選書や読書指導に最適のブックガイド
ズッコケ三人組、忍たま乱太郎など、人気のシリーズ物も多数収録

子どもの本
日外アソシエーツ編

現代日本の創作 5000

A5・560頁

定価（本体4,700円＋税）

ISBN978-4-8169-1894-0

2005年8月刊行

イソップ寓話からハリー・ポッター、ハウルの動く城まで各国の名作

子どもの本

世界の児童文学 7000

日外アソシエーツ編

A5・570頁

2005年8月刊行

今、子どもに読まれている本を総覧！
●現在読まれている、児童文学書を作家ごとに一覧
できるブックガイドです。
●「現代日本の創作5000」は、尼子騒兵衛や那須正
幹など子どもたちに大人気の作家から、灰谷健次
郎、松谷みよ子まで、現代日本の代表的な児童文
学作家の作品を収録しています。
●「世界の児童文学7000」は、今も読み継がれてい
るグリムやアンデルセンから、大人も楽しめるJ.K.
ローリングの作品まで、世界各国の少年少女向け
文学作品を収録しました。
●作家ごとに、本のタイトル、出版社、挿絵画家など
基本的な書誌事項を記載。また、最近の本には選
書の目安となるように、簡単な内容紹介も付けまし
た。
「書名索引」付き。

※絶版

子どもの本

現代日本の創作 5000

あさのあつこ（バッテリー） 尼子騒兵衛（忍たま
乱太郎） あまんきみこ（かえりみち） 今江祥智
（わらいうさぎ） 今西祐行（一つの花） 上橋
菜穂子（精霊の守り人） 岡田淳（こそあどの森の
物語） 奥田継夫（そんなことって、ある） 柏葉
幸子（海のむこうのふしぎな町） かつおきんや
（天保の人びと） 角野栄子（魔女の宅急便）
神沢利子（たまごのあかちゃん） 後藤竜二（キャ
プテンはつらいぜ） 斉藤洋（ルドルフとイッパイ
アッテナ） 佐藤さとる（コロボックル物語） 末
吉暁子（ぞくぞく村のおばけ） 竹下文子（ピン・ポ
ン・バス） 寺村輝夫（おしゃべりなたまごやき）
那須正幹（ズッコケ三人組） 灰谷健次郎（太陽
の子） 舟崎克彦（ぽっぺん先生物語） 松谷み
よ子（ちいさいモモちゃん） まど・みちお（ママだ
いすき） 山中恒（クラマ博士のなぜ）…etc.

子どもの本

世界の児童文学 7000

ハンス・クリスチャン・アンデルセン（はだかの王さ
ま） ジュール・ヴェルヌ（海底2万マイル） ミ
ヒャエル・エンデ（モモ） ルイザ・メイ・オルコット
（若草物語） ルイス・キャロル（不思議の国のア
リス） グリム兄弟（グリム童話） 呉承恩（西遊
記） アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ（星の
王子さま） アーネスト・トムソン・シートン（シート
ン動物記） ダレン・シャン（バンパイア） ダイ
アナ・ウィン・ジョーズ（ハウルの動く城） アー
サー・コナン・ドイル（シャーロックホームズ）
シャルル・ペロー（赤ずきん） ライマン・フラン
ク・ボーム（オズの魔法使い） A.A.ミルン（くまの
プーさん） C.S.ルイス（ナルニア国ものがたり）
モーリス・ルブラン（怪盗ルパン） アストリッド・
リンドグレーン（ロッタちゃんとじてんしゃ）…etc.

好評既刊

子どもの本

日本の名作童話 6000

A5・390頁 定価
（本体4,700円＋税）
ISBN978-4-8169-1893-3
2005年2月刊行

●「次郎物語」
「にあんちゃん」
「銀河鉄道の夜」
など明治・大正・昭和期に活躍した作家204人の名作6,027冊を収録

『子どもの本 世界の児童文学 7000』

ルブラン,モーリス
Leblanc,Maurice
《フランス

1864〜1941》

内容
列車に怪盗ルパンがのりこんだと
いう情報におびえる夫人と同室の紳士が、強
盗におそわれました。強盗はルパンなのか？
それとも…。ルーアンの駅で救出された紳士
は、警官をしたがえて、強盗をおって大追跡
をはじめます。怪盗紳士ルパンが名探偵とし
ても大活躍！他、
『赤い絹のショール』
『やぎ皮

『逢坂剛の奇巌城』 逢坂剛 著；M.ルブラン
原作 講談社 2002.6 240p 19cm （シ
リーズ・冒険 6） 1200円
I 4-06-2701162
内容
少年時代の逢坂剛の心をも奪って
那須 正幹
いた大泥棒ルパン。少年時代に熱読したあの
なす・まさもと
興奮がよみがえる人気作家8人の翻案による冒
《1942〜》
険小説傑作シリーズ。
『奇岩城』 モーリス・ルブラン 著；榊原晃三
那須正幹作,前川か
訳 岩波書店 2001.7 391p 『ズッコケ三人組の卒業式』
19cm （岩
ずお原画,高橋信也作画
ポプラ
2004.12
波少年文庫） 760円
204p
21cm
（新・こども文学館
60）
1000円
I 4-00-1145278
I
4-591-083772
内容
殺人事件に巻きこまれた高校生
内容
いよいよ小学校ともお別れ！ し
ボートルレは、天才的な推理力を発揮して、
かし、三人組にまたまた事件だ！
小学中級
犯人を追いつめていく。その過程で彼は、つ
以上。ズッコケ三人組最終巻。
いに怪盗ルパンの本拠地 奇岩城 の秘密を解
『怪しい炎のクリスマス コロッケ探偵団 8』
くことに成功する。ルパン・シリーズ中の最
高傑作といわれる長編。中学以上。 那須正幹作,西村郁雄絵 小峰書店
2004.11 143p 21cm 1200円
『ルパン対ホームズ』 モーリス・ルブラン
4-338-15408-X
作；榊原晃三 訳 新版 岩波書店 I 2001.4
内容
衣川啓次郎ことコロッケが大活躍
403p 18cm （岩波少年文庫） 760円
するシリーズ、第8弾！
クリスマスを目前に
I 4-00-114526-X
して、コロッケの家の倉庫が放火された!?
犯
『アルセーヌ・ルパン』 なぞの旅行者 他
人を探して、コロッケたちは…。
モーリス・ルブラン 著；長島良三 訳；亀
那須正幹作,前川か
井洋子 絵 岩崎書店 2000.12『ズッコケ海底大陸の秘密』
178p 21
ずお原画,高橋信也作画
ポプラ社
2004.11
×16cm （世界の名探偵 3） 1300円
218p
18cm
（ズッコケ文庫）
600円
I 4-265-067336
I 4-591-083470
目次
なぞの旅行者；赤い絹のショー
『マルギットの首飾り
写楽ホーム凸凹探偵団
ル；やぎ皮服を着た男
7』 那須正幹作,関修一絵 講談社 2004.8
256p 18cm （講談社青い鳥文庫） 670円
I 4-06-1486594
内容
怪盗・土蜘蛛小僧が、担任の新庄
先生の家に伝わる、マルギットの首飾りをね
らっている！犯行予告をうけた先生に相談さ
れ、千佳たち探偵団は、怪盗をつかまえよう
と行動を開始した。だけど首飾りをねらって
いるのは怪盗だけではなさそうで、複雑に

内容見本

『子どもの本 現代日本の創作 5000』

なっていく事態に、軍平さんの推理もイマイ
チ歯切れが悪い。はたしてどうなるのか、最
後まで目がはなせない、シリーズ第7弾。小学
上級から。
『ズッコケ愛のプレゼント計画』 那須正幹作,前
川かずお原画,高橋信也作画 ポプラ社
2004．7 200p 21cm（新・こども文学館 59）
1000円 I 4-591-08207-5
内容
たいへんだー！有史以来の大珍事
が起きたよ！いったいハチベエちゃんの身に
なにが…？小学中級以上。
『広島お好み焼物語 ふしぎな食べものが生まれ
たのはなぜ？』 那須正幹著 PHP研究所
2004．7 162p 21cm（PHPノンフィクショ
ン） 1300円 I 4-569-68487-4
目次
お好み焼の食べ方,お好み焼のルー
ツ,お好み焼という名前,広島のお好み焼,戦後の
復興,よみがえる柳の葉,広島とお好み焼,「お好
み村」
の誕生,広島風お好み焼の確立,修学旅行
生とお好み焼,広島のお好み焼の未来
内容
広島の人はお好み焼が大すき。で
も、広島のお好み焼は日本人の多くが知って
いるお好み焼とは少しちがう。このふしぎな
食べものが広島で生まれたのは、なぜなの
か？謎を解くカギは、一九四五年八月に襲っ
てきた原子爆弾にあった。
『ズッコケ怪盗Xの再挑戦』 那須正幹作,前川かず
お原画,高橋信也作画 ポプラ社 2004.6
216p 18cm
（ズッコケ文庫） 600円
I 4-591-081672
『2年3組マンガ少女 町田メグちゃん』 那須正
幹作,はたこうしろう絵 ポプラ社 2004.3
79p 21cm
（おはなしバスケット 18） 900円
I 4-591-080641
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お問い合わせは…

日外アソシエーツ 営業局

TEL.03-3763-5241（代） FAX.03-3764-0845

〒140-0013 東京都品川区南大井6-16-16
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