
　著者名 　書名 　出版社
アトリー こぎつねルーファスとシンデレラ 岩波書店
安房 直子 すずめのおくりもの 講談社
石井 桃子 べんけいとおとみさん 福音館書店
今井 誉次郎 たぬき学校 講学館
今井 誉次郎 おさるのキーコ 講学館
インキオフ 赤ちゃんをほしがったお人形 偕成社
エインズワース チャールズのおはなし 福音館書店
エステス キリンのいるへや 学習研究社
グラマトキー ちびっこタグボート 学習研究社
グラマトキー いたずらでんしゃ 学習研究社
グラマトキー ルーピーのだいひこう 学習研究社
ゲイジ ガディおばさんのゆうれいたいじ 岩崎書店
ケスラー さんしん王ものがたり 旺文社
ゴッデン クリスマスの女の子 福武書店
ゴッデン ポケットのジェーン 福武書店
ゴッデン ふしぎなお人形 偕成社
コーディル ボニーはすえっこ、おしゃまさん 文研出版
コブナツカ ネンディのぼうけん 学習研究社
サーバー おもちゃ屋のクィロー 福音館書店
ジーハ ビーテクのひとりたび 童心社
ジーハ ホンジークのたび 童心社
ステーエフ こねずみとえんぴつ 福音館書店
ストング 町にきたヘラジカ 学習研究社
スロボトキン ダニーとなかよしのきょうりゅう 偕成社
征矢 清 ゆうきのおにたいじ 福音館書店
たかどの ほうこ ターちゃんとルルちゃんのはなし アリス館
竹下 文子 ペンギンじるし れいぞうこ 金の星社
デルグレーシュ ヘムロック山のくま 福音館書店
パンテレーエフ ベーロチカとタマーロチカのおはなし 福音館書店
東 君平 おかあさんがいっぱい 金の星社
ヒューエット 大きいゾウと小さいゾウ 大日本図書
ヒューエット ギターねずみ 大日本図書
ブライト リチャードのりゅうたいじ 学習研究社
プリョイセン しあわせのテントウムシ 岩波書店
ボンド こぶたのポインセチア 岩崎書店
山末 やすえ はじまりはイカめし！ 秋書房
リーフ おっとあぶない 学習研究社
リーフ けんこうだいいち 学習研究社
ルック=ポーケ おばけはケーキをたべない 偕成社
ロビンソン くまのテディ・ロビンソン 福音館書店
ローベ ゆかいな子ぐまポン 学習研究社
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アベリル 美人ネコジェニーの世界旅行 旺文社
イオシーホフ 長鼻くんといううなぎの話 講談社
 エスティス 元気なモファットきょうだい 岩波書店
 エスティス ガラス山の魔女たち 学習研究社
ガーネット ふくろ小路一番地 岩波書店
カウト いたずら小人プムックル 学習研究社 
キングマン とびきりすてきなクリスマス 岩波書店
クリアリー ひとりっ子エレンと親友 学習研究社 
クリアリー いたずらっ子オーチス 学習研究社  
グリーペ 小さなジョセフィーン 冨山房
クリスチャン 犬の毛にご注意！ 大日本図書
クリュス ザリガニ岩の燈台 偕成社
クレメンツ 合言葉はフリンドル！ 講談社
ケルン すばらしいフェルディナンド 岩波書店
佐々木 利明 キツネ森さいばん 福音館書店 
サンプソン ブータレとゆかいなマンモス 学習研究社
スズキ コージ 大千世界のなかまたち 福音館書店  
セケリ ジャングルの少年 福音館書店
デュボア 名探偵しまうまゲピー 学習研究社
ハーウィッツ はずかしがりやのスーパーマン 学習研究社
バーンフォード 三びき荒野を行く あかね書房  
BB 風のまにまに号の旅 大日本図書 
ローソン ウサギが丘 学習研究社　
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掛川 恭子 うたうカメレオン ほるぷ出版
ケルジー 天からふってきたお金 岩波書店
さとう わきこ 小さなわらいばなし 1～ 4 こずえ
富田 博之 ゆかいな吉四六さん 講学館
鳥越 やす子ほか 金剛山のトラたいじ ほるぷ出版 
トルストイ まほうの馬 岩波書店
 パイル ロビン・フッドのゆかいな冒険 岩波書店
ハリス ウサギどんキツネどん 岩波書店
ボウマンほか かぎのない箱 岩波書店
松岡 享子 花仙人 福音館書店 
光吉 夏弥 象のふろおけ ほるぷ出版
渡辺 茂男 アメリカのむかし話 偕成社　

　

詩

亀村 五郎 こどものひろば 福音館書店
はせ みつこ みえる詩あそぶ詩きこえる詩 冨山房
まど みちお つぶつぶうた 理論社
まど みちお にほんご にこにこ 理論社
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　著者名 　書名 　出版社
アーノルド 白いタカ 岩波書店
アンデルセン 白鳥 福音館書店
ウィリアムズ ほがらか号のぼうけん 学習研究社
ウィンターフェルト 子どもだけの町 学習研究社
ウィンターフェルト リリパット漂流記 学習研究社
ウンネルスタード すえっ子O

オー

ちゃん 学習研究社
エッカート アナグマと暮した少年 岩波書店
グリパリ 木曜日はあそびの日 岩波書店
サウスオール 燃えるアッシュ・ロード 子ども文庫の会
ジェザーチ かじ屋横丁事件 岩波書店
シュウエル 黒馬物語 岩波書店
スピア 青銅の弓 岩波書店
スレイ 黒ネコの王子カーボネル 岩波書店
セレディ 白いシカ 岩波書店
ソーヤー ローラー＝スケート 講談社
チャーチ 地下の洞穴の冒険 岩波書店
ティバー アリスティードの夏休み あかね書房
デュボア 二十一の気球 講談社
デンネボルク ヤンと野生の馬 あかね書房
ドゥシニスカ いたずら小おに 学習研究社
ドッジ 銀のスケート 岩波書店
ノーソフ ネズナイカのぼうけん 偕成社
ノートン 空とぶベッドと魔法のほうき 岩波書店
バーバ ロッカバイ・ベイビー誘拐事件 評論社
バビット 悪魔の物語 評論社
ハムズン 牛追いの冬 岩波書店
バンフォード ベル・リア 評論社
ピアス まぼろしの小さい犬 学習研究社
ピカード 剣と絵筆 すぐ書房
B. B. リーパス 福音館書店
M・ヒューズ イシスの燈台守 すぐ書房
フライシュマン ぼくのすてきな冒険旅行 学習研究社
プラチェット トラッカーズ 講談社
ヘイウッド 風船とばしの日 偕成社
ホルスト 死の艦隊 学習研究社
マクドナルド ふんわり王女 太平出版社
宮口 しづえ ゲンと不動明王 筑摩書房
ランキン 山の娘モモの冒険 平凡社
リード バンクス リトルベアー 佑学社
渡辺 茂男 寺町三丁目十一番地 福音館書店
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　著者名 　書名 　出版社
R・アームストロング 海に育つ 岩波書店
W・アームストロング 父さんの犬サウンダー 岩波書店
オデール 黄金の七つの都市 岩波書店
オールドリッジ タチ 評論社
カーター 反どれい船 ぬぷん児童図書出版
ガーフィールドほか 金色の影 ぬぷん児童図書出版
ガーフィールドほか ギリシア神話物語 講談社
クシュマン アリスの見習い物語 あすなろ書房
クリーチ めぐりめぐる月 講談社
グリーペ 鳴りひびく鐘の時代に 冨山房
コール ＜ヤギ＞ゲーム 徳間書店
コルシュノウ だれが君を殺したのか 岩波書店
コルドン モンスーン  あるいは白いトラ 理論社
佐々木 赫子 旅しばいのくるころ 偕成社
スマッカー 六月のゆり ぬぷん児童図書出版
トペリウス 星のひとみ 岩波書店
ニクソン クリスティーナの誘拐 評論社
ノース はるかなるわがラスカル ブッキング
バウマン ハンニバルの象つかい 岩波書店
ハリス 丘の家のセーラ 岩波書店
バルトス＝ヘップナー コサック軍シベリアをゆく 岩波書店
フィンガー 勇敢な仲間 岩波書店
フォックス 十一歳の誕生日 ぬぷん児童図書出版
ブラックウッド シェイクスピアを盗め！ 白水社
ブリンズミード 青さぎ牧場 冨山房
ブルックナー メキシコの嵐 岩波書店
ブルックナー 黄金のファラオ 岩波書店
ペック シカゴよりこわい町 東京創元社
ホガード 小さな魚 冨山房
ポールセン ひとりぼっちの不時着 くもん出版
メイン 地に消える少年鼓手 岩波書店
D・ライス 国境まで 10 マイル 福音館書店
J・ライス シニとわたしのいた二階 冨山房
ライトソン ぼくはレース場の持主だ！ 評論社
ライラント メイおばちゃんの庭 あかね書房
ローランド 鉄橋をわたってはいけない 岩波書店
ロンゲン 山にのまれたオーラ 岩波書店
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金田一 京助，荒木田 家寿 アイヌ童話集 東都書房
萱野 茂 ひとつぶのサッチポロ 平凡社
安藤 美紀夫 ポイヤウンベ物語 福音館書店
水上 勉 くさらなかった舌　日本霊異記 平凡社 / 岩波書店
君島 久子，古谷 久美子 中国のむかし話 偕成社
永田 耕作 中国のむかし話 2 偕成社
伊藤 貴麿 錦の中の仙女 岩波書店
木村 則子 ネコのしっぽ ほるぷ出版
松谷 さやか，金光 せつ ロシアのむかし話 偕成社 
金光 せつ ロシアのむかし話 2 偕成社
ギラム カラスだんなのおよめとり 岩波書店
バーボー、ホーンヤンスキー トンボソのおひめさま 岩波書店
福井 恵樹 ふしぎなサンダル ほるぷ出版
ウォルクスタイン 魔法のオレンジの木 岩波書店
光吉 夏弥 マウイの五つの大てがら ほるぷ出版
グリーン 神々のたそがれ 学習研究社
ハスフォード 神々のとどろき 岩波書店
　画家名 書名 出版社　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

絵 

本

赤羽 末吉 へそもち 福音館書店
秋野 不矩 ちいさなたいこ 福音館書店
アッシュ なんでもパパといっしょだよ 評論社
アリキ おばあちゃんのたんじょうび アリス館 
アンヴィン いたずらハービーはどこ？ 汐文社
イエンセン ザラザラくん、どうしたの？ 偕成社
いのうえ ようすけ ふしぎなやどや 福音館書店
ウィルとニコラス クリスマスのうさぎさん 福音館書店
エルジェ いたずら２にんぐみ 冨山房
エンバリー ぴかっごろごろ 福音館書店 
小沢 良吉 じんごのはなし 福音館書店
オニェフル ＡはアフリカのＡ 偕成社
オニェフル おとうとは青がすき 偕成社
カートリッジ こぐま学校のバザー 偕成社
金田 卓也 アブドルのぼうけん 偕成社
カリジェ 大雪 岩波書店
ガルドーン あなたのはな 福音館書店
カルマチャリャ あくまのおよめさん 福音館書店
熊谷 元一 たなばたまつり 福音館書店
小林 勇 あり 福音館書店
シス わたしはバレリーナ BL 出版
ズマトリーコバー マルチンとナイフ 福音館書店
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　画家名 　書名 　出版社
赤羽末吉 いしになったかりゅうど 福音館書店
アダムズ 魔女たちのあさ アリス館
石亀泰郎 イエペさんぽにいく 文化出版局
大橋歩 おしょうがつさん 福音館書店
キーツ ぼくのいぬがまいごです！ 徳間書店
儀間比呂志 かえるのつなひき 福音館書店
熊谷元一 二ほんのかきのき 福音館書店
シュルヴィッツ あめのひ 福音館書店
多田ヒロシ にわのわに こぐま社
デュボアザン ペチューニアごようじん 冨山房
デュボアザン ロバのロバちゃん 偕成社
テンペスト グレー・ラビット パンケーキをやく 評論社
得田之久 かまきりのちょん 福音館書店
ドクター・スース ふしぎな 500 のぼうし 偕成社
ドーレア オーラのたび 福音館書店
ドーレア トロールのばけものどり 福音館書店
なかがわそうや こだぬき 6ぴき 岩波書店
中谷千代子 かえるのいえさがし 福音館書店
なかたにちよこ みんなのこもりうた 福音館書店
西村繁男 おおずもうがやってきた 福音館書店
ノールベルグ リーベとおばあちゃん 福音館書店
ハーシュ リーラちゃんとすいか ほるぷ出版
ハモンド まどそうじやのぞうのウンフ 福音館書店
ビースティー 宝さがしの旅 岩波書店
ピルキングトン 女トロルと 8人の子どもたち 偕成社
深沢紅子 やまのたけちゃん 岩波書店
ブライト おばけのジョージー 福音館書店
ブラウン シンデレラ 福音館書店
ブラウン ダチョウのくびはなぜながい？ 冨山房
ブルーナ おひゃくしょうのやん 福音館書店
ボーテン 雨とひょう 福音館書店
ホフシンド アメリカ・インディアンのえもじのえほん 至光社
マリッツ ひとつ、アフリカにのぼるたいよう 文化出版局
マリノ ふわふわくんとアルフレッド 岩波書店
ユネスコ・アジア文化センター どこにいるかわかる？ こぐま社
ユネスコ・アジア文化センター なにをしているかわかる？ 朝日新聞社
ユネスコ・アジア文化センター わたしの村わたしの家 福音館書店
レイ クリスマスのおはなし 徳間書店
レーベデフ アイスクリーム／かんながかんなをつくったはなし 岩波書店
レーベデフ 三びきのくま 偕成社
レーベデフ どうぶつのこどもたち 岩波書店
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　画家名 　　　　　　　　書名 　　出版社
秋野不矩 きんいろのしか 福音館書店
アーディゾーニ まいごになったおにんぎょう 岩波書店
アリキ どろぼうだどろぼうよ アリス館
海野和男 虫のかくれんぼ 福音館書店
大島妙子 オバケやかたのひみつ 偕成社
小沢良吉 むっつりのはなし 福音館書店
小沢良吉 とこまさのはなし 福音館書店
ガイサート こぶたの ABC ジー・シー・プレス
梶山俊夫 こぎつねキッコうんどうかいのまき 童心社
カーン 馬のたまご ほるぷ出版
クライドルフ くさはらのこびと 福音館書店
クレイグ 町のねずみといなかのねずみ セーラー出版
佐藤忠良 おひゃくしょうとえんまさま 福音館書店
ジョナス いろのダンス 福武書店
スタイグ ジークの魔法のハーモニカ セーラー出版
チャーリップ ちいさなとりよ 岩波書店
テンペスト グレー・ラビットのクリスマス 評論社
沼田早苗 ぼくのおじいちゃんのかお 福音館書店
ハッチンス いたずらかいじゅうはどこ？ 偕成社
ハッチンス いたずらかいじゅうビリー！ 偕成社
バートン 名馬キャリコ 岩波書店
舟田詠子 アルプスの村のクリスマス リブロポート
M・ブラウン 長ぐつをはいたネコ 岩波書店
ブルーナ ぶたのうたこさん 福音館書店
ベスコフ みどりおばさん、ちゃいろおばさん、むらさきおばさん 福音館書店
ベスコフ ちゃいろおばさんのたんじょうび 福音館書店
ベスコフ ペッテルとロッタのぼうけん 福音館書店
ベスコフ あおおじさんのあたらしいボート 福音館書店
星川ひろ子 ぼくのおにいちゃん 小学館
L・ホーバン ハービーのかくれが あかね書房
L・ホーバン アーサーのくまちゃん 文化出版局
宮崎学 ふくろう 福音館書店
山田三郎 かもときつね 福音館書店
渡辺章人 まじょのひ 福音館書店
ポラジンスカ 千びきのうさぎと牧童 岩波書店
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　画家名 　書名 　出版社
于大武 十万本の矢 岩波書店
エイジー 飛行士フレディ・レグランド セーラー出版
大橋歩 これはおひさま ブッキング
キラカ いちばんのなかよし アートン
ステルツァー 「イグルー」をつくる あすなろ書房
ズマトリーコバー かあさんねずみがおかゆをつくった 福音館書店
高橋喜平 あんな雪こんな氷 講談社
チャーリップ ママ、ママ、おなかがいたいよ 福音館書店
鄭　香 おどりトラ 福音館書店
得田之久 ありのぎょうれつ 童心社
得田之久 くさむらのむしたち 童心社
得田之久 くものいえ 童心社
得田之久 みのむしがとんだ 童心社
長野重一 よるのびょういん 福音館書店
ハッチンス ぶかぶかティッチ 福音館書店
馬場のぼる ぶたたぬききつねねこ　その 2 こぐま社
ハワード ピーターとおおかみ 岩波書店
ビショップ アカメアマガエル ほるぷ出版
E・ブラウン ハンダのびっくりプレゼント 光村教育図書
E・ブラウン ハンダのめんどりさがし 光村教育図書
プロヴェンセン パパの大飛行 福音館書店
ホークス 大森林の少年 あすなろ書房
T・ホーバン ぼくはこどものぞうです リブロポート
ボブリ ひょうざん 福音館書店
マックロスキー ハーモニカのめいじんレンティル 国土社
松岡達英 ミムスのぼうけん 小学館
ミード しーっ！ぼうやがおひるねしているの 偕成社
やぶうちまさゆき なにのあしあとかな 福音館書店
ラダ おおきくなったら 福音館書店
ラマチャンドラン おひさまをほしがったハヌマン 福音館書店
ワイスガード つきへいったら 福音館書店
ワイルドスミス どうぶつ らくだ出版
ワイルドスミス ライオンとネズミ らくだ出版

児童室 読書キャンペーンから 『よみきかせのきほん』から

復  刊
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