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書名 巻次 著者名 出版者 出版年
もしも空が落ちてきたら朝食に雲をいた
だきましょう

クーパー　エデンズ∥
作

ほるぷ出版 2006.11

夏のルール ショーン  タン∥著 河出書房新社 2014.7
親父の一番長い日 さだ／まさし∥作 サンマーク出版 2002.12
ブリキの姫 川本　真琴∥作 プレビジョン 2012.5

キツネと星
コラリー  ビック
フォード=スミス∥さ

アノニマ・スタ
ジオ

2017.12

木のぼりの詩 安野　光雅∥著 日本放送出版協 2008.11
ひとりひとり 谷川　俊太郎∥詩 成美堂出版 2009.4
闇の夜に ブルーノ  ムナーリ∥ 河出書房新社 2017.7
月のかけら かんの／ゆうこ∥さく 佼成出版社 2000.4
すばらしいこと あみ∥文 新風舎 2006.1
グリム童話で旅するドイツ・メルヘン街
道

沖島　博美∥文
ダイヤモンド・
ビッグ社

2012.11

ぼくのキュートナ 荒井／良二∥作 講談社 2001.2

旅
ロバート・ルイス・ス
ティーヴンソン∥原詩

ほるぷ出版 1991.7

もしも暗闇がこわかったら夜空に星をく
わえましょう

クーパー　エデンズ∥
作

ほるぷ出版 2006.11

老夫婦
ガブリエル・バンサン
∥絵

ブックローン出
版

1996.5

ポワン かなざわ  まゆこ∥作 出版ワークス 2015.5

えほんの丘スケッチブック
いわむら　かずお∥絵
文

講談社 2007.4

ぼくがつぼくにちぼくようび 荒井／良二∥著 平凡社 2001.8

ナイアガラの女王
Ｃ．Ｖ．オールズバー
グ∥絵と文

河出書房新社 2015.9

ラストリゾート
ロベルト　インノチェ
ンティ∥絵

ＢＬ出版 2009.9

魔笛
ミヒャエル・ゾーヴァ
∥画

講談社 2002.6

夜の絵 村山 亜土∥作 筑摩書房 2019.7
眠れるレタス姫 天野 喜孝∥絵 復刊ドットコム 2017.1

恋をするターシャ
ターシャ　テューダー
∥著

メディアファク
トリー

2007.2

木に持ちあげられた家 テッド  クーザー∥作
スイッチ・パブ
リッシング

2014.11

ソリストの夢 雨田　光弘∥絵 博雅堂出版 1996.7
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ママの小さなたからもの
アストリッド  デボル
ド∥作

早川書房 2019.3

駝鳥 筒井  康隆∥作 六耀社 2015.9
見えない蝶をさがして いせ ひでこ∥著 平凡社 2018.5
わたしの木、こころの木 いせ  ひでこ∥絵  文 平凡社 2014.7
南の島の星の砂 Ｃｏｃｃｏ∥文・絵・ 河出書房新社 2002.9
歌が世界を動かした！ 北村　得夫∥文 星の環会 1997.2
オサムズマザーグース 原田 治∥絵 復刊ドットコム 2018.1
アライバル ショーン　タン∥著 河出書房新社 2011.4
ついきのうのこと 安野／光雅∥著 日本放送出版協 2005.5
まってる。 デヴィッド　カリ∥著 千倉書房 2006.11
旅する絵描きタブローの向こうへ いせ ひでこ∥著 文藝春秋 2019.7

綱渡りの男
モーディカイ・ガース
ティン∥作

小峰書店 2005.8

コックーン
ダイアン・レッド
フィールド・マッシイ

すえもりブック
ス

1996.3

とうめいの竜 川本　真琴∥作 プレビジョン 2012.5
絵描き いせ／ひでこ∥作 理論社 2004.11
私たちの愛した赤毛のアン オフィスJ.B∥編 辰巳出版 2019.1

ハリス・バーディックの謎
Ｃ．Ｖ．オールズバー
グ∥絵と文

河出書房新社 2015.7

多文化に出会うブックガイド
世界とつながる子ども
の本棚プロジェクト∥

読書工房 2011.3

いつか、ずっと昔 江国／香織∥文 アートン 2004.12

レム
イシュトバン・バン
ニャイ∥著

翔泳社 1997.11

英国ファンタジーの風景 安藤 聡∥著 日本経済評論社 2019.8
雲の信号 宮沢／賢治∥詩 偕成社 1995.9
ふる里へ 星野　知子∥文 小学館 2006.1

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 1980

百年の家
ロベルト　インノチェ
ンティ∥絵

講談社 2010.3

ドラキュラ
ブラム  ストーカー∥
原作

小峰書店 2012.1

あんな雪こんな氷 高橋／喜平∥文・写真 講談社 1994.1

ちいさいロッタちゃん
アストリッド＝リンド
グレーン∥さく

偕成社 1985.11

にちよういち 西村／繁男∥作 童心社 1979.9
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やまおやじ 今森  光彦∥写真  文 小学館 2006.9
山のいのち 立松／和平∥作 ポプラ社 1990.9

でんでんむしのかなしみ 新美／南吉∥作
にっけん教育出
版社

2005.5

ニルスが出会った物語 2
セルマ  ラーゲルレー
ヴ∥原作

福音館書店 2012.6

かえるの平家ものがたり 日野／十成∥文 福音館書店 2002.11

小さなスプーンおばさん
アルフ  プリョイセン
∥著

学研 1978

思い出のマーニー
ジョーン  Ｇ．ロビン
ソン∥〔著〕

岩波書店 2014.5

平家物語 石崎　洋司∥著 岩崎書店 2012.8
さとやまさん 工藤 直子∥文 アリス館 2018.4
でんでらの 柳田 国男∥原作 汐文社 2018.6
ふしぎなやどや はせがわ／せつこ∥文 福音館書店 1990.6
南総里見八犬伝 1 曲亭  馬琴∥原作 講談社 2016.5

イカロスの夢
ジャン＝コーム　ノゲ
ス∥文

小峰書店 2012.7

おいぬさま 柳田 国男∥原作 汐文社 2018.4

ホビットの冒険
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキ
ン∥作

岩波書店 2003.5

南総里見八犬伝 2 曲亭  馬琴∥原作 講談社 2016.7

おじいさんならできる
フィービ・ギルマン∥
作・絵

福音館書店 1998.6

ごんげさま 柳田 国男∥原作 汐文社 2018.5
桃源郷ものがたり 〔陶／淵明∥原作〕 福音館書店 2002.2
おしらさま 柳田 国男∥原作 汐文社 2018.5
名探偵ホームズまだらのひも コナン　ドイル∥作 講談社 2011.1
西遊記 1 〔呉／承恩∥作〕 理論社 2004.6
はてしない物語 ミヒャエル・エンデ∥ 岩波書店 1982.6
かっぱ 柳田  国男∥原作 汐文社 2016.6

宝島
ロバート  ルイス  ス
ティーヴンソン∥原作

小峰書店 2012.5

あしながおじさん
ジーン  ウェブスター
∥作

朝日出版社 2018.12

十五少年漂流記 ジュール  ベルヌ∥作 KADOKAWA 2018.7

英雄オデュッセウス
ジャン＝コーム  ノゲ
ス∥文

小峰書店 2012.1
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不思議の国のアリス ルイス・キャロル∥著
メディアファク
トリー

2006.3

星の王子さま サン＝テグジュペリ∥ 岩波書店 1983
あかてぬぐいのおくさんと７にんのなか
ま

イ／ヨンギョン∥ぶ
ん・え

福音館書店 1999.11

くまのパディントン マイケル・ボンド∥作 福音館書店 2002.6

ジャングル・ブック
ラドヤード  キプリン
グ∥作

岩波書店 2015.5

くもの糸 芥川  竜之介∥作 岩崎書店 2016.3

湖の騎士ランスロット
ジャン＝コーム  ノゲ
ス∥文

小峰書店 2013.3

富士山にのぼる 石川　直樹∥著 教育画劇 2009.11
ふたりのロッテ ケストナー∥作 岩波書店 1980

長くつ下のピッピの本
アストリッド  リンド
グレーン∥作

徳間書店 2018.11

ニルスが出会った物語 5
セルマ  ラーゲルレー
ヴ∥原作

福音館書店 2013.1

紙しばい屋さん アレン　セイ∥作 ほるぷ出版 2007.3

海賊の大パーティ
マーガレット　マー
ヒー∥作

大日本図書 1992.4

かしの木の子もりうた ロバート  マンチ∥原 岩崎書店 2014.3
グリムのむかしばなし 2 グリム∥[著] のら書店 2017.11

オンネリとアンネリのおうち
マリヤッタ  クレンニ
エミ∥作

福音館書店 2015.1

ハイジ 2
ヨハンナ  シュピーリ
∥作

偕成社 2014.4

かちかち山 小沢　俊夫∥監修 小峰書店 2011.4
グリムのむかしばなし 1 グリム∥[著] のら書店 2017.7
まよいが 柳田  国男∥原作 汐文社 2016.4
アルプスの少女ハイジ ヨハンナ＝スピリ∥作 講談社 2005.12

ピーターラビット全おはなし集
ビアトリクス　ポター
∥さく　え

福音館書店 2007.8

小さな町の風景 杉  みき子∥作 偕成社 2011.3
リトルプリンセス バーネット∥作 講談社 2007.1
赤毛のアン モンゴメリ∥原作 ポプラ社 2009.3
きつねの窓 安房  直子∥作 岩崎書店 2016.3
頭のうちどころが悪かった熊の話 安東　みきえ∥作 理論社 2007.4
狐 新美／南吉∥作 偕成社 1999.3
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飛ぶ教室
エーリヒ  ケストナー
∥作

岩波書店 2006.1

アリ・ババと４０人の盗賊
リュック  ルフォール
∥再話

小峰書店 2011.9

ニルスが出会った物語 1
セルマ  ラーゲルレー
ヴ∥原作

福音館書店 2012.5

アンデルセン童話集 1 アンデルセン∥[著] 岩波書店 2000.6
ルイスと不思議の時計 ジョン  ベレアーズ∥ 静山社 2019.1
おじさんのかさ 佐野／洋子∥作・絵 講談社 1992.5
イーハトーブふしぎなことば 宮沢　賢治∥文 文研出版 2008.6
おばあさんのしんぶん 松本  春野∥文  絵 講談社 2015.7
昭和のお店屋さん 藤川 智子∥作 ほるぷ出版 2018.12
どんぐりと山猫 宮沢／賢治∥作 偕成社 1989.2
秘密の花園 バーネット∥著 西村書店 2006.12
ふたごのき 谷川／俊太郎∥文 偕成社 2004.6

森の顔さがし
藤原  幸一∥しゃしん
ぶん

そうえん社 2016.1

やさいの花 埴  沙萠∥写真 ポプラ社 2016.5
ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス∥作 岩波書店 1987
里山のおくりもの 今森　光彦∥写真　文 世界文化社 2008.12
Ｌｉｆｅ くすのき  しげのり∥ 瑞雲舎 2015.3

ジキル博士とハイド氏
ロバート  ルイス  ス
ティーヴンソン∥原作

小峰書店 2010.11

おじいさんの旅 アレン・セイ∥文・絵 ほるぷ出版 2002.11
最初の質問 長田　弘∥詩 講談社 2013.7
幼い子は微笑む 長田  弘∥詩 講談社 2016.2
てのひら島はどこにある 佐藤／さとる∥作 理論社 2003.3
とりかえばや物語 越水  利江子∥著 岩崎書店 2016.3

がんばれヘンリーくん
ベバリイ　クリアリー
∥作

学研 2007.6

小さな魔法のほうき
Ｍ．スチュアート∥
〔著〕

ブッキング 2006.6

外郎売 長野　ヒデ子∥絵 ほるぷ出版 2009.4
わらぐつのなかの神様 杉  みき子∥作 岩崎書店 2016.3

ドリトル先生アフリカゆき
ヒュー・ロフティング
∥作

岩波書店 1979

オズの魔法使い
ライマン　フランク
ボーム∥著

復刊ドットコム 2011.1

やまびと 柳田  国男∥原作 汐文社 2016.4
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レ・ミゼラブル
ヴィクトル  ユゴー∥
原作

小峰書店 2012.3

読みがたり福井のむかし話
福井のむかし話研究会
∥編

日本標準 2005.6

スーホの白い馬 大塚／勇三∥再話 福音館書店 1980

こころのおと
ピーター  レイノルズ
∥ぶん  え

主婦の友社 2016.6

クマのプーさん Ａ．Ａ．ミルン∥作 岩波書店 2000.6
南総里見八犬伝 3 曲亭  馬琴∥原作 講談社 2016.9
三国志 1 〔羅　貫中∥原作〕 講談社 2008.12
おばあちゃんの小さかったとき おち とよこ∥文 福音館書店 2019.9
ファウスト ゲーテ∥原作 西村書店 2016.11
ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング∥ 静山社 1999.12

新・三銃士
アレクサンドル　デュ
マ∥原作

日本放送出版協
会

2010.6

レ・ミゼラブル ビクトル  ユーゴー∥ 講談社 2012.11
ツバル 遠藤／秀一∥写真・文 国土社 2004.2

シェイクスピア名作コレクション 3
ウィリアム  シェイク
スピア∥原作

汐文社 2016.9

ハムレット
ウィリアム  シェイク
スピア∥原作

あすなろ書房 2014.5

木を植えた男 ジャン・ジオノ∥原作 あすなろ書房 1989.12
クローディアの秘密 新版 Ｅ．Ｌ．カニグズバー 岩波書店

ニルスが出会った物語 6
セルマ  ラーゲルレー
ヴ∥原作

福音館書店 2013.2

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

マリアンは歌う
パム　ムニョス　ライ
アン∥文

光村教育図書 2013.1

クリスマス・キャロル
チャールズ　ディケン
ズ∥作

岩波書店 2009.1

雪わたり 宮沢／賢治∥著 福音館書店 1969

ロミオとジュリエット
ウィリアム  シェイク
スピア∥原作

BL出版 2018.1

ムーミン谷の彗星
トーベ  ヤンソン∥作
絵

講談社 2014.2

ハイジ 1
ヨハンナ  シュピーリ
∥作

偕成社 2014.4

スムート
ミシェル  クエヴァス
∥文

BL出版 2018.5



子どもの本を楽しむ 中央館　2020年1月展示リスト

‐7‐

ビジュアル大相撲図鑑 服部 祐兒∥監修 汐文社 2018.1
オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティ∥ 偕成社 1995.2

ルピナスさん
バーバラ・クーニー∥
さく

ほるぷ出版 1987.1

床下の小人たち メアリー  ノートン∥ 岩波書店 1969.4
だいちゃんとうみ 太田／大八∥さく・え 福音館書店 1992.4
ベロ出しチョンマ 斎藤　隆介∥作 理論社 2000.11

ニルスが出会った物語 3
セルマ  ラーゲルレー
ヴ∥原作

福音館書店 2012.9

魔法使いハウルと火の悪魔
ダイアナ・ウィン・
ジョーンズ∥作

徳間書店 1997.5
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