
タ イ ト ル 著者名 タ イ ト ル 著者名
1 赤木かん子の読書力アップ!学校図書館の本のえらび方赤木　かん子／著 59 女子学生にすすめる60冊 大妻ブックレット出版委員会／編

2 赤ちゃん絵本ノート 田中　尚人／監修 60 0〜5歳子どもを育てる「読み聞かせ」実践ガイド 児玉　ひろ美／著

3 赤ちゃんが大好きな絵本 赤木　かん子／著 61 その本、読みたい!　高学年 村上　淳子／編著

4 赤ちゃんからの絵本ガイド さわだ　さちこ／監修 62 その本、読みたい!　低学年 村上　淳子／編著

5 アルケミスト パウロ・コエーリョ／著 63 だれでもできるブックトーク 村上　淳子／編著

6 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス／著 64 だれでもできるブックトーク　2 村上　淳子／編著

7 池上彰のお父さんが読んで聞かせる楽しいおはなし池上　彰／著 65 探究活動・課題研究のために 佐藤　理絵／監修

8 今、この本を子どもの手に 東京子ども図書館／編 66 だんめんず 加古　里子／ぶん・え

9 「岩波少年文庫」のビブリオトーク 笹倉　剛／著 67 地域を変えた「絵本の読み聞かせ」のキセキ 世代間交流プロジェクト「りぷりんと・ネットワーク」／編著

10 失はれる物語 乙一／著 68 中高生のブック・トリップ 岡崎　千鶴子／編著

11 絵本を読む 松居　直／著 69 テーマ別のビブリオトーク 笹倉　剛／著

12 絵本カタログ Pooka編集部／編 70 できる子に育つ魔法の読みきかせ ジム・トレリース／著

13 絵本処方箋 落合　恵子／著 71 どうぞのいす 香山　美子／作

14 絵本のはなし 菊池　亜希子／著 72 どの絵本読んだらいいですか? 向井　惇子／[述]

15 絵本BOOK END　2015 絵本学会機関誌編集委員会／編集 73 どろんこおそうじ さとう　わきこ／さく・え

16 絵本BOOK END　2019 絵本学会機関誌編集委員会／編集 74 どんな絵本を読んできた? 「この絵本が好き!」編集部／編

17 絵本は心のへその緒 松居　直／著 75 猫を愛する人のための猫絵本ガイド さわだ　さちこ／編著

18 絵本屋の日曜日 落合　恵子／著 76 はじめて手でつくる本 ヨンネ／著

19 絵本屋さんがおすすめする絵本100 柿田　友広／監修 77 はじめよう!ブックコミュニケーション 村中　李衣／著

20 おはなし聞いて語って 東京子ども図書館／編集 78 はなのあなのはなし やぎゅう　げんいちろう／さく

21 親地連がすすめる読みきかせ絵本２５０ 親子読書地域文庫全国連絡会／編 79 花さき山 斎藤　隆介／作

22 かがくのとものもと 80 ビブリオクイズ 笹倉　剛／著

23 学校司書と先生のためのすぐできるブックトーク 渡辺　暢惠／著 81 ビブリオバトル実践集 須藤　秀紹／編

24 学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本300東京・学校図書館スタンプラリー実行委員会／編著 82 ビブリオバトルハンドブック ビブリオバトル普及委員会／編著

25 かならず成功する読みきかせの本 赤木　かん子／著 83 100歳までに読みたい100の絵本 木村　民子／著

26 木内かつの絵本あそび 木内　かつ／著 84 保育・子育て絵本の住所録 舟橋　斉／編著

27 キャッチャー・イン・ザ・ライ Ｊ．Ｄ．サリンジャー／〔著〕 85 ぼくらの七日間戦争 宗田　理／作

28 ぎゅっ ジェズ・オールバラ／作・絵 86 星の王子さま サン=テグジュペリ／原作

29 今日からはじめるブックトーク 徐　奈美／著 87 まがればまがりみち 井上　洋介／さく

30 きょだいなきょだいな 長谷川　摂子／作 88 みたい・しりたい・ためしたい 児童図書館研究会近畿支部／編

31 キラキラ応援ブックトーク キラキラ読書クラブ／著 89 もっとある!学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本220東京・学校図書館スタンプラリー実行委員会／編著

32 グループでもできるビブリオトーク 笹倉　剛／著 90 もっと読みたいおはなし絵本100 鳥越　信／編

33 心をつなぐ読みきかせ絵本100 91 モモ ミヒャエル・エンデ／[著]

34 子どもを本嫌いにしない本 赤木　かん子／著 92 ヤングアダルトブックガイド 赤木　かん子／著

35 子どもが選んだ子どもの本 鳥越　信／編 93 ようこそ絵本の世界へ 寺澤　敬子／著

36 子どもが夢中になる絵本の読み聞かせ方 景山　聖子／著 94 《読みきかせ》ボランティア入門 波木井　やよい／編

37 子どもと一緒に読みたい絵本 95 読み継ぐべき絵本の名作200

38 子どもと読みたい絵本200 96 夜のピクニック 恩田　陸／著

39 子どもに絵本を届ける大人の心構え 藤井　勇市／著 97 よるくま 酒井　駒子／作・絵

40 子供に読ませたい世界名作・童話100冊の本 西本　鶏介／著 98 私が選ぶ絵本100 マイルスタッフ／[編]

41 子どもの心を動かす読み聞かせの本とは 岡崎　一実／共編 99

42 子どもの本のカレンダー 鳥越　信／編著 100

43 子どもの本ハンドブック 野上　暁／編 101

44 子どもの未来をひらく自由読書 笹倉　剛／著 102

45 この絵本が好き!　2010年版 別冊太陽編集部／編 103

46 この絵本が好き!　2011年版 別冊太陽編集部／編 104

47 このえほんだいすき! 細川　和子／著 105

48 これならできる!楽しい読書活動 吉田　和夫／編 106

49 こわい絵本 107

50 こんなとき子どもにこの本を 下村　昇／編 108

51 THE BOOKS green ミシマ社／編 109

52 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え 110

53 知って得する図書館の楽しみかた 吉井　潤／著 111

54 小学生への読みがたり・読みきかせ　中・高学年編 この本だいすきの会／[ほか]企画・編集 112

55 小学校での読み聞かせガイドブック 湯沢　朱実／編　著 113

56 小学校での読み聞かせガイドブック 湯沢　朱実／編　著 114

57 少年アリス 長野　まゆみ／著 115

58 昭和こども図書館 初見　健一／著 116

「こどもの読書週間特集」　一覧




