
団体テキスト児童用図書

項番 タイトル 責任表示 出版社 代表請求記号 受入冊数

1 青空のむこう アレックス・シアラー 求竜堂 ﾃ‐933‐ｼｱ‐ 40冊

2 あかい目 藤原  一生 小学館 ﾃ‐JB‐1‐ 25冊

3 あした、出会った少年 越水　利江子 ポプラ社 ﾃ‐913‐ｺｼ‐ 40冊

4 あしたもともだち 内田　麟太郎 偕成社 ﾃ‐ｴ‐ｳ‐ 40冊

5 頭のさきと足のさき 山中　恒 偕成社 ﾃ‐JB‐2‐ 25冊

6 ありがとうが言いたかったんだ 吉田　秀樹 童心社 ﾃ‐913‐ﾖｼ‐ 25冊

7 アリスの見習い物語 カレン・クシュマン あすなろ書房 ﾃ‐933‐ｸｼ‐ 25冊

8 アルド・わたしだけのひみつのともだち ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 ﾃ‐JA‐27‐ 25冊

9 アンジュール ガブリエル・バンサン ブックローン出版 ﾃ‐JA‐1‐ 25冊

10 あんちゃんキライ！ 犬丸  らん くもん出版 ﾃ‐913‐ｲﾇ‐ 40冊

11 いってらっしゃい、イーブシキン イリーナ・トクマコーワ 福武書店 ﾃ‐JB‐3‐ 25冊

12 一本の木の物語 Ｎ・ロマノワ 文化出版局 ﾃ‐JA‐30‐ 25冊

13 いつもちこくのおとこのこ ジョン・バーニンガム あかね書房 ﾃ‐JA‐2‐ 25冊

14 いばらきけん　えほん風土記８ えほん風土記茨城県刊行会 岩波書店 ﾃ‐291‐ｲ‐ 10冊

15 いやいやえん 中川　季枝子 福音館書店 ﾃ‐913‐ﾅｶ‐ 10冊

16 植村直己・地球冒険６２万キロ 岡本  文良 金の星社 ﾃ‐JC‐1‐ 24冊

17 うたってよ、わたしのために 立原　えりか ポプラ社 ﾃ‐JB‐48‐ 25冊

18 海のいのち 立松　和平 ポプラ社 ﾃ‐JA‐4‐ 25冊

19 おいでおいで 松谷　みよ子 国土社 ﾃ‐ｴ‐ｺﾞ‐ 25冊

20 おーいひょうたん村 浜野　卓也 旺文社 ﾃ‐913‐ﾊﾏ‐ 10冊

21 おかあさん、げんきですか。 後藤　竜二 ポプラ社 ﾃ‐JB‐5‐ 30冊

22 おかあさん　だいっきらい 安藤　美紀夫 童心社 ﾃ‐JB‐5‐ 23冊

23 おかえし 村山　桂子 福音館書店 ﾃ‐JA‐3‐ 25冊

24 おじいさんのおくりもの ヤン・アルダ ほるぷ出版 ﾃ‐JA‐4‐ 25冊

25 おじさんのへんなイス 小林  与志 小峰書店 ﾃ‐JA‐5‐ 25冊

26 おなかいっぱいのしゅうかくさい 城田  ふみ フレーベル館 ﾃ‐JA‐28‐ 25冊
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27 おばけのおばけやしき 吉田　純子 あかね書房 ﾃ‐913‐ﾖｼ‐ 10冊

28 おまえうまそうだな 宮西　達也 ポプラ社 ﾃ‐ｴ‐ﾐ‐ 40冊

29 おれたちのおふくろ 今江　祥智 理論社 ﾃ‐JB‐6‐ 25冊

30 かいけつゾロリとまほうのへや 原　ゆたか ポプラ社 ﾃ‐913‐ﾊﾗ‐ 40冊

31 かあさんの山 井川  沙代 けやき書房 ﾃ‐JB‐7‐ 20冊

32 海上アルプス 椋　鳩十 ポプラ社 ﾃ‐916‐ﾑｳ‐ 10冊

33 顔のない男 イザベル・ホランド 富山房 ﾃ‐JB‐50‐ 25冊

34 かかし ロバート・ウェストール 福武書店 ﾃ‐JB‐8‐ 25冊

35 家族 吉田  とし 理論社 ﾃ‐JB‐9‐ 25冊

36 片耳の大シカ 椋　鳩十 ポプラ社 ﾃ‐JB‐10‐ 25冊

37 かにむかし 木下　順二 岩波書店 ﾃ‐JA‐6‐ 25冊

38 からす　たろう やしま  たろう 偕成社 ﾃ‐JA‐7‐ 25冊

39 ガラスのうさぎ 高木  敏子 金の星社 ﾃ‐JB‐11‐ 22冊

40 カラフル 森　絵都 理論社 ﾃ‐913‐ﾓﾘ‐ 40冊

41 カルガモさんのお通りだ 佐藤  孝吉 小学館 ﾃ‐JA‐8‐ 24冊

42 かわいそうなぞう つちや  ゆきお 金の星社 ﾃ‐JA‐9‐ 25冊

43 がんばれっていわないで 藤田　千津 国土社 ﾃ‐913‐ﾌｼﾞ‐ 25冊

44 木を植えた男 ジャン・ジオノ あすなろ書房 ﾃ‐JA‐10‐ 25冊

45 きかんしゃやえもん 阿川  弘之 岩波書店 ﾃ‐JA‐11‐ 25冊

46 きみを守るためにぼくは夢をみる 白倉　由美 講談社 ﾃ‐913‐ｼﾗ‐ 33冊

47 巨人のはなし マルヤ　ハルコネン 福武書店 ﾃ‐JA‐12‐ 25冊

48 きんいろの木 大谷　美和子 講談社 ﾃ‐JB‐46‐ 25冊

49 金色のクジラ 岸川　悦子 ひくまの出版 ﾃ‐JB‐12‐ 25冊

50 くたばれかあちゃん！ 山中　恒 読売新聞社 ﾃ‐JB‐13‐ 25冊

51 こうまの四季 川本  武司 偕成社 ﾃ‐JA‐13‐ 25冊

52 ５０００匹のホタル 松下  竜一 理論社 ﾃ‐JB‐14‐ 25冊
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53 子だぬきタンタ化け話 森山　京 教育画劇 ﾃ‐JB‐15‐ 25冊

54 こちらゆかいな窓ふき会社 ロアルド・ダール 評論社 ﾃ‐JB‐16‐ 25冊

55 さくらんぼクラブにクロがきた 古田　足日 岩波書店 ﾃ‐913‐ﾌﾙ‐ 10冊

56 サティン入江のなぞ フィリパ・ピアス 岩波書店 ﾃ‐JB‐17‐ 25冊

57 さよならは半分だけ 吉本　直志郎 ポプラ社 ﾃ‐913‐ﾖｼ‐ 12冊

58 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 偕成社 ﾃ‐JC‐2‐ 25冊

59 弱視の人に出会う本 共用品推進機構 小学館 ﾃ‐369‐ｼﾞ‐ 40冊

60 十三湖のばば 鈴木  喜代春 偕成社 ﾃ‐JB‐18‐ 25冊

61 １３歳のハローワーク 村上　竜 幻冬舎 ﾃ‐366‐ﾑ‐ 40冊

62 調べ学習の基礎の基礎 赤木　かん子 ポプラ社 ﾃ‐375‐ｱ‐ 40冊

63 知られざる手紙 丸岡  秀子 偕成社 ﾃ‐JB‐19‐ 25冊

64 しろいセーターのおとこの子 杉　みき子 金の星社 ﾃ‐JB‐20‐ 22冊

65 白いとんねる 杉　みき子 偕成社 ﾃ‐913‐ｽｷﾞ‐ 24冊

66 新ちゃんがないた！ 佐藤  州男 文研出版 ﾃ‐JB‐21‐ 25冊

67 十歳のきみへ 日野原　重明 富山房インターナショナル ﾃ‐159‐ﾋ‐ 40冊

68 スイミー レオ・レオニ 好学社 ﾃ‐JA‐14‐ 24冊

69 光草（ストラリスコ） ロベルト・ピウミーニ 小峰書店 ﾃ‐973‐ﾋﾟｳ‐ 40冊

70 スーホの白い馬 大塚　勇三 福音館書店 ﾃ‐JA‐15‐ 25冊

71 せなかをとんとん 最上　一平 ポプラ社 ﾃ‐ｴ‐ﾓ‐ 40冊

72 先生のつうしんぼ 宮川　ひろ 偕成社 ﾃ‐913‐ﾐﾔ‐ 23冊

73 そらまめくんのベッド なかや  みわ 福音館書店 ﾃ‐ｴ‐ﾅ‐ 40冊

74 大と真 足立  巻一 理論社 ﾃ‐JB‐22‐ 25冊

75 太陽の子 灰谷　健次郎 理論社 ﾃ‐913‐ﾊｲ‐ 11冊

76 種まく子供たち 佐藤  律子 ポプラ社 ﾃ‐916‐ｻﾄ‐ 40冊

77 だれかののぞむもの こそあどの森の物語 岡田　淳 理論社 ﾃ‐913‐ｵｶ‐ 40冊

78 だれが君を殺したのか イリーナ・コルシュノウ 岩波書店 ﾃ‐JB‐23‐ 25冊
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79 だれも　しらない 灰谷　健次郎 あかね書房 ﾃ‐JB‐24‐ 24冊

80 ちいさいおうち バージニア・リー・バートン岩波書店 ﾃ‐ｴ‐ﾊﾞ‐ 31冊

81 小さな雪の町の物語 杉　みき子 童心社 ﾃ‐JB‐25‐ 26冊

82 地球が動いた日 岸川　悦子 新日本出版社 ﾃ‐JB‐53‐ 25冊

83 地の底にいななく 富永  敏治 解放出版社 ﾃ‐913‐ﾄﾐ‐ 25冊

84 珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向　健一 ポプラ社 ﾃ‐649‐ﾀﾑ‐ 10冊

85 天国のいねむり男 遠藤　周作 河出書房新社 ﾃ‐JA‐16‐ 25冊

86 てんさらばさらてんさらばさら わたり　むつこ 福音館書店 ﾃ‐JA‐17‐ 25冊

87 東京ワルがき列伝 木暮　正夫 ポプラ社 ﾃ‐JB‐26‐ 25冊

88 洞窟にいどむ 庫本  正 福音館書店 ﾃ‐JC‐3‐ 20冊

89 とこちゃんのヨット 灰谷　健次郎 偕成社 ﾃ‐913‐ﾊｲ‐ 10冊

90 とおる・マイウェイ 山口  恵美子 理論社 ﾃ‐JB‐27‐ 25冊

91 とべないホタル 小沢　昭巳 ハート出版 ﾃ‐JB‐28‐ 24冊

92 とべないホタル  ２ 小沢　昭巳 ハート出版 ﾃ‐JB‐29‐ 25冊

93 鳥にんげんカワカワ きむら  しょうへい 福武書店 ﾃ‐JA‐18‐ 25冊

94 ないた 中川　ひろたか 金の星社 ﾃ‐ｴ‐ﾅ‐ 40冊

95 名栗川少年記 今西　祐行 偕成社 ﾃ‐JB‐30‐ 25冊

96 虹のたつ峰をこえて 新関　ゆり子 アリス館 ﾃ‐913‐ｼﾝ‐ 11冊

97 日本の昔話  １ おざわ  としお 福音館書店 ﾃ‐JB‐52‐ 25冊

98 日本の昔話  ２ おざわ  としお 福音館書店 ﾃ‐JB‐52‐ 25冊

99 日本の昔話  ３ おざわ  としお 福音館書店 ﾃ‐913‐ｵｻﾞ‐3 25冊

100 日本の昔話  ４ おざわ  としお 福音館書店 ﾃ‐913‐ｵｻﾞ‐4 25冊

101 日本の昔話  ５ おざわ  としお 福音館書店 ﾃ‐913‐ｵｻﾞ‐5 25冊

102 ねこのよめさま 松谷　みよ子 ポプラ社 ﾃ‐JB‐44‐ 24冊

103 野麦峠 山本  茂実 草土文化 ﾃ‐JA‐19‐ 25冊

104 走れ！ひまわり号 岸川　悦子 ひくまの出版 ﾃ‐JB‐47‐ 25冊

P　　　21 　 　 （　児童　）



団体テキスト児童用図書

項番 タイトル 責任表示 出版社 代表請求記号 受入冊数

105 走れ！メープル 菅　聖子 小峰書店 ﾃ‐645‐ｽｶﾞ‐ 10冊

106 バッテリー  ２ あさの　あつこ 教育画劇 ﾃ‐913‐ｱｻ‐2 25冊

107 葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア 童話屋 ﾃ‐933‐ﾊﾞｽ‐ 40冊

108 ハッピーバースデー　（アニメ版） 青木　和雄 金の星社 ﾃ‐913‐ｱｵ‐ 40冊

109 ハッピーバースデー 青木　和雄 金の星社 ﾃ‐913‐ﾖｼ‐ 40冊

110 花さき山 斎藤  隆介 岩崎書店 ﾃ‐JA‐20‐ 25冊

111 ひさの星 斎藤  隆介 岩崎書店 ﾃ‐JB‐32‐ 23冊

112 ひとりぼっちのコロ 朝海  さちこ ポプラ社 ﾃ‐JB‐33‐ 25冊

113 ひばりが丘少年記 赤座　憲久 岩崎書店 ﾃ‐913‐ｱｶ‐ 25冊

114 ひみつのおくりもの クラウス・コルドン さ・え・ら書房 ﾃ‐JB‐34‐ 25冊

115 びゅんびゅんごまがまわったら 宮川　ひろ 童心社 ﾃ‐JA‐21‐ 23冊

116 ひろしまのピカ 丸木  俊 小峰書店 ﾃ‐JA‐22‐ 50冊

117 ビンのなかの手紙 クラウス・コルドン 佑学社 ﾃ‐JB‐35‐ 25冊

118 ふたつの家のちえ子 今村　葦子 評論社 ﾃ‐JB‐36‐ 25冊

119 二つの国の物語  第１部 赤木　由子 理論社 ﾃ‐JB‐37‐ 24冊

120 二つの国の物語  第２部 赤木　由子 理論社 ﾃ‐JB‐38‐ 25冊

121 二つの国の物語  第３部 赤木　由子 理論社 ﾃ‐JB‐39‐ 25冊

122 ふとんかいすいよく 山下　明生 あかね書房 ﾃ‐913‐ﾔﾏ‐ 13冊

123 フライパンとダンス 上野  恵子 文化出版局 ﾃ‐913‐ｳｴ‐ 25冊

124 ベロ出しチョンマ 斎藤  隆介 理論社 ﾃ‐JB‐40‐ 18冊

125 ボーイフレンドは１０４さい 松田  素子 岩崎書店 ﾃ‐JB‐41‐ 25冊

126 マコチン 灰谷　健次郎 あかね書房 ﾃ‐913‐ﾊｲ‐ 13冊

127 マーシャと白い鳥　 Ｍ．ブラートフ 偕成社 ﾃ‐ｴ‐ﾌﾞ‐ 40冊

128 まだ１７歳だけど、人生って面白いと思う 岩淵  大起 ポプラ社 ﾃ‐289‐ｲ‐ 40冊

129 ミリ子は泣かない 寺村　輝夫 金の星社 ﾃ‐913‐ﾃﾗ‐ 10冊

130 みんなでしらべたミミズのふしぎ 柴  智行 童心社 ﾃ‐JC‐4‐ 25冊
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131 昔話法廷 NHK Eテレ制作班／編 金の星社 ﾃ‐913‐ﾆｯ‐ 10冊

132 迷宮の島 たかし　よいち あすなろ書房 ﾃ‐JC‐5‐ 25冊

133 モグラ原っぱのなかまたち 古田　足日 あかね書房 ﾃ‐JB‐42‐ 24冊

134 モモ ミヒャエル・エンデ 岩波書店 ﾃ‐JB‐49‐ 25冊

135 薬師寺に陽がのぼる きりぶち  輝 くもん出版 ﾃ‐JC‐6‐ 20冊

136 やまなしもぎ 平野  直 福音館書店 ﾃ‐JA‐23‐ 25冊

137 やまんばおゆき 浜野　卓也 国土社 ﾃ‐913‐ﾊﾏ‐ 11冊

138 山のいのち 立松　和平 ポプラ社 ﾃ‐JA‐24‐ 25冊

139 勇気 バーナード・ウェーバー ユーリーグ ﾃ‐ｴ‐ｳ‐ 40冊

140 雪と雲の歌 市川　信夫 ポプラ社 ﾃ‐JB‐43‐ 20冊

141 雪はちくたく 長崎　源之助 銀河社 ﾃ‐913‐ﾅｶﾞ‐ 10冊

142 ゆびくん 五味　太郎 岩波書店 ﾃ‐ｴ‐ｺﾞ‐ 10冊

143 読みがたり茨城のむかし話 茨城民俗学会 日本標準 ﾃ‐913‐ﾖﾐ‐ 40冊

144 ラン　パン　パン マギー・ダフ 評論社 ﾃ‐JA‐25‐ 25冊

145 りゅうもんのたき 矢崎　節夫 世界文化社 ﾃ‐JA‐26‐ 25冊

146 留辺蕊（ルベシベ）の春 今西　祐行 偕成社 ﾃ‐JB‐31‐ 25冊

147 歴史の見方考え方 板倉　聖宣 仮説社 ﾃ‐JC‐7‐ 20冊

148 レネット 名木田　恵子 金の星社 ﾃ‐913‐ﾅｷﾞ‐ 30冊

149 私たちのシェイクスピア 木下　順二 筑摩書房 ﾃ‐JB‐45‐ 22冊

150 わたし、五等になりたい！ 岸川　悦子 大日本図書 ﾃ‐JB‐51‐ 25冊
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