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1 E いい あのときすきになったよ 薫　くみこ　さく 飯野　和好　え 教育画劇 1998
2 E いと けんかのきもち 柴田　愛子　文 伊藤　秀男　絵 ポプラ社 2001
3 E おお ともだち 太田　大八　作・絵 講談社 2004
4 E かた コッコさんのともだち 片山　健　さく・え 福音館書店 1991
5 E こば あいたい友だち 小林　豊　著 佼成出版社 2009
6 E なか ともだちってだれのこと？ 岩瀬　成子　作 中沢　美帆　絵 佼成出版社 2015
7 E はま てとてとてとて 浜田　桂子　さく 福音館書店 2008
8 E はや とん　ことり 筒井　頼子　さく 林　明子　え 福音館書店 1989
9 E ふり ともだちや 内田　麟太郎　作 降矢　なな　絵 偕成社 1998
10 E むら みんなともだち 中川　ひろたか　文 村上　康成　絵 童心社 1998
11 E わだ ともだち 谷川　俊太郎　文 和田　誠　絵 玉川大学出版部 2002
12 E カー ね、ぼくのともだちになって！ エリック＝カール　作 偕成社 1991
13 E ジエ どんなにきみがすきだかあててごらん サム・マクブラットニィ　ぶん アニタ・ジェラーム　え 小川　仁央　やく 評論社 1995
14 E スロ いっしょならもっといい ルイス・スロボドキン　作 木坂　涼　訳 偕成社 2011
15 E セン きみなんか　だいきらいさ モーリス・センダック　え ジャニス・メイ・アドリー　ぶん こだま　ともこ　訳 冨山房 1975
16 E セン くまくんのおともだち E・H・ミナリック　ぶん モーリス・センダック　え まつおか　きょうこ　やく 福音館書店 1972
17 E チヤ ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ　作 カードラ・モハメッド　作 ダーグ・チャーカ　絵 小林　葵　訳 岩崎書店 2009
18 E ブラ ゴリオとヒメちゃん アンソニー・ブラウン　さく 久山　太市　やく 評論社 2009
19 E フリ くまのコールテンくん ドン＝フリーマン　さく まつおか　きょうこ　やく 偕成社 1975
20 E マク ないしょのおともだち ビバリー・ドノフリオ　文 バーバラ・マクリントック　絵 福本　友美子　訳 ほるぷ出版 2009
21 E ルイ むこうがわのあのこ ジャクリーン・ウッドソン　文 E.B.ルイス　絵 さくま　ゆみこ　訳 光村教育図書 2010
22 E レオ あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ　作 藤田　圭雄　訳 至光社 1979
23 150 に １０歳の質問箱 日本ペンクラブ「子どもの本」委員会／編 鈴木　のりたけ　絵 小学館 2015
24 220 ふ 友だちになれたら、きっと。 ガリト・フィンク　作 メルヴェト・アクラム・シャーバーン　作 リツァ・ブダリカ　編 いぶき　けい　訳 鈴木出版 2007
25 361 あ アサーション・トレーニング　２ 鈴木　教夫　編著 汐文社 2014
26 370 た アイちゃんのいる教室 高倉　正樹　ぶん・しゃしん 偕成社 2013
27 380 せ 世界のともだち　０１ 長倉　洋海　写真・文 偕成社 2013

28 780 お オリンピックヒーローたちの物語 大野　益弘　著 ポプラ社 2012
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2/22「世界友情の日」にちなみ、友達に

関する本を集めました。
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書　　　　　　　　　　　名　 出版者名 出版年
29 911 み 中学生に贈りたい心の詩４０ 水内　喜久雄　編著 ＰＨＰ研究所 2013
30 913 あ 「リベンジする」とあいつは言った 朝比奈　蓉子　著 スカイエマ　絵 ポプラ社 2011
31 913 あ だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ 安房　直子　作 ひがし　ちから　絵 偕成社 2015
32 913 う Ｔｗｏ　Ｔｒａｉｎｓ 魚住　直子　作 あずみ虫　絵 学研 2007
33 913 お 学校ウサギをつかまえろ 岡田　淳　さく・え 偕成社 1986
34 913 く ハッピーノート 草野　たき　作 ともこエヴァーソン　画 福音館書店 2005
35 913 く ともだちは海のにおい 工藤　直子　作 長　新太　絵 理論社 2004
36 913 さ ぼくの・トモダチのつくりかた さとう　まきこ　作 杉田　比呂美　絵 ポプラ社 2004
37 913 た おともださにナリマ小 たかどの　ほうこ　作 にしむら　あつこ　絵 フレーベル館 2005
38 913 も ともだちのはじまり 最上　一平　作 みやこし　あきこ　絵 ポプラ社 2012
39 913 ゆ きつねのスケート ゆもと　かずみ　文 ほりかわ　りまこ　絵 徳間書店 1998
40 933 あ ともだちができちゃった！ セラ・アシャロン　ぶん 光吉　夏弥　やく スーザン・パール　え　 大日本図書 2010
41 933 い ネズミさんとモグラくんの楽しいおうち ウォン・ハーバート・イー　作 小野原　千鶴　訳 小峰書店 2010
42 933 う ベストフレンズいつまでも！ ジャクリーン・ウィルソン　作 ニック・シャラット　絵 尾高　薫　訳 理論社 2010
43 933 う リバウンド Ｅ．ウォルターズ　作 小梨　直　訳 深川　直美　画 福音館書店 2007
44 933 え 火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・Ｅ．エリクソン　作 ローレンス・ディ・フィオリ　絵 佐藤　凉子　訳 評論社 2008
45 933 さ どうしてぼくをいじめるの？ ルイス・サッカー　作 はら　るい　訳 むかい　ながまさ　絵 文研出版 2009
46 933 し たいせつな友だち モイヤ・シモンズ　作 中井　はるの　訳 後藤　貴志　画 くもん出版 2009
47 933 は ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ　作 中井　はるの　訳 ほるぷ出版 2015
48 933 ふ ジェミーと走る夏 エイドリアン・フォゲリン　作 千葉　茂樹　訳 沢田　としき　画 ポプラ社 2009
49 933 ふ ミリー・モリー・マンデーとともだち ジョイス・Ｌ．ブリスリー　さく 上條　由美子　やく 菊池　恭子　え 福音館書店 2014
50 933 ほ シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト　作 ガース・ウィリアムズ　絵 さくま　ゆみこ　訳 あすなろ書房 2001
51 933 ほ なんでももってる〈？〉男の子 イアン・ホワイブラウ　作 石垣　賀子　訳 すぎはら　ともこ　絵 徳間書店 2010
52 933 ろ ふたりはともだち アーノルド・ローベル　作 三木　卓　訳 文化出版局 1972
53 933 ろ ぼくとベルさん フィリップ・ロイ　著 櫛田　理絵　訳 ＰＨＰ研究所 2017
54 943 け 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー　作 池田　香代子　訳 岩波書店 2006
55 943 し リーコとオスカーともっと深い影 アンドレアス・シュタインヘーフェル　作 森川　弘子　訳 岩波書店 2009
56 949 し イップとヤネケ アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット　作 フィープ・ヴェステンドルプ　絵 西村　由美　訳 岩波書店 2004
57 949 り エーミルの大すきな友だち アストリッド・リンドグレーン　作 石井　登志子　訳 岩波書店 2012
58 990 く オンネリとアンネリのおうち マリヤッタ・クレンニエミ　作 マイヤ・カルマ　絵 渡部　翠　訳 福音館書店 2015
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