
2021年11月現在

書　名 著　者　名 出　版　社 再生時間

1 赤ずきん バーナディット・ワッツ/絵　生野幸/訳 岩波書店 0：17

2 あまのいわと 赤羽末吉/絵　船崎克彦/文 トモ企画 0：36

3 いちねんせいのがっこうたんけん おか　しゅうぞう/さく　ふじた　ひおこ/え 佼成出版社 0：37

4 いちばんまちどおしい日 土田義晴/作・絵 ポプラ社 0：31

5 いもうとのにゅういん 筒井頼子/さく　林　明子/え 福音館書店 0：14

6 ウィルフレッドの山登り ジル・バークレイム/作　岸田衿子/訳 講談社 0：48

7 牛女 小川未明/作 戸田幸四郎/画 戸田デザイン研究室 0：36

8 海辺のくま クレイ・カーミッシェル/作  江國香織/訳 ＢＬ出版 0：15

9 えっちゃんのあけた青いまど 岸武雄/文　宮本忠夫/絵 新日本出版社 0：31

10
えほんこどもにほんご学１
主語・述語のえほん「ぼくはとりだよ！」

安部朋世，　宮川健郎/文
田中　六大/絵

岩崎書店 0：45

11
えほんこどもにほんご学３
敬語のえほん「ロックだぜ！あっ、ロックですよ」

安部朋世，　宮川健郎/文
田中　六大/絵

岩崎書店 1：00

12
えほんこどもにほんご学４
だれが主役かのえほん「どっちがどっち？」

安部朋世，　宮川健郎/文
田中　六大/絵

岩崎書店 0：52

13 おーい、こちら灯台 ソフィー・ブラッコール/さく　山口文生/やく 評論社 1：18

14 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本鶏介/作　長谷川義史/絵 鈴木出版 0：20

15 おとうさんはだいくさん 平田昌広/作　鈴木まもる/絵 佼成出版社 0：47

16 かえりみち あまんきみこ/作　　西巻茅子/画 童心社 0：12

17 カラスのクロと花子 椋　鳩十/作　藤沢友一/絵 ひくまの出版 0：22

18 カンガとルー森にくる
A.A.ミルン/ぶん　E.H.シェパード/え
石井桃子/やく

岩波書店 0：46

19 きいろい家
ブレイク・モリスン/作　ヘレン　クレイグ/絵
清水奈緒子/訳

セーラー出版 0：13

20 きかんぼうやといぬ
バルブロ・リンドグレン/作　エヴァ・エリクソン/絵
おのでら ゆりこ/訳

祐学社 0：18

21 木のはえた花嫁 セイモア・チュウェスト/絵　島田香/訳 西村書店 0：36

22 きりのきむらへおよめいり 津谷タズ子/作　梶山俊夫/絵 佼成出版社 0：18

23 きんいろあらし カズコ・Ｇ・ストーン/作 福音館書店 0：13

24 紅玉 後藤　竜二/文　高田　三郎/絵 新日本出版社 0：15

25 こうしがうまれた 新井陽子/ぶん　中村英夫/え 福音館書店 0：14

26 さーかす ディック・ブルーナ/ぶん・え　石井桃子/やく 福音館書店 0：06

27 さあ　たべようね Ｈ．Ａ．レイ/作　石竹光江/訳 文化出版局 0：07

28 サンタクロースのおくりもの
E．クラーク/作　E．J．オームロッド/絵
 戸田早紀/訳

金の星社 0：37

29 さんぽにいこうよ さとうさとる さく/　むらかみつとむ/え 偕成社 0：45

30 じごくのそうべえ 田島征彦/作 童心社 0：17

　　　【絵　本】
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書　名 著　者　名 出　版　社 再生時間

31 地震がおきたら
谷　敏行/原案　畑中　弘子/文
かなざわまゆこ/絵

ＢＬ出版 1：02

32 しゃがんでみつけた 小林俊樹/文　たかはし　きよし/絵 福音館書店 0：19

33 しろ、あか、きいろ
ディック・ブルーナ/ぶん・え
まつおか　きょうこ/やく

福音館書店 0：04

34 白い風とりんごの花   熊谷まちこ/作・絵 PHP研究所 0：16

35 白猫 エロール・ル・カイン/再話・絵　中川千尋/訳 ほるぷ出版 0：22

36 しろふくろうのぼうけん日記 斉藤洋/作　高畠純/絵 ほるぷ出版 0：44

37 スイミー レオ＝レオニ/作　　谷川俊太郎/訳 好学社 0：08

38 すからおちたこすずめ ロバート・フィスカー/さく　スベン・オットー/絵 評論社 0：11

39 ぞうくんのおおかぜさんぽ なかの　ひろたか/さく・え 福音館書店 0：06

40 そらいろ男爵
ジル・ボム/文　ティエリー・デデュー/絵
中島さおり/訳

主婦の友社 0：19

41 たまごだいすき 高田勲/作・絵 岩崎書店 0：35

42 たんぽぽのはらで 李友子/作　李孝美/絵 鮮青年社 0：16

43 ちいさいひこうき
ロイス・レンスキー/ぶん・え
わたなべしげお/やく

福音館書店 0：15

44 月へいった女の子 鈴木トミエ/ 文・絵 北海道出版企画センター 0：16

45 テーブルマナーの絵本 高野　紀子/作 あすなろ書房 2：26

46 とうだいのひまわり にいざか　かずお/さく・え 福音館書店 0：08

47 とうろうながし 松谷みよ子/文 　丸木俊/絵　 偕成社 0：18

48 となりのモリタ 神沢利子/文　片山健/絵 クレヨンハウス 0：28

49 トミーが三歳になった日 ミース・バウハウス/ぶん　よこやま　かずこ/やく ほるぷ出版 1：53

50 鳥たちの木　ドミニカ共和国 カンディド・ビド/文・絵   山本真梨子/訳 蝸牛社 0：23

51 ないたあかおに はまだひろすけ/文 　いけだ　たつお/絵 偕成社 0：30

52 ねむりひめ　グリム童話 グリム/著 フェリクス・ホフマン/絵　せたていじ/訳 福音館書店 0：21

53 はいくのえほん 西本鶏介/編・文　清水耕蔵/絵 鈴木出版 0：50

54 ハキちゃんのはっぴょうします 薫　くみこ/さく　つちだ　のぶこ/え 佼成出版社 0：19

55 ばけものつかい 落語絵本１ 川端　誠/作 クレヨンハウス 0：25

56 はっぱじゃないよ　ぼくがいる 姉崎一馬/ 写真・文 アリス館 0：23

57 パパ・ヴァイト
インゲ・ドイチュクローン/作
ルーカス・リューゲンベルク/絵　藤村　美織/訳

汐文社 0：47

58 ひめねずみのみーま 白石久美子/さく 福音館書店 0：18

59 ぶながやの森 手塚カズ/文・絵 MBC２１ 0：38

60 ぺんきや 梨木香歩/作　出久根育/絵. 理論社 0：40

61 へんしんマラソン あきやま　ただし/作・絵 金の星社 0：11

62 ぼくの島 バーバラ・クーニー/さく 　かけがわやすこ/やく ほるぷ出版 0：37
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書　名 著　者　名 出　版　社 再生時間

63 干し柿 西村豊/写真・文 あかね書房 0：21

64 ホレのおばさん        高田敏子/文 　直江真砂/絵 チャイルド絵本館 0：29

65 モモちゃんとこや 松谷みよ子/文　 武田美穂/絵 講談社 0：07

66 ゆかいなばけくらべ 椋　鳩十/著　斉藤博之/画 ひくのま出版 0：33

67 ゆきのひのうさこちゃん ディック・ブルーナ/ぶん・え　いしい　ももこ/やく 福音館書店 0：07

68 ゆきの子シュメ ベッティーナ・アンゾルゲ/作　とおやま あきこ/訳 福武書店 0：23

69 ゆみ子の絵日記 宮本ゆみ子/作　宮本美音子/絵 福武書店 1：13

70 妖精たちの花祭り 永田　萌/絵・ことば 集英社 0：26

71 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ/ぶん・え　とくながやすもと/やく 福音館書店 0：43

72 りんごあげるね さえぐさ ひろこ/作　 いしい つとむ/絵 童心社 0：23

73 ルルちゃんのくつした せな　けいこ/さく・え 福音館書店 0：03

74  アジアのおはなし、読んでみよう 「世界の子どもたち」の会/編訳　上嶋恵津子/絵 てらいんく 7：43

75 いいとわるい　哲学のおやつ
ブリジット・ラベ　ミシェル・ピュエシュ/著
西川葉澄/訳

汐文社 0：25

76 生きると死ぬ　哲学のおやつ
ブリジット・ラべ　ミシェル・ピュエシュ/著
西川葉澄/訳

汐文社 1：05

77 川をくだる小人たち メアリー・ノートン/著　林容吉/訳 岩波書店 8：34

78 車のいろは空のいろ　白いぼうし あまんきみこ/作　　北田卓史/絵 ポプラ社 2：00

79 車のいろは空のいろ　春のお客さん あまんきみこ/作　　北田卓史/絵 ポプラ社 2：16

80 車のいろは空のいろ　星のタクシー あまんきみこ/作　　北田卓史/絵 ポプラ社 2：23

81 高校留学アドバイス 伊藤史子/著 岩波書店 6：22

82 幸福と不幸　哲学のおやつ
ブリジット・ラべ  ミシェル・ピュエシュ/ 著
西川葉澄/訳

汐文社 1：32

83
心にのこる
オリンピック・パラリンピックの読みもの １

大野　益弘/監修 学校図書 6：38

84
心にのこる
オリンピック・パラリンピックの読みもの ２

大野　益弘/監修 学校図書 6：12

85
心にのこる
オリンピック・パラリンピックの読みもの ３

大野　益弘/監修 学校図書 6：25

86
心にのこる
オリンピック・パラリンピックの読みもの 別巻

大野　益弘/監修 学校図書 6：57

87 ココロにのこる科学のおはなし 丸山　茂徳/著　大石　容子/絵 数研出版 3：10

88 古事記　わたしの古典 与田　準一/文　近岡　善次郎/絵 童心社 3：12

89 小人たちの新しい家 メアリー・ノートン/著　林容吉/訳 岩波書店 14：25

90 コミュニケーションの日本語 森山　卓郎/著 岩波書店 5：31

91 こんにちはアグネス先生
カークパトリック・ヒル/著　宮木陽子/訳
朝倉めぐみ/絵

あかね書房 4：38

92 仕事とお金　哲学のおやつ
ブリジット・ラべ  ミシェル・ピュエシュ/ 著
西川葉澄/訳

汐文社 0：59

93 じぶんと他人　哲学のおやつ
ブリジット・ラべ  デュポン・ブリエ/ 著
西川葉澄/訳

汐文社 1：05

 　　【児童書】
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書　名 著　者　名 出　版　社 再生時間

94 社会を生きるための教科書 川井　竜介/著 岩波書店 5：12

95 10代からのワークルール１ 上西充子/監修　朝倉千夏/イラスト 旬報社 2：19

96 10代からのワークルール２ 上西充子/監修　朝倉千夏/イラスト 旬報社 2：25

97
小学校学習漢字
１００６字がすべて読める漢字童話

井上　憲雄/文・絵 本の泉社 3：25

98 少年探偵１　怪人二十面相 江戸川　乱歩/作　藤田　新策/画 ポプラ社 5：28

99 少年探偵２　少年探偵団 江戸川　乱歩/作　佐竹　美保/画 ポプラ社 4：41

100 少年探偵３　妖怪博士 江戸川　乱歩/作　佐藤　道明/画 ポプラ社 6：33

101 少年探偵４　大金塊 江戸川　乱歩/作　佐竹　美保/画 ポプラ社 4：41

102 少年探偵５　青銅の魔人　 江戸川　乱歩/作　佐藤　道明/画 ポプラ社 4：14

103 少年探偵６　地底の魔術王　 江戸川　乱歩/作　佐藤　道明/画 ポプラ社 4：33

104 少年探偵７　透明怪人 江戸川　乱歩/作　佐竹　美保/画 ポプラ社 5：33

105 少年探偵８　怪奇四十面相 江戸川　乱歩/作　佐藤　道明/画 ポプラ社 4：22

106 少年探偵９　宇宙怪人 江戸川　乱歩/作　藤田　新策/画 ポプラ社 4：11

107 少年探偵10　鉄塔王国の恐怖 江戸川　乱歩/作　佐竹　美保/画 ポプラ社 4：10

108 少年探偵11　灰色の巨人 江戸川　乱歩/作　佐竹　美保/画 ポプラ社 3：43

109 少年探偵12　海底の魔術師 江戸川　乱歩/作　佐藤　道明/画 ポプラ社 3：42

110 少年探偵13　黄金豹 江戸川　乱歩/作　藤田　新策/画 ポプラ社 3：42

111 少年探偵14　魔法博士 江戸川　乱歩/作　佐竹　美保/画 ポプラ社 4：01

112 少年探偵15　サーカスの怪人 江戸川　乱歩/作　藤田　新策/画 ポプラ社 4：15

113 少年探偵16　魔人ゴング 江戸川　乱歩/作　佐藤　道明/画 ポプラ社 3：36

114 少年探偵17　魔法人形 江戸川　乱歩/作　佐竹　美保/画 ポプラ社 3：57

115 少年探偵18　奇面城の秘密 江戸川　乱歩/作　藤田　新策/画 ポプラ社 3：57

116 少年探偵19　夜光人間 江戸川　乱歩/作　佐藤　道明/画 ポプラ社 3：58

117 少年探偵20　塔上の奇術師 江戸川　乱歩/作　佐竹　美保/画 ポプラ社 4：09

118 少年探偵21　鉄人Q 江戸川　乱歩/作　佐藤　道明/画 ポプラ社 4：04

119 少年探偵22　仮面の恐怖王 江戸川　乱歩/作　佐竹　美保/画 ポプラ社 4：11

120 少年探偵23　電人Ｍ 江戸川　乱歩/作　佐藤　道明/画 ポプラ社 4：27

121 少年探偵24　二十面相の呪い 江戸川　乱歩/作　佐竹　美保/画 ポプラ社 5：20

122 スポーツを仕事にする 生島淳/著 筑摩書店 4：46

123 成功と失敗　哲学のおやつ
ブリジット・ラべ  ミシェル・ピュエシュ/ 著
西川葉澄/訳

汐文社 1：13

124 戦争と平和　哲学のおやつ
ブリジット・ラべ  ミシェル・ピュエシュ/ 著
西川葉澄/訳

汐文社 1：19

125 空をとぶ小人たち メアリー・ノートン/著　林容吉/訳 岩波書店 6：48
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書　名 著　者　名 出　版　社 再生時間

126
大学で大人気の先生が語る
〈失敗〉〈挑戦〉〈成長〉の自立学

佐藤　剛史/著 岩波書店 3：50

127 中学生に贈りたい心の詩４０　心の友だち 水内　喜久雄/編著 ＰＨＰ研究所 1：39

128 てのひらの中の宇宙 川端裕人/著 角川書店 4：16

129 七草小屋のふしぎなわすれもの 島村木綿子/作　菊池恭子/絵 国土社 2：31

130 七頭の盲導犬と歩んできた道 沢田俊子/文　野寺夕子/写真 学研教育出版 4：08

131 野に出た小人たち メアリー・ノートン/著　林容吉/訳 岩波書店 9：57

132
はじめてふれる
日本の二十四節気・七十二候　１

根本　浩/著　小林　絵里子/絵 汐文社 1：57

133
はじめてふれる
日本の二十四節気・七十二候　２

根本　浩/著　小林　絵里子/絵 汐文社 2：01

134
はじめてふれる
日本の二十四節気・七十二候　３

根本　浩/著　小林　絵里子/絵 汐文社 1：55

135
はじめてふれる
日本の二十四節気・七十二候　４

根本　浩/著　小林　絵里子/絵 汐文社 1：49

136 光はやみより 手島悠介/作　藤本四郎/絵 中央法規出版 6：59

137 平和の種をまく 大塚　敦子/写真・文 岩崎書店 0：59

138 ヘンとふつう　哲学のおやつ
ブリジット・ラべ  デュポン・ブリエ/ 著
西川葉澄/訳

汐文社 1：28

139 床下の小人たち メアリー・ノートン/著　林容吉/訳 岩波書店 7：34

140 レネット　金色の林檎 名木田恵子/著 金の星社 2：48

141 今からはじめる！就職へのレッスン 杉山　由美子/著 ペリカン社 4：00

142 オープンキャンパスの超トクする歩き方講座 石橋知也/著 エール出版社 2：28

143 書きこみ教科書詳説世界史 石井　栄二/編 山川出版社 28：07

144 現代文と格闘する　改訂版 竹国友康　前中昭　牧野剛/共著 河合出版 22：11

145
高校生　就職面接の受け方答え方
’13年版

成美堂出版部 成美堂出版 3：48

146
公務員試験行政５科目
まるごとパスワードｎｅｏ

高瀬淳一/著 実務教育出版 10：44

147
個性で勝つ！楽しい就活　面接編
面接を楽しむ！最強コミュニケーション術

野口　英雄/著 大原出版 8：30

148
色彩を持たない多崎つくると、
彼の巡礼の年

村上春樹/著 文藝春秋 12：44

149 思考の整理学 外山滋比古/著 筑摩書房 8：16

150 実践！はじめての茶会 入江　宗敬/著 淡交社 2：42

151 12歳からの現代思想　ちくま新書805 岡本　裕一朗/著 筑摩書房 6：05

152 障害のある子の親である私たち 福井　公子/著 生活書院 3：58

153 大学院入試小論文の書き方 佐々木　昭則/著 法学書院 10：24

154 大学受験のための小説講義 石原　千秋/著 筑摩書房 13：16

155 ちゃんと知りたい！新型コロナの科学 出村政彬/著 日経サイエンス 10：11

156 ナトセンおすすめＹＡ映画館 名取　弘文/著 子どもの未来社 9：32

 　　【一般書】
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書　名 著　者　名 出　版　社 再生時間

157
何をPRしたらいいかわからない人の
受かる！自己PR作成術

坂本直文/著 日本実業出版社 6：57

158 ビジネス会話力検定公式テキスト 石井典子/編　全国就職活動支援協会/監修
日本能率協会
マネジメントセンター

4：05

159 普通免許〔最強総まとめ〕問題集 長信一/著 高橋書店 8：16

160 留学生と中学生・高校生のための日本史入門 庵　功雄/著 晃洋書房 4：37

161 理系大学生活ハンドブック 原田　淳/著 化学同人 5：22

162 わたしが正義について語るなら やなせたかし/著 ポプラ社 3：32
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