
ジャンル タイトル 著者名 出版者 所蔵数

1 絵本（日本昔話） あたごの浦 脇和子／再話 福音館書店 12

2 絵本（日本昔話） いなばの白ウサギ 谷真介／文 佼成出版社 25

3 絵本（日本昔話） うまかたやまんば おざわとしお／再話 福音館書店 11

4 絵本（日本昔話） おそばのくきはなぜあかい 石井桃子／文 岩波書店 24

5 絵本（日本昔話） おんちょろちょろ 瀬田貞二／再話 福音館書店 11

6 絵本（日本昔話） かさじぞう 瀬田貞二／再話 福音館書店 11

7 絵本（日本昔話） きつねの　よめとり 大友康夫／さく・え 福音館書店 16

8 絵本（日本昔話） さるのよめ 大江ちさと／文 トモ企画 12

9 絵本（日本昔話） ずいとんさん 日野十成／再話 福音館書店 25

10 絵本（日本昔話） ねずみじょうど 瀬田貞二／再話 福音館書店 10

11 絵本（日本昔話） ねずみのすもう 神沢利子／文 偕成社 12

12 絵本（日本昔話） ふしぎなたいこ 石井桃子／ぶん 岩波書店 28

13 絵本（日本昔話） みるなのくら おざわとしお／再話 福音館書店 19

14 絵本（世界昔話） 王さまと九人のきょうだい 君島久子／訳 岩波書店 10

15 絵本（世界昔話） おおかみと七ひきのこやぎ フェリクス・ホフマン／え 福音館書店 12

16 絵本（世界昔話） おどりトラ 金森襄作／再話 福音館書店 14

17 絵本（世界昔話） 金のニワトリ エレーン・ポガニー／文 岩波書店 12

18 絵本（世界昔話） 三びきのくま レフ・トルストイ／さく 偕成社 11

19 絵本（世界昔話） 三びきのこぶた 瀬田貞二／さく 福音館書店 12

20 絵本（世界昔話） 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え 福音館書店 10

21 絵本（世界昔話） しあわせなふくろう ホイテーマ／ぶん 福音館書店 15

22 絵本（世界昔話） スーホの白い馬 大塚勇三／再話 福音館書店 16

23 絵本（世界昔話） たなばた 君島久子／再話 福音館書店 20

24 絵本（世界昔話） ゆきむすめ 内田莉莎子／さく 福音館書店 10

25 絵本（創作） あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ／作 至光社 10

26 絵本（創作） あなはほるものおっこちるとこ ルース・クラウス／文 岩波書店 10
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27 絵本（創作） アンガスとあひる
マージョリー・フラック／さく・
え

福音館書店 11

28 絵本（創作） アンガスとねこ
マージョリー・フラック／さく・
え

福音館書店 16

29 絵本（創作） まいごのアンガス
マージョリー・フラック／さく・
え

福音館書店 10

30 絵本（創作） おおきなおおきなおいも 市村久子／著 福音館書店 12

31 絵本（創作） おおずもうがやってきた 西村繁男／さく 福音館書店 16

32 絵本（創作） おつきさんどうしたの エドナ・プレストン／文 岩波書店 11

33 絵本（創作） おばけリンゴ ヤーノシュ／さく 福音館書店 11

34 絵本（創作） おふろばをそらいろにぬりたいな ルース・クラウス／文 岩波書店 15

35 絵本（創作） おやすみなさいフランシス ラッセル・ホーバン／ぶん 福音館書店 10

36 絵本（創作） かばくん 岸田衿子／作 福音館書店 10

37 絵本（創作） 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 10

38 絵本（創作） きょだいな　きょだいな 長谷川摂子／作 福音館書店 14

39 絵本（創作） くいしんぼうのはなこさん いしいももこ／ぶん 福音館書店 11

40 絵本（創作） くさる なかのひろたか／さく 福音館書店 14

41 絵本（創作） けいこちゃん あまんきみこ／さく 福音館書店 15

42 絵本（創作） こぐまのたろ きたむらえり／作・絵 福音館書店 11

43 絵本（創作） こんとあき 林明子／さく 福音館書店 12

44 絵本（創作） しょうぼうねこ エスター・アベリル／作 文化出版局 15

45 絵本（創作） しんせつなともだち 方軼羣／作 福音館書店 10

46 絵本（創作） しんりんてつどう 峰村勝子／さく・え 福音館書店 16

47 絵本（創作） スイミー レオ・レオニ／作 好学社 17

48 絵本（創作） すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー／さく 偕成社 11

49 絵本（創作） せんろはつづくよ マーガレット・ブラウン／文 岩波書店 14

50 絵本（創作） そんなときなんていう？ セシル・ジョスリン／文 岩波書店 13

51 絵本（創作） たべもの 中江俊夫／ぶん 福音館書店 15

52 絵本（創作） たろのえりまき きたむらえり／著・絵 福音館書店 11

53 絵本（創作） ちいさなねこ 石井桃子／さく 福音館書店 10

54 絵本（創作） つかまったのはだれ？ 大津由紀雄／文 岩波書店 20



ジャンル タイトル 著者名 出版者 所蔵数

55 絵本（創作） どうやってねるのかな やぶうちまさゆき／著 福音館書店 14

56 絵本（創作） どろんこハリー ジーン・ジオン／ぶん 福音館書店 9

57 絵本（創作） うみべのハリー ジーン・ジオン／ぶん 福音館書店 11

58 絵本（創作） にいさんといもうと シャーロット・ゾロトウ／文 岩波書店 11

59 絵本（創作） ぬくぬく 天野祐吉／作 福音館書店 15

60 絵本（創作） はじめてのキャンプ 林明子／さく・え 福音館書店 11

61 絵本（創作） ふしぎなバイオリン
クェンティン・ブレイク／文・
絵

岩波書店 12

62 絵本（創作） ブルーベリーもりでのプッテのぼうけん エルサ・ベスコフ／文・絵 福音館書店 11

63 絵本（創作） まりーちゃんとひつじ フランソワーズ／文・絵 岩波書店 10

64 絵本（創作） みんなのこもりうた トルード・アルベルチ／ぶん 福音館書店 11

65 絵本（創作） ものぐさトミー
ウィリアム・ペン・デュボア／
文・絵

岩波書店 11

66 絵本（創作） もりのこびとたち エルサ・ベスコフ／さく・え 福音館書店 15

67 絵本（創作） やさいたちのうた 藤富保男／詩 福音館書店 16

68 絵本（創作） やまのこどもたち 石井桃子／文 岩波書店 11

69 絵本（創作） やまのたけちゃん 石井桃子／文 岩波書店 32

70 絵本（創作） ゆかいなかえる
ジュリエット・キープス／ぶ
ん・え

福音館書店 10

71 絵本（創作） りすとかしのみ 坪田譲治／文 岩波書店 10

72 絵本（創作） ロバのシルベスターとまほうのこいし ウィリアム・スタイグ／作 評論社 12

73 絵本（創作） わたしとあそんで
マリー・ホール・エッツ／ぶ
ん・え

福音館書店 12

74 世界昔話 サヤエンドウじいさん 矢崎源九郎／ほか作 日本標準 25

75 鳥取県の民話 響け佐治谷ばなし ひらのりょうこ／著 佐治村役場 20

76 鳥取県の民話 ふるさとの民話　第４集（鳥取県東部編） 酒井董美／著 ハーベスト出版 20

77 鳥取県の民話 ふるさとの民話　第５集（鳥取県中部編） 酒井董美／著 ハーベスト出版 20

78 鳥取県の民話 ふるさとの民話　第６集（鳥取県西部編） 酒井董美／著 ハーベスト出版 20

79 詩歌 おーいぽぽんた 茨木のり子／ほか編 福音館書店 20

80 詩歌 おーいぽぽんた　〔別冊〕 茨木のり子／ほか編 福音館書店 20

81 詩歌 こびらっふの独白 草野心平／詩 ほるぷ出版 20

82 詩歌 サーカス 中原中也／詩 ほるぷ出版 20



ジャンル タイトル 著者名 出版者 所蔵数

83 詩歌 初恋 島崎藤村／詩 ほるぷ出版 20

84 詩歌 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ／編 富山房 25

85 詩歌 みえる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ／編 富山房 19

86 詩歌 おどる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ／編
冨山房インター
ナショナル

25

87 詩歌 声に出そうはじめての漢詩　１　自然のうた 全国漢文教育学会／編著 汐文社 25

88 詩歌 豊かなことば現代日本の詩　１ 道程 岩崎書店 25

89 詩歌 豊かなことば現代日本の詩　２ 素朴な琴 岩崎書店 25

90 詩歌 豊かなことば現代日本の詩　３ 不思議 岩崎書店 25

91 詩歌 豊かなことば現代日本の詩　４ 支度 岩崎書店 25

92 詩歌
豊かなことば現代日本の詩　５ 挨拶－原爆の
写真によせて

岩崎書店 25

93 詩歌 豊かなことば現代日本の詩　６ 奈々子に 岩崎書店 25

94 詩歌
豊かなことば現代日本の詩　７ わたしが一番き
れいだったとき

岩崎書店 25

95 詩歌 豊かなことば現代日本の詩　８ たけのこぐん！ 岩崎書店 25

96 詩歌 豊かなことば現代日本の詩　１０ はじめに… 岩崎書店 25

97 言葉遊び あいうえおうた 谷川俊太郎／ぶん 福音館書店 20

98 言葉遊び えんにち奇想天外 齋藤孝／文 ほるぷ出版 20

99 言葉遊び おっと合点承知之助 齋藤孝／文 ほるぷ出版 20

100 言葉遊び ことばあそびうた 谷川俊太郎／詩 福音館書店 22

101 言葉遊び ことばあそびうた　また 谷川俊太郎／詩 福音館書店 22

102 言葉遊び ころころラッコこラッコだっこ 石津ちひろ／文 ＢＬ出版 25

103 言葉遊び ぞうからかうぞ 石津ちひろ／文 ＢＬ出版 25

104 言葉遊び それほんとう？ 松岡享子／ぶん 福音館書店 25

105 言葉遊び 生麦生米生卵 長谷川義史／作 ほるぷ出版 25

106 言葉遊び ままですすきですすてきです 谷川俊太郎／ぶん 福音館書店 14

107 言葉遊び もじもじさんのことば劇場　オノマトペの巻 西村敏雄／著 偕成社 25

108 短歌・俳句 声に出そう四季の短歌・俳句　１　春のうた 岩越豊雄／編著 汐文社 25

109 短歌・俳句 声に出そう四季の短歌・俳句　２　夏のうた 岩越豊雄／編著 汐文社 25

110 短歌・俳句 声に出そう四季の短歌・俳句　３　秋のうた 岩越豊雄／編著 汐文社 25



ジャンル タイトル 著者名 出版者 所蔵数

111 短歌・俳句 声に出そう四季の短歌・俳句　４　冬のうた 岩越豊雄／編著 汐文社 25

112 短歌・俳句 もっと知りたい京都・小倉百人一首 京都新聞出版センター／編
京都新聞出版
センター

25

113 短歌・俳句 おくのほそ道 松尾芭蕉／文 ほるぷ出版 20

114 色々 声に出して読みたい日本語 齋藤孝／著 草思社 25

115 色々 声に出して読みたい日本語　２ 斎藤孝／著 草思社 25

116 色々 声に出して読みたい日本語　３ 齋藤孝／著 草思社 20

117 色々 声に出して読みたい日本語　５ 齋藤孝／著 草思社 20

118 近代小説 注文の多い料理店 宮沢賢治／作 岩崎書店 25

119 近代小説 とっておきの笑いあります！ 芥川龍之介／ほか作 くもん出版 20

120 近代小説 走れメロス 太宰治／文 ほるぷ出版 20

121 近代小説 吾輩は猫である 夏目漱石／文 ほるぷ出版 20

122 ことわざ 馬の耳に念仏 はたこうしろう／作 ほるぷ出版 20

123 歌舞伎 知らざあ言って聞かせやしょう 河竹黙阿弥／文 ほるぷ出版 20

124 歌舞伎 外郎売 長野ヒデ子／絵 ほるぷ出版 20

125 落語 がまの油 齋藤孝／文 ほるぷ出版 20

126 落語 じゅげむ 川端誠／作 クレヨンハウス 20

127 落語 寿限無 齋藤孝／文 ほるぷ出版 20

128 古文 うつくしきもの枕草子 清川妙／著 小学館 25

129 古文 からくり読み解き古事記 山田永／著 小学館 20

130 古文 祇園精舎 山本孝／絵 ほるぷ出版 20

131 古文 千年の名文すらすら源氏物語 岩佐美代子／著 小学館 20

132 古文 春はあけぼの 清少納言／文 ほるぷ出版 20

133 古文 ゆく河の流れは絶えずして 鴨長明／文 ほるぷ出版 20

134 童謡・唱歌 愛唱名歌 野ばら社編集部／編 野ばら社 45


