
資料 請求記号１ 請求記号２ 書名 著者１ 著者２ 出版者 出版年 叢書名（シリーズ名）
1 絵本 E ｱｽ セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治／作 赤羽　末吉／絵 偕成社 1989 日本の童話名作選
2 絵本 E ｱﾋ なめとこ山の熊 宮沢　賢治／作 あべ　弘士／絵 三起商行 2007 ミキハウスの絵本
3 絵本 E ｱﾘ オツベルと象 宮沢　賢治／作 荒井　良二／絵 三起商行 2007 ミキハウスの絵本
4 絵本 E ｲｶ 山男の四月 宮沢　賢治／作 飯野　和好／絵 三起商行 2010 ミキハウスの絵本
5 絵本 E ｲﾋ 水仙月の四日 宮沢　賢治／作 伊勢　英子／絵 偕成社 1995 日本の童話名作選
6 絵本 E ｲﾋ ざしき童子（ボツコ）のはなし 宮沢　賢治／作 伊勢　英子／絵 講談社 1985 宮沢賢治どうわえほん
7 絵本 E ｲﾋ よだかの星 宮沢　賢治／作 伊勢　英子／絵 講談社 1986 宮沢賢治どうわえほん
8 絵本 E ｵｲ 土神ときつね 宮沢　賢治／作 大畑　いくの／絵 三起商行 2010 ミキハウスの絵本
9 絵本 E ｵｹ いちょうの実 宮沢　賢治／作 及川　賢治／絵 三起商行 2008 ミキハウスの絵本

10 絵本 E ｵﾀ 洞熊学校を卒業した三人 宮沢　賢治／作 大島　妙子／絵 三起商行 2012 ミキハウスの絵本
11 絵本 E ｶｶ やまなし 宮沢　賢治／作 川上　和生／絵 三起商行 2006 ミキハウスの絵本
12 絵本 E ｶｹ 狼森（オイノもり）と笊森、盗森（ぬすともり宮沢　賢治／作 片山　健／絵 三起商行 2008 ミキハウスの絵本
13 絵本 E ｷﾀ 氷河ねずみの毛皮 宮沢　賢治／作 木内　達朗／絵 偕成社 2008 日本の童話名作選
14 絵本 E ｸｹ 猫の事務所 宮沢　賢治／作 黒井　健／絵 偕成社 1994 日本の童話名作選
15 絵本 E ｸｹ 水仙月の四日 宮沢　賢治／作 黒井　健／絵 三起商行 1999 ミキハウスの絵本
16 絵本 E ｺﾄ 注文の多い料理店 宮沢　賢治／作 小林　敏也／画 パロル舎 1989 画本宮沢賢治
17 絵本 E ｺﾄ オッベルと象 宮沢　賢治／作 小林　敏也／画 パロル舎 1987 画本宮沢賢治
18 絵本 E ｻｱ セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治／作 さとう　あや／絵 三起商行 2012 ミキハウスの絵本
19 絵本 E ｻﾕ よだかの星 宮沢　賢治／作 ささめや　ゆき／絵 三起商行 2008 ミキハウスの絵本
20 絵本 E ｼﾑ 注文の多い料理店 宮沢　賢治／作 島田　睦子／絵 偕成社 1984 日本の童話名作選
21 絵本 E ｽｺ 注文の多い料理店 宮沢　賢治／原作スズキ　コージ／絵 三起商行 〔１９８８ ミキハウスの絵本
22 絵本 E ｽﾏ 雪わたり 宮沢　賢治／作 鈴木　まもる／絵 講談社 1986 宮沢賢治どうわえほん
23 絵本 E ﾀｷ 気のいい火山弾 宮沢　賢治／作 田中　清代／絵 三起商行 2010 ミキハウスの絵本
24 絵本 E ﾀｾ どんぐりと山猫 宮沢　賢治／作 田島　征三／絵 三起商行 2006 ミキハウスの絵本
25 絵本 E ﾀﾐ 月夜のでんしんばしら 宮沢　賢治／作 竹内　通雅／絵 三起商行 2009 ミキハウスの絵本
26 絵本 E ﾀﾚ どんぐりと山猫 宮沢　賢治／作 高野　玲子／絵 偕成社 1989 日本の童話名作選
27 絵本 E ﾄｼ やまなし 宮沢　賢治／作 遠山　繁年／絵 偕成社 1987 日本の童話名作選
28 絵本 E ﾌｾ 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／原作藤城　清治／影絵と文 講談社 1982
29 絵本 E ﾎﾘ 氷河鼠の毛皮 宮沢　賢治／作 堀川　理万子／絵 三起商行 2011 ミキハウスの絵本
30 絵本 E ﾏﾏ 蛙のゴム靴 宮沢　賢治／作 松成　真理子／絵 三起商行 2011 ミキハウスの絵本
31 絵本 E ﾏﾖ ふたごの星 宮沢　賢治／文 松永　禎郎／絵 新日本出版社 2013
32 児童書 ﾐｹ 水仙月の四日 宮澤　賢治／作 高田　勲／絵 にっけん教育出版社 2005 宮沢賢治の童話絵本
33 児童書 ﾐｹ どんぐりと山猫 宮沢　賢治／作 本間　ちひろ／絵 にっけん教育出版社 2004 宮沢賢治の童話絵本
34 児童書 ﾐｹ 宮沢賢治童話集 宮沢　賢治／〔著北川　幸比古／責任編集 世界文化社 2004
35 児童書 ﾐｹ 宮沢賢治傑作集 宮沢　賢治／〔著鬼塚　りつ子／責任編集 世界文化社 2006
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