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内容紹介
ひとりぼっちのローズは、すてきなアレックおじさんに引き取られることに。おじさん

1 8人のいとこ

オルコット 作／谷口 由美
講談社
子 訳／ほおのき ソラ 絵

講談社青い鳥文庫

933.6

9784065179673 EPUB（リフロー） とカッコイイ7人のいとこたち、ローズが最後に選ぶのは? 「若草物語」のオルコット
作の感動の物語。
白川みうは、いたずら好きの普通の女の子。でも転んで頭を打ってから、幽霊や妖怪が

2 いたずら★死霊使い

白水 晴鳥 作／もけお 絵 講談社

講談社青い鳥文庫

913.6

9784065171226 EPUB（リフロー） 見えるように。しかもヘンテコおじさんが家にすみついて…!? 自称「哲学者」のピタゴ
ラスと死霊使い・みうのいたずらライフが始まります!
自分の目で見たことを信じ、実験と観察から真実にたどりつく方法で近代科学への道を

3 ガリレオ

山本 省三 文／カサハラ
テツロー 絵

講談社

講談社 火の鳥伝記文庫

289.3

9784065180822 EPUB（リフロー） 切りひらいたガリレオ。望遠鏡で天体観測を始め、地球が動いていることを確信し、
人々に真理を伝えようと奮闘したガリレオの生涯を描く。
大泥棒のかんだたは、死後地獄で苦しんでいた。お釈迦様は、昔かんだたがくもを助け

4 くもの糸・杜子春 新装版

芥川 龍之介 作／百瀬 義
講談社
行絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784061487987 EPUB（リフロー） たのを思い出し、極楽からくもの糸をたらすが…。「くもの糸」をはじめ、芥川龍之介
の名作11編を収録。
ちらかしぐせ、おねぼう、うそつき、ほしがりぐせ…。「王妃の悪いくせがなおるまで

5 クレヨン王国の十二か月

福永 令三 作／三木 由記
講談社
子絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784061470439 EPUB（リフロー） は帰らない」と、クレヨン王国の王さまが家出してしまった。王妃さまとユカは、無事
王さまをみつけだせるの? 講談社児童文学新人賞 第5回
福井県の施設で生まれたコウノトリの「げんきくん」。訓練を受け、大空に飛び出した

6 げんきくん物語

山岸 哲 文

講談社

講談社青い鳥文庫

488.58

9784065129265 EPUB（リフロー） げんきくんは「ななちゃん」と出合い、結婚するが…。鳥類研究の第一人者が、科学的
調査をもとにコウノトリの半生を描くノンフィクション。
修道女見習いだったマリアは、母親を亡くした7人の子どもたちの母親となり、家族で

7 サウンド・オブ・ミュージック

谷口 由美子 作／烏羽 雨
講談社
絵

講談社青い鳥文庫

288.3

9784062854870 EPUB（リフロー） 聖歌隊を作りました。有名になった一家は、ヒトラーの誕生日に歌うことを強要され
…。映画のもとになったトラップ一家の愛と勇気の物語。
世界中の人びとに愛読されている名作「星の王子さま」。その作者で、飛行機のパイ

8 サン=テグジュペリ 新装版

横山 三四郎 著

講談社

講談社 火の鳥伝記文庫

950.278

9784061499119 EPUB（リフロー） ロットでもあったサン=テグジュペリは、大戦下の偵察飛行中に、44歳で忽然と消息を
絶ちました。彼の波乱と感動に満ちた人生を紹介します。
小学4年生になったなおやは、里親募集中の猫からグレーの縞模様の子猫を見つけた。

9 しあわせになった捨てねこ

今西 乃子 原案／青い鳥
講談社
文庫 編

講談社青い鳥文庫

645.7

9784062854405 EPUB（リフロー） 「保護ボランティア」さんに連絡を取ると…。猫の里親になった4家族と、捨て猫たち
をむすびつけた保護ボランティア長谷川深雪さんの物語。
沖縄美ら海水族館のイルカ、フジ。原因不明の病気で尾びれをなくしたフジに、イルカ

10 しっぽをなくしたイルカ

岩貞 るみこ 作／加藤 文
講談社
雄 写真

講談社青い鳥文庫

489.6

9784061487765 EPUB（リフロー） の泳ぎを取りもどさせたい! 世界初のイルカの人工尾びれをつくるプロジェクトがはじ
まった! イルカと人間たちのほんとうにあった物語。
オオカミに育てられた少年モーグリは、インドのジャングルで動物たちと交流しながら

11 ジャングル・ブック

キプリング 作／岡田 好
惠 訳／千野 えなが 絵

講談社

講談社青い鳥文庫

933.6

9784062855709 EPUB（リフロー） 成長し…。120年以上も愛されるイギリス古典名作の新訳。ジャングルでまきおこる、
冒険とふしぎに満ちた8つの物語を収録。
ゴーシュは町の活動写真館でセロをひく係でしたが、あまりに下手で楽長にいじめられ

12 セロひきのゴーシュ 新装版

宮沢 賢治 作／太田 大八
講談社
絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062850520 EPUB（リフロー） てばかり。家で夜遅くまで練習をしていると、毎晩のように動物や鳥が現われて…。表
題作を含む4つの童話のほか、詩「林と思想」を収録。
上野動物園の人気者、ゾウのジョン、トンキーそして花子。かしこく、やさしいゾウを

13 ゾウのいない動物園

岩貞 るみこ 作／真斗 絵
講談社
／田丸 瑞穂 写真

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062851633 EPUB（リフロー） なぜ殺さなくてはならなかったのだろう。動物園を愛する人に伝える、戦時中の日本で
あったほんとうのお話。
観測隊員といっしょに南極ではたらいていたカラフト犬。ところが1年後、15頭の犬た

14 タロとジロ

東 多江子 文／佐藤 やゑ
講談社
子 絵／岩合 光昭 写真

講談社青い鳥文庫

916

9784062852470 EPUB（リフロー） ちに悲しい運命が待っていた…。第一次南極観測越冬隊員とカラフト犬の強い絆をえが
く感動の物語。
百人一首に選ばれている和歌が詠まれた背景に、燃えるような恋があったとしたら…?

15 ちはやぶる

時海 結以 文／久織 ちま
講談社
き絵

913.6

9784065180778 EPUB（リフロー） 身分が高すぎるために、想う人との恋がゆるされなかった姫たちの、3つのせつない物
語。和歌の意味や人物についての解説も掲載。

１９世紀のアメリカの田舎町、セント・ピーターズバークを舞台に、わんぱく少年トム
16 トム・ソーヤーの冒険

マーク・トウェーン／飯島
講談社
淳秀／にしけいこ

講談社青い鳥文庫

K933

9784062852869 EPUB（リフロー） は所せましと、いたずらをして、みんなを困らせます。その毎日は冒険でいっぱい。
（後略）
子犬のフォックストロットとクッキーは、地雷探知犬になれる? どんな訓練を受けて、

17 はたらく地雷探知犬

大塚 敦子 文・写真

講談社

講談社青い鳥文庫

319.8

9784062852364 EPUB（リフロー） どうやって地雷を探すの? そして、たくさんの地雷がまかれたわけは? 自分たちの手で
「生きる力」を取り戻していく、犬と人との物語。
ハチがぼくたちにじゃれてくることはなかった。ハチがじゃれるのは、八重夫人だけ。

18 ハチ公物語

岩貞 るみこ 作／真斗 絵 講談社

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062851039 EPUB（リフロー） そしてきっと、上野先生だけなんだ…。渋谷駅前で主人の帰りを待ち続けた秋田犬ハチ
と、飼い主の温かい心の交流を描いたノンフィクション。
身近にあっても見すごしていた戦争の大きな傷あとを、夏休みの自由研究で調べてみる

19 パンプキン!

令丈 ヒロ子 作／宮尾 和
講談社
孝絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784065163733 EPUB（リフロー） と…。1945年、終戦の年に、原爆投下の練習のため模擬原爆・通称パンプキン爆弾が日
本各地に落とされていた事実を小説で紹介する。
絵がずばぬけて上手だけど勉強はきらいだった子ども時代、パリの青年時代、そして絵

20 ピカソ

岡田 好惠 文／真斗 絵／
講談社
大高 保二郎 監修

講談社青い鳥文庫

723.36

9784062856324 EPUB（リフロー） の力で考えを世界に発信した画家としての充実期…。型破りの天才画家、パブロ・ピカ
ソの生涯を、わかりやすく描く。
目が見えなくても耳が聞こえなくても、あきらめない。もっと言葉を覚えたい! 大学に

21 ヘレン・ケラー物語

東 多江子 文／椎名 優
絵

講談社

講談社青い鳥文庫

289.3

9784062856393 EPUB（リフロー） 行って勉強したい! 旅も、恋もしたい! サリバン先生とともにチャレンジし続けたヘレ
ン・ケラーの一生を辿る。写真資料、年表付き。
ネコだけを診察する獣医さん、服部幸先生。ネコ専門の病院をたちあげるきっかけは、

22 ぼくはネコのお医者さん

東 多江子 文

講談社

講談社青い鳥文庫

649

9784062856805 EPUB（リフロー） 母ネコからはぐれた子ネコとの出会いでした。そんな服部先生のもとに、今日もさまざ
まな病気にかかったネコたちがやってきて…。
お互いを思いやれたら、犬と人間はもっともっとすごいことができる! 災害救助犬や、

23 ほんとうにあった犬の話

青い鳥文庫編集部 編

講談社

講談社青い鳥文庫

645.6

9784065162897 EPUB（リフロー） 車いすで懸命に生きる犬など、人と深く関わる犬たちの、ほんとうにあった8つのス
トーリーを収録。
フランス革命のきっかけとなった有名なお姫様の真実の姿は、よくいる普通の女の子。

24 マリー・アントワネット物語 上 夢みる姫君

藤本 ひとみ 作／K2商会
講談社
絵

講談社青い鳥文庫

289.3

9784062851701 EPUB（リフロー） おちゃめで明るく元気な少女が、お嫁に来てから仲間はずれにならないために、どれほ
ど頑張ったのか…。その奮闘がわかる、楽しい歴史ドラマ。
14歳でフランスにやってきたマリー・アントワネット。仲間はずれにならないようにが

25 マリー・アントワネット物語 中 恋する姫君

藤本 ひとみ 作／K2商会
講談社
絵

講談社青い鳥文庫

289.3

9784062851718 EPUB（リフロー） んばったけれど、うまくいかず宮廷で孤立するハメに。そんな時やっと出会えた初恋の
相手とは? 心ときめく歴史ドラマ。
数々のトラブルに遭い、王妃としての評判は下がる一方。その中で「本当に大切なもの

26 マリー・アントワネット物語 下 戦う姫君

藤本 ひとみ 作／K2商会
講談社
絵

講談社青い鳥文庫

289.3

9784062851725 EPUB（リフロー） とはなにか」に気づき始めたマリー・アントワネット。フランスは、革命の色が濃く
なっていくが…。歴史ドラマ、クライマックス。
薬がのめるようになった、ベッドから起き上がれるようになった、手術がこわくなく

27 もしも病院に犬がいたら

岩貞 るみこ 作

講談社

講談社青い鳥文庫

493.9

9784062856089 EPUB（リフロー） なった…。ベイリーがいるだけで、病院が楽しい場所に! 日本ではじめての“病院ではた
らく犬”ベイリーの感動ストーリー。
1903年、世界ではじめて動力飛行に成功した、ウィルバー・ライトとオービル・ライト

28 ライト兄弟 新装版

富塚 清 文／五十嵐 大介
講談社
絵

講談社 火の鳥伝記文庫

289.3

9784061499218 EPUB（リフロー） の兄弟。ふたりの創意工夫と努力、人生をひもとく。年表、飛行機開発をめぐる勇者た
ちも掲載。
大好きなお父さんが亡くなってしまったセーラは、たったひとり、無一文になっても

29 リトルプリンセス

バーネット 作／石崎 洋
司 訳／藤田 香 絵

講談社

講談社青い鳥文庫

933.7

9784065150245 EPUB（リフロー） 「プリンセスのように」やさしく、楽しい想像力でいっぱい。それでもくじけそうに
なったある日、いつも夢見ていた魔法が…。永遠の名作の新訳。
5歳の時に、急性骨髄性白血病の手術をうけた。それから5年間再発しなければ、ずっと

30 わたし、がんばったよ。

岩貞 るみこ 文／松本 ぷ
講談社
りっつ 絵

講談社青い鳥文庫

916

9784065137260 EPUB（リフロー） 生きられるっていわれた。そしてついに、5年がたち…。病気をのりこえた実在の女の
子のお話。本人が描いた絵本も収録。

香里、拓哉、亮平の前にタイムスリップしてきた安倍晴明。伝説の陰陽師の登場で、京
31 安倍晴明は名探偵!!

楠木 誠一郎 作／岩崎 美
講談社
奈子 絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062851411 EPUB（リフロー） 都の街はたちまち一大騒動に。香里ママも入り乱れて、ますます事態は収拾不能!? 「タ
イムスリップ探偵団」シリーズ。
出羽の国・米沢で生まれた伊達政宗は、18歳で家を継ぐと、まわりの大名たちを次々と

32 伊達政宗

小沢 章友 作／山田 一喜
講談社
絵

講談社青い鳥文庫

289.1

9784065133033 EPUB（リフロー） おさえ、「奥羽の王-独眼竜政宗」と呼ばれるまでに。現在の東北6県にあたる地域を治
め、天下をも目指した政宗の一生を描く。
いつものようにタイムスリップした香里、拓哉、亮平のおなじみ3人組に、香里ママが

33 一休さんは名探偵!!

楠木 誠一郎 作／岩崎 美
講談社
奈子 絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062851282 EPUB（リフロー） 乱入! 「どうなってるの?」と驚いているところへ、ひとりの小僧が現れる。彼こそ、と
んち名人として知られる一休さんだった…。
江戸時代に書かれた怪異小説「雨月物語」は、ふしぎでせつない話、あやしくおそろし

34 雨月物語

上田 秋成 原作／時海 結
講談社
以 文／睦月 ムンク 絵

講談社青い鳥文庫

913.56

9784062856409 EPUB（リフロー） い話などが集められた近世日本文学の名作。「約束」をテーマに4編を選び、わかりや
すい現代語訳で収録する。
20もの異なった顔を持つ変装の天才が、連日新聞記事を賑わし、東京中の話題となって

35 怪人二十面相

江戸川乱歩／庭

講談社

講談社青い鳥文庫

K913

9784062853521 EPUB（リフロー）

いた。その人物は年齢性別に関係なくどんな人間にでもなりすますことができ、誰も本
当の顔を誰も見たことがないために怪人二十面相と言われているのだが、宝石や美術品
といった高価で美しいものばかりを盗みまくっているのだった。（後略）
潜水艦ノーチラス号とネモ艦長の謎と秘密に挑むアロンナクス教授たちの行く手には、

36 海底2万マイル

ジュール=ベルヌ 作／加
講談社
藤 まさし 訳／高田 勲 絵

講談社青い鳥文庫

953.6

9784061485303 EPUB（リフロー） 神秘と驚異の海中・海底の大世界が待っていた! 「十五少年漂流記」で知られるベルヌ
のSF大傑作。
小5で初めて先生にほめられ、大好きな将棋に夢中になったしょったん。プロ棋士養成

37 泣き虫しょったんの奇跡

瀬川 晶司 作／青木 幸子
講談社
絵

講談社青い鳥文庫

796.021

9784065125304 EPUB（リフロー） 機関の奨励会へ入会するが、なかなかプロになれず、とうとう年齢制限をむかえてしま
い…。プロ棋士・瀬川五段の物語。
ジョバンニとカムパネルラの2人の少年は、銀河鉄道に乗って4次元への不思議な旅へ出

38 銀河鉄道の夜 新装版

宮沢 賢治 作／太田 大八
講談社
絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062850513 EPUB（リフロー） ます。表題作をはじめ、「オツベルと象」「雁の童子」「なめとこ山のくま」「水仙月
の四日」他、詩など全7作品を収録。
病気で歩けなくなった飼い犬スイーピーの車いすを手作りした川西さん。スイーピーが

39 犬の車いす物語

沢田 俊子 文

講談社

講談社青い鳥文庫

645.6

9784065134726 EPUB（リフロー） 元気になったのを見て、犬の車いすを作る仕事を始めました。川西さんに車いすを作っ
てもらった犬たちのさまざまなドラマを紹介します。
天皇の子として生まれた光源氏は、その美しさと聡明さで、宮中の人々を魅了する。

40 源氏物語 新装版

紫式部 作／高木 卓 訳／
講談社
睦月 ムンク 絵

講談社青い鳥文庫

913.36

9784062852548 EPUB（リフロー） 数々の女性と恋におちた光源氏の一生を描いた世界的な古典の名作「源氏物語」を現代
文に訳し、読みやすくした入門編。
名前をつけられないまま飼い猫になった主人公「吾輩」が観察する、飼い主・珍野苦沙

41 吾輩は猫である 上 新装版

夏目 漱石 作

講談社

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062856218 EPUB（リフロー） 弥先生と、その家に出入りするおかしな人々…。人間の社会を、猫の目をとおしてユー
モラスに描く。茂木健一郎の解説付き。
名前をつけられないまま飼い猫になった主人公「吾輩」が観察する、飼い主・珍野苦沙

42 吾輩は猫である 下 新装版

夏目 漱石 作

講談社

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062856225 EPUB（リフロー） 弥先生と、その家に出入りするおかしな人々…。人間の社会を、猫の目をとおしてユー
モラスに描く。福田清人の解説付き。
知略に富んだ戦術で、信長・秀吉・家康を次々と勝利に導いた、天才軍師・黒田官兵

43 黒田官兵衛

小沢 章友 作／流石 景
絵

講談社

講談社青い鳥文庫

289.1

9784062853989 EPUB（リフロー） 衛。「負けない・裏切らない・命を無駄にしない」ことを大切にした、その生きざまを
描く。
幕末の土佐で少年時代の坂本龍馬に出会った香里、拓哉、亮平の3人は、さらに薩長同

44 坂本龍馬は名探偵!!

楠木 誠一郎 作／岩崎 美
講談社
奈子 絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784061487307 EPUB（リフロー） 盟当夜の京都へとタイムスリップしてしまう。龍馬暗殺の犯人は? なぜ3人は時を超え
てしまうのか? 謎がいよいよ解き明かされていく!
今から約1800年前、後漢の時代末期。乱世のなか、漢の皇帝の血をひく劉備玄徳は、関

45 三国志 1 飛龍の巻

羅 貫中 原作／小沢 章友
講談社
作／山田 章博 絵

講談社青い鳥文庫

923.5

9784062850681 EPUB（リフロー） 羽雲長、張飛翼徳と義兄弟の契りを結び、義勇兵をひきいて出陣する。世を救う英雄と
なる日を夢見て-。中国の歴史大河ロマン。

徐州を得たものの、梟雄呂布により奪われてしまった劉備。一方、曹操は漢の皇帝を迎
46 三国志 2 風雲の巻

羅 貫中 原作／小沢 章友
講談社
作／山田 章博 絵

講談社青い鳥文庫

923.5

9784062850773 EPUB（リフロー） え入れ、着々と勢力を拡大していた。劉備ら三兄弟は、曹操とむすび、呂布と戦うが、
戦いは熾烈をきわめ…。
子どものころから“変わり者”だった紫式部。「源氏物語」が評判をよび、宮中で働くこ

47 紫式部日記

紫式部 原作／時海 結以
講談社
文／久織 ちまき 絵

講談社青い鳥文庫

915.35

9784065122624 EPUB（リフロー） とになりますが、周りの人とうまくいきません。才能豊か、でも人づきあいが苦手な紫
式部の悩みや葛藤、宮中での日々を描いた日記文学。
メグ、ジョー、ベス、エイミーの仲良し4姉妹がおくる、クリスマスから始まる1年間-

48 若草物語 1 仲よし四姉妹

オルコット 作／谷口 由美
講談社
子 訳／藤田 香 絵

講談社青い鳥文庫

933.6

9784065138342 EPUB（リフロー） 。とびきりステキで愉快なマーチ家の姉妹の物語の新訳。原作「Little Women」初版の
ために<エイミー>が描いた絵も収録。
小さな事件、意外な結婚、美しくも悲しい別れ…。「若草物語」の物語に幕がおりてか

49 若草物語 2 夢のお城

オルコット 作／谷口 由美
講談社
子 訳／藤田 香 絵

講談社青い鳥文庫

933.6

9784062851558 EPUB（リフロー） ら3年後。あのマーチ家4姉妹、メグ、ジョー、ベス、エイミーのつづきの物語がはじま
ります。
名探偵・明智小五郎とともに、宿敵怪人二十面相を見事とらえた少年探偵団。彼らの前

50 少年探偵団

江戸川 乱歩 作／庭 絵

講談社

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062855365 EPUB（リフロー） に、今度は「黒い魔物」が立ちはだかる。少年探偵団、最大のピンチ! 日本ミステリー
の金字塔、江戸川乱歩の傑作。

51 織田信長

小沢 章友 作／棚橋 なも
講談社
しろ 絵

52 織田信長は名探偵!!

楠木 誠一郎 作／岩崎 美
講談社
奈子 絵

講談社青い鳥文庫

289.1

9784062852432 EPUB（リフロー）

炎のように激しい自分と、冷静沈着な自分を交互に感じながら、「天下統一」をめざ
し、突き進んだ織田信長の生涯を描く。最高にカッコいい戦国時代最強の武将の物語。
長篠の戦いの直前にタイムスリップした香里たちは、織田信長と再会を果たす。戦いの

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062852920 EPUB（リフロー） 命運を左右する鉄砲3千挺を運ぶよう命じられた3人に、絶体絶命の危機が…! 「タイム
スリップ探偵団」シリーズ。
地獄の戦国武将チームと小学6年生の森史郎が率いるチームがこの世の領土を賭けてス

53 信長とぼくと戦国大運動会 1

りょくち 真太 作／わかま
講談社
つ ひろし 絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784065231739 EPUB（リフロー） ポーツで勝負することに。「絶対勝てるわけない」と思う史郎の前に、戦国最強の武
将・織田信長が現れ…。熱い戦いの火ぶたが今、切られる!
超過密都市になった地獄では新しく住む場所をどうするか鬼たちが真剣に会議中だ。戦

54

信長とぼくと戦国大運動会（２） 対決！ 最強コンビ信 りょくち真太／わかまつ
ひろし
玄＆謙信！

講談社

講談社青い鳥文庫

K913

9784065244869 EPUB（リフロー）

争はよくないので、この世の領土を賭けてスポーツでいざ勝負！だけど前回の戦いでは
小学6年生の森史郎率いる現世軍にまさかの敗退！今回こそは必勝をかけて武田信玄＆
上杉謙信の最強戦国コンビを投入！！＜小学中級から

すべての漢字にふりがなつき＞

超過密都市になった地獄では新しく住む場所をどうするか鬼たちが頭を悩ませている。
戦争はよくないので、この世の領土を賭けてスポーツでいざ勝負！

信長とぼくと戦国大運動会（３） 対決！ 剣豪コンビ
55
武蔵＆小次郎！

りょくち真太／わかまつ
ひろし

講談社

講談社青い鳥文庫

K913

だけど過去2回の

9784065258316 EPUB（リフロー） 戦いでは小学6年生の森史郎と戦国最強の武将・織田信長率いる現世軍にまさかの連
敗！
ら

今度こそはと地獄軍が現世の小学校に乗り込んできた！（後略）

＜小学中級か

すべての漢字にふりがなつき＞

いきなり目に飛び込んできたのは、羽織姿の男たちが剣を手に激しく戦う場面! 香里、
56 新選組は名探偵!!

楠木 誠一郎 作／岩崎 美
講談社
奈子 絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062850308 EPUB（リフロー） 拓哉、亮平は幕末にタイムスリップ。そこは新選組が名を知らしめた「池田屋事件」の
現場だった! 「タイムスリップ探偵団」シリーズ。
豊臣家のために命をかけ、大坂冬の陣・夏の陣で徳川軍とたたかった真田幸村。少ない

57 真田幸村

小沢 章友 作／流石 景
絵

講談社

講談社青い鳥文庫

289.1

9784062855266 EPUB（リフロー） 兵力でも大軍に勝利する強さを持ち、戦国時代最強の武将との呼び声も高い、真田幸村
の生涯を描く。
知略にすぐれた武将・真田幸村のもとには、強い家来が集まっていた。忍術使いの猿飛

58 真田十勇士

時海 結以 作／睦月 ムン
講談社
ク絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062855785 EPUB（リフロー） 佐助、霧隠才蔵をはじめ、真田幸村の家来となった十人の勇士たちの出会いと恋、大坂
の陣でのせつない別れを描く。
和歌山「アドベンチャーワールド」では、17年の間に、15頭の赤ちゃんパンダが生ま

59 世界一のパンダファミリー

神戸 万知 文・写真

講談社

講談社青い鳥文庫

489.57

9784062856447 EPUB（リフロー） れ、元気に育っている。世界一のパンダのファミリーヒストリーにせまる。3頭のパン
ダの名づけ親でもある著者の、パンダ愛あふれる一冊。

戦国時代から無事戻ってきたと思ったら、香里たちの前に現われたのは、十二単姿の清
60 清少納言は名探偵!! 新装版

楠木 誠一郎 作／岩崎 美
講談社
奈子 絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062853804 EPUB（リフロー） 少納言! 平安時代の天才女流作家が現代で大騒動を巻き起こす、「タイムスリップ探偵
団」シリーズ番外編。歴史クイズ69問つき。
馬の命を守る活動をしているNPO法人「引退馬協会」の代表・沼田恭子。子どものころ

61 生きているだけでいい!

倉橋 燿子 作

講談社

講談社青い鳥文庫

645.2

9784062856584 EPUB（リフロー） 動物が苦手だった彼女が、馬にかかわる仕事をするようになった理由は何なのか。「パ
セリ伝説」の著者が贈る、ノンフィクション。
世界でもっとも読まれている本、「聖書」。天地創造、アダムとイブ、ノアの箱舟、ア

62 聖書物語 旧約編 新装版

香山 彬子 文／藤田 香
絵

講談社

講談社青い鳥文庫

193

9784062855723 EPUB（リフロー） ブラハムと子どもの物語、モーセの十戒…。「旧約聖書」の中から、とくにわかりやす
く有名なお話を収録。
世界でもっとも読まれている本、「聖書」。名高い占星術の学者たちが発見した美しい

63 聖書物語 新約編 新装版

香山 彬子 文／藤田 香
絵

講談社

講談社青い鳥文庫

193

9784062855907 EPUB（リフロー） 星。それは、救い主の赤子が生まれたことを知らせるものだったのです…。イエス=キ
リストの生涯を描いた「新約聖書」のお話を収録。
時空を超えた香里たちは飛鳥時代にやってきた。そこへ登場した頼りなさそうな男性

64 聖徳太子は名探偵!!

楠木 誠一郎 作／岩崎 美
講談社
奈子 絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062850001 EPUB（リフロー） は、複数いる聖徳太子のひとりだという…。いよいよ聖徳太子の謎が明らかに? 「タイ
ムスリップ探偵団」シリーズ。
薩摩藩の下級武士の家に生まれた西郷隆盛。農民の暮らしを守る役人となり薩摩藩のた

65 西郷隆盛

小沢 章友 作／山田 一喜
講談社
絵

講談社青い鳥文庫

289.1

9784062856669 EPUB（リフロー） めに力を尽くします。やがては藩の中にとどまらず、激動の新時代をむかえる、混乱期
の日本で大活躍し…。西郷が残した名言の解説も掲載。
貧しいきこりの子、チルチルとミチルは、光の精や犬や猫たちと共に幸福の青い鳥をさ

66 青い鳥 新装版

メーテルリンク 作／江國
講談社
香織 訳／高野 文子 絵

講談社青い鳥文庫

952.7

9784062853828 EPUB（リフロー） がす旅に出ます。はたして二人は、青い鳥を見つけることができるでしょうか? 名作を
江國香織の新訳でおくる。
累計200万部突破目前の、青い鳥文庫の人気シリーズ。しかし先生の原稿は遅れに遅れ

67 青い鳥文庫ができるまで

岩貞 るみこ 作

講談社

講談社青い鳥文庫

020

9784062855013 EPUB（リフロー） …。はたして、発売に間にあうのか!? 本がどうやってできるかをストーリー形式で描い
た、臨場感あふれるノンフィクション。
美しいプリンスエドワード島で迎えを待っていた、やせっぽちで赤毛の孤児の女の子ア

68 赤毛のアン 新装版

L.M.モンゴメリ 作／村岡
講談社
花子 訳／HACCAN 絵

講談社青い鳥文庫

933.7

9784061487932 EPUB（リフロー） ン。でもその迎えが、女の子ではなく男の子を待っていることを、アンは知らなかった
のです…。アン生誕100周年をむかえ名訳がよみがえる。
暴君を殺そうとして死刑を言いわたされたメロスは、身代わりとなってくれた親友を守

69 走れメロス

太宰 治 作／西 加奈子
編／浅見 よう 絵

講談社

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062856096 EPUB（リフロー） るために、命がけで走る! 日本文学の名作とうたわれる表題作をはじめ、珠玉の全7編を
収録。西加奈子の解説も掲載。
石田三成、徳川家康、宇喜多秀家、福島正則、大谷吉継…。自らの信念にしたがい、天

70 大決戦!関ケ原

小沢 章友 作／甘塩 コメ
講談社
コ絵

講談社青い鳥文庫

281

9784062855808 EPUB（リフロー） 下分け目の大決戦「関ケ原の戦い」にいどんだ、9人の有名武将たちの運命を描く。東
西両軍布陣図なども収録。

71 谷川俊太郎詩集たったいま

谷川 俊太郎 詩／広瀬 弦
講談社
絵

72 竹取物語

時海 結以 文／水上 カオ
講談社
リ絵

講談社青い鳥文庫

911.56

9784065177037 EPUB（リフロー）

「かっぱ」「いるか」など、子どもたちに人気の作品から、大人たちの世界をかいま見
るものまで、谷川俊太郎の詩を幅広く集成。書き下ろしの新作も収録。
誰とも結婚しようとしないかぐや姫と、頭にかぶせられた鉢がとれなくなり、家を追い

講談社青い鳥文庫

913.31

9784062852906 EPUB（リフロー） だされてしまう鉢かづき姫。ふたりの幸せは、いったいどこにあるのでしょうか? 「竹
取物語」「鉢かづき姫」を親しみやすい現代語訳で収録。
身勝手な都会のハンターに山猫が復讐するストーリーの中に、作者のするどい批判が込

73 注文の多い料理店 新装版

宮沢 賢治 作／太田 大八
講談社
絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062850490 EPUB（リフロー） められている表題作のほか、ねずみを主人公にしたユーモラスな童話など、宮沢賢治の
美しい童話と詩を全15編収録。
「我慢していれば、いつか道はひらける」の信念のもと、幼いころから我慢に我慢を重

74 徳川家康

小沢 章友 作／棚橋 なも
講談社
しろ 絵

講談社青い鳥文庫

289.1

9784062852784 EPUB（リフロー） ねて戦国の名将となり、長く続いた戦国時代を終わらせ、260年続く太平の時代を作っ
た徳川家康の生涯を描く。

本能寺の変のあと、明智光秀を討とうとした徳川家康は、重臣のすすめで伊賀越えをし
75 徳川家康は名探偵!!

楠木 誠一郎 作／岩崎 美
講談社
奈子 絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062852258 EPUB（リフロー） て三河国に帰ろうとした。そこへ、タイムスリップしてきた香里たちと出会い…。「タ
イムスリップ探偵団」シリーズ。
徳川家康は、武田氏と死闘を繰り広げ、信長、秀吉と互角にわたりあい天下をつかん

76 徳川四天王

小沢 章友 作／甘塩 コメ
講談社
コ絵

講談社青い鳥文庫

210.47

9784062856294 EPUB（リフロー） だ。その家康を支え続けた徳川四天王、酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政の生
き様を描く。
ソルトレークシティ中央図書館では、お気に入りの犬と一緒に本を読むことができる。

77 読書介助犬オリビア

今西 乃子 作／浜田 一男
講談社
写真

講談社青い鳥文庫

019.5

9784062851077 EPUB（リフロー） そのユニークなプログラムを思いついた女性サンディと、特別な犬・オリビアの2年間
の物語。
魔女・玉梓に呪われた里見家。伏姫が命を失ったとき、8つの玉が飛び散り、呪いと戦

78 南総里見八犬伝 1 運命の仲間

曲亭 馬琴 原作／時海 結
講談社
以 文／亜沙美 絵

講談社青い鳥文庫

913.56

9784062855549 EPUB（リフロー） う8人の剣士が生まれた。同じ形のあざと玉を持つ剣士たちは、まだ、使命を知らずに
いる。はたして、運命の仲間は、めぐり会えるのか!?
天をおさめる女神・アマテラス、その弟で、ヤマタノオロチを退治した暴れん坊のスサ

79 日本の神さま

時海 結以 文／椎名 優
絵

講談社

講談社青い鳥文庫

913.2

9784062856591 EPUB（リフロー） ノオ、悲劇の王子ヤマトタケル…。「古事記」をもとに、日本の神話で特に有名な神さ
またちを紹介する。
両親が亡くなり、英国・ヨークシャーに住む叔父に引き取られることになったメアリ。

80 秘密の花園 1 ふきげんな女の子

バーネット 作／谷口 由
美子 訳／藤田 香 絵

講談社

講談社青い鳥文庫

933.7

9784062853354 EPUB（リフロー） 閉ざされた花園、夜ごとの泣き声…。荒野のはずれにたたずむ古めかしい屋敷は不思議
なことばかり。ひとりぼっちのメアリが見つけたものは…。

81 飛べ!龍馬

小沢 章友 作／流石 景
絵

82 美女と野獣

ボーモン夫人 作／グリム
兄弟 作／グリム兄弟 作
／アンデルセン 作／巖谷
講談社
國士 訳／池田 香代子 訳
／立原 えりか 訳／佐竹
美保 絵

講談社

講談社青い鳥文庫

289.1

9784062851572 EPUB（リフロー）

日本を洗濯せねばならん! 幕末の混乱期の日本で、古い考え方や制度にしばられること
なく新時代の扉をひらいていったヒーロー、坂本龍馬の生涯を描く。
やさしい娘・ベルは、おそろしい野獣の住むお城にとらわれる。しかし、そこでは奇跡

講談社青い鳥文庫

908.3

9784062856133 EPUB（リフロー） のようなことが-。「美女と野獣」をはじめ、「白雪姫」「灰まみれ」「ラプンツェ
ル」「人魚姫」など7編の美しいお姫さまの物語を収録。
戦国時代屈指の戦上手“甲斐の虎”武田信玄と、戦の神・毘沙門天の生まれ変わりと自称

83 武田信玄と上杉謙信

小沢 章友 作／甘塩 コメ
講談社
コ絵

講談社青い鳥文庫

289.1

9784062854740 EPUB（リフロー） する“越後の龍”上杉謙信。激しい争いを繰り広げた、戦国時代の宿命のライバル2人の
生涯を描く。
やりたくて入ったはずの部活なのに、楽しめない。上達しない。仲間や先輩とうまくい

84 部活やめてもいいですか。

梅津 有希子 文／片塩 広
講談社
子絵

講談社青い鳥文庫

375.18

9784065122242 EPUB（リフロー） かない。部活のせいで学校に行けなくなった…。さまざまな部活の悩みに、高校野球ブ
ラバン応援研究家の梅津有希子さんがアドバイスします。
台風のくる二百十日に転校してきた高田三郎は、伝説の風の子「又三郎」だとして、親

85 風の又三郎 新装版

宮沢 賢治 作／太田 大八
講談社
絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062850506 EPUB（リフロー） しみとおどろきをもって迎えられたが…。表題作のほか、自然や星空をテーマにした、
宮沢賢治の美しい童話と詩を全9編収録。
平清盛率いる平家と、源頼朝・義経兄弟ら源氏が争う時代を舞台とする古典の名作「平

86 平家物語

時海 結以 文／久織 ちま
講談社
き絵

講談社青い鳥文庫

913.434

9784062852623 EPUB（リフロー） 家物語」に、「平治物語」「義経記」「吾妻鏡」の物語や、平家物語から生まれた劇の
有名な場面を入れて、わかりやすい言葉でまとめた一冊。
タイムスリップしてしまった香里の目の前に現れたのは、ひとりの一風変わったおじさ

87 平賀源内は名探偵!!

楠木 誠一郎 作／岩崎 美
講談社
奈子 絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784061487703 EPUB（リフロー） ん、平賀源内。次から次へと奇妙なものを作り出す彼に、香里や拓哉、亮平は驚かさ
れっぱなし。さらに田沼意次が加わって…。
貧しい農家に生まれた秀吉が駆け抜けた、天下とりへの道-。少年のころから、「ここ

88 豊臣秀吉

小沢 章友 作／棚橋 なも
講談社
しろ 絵

講談社青い鳥文庫

289.1

9784062852593 EPUB（リフロー） ではないどこかへ」の気持ちをかかえ、身ひとつで世の中に飛び出した秀吉の魅力あふ
れる生涯を描く。
大坂城内の敷地から発見された茶入れに「助けて 麻美」と書かれた紙が! 香里、拓哉、

89 豊臣秀吉は名探偵!!

楠木 誠一郎 作／岩崎 美
講談社
奈子 絵

講談社青い鳥文庫

913.6

9784062850674 EPUB（リフロー） 亮平は戦国時代にタイムスリップ。そこで出会ったのは、豊臣秀吉秘蔵の宝をねらう石
川五右衛門! 「タイムスリップ探偵団」シリーズ。

「春はあけぼの」が有名な「枕草子」。その作者の清少納言は、宮中で働くことにあこ
90 枕草子 清少納言のかがやいた日々

時海結以／久織ちまき

講談社

講談社青い鳥文庫

K914

9784062854184 EPUB（リフロー） がれていました。夢が現実になったとき、喜びと同時に、不安もいっぱいありました。
（中略）古典に親しむ初めの一歩として、おすすめの一冊！
ジョーの愛犬ラッシーは、ある日お金持ちの公爵に買いとられてしまう。ヨークシャー

エリック・ナイト 作／岩貞
るみこ 訳／尾谷 おさむ 講談社
絵

講談社青い鳥文庫

92 名探偵ホームズ緋色の研究

コナン・ドイル 作／日暮
まさみち 訳／青山 浩行
絵

講談社青い鳥文庫

93 名探偵ホームズバスカビル家の犬

コナン・ドイル 作／日暮
まさみち 訳／青山 浩行
絵

91 名犬ラッシー

94 名探偵ホームズまだらのひも

95 名探偵ホームズ消えた花むこ

96 名探偵ホームズ赤毛組合

コナン・ドイル 作／日暮
まさみち 訳／青山 浩行
絵
コナン・ドイル 作／日暮
まさみち 訳／青山 浩行
絵
コナン・ドイル 作／日暮
まさみち 訳／青山 浩行
絵

講談社

933.7

9784062856430 EPUB（リフロー） からスコットランドに連れてこられたラッシーは、ジョーのもとへ帰るため長い旅をは
じめる! 世界中で愛されつづけている名犬の物語の新訳。

933.6

9784062852005 EPUB（リフロー）

ロンドン警視庁もお手上げの謎の死体から、ひとりの男の愛と憎しみの人生が明らかに
なる! シャーロック・ホームズとワトソンの名コンビが誕生した記念碑的作品。
謎の魔犬に呪われているという一族の館で、主人が奇妙な死をとげる。いまわしい伝説

講談社

講談社青い鳥文庫

933.6

9784062851893 EPUB（リフロー） は本当だったのか? それとも殺人事件か? 名探偵シャーロック・ホームズがワトソンと
ともに恐るべき事件に立ち向かう傑作ミステリー。
真夜中に口ぶえとともに引き起こされる謎の殺人。手ごわい犯罪者がホームズとワトソ

講談社

講談社青い鳥文庫

933.6

9784062851800 EPUB（リフロー） ンに迫る! 表題作ほか、名探偵シャーロック・ホームズがワトソンとともに恐るべき事
件に立ち向かう傑作ミステリー全4編を収録。
結婚式当日に教会へ向かう馬車から消えてしまった花むこを、シャーロック・ホームズ

講談社

講談社青い鳥文庫

933.6

9784062851947 EPUB（リフロー） が鮮やかに捜し出す表題作、名探偵が唯一その能力を認め尊敬する女性が登場する「ボ
ヘミア王のスキャンダル」など全4編を収録した短編集。
名探偵シャーロック・ホームズが鋭い推理力と大胆な行動力で活躍する傑作ミステ

講談社

講談社青い鳥文庫

933.6

9784062851794 EPUB（リフロー） リー。赤毛の男性ばかりを会員として募集する団体から事件が起こる「赤毛組合」ほか
「変身」「青いガーネット」など全4編を収録。
「絶対に、助ける!」 そんな決意をのせて空を飛ぶのがドクターヘリ。ひとつの命を救

命をつなげ!ドクターヘリ 1 日本医科大学千葉北総病
97
院より

岩貞 るみこ 作

講談社

講談社青い鳥文庫

498

9784062850384 EPUB（リフロー） うために、多くの人々がそれぞれのベストをつくし、奮闘する。新米医師の目を通し
て、知られざる先端医療の世界を描くノンフィクション。
医師を現場に運び、一秒でも早く治療を開始する。ドクターヘリは最速の「医師配達」

98 命をつなげ!ドクターヘリ 2 前橋赤十字病院より

岩貞 るみこ 文

講談社

講談社青い鳥文庫

498

9784065165447 EPUB（リフロー） システム! 多くの人たちの協力のもと、ひとつの命を救うためにたたかい続けるドク
ターヘリの活躍を描いたノンフィクション。
美濃(岐阜県)の武将・明智光秀。すぐれた能力で出世の階段をのぼり、織田信長の家臣

99 明智光秀

小沢 章友 作／kaworu
講談社
絵

講談社青い鳥文庫

289.1

9784065177044 EPUB（リフロー） となる。しかし、信長の支配に疑問をいだいた光秀は、大きな決断を迫られ…。謎の多
い戦国武将の波乱の生涯を描く。
盲導犬は、10歳ごろには役目を終えて引退する。年取った盲導犬は、だれが面倒を見て

100 盲導犬引退物語

沢田 俊子 文／大庭 賢哉
講談社
絵

講談社青い鳥文庫

369.275

9784065174517 EPUB（リフロー） いるのか? どんな生活をしているのか? 知られていない“盲導犬の引退後”を追った、5つ
のノンフィクション・ストーリー。

