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２０１７

ひろし

さい
とう

ほん

イッパイアッテナ！

せんだいしとしょかん

仙台市図書館
あき

こ

どくしょ

秋の子ども読書フェスティバル

このリストについて
◯リストの表記は、原則として図書館のデータに合わせているため、本に表示されている表記とは
異なる場合があります。

お問合せ
仙台市民図書館

仙台市青葉区春日町２－１

☎０２２－２６１－１５８５

広瀬図書館

仙台市青葉区下愛子字観音堂５

☎０２２－３９２－８４２１

宮城野図書館

仙台市宮城野区五輪２丁目１２－７０

☎０２２－２５６－７３６１

榴岡図書館

仙台市宮城野区榴岡４丁目１－８

☎０２２－２９５－０８８０

若林図書館

仙台市若林区南小泉１丁目１－１

☎０２２－２８２－１１７５

太白図書館

仙台市太白区長町５丁目３－２

☎０２２－３０４－２７４２

泉図書館・子供図書室

仙台市泉区泉中央１丁目８－６

☎０２２－３７５－６１６１

休館日：月曜日、休日の翌日、第４木曜日

―子どもの本の展示会２０１７―

【絵本】
書名

著者名

出版社 出版年 備考

アラジンとまほうのランプ(えほん世界のおはなし)

アンドレ・ダーハン／絵 斉藤 洋／文 講談社

一寸法師(京の絵本)

三輪 良平／絵 斉藤 洋／文

「京の絵本」
刊行委員会

1994.5

うとうとまんぼう

斉藤 洋／文 森田 みちよ／絵

講談社

1991.4

おやゆびひめ(アンデルセンのえほん)

H.C.アンデルセン／さく 斉藤 洋／ぶん 岩崎書店 2002.5

学校ななふしぎ

斉藤 洋／文 山本 孝／絵

偕成社

2014.7

こんやもカーニバル(講談社の創作絵本)

斉藤 洋／作 高畠 那生／絵

講談社

2006.5

じてんしゃにのろう(講談社の創作絵本)

斉藤 洋／作 田中 六大／絵

講談社

2014.5

しょうがっこうへいこう(講談社の創作絵本)

斉藤 洋／作 田中 六大／絵

講談社

2012.2

女王の七つの鏡

斉藤 洋／作 本村 亜美／絵

講談社

2015.5

しりとりこあら(わくわくえほん)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

岩崎書店 1996.3

しりとりたぬき(わくわくえほん)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

岩崎書店 1996.11

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 1995.10

しろふくろうのまいご日記

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

ほるぷ出版 1994.4

ぞうの金メダル

斉藤 洋／作 高畠 那生／絵

偕成社

だれのたまご

斉藤 洋／作 高畠 那生／絵

フレーベル館 2012.5

だれのパンツ

斉藤 洋／さく 森田 みちよ／え

佼成出版社 2004.6

たんていワンダ(わくわくえほん)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

岩崎書店 1998.4

1999.7

2004.7

ちいさなはなのものがたり-しろつめくさのはなかんむり- 斉藤 洋／作 浅倉 田美子／絵

偕成社

2017.7

でんしゃにのろう(講談社の創作絵本)

斉藤 洋／作 田中 六大／絵

講談社

2013.9

としとったねことまいごのくじら(おはなし広場)

斉藤 洋／作 みやざき ひろかず／絵

クレヨンハウス

1993.7

としょかんへいこう(講談社の創作絵本)

斉藤 洋／作 田中 六大／絵

講談社

2015.7

なにしてルンバ

斉藤 洋／おはなし 高畠 純／え

フレーベル館 1997.4

にょきにょきのき(講談社の創作絵本)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

2010.9

ねがえりごろん(講談社の幼児えほん)

斉藤 洋／さく ミスミ ヨシコ／え

講談社

2017.4

ねこだまし

斉藤 洋／作 高畠 那生／絵

理論社

2004.10

のどからあいうえお

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

偕成社

1996.11

バースデー・ドッグ

斉藤 洋／作 高畠 那生／絵

フレーベル館 2004.2

はいはいあかちゃん(講談社の幼児えほん)

斉藤 洋／さく ミスミ ヨシコ／え

講談社

2017.4

びっくりあんこう(りとる)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

講談社

1995.1

ピノキオ(えほん世界のおはなし)

カルロ・コッローディ／原作 杉浦 範茂／絵 斉藤 洋／文

講談社

2000.8

ピノキオ(講談社のおはなし絵本箱) 新装版

カルロ・コッローディ／原作 斉藤 洋／文 杉浦 範茂／絵

講談社

2016.1

1

書名

著者名

出版社 出版年 備考

ふしぎなのりものずかん

斉藤洋／作 田中六大／絵

講談社

ぶたぬきくんうみへいく

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

佼成出版社 1999.8

ぶたぬきくんおまわりさんになっちゃった

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

佼成出版社 2005.7

ぶたぬきくんしまへいく

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

佼成出版社 2000.7

ぶたぬきくんナースになっちゃった

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

佼成出版社 2007.7

ぶたぬきくんほっきょくへいく

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

佼成出版社 2001.8

ぶたぬきくんまちへいく

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

佼成出版社 1999.6

ぶたぬきくんもりへいく

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

佼成出版社 1999.4

ぷてらのタクシー

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

講談社

へんてこだより-ニルゲンツものがたり-

斉藤 洋／作 杉浦 範茂／絵

小峰書店 2016.12

本所ななふしぎ

斉藤 洋／文 山本 孝／絵

偕成社

みなみのしまのサンタクロース

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

佼成出版社 1993.11

ゆめのつづきは……

斉藤 洋／おはなし 高畠 純／え

フレーベル館 1994.1

2017.9

1994.3

2009.7

【物語】
書名

著者名

出版社 出版年 備考

アーサー王の世界 1大魔法師マーリンと王の誕生

斉藤 洋／作

静山社

2016.10

アーサー王の世界 2二本の剣とアーサーの即位

斉藤 洋／作

静山社

2017.4

アゲハが消えた日(わくわくライブラリー)

斉藤 洋／作 宇野 亜喜良／絵

講談社

1988.11

アゲハが消えた日(偕成社文庫)

斉藤 洋／作 平澤 朋子／画

偕成社

2011.7

あっちこっちサバンナ(おはなしフェスタ)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

あかね書房 1994.11

アブさんとゴンザレス(どうわのとびらシリーズ)

斉藤 洋／作 高畠 那生／絵

佼成出版社 2006.11

あやかしファンタジア(おはなしルネッサンス)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

理論社

2011.11

ありがとうのおはなし(わくわくライブラリー)

森山 京／作 末吉 暁子／作 斉藤 洋／著 高畠 純／絵

講談社

2009.4

アリスのうさぎ-ビブリオ・ファンタジア-

斉藤 洋／作 森泉 岳土／絵

偕成社

2016.8

アルフレートの時計台

斉藤 洋／著 森田 みちよ／画

偕成社

2011.4

イーゲル号航海記 1魚人の神官

斉藤 洋／著 コジマ ケン／絵

偕成社

2007.12

イーゲル号航海記 2針路東、砂漠をこえろ!

斉藤 洋／著 コジマ ケン／絵

偕成社

2008.12

イーゲル号航海記 3女王と一角獣の都

斉藤 洋／著 コジマ ケン／絵

偕成社

2011.1

いえのおばけずかん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2014.11

いえのおばけずかん-ゆうれいでんわ-(どうわがいっぱい) 斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2015.11

いえのおばけずかん-おばけテレビ-(どうわがいっぱい) 斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2016.8

いえのおばけずかん-ざしきわらし-(どうわがいっぱい) 斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2017.7

2

書名
痛快世界の冒険文学 8偉大なる王

著者名
斉藤 洋／文 N・A・バイコフ／原作 田中 豊美／絵

出版社 出版年 備考
講談社

1998.5

いつでもしろくま-White Bear Brothers-(斉藤洋のしろくまシリーズ) 斉藤 洋／作 高畠 純／絵

小峰書店 2014.12

うかぶ島のなぞ-ブラッカブロッコ島だより-(わくわくライブラリー) 斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

1989.6

海にかがやく

斉藤 洋／著

講談社

1994.7

海にかがやく(偕成社文庫)

斉藤 洋／作 小林 系／画

偕成社

2012.6

うみのおばけずかん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2013.6

うらからいらっしゃい(偕成社ワンダーランド 七つの怪談) 斉藤 洋／作 奥江 幸子／絵

偕成社

2004.10

オイレ夫人の深夜画廊

斉藤 洋／著 森田 みちよ／画

偕成社

2016.6

おしゃれうさぎラップ(どうわコレクション)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

小峰書店 1995.12

おふろかいじゅうカルルス(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 伊東 寛／絵

講談社

1990.5

「おまえだ!」とカピバラはいった

斉藤 洋／著 佐々木 マキ／画

講談社

2008.11

おめでとうのおはなし(わくわくライブラリー)

山下 明生／作 角野 栄子／作 斉藤 洋／著 高畠 純／絵

講談社

2009.4

オレンジ色の不思議

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

静山社

2017.7

陰山英男の読書が好きになる名作 1年生

陰山 英男／監修

講談社

2014.7

がっこうのおばけずかん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2014.1

がっこうのおばけずかん-ワンデイてんこうせい-(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2014.6

がっこうのおばけずかん-あかずのきょうしつ-(どうわがいっぱい) 斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2014.8

がっこうのおばけずかん-おきざりランドセル-(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2015.2

がっこうのおばけずかん-おばけにゅうがくしき-(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2015.8

かんたんせんせいとペンギン(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 大森 裕子／絵

講談社

2006.9

かんたんせんせいとライオン(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 大森 裕子／絵

講談社

2008.2

かんたんせんせいとバク(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 大森 裕子／絵

講談社

2011.1

黄色いポストの郵便配達(理論社ライブラリー)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

理論社

2002.7

きえた妖怪皇女(ムサシの妖怪パスポート)

斉藤 洋／作 原 ミノル／絵

フレーベル館 2002.6

消える人たち-九つの不思議な話-(Y.A.books)

斉藤 洋／作

小峰書店 1998.11

ギュレギュレ!

斉藤 洋／作 樋口 たつの／画

偕成社

きょうりゅうじゃないんだ(とっておきのどうわ)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

PHP研究所 2014.2

きんたろうちゃん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

講談社

2017.5

空中メリーゴーラウンド(童話パラダイス)

斉藤 洋／著 和田 誠／絵

理論社

1991.7

月夜に見参!(くのいち小桜忍法帖 1)

斉藤 洋／作 大矢 正和／絵

あすなろ書房 2015.7

火の降る夜に桜舞う(くのいち小桜忍法帖 2)

斉藤 洋／作 大矢 正和／絵

あすなろ書房 2015.11

風さそう弥生の夜桜(くのいち小桜忍法帖 3)

斉藤 洋／作 大矢 正和／絵

あすなろ書房 2016.4

春待つ夜の雪舞台(くのいち小桜忍法帖 4)

斉藤 洋／作 大矢 正和／絵

あすなろ書房 2017.2

クリスマスをめぐる7つのふしぎ

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

理論社

3

2016.10

2005.11

3

書名

著者名

出版社 出版年 備考

グリムどうわ 1年生 (学年別 新おはなし文庫 1年2)

グリム／原作 斉藤洋／編著

偕成社

2001.3

グリムどうわ 2年生 (学年別 新おはなし文庫 2年2)

グリム／原作 斉藤洋／編著

偕成社

2001.3

グリム童話 3年生 (学年別 新おはなし文庫 3年2)

グリム／原作 斉藤洋／編著

偕成社

2001.3

くるみわり人形(クラシックバレエおひめさま物語)

ホフマン／原作 斉藤 洋／文

講談社

2014.11

K町の奇妙なおとなたち

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

偕成社

2012.9

現代落語おもしろ七席

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

理論社

2015.10

コアラしんぶん(おはなしパレード)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

理論社

1998.6

コアラタクシー(おはなしパレード)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

理論社

1999.10

コアラたんてい(おはなしパレード)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

理論社

2000.5

コアラパーティー(おはなしパレード)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

理論社

2004.4

コアラフェリー(おはなしパレード)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

理論社

2001.12

コアラゆうびん(おはなしパレード)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

理論社

1997.10

こうえんのおばけずかん-おばけどんぐり-(どうわがいっぱい) 斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2017.3

ゴーゴーもるもくん

斉藤 洋／さく 江田 ななえ／え

偕成社

2009.9

氷の上のひなたぼっこ

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

1989.4

こぎつねいちねんせい

斉藤 洋／作 にき まゆ／絵

あかね書房 2013.2

呉書三国志 1将の巻-孫堅伝 (歴史英雄シリーズ)

斉藤 洋／作 モンキー・パンチ／絵 講談社

1990.5

呉書三国志 2王の巻-孫策伝 (歴史英雄シリーズ)

斉藤 洋／作 モンキー・パンチ／絵 講談社

1990.6

呉書三国志 3帝の巻-孫権伝 (歴史英雄シリーズ)

斉藤 洋／作 モンキー・パンチ／絵 講談社

1990.7

ごめんねがいっぱい(フォア文庫 おはなしポケット)

斉藤 洋／ほか著

コリドラス・テイルズ

斉藤 洋／著 ヨシタケ シンスケ／画 偕成社

2012.10

齋藤孝のイッキによめる!音読名作選 小学1年生

齋藤 孝／編

講談社

2008.7

齋藤孝のイッキによめる!音読名作選 小学2年生

齋藤 孝／編

講談社

2008.7

斉藤洋の日本むかし話 ふしぎな人の巻

斉藤 洋／文 小中 大地／絵

ひさかたチャイルド

2012.10

斉藤洋の日本むかし話 ふしぎな生きものの巻

斉藤 洋／文 小中 大地／絵

ひさかたチャイルド

2012.11

斉藤洋の日本むかし話 ふしぎな国の巻

斉藤 洋／文 小中 大地／絵

ひさかたチャイルド

2012.9

斉藤洋の日本むかし話 こわいことの巻

斉藤 洋／文 小中 大地／絵

ひさかたチャイルド

2013.7

斉藤洋の日本むかし話 こわいところの巻

斉藤 洋／文 小中 大地／絵

ひさかたチャイルド

2013.7

斉藤洋の日本むかし話 こわいものの巻

斉藤 洋／文 小中 大地／絵

ひさかたチャイルド

2013.7

西遊記 1天の巻 (斉藤洋の西遊記シリーズ 1)

呉 承恩／作 斉藤 洋／文 広瀬弦／絵 理論社

2004.6

西遊記 2地の巻 (斉藤洋の西遊記シリーズ 2)

呉 承恩／作 斉藤 洋／文 広瀬弦／絵 理論社

2004.11

西遊記 3水の巻 (斉藤洋の西遊記シリーズ 3)

呉 承恩／作 斉藤 洋／文 広瀬弦／絵 理論社

2005.4

西遊記 4仙の巻 (斉藤洋の西遊記シリーズ 4)

呉 承恩／作 斉藤 洋／文 広瀬弦／絵 理論社

2006.3

西遊記 5宝の巻 (斉藤洋の西遊記シリーズ 5)

呉 承恩／作 斉藤 洋／文 広瀬弦／絵 理論社

2006.11

-ブラッカブロッコ島だより-(わくわくライブラリー)

4

金の星社 1999.10

4

書名

著者名

出版社 出版年 備考

西遊記 6王の巻 (斉藤洋の西遊記シリーズ 6)

呉 承恩／作 斉藤 洋／文 広瀬弦／絵 理論社

2007.9

西遊記 7竜の巻 (斉藤洋の西遊記シリーズ 7)

呉 承恩／作 斉藤 洋／文 広瀬弦／絵 理論社

2008.1

西遊記 8怪の巻 (斉藤洋の西遊記シリーズ 8)

呉 承恩／作 斉藤 洋／文 広瀬弦／絵 理論社

2009.3

西遊記 9妖の巻 (斉藤洋の西遊記シリーズ 9)

呉 承恩／作 斉藤 洋／文 広瀬弦／絵 理論社

2010.8

西遊記 10迷の巻 (斉藤洋の西遊記シリーズ 10)

呉 承恩／作 斉藤 洋／文 広瀬弦／絵 理論社

2012.2

西遊記 11火の巻 (斉藤洋の西遊記シリーズ 11)

呉 承恩／作 斉藤 洋／文 広瀬弦／絵 理論社

2016.1

西遊後記 1還の巻 (斉藤洋の西遊後記シリーズ 1)

斉藤 洋／作 広瀬 弦／絵

理論社

2013.4

西遊後記 2芳の巻 (斉藤洋の西遊後記シリーズ 2)

斉藤 洋／作 広瀬 弦／絵

理論社

2014.4

西遊後記 3河の巻 (斉藤洋の西遊後記シリーズ 3)

斉藤 洋／作 広瀬 弦／絵

理論社

2014.11

サバンナのいちにち(わくわくライブラリー)

斉藤 洋／さく 高畠 純／え

講談社

2016.10

サマー・オブ・パールズ

斉藤 洋／著

講談社

1990.8

サマー・オブ・パールズ(シリーズ本のチカラ)

斉藤 洋／作 奥江 幸子／絵

日本標準 2008.3

ハムレット(シェイクスピア名作劇場 1)

ウィリアム・シェイクスピア／原作 斉藤 洋／文 あすなろ書房 2014.5

ロミオとジュリエット(シェイクスピア名作劇場 2)

ウィリアム・シェイクスピア／原作 斉藤 洋／文 あすなろ書房 2014.7

夏の夜の夢(シェイクスピア名作劇場 3)

ウィリアム・シェイクスピア／原作 斉藤 洋／文 あすなろ書房 2014.9

マクベス(シェイクスピア名作劇場 4)

ウィリアム・シェイクスピア／原作 斉藤 洋／文 あすなろ書房 2014.11

十二夜(シェイクスピア名作劇場 5)

ウィリアム・シェイクスピア／原作 斉藤 洋／文 あすなろ書房 2015.1

ジーク-月のしずく日のしずく-(偕成社ワンダーランド)

斉藤 洋／作 小沢 摩純／絵

偕成社

1992.4

ジーク 2ゴルドニア戦記 (偕成社ワンダーランド)

斉藤 洋／作 小沢 摩純／絵

偕成社

2001.3

しまのないトラ-なかまとちがってもなんとかうまく生きていったどうぶつ 斉藤 洋／作 広川 沙映子／絵
たちの話-(偕成社おはなしポケット)

偕成社

1999.7

影の迷宮(シャドーラビリンス)(新こみね創作児童文学) 斉藤 洋／作 山下 勇三／絵

小峰書店 1994.12

シュレミールと小さな潜水艦(わくわくライブラリー)

斉藤 洋／作 長 新太／絵

講談社

1989.1

シュレミールと小さな潜水艦(偕成社文庫)

斉藤 洋／作 小林 ゆき子／画

偕成社

2011.7

少年は砂漠をこえる-ハラ・エルチをたずねて-(ほるぷ創作文庫) 斉藤 洋／作 飯野 和好／絵

ほるぷ出版 1993.3

源平の風(白狐魔記 1)

斉藤 洋／作 高畠 純／画

偕成社

1996.2

蒙古の波(白狐魔記 2)

斉藤 洋／作 高畠 純／画

偕成社

1998.6

洛中の火(白狐魔記 3)

斉藤 洋／作 高畠 純／画

偕成社

2000.6

戦国の雲(白狐魔記 4)

斉藤 洋／作 高畠 純／画

偕成社

2006.7

天草の霧(白狐魔記 5)

斉藤 洋／作 高畠 純／画

偕成社

2010.2

元禄の雪(白狐魔記 6)

斉藤 洋／作 高畠 純／画

偕成社

2012.11

しろくまだって(新しいこどもの文学)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

小峰書店 1992.7

しろくまだって-White Bear Brothers-(斉藤洋のしろくまシリーズ) 斉藤 洋／作 高畠 純／絵

小峰書店 2014.12

新潮現代童話館 1 (新潮文庫)

新潮社

1992.1

セイウチのゆくえ-ブラッカブロッコ島だより-(わくわくライブラリー) 斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

1991.7

潜水海賊キャプテン・グック(創作児童文学館)

岩崎書店 1994.6

今江 祥智／編 灰谷 健次郎／編

斉藤 洋／作 飯野 和好／絵

5

5

書名

著者名

出版社 出版年 備考

千年ぎつねの春夏コレクション

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

佼成出版社 2001.5

千年ぎつねの秋冬コレクション

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

佼成出版社 2001.10

空で出会ったふしぎな人たち

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

偕成社

真夜中マイフレンド(タカオのつくもライフ 1)

斉藤 洋／作 藤田 裕美／絵

佼成出版社 2004.7

メリーな夜のあぶない電話(タカオのつくもライフ 2)

斉藤 洋／作 藤田 裕美／絵

佼成出版社 2005.4

プライドは夜のキーワード(タカオのつくもライフ 3)

斉藤 洋／作 藤田 裕美／絵

佼成出版社 2005.11

ダーサンと川のギャング(童話だいすき)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

岩崎書店 1995.6

ダーサンとクロヒョウ(童話の城)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

岩崎書店 1993.10

たったひとりの伝説(理論社ライブラリー)

斉藤 洋／作 荒井 良二／画

理論社

たんてい気分で妖怪と(ムサシの妖怪パスポート)

斉藤 洋／作 原 ミノル／絵

フレーベル館 2000.5

2017.8

1995.12

TN探偵社怪盗そのまま仮面(くもんのおもしろ文学クラブ ) 斉藤 洋／作 南 伸坊／絵

くもん出版 1993.10

TN探偵社怪盗そのまま仮面(シリーズ本のチカラ)

斉藤 洋／作 南 伸坊／絵

日本標準 2009.4

TN探偵社消えた切手といえない犯人(シリーズ本のチカラ) 斉藤 洋／作 南 伸坊／絵

日本標準 2011.5

TN探偵社なぞのなぞなぞ怪人(くもんのおもしろ文学クラブ ) 斉藤 洋／作 南 伸坊／絵

くもん出版 1992.7

TN探偵社なぞのなぞなぞ怪人(シリーズ本のチカラ)

斉藤 洋／作 南 伸坊／絵

日本標準 2007.5

テーオバルトの騎士道入門(童話パラダイス)

斉藤 洋／作 おぼ まこと／絵

理論社

てんこもりのこうもり(いちご文学館)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

佼成出版社 1992.9

どうぶつのおばけずかん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2016.2

どうぶつえんのいっしゅうかん(わくわくライブラリー)

斉藤 洋／さく 高畠 純／え

講談社

1988.8

遠く不思議な夏

斉藤 洋／著 森田 みちよ／絵

偕成社

2011.7

どくろじるしのかいぞくドルク(わくわくライブラリー)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

講談社

1992.4

飛べ!マジカルのぼり丸(おはなし12か月)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

2013.3

ドルオーテ-はつかねずみは異星人-(わくわくライブラリー) 斉藤 洋／作 山田 紳／絵

講談社

1987.10

ドルオーテ-はつかねずみは異星人-(講談社青い鳥文庫) 斉藤 洋／作 ヒロナガ シンイチ／絵 講談社

1999.11

1991.9

ドローセルマイアーの人形劇場(グリーンフィールド)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／画

あかね書房 1997.3

どんどんもるもくん

斉藤 洋／さく 江田 ななえ／え

偕成社

メリーさんの電話(ナツカのおばけ事件簿 1)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 1999.2

恐怖のろくろっ手(ナツカのおばけ事件簿 2)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 1999.6

ゆうれいドレスのなぞ(ナツカのおばけ事件簿 3)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 1999.12

真夜中のあわせかがみ(ナツカのおばけ事件簿 4)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 2000.6

わらうピエロ人形(ナツカのおばけ事件簿 5)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 2001.1

夕ぐれの西洋やしき(ナツカのおばけ事件簿 6)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 2002.7

深夜のゆうれい電車(ナツカのおばけ事件簿 7)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 2005.10

ゆうれいパティシエ事件(ナツカのおばけ事件簿 8)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 2010.1

呪いのまぼろし美容院(ナツカのおばけ事件簿 9)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 2011.2

6

2011.11

★

書名

著者名

出版社 出版年 備考

魔界ドールハウス(ナツカのおばけ事件簿 10)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 2012.1

とりつかれたバレリーナ(ナツカのおばけ事件簿 11)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 2013.1

バラの城のゆうれい(ナツカのおばけ事件簿 12)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 2013.11

テーマパークの黒髪人形(ナツカのおばけ事件簿 13)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 2014.10

むらさき色の悪夢(ナツカのおばけ事件簿 14)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 2015.8

初恋ゆうれいアート(ナツカのおばけ事件簿 15)

斉藤 洋／作 かたおか まなみ／絵 あかね書房 2017.1

七つの季節に

斉藤 洋／著

講談社

2006.3

なん者ひなた丸ねことんの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 1) 斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1989.7

なん者ひなた丸白くもの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 2) 斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1989.12

なん者ひなた丸大ふくろうの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 3) 斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1990.4

なん者ひなた丸火炎もぐらの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 4) 斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1990.10

なん者ひなた丸月光くずしの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 5) 斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1991.4

なん者ひなた丸金とん雲の術の巻(なん者・にん者・ぬん者 6) 斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1992.3

なん者ひなた丸津波がえしの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 7) 斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1992.11

なん者ひなた丸千鳥がすみの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 8) 斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1993.7

なん者ひなた丸黒潮がくれの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 9) 斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1994.1

なん者ひなた丸空蟬おとしの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 10) 斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1994.12

なん者ひなた丸南蛮づくしの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 11) 斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1995.6

なん者ひなた丸まぼろし衣切りの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 12)

斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1996.4

なん者ひなた丸むささび城封じの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 13)

斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1997.1

なん者ひなた丸ばけねこ鏡わりの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 14)

斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1997.9

なん者ひなた丸まどわし大ねことんの術の巻(なん者・にん者・ぬん者 15)

斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 1998.9

日曜の朝ぼくは(理論社ライブラリー)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

理論社

2000.10

ネコにつばさのある国で

斉藤 洋／作 勝又 進／画

学研

1989.6

のりものおばけずかん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2015.5

はこいりひめのきえたはこ(いつでもパラディア)

斉藤 洋／さく 森田 みちよ／え

理論社

2007.11

旗本フライパン

斉藤 洋／著

リブリオ出版 1998.4

はたらきもののナマケモノ

斉藤 洋／作 武田 美穂／絵

理論社

2007.8

アリクイありえない(はたらきもののナマケモノ PART2) 斉藤 洋／作 武田 美穂／絵

理論社

2009.5

いつでもインコ(はたらきもののナマケモノ PART3)

斉藤 洋／作 武田 美穂／絵

理論社

2016.2

春ものがたり(ものがたり12か月)

野上 暁／編 日比野 光希子／画

偕成社

2009.2

ひとりでいらっしゃい(偕成社ワンダーランド 七つの怪談) 斉藤 洋／作 奥江 幸子／絵

偕成社

1994.7

ひとりざむらいとおばけアパート(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 高畠 那生／絵

講談社

2008.8

ひとりざむらいとこうちょうせんせい(どうわがいっぱい) 斉藤 洋／作 高畠 那生／絵

講談社

2007.12

-テレスコープ・ワンダーランド-(学研の新・創作シリーズ)

7

書名

著者名

出版社 出版年 備考

びょういんのおばけずかん-なんでもドクター-(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2016.11

びょういんのおばけずかん-おばけきゅうきゅうしゃ-(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2016.5

ファンタジーの宝石箱 Vol.2 -Short fantasy stories- 夜の翼 産経新聞文化部／編

全日出版 2004.9

風力鉄道に乗って(童話パラダイス)

理論社

1990.10

ふしぎなクジラ-ブラッカブロッコ島だより-(わくわくライブラリー) 斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

1989.12

ふしぎなもるもくん

偕成社

2008.9

ふしぎなヨットのかいぞくやまねこ(すきすきレインボー) 斉藤 洋／作 おおの あきこ／絵

小学館

2010.6

ふしぎパティシエールみるか 1にんぎょのバースデーケーキ 斉藤 洋／作 村田 桃香／絵

あかね書房 2016.6

ふしぎパティシエールみるか 2ミラクルスプーンでドッキドキ! 斉藤 洋／作 村田 桃香／絵

あかね書房 2016.12

ふしぎパティシエールみるか 3しあわせ♥レインボー・パウダー 斉藤 洋／作 村田 桃香／絵

あかね書房 2017.6

斉藤 洋／作 佐々木 マキ／絵

斉藤 洋／さく 江田 ななえ／え

ぼくのあぶないアルバイト(ポプラ物語館 ふしぎメッセンジャーQ)

斉藤 洋／作 下平 けーすけ／絵

ポプラ社 2007.3

思い出はブラックボックスに(ポプラ物語館 ふしぎメッセンジャーQ)

斉藤 洋／作 下平 けーすけ／絵

ポプラ社 2007.6

人形は月夜にほほえむ(ポプラ物語館 ふしぎメッセンジャーQ) 斉藤 洋／作 下平 けーすけ／絵

ポプラ社 2007.9

かえってくるゆうれい画(ポプラ物語館 ふしぎメッセンジャーQ) 斉藤 洋／作 下平 けーすけ／絵

ポプラ社 2008.4

ぶたぬきくん(おはなしよむよむシリーズ)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

佼成出版社 1998.10

ベンガル虎の少年は……(あかね創作文学シリーズ)

斉藤 洋／作 伊東 寛／絵

あかね書房 1988.10

ペンギンたんけんたい(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

1991.8

ペンギンしょうぼうたい(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

1993.6

ペンギンおうえんだん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

1994.9

ペンギンサーカスだん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

1996.3

ペンギンパトロールたい(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

1997.7

ペンギンおんがくたい(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

1998.5

ペンギンたんていだん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

2002.10

ペンギンたくはいびん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

2005.11

ペンギンかんそくたい(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

2007.8

ペンギンがっしょうだん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

2012.5

ペンギンとざんたい(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

講談社

2013.11

ペンギンハウスのメリークリスマス(わくわくライブラリー) 斉藤 洋／さく 伊東 寛／え

講談社

1989.11

ぼうけんしマウス(キッズパラダイス)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

理論社

1998.3

ぼくのおじさん(偕成社おたのしみクラブ)

斉藤 洋／作 いとう ひろし／絵

偕成社

1993.5

ぼくたちはシグナル・ギャルズ(創作こどもクラブ)

斉藤 洋／さく おーなり 由子／え

偕成社

1990.12

ボックニャック団長のぼうけん(童話のパレット)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

岩崎書店 1999.3

講談社のおはなし童話館 ほらふき男爵の冒険

ビュルガー／原作 斉藤洋／文 長新太／絵

講談社

1992.3

ほらふき男爵の冒険

G.A.ビュルガー／編著 斉藤 洋／文 偕成社

2007.6

8

8

書名

著者名

出版社 出版年 備考

ほらふき男爵の大旅行

G.A.ビュルガー／編著 斉藤 洋／文 偕成社

2008.4

ほらふき男爵どこまでも

G.A.ビュルガー／編著 斉藤 洋／文 偕成社

2009.12

本は友だち 4年生 -学年別・名作ライブラリー-

日本児童文学者協会／編 栗原 徹／絵 偕成社

2005.3

まちのおばけずかん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

2013.9

マックスのどろぼう修行(キッズパラダイス)

斉藤 洋／作 おぼ まこと／絵

理論社

1999.7

まよわずいらっしゃい(偕成社ワンダーランド 七つの怪談) 斉藤 洋／作 奥江 幸子／絵

偕成社

2010.7

まんぼう塾物語(学研の新・創作シリーズ)

斉藤 洋／作 高畠 ひろき／画

学研

1993.5

ミス・カナのゴーストログ 1すずかけ屋敷のふたご

斉藤 洋／作

偕成社

2011.6

ミス・カナのゴーストログ 2呼び声は海の底から

斉藤 洋／作

偕成社

2011.6

ミス・カナのゴーストログ 3かまいたちの秋

斉藤 洋／作

偕成社

2011.10

ミス・カナのゴーストログ 4つばめの鎮魂歌

斉藤 洋／作

偕成社

2012.2

みずたまぴょんがやってきた(いつでもパラディア)

斉藤 洋／さく 森田 みちよ／え

理論社

2007.5

光村ライブラリー 8小さな青い馬ほか

樺島 忠夫／監修 宮地 裕／監修

光村図書出版

2002.3

南博士はナンダンネン(くもんの創作児童文学シリーズ) 斉藤 洋／作 長 新太／画

くもん出版 1992.12

もぐらのたくはいびん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 たかい よしかず／絵 講談社

2011.6

もぐらのおまわりさん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 たかい よしかず／絵 講談社

2011.9

もぐらのせんせい(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 たかい よしかず／絵 講談社

2012.2

ものまねきょうりゅう(わくわくどうわかん)

斉藤 洋／作 村上 康成／絵

ほるぷ出版 1994.1

やっぱりしろくま(新しいこどもの文学)

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

小峰書店 1997.12

やっぱりしろくま-White Bear Brothers-

斉藤 洋／作 高畠 純／絵

小峰書店 2014.12

やまのおばけずかん(どうわがいっぱい)

斉藤 洋／作 宮本 えつよし／絵

講談社

闇夜の百目(妖怪ハンター・ヒカル 1)

斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 2004.11

霧の幽霊船(妖怪ハンター・ヒカル 2)

斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 2005.6

かえってきた雪女(妖怪ハンター・ヒカル 3)

斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 2006.3

花ふぶきさくら姫(妖怪ハンター・ヒカル 4)

斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 2007.4

決戦!妖怪島(妖怪ハンター・ヒカル 5)

斉藤 洋／作 大沢 幸子／絵

あかね書房 2008.3

ようこそ魔界伯爵(偕成社おたのしみクラブ)

斉藤 洋／作 岩島 Taco／画

偕成社

1995.11

夜空の訪問者(おはなしルネッサンス)

斉藤 洋／作 森田 みちよ／絵

理論社

2010.5

らくごで笑学校

斉藤 洋／作 陣崎 草子／絵

偕成社

2013.7

らくごで笑児科

斉藤 洋／作 陣崎 草子／絵

偕成社

2014.9

らくごでことわざ笑辞典-犬も歩けば-

斉藤 洋／作 陣崎 草子／絵

偕成社

2016.4

まんじゅうこわい(ランランらくご 1)

斉藤 洋／文 高畠 純／絵

あかね書房 2004.5

ろくろ首(ランランらくご 2)

斉藤 洋／文 高畠 純／絵

あかね書房 2004.11

おばけ長屋(ランランらくご 3)

斉藤 洋／文 高畠 純／絵

あかね書房 2005.11

(斉藤洋のしろくまシリーズ)新装版

9

2013.6

書名

著者名

出版社 出版年 備考

ぞろぞろ(ランランらくご 4)

斉藤 洋／文 高畠 純／絵

あかね書房 2006.9

あたま山(ランランらくご 5)

斉藤 洋／文 高畠 純／絵

あかね書房 2008.1

ルーディーボール エピソード1シュタードの伯爵

斉藤 洋／作

講談社

2007.9

ルドルフとイッパイアッテナ

斉藤 洋／作 杉浦 範茂／絵

講談社

1987.5

★●

斉藤 洋／作 杉浦 範茂／絵

講談社

1988.6

★●

斉藤 洋／作 杉浦 範茂／絵

講談社

2002.2

斉藤 洋／作 杉浦 範茂／絵

講談社

2012.11

ルドルフとイッパイアッテナ(講談社文庫)

斉藤 洋／著

講談社

2016.6

ルドルフともだちひとりだち

斉藤 洋／著

講談社

2016.6

(児童文学創作シリーズ ルドルフとイッパイアッテナ 1)

ルドルフともだちひとりだち
(児童文学創作シリーズ ルドルフとイッパイアッテナ 2)

ルドルフといくねこくるねこ
(児童文学創作シリーズ ルドルフとイッパイアッテナ 3)

ルドルフとスノーホワイト
(児童文学創作シリーズ ルドルフとイッパイアッテナ 4)

-ルドルフとイッパイアッテナ 続-(講談社文庫)

霊界交渉人ショウタ 1音楽室の幽霊 (ポプラポケット文庫) 斉藤 洋／作 市井 あさ／絵

ポプラ社 2009.4

霊界交渉人ショウタ 2月光電気館の幽霊 (ポプラポケット文庫) 斉藤 洋／作 市井 あさ／絵

ポプラ社 2009.11

霊界交渉人ショウタ 3ウエディングドレスの幽霊 (ポプラポケット文庫)

斉藤 洋／作 市井 あさ／絵

ポプラ社 2010.3

くもにのったマーマひめ(わがままマーマひめ)

斉藤 洋／作 伊東 美貴／絵

講談社

1997.5

マーマひめとさんぞくベルゲン(わがままマーマひめ)

斉藤 洋／作 伊東 美貴／絵

講談社

1997.9

マーマひめとおしゃれなライバル(わがままマーマひめ) 斉藤 洋／作 伊東 美貴／絵

講談社

1998.6

【翻訳】
書名

著者名

出版社 出版年 備考

シンドバッドの冒険(アラビアン・ナイト)

斉藤 洋／訳著 一徳／画

偕成社

2004.9

アラジンと魔法のランプ(アラビアン・ナイト)

斉藤 洋／訳著 一徳／画

偕成社

2004.11

アリ・ババと四十人の盗賊(アラビアン・ナイト)

斉藤 洋／訳著 一徳／画

偕成社

2005.2

空飛ぶ木馬(アラビアン・ナイト)

斉藤 洋／訳著 一徳／画

偕成社

2005.3

エルマーとゆき

デイビッド・マッキー／さく 斉藤 洋／やく ほるぷ出版 1995

カンガルーぼうやのそらとぶれんしゅう(くれよん文庫)

パウル・マール／作 斉藤 洋／訳

ほるぷ出版 1993.2

カンガルーぼうやのぼうけん(くれよん文庫)

パウル・マール／作 斉藤 洋／訳

ほるぷ出版 1992.12

ギリシア神話-オリュンポスの書-(斉藤洋の「ギリシア神話」 1) 斉藤 洋／文 佐竹 美保／絵

理論社

2009.6

ギリシア神話-ペルセウスの書-(斉藤洋の「ギリシア神話」 2) 斉藤 洋／文 佐竹 美保／絵

理論社

2009.10

ギリシア神話-トロイアの書-(斉藤洋の「ギリシア神話」 3) 斉藤 洋／文 佐竹 美保／絵

理論社

2010.3

しあわせミシュカ(世界の絵本)

マーカス・フィスター／作 斉藤 洋／訳 講談社

2000.9

あかずきんちゃん(ジョナサン・ラングレイのえほん 1)

ジョナサン・ラングレイ／お話と絵 斉藤 洋／訳

岩崎書店 1995.10

三びきのくまときんぱつちゃん(ジョナサン・ラングレイのえほん 2)

ジョナサン・ラングレイ／お話と絵 斉藤 洋／訳

岩崎書店 1995.11

こなやのむすめとふしぎなこびと(ジョナサン・ラングレイのえほん 3) ジョナサン・ラングレイ／お話と絵 斉藤 洋／訳

岩崎書店 1996.1

おうじょとかえる(ジョナサン・ラングレイのえほん 4)

岩崎書店 1996.2

ジョナサン・ラングレイ／お話と絵 斉藤 洋／訳

がらがらやぎとかいぶつトロル(ジョナサン・ラングレイのえほん 5) ジョナサン・ラングレイ／お話と絵 斉藤 洋／訳 岩崎書店 1996.3

しろくまくんとこわがりうさぎ(WAKUWAKU童話館)

ハンス・ド・ビア／作 斉藤 洋／訳

10

ほるぷ出版 1996.12

10

書名

著者名

出版社 出版年 備考

ターニャのぼうけん

ロートラオト・ズザンネ・ベルナー／作 斉藤 洋／訳 ほるぷ出版 1996.12

たんじょうびはいつも(世界の絵本)

マーカス・フィスター／作 斉藤 洋／訳 講談社

小さな島の大男

ヴァルター・クライエ／ぶん トメク・ボガッキー／え 斉藤 洋／やく

月夜のオーケストラ

イェンス・ラスムス／作 斉藤 洋／訳 小学館

ドアがあいて…

エルンスト・ヤンドゥル／作 ノルマン・ユンゲ／絵 斉藤 洋／訳

ほるぷ出版 1999.2

ドアがあいて…

エルンスト・ヤンドゥル／作 ノルマン・ユンゲ／絵 斉藤 洋／訳

ほるぷ出版 2006.2

ながぐつをはいたねこ-ペロー童話-

ペロー／さく スタシス・エイドリゲビシウス／え さいとうひろし／やく

ほるぷ出版 1991.11

ニコとねずみのすてきなせかい

マンフレート・マイ／作 ヨッヘン・シュトゥーアマン／絵 斉藤 洋／訳

フレーベル館 2011.9

パパおやすみ-父と子のためのBedside Stories-

エルヴィン・モーザー／作・絵 斉藤 洋／訳

小学館

1997.3

ブルくんのだいじなひ(講談社の翻訳絵本)

キャンデス・フレミング／さく エリック・ローマン／え 斉藤 洋／やく

講談社

2016.1

ペンギンシンデレラ

ジャネット・パールマン／作 斉藤 洋／訳 偕成社

1994.12

ペンギンはだかの王さま

ジャネット・パールマン／作 斉藤 洋／訳 偕成社

1994.12

みにくいあひるのこ

ジョナサン・ラングレイ／お話と絵 斉藤 洋／訳

耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ

ナンシー・チャーニン／文 ジェズ・ツヤ／絵 斉藤 洋／訳 光村教育図書

もぐらくんちへようこそ!(WAKUWAKU童話館)

バーニー・ボス／文 ハンス・ド・ビア／絵 斉藤 洋／訳

＊大型絵本（３３×４３ｃｍ）(ほるぷ出版の大きな絵本)

2000.5

ほるぷ出版 1992.5
1999.12

岩崎書店 1996.4
2016.10

ほるぷ出版 1997.3

【その他】
書名

著者名

出版社 出版年 備考

斉藤洋とキッズ生活探検団／作

玉川大学出版部

2010.10

とことんやろう・すきなこと(キッズ生活探検おはなしシリーズ) 斉藤洋とキッズ生活探検団／作

玉川大学出版部

2011.1

めざしてみよう計画の名人(キッズ生活探検おはなしシリーズ) 斉藤洋とキッズ生活探検団／作

玉川大学出版部

2011.4

おぼえておこう安全大作戦(キッズ生活探検おはなしシリーズ) 斉藤洋とキッズ生活探検団／作

玉川大学出版部

2011.8

つたえよう言葉と気もち(キッズ生活探検おはなしシリーズ) 斉藤洋とキッズ生活探検団／作

玉川大学出版部

2011.11

ぼうけんしよう・お金のせかい(キッズ生活探検おはなしシリーズ)

しんだいとっきゅう・リゾートれっしゃでいこう(斉藤洋ののりものえほん)

斉藤 洋／著

偕成社

1999.11

しんかんせんでいこう(斉藤洋ののりものえほん)

斉藤 洋／著

偕成社

1997.12

とっきゅうでいこう JR編 (斉藤洋ののりものえほん)

斉藤 洋／著

偕成社

1998.11

朗読劇台本集 4

岡田 陽／編

玉川大学出版部

2002.7

童話作家になる方法

斉藤 洋／著

講談社

2016.6

童話作家はいかが

斉藤 洋／著

講談社

2002.5

★：VHSもあり ●：拡大写本もあり
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2017.9

