ 高山 栄子 作 ポプラ社 1990.12
オバケやしきのおさいふ事件 高橋 町子 作 ポプラ社 1992.3
へそまがりパパに花たばを 朝比奈 蓉子 作 ポプラ社 1992.8
きょうは変な日、魔法の日 石原 由理 作 ポプラ社 1994.1
うそつきト・モ・ダ・チ 高山 栄子 作 ポプラ社 1993.12
理科がよくわかるクイズの本２ ポプラ社 1994.4
三省堂　小学国語辞典 三省堂 １９９５・１
２１世紀こども百科 小学館 1991.12
２１世紀こども百科 小学館 1991.12
ジュニアたのしい手づくりシリーズ１２ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ１１ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ９ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ７ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ６ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ５ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ４ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ３ 学研 1992.3
ジュニアたのしい手づくりシリーズ２ 学研 1992.3
教科書人物事典　別巻 学研 1991
日本の歴史　第１７巻 学研 1982
日本の歴史　第１６巻 学研 1982
日本の歴史　第１５巻 学研 1982
日本の歴史　第１４巻 学研 1982
日本の歴史　第１３巻 学研 1982
日本の歴史　第１１巻 学研 1982
日本の歴史　第９巻 学研 1982



日本の歴史　第８巻 学研 1982
日本の歴史　第７巻 学研 1982
日本の歴史　第６巻 学研 1982
日本の歴史　第５巻 学研 1982
日本の歴史　第４巻 学研 1982
日本の歴史　第３巻 学研 1982
日本の歴史　第２巻 学研 1982
日本の歴史　第１巻 学研 1982
木原光知子の楽しい水泳 木原 光知子 著 小峰書店 1991.1
室伏重信の楽しい陸上競技 室伏 重信 著 小峰書店 1991.3
斎藤清の楽しい卓球 斎藤 清 著 小峰書店 1991.2
山崎浩子の楽しい新体操 山崎 浩子 著 小峰書店 1990.9
森末慎二の楽しい体操 森末 慎二 著 小峰書店 1990.7
山下泰裕の楽しい柔道 山下 泰裕 著 小峰書店 1990.7
佐藤直子の楽しいテニス 佐藤 直子 著 小峰書店 1989.12
奥寺康彦の楽しいサッカー 奥寺 康彦 著 小峰書店 1989.12
三屋裕子の楽しいバレーボール 三屋 裕子 著 小峰書店 1989.7
掛布雅之の楽しい野球 掛布 雅之 著 小峰書店 1989.7
いただきま～す食事の本６ 学研 1995.2
いただきま～す食事の本５ 学研 1995.2
いただきま～す食事の本４ 学研 1995.2
いただきま～す食事の本３ 学研 1995.2
いただきま～す食事の本２ 学研 1995.2
いただきま～す食事の本１ 学研 1995.2
ぼくらのパソコン・ライブラリー１２ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー１１ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー１０ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー９ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー８ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー７ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー６ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー５ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー４ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー３ 岩崎書店 1990.3
ぼくらのパソコン・ライブラリー２ 岩崎書店 1990.3
学研の観察・実験シリーズ２３ 学研 1992.2



学研の観察・実験シリーズ２２ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ２１ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ２０ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１９ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１８ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１７ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１６ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１５ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１４ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１３ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１１ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１０ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ９ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ８ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ７ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ６ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ５ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ４ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ３ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ２ 学研 1992.2
音のしくみ 繁下 和雄 文 岩崎書店 1989.3
電気の音 繁下 和雄 文 岩崎書店 1989.3
ピアノの音 繁下 和雄 文 岩崎書店 1989.2
コンドルはとんでいく 矢沢 寛 文 岩崎書店 1989.3
美しく青きドナウ 矢沢 寛 文 岩崎書店 1988.1
黒いひとみの 矢沢 寛 文 岩崎書店 1993
魔王 東 竜男 文 岩崎書店 1988.12
ウィリアム・テル 東 竜男 文 岩崎書店 1989.2
白鳥のみずうみ 東 竜男 文 岩崎書店 1988.11
ヘンゼルとグレーテル 東 竜男 文 岩崎書店 1989.1
皮の音 繁下 和雄 文 岩崎書店 1988.2
弓の音 繁下 和雄 文 岩崎書店 1988.1
風の音 繁下 和雄 文 岩崎書店 1988.1
草原情歌 矢沢 寛 文 岩崎書店 1988.3
ダニー・ボーイ 矢沢 寛 文 岩崎書店 1988.2
おおスザンナ 矢沢 寛 文 岩崎書店 1987.12



ピーターとおおかみ 東 竜男 文 岩崎書店 1988.3
まほうの笛 東 竜男 文 岩崎書店 1987.12
まほうつかいのでし 東 竜男 文 岩崎書店 1987.11
どうぶつのカーニバル 東 竜男 文 岩崎書店 1987.11
あかいふうせん ラモリス 作 偕成社 1996.8
うらしまたろう まつたに みよこ 文 偕成社 1967
ははははは 五味 太郎 作 偕成社 1993.6
るるるるる 五味 太郎 作 偕成社 1991.4
どどどどど 五味 太郎 作 偕成社 1992.1
ぽぽぽぽぽ 五味 太郎 作 偕成社 1989.6
ぬぬぬぬぬ 五味 太郎 作 偕成社 1994.7
かかかかか 五味 太郎 作 偕成社 1991.4
ててててて 五味 太郎 作 偕成社 1993.2
ビビビビビ 五味 太郎 作 偕成社 1994.6
とうさんまいご 五味 太郎 作・絵 偕成社 1983.8
まどからおくりもの 五味 太郎 作・絵 偕成社 1983.11
きいろいのは　ちょうちょ 五味 太郎 作・絵 偕成社 1983.3
わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ 五味 太郎 作絵 偕成社 1984.6
バスがきた 五味 太郎 作絵 偕成社 1985.5
弥次さん喜多さん 山田 野理夫 著 太平出版社 1977
しくじった笑い神 山田 野理夫 著 太平出版社 1977
天をかついでどっこいさ 山田 野理夫 〔著〕 太平出版社 1977
コイのひげそり 山田 野理夫 〔著〕 太平出版社 1977
おしりの笛太鼓 山田 野理夫 〔著〕 太平出版社 1977
とんてきさん 山田 野理夫 〔著〕 太平出版社 1977
ものまね山伏 山田 野理夫 著 太平出版社 1977
よっぱらったゆうれい 山田 野理夫 著 太平出版社 1980
小さな小さなすもうとり 山田 野理夫 著 太平出版社 1978
キツネをばかしてやろう 山田 野理夫 著 太平出版社 1978
ゴロゴロまんきんたん 山田 野理夫 著 太平出版社 1977
笑いのびっくり箱 山田 野理夫 著 太平出版社 1977
絵で見るたのしい古典８ 学研 1990.3
絵で見るたのしい古典７ 学研 1990.3
絵で見るたのしい古典６ 学研 1990.3
絵で見るたのしい古典５ 学研 1990.3
絵で見るたのしい古典４ 学研 1990.3



絵で見るたのしい古典３ 学研 1990.3
絵で見るたのしい古典２ 学研 1990.3
絵で見るたのしい古典１ 学研 1990.3
生活科学級でできる飼育と栽培１０ 学研 1993.4
生活科学級でできる飼育と栽培９ 学研 1993.4
生活科学級でできる飼育と栽培８ 学研 1993.4
生活科学級でできる飼育と栽培７ 学研 1993.4
自然といっしょにあそぼう５ 浜口 哲一 著 学研 1991.4
自然といっしょにあそぼう４ 浜口 哲一 著 学研 1991.4
自然といっしょにあそぼう３ 浜口 哲一 著 学研 1991.4
自然といっしょにあそぼう２ 浜口 哲一 著 学研 1991.4
自然といっしょにあそぼう１ 浜口 哲一 著 学研 1991.4
理科がよくわかるクイズの本８ ポプラ社 1994.4
理科がよくわかるクイズの本７ ポプラ社 1994.4
理科がよくわかるクイズの本６ ポプラ社 1994.4
理科がよくわかるクイズの本４ ポプラ社 1994.4
理科がよくわかるクイズの本３ ポプラ社 1994.4
まちがいだらけの言葉づかい７ ポプラ社 1995.4
まちがいだらけの言葉づかい６ ポプラ社 1995.4
まちがいだらけの言葉づかい５ ポプラ社 1995.4
まちがいだらけの言葉づかい４ ポプラ社 1995.4
まちがいだらけの言葉づかい３ ポプラ社 1995.4
まちがいだらけの言葉づかい２ ポプラ社 1995.4
まちがいだらけの言葉づかい１ ポプラ社 1995.4
かいけつゾロリのドラゴンたいじ 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1987.11
かいけつゾロリのきょうふのやかた 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1988.5
かいけつゾロリのまほうつかいのでし 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1988.11
かいけつゾロリの大かいぞく 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1993
かいけつゾロリの大きょうりゅう 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1995
かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1991.2
かいけつゾロリのママだーいすき 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1994
かいけつゾロリのきょうふのプレゼント 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1992.12
かいけつゾロリとなぞのひこうき 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1994.11
ほうれんそうマンのおばけやしき みづしま 志穂 さく ポプラ社 1995
へんし～んほうれんそうマン みづしま 志穂 さく ポプラ社 1995
ほうれんそうマンのようかいがっこう みづしま 志穂 さく ポプラ社 1987.2



ほうれんそうマンのようかいじま みづしま 志穂 さく ポプラ社 1986.7
世界各地のくらし　１０ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし　９ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし　８ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし　７ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし　６ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし　５ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし　４ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし　３ ポプラ社 1995.4
世界各地のくらし　２ ポプラ社 1995.4
チロヌップのきつね たかはし ひろゆき 文・絵 金の星社 1980
おこりじぞう 山口 勇子 原作 金の星社 1979.11
かわいそうなぞう つちや ゆきお ぶん 金の星社 1978
わすれないで 赤坂 三好 文・絵 金の星社 1989.3
トビウオのぼうやはびょうきです いぬい とみこ 作 金の星社 1982.7
わたしのヒロシマ 森本 順子 作・絵 金の星社 1988.8
えんぴつびな 長崎 源之助 作 金の星社 1984.2
さようならカバくん 早乙女 勝元 原作 金の星社 1989.8
火の雨がふる 金の星社 1989.3
お母さんはアダン林でねむってる 真尾 悦子 作 金の星社 1992.4
さようならカバくん 早乙女 勝元 作 金の星社 1988.2
ひとりぼっちのぞう 鶴見 正夫 作 金の星社 1986.8
けんちゃんとトシせんせい 高木 敏子 ぶん 金の星社 1994.12
サーカスのぞう 鶴見 正夫 作 金の星社 1984.2
ぞうをください 鶴見 正夫 作 金の星社 1983.2
アンネ・フランクものがたり ヨハンナ・ハルウィッツ 作 金の星社 1990.8
とべとべひよこ 早乙女 勝元 作 金の星社 1990.3
やくそくは南の海をこえて かまだ しゅんそう 作 金の星社 1990.12
東京大空襲ものがたり 早乙女 勝元 作 金の星社 1991.9
つるにのって ミホ・シボ 原案 金の星社 1994.4
お星さまのレール 小林 千登勢 原作 金の星社 1993.7
チロヌップのきつね 高橋 宏幸 原作 金の星社 1990.4
うしろの正面だあれ 海老名 香葉子 原作 金の星社 1991.7
四季の野鳥かんさつ 菅原 光二 写真 あかね書房 1986.5
シラサギの森 田中 徳太郎 著 あかね書房 1978
タンチョウの四季 林田 恒夫 著 あかね書房 1978



わたり鳥のひみつ 行田 哲夫 著 あかね書房 1979
ライチョウの四季 右高 英臣 著 あかね書房 1978
ツバメのくらし 菅原 光二 著 あかね書房 1978
ペンギンのくに 鳥居 鉄也 著 あかね書房 1977
ウミネコのくらし 右高 英臣 著 あかね書房 1978
フクロウ 福田 俊司 著 あかね書房 1979.5
カラスのくらし 菅原 光二 著 あかね書房 1981.3
キツツキの森 右高 英臣 著 あかね書房 1982.4
モズのくらし 菅原 光二 著 あかね書房 1984.5
ハヤブサの四季 伊藤 正清 写真 あかね書房 1986.11
アリの世界 栗林 慧 著 あかね書房 1978
アカトンボの一生 佐藤 有恒 著 あかね書房 1978
カブトムシ 岸田 功 著 あかね書房 1978
アゲハチョウ 佐藤 有恒 写真 あかね書房 1978
セミの一生 佐藤 有恒 写真 あかね書房 1978
クモのひみつ 栗林 慧 著 あかね書房 1979
トノサマバッタ 佐藤 有恒 写真 あかね書房 1978
モンシロチョウ 矢島 稔 著 あかね書房 1978
ミツバチのふしぎ 栗林 慧 写真 あかね書房 1978
アシナガバチ 小川 宏 著 あかね書房 1978
鳴く虫の世界 佐藤 有恒 写真 あかね書房 1978
カマキリのかんさつ 栗林 慧 著 あかね書房 1979
カイコ 岸田 功 著 あかね書房 1978
テントウムシ 佐藤 有恒 著 あかね書房 1978
オオムラサキ 森 一彦 著 あかね書房 1983.4
高山チョウのくらし 斎藤 嘉明 著 あかね書房 1983.6
昆虫のふしぎ 栗林 慧 写真 あかね書房 1985.3
ジュニア朝日年鑑・社会（学習）1995★1996 朝日新聞社 1995.3
ジュニア朝日年鑑・社会（学習）1995★1996 朝日新聞社 1995.3
ジュニア朝日年鑑・社会（学習）1995★1996 朝日新聞社 1995.3
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業９ 飯島 博 著 ポプラ社 1995.4
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業８ 飯島 博 著 ポプラ社 1995.4
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業７ 飯島 博 著 ポプラ社 1995.4
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業６ 飯島 博 著 ポプラ社 1995.4
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業５ 飯島 博 著 ポプラ社 1995.4
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業４ 飯島 博 著 ポプラ社 1995.4



調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業３ 飯島 博 著 ポプラ社 1995.4
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業２ 飯島 博 著 ポプラ社 1995.4
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業１ 飯島 博 著 ポプラ社 1995.4
こどもノンフィクション10 近野 十志夫 編 小峰書店 1994.11
こどもノンフィクション９ 近野 十志夫 編 小峰書店 1994.11
こどもノンフィクション８ 近野 十志夫 編 小峰書店 1994.1
こどもノンフィクション７ 近野 十志夫 編 小峰書店 1994.1
こどもノンフィクション６ 近野 十志夫 編 小峰書店 1994.9
こどもノンフィクション５ 近野 十志夫 編 小峰書店 1994.9
こどもノンフィクション４ 近野 十志夫 編 小峰書店 1994.8
こどもノンフィクション３ 近野 十志夫 編 小峰書店 1994.8
こどもノンフィクション２ 近野 十志夫 編 小峰書店 1994.7
こどもノンフィクション１ 近野 十志夫 編 小峰書店 1994.7
技術・家庭科シリーズ家庭編５ 鈴木 寿雄 〔ほか〕編集 ポプラ社 1995.3
アニーとおばあちゃん ミスカ・マイルズ 作 あすなろ書房 1993.12
道ばたの四季 高橋 清 え 福音館書店 1984.5
うみからきた子 神沢 利子 作 ＰＨＰ研究所 1979
ぼくたちまん中ぐみ 矢部 美智代 作 ひさかたチャイルド 1984.12
１年生の生活科４ 学研 1990.3
昆虫のくらし 学研 1978
こども版　西遊記　巻３ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 1984.1
いぬ　ねこ 七尾 純 構成・文 あかね書房 1981.6
どうぶつ　これなあに 七尾 純 構成　文 あかね書房 1980.8
かいけつゾロリのチョコレートじょう 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1995
はたらきもののあひるどん マーティン・ワッデル さく 評論社 1993.11
怪談 小泉 八雲 原作 ぎょうせい 1991
宮本武蔵 阿貴 良一 〔著〕 ポプラ社 1978
少年の海 横山 充男 作 文研出版 1993.6
女の子のからだとこころの本４ 大島 清 著 偕成社 1994.4
女の子のからだとこころの本３ 大島 清 著 偕成社 1994.4
女の子のからだとこころの本２ 大島 清 著 偕成社 1994.4
女の子のからだとこころの本１ 大島 清 著 偕成社 1994.4
ネズミの歯になーれ 七尾 純 構成・文 国土社 1993.1
地獄変・奉教人の死 芥川 竜之介 原作 ぎょうせい 1992.3
小さな王国 谷崎 潤一郎 原作 ぎょうせい 1991
わんぱく時代 佐藤 春夫 原作 ぎょうせい 1992.7



風の中の子供 坪田 譲治 原作 ぎょうせい 1992.2
二十四の瞳 壷井 栄 原作 ぎょうせい 1992.7
友情 武者小路 実篤 原作 ぎょうせい 1992.9
みんなができる自然のパトロール ドナ・ベイリー 著 同朋舎出版 1994.1
みんなができるきれいな町づくり ドナ・ベイリー 著 同朋舎出版 1994.1
みんなができる上手なエネルギーの使い方 ドナ・ベイリー 著 同朋舎出版 1994.1
みんなができる上手な水の使い方 ドナ・ベイリー 著 同朋舎出版 1994.1
みんなができるリサイクル ドナ・ベイリー 著 同朋舎出版 1994.1
みんなができるきれいな空気、静かな町づくり ドナ・ベイリー 著 同朋舎出版 1994.1
どうしているの？木のゴミ ベロニカ・ボナー 文 同朋舎出版 1994.1
どうしているの？かみのゴミ ベロニカ・ボナー 文 同朋舎出版 1994.1
どうしているの？きんぞくのゴミ ベロニカ・ボナー 文 同朋舎出版 1994.1
どうしているの？ガラスのゴミ ベロニカ・ボナー 文 同朋舎出版 1994.1
どうしているの？プラスチックのゴミ ベロニカ・ボナー 文 同朋舎出版 1994.1
どうしているの？たべもののゴミ ベロニカ・ボナー 文 同朋舎出版 1994.1
地球のためにわたしたちにできること４ ポプラ社 1994.4
赤ちゃんのはなし マリー・ホール・エッツ ぶん・え 福音館書店 1982.6
こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール 文 福音館書店 １９９２・９
夏休み昆虫のかんさつ 小田 英智 文 あかね書房 1978
昆虫２ 得田 之久 ぶん え 福音館書店 1990.6
昆虫 得田 之久 ぶん・え 福音館書店 1980
カミキリムシ 岸田 功 著 あかね書房 1979.7
鳴く虫の世界 佐藤 有恒 写真 あかね書房 1978
高山チョウのくらし 斎藤 嘉明 著 あかね書房 1983.6
トノサマバッタ 佐藤 有恒 写真 あかね書房 1978
セミの一生 佐藤 有恒 写真 あかね書房 1978
クモのひみつ 栗林 慧 著 あかね書房 1979
オオムラサキ 森 一彦 著 あかね書房 1983.4
ギフチョウ 青山 潤三 著 あかね書房 1987.3
アカトンボの一生 佐藤 有恒 著 あかね書房 1978
ミツバチのふしぎ 栗林 慧 写真 あかね書房 1978
モンシロチョウ 矢島 稔 著 あかね書房 1978
星座を見つけよう Ｈ・Ａ・レイ 文・絵 福音館書店 1980
宇宙 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 1980
日本の恐竜 長谷川 善和 文 福音館書店 1988.11
夏休み植物のかんさつ 石原 幸夫 文 あかね書房 1978



どんどんのびる草 村山 幸三郎 ぶん 新日本出版社 1993.3
北から南へ ニコライ・スラトコフ 作 福音館書店 1992.11
町とくらしのうつりかわり３ 小峰書店 1992.4
ヘレン・ケラー 山口 正重 〔著〕 ポプラ社 1978
野口英世 馬場 正男 〔著〕 ポプラ社 1978
水の生物 学研 1978
昆虫 学研 1986.4
アゲハチョウ 佐藤 有恒 写真 あかね書房 1978
いまえよしともようちえんのえほん 今江 祥智 作 理論社 1987.9
はてなのおにえもん 吉田 比砂子 作 太平出版社 1979.11
ショベルカーのどんきちさん 堀内 純子 作 太平出版社 1980.5
赤ひだ山の大ぐま 武井 直紀 作 太平出版社 1979.12
ちろも一ねんせい 黒木 まさお 作 太平出版社 1979.12
ゆき　こんこんや 角田 光男 作 太平出版社 1979.12
おかあさんのベレーぼう 新 冬二 作 太平出版社 1979.11
三人とんま　なぞなぞうた 木島 始 作 太平出版社 1979.12
三人とんまかぞえうた 木島 始 作 太平出版社 1979.11
あばれ天竜を恵みの流れに 赤座 憲久 作 ＰＨＰ研究所 1993.6
あばれ天竜を恵みの流れに 赤座 憲久 作 ＰＨＰ研究所 1993.6
あばれ天竜を恵みの流れに 赤座 憲久 作 ＰＨＰ研究所 1993.6
星のまつり 最上 一平 文 童心社 1993.5
星のまつり 最上 一平 文 童心社 1993.5
星のまつり 最上 一平 文 童心社 1993.5
少年の海 横山 充男 作 文研出版 1993.6
少年の海 横山 充男 作 文研出版 1993.6
しろばんば 井上 靖 原作 ぎょうせい 1991
伊豆の踊り子 川端 康成 原作 ぎょうせい 1991
風立ちぬ 堀 辰雄 原作 ぎょうせい 1992.4
走れメロス・富岳百景 太宰 治 原作 ぎょうせい 1991
山月記・李陵 中島 敦 原作 ぎょうせい 1992.6
狐・すみだ川 永井 荷風 原作 ぎょうせい 1992.8
性に目覚める頃 室生 犀星 原作 ぎょうせい 1992.5
恩讐の彼方に 菊池 寛 原作 ぎょうせい 1992.9
嵐・分配 島崎 藤村 原作 ぎょうせい 1992.9
風の又三郎 宮沢 賢治 原作 ぎょうせい 1991
銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 原作 ぎょうせい 1992.2



杜子春・羅生門 芥川 竜之介 原作 ぎょうせい 1991
高野聖 泉 鏡花 原作 ぎょうせい 1992.6
田舎教師 田山 花袋 原作 ぎょうせい 1992.5
源叔父・春の鳥 国木田 独歩 原作 ぎょうせい 1992.9
一房の葡萄　カインの末裔 有島 武郎 原作 ぎょうせい 1992.4
野菊の墓 伊藤 左千夫 原作 ぎょうせい 1992.3
舞姫・うたかたの記 森 鴎外 原作 ぎょうせい 1992.1
夢十夜・文鳥 夏目 漱石 原作 ぎょうせい 1992.1
三四郎 夏目 漱石 原作 ぎょうせい 1992.8
坊っちゃん 夏目 漱石 原作 ぎょうせい 1991
地球 学研 1978
ぼくらハヤブサ探偵団 浜野 卓也 作 ひくまの出版 1988.4
峠をこえたふたりの夏 三輪 裕子 著 あかね書房 1991.7
峠をこえたふたりの夏 三輪 裕子 著 あかね書房 1991.7
はじまりはシンバルパンチ 依田 逸夫 作 ひくまの出版 1989.7
日本の神話１０ 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989.11
日本の神話９ 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989.1
日本の神話８ 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989.9
日本の神話７ 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989.8
日本の神話６ 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989.8
日本の神話５ 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989.7
日本の神話４ 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989.7
日本の神話２ 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989.6
日本の神話１ 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989.4
算数であそぼう１０ 長嶺 太 絵 岩崎書店 1994.4
算数であそぼう９ 長嶺 太 絵 岩崎書店 1994.4
算数であそぼう８ 長嶺 太 絵 岩崎書店 1994.4
算数であそぼう７ 長嶺 太 絵 岩崎書店 1994.4
算数であそぼう６ 長嶺 太 絵 岩崎書店 1994.4
算数であそぼう５ 長嶺 太 絵 岩崎書店 1994.4
算数であそぼう４ 長嶺 太 絵 岩崎書店 1994.4
算数であそぼう３ 長嶺 太 絵 岩崎書店 1994.4
算数であそぼう２ 長嶺 太 絵 岩崎書店 1994.4
算数であそぼう１ 長嶺 太 絵 岩崎書店 1994.4
魚のくらし 学研 1979.4
宇宙ロケット 学研 1981.7



天気・気象 学研 1979.6
世界の昆虫 学研 1978
星・星座 学研 1998.6
化石・岩石 学研 1978
鳥のくらし 学研 1979.4
植物のくらし 学研 1974
昆虫の図解 学研 1974
顕微鏡観察 学研 1978
人とからだ 学研 1994.11
地球環境 学研 1991.1
飛行機・ロケット・船 学研 1986.1
鉄道・自動車 学研 1993.6
爬虫・両生類 学研 1987.2
恐竜 学研 1990.4
理科の実験 学研 1972
理科の自由研究 学研 1978
飼育と観察 学研 1978
貝 学研 1981.7
花 学研 1994.11
宇宙 学研 1995.12
植物 学研 1986.4
魚 学研 1986.4
生活科ブック・はたらく人びと２０ 菊池 東太 写真 小峰書店 1991.2
生活科ブック・はたらく人びと１９ 菊池 東太 写真 小峰書店 1991.2
生活科ブック・はたらく人びと１８ 菊池 東太 写真 小峰書店 1991.2
生活科ブック・はたらく人びと１７ 菊池 東太 写真 小峰書店 1991.2
生活科ブック・はたらく人びと１６ 菊池 東太 写真 小峰書店 1991.2
生活科ブック・はたらく人びと１５ 菊池 東太 写真 小峰書店 1991.2
生活科ブック・はたらく人びと１４ 菊池 東太 写真 小峰書店 1991.2
生活科ブック・はたらく人びと１３ 菊池 東太 写真 小峰書店 1991.2
生活科ブック・はたらく人びと１２ 菊池 東太 写真 小峰書店 1991.2
生活科ブック・はたらく人びと１１ 菊池 東太 写真 小峰書店 1991.2
生活科ブック・はたらく人びと１０ 菊池 東太 写真 小峰書店 1990.2
生活科ブック・はたらく人びと９ 菊池 東太 写真 小峰書店 1990.2
生活科ブック・はたらく人びと８ 菊池 東太 写真 小峰書店 1990.2
生活科ブック・はたらく人びと７ 菊池 東太 写真 小峰書店 1990.2



生活科ブック・はたらく人びと６ 菊池 東太 写真 小峰書店 1990.2
生活科ブック・はたらく人びと５ 菊池 東太 写真 小峰書店 1990.2
生活科ブック・はたらく人びと４ 菊池 東太 写真 小峰書店 1990.2
生活科ブック・はたらく人びと３ 菊池 東太 写真 小峰書店 1990.2
生活科ブック・はたらく人びと２ 菊池 東太 写真 小峰書店 1990.2
生活科ブック・はたらく人びと１ 菊池 東太 写真 小峰書店 1990.2
地球のためにわたしたちにできること７ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること６ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること５ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること３ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること２ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること１ ポプラ社 1994.4
テントウムシ 佐藤 有恒 著 あかね書房 １９９４・２
クワガタムシ 林 長閑 構成・文 あかね書房 １９９３・１０
アリの世界 栗林 慧 著 あかね書房 １９９４・２
カマキリのかんさつ 栗林 慧 著 あかね書房 1979
水生昆虫のひみつ 増田 戻樹 著 あかね書房 1987.9
秋山仁先生のたのしい算数教室９ 木幡 寛 著 ポプラ社 1994.4
秋山仁先生のたのしい算数教室８ 木幡 寛 著 ポプラ社 1994.4
秋山仁先生のたのしい算数教室７ 木幡 寛 著 ポプラ社 1994.4
秋山仁先生のたのしい算数教室６ 木幡 寛 著 ポプラ社 1994.4
秋山仁先生のたのしい算数教室５ 木幡 寛 著 ポプラ社 1994.4
秋山仁先生のたのしい算数教室４ 木幡 寛 著 ポプラ社 1994.4
秋山仁先生のたのしい算数教室３ 木幡 寛 著 ポプラ社 1994.4
秋山仁先生のたのしい算数教室２ 木幡 寛 著 ポプラ社 1994.4
秋山仁先生のたのしい算数教室１ 木幡 寛 著 ポプラ社 1994.4
今江祥智ファンタジーランド 今江 祥智 作 理論社 1987.11
今江祥智メルヘンランド 今江 祥智 作 理論社 1987.1
今江祥智ナンセンスランド 今江 祥智 作 理論社 1987.12
今江祥智６年生の童話２ 今江 祥智 作 理論社 1987.6
今江祥智６年生の童話１ 今江 祥智 作 理論社 1987.5
今江祥智５年生の童話２ 今江 祥智 作 理論社 1987.4
今江祥智５年生の童話１ 今江 祥智 作 理論社 1987.3
今江祥智４年生の童話２ 今江 祥智 作 理論社 1987.2
今江祥智４年生の童話１ 今江 祥智 作 理論社 1986.12
今江祥智３年生の童話２ 今江 祥智 作 理論社 1986.11



今江祥智３年生の童話１ 今江 祥智 作 理論社 1986.1
いまえよしとも２年生のどうわ２ 今江 祥智 作 理論社 1986.9
いまえよしとも２年生のどうわ１ 今江 祥智 作 理論社 1986.8
いまえよしとも１年生のどうわ２ 今江 祥智 作 理論社 1986.7
いまえよしとも１年生のどうわ１ 今江 祥智 作 理論社 1986.7
りんご　とまと 七尾 純 著 あかね書房 1983.9
たんぽぽ　れんげそう 七尾 純 構成・文 あかね書房 1983.3
どんぐり　さくら 七尾 純 構成・文 あかね書房 1982.1
ちゅーりっぷ　ひまわり 七尾 純 構成・文 あかね書房 1982.6
うま　うし　うさぎ 七尾 純 構成・文 あかね書房 1982.2
かえる　ざりがに 七尾 純 構成・文 あかね書房 1979.7
とんぼ　げんごろう 七尾 純 構成・文 あかね書房 1979.3
かぶとむし　くわがたむし　せみ　なくむし 七尾 純 構成・文 あかね書房 1979
ちょう　あり　はち 七尾 純 構成・文 あかね書房 1978
はじめてであう短歌の本　心の歌Ⅱ 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 1993.4
はじめてであう短歌の本　心の歌Ⅰ 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 1993.4
はじめてであう短歌の本　夏と秋の歌 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 1993.4
はじめてであう短歌の本　冬と春の歌 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 1993.4
はじめてであう俳句の本　冬の句 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 1993.3
はじめてであう俳句の本　秋の句 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 1993.3
はじめてであう俳句の本　夏の句 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 1993.3
はじめてであう俳句の本　春の句 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 1993.2
町とくらしのうつりかわり１０ 小峰書店 1992.4
町とくらしのうつりかわり８ 小峰書店 1992.4
町とくらしのうつりかわり７ 小峰書店 1992.4
町とくらしのうつりかわり５ 小峰書店 1992.4
町とくらしのうつりかわり２ 小峰書店 1992.4
２年生の生活科８ 学研 1991.4
２年生の生活科７ 学研 1991.4
２年生の生活科６ 学研 1991.4
２年生の生活科５ 学研 1991.4
２年生の生活科４ 学研 1991.4
２年生の生活科３ 学研 1991.4
２年生の生活科２ 学研 1991.4
２年生の生活科１ 学研 1991.4
１年生の生活科８ 学研 1990.3



１年生の生活科６ 学研 1990.3
１年生の生活科５ 学研 1990.3
１年生の生活科３ 学研 1990.3
１年生の生活科２ 学研 1990.3
１年生の生活科１ 学研 1990.3
どうぐがじょうずにつかえる本１０ ポプラ社 1994.4
どうぐがじょうずにつかえる本９ ポプラ社 1994.4
どうぐがじょうずにつかえる本８ ポプラ社 1994.4
どうぐがじょうずにつかえる本７ ポプラ社 1994.4
どうぐがじょうずにつかえる本６ ポプラ社 1994.4
どうぐがじょうずにつかえる本５ ポプラ社 1994.4
どうぐがじょうずにつかえる本４ ポプラ社 1994.4
どうぐがじょうずにつかえる本３ ポプラ社 1994.4
どうぐがじょうずにつかえる本２ ポプラ社 1994.4
どうぐがじょうずにつかえる本１ ポプラ社 1994.4
音楽が好きだ！６ ポプラ社 1994.4
音楽が好きだ！５ ポプラ社 1994.4
音楽が好きだ！４ ポプラ社 1994.4
音楽が好きだ！３ ポプラ社 1994.4
音楽が好きだ！２ ポプラ社 1994.4
音楽が好きだ！１ ポプラ社 1994.4
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑８ ポプラ社 1994.4
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑６ ポプラ社 1994.4
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑５ ポプラ社 1994.4
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑４ ポプラ社 1994.4
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑３ ポプラ社 1994.4
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑２ ポプラ社 1994.4
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑１ ポプラ社 1994.4
ジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家１０ 音楽之友社 1992.12
ジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家９ 音楽之友社 1992.12
ジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家８ 音楽之友社 1992.12
ジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家７ 音楽之友社 1992.11
ジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家６ 音楽之友社 1992.11
ジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家５ 音楽之友社 1992.1
ジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家４ 音楽之友社 1992.1
ジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家３ 音楽之友社 1992.1



ジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家２ 音楽之友社 1992.1
ジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家１ 音楽之友社 1992.1
衣食住に見る日本の歴７ あすなろ書房 1989.2
衣食住に見る日本の歴史６ あすなろ書房 1989.2
衣食住に見る日本の歴史５ あすなろ書房 1989.2
ガリレオ 山田 一枝 〔著〕 ポプラ社 1978
イーヨーのたんじょうび Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982.6
衣食住に見る日本の歴史４ あすなろ書房 1989.2
衣食住に見る日本の歴史３ あすなろ書房 1989.2
衣食住に見る日本の歴史２ あすなろ書房 1989.2
衣食住に見る日本の歴史１ あすなろ書房 1989.2
トラーのあさごはん Ａ．Ａ．ミルン さく 岩波書店 1982.9
イーヨーのあたらしいうち Ａ．Ａ．ミルン さく 岩波書店 1982.9
プーのたのしいパーティー Ａ．Ａ．ミルン さく 岩波書店 1982.9
コブタと大こうずい Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982.9
プーのほっきょくたんけん Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982.9
プーのゾゾがり Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982.6
プーあなにつまる・ふしぎなあしあと Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982.6
プーのはちみつとり Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982.6
野の草花 古矢 一穂 ぶん 福音館書店 1982.5
地球 加古 里子 ぶん え 福音館書店 1987
海 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 2002.2
夏の虫夏の花 たかはし きよし 絵 福音館書店 1986.5
生物の消えた島 田川 日出夫 文 福音館書店 1987.1
森のずかん 松岡 達英 さく 福音館書店 2002.9
冬の虫冬の自然 たかはし きよし 絵 福音館書店 1989.11
昼の虫夜の虫 たかはし きよし 絵 福音館書店 1992.6
木の本 高森 登志夫 え 福音館書店 1986.4
水草のひみつ 守矢 登 著 あかね書房 1984.7
サボテンのふしぎ 埴 沙萠 著 あかね書房 1978
楽しい日記と手紙の書き方 亀村 五郎 編・著 大月書店 1993.1
むしばくん　だいすき？ 七尾 純 さく あかね書房 1984.6
ジュニア料理教室５ ポプラ社 1984.4
ぼくはジョナサン…エイズなの ジョナサン・スウェイン 著 大月書店 1992.7
環境とリサイクル７ 本間 正樹 文 小峰書店 1994.4
地球を旅する地理の本８ 大月書店



地球を旅する地理の本７ 大月書店
地球を旅する地理の本６ 大月書店
地球を旅する地理の本５ 大月書店
地球を旅する地理の本４ 大月書店
地球を旅する地理の本３ 大月書店
地球を旅する地理の本２ 大書店月
地球を旅する地理の本１ 岩淵孝 大月書店
なたねじぞう 今西 祐行 作 あすなろ書房 1985.3
おもちは　なぜ　ふくれるの 今西 祐行 作 あすなろ書房 1984.1
天使とくつした 今西 祐行 作 あすなろ書房 1985.3
ねむり屋さん 今西 祐行 作 あすなろ書房 1985.1
ぬまをわたるカワセミ 今西 祐行 作 あすなろ書房 1984.8
トコちゃんの金のおさかな 今西 祐行 作 あすなろ書房 1984.1
にじのはしがかかるとき 今西 祐行 作 あすなろ書房 1985.2
おにさんはどこにいる 今西 祐行 作 あすなろ書房 1984.1
ハコちゃん 今西 祐行 作 あすなろ書房 1984.12
ハマヒルガオのちいさな海 今西 祐行 作 あすなろ書房 1984.8
空のひつじかい 今西 祐行 作 あすなろ書房 1984.9
ロシアの昔話 内田 莉莎子 編・訳 福音館書店 1989.6
グリムの昔話 〔グリム 著〕 福音館書店 1986.3
グリムの昔話 〔グリム 著〕 福音館書店 1986.3
グリムの昔話 〔グリム 著〕 福音館書店 1986.3
パディントンの煙突掃除 マイケル・ボンド 作 福音館書店 1980
パディントンの一周年記念 マイケル・ボンド 作 福音館書店 1978
パディントンとテレビ マイケル・ボンド 作 福音館書店 1978
パディントン妙技公開 マイケル・ボンド 作 福音館書店 2002.3
こぎつねルーファスとシンデレラ アリソン・アトリー 作 岩波書店 1992.9
グッディさんとしあわせの国 ルース・エインズワース 作 岩波書店 2002.1
海賊黒ひげをやっつけろ ジョン・シェスカ 作 岩波書店 1999.1
アーサー王救出作戦 ジョン・シェスカ 作 岩波書店 1999.7
クリスマスをまつリサベット アストリッド・リンドグレーン 作 岩波書店 1994.1
エーミルのいたずら３２５番 アストリッド・リンドグレーン 作 岩波書店 1994.1
こぶたのおまわりさん シーブ・セーデリング 作 絵 岩波書店 1993.2
エーミルと小さなイーダ アストリッド・リンドグレーン 作 岩波書店 2001.5
みにくいガチョウの子 ディック・キング＝スミス 作 岩波書店 1994.1
はらぺこオオカミがんばる キャサリン・ストー 作 岩波書店 1992.9



まだまだはらぺこオオカミ キャサリン・ストー 作 岩波書店 1994.1
パディーの黄金のつぼ ディック・キング＝スミス 作 岩波書店 1995.2
おもしろ荘のリサベット アストリッド・リンドグレーン 作 岩波書店 2001.5
ポリーとはらぺこオオカミ キャサリン・ストー 作 岩波書店 1992.1
雪だるまのひみつ ルース・エインズワース 作 岩波書店 2002.1
こぎつねルーファスのぼうけん アリソン・アトリー 作 岩波書店 1979.3
千びきのうさぎと牧童 ポラジンスカ 文 岩波書店 1980
ものいうなべ メリー・Ｃ・ハッチ 文 岩波書店 1979
天からふってきたお金 アリス・ケルジー 文 岩波書店 1980
ポルコさまちえばなし ロバート・デイヴィス 文 岩波書店 1980
まほうの馬 Ａ．トルストイ 文 岩波書店 1980
かぎのない箱 ボウマン 文 岩波書店 1980
りこうなおきさき モーゼス・ガスター 文 岩波書店 1978
トンボソのおひめさま バーボー 文 岩波書店 1979
カラスだんなのおよめとり チャールズ・ギラム 文 岩波書店 1963
まほうの国からママがきた！ 藤 真知子 作 ポプラ社 1988.7
恋のまほうはママにおまかせ！ 藤 真知子 作 ポプラ社 1988.12
恋のまほうはママにおまかせ！ 藤 真知子 作 ポプラ社 1988.12
カオリはすてきなまほうつかい！？ 藤 真知子 作 ポプラ社 1993.11
ママのまほうで大へんしん！ 藤 真知子 作 ポプラ社 1990.7
ママのまほうはきけんがいっぱい！ 藤 真知子 作 ポプラ社 1989.7
ママは怪盗紳士の大ファン！ 藤 真知子 作 ポプラ社 1989.12
転校生のママも魔女！？ 藤 真知子 作 ポプラ社 1992.11
ママのまほうで天才歌手！？ 藤 真知子 作 ポプラ社 1991.12
ママのまほうでシンデレラ！？ 藤 真知子 作 ポプラ社 1992.5
ユーレイくんはわたしに夢中！ 藤 真知子 作 ポプラ社 1993.5
ドラキュラさんようこそ！ 藤 真知子 作 ポプラ社 1990.12
かいけつゾロリのきょうふのやかた 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1995
かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1994
かいけつゾロリのドラゴンたいじ 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1995
へんし～んほうれんそうマン みづしま 志穂 さく ポプラ社 1995
ほうれんそうマンのおばけやしき みづしま 志穂 さく ポプラ社 1995
ほうれんそうマンよいこの１年生 みづしま 志穂 さく ポプラ社 1995
ほうれんそうマンのようかいがっこう みづしま 志穂 さく ポプラ社 1987.2
ワシントン 室谷 幸吉 〔著〕 ポプラ社 1978
リンカーン 山主 敏子 〔著〕 ポプラ社 1978



ライト兄弟 おき たかし 〔著〕 ポプラ社 1978
モーツァルト 真篠 将 〔著〕 ポプラ社 1978
マルコ・ポーロ おき たかし 著 ポプラ社 1979.6
ベートーベン 浜野 政雄 〔著〕 ポプラ社 1978
ファーブル 砂村 秀治 〔著〕 ポプラ社 1978
ノーベル 近藤 釧三 〔著〕 ポプラ社 1978
ニュートン 野田 彰 〔著〕 ポプラ社 1978
ナポレオン 久保 喬 〔著〕 ポプラ社 1978
ナイチンゲール 土田 治男 〔著〕 ポプラ社 1978
シューベルト 岡上 鈴江 〔著〕 ポプラ社 1978
シュバイツァー 杉山 勝栄 〔著〕 ポプラ社 1978
コロンブス 柴野 民三 〔著〕 ポプラ社 1978
ケネディ 久保 喬 〔著〕 ポプラ社 1978
キュリー夫人 山本 和夫 〔著〕 ポプラ社 1978
キリスト 山本 藤枝 〔著〕 ポプラ社 1978
アンデルセン 山本 藤枝 著 ポプラ社 1978.12
源頼朝 南原 幹雄 著 ポプラ社 1978.12
湯川秀樹 二反長 半 〔著〕 ポプラ社 1978
良寛 小俣 万次郎 〔著〕 ポプラ社 1978
宮沢賢治 馬場 正男 〔著〕 ポプラ社 1978
源義経 宮脇 紀雄 〔著〕 ポプラ社 1978
牧野富太郎 氷川 瓏 〔著〕 ポプラ社 1978
福沢諭吉 内田 英二 〔著〕 ポプラ社 1978
二宮金次郎 松山 市造 〔著〕 ポプラ社 1978
徳川家康 平方 久直 〔著〕 ポプラ社 1978
夏目漱石 石井 宗吾 〔著〕 ポプラ社 1978
豊田佐吉 日下部 山 〔著〕 ポプラ社 1978
雪舟 松本 巌 〔著〕 ポプラ社 1978
西郷隆盛 安元 薫 〔著〕 ポプラ社 1978
小林一茶 斎藤 了一 〔著〕 ポプラ社 1978
聖徳太子 小石 房子 著 ポプラ社 1978.12
北原白秋 笠 文七 著 ポプラ社 1978.12
勝海舟 神谷 次郎 著 ポプラ社 1978.12
織田信長 山本 和夫 〔著〕 ポプラ社 1978
一休 槙本 ナナ子 〔著〕 ポプラ社 1978
石川啄木 山本 和夫 〔著〕 ポプラ社 1978



こども版　西遊記１０ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 1985.5
こども版　西遊記９ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 1985.4
こども版　西遊記８ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 1985.4
こども版　西遊記７ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 1985.1
こども版　西遊記６ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 1985.1
こども版　西遊記５ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 1984.12
こども版　西遊記４ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 1984.11
こども版　西遊記２ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 1990
こども版　西遊記１ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 1984.1
紅葉のふしぎ 佐藤 有恒 著 あかね書房 1985.9
リンゴ 小池 洋男 著 あかね書房 1978
ヘチマのかんさつ 佐藤 有恒 著 あかね書房 1978
ムギの一生 鈴木 公治 著 あかね書房 1987.2
ユリのふしぎ 今井 国勝 著 あかね書房 1987.7
ヒマワリのかんさつ 叶沢 進 写真 あかね書房 1978
ツクシのかんさつ 鈴木 公治 著 あかね書房 1977
ドングリ 埴 沙萠 著 あかね書房 1987.11
花の色のふしぎ 佐藤 有恒 著 あかね書房 1988.4
ジャガイモ 鈴木 公治 著 あかね書房 1981.6
植物は動いている 清水 清 著 あかね書房 1984.3
たねのゆくえ 埴 沙萠 著 あかね書房 1979
サクラの一年 守矢 登 著 あかね書房 1978
キノコの世界 伊沢 正名 著 あかね書房 1978
コケの世界 伊沢 正名 著 あかね書房 1981.5
高山植物の一年 白籏 史朗 著 あかね書房 1979
食虫植物のひみつ 清水 清 著 あかね書房 1978
イネの一生 守矢 登 著 あかね書房 1979
アサガオ 佐藤 有恒 写真 あかね書房 1978
楽しい日記と手紙の書き方 亀村 五郎 編・著 大月書店 1993.12
楽しい日記と手紙の書き方 亀村 五郎 編・著 大月書店 1993.11
楽しい日記と手紙の書き方 亀村 五郎 編・著 大月書店 1993.7
楽しい日記と手紙の書き方 亀村 五郎 編・著 大月書店 1993.7
お母さんが話してくれた生命の歴史４ 柳沢 桂子 文 岩波書店 1993.12
お母さんが話してくれた生命の歴史３ 柳沢 桂子 文 岩波書店 1993.11
お母さんが話してくれた生命の歴史２ 柳沢 桂子 文 岩波書店 1993.1
お母さんが話してくれた生命の歴史１ 柳沢 桂子 文 岩波書店 1993.9



動物飼育図鑑７ マーク・エバンズ 著 偕成社 1993
動物飼育図鑑６ マーク・エバンズ 著 偕成社 1993
動物飼育図鑑５ マーク・エバンズ 著 偕成社 1993
動物飼育図鑑３ マーク・エバンズ 著 偕成社 1993
動物飼育図鑑２ マーク・エバンズ 著 偕成社 1993
ぼくの背中は世界地図 七尾 純 構成・文 国土社 1993.12
いそげマメ記者 七尾 純 構成・文 国土社 1994.1
こわい夢みちゃった 七尾 純 構成・文 国土社 1994.2
先生がママになった 七尾 純 構成・文 国土社 1994.2
ことばあそびだニャン 小島 貞二 編・著 アリス館 1993.1
ことばあそびだワン 小島 貞二 編・著 アリス館 1993.1
すっきり　うんち 七尾 純 さく あかね書房 1984.9
エイズと闘った少年の記録 ライアン＝ホワイト 著 ポプラ社 1992.7
エイズってなんだろう？ 渡辺 雄二 著 ポプラ社 1987.12
環境とリサイクル１２ 本間 正樹 文 小峰書店 1994.4
環境とリサイクル３ 本間 正樹 文 小峰書店 1994.4
環境とリサイクル２ 本間 正樹 文 小峰書店 1994.4
環境とリサイクル１ 本間 正樹 文 小峰書店 1994.4
環境とリサイクル１１ 本間 正樹 文 小峰書店 1994.4
環境とリサイクル１０ 本間 正樹 文 小峰書店 1994.4
環境とリサイクル９ 本間 正樹 文 小峰書店 1994.4
環境とリサイクル８ 本間 正樹 文 小峰書店 1994.4
環境とリサイクル６ 本間 正樹 文 小峰書店 1994.4
環境とリサイクル５ 本間 正樹 文 小峰書店 1994.4
環境とリサイクル４ 本間 正樹 文 小峰書店 1994.4
ジュニア料理教室１０ ポプラ社 1984.4
ジュニア料理教室９ ポプラ社 1984.4
ジュニア料理教室８ ポプラ社 1984.4
ジュニア料理教室６ ポプラ社 1984.4
ジュニア料理教室２ ポプラ社 1984.4
ジュニア料理教室１ ポプラ社 1984.4
ちはたからもの 小林 まさこ さく あかね書房 1991.5
なみだくんありがとう 小林 まさこ さく あかね書房 1989.12
せなかをぴん 小林 まさこ さく あかね書房 1989.2
どきどきよぼうちゅうしゃ 小林 まさこ さく あかね書房 1986.12
おへそに　きいてごらん 七尾 純 さく あかね書房 1985.1



むしばくん　だいすき？ 七尾 純 さく あかね書房 1984.6
夏のサーカスがおわるまで 征矢 清 作 小峰書店 1984.2
お米のひみつ 小竹 千香子 著 さ・え・ら書房 1992.5
ブチよ、さようなら 石井 昇悟 作 ひさかたチャイルド 1984.11
ちゃっかりぎつねとお地蔵さん 清水 達也 作 ひさかたチャイルド 1985.1
七つ森 小野 和子 ぶん 草土文化 1977
オオサネのぬし ふじ かおる ぶん 草土文化 1977
くすのきの村 萩坂 昇 ぶん 草土文化 1979
犬ぼえの森 野添 憲治 ぶん 草土文化 1977
けんか山 北 彰介 ぶん 草土文化 1978.2
雪むすめのおくりもの 佐藤 義則 ぶん 草土文化 1979.2
ハナとひげじい 三上 敏夫 ぶん 草土文化 1977
とおせんぼう 水谷 章三 ぶん 草土文化 1977
とんちぼ 児玉 宗栄 ぶん 草土文化 1977
たけしとやまねこ 征矢 清 〔著〕 ＰＨＰ研究所 1979
すずをならすのはだれ 安房 直子 作 ＰＨＰ研究所 1979
りえの砂の旅 武鹿 悦子 作 小峰書店 1986.8
りえの雲の旅 武鹿 悦子 作 小峰書店 1984.2
えっちゃんのせんそう 岸川 悦子 文 童心社 1982.7
モンののぞいたほいくえん 岸 武雄 〔著〕 ＰＨＰ研究所 1977
トムとチムの赤いじどうしゃ 大石 真 〔著〕 ＰＨＰ研究所 1977
友だちごっこもわるくない 森山 京 作 小峰書店 1985.8
タロ船長のぼうけん 森下 研 作 小峰書店 1984.2
ネコ坂通りはおおさわぎ 森下 研 作 小峰書店 1985.1
キャプテンタロ鯨の海へ 森下 研 作 小峰書店 1988.2
チューリップばたけの花アブの子 早船 ちよ 作 ＰＨＰ研究所 1979
ヒックさんのふしぎなポケット 浜田 けい子 作 小峰書店 1986.9
全員リレー　大作戦 野矢 一郎 作 小峰書店 1985.1
やったあ！３年２組全員合格 澤田　徳子　作 文研出版 1987
こんにちはＵＦＯ さとう まきこ 作 小峰書店 1984.2
１・２・３（ワンツースリー）でなかなおり さとう まきこ 作 小峰書店 1986.7
うれしいときにも涙がでる 岸 武雄 作 小峰書店 1986.1
すてごサウルス歩きだす 角田 光男 作 小峰書店 1987.9
今夜はパーティー 新 冬二 作 小峰書店 1987.12
ぼくら三人原始ゴリラ 赤木 由子 作 小峰書店 1987.6
ぼくら三人天才だまし 赤木 由子 作 小峰書店 1986.2



タヌキになりませんか 新 冬二 作 小峰書店 1985.8
わがままロボットがないた 安田 浩 作 ひさかたチャイルド 1987.5
ゴロくんとキイちゃん 宮脇 紀雄 作 ひさかたチャイルド 1984.2
さかだち犬 前川 康男 作 ひさかたチャイルド 1984.1
どらねこ　そらきた 間所 ひさこ 作 ひさかたチャイルド 1983.4
あつまれ　アッコちゃん 間所 ひさこ 作 ひさかたチャイルド 1984.5
ズングリ林のけん玉大会 木暮 正夫 作 ひさかたチャイルド 1983.9
そよ風のせんぷうき 上崎 美恵子 作 ひさかたチャイルド 1986.6
ぼくになったフナ 香山 美子 作 ひさかたチャイルド 1985.3
てんぐのおみまい 石井 昇悟 作 ひさかたチャイルド 1984.3
しまふくろう 山本 純郎 ぶん 福音館書店 1992.6
図解　みんなの産業シリーズ１２ 学研 1986.3
ファーブルこんちゅう記９ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 1993.4
ねんねこたんていじけんだよ 矢崎 節夫 作 ＰＨＰ研究所 1983.11
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
ボク、ただいまレンタル中 長崎 源之助 作 ポプラ社 1992.11
森は呼んでいる 及川 和男 作 岩崎書店 1992.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12



三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 1989.12
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
三省堂小学国語辞典 中沢 政雄 〔ほか〕編 三省堂 １９９４・１２
図解　みんなの産業シリーズ11 学研 1986.3
図解　みんなの産業シリーズ10 学研 1986.3
図解　みんなの産業シリーズ９ 学研 1986.3
図解　みんなの産業シリーズ８ 学研 1986.3
図解　みんなの産業シリーズ７ 学研 1986.3
図解　みんなの産業シリーズ６ 学研 1986.3
図解　みんなの産業シリーズ５ 学研 1986.3
図解　みんなの産業シリーズ４ 学研 1986.3
図解　みんなの産業シリーズ２ 学研 1986.3
図解　みんなの産業シリーズ１ 学研 1986.3
鳥 旺文社 〔１９８５．５〕
貝と水の生物 旺文社 〔１９８６〕
魚 旺文社 〔１９８５．５〕



子うしのハナベエ日記 金田 喜兵衛 作 ひくまの出版 1992.9
子うしのハナベエ日記 金田 喜兵衛 作 ひくまの出版 1992.9
わすれないで 赤坂 三好 文・絵 金の星社 1989.3
ぼうしのなかはとらがりあたま 肥田 美代子 さく ＰＨＰ研究所 1986.3
森は呼んでいる 及川 和男 作 岩崎書店 1992.12
森は呼んでいる 及川 和男 作 岩崎書店 1992.12
ファーブルこんちゅう記８ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 1993.3
はじめましてにほんちず 高木 実 著 平凡社 2000.4
はじめましてにほんちず 高木 実 著 平凡社 2000.4
にじ色のガラスびん Ｍ．ピクマル 作 あかね書房 1992.4
ほがらか森のくぬぎの木 すずき みゆき 作 金の星社 1990.7
おみせやさん かどの えいこ ぶん 童心社 1992.9
うちのなまくらさん ポール・ジェラティ さく 評論社 1992.5
うちのなまくらさん ポール・ジェラティ さく 評論社 1992.5
少年トトイとアザラシ Ｇ・パドアン 作 金の星社 1989.12
真夜中の森で Ｒ・カーヴェン 作 金の星社 1992.12
トトイ ジャンニ・パドアン 原作 金の星社 1991.7
トビウオのぼうやはびょうきです いぬい とみこ 作 金の星社 1990.3
あめはどうしてふるの 串田 孫一 文 金の星社 1987.11
ジュニア地図帳（アトラス） 高木 実 構成 文 平凡社 1994
大きなクスノキ 甲斐 信枝 作・絵 金の星社 1991.3
たんぽぽ 甲斐 信枝 作・絵 金の星社 1984.2
ファーブルこんちゅう記10 ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 1993.4
ファーブルこんちゅう記７ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 1993.3
ファーブルこんちゅう記６ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 1993.3
ファーブルこんちゅう記５ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 1993.3
ファーブルこんちゅう記４ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 1993.3
ファーブルこんちゅう記３ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 1993.2
ファーブルこんちゅう記２ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 1993.2
ファーブルこんちゅう記１ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 1993.2
こどものカレンダー　１２がつのまき かこ さとし 著 偕成社 1993.3
こどものカレンダー　１１がつのまき かこ さとし 著 偕成社 1993.3
こどものカレンダー　１０がつのまき かこ さとし 著 偕成社 1993.3
こどものカレンダー　９がつのまき かこ さとし 著 偕成社 1993.3
こどものカレンダー　８がつのまき かこ さとし 著 偕成社 1993.3
こどものカレンダー　７がつのまき かこ さとし 著 偕成社 1993.3



こどものカレンダー　６がつのまき かこ さとし 著 偕成社 1993.3
こどものカレンダー　５がつのまき かこ さとし 著 偕成社 1993.3
こどものカレンダー　４がつのまき かこ さとし 著 偕成社 1993.3
こどものカレンダー　３がつのまき かこ さとし 著 偕成社 1993.3
こどものカレンダー　２がつのまき かこ さとし 著 偕成社 1993.3
こどものカレンダー　１がつのまき かこ さとし 著 偕成社 1993.3
おばあさんのどんぐりパン 石沢 小枝子 さく ＰＨＰ研究所 1985.4
おしりをチクンとささないで 角野 栄子 さく ＰＨＰ研究所 1985.2
ぼくだってライオン 木村 裕一 さく・え ＰＨＰ研究所 1983.12
でんぐりかえってケーキだよ こわせ たまみ さく ＰＨＰ研究所 1983.1
くいしんぼうなおきゃくさま 上崎 美恵子 さく ＰＨＰ研究所 1985.1
パンツとんでけ！ 大海 赫 さく ＰＨＰ研究所 1984.8
おとうさんのふしぎなカレーライス 鈴木 浩彦 さく ＰＨＰ研究所 1985.1
ぞうのゆうびんやさん 多田 ヒロシ さく・え ＰＨＰ研究所 1985.7
あんしんポケット 竹下 文子 さく ＰＨＰ研究所 1985.6
そらとぶかいぞくせん ヒサ クニヒコ さく・え ＰＨＰ研究所 1984.4
ポンコツじてんしゃ　いっとうしょう 森下 研 さく ＰＨＰ研究所 1984.11
へんてこ山ぞくはらへったあ 山脇 恭 さく ＰＨＰ研究所 1984.7
だだっこライオン 木村 裕一 さく ＰＨＰ研究所 1985.3
のりもの　おばけ　のんのん 矢玉 四郎 さく ＰＨＰ研究所 1984.9
まぜまぜプイ 矢玉 四郎 さく・え ＰＨＰ研究所 1983.1
人物アルバム歴史を生きた７８人　６ ＰＨＰ研究所 1992.11
人物アルバム歴史を生きた７８人　５ ＰＨＰ研究所 1992.11
人物アルバム歴史を生きた７８人　４ ＰＨＰ研究所 1992.11
人物アルバム歴史を生きた７８人　３ ＰＨＰ研究所 1992.11
人物アルバム歴史を生きた７８人　２ ＰＨＰ研究所 1992.11
人物アルバム歴史を生きた７８人　１ ＰＨＰ研究所 1992.11
わたしたちのからだ　１０ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 偕成社 1983
わたしたちのからだ　９ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 偕成社 1983
わたしたちのからだ　８ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 偕成社 1983
わたしたちのからだ　７ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 偕成社 1983
わたしたちのからだ　６ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 偕成社 1983
わたしたちのからだ　５ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 偕成社 1983
わたしたちのからだ　４ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 偕成社 1983
わたしたちのからだ　３ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 偕成社 1983
わたしたちのからだ　２ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 偕成社 1983



わたしたちのからだ　１ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 偕成社 1983
となりのせきのますだくん 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 1991.11
お茶をつくる農家 次山 信男 指導 ポプラ社 1987.4
郷土のしらべ方事典３ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典７ ポプラ社 1992.4
あめんぼがとんだ 高家 博成 ぶん 新日本出版社 1991.9
北の森にヒグマを追って 青井 俊樹 文 大日本図書 1991.12
北の森にヒグマを追って 青井 俊樹 文 大日本図書 1991.12
郷土のしらべ方事典１ ポプラ社 1992.4
ぼくのだ！わたしのよ！ レオ＝レオニ 〔作〕 好学社 1989.5
せかいいちおおきなうち レオ・レオニ 作 好学社 1978
ひとあし　ひとあし レオ・レオニ 〔作〕 好学社 1979
ペツェッティーノ レオ・レオニ 〔作〕 好学社 1978
うさぎを　つくろう レオ＝レオニ 作 好学社 1982.7
さかなはさかな レオ・レオニ 作 好学社 1979
ぼくは一ねんせいだぞ！ 福田 岩緒 作 童心社 1991.2
夕やけ色のトンネルで 北原 宗積 作 岩崎書店 1991.9
ぼくの魔法のランプ 山本 静夫 作 ひくまの出版 1988.9
いつも元気なきみがすき 早川 真知子 作 あかね書房 1989.2
ばけばけ恐竜星　１ たかし よいち 作 ひくまの出版 1990.1
ふしぎなねこはあんずいろ 生源寺 美子 作 ひくまの出版 1987.8
夕やけ色のトンネルで 北原 宗積 作 岩崎書店 1991.9
ひとりぼっちのロビンフッド 飯田 栄彦 作 理論社 1991.1
こども版　西遊記　巻７ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 1985.1
こども版　西遊記　巻６ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 1985.1
アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ 〔作〕 好学社 1978
うさぎたちのにわ レオ・レオニ 作 好学社 1979
ここにいたい！あっちへいきたい！ レオ・レオニ 作 好学社 1980
あいうえおの　き レオ・レオニ 作 好学社 1979
みどりの　しっぽの　ねずみ レオ・レオニ 作 好学社 1979
おんがくねずみ　ジェラルディン レオ＝レオニ 作 好学社 1980
フレデリック レオ・レオニ 作 好学社 1980
マシューのゆめ レオ＝レオニ 作 好学社 1992.1
夏 五味 太郎 作 絵本館 1980.7
秋 五味 太郎 作 絵本館 1981.4
冬 五味 太郎 作 絵本館 1981.4



おばさんのごちそう 五味 太郎 作・画 絵本館 1982
うみのむこうは 五味 太郎 作・画 絵本館 1979.12
でんわでおはなし 五味 太郎 作・画 絵本館 1982
クリスマスにはおくりもの 五味 太郎 作 絵本館 1980.11
うしろにいるのはだあれだ 五味 太郎 作・画 絵本館 1980.1
あいうえおばけだぞ 五味 太郎 作 絵本館 1988.3
海は広いね、おじいちゃん 五味 太郎 作画 絵本館 1981
はやくあいたいな 五味 太郎 作・画 絵本館 1982
くまさんホームラン！ 五味 太郎 作 絵本館 1988
春 五味 太郎 作 絵本館 1981.4
かげ 五味 太郎 作 絵本館 1991.6
ふたりではんぶん 五味 太郎 作 絵本館 1991.6
魔女ヘックの初恋 木村 桂子 作 ひくまの出版 1989.11
泣くな　あほマーク 木村 桂子 作 ひくまの出版 1985.1
屋根の上のゆうれい 木村 桂子 作 ひくまの出版 1985.7
コロッケ天使 上条 さなえ 作 学研 1991.9
金色のクジラ 岸川 悦子 作 ひくまの出版 1990.5
カレーシチューはうめえぞ 佐藤 ノブ子 作 ひくまの出版 1989.11
三十年目の宝さがし 那須 正幹 作 ひくまの出版 1988.8
織田信長 角田 光男 文 ひくまの出版 1991.2
一休さん 鈴木 喜代春 文 ひくまの出版 1991.3
野口英世 角田 光男 文 ひくまの出版 1991.3
足利尊氏 手島 悠介 文 ひくまの出版 1990.11
東郷平八郎 手島 悠介 文 ひくまの出版 1991.4
明治天皇 きりぶち 輝 文 ひくまの出版 1990.11
聖徳太子 きりぶち 輝 文 ひくまの出版 1991.3
源頼朝 高橋 宏幸 文 ひくまの出版 1991.4
いもうとはとびきりの美人 日本児童文学者協会 編 ポプラ社 1992.1
くいしんぼじいちゃんはスーパーマン 日本児童文学者協会 編 ポプラ社 1991.11
ふしぎなくにのまじょ子 藤 真知子 作 ポプラ社 1986.7
いたずらまじょ子のボーイフレンド 藤 真知子 作 ポプラ社 1987.6
まじょ子のこわがらせこうかんにっき 藤 真知子 作 ポプラ社 1988.3
いたずらまじょ子のおかしのくに大ぼうけん 藤 真知子 作 ポプラ社 1988.9
いたずらまじょ子とかがみのくに 藤 真知子 作 ポプラ社 1989.9
いたずらまじょ子のめざせ！スター 藤 真知子 作 ポプラ社 1990.4
いたずらまじょ子の王女さまになりたいな 藤 真知子 作 ポプラ社 1991.9



三国志１０ 〔羅 貫中 原著〕 あすなろ書房 1991.4
三国志９ 〔羅 貫中 原著〕 あすなろ書房 1991.4
三国志８ 〔羅 貫中 原著〕 あすなろ書房 1991.4
三国志７ 〔羅 貫中 原著〕 あすなろ書房 1991.2
三国志６ 〔羅 貫中 原著〕 あすなろ書房 1991.2
三国志５ 〔羅 貫中 原著〕 あすなろ書房 1991.1
三国志４ 〔羅 貫中 原著〕 あすなろ書房 1990.11
三国志３ 〔羅 貫中 原著〕 あすなろ書房 1990.11
三国志２ 〔羅 貫中 原著〕 あすなろ書房 1990.11
三国志１ 〔羅 貫中 原著〕 あすなろ書房 1990.11
ほらばなし 寺村 輝夫 文 あかね書房 1978
わらいばなし 寺村 輝夫 文 あかね書房 1979
てんぐのはなし 寺村 輝夫 文 あかね書房 1978
日本むかしばなし４ 寺村 輝夫 文 あかね書房 1981.9
日本むかしばなし３ 寺村 輝夫 文 あかね書房 1980.1
日本むかしばなし２ 寺村 輝夫 文 あかね書房 1980.4
日本むかしばなし１ 寺村 輝夫 文 あかね書房 1979.12
やさしい星座のみつけ方 藤井 旭 著 ポプラ社 1985.5
おばけのはなし３ 寺村 輝夫 文 あかね書房 1979.6
おばけのはなし２ 寺村 輝夫 文 あかね書房 1979.6
おばけのはなし１ 寺村 輝夫 文 あかね書房 1978
吉四六（キッチョム）さん 寺村 輝夫 文 あかね書房 1978
彦一さん 寺村 輝夫 文 あかね書房 1977
一休さん 寺村 輝夫 文 あかね書房 1978
郷土のしらべ方事典１０ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典９ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典８ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典６ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典４ ポプラ社 1992.4
郷土のしらべ方事典２ ポプラ社 1992.4
星座と神話　秋の星空 山主 敏子 作 ポプラ社 1981.8
星座と神話　夏の星空 山主 敏子 作 ポプラ社 1981.7
日本各地のくらし１０ ポプラ社 1988.4
日本各地のくらし９ ポプラ社 1988.4
日本各地のくらし８ ポプラ社 1988.4
日本各地のくらし７ ポプラ社 1988.4



日本各地のくらし６ ポプラ社 1988.4
日本各地のくらし５ ポプラ社 1988.4
日本各地のくらし３ ポプラ社 1988.4
日本各地のくらし２ ポプラ社 1988.4
日本各地のくらし１ ポプラ社 1988.4
おもしろ国語ゼミナール１０ ポプラ社 1991.4
おもしろ国語ゼミナール９ ポプラ社 1991.4
おもしろ国語ゼミナール８ ポプラ社 1991.4
おもしろ国語ゼミナール７ ポプラ社 1991.4
おもしろ国語ゼミナール６ ポプラ社 1991.4
おもしろ国語ゼミナール５ ポプラ社 1991.4
おもしろ国語ゼミナール４ ポプラ社 1991.4
おもしろ国語ゼミナール３ ポプラ社 1991.4
おもしろ国語ゼミナール２ ポプラ社 1991.4
おもしろ国語ゼミナール１ ポプラ社 1991.4
色セロハンでつくろう 渡辺 叡 作 ポプラ社 1986.4
はこをつくろう 神戸 憲治 作 ポプラ社 1986.3
おりがみブロック 佐藤 芳夫 作 ポプラ社 1985.1
どうぶつのおめん 神戸 憲治 作 ポプラ社 1985.1
紙はんがあそび かわはら えみこ 作・絵 ポプラ社 1985.8
たのしいはりえ 寺門 保夫 作 ポプラ社 1984.12
世界とともに生きる日本の産業６ リブリオ出版 1989.4
世界とともに生きる日本の産業１１ リブリオ出版 1989.4
世界とともに生きる日本の産業１２ リブリオ出版 1989.4
世界とともに生きる日本の産業１０ リブリオ出版 1989.4
世界とともに生きる日本の産業９ リブリオ出版 1989.4
世界とともに生きる日本の産業８ リブリオ出版 1989.4
世界とともに生きる日本の産業７ リブリオ出版 1989.4
世界とともに生きる日本の産業５ リブリオ出版 1989.4
世界とともに生きる日本の産業４ リブリオ出版 1989.4
世界とともに生きる日本の産業３ リブリオ出版 1989.4
世界とともに生きる日本の産業２ リブリオ出版 1989.4
シリーズ日本の伝統工芸１２ リブリオ出版 1986.7
シリーズ日本の伝統工芸１１ リブリオ出版 1986.7
シリーズ日本の伝統工芸１０ リブリオ出版 1986.7
シリーズ日本の伝統工芸８ リブリオ出版 1986.7



シリーズ日本の伝統工芸７ リブリオ出版 1986.7
シリーズ日本の伝統工芸６ リブリオ出版 1986.6
シリーズ日本の伝統工芸５ リブリオ出版 1986.6
シリーズ日本の伝統工芸４ リブリオ出版 1986.6
シリーズ日本の伝統工芸３ リブリオ出版 1986.6
シリーズ日本の伝統工芸２ リブリオ出版 1986.6
シリーズ日本の伝統工芸１ リブリオ出版 1986.6
ユキの愛する人たち ヨシコ・ウチダ 作 ひくまの出版 1989.3
夢・未来へつながる電気通信 電気通信科学財団 １９９２・８
夢・未来へつながる電気通信 電気通信科学財団 １９９２・８
夢・未来へつながる電気通信 電気通信科学財団 １９９２・８
草原 加藤 多一 作 あかね書房 1985.12
モルグ街の怪事件 エドガー・アラン・ポオ 著 あかね書房 1973
ヒサクニヒコ恐竜の研究２ ヒサ クニヒコ 文・画 あかね書房 1989.4
石川啄木 西本 鶏介 〔著〕 講談社 1985.7
雪咲く村へ 藤田 のぼる 作 岩崎書店 1986.4
アンドロメダ特急 舟崎 克彦 作 岩崎書店 1987.6
命をみつめて 村尾 靖子 作 岩崎書店 1987.5
消えろ、いくさの火 大木 一夫 作 岩崎書店 1987.8
はだかの山脈 木暮 正夫 作 岩崎書店 1986.12
ベンガル虎の少年は…… 斉藤 洋 作 あかね書房 1988.1
シューラおじさんの結婚 ジェレズニコフ 作 岩崎書店 1986.6
かあさん、死ぬなんていや 村上 和子 作 岩崎書店 1985.6
奇岩城 モーリス・ルブラン 作 あかね書房 1978
ドラゴンプールの怪事件 Ｓ・Ｓ・バンダイン 作 あかね書房 1974
エジプト十字架の秘密 エラリー・クイーン 作 あかね書房 1973
日の出マーケットのマーチ 木暮 正夫 作 あかね書房 1985.7
北風にたつ少年 椎名 竜治 作 岩崎書店 1987.7
アムンゼン 戸川 幸夫 著 講談社 1982.1
野口英世 滑川 道夫 著 講談社 1981.11
上杉謙信 鈴木 俊平 〔著〕 講談社 1986.6
シュバイツァー 山室 静 著 講談社 1981.11
武田信玄 木暮 正夫 〔著〕 講談社 1986.6
トルストイ 中村 白葉 著 講談社 1982.8
小林一茶 鶴見 正夫 著 講談社 1983.1
マザー＝テレサ 望月 正子 〔著〕 講談社 1988.5



日蓮 紀野 一義 〔著〕 講談社 1990.3
平清盛 柚木 象吉 著 講談社 1982.5
ノーベル 大野 進 著 講談社 1983.3
北里柴三郎 斎藤 晴輝 著 講談社 1982.7
新渡戸稲造 保永 貞夫 著 講談社 1984.2
スチーブンソン 白木 茂 著 講談社 1982.9
エジソン 崎川 範行 著 講談社 1981.11
ナイチンゲール 村岡 花子 著 講談社 1981.11
ファーブル 古川 晴男 著 講談社 1982.7
シューベルト 塩谷 太郎 著 講談社 1982.4
聖徳太子 保永 貞夫 〔著〕 講談社 1981.12
モーツァルト 中川 美登利 〔著〕 講談社 1987.1
中浜万次郎 春名 徹 〔著〕 講談社 1986.7
ヘレン＝ケラー自伝 ヘレン＝ケラー 〔著〕 講談社 1981.11
足利尊氏 浜野 卓也 著 講談社 1982.11
田中正造 砂田 弘 著 講談社 1981.11
ニュートン 斎藤 晴輝 〔著〕 講談社 1984.5
新田義貞 浜野 卓也 〔著〕 講談社 1990.12
聖武天皇 保永 貞夫 〔著〕 講談社 1986.9
リンカーン 松岡 洋子 著 講談社 1981.11
良寛 牧原 辰 著 講談社 1982.1
ガリレオ 草下 英明 著 講談社 1982.6
伊能忠敬 今井 誉次郎 著 講談社 1982.12
源頼朝 左近 義親 著 講談社 1985.9
楠木正成 浜野 卓也 〔著〕 講談社 1990.12
ケネディ 久保 喬 〔著〕 ポプラ社 1978
二宮金次郎 松山 市造 著 ポプラ社 1965
アルセーヌ＝ルパン全集　別巻５ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1988.1
アルセーヌ＝ルパン全集　別巻４ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1987.2
アルセーヌ＝ルパン全集　別巻３ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1987.2
アルセーヌ＝ルパン全集　別巻１ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1986.12
アルセーヌ＝ルパン全集２５ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1982.11
アルセーヌ＝ルパン全集２４ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1983.7
アルセーヌ＝ルパン全集２３ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1983.4
アルセーヌ＝ルパン全集２２ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1983.7
アルセーヌ＝ルパン全集２１ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1982.4



アルセーヌ＝ルパン全集２０ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1982.8
アルセーヌ＝ルパン全集１９ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1983.12
アルセーヌ＝ルパン全集１８ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1983.1
アルセーヌ＝ルパン全集１７ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1983.1
アルセーヌ＝ルパン全集１６ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1983.9
アルセーヌ＝ルパン全集１５ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1982.2
アルセーヌ＝ルパン全集１４ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1981.11
アルセーヌ＝ルパン全集１３ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1982.12
アルセーヌ＝ルパン全集１２ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1982.9
アルセーヌ＝ルパン全集１１ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1983.3
アルセーヌ＝ルパン全集１０ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1981.12
アルセーヌ＝ルパン全集９ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1982.1
アルセーヌ＝ルパン全集８ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1982.7
アルセーヌ＝ルパン全集７ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1982.6
アルセーヌ＝ルパン全集５ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1981.1
アルセーヌ＝ルパン全集４ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1982.3
アルセーヌ＝ルパン全集３ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1982.5
北原白秋 笠 文七 著 ポプラ社 1978.12
ライト兄弟 おき たかし 〔著〕 ポプラ社 1978
北里柴三郎 木村 定司 〔著〕 ポプラ社 1978
マルコ・ポーロ おき たかし 著 ポプラ社 1979.6
雪舟 松本 巌 〔著〕 ポプラ社 1978
牧野富太郎 氷川 瓏 〔著〕 ポプラ社 1978
小林一茶 斎藤 了一 〔著〕 ポプラ社 1978
夏目漱石 石井 宗吾 〔著〕 ポプラ社 1978
聖徳太子 小石 房子 著 ポプラ社 1978.12
ショーちゃんは名探偵？ 堀 直子 作 あかね書房 1986.3
魔女学校の転校生 ジル・マーフィ 作　絵 評論社 1987.9
ウォートンのとんだクリスマス・イブ ラッセル・エリクソン 作 評論社 1983.12
いじわる夫婦が消えちゃった！ ロアルド・ダール 作 評論社 1982.7
消えたモートンとんだ大そうさく ラッセル・エリクソン 作 評論社 1983.2
妖精のおよめさん アリスン・アトリー 作 評論社 1987.7
魔法のゆび ロアルド・ダール 作 評論社 1986.7
メロップスのわくわく大冒険１ トミー・ウンゲラー えとぶん 評論社 1986.2
ＳＯＳ、あやうし空の王さま号 ラッセル・エリクソン 作 評論社 1984.8
メロップスのわくわく大冒険２ トミー・ウンゲラー えとぶん 評論社 1986.2



白い貝のいいつたえ ベンノー・プルードラ 作 評論社 1985.3
アベルの島 ウィリアム・スタイグ 〔著〕 評論社 1980.5
どじ魔女ミルの大てがら ジル・マーフィ 作　絵 評論社 1988.1
からだのつくり 小学館 1985.11
からだのはたらき 小学館 1986.1
考える・感じる 小学館 1985.11
心とからだなんでも相談室 小学館 1986.4
食べ物のゆくえ 小学館 1985.7
からだのひみつ 学研 1992.4
まんがで学習こんなときどうする…救急事典 神本 浩右 文 あかね書房 1987.4
ほねがつよいこじょうぶなこ！ 杉浦 保夫 構成・文 偕成社 1983.8
あいたかったよ、カネチン 林 洋子 作 岩崎書店 1996.9
なぞなぞあそび１ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1992
ぴょこたんのなぞなぞなつやすみ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1986.5
ぴょこたんのおばけめいろ１ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1988.5
こぶとり 大石 真 著 偕成社 1990.6
長くつしたのピッピ リンドグレーン 作 ポプラ社 1990.4
つるのよめさま 末吉 暁子 著 偕成社 1990.7
１ねん１くみ１ばんおかねもち 後藤 竜二 作 ポプラ社 1991.2
１ねん１くみ１ばんゆうき 後藤 竜二 作 ポプラ社 1988.8
１ねん１くみ１ばんワル 後藤 竜二 作 ポプラ社 1984.11
うりこひめ 神沢 利子 著 偕成社 1990.7
ぴょこたんのなぞなぞ十二支あそび このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1986.1
なぞなぞあそび５ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1980.7
ぴょこたんの　めいろあそび４ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1984.5
ぴょこたんのめいろあそび１ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1995
ぴょこたんのことばあそび このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1979.6
ぴょこたんのまちがいえさがし１ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1990
ぴょこたんのスポーツなぞなぞ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1987.9
ぴょこたんのパズルあそび２ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1985.6
ぴょこたんのなぞなぞサンタクロース このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1985.1
ぴょこたんのなぞなぞ一ねんせい このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1987.11
なぞなぞあそび１ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1978
なぞなぞあそび２ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1978
ぴょこたんの　めいろあそび２ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1983.2
ぴょこたんのクイズあそび このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1981.6



なぞなぞあそび４ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1980.1
ぴょこたんのパズルあそび１ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1984.12
ぴょこたんのてじなあそび このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1980
ぴょこたんのめいろランド一ねんせい このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1988.11
ぴょこたんのまちがいえさがし３ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1990.11
ぴょこたんのまちがいえさがし２ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1989.1
ぴょこたんのゲームとあそび このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1979.8
ぴょこたんのたんていあそび このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1979.3
りすちゃんのなみだ 角野 栄子 ぶん ポプラ社 1989.7
ねこちゃんのしゃっくり 角野 栄子 ぶん ポプラ社 1986.5
少年少女日本の歴史２０ 小学館 1983.6
大どろぼうはオムレツせんせい 山脇 恭 作 偕成社 1989
アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト ぶん 評論社 1990.12
おひめさまがっこうへいく まだらめ 三保 さく ポプラ社 1986.7
おひめさまるすばんをする まだらめ 三保 さく ポプラ社 1991.12
おひめさまたからさがしにいく まだらめ 三保 さく ポプラ社 1990.6
おひめさまおたんじょうかいにいく まだらめ 三保 さく ポプラ社 1989.2
おひめさまケーキをつくる まだらめ 三保 さく ポプラ社 1990.12
おひめさまおうじさまにあう まだらめ 三保 さく ポプラ社 1988.9
おひめさままいごになる まだらめ 三保 さく ポプラ社 1987.6
おひめさまテレビにでる まだらめ 三保 さく ポプラ社 1989.6
おひめさまかいものにいく まだらめ 三保 さく ポプラ社 1991.5
おひめさまるすばんをする まだらめ 三保 さく ポプラ社 1991.12
さるのいきぎも 西本 鶏介 著 偕成社 1990.9
ききみみずきん 三田村 信行 著 偕成社 1990.7
ももたろう 竹崎 有斐 著 偕成社 1990.7
したきりすずめ 大川 悦生 著 偕成社 1990.7
いっすんぼうし 小沢 正 著 偕成社 1990.6
ひこいちばなし 竹崎 有斐 著 偕成社 1990.7
ばけものおおがえる 三田村 信行 著 偕成社 1990.11
ちからたろう 西本 鶏介 著 偕成社 1990.1
はなさかじい 末吉 暁子 著 偕成社 1990.12
かもとりごんべえ 大石 真 著 偕成社 1990.1
小さな青い馬 いまえ よしとも 文 ポプラ社 1977
アルセーヌ＝ルパン全集１ モーリス＝ルブラン 著 偕成社 1981.1
ぴょこたんのおばけめいろ３ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1989.5



ぴょこたんの　めいろあそび３ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1983.11
１ねん１くみもうすぐ春 後藤 竜二 作 ポプラ社 1987.4
ごんぎつね にいみ なんきち ・ぶん ポプラ社 1978
ズッコケまるひ大作戦 那須 正幹 作 ポプラ社 1980.3
ズッコケまるひ大作戦 那須 正幹 作 ポプラ社 1980.3
ズッコケ三人組の推理教室 那須 正幹 作 ポプラ社 1989.7
ズッコケ心霊学入門 那須 正幹 作 ポプラ社 1981
ズッコケ時間漂流記 那須 正幹 作 ポプラ社 1982.8
ズッコケ財宝調査隊 那須 正幹 作 ポプラ社 1984.6
それいけズッコケ三人組 那須 正幹 作 ポプラ社 1978
ズッコケ心霊学入門 那須 正幹 作 ポプラ社 1981
ぼくらはズッコケ探偵団 那須 正幹 作 ポプラ社 1978
こちらズッコケ探偵事務所 那須 正幹 作 ポプラ社 1983.11
ズッコケ山賊修業中 那須 正幹 作 ポプラ社 1984.12
花のズッコケ児童会長 那須 正幹 作 ポプラ社 1985.6
ズッコケ三人組の大研究 石井 直人 編 ポプラ社 1990.6
お江戸の百太郎 那須 正幹 作 岩崎書店 1986.12
ことわざ絵本〔Ｐａｒｔ１〕 五味 太郎 著 岩崎書店 1986.8
講談社のおはなし絵本館２２ 講談社 1990.8
講談社のおはなし絵本館７ 講談社 1990.1
とんでる悟空と金ピカ銀ピカ 吉本 直志郎 作 ポプラ社 1990.11
星のたまご 岩本 敏男 作 小峰書店 1990.6
学研の観察・実験シリーズ２４ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ２３ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ２２ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ２１ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ２０ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１９ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１８ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１７ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１６ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１５ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１４ 学研 1992.2
学研の観察・実験シリーズ１３ 学研 1992.2
見えない所がよくわかる断面図鑑６ ポプラ社 1991.4
ポプラ社の実験・観察シリーズ２ ポプラ社 1987.4



ポプラ社の実験・観察シリーズ１０ ポプラ社 1987.4
水族館の一日 堤 俊夫 指導 ポプラ社 1985.3
動物園の一日 杉浦 宏 指導 ポプラ社 1985.3
消防しょのしごと 及川 徳弥 指導 ポプラ社 1986.3
市役所のしごと 野田 一郎 指導 ポプラ社 1987.4
教科書にでてくる社会科地名事典１２ ポプラ社 1988.4
教科書にでてくる社会科地名事典１１ ポプラ社 1988.4
教科書にでてくる社会科地名事典１０ ポプラ社 1988.4
教科書にでてくる社会科地名事典９ ポプラ社 1988.4
教科書にでてくる社会科地名事典８ ポプラ社 1988.4
教科書にでてくる社会科地名事典７ ポプラ社 1988.4
教科書にでてくる社会科地名事典６ ポプラ社 1988.4
教科書にでてくる社会科地名事典５ ポプラ社 1988.4
教科書にでてくる社会科地名事典４ ポプラ社 1988.4
教科書にでてくる社会科地名事典３ ポプラ社 1988.4
教科書にでてくる社会科地名事典２ ポプラ社 1988.4
教科書にでてくる社会科地名事典１ ポプラ社 1988.4
人物世界の歴史 大江 一道 共著 小学館 1979.6
日本の歴史　第５巻 集英社 1991.1
日本の歴史　第５巻 集英社 1991.1
日本の歴史　第４巻 集英社 1990.12
日本の歴史　第４巻 集英社 1990.12
日本の歴史　第３巻 集英社 1990.11
日本の歴史　第２巻 集英社 1990.1
日本の歴史　第１巻 集英社 1990.9
日本の歴史　第１巻 集英社 1990.9
ことわざ絵本　Ｐａｒｔ２ 五味 太郎 著 岩崎書店 1987.8
人形をつくる 次山 信男 指導 ポプラ社 1987.4
織物をつくる 及川 徳弥 指導 ポプラ社 1987.4
見えない所がよくわかる断面図鑑９ ポプラ社 1991.4
見えない所がよくわかる断面図鑑２ ポプラ社 1991.4
見えない所がよくわかる断面図鑑１０ ポプラ社 1991.4
見えない所がよくわかる断面図鑑５ ポプラ社 1991.4
見えない所がよくわかる断面図鑑７ ポプラ社 1991.4
地球の環境問題シリーズ３ ポプラ社 1991.4
地球の環境問題シリーズ７ ポプラ社 1991.4



地球の環境問題シリーズ６ ポプラ社 1991.4
地球の環境問題シリーズ５ ポプラ社 1991.4
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わたしの村　わたしの家 渡辺 茂男 編訳 福音館書店 1981.5
世界の国ぐに　民話と風土８ 学研 1989.3
世界の国ぐに　民話と風土７ 学研 1989.3
世界の国ぐに　民話と風土６ 学研 1989.3
世界の国ぐに　民話と風土５ 学研 1989.3
世界の国ぐに　民話と風土４ 学研 1989.3
世界の国ぐに　民話と風土３ 学研 1989.3
世界の国ぐに　民話と風土２ 学研 1989.3
世界の国ぐに　民話と風土１ 学研 1989.3



日本の地理 木内 信蔵 監修 小学館 １９９０・５
日本の地理 木内 信蔵 監修 小学館 １９９０・５
ガウディの夢 きたがわ けいこ 文 金の星社 1989.12
ガウディの夢 きたがわ けいこ 文 金の星社 1989.12
ガウディの夢 きたがわ けいこ 文 金の星社 1989.12
ガウディの夢 きたがわ けいこ 文 金の星社 1989.12
ガウディの夢 きたがわ けいこ 文 金の星社 1989.12
人物世界の歴史 大江 一道 共著 小学館 1979.6
人物世界の歴史 大江 一道 共著 小学館 1979.6
父さんの小さかったとき 塩野 米松 文 福音館書店 1988.3
絵で見る日本の歴史 西村 繁男 作 福音館書店 １９９０・１
絵で見る日本の歴史 西村 繁男 作 福音館書店 １９９０・１
絵で見る日本の歴史 西村 繁男 作 福音館書店 １９９０・１
絵で見る日本の歴史 西村 繁男 作 福音館書店 １９９０・１
絵で見る日本の歴史 西村 繁男 作 福音館書店 １９９０・１
少年少女日本の歴史１７ 小学館 1983.3
少年少女日本の歴史１２ 小学館 1982.9
少年少女日本の歴史　別巻２ 小学館 1983.1
少年少女日本の歴史１１ 小学館 １９９１・３
日本の地理 木内 信蔵 監修 小学館 １９９０・７
海にしずんだ島 加藤 知弘 文 福音館書店 1987.9
日本の歴史 飯倉 晴武 編 小学館 １９８９・９
人類の誕生 岩本 光雄 編著 小学館 1986.4
富士山にのぼる 岡部 一彦 絵 福音館書店 1987.6
宇宙開発 佐伯 誠一 共著 小学館 1983.2
宇宙開発 佐伯 誠一 共著 小学館 1983.2
宇宙開発 佐伯 誠一 共著 小学館 1983.2
宇宙開発 佐伯 誠一 共著 小学館 1983.2
赤ちゃんのはなし マリー・ホール・エッツ ぶん・え 福音館書店 1982.6
ペンギンたちの夏 スーザン・ボナーズ 作 福音館書店 1989.5
うみのとり 薮内 正幸 ぶん・え 福音館書店 1981
かわやぬまのとり 薮内 正幸 ぶん・え 福音館書店 1979.11
そうげんのとり 薮内 正幸 ぶん・え 福音館書店 1974
やまのとり２ 薮内 正幸 ぶん・え 福音館書店 1979
やまのとり１ 薮内 正幸 ぶん・え 福音館書店 1979
にわやこうえんにくるとり 藪内 正幸 ぶん・え 福音館書店 １９９０・４



昆虫 得田 之久 ぶん・え 福音館書店 1980
たしかめてみよう ローズ・ワイラー ぶん 福音館書店 1979
星座 富田 弘一郎 共著 小学館 １９９１・３
星座 富田 弘一郎 共著 小学館 １９９１・３
星座 富田 弘一郎 共著 小学館 １９９１・３
星座 富田 弘一郎 共著 小学館 １９９１・３
地球 諏訪 彰 監修 小学館 １９９０・１２
地球 諏訪 彰 監修 小学館 １９９０・１２
地球 諏訪 彰 監修 小学館 １９９０・１２
地球 諏訪 彰 監修 小学館 １９９０・１２
地球 諏訪 彰 監修 小学館 １９９０・１２
地球 諏訪 彰 監修 小学館 １９９０・１２
うさぎのくれたバレエシューズ 安房 直子 文 小峰書店 1989.1
ぼくのロボット大旅行 松岡 達英 さく 福音館書店 1984.4
おおかみと七ひきのこやぎ 稗田 宰子 文 フレーベル館 1985.1
ながぐつをはいたねこ 稗田 宰子 文 フレーベル館 1986.1
おうさまのみみはロバのみみ 山室 静 文 フレーベル館 1985.8
しらゆきひめ 〔グリム 原著〕 フレーベル館 1985.7
あかずきん 矢崎 節夫 文 フレーベル館 1986.2
ヘンゼルとグレーテル 〔グリム 原著〕 フレーベル館 1985.6
ブレーメンのおんがくたい 三越 左千夫 文 フレーベル館 1988.3
三びきのくま 阪田 寛夫 文 フレーベル館 1985.9
きんのさかな 矢崎 節夫 文 フレーベル館 1985.11
わたしのエマ ウルズラ・フックス 作 さ・え・ら書房 1983.3
家出する少年 ペーター・ヘルトリング 作 さ・え・ら書房 1988.11
ネコ物語 ハンナ・ヨハンゼン 作 さ・え・ら書房 1989.4
潮風にふかれて クラウス・コルドン 作 さ・え・ら書房 1989.4
ひみつのおくりもの クラウス・コルドン 作 さ・え・ら書房 1988.4
チョコレートとバナナの国で カーリン・ギュンディッシュ 作 さ・え・ら書房 1990.4
空の散歩にさよなら Ｗ．Ｊ．Ｍ．ウィッパースベルク 作 さ・え・ら書房 1990.3
さよなら　おじいちゃん……ぼくは　そっと　いった Ｅ．ドネリー 著 さ・え・ら書房 1981.2
パパをむかえに アーヒム・ブレーガー 作 さ・え・ら書房 1990.4
おじいさんのマフラー ウルズラ・フックス 作 さ・え・ら書房 1987.1
テディ・ベアものがたり ヘレン＝ケイ 文 偕成社 1988.1
少年と白鳥 キャサリン・ストー 作 さ・え・ら書房 1988.2
キョーフのちびっこ転校生 Ｎ・ハニーカット 作 さ・え・ら書房 1990.3



子ねこをつれてきたノラねこ メアリー・リトル 作 さ・え・ら書房 1984.6
きっと明日は 江崎 雪子 著 ポプラ社 1989.11
ノーレン君の目が見えた！ 宮崎 亮 共著 偕成社 1988.7
雨あがりのウエディング 矢部 美智代 作 講談社 1989.5
ハフカセの秘宝 山中 恒 作 あかね書房 1988.11
三塁打だよ、かぎばあさん 手島 悠介 作 岩崎書店 1990.6
こまったさんのカレーライス 寺村 輝夫 作 あかね書房 1982.1
こまったさんのコロッケ 寺村 輝夫 作 あかね書房 1987.12
とざんでんしゃとモンシロチョウ 長崎 源之助 作 あかね書房 1989.4
ボルピィ物語 那須田 淳 作 ひくまの出版 1989.11
悪がきと宇宙人 木村 幸子 作 あかね書房 1989.3
火の雨がふる 金の星社 1989.3
火の雨がふる 金の星社 1989.3
火の雨がふる 金の星社 1989.3
ガラスのうさぎ 高木 敏子 著 金の星社 1979
ガラスのうさぎ 高木 敏子 著 金の星社 1979
ガラスのうさぎ 高木 敏子 著 金の星社 1979
ガラスのうさぎ 高木 敏子 著 金の星社 1979
ガラスのうさぎ 高木 敏子 著 金の星社 1979
ガラスのうさぎ 高木 敏子 著 金の星社 1979
太陽征伐 張 良沢 文 小峰書店 1988.3
幽霊のこわがるもの 君島 久子 編訳 小峰書店 1985.3
きのどくなハイエナ 江口 一久 採話 小峰書店 1984.3
悪魔の犬エリンチャ 百々 佑利子 編訳 小峰書店 1986.3
ウサギのかしこい商売 宮本 正興 編訳 小峰書店 1983.6
カエル王女 三原 幸久 訳 小峰書店 1986.2
イワン王子と火の鳥と灰色オオカミ 斎藤 君子 編訳 小峰書店 1985.3
王子と美しいパセリちゃん 竹原 威滋 編訳 小峰書店 1989.3
クリン王 安藤 美紀夫 編訳 小峰書店 1984.3
魚の騎士 三原 幸久 編訳 小峰書店 1983.6
美しいユーラリ 新倉 朗子 編訳 小峰書店 1984.3
猿むこ入りと悪魔のズボン おざわ としお 著 小峰書店 1990.4
魔法のつぼ 谷口 幸男 編訳 小峰書店 1983.6
ネコになったおきさき 直野 敦 訳 小峰書店 1986.2
金のリンゴと九羽のクジャク 直野 敦 訳 小峰書店 1987.11
三人兄弟と巨人 寺岡 寿子 訳 小峰書店 1987.11



いちばん美しい花嫁 飯豊 道男 編訳 小峰書店 1983.6
お月さまより美しい娘 小山 皓一郎 編訳 小峰書店 1985.3
ジャックと動物の楽隊 藤本 黎時 編訳 小峰書店 1985.3
巨人ナナブッシュ 藤井 いづみ 訳 小峰書店 1990.2
親指トムの一生 荒木 博之 編訳 小峰書店 1984.3
大ムカデたいじ 崔 仁鶴 採話 小峰書店 1983.6
いたずら者のパオロー 吉川 利治 訳 小峰書店 1986.2
虹になった娘と星うらない 菊地 三郎 編訳 小峰書店 1986.1
そっくりおばけ 笠原 順路 編訳 小峰書店 1985.3
カラオの洞窟 荒木 博之 編訳 小峰書店 1989.3
ゆうれいの子 山下 清三 著 けやき書房 1989.8
だんごをなくしたおばあさん 小泉 八雲 さく 大日本図書 1977
日本の鬼ども３ 山下 清三 著 けやき書房 1990.5
日本の鬼ども４ 山下 清三 著 けやき書房 1990.5
日本の鬼ども２ 山下 清三 著 けやき書房 1990.5
名探偵シャーロック・ホームズ２２ コナン・ドイル 作 岩崎書店 1990.3
名探偵シャーロック・ホームズ２０ コナン・ドイル 作 岩崎書店 1990.2
名探偵シャーロック・ホームズ１９ コナン・ドイル 作 岩崎書店 1989.11
名探偵シャーロック・ホームズ１５ コナン・ドイル 作 岩崎書店 1989.8
名探偵シャーロック・ホームズ１４ コナン・ドイル 作 岩崎書店 1989.7
名探偵シャーロック・ホームズ１１ コナン・ドイル 作 岩崎書店 1989.5
名探偵シャーロック・ホームズ１０ コナン・ドイル 作 岩崎書店 1989.1
名探偵シャーロック・ホームズ８ コナン・ドイル 作 岩崎書店 1988.12
名探偵シャーロック・ホームズ７ コナン・ドイル 作 岩崎書店 1989.1
名探偵シャーロック・ホームズ５ コナン・ドイル 作 岩崎書店 1988.1
名探偵シャーロック・ホームズ２ コナン・ドイル 作 岩崎書店 1988.7
名探偵シャーロック・ホームズ１ コナン・ドイル 作 岩崎書店 1988.6
あべこべものがたり 光吉 夏弥 再話 大日本図書 1977
わたしのおかあさんは世界一びじん ベッキー・ライアー さく 大日本図書 1985.2
ちびっこ大せんしゅ シド・ホフ ぶんとえ 大日本図書 1979.7
しろいいぬ？くろいいぬ？ マリオン・ベルデン・クック 〔著〕 大日本図書 1978
ともだちができちゃった！ セラ・アシャロン ぶん 大日本図書 1980
トミーは大いそぎ ヘレン・パーマー さく 大日本図書 1978.5
大きいツリー小さいツリー ロバート・バリー ぶんとえ 大日本図書 1980
うさぎがいっぱい ペギー・パリシュ さく 大日本図書 1979
とらとおじいさん アルビン・トレセルト ぶん 大日本図書 1983.2



すずめのくつした ジョージ・セルデン ぶん 大日本図書 1980
りすのスージー ミリアム・ヤング ぶん 大日本図書 1979.6
王さまのアイスクリーム フランセス・ステリッド ぶん 大日本図書 1978.1
マザー・グースのうた　第５集 谷川 俊太郎 訳 草思社 1988
マザー・グースのうた　第４集 谷川 俊太郎 訳 草思社 1988
マザー・グースのうた　第３集 谷川 俊太郎 訳 草思社 1988
マザー・グースのうた　第２集 谷川 俊太郎 訳 草思社 1988
マザー・グースのうた　第１集 谷川 俊太郎 訳 草思社 1988
豊臣秀吉 大木 雄二 著 偕成社 1985
湯川秀樹 清閑寺 健 著 偕成社 １９８６・３
良寛さま 山本 和夫 著 偕成社 １９８６・３
宮沢賢治 伊藤 佐喜雄 著 偕成社 １９８９・１０
福沢諭吉 吉田 与志雄 著 偕成社 １９８９・８
野口英世 宮脇 紀雄 著 偕成社 １９９０・３
二宮金次郎 土家 由岐雄 著 偕成社 １９８９・８
小林一茶 宮脇 紀雄 著 偕成社 1984
おしゃかさま 大木 雄二 著 偕成社 １９９０・３
エジソン 久保 喬 著 偕成社 １９９０・３
シューベルト 三木 澄子 著 偕成社 １９８９・５
コロンブス 沢田 謙 著 偕成社 1985
キュリー夫人 山本 藤枝 著 偕成社 1985
アンデルセン 伊藤 佐喜雄 著 偕成社 1984
ナイチンゲール 山主 敏子 著 偕成社 1985
ノーベル 山本 藤枝 著 偕成社 １９８９・８
ベートーベン 伊藤 佐喜雄 著 偕成社 1985
ファーブル 神戸 淳吉 著 偕成社 １９８７・８
シュバイツァー 山本 和夫 著 偕成社 1983
ワシントン 小出 正吾 著 偕成社 1984
リンカーン 二反長 半 著 偕成社 １９８９・９
ライト兄弟 白木 茂 著 偕成社 １９９０・２
もしもし　おかあさん 久保 喬 作 金の星社 1979.7
こちら機長席 迫 守治 著 筑摩書房 1981.2
三まいのおふだ 竹崎 有斐 著 偕成社 1990.9
自由くんの宇宙せんそう 北川 幸比古 作 岩崎書店 1985.4
テレパシードロップをどうぞ 浜田 けい子 作 岩崎書店 1985.1
学校百科・はじめてみる伝統芸能５ クロスロード 1989.3



学校百科・はじめてみる伝統芸能４ クロスロード 1989.3
学校百科・はじめてみる伝統芸能３ クロスロード 1989.3
学校百科・はじめてみる伝統芸能２ クロスロード 1989.3
学校百科・はじめてみる伝統芸能１ クロスロード 1989.3
タンポポ 七尾 純 構成・文 偕成社 1974
おおきなかぶ 若林 利代 ぶん 金の星社 1978.9
虫の詩人 エレノア・ドーリー 著 学研 1979
べにばらホテルのお客 安房 直子 著 筑摩書房 1987.5
遠い野ばらの村 安房 直子 著 筑摩書房 1981.9
天の鹿 安房 直子 作 筑摩書房 1979.9
銀のくじゃく 安房 直子 〔著〕 筑摩書房 1980
銀のくじゃく 安房 直子 〔著〕 筑摩書房 1980
こども　詩の学校　中級 渋谷 清視 編者代表 金の星社 1978
こども　詩の学校　初級 渋谷 清視 編者代表 金の星社 1978
花がゆれるとき 日本児童文学者協会 編 教育出版センター 1985.12
今江祥智の本　第１６巻 今江祥智　著 理論社 1986
ごんぎつねとてぶくろ 新美 南吉 作 大日本図書 1991
花いっぱいになあれ 松谷 みよ子 さく 大日本図書 1982.9
ぼくらのロボット物語 眉村 卓 作 岩崎書店 1985.1
宇宙海ぞくパプ船長 亀山 竜樹 作 岩崎書店 1985.1
おれたち　先生の同級生 斎藤 晴輝 作 岩崎書店 1985.4
ちょっとだけエスパー 望月 正子 作 岩崎書店 1986.3
水たまりの宇宙戦争 南山 宏 作 岩崎書店 1987.12
ぷいぷい家族のふしぎな夏 香山 彬子 作・絵 佑学社 1985.5
橋をかける 大竹 三郎 著 大日本図書 1985.2
橋をかける 大竹 三郎 著 大日本図書 1985.2
タンチョウの四季 林田 恒夫 著 あかね書房 1978
アシナガバチ 小川 宏 著 あかね書房 1978
りんごづくりに生きる 鈴木 喜代春 著 小峰書店 1981.5
学校園芸百科８ 学研 1985.3
学校園芸百科７ 学研 1985.3
学校園芸百科６ 学研 1985.3
学校園芸百科５ 学研 1985.3
学校園芸百科４ 学研 1985.3
学校園芸百科３ 学研 1985.3
学校園芸百科２ 学研 1985.3



学校園芸百科１ 学研 1985.3
宇宙のうた まど みちお 著 銀河社 1979
物のうた まど みちお 著 銀河社 1979
人間のうた まど みちお 著 銀河社 1975
動物のうた まど みちお 著 銀河社 1980
植物のうた まど みちお 〔著〕 銀河社 1977
やさしい天体観察 瀬川 昌男 著 小峰書店 1980
ダイコンをそだてる 須之部 淑男 文 岩波書店 1980
先生のおとおりだい！ 中野 みち子 作 理論社 1979
プチコット村へいく 安藤 美紀夫 著 新日本出版社 1974
おじいちゃんが冬へ旅立つとき Ｃ．Ｋ．ストリート 作 あかね書房 1981.11
ヘンショーさんへの手紙 Ｂ．クリアリー 作 あかね書房 1984.12
ジャングルの少年 チボール・セケリ 作 福音館書店 1983.3
もえる石 アルカージー・ガイダール 作 新日本出版社 1978
だから、ぼくは強いクマなんだ イリーナ・コルシュノウ 作 大日本図書 1985.2
小さなスプーンおばさん アルフ・プリョイセン 著 学研 1978
アンデルセン童話集２ 〔Ｈ．Ｃ．アンデルセン 作〕 岩波書店 1984.9
黒ネコジェニーのおはなし１ エスター・アベリル 作・絵 福音館書店 1982.11
水族館の一日 堤 俊夫 指導 ポプラ社 1985.3
クロクサアリのひみつ 山口 進 写真・文 アリス館 1998.1
海 八束 澄子 作 岩崎書店 1986.3
戦争の冬 ヤン・テルラウ 作 岩崎書店 1985.12
さなえちゃんの金魚すくい 皿海 達哉 作 国土社 1981.2
雪ん子の花よめさん 角田 光男 作 国土社 1980.2
手すきの卒業証書 赤座 憲久 作 国土社 1982.1
春の風花（カザハナ） 斎藤 了一 〔著〕 国土社 1977
やまんばおゆき 浜野 卓也 作 国土社 1977
夕焼けの姉妹 鶴島 美智子 作 岩崎書店 1983.9
戦乱のみなし子たち 久保 喬 作 岩崎書店 1985.7
少年は流氷にのって ショームシキン 作 岩崎書店 1984.11
あの空をとべたら 椎名 竜治 作 岩崎書店 1983.7
悪魔のおりた街 蓮見 けい 作 岩崎書店 1985.9
遥かなりローマ 今西 祐行 作 岩崎書店 1985.12
ふぶきの家のノンコ 加藤 多一 作 岩崎書店 1984.2
タイムマシン Ｈ・Ｇ・ウェルズ 作 岩崎書店 1979.1
宇宙の漂流者 トム・ゴドウィン 作 岩崎書店 1986.1



巨人の国へ 吉橋 通夫 作 岩崎書店 1987.3
柿の木のある家 壷井 栄 著 あかね書房 1978
リンゴのふくろ 壷井 栄 著 大日本図書 1976
よわいかみ　つよいかたち かこ さとし 著　絵 童心社 1988.9
ファーブル昆虫記３ ファーブル 〔著〕 集英社 1991.6
ファーブル昆虫記２ ファーブル 〔著〕 集英社 1991.5
おばあさんのひこうき 佐藤 さとる 作 小峰書店 1979
柿の木のある家 壷井 栄 著 偕成社 1978
坂道　あしたの風 壷井 栄 著 偕成社 1978
三人兄弟 菊池 寛 著 あかね書房 1979
目で見る高松・東讃の１００年 郷土出版社 2000
２０世紀全記録 講談社 1987.9
新瀬戸内紀行 瀬戸内・海の路ネットワーク事務局　編 瀬戸内・海の路ネットワーク 2001
心に響くはがき歌　第４集 はがき歌コンテスト実行委員会 河出書房新社 1999
人とからだ 学研 1994.11
さぬきのおもしろ伝説１　水の巻 北條　令子　著 松林社 1991
るすばんどきどき 木村 裕一 作 偕成社 1995.4
公園のメアリー・ポピンズ パミラ・リンド・トラヴァース 〔作〕 岩波書店 1979
とびらをあけるメアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作 岩波書店 1978
飛ぶ教室 エーリッヒ＝ケストナー 著 ポプラ社 1975
大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート・プロイスラー 〔著〕 偕成社 1979
窓ぎわのトットちゃん 黒柳 徹子 作 講談社 1981
彦一さん 寺村 輝夫 文 あかね書房 1977
エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 1989
魔女学校の一年生 ジル・マーフィ 作　絵 評論社 1987.4
夢をつなぐ　全盲の金メダリスト河合純一物語 澤井　希代治　著 ひくまの出版 1997
だから、あなたも生きぬいて 大平 光代 著 講談社 2000
五体不満足 乙武 洋匡 作 講談社 1999
big　and　little Ladybird　Books
ＨＵＳＨ　ＬＩＴＴＬＥ　ＢＡＢＹ ＰＲＥＮＴＩＣＥーＨＡＬＬ
新・小児保健 今村　榮一　巷野　悟郎　編著 診断と治療社 2003
５人ばやしの大ぼうけん 岩井田 治行 作・絵 チャイルド本社 1996.3
せいぎのみかたオーサーマン 岡本 一郎 作 チャイルド本社 1996.2
５つ子王子と５つ子ひめ 上野 与志 作 チャイルド本社 1996.1
ヘンダーはかせとタイムマシン 岡本 一郎 作 チャイルド本社 1995.12
まほうつかいとふしぎなつぼ なかの ひろたか 作 絵 チャイルド本社 1995.11



アッパレ！ちていたんけんたい 楠 正 作 チャイルド本社 1995.1
５人のコックとはらぺこ大ま王 山本 和子 作 チャイルド本社 1995.9
○△□ぼしものがたり 三宅 保子 作・絵 チャイルド本社 1995.8
ネムランどおりのおばけたち 岡本 一郎 作 チャイルド本社 1995.7
３、２、１、０しゅっぱつ！ 山本 和子 作 チャイルド本社 1995.6
ごくうのじゅつくらべ 上野 与志 作 チャイルド本社 1995.5
かいとうカメレオンをおいかけろ！ 岡本 一郎 作 チャイルド本社 1995.4
世界おはなし名作全集１０ 小学館 1990.8
世界おはなし名作全集６ 小学館 1990.4
のりものナンバーワン１００点 講談社 1995
きかんしゃトーマスときょうりゅうくん クリストファー・オードリー 作 ポプラ社 1992.8
おばけのバーバパパ アネット＝チゾン さく 偕成社 1991
かもさんおとおり ロバート・マックロスキー ぶんとえ 福音館書店 1974
はやくねてよ あきやま ただし 作・絵 岩崎書店 1994.9
おしゃべりなたまごやき 寺村 輝夫 作 福音館書店 1986
ねこのポチ 岩本 敏男 作 ＰＨＰ研究所 1986.6
だれも　しらない 灰谷 健次郎 作 あかね書房 1981.2
ゆきこんこん物語 さねとう あきら 作 理論社 1979
あいうえおうさま 寺村 輝夫 文 理論社 1979.12
くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ さく ペンギン社 1982.4
ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん ぶん・え 岩波書店 1979
雨、あめ ピーター・スピアー 〔著〕 評論社 1984.6
３人のちいさな人魚 デニス・トレ えとぶん 評論社 1979.9
かさこじぞう いわさき きょうこ ぶん ポプラ社 1978
ろくべえまってろよ 灰谷 健次郎 作 文研出版 1975
ボールのまじゅつしウィリー アンソニー・ブラウン さく 評論社 1998.1
魔女の宅急便 角野 栄子 作 福音館書店 1985.1
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 作 文研出版 1996.12
月の輪グマ 椋 鳩十 著 あかね書房 1978
うさぎ屋のひみつ 安房 直子 作 岩崎書店 1988.2
わかったさんのプリン 寺村 輝夫 作 あかね書房 1989.11
インスタントラーメンのひみつ 学研 1998.3
１４ひきのせんたく いわむら かずお さく 童心社 1990.5
１４ひきのおつきみ いわむら かずお さく 童心社 1988.6
母さんはおるす グェン・ティ 著 新日本出版社 1978
ビアンキ動物記３ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981.8



人物日本の歴史２ 学研 1984.3
すもうをとるねこ 西本 鶏介 作 ひさかたチャイルド 1983.1
千成びょうたん 古田 足日 作 童心社 1979.4
みちくさ一年生 あまん きみこ 作 講談社 1990.4
八郎 斎藤 隆介 作 福音館書店 1980
世界大百科事典　地図 平凡社 １９８１・４
世界大百科事典百科データブック 平凡社 １９８３・４
世界大百科事典３３ 平凡社 1988.4
世界大百科事典３４ 平凡社 1988.4
世界大百科事典３２ 平凡社 1988.4
世界大百科事典３１ 平凡社 1988.4
世界大百科事典３０ 平凡社 1988.4
世界大百科事典２９ 平凡社 1988.4
世界大百科事典２８ 平凡社 1988.4
世界大百科事典２７ 平凡社 1988.4
世界大百科事典２６ 平凡社 1988.4
世界大百科事典２５ 平凡社 1988.4
世界大百科事典２４ 平凡社 1988.4
世界大百科事典２３ 平凡社 1988.4
世界大百科事典２２ 平凡社 1988.4
世界大百科事典２１ 平凡社 1988.4
世界大百科事典２０ 平凡社 1988.4
世界大百科事典１９ 平凡社 1988.4
世界大百科事典１８ 平凡社 1988.4
世界大百科事典１７ 平凡社 1988.4
世界大百科事典１６ 平凡社 1988.4
世界大百科事典１４ 平凡社 1988.4
世界大百科事典１３ 平凡社 1988.4
世界大百科事典１２ 平凡社 1988.3
世界大百科事典１１ 平凡社 1988.3
世界大百科事典１０ 平凡社 1988.3
世界大百科事典９ 平凡社 1988.3
世界大百科事典８ 平凡社 1988.3
世界大百科事典７ 平凡社 1988.3
世界大百科事典６ 平凡社 1988.3
世界大百科事典５ 平凡社 1988.3



世界大百科事典４ 平凡社 1988.3
世界大百科事典３ 平凡社 1988.3
世界大百科事典１ 平凡社 1988.3
全国方言辞典 東條　操　編 東京堂出版 １９７８・１１
ふたりはともだち アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1973
にゃんたんのゲームブック 巻 左千夫 さく ポプラ社 1987.2
チョコレートのひみつ 田川 滋 漫画 学研広告ＳＰ事業部教材資料制作室2001.1
ビアンキ動物記２２ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1982.2
ビアンキ動物記２１ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1982.2
ビアンキ動物記２０ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1982.2
ビアンキ動物記１９ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1982.2
ビアンキ動物記１８ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1982.2
ビアンキ動物記１７ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1982.2
ビアンキ動物記１６ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981.12
ビアンキ動物記１５ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981.12
ビアンキ動物記１４ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981.12
ビアンキ動物記１３ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981.12
ビアンキ動物記１２ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981
ビアンキ動物記１０ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981
ビアンキ動物記９ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981
ビアンキ動物記７ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981
ビアンキ動物記６ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981.8
ビアンキ動物記５ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981.8
ビアンキ動物記４ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981.8
ビアンキ動物記２ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981.8
ビアンキ動物記１ ヴィタリー・ビアンキ 著 理論社 1981.8
少年少女ファーブル昆虫記７ アンリ・ファーブル 著 あかね書房 1974
少年少女ファーブル昆虫記６ アンリ・ファーブル 著 あかね書房 1974
少年少女ファーブル昆虫記４ アンリ・ファーブル 著 あかね書房 1977
少年少女ファーブル昆虫記３ アンリ・ファーブル 著 あかね書房 1976
アリの子ツク 矢島 稔 文 ポプラ社 1990
ホタル 栗林 慧 著 あかね書房 1980.6
やってみたいなこんなしごと２ あかね書房 1987.12
牧場のしごと 及川 徳弥 指導 ポプラ社 1985.3
市場ではたらく 長谷田 武 指導 ポプラ社 1985.3
スーパーの一日 野田 一郎 指導 ポプラ社 1985.3



せなかを　ぴんと　のばそう！ 正木 健雄 構成・文 偕成社 1984.11
そうげんのとり 薮内 正幸 ぶん・え 福音館書店 1978
やまのとり１ 薮内 正幸 ぶん・え 福音館書店 1979
石油のひみつ 学研 1992.6
タンポポ 七尾 純 構成・文 偕成社 1974
自然のランドセル　６ねん 玉田 泰太郎 〔ほか〕編集 らくだ出版 1988.3
自然のランドセル　５ねん 玉田 泰太郎 〔ほか〕編集 らくだ出版 1988.3
自然のランドセル　３ねん 玉田 泰太郎 〔ほか〕編集 らくだ出版 1988.3
自然のランドセル　４ねん 玉田 泰太郎 〔ほか〕編集 らくだ出版 1988.3
自然のランドセル　２ねん 玉田 泰太郎 〔ほか〕編集 らくだ出版 1988.3
自然のランドセル　１ねん 玉田 泰太郎 〔ほか〕編集 らくだ出版 1988.3
動物園の一日 杉浦 宏 指導 ポプラ社 1985.3
野草ガイドブック おくやまひさし　著 永岡書店 １９９７・８
花 学研 1986.6
学校百科・新聞をつくろう５ クロスロード 1988.4
学校百科・新聞をつくろう４ クロスロード 1988.4
学校百科・新聞をつくろう２ クロスロード 1988.4
学校百科・新聞をつくろう１ クロスロード 1988.4
ズームイン日本　第６巻 暁教育図書 1984
ズームイン日本　第１２巻 暁教育図書 1984
ズームイン日本　第１１巻 暁教育図書 1983
ズームイン日本　第９巻 暁教育図書 1984
ズームイン日本　第５巻 暁教育図書 1984
ズームイン日本　第２巻 暁教育図書 1984
ズームイン日本　第1巻 暁教育図書 1984
地図をたのしもう 渡辺 一夫 文・写真 あかね書房 1983.2
天気・気象 学研 1979.6
植物 丸山 尚敏 〔ほか〕執筆 旺文社 1976
講談社こども学習百科１２ 講談社 1979
講談社こども学習百科１１ 講談社 1979
講談社こども学習百科９ 講談社 1979
講談社こども学習百科４ 講談社 1979
講談社こども学習百科３ 講談社 1979
講談社こども学習百科２ 講談社 1979
講談社こども学習百科１ 講談社 1979
なづけのにいちゃん 山下 明生 作 ＰＨＰ研究所 1979



るなちゃんはおるすばん 間所 ひさこ 作 ＰＨＰ研究所 1978.9
りえの氷の旅 武鹿 悦子 作 小峰書店 1987.7
父ちゃんはスターだぜ！ 辻 邦 文 童心社 1987.2
おとうさんのだいじょうぶ 竹崎 有斐 作 ＰＨＰ研究所 1978.6
ねこだにゃんごろう氏のはなし 矢崎 節夫 作 ひさかたチャイルド 1984.6
かやこのねがい 森山 京 作 ひさかたチャイルド 1988.3
かわいい山びこのはなし 前川 康男 作 ひさかたチャイルド 1983.8
きつねのオートバイ 三田村 信行 作 ひさかたチャイルド 1983.11
おまわりさんのクマさん 鶴見 正夫 作 ひさかたチャイルド 1983.5
たぬきの学校の一年生 三田 照子 作 ひさかたチャイルド 1986.9
ぶちねことつっぱりおばあさん 鈴木 清子 作 ひさかたチャイルド 1986.2
雨の教室大じけん 清水 達也 作 ひさかたチャイルド 1985.4
こんにちは、くじらクラブ 島田 豊子 文 童心社 1987.6
三ねんねたろう おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 1978
ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 2000.9
ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 1999.12
ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 1999.12
真夜中の森で Ｒ・カーヴェン 作 金の星社 1992.12
はだかの　おうさま ハンス・クリスチャン・アンデルセン さく 学研 1979.1
エーミールと探偵たち ケストナー 作 岩波書店 1980
大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 1987
なんでもパパといっしょだよ フランク・アッシュ えとぶん 評論社 1985.11
ミリ子は負けない 寺村 輝夫 作 金の星社 1979.1
かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1992.7
お父さんのバックドロップ 中島 らも 作 学研 1994.4
さよならは半分だけ 吉本 直志郎 作 ポプラ社 1997.4
ふたりのロッテ ケストナー 作 岩波書店 1980
トランペットをふく子ガエル Ｆ・フェルト 作 文研出版 1984.8
ピグルウィグルおばさん ベティー＝マクドナルド 作 学研 1982
プリンススター アン・ダルトン 作 ほるぷ出版 1987.12
それゆけ、ブラシ ペーレ・カルデルス ぶん ほるぷ出版 1987.4
さばくの王子 福田 清人 作 旺文社 1978
アリババと四十人のとうぞく 林 たかし 文 教育画劇 1986
ホジャどんのしっぺがえし ギュンセリ・オズギュル さいわ・え ほるぷ出版 1983.6
てぶくろ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ え 福音館書店 1995
三びきのこぶた 瀬田 貞二 訳 福音館書店 2001.12



まんが昔ばなし事典 学研 1986
耳なし芳一の話 小泉 八雲 著 あかね書房 1978
怪談 ハーン 作 旺文社 1976
お母さんがかたるとんとんむかし１ 横笛 太郎 著 新日本出版社 1976
お母さんがかたるとんとんむかし２ 横笛 太郎 著 新日本出版社 1977
松谷みよ子のむかしむかし２ 松谷 みよ子 著 講談社 1977
さるかにばなし さいごう たけひこ ぶん ポプラ社 1978
うみをあげるよ やました はるお ・さく 秋書房 1977
モチモチの木 斎藤 隆介 作 岩崎書店 1978
天の火をぬすんだウサギ ジョアンナ・トゥロートン さく 評論社 1987.11
かさこじぞう いわさき きょうこ ぶん ポプラ社 1978
かちかちやま まつたに みよこ ぶん ポプラ社 1978
ちからたろう いまえ よしとも ぶん ポプラ社 1997.5
まきばにおつかい コビー・ホル さく ほるぷ出版 1990.3
わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ さく　え 評論社 1986.1
わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ さく　え 評論社 1986.1
はしれ、きたかぜ号 渡辺 有一 作 童心社 1985.3
ふしぎなたけのこ 松野 正子 さく 福音館書店 1978
きかんしゃやえもん 阿川 弘之 文 岩波書店 1974
くさいろのマフラー 後藤 竜二 文 草土文化 1979
よわむしなおばけ きた もりお さく 旺文社 1978.7
世界のわらい話 小出 正吾 編著 偕成社 1981
世界のふしぎ話 岡上 鈴江 編著 偕成社 1981
世界の悲しい話 山主 敏子 編著 偕成社 1982
王さまと九人のきょうだい 君島 久子 訳 岩波書店 1978
うさぎのしま 吉崎 正巳 文と画 童心社 1970
てぶくろ エフゲーニ・ラチョフ え 福音館書店 1980
野ゆき山ゆき 与田 準一 著 大日本図書 1973
日本海の詩 鶴見 正夫 〔著〕 理論社 1978
バラをさかせた手 アンドレ・ドーテル 作 文研出版 1975
ちきゅうはまんまる ゲンナージ・ツィフェロフ 著 旺文社 1978
魔法のことばツェッペリン トールモー・ハウゲン 作 文研出版 1985.1
小さな赤いぞう ハイジ・エグリ 作 文研出版 1975
海ぞく島からきたロバ ヨーゼフ・カール・グルント 作 文研出版 1979.1
海ぞく島からきたロバ ヨーゼフ・カール・グルント 作 文研出版 1979.1
わんぱく自動車フリッツ ミラ・ローベ 作 文研出版 1982.1



美人ネコジェニーの世界旅行 エスター・アベリル 作 旺文社 1979.7
のらネコ兄弟のはらぺこ放浪記 エスター・アベリル 作・画 旺文社 1979.9
ふるさと行きの汽車が来る オリビア・クーリッジ 作 文研出版 1985.1
まぼろしのヒーローたち Ｐ．ファニング 作 文研出版 1983.12
アザラシの島 マーガレット・ショウ 著 大日本図書 1979
おたずねものの犬ストーミー Ｊ．キェルガード 作 文研出版 1982.2
いさましい船長さん ディケンズ さく 旺文社 1978
ねずみ女房 ルーマー・ゴッデン 著 福音館書店 1977
海のたまご ルーシィ・Ｍ．ボストン 著 大日本図書 1978
望郷 和田 登 作 くもん出版 1987.9
大きなにじ　わたれ 山形童話の会 編 岩崎書店 1984.1
ぼくたちまん中ぐみ 矢部 美智代 作 ひさかたチャイルド 1984.12
むしばがすっぽん やました はるお 著 旺文社 1978
海のコウモリ 山下 明生 作 理論社 1985.5
耳のそこからふえたいこ 八木田 宜子 文 童心社 1977
マヤの一生 椋 鳩十 著 大日本図書 1978
ブーちゃんの秋 最上 一平 作 新日本出版社 1988.9
ブーちゃんの秋 最上 一平 作 新日本出版社 1988.9
かみなり雲がでたぞ 最上 一平 さく 新日本出版社 1986.8
ちょっとだけエスパー 望月 正子 作 岩崎書店 1986.3
おばあちゃんは落語屋さん 森 はな さく 学校図書 1981.11
ねこの名はヘイ 宮脇 紀雄 作 国土社 1976
まつばづえの文太 手島 悠介 作 佼成出版社 1981
かわいい山びこのはなし 前川 康男 作 ひさかたチャイルド 1983.8
センナじいとくま 松谷 みよ子 〔著〕 童心社 1979
海のぼうや 松田 司郎 さく 学校図書 1981
あつまれ　アッコちゃん 間所 ひさこ 作 ひさかたチャイルド 1984.5
くずの中のふえ 宮脇 紀雄 作 ひさかたチャイルド 1983.4
ヤン一族の最後 三浦 精子 作 汐文社 1985.3
生きていた人魚 馬場 淑子 作 国土社 1980.9
おまわりさんのクマさん 鶴見 正夫 作 ひさかたチャイルド 1983.5
なぞのアメリカ人形 武田 英子 作 佼成出版社 1981.6
魔法のぶた 司 修 作・絵 汐文社 1985.4
ゆきおんな まつたに みよこ ぶん ポプラ社 1977
日本の悲しい話 宮脇 紀雄 編著 偕成社 1981
日本のほらふき話 二反長 半 編著 偕成社 1981



ゆきこんこん物語 さねとう あきら 作 理論社 1979
なかよしだから知らんぷり はまの たくや 〔さく〕 旺文社 1978.6
ねずみたちと音楽会 外村 民彦 作 佼成出版社 1981.9
さと子の日記 鈴木 聡子 文 ひくまの出版 1982.3
空とぶカバとなぞのパリポリ男 鈴木 悦夫 作 文研出版 1980.12
さよならを言わないで 杉 みき子 著 大日本図書 1977
花咲きたぬき 川村 たかし さく 小峰書店 1987.9
くちぶえふいた子だあれ 北村 けんじ 作 理論社 1983.3
手品師の帽子 安野 光雅 作・絵 童心社 1977
折り鶴の子どもたち 那須 正幹 作 ＰＨＰ研究所 1984.7
松谷みよ子全集１５ 松谷 みよ子 著 講談社 1976
松谷みよ子全集１４ 松谷 みよ子 著 講談社 1977
松谷みよ子全集１３ 松谷 みよ子 著 講談社 1976
松谷みよ子全集１２ 松谷 みよ子 著 講談社 1976
松谷みよ子全集１１ 松谷 みよ子 著 講談社 1975
松谷みよ子全集１０ 松谷 みよ子 著 講談社 1978
松谷みよ子全集９ 松谷 みよ子 著 講談社 1978
松谷みよ子全集８ 松谷 みよ子 著 講談社 1978
松谷みよ子全集７ 松谷 みよ子 著 講談社 1977
松谷みよ子全集６ 松谷 みよ子 著 講談社 1976
松谷みよ子全集５ 松谷 みよ子 著 講談社 1977
松谷みよ子全集４ 松谷 みよ子 著 講談社 1978
松谷みよ子全集３ 松谷 みよ子 著 講談社 1976
松谷みよ子全集２ 松谷 みよ子 著 講談社 1976
松谷みよ子全集１ 松谷 みよ子 著 講談社 1977
香川県の民話 日本児童文学者協会　編 偕成社 １９８２・８
高松今昔記　第四巻 荒井　とみ三　著 歴史図書社 １９７９・１
高松今昔記　第二巻 荒井　とみ三　著 歴史図書社 １９７９・１
高松今昔記　第一巻 荒井　とみ三　著 歴史図書社 １９７９・３
文化誌日本　香川県 市原輝士　合田栄作　監修 講談社 １９８６・１１
菊池寛伝 中西　靖忠 高松市立図書館 １９８８・１２
四国まるごと自慢 四国新聞社 １９９９・８
香川の昆虫 立石　清　著 高松市図書館 ２００３・３
香川の昆虫 立石　清　著 高松市図書館 ２００３・３
津雲の池ー矢島町ー 原田　明美　著 １９９７・１０
香川の先人たち 香川県郷土史研究会 光文書院 １９８１・５



江戸時代　人づくり風土記 農山漁村文化協会 １９９６・１２
香川の理科ものがたり 香川県小学校理科教育研究会 編 日本標準 1982
大江戸アイデアマン 中井 信彦 著 さ・え・ら書房 1978
高松の古代文化 高松市立図書館 １９８８・３
たろうの木 真鍋タヨ子　今井菜穂　著 詫間町教育委員会 １９９７・１０
高松百年の歴史 高松市 １９９０・３
おりがみの本 たきがわきょうこ・たきがわたかし　著 鈴木出版 ２０００・２
詫間町創作童話・手作り絵本作品集 第１２回国民文化祭詫間町実行委員会1997
ふるさと香川の歴史 香川県 １９９２・３
ふるさと香川の歴史 香川県 １９９２・３
香川県あそびばマップ 香川県児童・生徒健全育成事業団
香川県につたわるこどもの遊び 香川県小学校体育連盟　編著 光文書院 1984
香川県につたわるこどもの遊び 香川県小学校体育連盟　編著 光文書院 1984
ひらいてむすんで第５巻 岩崎照皇 如月書房 ２０００・２
ひらいてむすんで第４巻 岩崎照皇 如月書房 ２０００・２
ひらいてむすんで第３巻 岩崎照皇 如月書房 １９９９・３
ひらいてむすんで第２巻 岩崎照皇 如月書房 １９９８・１１
ひらいてむすんで第１巻 岩崎照皇 如月書房 １９９８・１１
一寸法師 江戸川 乱歩 著 ポプラ社 1985
二十面相の呪い 江戸川 乱歩 著 ポプラ社 1978
塔上の奇術師 江戸川 乱歩 著 ポプラ社 1978
電人Ｍ 江戸川 乱歩 著 ポプラ社 1978
空飛ぶ二十面相 江戸川 乱歩 著 ポプラ社 1977
仮面の恐怖王 江戸川 乱歩 著 ポプラ社 1978
怪人二十面相 江戸川 乱歩 著 ポプラ社 1978
サーカスの怪人 江戸川 乱歩 著 ポプラ社 1976
白い羽の謎 江戸川 乱歩 著 ポプラ社 1977
妖怪博士 江戸川 乱歩 著 ポプラ社 1977
鉄人Ｑ 江戸川 乱歩 著 ポプラ社 1977
魔法博士 江戸川 乱歩 著 光文社 1986
手作り布の遊具 よこはま布えほんぐるーぷ　編著 偕成社 １９８９・８
手作り布の遊具２ ぐるーぷ・もこもこ 編著 偕成社 1986.1
手作り布の遊具１ ぐるーぷ・もこもこ 編著 偕成社 1985.1
身のまわりの材料を使った伝承手づくりおもちゃ 井上 重義 著 草土文化 1991.8
工作教室 日本紙芸研究会 編 集文館 1978.6
スクール・カット集５ マール社 1982



スクール・カット集２ マール社 1982
スクール・カット集１ マール社 1982
楽しむ１００のリサイクル 婦人生活社
恐竜映画のすべて 近代映画社 １９９３・８
恐竜を描こう ダイヤグラムグループ 編 マール社 1992.5
鈴の鳴る道 星野 富弘 著 偕成社 1986.12
花たちでメリークリスマス 大沢　節子　著 文化出版局 １９９２・１０
おいしい　おりょうり スザンナ・グレッツ 作・絵 岩崎書店 1984.12
雑木林のなかを飛ぶオオムラサキ 高橋 健 文 講談社 1980.4
小学生の工作事典５・６年 岡登 貞治 〔著〕 誠文堂新光社 1978
小学生の工作事典１・２年 岡登 貞治 〔著〕 誠文堂新光社 1977
頭の鍛錬　小学生の理科パズル 竹内　均　著 旺文社 1982
頭の鍛錬小学生の計算パズル 矢野　健太郎　　高木茂男 旺文社 １９７８・１２
おじいちゃんとあくしゅ 奥田 継夫 作 あかね書房 1982.12
かいじゅうゆきらあ 渡辺 有一 作・絵 岩崎書店 1981.12
森のゆうびんや 森山 京 作 フレーベル館 1977
ろむさんゆうびんです 寺村 輝夫 〔著〕 ポプラ社 1976
はみがきたむたむ 寺村 輝夫 作 高橋書店 1975
ガツーンとぶつかるはなし 筒井 敬介 さく 学研 1985.2
かあさんのにゅういん 大石 真 さく 小峰書店 1984.2
シャーロック・ホームズの冒険 Ａ・Ｃ・ドイル 原作 永岡書店 1988.7
ヴィーチャと学校友だち ノーソフ 作 岩波書店 1986
三銃士 Ａ・デュマ 原作 永岡書店 1988.7
みどりのゆび モーリス・ドリュオン 作 岩波書店 １９９８・４
宇宙の密航少年 Ｒ・Ｍ・イーラム 作 岩崎書店 1986.1
川べにそよ風 ケネス＝グレアム 作 講談社 1997.11
風にのってきたメアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作 岩波書店 １９９７・１１
風の又三郎 宮沢 賢治 作 岩崎書店 １９８９・２
ロミオとジュリエット Ｗ・シェイクスピア 原作 永岡書店 1988.7
先生のおとおりだい！ 中野 みち子 作 理論社 1983.3
ちびっこカムのぼうけん 神沢 利子 作 理論社 １９９１・４
いればをしたロバの話 今西 祐行 著 金の星社 1996
岩宿遺跡のなぞ たかし よいち 著 国土社 1988.7
二十四の瞳 壷井 栄 著 講談社 １９９８・２
燃える日本列島 来栖 良夫 〔ほか〕編 童心社 1991
まん月に花火三ぱつ 山本 和夫 作 佼成出版社 1980.1



おもいで箱 松永 伍一 ほか著 汐文社 1985.4
あかりのない夜 上坂 高生 作 童心社 1980
飛べ！千羽づる 手島 悠介 著 講談社 1982.7
おこりじぞう 山口 勇子 さく 新日本出版社 １９８９・５
マヤの一生 椋 鳩十 著 大日本図書 1991
１９８３年　熱い秋のノート 中沢 晶子 作 汐文社 1985.4
沖縄少年漂流記 谷 真介 著 金の星社 1992.4
猫は生きている 早乙女 勝元 作 理論社 1989
ひろしまのピカ 丸木 俊 え・文 小峰書店 1980.6
ひろしまのピカ 丸木 俊 え・文 小峰書店 1980.6
ちいちゃんのかげおくり あまん きみこ 作 あかね書房 1982.8
チロヌップのきつね たかはし ひろゆき 文・絵 金の星社 1988
一つの花 今西 祐行 文 ポプラ社 1977
虹 早船 ちよ 作 汐文社 1985.4
見てるよ！ヒトミ 槻野 けい 作 汐文社 1985.1
ロスアラモスの小さな石 長谷川 潮 作 汐文社 1985.4
ヒロシマの子守唄 菊地 正 作 汐文社 1985.1
マレーシアの語り人 かつお きんや 作 汐文社 1985.1
浜ひるがおの花が咲く おおえ ひで 作 汐文社 1985.4
いつか緑の木かげで 江口 宣 作 汐文社 1985.1
紀元５５年のユートピア 梅原 賢二 作 汐文社 1985.4
広島のアリ 赤座 憲久 作 汐文社 1985.4
三月ひなのつき 石井 桃子 さく 福音館書店 1963
もうすぐおにいちゃん 大友 のり子 さく 童心社 1978.9
ノンタンおやすみなさい おおとも やすおみ 作絵 偕成社 1985
ゆきのひ 加古 里子 さく・え 福音館書店 1976
弟たちよ ロティ・ペトロビッツ 作 佑学社 1988.2
びっこのライオン ユーリイ・ヤーコブレビッチ・ヤーコブレフ 著 大日本図書 1979
世界でいちばんつよい赤んぼう Ｏ・イオセリアーニ 作 文研出版 1982.9
世界でいちばんつよい赤んぼう Ｏ・イオセリアーニ 作 文研出版 1982.9
やかましむらのこどもの日 リンドグレーン 作 偕成社 1983.7
小さなおばかさん アグネス・ザッパー 著 大日本図書 1976
フェアニリーの黄金 ラング 著 大日本図書 1977
魔法のうわぎ デ・ラ・メア 著 大日本図書 1980
すてきなきかん車 メグズ さく 旺文社 1978
ビロードうさぎのなみだ マージェリー・Ｗ・ビアンコ 作 文研出版 1981



夜明けの人びと ヘンリー・トリース 著 大日本図書 1971
トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン 作 福音館書店 2000.1
トム・ペニーの旅立ち トニー・ジャーマン 作 文研出版 1984.1
魔女のたまご マデライン・エドモンドソン 作 あかね書房 1980
死の海をゆく 長谷川 潮 著 文研出版 1984.7
海上アルプス 椋 鳩十 〔著〕 ポプラ社 1976
先生にはないしょ 宮川 ひろ さく ポプラ社 1979.8
宮沢賢治童話全集１２ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 1979.4
宮沢賢治童話全集１１ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 1979.4
宮沢賢治童話全集１０ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 1979.3
宮沢賢治童話全集９ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 1979.1
宮沢賢治童話全集８ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 1979
宮沢賢治童話全集７ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 1980
宮沢賢治童話全集６ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 1980
宮沢賢治童話全集５ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 1979
宮沢賢治童話全集４ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 1979
宮沢賢治童話全集３ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 1978
宮沢賢治童話全集２ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 1978
宮沢賢治童話全集１ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 1978
銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 〔著〕 岩波書店 1980
おおかみのまゆ毛 松谷 みよ子 著 大日本図書 1984
はばたけ流星 福川 祐司 著 金の星社 1976
きょうのおはなしなあに　冬の巻 高城 義太郎 〔ほか〕編 ひかりのくに 1977
りゅうの目のなみだ 浜田 広介 作 文研出版 ｃ１９７０
海になみだはいらない 灰谷 健次郎 さく 学校図書 1987.8
新美南吉童話全集　第２巻 新美 南吉 著 大日本図書 1980
新美南吉童話全集　第３巻 新美 南吉 著 大日本図書 1980
忘れものの森 ねべりよん 作・絵 文研出版 1977
花のき村と盗人たち 新美 南吉 著 偕成社 1978
こどものすきなかみさま 新美 南吉 著 大日本図書 1974
こどものすきなかみさま 新美 南吉 著 大日本図書 1979
鳥山鳥右エ門 新美 南吉 著 大日本図書 1977
ランプと胡弓ひき 新美 南吉 〔著〕 大日本図書 1975
うた時計と狐 新美 南吉 著 大日本図書 1977
牛をつないだつばきの木 新美 南吉 〔著〕 大日本図書 1976
花のき村と盗人たち 新美 南吉 著 大日本図書 1976



寺村輝夫童話全集９ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集２０ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集１９ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集１８ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集１７ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集１６ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集１５ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集１４ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集１３ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集１２ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集１１ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集１０ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集８ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集７ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集６ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集５ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集４ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集３ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集２ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
寺村輝夫童話全集１ 寺村 輝夫 著 ポプラ社 1982.3
図説・日本の技術と社会 旺文社 編 旺文社 1985.9
キュリー夫人 ソーン 作 文研出版 ｃ１９７０
アンネ・フランク アンジェラ・ブル 作 佑学社 1987.8
一休 槙本 ナナ子 〔著〕 ポプラ社 1978
まんじゅうこわい 戸井田 道三 著 筑摩書房 1983.1
三人のちびっ子はかせ 砂田 弘 作 佼成出版社 1981.4
かあさんのうれしいこと 鈴木 清子 作 佼成出版社 1981.5
きりんのえんぴつ 末吉 暁子 作 佼成出版社 1980.6
ほんとのことが知りたいの 生源寺 美子 作 ポプラ社 1980.7
百まんにんの雪にんぎょう 佐藤 義美 作 新学社・全家研 1988
ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤 洋 作 講談社 1987.5
なみだがぽっとん こうざき みえこ 文 旺文社 1984
長いしっぽのポテトおじさん 上崎 美恵子 作 岩崎書店 1984.1
山んば見習いのむすめ いぬい とみこ さく 福音館書店 1982.6
やきものができるまで 島田 アツヒト 絵と文 講談社 1983.5
おかあさんのほうちょう 島田 アツヒト 絵と文 講談社 1982.6



川は生きている 富山 和子 著 講談社 1980
川は生きている 富山 和子 著 講談社 1980
川は生きている 富山 和子 著 講談社 1980
川は生きている 富山 和子 著 講談社 1980
川は生きている 富山 和子 著 講談社 1980
道は生きている 富山 和子 著 講談社 1980.1
森は生きている 富山 和子 著 講談社 1981.12
たまごとひよこ ミリセント・Ｅ・セルサム ぶん 福音館書店 1980
ハチのおかあさん 小川 宏 著 新日本出版社 1985.8
みつばちの家族は５００００びき 大村 光良 作 文研出版 1982.9
ライチョウの四季 右高 英臣 著 あかね書房 1978
わたり鳥のひみつ 行田 哲夫 著 あかね書房 1979
トノサマバッタ 佐藤 有恒 写真 あかね書房 1978
シラサギの森 田中 徳太郎 著 あかね書房 1978
ウミネコのくらし 右高 英臣 著 あかね書房 1978
鳴く虫の世界 佐藤 有恒 写真 あかね書房 1978
テントウムシ 佐藤 有恒 著 あかね書房 1978
アシナガバチ 小川 宏 著 あかね書房 1978
アカトンボの一生 佐藤 有恒 著 あかね書房 1978
ゆうびんきょくのしごと 野田 一郎 指導 ポプラ社 1985.3
花だんの草花 金崎 一夫 著 保育社 1982.9
夜空をかける青い馬 加藤 多一 作 佼成出版社 1980.6
ゴンちゃんなんばしよるとや？ 飯田 栄彦 さく 学校図書 1981
ブチよ、さようなら 石井 昇悟 作 ひさかたチャイルド 1984.11
もうひとりのぼくも、ぼく 岡田 淳 著 教育画劇 1992.11
花のにおう町 安房 直子 作 岩崎書店 1983.8
ゴンちゃんなんばしよるとや？ 飯田 栄彦 さく 学校図書 1981
トコちゃんの金のおさかな 今西 祐行 作 あすなろ書房 1984.1
ぬまをわたるカワセミ 今西 祐行 作 あすなろ書房 1984.8
ハコちゃん 今西 祐行 作 あすなろ書房 1984.12
空のひつじかい 今西 祐行 作 あすなろ書房 1984.9
ハマヒルガオのちいさな海 今西 祐行 作 あすなろ書房 1984.8
女人堤防 いながき がん 作 国土社 1979.11
ゆうびんサクタ山へいく いぬい とみこ 作 理論社 1983.7
ゆうびんサクタ山へいく いぬい とみこ 作 理論社 1983.7
みつけたぞ　ほりだしもの 岡 信子 作 ひさかたチャイルド 1984.9



ポプラ社の家庭科シリーズ８ ポプラ社 1982.5
ポプラ社の家庭科シリーズ７ ポプラ社 1982.5
ポプラ社の家庭科シリーズ６ ポプラ社 1982.5
ポプラ社の家庭科シリーズ４ ポプラ社 1982.5
ポプラ社の家庭科シリーズ１ ポプラ社 1982.5
パンをつくる工場 及川 徳弥 指導 ポプラ社 1985.3
世界のジュニア・サイエンス９ 岩崎書店 1983.3
図説・日本の技術と社会 旺文社 編 旺文社 1985.9
図説・日本の技術と社会 旺文社 編 旺文社 1985.9
マルコ・ポーロ おき たかし 著 ポプラ社 1979.6
ベーブ・ルース 赤坂 包夫 〔著〕 ポプラ社 1978
ノーベル 近藤 釧三 〔著〕 ポプラ社 1978
キリスト 山本 藤枝 〔著〕 ポプラ社 1978
福沢諭吉 内田 英二 〔著〕 ポプラ社 1978
夏目漱石 石井 宗吾 〔著〕 ポプラ社 1978
徳川家康 平方 久直 〔著〕 ポプラ社 1978
半分のふるさと イ サンクム 著 福音館書店 1993.5
追われても追われても 志村 武 著 さ・え・ら書房 1978
秘められた歴史の人 福林 正之 著 さ・え・ら書房 1978
白い大地 吉田 武三 著 さ・え・ら書房 1973
万葉のうたひめ 山本 藤枝 著 さ・え・ら書房 1978
幕末にかがやく星 木暮 正夫 著 さ・え・ら書房 1978
べらんめえ大将 桜井 正信 著 さ・え・ら書房 1973
遠すぎた京への道 岡本 文良 著 さ・え・ら書房 1978
いい話ほどあぶない 野口 達二 著 さ・え・ら書房 1978
とびあるき人生 吉田 武三 著 さ・え・ら書房 1978
落語界のエース 興津 要 著 さ・え・ら書房 1978
大学やめてもへっちゃら 小倉 肇 著 さ・え・ら書房 1978
天満に上がったのろし 二反長 半 著 さ・え・ら書房 1978
やくそくがちがう！ 平野 直 著 さ・え・ら書房 1978
おれの絵はこれからだ 桜井 正信 著 さ・え・ら書房 1978
ローマにかけるゆめ 浜田 けい子 著 さ・え・ら書房 1978
青い目の相談役 西山 敏夫 著 さ・え・ら書房 1978
細川ガラシャ夫人 山本 藤枝 著 さ・え・ら書房 1978
なむあみだぶつ戦争 山本 和夫 著 さ・え・ら書房 1978
乱世に生きる 浜野 卓也 著 さ・え・ら書房 1978



かまくらの尼将軍 真鍋 和子 著 さ・え・ら書房 1978
みちのくの王者 平野 直 著 さ・え・ら書房 1978
みやこは栄えても 浜田 けい子 著 さ・え・ら書房 1977
ヒューマンライブラリー第１８巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第１７巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第１６巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第１５巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第１４巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第１３巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第１２巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第１１巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第１０巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第９巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第７巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第６巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第５巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第４巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第３巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
ヒューマンライブラリー第１巻 教育同人社 〔１９‐‐〕
日本の詩歌 三好達治 中央公論社 1979
日本の詩歌 島崎藤村 中央公論社 1979
詩をつくろう　６年生 金井 直 編著 小峰書店 1981.11
詩をつくろう　５年生 金井 直 編著 小峰書店 1981.11
詩をつくろう　４年生 金井 直 編著 小峰書店 1981.11
海べの少年期 吉田 瑞穂 〔著〕 理論社 1978
山が近い日 間所 ひさこ 〔著〕 理論社 1978
小学生詩の本　６年生 吉田 瑞穂 編著 小峰書店 1979
小学生詩の本　３年生 吉田 瑞穂 編著 小峰書店 1980
小学生詩の本　２年生 吉田 瑞穂 編著 小峰書店 1979
小学生詩の本　１年生 吉田 瑞穂 編著 小峰書店 1980
まめつぶうた まど みちお 作 理論社 1978
小さな愛のうた 野長瀬 正夫 著 金の星社 1979.2
小さな目　５ねん６ねん 朝日新聞社 編 あかね書房 1978
小さな目　３ねん４ねん 朝日新聞社 編 あかね書房 1978
小さな目　１ねん２ねん 朝日新聞社 編 あかね書房 1977
ことばあそびうた 谷川 俊太郎 詩 福音館書店 1979



宇宙の巨人 佐野 美津男 〔著〕 理論社 1978
ふしぎなともだち 木島 始 〔著〕 理論社 1978
月に行けたら 浦 かずお 〔著〕 理論社 1978
月に行けたら 浦 かずお 〔著〕 理論社 1978
たねのりょこう アーマ　Ｅ．ウェバー ぶん・え 福音館書店 1970
がんばれ　ひめねずみ 今泉 吉晴 ぶん 新日本出版社 1984.8
野生ゾウの世界 岩合 徳光 著 あかね書房 1978
がんばれ　ひめねずみ 今泉 吉晴 ぶん 新日本出版社 1984.8
アブラナ 七尾 純 構成 偕成社 1978
水 塚本 治弘 著 あかね書房 1979
塩 片平 孝 著 あかね書房 1979.12
イネの一生 守矢 登 著 あかね書房 1979
イネの一生 守矢 登 著 あかね書房 1979
リンゴ 小池 洋男 著 あかね書房 1978
ヒマワリのかんさつ 叶沢 進 写真 あかね書房 1978
ヘチマのかんさつ 佐藤 有恒 著 あかね書房 1978
サクラの一年 守矢 登 著 あかね書房 1978
サボテンのふしぎ 埴 沙萠 著 あかね書房 1978
イネの一生 守矢 登 著 あかね書房 1979
イネの一生 守矢 登 著 あかね書房 1979
どこかちがうマリア リセロッテ＝セルピーターセン 作 偕成社 1979.8
わたしたちのトビアス大きくなる ボー＝スベドベリ 編 偕成社 1979.11
わたしたちのトビアス セシリア＝スベドベリ 編 偕成社 1978.9
やってみたいなこんなしごと４ あかね書房 1988.3
やってみたいなこんなしごと５ あかね書房 1988.3
やってみたいなこんなしごと１ あかね書房 1987.12
学習漫画　世界の歴史１６ 集英社 1987.6
学習漫画　世界の歴史１５ 集英社 1987.5
学習漫画　世界の歴史１４ 集英社 1987.4
学習漫画　世界の歴史１２ 集英社 1987.1
学習漫画　世界の歴史１３ 集英社 1987.2
学習漫画　世界の歴史１１ 集英社 1986.12
学習漫画　世界の歴史１０ 集英社 1986.11
学習漫画　世界の歴史９ 集英社 1986.1
学習漫画　世界の歴史８ 集英社 1986.9
学習漫画　世界の歴史７ 集英社 1986.8



学習漫画　世界の歴史６ 集英社 1986.7
学習漫画　世界の歴史５ 集英社 1986.6
学習漫画　世界の歴史４ 集英社 1986.5
学習漫画　世界の歴史３ 集英社 1986.4
学習漫画　世界の歴史２ 集英社 1986.3
学習漫画　世界の歴史１ 集英社 1986.2
きっかい！ロボット島 岡田 日出子 さく・え ポプラ社 1993.12
ぴょこたんのまちがいえさがし このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1987.12
ぴょこたんのめいろランド一ねんせい このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1988.11
母と子のたのしい工作 フクシマ トヨヒコ 著 梧桐書院 1979.12
漢字の森 吉田 瑞穂 監修 中央教育図書研究所 1979.1
イエペは　ぼうしが　だいすき 石亀 泰郎 写真 文化出版局 1979
近代土木の夜明け おがた ひでき 文・編集 全国建設研修センター 1999.9
まぼろしのセミの歌 前川 康男 作 ＰＨＰ研究所 1977
祭りと生活５ 芳賀 日出男 写真・文 小峰書店 1979.3
祭りと生活４ 芳賀 日出男 写真・文 小峰書店 1979.3
祭りと生活３ 芳賀 日出男 写真・文 小峰書店 1979.3
祭りと生活２ 芳賀 日出男 写真・文 小峰書店 1979.3
祭りと生活１ 芳賀 日出男 写真・文 小峰書店 1979
宇宙開発競争のゆくえ ピアス・ライト 著 佑学社 1987.4
原子力発電は安全か ナイジェル・ホークス 著 佑学社 1987.3
パレスチナの苦悩 デービッド・マクドール 著 佑学社 1987.2
世界をおそうテロ活動 クリストファー・コーカー 著 佑学社 1987.2
地球をむしばむ酸性雨 ジョン・マコーミック 著 佑学社 1987.1
飢えに苦しむアフリカ ロイド・ティンバーレーク 著 佑学社 1986.1
ひろがる核兵器の恐怖 ナイジェル・ホークス 著 佑学社 1986.8
修学旅行の本１０ 修学旅行研究会 編 国土社 1988.1
修学旅行の本８ 修学旅行研究会 編 国土社 1988.1
修学旅行の本７ 修学旅行研究会 編 国土社 1988.1
修学旅行の本６ 修学旅行研究会 編 国土社 1988.1
修学旅行の本５ 修学旅行研究会 編 国土社 1988.1
修学旅行の本４ 修学旅行研究会 編 国土社 1988.1
修学旅行の本３ 修学旅行研究会 編 国土社 1988.1
修学旅行の本２ 修学旅行研究会 編 国土社 1988.1
修学旅行の本１ 修学旅行研究会 編 国土社 1988.1
人物日本の歴史２ 学研 1984.3



人物日本の歴史１１ 学研 1984.9
人物日本の歴史９ 学研 1984.8
人物日本の歴史３ 学研 1984
人物日本の歴史１ 学研 1984.3
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ひるごはんシリーズ７ リブリオ出版 1988.4
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シマリスの冬ごし作戦 川道 美枝子 著 文研出版 1987.9
カヤネズミの四季 白石 哲 著 文研出版 1988.9
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オコジョのすむ谷 増田 戻樹 写真・文 あかね書房 1981.11
オコジョのすむ谷 増田 戻樹 写真・文 あかね書房 1981.11
オタマジャクシの尾はどこへきえた 山本 かずとし ぶん 大日本図書 1997.2
クワガタクワジ物語 中島 みち 〔著〕 筑摩書房 1978
ファーブル昆虫記１ ファーブル 〔著〕 集英社 1991.3
昆虫 得田 之久 ぶん・え 福音館書店 1980
アリマキ 七尾 純 構成 偕成社 1978
クワガタ 七尾 純 構成・文 偕成社 1978
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日本の天然記念物６ 講談社 1984.6
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宮本武蔵 木暮 正夫 著 講談社 1983.11
聖徳太子 保永 貞夫 〔著〕 講談社 1981.12
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ともだちは海のにおい 工藤 直子 作 理論社 1984.6
悲劇の少女アンネ シュナーベル 著 偕成社 1991.6
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ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 1987
ベントリー・ビーバーのものがたり マージョリー・Ｗ・シャーマット ぶん のら書店 1993.7
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スイミー レオ・レオニ 〔作〕 好学社 1979
るすばんをしたオルリック デイビッド・マッキー ぶん・え アリス館 1977
太陽へとぶ矢 ジェラルド・マクダーモット さく ほるぷ出版 1978
海べのあさ ロバート・マックロスキー 文・絵 岩波書店 1979
わんわん物語 ウォルト・ディズニー 絵 講談社 1978
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もりのなか マリー・ホール・エッツ ぶん え 福音館書店 1974
ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ 作 富山房 1978
みんな　みんな　ねむっている ハンス・バウマン 〔文〕 評論社 1984.3
にちようのあさはすてき ジュディス・ヴィオースト ぶん ほるぷ出版 1989.8
ぼくんちのかいじゅう リチャード・グラハム ぶん ほるぷ出版 1990.4
しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺 茂男 さく 福音館書店 1979
はしれ、きたかぜ号 渡辺 有一 作 童心社 1985.3
まいごのペンギンだるま 渡辺 有一 作・絵 金の星社 1985.7
きつねやまのよめいり わかやま けん えと文 こぐま社 1968.11
びゅんびゅんごまがまわったら 宮川 ひろ 作 童心社 1982.7
ぴかくん　めをまわす 松居 直 さく 福音館書店 1980
つとむくんのかばみがき まつたに みよこ さく 偕成社 1976
トッチくんのカレーようび まどころ ひさこ ぶん ポプラ社 2000.1
ダンプえんちょうやっつけた ふるた たるひ 作 童心社 1978
たろうのおでかけ 村山 桂子 作 福音館書店 1980
とこちゃんはどこ 松岡 享子 さく 福音館書店 1980



ちきゅうの子どもたち グードルン・パウゼヴァング ぶん ほるぷ出版 1990.3
まこちゃんのおたんじょうび にしまき かやこ えとぶん こぐま社 1979
ぐりとぐらのかいすいよく なかがわ りえこ さく 福音館書店 1978
ぐりとぐらのえんそく なかがわ りえこ 〔著〕 福音館書店 1983.3
ごろはちだいみょうじん 中川 正文 さく 福音館書店 1980
おねえちゃんはしゃしょうさん 長崎 源之助 作 実業之日本社 1973
おとうさんだいすき 司 修 作・文・絵 文研出版 1977
なにしてる　なにしてる 多田 ヒロシ 著 こぐま社 1979
どうろをつくるじどうしゃ 鈴木 まもる さく・え 金の星社 1996.11
どうろをつくるじどうしゃ 鈴木 まもる さく・え 金の星社 1996.11
ビルをつくるじどうしゃ 鈴木 まもる さく・え 金の星社 1996.11
ビルをつくるじどうしゃ 鈴木 まもる さく・え 金の星社 1996.11
はたらくじどうしゃ 鈴木 まもる さく・え 金の星社 1996.11
はたらくじどうしゃ 鈴木 まもる さく・え 金の星社 1996.11
かじをけすじどうしゃ 鈴木 まもる さく・え 金の星社 1996.11
かじをけすじどうしゃ 鈴木 まもる さく・え 金の星社 1996.11
はじめてのおるすばん しみず みちを 作 岩崎書店 1977
とんでけとんでけわがままむし さくら ともこ 作 金の星社 1987.7
ミッケ！３ ウォルター・ウィック 写真 小学館 1993.12
のろまなローラー 小出 正吾 さく 福音館書店 1980
たいようはいいな 彦 一彦 絵と文 福武書店 1982.12
だってだってのおばあさん さの ようこ 作・絵 フレーベル館 1980
だるまちゃんとてんぐちゃん 加古 里子 さく・え 福音館書店 1980
やさしいたんぽぽ 安房 直子 文 小峰書店 1985.9
おばあちゃん　まかせときなよ 香川県土木部住宅課 １９９４・３
おかではたらくロバのポチョ 浅野 庸子 文 文化出版局 1987.11
ちびっこ　ちびおに あまん きみこ ・ぶん 偕成社 1978
おにたのぼうし あまん きみこ ・ぶん ポプラ社 1977
ウィスコンシン物語１ アン・ペロウスキー 作 ほるぷ出版 1988.9
かしこいポリーとまぬけなおおかみ キャサリン・ストー 作 金の星社 1979.1
おじいちゃんの休暇 イヴォン・モーフレ 作 偕成社 1992.3
ビーチカのこだま ユーリィ・ナギービン 作 文研出版 1993.4
自由のたびびと南方熊楠 三田村 信行 作 ＰＨＰ研究所 1992.9
ぼくは魔法学校三年生 佐藤 さとる 作 大日本図書 1988.7
十三湖のばば 鈴木 喜代春 著 偕成社 1991
若草ものがたり オルコット 〔著〕 ポプラ社 1978



ピノキオ カルロ・コロディ 〔作〕 ポプラ社 1976
にんじん物語 ルナール 〔著〕 ポプラ社 1977
おはなしイソップ イソップ さく 学研 1982.1
リア王物語 シェークスピア 作 ポプラ社 1989.1
怪盗ルパン全集１ ルブラン 原作 ポプラ社 1984
怪盗ルパン全集９ ルブラン 原作 ポプラ社 1984
怪盗ルパン全集２ ルブラン 原作 ポプラ社 1984
おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ ジャンヌ・ロッシュ・マゾン 作 福音館書店 1979
あるきだした小さな木 テルマ＝ボルクマン 作 偕成社 1986
ロッタちゃんのひっこし リンドグレーン 作 偕成社 1979
かみ舟のふしぎな旅 ヴェーラ・フェラ・ミークラ 作 偕成社 1975
きかんしゃ１４１４ フリードリヒ＝フェルト 作 偕成社 1985.11
ひとりだけのコンサート ペーター＝ヘルトリング 作 偕成社 1991.11
大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート＝プロイスラー 著 偕成社 1985
大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 1979
ジェインのもうふ アーサー＝ミラー 作 偕成社 1995
名探偵シャーロック・ホームズ１ コナン・ドイル 作 岩崎書店 1988.6
星のひとみ トペリウス さく 集英社 1993.3
おうさまのたけうま ドクター・スース さく 学研 1979
木の精のふしぎなキス ストックトン 作 文研出版 1980
がんばれヘンリーくん ベバリイ＝クリアリー 作 学研 1980
もっと生きたい！ 岡田　真美　著 日本テレビ 1982
あしたは元気！！ 綾野 まさる 文 小学館 1995.8
シロとたけし 山本 典人 原作 金の星社 1986.3
はれときどきぶた 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 1980.9
カモメの家 山下 明生 作 理論社 1991.11
ぼくのじしんえにっき 八起 正道 作 岩崎書店 1989.1
かみなり雲がでたぞ 最上 一平 さく 新日本出版社 1986.8
銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 著 永岡書店 1988.7
さよならでめ牛デメジャージー 美谷島 正子 作 ほるぷ出版 1983.6
なぞなぞのすきな女の子 松岡 享子 さく 学研 1978
かあさんと五人の娘たち 増村 王子 著 ほるぷ出版 1986.1
大きい１年生と小さな２年生 古田 足日 さく 偕成社 1978
さくらんぼクラブにクロがきた 古田 足日 作 岩崎書店 1980.4
モグラ原っぱのなかまたち 古田 足日 作 あかね書房 1978.1
もん太と大いのしし 馬場 のぼる 〔著〕 ポプラ社 1978



太陽の子 灰谷 健次郎 作 理論社 1980
マコチン 灰谷 健次郎 著 あかね書房 1978
おとうさんの伝記 野口 すみ子 作 文研出版 1985.12
となりは超（ウルトラ）美人四年生 日本児童文学者協会 編 ポプラ社 1986.11
ごんぎつね 新美 南吉 作 ポプラ社 2000.4
ふとったきみとやせたぼく 長崎 源之助 作 理論社 1983.6
たんたのたんてい 中川 李枝子 著 学研 1978
ももいろのきりん 中川 李枝子 著 福音館書店 1979
王さまばんざい 寺村 輝夫 作 理論社 1987
なぞのたから島 寺村 輝夫 作 あかね書房 1989.6
ホットケーキ１ごう 寺村 輝夫 著 小峰書店 1976
ぼく日本人なの？ 手島 悠介 文 ほるぷ出版 1983.11
だれも知らない小さな国 佐藤 さとる 作 講談社 1988
わすれるもんか！ 佐藤 州男 作 文研出版 1989.11
海からとどいたプレゼント 上崎 美恵子 作 岩崎書店 1988.9
まいごのきょうりゅうマイゴン 木暮 正夫 作 金の星社 1983.3
キャプテンはつらいぜ 後藤 竜二 著 講談社 1995.7
まぼろしの巨鯨シマ 北村 けんじ 作 理論社 〔１９８４〕
うれしいときにも涙がでる 岸 武雄 作 小峰書店 1986.1
草原 加藤 多一 作 あかね書房 1985.12
教室二〇五号 大石 真 著 実業之日本社 1971
ぼくのお姉さん 丘 修三 著 偕成社 1986.12
坂田くんにナイスピッチ 糸賀 美賀子 作 あかね書房 1987.5
鯉のいる村 岩崎 京子 著 新日本出版社 1976
ザリガニ同盟 今村 葦子 作 学研 1998.6
ゆうびんサクタ山へいく いぬい とみこ 作 理論社 1983.7
とうげのおおかみ 今西 祐行 作 金の星社 1983.11
まごころを伝えるはがき歌　第５集 河出書房新社 ２０００・９
ながいながいペンギンの話 いぬい とみこ 作 理論社 〔１９８４〕
七人めのいとこ 安藤 美紀夫 著 偕成社 1982.9
ふうたのゆきまつり あまん きみこ 著 あかね書房 1978
丸木小屋のうた 浅川 かよ子 作 アリス館 1982
ハッピーバースデー 青木 和雄 作 金の星社 1997.12
生きるんだ！名犬パール 赤木 由子 作 ポプラ社 1985.12
エリちゃんでておいで あまん きみこ 作 佼成出版社 1990.11
ブルッとこわいおばけの話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986.7



学習音楽百科４ 音楽之友社 1978.6
学習音楽百科３ 音楽之友社 1978.6
学習音楽百科２ 音楽之友社 1978.6
ポプラ社の家庭科シリーズ３ ポプラ社 1982.5
学習音楽百科１ 音楽之友社 1978.6
標準音楽辞典 音楽之友社 1977.1
Ｆ１の教科書 講談社 2008.4
ハム・ソーセージのひみつ 学習研究社 2008.4
ミシンのひみつ 学習研究社 2008.3
明太子のひみつ 学習研究社 2008.3
学生服のひみつ 学習研究社 2008.2
たろうのおでかけ 村山　桂子　さく　堀内　誠一　え
おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン
住まいのひみつ 学習研究社 2007.3
紙のひみつ 学習研究社 2007.12
やさしいフィンランド 日本・フィンランド文化交流実行委員会7-Nov
キャベツくん 長 新太 文・絵 文研出版 1980.9
ズッコケ見習い警察犬　きな子とあそぼ！ ジュリアン　編 ジュリアン 2007.11
ズッコケ見習い警察犬　きな子がいく！ ジュリアン　編 ジュリアン 2007.7
大豆のひみつ 学習研究社 2007.7
コーヒーのひみつ 学習研究社 2007.1
野菜ジュースのひみつ 学習研究社 2007.5
銀行のひみつ 学習研究社 2007.4
テレビゲームのひみつ 学習研究社 2007.3
住まいのひみつ 学習研究社 2007.3
乳酸菌のひみつ 学習研究社 2007.3
天然ユズが村を救った　馬路村農協の軌跡 家の光協会 2007.3
からり　切り開かれる新しい農業の未来 家の光協会 2007.3
ドリーム　さぬきの夢2000開発物語 家の光協会 2007.3
葉っぱがお金に化ける？！ 家の光協会 2007.3
食の安全・安心の実現に挑む　秋川牧園物語 家の光協会 2007.3
できたぞ！フルーツの森　平田観光農園物語 家の光協会 2007.3
ピオーネ王国への道 家の光協会 2007.3
農のはぐくむもの　木次の牛乳作りを通じて 家の光協会 2007.3
鳥取ナシ物語　黒斑病克服から輸出促進まで 家の光協会 2007.3
森と木のひみつ 学習研究社 2007.3



日本茶のひみつ 学習研究社 2007.3
きのこのひみつ 学習研究社 2007.3
夢をかなえるひみつ 学習研究社 2007.3
裁判のひみつ 学習研究社 2007.3
おへそのあな 長谷川義史　作 ＢＬ出版 2006.9
へいきのヘイタ 原ゆたか　原案・絵 ポプラ社 2007.1
ノガモのうた 木島始　文 ほるぷ出版 1992.6
かたあしのひよこ 水谷章三　文 ほるぷ出版 1992.1
白雪姫 高津美保子　文 ほるぷ出版 1992.1
トム・ティット・トット 岩倉千春　文 ほるぷ出版 1992.5
ジャックと豆のつる 木下順二　文 ほるぷ出版 1992.7
龍宮からきたおよめさん 馬場英子　文 ほるぷ出版 1991.12
クムカン山のトラたいじ 松谷みよ子　文 ほるぷ出版 1991.11
きったりはったりおりがみでおみせやさん いまいみさ　著 毎日新聞社 2006.12
きったりはったりおりがみおもちゃの本 いまいみさ　著 毎日新聞社 2005.3
てづくりおもちゃの本２ いまい・みさ　著 毎日新聞社 2004.3
てづくりおもちゃの本 いまい・みさ　著 毎日新聞社 2003.3
野球がうまくなる！ 後藤寿彦　監修 学習研究社 2007.2
野球がうまくなる！上 後藤寿彦　監修 学習研究社 2007.2
バレーボールがうまくなる！下 寺廻太　監修 学習研究社 2007.2
バレーボールがうまくなる！上 寺廻太　監修 学習研究社 2007.2
バスケットボールがうまくなる！下 塚本清彦，中原雄　監修 学習研究社 2007.2
バスケットボールがうまくなる！上 塚本清彦，中原雄　監修 学習研究社 2007.2
サッカーがうまくなる！下 瀧井敏郎　監修 学習研究社 2007.2
サッカーがうまくなる！上 瀧井敏郎　監修 学習研究社 2007.2
最終指令ミッション！パッション！ハイテンション！！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 2005.7
「好きです。」コクるかコクらないか、それが問題だ！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 2005.5
ちょっとお金持ちになってみたい人、全員集合！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 2005.3
絶対うまくいく魔法のじゅもん「心・技・体」！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 2005.2
キミは日本のことを、ちゃんと知っているか！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 2005.1
圧勝！受験なんてヘッチャラだ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 2004.11
心をきたえる痛快！言いわけ禁止塾 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 2004.1
家族はチームだもっと会話をしろ！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 2004.1
頭がよくなる必殺！読書術 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 2004.8
そんな友だちなら、いなくたっていいじゃないか！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 2004.4
カッコよく生きてみないか！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 2004.4



勉強なんてカンタンだ！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 2004.4
ＩＱ探偵ムー７ 深沢美潮　作 ジャイブ 2007.3
ＩＱ探偵ムー６ 深沢美潮　作 ジャイブ 2007.3
ＩＱ探偵ムー５ 深沢美潮　作 ジャイブ 2007.3
ＩＱ探偵ムー４ 深沢美潮　作 ジャイブ 2007.3
ＩＱ探偵ムー３ 深沢美潮　作 ジャイブ 2007.3
ＩＱ探偵ムー２ 深沢美潮　作 ジャイブ 2007.3
ＩＱ探偵ムー１ 深沢美潮　作 ジャイブ 2007.3
Ｔｈｅ　ｍａｎｚａｉ３ あさのあつこ　作 ポプラ社 2007.3
Ｔｈｅ　ｍａｎｚａｉ２ あさのあつこ　作 ポプラ社 2007.3
Ｔｈｅ　ｍａｎｚａｉ１ あさのあつこ　作 ポプラ社 2007.3
ほたる館物語３ あさのあつこ　作 ポプラ社 2007.3
ほたる館物語２ あさのあつこ　作 ポプラ社 2007.3
ほたる館物語１ あさのあつこ　作 ポプラ社 2007.3
かいけつゾロリたべるぜ！大ぐいせんしゅけん 原ゆたか　さく・え ポプラ社 2007.7
かいけつゾロリやせるぜ！ダイエット大さくせん 原ゆたか　さく・え ポプラ社 2007.12
としょかんライオン ミシェル・ヌードセン　さく 岩崎書店 2007.4
まちのコウモリ 中川雄三　写真・文 ポプラ社 2007.5
シモンのおとしもの バーバラ・マクリントック　作 ほるぷ出版 2007.3
時をかける少女 筒井康隆　原作 金の星社 2007.4
いしころ 森宏詞　作 文研出版 1973.1
スーパーキャッチャー城島健司 西松宏　文 学習研究社 2006.4
うめぼしさん 神沢利子　脚本 童心社 2000.5
おばけとやっちゃん 松野正子　脚本 童心社 2000.5
あてっこあてっこ 野沢茂　原案 童心社 2000.5
せみとくまのこ 鶴見正夫　作 童心社 2000.5
やさしいおともだち 武田雪夫　原作 童心社 2000.5
おひゃくしょうとえんまさま 君島久子　再話 童心社 2000.5
なんにもせんにん 巌谷小波　原作 童心社 2000.5
おだんごころころ 坪田譲治　作 童心社 2000.5
せかい一大きなケ－キ 古田足日　作 童心社 2000.5
おうさまさぶちゃん 馬場のぼる　作・画 童心社 2000.5
ひと目でわかる少年野球のルール 北島仁　監修 成美堂出版 2006.5
いのちのまつり「ヌチヌグスージ」 草場一壽　作 サンマーク出版 2004.1
きっずジャポニカ 小学館国語辞典編集部　編 小学館 2006.7
文明の迷路 香川元太郎　作・絵 ＰＨＰ研究所 2006.1



世界を旅する「大迷路」 アンナ・ニルセン　作・絵 ＰＨＰ研究所 2005.1
時の迷路 香川元太郎　作・絵 ＰＨＰ研究所 2005.4
番犬屋マル きたやまようこ　作・絵 メディアファクトリー 2007.3
黒ばらさんの魔法の旅だち 末吉暁子　作 偕成社 2007.3
恐怖の５分間子どもに話すこわ～い話 山口理　著 いかだ社 2006.7
恐怖の５分間子どもに話すこわ～い話 山口理　著 いかだ社 2006.7
恐怖の５分間子どもに話すこわ～い話 山口理　著 いかだ社 2006.7
５分間で読める・話せるこわ～い話 山口理　著 いかだ社 2005.7
教室で語り聞かせるこわ～い話 山口理　著 いかだ社 2004.7
天井うらのふしぎな友だち 柏葉幸子　作 講談社 2006.11
地下室からのふしぎな旅 柏葉幸子　作 講談社 2006.1
霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子　作 講談社 2006.9
がっこうでトイレにいけるかな？ 村上八千世　文 ほるぷ出版 2004.8
なぞなぞの本 福音館書店編集部　編 福音館書店 1982.9
おいしいあじのおてつだい５ 吉田隆子　作 金の星社 1997.4
つよいちからがでるたべもの４ 吉田隆子　作 金の星社 1997.4
びょうきからまもってくれるたべもの３ 吉田隆子　作 金の星社 1997.4
じょうぶなからだをつくるたべもの２ 吉田隆子　作 金の星社 1997.4
たべるのだいすき！１ 吉田隆子　作 金の星社 1997.4
つるばら村のパン屋さん 茂市久美子　作 講談社 1998.2
つるばら村の三日月屋さん 茂市久美子　作 講談社 2001.5
つるばら村のくるみさん 茂市久美子　作 講談社 2003.5
つるばら村の家具屋さん 茂市久美子　作 講談社 2004.4
つるばら村のはちみつ屋さん 茂市久美子　作 講談社 2005.3
うわさのがっこう きたやまようこ　作 講談社 2006.6
わらいっ子 畑中弘子　作 講談社 2007.1
はみがきクイーン 令丈ヒロ子　作 講談社 2007.3
つるばら村の理容師さん 茂市久美子　作 講談社 2007.3
うたちゃんちのマカ 柏葉幸子　作 講談社 2007.5
今夜は食べほうだい！ きむらゆういち　作 講談社 2003.1
うさぎのおいしい食べ方 きむらゆういち　作 講談社 2003.4
テツガクうさぎに気をつけろ きむらゆういち　作 講談社 2007.1
おじょうさまうさぎに気をつけろ きむらゆういち　作 講談社 2007.9
バイバイおやゆびゆきだるま かさいまり　作 岩崎書店 2006.11
ルルとララのチョコレート あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店 2007.2
かいぞくオンタマがやってくる 山下明生　作 岩崎書店 2007.4



ルルとララのアイスクリーム あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店 2007.7
ぼくのんびりがすき かさいまり　作 岩崎書店 2007.8
ルルとララのしあわせマシュマロ あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店 2006.9
ろばのじいさん 阿部正子　作 岩崎書店 2006.5
ルルとララのきらきらゼリー あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店 2006.4
シャンプー王子と大あくとう 名木田恵子　作 岩崎書店 2006.2
テーブルがおかのこうめちゃん 末吉暁子　作 岩崎書店 2005.12
ルルとララのカップケーキ あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店 2005.4
ルルとララのおしゃれクッキー あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店 2005.1
あるひあひるがあるいていると 二宮由紀子　作 理論社 2007.7
からすとかばのかいすいよく 二宮由紀子　作 理論社 2007.7
おたんじょうびのひ 中川ひろたか　文 朔北社 2006.8
ならの大仏さま 加古里子　文・絵 ブッキング 2006.3
とらはえらい 五味太郎　作 クレヨンハウス 2006.7
おじさんあそびましょ 長新太　作 絵本館 2006.1
どこにいるの？シャクトリムシ 新開孝　写真・文 ポプラ社 2007.6
めだかのぼうけん 伊地知英信　文 ポプラ社 2007.4
世界のなかで、ひとりといっぴき 高山栄子　作 ポプラ社 2003.12
モンスター学園 舟崎克彦　作・絵 ポプラ社 2003.12
ぼくの・トモダチのつくりかた さとうまきこ　作 ポプラ社 2004.4
モンスター学園２ 舟崎克彦　作・絵 ポプラ社 2004.4
モンスター学園３ 舟崎克彦　作・絵 ポプラ社 2004.6
モンスター学園４ 舟崎克彦　作・絵 ポプラ社 2004.11
モンスター学園５ 舟崎克彦　作・絵 ポプラ社 2005.9
タヌキ御殿の大そうどう 富安陽子　作 ポプラ社 2007.1
学校のオバケたいじ大作戦 富安陽子　作 ポプラ社 2006.1
トレイン探偵北斗 高森千穂　作 ポプラ社 2006.9
ももいろ荘の福子さん 村上しいこ　作 ポプラ社 2006.8
ゆけゆけ！あずきひめ 小豆丸なお美　作・絵 ポプラ社 2006.6
ももいろ荘の福子さん 村上しいこ　作 ポプラ社 2006.4
オバケだって、カゼをひく！ 富安陽子　作 ポプラ社 2006.1
ラッキーセブン 最上一平　作 ポプラ社 2005.11
ゆけゆけ！あずきひめ 小豆丸なお美　作・絵 ポプラ社 2005.9
ももいろ荘の福子さん 村上しいこ　作 ポプラ社 2005.9
トレイン探偵北斗 高森千穂　作 ポプラ社 2005.8
りっぱなおおかみになりたい屋 中島和子　作 ポプラ社 2004.9



子うさぎのチノ 今村葦子　作 ポプラ社 2004.5
竜の巣 富安陽子　作 ポプラ社 2003.12
へんしんぶうたん！ぶたにへんしん！ きむらゆういち　作 ポプラ社 2007.1
おまけのじかん あまんきみこ　作 ポプラ社 2007.1
パピロちゃんとはるのおみせ 片山令子　作 ポプラ社 2007.2
まじょもりのこまじょちゃん 越水利江子　作 ポプラ社 2007.3
ゆうやけごはんいただきます 長崎夏海　作 ポプラ社 2007.4
ともだちみっけ 那須正幹　作 ポプラ社 2007.5
パピロちゃんとにゅうどうぐも 片山令子　作 ポプラ社 2007.6
こまじょちゃんとあなぼっこ 越水利江子　作 ポプラ社 2007.7
へんしんぶうたん！ライオンマンたんじょう！ きむらゆういち　作 ポプラ社 2007.8
おしゃれプリンセスミューナ 山本省三　作 ポプラ社 2007.9
おわらいコンビムサシとコジロー 上條さなえ　作 ポプラ社 2007.3
ぼくのあぶないアルバイト 斉藤洋　作 ポプラ社 2007.3
ハーブ魔女のふしぎなレシピ あんびるやすこ　著 ポプラ社 2007.4
カバローの大きな口 戸田和代　作 ポプラ社 2007.6
思い出はブラックボックスに 斉藤洋　作 ポプラ社 2007.6
ぼくのヘラオ変身日記 緒島英二　作 ポプラ社 2007.7
おほほプリンセスわたくしはお嬢さま！ 川北亮司　作 ポプラ社 2007.8
ふしぎメッセンジャーＱ人形は月夜にほほえむ 斉藤洋　作 ポプラ社 2007.6
仮面レストラン 松谷みよ子　編集責任 童心社 2006.11
死の影レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 2006.9
虫の知らせレストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 2006.9
紫ババアレストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 2006.5
幽体離脱レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 2006.5
暗闇のゲームセンター 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2007.4
暗い沼からよぶ声 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2007.3
悪霊はふりむかない 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2007.2
かなしみのカトリーヌ 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2006.12
うごめく赤目玉 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2006.1
にこにこでんしゃ ふくだすぐる　作・絵 岩崎書店 2006.8
にんじゃおばけどろろろん のぶみ　作・絵 岩崎書店 2006.7
ばけばけ町でどろんちゅう たごもりのりこ　作・絵 岩崎書店 2006.6
ぷしゅ～ 風木一人　作 岩崎書店 2006.6
まほうのケーキをつくりましょ 北川チハル　さく 岩崎書店 2006.4
せかいでいちばんすてきなケーキ くすのきしげのり　文 岩崎書店 2006.4



こそどろこそべえ かさいまり　さく 岩崎書店 2005.12
あみものやさんピーヨのプレゼント おおしまりえ　作・絵 岩崎書店 2005.11
ブラザーサンタ 小林ゆき子　作・絵 岩崎書店 2005.1
ぼくのえんそく 穂高順也　作 岩崎書店 2005.1
もりのてがみ 片山令子　さく 福音館書店 1990.3
みどりのホース 安江リエ　ぶん 福音館書店 1996.7
はたけうた 田島征三作 福音館書店 1985.9
ねことらくん なかがわりえこ　さく 福音館書店 1981.4
トマトさん 田中清代　さく 福音館書店 2002.7
だるまちゃんとてんじんちゃん 加古里子　さく 福音館書店 2003.3
ぞうくんのあめふりさんぽ なかのひろたか　さく・え 福音館書店 2004.4
しのだけむらのやぶがっこう カズコ・Ｇ・ストーン　さく 福音館書店 2002.7
ことりのうち さとうわきこ　さく・え 福音館書店 1998.4
くもりのちはれせんたくかあちゃん さとうわきこ　さく・え 福音館書店 2002.2
おばけかぞくのいちにち 西平あかね　作 福音館書店 2003.8
シャギードッグ ゲイル・ハーマン　作 偕成社 2006.12
ライアンを探せ！ アイリーン・トリンブル　作 偕成社 2006.11
バンビ２ しぶやまさこ　文 偕成社 2006.6
パイレーツ・オブ・カリビアン アイリーン・トリンブル　作 偕成社 2006.7
カーズ リーザ・パパデメトリュー　作 偕成社 2006.6
しずくちゃん ぎぼりつこ　作・絵 岩崎書店 2007.2
しずくちゃん ぎぼりつこ　作・絵 岩崎書店 2006.8
しずくちゃん ぎぼりつこ　作・絵 岩崎書店 2006.3
しずくちゃん ぎぼりつこ　作・絵 岩崎書店 2005.8
天才えりちゃん月に行く 竹下 竜之介 作・絵 岩崎書店 1991.9
天才えりちゃん金魚を食べた 竹下 竜之介 作・絵 岩崎書店 1991.4
かいけつゾロリの大どろぼう 原 ゆたか さく・え ポプラ社 2005.7
エレベーター・エスカレーターのひみつ 学習研究社 2006.1
金色の雲になったトラ つかごしつねじ　作 小峰書店 2006.8
五つの誓いー古賀常次郎伝 寺門克　著 日経BP企画 2006.3
このみちをゆこうよ 金子みすヾ　著 JULA出版 2000.4
ライト兄弟はなぜ飛べたのか 土佐幸子　著 さ・え・ら書房 2005.4
こんにちはアグネス先生 カークパトリック・ヒル　著 あかね書房 2005.6
うそつき大ちゃん 阿部夏丸　著 ポプラ社 2005.7
紅玉 後藤竜二　文 新日本出版社 2005.9
イシガメの里 松久保晃作　文・写真 小峰書店 2005.11



ロボママ エミリー・スミス　作 文研出版 2005.5
ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック　作 ほるぷ出版 2005.9
わたしたちの帽子 高楼方子　作 フレーベル館 2005.1
あかちゃんてね 星川ひろ子，星川治雄　著 小学館 2005.12
とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベルフ　作 講談社 2005.3
ビーズのてんとうむし 最上一平　作 童心社 2005.7
どんなかんじかなあ 中山千夏　ぶん 自由国民社 2005.7
こむすびまんと笑顔の宝物 全国共済農業協同組合連合会2005.1
こむすびまんと笑顔の宝物 全国共済農業協同組合連合会2005.1
こむすびまんと笑顔の宝物 全国共済農業協同組合連合会2005.1
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著 松林社 1996.9
さぬきのおもしろ伝説　②島の巻 北條　令子　著 松林社 1991.12
一歩、そしてまた一歩 てつきのこ　作画 牟礼町教育委員会 1991.12
一歩、そしてまた一歩 てつきのこ　作画 牟礼町教育委員会 1991.12
一歩、そしてまた一歩 てつきのこ　作画 牟礼町教育委員会 1991.12
一歩、そしてまた一歩 てつきのこ　作画 牟礼町教育委員会 1991.12
一歩、そしてまた一歩 てつきのこ　作画 牟礼町教育委員会 1991.12
柴野栗山 小川　太一郎 財団法人　栗山顕彰会 2006.3
柴野栗山 小川　太一郎 財団法人　栗山顕彰会 2006.3
柴野栗山 小川　太一郎 財団法人　栗山顕彰会 2006.3
柴野栗山 小川　太一郎 財団法人　栗山顕彰会 2006.3
柴野栗山 小川　太一郎 財団法人　栗山顕彰会 2006.3
読み語り　香川のむかし話 香川県国語教育研究会　編 日本標準 2005.7
新・いのちの食紀行 岩田　正剛　編 株式会社やずや 2004.8
気候変動＋２℃ Think the Earth プロジェクト　編 ダイヤモンド社 2006.3
なぞなぞあそび３ このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1994
ぴょこたんのなぞなぞサンタクロース このみ ひかる 作・絵 あかね書房 1985.1
トイレのひみつ 学習研究社 2006.4
理容のひみつ 学習研究社 2006.4
天然水のひみつ 学習研究社 2006.3
地球共生　美しいこの星を守りぬくために 月尾　嘉男　監修 講談社 2006.3
地球共生　美しいこの星を守りぬくために 月尾　嘉男　監修 講談社 2006.3
ブレイブ・ストーリー　下 宮部みゆき　著 角川書店 2003.3
ブレイブ・ストーリー　上 宮部みゆき　著 角川書店 2003.3
しろいやみのはてで きむらゆういち　作 講談社 2004.1
まんげつのよるに　７ きむらゆういち　作 講談社 2006.2



ふぶきのあした　６ きむらゆういち　作 講談社 2003.1
どしゃぶりのひに　５ きむらゆういち　作 講談社 2003.1
きりのなかで　４ きむらゆういち　作 講談社 2002.12
くものきれまに　３ きむらゆういち　作 講談社 2002.12
あるはれたひに　２ きむらゆういち　作 講談社 2001.2
あらしのよるに　１ きむらゆういち　作 講談社 2000.6
しょうぼう犬ドット リーザ・デジミニ　作・絵 国土社 2005.4
おばけはどこじゃのかぞえうた 酒井公子　作 国土社 2004.7
しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー　作 セーラー出版 2004.1
アンガスとねこ マージョリー・フラック　さく・え 福音館書店 1974.1
まいごのアンガス マージョリー・フラック　さく・え 福音館書店 1974.1
アンガスとあひる マージョリー・フラック　さく・え 福音館書店 1974.7
ミミズくんのにっき ドリーン・クローニン　文 朔北社 2005.3
とってもいいこと 内田麟太郎　文 クレヨンハウス 2005.9
キウイじいさん 渡辺茂男　ぶん クレヨンハウス 2005.11
またぶたのたね 佐々木マキ　作 絵本館 2005.12
ぶたのたね 佐々木マキ　作・絵 絵本館 1991.12
わんぱくだんのクリスマス ゆきのゆみこ，上野与志　作 ひさかたチャイルド 2005.1
わんぱくだんのきょうりゅうたんけん ゆきのゆみこ，上野与志　作 ひさかたチャイルド 2005.8
わんぱくだんのにんじゃごっこ ゆきのゆみこ，上野与志　作 ひさかたチャイルド 2003.1
わんぱくだんのはらっぱジャングル ゆきのゆみこ，上野与志　作 ひさかたチャイルド 2001.3
わんぱくだんのおばけやしき ゆきのゆみこ，上野与志　作 ひさかたチャイルド 1999.5
わんぱくだんのゆきまつり ゆきのゆみこ，上野与志　作 ひさかたチャイルド 1997.1
わんぱくだんのかいていたんけん ゆきのゆみこ，上野与志　作 ひさかたチャイルド 1996.6
わんぱくだんのはしれ！いちばんぼし ゆきのゆみこ，上野与志　作 ひさかたチャイルド 1993.4
わんぱくだんのロボットランド ゆきのゆみこ，上野与志　作 ひさかたチャイルド 1995.4
わんぱくだんのたからじま ゆきのゆみこ，上野与志　作 ひさかたチャイルド 1992.5
わんぱくだんのかくれんぼ ゆきのゆみこ，上野与志　作 ひさかたチャイルド 1990.8
サンタクロース一年生 原京子　作 ポプラ社 2005.11
マールとシーちゃん 二宮由紀子　作 ポプラ社 2004.1
ぼくはおばけのかていきょうし さとうまきこ　さく ポプラ社 2004.5
２年３組マンガ少女町田メグちゃん 那須正幹　作 ポプラ社 2004.3
こぎつねキッペのふゆのうた 今村葦子　作 ポプラ社 2004.2
マールとまいごのサンタクロース 二宮由紀子　作 ポプラ社 2003.1
こぎつねキッペのそらのたび 今村葦子　作 ポプラ社 2003.6
２年２組はいく先生松井ばしょうくん 那須正幹　作 ポプラ社 2003.5



クー 森山京　作 ポプラ社 2003.11
２年１組ムシはかせ倉田ごろうくん 那須正幹　作 ポプラ社 2002.12
マールのかくれんぼ 二宮由紀子　作 ポプラ社 2002.12
ネコごっこしよう 松居スーザン　作 ポプラ社 2002.9
こぎつねキッペのあまやどり 今村葦子　作 ポプラ社 2002.6
きこちゃんとキコちゃん 薫くみこ　作 ポプラ社 2002.7
みいちゃんとたからものたち 松居スーザン　作 ポプラ社 2002.3
ゆきだるまのマ－ル 二宮由紀子　作 ポプラ社 2001.11
こぎつねキッペのかえりみち 今村葦子　作 ポプラ社 2001.1
こぎつねキッペのはるのうた 今村葦子　作 ポプラ社 2001.4
ぼくはおばけのかていきょうし さとうまきこ　作 ポプラ社 2000.1
なきむしおにごっこ おのりえん　作 ポプラ社 1999.1
なあくんとちいさなヨット 神沢利子　作 ポプラ社 1999.9
こうえんのシロくいしんぼうのあき わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2005.1
さんぽうた ねじめ正一　さく ポプラ社 2005.9
アイスクリーム、つくります！ ごとうりゅうじ　さく ポプラ社 2005.7
こうえんのシロまめまき わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2005.1
かいじゅうになりたいミルクちゃん かどのえいこ　さく ポプラ社 2004.8
こうえんのシロクリスマス わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2003.1
こわがりおばけ 原京子　さく ポプラ社 2003.6
こうえんのシロはるのはな わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2003.3
こうえんのシロあめふり わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2002.6
こうえんのシロゆきのひ わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2002.1
うみへいこうよ！ 原京子　さく ポプラ社 2001.8
こうえんのシロなつのよる わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2001.7
かいじゅうトゲトゲとミルクちゃん かどのえいこ　さく ポプラ社 2001.5
きょうはピクニック 原京子　さく ポプラ社 2001.2
ともだちほしい 森山京　さく ポプラ社 2001.2
やまんばやかたたんけんします！ ごとうりゅうじ　さく ポプラ社 2000.9
いきものいっしょけんめい とよたかずひこ　さく・え ポプラ社 2000.8
くまのベア－ルとちいさなタタン 原京子　さく ポプラ社 2000.7
ひみつのちかみちおしえます！ ごとうりゅうじ　さく ポプラ社 1999.12
かいじゅうトゲトゲ かどのえいこ　さく ポプラ社 1999.9
最後の歌姫　４ エミリ－・ロッダ　作 岩崎書店 2005.6
死の島　３ エミリー・ロッダ　作 岩崎書店 2005.4
影の門　２ エミリ－・ロッダ　作 岩崎書店 2005.2



竜の巣　１ エミリー・ロッダ　作 岩崎書店 2004.12
１０分で読めるお話６年生 木暮正夫，岡信子　選 学習研究社 2005.3
１０分で読めるお話５年生 木暮正夫，岡信子　選 学習研究社 2005.3
１０分で読めるお話４年生 木暮正夫，岡信子　選 学習研究社 2005.3
１０分で読めるお話３年生 岡信子，木暮正夫　選 学習研究社 2005.3
１０分で読めるお話２年生 岡信子，木暮正夫　選 学習研究社 2005.3
１０分で読めるお話１年生 岡信子，木暮正夫　選 学習研究社 2005.3
いっぱいなかよし かさいまり　作・絵 岩崎書店 2005.7
えんまとおっかさん 内田麟太郎　作 岩崎書店 2005.7
かえるのうらめしやさん 戸田和代　作 岩崎書店 2005.5
ぼくがいっぱい いもとようこ　作・絵 岩崎書店 2005.4
ぼくの家から海がみえた 小林豊　作・絵 岩崎書店 2005.4
パーティーがはじまるよ 北川チハル　さく 岩崎書店 2005.4
ばけばけ町のべろろんまつり たごもりのりこ　作・絵 岩崎書店 2005.3
あたしいいこなの 井上林子　作・絵 岩崎書店 2005.3
わたしのおひなさま 内田麟太郎　作 岩崎書店 2005.1
さみしがりやのサンタさん 内田麟太郎　作 岩崎書店 2004.1
色形　４ 栗林慧　著 フレーベル館 2004.3
瞬間　３ 栗林慧　著 フレーベル館 2004.3
変身　２ 栗林慧　著 フレーベル館 2004.3
発見　１ 栗林慧　著 フレーベル館 2004.3
日本史人物５５人のひみつ 小和田哲男　監修 学習研究社 2003.3
サッカーのひみつ 奥寺康彦　監修 学習研究社 2003.4
大リーグのひみつ 村上雅則　監修 学習研究社 2003.5
囲碁のひみつ 平本弥星　監修 学習研究社 2003.5
将棋のひみつ 安恵照剛　監修 学習研究社 2003.6
恐竜世界のひみつ 金子隆一　監修 学習研究社 2003.7
大自然のふしぎ５０のひみつ 奈須紀幸　監修 学習研究社 2004.3
お金１００のひみつ 工藤洋久　監修 学習研究社 2004.3
宇宙・星のひみつ 福江純　監修 学習研究社 2004.3
頭をよくするひみつ 多湖輝　監修 学習研究社 2004.3
星座と星うらないのひみつ 藤井旭　監修 学習研究社 2004.9
天気のひみつ 森田正光　監修 学習研究社 2005.3
からだのひみつ 吉田義幸　監修 学習研究社 2005.2
マジックのひみつ 佐藤元一　監修 学習研究社 2005.3
野球のひみつ 谷沢健一　監修 学習研究社 2005.4



とり　４ 近野十志夫　文・編集 学習研究社 2006.3
みずのいきもの　３ 武田正倫　監修 学習研究社 2006.3
むし　２ 須田研司　監修 学習研究社 2006.3
どうぶつ　１ 今泉忠明　監修 学習研究社 2006.3
くろずみ小太郎旅日記　５ 飯野和好　著 クレヨンハウス 2005.3
くろずみ小太郎旅日記　４ 飯野和好　著 クレヨンハウス 2001.4
くろずみ小太郎旅日記　３ 飯野和好　著 クレヨンハウス 2000.8
くろずみ小太郎旅日記　２ 飯野和好　著 クレヨンハウス 1997.3
くろずみ小太郎旅日記　１ 飯野和好　著 クレヨンハウス 1997.3
やまのぼり さとうわきこ　さく・え 福音館書店 1994.12
めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子　作 福音館書店 1990.3
マトリョ－シカちゃん 加古里子　ぶん・え 福音館書店 1992.1
ぽとんぽとんはなんのおと 神沢利子　さく 福音館書店 1985.2
ふしぎなナイフ 中村牧江／林健造　さく 福音館書店 1997.2
のろまなローラー 小出正吾　さく 福音館書店 1965.8
どろんこおそうじ さとうわきこ　さく・え 福音館書店 1990.3
月人石 乾千恵　書 福音館書店 2005.1
ちいさなねこ 石井桃子　さく 福音館書店 1963.5
だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子　さく・え 福音館書店 1967.11
たなばた 君島久子　再話 福音館書店 1976.7
だいくとおにろく 松居直　再話 福音館書店 1967.2
そらいろのたね なかがわりえこ　文 福音館書店 1967.1
すいかのたね さとうわきこ　さく・え 福音館書店 1987.9
ジオジオのかんむり 岸田衿子　作 福音館書店 1978.4
サラダとまほうのおみせ カズコ・Ｇ・ストーン　さく 福音館書店 1997.8
こすずめのぼうけん ル－ス・エインズワ－ス　作 福音館書店 1977.4
くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆ子　さく 福音館書店 2005.1
木 木島始　文 福音館書店 2005.7
かさじぞう 瀬田貞二　再話 福音館書店
おかえし 村山桂子　さく 福音館書店 1989.9
いちごばたけのちいさなおばあさん わたりむつこ　さく 福音館書店 1983.11
あらいぐまとねずみたち 大友康夫　さく・え 福音館書店 1977.4
あめふり さとうわきこ　さく・え 福音館書店 1987.9
ゆきのひのホネホネさん にしむらあつこ　さく・え 福音館書店 2005.1
やまこえのこえかわこえて こいでやすこ　さく 福音館書店 2001.1
まじょのかんづめ 佐々木マキ　さく 福音館書店 1999.4



ほたるホテル カズコ・Ｇ・ストーン　さく 福音館書店 1998.1
ふしぎなたけのこ 松野正子　さく 福音館書店 1966.9
ねぼすけスーザのおかいもの 広野多珂子　作 福音館書店 1997.2
とらっくとらっくとらっく 渡辺茂男　さく 福音館書店 2004.1
ちょろりんのすてきなセ－タ－ 降矢なな　さく・え 福音館書店 1993.3
たろうのともだち 堀内誠一　え 福音館書店 1977.4
だるまちゃんとだいこくちゃん 加古里子　さく・え 福音館書店 2001.1
たこなんかじゃないよ 秋野和子　文 福音館書店 2005.6
そりあそび さとうわきこ　さく・え 福音館書店 1994.1
ぞうくんのさんぽ なかのひろたか　さく・え 福音館書店 1968.6
しんせつなともだち 方軼羣　作 福音館書店 1987.1
さんまいのおふだ 水沢謙一　再話 福音館書店 1985.2
サラダでげんき 角野栄子　さく 福音館書店 2005.3
くわずにょうぼう 稲田和子　再話 福音館書店 1980.7
くいしんぼうのあおむしくん 槙ひろし　作 福音館書店 2000.9
かわ 加古里子　さく・え 福音館書店 1962.7
かみのけちょっきん 松竹いね子　作 福音館書店 2005.11
ガオ 田島征三　作 福音館書店 2005.2
おおさむこさむ こいでやすこ　さく 福音館書店 2005.1
いそがしいよる さとうわきこ　さく・え 福音館書店 1981.9
あひるのたまご さとうわきこ　さく・え 福音館書店 1997.8
丑三つ時レストラン 松谷みよ子　［ほか］編 童心社 2005.12
秘密のとびらレストラン 松谷みよ子　［ほか］編 童心社 2005.1
ぶきみな音レストラン 松谷みよ子　［ほか］編 童心社 2005.1
人食い花レストラン 松谷みよ子　編 童心社 2005.5
謎のメールレストラン 松谷みよこ　［ほか］執筆 童心社 2005.5
おまじないレストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 2004.12
人形レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 2004.12
魔の森レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 2004.7
死神レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 2004.7
霊界通信レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 2004.7
死者のドレスアップ 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2006.3
のろいのタロットカード 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2006.2
闇に光る目 木暮正夫　［ほか］編 岩崎書店 2006.1
わらうおばけザクロ 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2005.12
死の国へ走るワゴン 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2005.11



パイレーツ・オブ・カリビアン アイリーン・トリンブル　作 偕成社 2006.1
チキン・リトル アイリーン・トリンブル　作 偕成社 2005.11
くまのプーさんランピーとぶるぶるオバケ しぶやまさこ　文 偕成社 2005.1
くまのプーさんザ・ムービーはじめまして、ランピー！ 橘高弓枝　文 偕成社 2005.7
くまのプーさんルーの楽しい春の日 しぶやまさこ　文 偕成社 2005.2
なかよしおばけのゆかいなけっこんしき ジャック・デュケノワ　さく ほるぷ出版 2003.6
なかよしおばけのびっくりおふろ ジャック・デュケノワ　さく ほるぷ出版 2003.6
なかよしおばけといたずらネッシー ジャック・デュケノワ　さく ほるぷ出版 2003.5
なかよしおばけとちびちびおばけ ジャック・デュケノワ　さく ほるぷ出版 2003.5
おばけまほうにかかる ジャック・デュケノワ　さく ほるぷ出版 2000.5
おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ　さく ほるぷ出版 1999.8
おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ　さく ほるぷ出版 1999.1
おばけ、ネス湖へいく ジャック・デュケノワ　さく ほるぷ出版 1996.4
おばけパ－ティ ジャック・デュケノワ　さく ほるぷ出版 1995.6
ハリ－・ポッタ－と謎のプリンス Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 静山社 2006.5
ハリ－・ポッタ－と謎のプリンス Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 静山社 2006.5
だれだって悩んだ なだいなだ　著 筑摩書房 1987.2
銀のくじゃく 安房直子　著 筑摩書房 1975.7
カメをつって考えた 阿部夏丸　作 旺文社 1999.4
ナヌークの贈りもの 星野道夫　写真・文 小学館 1996.1
みどりのゆび モ－リス・ドリュオン　作 岩波書店 2002.1
クロ－ディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバ－グ　作 岩波書店 2000.6
ほっぺん先生の日曜日 舟崎克彦　作 岩波書店 2000.11
天使の人形 ジュリ－・ブレッドソ－　作 偕成社 2001.12
のれたよ、のれたよ、自転車のれたよ 井上美由紀　文 ポプラ社 2001.9
家族になったスズメのチュン 竹田津実　著 偕成社 1997.9
悪者は夜やってくる マ－ガレット・マ－ヒ－　作 岩波書店 2000.5
マクブル－ムさんのすてきな畑 Ｓ．フライシュマン　作 あかね書房 1994.12
グリム童話 西本鶏介　文・編 ポプラ社 1999.6
子どもに聞かせる世界の民話 矢崎源九郎　編 実業之日本社 1964.12
ドクトル・ムッシ－の昆虫おもしろふしぎ探検記 矢島稔　文 小学館 2001.8
介助犬タ－シャ 大塚敦子　写真・文 小学館 1999.5
とっときのとっかえっこ サリ－・ウィットマン　ぶん 童話館出版 1995.3
世界でいちばんやかましい音 ベンジャミン・エルキン　作 こぐま社 1999.3
キロコちゃんとみどりのくつ たかどのほうこ　作・絵 あかね書房 1996.11
おどりトラ 金森襄作　再話 福音館書店 1987.1



ありがとうをわすれると 山下明生　作 学習研究社 2002.3
となりのまじょのマジョンナさん ノ－マン・ブリッドウェル　さく 偕成社 2001.11
コウテイペンギンのおやこ 内山晟　写真・文 ポプラ社 2001.11
ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい　写真・文 ポプラ社 2002.7
ぼくはねこのバ－ニ－がだいすきだった ジュディス・ボ－スト　さく 偕成社 1979.4
てがみをください やましたはるお　さく 文研出版 2001.7
せなかをとんとん 最上一平　作 ポプラ社 1996.12
はなさかじい 松谷みよ子　文 フレーベル館 2002.11
だいくとおにろく 松居直　再話 福音館書店 1967.2
きつねのおきゃくさま あまんきみこ　ぶん サンリ－ド 1984.8
かにむかし 木下順二　文 岩波書店 1976.12
いっすんぼうし いしいももこ　ぶん 福音館書店 1965.12
みんなであそぼう校内あそび　６ ポプラ社 2000.4
みんなであそぼう校内あそび　５ ポプラ社 2000.4
みんなであそぼう校内あそび　４ ポプラ社 2000.4
みんなであそぼう校内あそび　３ ポプラ社 2000.4
みんなであそぼう校内あそび　２ ポプラ社 2000.4
みんなであそぼう校内あそび　１ ポプラ社 2000.4
国際理解にやくだつ世界の遊び　７ ポプラ社 1998.4
国際理解にやくだつ世界の遊び　６ ポプラ社 1998.4
国際理解にやくだつ世界の遊び　５ ポプラ社 1998.4
国際理解にやくだつ世界の遊び　４ ポプラ社 1998.4
国際理解にやくだつ世界の遊び　３ ポプラ社 1998.4
国際理解にやくだつ世界の遊び　２ ポプラ社 1998.4
国際理解にやくだつ世界の遊び　１ ポプラ社 1998.4
まちがいさがし２年生 このみひかる ポプラ社 1997.2
まちがいさがし１年生 このみひかる ポプラ社 1996.11
なぞなぞ学校のおばけ２年生 灰崎武浩 ポプラ社 1995.7
なぞなぞ学校のおばけ１年生 灰崎武浩 ポプラ社 1995.6
学校クイズ２年生 稲村八大 ポプラ社 1994.2
学校クイズ１年生 稲村八大 ポプラ社 1994.2
なぞなぞおばけ２年生 正宗秀明 ポプラ社 1991.6
なぞなぞおばけ１年生 正宗秀明 ポプラ社 1991.6
めいろ２年生 熊谷さとし ポプラ社 1990.6
めいろ１年生 熊谷さとし ポプラ社 1990.5
なぞなぞ２年生 石田真理 ポプラ社 1989.7



なぞなぞ１年生 石田真理 ポプラ社 1989.7
燃料電池車のひみつ 学研 2006.2
むしたちのうんどうかい 得田 之久 文 童心社 2001.9
虹の谷のスーパーマーケット 池川 恵子 作 ひくまの出版 2001.3
けんかのきもち 柴田 愛子 文 ポプラ社 2001.12
けんかのきもち 柴田 愛子 文 ポプラ社 2001.12
ぼくのクジラ キャサリン・スコウルズ 作 文研出版 2001.9
ヤギになっちゃうぞ 最上 一平 さく 新日本出版社 2001.1
アンソニー 茂市 久美子 作 あかね書房 2001.9
アンソニー 茂市 久美子 作 あかね書房 2001.9
カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文 農山漁村文化協会 2001.1
よみがえれ白いライオン マイケル・モーパーゴ 作 評論社 2001.2
よみがえれ白いライオン マイケル・モーパーゴ 作 評論社 2001.2
カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文 農山漁村文化協会 2001.1
ねこたち町 わしお としこ 文 アリス館 2001.7
ねこたち町 わしお としこ 文 アリス館 2001.7
親子で語る高松平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編 高松市平和を願う市民団体協議会1998.7.4
親子で語る高松平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編 高松市平和を願う市民団体協議会1998.7.4
親子で語る高松平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編 高松市平和を願う市民団体協議会1998.7.4
親子で語る高松平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編 高松市平和を願う市民団体協議会1998.7.4
わたしたちの高松 高松市教育委員会
わたしたちの高松 高松市教育委員会
未曾有の災害と戦った四国各地の声 四国建設弘済会
さぬきのおもしろ伝説５ 北條令子　著 松林者 1993.1
香川の自然ガイドブック 香川県生活環境部 1989.3
香川の自然ガイドブック 香川県生活環境部 1989.3
香川の自然ガイドブック３ 香川県生活環境部 1999.3.31
香川の自然ガイドブック３ 香川県生活環境部 1999.3.31
香川の自然ガイドブック２ 香川県生活環境部 1998.11.1
香川の自然ガイドブック２ 香川県生活環境部 1998.11.1
香川の自然ガイドブック１ 香川県生活環境部 1998.3.31
香川の自然ガイドブック１ 香川県生活環境部 1998.3.31
たぬきの狸 北條令子　著 高松市図書館 1996.2.29
みんなのＳｍｉｌｅ　Ｅａｒｔｈ！ ゲイン 2005.12.15
みんなのＳｍｉｌｅ　Ｅａｒｔｈ！ ゲイン 2005.12.15
カレーのひみつ 学研 2005.1



オーレ！ぼくらのジェーリーグ 菊地 ただし 作 草炎社 1994.3
名探偵コナン　建設ＦＩＬＥ 社団法人日本建設業団体連合会2005.2.1
ぼくのペットはドラゴン？ 中村景児　作・絵 岩崎書店 2004.1
ちゃんがら町 山本孝　作・絵 岩崎書店 2004.1
つきのよるに いもとようこ　作・絵 岩崎書店 2004.9
ほんとはちがうよ かさいまり　作・絵 岩崎書店 2004.6
ばけばけ町へおひっこし たごもりのりこ　作・絵 岩崎書店 2004.5
バカンスのおつかい くすのきしげのり　文 岩崎書店 2004.6
ねがいぼしかなえぼし 内田麟太郎　作 岩崎書店 2004.6
かえるののどあめやさん 戸田和代　作 岩崎書店 2004.6
ジーくんとバケツたんけんたい かげやままき　作・絵 岩崎書店 2004.5
じゃんけん むらいきくこ　作・絵 岩崎書店 2004.3
ふくはうちおにもうち 内田麟太郎　作 岩崎書店 2004.1
のはらのおみせ やすいすえこ　作 岩崎書店 2003.12
そばやのまねきねこ 村田エミコ　作・絵 岩崎書店 2003.1
たぬきのおつきみ 内田麟太郎　作 岩崎書店 2003.9
つきよのプレゼント くすのきしげのり　文 岩崎書店 2003.9
しゅくだい いもとようこ　文・絵 岩崎書店 2003.9
それからのおにがしま 川崎洋　さく 岩崎書店 2004.2
かえるのかさやさん 戸田和代　作 岩崎書店 2003.5
まあばあさんのゆきのひピクニック すとうあさえ　文 岩崎書店 2002.12
十二支のおはなし 内田麟太郎　文 岩崎書店 2002.11
命を食べるおじいちゃん 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2005.2
死神から買ったマフラー 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2005.3
のろわれたコインゲーム 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2005.2
死をよぶ月光のソナタ 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2004.11
スクールバスにさまよう霊 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2004.1
あの世からのバトンリレー 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2004.2
マジックショーは死のかおり 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2004.1
ゆうれいねずみがささやいた 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2003.12
怪奇スープをめしあがれ 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2003.11
のろいをまねく一輪車 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2003.1
地獄からもどった黒ねこ 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2003.3
恐怖の人食い観覧車 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2003.2
のろわれた携帯メール 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2002.12
しのびよる図書室の亡霊 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2002.12



プ－ルで死者がよんでいる 木暮正夫，国松俊英　編 岩崎書店 2002.11
しずくちゃん・４ ぎぼりつこ　作・絵 岩崎書店 2003.11
しずくちゃん・３ ぎぼりつこ　作・絵 岩崎書店 2004.6
ぞぞぞまちへいく 戸田和代　作 岩崎書店 2005.3
シャンプー王子ときたないことば 名木田恵子　作 岩崎書店 2005.2
ようかいたんていゲットマン２　なぞのチューケツキ さこやん　作・絵 岩崎書店 2005.1
シャンプー王子のぼうけん 名木田恵子　作 岩崎書店 2004.2
ようかい・たんていゲットマン さこやん　作・絵 岩崎書店 2004.1
なあーむーうらめしや 戸田和代　作 岩崎書店 2003.11
そらいろマフラー 北川チハル　作 岩崎書店 2003.11
おばけがっこうぞぞぞぐみ 戸田和代　作 岩崎書店 2003.2
みんなで実現！未来のロボット 毛利衛　監修 学習研究社 2005.1
人を助けてはたらくロボット 毛利衛　監修 学習研究社 2005.1
暮らしを豊にするロボット 毛利衛　監修 学習研究社 2005.1
ロボットの歴史としくみ 毛利衛　監修 学習研究社 2005.1
小学生身の回りの不思議ぎもんランキング なかざわゆきら　［ほか］文 学習研究社 2004.1
小学生動物不思議ぎもんランキング なかざわゆきら　［ほか］文 学習研究社 2003.1
小学生日本不思議ぎもんランキング なかざわゆきら　［ほか］文 学習研究社 2003.3
小学生体と健康ぎもんランキング なかざわゆきら　［ほか］文 学習研究社 2002.1
小学生世界不思議ぎもんランキング なかざわゆきら　［ほか］文 学習研究社 2002.5
小学生科学ぎもんランキング なかざわゆきら　［ほか］文 学習研究社 2001.7
超知りたい小学生ぎもんランキング 本間敏弘　［ほか］文 学習研究社 2000.3
５分で読める江戸のこわい話 加納一朗　文 学習研究社 2005.2
３分で読める江戸のこわい話 加納一朗　文 学習研究社 2005.2
１分で読める江戸のこわい話 加納一朗　文 学習研究社 2005.2
５分で読める江戸の笑い話 加納一朗　文 学習研究社 2005.2
３分で読める江戸の笑い話 加納一朗　文 学習研究社 2005.2
１分で読める江戸の笑い話 加納一朗　文 学習研究社 2005.2
ぼうぼうあたま ハインリッヒ・ホフマン　著 銀の鈴社 1980.1
ぽわぽわん 尾上尚子　詩 銀の鈴社 2000.12
わたし たかはしけいこ　文 銀の鈴社 1999.9
はるなつあきふゆもうひとつ 糸永えつこ　詩 銀の鈴社 2003.7
誕生日・おめでとう 小泉周二　詩 銀の鈴社 2003.12
ないしょやで 冨岡みち　詩 銀の鈴社 2001.3
あこがれよなかよくしよう やなせたかし　詩・絵 銀の鈴社 2001.2
みてみたい 江口正子　詩 銀の鈴社 2001.3



みんななかよし こばやしひろこ　詩 銀の鈴社 2000.8
小さな庭 葉祥明　著 銀の鈴社 1994.1
織田信長 吉本直志郎　文 ポプラ社 1999.2
ファーブル 砂田弘　文 ポプラ社 1999.2
二宮金次郎 木暮正夫　文 ポプラ社 1999.1
徳川家康 西本鶏介　文 ポプラ社 1999.1
手塚治虫 国松俊英　文 ポプラ社 1998.12
福沢諭吉 浜野卓也　文 ポプラ社 1998.12
アンネ・フランク 加藤純子　文 ポプラ社 1998.11
坂本竜馬 横山充男　文 ポプラ社 1998.11
キリスト 谷真平　文 ポプラ社 1998.1
ナイチンゲール 早野美智代　文 ポプラ社 1998.1
エジソン 桜井信夫　文 ポプラ社 1998.9
キュリー夫人 伊東信　文 ポプラ社 1998.9
一休 木暮正夫　文 ポプラ社 1998.9
ヘレン・ケラー 砂田弘　文 ポプラ社 1998.8
宮沢賢治 西本鶏介　文 ポプラ社 1998.8
ベートーベン 加藤純子　文 ポプラ社 1998.7
ライト兄弟 早野美智代　文 ポプラ社 1998.7
豊臣秀吉 吉本直志郎　文 ポプラ社 1998.7
マザー・テレサ やなぎやけいこ　文 ポプラ社 1998.7
野口英世 浜野卓也　文 ポプラ社 1998.7
五丈原の秋風 三田村信行　文 ポプラ社 2002.12
三国ならび立つ 三田村信行　文 ポプラ社 2003.3
燃える長江 三田村信行　文 ポプラ社 2003.1
天下三分の計 三田村信行　文 ポプラ社 2002.12
群雄のあらそい 三田村信行　文 ポプラ社 2002.11
地球大進化６ 小林たつよし　まんが 小学館 2005.1
地球大進化５ 小林たつよし　まんが 小学館 2004.11
地球大進化４ 小林たつよし　まんが 小学館 2004.9
地球大進化３ 小林たつよし　まんが 小学館 2004.8
地球大進化２ 小林たつよし　まんが 小学館 2004.6
地球大進化１ 小林たつよし　まんが 小学館 2004.5
徳川家康ものがたり 大蔵宏之　文 金の星社 1991.2
ベ－ト－ベンものがたり 大蔵宏之　文 金の星社 1990.9
武田信玄ものがたり 桜井信夫　文 金の星社 1988.4



キュリ－夫人ものがたり 桂木寛子　文 金の星社 1990.12
坂本竜馬ものがたり 西岡光秋　文 金の星社 1990.9
リンカ－ンものがたり 西岡光秋　文 金の星社 1991.3
ヘレン・ケラ－ものがたり 若林利代　文 金の星社 1990.9
野口英世ものがたり 森いたる　文 金の星社 1991.2
ナイチンゲール物語 岡信子　文 金の星社 1990.12
エジソンものがたり 三越左千夫　文 金の星社 1990.9
森へ 星野道夫　文・写真 福音館書店 1996.9
虫こぶはひみつのかくれが？ 湯川淳一　文 福音館書店 1992.5
浜辺のたからさがし 浜口哲一　文 福音館書店 1993.4
ノラネコの研究 伊沢雅子　文 福音館書店 1994.4
ニレの中をはじめて旅した水の話 越智典子　文 福音館書店 1993.5
ダ－ウィンのミミズの研究 新妻昭夫　文 福音館書店 2000.6
クマよ 星野道夫　文・写真 福音館書店 1999.1
草や木のまじゅつ 山崎青樹　文・絵 福音館書店 1989.2
海藻はふしぎの国の草や木 横浜康継　文 福音館書店 1990.5
石ころ地球のかけら 桂雄三　文 福音館書店 1991.8
アマガエルとくらす 山内祥子　文 福音館書店 2003.3
カツ代ちゃーん！ 小林カツ代　著 講談社 2004.4
いまのボクがこうなわけ 三宅裕司　著 講談社 2003.9
痛快！第二の青春 やなせたかし　著 講談社 2003.8
夢、一直線 吉村作治　著 講談社 2003.4
少年魂 堀田力　著 講談社 2003.2
自伝・描きかけの自画像 片岡鶴太郎　著 講談社 2003.2
いつもハッピー 橋本大二郎　著 講談社 2002.11
裸百貫 ＫＯＮＩＳＨＩＫＩ　著 講談社 2002.11
プカプカチョコレ－島・５ 原ゆたか　著 あかね書房 2002.6
プカプカチョコレー島・４ 原ゆたか　著 あかね書房 2001.7
プカプカチョコレ－島・３ 原ゆたか　著 あかね書房 2000.3
プカプカチョコレ－島・２ 原ゆたか　著 あかね書房 1999.4
プカプカチョコレ－島・１ 原ゆたか　著 あかね書房 1998.1
あいうえおのうた 中川ひろたか　詩 のら書店 2004.7
ことばあそびえほん 石津ちひろ　詩 のら書店 2000.1
たいようのおなら 灰谷健次郎　［ほか］編 のら書店 1995.6
これこれおひさま 小野寺悦子　詩 のら書店 1994.9
なぞなぞあそびうたⅡ 角野栄子　さく のら書店 1992.7



おうちをつくろう ドロシ－・バトラ－　編 のら書店 1993.12
おめでとうがいっぱい 神沢利子　詩 のら書店 1991.12
みんなわたしの ドロシ－・バトラ－　編 のら書店 1991.1
へんなかくれんぼ 岸田衿子　詩 のら書店 1990.7
なぞなぞあそびうた 角野栄子　さく のら書店 1989.6
おやすみなさいまたあした 神沢利子　詩 のら書店 1988.9
Ｍｒ．インクレディブル アイリーン・トリンブル　作 偕成社 2004.11
ミッキー・ドナルド・グーフィーの三銃士 橘高弓枝　文 偕成社 2004.9
くまのプーさん 橘高弓枝　文 偕成社 2004.7
ホーンテッド・マンション ジェイムズ・トーマス　作 偕成社 2004.3
ブラザー・ベア 橘高弓枝　文 偕成社 2004.2
魔女えほん・５ はしだてえつこ　作・絵 銀の鈴社 2002.4
魔女えほん・４ はしだてえつこ　作・絵 銀の鈴社 2002.4
魔女えほん・３ はしだてえつこ　作・絵 銀の鈴社 2002.4
魔女えほん・２ はしだてえつこ　作・絵 銀の鈴社 2002.4
魔女えほん・１ はしだてえつこ　作・絵 銀の鈴社 2002.4
しずくちゃん・２ ぎぼりつこ　作・絵 岩崎書店 2003.11
しずくちゃん・１ ぎぼりつこ　作・絵 岩崎書店 2003.5
牛をつないだつばきの木 新美 南吉 〔著〕 大日本図書 1976
Ｓサインだぜ！黒ねこ団 しかた しん 作 新日本出版社 1981.6
かいけつゾロリつかまる！！ 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1994.7
そらとハッスルのかんじだいぼうけん１ さくら・らびっと：著 文芸社 2005.6.15
かんたん！不思議！100円グッズ実験＆マジック 福井広和：監修 主婦の友社 2005.8.10
家庭用殺虫剤のひみつ 学研 2005.3.25
塩のひみつ 学研 2005.3.25
歯と歯みがきのひみつ 学研 2005.05.01
心をそだてる子ども歳時記１２か月 橋本祐之　監修 講談社 2005.1
心をそだてる子ども歳時記１２か月 橋本祐之　監修 講談社 2005.1
子ども俳句歳時記 金子兜太　監修 蝸牛新社 2003.1
子ども俳句歳時記 金子兜太　監修 蝸牛新社 2003.1
子ども俳句歳時記 金子兜太　監修 蝸牛新社 2003.1
子ども俳句歳時記 金子兜太　監修 蝸牛新社 2003.1
子ども俳句歳時記 金子兜太　監修 蝸牛新社 2003.1
たばこは全身病 エドワード・藤本　監修 少年写真新聞社 1999.5
２１世紀こども百科　しごと館 小学館 2006.1
２１世紀こども百科　しごと館 小学館 2006.1



２１世紀こども百科　しごと館 小学館 2006.1
海のいのち 立松和平　作 ポプラ社 1992.12
山のいのち 立松和平　作 ポプラ社 1990.9
川のいのち 立松和平　文 くもん出版 2002.4
田んぼのいのち 立松和平　文 くもん出版 2001.7
街のいのち 立松和平　文 くもん出版 2000.1
いない　いないばあ 松谷みよ子　文 童心社 1967.4
おじいさんのランプ 新美南吉　作 小峰書店 2004.6
ハマヒルガオのちいさな海 今西祐行　作 あすなろ書房 1984.8
ヒロシマの歌 今西祐行　作 岩崎書店 1982.7
歯みがきつくって億万長者 ジ－ン・メリル　作 偕成社 1997.5
物語１００，今江祥智 今江祥智　著 理論社 1989.1
新ちゃんがないた！ 佐藤州男　作 文研出版 1986.6
木かげの家の小人たち いぬいとみこ　作 福音館書店 1967.7
鬼の橋 伊藤遊　作 福音館書店 1998.1
おーい　ぽぽんた 大岡信　著 福音館書店 2001.4
おーい　ぽぽんた 茨木のり子　［ほか］編 福音館書店 2001.4
マチルダはちいさな大天才 ロアルド・ダ－ル　作 評論社 1991.4
弟の戦争 ロバート・ウェストール　作 徳間書店 1995.11
手塚治虫 石子順　作 童心社 1998.9
絵本玉虫厨子の物語 平塚武二　作 童心社 1980.6
生命の木 大石芳野　著 草土文化 1998.1
シマが基地になった日 真鍋和子　著 金の星社 1999.4
まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス　著 岩波書店 1989.7
おじいさんのランプ 新美南吉　作 岩崎書店 1982.6
酪農家族 立松和平　著 河出書房新社 1998.9
黒い兄弟・下 リザ・テツナ－　著 あすなろ書房 2002.9
黒い兄弟・上 リザ・テツナ－　著 あすなろ書房 2002.9
アンジュール ガブリエル・バンサン　作 ブックローン出版 1986.5
ザ・ビ－トルズ 広田寛治　著 講談社 2000.11
いつもどこかで 新川和江　詩 大日本図書 1999.1
たのしいム－ミン一家 ト－ベ・ヤンソン　作・絵 講談社 1980.11
ちかい ポ－ル・ジェラティ　さく 評論社 1996.8
少年・椋鳩十物語 宮下和男　著 理論社 1998.12
女優オードリー・ヘップバーン 古屋美登里　著 理論社 2002.7
レ－ナ・マリア レ－ナ・マリア　著 小学館 1998.3



坊ちゃん 夏目漱石　作 金の星社 1979.11
レイチェル・カ－ソン ジンジャ－・ワズワ－ス　著 偕成社 1999.6
月夜のみみずく ジェイン＝ヨ－レン　詩 偕成社 1989.3
のん・たん・ぴん 山中恒　作 理論社 2000.4
クジラと少年の海 小島曠太郎　著 理論社 1997.9
ビッグバンのてんじくネズミ 石井睦美　作 文渓堂 1996.6
大草原の小さな家 ロ－ラ＝インガルス＝ワイルダ－　［著］ 福音館書店 1972.8
食べもの記 森枝卓士　著 福音館書店 2001.3
鬼が出た 大西廣　文 福音館書店 1989.11
絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川達雄　文 福音館書店 1993.3
ゾウの王パパ・テンボ エリック・キャンベル　作 徳間書店 2000.6
かくまきの歌 杉みき子　作 童心社 1980.12
わらしべ長者 木下順二　作 岩波書店 2000.8
よりぬきマザ－グ－ス 谷川俊太郎　訳 岩波書店 2000.11
クロ－ディアの秘密 カニグズバ－グ　著 岩波書店 2001.12
ふしぎふにゃふにゃフランケン 立花尚之介　作・絵 岩崎書店 1995.1
マザー・テレサへの旅 寮美千子　文・写真 学習研究社 1997.12
だだずんじゃん 川崎洋　詩 いそっぷ社 2001.6
彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ　文と絵 あすなろ書房 2001.5
しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ　編 富山房 1995.3
アフリカの音 沢田としき　作・絵 講談社 1996.3
１００万回生きたねこ 佐野洋子　作・絵 講談社 1977.1
火よう日のごちそうはひきがえる ラッセル・Ｅ・エリクソン　作 評論社 1982.3
ぬすまれた宝物 ウィリアム・スタイグ　作 評論社 1977.12
はるふぶき 加藤多一　文 童心社 1999.3
南極のペンギン 高倉健　著 集英社 2001.2
ぼくは弟とあるいた 小林豊　作・絵 岩崎書店 2002.5
生命が生まれる海辺ウミガメの浜を守る 清水達也　文 くもん出版 1993.6
おれんじ屋のきぬ子さん 河俣規世佳　作 あかね書房 2001.1
夏のわすれもの 福田岩緒　作・絵 文研出版 2001.7
びりっかすの神さま 岡田淳　作・絵 偕成社 1988.11
チョコレ－ト戦争 大石真　作 理論社 1999.2
いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川俊太郎　文 福音館書店 1985.4
口で歩く 丘修三　作 小峰書店 2000.1
ちいさくなったパパ ウルフ・スタルク　作 小峰書店 1999.5
オキクルミのぼうけん 萱野茂　文 小峰書店 1998.1



アジア！イチャリバ、チョ－デ－ 大貫美佐子　文 光村教育図書 2001.9
オオサンショウウオの夏 阿部夏丸　著 佼成出版社 2000.11
長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン　作 岩波書店 1964.12
ふなひき太良 儀間比呂志　作・絵 岩崎書店 1971.3
世界の子どもたち バ－ナバス・キンダスリ－，アナベル・キンダスリ－　ほるぷ出版 1995.11
白いぼうし あまんきみこ　作 ポプラ社 2000.4
水鳥たちの干潟 蓮尾純子　著 フレ－ベル館 1997.2
おじいさんのハ－モニカ ヘレン・Ｖ．グリフィス　作 あすなろ書房 1995.7
じっぽ たつみや章　作 あかね書房 1994.7
わたしと小鳥とすずと・１ 金子みすゞ　著 ＪＵＬＡ出版局 1984.8
ゆうすげ村の小さな旅館 茂市久美子　作 講談社 2000.7
てんぷらぴりぴり まどみちお　著 大日本図書 1968.6
すんだことはすんだこと ワンダ・ガアグ　再話・え 福音館書店 1991.5
木はいいなあ ジャニス＝メイ＝ユ－ドリイ　さく 偕成社 1976.1
ぼくは王さま 寺田輝夫　作 理論社 2000.1
ほしになったりゅうのきば 君島久子　再話 福音館書店 1976.12
エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット　さく 福音館書店 1963.7
ロックフォ－ル団のねずみたち サンディ・クリフォ－ド　作・絵 徳間書店 1999.8
ペニ－さん マリ－・ホ－ル・エッツ　作・絵 徳間書店 1997.6
まるいちきゅうのまるいちにち エリック・カ－ル　［ほか］作 童話屋 1986.1
まどさんとさかたさんのことばあそび まどみちお，阪田寛夫　文 小峰書店 1992.11
ひとくち童話２ 東君平　著 フレ－ベル館 1995.3
ひとくち童話１ 東君平　著 フレ－ベル館 1995.3
雑木林のコレクション 今森光彦　著 フレ－ベル館 2002.7
世界のむかしばなし 瀬田貞二　訳 のら書店 2000.1
日本のむかしばなし 瀬田貞二　文 のら書店 1998.1
イルカの知られざる世界 ジャック・Ｔ．モイヤ－　著 フレ－ベル館 2000.7
トチノキ村の雑貨屋さん 茂市久美子　作 あすなろ書房 1998.1
なん者ひなた丸ねことんの術の巻１ 斉藤洋　作 あかね書房 1989.7
かくれ山の冒険 富安陽子　作・画 ＰＨＰ研究所 2000.1
ランパンパン マギ－・ダフ　さいわ 評論社 1989.6
てんぐちゃん もりやまみやこ　作 理論社 2004.3
ふしぎなたいこ 石井桃子　文 岩波書店 1975.9
ベンジャミンのたからもの ガ－ス・ウイリアムズ　作 あすなろ書房 2002.6
あめの日のおさんぽ Ｕ・シェフラー　文 文化出版局 1986.6
たんぽぽ 平山和子　文・絵 福音館書店 1976.4



あのね、わたしのたからものはね ユードリイ　さく 偕成社 1983.7
おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにしたつや　作・絵 鈴木出版 1996.2
ぽんぽん山の月 あまんきみこ　文 文研出版 1985.12
やまなしもぎ 平野直　再話 福音館書店 1977.11
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のはらうたⅢ 工藤直子　作 童話屋 1987.7
のはらうたⅡ 工藤直子　作 童話屋 1985.5
のはらうたⅠ 工藤直子　作 童話屋 1984.5
こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子　文 童心社 1977.9
だんごむしそらをとぶ 松岡達英　作 小学館 2000.7
ムッシュ・ムニエルのサ－カス 佐々木マキ　作 絵本館 2000.1
はじめてのかり 吉田遠志　絵と文 リブリオ出版 2001.4
びんぼうがみとふくのかみ 大川悦生　作 ポプラ社 1980.3
くまの子ウ－フ 神沢利子　作 ポプラ社 2001.9
はがぬけたらどうするの？ セルビ－・ビ－ラ－　文 フレ－ベル館 1999.5
どうぶつはいくあそび きしだえりこ　作 のら書店 1997.12
にじ ジ－クフリ－ド・ピ－・ルプレヒト　作 セ－ラ－出版 1989.8
ワニのライルがやってきた バ－ナ－ド・ウェ－バ－　さく 大日本図書 1984.7
ず－っとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム　えとぶん 評論社 1988.11
いちばんたいせつなともだち ド－ン・アパリ－　作・絵 フレ－ベル館 2002.9
こころの花たば 城谷英男　さく・え ＰＨＰ研究所 1998.2
ピ－タ－のいす エズラ・ジャック・キ－ツ　さく 偕成社 1977.12
みんなうんち 五味太郎　さく 福音館書店 1981.2
はなをくんくん ルース・クラウス　ぶん 福音館書店 1967.3
そらまめくんのベッド なかやみわ　さく・え 福音館書店 1999.9
しんせつなともだち 方軼羣　作 福音館書店 1987.1
しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ　さく 福音館書店 1969.8
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　ぶん・え 福音館書店 1961.8
いいことってどんなこと 神沢利子　さく 福音館書店 2001.1
はたけのともだち 田島征三　作 童心社 1984.11
おしいれのぼうけん 古田足日　作 童心社 1974.11



はたらく自動車ずかん 高島鎮雄　監修 成美堂出版 2005.6
おかあさんだいすき マージョリー・フラック　文・絵 岩波書店 1980.11
絵本ことばあそび 五味太郎　作 岩崎書店 1982.4
ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム　さく ほるぷ出版 1976.9
なぞなぞあそびうた 角野栄子　さく のら書店 1989.6
あいうえおっとせい 谷川俊太郎　文 さ・え・ら書房 1978.12
青いかいじゅうと赤いかいじゅう デイビット・マッキ－　作 ア－ニ出版 1989.11
こんこんさまにさしあげそうろう 森はな　さく ＰＨＰ研究所 1982.2
みんなのかお とだきょうこ　文 福音館書店 1994.11
しっぽのはたらき 川田健　文 福音館書店 1969.4
こんとあき 林明子　さく 福音館書店 1989.6
おおきなかぶ Ａ・トルストイ　再話 福音館書店 1962.5
いちねんせい 谷川俊太郎　著 小学館 1988.1
ぼくにげちゃうよ マ－ガレット・Ｗ．ブラウン　ぶん ほるぷ出版 1976.9
アレクセイと泉のはなし 本橋成一　写真・文 アリス館 2004.4
ぼくらはみんな生きている 佐々木洋　文・写真 講談社 2004.4
空のてっぺん銀色の風 ひろはたえりこ　作 小峰書店 2004.9
歩きだす夏 今井恭子　作 学習研究社 2004.6
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かげまる 矢部美智代　作 毎日新聞社 2004.12
アリからみると 桑原隆一　文 福音館書店 2004.6
ひ・み・つ たばたせいいち　著 童心社 2004.5
バスをおりたら… 小泉るみ子　作・絵 ポプラ社 2004.8
ないた 中川ひろたか　作 金の星社 2004.9
人形レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 2004.12
かいけつゾロリたべられる!! 原ゆたか　さく・え ポプラ社 2004.12
おまじないレストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 2004.12
まんが生命のふしぎ物語４ 吉川豊：作・画 理論社 2004.4
まんが生命のふしぎ物語３ 吉川豊：作・画 理論社 2003.12
まんが生命のふしぎ物語２ 吉川 豊 作・画 理論社 2003.7
まんが生命のふしぎ物語１ 吉川 豊 作・画 理論社 2002.11
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ハウルの動く城 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ　原作 徳間書店 2004.12
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日本・中国・韓国の昔話集２ 国立オリンピック記念青少年総合2004.1
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ばけものつかい 川端誠　著 クレヨンハウス 1994.11
あいつもともだち 内田麟太郎　作 偕成社 2004.1
これはジャックのたてたいえ シムズ・タバック　作 フレーベル館 2003.5
ないた 中川ひろたか　作 金の星社 2004.9
くまのこうちょうせんせい こんのひとみ　作 金の星社 2004.6
お月さまってどんなあじ？ ミヒャエル・グレイニェク　絵と文 セ－ラ－出版 1995.9
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名探偵ホームズⅠ コナン・ドイル　原作 徳間書店 2004.3
どろんここぶた アーノルド・ローベル　作 文化出版局 1971.11



ミッケ！　がっこう ジーン・マルゾーロ　文 小学館 2003.5
はせがわくんきらいや 長谷川集平　著 ブッキング 2003.8
ばばばあちゃんのなぞなぞりょうりえほん さとうわきこ　作 福音館書店 2004.2
ぐりとぐらとすみれちゃん なかがわりえこ　文 福音館書店 2003.1
めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子　作 福音館書店 1990.3
ロッタちゃんとじてんしゃ アストリッド＝リンドグレ－ン　さく 偕成社 1976.4
千の風になって 新井満　文 理論社 2004.3
かいけつゾロリとまほうのへや 原ゆたか　さく・え ポプラ社 2002.7
しょうたとなっとう 星川ひろ子，星川治雄　写真・文 ポプラ社 2003.11
ザリガニさいばん 阿部夏丸　作 講談社 2001.7
パパは専業主夫 キルステン・ボイエ　作 童話館出版 1996.7
ピンク、ぺっこん 村上康成　作・絵 徳間書店 2000.8
ヨ－ンじいちゃん ペ－タ－・ヘルトリング　作 偕成社 1985.7
バッテリー あさのあつこ　作 教育画劇 2003.1
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ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 2004.9
精霊の湖 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 2004.5
ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 2003.11
ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 2003.7
ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 2003.3
ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 2002.1
福沢諭吉 桑原三郎　監修 ポプラ社 2003.4
伊能忠敬 清水靖夫　監修 ポプラ社 2003.4
織田信長 谷口克広　監修 ポプラ社 2003.4
足利尊氏 佐藤和彦　監修 ポプラ社 2003.4
源頼朝 奥富敬之　監修 ポプラ社 2003.4
藤原道長 朧谷寿　監修 ポプラ社 2003.4
聖徳太子 南谷恵敬　監修 ポプラ社 2003.4
お米をおいしく食べよう！ 保岡孝之　監修 ポプラ社 2002.4
学校でお米をつくろう！ 保岡孝之　監修 ポプラ社 2002.4
お米ってどんな植物だろう？ 保岡孝之　監修 ポプラ社 2002.4
お米ができるまで・届くまで 保岡孝之　監修 ポプラ社 2002.4
お米の歴史を調べよう！ 保岡孝之　監修 ポプラ社 2002.4



豆腐・みそ・しょうゆ 次山信男　監修 ポプラ社 2002.4
もち 次山信男　監修 ポプラ社 2002.4
おにぎり 次山信男　監修 ポプラ社 2002.4
すし 次山信男　監修 ポプラ社 2002.4
そば・うどん 次山信男　監修 ポプラ社 2002.4
すいとん 次山信男　監修 ポプラ社 2002.4
ドングリクッキー 次山信男　監修 ポプラ社 2002.4
冬 おくやまひさし　文・写真 ポプラ社 2004.4
秋 おくやまひさし　文・写真 ポプラ社 2004.4
夏 おくやまひさし　文・写真 ポプラ社 2004.4
春 おくやまひさし　文・写真 ポプラ社 2004.4
ことばあそび６年生 伊藤英治　編 理論社 2001.4
ことばあそび５年生 伊藤英治　編 理論社 2001.4
ことばあそび４年生 伊藤英治　編 理論社 2001.4
ことばあそび３年生 伊藤英治　編 理論社 2001.4
ことばあそび２年生 伊藤英治　編 理論社 2001.3
ことばあそび１年生 伊藤英治　編 理論社 2001.3
雪女 小泉八雲　作 偕成社 2000.2
泣いた赤おに 浜田広介　作 偕成社 1993.1
トロッコ 芥川竜之介　作 偕成社 1993.3
手ぶくろを買いに 新美南吉　作 偕成社 1988.3
そこなし森の話 佐藤さとる　作 偕成社 1989.3
ごんぎつね 新美南吉　作 偕成社 1986.9
蜘蛛の糸 芥川竜之介　作 偕成社 1994.1
きつね三吉 佐藤さとる　作 偕成社 1984.12
狐 新美南吉　作 偕成社 1999.3
おばあさんの飛行機 佐藤さとる　作 偕成社 1999.5
牛女 小川未明　作 偕成社 1999.1
赤いろうそくと人魚 小川未明　作 偕成社 1999.11
よだかの星 宮沢賢治　作 偕成社 1987.12
雪渡り 宮沢賢治　作 偕成社 1990.6
やまなし 宮沢賢治　作 偕成社 1987.11
双子の星 宮沢賢治　作 偕成社 1987.11
猫の事務所 宮沢賢治　作 偕成社 1994.1
なめとこ山の熊 宮沢賢治　作 偕成社 1986.11
どんぐりと山猫 宮沢賢治　作 偕成社 1989.2



土神と狐 宮沢賢治　作 偕成社 1994.12
月夜のでんしんばしら 宮沢賢治　作 偕成社 1989.1
注文の多い料理店 宮沢賢治　作 偕成社 1984.6
セロ弾きのゴ－シュ 宮沢賢治　作 偕成社 1989.1
水仙月の四日 宮沢賢治　作 偕成社 1995.9
鹿踊りのはじまり 宮沢賢治　作 偕成社 1994.2
虔十公園林 宮沢賢治　作 偕成社 1987.3
カイロ団長 宮沢賢治　作 偕成社 1992.9
オツベルと象 宮沢賢治　作 偕成社 1997.9
おきなぐさ・いちょうの実 宮沢賢治　作 偕成社 1992.5
狼森と笊森，盗森 宮沢賢治　作 偕成社 1996.11
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　上 Ｊ．Ｋ．ローリング　作 青山社 2004.9
大きな古時計 伊藤正道　著 白泉社 2003.11
アルファベット絵本 児島なおみ　作・絵 偕成社 2003.11
みみずのオッサン 長新太　さく 童心社 2003.9
キング牧師の力づよいことば ドリーン・ラパポート　文 国土社 2002.11
オレ・ダレ 越野民雄　文 講談社 2002.12
おしっこぼうや ウラジーミル・ラドゥンスキー　作 セーラー出版 2003.7
おっと合点承知之助 齋藤孝　文 ほるぷ出版 2003.1
おひさまパン エリサ・クレヴェン　作・絵 金の星社 2003.7
魔女がひろった赤ん坊 池田あきこ　著 ほるぷ出版 1995.3
マージョリーノエルがやってきた 池田あきこ　著 ほるぷ出版 1994.1
マーシィとおとうさん 池田あきこ　著 ほるぷ出版 1993.1
イワン、はじめてのたび 池田あきこ　著 ほるぷ出版 1993.9
ダヤンのたんじょうび 池田あきこ　著 ほるぷ出版 1993.7
どこどこどこ 長谷川義史　作・絵 ひかりのくに 2004.3
めぐろのさんま 川端誠　著 クレヨンハウス 2001.12
パンツマンたんじょうのひみつ デイブ・ピルキー　作・絵 徳間書店 2003.1
夏の庭 湯本香樹実　作 徳間書店 2001.5
きまぐれロボット 星新一　作 理論社 1999.6
愛と悲しみの１２歳 エリザベス・ダイヤ－ク　作 文研出版 1994.9
みみずのカーロ 今泉みね子　著 合同出版 1999.8
せかいいちうつくしいぼくの村 小林豊　作・絵 ポプラ社 1995.12
ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 2002.7
ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 2002.4
ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 2002.1



ハリ－・ポッタ－と不死鳥の騎士団　下 Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 静山社 2004.9
ハ－ドル 青木和雄　作 金の星社 1999.12
世界の中心で、愛をさけぶ 片山恭一　著 小学館 2001.4
ペンギンタミーノ クリスティアン・ベルク　作 ひくまの出版 2003.12
フェイマス・ファイブ エニード・ブライトン　原作 実業之日本社 2003.12
七人の魔法使い ダイアナ・ウィン・ジョーンズ　著 徳間書店 2003.12
すすにまみれた思い出 アンソニー・ヒル　作 金の星社 2003.12
地雷の村で「寺小屋」づくり 今関信子　著 ＰＨＰ研究所 2003.11
虹への旅 芝田勝茂　作 小峰書店 2004.1
狐笛のかなた 上橋菜穂子　作 理論社 2003.11
風のカケラ 山口理　作 汐文社 2003.12
アマゾンからの手紙 山脇あさ子　作 新日本出版社 2003.12
ちびまる子ちゃんの暗誦百人一首 さくらももこ　キャラクター原作 集英社 2003.12
オラウータンの森 鈴木南水子　文 国土社 2004.3
ティラノサウルス ファビオ　マルコ・ダラ　ヴェッキア　文 ポプラ社 2004.1
子どもにとって家庭ってなに？ こどもくらぶ　編・著 ほるぷ出版 2003.11
ニュースを読みとくキーワード 講談社　編 講談社 2003.8
世界がわかる国旗の本 学習研究社 2003.9
１２の贈り物 シャーリーン・コスタンゾ　作 ポプラ社 2003.11
ドラゴンマシーン ヘレン・ウォード　作 ＢＬ出版 2004.3
ステラもりへいく メアリー＝ルイーズ・ゲイ　作 光村教育図書 2003.7
うきうきしたら ジェズ・オールバラ　作・絵 徳間書店 2004.2
やまんばあさん海へ行く 富安陽子　作 理論社 2003.11
のぼさんのクリスマスツリー 蔵冨千鶴子　文 女子パウロ会 2003.1
とべとべフワフワ わしおとしこ　さく 旺文社 2003.11
せんろはつづく 竹下文子　文 金の星社 2003.1
ぐりとぐらのうたうた１２つき なかがわりえこ　文 福音館書店 2003.1
うほ・うほ・ほ！ 岸川悦子　作 大日本図書 2003.7
いっぱいうたって ましませつこ　絵 こぐま社 1986.5
ぼくをいじめるとねえちゃんくるぞ 伊藤英治　編 岩崎書店 2004.2
おりがみ日本の四季 桃谷好英　著 誠文堂新光社 2003.8
どこどこどこ 長谷川義史　作・絵 ひかりのくに 2004.1
ころわんとりーりー 間所ひさこ　作 ひさかたチャイルド 2003.9
さかなのはなし 農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 2004.3
ぼくのおしっこ 牧田栄子　文 岩崎書店 2003.12
あし Ｌａ　Ｚｏｏ　さく・え 学習研究社 2004.2



カレー 浜田和子　文 汐文社 2004.3
すべての子どもたちのために キャロライン・キャッスル　文 ほるぷ出版 2003.11
救出 木暮正夫　文 アリス館 2003.1
海で見つけたこと 八束澄子　作 講談社 2003.6
すてねこタイガーと家出犬スポット リブ・フローデ　作 文研出版 2003.6
よみがえれ、えりもの森 本木洋子　ぶん 新日本出版社 2003.9
ずいとん先生と化けの玉 那須正幹　文 童心社 2003.12
ちびねこグルのぼうけん アン・ピートリ　さく 福音館書店 2003.6
このはのおかね、つかえます 茂市久美子　作 佼成出版 2003.5
きつねのかみさま あまんきみこ　作 ポプラ社 2003.12
４年１組交換日記はもういらない 沢井 いづみ 作 ポプラ社 2000.1
イソップ 青木 和雄 作 金の星社 2001.12
もりのともだち アンドレ・ダーハン さく 小学館 2002.11
イルカにあいたい こやま 峰子 文 国土社 2000.11
お金のひみつ 川村 雄介 監修 学研広告ＳＰ事業部教材資料制作室2003.4
デジタルカメラのひみつ 田川 滋 漫画 学研広告宣伝局教材資料制作室2003.1
コンビニのひみつ 大林 かおる 漫画 学研広告ＳＰ事業部教材資料制作室2003.4
とぶキャベツのひみつ 柏葉 幸子 作 旺文社 1998.4
伊東家の食卓裏ワザ大全集 日本テレビ 2002.12
お米のひみつ 学研 2004.3
かいけつゾロリのようかい大リーグ 原 ゆたか さく・え ポプラ社 2003.7
自由研究わくわく探検大図鑑 秋元敏行 小学館 2003.7
自由研究わくわく探検大図鑑 秋元敏行 小学館 2003.7
自由研究わくわく探検大図鑑 秋元敏行 小学館 2003.7
自由研究わくわく探検大図鑑 秋元敏行 小学館 2003.7
自由研究わくわく探検大図鑑 秋元敏行 小学館 2003.7
自由研究わくわく探検大図鑑 秋元敏行 小学館 2003.7
世界の熱帯魚と水草カタログ２００４年版 佐々木浩之 成美堂出版 2003.7
魚 井田 斉 監修・執筆 小学館 2003.3
熱帯魚・水草 佐々木浩之 成美堂出版 2003.7
ことばじてん絵本 とだ こうしろう 作・絵 戸田デザイン研究室 2003.1
もののなまえずかん 学研 1996.6
あいうえおえほん 学研 1996.12
トムは真夜中の庭で フィリッパ・ピアス 岩波書店 2002.9
日本の淡水魚 学研 2008.8
わすれんぼ一年生 あまん きみこ 作 講談社 1999.1



だめだめネコはこまったゾウ はらだ ゆうこ さく・え 旺文社 2001.12
鬼のレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2003.11
生まれ変わりレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2003.11
亡霊レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2003.6
神かくしレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2003.6
心霊写真レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2003.6
ファーブルの夏ものがたり マーガレット・Ｊ・アンダーソン 作 くもん出版 1998.7
夜にくちぶえふいたなら たかどの ほうこ さく 旺文社 1998.4
ふしぎいっぱい擬態をする動物 サンディー・ソウラー 文 ブックローン出版 1996.9
ホタル 栗林　慧 あかね書房 2003.2
うそつきたいかい 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 1999.2
十二支のはじまり 谷 真介 文 佼成出版社 1990.11
ありがとうともだち 内田 麟太郎 作 偕成社 2003.6
ともだちからともだちへ アンソニー・フランス さく 理論社 2003.3
こどもの工作全書 ブティック社 2003.8
また！ねずみくんとホットケーキ なかえ よしを 作 ポプラ社 2003.7
ねずみくんのクリスマス なかえ よしを 作 ポプラ社 2003.1
ひとりぼっちのパイナップル 大江 パトリシア 著・絵 ネット武蔵野 2002.12
じゅげむ 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス 2003.3
しゅくだい 宗正 美子 原案 岩崎書店 2003.9
天使のかいかた なかがわ ちひろ 作 理論社 2002.11
かいけつゾロリとなぞのまほう少女 原　ゆたか ポプラ社 2003.11
デルトラ・クエストⅡ３ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2003.1
デルトラ・クエストⅡ２ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2003.1
デルトラ・クエストⅡ１ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2003.8
デルトラ・クエスト８ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2003.2
デルトラ・クエスト７ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2003.2
デルトラ・クエスト６ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2002.12
デルトラ・クエスト５ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2002.12
デルトラ・クエスト４ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2002.1
デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2002.1
デルトラ・クエスト２ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2002.9
デルトラ・クエスト１ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2002.9
ゆきのひのゆうびんやさん こいで たん ぶん 福音館書店 1992.1
ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん４ さくら ももこ 原作 金の星社 1999.3
ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん３ さくら ももこ 原作 金の星社 1999.3



ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん２ さくら ももこ 原作 金の星社 1999.2
ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん１ さくら ももこ 原作 金の星社 1999.2
種をまく人 ポール・フライシュマン 著 あすなろ書房 1998.7
ジョン・レノン マイケル・ホワイト 著 偕成社 1999.4
ゴールデンハート ウルフ・スタルク 作 偕成社 1999.5
十月のみずうみ シンシア・ライラント 作 偕成社 1998.1
子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津 実 著 偕成社 1999.5
おばあちゃんがいるといいのにな 松田 素子 作 ポプラ社 1994.11
スニッピーとスナッピー ワンダ・ガアグ ぶん え あすなろ書房 1999.3
しーっ！ぼうやがおひるねしているの ミンフォン・ホ 作 偕成社 1998.11
進化をつづける新ロボット大図鑑 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 2003.2
続々続々伊東家の食卓裏ワザ大全集２００３年版 日本テレビ 2003.12
続々続伊東家の食卓裏ワザ大全集２００２年版 日本テレビ 2002.3
続々伊東家の食卓裏ワザ大全集２１世紀版 日本テレビ 2003.12
続伊東家の食卓裏ワザ大全集２０００年版 日本テレビ 2001.5
ドキドキワクワク生き物飼育教室６ アトリエ　モレリ 作・絵 リブリオ出版 2003.3
ホタルの里 大場 信義 著 フレーベル館 1996.7
すごい！びっくり！昆虫のふしぎパワー 海野 和男 著 世界文化社 1999.6
ヤドカリの海辺 今福 道夫 著 フレーベル館 1998.6
イソギンチャクのちえ 塚崎 慎一郎 ぶん・しゃしん 大日本図書 1999.12
にゃーご 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 1997.2
のりものだいすき 小賀野 実 写真 ポプラ社 1997.2
ふね 小賀野 実 写真 ポプラ社 1997.2
ひこうき 小賀野 実 写真 ポプラ社 1997.2
バス 小賀野 実 写真 ポプラ社 1997.2
サイレンカー 小賀野 実 写真 ポプラ社 1996.11
とらっく 小賀野 実 写真 ポプラ社 1996.11
でんしゃ 小賀野 実 写真 ポプラ社 1996.11
とっきゅう 小賀野 実 写真 ポプラ社 1996.11
しょうぼうしゃ 小賀野 実 写真 ポプラ社 1997.6
はたらくくるま 小賀野 実 写真 ポプラ社 1996.9
きかんしゃ 小賀野 実 写真 ポプラ社 1996.9
しんかんせん 小賀野 実 写真 ポプラ社 1996.9
図説・日本の政治と省庁のすがた３ 旺文社 2002.4
図説・日本の政治と省庁のすがた２ 北 俊夫 監修 旺文社 2002.4
図説・日本の政治と省庁のすがた１ 旺文社 2002.4



まんが語源なんでも事典 金の星社 1998.2
まんが四字熟語なんでも事典 金の星社 2002.7
まんがことわざなんでも事典 金の星社 1996.3
できたてピカピカ熟語の話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1995.6
こころにズッキン熟語の話 木暮 正夫 文 岩崎書店 2003.3
どうぶつゾロゾロ熟語の話 木暮 正夫 文 岩崎書店 2002.11
かずのかずかず熟語の話 木暮 正夫 文 岩崎書店 2002.11
おばけがヒュードロ熟語の話 木暮 正夫 文 岩崎書店 2003.3
飼育と観察 学研 2000.7
魚 学研 2000.3
植物 学研 2000.3
昆虫 学研 1999.11
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
日本と世界の３６５日なんでも大事典 こよみ研究会 編 ポプラ社 2003.4
ジャンケンゲーム１１０番 水野豊二　著 遊戯社 １９９４・４
英日絵本　宮沢賢治　ＣＤ 宮沢賢治 ラボ教育センター 1998.12
注文の多い料理店 宮沢賢治 ラボ教育センター 1998.12
ざしき童子のはなし 宮沢賢治 ラボ教育センター 1998.12
雪渡り 宮沢賢治 ラボ教育センター 1998.12
セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治 ラボ教育センター 1998.12
国際理解に役立つ世界の民族音楽６ 千葉　泉　著 ポプラ社 2003.4
国際理解に役立つ世界の民族音楽５ こどもくらぶ 編 ポプラ社 2003.4
国際理解に役立つ世界の民族音楽４ こどもくらぶ 編 ポプラ社 2003.4
国際理解に役立つ世界の民族音楽３ こどもくらぶ 編 ポプラ社 2003.4
国際理解に役立つ世界の民族音楽２ こどもくらぶ 編 ポプラ社 2003.4
国際理解に役立つ世界の民族音楽１ 井口　淳子　著 ポプラ社 2003.4
はじめての和英じてん 田上 善浩 編 ポプラ社 2003.4
うえへまいりまぁす 長谷川 義史 さく・え ＰＨＰ研究所 2003.2
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1



三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学国語辞典 田近 洵一 編 三省堂 2002.1
ゲームでおぼえるはじめての英語５ ジェリー・ソーレス　編 ポプラ社 2001.4
ゲームでおぼえるはじめての英語４ 松崎　博　著 ポプラ社 2001.4
ゲームでおぼえるはじめての英語３ 松崎　博　著 ポプラ社 2001.4
ゲームでおぼえるはじめての英語２ 松崎　博　著 ポプラ社 2001.4
ゲームでおぼえるはじめての英語１ 松崎　博　著 ポプラ社 2001.4
雨二モマケズ 宮沢　賢治　作 岩崎書店 2002.11
ポラーノの広場 宮沢　賢治　作 岩崎書店 1996.4
ツエねずみ 宮沢　賢治　作 岩崎書店 ２００２・１１
どんぐりと山ねこ 宮沢　賢治　作 岩崎書店 2003.5
なめとこ山のくま 宮沢　賢治　作 岩崎書店 2003.5
オツベルと象 宮沢　賢治 岩崎書店 2003.5
ふた子の星 宮沢　賢治 岩崎書店 2003.5
よだかの星 宮沢　賢治 岩崎書店 2003.5
注文の多い料理店 宮沢　賢治　作 岩崎書店 ２００３・５
セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治　作 岩崎書店 ２００３・５
銀河鉄道の夜 宮沢　賢治　作 岩崎書店 ２００３・５
ダンゴムシ 今森 光彦 文・写真 アリス館 2002.5
ダンゴムシ 今森 光彦 文・写真 アリス館 2002.5
ワニぼうのこいのぼり 内田 麟太郎 文 文渓堂 2002.5
ワニぼうのこいのぼり 内田 麟太郎 文 文渓堂 2002.5



いのちは見えるよ 及川 和男 作 岩崎書店 2002.2
ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作 理論社 2002.9
ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作 理論社 2002.9
ハンナのかばん カレン・レビン 著 ポプラ社 2002.7
トウモロコシが実るころ ドロシー・ローズ 作 文研出版 2002.6
おじいちゃんの桜の木 アンジェラ・ナネッティ 作 小峰書店 2002.8
みんなであそぼう校内あそび５ 嶋野 道弘 監修 ポプラ社 2000.4
いのちは見えるよ 及川 和男 作 岩崎書店 2002.2
ハンナのかばん カレン・レビン 著 ポプラ社 2002.7
おじいちゃんの桜の木 アンジェラ・ナネッティ 作 小峰書店 2002.8
トウモロコシが実るころ ドロシー・ローズ 作 文研出版 2002.6
子ども俳句歳時記 石　寒太　編集 蝸牛新社 2003.4
占いレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2002.11
百物語レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2002.11
もののけレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2002.11
おばあちゃんすごい！ 中川 ひろたか 文 童心社 2002.6
おばあちゃんすごい！ 中川 ひろたか 文 童心社 2002.6
そして、カエルはとぶ！ 広瀬 寿子 作 国土社 2002.12
そして、カエルはとぶ！ 広瀬 寿子 作 国土社 2002.12
秋山仁先生のたのしい算数教室10 木幡 寛 著 ポプラ社 ２００３・２
秋山仁先生のたのしい算数教室９ 木幡 寛 著 ポプラ社 ２００３・２
秋山仁先生のたのしい算数教室８ 木幡 寛 著 ポプラ社 ２００３・２
秋山仁先生のたのしい算数教室７ 木幡 寛 著 ポプラ社 ２００３・２
秋山仁先生のたのしい算数教室６ 木幡 寛 著 ポプラ社 2003.2
日本と世界のちがいを考える本３ ポプラ社 2000.4
日本と世界のちがいを考える本４ ポプラ社 2000.4
中国の友だち 学校図書 2000.4
日本と世界のちがいを考える本２ ポプラ社 2000.4
日本と世界のちがいを考える本１ ポプラ社 2000.4
韓国の友だち 伊地知 英信 著 学校図書 2000.4
オーストラリアの友だち 細島雅代 学校図書 2000.4
アメリカの友だち 木葉　篤　著 学校図書 2000.4
ブラジルの友だち 浦山　明俊　著 学校図書 2000.4
フランスの友だち 大西　清自　著 学校図書 2000.4
世界の子どもたち２１ 偕成社 1987.4
世界の子どもたち１８ 偕成社 1987.4



世界の子どもたち１７ 偕成社 1987.4
秋山　仁先生のたのしい算数教室５ 木幡　寛 ポプラ社 ２００３・２
秋山仁先生のたのしい算数教室４ 木幡　寛 ポプラ社 ２００３・２
秋山仁先生のたのしい算数教室３ 木幡　寛 ポプラ社 ２００３・２
秋山仁先生の算数教室２ 木幡　寛 ポプラ社 2003.2
秋山仁先生のたのしい算数教室１ 木幡 寛 著 ポプラ社 1994.4
外国の小学校 斎藤 次郎 文 福音館書店 1991.1
日本と世界のちがいを考える本８ ポプラ社 2000.4
日本と世界のちがいを考える本７ 飯塚 峻 監修 ポプラ社 2000.4
日本と世界のちがいを考える本６ ポプラ社 2000.4
日本と世界のちがいを考える本５ ポプラ社 2000.4
国際理解に役立つ世界の衣食住４ 小峰書店 2001.4
ねずみくんのしりとり なかえ よしを 作 ポプラ社 2002.3
２０世紀の記録 四国新聞社 ２０００・６
ものづくり道具のつかい方事典 峰尾 幸仁 監修 岩崎書店 2002.3
みずほの国子どものための日本小百科 三木 卓 編集 みずほホールディングス 2002.9
タケカワユキヒデのもっと楽しもうよ！音楽３ タケカワ ユキヒデ 著 汐文社 2001.3
タケカワユキヒデのもっと楽しもうよ！音楽２ タケカワ ユキヒデ 著 汐文社 2001.3
タケカワユキヒデのもっと楽しもうよ！音楽１ タケカワ ユキヒデ 著 汐文社 2001.3
あいうえおうさま 寺村 輝夫 文 理論社 1979.12
ポケモンをさがせ！クリスタル 相原 和典 画 小学館 2002.3
ポケモンをさがせ！クリスタル 相原 和典 画 小学館 2002.3
航空写真集　かがわ空紀行 四国新聞社 １９９９・１０
航空写真集　かがわ空紀行 四国新聞社 １９９９・１０
航空写真集　かがわ空紀行 四国新聞社 １９９９・１０
航空写真集　かがわ空紀行 四国新聞社 １９９９・１０
航空写真集　かがわ空紀行 四国新聞社 １９９９・１０
航空写真集　かがわ空紀行 四国新聞社 １９９９・１０
来て見て四国ものづくり 四国新聞社 ２０００・１０
瀬戸の海廊・香川　vol.Ⅱ 四国新聞社 ２０００・１
瀬戸の海廊・香川　vol.Ⅰ 四国新聞社 ２０００・１
四国　旬の味巡り 四国新聞社 ２００１・３
根も葉もあってみになる本 四国新聞社　編 四国新聞社 ２０００・１２
こころの深呼吸　続・実践リフレシュ 倉本英雄 四国新聞社 １９９９・９
こころの深呼吸　続・実践リフレシュ 倉本英雄 四国新聞社 １９９９・９
ＴＯＫＹＯ発香川を食べる 四国新聞社　編 四国新聞社 １９９８・８



ＴＯＫＹＯ発香川を食べる 四国新聞社　編 四国新聞社 １９９８・８
ＴＯＫＹＯ発香川を食べる 四国新聞社　編 四国新聞社 １９９８・８
ＴＯＫＹＯ発香川を食べる 四国新聞社　編 四国新聞社 １９９８・８
ＴＯＫＹＯ発香川を食べる 四国新聞社　編 四国新聞社 １９９８・８
ＴＯＫＹＯ発香川を食べる 四国新聞社　編 四国新聞社 １９９８・８
写真で見る香川の歳時記３６５日 四国新聞社 ２０００・１０
写真で見る香川の歳時記３６５日 四国新聞社 ２０００・１０
写真で見る香川の歳時記３６５日 四国新聞社 ２０００・１０
写真で見る香川の歳時記３６５日 四国新聞社 ２０００・１０
写真で見る香川の歳時記３６５日 四国新聞社 ２０００・１０
香川人物名鑑２００１ 香川人物名鑑出版委員会 四国新聞社 ２００１・３
香川人物名鑑２００１ 香川人物名鑑出版委員会 四国新聞社 ２００１・３
香川人物名鑑２００１ 香川人物名鑑出版委員会 四国新聞社 ２００１・３
香川人物名鑑２００１ 香川人物名鑑出版委員会 四国新聞社 ２００１・３
香川人物名鑑２００１ 香川人物名鑑出版委員会 四国新聞社 ２００１・３
香川人物名鑑２００１ 香川人物名鑑出版委員会 四国新聞社 ２００１・３
香川人物名鑑２００１ 香川人物名鑑出版委員会 四国新聞社 ２００１・３
娑婆点描 梶原　学 四国新聞社 １９９９・４
新讃岐の文学散歩 佐々木正夫 四国新聞社 １９９８・６
新讃岐の文学散歩 佐々木正夫 四国新聞社 １９９８・６
写真で見る香川の歳時記３６５日 四国新聞社 ２０００・１０
月夜のふしぎ道 上崎 美惠子 作 小峰書店 1996.6
ふしぎ村へようこそ 木暮 正夫 作 小峰書店 1994.7
トランプ占い 松谷 みよ子 作 小峰書店 1997.1
木の精こだま物語 北村 けんじ 作 小峰書店 1991.8
りえの森の旅 武鹿 悦子 作 小峰書店 1990.7
りえの星の旅 武鹿 悦子 作 小峰書店 1991.12
りえの海の旅 武鹿 悦子 作 小峰書店 1993.1
白い犬の大きなおくりもの 堀内 純子 作 小峰書店 1994.1
ブナ林の天狗さま 岸 武雄 作 小峰書店 1995.9
えり子と白い花の森 堀内 純子 作 小峰書店 1995.11
くらやみの物語 武鹿 悦子 著 小峰書店 1997.8
双姫湖のコッポたち 松原 由美子 作 小峰書店 1998.1
人魚亭夢物語 村山 早紀 作 小峰書店 1999.8
へんしんタヌキのふしぎなちから 佐和 夏子 作 金の星社 1992.11
バスにのってはじめてのおつかい としま かをり 作 金の星社 1991.12



くすりやさんにきたおばけ 山本 和子 作 金の星社 1991.12
こうさぎの白いコート スクレビッキー 作 金の星社 1991.9
ほんとにほんとの１ねんせい 鈴木 喜代春 作 金の星社 1990.12
きつねのクリーニングや大あわて 三田村 信行 作 金の星社 1990.3
だだっ子みきちゃん１ねんせい 岡 信子 作 金の星社 1990.4
へんしんタヌキのかくれんぼ 佐和 夏子 作 金の星社 1990.2
でんたくなんかバイバイだ 高橋 昭 作 金の星社 1989.1
わたしはのらねこてんこうせい 北村 けんじ 作 金の星社 1989.6
あしたはいいな１ねんせい 生源寺 美子 作 金の星社 1988.12
がっこうにまじょがいた！？ Ｍ・シャーマット 作 金の星社 1987.1
おばけたろうは１ねんせい 大川 悦生 作 金の星社 1987.3
きつねのクリーニングや 三田村 信行 作 金の星社 1986.12
大きな大きなおんなの子 上崎 美恵子 作 金の星社 1987.12
グッバイ、ぼくだけの幽霊（ゴースト） 広瀬 寿子 作 ポプラ社 1998.3
恐怖の１３時間 三田村 信行 作 ポプラ社 1997.7
６月６日のゴースト 千世 まゆ子 作 ポプラ社 1997.4
ネコマタのおばばと異次元の森 香月 日輪 作 ポプラ社 1997.4
鬼丸くんの怪奇ファイル 石崎 洋司 作 ポプラ社 1997.2
忘れたらゆるさない 沢井 いづみ 作 ポプラ社 1996.11
ゆめのなかの殺人者 三田村 信行 作 ポプラ社 1996.1
悲しいくらい好きだった 薫 くみこ 作 ポプラ社 1996.9
２００年いじめ伝説 浜野 卓也 作 ポプラ社 1996.7
おばけが銀座にあつまって 木暮 正夫 作 ポプラ社 1996.7
ハッピー・バースデイ！幽霊くん さとう まきこ 作 ポプラ社 1996.6
ふたりは友だち死んでも友だち 那須 正幹 作 ポプラ社 1996.6
風の天使（エンジェル） 倉橋 燿子 作 ポプラ社 2000.12
少年たちの夏 横山 充男 作 ポプラ社 2000.12
となりあわせ 吉本 直志郎 作 ポプラ社 2000.5
さびしい時間（とき）のとなり 草谷 桂子 作 ポプラ社 2000.1
空に続く道 倉橋 燿子 作 ポプラ社 2000.1
教室 斉藤 栄美 作 ポプラ社 1999.12
しあわせのゆでたまご 上条 さなえ 作 ポプラ社 1999.1
小学校は宇宙ステーション 山田 理加子 作 ポプラ社 1999.6
ちょんまげ君の借金脱出大作戦 東山 えつこ 作・絵 ポプラ社 1999.1
反則先生 宇田川 優子 作 ポプラ社 1998.12
転校 斉藤 栄美 作 ポプラ社 1998.11



時をこえた約束 杉本 りえ 作 ポプラ社 1998.11
ヨースケくん 那須 正幹 作 ポプラ社 1998.9
くいしんぼ探偵団謎のお宝さがし 日向 章一郎 作 ポプラ社 1998.9
魔法使いのいた場所 杉本 りえ 作 ポプラ社 1998.5
ぼくたちの出発 倉橋 燿子 作 ポプラ社 1998.1
屋根裏のぼくのゆうれい 折原 みと 作絵 ポプラ社 1998.1
勇者の剣 ブライアン・ジェイクス 作 徳間書店 1999.7
ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 2000.9
ダレン・シャン２ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2001.1
ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2001.7
こまったさんのハンバーグ 寺村 輝夫 作 あかね書房 1983.6
こまったさんのオムレツ 寺村 輝夫 作 あかね書房 1983.11
こまったさんのコロッケ 寺村 輝夫 作 あかね書房 1987.12
こまったさんのグラタン 寺村 輝夫 作 あかね書房 1985.1
こまったさんのラーメン 寺村 輝夫 作 あかね書房 1988.12
こまったさんのサンドイッチ 寺村 輝夫 作 あかね書房 1987.2
こまったさんのシチュー 寺村 輝夫 作 あかね書房 1990.2
国際理解に役立つ世界の衣食住１０ 小峰書店 2001.4
国際理解に役立つ世界の衣食住９ 小峰書店 2001.4
国際理解に役立つ世界の衣食住８ 小峰書店 2001.4
国際理解に役立つ世界の衣食住７ 小峰書店 2001.4
国際理解に役立つ世界の衣食住６ 小峰書店 2001.4
国際理解に役立つ世界の衣食住５ 小峰書店 2001.4
国際理解に役立つ世界の衣食住３ 小峰書店 2001.4
国際理解に役立つ世界の衣食住２ 小峰書店 2001.4
国際理解に役立つ世界の衣食住１ 小峰書店 2001.4
昆虫 チャイルドコスモ 文 ポプラ社 1999.3
算数 田中 つとむ 文 ポプラ社 1999.3
科学 田中 つとむ 文 ポプラ社 1999.2
漢字 名富 さおり 文 ポプラ社 1999.2
乗り物 斎藤 辰也 文 ポプラ社 1999.1
宇宙・星座 宇田川 葉子 文 ポプラ社 1998.11
ことわざ 高橋 由美子 文 ポプラ社 1998.1
からだ 山内 ススム 文 ポプラ社 1998.1
スポーツ 藤井 エミ 文 ポプラ社 1998.9
歴史 高橋 由美子 文 ポプラ社 1998.9



カメのひみつ 宇田川 葉子 文 ポプラ社 1998.6
ザリガニのひみつ 今泉 陽子 文 ポプラ社 1998.4
小鳥のひみつ 酒井 かおる 文 ポプラ社 1998.1
ウサギ・モルモットのひみつ 川田 直美 文 ポプラ社 1997.1
ネコのひみつ 川田 直美 文 ポプラ社 1997.7
イヌのひみつ タカシ トシコ 〔ほか〕文 ポプラ社 1997.6
ハムスターのひみつ タカシ トシコ 文 ポプラ社 1997.4
水泳 ポプラ社 1997.4
器械運動 ポプラ社 1997.4
陸上競技 ポプラ社 1997.4
ボールゲーム ポプラ社 1997.4
バレーボール ポプラ社 1997.4
ソフトボール ポプラ社 1997.4
サッカー ポプラ社 1997.4
ミニバスケットボール ポプラ社 1997.4
きんたろう 西本 鶏介 文 ポプラ社 1992.3
ちからたろう 谷 真介 文 ポプラ社 1992.1
かぐやひめ 西本 鶏介 文 ポプラ社 1991.12
かもとりごんべえ 谷 真介 文 ポプラ社 1991.9
かさこじぞう 西本 鶏介 文 ポプラ社 1991.8
ねずみのすもう 谷 真介 文 ポプラ社 1991.5
おむすびころりん 西本 鶏介 文 ポプラ社 1991.6
いっすんぼうし 谷 真介 文 ポプラ社 1991.4
うらしまたろう 西本 鶏介 文 ポプラ社 1991.3
つるのおんがえし 谷 真介 文 ポプラ社 1991.2
かちかちやま 西本 鶏介 文 ポプラ社 1990.12
はなさかじじい 谷 真介 文 ポプラ社 1990.11
したきりすずめ 西本 鶏介 文 ポプラ社 1990.11
さるかに 谷 真介 文 ポプラ社 1990.1
ももたろう 西本 鶏介 文 ポプラ社 1990.1
折原みとのおいしい国のプリンセス 折原 みと 著 ポプラ社 2000.3
折原みとのきれいな国のプリンセス 折原 みと 著 ポプラ社 2000.3
千と千尋の神隠し 宮崎 駿 原作・脚本・監督 徳間書店 2001.8
千と千尋の神隠し 宮崎 駿 原作・脚本・監督 徳間書店 2001.8
千と千尋の神隠し 宮崎 駿 原作・脚本・監督 徳間書店 2001.8
ルパン三世カリオストロの城 モンキー・パンチ 原作 徳間書店 2000.12



もののけ姫　下 宮崎 駿 原作・脚本・監督 徳間書店 1997.9
もののけ姫　上 宮崎 駿 原作・脚本・監督 徳間書店 1997.9
もののけ姫　下 宮崎 駿 原作・脚本・監督 徳間書店 1997.9
もののけ姫　上 宮崎 駿 原作・脚本・監督 徳間書店 1997.9
風の谷のナウシカ　上 徳間書店 1988.3
お金の大切さがわかる本６ 永井 進 編 ポプラ社 1999.4
お金の大切さがわかる本５ 永井 進 編 ポプラ社 1999.4
お金の大切さがわかる本４ 永井 進 編 ポプラ社 1999.4
お金の大切さがわかる本３ 永井 進 編 ポプラ社 1999.4
お金の大切さがわかる本２ 永井 進 編 ポプラ社 1999.4
お金の大切さがわかる本１ 永井 進 編 ポプラ社 1999.4
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば６ ポプラ社 1996.4
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば５ ポプラ社 1996.4
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば４ ポプラ社 1996.4
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば３ ポプラ社 1996.4
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば２ ポプラ社 1996.4
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば１ ポプラ社 1996.4
国際理解にやくだつＮＨＫ地球たべもの大百科７ 谷川 彰英 監修 ポプラ社 2000.4
国際理解にやくだつＮＨＫ地球たべもの大百科６ 谷川 彰英 監修 ポプラ社 2000.4
国際理解にやくだつＮＨＫ地球たべもの大百科５ 谷川 彰英 監修 ポプラ社 2000.4
国際理解にやくだつＮＨＫ地球たべもの大百科４ 谷川 彰英 監修 ポプラ社 2000.4
国際理解にやくだつＮＨＫ地球たべもの大百科３ 谷川 彰英 監修 ポプラ社 2000.4
国際理解にやくだつＮＨＫ地球たべもの大百科２ 谷川 彰英 監修 ポプラ社 2000.4
国際理解にやくだつＮＨＫ地球たべもの大百科１ 谷川 彰英 監修 ポプラ社 2000.4
とべないホタル９ 小沢 昭巳 作 ハート出版 1997.6
とべないホタル８ 小沢 昭巳 作 ハート出版 1996.6
とべないホタル７ 小沢 昭巳 作 ハート出版 1995.6
とべないホタル６ 小沢 昭巳 作 ハート出版 1994.6
とべないホタル５ 小沢 昭巳 作 ハート出版 1993.8
とべないホタル４ 小沢 昭巳 作 ハート出版 1992.8
とべないホタル３ 小沢 昭巳 作 ハート出版 1992.3
とべないホタル２ 小沢 昭巳 作 ハート出版 1991.5
とべないホタル 小沢 昭巳 作 ハート出版 1988.12
さっちゃんの　まほうのて たばた せいいち 〔ほか〕共同制作 偕成社 1985.1
あたらしいのりものずかん いのうえ ひろかず ぶん・しゃしん 小峰書店 1993.12
あたらしいのりものずかん いのうえ ひろかず ぶん・しゃしん 小峰書店 1993.11



東京パノラマたんけん 中島 章作 絵と文 小峰書店 1996.9
おたんじょうびのおくりもの 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社 1989.11
ふゆのよるのおくりもの 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社 1990.11
パパのくれたおくりもの 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社 1991.11
ティモシーとサラのピクニック 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社 1993.11
ティモシーとサラのパーティー 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社 1995.7
ティモシーとサラときのおうち 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社 1997.12
きょうはすてきなくらげの日！ 武田 美穂 作絵 ポプラ社 1998.7
ますだくんとまいごのみほちゃん 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 1997.12
ますだくんとはじめてのせきがえ 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 1996.12
ますだくんの１ねんせい日記 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 1996.4
ますだくんのランドセル 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 1995.1
あいうえおちあいくん 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 1994.1
きょうはすてきなおばけの日！ 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 1992.5
となりのせきのますだくん 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 1991.11
ふしぎのおうちはドキドキなのだ 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 1991.4
スーパー仮面はつよいのだ 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 1989.12
マルチ英語絵カードＢセット 文溪堂
マルチ英語絵カードＡセット 文溪堂
英語の歌と活動アイデア 文溪堂 2001.11
楽しい掲示板＆クイズ 久住加代子 東山書房 2001.6
お金について考える４ 武長 脩行 監修 鈴木出版 2002.1
お金について考える３ 武長 脩行 監修 鈴木出版 2002.1
お金について考える２ 武長 脩行 監修 鈴木出版 2001.11
お金について考える１ 武長 脩行 監修 鈴木出版 2001.11
お金のことがわかる本４ マーガレット・ホール 著 文渓堂 2002.3
お金のことがわかる本３ マーガレット・ホール 著 文渓堂 2002.3
お金のことがわかる本２ マーガレット・ホール 著 文渓堂 2002.3
お金のことがわかる本１ マーガレット・ホール 著 文渓堂 2002.3
さぬきのおもしろ国語集 香川県方言研究同好会　編 松林社 1991
さぬきのおもしろ国語集 香川県方言研究同好会　編 松林社 1991
地球をまもるみんなの環境学習実践集３ 中川 志郎 監修 岩崎書店 1999.4
家のまわりで見られる鳥５０種 叶内拓哉 岩崎書店 2002.4
小学生の環境見学シリーズ３ 佐島 群巳 監修 ポプラ社 2002.4
ドラえもん英語学習辞典 五島 正一郎 編 小学館 2001.4
ドラえもん英語学習辞典 五島 正一郎 編 小学館 2001.4



三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
昆虫 小池 啓一 〔ほか〕指導・執筆 小学館 2002.7
植物 門田 裕一 監修 小学館 2002.7
恐竜 富田 幸光 監修 小学館 2002.7
動物 三浦 慎悟 〔ほか〕指導・執筆 小学館 2002.7
たべもの教室１０ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 1989.2
たべもの教室７ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 1988.1
たべもの教室６ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 1988.4
たべもの教室５ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 1988.3
たべもの教室１ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 1987.1
盲導犬クイールの一生 石黒謙吾　文　秋元良平　写真 文藝春秋 2001.4
かいけつゾロリのきょうふの宝さがし 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1999.7
かいけつゾロリの大金もち 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1998.7
かいけつゾロリちきゅうさいごの日 原 ゆたか さく・え ポプラ社 1999.12
かいけつゾロリぜったいぜつめい 原 ゆたか さく・え ポプラ社 2000.12
カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文 農山漁村文化協会 2001.1
水辺の虫の飼いかた 海野 和男 文・写真 偕成社 1999.3
虹の谷のスーパーマーケット 池川 恵子 作 ひくまの出版 2001.3
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1



三省堂例解小学漢字辞典 林 四郎 編 三省堂 2002.1
ドラえもん英語学習辞典 五島 正一郎 編 小学館 2001.4
ドラえもん英語学習辞典 五島 正一郎 編 小学館 2001.4
ドラえもん英語学習辞典 五島 正一郎 編 小学館 2001.4
ドラえもん英語学習辞典 五島 正一郎 編 小学館 2001.4
葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア 作 童話屋 1998.1
ぼく、とうふやの営業部長です 小川 陽子 著 ポプラ社 1998.3
ペットはぼくの家族 マルコ・ブルーノ 著 ポプラ社 1998.2
ペットはぼくの家族 マルコ・ブルーノ 著 ポプラ社 1998.2
サルが山からおりてきた 佐藤 一美 著 ポプラ社 1994.12
まけるなしんちゃん 東海林 のり子 著 ポプラ社 1995.1
ぼく、目が見えなくても富士山を撮る 伊志井 桃雲 著 ポプラ社 1997.11
フィールドワークで総合学習自然・環境体験シリーズ４ 松井　孝　著 金の星社 2001.3
フィールドワークで総合学習自然・環境体験シリーズ４ 松井　孝　著 金の星社 2001.3
ケナフの絵本 ちば こうぞう へん 農山漁村文化協会 1999.4
はじめての飼育と栽培１ 生活科を創る会 編 小峰書店 1993.2
だんごむし 生活科を創る会 編 小峰書店 1993.2
近所の虫の飼いかた（２） 海野 和男 文・写真 偕成社 1999.3
近所の虫の飼いかた（１） 海野 和男 〔ほか〕文・写真 偕成社 1998.11
虫を採る・虫を飼う・標本をつくる 海野 和男 文・写真 偕成社 1998.3
雑木林の虫の飼いかた 海野 和男 〔ほか〕文・写真 偕成社 1998.7
虫さがし 海野 和男 文・写真 偕成社 1998.3
しらんぷり 梅田 俊作 作・絵 ポプラ社 1997.6
うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上 八千世 文 ほるぷ出版 2000.1
うんこダスマン 村上 八千世 文 ほるぷ出版 2001.11
ＮＨＫ週刊こどもニュースよくわかる経済１ 池上 彰 著 汐文社 2001.1
ＮＨＫ「週刊こどもニュース」で学ぼう４ 池上 彰 編著 汐文社 ２００１・５
ＮＨＫ「週刊こどもニュース」で学ぼう　３ 池上 彰 編著 汐文社 １９９９・７
ＮＨＫ「週刊こどもニュース」で学ぼう　２ 池上 彰 編著 汐文社 １９９９・７
ＮＨＫ「週刊こどもニュース」で学ぼう１ 池上 彰 編著 汐文社 ２００２・５
はたらく自動車１００点 講談社 ２００２・５
はたらくのりもの１００点 講談社 1998.9
さくらがさいた！ 木暮 正夫 著 ポプラ社 ２００１・４
バレエをおどりたかった馬 Ｈ・ストルテンベルグ 作 福音館書店 1999.1
虹の谷のスーパーマーケット 池川 恵子 作 ひくまの出版 2001.3
ぼくのクジラ キャサリン・スコウルズ 作 文研出版 2001.9



ぼくのクジラ キャサリン・スコウルズ 作 文研出版 2001.9
カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文 農山漁村文化協会 2001.1
盲導犬ミントの子守歌 星野 有史 著 ポプラ社 2000.3
盲導犬ボランティア物語 長谷島 妙子 著 ポプラ社 2000.5
だんまりこおろぎ エリック＝カール さく 偕成社 ２００１・１０
はらぺこあおむし エリック＝カール さく 偕成社 1989
かぜひきたまご 舟崎 克彦 文 講談社 2001.12
パパ、お月さまとって！ エリック＝カール さく 偕成社 1990
プーのはちみつとり Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982.6
プーあなにつまる・ふしぎなあしあと Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982.6
イーヨーのたんじょうび Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982.6
カンガとルー　森にくる Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982.6
プーのほっきょくたんけん Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982.9
コブタと大こうずい Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982.9
プーのたのしいパーティー Ａ．Ａ．ミルン さく 岩波書店 1982.9
ひとしずくの水 ウォルター・ウィック 作 あすなろ書房 1998.6
むしたちのうんどうかい 得田 之久 文 童心社 2001.9
むしたちのうんどうかい 得田 之久 文 童心社 2001.9
かいけつゾロリのめいたんていとうじょう 原 ゆたか さく・え ポプラ社 2000.7
だいじょうぶだいじょうぶ いとう ひろし 作・絵 講談社 1995.1
かいけつゾロリのきょうふのカーニバル 原 ゆたか さく・え ポプラ社 2001.7
９００回のありがとう 綾野 まさる 著 ポプラ社 1994.3
９００回のありがとう 綾野 まさる 著 ポプラ社 1994.3
アンソニー 茂市 久美子 作 あかね書房 2001.9
アンソニー 茂市 久美子 作 あかね書房 2001.9
ヤギになっちゃうぞ 最上 一平 さく 新日本出版社 2001.1
ヤギになっちゃうぞ 最上 一平 さく 新日本出版社 2001.1
よみがえれ白いライオン マイケル・モーパーゴ 作 評論社 2001.2
けんかのきもち 柴田 愛子 文 ポプラ社 2001.12
けんかのきもち 柴田 愛子 文 ポプラ社 2001.12
ねこたち町 わしお としこ 文 アリス館 2001.7
ねこたち町 わしお としこ 文 アリス館 2001.7
よみがえれ白いライオン マイケル・モーパーゴ 作 評論社 2001.2
少女が運んだ中国民話 松谷 みよ子 編著 星の環会 2001.4
キムさんの韓国民話 野村 敬子 編 星の環会 2001.4
オリーブかあさんのフィリピン民話 野村 敬子 編著 星の環会 2001.4



語りおじさんのベトナム民話 坂入 政生 編・語り 星の環会 2001.4
語りおばさんのインドネシア民話 杉浦 邦子 編・語り 星の環会 2001.4
チュ・ママの台湾民話 野村 敬子 編著 星の環会 2001.4
ざわざわ森のがんこちゃんいじわるバンバン 末吉 暁子 文 講談社 1997.8
ざわざわ森のがんこちゃんたまごの子もり 末吉 暁子 文 講談社 2002.4
ざわざわ森のがんこちゃん学校へいくのいや 末吉 暁子 文 講談社 1998.2
ざわざわ森のがんこちゃんあたらしいおともだち 末吉 暁子 文 講談社 1997.4
ざわざわ森のがんこちゃん学校おばけのなぞ 末吉 暁子 文 講談社 1998.12
ざわざわ森のがんこちゃんおかあさんきらい 末吉 暁子 文 講談社 1998.8
そのまんま料理カード第３集幼児食編 酒井治子 群羊社 ２００２・１１
音の地理 清水幸男 山川出版社 2001
やまのやまびこ つちだ のぶこ 文・絵 偕成社 2002.1
みんなでつくる紙芝居１　基本的生活習慣 ぱすてる書房 ２００２・９
クイズでＴＲＹ！カラダにおいしい学習材 石黒幸司 東山書房 ２００２・１
わくわく保健委員会 飯尾愛子　文 ぱすてる書房 ２００１・１
からだとこころの教室２ 石黒幸司 東山書房 ２００３・１
しっかり食べよう朝食 小川万紀子 少年写真新聞社 ２００２・６
朝ごはん大好き子どもに人気のカンタン朝ごはん 食べ物文化編集部　編 芽ばえ社 ２００２・５
たのしくすすめるチャイルドダイエット 永井成美 東山書房 ２００２・２
でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬 なおかた 作・絵 ひさかたチャイルド 2002.1
ティモシーとサラのとりかえっこ 芭蕉みどり ポプラ社 ２００１・５
からだから出る「きたないもの」研究 ぱすてる書房 ２００２・７
こころとからだのダイエット 永井成美 東山書房 ２００２・４
探検！よい歯と体の健康迷路 石黒幸司 東山書房 ２００２・６
クイズ１００選　楽しい歯と口の学習材 石黒幸司 東山書房 ２０００・８
クイズで覚える掲示板 久住加代子 東山書房 ２００２・１
にんきものをめざせ！ 森 絵都 文 童心社 2001.4
とうさんの家庭訪問 依田 逸夫 作 ポプラ社 1999.11
また会おうね、グランパ 依田 逸夫 作 ポプラ社 2001.2
あみぐるみとあみぐる小物 高森 共子 著 フレーベル館 1999.1
ビーズのカラフル小物 岩井 遊子 著 フレーベル館 1999.11
ねずみくんとゆきだるま なかえ よしを 作 ポプラ社 2001.1
バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 1996.12
やまねのネンネ どい かや 作・絵 ＢＬ出版 2002.2
おおきいツリーちいさいツリー ロバート・バリー さく 大日本図書 2000.1
うちにかえったガラゴ 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 2002.6



生まれてきてくれてありがとう 鈴木 せい子 作 ぱすてる書房 2002.3
学研の英語ずかん　６ 学研 2000.3
学研の英語ずかん　５ 羽鳥 博愛 監修 学研 2000.3
学研の英語ずかん　４ 学研 2000.3
学研の英語ずかん　３ 羽鳥 博愛 監修 学研 2000.3
学研の英語ずかん　２ 学研 2000.3
学研の英語ずかん　１ 学研 2000.3
かいけつゾロリのじごくりょこう 原 ゆたか さく・え ポプラ社 2002.12
魔女からの手紙 角野 栄子 著 ポプラ社 1997.11
鳥 上田 恵介 監修 小学館 2002.11
フィールドワークで総合学習自然・環境体験シリーズ５ 金の星社 2001.3
フィールドワークで総合学習自然・環境体験シリーズ１ 金の星社 2001.3
ハニーが盲導犬になるまで キャロライン・アーノルド 文 国土社 2001.1
カタカナあいうえお 学研 1998.6
九九パーフェクトゲームブック５ このみ ひかる 作 大日本図書 1996.2
九九パーフェクトゲームブック４ このみ ひかる 作 大日本図書 1996.2
九九パーフェクトゲームブック３ このみ ひかる 作 大日本図書 1996.2
九九パーフェクトゲームブック２ このみ ひかる 作 大日本図書 1996.2
九九パーフェクトゲームブック１ このみ ひかる 作 大日本図書 1996.2
おはなしぽっちり４ もりやま みやこ さく 小峰書店 1989.6
おはなしぽっちり３ もりやま みやこ さく 小峰書店 1989.6
おはなしぽっちり２ もりやま みやこ さく 小峰書店 1989.6
おはなしぽっちり１ もりやま みやこ さく 小峰書店 1989.6
どうぶつ村のごちそうごよみふゆ たちばな さきこ さく あかね書房 1996.11
どうぶつ村のごちそうごよみあき たちばな さきこ さく あかね書房 1996.9
どうぶつ村のごちそうごよみなつ たちばな さきこ さく あかね書房 1997.6
どうぶつ村のごちそうごよみはる たちばな さきこ さく あかね書房 1997.2
リモコンのふしぎ 大竹 三郎 ぶん・しゃしん 大日本図書 2002.3
やさいだいすき！ 吉田 企世子 ぶん 大日本図書 2002.3
雲のかたちで天気がわかる 新田 尚 ぶん 大日本図書 2002.3
ねことあそぼう 太田 さゆり ぶん・え 大日本図書 2001.12
夜のほうもんしゃ 鈴木 欣司 ぶん・しゃしん 大日本図書 2002.1
どうぶつのおっぱい わしお としこ 構成・文 アリス館 1996.3
どうぶつの耳 わしお としこ 構成・文 アリス館 1995.12
どうぶつの口 わしお としこ 構成・文 アリス館 1995.9
どうぶつのはな わしお としこ 構成・文 アリス館 1995.3



どうぶつの目 わしお としこ 構成・文 アリス館 1994.7
ゆめがかなう魔法のおうち 薫 くみこ 作 ポプラ社 2001.5
ぼくは未来（あした）の七冠王 竹田 まゆみ 作 ポプラ社 2001.6
４年１組気になる男の子（あのこ） 沢井 いづみ 作 ポプラ社 2000.3
１０ｔｈバースデイは運命の日！？ 大原 興三郎 作 ポプラ社 1998.7
だめねこのいっしょけんめい 森山 京 作 ポプラ社 1999.4
おおどろぼうさんと空とぶ自転車 薫 くみこ 作 ポプラ社 2001.11
きょうは母子（おやこ）ゲンカの日 高山 栄子 作 ポプラ社 1998.12
もも＆ピーマンのきょうからヒミツの名探偵！ いそ みゆき 作 ポプラ社 1999.1
もも＆ピーマンのなぞの算数ゆうかい事件！ いそ みゆき 作 ポプラ社 1999.1
王さまのふしぎチョコレート たかしま なおみ 作 ポプラ社 2000.9
王さまのびっくりピザ たかしま なおみ 作 ポプラ社 1999.9
王さまのまほうカレー たかしま なおみ 作 ポプラ社 2001.9
王さまわがままケーキ たかしま なおみ 作 ポプラ社 1998.1
ねこじゃら商店へいらっしゃい 富安 陽子 作 ポプラ社 1999.5
にんきもののはつこい 森 絵都 文 童心社 2001.4
にんきもののねがい 森 絵都 文 童心社 1998.1
にんきもののひけつ 森 絵都 文 童心社 1998.1
フラワー＊エブリデイ 内野 公美子 著 フレーベル館 2001.2
雑貨＆インテリアレッスン 沢入 美佳 著 フレーベル館 2000.12
気ままにハッピーバッグ キリク 著 フレーベル館 2000.1
手作りフェルトのあったか小物 近藤 美恵子 著 フレーベル館 2000.1
サッカー フレーベル館 1997.12
海づり フレーベル館 1997.11
まんがで学習　ことわざ事典５ 吉田 ゆたか 著 あかね書房 1985.2
まんがで学習　ことわざ事典４ 吉田 ゆたか 著 あかね書房 1984.1
まんがで学習　ことわざ事典３ 吉田 ゆたか 著 あかね書房 1985
まんがで学習　ことわざ事典２ 吉田 ゆたか 著 あかね書房 1985
まんがで学習　ことわざ事典１ 吉田 ゆたか 著 あかね書房 1985
にじいろのさかなとおおくじら マーカス・フィスター 作 講談社 1999.1
にじいろのさかなしましまをたすける！ マーカス・フィスター 作 講談社 1997.1
にじいろのさかな マーカス・フィスター 作 講談社 1995.11
パパはウルトラセブン みやにし たつや 作・絵 学研 1999.11
帰ってきたおとうさんはウルトラマン みやにし たつや 作絵 学研 1997.6
おとうさんはウルトラマン／おとうさんの休日 みやにし たつや 作・絵 学研 1999.6
おとうさんはウルトラマン みやにし たつや 作絵 学研 1996.6



ひとりでできるもん！１０ 金の星社 1994.12
ひとりでできるもん！９ 金の星社 1994.12
ひとりでできるもん！８ 金の星社 1994.12
ひとりでできるもん！７ 金の星社 1994.12
ひとりでできるもん！６ 金の星社 1994.12
ひとりでできるもん！５ 金の星社 1993.3
ひとりでできるもん！４ 金の星社 1993.3
ひとりでできるもん！３ 金の星社 1993.3
ふしぎふしぎ２００ ふしぎ新聞社 編・著 福音館書店 2001.11
闇のレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2001.12
ケイタイ電話レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2001.12
七不思議レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2001.7
うらめしやレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2001.7
魔界レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2001.1
がい骨レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2001.1
あの世レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2001.1
呪いのレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 2000.6
地名のひみつパート２ 国松 俊英 文 岩崎書店 2002.4
人名のひみつパート２ 国松 俊英 文 岩崎書店 2002.3
行事の名前のひみつ 国松 俊英 文 岩崎書店 2002.2
たべものの名前のひみつ 国松 俊英 文 岩崎書店 2001.12
のりものの名前のひみつ 国松 俊英 文 岩崎書店 2001.1
道具の名前のなぞ 国松 俊英 文 岩崎書店 2000.3
スポーツの名前のなぞ 国松 俊英 文 岩崎書店 2000.3
生きものの名前のなぞ 国松 俊英 文 岩崎書店 2000.2
地名のひみつ 国松 俊英 文 岩崎書店 1999.12
人名のひみつ 国松 俊英 文 岩崎書店 1999.11
カナリーズ・ソング ジェニファー・アームストロング 作 金の星社 2001.12
テディベアの夜に ヴィヴィアン・アルコック 作 金の星社 2000.12
光の子がおりてきた ポーラ・フォックス 作 金の星社 2000.12
ルーム・ルーム コルビー・ロドースキー 作 金の星社 2000.12
スウィート・メモリーズ ナタリー・キンシー＝ワーノック 作 金の星社 1999.11
ハリー・ポッターと炎のゴブレット下 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 2002.11
ハリー・ポッターと炎のゴブレット上 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 2002.11
ともだちひきとりや 内田 麟太郎 作 偕成社 2002.2
ごめんねともだち 内田 麟太郎 作 偕成社 2001.3



あしたもともだち 内田 麟太郎 作 偕成社 2000.1
ともだちくるかな 内田 麟太郎 作 偕成社 1999.2
ともだちや 内田 麟太郎 作 偕成社 1998.1
シリーズいのちの授業５ 種村 エイ子 監修 ポプラ社 2002.4
シリーズいのちの授業４ 種村 エイ子 監修 ポプラ社 2002.4
シリーズいのちの授業３ 種村 エイ子 監修 ポプラ社 2002.4
シリーズいのちの授業２ 種村 エイ子 監修 ポプラ社 2002.4
シリーズいのちの授業１ 種村 エイ子 監修 ポプラ社 2002.4
肥後の石工 今西 祐行 作 講談社 1997
チロと秘密の男の子 河原 潤子 作 あかね書房 2000.11
こまったさんのハンバーグ 寺村 輝夫 作 あかね書房 1983.6
だいくとおにろく 今西 祐行 文 フレーベル館 1995.12
ちからたろう 西本 鶏介 文 フレーベル館 1997.1
龍の子太郎 松谷みよ子　作 講談社 2001.4
悲劇の少女アンネ シュナーベル 著 偕成社 1991.6
肥後の石工 今西　祐行　作 講談社 1997.4
ノートルダムの鐘 〔ユーゴー 原作〕 偕成社 1999.1
少年たちの夏 横山 充男 作 ポプラ社 2000.12
つりばしゆらゆら もりやま みやこ 作 あかね書房 2001.4
先生のピアノが歌った 矢崎 節夫 著 ポプラ社 2001.4
行ってみたいなあんな国こんな国２ 東 菜奈 作 岩崎書店 1999.4
行ってみたいなあんな国こんな国３ 東 菜奈 作 岩崎書店 1999.4
先生は魔法つかい？ オトフリート＝プロイスラー 作 偕成社 1993.11
先生は魔法つかい？ オトフリート＝プロイスラー 作 偕成社 1994.8
さよなら　おじいちゃん・・・・・ぼくは　そっといった エルフイー・ドネリー　作 さ・え・ら書房 2000.11
ゆずちゃん 肥田 美代子 作 ポプラ社 2000.1
こども世界の民話　下 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社 1995.12
こども世界の民話　上 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社 1995.12
さんねん峠 李 錦玉 作 岩崎書店 1996.7
トルストイの民話 トルストイ 作 偕成社 1996.11
ぞうの王子 フラヴィア・ウィードゥン 絵 評論社 1996.3
さんまいのおふだ 松谷 みよ子 〔作〕 童心社 1993.11
ともだちは海のにおい 工藤 直子 作 理論社 2001.6
げんきをだしてウィリアム ヒッテ・スペー 作 金の星社 2001.5
どんなにきみがすきだかあててごらん サム・マクブラットニィ ぶん 評論社 1995.1
ぼくらさんびきぼうけんたい ヘルメ・ハイネ 作 小学館 1997.8



ふくろうくん アーノルド・ローベル 作 文化出版局 2000.9
手塚治虫 小野 耕世 著 ブロンズ新社 1989.1
自由のたびびと南方熊楠 三田村 信行 作 ＰＨＰ研究所 1992.9
自由のたびびと南方熊楠 三田村 信行 作 ＰＨＰ研究所 1992.9
杉原千畝物語 杉原 幸子 著 金の星社 2001.4
杉原千畝物語 杉原 幸子 著 金の星社 2001.4
手塚治虫 小野 耕世 著 ブロンズ新社 1995.8
くらかけ山の熊 立松 和平 作 フレーベル館 1997.7
くらかけ山の熊 立松 和平 作 フレーベル館 1997.7
風にのってきたメアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作 岩波書店 2000.7
うぐいす 安房 直子 文 小峰書店 1995.1
うぐいす 安房 直子 文 小峰書店 1995.1
きょうりゅうが学校にやってきた アン・フォーサイス 作 金の星社 2001.2
お母さん、ひらけゴマ！ 西本 鶏介 作 ポプラ社 1997.8
お母さん、ひらけゴマ！ 西本 鶏介 作 ポプラ社 1997.8
小さな男の子の旅 エーリヒ・ケストナー 著 小峰書店 1996.1
小さな男の子の旅 エーリヒ・ケストナー 著 小峰書店 1996.1
お手玉いくつ 長崎 源之助 作 教育画劇 1996.12
お手玉いくつ 長崎 源之助 作 教育画劇 1996.12
ふたりのイーダ 松谷 みよ子 作 講談社 1980
かずのえほん１・２・３ 五味 太郎 作 絵本館 2000.9
ことばのえほんあいうえお 五味 太郎 作 絵本館 2001.5
かたち 五味 太郎 作 絵本館 2001.5
みず 五味 太郎 作 絵本館 2000.2
ひ 五味　太郎　作 絵本館 2000.8
おかあさん 五味 太郎 作 絵本館 2000.7
あかちゃん 五味 太郎 作 絵本館 1997.9
ながいながい 五味 太郎 作 絵本館 2001.2
たかいたかい 五味 太郎 作 絵本館 2000.9
きもの 五味　太郎　作 絵本館 1997.6
のりもの 五味　太郎　作 絵本館 2001.2
わかったさんのマドレーヌ 寺村 輝夫 作 あかね書房 2001.5
わかったさんのクレープ 寺村 輝夫 作 あかね書房 2001.5
わかったさんのショートケーキ 寺村 輝夫 作 あかね書房 2001.5
わかったさんのアイスクリーム 寺村 輝夫 作 あかね書房 2001.6
わかったさんのプリン 寺村 輝夫 作 あかね書房 2001.6



わかったさんのホットケーキ 寺村 輝夫 作 あかね書房 2001.4
わかったさんのアップルパイ 寺村 輝夫 作 あかね書房 2000.12
わかったさんのドーナツ 寺村 輝夫 作 あかね書房 2001.6
わかったさんのシュークリーム 寺村 輝夫 作 あかね書房 2001.6
わかったさんのクッキー 寺村 輝夫 作 あかね書房 2000.6
「食」で総合学習みんなで調べて作って食べよう！５ 金の星社 2001.3
「食」で総合学習みんなで調べて作って食べよう！４ 金の星社 2001.3
「食」で総合学習みんなで調べて作って食べよう！３ 金の星社 2001.3
「食」で総合学習みんなで調べて作って食べよう！２ 金の星社 2001.3
「食」で総合学習みんなで調べて作って食べよう！１ 金の星社 2001.3
バグズ・ライフ Ｊ・コーマン 作 偕成社 1999.4
バンビ 〔フェリックス・ザルテン 原作〕 偕成社 1999.11
ジャングル・ブック 〔ラドヤード・キプリング 原作〕 偕成社 1999.4
シンデレラ 〔シャルル・ペロー 原作〕 偕成社 1999.4
ピノキオ 〔カルロ・コッローディ 原作〕 偕成社 1998.12
王様の剣 〔Ｔ・Ｈ・ホワイト 原作〕 偕成社 1998.11
ムーラン デュボウスキー 作 偕成社 1998.9
くまのプーさん 〔Ａ・Ａ・ミルン 原作〕 偕成社 1998.9
オリバー ジャン・カー 作 偕成社 1998.8
ふしぎの国のアリス 〔ルイス・キャロル 原作〕 偕成社 1998.5
ダンボ 橘高 弓枝 文 偕成社 1998.5
白雪姫 〔グリム 原作〕 偕成社 1997.12
Ａｌａｄｄｉｎジャファーの逆襲 橘高 弓枝 文 偕成社 1997.11
リトル・マーメイド 〔ハンス・クリスチャン・アンデルセン 原作〕 偕成社 1997.11
ヘラクレス デュボウスキー 作 偕成社 1997.7
眠れる森の美女 〔シャルル・ペロー 原作〕 偕成社 1997.9
ポカホンタス インゴリア 作 偕成社 1997.9
盗賊王の伝説 橘高 弓枝 文 偕成社 1997.6
アラジン 橘高 弓枝 文 偕成社 2000.1
１０１匹わんちゃん 橘高 弓枝 文 偕成社 2000.3
トイ・ストーリー デュボウスキー 作 偕成社 1999.1
森のスケーターヤマネ 湊 秋作 著 文研出版 2000.9
森のスケーターヤマネ 湊 秋作 著 文研出版 2000.9
なにはともあれがんばるなかま 五味 太郎 作 絵本館 1995.1
みんなそれぞれきのいいなかま 五味 太郎 作 絵本館 1994.3
とにもかくにもすてきななかま 五味 太郎 作 絵本館 1993.2



おまたせしました２ 五味 太郎 作 絵本館 1995.6
おまたせしました 五味太郎 絵本館 1997.4
さんさんさん 五味 太郎 作 絵本館 1995.6
さんさんさん 五味太郎 絵本館 2001.4
バク・ククク 五味 太郎 作 絵本館 1993.6
ばく・くくく 五味太郎 絵本館 2000.1
さる・るるる 五味太郎 絵本館 2001.3
さる・るるる 五味太郎 絵本館 2001.3
いっぽんばしわたる 五味太郎 絵本館 ２０００・６
いっぽんばしわたる 五味 太郎 作 絵本館 1992.5
学習俳句・短歌歳時記１０ 藤森 徳秋 編 国土社 1991.3
学習俳句・短歌歳時記９ 藤森 徳秋 編 国土社 1991.3
学習俳句・短歌歳時記８ 藤森 徳秋 編 国土社 1991.3
学習俳句・短歌歳時記７ 藤森 徳秋 編 国土社 1991.3
学習俳句・短歌歳時記６ 藤森 徳秋 編 国土社 1991.3
学習俳句・短歌歳時記５ 藤森 徳秋 編 国土社 1991.3
学習俳句・短歌歳時記４ 藤森 徳秋 編 国土社 1991.3
学習俳句・短歌歳時記３ 藤森 徳秋 編 国土社 1991.3
学習俳句・短歌歳時記２ 藤森 徳秋 編 国土社 1991.3
学習俳句・短歌歳時記１ 藤森 徳秋 編 国土社 1991.3
行ってみたいなあんな国こんな国５ 東 菜奈 作 岩崎書店 1999.4
行ってみたいなあんな国こんな国４ 東 菜奈 作 岩崎書店 1999.4
行ってみたいなあんな国こんな国１ 東 菜奈 作 岩崎書店 1999.4
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 2001.7
たのしい室内あそび１０ 竹井 史郎 著 小峰書店 2000.2
たのしい室内あそび９ 竹井 史郎 著 小峰書店 2000.2
たのしい室内あそび８ 竹井 史郎 著 小峰書店 2000.2
たのしい室内あそび７ 竹井 史郎 著 小峰書店 2000.2
たのしい室内あそび６ 竹井 史郎 著 小峰書店 2000.2
たのしい室内あそび５ 竹井 史郎 著 小峰書店 2000.2
たのしい室内あそび４ 竹井 史郎 著 小峰書店 2000.2
たのしい室内あそび３ 竹井 史郎 著 小峰書店 2000.2
たのしい室内あそび２ 竹井 史郎 著 小峰書店 2000.2
たのしい室内あそび１ 竹井 史郎 著 小峰書店 2000.2
バーバパパのなつやすみ アーネット・チゾン　タラス・テイラー作 講談社 1992
バーバパパのしまづくり アネット・テイラー　タラス・テイラー作 講談社 1992



バーバパパのプレゼント アネット・テイラー　タラス・テイラー作 講談社 ２０００，１０
バーバパパのだいサーカス アネット・テイラー　タラス・テイラー作 講談社 1999.12
バーバパパのがっこう アネット・テイラー　タラス・テイラー作 講談社 1999.11
バーバパパのはこぶね アネット・テイラー　タラステイラー 講談社 1999.1
バーバパパのいえさがし アネット・チゾン　タラス・テイラー作 講談社 2000.7
ばーばぱぱたびにでる アネット・チゾン　タラス・テイラー作 講談社 2000.4
からだなんでも相談室 坂井　建雄 小学館 2000.9
からだなんでもクイズ 坂井　建雄 小学館 1998.11
栄養と健康 坂井　建雄 小学館 2001.6
成長とたん生 坂井　建雄 小学館 1998.11
脳のはたらき 坂井　建雄 小学館 1996.7
からだのしくみ 坂井　建雄 小学館 2000.7
血液の流れ 坂井　建雄 小学館 2001.6
食べ物の消化 坂井　建雄 小学館 2001.2
学校でできるアイデアスポーツ２１２ 日本レクリエーション協会 編著 学研 2001.2
学校でできるアイデアスポーツ２１２ 日本レクリエーション協会 編著 学研 2001.2
学校でできるアイデアスポーツ２１２ 日本レクリエーション協会 編著 学研 2001.2
学校でできるアイデアスポーツ２１２ 日本レクリエーション協会 編著 学研 2001.2
レインボー和英辞典 羽島博愛　監修 学習研究社 1997
レインボー和英辞典 羽島博愛　監修 学習研究社 1997
レインボー和英辞典 羽島博愛　監修 学習研究社 1997
レインボー英和辞典 羽島博愛　監修 学習研究社 1997
レインボー英和辞典 羽島博愛　監修 学習研究社 1997
レインボウ英和辞典 羽島博愛　監修 学習研究社 1997
世界遺産ふしぎ探検大図鑑 小学館 2001.7
世界遺産ふしぎ探検大図鑑 小学館 2001.7
世界遺産ふしぎ探検大図鑑 小学館 2001.7
世界遺産ふしぎ探検大図鑑 小学館 2001.7
世界遺産ふしぎ探検大図鑑 小学館 2001.7
世界遺産ふしぎ探検大図鑑 小学館 2001.7
いないいないばあ 松谷 みよ子 文 童心社 1990
いないいないばあ 松谷 みよ子 文 童心社 1990
科学者レイチェル・カーソン 小手鞠 るい 著 理論社 1997.11
科学者レイチェル・カーソン 小手鞠 るい 著 理論社 1997.11
先生のピアノが歌った 矢崎 節夫 著 ポプラ社 1996.8
少年たちの夏 横山　充男作 ポプラ社 2001.4



チロと秘密の男の子 河原　潤子作 あかね書房 2001.4
ぼくらは知床探検隊 関屋敏隆作 岩崎書店 2000
ぼくらは知床探検隊 関屋敏隆 岩崎書店 2000
アディオスぼくの友だち 上條　さなえ作 学習研究社 2001.5
アディオスぼくの友だち 上條　さなえ作 学習研究社 2001.5
ソリちゃんのチュソク イ・オクベ作 セーラー出版 2001.4
ソリちゃんのチュソク イ・オクベ作 セーラー出版 2001.4
かさぶたくん やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 2000.1
かさぶたくん やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 2000.1
バンザイ！なかやまくん 太田　京子作 草炎社 2001.5
バンザイ！なかやまくん 太田　京子作 草炎社 2001.5
でこちゃん つちだ　のぶこ作 ＰＨＰ研究所 2001.5
でこちゃん つちだ　のぶこ作 ＰＨＰ研究所 2001.5
折原みとのお菓子の国のプリンセス 折原 みと 著 ポプラ社 1999.1
ポップアップ人体えほん デビッド・ホーコック 作 ポプラ社 1998
ふところにいだく生命の水・富士の自然 近田 文弘 著 大日本図書 1994.12
おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作 徳間書店 1994.6
サッコがいく 泉 啓子 作 童心社 1994.8
ざしきわらし一郎太の修学旅行 柏葉 幸子 作 あかね書房 1999.6
英語で話そう５ 渡邉 寛治 著 ポプラ社 1998.4
やぶかのはなし 栗原 毅 ぶん 福音館書店 1994.5
おばあちゃんがいるといいのにな 松田 素子 作 ポプラ社 1994.11
塾の帰りはおばけ屋敷 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1992.2
おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作 徳間書店 1994.6
キツネ山の夏休み 富安 陽子 著 あかね書房 1994.7
ぼくは農家のファーブルだ 谷本 雄治 著 岩崎書店 1999.11
ぼくは農家のファーブルだ 谷本 雄治 著 岩崎書店 1999.11
教室 斉藤 栄美 作 ポプラ社 1999.12
学校の怪談大事典 日本民話の会学校の怪談編集委員会 著 ポプラ社 1996.4
やさしいからだのえほん１ せべ まさゆき 絵 学研 1994.3
よい歯つよい歯かわいい歯 落合 靖一 ぶん 大日本図書 1996.2
ドクター・トミーのからだの本１ 田沢 梨枝子 絵 小峰書店 1993.7
からだ 山内 ススム 文 ポプラ社 1998.1
ゆめをにるなべ 茂市 久美子 作 教育画劇 1994.9
地球のためにわたしたちにできること４ ポプラ社 1994.4
キツネ山の夏休み 富安 陽子 著 あかね書房 1994.7



ゆめをにるなべ 茂市 久美子 作 教育画劇 1994.9
おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作 徳間書店 1994.6
てりふり山の染めものや おち のりこ 作 偕成社 1995.3
あたまのミネラルだじゃれ話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1996.1
体育館であそぶ霊 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1992.12
ようこそドングリおんせんへ 北村 けんじ さく 新日本出版社 1999.1
トマトの絵本 もり としひと へん 農山漁村文化協会 1997.3
ナスの絵本 やまだ きよし へん 農山漁村文化協会 1997.3
シートンどうぶつ記１０ シートン 〔作〕 あすなろ書房 1997.1
シートンどうぶつ記９ シートン 〔作〕 あすなろ書房 1997.1
シートンどうぶつ記８ シートン 〔作〕 あすなろ書房 1996.11
シートンどうぶつ記７ シートン 〔作〕 あすなろ書房 1996.11
シートンどうぶつ記６ シートン 〔作〕 あすなろ書房 1996.9
シートンどうぶつ記５ シートン 〔作〕 あすなろ書房 1996.9
シートンどうぶつ記４ シートン 〔作〕 あすなろ書房 1996.8
シートンどうぶつ記３ シートン 〔作〕 あすなろ書房 1996.8
シートンどうぶつ記２ シートン 〔作〕 あすなろ書房 1996.6
シートンどうぶつ記１ シートン 〔作〕 あすなろ書房 1996.6
不思議を売る男 ジェラルディン・マコーリアン 作 偕成社 1998.6
黒ばらさんの七つの魔法 末吉 暁子 作 偕成社 1991.1
金のくるみ銀の星 白阪 実世子 作 偕成社 1998.12
ともだちがきた きたやま ようこ 作 あかね書房 1995.7
じんぺいの絵日記 きたやま ようこ 作 あかね書房 1993.5
こんにちは　いぬ きたやま ようこ 作 あかね書房 1991.9
こんにちは　ねこ きたやま ようこ 作 あかね書房 1991.6
こんにちはむし きたやま ようこ 作 あかね書房 1991.4
ゆうたのおとうさん きたやま ようこ 作 あかね書房 1990.4
ゆうたのおかあさん きたやま ようこ 作 あかね書房 1990.4
ゆうたとかぞく きたやま ようこ 作 あかね書房 1989.12
ゆうたのゆめをみる きたやま ようこ 作 あかね書房 1988.1
ゆうたとさんぽする きたやま ようこ 作 あかね書房 1988.1
ゆうたはともだち きたやま ようこ 作 あかね書房 1988.1
ジーク 斉藤 洋 作 偕成社 1992.4
精霊の守り人 上橋 菜穂子 作 偕成社 1996.7
闇の守り人 上橋 菜穂子 作 偕成社 1999.2
選ばなかった冒険 岡田 淳 作 偕成社 1997.4



花豆の煮えるまで 安房 直子 作 偕成社 1993.3
ながれ星のひみつ 寺村 輝夫 作 あかね書房 1998.11
サアナごうをうて 寺村 輝夫 作 あかね書房 1998.6
アイコのじゅもん 寺村 輝夫 作 あかね書房 1997.11
こおったポケット 寺村 輝夫 作 あかね書房 1997.6
うちゅう人間ケン 寺村 輝夫 作 あかね書房 1996.11
ロボット人間ポン 寺村 輝夫 作 あかね書房 1996.6
とうめい人間ジャン 寺村 輝夫 作 あかね書房 1995.11
ゆうれいせんペサ 寺村 輝夫 作 あかね書房 1995.6
かみなりトッケポ 寺村 輝夫 作 あかね書房 1994.11
はねのあるキリン 寺村 輝夫 作 あかね書房 1994.6
うらないのひみつ 寺村 輝夫 作 あかね書房 1993.11
人魚となぞの木 寺村 輝夫 作 あかね書房 1993.7
海の女王のわな 寺村 輝夫 作 あかね書房 1992.12
魔女のワナムケ 寺村 輝夫 作 あかね書房 1992.3
竜王のたからもの 寺村 輝夫 作 あかね書房 1991.9
あやうしポケット 寺村 輝夫 作 あかね書房 1991.3
あやしいほらあな 寺村 輝夫 作 あかね書房 1990.9
空とぶかいぞくせん 寺村 輝夫 作 あかね書房 1989.9
なぞのたから島 寺村 輝夫 作 あかね書房 1989.6
ドキッとこわいおばけの話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986.8
ガタガタふるえるゆうれい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1988.2
せんせいマッツァオこわーい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1997.3
あたまのビタミンなぞなぞ話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1987.9
ひざがガクガクばけもの話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1995.2
ともだちビクビクこわーい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1997.2
ちのけがヒクヒクばけもの話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1995.3
キツネとタヌキのばけばけ話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1987.11
ギャハッとゆかいなわらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986.12
こんやもワナワナばけもの話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1994.11
できたてホヤホヤおもしろ話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1987.8
ゆかいにガハガハわらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1995.11
おなかがヨジヨジわらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1996.3
ホンワカかわいいおとぼけ話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1988.1
ゲハゲハゆかいなわらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986.12
まぬけでゆかいなどろぼう話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986.9



ドカンとでっかいほらふき話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1987.2
チョビッとこわいおばけの話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986.7
おとなもブルブルようかい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1988.3
フフンなるほどなぜなぜ話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1987.12
あたまのドリンクなぞなぞ話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1996.12
クスクスゆかいなわらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986.11
せすじゾクゾクようかい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1988.3
とんちでヤッタネ！おどけもの話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1987.3
ピピッとひらめくとんち話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1987.12
これはナルホドきっちょむ話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1987.2
ブルッとこわいおばけの話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986.7
ダイコンの絵本 ささき ひさし へん 農山漁村文化協会 2000.3
キュウリの絵本 いなやま みつお へん 農山漁村文化協会 1999.3
トウモロコシの絵本 とざわ ひでお へん 農山漁村文化協会 1997.3
国際理解にやくだつ世界の遊び７ ポプラ社 1998.4
国際理解にやくだつ世界の遊び６ ポプラ社 1998.4
国際理解にやくだつ世界の遊び５ ポプラ社 1998.4
国際理解にやくだつ世界の遊び４ ポプラ社 1998.4
国際理解にやくだつ世界の遊び３ ポプラ社 1998.4
国際理解にやくだつ世界の遊び２ ポプラ社 1998.4
国際理解にやくだつ世界の遊び１ ポプラ社 1998.4
バムとケロのにちようび 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 1994.9
バムとケロのそらのたび 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 1995.1
バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 1996.12
バムとケロのおかいもの 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 1999.2
かばんうりのガラゴ 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 1997.11
学校の怪談スペシャル３ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1994.6
学校の怪談スペシャル２ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1994.3
学校の怪談スペシャル１ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1994.2
夜の理科室でわらうガイコツ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1993.2
こっくりさん、きてください 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1993.2
幽霊によばれた校長先生 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1993.1
３ばんめのトイレに花子さんがいる！？ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1992.11
真夜中のミステリー・ツアー 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1992.3
魔界からのお知らせ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1992.3
学校の七不思議 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1992.2



放送室に消えた先生 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1992.1
遠足に幽霊がついてきた 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1991.11
校庭にうかんだ墓地 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1991.1
保健室のねむり姫 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1991.9
放課後のトイレはおばけがいっぱい 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1991.8
先生にあいにくる幽霊 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 1991.8
英語で話そう４ 渡邉 寛治 著 ポプラ社 1998.4
英語で話そう３ 渡邉 寛治 著 ポプラ社 1998.4
英語で話そう２ 渡邉 寛治 著 ポプラ社 1998.4
英語で話そう１ 渡邉 寛治 著 ポプラ社 1998.4
すぐにやくだつ校内放送３６５日 ポプラ社 1993.4
すぐにやくだつ校内放送３６５日 ポプラ社 1993.4
地球のためにわたしたちにできること７ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること６ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること５ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること３ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること２ ポプラ社 1994.4
地球のためにわたしたちにできること１ ポプラ社 1994.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち８ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち７ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち６ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
ケナフの絵本 ちば こうぞう へん 農山漁村文化協会 1999.4
ほしとたんぽぽ 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版 1985.1
ふうちゃんの詩 金子 みすゞ 詩 ＪＵＬＡ出版局 1995.11
ざしきわらし一郎太の修学旅行 柏葉 幸子 作 あかね書房 1999.6
ざしきわらし一郎太の修学旅行 柏葉 幸子 作 あかね書房 1999.6
ざしきわらし一郎太の修学旅行 柏葉 幸子 作 あかね書房 1999.6
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち５ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち４ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち３ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち２ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
これなんだ？しぜんのふしぎなかたち１ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997.4
自然とあそぼう６ ポプラ社 1999.4
自然とあそぼう５ ポプラ社 1999.4
自然とあそぼう３ ポプラ社 1999.4
自然とあそぼう２ ポプラ社 1999.4



自然とあそぼう１ ポプラ社 1999.4
ボランティアわたしたちにできること８ ポプラ社 1996.4
ボランティアわたしたちにできること６ ポプラ社 1996.4
ボランティアわたしたちにできること５ ポプラ社 1996.4
ボランティアわたしたちにできること４ ポプラ社 1996.4
ボランティアわたしたちにできること３ ポプラ社 1996.4
ボランティアわたしたちにできること２ ポプラ社 1996.4
ボランティアわたしたちにできること１ ポプラ社 1996.4
２１世紀こども百科 小学館 2000.7
ヤギの絵本 まんだ まさはる へん 農山漁村文化協会 2000.3
サトウキビの絵本 すぎもと あきら へん 農山漁村文化協会 2000.3
コンニャクの絵本 うちだ しゅうじ へん 農山漁村文化協会 2000.3
ヘチマの絵本 ほり やすお へん 農山漁村文化協会 2000.3
ニワトリの絵本 やまがみ よしひさ へん 農山漁村文化協会 1999.4
カイコの絵本 きうち まこと へん 農山漁村文化協会 1999.4
アイの絵本 くさかべ のぶゆき へん 農山漁村文化協会 1999.4
ヒマワリの絵本 かねこ こうじ へん 農山漁村文化協会 1999.3
ラッカセイの絵本 すずき かずお へん 農山漁村文化協会 1999.4
イチゴの絵本 きむら まさゆき へん 農山漁村文化協会 1999.4
メロンの絵本 せこ たつお へん 農山漁村文化協会 1999.4
カボチャの絵本 いとう きみお へん 農山漁村文化協会 1999.4
ワタの絵本 ひび あきら へん 農山漁村文化協会 1998.4
ダイズの絵本 こくぶん まきえ へん 農山漁村文化協会 1998.4
ソバの絵本 またの としこ へん 農山漁村文化協会 1998.5
ムギの絵本 よしだ ひさし へん 農山漁村文化協会 1998.5
イネの絵本 やまもと たかかず へん 農山漁村文化協会 1998.4
ジャガイモの絵本 よしだ みのる へん 農山漁村文化協会 1997.3
サツマイモの絵本 たけだ ひでゆき へん 農山漁村文化協会 1997.3
おんなのこだから レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 1999.3
たいせつなとき レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 1999.1
あこがれ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 1999.8
てがみをください レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 1997.7
ゆうき レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 1999.11
じぶん レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 2000.1
たいせつなあなた レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 1999.1
たんじょうび レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 1999.2



わたしのせいじゃない レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 1997.12
しあわせ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 2000.6
あなたがすき レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 1996.12
うれしい レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 1999.7
ひとりぼっち レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 2000.1
ともだち レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 2000.5
ふしぎなともだち サイモン・ジェームズ さく 評論社 1999.4
ふしぎなともだち サイモン・ジェームズ さく 評論社 1999.4
ふしぎなともだち サイモン・ジェームズ さく 評論社 1999.4
ふしぎなともだち サイモン・ジェームズ さく 評論社 1999.4
ぼっこ 富安 陽子 作 偕成社 1998.6
カモメがおそう島 ロベルト・ピウミーニ 作 文研出版 1999.9
カモメがおそう島 ロベルト・ピウミーニ 作 文研出版 1999.9
富士山大ばくはつ かこ さとし 作 小峰書店 1999.6
富士山大ばくはつ かこ さとし 作 小峰書店 1999.6
富士山大ばくはつ かこ さとし 作 小峰書店 1999.6
富士山大ばくはつ かこ さとし 作 小峰書店 1999.6
黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース 作 福音館書店 1999.1
黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース 作 福音館書店 1999.1
ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 作 講談社 1999.6
ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 作 講談社 1999.6
ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 作 講談社 1999.6
ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 作 講談社 1999.6
ウラパン・オコサ 谷川　晃一 童心社 1999.2
ウラパン・オコサ 谷川　晃一 童心社 1999.2
ウラパン・オコサ 谷川　晃一 童心社 1999.2
ウラパン・オコサ 谷川 晃一 作 童心社 1999.2


