
県内県内県内県内からからからから寄寄寄寄せらせらせらせら
れたれたれたれた推薦推薦推薦推薦（（（（アンアンアンアン
ケートケートケートケート））））・・・・ブッブッブッブッ
クリストクリストクリストクリストをもとをもとをもとをもと
にににに子子子子どものためどものためどものためどものため
のののの100100100100冊冊冊冊をををを決定決定決定決定!!!!

とくしまとくしまとくしまとくしま子子子子どどどど
ものものものもの読書応援読書応援読書応援読書応援
プログラムプログラムプログラムプログラム
～～～～子子子子どもどもどもども読書読書読書読書
スクラムスクラムスクラムスクラム～～～～

とくしまのとくしまのとくしまのとくしまの

ブックリストブックリストブックリストブックリスト

子子子子どものためのどものためのどものためのどものための

100プラスプラスプラスプラス!

文文文文 部部部部 科科科科 学学学学 省省省省 委委委委 託託託託 事事事事 業業業業 子子子子 どどどど もももも 読読読読 書書書書 応応応応 援援援援 ププププ ロロロロ ジジジジ ェェェェ クククク トトトト 子子子子 どどどど もももも 読読読読 書書書書 地地地地 域域域域 スススス クククク ララララ ムムムム 事事事事 業業業業

保護者保護者保護者保護者のののの方方方方へへへへ：：：：

子子子子どもたちとともにどもたちとともにどもたちとともにどもたちとともに
「「「「家庭家庭家庭家庭でのでのでのでの１０１０１０１０分間分間分間分間
読書読書読書読書」」」」をはじめてをはじめてをはじめてをはじめて
みませんかみませんかみませんかみませんか！！！！

とくしまとくしまとくしまとくしま
子子子子どものどものどものどもの読書読書読書読書
応援応援応援応援プログラムプログラムプログラムプログラム
実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会：：：：
編集編集編集編集・・・・発行発行発行発行

子子子子どもたちへどもたちへどもたちへどもたちへ：：：：
本本本本をめくってをめくってをめくってをめくって
みましょうみましょうみましょうみましょう!!!!

そこにはそこにはそこにはそこには
新新新新しいしいしいしい・・・・・・・・・・・・

100100100100冊冊冊冊プラスプラスプラスプラス
県内各市町村県内各市町村県内各市町村県内各市町村
からのからのからのからの作品作品作品作品
187187187187冊冊冊冊

新新新新しいしいしいしい本本本本とのとのとのとの
出会出会出会出会いいいい!!!!

これまでこれまでこれまでこれまで
読読読読んできたんできたんできたんできた
本本本本とのとのとのとの再会再会再会再会!!!!

絵本絵本絵本絵本・・・・伝記伝記伝記伝記
・・・・物語物語物語物語・・・・小説小説小説小説
・・・・自然自然自然自然・・・・
哲学入門哲学入門哲学入門哲学入門

2010.32010.32010.32010.3
((((ＭａｒｃｈＭａｒｃｈＭａｒｃｈＭａｒｃｈ))))

発行発行発行発行



番号番号番号番号 作品作品作品作品・・・・著作名著作名著作名著作名 作者作者作者作者・・・・著者名等著者名等著者名等著者名等 おもなおもなおもなおもな出版社名出版社名出版社名出版社名

1 いないいないいないいない　　　　いないいないいないいない　　　　ばあばあばあばあ 松谷松谷松谷松谷みよみよみよみよ子  瀬川康男 子  瀬川康男 子  瀬川康男 子  瀬川康男 ええええ 童心社童心社童心社童心社

2 おふろだいすきおふろだいすきおふろだいすきおふろだいすき 松岡享子松岡享子松岡享子松岡享子・・・・作作作作　　　　林明子林明子林明子林明子・・・・絵絵絵絵 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

3 がたんごとんがたんごとんがたんごとんがたんごとん　　　　がたんごとんがたんごとんがたんごとんがたんごとん 安西水丸 安西水丸 安西水丸 安西水丸 さくさくさくさく 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

4 しろくまちゃんのほっとけしろくまちゃんのほっとけしろくまちゃんのほっとけしろくまちゃんのほっとけーーーーきききき　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） わかやまけんわかやまけんわかやまけんわかやまけん こぐまこぐまこぐまこぐま社社社社

5 はらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむし エリックエリックエリックエリック・・・・カール カール カール カール さく  もりひさし やくさく  もりひさし やくさく  もりひさし やくさく  もりひさし やく 偕成社偕成社偕成社偕成社

6 もこもこもこもこもこもこもこもこもこもこもこもこ たにかわしゅんたろう さくたにかわしゅんたろう さくたにかわしゅんたろう さくたにかわしゅんたろう さく・・・・もとながさだまさ えもとながさだまさ えもとながさだまさ えもとながさだまさ え 文研出版文研出版文研出版文研出版

7 あらしのよるにあらしのよるにあらしのよるにあらしのよるに　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ)))) 木村裕一木村裕一木村裕一木村裕一・・・・作  作  作  作  あべあべあべあべ弘士弘士弘士弘士・・・・絵絵絵絵 講談社講談社講談社講談社

8 いたずらきかんしゃいたずらきかんしゃいたずらきかんしゃいたずらきかんしゃ　　　　ちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅうちゅう バージニアバージニアバージニアバージニア・・・・リーリーリーリー・・・・バートン バートン バートン バートン ぶんぶんぶんぶん・・・・え  むらおかはなこ やくえ  むらおかはなこ やくえ  むらおかはなこ やくえ  むらおかはなこ やく 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

9 エルマーエルマーエルマーエルマーのぼうけんのぼうけんのぼうけんのぼうけん　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ))))
ルースルースルースルース・・・・スタイルススタイルススタイルススタイルス・・・・ガネット ガネット ガネット ガネット さく  さく  さく  さく  ルースルースルースルース・・・・クリスマンクリスマンクリスマンクリスマン・・・・ガネット ガネット ガネット ガネット ええええ
わたなべしげお やく  わたなべしげお やく  わたなべしげお やく  わたなべしげお やく  子子子子どものどものどものどもの本研究会 編著本研究会 編著本研究会 編著本研究会 編著

福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

10 王王王王さまさまさまさま　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ)))) 寺村輝夫  和歌山静子寺村輝夫  和歌山静子寺村輝夫  和歌山静子寺村輝夫  和歌山静子・・・・絵絵絵絵 理論社理論社理論社理論社

11 おおきなかぶおおきなかぶおおきなかぶおおきなかぶ ロシアロシアロシアロシア民話民話民話民話／／／／AAAA・・・・トルストイトルストイトルストイトルストイ再話再話再話再話／／／／内田莉莎子訳内田莉莎子訳内田莉莎子訳内田莉莎子訳／／／／佐藤忠良画佐藤忠良画佐藤忠良画佐藤忠良画 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

12 おおきなおおきなおおきなおおきな木木木木 シェルシェルシェルシェル・・・・シルヴァスタイン シルヴァスタイン シルヴァスタイン シルヴァスタイン さくさくさくさく・・・・え  ほんだきんいちろう やくえ  ほんだきんいちろう やくえ  ほんだきんいちろう やくえ  ほんだきんいちろう やく 篠崎書林篠崎書林篠崎書林篠崎書林

13 おさるのまいにちおさるのまいにちおさるのまいにちおさるのまいにち　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） いとうひろしいとうひろしいとうひろしいとうひろし・・・・作作作作・・・・絵絵絵絵 講談社講談社講談社講談社

14 おまえおまえおまえおまえ　　　　うまそうだなうまそうだなうまそうだなうまそうだな　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ)))) 作絵 宮西達也作絵 宮西達也作絵 宮西達也作絵 宮西達也 ポプラポプラポプラポプラ社社社社

15 かいじゅうたちのいるところかいじゅうたちのいるところかいじゅうたちのいるところかいじゅうたちのいるところ モーリスモーリスモーリスモーリス・・・・センダック センダック センダック センダック さくさくさくさく　　　　じんぐうてるお やくじんぐうてるお やくじんぐうてるお やくじんぐうてるお やく 冨山房冨山房冨山房冨山房

16 かたあしだちょうのかたあしだちょうのかたあしだちょうのかたあしだちょうのエルフエルフエルフエルフ 文文文文・・・・絵絵絵絵　　　　おのきがくおのきがくおのきがくおのきがく ポプラポプラポプラポプラ社社社社

17 ぐりとぐらぐりとぐらぐりとぐらぐりとぐら　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ)))) なかがわりえこ と おおむらゆりこなかがわりえこ と おおむらゆりこなかがわりえこ と おおむらゆりこなかがわりえこ と おおむらゆりこ 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

18 こすずめのぼうけんこすずめのぼうけんこすずめのぼうけんこすずめのぼうけん ルースルースルースルース・・・・エインズワース エインズワース エインズワース エインズワース 作  石井桃子 訳  堀内誠一 画作  石井桃子 訳  堀内誠一 画作  石井桃子 訳  堀内誠一 画作  石井桃子 訳  堀内誠一 画 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

19 さっちゃんのまほうのてさっちゃんのまほうのてさっちゃんのまほうのてさっちゃんのまほうのて たばたせいいち  たばたせいいち  たばたせいいち  たばたせいいち  先天性四肢障害児父母先天性四肢障害児父母先天性四肢障害児父母先天性四肢障害児父母のののの会共同制作会共同制作会共同制作会共同制作 偕成社偕成社偕成社偕成社

20 三三三三びきのやぎのがらがらどんびきのやぎのがらがらどんびきのやぎのがらがらどんびきのやぎのがらがらどん 北欧民話  北欧民話  北欧民話  北欧民話  マーシャマーシャマーシャマーシャ・・・・ブラウン ブラウン ブラウン ブラウン え  せたていじ やくえ  せたていじ やくえ  せたていじ やくえ  せたていじ やく 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

21 じごくのそうべえじごくのそうべえじごくのそうべえじごくのそうべえ 作作作作・・・・たじまゆきひこたじまゆきひこたじまゆきひこたじまゆきひこ 童心社童心社童心社童心社

22 しぜんしぜんしぜんしぜん　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） フレーベルフレーベルフレーベルフレーベル館館館館 フレーベルフレーベルフレーベルフレーベル館館館館

23 １１１１１１１１ぴきのねこぴきのねこぴきのねこぴきのねこ　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ)))) 馬場馬場馬場馬場のぼるのぼるのぼるのぼる こぐまこぐまこぐまこぐま社社社社

24 １４１４１４１４ひきのおつきみひきのおつきみひきのおつきみひきのおつきみ　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ)))) いわむらかずおいわむらかずおいわむらかずおいわむらかずお 童心社童心社童心社童心社

25 しょうぼうじどうしゃしょうぼうじどうしゃしょうぼうじどうしゃしょうぼうじどうしゃ　　　　じぷたじぷたじぷたじぷた 渡辺茂男 渡辺茂男 渡辺茂男 渡辺茂男 さく  さく  さく  さく  山本忠敬 山本忠敬 山本忠敬 山本忠敬 ええええ 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

26 白白白白いからすいからすいからすいからす 作 作 作 作 ほんまわかほんまわかほんまわかほんまわか 自由国民社自由国民社自由国民社自由国民社

27 シロシロシロシロのないたのないたのないたのないた海海海海 飯原一夫飯原一夫飯原一夫飯原一夫 徳島出版徳島出版徳島出版徳島出版

28 スイミースイミースイミースイミー レオレオレオレオ＝＝＝＝レオニ レオニ レオニ レオニ 作作作作　　　　谷川俊太郎 訳谷川俊太郎 訳谷川俊太郎 訳谷川俊太郎 訳 好学社好学社好学社好学社

29 スーホスーホスーホスーホのののの白白白白いいいい馬馬馬馬 モンゴルモンゴルモンゴルモンゴル民話  大塚勇三 再話  赤羽末吉 画民話  大塚勇三 再話  赤羽末吉 画民話  大塚勇三 再話  赤羽末吉 画民話  大塚勇三 再話  赤羽末吉 画 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

30 そらまめくんのそらまめくんのそらまめくんのそらまめくんのベッドベッドベッドベッド　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ)))) なかやみわ さくなかやみわ さくなかやみわ さくなかやみわ さく・・・・ええええ 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

31 だいくとおにろくだいくとおにろくだいくとおにろくだいくとおにろく 松居直 再話  赤羽末吉 画松居直 再話  赤羽末吉 画松居直 再話  赤羽末吉 画松居直 再話  赤羽末吉 画 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

32 だるまちゃんとてんぐちゃんだるまちゃんとてんぐちゃんだるまちゃんとてんぐちゃんだるまちゃんとてんぐちゃん　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 加古里子 加古里子 加古里子 加古里子 さくさくさくさく／／／／ええええ 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

33 ちいさいおうちちいさいおうちちいさいおうちちいさいおうち ばばばばーーーーじにあじにあじにあじにあ・・・・りりりりーーーー・・・・ばばばばーーーーとんとんとんとん　　　　ぶんとえぶんとえぶんとえぶんとえ　　　　いしいももこ やくいしいももこ やくいしいももこ やくいしいももこ やく 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店

34 ちいちゃんのかげおくりちいちゃんのかげおくりちいちゃんのかげおくりちいちゃんのかげおくり あまんきみこ あまんきみこ あまんきみこ あまんきみこ 作作作作　　　　上野紀子 絵上野紀子 絵上野紀子 絵上野紀子 絵 あかねあかねあかねあかね書房書房書房書房

35 てぶくろてぶくろてぶくろてぶくろ ウクライナウクライナウクライナウクライナ民話  民話  民話  民話  エウゲーニーエウゲーニーエウゲーニーエウゲーニー・・・・ＭＭＭＭ・・・・ラチョフ ラチョフ ラチョフ ラチョフ え  うちだりさこ やくえ  うちだりさこ やくえ  うちだりさこ やくえ  うちだりさこ やく 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

36 としょかんとしょかんとしょかんとしょかんライオンライオンライオンライオン ミシェルミシェルミシェルミシェル・・・・ヌードセン ヌードセン ヌードセン ヌードセン さく  さく  さく  さく  ケビンケビンケビンケビン・・・・ホークス ホークス ホークス ホークス え  え  え  え  福本友美子 福本友美子 福本友美子 福本友美子 やくやくやくやく 岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

37 夏夏夏夏のねこのねこのねこのねこ ハワードハワードハワードハワード・・・・ノッツ ノッツ ノッツ ノッツ 作作作作・・・・絵絵絵絵／／／／前沢明枝 訳前沢明枝 訳前沢明枝 訳前沢明枝 訳　　　　 徳間書店徳間書店徳間書店徳間書店

38 葉葉葉葉っぱのっぱのっぱのっぱのフレディフレディフレディフレディ レオレオレオレオ・・・・パスカーリア パスカーリア パスカーリア パスカーリア 作  作  作  作  みらいなな みらいなな みらいなな みらいなな 訳訳訳訳 童話屋童話屋童話屋童話屋

39 花花花花さきさきさきさき山山山山 斎藤隆介斎藤隆介斎藤隆介斎藤隆介・・・・作  滝平二郎作  滝平二郎作  滝平二郎作  滝平二郎・・・・絵絵絵絵 岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

40 バムバムバムバムととととケロケロケロケロのにちようびのにちようびのにちようびのにちようび　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ)))) 島田島田島田島田ゆかゆかゆかゆか 文溪堂文溪堂文溪堂文溪堂

41 ともだちやともだちやともだちやともだちや　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 内田麟太郎 作  降矢内田麟太郎 作  降矢内田麟太郎 作  降矢内田麟太郎 作  降矢なな なな なな なな 絵絵絵絵 偕成社偕成社偕成社偕成社

42 １００１００１００１００万回生万回生万回生万回生きたねこきたねこきたねこきたねこ 佐野洋子 作佐野洋子 作佐野洋子 作佐野洋子 作・・・・絵絵絵絵 講談社講談社講談社講談社

43 ふたりはともだちふたりはともだちふたりはともだちふたりはともだち　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ)))) アーノルドアーノルドアーノルドアーノルド・・・・ローベル ローベル ローベル ローベル 作  三木卓 訳作  三木卓 訳作  三木卓 訳作  三木卓 訳 文化出版局文化出版局文化出版局文化出版局

44 ほんとのおおきさほんとのおおきさほんとのおおきさほんとのおおきさ動物園動物園動物園動物園 監修監修監修監修・・・・小宮輝之  写真小宮輝之  写真小宮輝之  写真小宮輝之  写真・・・・福田豊文福田豊文福田豊文福田豊文 学習研究社学習研究社学習研究社学習研究社

45 めっきらめっきらめっきらめっきら　　　　もっきらもっきらもっきらもっきら　　　　どおんどんどおんどんどおんどんどおんどん 長谷川摂子 作  長谷川摂子 作  長谷川摂子 作  長谷川摂子 作  ふりやなな ふりやなな ふりやなな ふりやなな 画画画画 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

46 モチモチモチモチモチモチモチモチのののの木木木木 斎藤隆介斎藤隆介斎藤隆介斎藤隆介・・・・作  滝平二郎作  滝平二郎作  滝平二郎作  滝平二郎・・・・絵絵絵絵 岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

47 わすれられないおくりものわすれられないおくりものわすれられないおくりものわすれられないおくりもの スーザンスーザンスーザンスーザン・・・・バーレイ バーレイ バーレイ バーレイ さく え  さく え  さく え  さく え  小川仁央 小川仁央 小川仁央 小川仁央 やくやくやくやく 評論社評論社評論社評論社

48 赤毛赤毛赤毛赤毛ののののアンアンアンアン　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ)))) モンゴメリ モンゴメリ モンゴメリ モンゴメリ 原作  村岡花子 訳原作  村岡花子 訳原作  村岡花子 訳原作  村岡花子 訳 ポプラポプラポプラポプラ社社社社

49 アンデルセンアンデルセンアンデルセンアンデルセン童話集童話集童話集童話集 アンデルセン  アンデルセン  アンデルセン  アンデルセン  大畑末吉 訳大畑末吉 訳大畑末吉 訳大畑末吉 訳 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店

50 アンネアンネアンネアンネのののの日記日記日記日記 アンネアンネアンネアンネ・・・・フランク  フランク  フランク  フランク  深町真理子深町真理子深町真理子深町真理子＝＝＝＝訳訳訳訳 文藝春秋文藝春秋文藝春秋文藝春秋

とくしまのとくしまのとくしまのとくしまの子子子子どものためのどものためのどものためのどものためのブックリストブックリストブックリストブックリスト100100100100（（（（対象年齢層順対象年齢層順対象年齢層順対象年齢層順：：：：乳児乳児乳児乳児～～～～幼児幼児幼児幼児・・・・小学校低学年小学校低学年小学校低学年小学校低学年～～～～小学校中小学校中小学校中小学校中・・・・高学年高学年高学年高学年～～～～中中中中・・・・高校生高校生高校生高校生））））



番号番号番号番号 作品作品作品作品・・・・著作名著作名著作名著作名 作者作者作者作者・・・・著者名等著者名等著者名等著者名等 おもなおもなおもなおもな出版社名出版社名出版社名出版社名

51 漁火漁火漁火漁火　　　　海海海海のののの学校学校学校学校 梅田俊作 作梅田俊作 作梅田俊作 作梅田俊作 作・・・・絵絵絵絵 ポプラポプラポプラポプラ社社社社

52 兎兎兎兎のののの眼眼眼眼 灰谷健次郎灰谷健次郎灰谷健次郎灰谷健次郎 理論社理論社理論社理論社

53 絵絵絵絵でででで読読読読むむむむ広島広島広島広島のののの原爆原爆原爆原爆 文文文文＝＝＝＝那須正幹  西村繁男那須正幹  西村繁男那須正幹  西村繁男那須正幹  西村繁男＝＝＝＝絵絵絵絵 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

54 おとなになれなかったおとなになれなかったおとなになれなかったおとなになれなかった弟弟弟弟たちにたちにたちにたちに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 米倉斉加年米倉斉加年米倉斉加年米倉斉加年 偕成社偕成社偕成社偕成社

55 木木木木をををを植植植植えたえたえたえた男男男男 ジャンジャンジャンジャン・・・・ジオノ ジオノ ジオノ ジオノ 作  作  作  作  フレデリックフレデリックフレデリックフレデリック・・・・バック バック バック バック 絵  寺岡襄 訳絵  寺岡襄 訳絵  寺岡襄 訳絵  寺岡襄 訳 あすなろあすなろあすなろあすなろ書房書房書房書房

56 くまのくまのくまのくまの子子子子ウーフウーフウーフウーフ　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ)))) 神沢利子神沢利子神沢利子神沢利子・・・・作  井上洋介作  井上洋介作  井上洋介作  井上洋介・・・・絵絵絵絵 ポプラポプラポプラポプラ社社社社

57 クマクマクマクマよよよよ 星野道夫星野道夫星野道夫星野道夫　　　　文文文文・・・・写真写真写真写真 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

58 ごんぎつねごんぎつねごんぎつねごんぎつね 新美南吉 作  黒井健 絵新美南吉 作  黒井健 絵新美南吉 作  黒井健 絵新美南吉 作  黒井健 絵　　　　 偕成社偕成社偕成社偕成社

59 シートンシートンシートンシートン動物記動物記動物記動物記 アーネストアーネストアーネストアーネスト＝＝＝＝トムソントムソントムソントムソン＝＝＝＝シートンシートンシートンシートン／／／／作  阿部知二作  阿部知二作  阿部知二作  阿部知二／／／／訳  清水勝訳  清水勝訳  清水勝訳  清水勝／／／／絵絵絵絵 講談社講談社講談社講談社

60 しらんぷりしらんぷりしらんぷりしらんぷり 梅田俊作梅田俊作梅田俊作梅田俊作／／／／佳子  作佳子  作佳子  作佳子  作・・・・絵絵絵絵 ポプラポプラポプラポプラ社社社社

61 生物生物生物生物のののの消消消消えたえたえたえた島島島島 田川日出夫 文  松岡達英 絵田川日出夫 文  松岡達英 絵田川日出夫 文  松岡達英 絵田川日出夫 文  松岡達英 絵 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

62 せいめいのれきしせいめいのれきしせいめいのれきしせいめいのれきし バージニアバージニアバージニアバージニア・・・・リーリーリーリー・・・・バートン バートン バートン バートン 文文文文・・・・え  いしいももこ やくえ  いしいももこ やくえ  いしいももこ やくえ  いしいももこ やく　　　　 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店

63 手手手手ぶくろをぶくろをぶくろをぶくろを買買買買いにいにいにいに 新美南吉 作  黒井健 絵新美南吉 作  黒井健 絵新美南吉 作  黒井健 絵新美南吉 作  黒井健 絵　　　　 偕成社偕成社偕成社偕成社

64 夏夏夏夏のののの庭庭庭庭 湯本香樹実湯本香樹実湯本香樹実湯本香樹実 徳間書店徳間書店徳間書店徳間書店

65 バッテリーバッテリーバッテリーバッテリー あさのあつこ  あさのあつこ  あさのあつこ  あさのあつこ  佐藤真紀子佐藤真紀子佐藤真紀子佐藤真紀子・・・・絵絵絵絵 教育画劇教育画劇教育画劇教育画劇

66 ハリーハリーハリーハリー・・・・ポッターポッターポッターポッターとととと賢者賢者賢者賢者のののの石石石石　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ)))) Ｊ．Ｋ．Ｊ．Ｋ．Ｊ．Ｋ．Ｊ．Ｋ．ローリング ローリング ローリング ローリング 作  松岡佑子 訳作  松岡佑子 訳作  松岡佑子 訳作  松岡佑子 訳 静山社静山社静山社静山社

67 ひろしまのひろしまのひろしまのひろしまのピカピカピカピカ 丸木俊 丸木俊 丸木俊 丸木俊 ええええ・・・・文文文文 小峰書店小峰書店小峰書店小峰書店

68 ナルニアナルニアナルニアナルニア国物語国物語国物語国物語　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） Ｃ．Ｓ．Ｃ．Ｓ．Ｃ．Ｓ．Ｃ．Ｓ．ルイスルイスルイスルイス作作作作／／／／瀬田貞二訳瀬田貞二訳瀬田貞二訳瀬田貞二訳 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店

69 ヘレンヘレンヘレンヘレン・・・・ケラーケラーケラーケラー フィオナフィオナフィオナフィオナ・・・・マクドナルドマクドナルドマクドナルドマクドナルド［［［［著著著著］  ］  ］  ］  菊島伊久栄菊島伊久栄菊島伊久栄菊島伊久栄［［［［訳訳訳訳］］］］ 偕成社偕成社偕成社偕成社

70 星星星星のののの王子王子王子王子さまさまさまさま サンサンサンサン＝＝＝＝テグジュペリ テグジュペリ テグジュペリ テグジュペリ 作  内藤濯 訳作  内藤濯 訳作  内藤濯 訳作  内藤濯 訳 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店

71 モモモモモモモモ ミヒャエルミヒャエルミヒャエルミヒャエル・・・・エンデ エンデ エンデ エンデ 作  大島作  大島作  大島作  大島ゆかり ゆかり ゆかり ゆかり 訳訳訳訳 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店

72 森森森森よよよよ生生生生きききき返返返返れれれれ 宮脇昭宮脇昭宮脇昭宮脇昭 大日本図書大日本図書大日本図書大日本図書

73 銀河鉄道銀河鉄道銀河鉄道銀河鉄道のののの夜夜夜夜 宮沢賢治宮沢賢治宮沢賢治宮沢賢治　　　　春日部春日部春日部春日部たすく たすく たすく たすく 画画画画 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店

74 蜘蛛蜘蛛蜘蛛蜘蛛のののの糸糸糸糸 芥川龍之介芥川龍之介芥川龍之介芥川龍之介 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店

75 こころこころこころこころ 夏目漱石夏目漱石夏目漱石夏目漱石 新潮社新潮社新潮社新潮社

76 五体不満足五体不満足五体不満足五体不満足 乙武洋匡乙武洋匡乙武洋匡乙武洋匡 講談社講談社講談社講談社

77 注文注文注文注文のののの多多多多いいいい料理店料理店料理店料理店 宮沢賢治宮沢賢治宮沢賢治宮沢賢治 岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

78 沈黙沈黙沈黙沈黙のののの春春春春 レイチェルレイチェルレイチェルレイチェル・・・・カーソン  カーソン  カーソン  カーソン  青樹簗一 訳青樹簗一 訳青樹簗一 訳青樹簗一 訳 新潮社新潮社新潮社新潮社

79 十五少年漂流記十五少年漂流記十五少年漂流記十五少年漂流記 作 作 作 作 ベルヌ  ベルヌ  ベルヌ  ベルヌ  訳 大久保昭男訳 大久保昭男訳 大久保昭男訳 大久保昭男 ポプラポプラポプラポプラ社社社社

80 １３１３１３１３歳歳歳歳ののののハローワークハローワークハローワークハローワーク 村上龍  村上龍  村上龍  村上龍  ［［［［絵絵絵絵］］］］はまのゆかはまのゆかはまのゆかはまのゆか 幻冬舎幻冬舎幻冬舎幻冬舎

81 １４１４１４１４歳歳歳歳からのからのからのからの哲学哲学哲学哲学 池田晶子池田晶子池田晶子池田晶子 トランスビュートランスビュートランスビュートランスビュー

82 白白白白　（『　（『　（『　（『蜘蛛蜘蛛蜘蛛蜘蛛のののの糸糸糸糸・・・・杜子春杜子春杜子春杜子春・・・・トロッコトロッコトロッコトロッコ』』』』収録収録収録収録）））） 芥川龍之介芥川龍之介芥川龍之介芥川龍之介 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店

83 トムトムトムトム・・・・ソーヤーソーヤーソーヤーソーヤーのののの冒険冒険冒険冒険 マークマークマークマーク・・・・トウェイン トウェイン トウェイン トウェイン 作  大塚勇三 訳作  大塚勇三 訳作  大塚勇三 訳作  大塚勇三 訳　　　　八島太郎 画八島太郎 画八島太郎 画八島太郎 画 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

84 トムトムトムトムはははは真夜中真夜中真夜中真夜中のののの庭庭庭庭でででで フィリパフィリパフィリパフィリパ・・・・ピアス ピアス ピアス ピアス 作  高杉一郎 訳作  高杉一郎 訳作  高杉一郎 訳作  高杉一郎 訳 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店

85 西西西西のののの魔女魔女魔女魔女がががが死死死死んだんだんだんだ 梨木香歩梨木香歩梨木香歩梨木香歩 新潮社新潮社新潮社新潮社

86 二十四二十四二十四二十四のののの瞳瞳瞳瞳 壺井栄壺井栄壺井栄壺井栄 新潮社新潮社新潮社新潮社

87 場所場所場所場所 瀬戸内寂聴瀬戸内寂聴瀬戸内寂聴瀬戸内寂聴 新潮社新潮社新潮社新潮社

88 走走走走れれれれメロスメロスメロスメロス 太宰治太宰治太宰治太宰治 新潮社新潮社新潮社新潮社

89 ビッグビッグビッグビッグ・・・・オーオーオーオーとのとのとのとの出会出会出会出会いいいい----続続続続ぼくをぼくをぼくをぼくを探探探探しにしにしにしに---- シェルシェルシェルシェル・・・・シルヴァスタイン  シルヴァスタイン  シルヴァスタイン  シルヴァスタイン  倉橋由美子 訳倉橋由美子 訳倉橋由美子 訳倉橋由美子 訳 講談社講談社講談社講談社

90 ビルマビルマビルマビルマのののの竪琴竪琴竪琴竪琴 竹山道雄竹山道雄竹山道雄竹山道雄 新潮社新潮社新潮社新潮社

91 ファーブルファーブルファーブルファーブル昆虫記昆虫記昆虫記昆虫記 ジャンジャンジャンジャン・・・・アンリアンリアンリアンリ・・・・ファーブル  ファーブル  ファーブル  ファーブル  奥本大三郎 訳奥本大三郎 訳奥本大三郎 訳奥本大三郎 訳 集英社集英社集英社集英社

92 プラテーロプラテーロプラテーロプラテーロとわたしとわたしとわたしとわたし ＪＪＪＪ・・・・ＲＲＲＲ・・・・ヒメーネス ヒメーネス ヒメーネス ヒメーネス 作  長南実 訳作  長南実 訳作  長南実 訳作  長南実 訳 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店

93 坊坊坊坊っちゃんっちゃんっちゃんっちゃん 夏目漱石夏目漱石夏目漱石夏目漱石 新潮社新潮社新潮社新潮社

94 本本本本をををを読読読読むむむむ本本本本 Ｍ．Ｊ．Ｍ．Ｊ．Ｍ．Ｊ．Ｍ．Ｊ．アドラー  アドラー  アドラー  アドラー  Ｃ．Ｖ．Ｃ．Ｖ．Ｃ．Ｖ．Ｃ．Ｖ．ドーレンドーレンドーレンドーレン 講談社講談社講談社講談社

95 吉野北高校図書委員会吉野北高校図書委員会吉野北高校図書委員会吉野北高校図書委員会　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 山本渚山本渚山本渚山本渚 メディアファクトリーメディアファクトリーメディアファクトリーメディアファクトリー

96 ラヴラヴラヴラヴ・・・・ユーユーユーユー・・・・フォーエバーフォーエバーフォーエバーフォーエバー ロバートロバートロバートロバート・・・・マンチ マンチ マンチ マンチ 作  乃木作  乃木作  乃木作  乃木りか りか りか りか 訳  梅田俊作 絵訳  梅田俊作 絵訳  梅田俊作 絵訳  梅田俊作 絵 岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

97 老人老人老人老人とととと海海海海 ヘミングウェイ  ヘミングウェイ  ヘミングウェイ  ヘミングウェイ  福田恒存 訳福田恒存 訳福田恒存 訳福田恒存 訳 新潮社新潮社新潮社新潮社

98 若草物語若草物語若草物語若草物語 ＬＬＬＬ・・・・ＭＭＭＭ・・・・オルコット オルコット オルコット オルコット 作  矢川澄子 訳作  矢川澄子 訳作  矢川澄子 訳作  矢川澄子 訳　Ｔ　Ｔ　Ｔ　Ｔ・・・・チューダー チューダー チューダー チューダー 画画画画　　　　 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

99 吾輩吾輩吾輩吾輩はははは猫猫猫猫であるであるであるである 夏目漱石夏目漱石夏目漱石夏目漱石 新潮社新潮社新潮社新潮社

100 わたしとわたしとわたしとわたしと小鳥小鳥小鳥小鳥とすずととすずととすずととすずと 金子金子金子金子みすゞみすゞみすゞみすゞ JULAJULAJULAJULA出版局出版局出版局出版局

とくしまのとくしまのとくしまのとくしまの子子子子どものためのどものためのどものためのどものためのブックリストブックリストブックリストブックリスト100100100100（（（（対象年齢層順対象年齢層順対象年齢層順対象年齢層順：：：：乳児乳児乳児乳児～～～～幼児幼児幼児幼児・・・・小学校低学年小学校低学年小学校低学年小学校低学年～～～～小学校中小学校中小学校中小学校中・・・・高学年高学年高学年高学年～～～～中中中中・・・・高校生高校生高校生高校生））））



市町市町市町市町
村名村名村名村名 番号番号番号番号 作品作品作品作品・・・・著作名著作名著作名著作名 作者作者作者作者・・・・著者名等著者名等著者名等著者名等 おもなおもなおもなおもな出版社名出版社名出版社名出版社名

101 くるくるさんぽくるくるさんぽくるくるさんぽくるくるさんぽ 梅田俊作梅田俊作梅田俊作梅田俊作・・・・佳子 佳子 佳子 佳子 さくさくさくさく 新日本出版社新日本出版社新日本出版社新日本出版社

102 もぐらのもぐらのもぐらのもぐらのサンディサンディサンディサンディ　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） くすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのり・・・・文文文文　　　　清宮哲清宮哲清宮哲清宮哲・・・・絵絵絵絵 岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

103 おこだでませんようにおこだでませんようにおこだでませんようにおこだでませんように くすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのり・・・・作作作作　　　　石井聖岳石井聖岳石井聖岳石井聖岳・・・・絵絵絵絵 小学館小学館小学館小学館

104 阿波阿波阿波阿波のののの民話民話民話民話　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 湯浅良幸 編湯浅良幸 編湯浅良幸 編湯浅良幸 編 徳島新聞社徳島新聞社徳島新聞社徳島新聞社

105 あわのおもしろあわのおもしろあわのおもしろあわのおもしろ方言集方言集方言集方言集 徳島県方言研究同好会 編徳島県方言研究同好会 編徳島県方言研究同好会 編徳島県方言研究同好会 編 松林社松林社松林社松林社

106 ホタルホタルホタルホタルのののの歌歌歌歌 原田一美原田一美原田一美原田一美 未知谷未知谷未知谷未知谷

107 青青青青いいいい目目目目のののの人形人形人形人形 原田一美原田一美原田一美原田一美 未知谷未知谷未知谷未知谷

108 のらのらのらのら犬犬犬犬、、、、学校学校学校学校をかえるをかえるをかえるをかえる 遠藤岳哉遠藤岳哉遠藤岳哉遠藤岳哉 ハギジンハギジンハギジンハギジン出版出版出版出版

109 眉山眉山眉山眉山 さだまさしさだまさしさだまさしさだまさし 幻冬舎幻冬舎幻冬舎幻冬舎

110 鳴門鳴門鳴門鳴門のののの民話民話民話民話とととと伝説伝説伝説伝説 西田素康 編著西田素康 編著西田素康 編著西田素康 編著 西田素康西田素康西田素康西田素康

111 木津神木津神木津神木津神むかしばなしむかしばなしむかしばなしむかしばなし 鳴神芳雄鳴神芳雄鳴神芳雄鳴神芳雄 鳴神芳雄鳴神芳雄鳴神芳雄鳴神芳雄

112 ドイツドイツドイツドイツさんさんさんさん 原田一美原田一美原田一美原田一美 未知谷未知谷未知谷未知谷

113 板東捕虜収容所板東捕虜収容所板東捕虜収容所板東捕虜収容所　　　　愛愛愛愛のののの灯灯灯灯はははは消消消消えずえずえずえず　 　 　 　 棟田博棟田博棟田博棟田博 国土社国土社国土社国土社

114
賀川豊彦賀川豊彦賀川豊彦賀川豊彦ととととボランティアボランティアボランティアボランティア
賀川豊彦献身賀川豊彦献身賀川豊彦献身賀川豊彦献身100100100100年記念出版年記念出版年記念出版年記念出版

武内勝武内勝武内勝武内勝・・・・口述口述口述口述／／／／村山盛嗣村山盛嗣村山盛嗣村山盛嗣・・・・編集編集編集編集 神戸新聞総合出版神戸新聞総合出版神戸新聞総合出版神戸新聞総合出版センターセンターセンターセンター

115 いちいちいちいち　　　　にのにのにのにの　　　　さんかんびさんかんびさんかんびさんかんび　　　　くすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのり童謡集童謡集童謡集童謡集 くすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのり　　　　渡辺渡辺渡辺渡辺あきお あきお あきお あきお 絵絵絵絵 教育出版教育出版教育出版教育出版センターセンターセンターセンター

116 大地大地大地大地　（　（　（　（一一一一）～（）～（）～（）～（四四四四）））） パールパールパールパール・・・・バックバックバックバック・・・・著者著者著者著者／／／／新居格新居格新居格新居格・・・・訳訳訳訳 新潮社新潮社新潮社新潮社

117 おかめおかめおかめおかめ千千千千げんげんげんげん 飯原一夫飯原一夫飯原一夫飯原一夫 教育出版教育出版教育出版教育出版センターセンターセンターセンター

118 阿波阿波阿波阿波のたぬきのたぬきのたぬきのたぬき合戦合戦合戦合戦 飯原一夫飯原一夫飯原一夫飯原一夫 文溪堂文溪堂文溪堂文溪堂

119
ナカナカナカナカちゃんちゃんちゃんちゃん君君君君とととと
～～～～不登校不登校不登校不登校109109109109日目日目日目日目からのからのからのからの復活 奇蹟復活 奇蹟復活 奇蹟復活 奇蹟のののの物語物語物語物語～～～～

島村島村島村島村タカシタカシタカシタカシ ナカナカナカナカちゃんちゃんちゃんちゃんプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

120 ホタルホタルホタルホタルのののの歌歌歌歌 原田一美原田一美原田一美原田一美 未知谷未知谷未知谷未知谷

121 おこだでませんようにおこだでませんようにおこだでませんようにおこだでませんように くすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのり・・・・作作作作　　　　石井聖岳石井聖岳石井聖岳石井聖岳・・・・絵絵絵絵 小学館小学館小学館小学館

122 ふるさとふるさとふるさとふるさと阿南阿南阿南阿南　　　　むかしばなしむかしばなしむかしばなしむかしばなし 阿南市女性阿南市女性阿南市女性阿南市女性ボランティアボランティアボランティアボランティア文化財愛護文化財愛護文化財愛護文化財愛護コース コース コース コース 編編編編 阿南市教育委員会生涯学習課阿南市教育委員会生涯学習課阿南市教育委員会生涯学習課阿南市教育委員会生涯学習課

123 那賀川町那賀川町那賀川町那賀川町のののの昔昔昔昔ばなしばなしばなしばなし 那賀川町那賀川町那賀川町那賀川町のののの民話民話民話民話をををを研究研究研究研究するするするする会 編会 編会 編会 編 那賀川町社会福祉協議会那賀川町社会福祉協議会那賀川町社会福祉協議会那賀川町社会福祉協議会

124
ナカナカナカナカちゃんちゃんちゃんちゃん君君君君とととと
～～～～不登校不登校不登校不登校109109109109日目日目日目日目からのからのからのからの復活 奇蹟復活 奇蹟復活 奇蹟復活 奇蹟のののの物語物語物語物語～～～～

島村島村島村島村タカシタカシタカシタカシ ナカナカナカナカちゃんちゃんちゃんちゃんプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

125 おこだでませんようにおこだでませんようにおこだでませんようにおこだでませんように くすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのり・・・・作作作作　　　　石井聖岳石井聖岳石井聖岳石井聖岳・・・・絵絵絵絵 小学館小学館小学館小学館

126 ラヴラヴラヴラヴ・・・・ユーユーユーユー・・・・フォーエバーフォーエバーフォーエバーフォーエバー ロバートロバートロバートロバート・・・・マンチ マンチ マンチ マンチ 作作作作　　　　乃木乃木乃木乃木りか りか りか りか 訳訳訳訳　　　　梅田俊作 絵梅田俊作 絵梅田俊作 絵梅田俊作 絵 岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

127 十六地蔵物語  戦争十六地蔵物語  戦争十六地蔵物語  戦争十六地蔵物語  戦争でででで犠牲犠牲犠牲犠牲になったになったになったになった子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち 原田一美 作原田一美 作原田一美 作原田一美 作　　　　福田庄助 絵福田庄助 絵福田庄助 絵福田庄助 絵 文研出版文研出版文研出版文研出版

128 きょうはみんなできょうはみんなできょうはみんなできょうはみんなでクマクマクマクマがりだがりだがりだがりだ マイケルマイケルマイケルマイケル・・・・ローゼン ローゼン ローゼン ローゼン 再話再話再話再話　　　　ヘレンヘレンヘレンヘレン・・・・オクセンバリー オクセンバリー オクセンバリー オクセンバリー 絵絵絵絵　　　　山口文生 訳山口文生 訳山口文生 訳山口文生 訳 評論社評論社評論社評論社

129 いつかはきっといつかはきっといつかはきっといつかはきっと シャーロットシャーロットシャーロットシャーロット・・・・ゾロトフ ゾロトフ ゾロトフ ゾロトフ ぶんぶんぶんぶん　　　　アーノルドアーノルドアーノルドアーノルド・・・・ローベル ローベル ローベル ローベル ええええ　　　　やがわすみこ やくやがわすみこ やくやがわすみこ やくやがわすみこ やく　　　　 ほるぷほるぷほるぷほるぷ出版出版出版出版

130 泣泣泣泣いたいたいたいた赤赤赤赤おにおにおにおに 浜田廣介浜田廣介浜田廣介浜田廣介・・・・作作作作　　　　梶山俊夫梶山俊夫梶山俊夫梶山俊夫・・・・絵絵絵絵 偕成社偕成社偕成社偕成社

131 くまとやまねこくまとやまねこくまとやまねこくまとやまねこ 湯本香樹実 湯本香樹実 湯本香樹実 湯本香樹実 ぶんぶんぶんぶん　　　　酒井駒子 酒井駒子 酒井駒子 酒井駒子 ええええ 河出書房新社河出書房新社河出書房新社河出書房新社

132 おこだでませんようにおこだでませんようにおこだでませんようにおこだでませんように くすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのり・・・・作作作作　　　　石井聖岳石井聖岳石井聖岳石井聖岳・・・・絵絵絵絵 小学館小学館小学館小学館

133 おひさまはいつもあったかいねおひさまはいつもあったかいねおひさまはいつもあったかいねおひさまはいつもあったかいね くさかはるかくさかはるかくさかはるかくさかはるか 偕成社偕成社偕成社偕成社

134 しろいうさぎとくろいうさぎしろいうさぎとくろいうさぎしろいうさぎとくろいうさぎしろいうさぎとくろいうさぎ ガースガースガースガース・・・・ウイリアムズ ウイリアムズ ウイリアムズ ウイリアムズ ぶんぶんぶんぶん、、、、ええええ　　　　まつおかきょうこ やくまつおかきょうこ やくまつおかきょうこ やくまつおかきょうこ やく 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

135 一房一房一房一房のののの葡萄葡萄葡萄葡萄 有島武郎有島武郎有島武郎有島武郎 角川書店角川書店角川書店角川書店

136 ハッピーバースデーハッピーバースデーハッピーバースデーハッピーバースデー 青木和雄青木和雄青木和雄青木和雄・・・・作作作作　　　　加藤美紀加藤美紀加藤美紀加藤美紀・・・・画画画画 金金金金のののの星社星社星社星社

137 あのときすきになったよあのときすきになったよあのときすきになったよあのときすきになったよ 黛黛黛黛くみこくみこくみこくみこ・・・・さくさくさくさく　　　　飯野和好飯野和好飯野和好飯野和好・・・・ええええ 教育画劇教育画劇教育画劇教育画劇

138 よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなしよしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなしよしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなしよしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし 作作作作・・・・絵絵絵絵　　　　及川賢治及川賢治及川賢治及川賢治　　　　竹内繭子竹内繭子竹内繭子竹内繭子 岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

139 とととと・・・・もももも・・・・だだだだ・・・・ちちちち ロブロブロブロブ・・・・ルイス ルイス ルイス ルイス さくさくさくさく　　　　まつかわまゆみ やくまつかわまゆみ やくまつかわまゆみ やくまつかわまゆみ やく 評論社評論社評論社評論社

140 すっぽんぽんのすけすっぽんぽんのすけすっぽんぽんのすけすっぽんぽんのすけ 作作作作　　　　もとしたいづみもとしたいづみもとしたいづみもとしたいづみ　　　　絵絵絵絵　　　　荒井良二荒井良二荒井良二荒井良二　　　　 鈴木出版鈴木出版鈴木出版鈴木出版

141 さよならさよならさよならさよなら　　　　エルマエルマエルマエルマおばあさんおばあさんおばあさんおばあさん 写真写真写真写真・・・・文文文文　　　　大塚敦子大塚敦子大塚敦子大塚敦子 小学館小学館小学館小学館

142 猫猫猫猫はははは生生生生きているきているきているきている 作作作作・・・・早乙女勝元早乙女勝元早乙女勝元早乙女勝元　　　　絵絵絵絵・・・・田島征三田島征三田島征三田島征三 理論社理論社理論社理論社

143 ねえねえねえねえ、、、、どれがどれがどれがどれが　　　　いいいいいいいい？？？？ ジョンジョンジョンジョン・・・・バーニンガム バーニンガム バーニンガム バーニンガム さくさくさくさく　　　　まつかわまゆみ やくまつかわまゆみ やくまつかわまゆみ やくまつかわまゆみ やく 評論社評論社評論社評論社

144 ピーボディピーボディピーボディピーボディ先生先生先生先生のりんごのりんごのりんごのりんご マドンナ マドンナ マドンナ マドンナ 作作作作　　　　村山由佳 訳村山由佳 訳村山由佳 訳村山由佳 訳 ホームホームホームホーム社社社社

145 サンショウウオサンショウウオサンショウウオサンショウウオとととと学学学学ぶぶぶぶ 田村毅田村毅田村毅田村毅 田村毅田村毅田村毅田村毅

146 徳島県徳島県徳島県徳島県ののののトンボトンボトンボトンボ 吉田一夫 著吉田一夫 著吉田一夫 著吉田一夫 著・・・・布川洋之布川洋之布川洋之布川洋之 吉田一夫吉田一夫吉田一夫吉田一夫

吉吉吉吉
野野野野
川川川川
市市市市

阿阿阿阿
波波波波
市市市市

徳徳徳徳
島島島島
市市市市

鳴鳴鳴鳴
門門門門
市市市市

小小小小
松松松松
島島島島
市市市市

阿阿阿阿
南南南南
市市市市

※※※※市町村市町村市町村市町村ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの作品作品作品作品・・・・著作著作著作著作，，，，市町村市町村市町村市町村ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの作者作者作者作者・・・・著作者等著作者等著作者等著作者等のののの作品作品作品作品・・・・著作著作著作著作，，，，読読読読んでほしいんでほしいんでほしいんでほしい作品作品作品作品



147 おこだでませんようにおこだでませんようにおこだでませんようにおこだでませんように くすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのり・・・・作作作作　　　　石井聖岳石井聖岳石井聖岳石井聖岳・・・・絵絵絵絵 小学館小学館小学館小学館

148 ホタルホタルホタルホタルのののの歌歌歌歌 原田一美原田一美原田一美原田一美 未知谷未知谷未知谷未知谷

149 十六地蔵物語 戦争十六地蔵物語 戦争十六地蔵物語 戦争十六地蔵物語 戦争でででで犠牲犠牲犠牲犠牲になったになったになったになった子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち 原田一美 作原田一美 作原田一美 作原田一美 作　　　　福田庄助 絵福田庄助 絵福田庄助 絵福田庄助 絵 文研出版文研出版文研出版文研出版

150 きつねのおきゃくさまきつねのおきゃくさまきつねのおきゃくさまきつねのおきゃくさま あまんきみこあまんきみこあまんきみこあまんきみこ・・・・ぶんぶんぶんぶん　　　　二俣英五郎二俣英五郎二俣英五郎二俣英五郎・・・・ええええ サンリードサンリードサンリードサンリード

151 あなたをずっとずっとあいしてるあなたをずっとずっとあいしてるあなたをずっとずっとあいしてるあなたをずっとずっとあいしてる 作作作作・・・・絵絵絵絵　　　　宮西達也宮西達也宮西達也宮西達也 ポプラポプラポプラポプラ社社社社

152 かみさまからのおくりものかみさまからのおくりものかみさまからのおくりものかみさまからのおくりもの ひぐちみちこひぐちみちこひぐちみちこひぐちみちこ こぐまこぐまこぐまこぐま社社社社

153 がんばるたまごにいちゃんがんばるたまごにいちゃんがんばるたまごにいちゃんがんばるたまごにいちゃん　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） あきやまただしあきやまただしあきやまただしあきやまただし　　　　作作作作・・・・絵絵絵絵 鈴木出版鈴木出版鈴木出版鈴木出版

154 きんぎょがにげたきんぎょがにげたきんぎょがにげたきんぎょがにげた 五味太郎五味太郎五味太郎五味太郎・・・・作作作作 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

155 くっついたくっついたくっついたくっついた 三浦太郎三浦太郎三浦太郎三浦太郎 こぐまこぐまこぐまこぐま社社社社

156 名馬池月名馬池月名馬池月名馬池月のののの物語物語物語物語 藤川澄雄藤川澄雄藤川澄雄藤川澄雄 美馬町教育委員会美馬町教育委員会美馬町教育委員会美馬町教育委員会

157 三三三三びきのやぎのがらがらどんびきのやぎのがらがらどんびきのやぎのがらがらどんびきのやぎのがらがらどん 北欧民話  北欧民話  北欧民話  北欧民話  マーシャマーシャマーシャマーシャ・・・・ブラウン ブラウン ブラウン ブラウン ええええ　　　　せたていじ やくせたていじ やくせたていじ やくせたていじ やく 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

158 落語絵本落語絵本落語絵本落語絵本　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 川端誠川端誠川端誠川端誠 クレヨンハウスクレヨンハウスクレヨンハウスクレヨンハウス

159 ももんちゃんももんちゃんももんちゃんももんちゃん　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） とよたかずひことよたかずひことよたかずひことよたかずひこ 童心社童心社童心社童心社

160 やさしいやさしいやさしいやさしい　　　　ライオンライオンライオンライオン 作作作作・・・・絵絵絵絵　　　　やなせやなせやなせやなせ・・・・たかしたかしたかしたかし フレーベルフレーベルフレーベルフレーベル館館館館

161 おしいれのぼうけんおしいれのぼうけんおしいれのぼうけんおしいれのぼうけん ふるたたるひふるたたるひふるたたるひふるたたるひ　　　　たばたせいいちたばたせいいちたばたせいいちたばたせいいち 童心社童心社童心社童心社

162 がたんごとんがたんごとんがたんごとんがたんごとん　　　　がたんごとんがたんごとんがたんごとんがたんごとん 安西水丸 安西水丸 安西水丸 安西水丸 さくさくさくさく 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

163 こまったさんこまったさんこまったさんこまったさん　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 寺村輝夫 作寺村輝夫 作寺村輝夫 作寺村輝夫 作　　　　岡本颯子 絵岡本颯子 絵岡本颯子 絵岡本颯子 絵 あかねあかねあかねあかね書房書房書房書房

164 わかったさんわかったさんわかったさんわかったさん　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 寺村輝夫 作寺村輝夫 作寺村輝夫 作寺村輝夫 作　　　　永井郁子 絵永井郁子 絵永井郁子 絵永井郁子 絵 あかねあかねあかねあかね書房書房書房書房

165 かいけつかいけつかいけつかいけつゾロリゾロリゾロリゾロリ　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） さくさくさくさく・・・・ええええ　　　　原原原原ゆたかゆたかゆたかゆたか ポプラポプラポプラポプラ社社社社

166 いとしのいとしのいとしのいとしの犬犬犬犬　　　　ハチハチハチハチ いもとようこいもとようこいもとようこいもとようこ 講談社講談社講談社講談社

167 はなかっぱはなかっぱはなかっぱはなかっぱ あきやまただしあきやまただしあきやまただしあきやまただし メディアファクトリーメディアファクトリーメディアファクトリーメディアファクトリー

168 おこだでませんようにおこだでませんようにおこだでませんようにおこだでませんように くすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのりくすのきしげのり・・・・作作作作　　　　石井聖岳石井聖岳石井聖岳石井聖岳・・・・絵絵絵絵 小学館小学館小学館小学館

169 まほうのじどうはんばいきまほうのじどうはんばいきまほうのじどうはんばいきまほうのじどうはんばいき やまだともこやまだともこやまだともこやまだともこ・・・・作作作作　　　　いとうみきいとうみきいとうみきいとうみき・・・・絵絵絵絵 金金金金のののの星社星社星社星社

170 ゆめみるゆめみるゆめみるゆめみるダンゴムシダンゴムシダンゴムシダンゴムシ 阿部夏丸阿部夏丸阿部夏丸阿部夏丸・・・・さくさくさくさく　　　　山口達也山口達也山口達也山口達也・・・・ええええ 佼成出版社佼成出版社佼成出版社佼成出版社

171 なんでもなんでもなんでもなんでも魔女商会魔女商会魔女商会魔女商会　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） あんびるやすこあんびるやすこあんびるやすこあんびるやすこ 岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

172 れいぞうこのなつやすみれいぞうこのなつやすみれいぞうこのなつやすみれいぞうこのなつやすみ 村上村上村上村上しいこ さくしいこ さくしいこ さくしいこ さく　　　　長谷川義史 長谷川義史 長谷川義史 長谷川義史 ええええ　　　　 ＰＨＰＰＨＰＰＨＰＰＨＰ研究所研究所研究所研究所

173 もったいないばあさんもったいないばあさんもったいないばあさんもったいないばあさん 真珠真珠真珠真珠まりこまりこまりこまりこ 講談社講談社講談社講談社

174 ノンタンノンタンノンタンノンタン　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） キヨノサチコキヨノサチコキヨノサチコキヨノサチコ 偕成社偕成社偕成社偕成社

175 アンパンマンアンパンマンアンパンマンアンパンマン　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） やなせたかしやなせたかしやなせたかしやなせたかし フレーベルフレーベルフレーベルフレーベル館館館館

176 白白白白いいいい花花花花 村口圭子 原作村口圭子 原作村口圭子 原作村口圭子 原作 上勝町上勝町上勝町上勝町エコバレーエコバレーエコバレーエコバレー推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会

177 持続可能持続可能持続可能持続可能なまちはなまちはなまちはなまちは小小小小さくさくさくさく、、、、美美美美しいしいしいしい 笠松和市笠松和市笠松和市笠松和市・・・・佐藤由美佐藤由美佐藤由美佐藤由美 学芸出版社学芸出版社学芸出版社学芸出版社

178 そうだそうだそうだそうだ、、、、葉葉葉葉っぱをっぱをっぱをっぱを売売売売ろうろうろうろう！！！！ 横石知二横石知二横石知二横石知二 ソフトバンククリエイティブソフトバンククリエイティブソフトバンククリエイティブソフトバンククリエイティブ

179 いろどりいろどりいろどりいろどり　　　　おばあちゃんたちのおばあちゃんたちのおばあちゃんたちのおばあちゃんたちの葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱビジネスビジネスビジネスビジネス 立木立木立木立木さとみ さとみ さとみ さとみ 編編編編 立木写真館立木写真館立木写真館立木写真館

180 いじめいじめいじめいじめ１４１４１４１４歳歳歳歳ののののＭｅｓｓａｇｅＭｅｓｓａｇｅＭｅｓｓａｇｅＭｅｓｓａｇｅ 林慧樹林慧樹林慧樹林慧樹 小学館小学館小学館小学館

181 せかいいちうつくしいぼくのせかいいちうつくしいぼくのせかいいちうつくしいぼくのせかいいちうつくしいぼくの村村村村　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 小林豊小林豊小林豊小林豊 ポプラポプラポプラポプラ社社社社

182 かいけつかいけつかいけつかいけつゾロリゾロリゾロリゾロリ　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） さくさくさくさく・・・・ええええ　　　　原原原原ゆたかゆたかゆたかゆたか ポプラポプラポプラポプラ社社社社

183 ミッケミッケミッケミッケ　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 写真写真写真写真：：：：ウォルターウォルターウォルターウォルター・・・・ウィックウィックウィックウィック　　　　文文文文：：：：ジーンジーンジーンジーン・・・・マルローゾマルローゾマルローゾマルローゾ　　　　訳訳訳訳：：：：糸井重里糸井重里糸井重里糸井重里 小学館小学館小学館小学館

184 へんしんへんしんへんしんへんしん　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） あきやまただしあきやまただしあきやまただしあきやまただし／／／／作作作作・・・・絵絵絵絵 金金金金のののの星社星社星社星社

185 千千千千とととと千尋千尋千尋千尋のののの神隠神隠神隠神隠しししし 宮崎駿宮崎駿宮崎駿宮崎駿 徳間書店徳間書店徳間書店徳間書店

186 プカプカチョコレープカプカチョコレープカプカチョコレープカプカチョコレー島島島島　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 原原原原ゆたかゆたかゆたかゆたか あかねあかねあかねあかね書房書房書房書房

187 かくれんぼかくれんぼかくれんぼかくれんぼ 木村光雄木村光雄木村光雄木村光雄　　　　 小学館小学館小学館小学館

188 のらのらのらのら犬犬犬犬、、、、学校学校学校学校をかえるをかえるをかえるをかえる 遠藤岳哉遠藤岳哉遠藤岳哉遠藤岳哉 ハギジンハギジンハギジンハギジン出版出版出版出版

189 タクトタクトタクトタクト　　　　３０３０３０３０年年年年 上田収穂上田収穂上田収穂上田収穂 徳島県音楽協会徳島県音楽協会徳島県音楽協会徳島県音楽協会

190 いしいいしいいしいいしい乃昔話乃昔話乃昔話乃昔話　　　　藍藍藍藍とととと農業史農業史農業史農業史 上田利夫上田利夫上田利夫上田利夫 徳島染色学会徳島染色学会徳島染色学会徳島染色学会

191 阿波型阿波型阿波型阿波型　　　　農業物語農業物語農業物語農業物語 立石一立石一立石一立石一 徳島県農政徳島県農政徳島県農政徳島県農政クラブクラブクラブクラブ

192 神山神山神山神山のむかしばなしのむかしばなしのむかしばなしのむかしばなし 神山町成人大学講座 編神山町成人大学講座 編神山町成人大学講座 編神山町成人大学講座 編 神山町成人大学講座神山町成人大学講座神山町成人大学講座神山町成人大学講座

193 青青青青いいいい目目目目のののの人形人形人形人形 原田一美原田一美原田一美原田一美 未知谷未知谷未知谷未知谷

194 ぐりとぐらぐりとぐらぐりとぐらぐりとぐら　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） なかがわりえこ と おおむらゆりこなかがわりえこ と おおむらゆりこなかがわりえこ と おおむらゆりこなかがわりえこ と おおむらゆりこ 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

195 フレンドフレンドフレンドフレンド・・・・空人空人空人空人のののの森森森森へへへへ 作 越水利江子  絵 田島征三作 越水利江子  絵 田島征三作 越水利江子  絵 田島征三作 越水利江子  絵 田島征三 教育画劇教育画劇教育画劇教育画劇

196 もうすぐもうすぐもうすぐもうすぐ飛飛飛飛べるべるべるべる！！！！ 越水利江子越水利江子越水利江子越水利江子・・・・作作作作　　　　津田真帆津田真帆津田真帆津田真帆・・・・絵絵絵絵 大日本図書大日本図書大日本図書大日本図書

197 おにいちゃんがおにいちゃんがおにいちゃんがおにいちゃんが病気病気病気病気になったそのになったそのになったそのになったその日日日日からからからから 文文文文／／／／佐川奈津子佐川奈津子佐川奈津子佐川奈津子　　　　絵絵絵絵／／／／黒井健黒井健黒井健黒井健 小学館小学館小学館小学館

198 ありがとうありがとうありがとうありがとう　　　　チョビチョビチョビチョビ 高橋高橋高橋高橋うららうららうららうらら くもんくもんくもんくもん出版出版出版出版

199 小小小小さなさなさなさな王子王子王子王子さまさまさまさま サンサンサンサン＝＝＝＝テクジュペリテクジュペリテクジュペリテクジュペリ　　　　山崎庸一郎 訳山崎庸一郎 訳山崎庸一郎 訳山崎庸一郎 訳 みすずみすずみすずみすず書房書房書房書房

200 人間失格人間失格人間失格人間失格 太宰治太宰治太宰治太宰治 新潮社新潮社新潮社新潮社

201 少年少年少年少年たちのたちのたちのたちの終終終終わらないわらないわらないわらない夜夜夜夜 鷺沢萌鷺沢萌鷺沢萌鷺沢萌 河出書房新社河出書房新社河出書房新社河出書房新社

神神神神
山山山山
町町町町

勝勝勝勝
浦浦浦浦
町町町町

上上上上
勝勝勝勝
町町町町

佐佐佐佐
那那那那
河河河河
内内内内
村村村村

石石石石
井井井井
町町町町

美美美美
馬馬馬馬
市市市市

三三三三
好好好好
市市市市



202 なかなかなかなか文芸文芸文芸文芸　（　（　（　（第第第第１１１１～～～～５５５５集集集集）））） 那賀町文化協会 編那賀町文化協会 編那賀町文化協会 編那賀町文化協会 編 那賀町教育委員会那賀町教育委員会那賀町教育委員会那賀町教育委員会

203 わじきのわじきのわじきのわじきの民話民話民話民話とととと伝説伝説伝説伝説 わじきのわじきのわじきのわじきの民話民話民話民話とととと伝説編集委員会 編伝説編集委員会 編伝説編集委員会 編伝説編集委員会 編 鷲敷町教育委員会鷲敷町教育委員会鷲敷町教育委員会鷲敷町教育委員会

204 上那賀上那賀上那賀上那賀のむかしのむかしのむかしのむかし話話話話 上那賀町教育委員会 編上那賀町教育委員会 編上那賀町教育委員会 編上那賀町教育委員会 編 上那賀町教育委員会上那賀町教育委員会上那賀町教育委員会上那賀町教育委員会

205 相生相生相生相生のののの昔昔昔昔のはなしのはなしのはなしのはなし 相生町 編相生町 編相生町 編相生町 編
相生町相生町相生町相生町
高齢者役割対策推進会議高齢者役割対策推進会議高齢者役割対策推進会議高齢者役割対策推進会議

206 相生町相生町相生町相生町のののの石造民俗石造民俗石造民俗石造民俗 相生町文化財保護審議会 編相生町文化財保護審議会 編相生町文化財保護審議会 編相生町文化財保護審議会 編 相生町教育委員会相生町教育委員会相生町教育委員会相生町教育委員会

207
木彫木彫木彫木彫とととと木版画木版画木版画木版画
相生森林美術館相生森林美術館相生森林美術館相生森林美術館コレクションコレクションコレクションコレクション1993199319931993－－－－2004200420042004

相生森林美術館 編相生森林美術館 編相生森林美術館 編相生森林美術館 編 相生森林美術館相生森林美術館相生森林美術館相生森林美術館

208 木頭村木頭村木頭村木頭村のののの民話民話民話民話とととと伝説伝説伝説伝説 木頭村教育研究所 編木頭村教育研究所 編木頭村教育研究所 編木頭村教育研究所 編 木頭村教育委員会木頭村教育委員会木頭村教育委員会木頭村教育委員会

209 木沢村木沢村木沢村木沢村のののの民話民話民話民話とととと伝説伝説伝説伝説 木沢村婦人会 編木沢村婦人会 編木沢村婦人会 編木沢村婦人会 編 木沢村教育委員会木沢村教育委員会木沢村教育委員会木沢村教育委員会

210 うみのうみのうみのうみの木木木木 千年千年千年千年サンゴサンゴサンゴサンゴのののの森 物語制作委員会森 物語制作委員会森 物語制作委員会森 物語制作委員会
千年千年千年千年サンゴサンゴサンゴサンゴのののの森森森森
物語制作委員会物語制作委員会物語制作委員会物語制作委員会

211 海海海海がががが吠吠吠吠えたえたえたえた日日日日 牟岐町南海道地震津波牟岐町南海道地震津波牟岐町南海道地震津波牟岐町南海道地震津波のののの記録記録記録記録をををを残残残残すすすす会会会会 牟岐町教育委員会牟岐町教育委員会牟岐町教育委員会牟岐町教育委員会

212 やわらかなやわらかなやわらかなやわらかな　　　　こころこころこころこころ 坂本京子坂本京子坂本京子坂本京子 てらいんくてらいんくてらいんくてらいんく

213 はずかしがりやのねこはずかしがりやのねこはずかしがりやのねこはずかしがりやのねこ 坂本京子坂本京子坂本京子坂本京子 かどかどかどかど書房書房書房書房

214 はじめてりぼんをはじめてりぼんをはじめてりぼんをはじめてりぼんを結結結結んだひとはんだひとはんだひとはんだひとは 坂本京子坂本京子坂本京子坂本京子 花神社花神社花神社花神社

215 ビロードビロードビロードビロードのうさぎのうさぎのうさぎのうさぎ マージェリィマージェリィマージェリィマージェリィ・・・・ＷＷＷＷ・・・・ビアンコビアンコビアンコビアンコ／／／／原作原作原作原作　　　　酒井駒子酒井駒子酒井駒子酒井駒子／／／／絵絵絵絵・・・・抄訳抄訳抄訳抄訳 ブロンズブロンズブロンズブロンズ新社新社新社新社

216 漁火漁火漁火漁火　　　　海海海海のののの学校学校学校学校 梅田俊作 作梅田俊作 作梅田俊作 作梅田俊作 作・・・・絵絵絵絵 ポプラポプラポプラポプラ社社社社

217 わたしがこぶただったころわたしがこぶただったころわたしがこぶただったころわたしがこぶただったころ 梅田俊作梅田俊作梅田俊作梅田俊作／／／／佳子 作佳子 作佳子 作佳子 作・・・・絵絵絵絵 岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

218 きょうはみんなできょうはみんなできょうはみんなできょうはみんなでクマクマクマクマがりだがりだがりだがりだ マイケルマイケルマイケルマイケル・・・・ローゼン ローゼン ローゼン ローゼン 再話再話再話再話　　　　ヘレンヘレンヘレンヘレン・・・・オクセンバリー オクセンバリー オクセンバリー オクセンバリー 絵絵絵絵　　　　山口文生 訳山口文生 訳山口文生 訳山口文生 訳 評論社評論社評論社評論社

219 わすれるもんかわすれるもんかわすれるもんかわすれるもんか 佐藤州男 作佐藤州男 作佐藤州男 作佐藤州男 作　　　　福田岩緒 絵福田岩緒 絵福田岩緒 絵福田岩緒 絵 文研出版文研出版文研出版文研出版

220 帰帰帰帰ってきたってきたってきたってきたナチナチナチナチ 水上美佐男水上美佐男水上美佐男水上美佐男／／／／作作作作　　　　高橋宏幸高橋宏幸高橋宏幸高橋宏幸／／／／画画画画 学習研究社学習研究社学習研究社学習研究社

221 どろんここぶたどろんここぶたどろんここぶたどろんここぶた アーノルドアーノルドアーノルドアーノルド・・・・ローベル ローベル ローベル ローベル 作  岸田衿子 訳作  岸田衿子 訳作  岸田衿子 訳作  岸田衿子 訳 文化出版局文化出版局文化出版局文化出版局

222 さみしがりやのさみしがりやのさみしがりやのさみしがりやのサンタサンタサンタサンタさんさんさんさん 内田麟太郎内田麟太郎内田麟太郎内田麟太郎・・・・作作作作　　　　沢田沢田沢田沢田としきとしきとしきとしき・・・・絵絵絵絵 岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

223 ありがとうをいっぱいありがとうをいっぱいありがとうをいっぱいありがとうをいっぱい 宮川宮川宮川宮川ひろ さくひろ さくひろ さくひろ さく　　　　福田岩緒 福田岩緒 福田岩緒 福田岩緒 ええええ 偕成社偕成社偕成社偕成社

224 友情友情友情友情 武者小路実篤武者小路実篤武者小路実篤武者小路実篤 新潮社新潮社新潮社新潮社

225 シロシロシロシロのないたのないたのないたのないた海海海海 飯原一夫飯原一夫飯原一夫飯原一夫 徳島出版徳島出版徳島出版徳島出版

226 氏吉氏吉氏吉氏吉とおんばとおんばとおんばとおんば 飯原一夫飯原一夫飯原一夫飯原一夫 海南町役場海南町役場海南町役場海南町役場

227 震潮記震潮記震潮記震潮記 田井晴代 訳田井晴代 訳田井晴代 訳田井晴代 訳 原田印刷出版原田印刷出版原田印刷出版原田印刷出版

228 おおおお母母母母ちゃんにちゃんにちゃんにちゃんに捧捧捧捧げるげるげるげるチャンピオンベルトチャンピオンベルトチャンピオンベルトチャンピオンベルト 川島郭志川島郭志川島郭志川島郭志 リベロリベロリベロリベロ

229 宍喰宍喰宍喰宍喰のむかしのむかしのむかしのむかし話話話話　　　　１１１１・・・・２２２２・・・・３３３３ 宍喰町教育委員会 編宍喰町教育委員会 編宍喰町教育委員会 編宍喰町教育委員会 編 宍喰町教育委員会宍喰町教育委員会宍喰町教育委員会宍喰町教育委員会

230 川上川上川上川上のののの民話民話民話民話 海南町川上小学校海南町川上小学校海南町川上小学校海南町川上小学校ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ文化部 編文化部 編文化部 編文化部 編 海南町川上小学校海南町川上小学校海南町川上小学校海南町川上小学校ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ

231 海南町海南町海南町海南町のののの民話民話民話民話  海南町海南町海南町海南町海南町夢海南町夢海南町夢海南町夢とととと活力活力活力活力あふれるあふれるあふれるあふれる地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会 海南町海南町海南町海南町

232 海部刀物語海部刀物語海部刀物語海部刀物語 海南町立博物館 編海南町立博物館 編海南町立博物館 編海南町立博物館 編 海南町立博物館海南町立博物館海南町立博物館海南町立博物館

233 小笠原島発見記小笠原島発見記小笠原島発見記小笠原島発見記 海南町教育委員会 編海南町教育委員会 編海南町教育委員会 編海南町教育委員会 編 海南町教育委員会海南町教育委員会海南町教育委員会海南町教育委員会

234 「「「「おおおお山山山山のののの杉杉杉杉のののの子子子子」」」」吉田吉田吉田吉田テフテフテフテフ子子子子 三田照子三田照子三田照子三田照子 日本図書刊行会日本図書刊行会日本図書刊行会日本図書刊行会

235 ぼくがぼくがぼくがぼくがラーメンラーメンラーメンラーメンたべてるときたべてるときたべてるときたべてるとき 長谷川義史長谷川義史長谷川義史長谷川義史 教育画劇教育画劇教育画劇教育画劇

236 ふゆじたくのおみせふゆじたくのおみせふゆじたくのおみせふゆじたくのおみせ ふくざわゆみこ さくふくざわゆみこ さくふくざわゆみこ さくふくざわゆみこ さく 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

237 にじいろのさかなにじいろのさかなにじいろのさかなにじいろのさかな　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） マーカスマーカスマーカスマーカス・・・・フィスター フィスター フィスター フィスター 作作作作　　　　谷川俊太郎 訳谷川俊太郎 訳谷川俊太郎 訳谷川俊太郎 訳 講談社講談社講談社講談社

238 ねずみくんのねずみくんのねずみくんのねずみくんのチョッキチョッキチョッキチョッキ　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 作作作作・・・・なかえよしを  なかえよしを  なかえよしを  なかえよしを  絵絵絵絵・・・・上野紀子上野紀子上野紀子上野紀子 ポプラポプラポプラポプラ社社社社

239 いもとようこのいもとようこのいもとようこのいもとようこの日本日本日本日本むかしばなしむかしばなしむかしばなしむかしばなし　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 文絵文絵文絵文絵　　　　いもとようこいもとようこいもとようこいもとようこ 金金金金のののの星社星社星社星社

240 幸福幸福幸福幸福なななな食卓食卓食卓食卓 瀬尾瀬尾瀬尾瀬尾まいこまいこまいこまいこ 講談社講談社講談社講談社

241 はじめてのはじめてのはじめてのはじめての飼育飼育飼育飼育とととと栽培 栽培 栽培 栽培 さつまいもさつまいもさつまいもさつまいも 生活科生活科生活科生活科をををを創創創創るるるる会会会会----編  本間正樹編  本間正樹編  本間正樹編  本間正樹----文文文文　　　　菊池東太菊池東太菊池東太菊池東太----写真写真写真写真 小峰書店小峰書店小峰書店小峰書店

242 松茂町立図書館館報松茂町立図書館館報松茂町立図書館館報松茂町立図書館館報ふみよむひろばふみよむひろばふみよむひろばふみよむひろば 松茂町立図書館松茂町立図書館松茂町立図書館松茂町立図書館 松茂町立図書館松茂町立図書館松茂町立図書館松茂町立図書館

243 展示解説展示解説展示解説展示解説　　　　水水水水とたたかうとたたかうとたたかうとたたかう松茂松茂松茂松茂のののの人人人人々　々　々　々　改訂増補版改訂増補版改訂増補版改訂増補版 松茂町歴史民俗資料館松茂町歴史民俗資料館松茂町歴史民俗資料館松茂町歴史民俗資料館・・・・人形浄瑠璃芝居資料館人形浄瑠璃芝居資料館人形浄瑠璃芝居資料館人形浄瑠璃芝居資料館
松茂町歴史民俗資料館松茂町歴史民俗資料館松茂町歴史民俗資料館松茂町歴史民俗資料館・・・・
人形浄瑠璃芝居資料館人形浄瑠璃芝居資料館人形浄瑠璃芝居資料館人形浄瑠璃芝居資料館

244 まつしげまつしげまつしげまつしげＱ＆Ａ　Ｑ＆Ａ　Ｑ＆Ａ　Ｑ＆Ａ　増補第増補第増補第増補第２２２２刷刷刷刷
執筆 松下師一執筆 松下師一執筆 松下師一執筆 松下師一
編集 松茂町歴史民俗資料館編集 松茂町歴史民俗資料館編集 松茂町歴史民俗資料館編集 松茂町歴史民俗資料館・・・・人形浄瑠璃芝居資料館人形浄瑠璃芝居資料館人形浄瑠璃芝居資料館人形浄瑠璃芝居資料館

松茂町歴史民俗資料館松茂町歴史民俗資料館松茂町歴史民俗資料館松茂町歴史民俗資料館・・・・
人形浄瑠璃芝居資料館人形浄瑠璃芝居資料館人形浄瑠璃芝居資料館人形浄瑠璃芝居資料館

245 わすれないよわすれないよわすれないよわすれないよ　　　　おとうさんのことばおとうさんのことばおとうさんのことばおとうさんのことば 村上昭美村上昭美村上昭美村上昭美・・・・文文文文／／／／どいかやどいかやどいかやどいかや・・・・絵絵絵絵 文溪堂文溪堂文溪堂文溪堂

246 おおおお月月月月さまってどんなあじさまってどんなあじさまってどんなあじさまってどんなあじ？？？？ マイケルマイケルマイケルマイケル・・・・グレイニエツ グレイニエツ グレイニエツ グレイニエツ 絵絵絵絵とととと文文文文　　　　いずみちほこ いずみちほこ いずみちほこ いずみちほこ 訳訳訳訳 セーラーセーラーセーラーセーラー出版出版出版出版

247 ころわんころわんころわんころわん　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 作作作作／／／／間所間所間所間所ひさこひさこひさこひさこ　　　　絵絵絵絵／／／／黒井健黒井健黒井健黒井健 ひさかたひさかたひさかたひさかたチャイルドチャイルドチャイルドチャイルド

248 ばばばあちゃんのおはなしばばばあちゃんのおはなしばばばあちゃんのおはなしばばばあちゃんのおはなし　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） さとうわきこさとうわきこさとうわきこさとうわきこ　　　　文文文文・・・・絵絵絵絵 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

249 キツネキツネキツネキツネのかぎやのかぎやのかぎやのかぎや　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 三田村信行三田村信行三田村信行三田村信行・・・・作作作作　　　　夏目尚吾夏目尚吾夏目尚吾夏目尚吾・・・・絵絵絵絵 あかねあかねあかねあかね書房書房書房書房

250 雪雪雪雪ととととパイナップルパイナップルパイナップルパイナップル 鎌田實 著  唐仁原教久 画鎌田實 著  唐仁原教久 画鎌田實 著  唐仁原教久 画鎌田實 著  唐仁原教久 画 集英社集英社集英社集英社

251 おそらにはてはあるのおそらにはてはあるのおそらにはてはあるのおそらにはてはあるの？？？？ 佐治晴夫佐治晴夫佐治晴夫佐治晴夫・・・・文文文文　　　　井沢洋二井沢洋二井沢洋二井沢洋二・・・・絵絵絵絵 玉川大学出版部玉川大学出版部玉川大学出版部玉川大学出版部

252 ぼくをぼくをぼくをぼくを探探探探しにしにしにしに シルヴァスタイン シルヴァスタイン シルヴァスタイン シルヴァスタイン 作作作作　　　　倉橋由美子 訳倉橋由美子 訳倉橋由美子 訳倉橋由美子 訳　　　　 講談社講談社講談社講談社

253 精霊精霊精霊精霊のののの守守守守りりりり人人人人　　　　((((シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 上橋菜穂子上橋菜穂子上橋菜穂子上橋菜穂子＝＝＝＝作作作作　　　　仁木真希子仁木真希子仁木真希子仁木真希子＝＝＝＝絵絵絵絵 偕成社偕成社偕成社偕成社

254 いのちをいただくいのちをいただくいのちをいただくいのちをいただく 文 内田美智子文 内田美智子文 内田美智子文 内田美智子　　　　絵 諸江和美絵 諸江和美絵 諸江和美絵 諸江和美 西日本新聞社西日本新聞社西日本新聞社西日本新聞社

海海海海
陽陽陽陽
町町町町

松松松松
茂茂茂茂
町町町町

北北北北
島島島島
町町町町

那那那那
賀賀賀賀
町町町町

牟牟牟牟
岐岐岐岐
町町町町

美美美美
波波波波
町町町町



255 おひさまはいつもあったかいねおひさまはいつもあったかいねおひさまはいつもあったかいねおひさまはいつもあったかいね くさかはるかくさかはるかくさかはるかくさかはるか 偕成社偕成社偕成社偕成社

256 藍藍藍藍のののの花 花 花 花 （『（『（『（『県別県別県別県別ふるさとふるさとふるさとふるさと童話館童話館童話館童話館』』』』36363636巻巻巻巻にににに収録収録収録収録）））） 日本児童文学者協会 編日本児童文学者協会 編日本児童文学者協会 編日本児童文学者協会 編 リブリオリブリオリブリオリブリオ出版出版出版出版

257 おおきなおおきなおおきなおおきなおおきなおおきなおおきなおおきな木木木木 よこたきよしよこたきよしよこたきよしよこたきよし・・・・作作作作　　　　いもとようこいもとようこいもとようこいもとようこ・・・・絵絵絵絵 金金金金のののの星社星社星社星社

258 となりのせきのますだくんとなりのせきのますだくんとなりのせきのますだくんとなりのせきのますだくん　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 武田美穂 作武田美穂 作武田美穂 作武田美穂 作・・・・絵絵絵絵 ポプラポプラポプラポプラ社社社社

259 子子子子どもどもどもども版版版版　　　　声声声声にににに出出出出してしてしてして読読読読みたいみたいみたいみたい日本語日本語日本語日本語　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 齋藤孝齋藤孝齋藤孝齋藤孝／／／／編編編編　　　　下田昌克下田昌克下田昌克下田昌克／／／／絵絵絵絵 草思社草思社草思社草思社

260 モモモモモモモモ ミヒャエルミヒャエルミヒャエルミヒャエル・・・・エンデ エンデ エンデ エンデ 作作作作　　　　大島大島大島大島かおり かおり かおり かおり 訳訳訳訳 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店

261 四季四季四季四季ののののピアニストピアニストピアニストピアニストたちたちたちたち　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 佐藤多佳子佐藤多佳子佐藤多佳子佐藤多佳子 偕成社偕成社偕成社偕成社

262 バディバディバディバディ　　　　たいせつなたいせつなたいせつなたいせつな相棒相棒相棒相棒 ＶＶＶＶ・・・・ＭＭＭＭ・・・・ジョーンズジョーンズジョーンズジョーンズ　　　　田中亜希子田中亜希子田中亜希子田中亜希子／／／／訳訳訳訳 ＰＨＰＰＨＰＰＨＰＰＨＰ研究所研究所研究所研究所

263 グリーンフィンガー グリーンフィンガー グリーンフィンガー グリーンフィンガー 約束約束約束約束のののの庭庭庭庭 ポールポールポールポール・・・・メイ メイ メイ メイ 作作作作　　　　シャーンシャーンシャーンシャーン・・・・ベイリー ベイリー ベイリー ベイリー 絵絵絵絵　　　　横山和江 訳横山和江 訳横山和江 訳横山和江 訳 ささささ・・・・ええええ・・・・らららら書房書房書房書房

264 つるばらつるばらつるばらつるばら村村村村ののののパンパンパンパン屋屋屋屋さんさんさんさん　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 茂市久美子茂市久美子茂市久美子茂市久美子・・・・作作作作／／／／中村悦子中村悦子中村悦子中村悦子・・・・絵絵絵絵 講談社講談社講談社講談社

265 いのちのおはなしいのちのおはなしいのちのおはなしいのちのおはなし 日野原重明日野原重明日野原重明日野原重明・・・・文文文文　　　　村上康成村上康成村上康成村上康成・・・・絵絵絵絵 講談社講談社講談社講談社

266 きょだいなきょだいなきょだいなきょだいなきょだいなきょだいなきょだいなきょだいな 長谷川摂子 作長谷川摂子 作長谷川摂子 作長谷川摂子 作　　　　降矢降矢降矢降矢なな なな なな なな 絵絵絵絵 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

267 たまごにいちゃんたまごにいちゃんたまごにいちゃんたまごにいちゃん　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） あきやまただしあきやまただしあきやまただしあきやまただし／／／／作作作作・・・・絵絵絵絵 鈴木出版鈴木出版鈴木出版鈴木出版

268 さんまいのおふださんまいのおふださんまいのおふださんまいのおふだ 水沢謙一 再話  梶山俊夫 画水沢謙一 再話  梶山俊夫 画水沢謙一 再話  梶山俊夫 画水沢謙一 再話  梶山俊夫 画 福音館書店福音館書店福音館書店福音館書店

269 でんしゃにのってでんしゃにのってでんしゃにのってでんしゃにのって とよたかずひことよたかずひことよたかずひことよたかずひこ アリスアリスアリスアリス館館館館

270 落語絵本落語絵本落語絵本落語絵本　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） 川端誠川端誠川端誠川端誠 クレヨンハウスクレヨンハウスクレヨンハウスクレヨンハウス

271 ピーボディピーボディピーボディピーボディ先生先生先生先生のりんごのりんごのりんごのりんご マドンナ マドンナ マドンナ マドンナ 作作作作　　　　村山由佳 訳村山由佳 訳村山由佳 訳村山由佳 訳 ホームホームホームホーム社社社社

272 ヤクーバヤクーバヤクーバヤクーバととととライオンライオンライオンライオン ティエリーティエリーティエリーティエリー・・・・デデュー デデュー デデュー デデュー 作作作作　　　　柳田邦男 訳柳田邦男 訳柳田邦男 訳柳田邦男 訳 講談社講談社講談社講談社

273 給食番長給食番長給食番長給食番長 よしながこうたく さくよしながこうたく さくよしながこうたく さくよしながこうたく さく 長崎出版長崎出版長崎出版長崎出版

274 オオカミグーオオカミグーオオカミグーオオカミグーのはずかしいひみつのはずかしいひみつのはずかしいひみつのはずかしいひみつ 作 作 作 作 きむらゆういちきむらゆういちきむらゆういちきむらゆういち　　　　絵 絵 絵 絵 みやにしたつやみやにしたつやみやにしたつやみやにしたつや 童心社童心社童心社童心社

275 生田花世生田花世生田花世生田花世とそのとそのとそのとその文学文学文学文学 児島光一児島光一児島光一児島光一 教育出版教育出版教育出版教育出版センターセンターセンターセンター

276 大鳴門橋大鳴門橋大鳴門橋大鳴門橋とととと中川虎之助中川虎之助中川虎之助中川虎之助 児島光一児島光一児島光一児島光一 教育出版教育出版教育出版教育出版センターセンターセンターセンター

277 十六地蔵物語 戦争十六地蔵物語 戦争十六地蔵物語 戦争十六地蔵物語 戦争でででで犠牲犠牲犠牲犠牲になったになったになったになった子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち 原田一美 作原田一美 作原田一美 作原田一美 作　　　　福田庄助 絵福田庄助 絵福田庄助 絵福田庄助 絵 文研出版文研出版文研出版文研出版

278 腰腰腰腰づけづけづけづけ篭篭篭篭のののの大明神 大明神 大明神 大明神 （（（（義人義人義人義人　　　　谷貞之丞物語谷貞之丞物語谷貞之丞物語谷貞之丞物語）））） 原田一美 文原田一美 文原田一美 文原田一美 文　　　　飯原一夫 絵飯原一夫 絵飯原一夫 絵飯原一夫 絵
一宇村一宇村一宇村一宇村（（（（企画課企画課企画課企画課））））
義人谷貞之丞顕頌会義人谷貞之丞顕頌会義人谷貞之丞顕頌会義人谷貞之丞顕頌会

279 於安御前縁起寫眞帖於安御前縁起寫眞帖於安御前縁起寫眞帖於安御前縁起寫眞帖 佐伯道隆佐伯道隆佐伯道隆佐伯道隆 於安御前於安御前於安御前於安御前（（（（神宮寺神宮寺神宮寺神宮寺））））

280 郷土読本郷土読本郷土読本郷土読本「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと一宇一宇一宇一宇」」」」 旧一宇村教育委員会旧一宇村教育委員会旧一宇村教育委員会旧一宇村教育委員会 一宇村教育委員会一宇村教育委員会一宇村教育委員会一宇村教育委員会

281 四国山地北麓徳島県貞光四国山地北麓徳島県貞光四国山地北麓徳島県貞光四国山地北麓徳島県貞光・・・・半田半田半田半田・・・・一宇 暮一宇 暮一宇 暮一宇 暮のののの糧糧糧糧 上柿源内上柿源内上柿源内上柿源内 上柿源内上柿源内上柿源内上柿源内

282 大大大大きなきなきなきな夕日夕日夕日夕日ーーーー終戦終戦終戦終戦のののの悲劇悲劇悲劇悲劇ーーーー 枋谷冨美子枋谷冨美子枋谷冨美子枋谷冨美子 枋谷冨美子枋谷冨美子枋谷冨美子枋谷冨美子

283 図書館革命図書館革命図書館革命図書館革命 有川浩有川浩有川浩有川浩 メディアワークスメディアワークスメディアワークスメディアワークス

284 ナルニアナルニアナルニアナルニア国物語国物語国物語国物語　（　（　（　（シリーズシリーズシリーズシリーズ）））） Ｃ．Ｓ．Ｃ．Ｓ．Ｃ．Ｓ．Ｃ．Ｓ．ルイスルイスルイスルイス作作作作／／／／瀬田貞二訳瀬田貞二訳瀬田貞二訳瀬田貞二訳 岩波書店岩波書店岩波書店岩波書店

285 盲導犬盲導犬盲導犬盲導犬クィールクィールクィールクィールのののの一生一生一生一生 石黒謙吾石黒謙吾石黒謙吾石黒謙吾・・・・文文文文　　　　秋本良平秋本良平秋本良平秋本良平・・・・写真写真写真写真 文藝春秋文藝春秋文藝春秋文藝春秋

286 ともだちほしいなおおかみくんともだちほしいなおおかみくんともだちほしいなおおかみくんともだちほしいなおおかみくん さくらともこさくらともこさくらともこさくらともこ・・・・作作作作／／／／いもとようこいもとようこいもとようこいもとようこ・・・・絵絵絵絵 岩崎書店岩崎書店岩崎書店岩崎書店

287 パパパパパパパパ、、、、おおおお月月月月さまとってさまとってさまとってさまとって！！！！ エリックエリックエリックエリック・・・・カール カール カール カール さくさくさくさく　　　　もりひさし やくもりひさし やくもりひさし やくもりひさし やく 偕成社偕成社偕成社偕成社

つつつつ
るるるる
ぎぎぎぎ
町町町町

東東東東
みみみみ
よよよよ
しししし
町町町町

藍藍藍藍
住住住住
町町町町

板板板板
野野野野
町町町町

上上上上
板板板板
町町町町

＊＊＊＊文部科学省委託事業子文部科学省委託事業子文部科学省委託事業子文部科学省委託事業子どもどもどもども読書応援読書応援読書応援読書応援プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト「「「「子子子子どもどもどもども読書地域読書地域読書地域読書地域スクラムスクラムスクラムスクラム事業事業事業事業｣｣｣｣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とくしまとくしまとくしまとくしま子子子子どものどものどものどもの読書応援読書応援読書応援読書応援プログラムプログラムプログラムプログラム～～～～子子子子どもどもどもども読書読書読書読書スクラムスクラムスクラムスクラム～～～～
◆ 本事業本事業本事業本事業はははは，，，，とくしまとくしまとくしまとくしま子子子子どものどものどものどもの読書応援読書応援読書応援読書応援プログラムプログラムプログラムプログラム実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会とととと県内県内県内県内のののの市町村市町村市町村市町村がががが協力協力協力協力しししし，「，「，「，「とくしまのとくしまのとくしまのとくしまの子子子子どものためのどものためのどものためのどものためのブックリストブックリストブックリストブックリスト」（」（」（」（県内県内県内県内のののの００００～～～～18181818
歳歳歳歳までのまでのまでのまでの子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに読読読読んでほしいんでほしいんでほしいんでほしい本本本本））））をををを作成作成作成作成することによってすることによってすることによってすることによって，，，，県民総県民総県民総県民総ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動をををを推進推進推進推進することをすることをすることをすることを目的目的目的目的にしていますにしていますにしていますにしています。。。。
　　　　ブックリストブックリストブックリストブックリストのののの内容内容内容内容はははは，，，，県民県民県民県民のののの皆様皆様皆様皆様からからからから寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた推薦推薦推薦推薦((((アンケートアンケートアンケートアンケート），），），），ブックリストブックリストブックリストブックリスト掲載本掲載本掲載本掲載本をもとにをもとにをもとにをもとに徳島県子徳島県子徳島県子徳島県子どものどものどものどもの読書活動推進協議会読書活動推進協議会読書活動推進協議会読書活動推進協議会によってによってによってによって協協協協
議議議議・・・・決定決定決定決定されましたされましたされましたされました「「「「とくしまのとくしまのとくしまのとくしまの子子子子どものためのどものためのどものためのどものためのブックリストブックリストブックリストブックリスト100100100100」」」」とととと，，，，各市町村教育委員会各市町村教育委員会各市町村教育委員会各市町村教育委員会にににに選選選選んでいただいたんでいただいたんでいただいたんでいただいた各市町村各市町村各市町村各市町村にににに関係関係関係関係するするするする作品作品作品作品・・・・作者作者作者作者のののの作作作作
品品品品，，，，読読読読んでほしいんでほしいんでほしいんでほしい作品作品作品作品，，，，187187187187冊冊冊冊からなりますからなりますからなりますからなります。。。。

とくしまのとくしまのとくしまのとくしまの子子子子どものためのどものためのどものためのどものためのブックリストブックリストブックリストブックリスト100100100100プラスプラスプラスプラス!!!!についてについてについてについて
◆◆◆◆「「「「とくしまのとくしまのとくしまのとくしまの子子子子どものためのどものためのどものためのどものためのブックリストブックリストブックリストブックリスト100100100100」」」」のののの選考選考選考選考にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては，，，，県民県民県民県民のののの皆様皆様皆様皆様からからからから推薦応募推薦応募推薦応募推薦応募，，，，各学校各学校各学校各学校・・・・団体等団体等団体等団体等からからからからブックリストブックリストブックリストブックリストをををを提出提出提出提出いただきいただきいただきいただき，，，，
延延延延べべべべ9999,,,,354354354354作品作品作品作品がががが寄寄寄寄せられましたせられましたせられましたせられました。。。。ごごごご協力協力協力協力，，，，ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。
◎◎◎◎「「「「とくしまのとくしまのとくしまのとくしまの子子子子どものためのどものためのどものためのどものためのブックリストブックリストブックリストブックリスト100100100100」」」」はははは，，，，そのそのそのその作品等作品等作品等作品等のののの想定想定想定想定されますされますされますされます対象年齢層順対象年齢層順対象年齢層順対象年齢層順にににに並並並並べていますがべていますがべていますがべていますが，，，，対象年齢層対象年齢層対象年齢層対象年齢層につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては目安目安目安目安とおとおとおとお
考考考考えくださいえくださいえくださいえください。。。。目安目安目安目安ですのでですのでですのでですので対象年齢層対象年齢層対象年齢層対象年齢層にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず，，，，まだまだまだまだ読読読読んでいないんでいないんでいないんでいない本本本本はははは，，，，読読読読んでみるのはどうでしょうかんでみるのはどうでしょうかんでみるのはどうでしょうかんでみるのはどうでしょうか。。。。
◎◎◎◎学校学校学校学校・・・・公立図書館公立図書館公立図書館公立図書館のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには本本本本ブックリストブックリストブックリストブックリストのののの活用並活用並活用並活用並びにびにびにびに各学校各学校各学校各学校・・・・図書館図書館図書館図書館におけるにおけるにおけるにおけるブックリストブックリストブックリストブックリストのののの作成作成作成作成などなどなどなど，，，，子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動のよりのよりのよりのより一層一層一層一層のののの推進推進推進推進をおをおをおをお
願願願願いしますいしますいしますいします。。。。
◎◎◎◎市町村市町村市町村市町村にににに関係関係関係関係するするするする作品作品作品作品のののの中中中中にはにはにはには，，，，地域地域地域地域のののの人物人物人物人物，，，，歴史歴史歴史歴史・・・・伝説伝説伝説伝説・・・・民話民話民話民話をををを題材題材題材題材とするとするとするとする作品作品作品作品がががが選選選選ばれていますがばれていますがばれていますがばれていますが，，，，そのそのそのその作品成立作品成立作品成立作品成立のののの性質上性質上性質上性質上，，，，そのそのそのその作品作品作品作品がががが成立成立成立成立したしたしたした
時代時代時代時代のののの表現表現表現表現やややや用語用語用語用語がががが使用使用使用使用されていることをごされていることをごされていることをごされていることをご理解理解理解理解くださいくださいくださいください。。。。
◎◎◎◎本本本本ブックリストブックリストブックリストブックリスト掲載掲載掲載掲載のののの作品作品作品作品についてはについてはについてはについては，，，，学校図書館学校図書館学校図書館学校図書館にににに所蔵所蔵所蔵所蔵されていないされていないされていないされていない場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。そのそのそのその際際際際はははは，，，，市町村立図書館市町村立図書館市町村立図書館市町村立図書館，，，，徳島県立図書館徳島県立図書館徳島県立図書館徳島県立図書館におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ
くださいくださいくださいください。。。。またまたまたまた，，，，市町村立図書館市町村立図書館市町村立図書館市町村立図書館，，，，徳島県立図書館徳島県立図書館徳島県立図書館徳島県立図書館においてはにおいてはにおいてはにおいては貸出等貸出等貸出等貸出等がががが重重重重なりなりなりなり，，，，貸出貸出貸出貸出にににに時間時間時間時間をををを要要要要するするするする場合場合場合場合がありますのでがありますのでがありますのでがありますので，，，，ごごごご理解理解理解理解をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【とくしまとくしまとくしまとくしま子子子子どものどものどものどもの読書応援読書応援読書応援読書応援プログラムプログラムプログラムプログラム実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会（（（（事務局事務局事務局事務局：：：：徳島県教育委員会生涯学習政策課徳島県教育委員会生涯学習政策課徳島県教育委員会生涯学習政策課徳島県教育委員会生涯学習政策課）】）】）】）】

県民総県民総県民総県民総ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの読書運動読書運動読書運動読書運動でででで子子子子どものどものどものどもの読書活動推進読書活動推進読書活動推進読書活動推進!!!!
◆◆◆◆「「「「徳島県子徳島県子徳島県子徳島県子どものどものどものどもの読書活動推進計画読書活動推進計画読書活動推進計画読書活動推進計画〔〔〔〔第二次推進計画第二次推進計画第二次推進計画第二次推進計画〕」〕」〕」〕」
　　　　県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会ではではではでは，，，，平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年３３３３月月月月２４２４２４２４日日日日にににに平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年１１１１１１１１月月月月にににに策定策定策定策定したしたしたした第一次推進計画第一次推進計画第一次推進計画第一次推進計画をををを改定改定改定改定しししし，，，，第二次推進計画第二次推進計画第二次推進計画第二次推進計画をををを策定策定策定策定しましたしましたしましたしました。。。。
　　　　本計画本計画本計画本計画はははは，，，，国国国国のののの「「「「子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする法律法律法律法律」」」」及及及及びびびび「「「「推進基本計画推進基本計画推進基本計画推進基本計画｣（｣（｣（｣（第二次基本計画第二次基本計画第二次基本計画第二次基本計画））））にもとづきにもとづきにもとづきにもとづき，，，，第一次推進計画期間中第一次推進計画期間中第一次推進計画期間中第一次推進計画期間中のののの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題
をををを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし，，，，今後今後今後今後のののの施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性とととと具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを示示示示すものですすものですすものですすものです。。。。
　　　　本計画本計画本計画本計画のもとのもとのもとのもと，，，，本県本県本県本県のすべてののすべてののすべてののすべての子子子子どもがどもがどもがどもが豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をはぐくみをはぐくみをはぐくみをはぐくみ，，，，生涯生涯生涯生涯にわたりにわたりにわたりにわたり自自自自らららら学学学学ぶことのできるぶことのできるぶことのできるぶことのできる力力力力をををを養養養養うためうためうためうため，，，，子子子子どものどものどものどもの読書活動読書活動読書活動読書活動のののの意義意義意義意義やややや重要性重要性重要性重要性にににに
ついてついてついてついて県民県民県民県民のののの理解理解理解理解・・・・関心関心関心関心をををを高高高高めめめめ，，，，家庭家庭家庭家庭，，，，地域地域地域地域，，，，学校学校学校学校がよりがよりがよりがより一層連携一層連携一層連携一層連携しししし，，，，県民総県民総県民総県民総ぐるみでぐるみでぐるみでぐるみで子子子子どもがどもがどもがどもが自主的自主的自主的自主的にににに読書活動読書活動読書活動読書活動にににに取取取取りりりり組組組組むことのできるむことのできるむことのできるむことのできる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備をををを
図図図図ることをめざしますることをめざしますることをめざしますることをめざします。。。。
◎◎◎◎「「「「第二次推進計画第二次推進計画第二次推進計画第二次推進計画」」」」のののの本文本文本文本文についてはについてはについてはについては県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会ホームページホームページホームページホームページをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。
〔〔〔〔httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....prefprefprefpref....tokushimatokushimatokushimatokushima....jpjpjpjp////docsdocsdocsdocs////2003112600098200311260009820031126000982003112600098////〕〕〕〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　  　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　  　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　  　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　  　　【徳島県教育委員会徳島県教育委員会徳島県教育委員会徳島県教育委員会】】】】



子子子子どものためのどものためのどものためのどものためのブックリストブックリストブックリストブックリストのののの候補作候補作候補作候補作のののの公募公募公募公募

子子子子どものためのどものためのどものためのどものためのブックリストリーフレットブックリストリーフレットブックリストリーフレットブックリストリーフレットをををを
園児園児園児園児・・・・児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの家庭家庭家庭家庭にににに配布配布配布配布

徳島県子徳島県子徳島県子徳島県子どものどものどものどもの読書活動推進協議会読書活動推進協議会読書活動推進協議会読書活動推進協議会
においてにおいてにおいてにおいて協議協議協議協議・・・・決定決定決定決定 →→→→ 平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年２２２２月月月月

各市町村各市町村各市町村各市町村
からからからから各各各各αααα冊冊冊冊
推薦推薦推薦推薦

県県県県ホームページホームページホームページホームページ・・・・応募用紙応募用紙応募用紙応募用紙をををを通通通通じてじてじてじて
ＰＴＡ，ＰＴＡ，ＰＴＡ，ＰＴＡ，教育教育教育教育・・・・図書館関係者図書館関係者図書館関係者図書館関係者，，，，読書読書読書読書ボランティアボランティアボランティアボランティア・・・・団体団体団体団体のののの方方方方をはじめをはじめをはじめをはじめ

広広広広くくくく県民県民県民県民のみなさんからのみなさんからのみなさんからのみなさんから公募公募公募公募！！！！

とくしまのとくしまのとくしまのとくしまの子子子子どものためのどものためのどものためのどものためのブックリストブックリストブックリストブックリスト
１００１００１００１００プラスプラスプラスプラス！！！！

各幼稚園各幼稚園各幼稚園各幼稚園・・・・学校学校学校学校・・・・図書館等図書館等図書館等図書館等でででで作成作成作成作成しているしているしているしているブックブックブックブック
リストリストリストリストにににに掲載掲載掲載掲載されているされているされているされている本本本本ももももブックリストブックリストブックリストブックリストのののの候補作候補作候補作候補作
としてとしてとしてとしてカウントカウントカウントカウント！！！！

全全全全１００１００１００１００冊冊冊冊
＋＋＋＋アルファアルファアルファアルファ冊冊冊冊

応募期間応募期間応募期間応募期間：：：：平成平成平成平成21年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日～～～～１１１１１１１１月月月月３０３０３０３０日日日日

プラスプラスプラスプラスαααα

県民参加型県民参加型県民参加型県民参加型でででで００００歳歳歳歳からからからから１８１８１８１８歳歳歳歳までにまでにまでにまでに読読読読んでおきたいんでおきたいんでおきたいんでおきたい本本本本をををを選選選選ぶことにぶことにぶことにぶことに
よってよってよってよって，，，，県民総県民総県民総県民総ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの子子子子どものどものどものどもの読書活動推進読書活動推進読書活動推進読書活動推進のののの気運気運気運気運をををを高高高高めるめるめるめる！！！！

幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・学校等学校等学校等学校等ののののブックリストブックリストブックリストブックリスト作成作成作成作成のののの推進推進推進推進

徳島県子徳島県子徳島県子徳島県子どものどものどものどもの読書活動推進計画読書活動推進計画読書活動推進計画読書活動推進計画〔〔〔〔二次推進計画二次推進計画二次推進計画二次推進計画〕〕〕〕

とくしまとくしまとくしまとくしま子子子子どものどものどものどもの読書応援読書応援読書応援読書応援プログラムプログラムプログラムプログラム実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会(事務局事務局事務局事務局：：：：徳島県教育委員会生涯学習政策課徳島県教育委員会生涯学習政策課徳島県教育委員会生涯学習政策課徳島県教育委員会生涯学習政策課））））

とくしまとくしまとくしまとくしま子子子子どものどものどものどもの読書応援読書応援読書応援読書応援プログラムプログラムプログラムプログラム～～～～子子子子どもどもどもども読書読書読書読書スクラムスクラムスクラムスクラム～～～～ フローチャートフローチャートフローチャートフローチャート


