
書名 巻次 著者名 出版者

革命児たちの仰天！？情熱人生 アンヌ・ブランシャール／著 岩崎書店 280 ﾌﾗﾝ 児童

「大好き！」を見つけよう 中原一歩／著 講談社 281 ﾅｶﾊ 児童

仕事場がよくわかる！社会科見学 ４ ポプラ社 307 ｼｺﾄ 児童

仕事場がよくわかる！社会科見学 ５ ポプラ社 307 ｼｺﾄ 児童

世界で活躍する日本人 １ 大橋正明／監修 学研教育出版 333 ｾｶｲ-1 児童

世界で活躍する日本人 ２ 大橋正明／監修 学研教育出版 333 ｾｶｲ-2 児童

世界で活躍する日本人 ３ 大橋正明／監修 学研教育出版 333 ｾｶｲ-3 児童

小さくても大きな日本の会社力 ４ こどもくらぶ／編 同友館 335 ﾁｲｻ 児童

小さくても大きな日本の会社力 ５ こどもくらぶ／編 同友館 335 ﾁｲｻ-5 児童

小さくても大きな日本の会社力 ６ こどもくらぶ／編 同友館 335 ﾁｲｻ-6 児童

メディア業界ナビ ２ メディア業界ナビ編集室／編・著 理論社 361 ﾒﾃｲ-2 児童

メディア業界ナビ ６ メディア業界ナビ編集室／編・著 理論社 361 ﾒﾃｲ-6 児童

仕事を選ぶ 朝日中学生ウイークリー編集部／編著 朝日学生新聞社 366 ｱｻﾋ 児童

小学生のためのしごと大事典 梅沢しごと研究所／編著 竹書房 366 ｳﾒｻ 児童

おしごと制服図鑑 講談社／編 講談社 366 ｵｼｺ 児童

お仕事ナビ ３ お仕事ナビ編集室／〔編〕 理論社 366 ｵｼｺ-3 児童

ただいまお仕事中 おちとよこ／文 福音館書店 366 ｵﾁ 児童

１４歳からの仕事道 玄田有史／著 イースト・プレス 366 ｹﾝﾀ 児童

おいしいものが好き しごと応援団／編著 理論社 366 ｼｺﾄ 児童

仕事・職業 渡辺三枝子／監修 ポプラ社 366 ｼｺﾄ 児童

社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場 １ ニシ工芸児童教育研究所／編 金の星社 366 ｼﾔｶ-1 児童
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社会科見学に役立つわたしたちのくらしとまちのしごと場 ２ ニシ工芸児童教育研究所／編 金の星社 366 ｼﾔｶ-2 児童

職場体験学習に行ってきました。 １ 全国中学校進路指導連絡協議会／監修 学研教育出版 366 ｼﾖｸ-1 児童

職場体験学習に行ってきました。 １０ 全国中学校進路指導連絡協議会／監修 学研教育出版 366 ｼﾖｸ-10 児童

職業ガイド・ナビ ２ ヴィットインターナショナル企画室／編 ほるぷ出版 366 ｼﾖｸ-2 児童

職場体験学習に行ってきました。 ２ 全国中学校進路指導連絡協議会／監修 学研教育出版 366 ｼﾖｸ-2 児童

職業ガイド・ナビ ３ ヴィットインターナショナル企画室／編 ほるぷ出版 366 ｼﾖｸ-3 児童

職場体験学習に行ってきました。 ３ 全国中学校進路指導連絡協議会／監修 学研教育出版 366 ｼﾖｸ-3 児童

職場体験学習に行ってきました。 ４ 全国中学校進路指導連絡協議会／監修 学研教育出版 366 ｼﾖｸ-4 児童

職場体験学習に行ってきました。 ５ 全国中学校進路指導連絡協議会／監修 学研教育出版 366 ｼﾖｸ-5 児童

職場体験学習に行ってきました。 ６ 全国中学校進路指導連絡協議会／監修 学研教育出版 366 ｼﾖｸ-6 児童

職場体験学習に行ってきました。 ７ 全国中学校進路指導連絡協議会／監修 学研教育出版 366 ｼﾖｸ-7 児童

職場体験学習に行ってきました。 ８ 全国中学校進路指導連絡協議会／監修 学研教育出版 366 ｼﾖｸ-8 児童

職場体験学習に行ってきました。 ９ 全国中学校進路指導連絡協議会／監修 学研教育出版 366 ｼﾖｸ-9 児童

楽しくわかる！なぜ？どうして？仕事のお話 池田書店編集部／編 池田書店 366 ﾀﾉｼ 児童

仕事発見！ 毎日新聞社／著 毎日新聞社 366 ﾏｲﾆ 児童

新１３歳のハローワーク 村上龍／著 幻冬舎 366 ﾑﾗｶ 児童

なりたい！知りたい！調べたい！人命救助のプロ １ こどもくらぶ／編・著 岩崎書店 369 ｺﾄﾓ-1 児童

宇宙においでよ！ 野口聡一／著 講談社 538 ﾉｸﾁ 児童

ハチヤさんの旅 沢木耕太郎／文 福音館書店 647 ｻﾜｷ 児童

映画カントクは中学生！ 艸場よしみ／著 汐文社 778 ｸｻﾊ 児童

子ども落語家りんりん亭りん吉 藤田富美恵／作 文研出版 779 ﾌｼﾀ 児童

ナナさんのいい糸いろいろ 角野栄子／作 理論社 913 ｶﾄﾉ 児童

ジオジオのパンやさん 岸田衿子／作 あかね書房 913 ｷｼﾀ 児童

こうえんどおりのようふくやさん 堀直子／作 小峰書店 913 ﾎﾘ 児童
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つるばら村のパン屋さん 茂市久美子／作 講談社 913 ﾓｲﾁ 児童

つるばら村の三日月屋さん 茂市久美子／作 講談社 913 ﾓｲﾁ 児童

つるばら村のくるみさん 茂市久美子／作 講談社 913 ﾓｲﾁ 児童

つるばら村の家具屋さん 茂市久美子／作 講談社 913 ﾓｲﾁ 児童

つるばら村のはちみつ屋さん 茂市久美子／作 講談社 913 ﾓｲﾁ 児童

つるばら村の理容師さん 茂市久美子／作 講談社 913 ﾓｲﾁ 児童

つるばら村の洋服屋さん 茂市久美子／作 講談社 913 ﾓｲﾁ 児童

つるばら村の大工さん 茂市久美子／作 講談社 913 ﾓｲﾁ 児童

ペンキやさん あおきあさみ／さく 福音館書店 E ｱｵｷ 児童

おとうさん 秋山とも子／さく 福音館書店 E ｱｷﾔ 児童

ふくのゆのけいちゃん 秋山とも子／さく 福音館書店 E ｱｷﾔ 児童

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／ぶんとえ 福音館書店 E ｱﾃｲ 児童

バルバルさん 乾栄里子／文 福音館書店 E ｲﾇｲ 児童

バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター／絵と文 晶文社 E ｳｲﾝ 児童

ぼくじょうのくまさん フィービ・ウォージントン／さく・え 童話館出版 E ｳｵｼ 児童

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 ｳｵｼ 児童

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 ｳｵｼ 児童

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 ｳｵｼ 児童

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 ｳｵｼ 児童

飛行士フレディ・レグランド ジョン・エイジー／絵と文 セーラー出版 E ｴｲｼ 児童

のあさんとそらとぶきゅうじょたい おおともやすお／ぶん・え 福音館書店 E ｵｵﾄ 児童

ぼくのママはうんてんし おおともやすお／さく 福音館書店 E ｵｵﾄ 児童

せんせい 大場牧夫／ぶん 福音館書店 E ｵｵﾊ 児童

銅版画家の仕事場 アーサー・ガイサート／作 ＢＬ出版 E ｶｲｻ 児童
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としょかんねずみ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎 E ｶｸ-1 児童

としょかんねずみ ４ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎 E ｶｸ-4 児童

からすのパンやさん 加古里子／絵・文 偕成社 E ｶｺ 児童

だむのおじさんたち 加古里子／さく・え ブッキング E ｶｺ 児童

からすのやおやさん かこさとし／作・絵 偕成社 E ｶｺ 児童

からすのおかしやさん かこさとし／作・絵 偕成社 E ｶｺ 児童

からすのそばやさん かこさとし／作・絵 偕成社 E ｶｺ 児童

からすのてんぷらやさん かこさとし／作・絵 偕成社 E ｶｺ 児童

みんなでおちゃづくり 笠野裕一／さく 福音館書店 E ｶｻﾉ 児童

オーケストラの１０５人 岩谷時子／訳 すえもりブックス E ｶｽｷ 児童

１０５にんのすてきなしごと カーラ・カスキン／文 あすなろ書房 E ｶｽｷ 児童

ぼく　しごとに　いくんだ 角野栄子／さく 福音館書店 E ｶﾄﾉ 児童

はこぶ 鎌田歩／作・絵 教育画劇 E ｶﾏﾀ 児童

えをかくかくかく エリック・カール／作 偕成社 E ｶﾙ 児童

とこちゃんとおばけちゃん かわかみたかこ／さく・え フレーベル館 E ｶﾜｶ 児童

ぼくがおおきくなったらね きたやまようこ／作 岩崎書店 E ｷﾀﾔ 児童

オリバーくん ロバート・クラウス／ぶん ほるぷ出版 E ｸﾗｳ 児童

だいくしごとをしようっと！ ラーシュ・クリンティング／作 偕成社 E ｸﾘﾝ 児童

なんでもしゅうりいたします ラーシュ・クリンティング／作 偕成社 E ｸﾘﾝ 児童

のろまなローラー 小出正吾／さく 福音館書店 E ｺｲﾃ 児童

くうこうではたらくくるま こもりまこと／さく 教育画劇 E ｺﾓﾘ 児童

こんにちはトラクター・マクスくん ビネッテ・シュレーダー／文・絵 岩波書店 E ｼﾕﾚ 児童

おとうさんはひつじかい 白根美代子／さく 福音館書店 E ｼﾗﾈ 児童

やまのかいしゃ スズキコージ／さく 架空社 E ｽｽｷ 児童
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歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ／ぶんとえ 評論社 E ｽﾀｲ 児童

ねずみの歯いしゃさんアフリカへいく ウィリアム・スタイグ／作 セーラー出版 E ｽﾀｲ 児童

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 E ｽﾛﾎ 児童

ぼくらは知床探険隊 関屋敏隆／文・型染版画 岩崎書店 E ｾｷﾔ 児童

がんばれ！パトカー 竹下文子／作 偕成社 E ﾀｹｼ 児童

ブルくんダンプくん 谷真介／作 偕成社 E ﾀﾆ 児童

おおずもうがやってきた 西村繁男／さく 福音館書店 E ﾆｼﾑ 児童

おふろやさん 西村繁男／作 福音館書店 E ﾆｼﾑ 児童

としょかんライオン ミシェル・ヌードセン／さく 岩崎書店 E ﾇﾄｾ 児童

たいこたたきのパチャリントくん 長谷川摂子／さく 福音館書店 E ﾊｾｶ 児童

うちゅうひこうしになりたいな バイロン・バートン／作 佑学社 E ﾊﾄﾝ 児童

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

もりのようふくや オクターフ・パンク・ヤシ／ぶん 福音館書店 E ﾊﾝｸ 児童

ヴァイオリニスト ガブリエル・バンサン／作 ＢＬ出版 E ﾊﾝｻ 児童

はしをつくる ライアン・アン・ハンター／文 ほるぷ出版 E ﾊﾝﾀ 児童

ぶたぶたくんのおかいもの 土方久功／さく・え 福音館書店 E ﾋｼｶ 児童

図書館に児童室ができた日 ジャン・ピンボロー／文 徳間書店 E ﾋﾝﾎ 児童

こんなおみせしってる？ 藤原マキ／さく 福音館書店 E ﾌｼﾜ 児童

いろいろこねこ マーガレット・ワイズ・ブラウン／文 講談社 E ﾌﾗｳ 児童

どうぶつえんのおいしゃさん 降矢洋子／さく 福音館書店 E ﾌﾘﾔ 児童

うさこちゃんはじょおうさま ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 E ﾌﾙﾅ 児童

うさこちゃんのにゅういん ディック・ブルーナ／ぶん・え 福音館書店 E ﾌﾙﾅ-19 児童

うたこさんのにわしごと ディック・ブルーナ／ぶん・え 福音館書店 E ﾌﾙﾅ-2 児童

ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ／さく・え 福音館書店 E ﾍｽｺ 児童
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ママはびようしさん アンナ・ベングトソン／さく 福音館書店 E ﾍﾝｸ 児童

ぼくのブック・ウーマン ヘザー・ヘンソン／文 さ・え・ら書房 E ﾍﾝｿ 児童

まどそうじやのぞうのウンフ アン・ホープ／さく 福音館書店 E ﾎﾌ 児童

ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア・ポラッコ／作・絵 岩崎書店 E ﾎﾗﾂ 児童

ありがとう、チュウ先生 パトリシア・ポラッコ／作 岩崎書店 E ﾎﾗﾂ 児童

アンジェリーナはバレリーナ キャサリン・ホラバード／文 講談社 E ﾎﾗﾊ 児童

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 ﾏﾂｸ 児童

雪の写真家ベントレー ジャクリーン・マーティン／作 ＢＬ出版 E ﾏﾃｲ 児童

くんちゃんのはたけしごと ドロシー・マリノ／著 ペンギン社 E ﾏﾘﾉ 児童

ジェドおじさんはとこやさん マーガリー・キング・ミッチェル／作 汐文社 E ﾐﾂﾁ 児童

びゅんびゅんごまがまわったら 宮川ひろ／作 童心社 E ﾐﾔｶ 児童

ももちゃんのおみせたんけん 村田エミコ／文 福音館書店 E ﾑﾗﾀ 児童

からすたろう やしまたろう／文・絵 偕成社 E ﾔｼﾏ 児童

かじだ、しゅつどう 山本忠敬／作 福音館書店 E ﾔﾏﾓ 児童

みんなをのせてバスのうんてんしさん 山本省三／作 講談社 E ﾔﾏﾓ 児童

はたらくじどうしゃ ４ 山本忠敬／さく・え 福音館書店 E ﾔﾏﾓ-4 児童

はしるはしるとっきゅうれっしゃ 横溝英一／さく 福音館書店 E ﾖｺﾐ 児童

バックルさんとめいけんグロリア ペギー・ラスマン／さく・え 徳間書店 E ﾗｽﾏ 児童

カウボーイのスモールさん ロイス・レンスキー／ぶん・え 福音館書店 E ﾚﾝｽ 児童

ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキー／ぶん・え 福音館書店 E ﾚﾝｽ 児童

スモールさんののうじょう ロイス・レンスキー／ぶん・え 福音館書店 E ﾚﾝｽ 児童

おまわりさんのスモールさん ロイス・レンスキー／ぶん・え 福音館書店 E ﾚﾝｽ 児童

しょうぼうていしゅつどうせよ 渡辺茂男／さく 福音館書店 E ﾜﾀﾅ 児童
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