
管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号
B1－○－1 ひこいちばなし おおかわ　えっせい/ぶん ポプラ社 E

B1－○－2 やまんばのにしき まつたに　みよこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－3 かさこじぞう いわさき　きょうこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－4 なしとりきょうだい かんざわ　としこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－5 ちからたろう いまえ　よしとも/ぶん ポプラ社 E
B1－○－6 りゅうぐうのおよめさん まつたに　みよこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－7 つるにょうぼう かんざわ　としこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－8 三ねんねたろう おおかわ　えっせい/ぶん ポプラ社 E
B1－○－9 ききみみずきん いわさき　きょうこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－10 ふるやのもり いまえ　よしとも/ぶん ポプラ社 E
B1－○－11 いっすんぼうし おおかわ　えっせい/ぶん ポプラ社 E
B1－○－12 かちかちやま まつたに　みよこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－13 さるかにばなし さいごう　たけひこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－14 ももの子たろう おおかわ　えっせい/ぶん ポプラ社 E
B1－○－15 はなさかじい よしざわ　かずお/ぶん ポプラ社 E
B1－○－16 したきりすずめ まつたに　みよこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－17 わらしべちょうじゃ さいごう　たけひこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－18 こぶとり おおかわ　えっせい/ぶん ポプラ社 E
B1－○－19 かもとりごんべえ さいごう　たけひこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－20 うらしまたろう おおかわ　えっせい/ぶん ポプラ社 E
B1－○－21 きんいろのきつね おおかわ　えっせい/ぶん ポプラ社 E
B1－○－22 ゆきおんな まつたに　みよこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－23 たぬきむかし よしざわ　かずお/ぶん ポプラ社 E
B1－○－24 きんつばじへい おおかわ　えっせい/ぶん ポプラ社 E
B1－○－25 白鳥のコタン あんどう　みきお/ぶん ポプラ社 E
B1－○－26 兵六ものがたり さいごう　たけひこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－27 かみながひめ ありよし　さわこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－28 赤神と黒神 まつたに　みよこ/ぶん ポプラ社 E
B1－○－29 あほう村の九助 おおかわ　えっせい/ぶん ポプラ社 E
B1－○－30 しらさぎちょうじゃ かく　のぶゆき/ぶん ポプラ社 E

 セット文庫詳細一覧　　B　学級文庫セット
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　　　　　　　※管理番号について⇒　【例】 B1 - ① - 21
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B1はBのセット一覧より該当するセット名の略称、①は複本としての識別番号、21は該当セット内での通し番号。

　B1　『日本のむかしばなし（絵本）』　全①セット

30タイトル30冊/1セット　所蔵①セット



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B2－○－1 日本の昔話 おざわ　としお/再話 1 福音館書店 F

B2－○－2 日本の昔話 おざわ　としお/再話 2 福音館書店 F
B2－○－3 日本の昔話 おざわ　としお/再話 3 福音館書店 F
B2－○－4 日本の昔話 おざわ　としお/再話 4 福音館書店 F
B2－○－5 日本の昔話 おざわ　としお/再話 5 福音館書店 F
B2－○－6 花咲かじい 小澤　俊夫/監修 小峰書店 F
B2－○－7 浦島太郎 小澤　俊夫/監修 小峰書店 F
B2－○－8 桃太郎 小澤　俊夫/監修 小峰書店 F
B2－○－9 かちかち山 小澤　俊夫/監修 小峰書店 F
B2－○－10 笠地蔵 小澤　俊夫/監修 小峰書店 F
B2－○－11 吉四六さん 小澤　俊夫/監修 小峰書店 F
B2－○－12 舌切りすずめ 小澤　俊夫/監修 小峰書店 F

12タイトル12冊/1セット　所蔵①セット

　B2　『日本のむかしばなし（読み物）』　全①セット



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号
B3－○－1 ブレーメンのおんがくたい グリム/原作 福音館書店 E

B3－○－2 おおかみと七ひきのこやぎ グリム/原作 福音館書店 E
B3－○－3 ねむりひめ グリム/原作 福音館書店 E
B3－○－4 長ぐつをはいたねこ シャルル・ペロー/原作 福音館書店 E
B3－○－5 おおきなかぶ A．トルストイ/再話 福音館書店 E
B3－○－6 ゆきむすめ 内田　莉莎子/再話 福音館書店 E
B3－○－7 むかしむかしとらとねこは… 大島　英太郎/文・絵 福音館書店 E
B3－○－8 たなばた 君島　久子/再話 福音館書店 E
B3－○－9 まきばののうふ イルセ・プルーム/え 福音館書店 E
B3－○－10 ほしになったりゅうのきば 君島　久子/再話 福音館書店 E
B3－○－11 うさぎのみみはなぜながい 北川　民次/ぶんとえ 福音館書店 E
B3－○－12 ガラスめだまときんのつののヤギ 田中　かな子/訳 福音館書店 E
B3－○－13 スーホの白い馬 大塚　勇三/再話 福音館書店 E
B3－○－14 てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ/え 福音館書店 E
B3－○－15 マーシャとくま E．ラチョフ/え 福音館書店 E
B3－○－16 ジャックと豆の木 ジョン・シェリー/再話　絵 福音館書店 E
B3－○－17 みっつのねがい ピレット・ラウド/再話・絵 福音館書店 E
B3－○－18 おだんごぱん せた　ていじ/やく 福音館書店 E
B3－○－19 きつねとうさぎ F．ヤールブソワ/絵 福音館書店 E
B3－○－20 ヤンメイズとりゅう 松居　直/再話 福音館書店 E
B3－○－21 なんでも見える鏡 フィツォフスキ/再話 福音館書店 E
B3－○－22 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン/え 福音館書店 E
B3－○－23 せかいいちおいしいスープ マーシャ・ブラウン/文・絵 岩波書店 E
B3－○－24 くまの皮をきた男 グリム/著 こぐま社 E

　B3　『世界の昔話・童話（絵本）』　全①セット

24タイトル24冊/1セット　所蔵①セット



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B4－○－1 子どもに語るイギリスの昔話 ジョセフ・ジェイコブズ/再話 こぐま社 933

B4－○－2 子どもに語る中国の昔話 松瀬　七織/訳 こぐま社 923
B4－○－3 子どもに語るロシアの昔話 伊東　一郎/訳・再話 こぐま社 983
B4－○－4 子どもに語るモンゴルの昔話 蓮見　治雄/訳・再話 こぐま社 929
B4－○－5 子どもに語るイタリアの昔話 剣持　弘子/訳・/再話 こぐま社 973
B4－○－6 子どもに語る北欧の昔話 福井　信子/編訳 こぐま社 949
B4－○－7 子どもに語るトルコの昔話 児島　満子/編・訳 こぐま社 929
B4－○－8 子どもに語るアイルランドの昔話 渡辺　洋子/編訳 こぐま社 993
B4－○－9 子どもに語るアジアの昔話 松岡　享子/訳 1 こぐま社 929
B4－○－10 子どもに語るアジアの昔話 松岡　享子/訳 2 こぐま社 929
B4－○－11 子どもに語るグリムの昔話 グリム/著 1 こぐま社 943
B4－○－12 子どもに語るグリムの昔話 グリム/著 2 こぐま社 943
B4－○－13 子どもに語るグリムの昔話 グリム/著 3 こぐま社 943
B4－○－14 子どもに語るグリムの昔話 グリム/著 4 こぐま社 943
B4－○－15 子どもに語るグリムの昔話 グリム/著 5 こぐま社 943
B4－○－16 子どもに語るグリムの昔話 グリム/著 6 こぐま社 943

　B4　『世界の昔話・童話（読み物）』　全①セット

16タイトル16冊/1セット　所蔵①セット



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B5－○－1 しろくまちゃんのほっとけーき 森　比佐志/著 こぐま社 E

B5－○－2 しろくまちゃんのほっとけーき 森　比佐志/著 こぐま社 E
B5－○－3 しろくまちゃんのほっとけーき 森　比佐志/著 こぐま社 E
B5－○－4 しろくまちゃんのほっとけーき 森　比佐志/著 こぐま社 E
B5－○－5 しろくまちゃんのほっとけーき 森　比佐志/著 こぐま社 E

管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B6－○－1 ひろしまのピカ 丸木　俊/え・文 小峰書店 E

B6－○－2 絵で読む広島の原爆 那須　正幹/文 福音館書店 E

B6－○－3 クロがいた夏 中沢　啓治/著
DINO　BOX
垣内出版

E

B6－○－4 海をわたったヒロシマの人形 指田　和文  指田　和子/文 文研出版 E
B6－○－5 ヒロシマのいのちの水 指田　和文  指田　和子/文 文研出版 E
B6－○－6 おりづるの旅 石倉　欣二/作 小峰書店 E
B6－○－7 まっ黒なおべんとう 児玉　辰春/文 新日本出版社 E
B6－○－8 原爆の火 岩崎　京子/文 新日本出版社 E

8タイトル8冊/1セット　所蔵①セット

　B5　『てんじ絵本』　全①セット

１タイトル5冊/1セット　所蔵①セット

　B6　『原爆の絵本（小６・中学生）』　全①セット　準備中



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B7－○－1 おつきさまこんばんは 林　明子 福音館書店 E
B7－○－2 ぺろぺろぺろ 長　新太 BL出版 E
B7－○－3 くだもの 平山　和子 福音館書店 E
B7－○－4 あそびましょ かどの　えいこ あかね書房 E
B7－○－5 こんにちはどうぶつたち とだ　きょうこ 福音館書店 E
B7－○－6 とってください 福知　伸夫 福音館書店 E
B7－○－7 ごぶごぶごぼごぼ 駒形　克己 福音館書店 E
B7－○－8 ここよここよ かんざわ　としこ 福音館書店 E
B7－○－9 こちょこちょ なかえ　よしを ポプラ社 E
B7－○－10 バナナです 川端　誠 文化出版局 E
B7－○－11 どんどこももんちゃん とよた　かずひこ 童心社 E
B7－○－12 ねんねんねこねこ ながの　ひでこ アリス館 E
B7－○－13 おふろでちゃぷちゃぷ 松谷　みよ子 童心社 E
B7－○－14 いないいないばあ 松谷　みよ子 童心社 E
B7－○－15 おさじさん 松谷　みよ子 童心社 E
B7－○－16 きゅうりさんととまとさんとたまごさん 松谷　みよ子 童心社 E
B7－○－17 おかあさんどーこ？ わかやま　しずこ 童心社 E
B7－○－18 ととけっこうよがあけた こばやし　えみこ こぐま社 E
B7－○－19 ぽんぽんポコポコ 長谷川　義史 金の星社 E
B7－○－20 かおかおどんなかお 柳原　良平 こぐま社 E
B7－○－21 いいおかお どい　かや 主婦の友社 E
B7－○－22 がたんごとんがたんごとん 安西　水丸 福音館書店 E
B7－○－23 ごあいさつあそび きむら　ゆういち 偕成社 E
B7－○－24 じゃあじゃあびりびり まつい　のりこ 偕成社 E
B7－○－25 おたんじょうび まつい　のりこ 偕成社 E
B7－○－26 どうぶついろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ ポプラ社 E
B7－○－27 じどうしゃ　くるるん まつい　のりこ 偕成社 E
B7－○－28 あけてごらん ディック＝ブルーナ 講談社 E
B7－○－29 ぴょーん まつおか　たつひで ポプラ社 E

　B7　『絵本セット（年少からⅠ）』　全①～⑤セット

29タイトル29冊/1セット　所蔵①～⑤セット



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B8－○－1 でんしゃえほん 井上 洋介/作 ビリケン出版 E
B8－○－2 すやすやタヌキがねていたら 内田 麟太郎/文 文研出版 E
B8－○－3 ねずみくんのチョッキ なかえ よしを/作 ポプラ社 E
B8－○－4 ぼくのくれよん 長 新太/おはなし・え 講談社 E
B8－○－5 もけらもけら 山下 洋輔/ぶん 福音館書店 E
B8－○－6 はなをくんくん ルース・クラウス/ぶん 福音館書店 E
B8－○－7 もこもこもこ 谷川 俊太郎/作 文研出版 E
B8－○－8 はらぺこあおむし エリック=カール/さく 偕成社 E
B8－○－9 14ひきのおつきみ いわむら かずお/さく 童心社 E
B8－○－10 おおきなかぶ A.トルストイ/再話 福音館書店 E
B8－○－11 ふってきました もとした いづみ/文 講談社 E
B8－○－12 ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか/さく・え 福音館書店 E
B8－○－13 うしろにいるのだあれ accototo/著 幻冬舎 E
B8－○－14 とりかえっこ さとう わきこ/作 ポプラ社 E
B8－○－15 おっぱい みやにし たつや/作・絵 鈴木出版 E
B8－○－16 くろねこかあさん 東 君平/さく 福音館書店 E
B8－○－17 きんぎょが にげた 五味 太郎/作 福音館書店 E

　B8　『絵本セット（年少からⅡ）』　全①～⑤セット

17タイトル17冊/1セット　所蔵①～⑤セット



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B9－○－1 せきたんやのくまさん フィービ・ウォージントン/さく・え 福音館書店 E
B9－○－2 ゆうびんやのくまさん フィービ・ウォージントン/さく・え 福音館書店 E
B9－○－3 うえきやのくまさん フィービ・ウォージントン/さく・え 福音館書店 E
B9－○－4 パンやのくまさん フィービ・ウォージントン/さく・え 福音館書店 E
B9－○－5 じめんのうえとじめんのした アーマ E.ウェバー/ぶん・え 福音館書店 E
B9－○－6 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺 茂男/さく 福音館書店 E
B9－○－7 わんわんわんわん 高畠 純/作 理論社 E
B9－○－8 わたしのワンピース にしまき かやこ/えとぶん こぐま社 E
B9－○－9 かいわれざむらいとだいこんひめ 川北 亮司/文 童心社 E
B9－○－10 11ぴきのねこ 馬場 のぼる/著 こぐま社 E
B9－○－11 お月さまってどんなあじ? マイケル・グレイニエツ/絵と文 セーラー出版 E
B9－○－12 ふゆめがっしょうだん 冨成 忠夫/写真 福音館書店 E
B9－○－13 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 E
B9－○－14 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック/さく 冨山房 E
B9－○－15 ティッチ パット・ハッチンス/さく・え 福音館書店 E
B9－○－16 てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ/え 福音館書店 E
B9－○－17 だめよ、デイビッド! デイビッド・シャノン/さく 評論社 E
B9－○－18 ゆびくん 五味 太郎/作・絵 岩崎書店 E
B9－○－19 ふうせんクジラ わたなべ ゆういち/作・絵 佼成出版社 E
B9－○－20 ねえとうさん 佐野 洋子/作 小学館 E
B9－○－21 はやくねてよ あきやま ただし/作・絵 岩崎書店 E
B9－○－22 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン/え 福音館書店 E

　B9　『絵本セット（年中から）』　全①～⑤セット

22タイトル22冊/1セット　所蔵①～⑤セット



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B10－○－1 でこちゃん つちだ のぶこ/さく・え PHP研究所 E
B10－○－2 したのどうぶつえん あき びんご/作 くもん出版 E
B10－○－3 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 E
B10－○－4 もりのえほん 安野 光雅/絵 福音館書店 E
B10－○－5 雨、あめ ピーター・スピアー/作 評論社 E
B10－○－6 ねずみのすもう 大川 悦生/作 ポプラ社 E
B10－○－7 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 E
B10－○－8 かえるのあまがさ 与田 凖一/著 童心社 E
B10－○－9 ぐりとぐら 中川 李枝子/さく 福音館書店 E
B10－○－10 どれがぼくかわかる? カーラ=カスキン/ぶん・え 偕成社 E
B10－○－11 キャベツくん 長 新太/文・絵 文研出版 E
B10－○－12 三びきのこぶた 瀬田 貞二/やく 福音館書店 E
B10－○－13 ぽんぽん山の月 あまん きみこ/文 文研出版 E
B10－○－14 もりのなか マリー・ホール・エッツ/ぶん・え 福音館書店 E
B10－○－15 またもりへ マリー・ホール・エッツ/ぶん・え 福音館書店 E
B10－○－16 あめの日のおさんぽ U・シェフラー/文 文化出版局 E
B10－○－17 どろんこハリー ジーン・ジオン/ぶん 福音館書店 E
B10－○－18 しずかなおはなし サムイル・マルシャーク/ぶん 福音館書店 E
B10－○－19 しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー/作 らんか社 E
B10－○－20 かぞえてみよう 安野 光雅/作・絵 講談社 E
B10－○－21 いたずらこねこ バーナディン・クック/ぶん 福音館書店 E
B10－○－22 しゅくだい 宗正 美子/原案 岩崎書店 E
B10－○－23 がたたん たん やすい すえこ/作 ひさかたチャイルド E
B10－○－24 ケンケンとびのけんちゃん 角野 栄子/作 あかね書房 E
B10－○－25 きつねとうさぎ F.ヤールブソワ/絵 福音館書店 E
B10－○－26 せんろはつづくよ M.W.ブラウン/文 岩波書店 E
B10－○－27 ひとまねこざる H.A.レイ/文・絵 岩波書店 E

　B10　『絵本セット（年長から）』　全①～⑤セット

27タイトル27冊/1セット　所蔵①～⑤セット



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B11－○－1 おさるがふねをかきました まど みちお/詩 国土社 E
B11－○－2 うたのてんらんかい くどう なおこ/うた 理論社 E
B11－○－3 ぶたたぬききつねねこ 馬場 のぼる/著 こぐま社 E
B11－○－4 わっこおばちゃんのしりとりあそび さとう わきこ/さく 童心社 E
B11－○－5 いち 谷川 俊太郎/詩 国土社 E
B11－○－6 わにがわになる 多田 ヒロシ/著 こぐま社 E
B11－○－7 きっときってかってきて ことばあそびの会/文 さ・え・ら書房 E

7タイトル7冊/1セット　所蔵①～⑤セット

　B11　『絵本セット（小学生からⅠ）』　全①～⑤セット



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B12－○－1 かさ 太田 大八/作・絵 文研出版 E
B12－○－2 いしころ 森 宏詞/作 文研出版 E
B12－○－3 ぼく およげるんだ わたなべ しげお/さく あかね書房 E
B12－○－4 くまくん 二宮 由紀子/作 ひかりのくに E
B12－○－5 オー・スッパ 越野 民雄/文 講談社 E
B12－○－6 ぼくのはなし 和歌山 静子/さく 童心社 E
B12－○－7 ブラッキンダー スズキ コージ/作・絵 イースト・プレス E
B12－○－8 きかんしゃやえもん 阿川 弘之/文 岩波書店 E
B12－○－9 けんかのきもち 柴田 愛子/文 ポプラ社 E
B12－○－10 きつねのかみさま あまん きみこ/作 ポプラ社 E
B12－○－11 ぼくたちのコンニャク先生 星川 ひろ子/写真・文 小学館 E
B12－○－12 ゴムあたまポンたろう 長 新太/作 童心社 E
B12－○－13 おしゃべりなたまごやき 寺村 輝夫/作 福音館書店 E
B12－○－14 しっぽのはたらき 川田 健/ぶん 福音館書店 E
B12－○－15 うらしまたろう 時田 史郎/再話 福音館書店 E
B12－○－16 いっすんぼうし いしい ももこ/ぶん 福音館書店 E
B12－○－17 かちかちやま 瀬川 康男/絵 フレーベル館 E
B12－○－18 かさじぞう 瀬田 貞二/再話 福音館書店 E
B12－○－19 こぶとり おおかわ えっせい/ぶん ポプラ社 E
B12－○－20 三ねんねたろう おおかわ えっせい/ぶん ポプラ社 E
B12－○－21 ももの子たろう おおかわ えっせい/ぶん ポプラ社 E
B12－○－22 ちからたろう いまえ よしとも/ぶん ポプラ社 E
B12－○－23 だいくとおにろく 松居 直/再話 福音館書店 E
B12－○－24 かにむかし 木下 順二/文 岩波書店 E
B12－○－25 ふしぎなたいこ 石井 桃子/ぶん 岩波書店 E

　B12　『絵本セット（小学生からⅡ）』　全①～⑤セット

25タイトル25冊/1セット　所蔵①～⑤セット



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B13－○－1 ワニのライルがやってきた バーナード・ウェーバー/さく 大日本図書 E
B13－○－2 ワニのライル、動物園をにげだす バーナード・ウェーバー/さく 大日本図書 E
B13－○－3 ワニのライルとたんじょうパーティー バーナード・ウェーバー/さく 大日本図書 E
B13－○－4 ワニのライルとなぞの手紙 バーナード・ウェーバー/さく 大日本図書 E
B13－○－5 ワニのライル、おかあさんをみつける バーナード・ウェーバー/さく 大日本図書 E
B13－○－6 ナシの木とシラカバとメギの木 アロイス・カリジェ/文・絵 岩波書店 E
B13－○－7 マウルスとマドライナ アロイス・カリジェ/文・絵 岩波書店 E
B13－○－8 マウルスと三びきのヤギ アロイス・カリジェ/文・絵 岩波書店 E
B13－○－9 ウルスリのすず ゼリーナ・ヘンツ/文 岩波書店 E
B13－○－10 フルリーナと山の鳥 ゼリーナ・ヘンツ/文 岩波書店 E
B13－○－11 大雪 ゼリーナ・ヘンツ/文 岩波書店 E
B13－○－12 こんにちはトラクター・マクスくん シュレーダー/文・絵 岩波書店 E
B13－○－13 うさぎのみみはなぜながい 北川 民次/ぶんとえ 福音館書店 E
B13－○－14 エミールくんがんばる トミー・ウンゲラー/作 文化出版局 E
B13－○－15 きょうはみんなでクマがりだ マイケル・ローゼン/再話 評論社 E
B13－○－16 あらまっ! ケイト・ラム/文 小学館 E
B13－○－17 ピーターのてがみ エズラ=ジャック=キーツ/さく 偕成社 E
B13－○－18 イエペは ぼうしが だいすき 石亀 泰郎/写真 文化出版局 E
B13－○－19 ガラスめだまときんのつののヤギ 田中 かな子/訳 福音館書店 E
B13－○－20 つきのぼうや イブ・スパング・オルセン/さく・え 福音館書店 E

B13－○－21 どうぶつたちのクリスマス ノーマ・ファーバー/ぶん
日本キリスト教団
出版局 E

B13－○－22 ゆかいなかえる ジュリエット・ケペシュ/ぶん・え 福音館書店 E

　B13　『絵本セット（小学生からⅢ）』　全①～⑤セット

22タイトル22冊/1セット　所蔵①～⑤セット



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B14－○－1 もりのはいしゃさん 舟崎　靖子/作 偕成社 F
B14－○－2 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 E
B14－○－3 エイモスさんがかぜをひくと フィリップ・C．ステッド/文 光村教育図書 E
B14－○－4 わたしのおとうと あまん　きみこ/作 学研 F
B14－○－5 チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ/さく 福音館書店 E
B14－○－6 どんなかんじかなあ 中山　千夏/ぶん 自由国民社 E
B14－○－7 中をそうぞうしてみよ 佐藤　雅彦/作 福音館書店 E
B14－○－8 うまかたやまんば おざわ　としお/再話 福音館書店 E
B14－○－9 おしゃべりなたまごやき 寺村　輝夫/作 福音館書店 E
B14－○－10 どろんこハリー ジーン・ジオン/ぶん 福音館書店 E
B14－○－11 こぐまのくまくん E.H.ミナリック/ぶん 福音館書店 933
B14－○－12 かえってきたおとうさん E.H.ミナリック/ぶん 福音館書店 933
B14－○－13 くまくんのおともだち E.H.ミナリック/ぶん 福音館書店 933

管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B15－○－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 933
B15－○－2 まくらのせんにん　そこのあなたの巻 かがくい　ひろし/著 佼成出版社 E
B15－○－3 あほろくの川だいこ 岸　武雄/ぶん ポプラ社 E
B15－○－4 くまのこうちょうせんせい こんの　ひとみ/作 金の星社 E
B15－○－5 きいろいばけつ もりやま　みやこ/作 あかね書房 F
B15－○－6 にんきもののひけつ 森　絵都/文 童心社 F
B15－○－7 くまくん 二宮　由紀子/作 ひかりのくに E
B15－○－8 こんとあき 林　明子/さく 福音館書店 E
B15－○－9 ごきげんなすてご いとう　ひろし/さく 徳間書店 F
B15－○－10 1ねん1くみの1にち 川島　敏生/写真・文 アリス館 E
B15－○－11 おつきさん どうしたの E.M.プレストン/文 岩波書店 933
B15－○－12 どろんここぶた アーノルド・ローベル/作 文化出版局 933
B15－○－13 おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ/さく・え 福音館書店 933

　B14　『小学生低学年向けⅠ』　全①セット

13タイトル13冊/1セット　所蔵①セット

　B15　『小学生低学年向けⅡ』　全①セット

13タイトル13冊/1セット　所蔵①セット



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B16－○－1 菜の子先生がやってきた！ 富安　陽子/作 福音館書店 F
B16－○－2 ぬすまれた宝物 ウィリアム・スタイグ/作 評論社 933
B16－○－3 百まいのドレス エレナー・エスティス/作 岩波書店 933
B16－○－4 くまのパディントン マイケル・ボンド/作 福音館書店 933
B16－○－5 古道具ほんなら堂 楠　章子/作 毎日新聞社 F
B16－○－6 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 E
B16－○－7 ドングリ山のやまんばあさん 富安　陽子/作 理論社 F
B16－○－8 100万回生きたねこ 佐野　洋子/作・絵 講談社 E
B16－○－9 大どろぼうホッツェンプロッツ プロイスラー/作 偕成社 943
B16－○－10 しっぱいにかんぱい！ 宮川　ひろ/作 童心社 F

管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B17－○－1 もしかしたら名探偵 杉山　亮/作 偕成社 F
B17－○－2 チョコレート戦争 大石　真/作 理論社 F
B17－○－3 ひかる！ 後藤　竜二/作 1 そうえん社 F
B17－○－4 メリーさんの電話 斉藤　洋/作 あかね書房 F
B17－○－5 体をぬけだし空を飛べ！ ダン・グリーンバーグ/著 メディアファクトリー 933
B17－○－6 博物館の一日 いわた　慎二郎/作・絵 講談社 E
B17－○－7 けしつぶクッキー マージェリー・クラーク/作 童話館出版 933
B17－○－8 土の中からでてきたよ 小川　忠博/写真と文 平凡社 210
B17－○－9 きつねのおきゃくさま あまん　きみこ/ぶん サンリード E

9タイトル9冊/1セット　所蔵①セット

　B17　『小学生中学年向けⅡ』　全①セット

　B16　『小学生中学年向けⅠ』　全①セット

10タイトル10冊/1セット　所蔵①セット



管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B18－○－1 ぼくらの七日間戦争 宗田　理/作 ポプラ社 F
B18－○－2 バッテリー あさの　あつこ/作 1 角川書店 F
B18－○－3 ときそば 川端　誠/作 クレヨンハウス E
B18－○－4 せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー/作 光村教育図書 E
B18－○－5 劇団6年2組 吉野　万理子/作 学研教育出版 F
B18－○－6 ほこりまみれの兄弟 ローズマリー・サトクリフ/著 評論社 F
B18－○－7 盾（シールド） 村上　龍/著 幻冬舎 F
B18－○－8 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 E
B18－○－9 ぜつぼうの濁点 原田　宗典/作 教育画劇 E
B18－○－10 しまのないトラ 斉藤　洋/作 偕成社 F

管理番号 タイトル 著者 巻数 出版社 請求記号

B19－○－1 選ばなかった冒険 岡田　淳/作 偕成社 F
B19－○－2 ムジナ探偵局 富安　陽子/作 1 童心社 F
B19－○－3 冒険者たち 斎藤　惇夫/作 岩波書店 F
B19－○－4 小さい“つ”が消えた日 ステファノ・フォン・ロー/文 三修社 F
B19－○－5 あたまにつまった石ころが キャロル・オーティス・ハースト/文 光村教育図書 E
B19－○－6 ぼくの・稲荷山戦記 たつみや　章/著 講談社 F
B19－○－7 てのひらの味 村井　康司/編 岩崎書店 F
B19－○－8 鉢かづき あまん　きみこ/文 ポプラ社 E
B19－○－9 セコイア ジェイソン　チン/作 福音館書店 E
B19－○－10 からすたろう やしま　たろう/文・絵 偕成社 E

　B18　『小学生高学年向けⅠ』　全①セット

10タイトル10冊/1セット　所蔵①セット

　B19　『小学生高学年向けⅡ』　全①セット

10タイトル10冊/1セット　所蔵①セット


