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ご相談ください！（相談窓口の紹介）

「子育てのタネ」をご利用ください！
　子どもは社会の希望であり、人と人とをつなぎ、世代と世代をつなぐ、かけがえのない存在です。大分県
では、「子育て満足度日本一」を目標に掲げ、子育て中の方に、「地域全体が見守り、支えてくれている」と
実感してもらうとともに、「子ども自身の健やかな育ち」を支援する取組を市町村と協力して進めています。
　「子育てのタネ」は、大分県や市町村が実施している事業や子育てに関する相談窓口などの、子育てに関
する情報を集めています。ここでは、小学生の子どもを持つ保護者に役立つ情報をいくつかご紹介します。
どうぞご利用ください。　　 （HP　http://www.pref.oita.jp/site/kosodatenotane2/）

　一人で悩んでいませんか？
　話をするだけでも心が休まります。
　大分県には専門の相談員が２４時間、３６５日、いつでも子育てについての相談に応じてくれる電話相談
窓口「いつでも子育てほっとライン」があります。
育児の方法、しつけ、子どもの問題行動、発育や発達の遅れなど、子育てに関するあらゆる不安・悩みをご
相談ください。

専門的な相談窓口１

いつでも子育てほっとライン

　子どもに関する専門的相談に対応しています。児童虐待や児童の健全育成、知的障がいの程度の判定や、
家族の方々からの相談に応じています。

◇中央児童相談所　所在地：大分市荏隈５丁目　　　 TEL：097-544-2016
◇中津児童相談所　所在地：中津市中央町 1-10-22　TEL：0979-22-2025

児童相談所

【フリーダイヤル　０１２０－４６２－１１０】

【県からのお知らせ①】

（HP　http://www.pref.oita.jp/soshiki/12460/hotline.html）

　夜間・休日の急な子どもの病気にどう対処したらよいか、病院の診察
を受けたほうがよいかなど判断に迷った時に、看護師に相談ができます。
こどもが病気やケガで心配なときや、病院へ行った方が良いかどうか判
断に迷ったときなどに、看護師が相談に応じます。
相談時間：平日（月曜日～土曜日）午後 7 時～翌朝 8 時、
　　　　　日曜日・祝日 午前 9 時～午後 5 時／午後 7 時～翌朝 8 時

　【 相談電話番号：＃８０００　０９７－５０３－８８２２】
＃８０００～固定電話（プッシュ回線）と携帯電話に対応します。
（県境地域は大分県外につながることがありますので、097-503-8822 に掛けてください。）
※ご利用にあたって

大分県こども救急電話相談

この電話相談は、病気の診断・治療をするものではなく、助言によって保護者の判断の参考としていただくものです。

相談内容は、こどもの急な病気や事故に関する相談を対象としていますので、慢性疾患や急を要しない育児相談に

は応じることができません。

相談料は無料ですが、通話料はご負担いただきます。

１回線のみの対応となりますので、簡潔にご相談ください。

保護者の目から見て、明らかに緊急を要する場合は１１９番をご利用ください。

・

・

・

・

・

（HP　http://www.pref.oita.jp/soshiki/12620/kodomodenwasoudan.html）
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　大分県内の医療機関（病院、診療所、小児科、歯科診療所など）や
薬局の情報、その他医療に関する情報を提供する検索システムです。
休日当番医も検索することができるので、子どもの急なけがや病気の
時も安心です。
（HP　http://iryo-joho.pref.oita.jp/）

☆「小児救急ハンドブック」（平成２４年７月改訂版　監修・協力 ：大分県医師会、大分県
　小児科医会）をインターネット上に公開しています。こちらもご利用ください。
（HP　http://www.pref.oita.jp/soshiki/12620/handbook2012.html）

おおいた医療情報ほっとネット

　子どもの「育てにくさ」「関わり方の難しさ」で悩んでいませんか？
　子どもの発達のこと、発達障がいのことについて詳しく知りたい方は、
下記の相談窓口にお問い合せください。
（HP　http://www.pref.oita.jp/site/syougai/hattatu.html）

発達障がいに関する窓口

◇保健所・保健部

◇お住まいの市町村の保健師（市役所、町村役場の母子保健担当課）

本人やご家族、支援者への相談支援、発達支援、就労支援や、関係機関への普及啓発、研修事業を行っています。
所在地：豊後大野市犬飼町大寒 2149-1　TEL：097-586-8080

◇大分県発達障がい者支援センター「イコール」

◇各学校の特別支援教育コーディネーター

◇児童相談所 （47ページ参照）

所在地：大分市玉沢 908　TEL：097-541-6290
障がいについての相談やデイケア、また心の健康増進のための相談対応を行っています。

◇大分県精神保健福祉センター（大分県こころとからだの相談支援センター内）

管轄地域名 　 称 住 　 所 連 絡 先

大分市保健所

東部保健所

東部保健所国東保健部

中部保健所

中部保健所由布保健部

南部保健所

豊肥保健所

西部保健所

北部保健所

北部保健所豊後高田保健部

大分市荷揚町６番１号

別府市大字鶴見字下田井１４-１

国東市国東町安国寺７８６-１

臼杵市大字臼杵字洲崎７２-３４

由布市庄内町柿原３３７-２

佐伯市向島１-４-１

豊後大野市三重町市場９３４-２

日田市田島２-２-５

中津市中央町１-１０-４２

豊後高田市是永町３９

大分市

別府市、日出町、杵築市

国東市、姫島村

臼杵市、津久見市

由布市

佐伯市

豊後大野市、竹田市

日田市、玖珠町、九重町

中津市、宇佐市

豊後高田市

097-536-2222

0977-67-2511

0978-72-1127

0972-62-9171

097-582-0660

0972-22-0562

0974-22-0162

0973-23-3133

0979-22-2210

0978-22-3165
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そのほかの相談窓口２

子どもと家庭に関する
相談

光の園子ども家庭支援センター（別府） 24時間対応

24時間対応

9:15～18:00
（月～金）

9:15～18:00
（月～金）

9:15～18:00
（月～金）

8:30～17:15
（月～金）

８:30～1８:00
（月曜日を除く平日）
８:30～1７:00
（月曜日・日曜日）
※土曜日と祝日は休み

9:00～17:00
（月～金）

児童家庭支援センター「和（やわらぎ）」（中津）

大分っ子フレンドリーサポートセンター（大分県警察本部）

大分っ子フレンドリー県北サポートセンター

大分っ子フレンドリー県西サポートセンター

いじめ・不登校相談（県教育センター）

大分県母子・父子福祉センター

子どもの人権110番（大分地方法務局）

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間

子どもの非行問題に
関する相談

いじめ、不登校など
子どもの教育相談

ひとり親家庭（母子・父子
家庭）のあらゆる相談

子どもの人権

0977-27-0874

0979-53-7666

097-532-3741

0979-24-3741

0973-24-3711

097-503-8987

097-569-0829

097-552-3313

0120-007-110

市町村 担当 課 電話 番号

大分市子育て支援課

大分市中央子ども家庭支援センター

大分市西部子ども家庭支援センター

大分市東部子ども家庭支援センター

別府市児童家庭課

別府市子育て支援相談室

中津市子育て支援課

日田市こども未来室

佐伯市こども福祉課家庭児童相談係

臼杵市福祉課子育て支援室

津久見市福祉事務所

097-537-5619

097-537-5688

097-541-1440

097-527-2140

0977-21-1427

0977-21-1239

0979-22-1129

0973-22-8317

0972-22-3972

0972-86-2716

0972-82-9633

市町村担当課 電話番号

竹田市福祉事務所

豊後高田市子育て・健康推進課

杵築市子育て・健康推進課子育て支援室

宇佐市子育て支援課

豊後大野市社会福祉課こども支援室

由布市子育て支援課

国東市福祉事務所

姫島村住民福祉課

日出町福祉対策課

九重町ふれあい生活課

玖珠町福祉保健課

0974-63-4811

0978-23-1840

0977-75-2408

0978-32-1111㈹

0974-22-1001

0977-84-3111

0978-72-5164

0978-87-2278

0977-73-3121

0973-76-3802

0973-72-1115

※受付時間は月～金（平日）の開庁時間市町村の児童相談窓口一覧

そのほかの相談窓口一覧 

県内の「教育支援センター」（適応指導教室） 
それぞれの教育支援センター（適応指導教室）で内容は
多少異なりますが、概ね次の活動を行い、不登校児童生
徒の学校復帰及び社会的自立を目指しています。

①訪問指導など不登校児童生徒及び保護者への支援
②不登校児童生徒を支援する体験活動プログラムの実施
③学習支援活動、児童生徒や保護者の相談活動　等

097-569-0829
097-503-8987
0979-25-2461
0978-22-2710
0978-37-1605
0978-73-0066
0978-63-5220
0977-23-0867

0972-62-8341
0120-78-3819
0977-84-3111
0972-22-5131
0974-66-2003
0974-22-0586
0973-22-1019
0973-72-2856

097-533-7744

大分県

中津市

豊後高田市

宇佐市

国東市

杵築市

別府市

大分市

ポランの広場

ふれあい学級

ビリーブ

せせらぎ教室

フレンドリーひろば

ひまわり

ふれあいルーム

エデュ・サポートおおいた
「フレンドリールーム」

臼杵市

津久見市

由布市

佐伯市

竹田市

豊後大野市

玖珠町

玖珠町

日出町

九重町

きずな

ネロリ

コスモス

グリーンプラザ

サフラン

かじか

やまびこ学級

わかくさの広場

※平成２８年度から
　教育支援センター設置予定です。
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児童館

ご利用ください（子育て支援の施設・サービスの紹介）

　児童館とは、子どもに健全な「遊び」を提供して、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とし
た施設です。県内には、各市町村が設置している公立児童館、社会福祉法人などが設置している民間児童館
があり、子ども達の健全な成長を支援しています。対象となる子どもは 0 歳から 18 歳まで（施設によって
異なる場合もある）で、　乳幼児は保護者同伴でいろいろな遊びを体験することができます。

県内の児童館一覧
児童館（児童館センター）

市町村名 施 設 名 所 在 地 電話番号

大分市

別府市

中津市

日田市

佐伯市

臼杵市
竹田市
豊後高田市

杵築市

宇佐市

豊後大野市

由布市

国東市

日出町
玖珠町

旭町児童館
ラウラ児童館
別府市南部児童館
光の園児童館　親子の広場
別府市北部児童館
別府市西部児童館
中津市南部童心児童館（☆H28.4～休館）
中津市三保児童館
中津市鶴居児童館
中津市三光児童館
日田市中央児童館
日田市松原児童館
日田市大山児童館
日田市天瀬児童館
佐伯市佐伯児童館
佐伯市上浦児童館
佐伯市弥生児童館
すみれ児童館
竹田市児童館
豊後高田市児童館
杵築市児童館
山香児童館
宇佐市安心院児童館
豊後大野市朝地児童館
豊後大野市大野児童館
みやた児童館
ひばり児童館
国東市大恩こども館
国東市武蔵児童館
さざんか児童館
日出町児童館
わらべの館

大分市大字永興旭町3
大分市大字城原2600-1
別府市末広町1-3
別府市荘園町8組
別府市平田町14-24
別府市荘園6組5　ほっぺパーク
中津市殿町1380-1
中津市大字伊藤田2983-2
中津市大字高瀬1042
中津市三光成恒421-1
日田市中城町1-66
日田市大山町西大山8442-3
日田市大山町西大山3610-1
日田市天瀬町合田1986-2
佐伯市中の島3丁目13-21
佐伯市上浦大字浅海井浦489-10
佐伯市弥生大字上小倉1211
臼杵市大字大野字友田大道西14-1
竹田市荻町恵良原1772-7
豊後高田市新地1278
杵築市大字杵築222-3
杵築市山香町大字内河野2629番地20
宇佐市安心院町下毛2111-1
豊後大野市朝地町朝地906番地7
豊後大野市大野町藤北158
由布市挾間町北方602
由布市庄内町柿原400-3
国東市国東町大恩寺405
国東市武蔵町古市1134-1
日出町大神7092-5
日出町藤原2277-1
玖珠町大字森868-2

097-546-2316
097-592-0994
0977-26-3355
0977-23-5511
0977-27-6050
0977-27-5553
0979-22-2556
0979-32-5082
0979-25-0514
0979-43-5194
0973-27-6406
0973-52-2922
0973-52-2901
0973-57-8922
0972-22-9011
0972-32-3395
0972-46-2677
0972-63-7343
0974-68-3050
0978-24-0007
0978-62-6250
0977-75-2223
0978-44-0334
0974-72-1002
0974-34-3811
097-583-5440
097-582-1472
0978-74-1213
0978-66-7686
0977-72-8383
0977-72-0323
0973-72-6012

その他の児童館（ふれあい児童館）

市町村名 施 設 名 所 在 地 電話番号
中津市

佐伯市

津久見市

豊後大野市

中津市山国児童館
佐伯市弥生ふれあい児童館
佐伯市蒲江児童館
なのはな児童館
豊後大野市三重ふれあい児童館
豊後大野市千歳ふれあい児童館
豊後大野市犬飼ふれあい児童館

中津市山国守実130
佐伯市弥生大字大坂本1065-1
佐伯市蒲江大字蒲江浦5101-25
津久見市地蔵町4-10
豊後大野市三重町市場1200
豊後大野市千歳町新殿1137
豊後大野市犬飼町下津尾3883-1

0979-62-2760
0972-46-2633
0972-42-1620
0972-82-7287
0974-22-1065
0974-37-2346
097-578-5255
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ファミリー・サポート・センター
　ファミリー・サポート・センターとは、子育てを手伝ってほしい人（依頼会員）を、子育てを手伝いたい人（提
供会員）が地域の中で援助する組織です。
　現在県内では 12 市町村でファミリー・サポート・センターの利用が可能です。利用については、各市町
村のファミリー・サポート・センターにお尋ねください。

大分市

別府市

中津市

日田市

佐伯市

竹田市

豊後高田市

杵築市

宇佐市

豊後大野市

由布市

玖珠町

ファミリー・サポート・センター

ファミリー・サポート・センター

ファミリー・サポート・センター

ファミリー・サポート・センター

ファミリー・サポート・センター

子育てサポートセンター「ゆめいかだ」

地域子育てサポートセンター

ファミリー・サポート・センター

うさっ子サポートセンター

地域子育てサポート・センター

ファミリー・サポート・センター

ファミリー・サポート・センター

大分市金池南1丁目5番1号 ホルトホール大分2階

別府市荘園町6組5　ほっぺパーク

中津市三光成恒421番地1　三光福祉保健センター内

日田市中城町1-66　日田市中央児童館内

佐伯市鶴岡西町1-104　つるおか子どもの家内

竹田市大字君ヶ園1158-3　南部幼稚園併設

豊後高田市美和1335-1　健康交流センター花いろ内

杵築市山香町大字河野2629番地20　山香児童館内

宇佐市大字閤437　宇佐市社会福祉協議会事務局内

豊後大野市三重町市場1200　豊後大野市役所生活支援課内

由布市湯布院町川上3738-1　由布市役所子育て支援課内

玖珠町岩室24-1　玖珠町社会福祉協議会内

097-576-8246

0977-27-1189

0979-27-7715

0973-27-6406

0972-20-0726

090-2084-7912

0978-25-4512

0977-75-2223

0978-33-0725

0974-22-1001

0977-84-3111

0973-72-5513

市町村名 住　所 電話番号名　称

ファミリー・サポート・センター

こんな時に
利用できます

仕事の都合で保育所・
幼稚園への送り迎え
ができない・・・

毎
日
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、
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・
・
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く
て
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・
・
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インターネットに関しての情報

　大分県の「青少年の健全な育成に関する条例」では、青少年のインターネット接続機器利用に係る保護者
等の責務として、次のことが定められています。（※「青少年」は 18 歳未満）

フィルタリングの利用により、有害情報の閲覧防止に努めると
ともに、違法行為の防止など、青少年のインターネット利用を
適切に管理するように努めなければならない。
自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用に
よる弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の
習得に努める。
青少年とともにインターネットの利用に当たり遵守すべき事
項を定めるなど適切な利用の確保に努めるものとする。

●

●

●

保護者としてできること１

　県教育委員会では、子どもたちが、インターネットサービスやスマートフォンなどの携帯端末を利用する
上でトラブルを未然に防ぐために、大分県消費者生活・男女共同参画プラザ（アイネス）と連携して事業を
実施しています。
　アイネスが作成したコンテンツをご紹介します。
　インターネットトラブルを未然に防止するため、実際のトラブルを疑似体験できるコンテンツです。トラ
ブルの対処法も学べる学習教材となっていますので、ぜひ体験いただき、トラブル防止にお役立てください。

　 URL　：　http://www.iness-oita-pref.jp/
　 （スマートフォンでもご覧になれます。）

～携帯・ネット利用に関する保護者向け啓発講座（インターネット出前講座）～
　スマートフォンなどの利用で青少年が犯罪やトラブルに巻き込まれる事案が多発しています。そこで、
県民会議では保護者・教職員や地域の青少年健全育成関係者を対象に「携帯・ネット利用に関する保護
者向け啓発講座（インターネット出前講座）」を実施しています。
　講師の謝金・旅費は不要です。（ただし、会場使用料が発生する場合はご負担願います）
　くわしいお問い合わせについては、下記事務局（青少年育成班）までご連絡ください。

大分県青少年育成県民会議事務局　大分県生活環境部私学振興・青少年課内
TEL：０９７－５０６－３０７６　FAX：０９７－５０６－１７４５

コンテンツと講師派遣の紹介２

青少年が使用するスマホやゲーム
機等を契約し、かつインターネッ
トを利用する場合、原則として
フィルタリングを導入しなければ
なりません。

保護者の皆さん自らが端末の使い
方をよく理解しましょう。

家族がみんなで一緒に守る利用の
決まり（ルール）を作りましょう。

●知って防ごう！ネットトラブル

●体験しよう！ 8つの事例
1.　無料サイト

2.　ワンクリック請求

3.　出会い系サイト

4.　ネットショッピングネットオークション

5.　オンラインゲーム

6.　スマートフォン

7.　SNS・ソーシャルメディア

【注意】 Internet Explorer (R) 7, 8 をご利用の方は

　　　「Google Chrome　Frame 」 が 必要になります。 

～条例で定められている保護者の責務～

ネットトラブル体験型学習コンテンツ～体験しよう！８つの事例～

講師の派遣について

【県からのお知らせ②】
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ネットで困ったことがあったら専門機関に相談を
【携帯電話やインターネット利用でのトラブルの場合】
○

【相談内容が犯罪に当たる可能性がある場合】

○

○

「ネットいじめ相談窓口」（大分県教育委員会）
no-ijime@pref.oita.lg.jp （24 時間対応：メールでの相談窓口）
TEL 0570-078310 （24 時間対応：いじめ相談ダイヤル）

大分県警察本部
警察安全相談
http://www.pref.oita.jp/site/keisatu/anzensoudan/
TEL 097-534-9110〈短縮＃9110〉 （平日 9：00～ 17:45）
サイバー犯罪対策室
TEL 097-536-2131 （代表） （平日 9：00～ ）

相談するには３

（２）　消費生活に関しての相談窓口
消費生活相談窓口　一人で悩まないで、早めに相談しましょう！

（１）　県内の専門相談機関

大分市

別府市

中津市

日田市

佐伯市

臼杵市

津久見市

竹田市

豊後高田市

杵築市

宇佐市

豊後大野市

由布市

国東市

姫島村

日出町

九重町

玖珠町

大分市市民活動・消費生活センター　（ライフパル） 

別府市消費生活センター

中津市消費生活センター

日田市消費生活センター

佐伯市消費生活センター

臼杵市消費生活センター

津久見市市民生活課

竹田市消費生活センター

豊後高田市消費生活センター

杵築市消費生活センター

宇佐市消費生活センター

豊後大野市消費生活センター

由布市消費生活センター

国東市消費生活センター

姫島村水産・観光商工課

日出町総務課

九重町商工観光・自然環境課

玖珠町商工観光振興課

大分県消費生活・男女共同参画プラザ《アイネス》　

097-534-6145

0977-21-1881

0979-22-1120

0973-22-9393

0972-22-3221

0972-63-8953

0972-82-2008

0974-63-4834

0978-25-6157

0978-62-1808

0978-25-5581

0974-22-1018

0977-84-5533

0978-72-5183

0978-87-2279

0977-73-3150

0973-76-3150

0973-72-7153

097-534-0999

市町村名 電話番号名　称

◆最寄りの市町村の消費生活相談窓口◆

◆消費者ホットライン◆
電話番号「188（いやや）」・・・「188（いやや）」は、身近な消費生活窓口をご案内します。

◆県の消費生活相談窓口◆

参考HP　http://www.pref.oita.jp/site/syohi/soudanmadoguchi.html

/

一人で悩まないで、
　　相談しましょう！
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九重青少年の家

野外活動

館内活動

登山、ハイキング、野外炊飯、キャンプファイヤー、

オリエンテーリング、フィールドアスレチック、

草すべり、雪すべり、自然観察、天体観測ほか

プラネタリウム、キャンドルファイヤー、レクリ
エーション、映画鑑賞、工作（バードコール、プラホ
ビー、勾玉、焼き板等）ほか

充実した自然体験ができる
　　県立青少年の家をご利用ください

　大分県には海での活動が体験できる「香々地青少年の家」と、山での活動が体験できる「九重青少年の家」
のニつの県立の青少年の家があります。どちらも魅力あふれる自然をたっぷり楽しみながら、仲間とのふれ
あいや活動をとおして、豊かな心と行動する力をはぐくむことができる、ゆとりのある屋内・屋外施設と様々
な体験活動プログラムを持つ施設です。
　学校やスポーツ少年団等団体での利用のほか、自然体験や親子のふれあいを目的とした家族の利用もでき
ます。日常生活では経験できない自然体験や体験活動プログラムを家族で体験したい時には、ぜひ香々地と
九重の青少年の家をご利用ください。

学校行事で利用する小学校、中学校及び高等学校（特別支援学校の小学部、 中学部、
高等部を含む）の児童生徒とその指導者
青少年団体の構成員とその指導者
社会教育関係団体の構成員とその指導者
その他、所長が認めたもの（※自然体験や親子のふれあいを目的にした家族の利用もできます）

１

２
３
４

利用希望日が決まりましたら、電話でお問合せください。（予約は利用日の６ヶ月前から受け付けます）
電話予約をした後、「利用許可申請書」「活動計画書」「食事注文表」を利用日の 30 日前までにメール・ＦＡＸ・郵便
で提出してください。
「食物アレルギー調査票」を利用日の 30日前までにメール・ＦＡＸ・郵便で提出してください。
「利用者名簿」（利用者全員の氏名・年齢（学年）・居住市町村を記載した名簿）を利用日までに提出してください。「誓約書」

１
２

３
４

公立学校関係、NPO 法人以外の団体には、「大分県暴力団排除条例」に基づき、「誓約書」の提出が義務付けられています。 押印の上、
提出してください。

※

活動によっては実施時期が限定されているものや経費がかかるものもあります。詳しくは施設に問い合わせるか、ホームページで確認し
てください。

※

休業日（１２月２９日～１月３日）及び青少年の家が特別に定めた日を除いた日

● 各書類は、当施設のホームページからダウンロードすることができます。

大分県立社会教育総合センター　香々地青少年の家
〒872-1202　豊後高田市香々地 5151番地
電　話：０９７８-５４-２０９６
ＦＡＸ：０９７８-５４-２１５２

大分県立社会教育総合センター　九重青少年の家
〒879-4911　玖珠郡九重町大字田野 204－47
電　話：０９７３-７９-３１１４
ＦＡＸ：０９７３-７９-３１１５

〈問い合わせ先〉

香々地青少年の家

野外活動

館内活動

いかだ活動、海水浴、磯観察、野外炊飯、キャンプ
ファイヤー、オリエンテーリング、ノルディック・
ウォーク、パドルサーフィン、ウォークラリー、
フィールドアスレチック、天体観測ほか

プラネタリウム、キャンドルファイヤー、レクリ
エーション、映画鑑賞、工作（流木アート、写真立
て、プラホビー、勾玉、焼き板等）ほか

http://kyouiku.oita-ed.jp/kakaji/ http://kyouiku.oita-ed.jp/kokonoe/

利用できる人

利用できる日

活動案内

利用申込み方法

【県からのお知らせ③】
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行ってみよう　図書館へ！
－ 大分県立図書館の紹介 －

　大分県には 30を超える公立図書館（分館等も含む）があります。
　その中でも最も広く、最も蔵書の多いのが大分市にある大分県立図書館です。
　大分県立図書館の２階には、明るく広々とした「子ども室」があります。
　ここには０歳の赤ちゃんから中学生までを対象とした本や紙芝居が所蔵されています。直接手にとって読むことの
できる本だけでも約６万冊、書庫に収めている本もあわせると、約 16万冊の本があります。　
　「推薦図書」などの常設展示の他、毎月テーマ展示を行い、おすすめ本の紹介を積極的に行っています。
　併設の「子どもの本資料室」では、子どもの本について勉強する方のための資料や、読み聞かせに適した本を紹介
しています。
　また、おはなし会や子どもと本をつなぐ大人の方のための研修会等を開催するとともに、フェイスブックや「こど
もしつだより」などによる情報発信、子どもの読書活動に関する研修会への講師の紹介も行っています。
　カウンターでは、子どもの本についての問い合わせや、調べ物のお手伝いもしています。
　子どもの本のことで相談したいことがある時には、ぜひ県立図書館をご利用ください。

　「子育て情報コーナー」では、妊娠出産から中学生までの子育てに関する資料を
集めています。
　◆内容　名づけ、読み聞かせ、家庭教育、しつけ、防犯、子ども服、料理、妊娠、出産、
　　　　　スピーチなどの子育てに役立つ図書・雑誌・パンフレットなど

利用案内

子育て情報コーナー

　大分県立図書館では、子どもが本に親しむ環境づくりを推進するため、子どもの発達段階に応じた推薦図書リスト
を作成しました。
　これらのリストは、ホームページ上でご覧いただけます。
　選定したタイトルの図書は、当館の子ども室に特設コーナーを設けて貸出をしています。

推薦図書リスト（ブックリスト）

● 所在地
大分市王子西町 14番 1号

● 開館時間
◆平日９～ 20 時　　◆土・日・祝日　９～ 17 時

● 休館日
◆第１・３・５月曜日 （月曜日が祝日の場合はその翌日）
◆第 2・4月曜日が祝日の場合はその翌日
◆年末年始（12月 28日～１月４日）　　 ◆特別整理期間（年度により異なります）

● 図書の貸出

大分県立図書館ホームページは、こちらからどうぞ！　 http://library.pref.oita.jp/

◆ 1 人 10 冊まで　　15 日間
※資料利用券の発行には、住所が確認できるもの（保険証・学生証など）が必要

①ようこそ！　絵本の世界へ

②ひろげよう！　本の世界

③楽しもう！　本の世界を

④探検しよう！　本の世界を

（平成16年度発行）

（平成17年度発行）

（平成18年度発行）

（平成19年度発行）

乳幼児向ブックリスト…A5版 94ページ、200タイトル掲載

小学校 1・2年生向ブックリスト…A5版 75ページ、100タイトル掲載

小学校 3・4年生向ブックリスト…A5版 70ページ、100タイトル掲載

小学校 5・6年生向ブックリスト…A5版 74ページ、100タイトル掲載

⑤はばたこう！　本の世界へ

⑥科学読物ブックリスト

⑦ことばのブックリスト　ことばこ

（平成20年度発行）

（平成22年度発行）

　　　　（平成23年度発行）

中学生・高校生向ブックリスト…A5版 57ページ、100タイトル掲載

小学生・中学生向ブックリスト…A5版 105ページ、152タイトル掲載

小学生・中学生向ブックリスト…A5版 80ページ、95タイトル掲載

※冊子の個人配布は終了しました。（PDFで閲覧できます）

ブックリスト③・④掲載図書一覧は 57 ページ～ 60 ページに掲載しています。
（http://library.pref.oita.jp/kento/information/paper-publication/reading-list/）
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　県立図書館に所蔵していない本は、所蔵している他の公立図書館・室、大学図書館から取り寄せたり、必要箇所の
コピーを送ってもらうことができます。
　また、お近くの公立図書館・室を通じて、県立図書館をはじめとする他の公立図書館の本を利用したり、コピー（実
費負担）を取り寄せることができます。
　大分県立図書館では県内の図書館・室と宅配便を利用したネットワークを構築していますので、県内の公共図書館
間では配送費用はかかりません（一部の大学図書館等を除く）。
　なお、他の図書館からコピーを取り寄せる場合や、県外の図書館から本やコピーを取り寄せる場合は配送料等の実
費を負担いただくことがあります。
　くわしくは、県立図書館（電話 097-546-9972）または最寄りの市町村の図書館へお問い合わせください。

近くの図書館にない本の取り寄せ（図書館の相互貸借）について

公立図書館・室等一覧

大分市王子西町14番１号

中津市1366番地１

中津市三光成恒437番地の2

中津市本耶馬渓町曽木1800番地

中津市耶馬溪町大字柿坂520番地

中津市山国町守実130番地

豊後高田市御玉101-1

宇佐市大字上田1017番地の１

宇佐市安心院町下毛2130番地

宇佐市院内町山城39番地

東国東郡姫島村1630番地の1

国東市国東町鶴川160番地の2

国東市国見町伊美2300番地2

国東市武蔵町古市1131番地１

国東市安岐町瀬戸田740番地１

杵築市大字杵築１番地１

杵築市山香町野原1010-2

杵築市大田石丸445番地

速見郡日出町3244番地１

別府市千代町1番8号

大分市金池南1丁目5番1号

大分市府内町1丁目5番38号

臼杵市大字臼杵6番地の16

臼杵市野津町大字野津市184番地

津久見市大友町5番15号

由布市挾間町挾間104番地1

由布市庄内町西長宝412番地1

由布市湯布院町川上3758番地1

佐伯市中の島2丁目20番33号

竹田市大字竹田1980番地

豊後大野市三重町内田881番地

日田市上城内町１番72号

玖珠郡玖珠町大字森868－2

玖珠郡九重町大字後野上17番地の4

870-0008

871-0056

871-0102

871-0202

871-0405

871-0712

879-0606

879-0453

872-0521

872-0332

872-1501

873-0503

872-1401

873-0412

873-0202

873-0001

879-1307

879-0901

879-1506

874-0942

870-0839

870-0021

875-0041

875-0201

879-2431

879-5506

879-5406

879-5102

876-0843

878-0013

879-7125

877-0003

879-4404

879-4803

大分県立図書館

中津市立小幡記念図書館

　中津市立三光図書館

　中津市立本耶馬渓図書館

　中津市立耶馬溪図書館

　中津市立山国図書館

豊後高田市立図書館

宇佐市民図書館

　宇佐市民図書館安心院分館

　宇佐市民図書館院内分館

姫島村中央公民館図書室

国東市くにさき図書館

　国東市国見図書館

　国東市武蔵図書館

　国東市安岐図書館

杵築市立図書館兼民俗資料館

　杵築市山香図書室

　杵築市大田図書室

日出町立図書館

別府市立図書館

大分市民図書館

   大分市民図書館コンパルホール分館

臼杵市立臼杵図書館

　臼杵市立臼杵図書館野津分館

津久見市民図書館

由布市立図書館

　由布市立図書館庄内分館

　由布市立図書館湯布院分館

佐伯市立佐伯図書館

竹田市立図書館

豊後大野市図書館

日田市立淡窓図書館

玖珠町わらべの館

九重町図書館

－

1

2

3

4

5

所 　 　 在 　 　 地郵便番号館　　　　名No. F A X 番 号

097-546-9985

0979-24-3516

0979-43-2482

0979-52-3033

0979-54-2750

0979-62-2590

0978-24-3344

0978-33-4679

0978-44-2181

0978-42-5115

0978-87-3567

0978-72-3526

0978-82-1585

0978-69-0946

0978-67-3551

0978-62-3401

0977-75-1055

0978-52-3112

0977-72-6999

0977-27-0330

097-544-5615

097-538-3744

0972-63-3943

0974-32-2231

0972-85-0081

097-583-1186

097-582-0683

0977-84-2603

0972-25-0609

0974-63-1048

0974-22-2372

0973-26-3210

0973-72-6030

0973-76-3877

電 話 番 号

097-546-9972

0979-22-0679

0979-43-2032

0979-52-3033

0979-54-3111

0979-62-2141

0978-25-5115

0978-33-4600

0978-44-1111

0978-42-5111

0978-87-2540

0978-72-3500

0978-82-1585

0978-69-0946

0978-67-3551

0978-62-4362

0977-75-1055

0978-52-3111

0977-72-3232

0977-23-2453

097-576-8241

097-538-3500

0972-62-3405

0974-32-3317

0972-85-0080

097-586-3150

097-582-0214

0977-84-2604

0972-24-1010

0974-63-1048

0974-22-7733

0973-22-2497

0973-72-6012

0973-76-3888

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

平成28年3月31日現在

〔お問い合わせ〕 大分県立図書館 http://library.pref.oita.jp/

〒870-0008　大分市王子西町14番1号

TEL：097-546-9972 （代表）　FAX：097-546-9985
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楽しもう！　本の世界を
－大分県立図書館推薦図書リスト－

出版年著者名・画家名・訳者名 出版社
スーホの白い馬－モンゴル民話－ 

せいめいのれきし 

赤ちゃんのはなし

うまかたやまんば 

星座を見つけよう 

にぐるまひいて 

ねずみのとうさんアナトール 

ぶたのめいかしゅローランド 

ペニーさん 

みどりおばさん、ちゃいろおばさん、むらさきおばさん 

ものぐさトミー 

山のクリスマス

のはらうた１ 

幼い子の詩集パタポン１ 

てんぷらぴりぴり 

びりのきもち 

マザー・グースのうた第１集 

トンボソのおひめさま－フランス系カナダ人のたのしいお話－ 

かぎのない箱－フィンランドのたのしいお話－ 

 

ギリシア神話 

くにのはじまり 

グリム童話集１ 

子どもに語るアジアの昔話１ 

白いりゅう黒いりゅう－中国のたのしいお話－ 

シンドバッドの冒険 

世界のむかしばなし 

千びきのうさぎと牧童 

 

日本のむかしばなし 

ポルコさまちえばなし－スペインのたのしいお話－ 

まほうの馬－ロシアのたのしいお話－ 

みどりの小鳥－イタリア民話選－ 

ものいうなべ－デンマークのたのしいお話－ 

山の上の火－エチオピアのたのしいお話－ 

りこうなおきさき－ルーマニアのたのしいお話－ 

ロシアの昔話 

大どろぼうホッツェンプロッツ 

がんばれヘンリーくん 

長くつ下のピッピ－世界一つよい女の子－ 

ぼくは王さま 

アンデルセン童話集１ 

イソップのお話

いたずらおばあさん    

福音館書店 

岩波書店 

福音館書店 

あかね書房 

福音館書店 

福音館書店 

ほるぷ出版 

童話館出版 

評論社 

徳間書店 

福音館書店 

岩波書店 

岩波書店 

童話屋 

童話屋 

大日本図書 

童話館出版 

草思社

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

のら書店 

あかね書房 

岩波書店 

こぐま社 

岩波書店 

岩波書店 

のら書店 

岩波書店 

岩波書店 

のら書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

福音館書店 

偕成社 

学習研究社 

岩波書店 

理論社 

岩波書店 

岩波書店 

フレーベル館 

1967
1964
1982
1988
1988
1969
1980
1995
1975
1997
2001
1977
1953

1984
2002
1968
1998
1975

1963
1963
1963
2000
1995
1984
1997
1964
2002
2000
1972
1964
1998
1964
1964
1978
1964
1963
1963
1989

1990
1969
1964
2000
2000
2000
1995

大塚勇三再話　赤羽末吉画 

バージニア・リー・バートン文・絵　いしいももこ訳 

マリー・ホール・エッツ文・絵　坪井郁美訳 

ジョン・バーニンガム作　たにかわしゅんたろう訳 

おざわとしお再話　赤羽末吉画 

Ｈ・Ａ・レイ文・絵　草下英明訳 

ドナルド・ホール文　バーバラ・クーニー絵　もきかずこ訳 

イブ・タイタス文　ポール・ガルドン絵　晴海耕平訳 

ウィリアム・スタイグ〔作〕　せたていじ訳 

マリー・ホール・エッツ作・絵　松岡享子訳 

エルサ・ベスコフ作・絵　ひしきあきらこ訳 

ペーン・デュボア文・絵　松岡享子訳 

ルドウィヒ・ベーメルマンス文・絵　光吉夏弥訳・編

くどうなおこ作(くどうなおことのはらみんな)　島田光雄画 

田中和雄編　島田光雄画 

まど・みちお著　杉田豊画 

阪田寛夫詩　和田誠絵 

谷川俊太郎訳　堀内誠一画

バーボー、ホーンヤンスキー文　アーサー・プライス絵　石井桃子訳 

ボウマン、ビアンコ文　寺島竜一絵　瀬田貞二訳　 

チャールズ・ギラム文　丸木俊絵　石井桃子訳 

石井桃子編・訳　富山妙子画 

舟崎克彦文　赤羽末吉絵 

グリム兄弟編　茂田井武さし絵　相良守峯訳 

松岡享子訳 

賈芝、孫剣冰編　赤羽末吉絵　君島久子訳 

ルドミラ・ゼーマン文・絵　脇明子訳 

太田大八絵　瀬田貞二訳 

ポラジンスカ文　Ｍ・ブィリーナ絵　内田莉莎子訳 

アリス・ケルジー文　和田誠絵　岡村和子訳 

瀬田貞二文　瀬川康男、梶山俊夫絵 

ロバート・デイヴィス文　Ｆ・アイヘンバーグ絵　瀬田貞二訳 

Ａ・トルストイ、Ｍ・ブラートフ文　Ｅ・ラチョフ絵　高杉一郎、田中泰子訳 

イタロ・カルヴィーノ作　エマヌエーレ・ルッツァーティさし絵　河島英昭訳 

メリー・Ｃ・ハッチ文　富山妙子絵　渡辺茂男訳 

クーランダー、レスロー文　土方久功絵　渡辺茂男訳 

モーゼス・ガスター文　太田大八絵　光吉夏弥訳 

内田莉莎子編・訳　タチヤーナ・マブリナ画

オトフリート＝プロイスラー作　Ｆ＝Ｊ＝トリップ画　中村浩三訳 

ベバリイ＝クリアリー作　ルイス＝ダーリング絵　松岡享子訳 

リンドグレーン作　桜井誠絵　大塚勇三訳 

寺村輝夫作　和田誠絵 

アンデルセン〔作〕　初山滋さし絵　大畑末吉訳 

河野与一編・訳　稗田一穂さし絵

高楼方子作　千葉史子絵  　　  　 

書　　　　名

（小学校３・４年生向け）

いつもちこくのおとこのこ
－ジョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー－ 

カラスだんなのおよめとり
－アラスカのエスキモーのたのしいお話－

天からふってきたお金
－トルコのホジャのたのしいお話－

絵 本

出版年著者名・画家名・訳者名 出版社書　　　　名
昔話・神話

出版年著者名・画家名・訳者名 出版社書　　　　名
詩の本

出版年著者名・画家名・訳者名 出版社書　　　　名
物 語
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出版年著者名・画家名・訳者名 出版社
おうさまのたけうま 

大きな森の小さな家 

オンネリとアンネリのおうち 

風のまにまに号の旅－あなぐまビルのぼうけん１－ 

きつねものがたり 

キャプテンはつらいぜ 

霧のむこうのふしぎな町 

くしゃみくしゃみ天のめぐみ 

くまのパディントン 

車のいろは空のいろ　白いぼうし 

グレイ・ラビットのおはなし 

子ブタ　シープピッグ 

三月ひなのつき 

しずくの首飾り 

ジム・ボタンの機関車大旅行 

少年探偵ブラウン（１） 

すえっこＯちゃん 

セロひきのゴーシュ 

大造じいさんとガン 

龍の子太郎 

小さい魔女 

小さなスプーンおばさん 

ちびっこカムのぼうけん 

チョコレート工場の秘密 

ドリトル先生航海記 

長い長いお医者さんの話 

ながいながいペンギンの話 

なまけものの王さまとかしこい王女のお話 

バレエをおどりたかった馬 

ハンカチの上の花畑 

はんぶんのおんどり 

火のくつと風のサンダル 

ピノッキオの冒険 

ビロードうさぎ 

ふたりのロッテ 

フランダースの犬 

放課後の時間割 

ポリーとはらぺこオオカミ 

魔女学校の一年生 

魔女ジェニファとわたし 

町かどのジム 

マンホールからこんにちは 

ミオよ　わたしのミオ 

ミス・ヒッコリーと森のなかまたち 

みつばちじいさんの旅 

メロップスのわくわく大冒険１ 

木馬のぼうけん旅行 

モグラ原っぱのなかまたち 

やかまし村の子どもたち 

やまんば山のモッコたち 

ゆかいなホーマーくん 

雪わたり 

リボンときつねとゴムまりと月－村山籌子作品集１－ 

ルドルフとイッパイアッテナ 

学習研究社 

福音館書店 

プチグラパブリッシング 

大日本図書 

福音館書店 

講談社 

講談社 

福音館書店 

福音館書店 

ポプラ社 

岩波書店 

評論社 

福音館書店 

岩波書店 

岩波書店 

偕成社 

フェリシモ 

福音館書店 

偕成社 

講談社 

学習研究社 

学習研究社 

理論社 

評論社 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

徳間書店 

福音館書店 

あかね書房 

瑞雲舎 

童話館出版 

岩波書店 

童話館出版 

岩波書店 

岩波書店 

偕成社 

岩波書店 

評論社 

岩波書店 

童話館出版 

福音館書店 

徳間書店 

岩波書店 

福音館書店 

童話館出版 

評論社 

福音館書店 

あかね書房 

岩波書店 

福音館書店 

岩波書店 

福音館書店 

ＪＵＬＡ出版局 

講談社 

1968
1972
2005
1988
1966
2006
2006
1968
1967
2000
2000
1991
1963
1975
1986
1977
2003
1966
1978
2006
1965
1966
1999
2005
1978
2000
2000
2001
1999
1973
1996
1997
2000
2002
1962
2003
1987
1992
2002
2001
2001
1984
2002
1967
2005
1998
1986
2003
1968
1965
2000
2000
1969
1997
1987

ドクター＝スース作　つかさおさむ絵　みつよしなつや訳 

ローラ・インガルス・ワイルダー作　ガース・ウィリアムズ画　恩地三保子訳 

マリヤッタ・クレンニエミ作　マイヤ・カルマ絵　渡部翠訳 

‘ＢＢ’作　Ｄ．Ｊ．ワトキンス＝ピッチフォード絵　神鳥統夫訳 

ヨセフ・ラダ作・絵　内田莉莎子訳　 

後藤竜二作　杉浦範茂絵 

柏葉幸子作　杉田比呂美絵 

松岡享子作　寺島龍一画 

マイケル・ボンド作　ペギー・フォートナム画　松岡享子訳 

あまんきみこ作　北田卓史絵 

アリソン・アトリー作　フェイス・ジェイクスさし絵　石井桃子、中川李枝子訳 

ディック・キング＝スミス作　メアリー・レイナー絵　木原悦子訳 

石井桃子作　朝倉摂絵 

ジョーン・エイキン作　ヤン・ピアンコフスキー絵　猪熊葉子訳 

ミヒャエル・エンデ作　ラインハルト・ミヒルさし絵　上田真而子訳 

ドナルド＝ソボル作　桜井誠さし絵　花輪莞爾訳 

エディス＝ウンネルスタッド作　ルイス＝スロボドキン画　下村隆一・石井桃子訳 

宮沢賢治作　茂田井武画 

椋鳩十著　武部本一郎さし絵 

松谷みよ子著　田代三善絵 

オトフリート＝プロイスラー作　ウィニー＝ガイラー画　大塚勇三訳 

アルフ＝プリョイセン作　ビョールン＝ベルイ画　大塚勇三訳 

神沢利子作　山田三郎絵 

ロアルド・ダール著　クェンティン・ブレイク絵　柳瀬尚紀訳 

ヒュー・ロフティング作・さし絵　井伏鱒二訳 

カレル・チャペック作　ヨセフ・チャペックさし絵　中野好夫訳 

いぬいとみこ作　大友康夫画 

ミラ・ローベ作　ズージ・ヴァイゲル絵　佐々木田鶴子訳 

Ｈ・ストルテンベルグ作　さとうあや絵　菱木晃子訳 

安房直子作　岩淵慶造絵 

ジャンヌ・ロッシュ＝マゾン作　ほりうちせいいち絵　やまぐちともこ訳 

ウルズラ＝ウェルフェル作　久米宏一絵　関楠生訳 

コッローディ作　エドアルド・バルゲールさし絵　杉浦明平訳 

マージェリィ・ウィリアムズ文　ウィリアム・ニコルソン絵　石井桃子訳 

エーリヒ・ケストナー作　ワルター・トリヤーさし絵　高橋健二訳 

ウィーダ作　ハルメン・ファン・ストラーテンさし絵　野坂悦子訳 

岡田淳作・絵 

キャサリン・ストー作　マージョリー＝アン・ワッツさし絵　掛川恭子訳 

ジル・マーフィ作・絵　松川真弓訳　 

Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ作・さし絵　松永ふみ子訳 

エリノア・ファージョン文　エドワード・アーディゾーニ絵　松岡享子訳 

マーガレット・マーヒー作　シャーリー・ヒューズ画　石井桃子訳 

いとうひろし作 

リンドグレーン作　イロン・ヴィークランドさし絵　大塚勇三訳 

フランク・ストックトン作　モーリス・センダック絵　光吉夏弥訳 

トミー・ウンゲラー文・絵　麻生九美訳 

アーシュラ・ウィリアムズ作　ペギー・フォートナム画　石井桃子訳 

古田足日作　田畑精一絵　 

リンドグレーン作　イロン・ヴィークランドさし絵　大塚勇三訳 

富安陽子作　降矢奈々画 

ロバート・マックロスキー作・さし絵　石井桃子訳 

宮沢賢治著　堀内誠一画 

村山籌子作　村山知義絵 

斉藤洋作　杉浦範茂絵 

書　　　　名

魔法使いのチョコレート・ケーキ
－マーガレット・マーヒーお話集－ 

キャロライン・シャーウィン・ベイリー作
ルース・クリスマン・ガネット画　坪井郁美訳 
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探検しよう！　本の世界を
－大分県立図書館推薦図書リスト－

出版年著者名・画家名・訳者名 出版社
おーいぽぽんた-声で読む日本の詩歌166 

木はえらい イギリス子ども詩集 

しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 

てつがくのライオン 工藤直子少年詩集 

みみをすます

イグアナくんのおじゃまな毎日 

ウロコ 

おれがあいつであいつがおれで 

かもとりごんべえ－ゆかいな昔話50選 

キツネ山の夏休み 

きまぐれロボット 

銀河鉄道の夜（宮沢賢治童話集2） 

木かげの家の小人たち 

ごんきつね 

白狐魔記 源平の風 

旅のはじまり（黒ねこサンゴロウ1） 

だれも知らない小さな国（コロボックル物語1） 

時計坂の家 

二分間の冒険 

ノンちゃん雲に乗る 

花仙人 中国の昔話 

はなはなみんみ物語（はなはなみんみ物語1） 

花豆の煮えるまで 

肥後の石工 

冒険者たち ガンバと十五ひきの仲間 

ぼくのお姉さん 

ぽっぺん先生の日曜日 

魔女の宅急便 

茂吉のねこ 

森の王国 自然がぼくにくれたもの 

わらしべ長者－日本民話選 

青い鳥 

赤毛のアン 

あしながおじさん 

アラビアン・ナイト 

エーミールと探偵たち 

オズの魔法使い 

思い出のマーニー 上・下 

親指姫 

怪談 小泉八雲怪奇短編集 

怪盗紳士ルパン（アルセーヌ＝ルパン全集1） 

風にのってきたメアリー・ポピンズ 

かるいお姫さま 

きゅうりの王さまやっつけろ 

キルディー小屋のアライグマ 

くまのプーさん プー横町にたった家 

くらやみ城の冒険（ミス・ビアンカシリーズ1）  

福音館書店 

岩波書店 

冨山房 

理論社 

福音館書店 

偕成社 

教育画劇 

旺文社 

岩波書店 

あかね書房 

理論社 

岩波書店 

福音館書店 

岩波書店 

偕成社 

偕成社 

講談社 

リブリオ出版 

偕成社 

福音館書店 

福音館書店 

リブリオ出版 

偕成社 

岩波書店 

岩波書店 

偕成社 

岩波書店 

福音館書店 

偕成社 

偕成社 

岩波書店 

岩波書店 

ポプラ社 

岩波書店 

福音館書店 

岩波書店 

福音館書店 

岩波書店 

福音館書店 

偕成社 

偕成社 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

福音館書店 

岩波書店 

岩波書店 

2001
2000
1995
1982
1982

1997
1994
1980
2000
1994
1999
1963
1967
2002
1996
1994
1985
1992
1985
1967
1998
1980
1993
2001
1982
1986
2000
1985
1976
1996
2000

2004
2004
2002
1997
1962
1990
2003
1992
1991
1981
2000
2005
2001
2006
1962
1987

茨木のり子ほか編 柚木沙弥郎画 

谷川俊太郎／川崎洋編訳 

はせみつこ編 飯野和好絵 

工藤直子著 佐野洋子画 

谷川俊太郎著 柳生弦一郎絵・装本 

佐藤多佳子文 はらだたけひで絵 

沢田徳子文 太田大八絵 

山中恒文 長谷川集平絵 

稲田和子編 宮田奈穂さし絵 

富安陽子著 

星新一文 和田誠絵 

宮沢賢治文 春日部たすく絵 

いぬいとみこ作 吉井忠画 

新美南吉作 宮田奈穂さし絵 

斉藤洋文 高畠純絵 

竹下文子文 鈴木まもる絵 

佐藤さとる作 村上勉絵 

高楼方子著 千葉史子絵 

岡田淳文 太田大八絵 

石井桃子作 中川宗弥画 

松岡享子文 蔡【コウ】画 

わたりむつこ作 本庄ひさ子絵 

安房直子作 味戸ケイコ絵 

今西祐行作 太田大八さし絵 

齋藤惇夫作 藪内正幸画 

丘修三著 かみやしん絵 

舟崎克彦作・絵 

角野栄子作 林明子画 

松谷みよ子著 田代三善絵 

竹田津実著 

木下順二作 赤羽末吉画 

メーテルリンク作 末松氷海子訳 

ルーシー・モード・モンゴメリ文 村岡花子訳 

ジーン・ウエブスター文・絵 谷口由美子訳 

ケイト・D・ウィギン、ノラ・A・スミス編 坂井晴彦訳 W.ハーヴェイほか画 

ケストナー作 池田香代子訳 

ライマン・フランク・バウム作 渡辺茂男訳 ウィリアム・ウォーレス・デンスロウ画 

ジョーン・ロビンソン文 ペギー・フォートナム絵 松野正子訳 

小泉八雲著 平井呈一訳 

モーリス・ルブラン文 竹西英夫訳 

トラヴァース作 林容吉訳 M･シェパード絵 

ジョージ・マクドナルド作 脇明子訳 アーサー・ヒューズ挿絵 

クリスティーネ・ネストリンガー作 若林ひとみ訳 ベルナー・マウラー絵 

ラザフォード・モンゴメリ作 松永ふみ子訳 バーバラ・クーニー画 

ミルン作 石井桃子訳 E・H・シェパード絵 

マージョリー・シャープ作 渡辺茂男訳 ガース・ウィリアムズ絵 

書　　　　名

（小学校５・６年生向け）
詩の本

出版年著者名・画家名・訳者名 出版社書　　　　名
日本の物語

出版年著者名・画家名・訳者名 出版社書　　　　名
外国の物語

ハンス・クリスチャン・アンデルセン作
大塚勇三編・訳 イブ・スパング・オルセン画 
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出版年著者名・画家名・訳者名 出版社
クリスマス・キャロル 

グリーン・ノウの子どもたち（グリーン･ノウ物語1） 

クローディアの秘密 

元気なモファットきょうだい 

子どもだけの町 

コーンウォールの聖杯 

西遊記上・下 

さすらいの孤児ラスムス（リンドグレーン作品集11） 

ジャータカ物語 インドの古いおはなし 

ジャックと豆のつる イギリス民話選 

シャーロック・ホウムズまだらのひも 

シャーロットのおくりもの 

ジャングル・ブック 

ジンゴ・ジャンゴの冒険旅行 

第八森の子どもたち 

太陽の東月の西 

たのしい川べ－ヒキガエルの冒険 

たのしいムーミン一家（ムーミン童話全集2） 

タランと角の王（プリディン物語1） 

小さい牛追い 

チベットのものいう鳥 

天才コオロギ ニューヨークへ 

時をさまようタック 

飛ぶ教室（ケストナー少年文学全集4） 

とぶ船 上・下 

トム・ソーヤーの冒険 上・下 

トンデモネズミ大活躍 

西風のくれた鍵 

二年間の休暇 

人形の家 

ぬすまれた宝物 

ネギをうえた人－朝鮮民話選 

のっぽのサラ 

ハイジ 

ピーター・パンとウェンディ 

秘密の花園 

百まいのドレス 

ふしぎの国のアリス 

ホビットの冒険 

マチルダはちいさな大天才 

まぼろしの白馬 

マリアンヌの夢 

ムギと王さま（ファージョン作品集3） 

名探偵カッレくん 

モモ 

森は生きている 

やぎと少年 

幽霊を見た10の話 

床下の小人たち（小人の冒険シリーズ） 

ライオンと魔女（ナルニア国ものがたり1） 

リトルベアー 小さなインディアンの秘密 

ロボ カランポーのオオカミ王（シートン動物記3） 

若草物語 

岩波書店 

評論社 

岩波書店 

岩波書店 

フェリシモ 

学習研究社 

福音館書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

あすなろ書房 

福音館書店 

あかね書房 

福音館書店 

岩波書店 

岩波書店 

講談社 

評論社 

岩波書店 

岩波書店 

あすなろ書房 

評論社 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

福音館書店 

岩波書店 

評論社 

岩波書店 

徳間書店 

福音館書店 

福音館書店 

福音館書店 

岩波書店 

福音館書店 

岩波書店 

評論社 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

岩波書店 

小峰書店 

福音館書店 

福音館書店 

2001
1972
2000
2004
2004
2002
1975
1965
2006
1967
2000
2001
1979
1995
2007
2005
1963
1990
1972
2005
1977
2004
1989
1962
2006
2001
1970
2001
1968
2000
1977
2001
2003
1974
1972
1979
2006
1971
1965
2005
2007
2001
1971
1965
1976
1972
1979
1984
1969
1966
1995
2003
1985

ディケンズ作 脇明子訳 

L・M・ボストン作 亀井俊介訳 P・ボストン絵 

カニグズバーグ作・画 松永ふみ子訳 

エスティス作 渡辺茂男訳 スロボドキン絵 

ヘンリー・ウィンターフェルト文 ウィリアム・ハッチンソン絵 大塚勇三訳 

スーザン・クーパー文 マーガレット・ギル絵 武内孝夫訳 

呉承恩作 君島久子訳 瀬川康男画 

アストリッド・リンドグレーン作 尾崎義訳 エーリック・パルムクヴィストさし絵 

辻直四郎／渡辺照宏訳 

ジェイコブス作 木下順二訳 瀬川康男訳 

コナン・ドイル作 林克己訳 岩淵慶造絵 

E・B・ホワイト作 さくまゆみこ訳 ガース・ウィリアムズ絵 

キップリング作 木島始訳 石川勇画 

S・フライシュマン文 佐竹美保絵 渡邉了介訳 

エルス・ペルフロム作 ペーター・フォン・ストラーデン絵 野坂悦子訳 

アスビョルンセン編 佐藤俊彦訳 富山妙子絵 

グレーアム作 石井桃子訳 E・H・シェパード絵 

ヤンソン作・絵 山室静訳 

ロイド・アリグザンダー作 神宮輝夫訳 

マリー・ハムズン作 石井桃子訳 エルザ・ジェムさし絵 

田海燕編 君島久子訳 太田大八画 

ジョージ・セルデン作 吉田新一訳 ガース・ウィリアムズ画 

ナタリー・バビット作 小野和子訳 

ケストナー作 高橋健二訳 トリヤー絵 

H・ルイス作 石井桃子訳 

トウェイン作 石井桃子訳 

ポール・ギャリコ作 矢川澄子訳 ジャーネット，アン・グレアム＝ジョンストンさし絵 

アリソン・アトリー作 石井桃子、中川李枝子訳 アイリーン・ホーキンズさし絵 

ベルヌ作 朝倉剛訳 太田大八画 

ルーマー・ゴッデン文 堀内誠一絵 瀬田貞二訳 

ウィリアム・スタイグ著・画 金子メロン訳 

金素雲編 金義煥絵 

パトリシア・マクラクラン文 金原瑞人訳 中村悦子絵 

シュピーリ作 矢川澄子訳 ハイ画 

バリー作 石井桃子訳 ベッドフォード画 

フランシス・ホジソン・バーネット文 堀内誠一絵 猪熊葉子訳 

エレナー・エスティス作 石井桃子訳 ルイス・スロボドキン絵 

キャロル作 生野幸吉訳 テニエル画 

トールキン作 瀬田貞二訳 寺島竜一絵 

ロアルド・ダール作 宮下嶺夫訳 クェンティン・ブレイク絵 

エリザベス・グージ作 石井桃子訳 ウォルター・ボッジスさし絵 

キャサリン・ストー作 猪熊葉子訳 

ファージョン作 石井桃子訳 アーディゾーニ絵 

リンドグレーン作 尾崎義訳 ラウレル絵 

エンデ作・絵 大島かおり訳 

マルシャーク作 湯浅芳子訳 ズスマーン絵 

I．B．シンガー作 工藤幸雄訳 モーリス・センダックさし絵 

フィリパ・ピアス作 高杉一郎訳 

ノートン作 林容吉訳 スタンレー絵 

C・S・ルイス作 瀬田貞二 ベインズ絵 

リード・バンクス作 渡辺南都子訳 

アーネスト・T・シートン文・絵 今泉吉晴訳 

ルイザ・メイ・オールコット文 ターシャ・チューダー絵 矢川澄子訳 

書　　　　名


