
・「私の本棚」，「小さな図書館」等で紹介している図書の一覧表です。
・紹介している「発行元」「税込価格」は，2015年3月現在のものになります。

学
年
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年

税込
価格

1 朝のリレー ことばあそびうた 谷川俊太郎 福音館書店 1973 ¥1,080
1 朝のリレー 62のソネット+36 谷川俊太郎 集英社 2009 ¥648
1 朝のリレー ぞうさん・くまさん まど・みちお 岩崎書店 1995 ¥1,620
1 オオカミの友だち 大型版　あらしのよるに きむらゆういち 講談社 2000 ¥1,512
1 オオカミの友だち となりのせきのますだくん 武田美穂 ポプラ社 1991 ¥1,296
1 オオカミの友だち ミラクル・ファミリー 柏葉幸子 講談社 2010 ¥484

1
ペンギンの防寒着／クジラ
の飲み水

ペンギン図鑑 上田一生 文渓堂 1997 ¥2,592

1
ペンギンの防寒着／クジラ
の飲み水

クジラのはなし 大隅清治 技報堂出版 1993 ¥1,944

1
ペンギンの防寒着／クジラ
の飲み水

空飛ぶペンギン 上村佑 宝島社 2013 ¥669

1
ペンギンの防寒着／クジラ
の飲み水

クジラと海とぼく 水口博也 アリス館 2010 ¥1,512

1 空中ブランコ乗りのキキ さらっていってよピーターパン 別役実 論創社 2011 ¥2,160

1 空中ブランコ乗りのキキ 曲芸師ハリドン
ヤコブ=ヴェゲリウス
［訳］菱木晃子

あすなろ書房 2007 ¥1,404

1 空中ブランコ乗りのキキ ぼくらの奇跡の七日間 宗田理 ポプラ社 2008 ¥1,296
1 字のない葉書 父の詫び状 向田邦子 文藝春秋 2006 ¥572
1 字のない葉書 火垂るの墓 野坂昭如 ポプラ社 2006 ¥616
1 字のない葉書 やわらかなレタス 江國香織 文藝春秋 2013 ¥497
1 食感のオノマトペ 食語のひととき 早川文代 毎日新聞社 2004 ¥1,512
1 食感のオノマトペ ぎおんご ぎたいご じしょ 牧田智之 ピエブックス 2012 ¥2,138

1 食感のオノマトペ 築地魚河岸三代目
はしもとみつお・大
石賢一

小学館 2001 ¥545

1 食感のオノマトペ
オノマトペがあるから日本語は楽し
い

小野正弘 平凡社 2009 ¥778

1 竹取物語 竹取物語
［文］江國香織
［画］立原位貫

新潮社 2008 ¥1,728

1 竹取物語 かぐや姫の物語

［原案］高畑勲
［脚本］高畑勲・坂
口理子
［ノベライズ］坂口理
子

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013 ¥475

1 竹取物語 今昔ものがたり 杉浦明平 岩波書店 2004 ¥734
1 故事成語 四字熟語集 奥平卓・和田武司 岩波書店 1987 ¥799
1 故事成語 故事成句でたどる楽しい中国史 井波律子 岩波書店 2004 ¥907
1 故事成語 おもしろ古典教室 上野誠 筑摩書房 2006 ¥799
1 玄関扉 住まい方の演出 渡辺武信 中央公論新社 1988 ¥950

1 玄関扉 日本人の住まい
［監］玉井哲雄
［文］青木滋一

岩崎書店 2004 ¥3,024

1 玄関扉 縄文人に学ぶ 上田篤 新潮社 2013 ¥778
1 見えないだけ 詩のこころを読む 茨木のり子 岩波書店 1979 ¥929

1 見えないだけ ガラガラヘビの味
［編訳］アーサー=ビ
ナード・木坂涼

岩波書店 2010 ¥691

1 少年の日の思い出 車輪の下
ヘルマン=ヘッセ
［訳］高橋健二

新潮社 1985 ¥367

1 少年の日の思い出 自転車少年記 竹内真 新潮社 2006 ¥473
1 少年の日の思い出 どくとるマンボウ昆虫記 北杜夫 新潮社 1993 ¥464
1 この小さな地球の上で 火の鳥 手塚治虫 朝日新聞出版 2009 ¥1,188
1 この小さな地球の上で 河童のクゥと夏休み 木暮正夫 岩崎書店 2007 ¥972
1 この小さな地球の上で ありがとう障害犬タロー ［文］小森泰治 アスペクト 2008 ¥1,404
1 トロッコ 河童 芥川龍之介 集英社 1992 ¥370

1 トロッコ やったね、ジュリアス君
クラウディア=ミルズ
[訳]はらるい

さ・え・ら書房 2003 ¥1,404

1 トロッコ 夜のピクニック 恩田陸 新潮社 2006 ¥724
1 トロッコ 獣の奏者 上橋菜穂子 講談社 2006 ¥1,620
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1 芥川龍之介の世界 蜘蛛の糸・杜子春 芥川龍之介 新潮社 1984 ¥350
1 芥川龍之介の世界 芥川龍之介 芥川龍之介 筑摩書房 2007 ¥950

1 小さな図書館 エーディト、ここなら安全よ
キャシー=ケイサー
［訳］石岡史子

ポプラ社 2007 ¥1,512

1 小さな図書館 葉っぱのフレディ―いのちの旅―
レオ=バスカーリア
［訳］みらいなな

童話屋 1998 ¥1,620

1 小さな図書館 かぎりなく　やさしい花々 星野富弘 偕成社 1986 ¥950
1 小さな図書館 いのちのはじまり 柳澤桂子 岩波書店 1993 ¥1,404

1 小さな図書館 ＨＯＯＴ
カール=ハイアセン
［訳］千葉茂樹

理論社 2003 ¥1,490

1 小さな図書館 ぼくを探しに
シェル=シルヴァスタ
イン
［訳］倉橋由美子

講談社 1979 ¥1,620

1 小さな図書館 すてねこタイガーと家出犬スポット
リブ=フローデ
［訳］木村由利子

文研出版 2003 ¥1,404

1 小さな図書館 みみずのカーロ 今泉みね子 合同出版 1999 ¥1,404
1 小さな図書館 あ・い・た・く・て 工藤直子 大日本図書 1991 ¥1,080
1 小さな図書館 おーい　ぽぽんた ［編］茨木のり子ほ 福音館書店 2001 ¥2,592
1 小さな図書館 漢字のサーカス 馬場雄二 岩波書店 2002 ¥886

1 小さな図書館 日本人の知らない日本語 蛇蔵・海野凪子
メディアファクト

リー
2009 ¥950

1 小さな図書館 ことば絵本　明日のカルタ 倉本美津留
日本図書セン

ター
2013 ¥1,404

1 小さな図書館 手話でこんにちは 新井竹子 草土文化 1987 ¥734
1 小さな図書館 ま・く・ら 柳家小三治 講談社 1998 ¥751
1 小さな図書館 まさかさかさま　動物回文集 石津ちひろ 河出書房新社 2007 ¥1,080
1 小さな図書館 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 岩波書店 2000 ¥734
1 小さな図書館 神様 川上弘美 中央公論新社 2001 ¥494

1 小さな図書館 しらんぷり
梅田俊作・梅田佳
子

ポプラ社 1997 ¥1,620

1 小さな図書館 西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮社 2001 ¥464
1 小さな図書館 ぼくのお姉さん 丘修三 偕成社 1986 ¥1,296

1 小さな図書館 ベルおばさんが消えた朝
ルース=ホワイト
［訳］光野多惠子

徳間書店 2009 ¥1,620

1 小さな図書館 ユウキ 伊藤遊 福音館書店 2003 ¥1,404
1 小さな図書館 羅生門　杜子春 芥川龍之介 岩波書店 2000 ¥691

1 小さな図書館
サニーのゆめ　ありがとう  地雷で
はなく花をください

柳瀬房子 自由国民社 1999 ¥1,646

1 小さな図書館 いのちをはぐくむ農と食 小泉武夫 岩波書店 2008 ¥842
1 小さな図書館 江戸しぐさから学ぼう 秋山浩子 汐文社 2007 ¥2,052
1 小さな図書館 新版　ガラスのうさぎ 高木敏子 金の星社 2005 ¥648
1 小さな図書館 ゴールライン 秋木真 岩崎書店 2007 ¥1,404
1 小さな図書館 しばわんこの和のこころ 川浦良枝 白泉社 2002 ¥1,512

1 小さな図書館 飛ぶ教室
エーリヒ=ケストナー
［訳］池田香代子

岩波書店 2006 ¥734

1 小さな図書館 ひげねずみくんへ
アン=ホワイトヘッド=
ナグダ
［訳］髙畠リサ

福音館書店 2005 ¥1,188

1 小さな図書館 今森光彦　世界昆虫記 今森光彦 福音館書店 1994 ¥5,400

1 小さな図書館
アルバートおじさんと恐怖のブラッ
クホール

ラッセル=スタナード
［訳］岡田好惠

くもん出版 1996 ¥1,363

1 小さな図書館 2000年間で最大の発明は何か
［編］ジョン=ブロック
マン
［訳］高橋健次

草思社 2000 ¥1,620

1 小さな図書館 宇宙はきらめく 野本陽代 岩波書店 2007 ¥1,058
1 小さな図書館 エネルギーってなんだ？ 池内了 フレーベル館 2008 ¥3,456

1 小さな図書館
ガリレオ工房の身近な道具で大実
験

［編著］滝川洋二・
石崎喜治

大月書店 1997 ¥1,404

1 小さな図書館 脳を育て、夢をかなえる 川島隆太 くもん出版 2003 ¥1,296

1 小さな図書館 ひとしずくの水
ウォルター=ウィック
［訳］林田康一

あすなろ書房 1998 ¥2,160

1 小さな図書館 グレートジャーニー 関野吉晴 筑摩書房 2003 ¥1,026

1 小さな図書館 西遊記
呉承恩
［訳］君島久子

福音館書店 1975 ¥2,700

1 小さな図書館 白狐魔記　源平の風 斉藤洋 偕成社 1996 ¥1,404
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1 小さな図書館 時の旅人
アリソン=アトリー
［訳］松野正子

岩波書店 2000 ¥907

1 小さな図書館
「また、必ず会おう」と誰もが言っ
た。

喜多川泰 サンマーク出版 2010 ¥1,512

1 小さな図書館 図南の翼 小野不由美 講談社 2001 ¥751
1 小さな図書館 ブレイブ・ストーリー 宮部みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2006 ¥720

1 小さな図書館 ローワンと魔法の地図
エミリー=ロッダ
［訳］さくまゆみこ

あすなろ書房 2000 ¥1,404

1 落語の世界 心をそだてる　はじめての落語１０１

［著］石崎洋司・金
原瑞人・もとしたい
づみ・令丈ヒロ子
［監］高田文夫

講談社 2008 ¥3,024

1 落語の世界 古典落語100席
［選･監修］立川志の
輔

PHP研究所 1997 ¥535

1 落語の世界 落語ハンドブック ［編］山本進 三省堂 2007 ¥1,782
2 名づけられた葉 わたしを束ねないで 新川和江 童話屋 1997 ¥1,350
2 名づけられた葉 詩が生まれるとき 新川和江 みすず書房 2009 ¥2,592
2 名づけられた葉 長田弘詩集 長田弘 角川春樹事務所 2003 ¥799
2 小さな手袋 30％の幸せ 内海隆一郎 メディアパル 2008 1620

2 小さな手袋 ドリーム・ギバー
ロイス=ローリー
［訳］西川美樹

金の星社 2008 ¥1,404

2 小さな手袋 小学五年生 重松清 文藝春秋 2007 1512
2 小さな手袋 約束 石田衣良 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2007 518

2
人間は他の星に住むことが
できるのか

ガリレオがひらいた宇宙のとびら 渡部潤一 旬報社 2008 ¥1,620

2
人間は他の星に住むことが
できるのか

宇宙へ｢出張｣してきます 古川聡ほか 毎日新聞社 2012 ¥1,728

2
人間は他の星に住むことが
できるのか

ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢真也 旬報社 2012 ¥1,512

2 短歌の世界／短歌十首 あなたと読む恋の歌百首 俵万智 文藝春秋 2005 ¥576
2 短歌の世界／短歌十首 ドラえもん短歌 枡野浩一 小学館 2011 ¥494

2 短歌の世界／短歌十首 短歌ください 穂村弘
メディアファクト

リー
2011 ¥1,512

2 短歌の世界／短歌十首 短歌をつくろう 栗木京子 岩波書店 2010 ¥842

2 見えないチカラとキセキ 浦田理恵　見えないチカラとキセキ
浦田理恵・竹内由
美

学研教育出版 2013 ¥1,404

2 見えないチカラとキセキ 盲導犬が日本に生まれた日 竹内恒之 偕成社 2004 ¥1,296
2 壁に残された伝言 ヒロシマ―壁に残された伝言 井上恭介 集英社 2003 756

2 壁に残された伝言 ハンナのかばん
カレン=レビン
［訳］石岡史子

ポプラ社 2006 ¥616

2 壁に残された伝言 社会の今を見つめて 大脇三千代 岩波書店 2012 ¥907
2 枕草子・徒然草 絵本徒然草 橋本治 河出書房新社 2005 ¥778
2 枕草子・徒然草 リンボウ先生のうふふ枕草子 林望 祥伝社 2009 ¥1,512
2 枕草子・徒然草 すらすら読める徒然草 中野孝次 講談社 2013 ¥659
2 平家物語 忠度 ［文］木下順二 ほるぷ出版 1989 ¥2,592
2 平家物語 仏果を得ず 三浦しをん 双葉社 2007 ¥1,620

2 平家物語 耳なし芳一・雪女
小泉八雲
［訳］保永貞夫

講談社 2008 ¥616

2 漢詩の世界 漢詩入門 一海知義 岩波書店 1998 907
2 漢詩の世界 漢詩の絵本 ［編訳］加藤徹 ナツメ社 2012 ¥1,490
2 漢詩の世界 漢詩への招待 石川忠久 文藝春秋 2005 ¥700
2 動物園でできること 旭山動物園の奇跡 週刊SPA!編集部 扶桑社 2008 ¥617
2 動物園でできること 野生動物と共存できるか 高槻成紀 岩波書店 2006 ¥886
2 動物園でできること 生物多様性と私たち 香坂玲 岩波書店 2011 ¥886
2 大阿蘇 雪 三好達治 童話屋 2010 ¥1,350
2 大阿蘇 詩の楽しみ 吉野弘 岩波書店 2011 ¥907
2 走れメロス 太宰治全集3 太宰治 筑摩書房 1988 ¥1,026
2 走れメロス 友情 武者小路実篤 新潮社 2003 ¥391

2 走れメロス 時間をまきもどせ！
ナンシー=エチメン
ディ
［訳］吉上恭太

徳間書店 2008 ¥1,512

2 走れメロス ジャミールの新しい朝
クリスティーン=ハリ
ス

くもん出版 2008 ¥1,404

2 太宰治の世界 斜陽・人間失格・桜桃・走れメロス 太宰治 文藝春秋 2000 ¥713
2 太宰治の世界 お伽草紙 太宰治 新潮社 2009 ¥637
2 達人のことば 図説　日本の職人 神山典士 河出書房新社 2007 ¥1,944
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2 達人のことば 木のいのち木のこころ〈天・地・人〉 西岡常一ほか 新潮社 2005 ¥961
2 達人のことば ガウディの伝言 外尾悦郎 光文社 2006 ¥1,026
2 ポテト・スープが大好きな猫 バースデイ・ストーリーズ ［編訳］村上春樹 中央公論新社 2006 ¥1,080

2 ポテト・スープが大好きな猫 少女ソフィアの夏
トーベ=ヤンソン
［訳］渡部翠

講談社 1993 ¥1,728

2 ポテト・スープが大好きな猫 猫語の教科書
ポール=ギャリコ
［訳］灰島かり

筑摩書房 1998 ¥626

2 海外文学の世界 愛蔵版　星の王子さま
サン=テグジュペリ
［訳］内藤濯※

岩波書店 2000 ¥1,728

2 海外文学の世界 二年間の休暇
ジュール=ベルヌ
［訳］朝倉剛

福音館書店 1968 ¥2,484

2 小さな図書館 岳物語 椎名誠 集英社 1989 ¥464
2 小さな図書館 夏の庭―The Friends― 湯本香樹実 新潮社 1994 ¥464

2 小さな図書館 体の贈り物
レベッカ=ブラウン
［訳］柴田元幸

新潮社 2004 ¥562

2 小さな図書館 川の少年
ティム=ボウラー
［訳］入江真佐子

早川書房 2003 ¥1,620

2 小さな図書館 木を植えた男
ジャン=ジオノ
［訳］寺岡襄

あすなろ書房 1989 ¥1,728

2 小さな図書館 つきのふね 森絵都 講談社 1998 ¥1,512
2 小さな図書館 どんぐりの家 山本おさむ 小学館 1993 ¥891

2 小さな図書館
ラッキー・トリンブルのサバイバルな
毎日

スーザン=パトロン
［訳］片岡しのぶ

あすなろ書房 2008 ¥1,512

2 小さな図書館 ことばの力 川崎洋 岩波書店 2009 ¥842
2 小さな図書館 日本語擬態語辞典 五味太郎 講談社 2004 ¥724
2 小さな図書館 にょにょっ記 穂村弘 文藝春秋 2009 ¥1,440

2 小さな図書館 美しい日本語の風景
［著者］中西進
［写真］井上博道

淡交社 2008 ¥2,160

2 小さな図書館 ふしぎなことば　ことばのふしぎ 池上嘉彦 筑摩書房 1987 ¥1,296
2 小さな図書館 ぼくらの言葉塾 ねじめ正一 岩波書店 2009 ¥756
2 小さな図書館 桃尻語訳 枕草子 橋本治 河出書房新社 1998 ¥832

2 小さな図書館 文字の風景
［写真］野呂希一
［文］荒井和生

青菁社 1999 ¥3,024

2 小さな図書館 さようなら、ドラえもん 中島義道 講談社 2011 ¥1,296
2 小さな図書館 海がきこえる 氷室冴子 徳間書店 1999 ¥637
2 小さな図書館 エイジ 重松清 新潮社 2004 ¥724

2 小さな図書館 図書館ねこデューイ
ヴィッキー=マイロン
［訳］羽田詩津子

早川書房 2010 ¥821

2 小さな図書館 とりつくしま 東直子 筑摩書房 2007 ¥1,512

2 小さな図書館 どろぼうの神さま
コルネーリア=フンケ
［訳］細井直子

ＷＡＶＥ出版 2002 ¥1,944

2 小さな図書館 ブライユ
ビバリー=バーチ
［訳］乾侑美子

偕成社 1992 ¥1,728

2 小さな図書館 モモ
ミヒャエル=エンデ
［訳］大島かおり

岩波書店 1976 ¥1,836

2 小さな図書館 あのころはフリードリヒがいた
［作］ハンス=ペー
ター=リヒター
［訳］上田真而子

岩波書店 2000 ¥734

2 小さな図書館 一日江戸人 杉浦日向子 新潮社 2005 ¥529

2 小さな図書館 地震イツモノート
[編]地震イツモプロ
ジェクト

木楽舎 2007 ¥1,543

2 小さな図書館 絵で読む広島の原爆 那須正幹 福音館書店 1995 ¥2,808
2 小さな図書館 １３歳からの家事のきほん４６ アントラム栢木利美 海竜社 2013 ¥1,296
2 小さな図書館 シルクロードの子どもたち 長倉洋海 毎日新聞社 2009 ¥2,052
2 小さな図書館 チームふたり 吉野万理子 学研教育出版 2013 ¥972
2 小さな図書館 クラウディアの祈り 村尾靖子 ポプラ社 2009 ¥1,512
2 小さな図書館 アラスカたんけん記 星野道夫 福音館書店 1986 ¥1,404

2 小さな図書館 宇宙への秘密の鍵

［著］ルーシー＆ス
ティーヴン=ホーキン
グ
［訳］さくまゆみこ

岩崎書店 2008 ¥2,052

2 小さな図書館 科学者レイチェル・カーソン 小手鞠るい 理論社 1997 ¥1,620

2 小さな図書館 おいしい菜園　とれたて野菜手帖
石倉ヒロユキ・真木
文絵

NHK出版 2010 ¥1,512

2 小さな図書館 ウーマン　アローン 廣川まさき 集英社 2004 ¥1,620
2 小さな図書館 地球の声に耳をすませて 大木聖子 くもん出版 2011 ¥1,512
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2 小さな図書館
ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた驚
きの宇宙　銀河

沼澤茂美・脇屋
奈々代

誠文堂新光社 2008 ¥3,456

2 小さな図書館 地球を救うエコ数字 [監修]左巻健男 小学館 2008 ¥1,404

2 小さな図書館
ウォーターシップ・ダウンのウサギた
ち

リチャード=アダムズ
［訳］神宮輝夫

評論社 2006 ¥1,944

2 小さな図書館 ジーク 斉藤洋 偕成社 1992 ¥1,512
2 小さな図書館 四万十川 笹山久三 河出書房新社 1991 ¥540

2 小さな図書館 小惑星探査機｢はやぶさ｣の超技術 川口淳一郎 講談社 2011 ¥1,231

2 小さな図書館 技術者という生き方 上山明博 ぺりかん社 2012 ¥1,620

2 小さな図書館 トウモロコシが実るころ
ドロシー=ローズ
［訳］ 長滝谷富貴子

文研出版 2002 ¥1,296

2 小さな図書館 ラン 森絵都 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2008 ¥1,728

2 小さな図書館 両親をしつけよう！
ピート=ジョンソン
［訳］岡本浜江

文研出版 2006 ¥1,404

2 歌舞伎の世界 増補版　歌舞伎手帖 渡辺保 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2012 ¥1,080
2 歌舞伎の世界 染五郎の超訳的歌舞伎 市川染五郎 小学館 2013 ¥1,620

2 歌舞伎の世界 歌舞伎ハンドブック ［編］藤田洋 三省堂 2006 ¥1,620
3 水のようなひと ことばのかたち おーなり由子 講談社 2013 ¥1,296
3 水のようなひと 最初の質問 ［詩］長田弘 講談社 2013 ¥1,620
3 水のようなひと 海のような大人になる 覚和歌子 理論社 2007 ¥1,512
3 間の文化 古池に蛙は飛びこんだか 長谷川櫂 中央公論新社 2013 ¥843
3 間の文化 心の色　ことばの光 清川妙 新日本出版社 2013 ¥1,620
3 間の文化 書を楽しもう 魚住和晃 岩波書店 2002 ¥907
3 握手 父と暮せば 井上ひさし 新潮社 2001 ¥367
3 握手 チャーシューの月 村中李衣 小峰書店 2012 ¥1,620
3 握手 明日につづくリズム 八束澄子 ポプラ社 2009 ¥1,404

3 握手 坂の上の雲
司馬遼太郎　※辶
正しくはこちらのし
んにょう

文藝春秋 1999 ¥702

3 俳句の世界／俳句十句 俳句いきなり入門 千野帽子 NHK出版 2012 ¥842
3 俳句の世界／俳句十句 増補坪内稔典の俳句の授業 坪内稔典 黎明書房 2010 ¥2,160
3 俳句の世界／俳句十句 カラー版初めての俳句の作り方 石寒太 成美堂出版 2004 ¥1,080
3 花や咲く咲く 花や咲く咲く あさのあつこ 実業之日本社 2013 ¥1,620
3 花や咲く咲く 少年H 妹尾河童 講談社 1999 ¥730

3 花や咲く咲く
アンネ、わたしたちは老人になるま
で生き延びられた。

テオ=コステル
［訳］桜田直美

清流出版 2012 ¥1,728

3 フロン規制の物語 没落する文明
萱野稔人・神里達
博

集英社 2012 ¥778

3 フロン規制の物語 ほんとうの環境問題
池田清彦・養老孟
司

新潮社 2008 ¥1,080

3 フロン規制の物語 わかりあえないことから 平田オリザ 講談社 2012 ¥799

3 フロン規制の物語 地球の掟[新装版]
アル=ゴア
［訳］小杉隆

ダイヤモンド社 2007 ¥1,944

3 和歌の世界 和歌の読みかた 馬場あき子ほか 岩波書店 2013 ¥886
3 和歌の世界 あかねさす　新古今恋物語 加藤千恵 河出書房新社 2013 ¥518
3 和歌の世界 平安文学でわかる恋の法則 高木和子 筑摩書房 2011 ¥886
3 おくのほそ道 新・奥の細道を読もう ［編著］藤井圀彦 さ・え・ら書房 1997 ¥2,376
3 おくのほそ道 芭蕉と歩く「おくのほそ道」ノート ［編］角川学芸出版 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2012 ¥1,028

3 おくのほそ道 奥の細道を歩く
井本農一・村松友
次・土田ヒロミ

新潮社 1989 ¥1,728

3 論語 漢文を学ぶ 栗田亘 童話屋 2002 ¥309

3 論語 こども論語塾
安岡定子
［監修］ 田部井文雄

明治書院 2008 ¥1,620

3 論語 論語かるた
［監修・執筆］佐久
協

宝島社 2009 ¥1,234

3 情報社会を生きる 未来をつくる図書館 菅谷明子 岩波書店 2003 ¥842
3 情報社会を生きる 池上彰のメディア・リテラシー入門 池上彰 オクムラ書店 2008 ¥1,512
3 情報社会を生きる 世界を信じるためのメソッド 森達也  イースト・プレス 2011 ¥1,296
3 初恋 青春の文語体 安野光雅 筑摩書房 2003 ¥1,944
3 初恋 胸うつ響きの名詩たち ［編］井狩春男 毎日新聞社 2004 ¥1,512

3 故郷 故郷／阿Ｑ正伝
魯迅
［訳］藤井省三

光文社 2009 ¥823

3 故郷 山の郵便配達
彭見明
［訳］大木康

集英社 2007 ¥605

3 故郷 山月記・李陵 中島敦 集英社 1993 ¥475
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3 「文殊の知恵」の時代 図解　フィンランド・メソッド入門
北川達夫・フィンラ
ンド・メソッド普及会

経済界 2005 ¥1,543

3 「文殊の知恵」の時代 プチ哲学 佐藤雅彦 中央公論新社 2004 ¥700
3 「文殊の知恵」の時代 はじめて考えるときのように 野矢茂樹 PHP研究所 2004 ¥669

3 坊っちゃん 『坊っちゃん』の時代
関川夏央・谷口ジ
ロー

双葉社 2002 ¥617

3 坊っちゃん 山椒大夫・高瀬舟 森鷗外 新潮社 2006 ¥529
3 坊っちゃん アイスクリン強し 畠中 恵 講談社 2011 ¥596
3 夏目漱石の世界 吾輩は猫である 夏目漱石 新潮社 2003 ¥680
3 夏目漱石の世界 夢十夜 夏目漱石 岩波書店 1986 ¥540

3 小さな図書館 赤ちゃんの誕生
ニコル=テイラー
［訳］上野和子

あすなろ書房 1996 ¥2,592

3 小さな図書館 トモ、ぼくは元気です 香坂直 講談社 2006 ¥1,404

3 小さな図書館 アルジャーノンに花束を
ダニエル=キイス
［訳］小尾芙佐

早川書房 1999 ¥886

3 小さな図書館 柿の木 宮崎学 偕成社 2006 ¥1,296
3 小さな図書館 楽隊のうさぎ 中沢けい 新潮社 2003 ¥594

3 小さな図書館 影の王
スーザン=クーパー
［訳］井辻朱美

偕成社 2002 ¥1,620

3 小さな図書館 鳥が教えてくれた空 三宮麻由子 集英社 2004 ¥540

3 小さな図書館 豚の死なない日
ロバート=ニュートン
=ペック
［訳］金原瑞人

白水社 1999 ¥972

3 小さな図書館 話し言葉の日本語
井上ひさし・平田オ
リザ

小学館 2003 ¥1,620

3 小さな図書館 エミリーへの手紙
キャムロン=ライト
［訳］小田島則子・
小田島恒志

NHK出版 2002 ¥1,404

3 小さな図書館 贈るうた 吉野弘 花神社 2006 ¥1,620

3 小さな図書館 子どもの権利条約
[編著]中野光・小笠
毅

岩波書店 1996 ¥950

3 小さな図書館 14歳からの哲学 池田晶子 トランスビュー 2003 ¥1,296
3 小さな図書館 博士の愛した数式 小川洋子 新潮社 2005 ¥529

3 小さな図書館
星の林に月の船 声で楽しむ和歌・
俳句

[編]大岡信 岩波書店 2005 ¥691

3 小さな図書館 やさしい日本語のしくみ 庵功雄 くろしお出版 2003 ¥1,080
3 小さな図書館 武士道シックスティーン 誉田哲也 文藝春秋 2010 ¥691
3 小さな図書館 嘘をもうひとつだけ 東野圭吾 講談社 2003 ¥540
3 小さな図書館 機関車先生 伊集院静 講談社 1997 ¥497

3 小さな図書館 キャッチャー・イン・ザ・ライ
J=Ｄ=サリンジャー
［訳］村上春樹

白水社 2006 ¥950

3 小さな図書館 そのぬくもりはきえない 岩瀬成子 偕成社 2007 ¥1,512

3 小さな図書館 対訳　21世紀に生きる君たちへ

司馬遼太郎　※辶
正しくはこちらのし
んにょう
［監訳］ドナルド=
キーン
［訳］ロバート=ミン
ツァー

朝日出版社 1999 ¥918

3 小さな図書館 ムーンレディの記憶
E=L=カニグズバー
グ
［訳］金原瑞人

岩波書店 2008 ¥2,052

3 小さな図書館 ヨハネスブルクへの旅
ビヴァリー=ナイ
ドゥー
［訳］もりうちすみこ

さ・え・ら書房 2008 ¥1,404

3 小さな図書館 雨ふる本屋 日向理恵子 童心社 2008 ¥1,404

3 小さな図書館 弟の戦争
ロバート=ウェストー
ル
［訳］原田勝

徳間書店 1995 ¥1,296

3 小さな図書館
日本の七十二候を楽しむ―旧暦の
ある暮らし―

［文］白井明大
［絵］有賀一広

東邦出版 2013 ¥1,728

3 小さな図書館 歌舞伎十八番 中山幹雄 學藝書林 1988 ¥3,240
3 小さな図書館 韓国の若者を知りたい 水野俊平 岩波書店 2003 ¥886
3 小さな図書館 黒い雨 井伏鱒二※ 新潮社 2003 ¥680
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3 小さな図書館 博物館へ行こう 木下史青 岩波書店 2007 ¥907

3 小さな図書館 年中行事事典
［編］田中宣一・宮
田登

三省堂 2012 ¥3,240

3 小さな図書館 幸子の庭 本多明 小峰書店 2007 ¥1,620
3 小さな図書館 県庁おもてなし課 有川浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013 ¥761
3 小さな図書館 鉄のしぶきがはねる まはら三桃 講談社 2011 ¥1,512

3 小さな図書館 仕事ってなんだろう
矢崎節夫・五味太
郎・石橋幸緒・関野
吉晴・神崎繁

佼成出版社 2007 ¥1,296

3 小さな図書館 クモの糸の秘密 大﨑茂芳 岩波書店 2008 ¥842
3 小さな図書館 東京バンドワゴン 小路幸也 集英社 2008 ¥605
3 小さな図書館 仕事道楽―スタジオジブリの現場 鈴木敏夫 岩波書店 2008 ¥799
3 小さな図書館 舟を編む 三浦しをん 光文社 2011 ¥1,620

3 小さな図書館 アルケミスト
パウロ=コエ－リョ
［訳］山川紘矢，山
川亜希子

地湧社 1994 ¥1,572

3 小さな図書館 スモールプラネット 本城直季 リトルモア 2006 ¥2,700

3 小さな図書館 ゲド戦記Ⅰ　影との戦い
アーシュラ・K・ル=グ
ウィン
［訳］清水真砂子

岩波書店 2000 ¥1,836

3 小さな図書館 風をつむぐ少年
ポール=フライシュマ
ン
［訳］片岡しのぶ

あすなろ書房 1999 ¥1,512

3 小さな図書館 家を出る日のために 辰巳渚  イースト・プレス 2012 ¥1,296
3 小さな図書館 カリブー　極北の旅人 星野道夫 新潮社 2009 ¥4,104

3 小さな図書館 さすらいのジェニー
ポール=ギャリコ
［訳］矢川澄子

大和書房 1983 ¥2,484

3 小さな図書館 深夜特急 沢木耕太郎 新潮社 1986 ¥1,620

3 能・狂言の世界 中・高校生のための狂言入門
山本東次郎・近藤よ
うこ

平凡社 2005 ¥1,296

3 能・狂言の世界 野村萬斎　What is 狂言？ 野村萬斎 檜書店 2003 ¥2,160

3 能・狂言の世界 能楽ハンドブック
［編］小林保治
［監］戸井田道三

三省堂 2008 ¥1,620


