
書　　　　名 著者名 出版社 請求記号

1 子どもの図書館 岩波新書 青版559 石井桃子/編 岩波書店 ０１６２／Ｉ３／

2
子どもと本の世界に生きて 一児童図書館員
のあゆんだ道

ｱｲﾘｰﾝ・ｺﾙｳｪﾙ/著
日本図書館協
会

０１６２／Ｃ４／

3
子どもの読書の導きかた 再版 子どものもん
だい 6

石井桃子/著 国土社 ０１９５／Ｉ１／

4 近代日本文化論 8 女の文化 青木保/〔ほか〕編 岩波書店 ２１０６／Ａ１７／１－８

5 子どもと文学
石井桃子/〔ほか〕共
著

福音館書店 ９１１０／I１６

6 児童文学の旅 石井桃子/著 岩波書店 ９１４６／I１６

7 児童文学論 ﾘﾘｱﾝ H.ｽﾐｽ/〔著〕 岩波書店 ９０９０／Ｓ３／

8
戦後児童文学作品論 叢書　児童文学への招
待

浜野卓也/著 大日本図書 ９１２０／Ｈ１８／２

9 ｸﾏのﾌﾟｰさんと魔法の森 ｸﾘｽﾄﾌｧｰ・ﾐﾙﾝ/著 岩波書店 ９３８０／Ｍ１９／

10 幻の朱い実 上・下 石井桃子/著 岩波書店 ９１３６／Ｉ１５４／１－１･２

11
日本の童話名作選 戦後篇 講談社文芸文庫
こJ22

講談社文芸文庫/編 講談社 Ｂ８／Ｋ５００／３－３

12 石井桃子集 　全７巻 石井桃子/著 岩波書店 ９１８０／Ｉ１６／２-１～７

13 今からでは遅すぎる ﾐﾙﾝ自伝 A.A.ﾐﾙﾝ/〔著〕 岩波書店 ９３８０／Ｍ１９／５

14 20世紀英米文学案内 12 ｷｬｻﾞｰ 研究社出版 ９３０８／Ｎ１／１－１２

15 ｷﾞﾘｼｱ神話 石井桃子/編 あかね書房 ９９０／Ｉ２／

16 幼ものがたり 福音館日曜日文庫 石井桃子/著 福音館書店 ９１０２／Ｉ３３／

17
こぎつねﾙｰﾌｧｽとｼﾝﾃﾞﾚﾗ 岩波ようねんぶん
こ 26

ｱﾘｿﾝ・ｱﾄﾘｰ/作 岩波書店 ９３０／Ｕ１／１２

18 ﾉﾝちゃん雲に乗る 福音館創作童話ｼﾘｰｽﾞ 石井桃子/著 福音館書店 ９１３／Ｉ２２／

19 ちいさなひとたちへ 童話ｶｰﾆﾊﾞﾙ 1 古田足日/〔ほか〕編 理論社 ９１３／D1／１－１

20 べんけいとおとみさん 福音館創作童話ｼﾘｰｽﾞ 石井桃子/作 福音館書店 ９１３／Ｉ２２／４

21 三月ひなのつき 福音館創作童話ｼﾘｰｽﾞ 石井桃子/さく 福音館書店 ９１３／Ｉ２２／２

22 山のﾄﾑさん 福音館創作童話ｼﾘｰｽﾞ 石井桃子/作 福音館書店 ９１３／Ｉ２２／３

23 迷子の天使 福音館創作童話ｼﾘｰｽﾞ 石井桃子/作 福音館書店 ９１３／I２２／５

24 ｲｷﾞﾘｽとｱｲﾙﾗﾝﾄﾞの昔話 石井桃子/編・訳 ９３０／Ｉ２／２

25 ｲｷﾞﾘｽの昔話 石井桃子/編・訳 ９３０／Ｉ２／

児童資料展「石井桃子とリンドグレーン～今までも、そして、これからも」



書　　　　名 著者名 出版社 請求記号

26 とぶ船 ﾋﾙﾀﾞ・ﾙｲｽ/作 ９３０／Ｌ１６

27 ﾊﾝｽ・ﾌﾞﾘﾝｶｰ 岩波少年文庫 48 銀のｽｹｰﾄ M.M.ﾄﾞｯｼﾞ/作 岩波書店 ９３０／Ｄ１８／２

28 ｲﾀﾘｱののぞきめがね ﾌｧｰｼﾞｮﾝ作品集 2 ｴﾘﾅｰ・ﾌｧｰｼﾞｮﾝ/作 岩波書店 ９３０／Ｆ１／１－２

29
ｴﾙｼｰ・ﾋﾟﾄﾞｯｸ､ゆめでなわとびをする 大型絵
本

ｴﾘﾅｰ・ﾌｧｰｼﾞｮﾝ/作 岩波書店 ９３０／Ｆ３０／

30
ｶﾗｽだんなのおよめとり 岩波おはなしの本 1
ｱﾗｽｶのｴｽｷﾓｰのたのしいお話

ﾁｬｰﾙｽﾞ・ｷﾞﾗﾑ/文 岩波書店 ９３０／Ｇ１／

31 ｶﾞﾗｽのくつ ﾌｧｰｼﾞｮﾝ作品集 7 ｴﾘﾅｰ・ﾌｧｰｼﾞｮﾝ/著 岩波書店 ９３０／Ｆ１／１－７

32 ｸﾏのﾌﾟｰさん 岩波の愛蔵版 2 A.A.ﾐﾙﾝ/作 岩波書店 ９３０／Ｍ３／２

33 ｸﾏのﾌﾟｰさん全集 おはなしと詩 A.A.ﾐﾙﾝ/作 岩波書店 ９３０／Ｍ３／１７

34 ｸﾞﾚｲ・ﾗﾋﾞｯﾄのおはなし 岩波少年文庫 1052 ｱﾘｿﾝ・ｱﾄﾘｰ/作 岩波書店 ９３０／Ｕ１／１４

35
こぎつねﾙｰﾌｧｽのぼうけん 岩波ようねんぶ
んこ 1

ｱﾘｿﾝ・ｱﾄﾘｰ/作 岩波書店 ９３０／Ｕ１／２

36
たのしい川べ 岩波の愛蔵版 17 ﾋｷｶﾞｴﾙの冒
険

ｹﾈｽ・ｸﾞﾚｰｱﾑ/作 岩波書店 ９３０／Ｇ９／２

37 ﾁﾑ・ﾗﾋﾞｯﾄのおともだち ﾁﾑとｻﾑの本 ｱﾘｿﾝ・ｱﾄﾘｰ/作 童心社 ９３０／Ｕ１／４－２

38
ﾄﾑ・ｿｰﾔｰの冒険 上・下 改版 岩波少年文庫
3009

ﾏｰｸ・ﾄｳｪｲﾝ/作 岩波書店 ９３０／Ｔ２６／１－１･２

39
ﾄﾝﾎﾞｿのおひめさま 岩波おはなしの本 2 ﾌﾗﾝ
ｽ系ｶﾅﾀﾞ人のたのしいお話

ﾊﾞｰﾎﾞｰ/文 岩波書店 ９３０／Ｂ２／

40 ねずみ女房 世界傑作童話ｼﾘｰｽﾞ R.ｺﾞｯﾃﾞﾝ/作 福音館書店 ９３０／Ｇ７／４

41
ﾋﾟｰﾀｰ・ﾊﾟﾝとｳｪﾝﾃﾞｲ 福音館古典童話ｼﾘｰｽﾞ
5

J.M.ﾊﾞﾘｰ/作 福音館書店 ９０８／Ｆ１／１－５

42 ﾋﾅｷﾞｸ野のﾏｰﾃｨﾝ・ﾋﾟﾋﾟﾝ ﾌｧｰｼﾞｮﾝ作品集 5 ｴﾘﾅｰ・ﾌｧｰｼﾞｮﾝ/作 岩波書店 ９３０／Ｆ１／１－５

43 ﾋﾞﾛｰﾄﾞうさぎ
ﾏｰｼﾞｪﾘｨ・ｳｨﾘｱﾑｽﾞ/
ぶん

童話館出版 ９０８／Ｉ１

44 ﾌﾟｰ横丁にたった家 新版 岩波少年文庫 009 A.A.ﾐﾙﾝ/作 岩波書店 ９３０／Ｍ３／１８

45 ふくろ小路一番地 岩波少年文庫 2053 ｲｰｳﾞ・ｶﾞｰﾈｯﾄ/作 岩波書店 ９３０／Ｇ４／

46 まぼろしの白馬 岩波少年文庫 2141 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ・ｸﾞｰｼﾞ/作 岩波書店 ９３０／Ｇ２２／２

47 ﾑｷﾞと王さま ﾌｧｰｼﾞｮﾝ作品集 3 ｴﾘﾅｰ・ﾌｧｰｼﾞｮﾝ/作 岩波書店 ９３０／Ｆ１／１－３

48 ゆかいなﾎｰﾏｰくん 岩波おはなしの本
ﾛﾊﾞｰﾄ・ﾏｯｸﾛｽｷｰ/
文・絵

岩波書店 ９３０／Ｍ５／４

49 ﾘﾝｺﾞ畑のﾏｰﾃｨﾝ・ﾋﾟﾋﾟﾝ ﾌｧｰｼﾞｮﾝ作品集 4 ｴﾘﾅｰ・ﾌｧｰｼﾞｮﾝ/作 岩波書店 ９３０／Ｆ１／１－４

50 絵本ｸﾏのﾌﾟｰさん 大型絵本 5 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 ９３０／Ｍ３／

51 喜びの箱 児童図書館・文学の部屋 J.ﾒｲｽﾌｨｰﾙﾄﾞ/作 評論社 ９３０／Ｍ２１／２



書　　　　名 著者名 出版社 請求記号

52 銀のｼｷﾞ ﾌｧｰｼﾞｮﾝ作品集 6 ｴﾘﾅｰ・ﾌｧｰｼﾞｮﾝ/作 岩波書店 ９３０／Ｆ１／１－６

53
銀のｽｹｰﾄ 改版 岩波少年文庫 2005 ﾊﾝｽ・ﾌﾞ
ﾘﾝｶｰの物語

M.M.ﾄﾞｯｼﾞ/作 岩波書店 ９３０／Ｄ１８／

54 砂の妖精 福音館古典童話ｼﾘｰｽﾞ 29
ｲｰﾃﾞｨｽ・ﾈｽﾞﾋﾞｯﾄ・ﾌﾞﾗ
ﾝﾄ/作

福音館書店 ９０８／Ｆ１／１－２９

55 西風のくれた鍵 岩波少年文庫 2132 ｱﾘｿﾝ・ｱﾄﾘｰ/作 岩波書店 ９３０／Ｕ１／１５

56 年とったばあやのお話かご ﾌｧｰｼﾞｮﾝ作品集 1 ｴﾘﾅｰ・ﾌｧｰｼﾞｮﾝ/作 岩波書店 ９３０／Ｆ１／１－１

57 百まいのﾄﾞﾚｽ ｴﾚﾅｰ・ｴｽﾃｨｽ/作 岩波書店 ９３０／Ｅ４／１３

58 氷の花たば 岩波少年文庫 2133 ｱﾘｿﾝ・ｱﾄﾘｰ/作 岩波書店 ９３０／Ｕ１／１６

59
魔法使いのﾁｮｺﾚｰﾄ・ｹｰｷ 世界傑作童話ｼﾘｰ
ｽﾞ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾏｰﾋｰお話集

ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾏｰﾋｰ/〔著〕 福音館書店 ９３０／Ｍ１７／４

60 木馬のぼうけん旅行 世界傑作童話ｼﾘｰｽﾞ ｱｰｼｭﾗ・ｳｨﾘｱﾑｽﾞ/作 福音館書店 ９３０／Ｗ８／２

61
夜中出あるくものたち 児童図書館・文学の部
屋

J.ﾒｲｽﾌｨｰﾙﾄﾞ/作 評論社 ９３０／Ｍ２１／

62
鉄橋をわたってはいけない 岩波ようねんぶ
んこ 16

ﾍﾞﾃｨ・ﾛｰﾗﾝﾄﾞ/作 岩波書店 ９３０／Ｒ３／

63 すえっ子Oちゃん 世界の傑作童話 7
ｴﾃﾞｨｽ・ｳﾝﾈﾙｽﾀｰﾄﾞ/
作

学習研究社 ９４０／Ｕ１／

64 牛追いの冬 ﾏﾘｰ・ﾊﾑｽﾞﾝ/作 岩波書店 ９４０／Ｈ３／

65 小さい牛追い 岩波ものがたりの本 101 ﾏﾘｰ・ﾊﾑｽﾞﾝ/作 岩波書店 ９４０／Ｈ３／２

66
かわせみのﾏﾙﾀﾝ ｶｽﾄｰﾙおじさんの動物物
語 3

ﾘﾀﾞ/文 福音館書店 ９５０／Ｆ１／１－３

67 のうさぎのﾌﾙｰ ｶｽﾄｰﾙおじさんの動物物語 2 ﾘﾀﾞ/文 福音館書店 ９５０／Ｆ１／１－２

68 りすのﾊﾟﾅｼ 世界傑作童話ｼﾘｰｽﾞ ﾘﾀﾞ/ぶん 福音館書店 ９５０／Ｆ１／１－１

69
「ｼﾞﾝｼﾞｬｰとﾋﾟｸﾙｽﾞや」のおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄ
の絵本 12

ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－１２

70 100まんびきのねこ 世界傑作絵本ｼﾘｰｽﾞ ﾜﾝﾀﾞ・ｶﾞｱｸﾞ/ぶん・え 福音館書店 Ｊ／Ｇ４／

71
2ひきのわるいねずみのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄ
の絵本 7

ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／３

72 あくたれﾗﾙﾌ 世界傑作絵本ｼﾘｰｽﾞ ｼﾞｬｯｸ・ｶﾞﾝﾄｽ/さく 福音館書店 Ｊ／Ｒ２３／

73
あひるのｼﾞﾏｲﾏのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの絵
本 11

ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／５－１１

74 ありこのおつかい 日本傑作絵本ｼﾘｰｽﾞ 石井桃子/さく 福音館書店 Ｊ／Ｎ３／

75 ｲｰﾖｰのあたらしいうち ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん 9 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－９

76 ｲｰﾖｰのたんじょうび ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん 4 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－４

77 いっすんぼうし 日本傑作絵本ｼﾘｰｽﾞ いしいももこ/ぶん 福音館書店 Ｊ／Ａ４／２



書　　　　名 著者名 出版社 請求記号

78 ｳｻｷﾞまいごになる ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん 13 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－１３

79
うさこちゃんとうみ 子どもがはじめてであう絵
本 2

ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ/ぶん・
え

福音館書店 　Ｊ／Ｂ６／１－２

80
うさこちゃんとどうぶつえん 子どもがはじめて
であう絵本 3

ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ/ぶん・
え

福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１－３

81
うさこちゃんとゆうえんち 子どもがはじめてで
あう絵本 6

ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ/ぶん・
え

福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１１－６

82
うさこちゃんのたんじょうび 子どもがはじめて
であう絵本 5

ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ/ぶん・
え

福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１１－５

83
うさこちゃんのにゅういん 子どもがはじめてで
あう絵本 19

ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ/ぶん・
え

福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１１－７

84
うさこちゃんひこうきにのる 子どもがはじめて
であう絵本 20

ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ/ぶん・
え

福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１１－８

85
おそばのくきはなぜあかい 岩波の子どもの
本 8 にほんむかしばなし

石井桃子/文 岩波書店 Ｊ／Ｈ５／

86 おやすみなさいのほん 世界傑作絵本ｼﾘｰｽﾞ
ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾜｲｽﾞ・ﾌﾞﾗｳ
ﾝ/ぶん

福音館書店 Ｊ／Ｃ２６／２

87 かえるのいえさがし こどものとも傑作集 9 石井桃子/さく 福音館書店 Ｊ／Ｎ１／４

88 かものﾌﾟﾙｯﾌ ﾘﾀﾞ・ﾌｫｼｪ/文 童話館出版 Ｊ／Ｒ１３／１３

89 ｶﾙｱｼ・ﾁﾐｰのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの絵本 18
ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－１８

90 ｶﾝｶﾞとﾙｰ森にくる ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん 5 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－５

91 きいろいことり 子どもがはじめてであう絵本 6
ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ ぶん/
え

福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１－６

92 ｷﾂﾈどんのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの絵本 13 ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/作・絵 福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－１３

93 きんいろのしか 日本傑作絵本ｼﾘｰｽﾞ 秋野不矩/文・絵 福音館書店 Ｊ／Ａ４／

94
くいしんぼうのはなこさん 日本傑作絵本ｼﾘｰ
ｽﾞ

いしいももこ/ぶん 福音館書店 Ｊ／Ｎ１／３

95 くまのﾌﾞｳﾙ ﾘﾀﾞ・ﾌｫｼｪ/文 童話館出版 Ｊ／Ｒ１３／１２

96 ｸﾞﾚｲ・ﾗﾋﾞｯﾄのおはなし 絵本 ｱﾘｿﾝ・ｱﾄﾘｰ/作 岩波書店 Ｊ／Ｔ１０７／２

97 ｸﾞﾛｰｽﾀｰの仕たて屋 ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの絵本 15
ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－１５

98
くんちゃんのだいりょこう 岩波の子どもの本
32

ﾄﾞﾛｼｰ・ﾏﾘﾉ/文・絵 岩波書店 Ｊ／M６３／２

99 こすずめのぼうけん こどものとも傑作集 57 ﾙｰｽ・ｴｲﾝﾜｰｽ/作 福音館書店 Ｊ／Ｈ３／１５

100
こどものとも 100号 月刊予約絵本 ようちゃん
ともぐら

福音館書店 Ｊ／Ｋ２３８／１－１００

101
こどものとも 55 「母の友」絵本 55 幼児教育
絵本 いぬとにわとり

福音館書店 Ｊ／Ｋ２３８／１－５５

102
こどものとも 86号 月刊予約絵本 ちいさなね
こ

福音館書店 Ｊ／Ｋ２３８／１－８６

103 こねこのﾄﾑのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの絵本 4
ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／２７－４



書　　　　名 著者名 出版社 請求記号

104 こねこのねる 子どもがはじめてであう絵本 9
ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ ぶん/
え

福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１１－１２

105 こねこのぴっち ﾊﾝｽ・ﾌｨｯｼｬｰ 文/絵 岩波書店 Ｊ／Ｆ１／５

106 ｺﾌﾞﾀと大こうずい ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん 7 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－７

107 ｺﾌﾞﾀのおてがら ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん 14 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－１４

108
こわいわるいうさぎのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの
絵本 6

ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－６

109 さｰかす 子どもがはじめてであう絵本 15
ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ ぶん/
え

福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１１－１５

110 ｻﾘｰのこけももつみ 岩波の子どもの本 28 ﾏｯｸﾛｽｷｰ/文・絵 岩波書店 Ｊ／Ｍ５／３

111
ｼﾞｪﾚﾐｰ・ﾌｨｯｼｬｰどんのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄ
の絵本 17

ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 　Ｊ／Ｐ１／５－１７

112 したきりすずめ 日本傑作絵本ｼﾘｰｽﾞ 石井桃子/再話 福音館書店 Ｊ／Ａ１／４４

113 ｼﾅの五にんきょうだい ｸﾙﾄ・ﾋﾞｰｾﾞ/え 福音館書店 Ｊ／Ｗ３／

114
じのないえほん 2 子どもがはじめてであう絵
本 28 みんなでおはなしをつくりましょう

ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ/ぶん・
え

福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１－２８

115
ｽｻﾞﾝﾅのお人形 岩波の子どもの本 ﾌﾗﾝｽの
おはなし

石井桃子/訳 岩波書店 ９０８／Ｉ１／

116 せいめいのれきし 大型絵本 1
ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ/
文・え

岩波書店 ４６０／Ｂ１／

117 せきたんやのくまさん 世界傑作絵本ｼﾘｰｽﾞ
ﾌｨｰﾋﾞ・ｳｫｰｼﾞﾝﾄﾝ/さ
く・え

福音館書店 Ｊ／Ｗ３１／

118 ちいさいおうち 改版 岩波の子どもの本 6
ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ/
文・絵

岩波書店 Ｊ／Ｂ１／１０

119 ちいさいｹｰﾌﾞﾙｶｰのﾒｰﾍﾞﾙ
ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ/
さく

ﾍﾟﾝｷﾞﾝ社 Ｊ／Ｂ１／９

120
ちいさなうさこちゃん 子どもがはじめてであう
絵本 1

ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ ぶん/
え

福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１－１

121
ちいさなさかな 子どもがはじめてであう絵本
8

ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ ぶん/
え

福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１－８

122 ちいさなねこ こどものとも傑作集 33 石井桃子/さく 福音館書店 Ｊ／Ｙ７／

123 ちいさなろば 《こどものとも》傑作集 ﾙｰｽ・ｴｲﾝｽﾞﾜｰｽ/作 福音館書店 Ｊ／Ｓ８７／２

124 ﾂﾊﾞﾒの歌 岩波の子どもの本 11 ﾚｵ・ﾎﾟﾘﾃｨ/文とえ 岩波書店 Ｊ／Ｐ２／３

125
ﾃｨｷﾞｰおばさんのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの絵
本 16

ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－１６

126 ﾃｨｯﾁ 世界傑作絵本ｼﾘｰｽﾞ ﾊﾟｯﾄ・ﾊｯﾁﾝｽ/さく・え 福音館書店 Ｊ／Ｈ２７／９

127 どうぶつのこどもたち
ｴﾌｹﾞｰﾆｨ・ｲﾜﾉﾋﾞｯﾁ・
ﾁｬﾙｰｼﾝ/絵

岩波書店 Ｊ／Ｃ８／

128 ﾄﾗｰのあさごはん ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん 10 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－１０

129 ﾄﾗｰ木にのぼる ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん 11 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－１１



書　　　　名 著者名 出版社 請求記号

130 ねずみとおうさま 改版 岩波の子どもの本 3 ｺﾛﾏ神父/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｈ６／

131
のねずみﾁｭｳﾁｭｳおくさんのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗ
ﾋﾞｯﾄの絵本 8

ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－８

132
ﾊﾟｲがふたつあったおはなし 新版 ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯ
ﾄの絵本 19

ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／５－１９

133 はたらきもののじょせつしゃけいていｰ
ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ/
文・絵

福音館書店 Ｊ／Ｂ１／２

134 ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの絵本 1
ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－１

135
ぴｰんちゃんとふぃｰんちゃん ﾌﾞﾙｰﾅのゆか
いななかま 3

ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ ぶん/
え

福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１３－３

136
ひげのｻﾑｴﾙのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの絵本
14

ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/作・絵 福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－１４

137
ﾌﾟｰあそびをはつめいする ｸﾏのﾌﾟｰさんえほ
ん 12

A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－１２

138 ﾌﾟｰあなにつまる ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん 2 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－２

139 ﾌﾟｰのｿﾞｿﾞがり ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん 3 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－３

140 ﾌﾟｰのたのしいﾊﾟｰﾃｨｰ ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん 8 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－８

141 ﾌﾟｰのはちみつとり ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん 1 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－１

142
ﾌﾟｰのほっきょくたんけん ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん
6

A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－６

143 ぶかぶかﾃｨｯﾁ 世界傑作絵本ｼﾘｰｽﾞ ﾊﾟｯﾄ・ﾊｯﾁﾝｽ/さく・え 福音館書店 Ｊ／Ｈ２７／１４

144 ﾌｸﾛのひっこし ｸﾏのﾌﾟｰさんえほん 15 A.A.ﾐﾙﾝ/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ１２６／１－１５

145
ふしぎなたいこ 岩波の子どもの本 2 にほん
むかしばなし

石井桃子/ぶん 岩波書店 Ｊ／Ｓ５／２

146
ふしぎなたまご 子どもがはじめてであう絵本
5

ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ ぶん/
え

福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１－５

147 ﾌﾛﾌﾟｼｰのこどもたち ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの絵本 3
ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－３

148
ふわふわくんとｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ 岩波の子どもの本
30

ﾄﾞﾛｼｰ,ﾏﾘﾉ/文・絵 岩波書店 Ｊ／Ｍ６３／９

149
ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝﾊﾞﾆｰのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの絵本
2

ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－２

150
ﾏｲｸ・ﾏﾘｶﾞﾝとｽﾁｰﾑ・ｼｮﾍﾞﾙ 世界傑作絵本ｼ
ﾘｰｽﾞ

ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・ﾘｰ・ﾊﾞｰﾄﾝ/
文・絵

福音館書店 Ｊ／Ｂ１／５

151
まいごになったおにんぎょう 岩波の子どもの
本

A.ｱｰﾃﾞｨｿﾞｰﾆ/文 岩波書店 Ｊ／Ａ２／１５

152 まいごのふたご 岩波の子どもの本 4
あいねす・ほｰがん/
おはなし

岩波書店 Ｊ／Ｎ５／

153
まちねずみｼﾞｮﾆｰのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの
絵本 9

ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－９

154
まどそうじやのぞうのｳﾝﾌ 世界傑作絵本ｼﾘｰ
ｽﾞ

ｱﾝ・ﾎｰﾌﾟ/さく 福音館書店 Ｊ／Ｈ７１／

155 みんなのこもりうた ﾄﾙｰﾄﾞ・ｱﾙﾍﾞﾙﾁ/ぶん 福音館書店 Ｊ／Ｎ１／３１



書　　　　名 著者名 出版社 請求記号

156 ﾓﾍﾟｯﾄちゃんのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの絵本 5
ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－５

157 やまのこどもたち 岩波の子どもの本 石井桃子/文 岩波書店 Ｊ／Ｆ３／５

158 やまのたけちゃん 岩波の子どもの本 20 石井桃子/文 岩波書店 Ｊ／Ｆ３／４

159 ゆかいなかえる 世界傑作絵本ｼﾘｰｽﾞ
ｼﾞｭﾘｴｯﾄ・ｷｰﾌﾟｽ/ぶ
ん・え

福音館書店 Ｊ／Ｋ５／

160
ゆきのひのうさこちゃん 子どもがはじめてで
あう絵本 4

ﾃﾞｨｯｸ・ﾌﾞﾙｰﾅ/さく・え 福音館書店 Ｊ／Ｂ６／１－４

161
りすのﾅﾄｷﾝのおはなし ﾋﾟｰﾀｰﾗﾋﾞｯﾄの絵本
10

ﾋﾞｱﾄﾘｸｽ・ﾎﾟﾀｰ/さく・
え

福音館書店 Ｊ／Ｐ１／１－１０

162 りすのﾊﾟﾅｼ ﾘﾀﾞ・ﾌｫｼｪ/文 童話館出版 Ｊ／Ｒ１３／１１

163 海のおばけｵｰﾘｰ 大型絵本 17
ﾏﾘｰ・ﾎｰﾙ・ｴｯﾂ/文・
絵

岩波書店 Ｊ／Ｅ１／６

164 海べのあさ 大型絵本
ﾛﾊﾞｰﾄ・ﾏｯｸﾛｽｷｰ/
文・絵

岩波書店 Ｊ／Ｍ５／５

165 根っこのこどもたち目をさます
ｼﾞﾋﾞﾚ・ﾌｫﾝ・ｵﾙﾌｧｰｽ/
え

童話館出版 Ｊ／Ｏ６８／４

166 三びきのこぶた 石井桃子/やく 福音館書店 Ｊ／Ｏ３／

167 百まいのきもの 岩波の子どもの本 ｴﾘﾉｱ・ｴｽﾃｨｰｽﾞ/文 岩波書店 ９３０／Ｅ４／

168 野うさぎのﾌﾙｰ ﾘﾀﾞ・ﾌｫｼｪ/文 童話館出版 Ｊ／Ｒ１３／９


