
読書会で

授業で

調べ学習で

県立図書館のグループ読書用図書が利用できます。

子ども用は同じ本を1種類につき、20冊ずつそろえています。

電話または直接来館によって、貸出の申し込みをしてください。

◉申し込み・問い合わせ先

島根県立図書館

　　図書館支援課　地域支援室

 西部読書普及センター

※地域支援室の図書を西部読書普及センターに取り寄せたり、西部読書普及センターの図書を地域支援室に取り

　寄せたりすることもできます。

※取り寄せには時間がかかる場合がありますので、図書が必要になる10日以上前に申し込みをしてください。

☆ 地域支援室受入

・『手ぶくろを買いに』（新美 南吉／作、偕成社）

☆ 西部読書普及センター受入
・『しょくぶつ（フレーベル館の図鑑ナチュラ）』（無藤 隆／総監修、フレーベル館）

グループ読書用図書目録　子ども用
令和3年度（2021年度）

令和2年度（2020年度） 新規受入図書

(令和3年4月現在）

島 根 県 立 図 書 館

〒690-0873 松江市内中原町52
TEL（0852）22-5730

〒697-0023 浜田市長沢町1550-1
TEL（0855）23-6785

同じ本が複数必要なとき

島根県立図書館イメージキャラクター

ぶっくまくんとしおりちゃん



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ／作 絵本 至光社 1979

あかいかさ ロバート・ブライト／さく 絵本 ほるぷ出版 1975.1

あかいろうそく 新美 南吉／著 物語 大日本図書 1973

赤い蠟燭と人魚 小川 未明／作 物語 童心社 1980

赤ちゃんのはなし マリー・ホール・エッツ／ぶん・
え いのち・からだ 福音館書店 1982.6

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 絵本 福音館書店 199911

あきカンでつくろう よしだ きみまろ／さく 工作 福音館書店 1992

あげはのとぶ日 渡辺 守／ぶん 生き物 新日本出版
社

1981

あしたはなにしてあそぼうか 吉本 直志郎／作 物語 教育画劇 1989.6

あたまをつかった小さなおばあさん ホープ・ニューウェル／作 物語 福音館書店 1980

あのときすきになったよ 薫 くみこ／さく 絵本 教育画劇 1998.4

あやとりひめ 森山 京／作 物語 理論社 1998.9

ありがとう…どういたしまして ルイス=スロボトキン／さく 絵本 偕成社 1969.12

ありこのおつかい 石井 桃子／さく 絵本 福音館書店 1980

アンガスとあひる マージョリー・フラック／さく・
え 絵本 福音館書店 1974.7

アンデルセン童話選 （岩波世界児童文学集 12） アンデルセン／著 物語 岩波書店 1993.11

アンネ・フランク ジョゼフィーン・プール／文 伝記 あすなろ書
房

2005.4

いいものもらった 森山 京／作 絵本 小峰書店 1987.12

いえでぼうや 灰谷 健次郎／作 物語 理論社 1980

いきもののしいく（フレーベル館の図鑑ナチュラ） 小宮 輝之、岡島 秀治／
監修 生き物 フレーベル館 2013.4

いたずらいじわるおらやんた 宮川 ひろ／さく 物語 ポプラ社 1989.6

いたずらかわうそ 小納 弘／作 絵本 ポプラ社 1980

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 絵本 福音館書店 1961.8

いたずらこねこ バーナディン・クック／ぶん 絵本 福音館書店 1974

一ねんせいがいっぱい 市川 栄一／著 物語 けやき書房 1989

（１） 地域支援室（松江）所蔵分



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

いつかはきっと シャーロット・ゾロトフ／ぶん 絵本 ほるぷ出版 1978

いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川 俊太郎／文 社会 福音館書店 1989.2

命をみつめて 村尾 靖子／作 物語 岩崎書店 1987.5

いまがたのしいもん シャーロット・ゾロトウ／文 絵本 童話屋 1991.7

いま地球がたいへんだ 石 弘之／著 自然・環境 草土文化 1989.7

ウエズレーの国 ポール・フライシュマン／作 絵本 あすなろ書
房

1999.6

植村直己・地球冒険62万キロ 岡本文良／作 伝記 金の星社 1985

うぐいす 安房 直子／文 物語 小峰書店 1995.1

うさぎ座の夜 安房 直子／作 絵本 偕成社 2008.1

うまかたやまんば おざわ としお／再話 絵本 福音館書店 1988.1

馬先生のどうぶつ日記 高橋 健／作 物語 佼成出版社 1983.3

海のいのち 立松 和平／作 絵本 ポプラ社 1992.12

うんがにおちたうし フィリス・クラシロフスキー／
作 絵本 ポプラ社 1967

絵で読む広島の原爆 那須 正幹／文 戦争 福音館書店 1995.3

AはアフリカのA イフェオマ・オニェフル／作・
写真 社会 偕成社 2001.9

エドワルド ジョン・バーニンガム／作 絵本 ほるぷ出版 2006.3

えほん障害者権利条約 ふじい かつのり／作 社会 汐文社 2015.5

エマおばあちゃん ウェンディ・ケッセルマン／文 絵本 徳間書店 1998.7

エルマーと16ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネット
／さく 物語 福音館書店 1988

エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット
／さく 物語 福音館書店 1990

エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット
／さく 物語 福音館書店 1989

えんぴつびな 長崎 源之助／作 絵本 金の星社 1984.2

王さまと九人のきょうだい 君島 久子／訳 絵本 岩波書店 1978

おうさまのたけうま ドクター・スース／著 物語 学研 1979

王さまばんざい 寺村 輝夫／著 物語 理論社 1975

王さまロボット 寺村 輝夫／作 物語 理論社 1975



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

オオカミクン グレゴワール・ソロタレフ／さ
く 絵本 ポプラ社 2001.12

大きいツリー小さいツリー ロバート・バリー／ぶんとえ 物語 大日本図書 1980

おおきなおおきなおいも 赤羽 末吉／さく・え 物語 福音館書店 1980

おおきなかぶ 内田 莉莎子／再話 絵本 福音館書店 1966.6

おおきな木 シェル・シルヴァスタイン／さ
く・え 絵本 篠崎書林 1976.11

おおきなきがほしい 佐藤 さとる／ぶん 絵本 偕成社 1971

おおきなラッパとちいさなオリー ジャック・ベクドルト／文 絵本 徳間書店 2001.11

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〕 物語 偕成社 1966.6

おおはくちょうのそら 手島 圭三郎／絵と文 絵本 福武書店 1983.2

おかあさんがいっぱい 東 君平／作・絵 物語 金の星社 1981

おかあさんの木 大川 悦生／作 戦争 ポプラ社 1977

おかあさんのつうしんぼ 宮川 ひろ／作 物語 偕成社 1979

おこりじぞう 山口 勇子／さく 戦争 新日本出版
社

1982

おこんじょうるり さねとう あきら／作 絵本 理論社 1974

おさるになるひ いとう ひろし／作・絵 物語 講談社 1994.1

おじいちゃんと いっしょに アリキ・ブランデンバーグ／
作・絵 絵本 佑学社 1981

おじいちゃんのぼうし メラニー・シェラー／文 絵本 徳間書店 1995.11

おしいれのぼうけん ふるた たるひ／さく 絵本 童心社 1980

おしゃべりなたまごやき 寺村 輝夫／作 絵本 福音館書店 1972.12

おしょうがつさん 矢崎 節夫／作 絵本 ポプラ社 1976

おそうじをおぼえたがらないリスのゲルラン ジャンヌ・ロッシュ・マゾン／
作 物語 福音館書店 1973.1

おつきさまこんばんは 林 明子／さく 絵本 福音館書店 2000.5

おっきょちゃんとかっぱ 長谷川摂子／文 絵本 福音館書店 199708

おっとあぶない マンロー・リーフ／さく 絵本 学研 1978

おっと先生とひみつ 清水 道尾／作 物語 文研出版 1995.12

お手玉いくつ 長崎 源之助／作 戦争 教育画劇 1996.12



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

おとうさんがおとうさんになった日 長野 ヒデ子／作 絵本 童心社 2002.5

おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ／作 絵本 あすなろ書
房

2009.5

おとなになる日 シャーロット・ゾロトウ／文 絵本 童話屋 1996.8

おにのあかべえ 寺村 輝夫／作 物語 ポプラ社 1978

おにたのぼうし あまん きみこ／ぶん 絵本 ポプラ社 1969.7

おばあさんのひこうき 佐藤 さとる／作 物語 小峰書店 1979

おばあちゃんがいるといいのにな 松田 素子／作 絵本 ポプラ社 1994.11

おばけのソッチぞびぞびぞー 角野 栄子／さく 物語 ポプラ社 1980.11

おばけのバーバパパ アネット=チゾン／さく 絵本 偕成社 1972

おはなし歴史風土記 32 島根県 歴史教育者協議会／編 島根 岩崎書店 198304

おひさまはらっぱ 中川 李枝子／さく 物語 福音館書店 1977

おもちゃ屋へいったトムテ エルサ・ベスコフ／さく 物語 福音館書店 1998.1

おやすみなさいのほん マーガレット・ワイズ・ブラウン
／ぶん 絵本 福音館書店 1962.1

おやすみなさいフランシス ラッセル・ホーバン／ぶん 絵本 福音館書店 1966

おんなじおんなじ 多田 ヒロシ／著 絵本 こぐま社 1975

怪談 ラフカディオ・ハーン／著 島根 偕成社 1978

かさをささないシランさん 谷川 俊太郎／作 絵本 理論社 1991.3

かさじぞう 瀬田 貞二／再話 絵本 福音館書店 1966.11

かさどろぼう シビル・ウェタシンヘ／さく 絵本 福武書店 1986.6

かさぶたくん やぎゅう げんいちろう／さく いのち・からだ 福音館書店 2000.1

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 物語 金の星社 1979.1

かぜのおくりもの 飯田 栄彦／作 物語 サンリード 1983.8

かたあしだちょうのエルフ おのき がく／ぶん・え 絵本 ポプラ社 1970.1

かたあしのひよこ 水谷 章三／文 絵本 ほるぷ出版 1992.1

片足の母スズメ 椋 鳩十／作 物語 あすなろ書
房

1983.11

片耳の大シカ 椋 鳩十／作 物語 あすなろ書
房

1983.1



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

かにむかし 木下 順二／作 絵本 岩波書店 1980

かばくん 岸田 衿子／作 絵本 福音館書店 1966.12

カマキリくん タダ サトシ／作 絵本 こぐま社 2002.6

かみであそぼう きる・おる こすぎ けいこ／さく 工作 福音館書店 1992.1

かみコップでつくろう よしだ きみまろ／さく 工作 福音館書店 1992

紙人形のぼうけん マーガレット・マーヒー／作 物語 岩波書店 1998.11

かもさんおとおり ロバート・マックロスキー／ぶ
ん・え 絵本 福音館書店 1980

からすたろう やしま たろう／文・絵 絵本 偕成社 1979.5

ガラスのうさぎ 高木 敏子／著 戦争 金の星社 1979

からすのパンやさん 加古 里子／絵と文 絵本 偕成社 1973.9

からだっていいな 山本 直英／さく 絵本 童心社 1997.2

からたちばやしのてんとうむし かこ さとし／絵と文 絵本 偕成社 1979

彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ／文と絵 絵本 あすなろ書
房

2001.5

かわ 加古 里子／さく・え 自然・環境 福音館書店 1962

かわいいあかちゃん かこ さとし／著 いのち・からだ 童心社 1988.8

かわいそうなぞう つちや ゆきお／ぶん 戦争 金の星社 1970.8

がんばってますせいじくん 吉本 直志郎／作 物語 ポプラ社 1985.12

がんばれモモ子 丘 修三／作 物語 佼成出版社 1996.3

木を植えた男 ジャン・ジオノ／原作 絵本 あすなろ書
房

1989.12

樹のおつげ ラフカディオ・ハーン／げんさ
く 島根 新世研 2001.12

きたかぜとたいよう ラ・フォンテーヌ／ぶん 絵本 らくだ出版 1990

きょうはなんのひ？ 瀬田 貞二／作 絵本 福音館書店 1979.8

きんいろのあしあと 椋 鳩十／著 物語 童心社 1978

きんいろの木 大谷 美和子／作 物語 講談社 1991.3

くじゃくのはなび 鐘 子芒／著 物語 偕成社 1976

くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡 享子／作 物語 福音館書店 1981



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

くまの子ウーフ 神沢 利子／作 物語 ポプラ社 1979

くまの子ウーフ 続 神沢 利子／作 物語 ポプラ社 1984.6

くまのビーディーくん ドン・フリーマン／さく 絵本 偕成社 1977

ぐりとぐら 中川 李枝子／さく 絵本 福音館書店 1980

クリスマスのおくりもの コルネリス・ウィルクスハウス
／作 絵本 講談社 1978

車のいろは空のいろ あまん きみこ／著 物語 ポプラ社 1979

クワガタクワジ物語 中島みち／著 生き物 筑摩書房 1974

こいぬのうんち クォン ジョンセン／文 絵本 平凡社 2000.9

江の川 村尾 靖子／著 島根 岩崎書店 199112

子うさぎましろのお話 ささき たづ／ぶん 絵本 ポプラ社 1978

仔牛の春 五味 太郎／作 絵本 偕成社 1999.1

こぎつねコンとこだぬきポン 松野 正子／文 絵本 童心社 1979

こぐまのくまくん E.H.ミナリック／ぶん 物語 福音館書店 1980

こだぬき6ぴき なかがわ りえこ／文 絵本 岩波書店 1976

ことばあそびうた 谷川 俊太郎／詩 詩歌 福音館書店 1973.1

琴姫のなみだ 村尾 靖子／文 島根 岩崎書店 199412

こども出雲国風土記 川島 芙美子／著 島根 山陰中央新
報社

2009.5

ごんぎつね にいみ なんきち／ぶん 絵本 ポプラ社 1969

こんこんさまにさしあげそうろう 森 はな／さく 絵本 PHP研究所 1982.2

こんちゅう 無藤 隆／総監修 生き物 フレーベル館 2004.6

こんにちは バネッサ マジョリー・Ｗ・シャーマット／
作 物語 岩崎書店 1984

さっちゃんの まほうのて たばた せいいち／共同制
作 絵本 偕成社 1985.1

さとるのじてんしゃ 大石真／著 物語 小峰書店 1973

サバンナのともだち キャロライン・ピッチャー／文 絵本 光村教育図
書

2002.8

ざりがに 吉崎 正巳／ぶん・え 生き物 福音館書店 1976.4

サンタの友だちバージニア 村上 ゆみ子／著 伝記 偕成社 1994.12



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

サンタクロースっているんでしょうか？ ニューヨークサン新聞社／
文 社会 偕成社 1986.1

サンドイッチつくろう さとう わきこ／さく 料理 福音館書店 1993.9

さんねん峠 李 錦玉／作 絵本 岩崎書店 1981.2

三びきのこぶた 瀬田 貞二／やく 絵本 福音館書店 1967.4

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え 絵本 福音館書店 1979

ジェインのもうふ アーサー・ミラー／著 物語 偕成社 1977

しかられなかった子のしかられかた 灰谷 健次郎／さく 物語 童心社 1981.11

しげちゃん 室井 滋／作 絵本 金の星社 2011.5

じごくのそうべえ 田島 征彦／作 絵本 童心社 1978.5

しずかなおはなし サムイル・マルシャーク／ぶん 絵本 福音館書店 1974

しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ／さく 絵本 福音館書店 1969.8

しっぽのはたらき 川田 健／ぶん 生き物 福音館書店 1972.3

島根の童話 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 島根 リブリオ出版 200101

島ひきおに 梶山 俊夫／絵 絵本 偕成社 1973

しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺 茂男／さく 絵本 福音館書店 1966.6

しょくぶつのさいばい（フレーベル館の図鑑ナチュラ） 肥土 邦彦／監修 植物 フレーベル館 2013.2

ジョシィ・スミスのおはなし マグダレン・ナブ／さく 物語 福音館書店 1997.9

しらゆきひめと七人の小人たち ワンダ・ガアグ／再話・え 物語 福音館書店 1991

しらんぷり 梅田 俊作／作・絵 物語 ポプラ社 1997.6

しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ／ぶん・
え 絵本 福音館書店 1965

伸ちゃんのさんりんしゃ 児玉 辰春／作 戦争 童心社 1992.6

しんぶんしでつくろう よしだ きみまろ／さく 工作 福音館書店 1992

水仙月の四日 宮沢 賢治／作 絵本 偕成社 1995.9

スイミー レオ・レオニ／作 絵本 好学社 1979

スージーをさがして バーナディン・クック／ぶん 絵本 福音館書店 1997.1

スーホの白い馬 大塚 勇三／再話 絵本 福音館書店 1967.1



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

スタートライン あびる としこ／作 物語 新日本出版
社

1997.5

すてきな三にんぐみ トミー=アンゲラー／さく 絵本 偕成社 1991

すみ鬼にげた 岩城 範枝／作 物語 福音館書店 2009.11

すみれ島 今西 祐行／文 絵本 偕成社 1991.12

せかいいちおおきなうち レオ・レオニ／作 絵本 好学社 1969

せみとりめいじん かみや しん／作 生き物 福音館書店 2001.6

セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治／作 物語 福音館書店 1980

1000の風1000のチェロ いせ ひでこ／作 絵本 偕成社 2000.11

せんせい 大場 牧夫／ぶん 絵本 福音館書店 1996.2

先生のおとおりだい！ 中野 みち子／作 物語 理論社 1979

先生、ひいきひいき 宮川 ひろ／作 物語 ポプラ社 1994.2

ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ／さく 絵本 評論社 1974.1

草原の風になりたい 村尾 靖子／文 社会 岩崎書店 199805

そらいろのたね なかがわ りえこ／文 絵本 福音館書店 1967.1

だいくとおにろく 松居 直／再話 絵本 福音館書店 1967.2

大森林の少年 キャスリン・ラスキー／作 絵本 あすなろ書
房

1999.11

たいようのおなら 灰谷 健次郎／ほか編 詩歌 サンリード 1980

たいようのぼうや ズデニェク=カ=スラビー／さ
く 物語 学研 1969

たからものくらべ 杉山 亮／作 物語 福音館書店 1991

タケノコごはん 大島 渚／文 戦争 ポプラ社 2015.8

だってだってのおばあさん さの ようこ／作・絵 絵本 フレーベル館 1980

龍の子太郎 松谷 みよ子／著 物語 講談社 197903

たなばた 君島 久子／再話 絵本 福音館書店 1976.7

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古 里子／さく・え 絵本 福音館書店 1967.11

たんたのたんけん 中川 李枝子／さく 物語 学研 1978

ダンプえんちょうやっつけた ふるた たるひ／作 絵本 童心社 1978



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

ちいさいタネ エリック=カール／さく 絵本 偕成社 1990.12

ちいさいモモちゃん 松谷 みよ子／著 物語 講談社 1980

ちいさなうさこちゃん ディック・ブルーナ／ぶん え 絵本 福音館書店 2010.4

小さなスプーンおばさん アルフ・プリョイセン／著 物語 学研 1966

小さな目 １ねん ２ねん 朝日新聞社／編 詩歌 あかね書房 1977

小さな目 ３ねん ４ねん 朝日新聞社／編 詩歌 あかね書房 1978

小さな目 ５ねん ６ねん 朝日新聞社／編 詩歌 あかね書房 1978

ちいちゃんのかげおくり あまん きみこ／作 戦争 あかね書房 1982.8

チキン・サンデー パトリシア・ポラッコ／作 絵本 アスラン書房 1997.3

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／
ぶん・え 絵本 福音館書店 1980

チム・ラビットのぼうけん アリソン・アトリー／作 物語 童心社 1979

注文の多い料理店 宮沢賢治／作 絵本 偕成社 2000.11

チョコレート戦争 大石 真／作 物語 理論社 1979

チロヌップのきつね たかはし ひろゆき／文・絵 絵本 金の星社 1972.8

チロヌップのにじ たかはし ひろゆき／文・絵 絵本 金の星社 1983.11

津波!! 命を救った稲むらの火 小泉 八雲／原作 島根 汐文社 200504

つなみてんでんこ はしれ、上へ！ 指田 和／文 社会 ポプラ社 2013.2

つりばしわたれ 長崎 源之助／作 絵本 岩崎書店 1976.2

ティッチ パット・ハッチンス／さく・え 絵本 福音館書店 1975.4

てのひらのピーコ 岸川 悦子／作 物語 教育画劇 1989.4

てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ／
え 絵本 福音館書店 1965.11

NEW 手ぶくろを買いに 新美 南吉／作 絵本 偕成社 2017.9

天使のいる教室 宮川 ひろ／作 物語 童心社 1996.7

でんでんむしのかなしみ 新美 南吉／作 物語 大日本図書 1999.7

とうげのおおかみ 今西 祐行／作 物語 金の星社 1983.11

とうさんのうれしいこと 鈴木 清子／作 物語 佼成出版社 1983.5



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

父さんの小さかったとき 塩野 米松／文 社会 福音館書店 1988.3

どうしよう、どうしよう 藤田 千津／作 物語 文研出版 1996.11

どうぞかんべん 椋 鳩十／作 物語 あすなろ書
房

1983.1

どうぶつ（フレーベル館の図鑑ナチュラ） 無藤 隆／総監修 生き物 フレーベル館 2004.9

時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ／
作 絵本 こぐま社 1998.7

どこにいるかわかる？ ユネスコ・アジア文化セン
ター／編 社会 こぐま社 1988.3

とこちゃんはどこ 松岡 享子／さく 絵本 福音館書店 1970.7

ともだちからともだちへ アンソニー・フランス／さく 絵本 理論社 2003.3

ともだちや 内田 麟太郎／作 絵本 偕成社 1998.1

どろぼうがっこう 加古 里子／絵と文 絵本 偕成社 1973.3

どろんここぶた アーノルド・ローベル／作 絵本 文化出版局 1978

どろんこハリー ジーン・ジオン／ぶん 絵本 福音館書店 1964.3

ながいかみのむすめ 王 敏／文 絵本 小峰書店 1994.1

ながいながいペンギンの話 いぬい とみこ／作 物語 理論社 1980

長くつ下のピッピ リンドグレーン／作 物語 岩波書店 1978

なぞなぞのすきな女の子 松岡 享子／さく 物語 学研 1978

ナヌークの贈りもの 星野 道夫／著 絵本 小学館 1996.1

なんでもぽい！ 山中 恒／著 絵本 偕成社 1975

にぎりめしごろごろ 小林 輝子／再話 絵本 福音館書店 1994.1

にぐるまひいて ドナルド・ホール／ぶん 絵本 ほるぷ出版 1980.1

日本のお米 和久井 昌代／さく 絵本 PHP研究所 1983

日本のむかしばなし 瀬田 貞二／文 物語 のら書店 1998.1

にゅうがくしきのプレゼント 梅田 俊作／さく 物語 新日本出版
社

1994.3

人間はすばらしい 椋 鳩十／著 生き物 偕成社 1988.3

にんげんってたいへんだね フィリップ・レスナー／ぶん 絵本 アリス館 1978

ぬい針だんなとまち針おくさん 土橋 悦子／さく 物語 福音館書店 1999.6



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

ねこのジンジャー シャーロット・ヴォーク／作 絵本 偕成社 1997

ネコのタクシー 南部 和也／さく 物語 福音館書店 2001.5

ねむりひめ グリム兄弟／原作 絵本 福音館書店 1978

ノアのはこ船 ピーター・スピアー／え 神話 評論社 1986.3

のげしとおひさま 甲斐 信枝／さく 絵本 福音館書店 2015.9

のはらうさぎでございます 山花 郁子／作 絵本 佼成出版社 1997.5

のみこみとっつあ 寺村 輝夫／著 絵本 あかね書房 1980

のらネコの子守歌 松居 スーザン／作 物語 教育画劇 1998.12

のろまなローラー 小出 正吾／さく 絵本 福音館書店 1967.1

ハイジ J・シュピーリ／作 物語 福音館書店 1974.12

パオにいちゃんの魔法のスープ 上条 さなえ／作 物語 汐文社 2002.11

白衣をぬいだドクター花戸 いのちつぐ「みとりびと」 3 國森 康弘／写真・文 社会 農山漁村文
化協会

2012.2

はけたよはけたよ かんざわ としこ／ぶん 絵本 偕成社 1970

はじめてのたんじょうかい 生源寺 美子／作 物語 金の星社 1981

はじめての古事記 竹中 淑子／文 神話 徳間書店 2012.11

はたらきもののじょせつしゃけいていー バージニア・リー・バートン／
ぶん・え 絵本 福音館書店 1980

八郎 斎藤 隆介／作 絵本 福音館書店 1967

バッテリー あさの あつこ／作 物語 教育画劇 1996.12

ハテルマシキナ 桜井 信夫／著 詩歌 かど創房 1998.8

はなをくんくん ルース・クラウス／ぶん 絵本 福音館書店 1967.3

はなのすきなうし マンロー・リーフ／おはなし 絵本 岩波書店 195412

花さき山 斎藤 隆介／作 絵本 岩崎書店 1969

ハニーが盲導犬になるまで キャロライン・アーノルド／文 社会 国土社 2001.1

ばばばあちゃんのやきいもたいかい さとう わきこ／作 料理 福音館書店 2000.1

ぱぴぷぺぽっつん 神沢 利子／ほか著 詩歌 のら書店 2007.3

はらっぱのおはなし 椋 鳩十／作 物語 PHP研究所 1979



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

バンザイ！まちがい金メダル 鈴木 喜代春／さく 物語 旺文社 1986

番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー／さく 物語 福音館書店 1992.5

バンブルムース先生、一等賞をとる ハンス・アンドレウス／作 物語 佑学社 1982.7

ひもほうちょうもつかわない平野レミのおり 平野 レミ／文 料理 福音館書店 1992.9

ピーターのいす エズラ=ジャック=キーツ／
作・画 絵本 偕成社 1977

ピカピカ たばた せいいち／[作] 絵本 偕成社 1998.12

肥後の石工 今西 祐行／著 物語 実業之日本
社

1993

ひさの星 斎藤 隆介／作 絵本 岩崎書店 1972

ぴちぴちカイサとクリスマスのひみつ リンドグレーン／著 物語 偕成社 1977

ピッツァぼうや ウィリアム・スタイグ／作 絵本 セーラー出版 2000.3

一つの花 今西 祐行／文 戦争 ポプラ社 1975

ひとまねこざる H.A.レイ／文,絵 絵本 岩波書店 1983.9

ピノッキオのぼうけん カルロ・コルローディ／作 物語 福音館書店 1970.1

100万回生きたねこ 佐野 洋子／作・絵 絵本 講談社 1982

100まんびきのねこ ワンダ・ガアグ／ぶん・え 絵本 福音館書店 1980

びゅんびゅんごまがまわったら 宮川 ひろ／作 絵本 童心社 1982.7

びりっかすの神さま 岡田 淳／作・絵 物語 偕成社 1988.11

ヒロシマに原爆がおとされたとき 大道 あや／著 戦争 ポプラ社 2002.7

ひろしまのピカ 丸木 俊／え・文 戦争 小峰書店 1980.6

ファーブルこんちゅう記 ３ じかばちととっくりばち こばやし せいのすけ／・ぶん 生き物 あすなろ書
房

1978

ふしぎなかぎばあさん 手島 悠介／作 物語 岩崎書店 1978

ふしぎなたけのこ 松野 正子／さく 絵本 福音館書店 1966.9

ふしぎなボール ヘレン・ガンリー／絵 絵本 岩波書店 1989

ふたりのイーダ 松谷 みよ子／著 物語 講談社 1979

ふたりはいっしょ アーノルド・ローベル／作 絵本 文化出版局 1978

ふたりはともだち アーノルド・ローベル／作 絵本 文化出版局 1978



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

ぶどう畑のアオさん 馬場 のぼる／文・絵 絵本 こぐま社 2001.5

ブライディさんのシャベル レスリー・コナー／文 絵本 BL出版 2005.8

ふらいぱんじいさん 神沢 利子／作 絵本 あかね書房 1978

ふるやのもり 瀬田 貞二／再話 絵本 福音館書店 1979

ブレーメンのおんがくたい グリム／原作 絵本 福音館書店 1980

プレゼント おとたけ ひろただ／ぶん 物語 中央法規出
版

2000.3

「平和を」いつまでも 永井隆博士 きしもと みつこ／絵 伝記 三刀屋町教
育委員会 199405

ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン／文 物語 あすなろ書
房

1998.12

へっこきあねさがよめにきて 大川 悦生／文 絵本 ポプラ社 1978

ベトナムのダーちゃん 早乙女勝元／著 物語 童心社 1974

ペニーさん マリー・ホール・エッツ／作・
絵 絵本 徳間書店 1997.6

ベルナの目はななえさんの目 郡司 ななえ／さく 社会 童心社 1996.7

ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ／さく・え 絵本 福音館書店 1978

ヘンリーのごじまんは… メアリー・ホフマン／さく 絵本 評論社 1996.1

ぼく、だんごむし 得田 之久／ぶん 生き物 福音館書店 2005.4

ぼくの犬キング サンドール=S=ウォーバーグ
／作 物語 偕成社 1986.6

ぼくのいまいるところ かこ さとし／著 絵本 童心社 1980

ぼくのともだちドゥームズ キサン・ホプクラフト／文 生き物 BL出版 2001.6

ぼくは王さま 寺村 輝夫／作 物語 理論社 1967

ぼくじょうにきてね 星川 ひろ子／写真・文 生き物 ポプラ社 2005.2

ぼくたちのコンニャク先生 星川 ひろ子／写真 文 絵本 小学館 1996.2

ぼくんちどうぶつえん 正道 かほる／文 絵本 童心社 1997.1

マーシャとくま E・ラチョフ／え 絵本 福音館書店 1975

ま・い・ご 岸川 悦子／作 物語 農山漁村文
化協会

1997.7

マクドナルドさんのやさいアパート ジュディ・バレット／文 絵本 朔北社 2009.9

松江人物ものがたり 藤岡 大拙 島根 松江市教育
委員会

200402



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

マッチ箱日記 ポール・フライシュマン／文 絵本 BL出版 2013.8

まほうのわ 折井 英治 工作 大日本図書 1987

マヤの一生 椋 鳩十／作 物語 大日本図書 1987.7

まりーちゃんとひつじ フランソワーズ／文・絵 絵本 岩波書店 1980

まんじゅうこわい 川端 誠／作 絵本 クレヨンハウス 1996.3

見えなくてもだいじょうぶ？ フランツ=ヨーゼフ・ファイニク
／作 社会 あかね書房 2005.4

みしのたくかにと 松岡 享子／作 物語 こぐま社 1998.12

耳がきこえないエイミーのねがい ルー・アン・ウォーカー／著 社会 偕成社 1995.2

みんなで7だんね 宮川 ひろ／作 絵本 ポプラ社 2004.5

みんなともだち 灰谷 健次郎／文 物語 のら書店 1986.12

むしたちのさくせん 宮武 頼夫／文 生き物 福音館書店 2000.4

目をさませトラゴロウ 小沢正／童話 物語 理論社 1973

もうどうけんドリーナ 土田 ヒロミ／さく 社会 福音館書店 1992

モチモチの木 斎藤 隆介／作 絵本 岩崎書店 1971.11

ももとこだぬき 松野 正子／さく 絵本 大日本図書 1981.9

森へ 星野 道夫／文・写真 自然・環境 福音館書店 1996.9

森をそだてる漁師の話 （月刊たくさんのふしぎ 1996-3） 野坂 勇作／文・絵 自然・環境 福音館書店 1996.3

もりのなか マリー・ホール・エッツ／ぶん・
え 絵本 福音館書店 1963

やさいでぺったん よしだ きみまろ／さく 工作 福音館書店 1993.6

やさいのうえかたそだてかた 小宮山 洋夫／文・絵 植物 岩崎書店 1995.4

やまいっぱいのきんか きみしま ひさこ／ぶん 絵本 偕成社 196907

やまからにげてきた・ゴミをぽいぽい 田島 征三／作 自然・環境 童心社 1993.2

やまこえのこえかわこえて こいで やすこ／さく 絵本 福音館書店 2001.1

やまたのおろち 羽仁 進／文 神話 岩崎書店 2002.4

やまとゆきはら 関屋 敏隆／さく 絵本 福音館書店 2002.1

やまなしもぎ 平野 直／再話 絵本 福音館書店 1978



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

やまわろとてんぐどん たかし よいち／著 物語 あかね書房 1980

やまんばのにしき まつたに みよこ／ぶん 絵本 ポプラ社 1967.5

ゆいちゃんのエアメール 星川 ひろ子／写真・文 社会 小学館 2001.6

ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ／作 絵本 セーラー出版 1988.12

ゆうすげ村の小さな旅館 茂市 久美子／作 物語 講談社 2000.7

ゆかいな吉四六さん 富田 博之／著 物語 講学館 1967

ゆきとトナカイのうた ボディル・ハグブリンク／作・
絵 絵本 福武書店 1990.11

ゆきおんな まつたに みよこ／ぶん 絵本 ポプラ社 1977

ゆずちゃん 肥田 美代子／作 絵本 ポプラ社 1995.5

よーい どんけつ いっとうしょう 梅田 俊作／作・絵 絵本 岩崎書店 1985.5

よわいかみつよいかたち かこ さとし／文・絵 工作 童心社 1979

ラチとらいおん マレーク・ベロニカ／ぶん・え 絵本 福音館書店 1965.7

りかちゃんがわらった 鹿島 和夫／文・写真 社会 ポプラ社 2002.12

りんごのおじさん 竹下 文子／文 植物 ハッピーオウ
ル社

2008.7

ろくべえまってろよ 灰谷 健次郎／作 絵本 文研出版 1975

ロッタちゃんとじてんしゃ リンドグレーン／さく 絵本 偕成社 1976

ロボット・カミイ 古田 足日／さく 物語 福音館書店 1980

わゴムはどのくらいのびるかしら？ マイク・サーラー／ぶん 絵本 ほるぷ出版 2000.7

忘れても好きだよおばあちゃん！ ダグマー・H.ミュラー／作 社会 あかね書房 2006.1

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ／さく え 絵本 評論社 1986.1

わたしの妹は耳がきこえません ジーン=W=ピーターソン／
作 社会 偕成社 1982.11

わたしのぼうし さの ようこ／作・絵 絵本 ポプラ社 1977

わたしのろばベンジャミン ハンス・リマー／文 生き物 こぐま社 1994.7

わらしべ長者 木下 順二／作 物語 岩波書店 1962

わらむすめ アニタ・ローベル／文と絵 絵本 セーラー出版 1991.8

ワンプのほし ビル・ピート／作絵 絵本 佼成出版社 1985



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （地域支援室）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

青い花 安房 直子／作 物語 全国学校図書
館協議会 2006.4

おおかみ王ロボ E・T・シートン／著 生き物 全国学校図書
館協議会 1967.4

オーロラを求めて 星野 道夫／著 自然・環境 全国学校図書
館協議会 2006.4

おこりじぞう 山口 勇子／著 戦争 全国学校図書
館協議会 1982.7

おじいさんのランプ 新美 南吉／著 物語 全国学校図書
館協議会 1981

片耳の大鹿 椋 鳩十／著 物語 全国学校図書
館協議会 1993.11

黄色い目の魚 佐藤 多佳子／著 物語 全国学校図書
館協議会 1993

狐フェスティバル 瀬尾 まいこ／著 物語 全国学校図書
館協議会 2010.5

セロ弾きのゴーシュ 宮沢 賢治／著 物語 全国学校図書
館協議会 1978.1

沈黙 村上 春樹／著 物語 全国学校図書
館協議会 1993.3

泣いた赤おに 浜田 広介／著 物語 全国学校図書
館協議会 1996.4

鼻 芥川 竜之介／著 物語 全国学校図書
館協議会 1977.1

マチンバ 安東 みきえ／作 物語 全国学校図書
館協議会 2003.4

夜にくちぶえふいたなら たかどの ほうこ／作 物語 全国学校図書
館協議会 2010.5

練習球 あさの あつこ／著 物語 全国学校図書
館協議会 2010.5

全国学校図書館協議会・集団読書テキスト（各40冊所蔵）



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （西部読書普及センター）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

あかいろうそく 新美 南吉／作 物語 大日本図書 1982

赤ちゃんのはなし マリー・ホール・エッツ／ぶん・
え いのち・からだ 福音館書店 1982.6

あきカンでつくろう よしだ きみまろ／さく 工作 福音館書店 1992

あたまをつかった小さなおばあさん ホープ・ニューウェル／作 物語 福音館書店 1980

あなたが世界を変える日 セヴァン・カリス=スズキ／著 自然・環境 学陽書房 2003.7

雨のにおい星の声 赤座 憲久／ぶん 絵本 小峰書店 1987.12

アンガスとあひる マージョリー・フラック／さく・
え 絵本 福音館書店 1974.7

アンデルセン童話選 （岩波世界児童文学集 12） アンデルセン／著 物語 岩波書店 1993.11

アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト／ぶ
ん 絵本 評論社 1990.12

いいものもらった 森山 京／作 絵本 小峰書店 1987.12

いえでぼうや 灰谷 健次郎／作 物語 理論社 1980

いたずらいじわるおらやんた 宮川 ひろ／さく 物語 ポプラ社 1989.6

いたずらかわうそ 小納 弘／作 絵本 ポプラ社 1980

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 絵本 福音館書店 1961.8

いのちをいただく 坂本 義喜／原案 いのち・からだ 講談社 2013.12

いのり フィリモン・スタージス／文 社会 光村教育図
書

2004.9

いまがたのしいもん シャーロット・ゾロトウ／文 絵本 童話屋 1991.7

いやいやえん 中川 李枝子／さく 物語 福音館書店 1980

ウェン王子とトラ チェン ジャンホン／作・絵 絵本 徳間書店 2007.6

うなぎのうーちゃんだいぼうけん くろき まり／文 絵本 福音館書店 2014.6

うまかたやまんば おざわ としお／再話 絵本 福音館書店 1988.1

海のいのち 立松 和平／作 絵本 ポプラ社 1992.12

うんがにおちたうし フィリス・クラシロフスキー／
ぶん 絵本 ポプラ社 1976

絵で読む広島の原爆 那須 正幹／文 戦争 福音館書店 1995.3

えほん障害者権利条約 ふじい かつのり／作 社会 汐文社 2015.5

（２）　西部読書普及センター（浜田）所蔵分



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （西部読書普及センター）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

絵本玉虫厨子の物語 平塚 武二／作 絵本 童心社 1980.6

エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット
／さく 物語 福音館書店 1989

えんぴつびな 長崎 源之助／作 絵本 金の星社 1984.2

王さまと九人のきょうだい 君島 久子／訳 絵本 岩波書店 1978

王さまばんざい 寺村 輝夫／作 物語 理論社 1987

大きいツリー小さいツリー ロバート・バリー／ぶんとえ 物語 大日本図書 1980

おおきなおおきなおいも 赤羽 末吉／さく・え 物語 福音館書店 1980

おおきなかぶ 内田 莉莎子／再話 絵本 福音館書店 1966.6

おおきなきがほしい 佐藤 さとる／ぶん 絵本 偕成社 1971

おかあさんがおかあさんになった日 長野 ヒデ子／さく 絵本 童心社 1993.7

おこりじぞう 山口 勇子／さく 戦争 新日本出版
社

1982.6

おこんじょうるり さねとう あきら／作 絵本 理論社 1974

おさるになるひ いとう ひろし／作・絵 物語 講談社 1994.1

おじいちゃんのぼうし メラニー・シェラー／文 絵本 徳間書店 1995.11

おじいちゃんわすれないよ ベッテ・ウェステラ／作 絵本 金の星社 2002.7

おしゃべりなたまごやき 寺村 輝夫／作 絵本 福音館書店 1972.12

おしょうがつさん 矢崎 節夫／作 絵本 ポプラ社 1976

おそうじをおぼえたがらないリスのゲルラン ジャンヌ・ロッシュ・マゾン／
作 物語 福音館書店 1973.1

お手玉いくつ 長崎 源之助／作 戦争 教育画劇 1996.12

おとなになる日 シャーロット・ゾロトウ／文 絵本 童話屋 1996.8

おにのあかべえ 寺村 輝夫／作 物語 ポプラ社 1978

おにたのぼうし あまん きみこ／ぶん 絵本 ポプラ社 1969.7

おばあさんのひこうき 佐藤 さとる／作 物語 小峰書店 1979

オバケちゃん 松谷 みよ子／作 物語 講談社 1981.2

おやすみなさいフランシス ラッセル・ホーバン／ぶん 絵本 福音館書店 1966

おんちゃんは車イス司書 河原 正実／原案 絵本 岩崎書店 2006.8



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （西部読書普及センター）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

かさじぞう 瀬田 貞二／再話 絵本 福音館書店 1966.11

かさどろぼう シビル・ウェタシンヘ／さく 絵本 福武書店 1986.6

風の又三郎 宮沢賢治／作 物語 岩波書店 1972

かたあしだちょうのエルフ おのき がく／ぶん・え 絵本 ポプラ社 1970.1

かたあしのひよこ 水谷 章三／文 絵本 ほるぷ出版 1992.1

片足の母スズメ 椋 鳩十／作 物語 あすなろ書
房

1983.11

かにむかし 木下 順二／作 絵本 岩波書店 1980

かみであそぼう きる・おる こすぎ けいこ／さく 工作 福音館書店 1992.1

かもさんおとおり ロバート・マックロスキー／ぶ
ん・え 絵本 福音館書店 1980

ガラスのうさぎ 高木 敏子／著 戦争 金の星社 1979

からすのパンやさん 加古 里子／絵と文 絵本 偕成社 1973.9

かわ 加古 里子／さく・え 自然・環境 福音館書店 1962

川とノリオ いぬい とみこ／作 物語 理論社 1982.8

かわいいあかちゃん かこ さとし／著 絵本 童心社 1988.8

かわいそうなぞう つちや ゆきお／ぶん 戦争 金の星社 1970.8

木を植えた男 ジャン・ジオノ／原作 絵本 あすなろ書
房

1989.12

きいろいタクシー わたなべ しげお／さく 物語 福音館書店 1981

奇跡の一本松 なかだ えり／絵・文 社会 汐文社 2011.1

きつねの窓 安房 直子／文 絵本 ポプラ社 1977

キャシーのぼうし トルーディ・クリシャー／ぶん 絵本 評論社 2007.6

きんいろのあしあと 椋 鳩十／著 物語 童心社 1978

空気がなくなる日 岩倉 政治／文 絵本 ポプラ社 1978

くさいろのマフラー 後藤 竜二／文 絵本 草土文化 1978.12

くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡 享子／作 物語 福音館書店 2002.2

くまの子ウーフ 神沢 利子／作 物語 ポプラ社 1979

くまの子ウーフ 続 神沢 利子／作 物語 ポプラ社 1984.6



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （西部読書普及センター）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

ぐりとぐら 中川 李枝子／さく 絵本 福音館書店 1980

車のいろは空のいろ あまん きみこ／著 物語 ポプラ社 1979

黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース／作 物語 福音館書店 1999.1

ケンといわみかぐら 寺戸 恒晴／作・絵 島根 岩崎書店 1979

子うさぎましろのお話 ささき たづ／ぶん 絵本 ポプラ社 1978

仔牛の春 五味 太郎／作 絵本 偕成社 1999.1

こぎつねコンとこだぬきポン 松野 正子／文 絵本 童心社 1979

こぐまのくまくん E.H.ミナリック／ぶん 物語 福音館書店 1980

こだぬき6ぴき なかがわ りえこ／文 絵本 岩波書店 1976

琴姫のなみだ 村尾 靖子／文 島根 岩崎書店 1994.12

ごんぎつね にいみ なんきち／ぶん 絵本 ポプラ社 1969

こんこんさまにさしあげそうろう 森 はな／さく 絵本 PHP研究所 1982.2

さがしています アーサー・ビナード／作 絵本 童心社 2012.7

さっちゃんの まほうのて たばた せいいち／共同制
作 絵本 偕成社 1985.1

ざりがに 吉崎 正巳／ぶん・え 生き物 福音館書店 1976.4

サワグルミのおじいさん いわぶちけいぞう／え 絵本 国土社 1985

サンタの友だちバージニア 村上 ゆみ子／著 伝記 偕成社 1994.12

サンタクロースっているんでしょうか？ ニューヨークサン新聞社／
文 社会 偕成社 1986.1

さんねん峠 李 錦玉／作 絵本 岩崎書店 1981.2

三びきのこぶた 瀬田 貞二／やく 絵本 福音館書店 1967.4

三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え 絵本 福音館書店 1979

じごくのそうべえ 田島 征彦／作 絵本 童心社 1978.5

しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ／さく 絵本 福音館書店 1969.8

しっぽのはたらき 川田 健／ぶん 絵本 福音館書店 1972.3

島根県の民話 日本児童文学者協会／
編 島根 偕成社 1981

しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ みつこ／編 詩歌 富山房 1995.3



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （西部読書普及センター）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

じゃんけんのすきな女の子 松岡 享子／さく 物語 学研教育出
版

2013.2

11ぴきのねこ 馬場 のぼる／著 絵本 こぐま社 1967

13歳のハローワーク 村上 龍／著 社会 幻冬舎 2003.11

十二支のはじまり 岩崎 京子／文 絵本 教育画劇 1997.11

じゅげむ 川端 誠／作 絵本 クレヨンハウス 2003.3

NEW しょくぶつ（フレーベル館の図鑑ナチュラ） 無藤 隆／総監修 植物 フレーベル館 2004.6

地雷ではなく花をください 葉 祥明／絵 戦争 自由国民社 1996.9

しらべよう！はたらく犬たち 1 日本盲導犬協会／ほか監
修 社会 ポプラ社 2010.3

しらべよう！はたらく犬たち 2 日本救助犬協会／監修 社会 ポプラ社 2010.3

しらべよう！はたらく犬たち 3 中島 眞理／ほか監修 社会 ポプラ社 2010.3

しらべよう！はたらく犬たち 4 中島 眞理／ほか監修 社会 ポプラ社 2010.3

しらゆきとべにばら ヤーコプ・グリム／作 絵本 福武書店 1987.1

しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ／ぶん・
え 絵本 福音館書店 1965

白いりゅう黒いりゅう 賈 芝／編 物語 岩波書店 1980

伸ちゃんのさんりんしゃ 児玉 辰春／作 戦争 童心社 1992.6

しんぶんしでつくろう よしだ きみまろ／さく 工作 福音館書店 1992

スイミー レオ・レオニ／作 絵本 好学社 1979

スーホの白い馬 大塚 勇三／再話 絵本 福音館書店 1967.1

すてきな三にんぐみ トミー=アンゲラー／さく 絵本 偕成社 1984

すみれ島 今西 祐行／文 絵本 偕成社 1991.12

世界あちこちゆかいな家めぐり 小松 義夫／文・写真 社会 福音館書店 2004.1

せかいいちうつくしいぼくの村 小林 豊／作・絵 絵本 ポプラ社 1995.12

せかいいちうつくしい村へかえる 小林 豊／作・絵 絵本 ポプラ社 2003.8

セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治／作 物語 福音館書店 1974

せんせい 大場 牧夫／ぶん 絵本 福音館書店 1996.2

先生、ひいきひいき 宮川 ひろ／作 物語 ポプラ社 1994.2



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （西部読書普及センター）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

先生はシマンチュ一年生 灰谷 健次郎／文 絵本 童心社 2003.6

ぞうのババール ジャン・ド・ブリュノフ／さく 絵本 評論社 1974.1

草原の風になりたい 村尾 靖子／文 社会 岩崎書店 1998.5

そらいろのたね なかがわ りえこ／文 絵本 福音館書店 1979.5

だいくとおにろく 松居 直／再話 絵本 福音館書店 1967.2

大造じいさんとガン 椋 鳩十／著 物語 大日本図書 1968

大ちゃん 星 あかり／作 物語 大日本図書 2003.7

たからものくらべ 杉山 亮／作 物語 福音館書店 1991.3

たったひとりの戦い アナイス・ヴォージュラード／
作・絵 絵本 徳間書店 2000.3

だってだってのおばあさん さの ようこ／作・絵 絵本 フレーベル館 1980

たなばた 君島 久子／再話 絵本 福音館書店 1976.7

たんたのたんけん 中川 李枝子／さく 物語 学研 1978

たんぽぽ 平山 和子／ぶん・え 植物 福音館書店 1976.4

ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん／
ぶん・え 絵本 岩波書店 1965

ちいさいタネ エリック=カール／さく 絵本 偕成社 1990.12

ちいちゃんのかげおくり あまん きみこ／作 戦争 あかね書房 1982.8

ちからたろう いまえ よしとも／ぶん 絵本 ポプラ社 1977

ちっちゃなサリーはみていたよ ジャスティン・ロバーツ／ぶん 絵本 岩崎書店 2015.4

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／
ぶん・え 絵本 福音館書店 1963

チロヌップのきつね たかはし ひろゆき／文・絵 絵本 金の星社 1972.8

つりばしわたれ 長崎 源之助／作 絵本 岩崎書店 1976.2

てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ／
え 絵本 福音館書店 1965.11

てぶくろをかいに にいみ なんきち／ぶん 絵本 ポプラ社 1978

とうげのおおかみ 今西 祐行／作 物語 金の星社 1983.11

父さんの小さかったとき 塩野 米松／文 社会 福音館書店 1988.3

どうぶつのあかちゃん 生き物 ひさかたチャ
イルド

2014.12



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （西部読書普及センター）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

どこにいるかわかる？ ユネスコ・アジア文化セン
ター／編 社会 こぐま社 1988.3

としょかんライオン ミシェル・ヌードセン／さく 絵本 岩崎書店 2007.4

とらとほしがき パク ジェヒョン／再話・絵 絵本 光村教育図
書

2006.11

どろぼうがっこう 加古 里子／絵と文 絵本 偕成社 1973.3

どろんこハリー ジーン・ジオン／ぶん 絵本 福音館書店 1964.3

どんぐりと山猫 宮澤 賢治／原作 絵本 好学社 2014.11

ないた 中川 ひろたか／作 絵本 金の星社 2004.9

ながいかみのむすめ 王 敏／文 絵本 小峰書店 1994.1

なぞなぞのすきな女の子 松岡 享子／さく 物語 学研 1978

なんでもぽい！ 山中 恒／著 絵本 偕成社 1975

なんでも見える鏡 フィツォフスキ／再話 絵本 福音館書店 1989.11

日本のお米 和久井昌代／さく 絵本 PHP研究所 1983

にゅうがくしきのプレゼント 梅田 俊作／さく 絵本 新日本出版
社

1994.3

人間はすばらしい 椋 鳩十／著 生き物 偕成社 1988.3

ねむりひめ グリム兄弟／原作 絵本 福音館書店 1978

野あそびずかん 松岡 達英／さく 自然・環境 福音館書店 2003.4

バイオリンの村 赤座 憲久／ぶん 絵本 小峰書店 1979

はけたよはけたよ かんざわ としこ／ぶん 絵本 偕成社 1970

はじめての旅 木下 晋／文・絵 絵本 福音館書店 2013.6

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー ばーじにあ・りー・ばーとん／
ぶんとえ 絵本 福音館書店 1978.3

八郎 斎藤 隆介／作 絵本 福音館書店 1967

葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア／作 物語 童話屋 1998.1

はなのすきなうし マンロー・リーフ／おはなし 絵本 岩波書店 1954.12

花さき山 斎藤 隆介／作 絵本 岩崎書店 1969

花咲き山ものがたり 斎藤 隆介／作 物語 理論社 1986

ハナミズキのみち 淺沼 ミキ子／文 絵本 金の星社 2013.5



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （西部読書普及センター）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

パパのカノジョは ジャニス・レヴィ／作 絵本 岩崎書店 2002.1

はらっぱのおはなし 椋 鳩十／作 物語 PHP研究所 1979

バンザイ！まちがい金メダル 鈴木 喜代春／さく 物語 旺文社 1986

ひもほうちょうもつかわない平野レミのおり 平野 レミ／文 料理 福音館書店 1992.9

ピカピカ たばた せいいち／[作] 絵本 偕成社 1998.12

ひこいちばなし おおかわ えっせい／ぶん 絵本 ポプラ社 1977

ひさの星 斎藤 隆介／作 絵本 岩崎書店 1972

ぴちぴちカイサとクリスマスのひみつ リンドグレーン／著 物語 偕成社 1977

一つの花 今西 祐行／文 戦争 ポプラ社 1975

ひとまねこざる エッチ・エイ・レイ／文・絵 絵本 岩波書店 1980

ひとりぼっちのつる 椋 鳩十／作 絵本 理論社 2018.3

100万回生きたねこ 佐野 洋子／作・絵 絵本 講談社 1982

100まんびきのねこ ワンダ・ガアグ／ぶん・え 絵本 福音館書店 1980

びゅんびゅんごまがまわったら 宮川 ひろ／作 絵本 童心社 1982.7

ひろしまのピカ 丸木 俊／え・文 戦争 小峰書店 1980.6

ファーブルこんちゅう記 ３ じかばちととっくりばち こばやし せいのすけ／・ぶん 生き物 あすなろ書
房

1978

ふしぎなたけのこ 松野 正子／さく 絵本 福音館書店 1966.9

ふしぎな五百のぼうし ドクター＝スース／さく 物語 学研 1979

ふたりのイーダ 松谷 みよ子／著 物語 講談社 1979

ふらいぱんじいさん 神沢 利子／作 物語 あかね書房 1978

ふるやのもり 瀬田 貞二／再話 絵本 福音館書店 1979

ブレーメンのおんがくたい グリム／原作 絵本 福音館書店 1980

「平和を」いつまでも 永井隆博士 きしもと みつこ／絵 伝記 三刀屋町教
育委員会 1994.5

へっこきあねさがよめにきて 大川 悦生／文 絵本 ポプラ社 1978

ベルナの目はななえさんの目 郡司 ななえ／さく 社会 童心社 1996.7

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川 義史／作 絵 絵本 教育画劇 2007.7



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （西部読書普及センター）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

ぼくのいぬがまいごです！ エズラ・ジャック・キーツ／
作・絵 絵本 徳間書店 2000.1

ぼくのいまいるところ かこ さとし／著 絵本 童心社 1988.8

ぼくのジャングルを救って！ モニカ=サーク／文 絵本 偕成社 1989.9

ぼくの村にサーカスがきた 小林 豊／作・絵 絵本 ポプラ社 1996.11

ぼくは海になった うさ／さく・え 絵本 くもん出版 2014.3

ぼくは王さま 寺村 輝夫／作 物語 理論社 1967

ぼくは弟とあるいた 小林 豊／作・絵 絵本 岩崎書店 2002.5

マイク・マリガンとスチーム・ショベル バージニア・リー・バートン／
ぶんとえ 絵本 童話館出版 2000.1

マザー・テレサ パトリシア・ギフ／作 伝記 佑学社 1988.1

まちんと 松谷 みよ子／文 絵本 偕成社 1989

まほうのわ 折井 英治 工作 大日本図書 1987

マヤの一生 椋 鳩十／著 物語 大日本図書 1978

身近にひそむ環境ホルモン・ダイオキシン 大島 秀太／文 自然・環境 金の星社 1999.3

ミリ子は負けない 寺村 輝夫／作 物語 金の星社 1978

みんなともだち 灰谷 健次郎／文 物語 のら書店 1986.12

どうぞかんべん 椋 鳩十／作 物語 あすなろ書
房

1983.1

目をさませトラゴロウ 小沢正／童話 物語 理論社 1973

もうどうけんドリーナ 土田 ヒロミ／さく 社会 福音館書店 1992

モチモチの木 斎藤 隆介／作 絵本 岩崎書店 1971.11

ももとこだぬき 松野 正子／さく 絵本 大日本図書 1981.9

ももたろう まつい ただし／ぶん 絵本 福音館書店 1980

森をそだてる漁師の話 （月刊たくさんのふしぎ 1996-3） 野坂 勇作／文・絵 自然・環境 福音館書店 1996.3

もりたろうさんのじどうしゃ 大石 真／文 絵本 ポプラ社 1977

やい トカゲ 舟崎 靖子／作 絵本 あかね書房 1984.4

やさいでぺったん よしだ きみまろ／さく 工作 福音館書店 1993.6

やさいのうえかたそだてかた 小宮山 洋夫／文・絵 植物 岩崎書店 1995.4



島根県立図書館グループ読書用図書目録　子ども用 （西部読書普及センター）

新規 タイトル 著者 内容 出版者 出版年

やまいっぱいのきんか きみしま ひさこ／ぶん 絵本 偕成社 1969.7

やまからにげてきた・ゴミをぽいぽい 田島 征三／作 自然・環境 童心社 1993.2

やまんばのにしき まつたに みよこ／ぶん 絵本 ポプラ社 1967.5

ゆかいな吉四六さん 冨田 博之／著 物語 講学館 1980

雪の写真家ベントレー ジャクリーン・ブリッグズ・マー
ティン／作 伝記 BL出版 1999.12

ゆきおんな まつたに みよこ／ぶん 絵本 ポプラ社 1977

ゆきひめ 大川 悦生／作 絵本 ポプラ社 1977

よーい どんけつ いっとうしょう 梅田 俊作／作・絵 絵本 岩崎書店 1985.5

ヨーンの道 下嶋 哲朗／文と絵 物語 理論社 1979

よだかの星 宮沢 賢治／作 絵本 偕成社 1987.12

よわいかみ つよいかたち かこ さとし／著 絵 工作 童心社 1988.9

りゅう子の白い旗 新川 明／文 絵本 築地書館 1985.8

るすばん先生 宮川 ひろ／作 物語 ポプラ社 1979

ろくべえまってろよ 灰谷 健次郎／作 絵本 文研出版 1975

和菓子のほん 中山 圭子／文 料理 福音館書店 2008.1

わたしの足は車いす フランツ=ヨーゼフ・ファイニク
／作 社会 あかね書房 2004.1

わたしのいもうと 松谷 みよ子／文 絵本 偕成社 1987.12

わたしの妹は耳がきこえません ジーン=W=ピーターソン／
作 社会 偕成社 1982.11

わたしのろばベンジャミン ハンス・リマー／文 絵本 こぐま社 1994.7


