
書名 叢書名等 著者名 出版社

コンピュータのひみつ ひろゆうこ 学研

はたらくロボットのひみつ 大岩ピュン 学研

大研究！化粧品のちから 香山梨緒 講談社

大研究！航空会社の仕事 加藤広史 講談社

大研究！ひろがる印刷の世界 やまざきまこと 講談社

川のいのち 立松和平の＜いのちを考える＞絵本 立松和平　文　横松桃子　絵 くもん出版

あしたあさってしあさって おはなしだいすき もりやま　みやこ 著 はた　こうしろう 画 小峰書店

かあさんのしっぽっぽ おはなしいちばん星 村中　李衣 著 藤原　ヒロコ 画 ビーエル出版

クレヨンからのおねがい！ ドリュー・デイウォルト 著 オリヴァー・ジェファーズ 画 木坂　涼 訳 ほるぷ出版

はこぶ 鎌田　歩 著 教育画劇

かぐやのかご こころのつばさシリーズ 塩野　米松 著 はまの　ゆか 画 佼成出版社

パオズになったおひなさま 佐和　みずえ 著 宮尾　和孝 画 くもん出版

お話きかせてクリストフ 文研ブックランド ニキ・コーンウェル 著 渋谷　弘子 訳 中山　成子 画 文研出版

ぼくはうちゅうじん 中川　ひろたか 著 はた　こうしろう 画 アリス館

ぼくの、ひかり色の絵の具 ノベルズ・エクスプレス　２５ 西村　すぐり 著 大野　八生 画 ポプラ社

ぼくとテスの秘密の七日間 文学の森 アンナ・ウォルツ 著 野坂　悦子 訳 きたむら　さとし 画 フレーベル館

ちいさなちいさなめにみえないびせいぶつのせかい ニコラ・デイビス 著 エミリー・サットン 画 越智　典子 訳 ゴブリン書房

レジェンド！ 世の中への扉 城島　充 著 講談社

大研究！ガムってすごい！ 兎谷しぇぱこ 講談社

３Ｄプリンターのひみつ 大岩ピュン 学研

手塚治虫 フォア文庫高学年向セット 石子順 童心社

グラノーラ・コーンフレークのひみつ 山口育孝 学研

冠婚葬祭儀式のひみつ 鳥飼規世 学研

大研究！チョコレートって楽しい！ 小川京美 講談社

カーくんと森のなかまたち 吉沢誠　夢ら丘実果 ワイズ・アウル

化学のひみつ おがたたかはる 学研

お化粧のひみつ 宮原美香 学研

電気で走るクルマのひみつ もちつきかつみ 学研

ふるさとお話の旅〈１０〉香川―さぬきの昔語り 野村純一　監修 星の環会

ふるさとお話の旅〈１０〉香川―さぬきの昔語り 野村純一　監修 星の環会

ふるさとお話の旅〈１０〉香川―さぬきの昔語り 野村純一　監修 星の環会

ふるさとお話の旅〈１０〉香川―さぬきの昔語り 野村純一　監修 星の環会

ふるさとお話の旅〈１０〉香川―さぬきの昔語り 野村純一　監修 星の環会

そよ風に誘われて 夢ら丘実果 愛育社

はるだはるだよ！１０ぴきのかえる １０ぴきのかえるの大冒険シリーズ 間所ひさこ ＰＨＰ研究所

氷のひみつ 大岩ピュン 学研

大研究！知っておこう！がんのこと なかざき冬 講談社

大学　ここが知りたい！ 名古屋裕 文藝春秋

LEDのひみつ 谷豊 学研

ヨセフのだいじなコート シムズ・タバック 著 木坂　涼 訳 フレーベル館

ひみつのひきだしあけた？　新装版 ＰＨＰにこにこえほん あまん　きみこ 著 やまわき　ゆりこ 画 ＰＨＰ研究所

きかんしゃやえもん 岩波の子どもの本　カンガルー印 阿川　弘之 著 岡部　冬彦 画 岩波書店

やまんばあかちゃん 富安　陽子 著 大島　妙子 画 理論社



願いごとのえほん ローズアン・ソング 著 エリサ・クレヴェン 画 椎名　かおる 訳 あすなろ書房

ニコラスどこにいってたの？ レオ・レオーニ 著 谷川　俊太郎 訳 あすなろ書房

おふろだいすき 日本傑作絵本シリーズ 松岡　享子 著 林　明子 画 福音館書店

天の火をぬすんだウサギ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジョアンナ・トゥロートン 著 山口　文生 訳 評論社

はなたれこぞうさま 川崎　大治 著 太田　大八 画 童話館出版

やまんばのにしき むかしむかし絵本　２ 松谷　みよ子 著 瀬川　康男 画 ポプラ社

どうぐ かがくのえほん 加古　里子 著 瑞雲舎//地方・小出版流通センター

なぜ？どうして？みぢかなぎもん　２年生 学研教育出版//学研マーケティング

ふらいぱんじいさん 日本の創作幼年童話　５ 神沢　利子 著 あかね書房

ロバのシルベスターとまほうの小石 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ウィリアム・スタイグ 著 せた　ていじ 訳 評論社

ぐるんぱのようちえん こどものとも傑作集　３２ 西内　みなみ 著 堀内　誠一 画 福音館書店

ルラルさんのにわ いとうひろしの本　４ いとう　ひろし 著 ポプラ社

ちびドラゴンのおくりもの イリーナ・コルシュノフ 著 酒寄　進一 訳 国土社

ディック・ウイッティントンとねこ マーシャ・ブラウン 著 まつおか　きょうこ 訳 アリス館

ねこのくにのおきゃくさま 世界傑作絵本シリーズ シビル・ウェッタシンハ 著 松岡　享子 訳 福音館書店

はなのすきなうし 岩波の子どもの本　カンガルー印 マンロー・リーフ 著 ロバート・ローソン 画 光吉　夏弥 訳 岩波書店

銀のうでわ 大型絵本 君島　久子 著 小野　かおる 画 岩波書店

口で歩く おはなしプレゼント 丘　修三 著 立花　尚之介 画 小峰書店

国際理解にもやくだつ日本のくらし絵事典 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所

りんごの花 後藤　竜二 著 長谷川　知子 画 新日本出版社

りんご畑の九月 後藤　竜二 著 長谷川　知子 画 新日本出版社

アキンボとアフリカゾウ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス 著 もりうち　すみこ 訳 広野　多珂子 画 文研出版

アキンボとライオン 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス 著 もりうち　すみこ 訳 広野　多珂子 画 文研出版

消えたモートンとんだ大そうさく 評論社の児童図書館・文学の部屋　ヒキガエルとんだ大冒険　２ ラッセル　Ｅ．エリクソン 著 ローレンス・ディ・フィオリ 画 佐藤　凉子 訳 評論社

おかえりなさいはやぶさ 講談社

すごいぞ！「しんかい６５００」 山本　省三 著 友永　たろ 画 くもん出版

神谷美恵子 大谷　美和子 著 くもん出版

天と地を測った男 くもんの児童文学 岡崎　ひでたか 著 高田　勲 画 くもん出版

みんなのユニバーサルデザイン３町の人とつくるユニバーサルデザイン みんなのユニバーサルデザイン 学研教育出版//学研マーケティング

てっぽうをもったキジムナー 童心社の絵本 田島　征彦 著 童心社

８月６日のこと 中川　ひろたか 著 長谷川　義史 画 ハモニカブックス//河出書房新社

パンプキン！ 令丈　ヒロ子 著 宮尾　和孝 画 講談社

さがしています アーサー・ビナード 著 岡倉　禎志 写真 童心社

おりづるの旅 ＰＨＰにこにこえほん うみの　しほ 著 狩野　富貴子 画 ＰＨＰ研究所

「大好き！」を見つけよう 世の中への扉 中原　一歩 著 講談社

道は必ずどこかに続く １５歳の寺子屋 日野原　重明 著 講談社

ガオ こどものとも傑作集 田島　征三 著 福音館書店

やまなしもぎ 日本傑作絵本シリーズ 平野　直 著 太田　大八 画 福音館書店

おおいそがし、こいそがし 韓国の四季の絵本　秋 ユン　クビョン 著 イ　テス 画 小倉　紀蔵 訳 平凡社

だんまりこおろぎ 音のでる絵本 エリック・カール 著 工藤　直子 訳 偕成社

光村ライブラリー　６ 光村ライブラリー 山下　明男 著 渡辺　茂男 訳 杉浦　範茂 画 光村図書出版

そのつもり 荒井　良二 著 講談社

山のとしょかん えほんのもり 肥田　美代子 著 小泉　るみ子 画 文研出版

おおきなかぼちゃ 主婦の友はじめてブック　おはなしシリーズ エリカ・シルバーマン 著 Ｓ．Ｄ．シンドラー 画 おびか　ゆうこ 訳 主婦の友社



おおきなかぼちゃ 主婦の友はじめてブック　おはなしシリーズ エリカ・シルバーマン 著 Ｓ．Ｄ．シンドラー 画 おびか　ゆうこ 訳 主婦の友社

ナミチカのきのこがり 絵本・こどものひろば 降矢　なな 著 童心社

やまからのてがみ みのりのえほん　１ 千世　繭子 著 高野　紀子 画 フレーベル館

もりいちばんのおともだち 日本傑作絵本シリーズ ふくざわ　ゆみこ 著 福音館書店

おひさまいろのきもの 日本傑作絵本シリーズ 広野　多珂子 著 福音館書店

でもすきだよ、おばあちゃん 講談社の翻訳絵本 スー・ローソン 著 キャロライン・マガール 画 柳田　邦男 訳 講談社

１・２・３ 中川　ひろたか，和田　誠 著 クレヨンハウス

そばせい 川端　誠 著 クレヨンハウス

王さまライオンのケーキ マシュー・マケリゴット 著 野口　絵美 訳 徳間書店

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさば　よしみ 編 中川　学 画 汐文社

ミッドナイト ジャクリーン・ウィルソン 著 尾高　薫 訳 理論社

へなちょこ くすのき　しげのり 著 ふるしょう　ようこ 画 学研教育出版//学研マーケティング

ふたりのイ－ダ 講談社青い鳥文庫　６－６ 松谷　みよ子 著 講談社

がんばれごん 木村裕一・しかけ絵本　１３ 木村　裕一 著 岡村　好文 画 偕成社

小惑星探査機「はやぶさ」大図鑑 偕成社

ふりかえれば名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社

あしなが あきやま　ただし 著 講談社

マルガリータとかいぞく船 すきっぷぶっくす　２ 工藤　ノリコ 著 あかね書房

マルガリータと森のまもの すきっぷぶっくす　３ 工藤　ノリコ 著 あかね書房

マルガリータとまほうのドロップ すきっぷぶっくす　５ 工藤　ノリコ 著 あかね書房

ねこの手かします　ねこじたのまき わくわくえどうわ 内田　麟太郎 著 川端　理絵 画 文研出版

チビまじょチャミーとようせいのドレッサー おはなしトントン　４９ 藤　真知子 著 琴月　綾 画 岩崎書店

なんでも魔女商会②ただいま魔法旅行中 おはなしガーデン　４ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

なんでも魔女商会③いちばん星のドレス おはなしガーデン　６ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

キャベたまたんていきょうふのおばけやしき キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 宮本　えつよし 画 金の星社

ミッケ ジーン・マルゾーロ 著 ウォルター・ウィック 写真 糸井　重里 訳 小学館

１円くんと五円じいおばけやしきでうらめしや～ 久住　昌之 著 久住　卓也 画 ポプラ社

りゆうがあります ヨシタケ　シンスケ 著 ＰＨＰ研究所

おばあちゃんのえほうまき クローバーえほんシリーズ 野村　たかあき 著 佼成出版社

おっちょこちょいのオットさん 土屋　富士夫 著 佼成出版社

リトル・プリンセスとうめいな花姫 リトル・プリンセス　３ ケイティ・チェイス 著 日当　陽子 訳 泉　リリカ 画 ポプラ社

リトル・プリンセスおとぎ話のイザベラ姫 リトル・プリンセス　２ ケイティ・チェイス 著 日当　陽子 訳 泉　リリカ 画 ポプラ社

ひつじのショーンせんたくびより アードマン・アニメーションズ 原著 松井　京子 著 金の星社

からだのふしぎたんけんえほん たのしいちしきえほん ＰＨＰ研究所

トリフのクリスマス アンナ・カリー 著 松波　史子 訳 くもん出版

にんじゃざむらいガムチョコバナナ　大どろぼう五えもんのまき 原　ゆたか，原　京子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

マンガとレシピでＨＡＰＰＹクッキング　２巻 マンガとレシピでＨＡＰＰＹクッキング 麻枝　ももか 画 粟生　こずえ 原著 学研教育出版//学研マーケティング

夢の名作レシピ　２ 夢の名作レシピ 日本図書センター

キャベたまたんていミステリーれっしゃをおえ！ キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 宮本　えつよし 画 金の星社

ももたろう 日本の昔話えほん　１ 山下　明生 著 加藤　休ミ 画 あかね書房

かさじぞう 日本の昔話えほん　２ 山下　明生 著 西村　敏雄 画 あかね書房

さるかにがっせん 日本の昔話えほん　３ 山下　明生 著 高畠　那生 画 あかね書房

はなさかじいさん 日本の昔話えほん　４ 山下　明生 著 おくはら　ゆめ 画 あかね書房

したきりすずめ 日本の昔話えほん　５ 山下　明生 著 しりあがり　寿 画 あかね書房



うらしまたろう 日本の昔話えほん　６ 山下　明生 著 町田　尚子 画 あかね書房

かちかちやま 日本の昔話えほん　７ 山下　明生 著 小山　友子 画 あかね書房

つるのおんがえし 日本の昔話えほん　８ 山下　明生 著 吉田　尚令 画 あかね書房

ねずみのよめいり 日本の昔話えほん　９ 山下　明生 著 しまだ　しほ 画 あかね書房

いっすんぼうし 日本の昔話えほん　１０ 山下　明生 著 山本　孝 画 あかね書房

海づりにチャレンジ！　図書館版 よくつれる超カンタンつり入門 千坂　隆男 著 金の星社

にんじゃざむらいガムチョコバナナ　エビフライてんぐのまき 原　ゆたか，原　京子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－滝隠れの死闘オレが英雄だってばよ！ 集英社みらい文庫　き　１－２ 岸本　斉史 原著 日下部　匡俊 著 集英社

さるのオズワルド エゴン・マチーセン 著 松岡　享子 訳 こぐま社

おかえりコウノトリ 守ってのこそう！いのちつながる日本の自然　３ 佐竹　節夫 著 山口　達也 画 童心社

レイチェル・カーソン ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

ココ・シャネル ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

岡本太郎 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

安藤百福 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

ヘレン・ケラー ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

市川房枝 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

ワンガリ・マータイ ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

スティーブ・ジョブズ ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

長谷川町子 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

アルベルト・アインシュタイン ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

マーガレット・サッチャー ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

藤子・Ｆ・不二雄 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

本田宗一郎 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

ネルソン・マンデラ ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

黒澤明 ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉 筑摩書房編集部 筑摩書房

うらしまたろう 日本傑作絵本シリーズ 時田　史郎 著 秋野　不矩 画 福音館書店

ももたろう 日本傑作絵本シリーズ 松居　直 著 赤羽　末吉 画 福音館書店

こじかかじっこ さかい　さちえ 著 教育画劇

かいけつゾロリのようかい大うんどうかい かいけつゾロリシリーズ　５７ 原　ゆたか 著 ポプラ社

スミレとアリ 花のたね・木の実のちえ　２ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社

こども大図鑑動物 リチャード・ウォーカー 著 西田　美緒子 訳 河出書房新社

くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん１ライオン くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん ネイチャー・プロダクション ポプラ社

くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん２シマウマ くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん ネイチャー・プロダクション ポプラ社

くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん３ゾウ くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん ネイチャー・プロダクション ポプラ社

さんまいのおふだ こどものとも傑作集　６９ 水沢　謙一 著 梶山　俊夫 画 福音館書店

ちからたろう むかしむかし絵本　５ 今江　祥智 著 田島　征三 画 ポプラ社

十二支のはじまり おひさまのほん 荒井　良二 画 やまち　かずひろ 著 小学館

Ｏｎｅ 講談社の翻訳絵本 キャサリン・オートシ 著 乙武　洋匡 訳 講談社

根っこのこどもたち目をさます ジビレ・フォン・オルファース 画 ヘレン・ディーン・フィッシュ 著 いしい　ももこ 編訳 童話館出版

Ｚｅｒｏ 講談社の翻訳絵本 キャサリン・オートシ 著 乙武　洋匡 訳 講談社

びりのきもち 阪田　寛夫 著 和田　誠 画 童話館出版

国際理解に役立つ民族衣装絵事典 ＭＣＤプロジェクト 編 ＰＨＰ研究所

子どもに語るアラビアンナイト 西尾　哲夫 訳 茨木　啓子 著 こぐま社

不思議 豊かなことば現代日本の詩　３ 金子　みすゞ 著 /崎　節夫 編 岩崎書店



日本のくらしの知恵事典 菅　聖子 岩崎書店

アキンボとクロコダイル 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス 著 もりうち　すみこ 訳 広野　多珂子 画 文研出版

アキンボと毒ヘビ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス 著 もりうち　すみこ 訳 広野　多珂子 画 文研出版

アキンボとマントヒヒ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス 著 もりうち　すみこ 訳 広野　多珂子 画 文研出版

ウォートンのとんだクリスマス・イブ 評論社の児童図書館・文学の部屋　ヒキガエルとんだ大冒険　３ ラッセル　Ｅ．エリクソン 著 ローレンス・ディ・フィオリ 画 佐藤　凉子 訳 評論社

ＳＯＳ！あやうし空の王さま号 評論社の児童図書館・文学の部屋　ヒキガエルとんだ大冒険　４ ラッセル　Ｅ．エリクソン 著 ローレンス・ディ・フィオリ 画 佐藤　凉子 訳 評論社

ウォートンとモリネズミの取引屋 評論社の児童図書館・文学の部屋　ヒキガエルとんだ大冒険　５ ラッセル　Ｅ．エリクソン 著 ローレンス・ディ・フィオリ 画 佐藤　凉子 訳 評論社

ウォートンとモートンの大ひょうりゅう 評論社の児童図書館・文学の部屋　ヒキガエルとんだ大冒険　６ ラッセル　Ｅ．エリクソン 著 ローレンス・ディ・フィオリ 画 佐藤　凉子 訳 評論社

ウォートンとカラスのコンテスト 評論社の児童図書館・文学の部屋　ヒキガエルとんだ大冒険　７ ラッセル　Ｅ．エリクソン 著 ローレンス・ディ・フィオリ 画 佐藤　凉子 訳 評論社

ごんぎつね　夕鶴　少年少女日本文学館　１３　２１世紀版 少年少女日本文学館 新美　南吉，木下　順二 著 講談社

能　狂言　少年少女古典文学館　１５　２１世紀版 少年少女古典文学館 別役　実，谷川　俊太郎 著 興津　要，他 編 講談社

オズの魔法使い 福音館古典童話シリーズ　２８ Ｌ．Ｆ．バウム 著 渡辺　茂男 訳 福音館書店

支度 豊かなことば現代日本の詩　４ 黒田　三郎 著 伊藤　英治 編 岩崎書店

高田敏子　日本語を味わう名詩入門13 日本語を味わう名詩入門　１３ 萩原　昌好 編 中島　梨絵 画 あすなろ書房

雪渡り 日本の童話名作選 宮沢　賢治 著 たかし　たかこ 画 偕成社

よだかの星 宮沢賢治どうわえほん　８ 宮沢　賢治 著 伊勢　英子 画 講談社

和菓子の絵事典 よしのぶもとこ ＰＨＰ研究所

調べてみよう！日本の職人伝統のワザ　１ 調べてみよう！日本の職人伝統のワザ 竹林　美和 学研教育出版//学研マーケティング//学研マーケティング

宮沢賢治 よんでしらべて時代がわかるミネルヴァ日本歴史人物伝 西本　鶏介 著 黒井　健 画 ミネルヴァ書房

小さい魔女 新しい世界の童話シリーズ オトフリート・プロイスラー 著 大塚　勇三 訳 学習研究社

インターネットにおけるルールとマナーこどもばん公式テキスト　第２版 インターネット協会 著 インターネット協会//鍬谷書店

池上彰のなるほど！現代のメディア　１ 池上彰のなるほど！現代のメディア ジョン・ディコンシーリョ 著 笹山　裕子 訳 文渓堂

池上彰のなるほど！現代のメディア　２ 池上彰のなるほど！現代のメディア ステルギオス・ボツァキス 著 片神　貴子 訳 文渓堂

池上彰のなるほど！現代のメディア　３ 池上彰のなるほど！現代のメディア ローラ・ヘンズレー 著 浜田　勝子 訳 文渓堂

池上彰のなるほど！現代のメディア　４ ローリー・ハイル 著 生方　頼子 訳 文渓堂

哲学のおやつ　仕事とお金 哲学のおやつ－１０代からの考えるレッスン ブリジット・ラベ，ミシェル・ピュエシュ 著 西川　葉澄 訳 汐文社

新１３歳のハローワーク 村上　龍 著 はまの　ゆか 画 幻冬舎

あこがれ仕事百科 ＮＨＫラジオ第１「きらり１０代！」制作班 編 実業之日本社

ママなんサイ？ 越智　あやこ 絵本館

鹿の王　上 鹿の王 上橋　菜穂子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

鹿の王　下 鹿の王 上橋　菜穂子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

グレッグのダメ日記３もうがまんできない！ グレッグのダメ日記　３ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社

グレッグのダメ日記４あ～あどうしてこうなるの！？ グレッグのダメ日記　４ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社

深海のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

アマゾンのサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 崔　徳煕 著 姜　境孝 画 朝日新聞出版

大石内蔵助　江戸人物伝43 日本の歴史　コミック版　４３ 静霞　薫 原著 藤科　遥市 画 ポプラ社

藤原道長　平安人物伝44 日本の歴史　コミック版　４４ 静霞　薫 原著 中島　健志 画 ポプラ社

ルルとララのフレンチトースト おはなしトントン　４７ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ダンデライオン 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ドン・フリーマン 著 アーサー・ビナード 訳 福音館書店

星と星座の伝説　冬　新装版 星と星座の伝説　冬　新装版 瀬川　昌男 著 小峰書店

この世でいちばんすばらしい馬 チェン　ジャンホン 著 平岡　敦 訳 徳間書店

三人きょうだい おさむらいさんのはなし紙芝居 菊池　寛 著 矢崎　節夫 脚色 大野　隆司 画 教育画劇

マザー・テレサ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記　２ やなぎや　けいこ 著 ポプラ社

月をみよう　新装版 科学のアルバム天文・地学　１ 藤井　旭 著 あかね書房



雲と天気　新装版 科学のアルバム天文・地学　２ 塚本　治弘 著 あかね書房

星の一生　新装版 科学のアルバム天文・地学　３ 藤井　旭 著 あかね書房

きょうりゅう　新装版 科学のアルバム天文・地学　４ 小畠　郁生 著 あかね書房

太陽のふしぎ　新装版 科学のアルバム天文・地学　５ 藤井　旭 著 あかね書房

星座をさがそう　新装版 科学のアルバム天文・地学　６ 藤井　旭 著 あかね書房

惑星をみよう　新装版 科学のアルバム天文・地学　７ 藤井　旭 著 あかね書房

しょうにゅうどう探検　新装版 科学のアルバム天文・地学　８ 徳富　一光 著 あかね書房

雪の一生　新装版 科学のアルバム天文・地学　９ 片平　孝 著 あかね書房

火山は生きている　新装版 科学のアルバム天文・地学　１０ 青木　章 著 あかね書房

水　新装版 科学のアルバム天文・地学　１１ 塚本　治弘 著 あかね書房

塩　新装版 科学のアルバム天文・地学　１２ 片平　孝 著 あかね書房

氷の世界　新装版 科学のアルバム天文・地学　１３ 東海林　明雄 著 あかね書房

鉱物　新装版 科学のアルバム天文・地学　１４ 塚本　治弘 著 あかね書房

砂漠の世界　新装版 科学のアルバム天文・地学　１５ 片平　孝 著 あかね書房

流れ星・隕石　新装版 科学のアルバム天文・地学　１６ 藤井　旭 著 あかね書房

きょうのおやつは わたなべ　ちなつ 著 福音館書店

地球をほる 川端　誠 著 ビーエル出版

うきわねこ 蜂飼　耳 著 牧野　千穂 画 ブロンズ新社

おおかみだあ！ ポプラせかいの絵本　３９ セドリック・ラマディエ 著 ヴァンサン・ブルジョ 画 谷川　俊太郎 訳 ポプラ社

なんでも魔女商会⑤きえた魔法のダイヤ おはなしガーデン　１０ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ハナミズキのみち 淺沼ミキ子  文 黒井健  絵 金の星社

１２月通り２５番地 ヘレン・ウォード  作 ウエイン・アンダースン  絵 ＢＬ出版

１２月通り２５番地 ヘレン・ウォード  作 ウエイン・アンダースン  絵 ＢＬ出版

お化けの冬ごもり 川端誠  作 ＢＬ出版

ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ  作 おがわえつこ  訳 らんか社

歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ  ぶんとえ うつみまお  やく 評論社

十二支のはじまり 谷真介  文 赤坂三好  絵 佼成出版社

光の旅かげの旅 アン・ジョナス  著 内海まお  訳 評論社

光の旅かげの旅 アン・ジョナス  著 内海まお  訳 評論社

サンタクロースってほんとにいるの？ てるおかいつこ  文 すぎうらはんも  絵 福音館書店

雪の上のなぞのあしあと あべ弘士  さく 福音館書店

急行「北極号」 クリス・ヴァン・オールズバーグ  絵と文 村上春樹  訳 あすなろ書房

みるなのくら おざわとしお  再話 赤羽末吉  画 福音館書店

たべもの 中江俊夫  ぶん 伊藤秀男  え 福音館書店

ゆきのかたち 高橋健司  監修 片野隆司  写真撮影 ひさかたチャイルド

だんろのまえで 鈴木まもる  作・絵 教育画劇

ポカポカホテル 松岡節  作 いもとようこ  絵 ひかりのくに

おもちのきもち かがくいひろし  作・絵 講談社

白い街あったかい雪 鎌田實  文 小林豊  絵 ポプラ社

くんちゃんとふゆのパーティー ドロシー・マリノ  さく あらいゆうこ  やく ペンギン社

ころんだのだあれ？ 垣内磯子 鈴木出版

ふくびき くすのきしげのり  作 狩野富貴子  絵 小学館

サイバーセキュリティのひみつ ひろゆうこ 学研

未来の車のひみつ おぎのひとし 学研



きれいな空気のひみつ 出口由美子 学研

薬剤師のひみつ 大石容子 学研

はたらく機械レンタルのひみつ たまだまさお 学研

大研究！すごいぞ！インスタントラーメン 月路よなぎ 講談社

食物アレルギーのひみつ 工藤ケン 学研プラス

梅パワーのひみつ 田川滋 学研プラス

ビタミン剤のひみつ おぎのひとし 学研プラス

家電量販店のひみつ たまだまさお 学研プラス

船員さんのひみつ おがたたかはる 学研プラス

下水道のひみつ ひろゆうこ 学研プラス

ベアリングのひみつ 学研プラス

１０歳の質問箱  なやみちゃんと５５人の大人たち 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

給食室のはるちゃん先生 光丘真理  文 佼成出版社

見上げてごらん！　空のふしぎ図鑑 武田康男 PHP研究所

小倉昌男 仲俊二郎 栄光出版社

讃岐うどんのひみつ 山口育孝 学研プラス

石けんのひみつ 宮原美香 学研プラス

ハリネズミと金貨 世界のお話　傑作選 ウラジーミル・オルロフ　原作　田中潔　文 偕成社

耳と補聴器のひみつ 谷豊 学研プラス

歯ブラシづくりのひみつ たまだまさお 学研プラス

鉄道会社　ここが知りたい！ 久松ゆのみ 文藝春秋

こねこのクリスマス ターシャ・テューダー いのちのことば社

ぶつからないクルマのひみつ 学研プラス

窓のひみつ 松野千歌 学研プラス

弁護士のひみつ おがたたかはる 学研プラス

ボタンちゃん わたしのえほん 小川　洋子 著 岡田　千晶 画 ＰＨＰ研究所

ひみつのきもちぎんこう ふじもと　みさと 著 田中　六大 画 金の星社

みずたまのたび アンヌ・クロザ 著 こだま　しおり 訳 西村書店

アリとくらすむし　ふしぎいっぱい写真絵本26 ふしぎいっぱい写真絵本　２６ 島田　たく 写真 ポプラ社

二日月 ホップステップキッズ！　２８ いとう　みく 著 丸山　ゆき 画 そうえん社

さかさ町 Ｆ．エマーソン・アンドリュース 著 ルイス・スロボドキン 画 小宮　由 訳 岩波書店

木のすきなケイトさん Ｈ．ジョゼフ・ホプキンズ 著 ジル・マケルマリー 画 池本　佐恵子 訳 ビーエル出版

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 はじめてのノンフィクションシリーズ 中村　文人 著 佼成出版社

茶畑のジャヤ 鈴木出版の児童文学　この地球を生きる子どもたち 中川　なをみ 著 すずき出版

ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ 著 中井　はるの 訳 ほるぷ出版

ここで土になる 大西　暢夫 著 アリス館

大村智ものがたり 馬場　錬成 著 毎日新聞出版

おかあちゃんがつくったる 長谷川義史  作 講談社

パパのしごとはわるものです 板橋雅弘  作 吉田尚令  絵 岩崎書店

中をそうぞうしてみよ 佐藤雅彦  作 ユーフラテス  作 福音館書店

かえるごようじん ウィリアム・ビー  さく たなかなおと  やく らんか社

ももたろう  だれでも知っているあの有名な 五味太郎  作 絵本館

かぞえうたのほん 岸田衿子  作 スズキコージ  え 福音館書店

ひまわりのおか ひまわりをうえた八人のお母さん  文 文葉方丹  文 岩崎書店



まんてんべんとう くすのきしげのり  作 作伊藤秀男  絵 フレーベル館

アブナイかえりみち 山本孝  作 ほるぷ出版

いわしくん 菅原たくや  〔作〕 文化出版局

たかこ 清水真裕  文 青山友美  絵 童心社

戦国時代のサバイバル  生き残り作戦 トリル  マンガ チーム・ガリレオ 朝日新聞出版

ロボット世界のサバイバル １ 生き残り作戦 金政郁  文 韓賢東  絵 朝日新聞出版

ナイトサファリのサバイバル １ 生き残り作戦 ゴムドリｃｏ．  文 韓賢東  絵 朝日新聞出版

鳥のサバイバル １ 生き残り作戦 ゴムドリｃｏ．  文 韓賢東  絵 朝日新聞出版

ルルとララのミルキープリン  Ｍａｐｌｅ　Ｓｔｒｅｅｔ あんびるやすこ  作・絵 岩崎書店

なんでも魔女商会⑥コットンの夏休み あんびるやすこ  著 岩崎書店

なんでも魔女商会⑦おきゃくさまはオバケ！ あんびるやすこ  著 岩崎書店

きえた！？かいけつゾロリ 原ゆたか  さく・え ポプラ社

またたびトラベル 茂市久美子  作 黒井健  絵 学研プラス

空海  平安人物伝47 加来耕三  企画・構成・監修 静霞薫  原作 ポプラ社

鬼の橋 伊藤遊  作 太田大八  画 福音館書店

グレッグのダメ日記５なんとかやっていくよ ジェフ・キニー  作 中井はるの  訳 ポプラ社

グレッグのダメ日記６どうかしてるよ！ ジェフ・キニー  作 中井はるの  訳 ポプラ社

菊池寛 浅井清　編集 丸谷才一　エッセイ 新潮社

シャーロック・ホームズ＆イレギュラーズ １ Ｔ．マック  著 Ｍ．シトリン  著 文溪堂

シャーロック・ホームズ＆イレギュラーズ ２ Ｔ．マック  著 Ｍ．シトリン  著 文溪堂

シャーロック・ホームズ＆イレギュラーズ ３ Ｔ．マック  著 Ｍ．シトリン  著 文溪堂

シャーロック・ホームズ＆イレギュラーズ ４ Ｔ．マック  著 Ｍ．シトリン  著 文溪堂

だれがアケル！？恐怖のトビラ 日本児童文芸家協会  編 ＰＨＰ研究所

だれがアケル！？呪いのトビラ 日本児童文芸家協会  編 ＰＨＰ研究所

だれがアケル！？悪夢のトビラ 日本児童文芸家協会  編 ＰＨＰ研究所

だれがアケル！？魔のトビラ 日本児童文芸家協会  編 ＰＨＰ研究所

コんガらガっちぬきあしさしあしすすめ！の本 ユーフラテス  さく うえ田みお  絵 小学館

ねこのピート  だいすきなしろいくつ エリック・リトウィン  作 ジェームス・ディーン  絵 ひさかたチャイルド

３００００このすいか あきびんご  作 くもん出版

ふでばこのなかのキルル 松成真理子  著 白泉社

もうぬげない ヨシタケシンスケ  作 ブロンズ新社

名探偵コナンの探偵入門 青山剛昌  原作 小学館

にんじゃざむらいガムチョコバナナ スカイとりいのまき 原ゆたか  作・絵 原京子  作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

37砂漠のナイチンゲール メアリー・ポープ・オズボーン  著 食野雅子  訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ジュニア空想科学読本2 柳田理科雄  著 藤嶋マル  絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ジュニア空想科学読本3 柳田理科雄  著 藤嶋マル  絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ジュニア空想科学読本4 柳田理科雄  著 藤嶋マル  絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

デルトラ・クエスト　１ デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著 岡田　好惠 訳 岩崎書店

まんがことわざ研究所　３ 爆笑しながら読む日本語 吉川　豊 著 理論社

怪談オウマガドキ学園８夏休みは百物語 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社

まいごになった子どものクジラ 小学館の図鑑ＮＥＯの科学絵本 越智　隆治 写真 小学館

イルカと友達になれる海 小学館の図鑑ＮＥＯの科学絵本 越智　隆治 写真 小学館

あつさのせい 日本傑作絵本シリーズ スズキ　コージ 著 福音館書店

ベストフレンズいつまでも！ ジャクリーン・ウィルソン 著 ニック・シャラット 画 尾高　薫 訳 理論社



体育館の日曜日 わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社

いじめ１４歳のＭｅｓｓａｇｅ 林　彗樹 著 小学館

飛鳥時代のサバイバル 歴史漫画サバイバルシリーズ　３ 細雪　純 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版

自然史ミュージアムのサバイバル　１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

自然史ミュージアムのサバイバル　２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

鳥のサバイバル　２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ　５４ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

ナイトサファリのサバイバル　２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

ロボット世界のサバイバル　２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 金　政郁 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

ロボット世界のサバイバル　３ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 金　政郁 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

幕末のサバイバル 歴史漫画サバイバルシリーズ　１１ もとじろう 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版

無人島のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 崔　徳煕 著 姜　境孝 画 朝日新聞社

地中世界のサバイバル　１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ　５０ スウィートファクトリー 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

地中世界のサバイバル　２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ　５２ スウィートファクトリー 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

イラストでみる犬の応急手当 安川　明男，他 編 講談社

絶叫学級　満たされないココロ編 いしかわ　えみ 集英社

山田県立山田小学校見学禁止！？山田センターのひみつ 山田　マチ 著 杉山　実 画 あかね書房

山田県立山田小学校山田山でサバイバル！？ 山田　マチ 著 杉山　実 画 あかね書房

おしりたんてい１むらさきふじんのあんごうじけん おしりたんていファイル　１ トロル 著 ポプラ社

おしりたんてい２やみよにきえるきょじん おしりたんていファイル　２ トロル 著 ポプラ社

高校野球のスゴイ話 ポプラポケット文庫　８０９－２ 「野球太郎」編集部 著 ポプラ社

暗号クラブ　１ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

暗号クラブ　２ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

グレッグのダメ日記７どんどんひどくなるよ グレッグのダメ日記　７ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社

グレッグのダメ日記８わけがわからないよ！ グレッグのダメ日記　８ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社

グレッグのダメ日記９とんでもないよ グレッグのダメ日記　９ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社

こじかじじっこ さかい　さちえ 著 教育画劇

慣用句ショウ 中川　ひろたか 著 村上　康成 画 ハッピーオウル社

おたすけこびとのクリスマス なかがわ　ちひろ 著 コヨセ　ジュンジ 画 徳間書店

おふくさん 服部　美法 著 大日本図書

真田十勇士　１ 真田十勇士 小前　亮 著 小峰書店

真田十勇士　２ 真田十勇士 小前　亮 著 小峰書店

真田十勇士　３ 真田十勇士 小前　亮 著 小峰書店

江戸の妖怪一座 青山　邦彦 著 フレーベル館

あらしをよぶ名探偵 杉山　亮 偕成社

アサガオ　新装版 科学のアルバム植物　１ 佐藤　有恒 写真 中山　周平 著 あかね書房

食虫植物のひみつ　新装版 科学のアルバム植物　２ 清水　清 著 あかね書房

ヒマワリのかんさつ　新装版 科学のアルバム植物　３ 叶沢　進 写真 白子　森蔵 著 あかね書房

イネの一生　新装版 科学のアルバム植物　４ 守矢　登 著 あかね書房

高山植物の一年　新装版 科学のアルバム植物　５ 白籏　史朗 著 あかね書房

サクラの一年　新装版 科学のアルバム植物　６ 守矢　登 著 あかね書房

ヘチマのかんさつ　新装版 科学のアルバム植物　７ 佐藤　有恒 著 あかね書房

サボテンのふしぎ　新装版 科学のアルバム植物　８ 埴　沙萠 著 あかね書房

キノコの世界　新装版 科学のアルバム植物　９ 伊沢　正名 著 あかね書房

たねのゆくえ　新装版 科学のアルバム植物　１０ 埴　沙萠 著 あかね書房



コケの世界　新装版 科学のアルバム植物　１１ 伊沢　正名 著 あかね書房

ジャガイモ　新装版 科学のアルバム植物　１２ 鈴木　公治 著 あかね書房

植物は動いている　新装版 科学のアルバム植物　１３ 清水　清 著 あかね書房

水草のひみつ　新装版 科学のアルバム植物　１４ 守矢　登 著 あかね書房

紅葉のふしぎ　新装版 科学のアルバム植物　１５ 佐藤　有恒 著 あかね書房

ムギの一生　新装版 科学のアルバム植物　１６ 鈴木　公治 著 あかね書房

ドングリ　新装版 科学のアルバム植物　１７ 埴　沙萠 著 あかね書房

花の色のふしぎ　新装版 科学のアルバム植物　１８ 佐藤　有恒 著 あかね書房

みずやりとうばん すこやかな心をはぐくむ絵本 くすのき　しげのり 著 あおき　ひろえ 画 廣済堂あかつき

オニのサラリーマン 日本傑作絵本シリーズ 富安　陽子 著 大島　妙子 画 福音館書店

あくたれラルフ ジャック・ガントス 著 ニコール・ルーベル 画 いしい　ももこ 訳 童話館出版//地方・小出版流通センター

スポーツ年鑑　２０１６ スポーツ年鑑 ポプラ社

朝日ジュニア学習年鑑　２０１６ 朝日ジュニア学習年鑑 朝日新聞出版

みょうがやど 川端　誠 著 クレヨンハウス

ぼくらの魔女戦記　１ 「ぼくら」シリーズ　２１ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらの魔女戦記　２ 「ぼくら」シリーズ　２２ 宗田　理 著 ポプラ社

わすれものチャンピオン とっておきのどうわ 花田　鳩子 著 羽尻　利門 画 ＰＨＰ研究所

まるごとわかる犬種大図鑑 Ｇａｋｋｅｎ　Ｐｅｔ　Ｂｏｏｋｓ 学研パブリッシング//学研マーケティング

まるごとわかる猫種大図鑑 Ｇａｋｋｅｎ　Ｐｅｔ　Ｂｏｏｋｓ 学研パブリッシング//学研マーケティング

図書館脱出ゲームぼくたちの謎とき大作戦！　上 クリス・グラベンスタイン 著 高橋　結花 訳 ＪｏｈｎＨａｔｈｗａｙ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

図書館脱出ゲームぼくたちの謎とき大作戦！　下 クリス・グラベンスタイン 著 高橋　結花 訳 ＪｏｈｎＨａｔｈｗａｙ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

なぞなぞ大冒険２０００問！ 平目　きらり 著 西東社

メジャーリーグのスゴイ話 ポプラポケット文庫　８０９－４ 「野球太郎」編集部 著 ポプラ社

なんでも魔女商会⑪魔女スピカからの手紙 おはなしガーデン　１９ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

なんでも魔女商会⑫セールス魔女はおことわり おはなしガーデン　２０ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

真田昌幸　戦国人物伝50 日本の歴史　コミック版　５０ 安戸　ひろみ 原著 早川　大介 画 ポプラ社

直江兼続　戦国人物伝51 日本の歴史　コミック版　５１ 安戸　ひろみ 原著 中島　健志 画 ポプラ社

ジュニア空想科学読本5 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－５ 柳田　理科雄 著 藤嶋　マル 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ジュニア空想科学読本7 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－７ 柳田　理科雄 著 藤嶋　マル 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ジュニア空想科学読本6 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－６ 柳田　理科雄 著 藤嶋　マル 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ１９　「あゆみ」の呪い！？の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－２９ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社

黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ２０ 講談社青い鳥文庫　２１７－３３ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社

たのしいあやとり大図鑑ひとりであやとり フィグインク 編 汐文社

しろがくろのパンダです。 平田　昌広 著 平田　景 画 国土社

うどんの絵本　つくってあそぼう23 つくってあそぼう 小田　聞多 編 青山　友美 画 農山漁村文化協会

ルルとララの手作りスイーツ春のお菓子 岩崎書店

ルルとララの手作りスイーツ夏のお菓子 岩崎書店

ルルとララの手作りスイーツ秋のお菓子 岩崎書店

ルルとララの手作りスイーツ冬のお菓子 岩崎書店

見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘　１ 見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘 教育画劇

見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘　２ 見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘 教育画劇

見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘　３ 見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘 教育画劇

見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘　４ 見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘 教育画劇

見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘　５ 見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘 教育画劇



まさかさかさま　虹の巻 伊藤　文人 著 サンマーク出版

大迫力！ＵＭＡ世界の未確認生物大百科　ユーマ 天野ミチヒロ 西東社

闇の本 本の怪談シリーズ　図書館版　１１ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社

呪う本 本の怪談シリーズ　図書館版　１２ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社

てんぐ、はなをかむ。 平田　昌広 著 平田　景 画 国土社

きえたアイドルのなぞ ゆうれいたんていドロヒューシリーズ　１ やまもと　しょうぞう 著 フレーベル館

きょうふのわらいきのこ ゆうれいたんていドロヒューシリーズ　２ やまもと　しょうぞう 著 フレーベル館

のろいのスイーツやかた ゆうれいたんていドロヒューシリーズ　３ やまもと　しょうぞう 著 フレーベル館

ざぼんじいさんのかきのき のびのび・えほん　４ すとう　あさえ 著 織茂　恭子 画 岩崎書店

とんでもない 鈴木　のりたけ 著 アリス館

このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ 著 ブロンズ新社

ハムスターのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん　６ 成島　悦雄 著 滝波　明生 画 岩崎書店

かいけつゾロリのおいしい金メダル かいけつゾロリシリーズ　５９ 原　ゆたか 著 ポプラ社

プカプカチョコレー島 プカプカチョコレー島 原ゆたか あかね書房

プカプカチョコレー島まじょの国へ プカプカチョコレー島 原ゆたか あかね書房

プカプカチョコレー島かいぞくあらわる プカプカチョコレー島 原ゆたか あかね書房

プカプカチョコレー島めざせたから島 プカプカチョコレー島 原ゆたか あかね書房

プカプカチョコレー島こおりの国のにんじゃ プカプカチョコレー島 原ゆたか あかね書房

タケノコごはん ポプラ社の絵本 大島渚 伊藤秀男 ポプラ社

りゅうじんさまは歯がいたい ポプラ社の絵本 関屋敏隆 ポプラ社

シロクマゆうびんきょく ポプラ社の絵本 木島誠悟 ポプラ社

とうめいにんげんのしょくじ ポプラ社の絵本 塚本やすし ポプラ社

ガスこうじょうききいっぱつ ポプラ社の絵本 シゲリカツヒコ ポプラ社

あしたがすき ポプラ社の絵本 指田和 阿部恭子 ポプラ社

ひつじ郵便局長のひみつ 小手鞠るい 土田義晴 金の星社

きつね音楽教室のゆうれい 小手鞠るい 土田義晴 金の星社

風になった名犬チロリ ノンフィクション・生きるチカラ 大木トオル 岩崎書店

あつまれ！全日本ごとうちグルメさん おおのこうへい ふくべあきひろ ブロンズ新社

人食いザメ事件 ぼくはこうして生き残った！　1　 ローレン・ターシス 河井直子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

９．１１テロ事件 ぼくはこうして生き残った！　2 ローレン・ターシス 河井直子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

タイタニック号沈没事件 ぼくはこうして生き残った！　3 ローレン・ターシス 河井直子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

東日本大震災 ぼくはこうして生き残った！　4 ローレン・ターシス 河井直子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

火山の大噴火 ぼくはこうして生き残った！　5 ローレン・ターシス 河井直子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

柳田理科雄の１日１科学 春の空想科学 柳田理科雄 栄光ゼミナール 汐文社

柳田理科雄の１日１科学 夏の空想科学 柳田理科雄 栄光ゼミナール 汐文社

柳田理科雄の１日１科学 秋の空想科学 柳田理科雄 栄光ゼミナール 汐文社

柳田理科雄の１日１科学 冬の空想科学 柳田理科雄 栄光ゼミナール 汐文社

はたらくじどう車 1ブルドーザー・ショベルカー 小峰書店編集部 小峰書店

はたらくじどう車 2 しょうぼう車・きゅうきゅう車 小峰書店編集部 小峰書店

はたらくじどう車 3パトカー・白バイ 小峰書店編集部 小峰書店

はたらくじどう車 4 バス・トラック 小峰書店編集部 小峰書店

はたらくじどう車 5ごみしゅうしゅう車・ゆうびん車 小峰書店編集部 小峰書店

はたらくじどう車 6じょうよう車 小峰書店編集部 小峰書店

勇気の花がひらくとき フレーベル館ジュニア・ノンフィクション 梯久美子 フレーベル館



大研究能と狂言の図鑑 国土社編集部 〔野上記念法政大学能楽研究所〕 国土社

大研究歌舞伎と文楽の図鑑 国土社編集部 国土社

雲の名前、空のふしぎ 武田康男 ＰＨＰ研究所

星空のかがく えびなみつる 中西昭雄 旬報社

１２歳の約束 矢内由美子 小学館

日本の給料＆職業図鑑　黄色 給料BANK 宝島

日本の給料＆職業図鑑Plus　青 給料BANK 宝島

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂２ ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂３ ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂４ ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂５ ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社

38サッカーの神様 マジック・ツリー３８ メアリー・ポープ・オズボーン ＫＡＤＯＫＡＷＡ

39第二次世界大戦の夜 マジック・ツリーハウス　３９ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

40カリブの巨大ザメ マジック・ツリーハウス　４０ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ざんねんないきもの事典 下間　文恵，他 画 高橋書店

極寒のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版

竜巻のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ リメ 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

おはなしのろうそく　９　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 大社　玲子 画 東京子ども図書館//地方・小出版流通センター

おはなしのろうそく　１０　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 大社　玲子 画 東京子ども図書館//地方・小出版流通センター

ことわざブック　１ 調べて使える！ことわざブック 童夢 あかね書房

ことわざブック　２ ことわざブック 童夢 あかね書房

ことわざブック　３ ことわざブック 童夢 あかね書房

ことわざブック　４ ことわざブック 童夢 あかね書房

ことわざブック　５ ことわざブック 童夢 あかね書房

ものしりチャンピオン１０００問　春 中村　浩訳 くもん出版

ものしりチャンピオン１０００問　夏 ものしりチャンピオン１０００問　夏 中村　浩訳 くもん出版

ものしりチャンピオン１０００問　秋 ものしりチャンピオン１０００問　秋 中村　浩訳 くもん出版

ものしりチャンピオン１０００問　冬 ものしりチャンピオン１０００問　冬 中村　浩訳 くもん出版

むしをたべるくさ　ふしぎいっぱい写真絵本９ ふしぎいっぱい写真絵本　９ 渡邉　弘晴 写真 伊地知　英信 著 ポプラ社

きみがしらないひみつの三人 ヘルメ・ハイネ 著 天沼　春樹 訳 徳間書店

こども孫子の兵法 すがわらけいこ 日本図書センター

おしゃれなおたまじゃくし わたしのえほん　１１ 塩田　守男 画 さくら　ともこ 著 ＰＨＰ研究所

書きかたがわかるはじめての文章レッスン　１ 書きかたがわかるはじめての文章レッスン 藤田　利江 学研教育出版//学研マーケティング

西遊記　１１　火の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　１１ 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社

むしのもり おひさまのほん タダ　サトシ 著 小学館

怪談収集家山岸良介の冒険 ポプラポケット文庫　７７－１４ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社

怪談収集家山岸良介の帰還 ポプラポケット文庫　７７－１３ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社

キャベたまたんていちんぼつ船のひみつ キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 宮本　えつよし 画 金の星社

キャベたまたんていからくりにんじゃやしきのなぞ キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 宮本　えつよし 画 金の星社

ルルとララのようこそタルト あんびる　やすこ 著 岩崎書店

妖怪製造機 森川　成美 著 佐竹　美保 画 毎日新聞出版

わたしがおとなになったら 辰巳　渚 著 朝倉　世界一 画 毎日新聞社

文房具図鑑 山本　健太郎 画 いろは出版



ジュニア空想科学読本8 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－８ 柳田　理科雄 著 藤嶋　マル 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

暗号クラブ　３ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

暗号クラブ　４ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

暗号クラブ　５ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城　東日本編 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城編集委員会 編著 汐文社

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城　西日本編 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の城編集委員会 編著 汐文社

迷路探偵ピエール カミガキ　ヒロフミ，他 著 永岡書店

冒険！発見！大迷路巨大昆虫の島 原　裕朗，バースデイ 著 ポプラ社

香川共和国のオキテ１００ヵ条 三宅　耕介 メイツ出版

ぼくらの魔女戦記　３ 「ぼくら」シリーズ　２３ 宗田　理 著 ポプラ社

その道のプロに聞く生きものの持ちかた 松橋　利光 著 大和書房

なんでも魔女商会⑬星くずのブラックドレス おはなしガーデン　２２ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

なんでも魔女商会⑭ナナのたんぽぽカーニバル おはなしガーデン　２３ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

なんでも魔女商会⑮８５パーセントの黒猫 おはなしガーデン　２５ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

なんでも魔女商会⑯にっこりおいしい大作戦 おはなしガーデン　２６ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ノラネコぐんだんおすしやさん コドモエのえほん 工藤　ノリコ 著 白泉社

ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ コドモエのえほん 工藤　ノリコ 著 白泉社

かわいいこねこをもらってください ポプラちいさなおはなし　１２ なりゆき　わかこ 著 垂石　眞子 画 ポプラ社

まほうデパート本日かいてん！ 山野辺　一記 著 木村　いこ 画 金の星社

おねえちゃんって、ほーんとつらい！ おはなしトントン　４８ いとう　みく 著 つじむら　あゆこ 画 岩崎書店

言葉屋 久米　絵美里 著 もとやま　まさこ 画 朝日学生新聞社

アカシア書店営業中！ スプラッシュ・ストーリーズ　２４ 濱野　京子 著 森川　泉 画 あかね書房

からすのたまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著 すずき出版

かようびのよる デヴィッド・ウィーズナー 著 当麻　ゆか 訳 徳間書店

しあわせないぬになるには ジョー・ウィリアムソン 著 木坂　涼 訳 徳間書店

火曜日のごちそうはヒキガエル 評論社の児童図書館・文学の部屋　ヒキガエルとんだ大冒険　１ ラッセル　Ｅ．エリクソン 著 ローレンス・ディ・フィオリ 画 佐藤　凉子 訳 評論社

ふしぎなナイフ こどものとも傑作集　１０９ 中村　牧江，林　健造 著 福田　隆義 画 福音館書店

ハッピーになれる心理テスト　愛蔵版 森　冬生 著 金の星社

ハッピーになれるバースデー占い　愛蔵版 鏡　リュウジ 著 金の星社

せかいいちのねこ ＭＯＥのえほん ヒグチ　ユウコ 画 白泉社

あたらしいみかんのむきかた 岡田　好弘 著 神谷　圭介 画 小学館

学校図書館イラストブック 少年写真新聞社 少年写真新聞社

はなちゃんのみそ汁 講談社の創作絵本シリーズ 安武　信吾，他 原著 魚戸　おさむ 著 講談社

月の満ちかけ絵本 大枝　史郎 著 佐藤　みき 画 あすなろ書房

ウォルト・ディズニー　コミック版世界の伝記25 世界の伝記　コミック版　２５ 中　祥人 画 星井　博文 著 ポプラ社

アンネ・フランク　コミック版世界の伝記2 世界の伝記　コミック版　２ 若宮　あずさ 画 ポプラ社

夏目漱石　コミック版世界の伝記30 世界の伝記　コミック版　３０ 文月　鉄郎 画 ポプラ社

樋口一葉　コミック版世界の伝記18 世界の伝記　コミック版　１８ 山田　せいこ 画 ポプラ社

ファーブル　コミック版世界の伝記16 世界の伝記　コミック版　１６ 坂本　コウ 画 ポプラ社

松尾芭蕉　コミック版世界の伝記14 世界の伝記　コミック版　１４ 瑞樹　奈穂 画 ポプラ社

宮沢賢治　コミック版世界の伝記20 世界の伝記　コミック版　２０ 小林　可多入 画 ポプラ社

世界のチョウ 今森　光彦 著 アリス館

世界のカブトムシ 今森　光彦 著 アリス館

めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた　３ めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた こどもくらぶ 編 ポプラ社



めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた　１１ めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた こどもくらぶ 編 ポプラ社

職場体験完全ガイド　２１ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助 ポプラ社

職場体験完全ガイド　２２ 職場体験完全ガイド 長野　伸江 ポプラ社

職場体験完全ガイド　２３ 職場体験完全ガイド 長野　伸江 ポプラ社

職場体験完全ガイド　２４ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助 ポプラ社

職場体験完全ガイド　２５ 職場体験完全ガイド 長野　伸江 ポプラ社

職場体験完全ガイド　２６ 職場体験完全ガイド 江藤　純 ポプラ社

職場体験完全ガイド　２７ 職場体験完全ガイド 長野　伸江 ポプラ社

職場体験完全ガイド　２８ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助 ポプラ社

職場体験完全ガイド　２９ 職場体験完全ガイド 江藤　純 ポプラ社

職場体験完全ガイド　３０ 職場体験完全ガイド 斉藤　道子 ポプラ社

うそ 中川　ひろたか 著 ミロコ　マチコ 画 金の星社

ドングリ山のやまんばあさん 富安　陽子 著 大島　妙子 画 理論社

おだんごスープ 角野　栄子 著 市川　里美 画 偕成社

やきざかなののろい ポプラ社の絵本　３０ 塚本　やすし 著 ポプラ社

あらしのよるに あらしのよるにシリーズ　大型版　１ きむら　ゆういち 著 あべ　弘士 画 講談社

銀河鉄道の夜　アニメ版 宮沢　賢治 原著 別役　実，谷川　茂 著 理論社

グスコーブドリの伝記　アニメ版 宮沢　賢治 原著 杉井　ギサブロー 著 理論社

セロ弾きのゴーシュ 徳間アニメ絵本　１９ 宮沢　賢治 原著 徳間書店

母をたずねて三千里 徳間アニメ絵本　１８ エドモンド・デ・アミーチス 原著 徳間書店

ふまんがあります わたしのえほん ヨシタケ　シンスケ 著 ＰＨＰ研究所

コケシちゃん ものがたりの庭 佐藤　まどか 著 木村　いこ 画 フレーベル館

だんごころころ あかちゃんのむかしむかし 松谷　みよ子 著 和歌山　静子 画 童心社

おとうふさんとこんにゃくさん あかちゃんのむかしむかし 松谷　みよ子 著 にしまき　かやこ 画 童心社

くつがじまんのむかでさん あかちゃんのむかしむかし 松谷　みよ子 著 ひらやま　えいぞう 画 童心社

おんぶおばけ あかちゃんのむかしむかし 松谷　みよ子 著 ひらやま　えいぞう 画 童心社

きつねとたぬきのばけくらべ あかちゃんのむかしむかし 松谷　みよ子 著 ひらやま　えいぞう 画 童心社

仙人のおしえ 小澤　俊夫 著 金井田　英津子 画 くもん出版

とら猫とおしょうさん 小澤　俊夫 著 金井田　英津子 画 くもん出版

ぐりとぐらのおおそうじ 日本傑作絵本シリーズ 中川　李枝子 著 山脇　百合子 画 福音館書店

はじめてのおつかい こどものとも傑作集　５６ 筒井　頼子 著 林　明子 画 福音館書店

ちょっとだけ こどものとも絵本 瀧村　有子 著 鈴木　永子 画 福音館書店

ぞうくんのさんぽ こどものとも傑作集　１３ なかの　ひろたか 著 福音館書店

おやおや、おやさい 幼児絵本シリーズ 石津　ちひろ 著 山村　浩二 画 福音館書店

そらまめくんとめだかのこ こどものとも傑作集 なかや　みわ 著 福音館書店

おかしなおかし 幼児絵本シリーズ 石津　ちひろ 著 山村　浩二 画 福音館書店

地面の下のいきもの みるずかん・かんじるずかん　金の本 大野　正男 著 松岡　達英 画 福音館書店

アイヌネノアンアイヌ たくさんのふしぎ傑作集 萱野　茂 著 飯島　俊一 画 福音館書店

わらしべちょうじゃ 日本名作おはなし絵本 杉山　亮 著 高畠　那生 画 小学館

うしかたやまんば 日本名作おはなし絵本 千葉　幹夫 著 スズキ　コージ 画 小学館

一休さん 日本名作おはなし絵本 杉山　亮 著 長野　ヒデ子 画 小学館

ひなまつりのちらしずし 講談社の創作絵本　行事と食べもののよみきかせ絵本 宮野　聡子 著 講談社

まんまるいけのおつきみ 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本 かとう　まふみ 著 講談社

ゆめちゃんのハロウィーン 講談社の創作絵本シリーズ 高林　麻里 著 講談社



ぼんちゃんのぼんやすみ 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本 あおき　ひろえ 著 講談社

くまのこのとしこし 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本 高橋　和枝 著 講談社

おじいちゃんちのたうえ 講談社の創作絵本シリーズ さこ　ももみ 著 講談社

おぞうにくらべ 講談社の創作絵本　行事と食べもののよみきかせ絵本 宮野　聡子 著 講談社

えんそくおにぎり 講談社の創作絵本　行事と食べもののよみきかせ絵本 宮野　聡子 著 講談社

いもほりコロッケ 講談社の創作絵本　行事と食べもののよみきかせ絵本 おだ　しんいちろう 著 こば　ようこ 画 講談社

たなばたまつり 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本 松成　真理子 著 講談社

せつぶんのひのおにいっか 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本 青山　友美 著 講談社

ひみつひみつのひなまつり 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本 鈴木　真実 著 講談社

いもいもほりほり 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本 西村　敏雄 著 講談社

クリスマスのおかいもの 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本 たしろ　ちさと 著 講談社

かえうたかえうたこいのぼり 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本 石井　聖岳 著 講談社

しりとり佐助　１ まいにちおはなし　４//しりとり佐助シリーズ//１ 梶尾　真治 著 サカイ　ノビー 画 そうえん社

しりとり佐助　２ まいにちおはなし　９//しりとり佐助シリーズ//２ 梶尾　真治 著 サカイ　ノビー 画 そうえん社

あるはれたひに あらしのよるにシリーズ　大型版　２ きむら　ゆういち 著 あべ　弘士 画 講談社

おやゆびひめ 講談社のおはなし絵本箱 三木　卓 著 荒井　良二 画 講談社

ジャックとまめの木 講談社のおはなし絵本箱 渡辺　茂男 著 スズキ　コージ 画 講談社

おおかみと七ひきのこやぎ 講談社のおはなし絵本箱 那須田　淳 著 柿本　幸造 画 講談社

ピノキオ 講談社のおはなし絵本箱 斉藤　洋 著 杉浦　範茂 画 講談社

ながぐつをはいたねこ 講談社のおはなし絵本箱 末吉　暁子 著 飯野　和好 画 講談社

そらいろ男爵 ジル・ボム 著 ティエリー・デデュー 画 中島　さおり 訳 主婦の友社

ピクチャーペディア スミソニアン協会∥監修 河出書房新社

声の出ないぼくとマリさんの一週間 松本／聰美∥作 汐文社

ぼくが弟にしたこと 岩瀬／成子∥作 理論社

リンドバーグ トーベン・クールマン∥作 ブロンズ新社

小さないのち 今西／乃子∥文 金の星社

さっちゃんとなっちゃん 教育画劇みんなのえほん 浜田／桂子∥さく・え 教育画劇

おにぎり 幼児絵本シリーズ 平山／英三∥ぶん 福音館書店

あたまにかきの木 日本の民話えほん 小沢／正∥文 教育画劇

水不足のサバイバル かがくるBOOK スウィートファクトリー∥文 朝日新聞出版

水木しげる鬼太郎大百科 水木／しげる∥著 小学館

へびのみこんだなにのみこんだ? ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ∥さく えほんの杜

セーターになりたかった毛糸玉 津田／直美∥著 ブロンズ新社

マンモスとくらすには カンタン・グレバン∥作 クレヨンハウス

ぼくのにいちゃんすごいやろ! くすのき／しげのり∥作 えほんの杜

これはのみのぴこ 谷川／俊太郎∥作 サンリード

ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団上 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団下 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社

おしりたんてい３ふめつのせっとうだん おしりたんていファイル　３ トロル 著 ポプラ社

淀殿　戦国人物伝52 日本の歴史　コミック版　５２ 静霞　薫 原著 瀧　玲子 画 ポプラ社

本多忠勝　戦国人物伝53 日本の歴史　コミック版　５３ 井手窪　剛 原著 かわの　いちろう 画 ポプラ社

グレッグのダメ日記１１いちかばちか、やるしかないね！ グレッグのダメ日記　１１ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社

図解生き物が見ている世界 田中　直樹，長沼　毅 著 学研パブリッシング//学研マーケティング



ずかんプランクトン 清水　洋美 編著 技術評論社

ずかん虫の巣 安田　守 写真 技術評論社

ずかん武具 小和田　泰経 編 技術評論社

ずかんたね 近田　文弘 著 久保　秀一 写真 技術評論社

ずかんヘンテコ姿の生き物 ネイチャー・プロ編集室 編著 技術評論社

子どもの哲学 河野　哲也，他 著 毎日新聞出版

動物と話せる少女リリアーネ１ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング

動物と話せる少女リリアーネ２ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング

動物と話せる少女リリアーネ３ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング

動物と話せる少女リリアーネ４ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング

動物と話せる少女リリアーネ５ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング

パンのかけらとちいさなあくま こどものとも傑作集　１０ 内田　莉莎子 著 堀内　誠一 画 福音館書店

わゴムはどのくらいのびるかしら　改訂新版 マイク・サーラー 著 ジェリー・ジョイナー 画 岸田　衿子 訳 ほるぷ出版

怪談オウマガドキ学園９猫と狐の化け方教室 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社

怪談オウマガドキ学園10４時４４分４４秒の宿題 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社

怪談オウマガドキ学園11休み時間のひみつゲーム 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社

怪談オウマガドキ学園12ぶきみな植物観察 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社

怪談オウマガドキ学園13妖怪博士の特別授業 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社

ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン 著 福本　友美子 訳 光村教育図書

おとなりさん きしら　まゆこ 著 高畠　純 画 ビーエル出版

おまたせクッキー パット・ハッチンス 著 乾　侑美子 訳 偕成社

おばけパーティ ジャック・デュケノワ 著 大澤　晶 訳 ほるぷ出版

学校ななふしぎ 斉藤　洋 著 山本　孝 画 偕成社

本所ななふしぎ 斉藤　洋 著 山本　孝 画 偕成社

アブナイおふろやさん ほるぷ創作絵本 山本　孝 著 ほるぷ出版

箸の絵本　つくってあそぼう30 つくってあそぼう 兵左衛門 編 土橋　とし子 画 農山漁村文化協会

着物のえほん 高野　紀子 著 あすなろ書房

武器より一冊の本をください ヴィヴィアナ・マッツァ 著 横山　千里 訳 金の星社

カエルのおでかけ 高畠　那生 著 フレーベル館

じゃんけんのすきな女の子 キッズ文学館 松岡　享子 著 大社　玲子 画 学研教育出版//学研マーケティング

なつみはなんにでもなれる ヨシタケ　シンスケ 著 ＰＨＰ研究所

パンダ銭湯 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 著 絵本館

ちょろりんのすてきなセーター こどものとも傑作集 降矢　なな 著 福音館書店

うどんのうーやん 岡田　よしたか 著 ブロンズ新社

１０分で読める一流の人の名言１００ まなぶっく 西沢　泰生 著 メイツ出版

バナナじけん 高畠　那生 著 ビーエル出版

ビーバーのベン ちきゅうのなかまたち ビッキー・イーガン 著 ダニエラ・デ・ルカ 画 秋篠宮　紀子 訳 新樹社

むかしのくらし思い出絵日記　１ むかしのくらし思い出絵日記 たかい　ひろこ 著 ポプラ社

うんちっち ステファニー・ブレイク 著 ふしみ　みさを 訳 あすなろ書房

オニじゃないよおにぎりだよ シゲタ　サヤカ 著 えほんの杜

坂の上の図書館 池田　ゆみる 著 羽尻　利門 画 さえら書房

ヘンリーくんとアバラー　改訂新版 ベバリイ・クリアリー 著 松岡　享子 訳 ルイス・ダーリング 画 学習研究社

ヘンリーくんとビーザス　改訂新版 ベバリイ・クリアリー 著 松岡　享子 訳 ルイス・ダーリング 画 学習研究社

ジュニア空想科学読本9 角川つばさ文庫 柳田　理科雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ



ギネス世界記録２０１７ ギネス世界記録 クレイグ・グレンディ 編 角川アスキー総合研究所//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂６ ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社

41走れ犬ぞり、命を救え！ マジック・ツリーハウス　４１ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

こういうとき、どうするんだっけ 辰巳　渚 著 朝倉　世界一 画 毎日新聞社

こぞうさんのおきょう 新美　南吉 著 鈴木　靖将 画 新樹社

オムライスのたまご たべもののおはなしシリーズ　オムライス 森　絵都 著 陣崎　草子 画 講談社

大気汚染のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ　４７ スウィートファクトリー 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

あくまで悪魔のアクマント 山口　理 著 熊谷　杯人 画 偕成社

図書館脱出ゲーム　２上 図書館脱出ゲーム図書館オリンピック大作戦！ クリス・グラベンスタイン 著 山北　めぐみ 訳 ＪｏｈｎＨａｔｈｗａｙ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

図書館脱出ゲーム図書館オリンピック大作戦！　２下 図書館脱出ゲーム図書館オリンピック大作戦！ クリス・グラベンスタイン 著 山北　めぐみ 訳 ＪｏｈｎＨａｔｈｗａｙ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ゆうびんやさんおねがいね サンドラ・ホーニング 著 バレリー・ゴルバチョフ 画 なかがわ　ちひろ 訳 徳間書店

せかいいちうつくしい村へかえる えほんはともだち　５５ 小林　豊 著 ポプラ社

むらの英雄 渡辺　茂男 著 西村　繁男 画 瑞雲舎//地方・小出版流通センター

心の持ち方 ジェリー・ミンチントン ディスカバー・トゥエンティワン

くもの糸 名作児童文学紙芝居 芥川　龍之介 原著 諸橋　精光 著 すずき出版

かいけつゾロリの王子さまになるほうほう かいけつゾロリシリーズ　６０ 原　ゆたか 著 ポプラ社

火災のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ　５６ スウィートファクトリー 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

ルルとララのアロハ！パンケーキ おはなしトントン　５６ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ノーベル　コミック版世界の伝記27 世界の伝記　コミック版　２７ 文月　鉄郎 画 ポプラ社

野口英世　コミック版世界の伝記5 世界の伝記　コミック版　５ 中　祥人 画 ポプラ社

杉原千畝　コミック版世界の伝記32 世界の伝記　コミック版　３２ 山田　せいこ 画 ポプラ社

福沢諭吉　コミック版世界の伝記7 世界の伝記　コミック版　７ 吉田　健二 画 ポプラ社

伊能忠敬　コミック版世界の伝記9 世界の伝記　コミック版　９ キヤマ　ミチアキ 画 ポプラ社

ハルとカナ ひこ・田中 著 ヨシタケ　シンスケ 画 講談社

怪談収集家山岸良介と学校の怪談 ポプラポケット文庫　７７－１５ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社

なんでも魔女商会21おきゃくさまはルルとララ おはなしガーデン　４４ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

言葉屋　２ 言葉屋 久米　絵美里 著 もとやま　まさこ 画 朝日学生新聞社

言葉屋　３ 言葉屋 久米　絵美里 著 もとやま　まさこ 画 朝日学生新聞社

招福堂のまねきねこ 学研の新・創作シリーズ 茂市　久美子 著 黒井　健 画 学習研究社

ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社

まゆとおに こどものとも傑作集 富安　陽子 著 降矢　なな 画 福音館書店

なんでやねん 中川　ひろたか 著 あおき　ひろえ 画 世界文化社

にひきのかえる 新美　南吉 著 鈴木　靖将 画 新樹社

きかせたがりやの魔女 岡田　淳 著 はた　こうしろう 画 偕成社

２分の１成人式 講談社・文学の扉 井上　林子 著 新井　陽次郎 画 講談社

「日本国憲法」なのだ！　改訂新版 赤塚　不二夫，永井　憲一 著 草土文化

ジェネリックのひみつ 吉野恵美子 学研プラス

漢検のひみつ アサミネ鈴 学研プラス

巻寿司のひみつ おぎのひとし 学研プラス

大研究！きずなでつなぐ日本の儀式 野本トロ 学研プラス

かつお節とだしのひみつ たまだまさお 学研プラス

広岡浅子 : 九転十起生-激動の明治・大正を駆けぬけた気高き女性実業家 小学館版学習まんが人物館 ; 日本-21 原口泉 監修 大谷じろう まんが 小学館

水素社会ここが知りたい！ みずなともみ 文藝春秋

インターネット広告のひみつ 鳥飼規世 学研プラス



警備と安全ここが知りたい！ 名古屋裕 文藝春秋

ピンク・カメレオン ロリー＆エルシーのおしゃれ・マジック １ フィオナ・ダンバー  作　露久保由美子  訳 フレーベル館

キウイフルーツのひみつ おがたたかはる 学研プラス

お好み焼のひみつ たまだまさお 学研プラス

薬が届くまでここが知りたい！ くろにゃこ。 文藝春秋

インターネットのひみつ　新版　 かんようこ 学研プラス

フリーズドライのひみつ 山口育孝 学研プラス

ファッションビルのひみつ まさやようこ 学研プラス

港のひみつ たまだまさお 学研プラス

こども君主論 日本図書センター//日本図書センター

漫画君たちはどう生きるか 吉野　源三郎 原著 羽賀　翔一 画 マガジンハウス//マガジンハウス

オニのサラリーマンしゅっちょうはつらいよ 日本傑作絵本シリーズ 富安　陽子 著 大島　妙子 画 福音館書店//福音館書店

さるとびすすけ　愛とお金とゴキＺのまき 宮西　達也 著 ほるぷ出版//ほるぷ出版

死神うどんカフェ１号店　３杯目 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 石川　宏千花 著 講談社//講談社

死神うどんカフェ１号店　４杯目 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 石川　宏千花 著 講談社//講談社

死神うどんカフェ１号店　５杯目 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 石川　宏千花 著 講談社//講談社

死神うどんカフェ１号店　６杯目 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 石川　宏千花 著 講談社//講談社

動物と話せる少女リリアーネ　１１ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 駒形 画 学研プラス//学研プラス

動物と話せる少女リリアーネ　１２ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研プラス//学研プラス

こんぴら狗 くもんの児童文学 今井　恭子 著 いぬんこ 画 くもん出版//くもん出版

大久保利通　幕末・維新人物伝61 日本の歴史　コミック版　６１ 水谷　俊樹 原著 早川　大介 画 ポプラ社//ポプラ社

島津斉彬 日本の歴史　コミック版　６２ 水谷　俊樹 原著 中島　健志 画 ポプラ社//ポプラ社

ばあばは、だいじょうぶ 絵本・ちいさななかまたち 楠　章子 著 いしい　つとむ 画 童心社

なにがあってもずっといっしょ くさの　たき 著 つじむら　あゆこ 画 金の星社

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス 著 青山　南 訳 ビーエル出版

すばこ キム　ファン 著 イ　スンウォン 画 ほるぷ出版

くろねこのどん 岡野　かおる子 著 上路　ナオ子 画 理論社

空にむかってともだち宣言 茂木　ちあき 著 ゆーち　みえこ 画 国土社

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 著 ジェズ・ツヤ 画 斉藤　洋 訳 光村教育図書

干したから… ふしぎびっくり写真えほん 森枝　卓士 写真 フレーベル館

チキン！ 文研じゅべにーる いとう　みく 著 こがしわ　かおり 画 文研出版

ぼくたちのリアル 戸森　しるこ 著 佐藤　真紀子 画 講談社

霧のなかの白い犬 アン・ブース 著 杉田　七重 訳 橋　賢亀 画 あかね書房

転んでも、大丈夫 ポプラ社ノンフィクション　２６ 臼井　二美男 著 ポプラ社

ポプラディアプラス人物事典 1 今泉忠明 ポプラ社

ポプラディアプラス人物事典 2 今泉忠明 ポプラ社

ポプラディアプラス人物事典 3 今泉忠明 ポプラ社

ポプラディアプラス人物事典 4 今泉忠明 ポプラ社

ポプラディアプラス人物事典 5 今泉忠明 ポプラ社

朝倉義景 コミック版日本の歴史 加来耕三 ポプラ社

北条早雲 コミック版日本の歴史 加来耕三 ポプラ社

由利公正 コミック版日本の歴史 加来耕三 ポプラ社

高山右近 コミック版日本の歴史 加来耕三 ポプラ社

ジュニア空想科学読本10 角川つばさ文庫 柳田理科雄 KADOKAWA



おしりたんてい かいとうVSたんてい おしりたんていシリーズ トロル ポプラ社

ジャングルのサバイバル 1 かがくるBOOK 洪在徹 朝日新聞出版

ジャングルのサバイバル 2 かがくるBOOK 洪在徹 朝日新聞出版

しろいやみのはてで きむらゆういち 講談社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂７ 廣嶋玲子 偕成社

巨大ハリケーン！ ぼくはこうして生き残った!　 6 ローレン・ターシス KADOKAWA

ナチスとの戦い ぼくはこうして生き残った!　 7 ローレン・ターシス KADOKAWA

太平洋戦争・開戦の日 ぼくはこうして生き残った!　 8 ローレン・ターシス KADOKAWA

怪談オウマガドキ学園 14あやしい月夜の通学路 怪談オウマガドキ学園編集委員会 童心社

怪談オウマガドキ学園 15ぞくぞくドッキリ学園祭 怪談オウマガドキ学園編集委員会 童心社

動物と話せる少女リリアーネ６ タニヤ・シュテーブナー 学研教育出版

動物と話せる少女リリアーネ７ タニヤ・シュテーブナー 学研教育出版

２歳になれなかったこねこ小太郎 角川つばさ文庫　Ａ　な　３－１ なりゆき　わかこ 著 あやか 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

べんり屋、寺岡の夏。 文研じゅべにーる 中山　聖子 著 文研出版

べんり屋、寺岡の秋。 文研じゅべにーる 中山　聖子 著 文研出版

べんり屋、寺岡の冬。 文研じゅべにーる 中山　聖子 著 文研出版

べんり屋、寺岡の春。 文研じゅべにーる 中山　聖子 著 文研出版

ねこの手かします　かいとうゼロのまき わくわくえどうわ 内田　麟太郎 著 川端　理絵 画 文研出版

ねこの手かします　手じなしのまき わくわくえどうわ 内田　麟太郎 著 川端　理絵 画 文研出版

ねこの手かします わくわくえどうわ 内田　麟太郎 著 川端　理絵 画 文研出版

てんからどどん ノベルズ・エクスプレス　３２ 魚住　直子 著 けーしん 画 ポプラ社

ポケモン空想科学読本　１ ポケモン空想科学読本 柳田　理科雄 著 姫野　かげまる 画 オーバーラップ

ポケモン空想科学読本　２ ポケモン空想科学読本 柳田　理科雄 著 姫野　かげまる 画 オーバーラップ

生きる 日本傑作絵本シリーズ 谷川　俊太郎 著 岡本　よしろう 画 福音館書店

くまさんのおたすけえんぴつ アンソニー・ブラウン 著 さくま　ゆみこ 訳 ビーエル出版

そのこ 谷川　俊太郎 著 塚本　やすし 画 晶文社

もとこども ポプラ社の絵本　３７ 富安　陽子 著 いとう　ひろし 画 ポプラ社

きょうはそらにまるいつき 荒井　良二 著 偕成社

トトトのトナカイさん 長谷川　義史 著 ブロンズ新社

ちがうねん ジョン・クラッセン 著 長谷川　義史 訳 クレヨンハウス

あれこれたまご かがくのとも傑作集　わくわくにんげん とりやま　みゆき 著 中の　滋 画 福音館書店

どんぐりころころおやまへかえるだいさくせん スギヤマ　カナヨ 著 赤ちゃんとママ社

雨ふる本屋とうずまき天気 日向　理恵子 著 吉田　尚令 画 童心社

たのしい紙こうさく　２ たのしい紙こうさく 竹井　史郎 著 うつみ　のりこ 画 小峰書店

おもいのたけ きむら　ゆういち 著 田島　征三 画 えほんの杜

将棋教室 マンガでマスター 村川　和宏 画 ポプラ社

動物　増補改訂 ニューワイド学研の図鑑 学研教育出版//学研マーケティング

水の生物 小学館の図鑑・ＮＥＯ　７ 白山　義久，他 著 小学館

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社

ハリー・ポッターと炎のゴブレット　上 ハリー・ポッターと炎のゴブレット Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社

ハリー・ポッターと炎のゴブレット　下 ハリー・ポッターと炎のゴブレット Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社

世界のクワガタムシ 今森　光彦 著 アリス館

ふしぎなたけのこ こどものとも傑作集　３０ 松野　正子 著 瀬川　康男 画 福音館書店

図書室のふしぎな出会い 文研じゅべにーる 小原　麻由美 著 こぐれ　けんじろう 画 文研出版



こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン 著 小林　いづみ 訳 大社　玲子 画 こぐま社

たべてあげる ふくべ　あきひろ 著 おおの　こうへい 画 教育画劇

アームストロング トーベン・クールマン 著 金原　瑞人 訳 ブロンズ新社

絶滅動物最強王図鑑 学研プラス

明日のカルタ 倉本　美津留 著 テッポー・デジャイン。 画 日本図書センター

あるかしら書店 ヨシタケ　シンスケ 著 ポプラ社

５分後に思わず涙。 「５分後に意外な結末」シリーズ 桃戸　ハル 編著 田中　寛崇 画 学研プラス

七福神の大阪ツアー くまざわ　あかね 著 あおき　ひろえ 画 ひさかたチャイルド

大人気！！親子で遊べるたのしい！おりがみ 新宮　文明 著 高橋書店

四季のたのしいおりがみ事典 山口　真 著 ナツメ社

ごちそうびっくり箱 角川つばさ文庫　Ｂ　か　１－２ 角野　栄子 著 千葉　史子 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ジャングルのサバイバル　３ かがくるＢＯＯＫ　大長編サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版

おばけ道、ただいま工事中！？ おはなしガーデン　４９ 草野　あきこ 著 平澤　朋子 画 岩崎書店

透明犬メイ おはなしガーデン　５１ 辻　貴司 著 丹地　陽子 画 岩崎書店

くろグミ団は名探偵 ユリアン・プレス 著 大社　玲子 訳 岩波書店

42アーサー王と黄金のドラゴン マジック・ツリーハウス　４２ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

湿地生物のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ　５７ 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版

宇宙のサバイバル　１　宇宙飛行士訓練編 かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版

宇宙のサバイバル　２　ソユーズ宇宙船編 かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版

宇宙のサバイバル　３　国際宇宙ステーション編 かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版

戦後のサバイバル 歴史漫画サバイバルシリーズ　１４ もとじろう 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版

消えた自転車は知っている 講談社青い鳥文庫　２８６－１//探偵チームＫＺ事件ノート 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社

切られたページは知っている 講談社青い鳥文庫　２８６－２//探偵チームＫＺ事件ノート 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社

キーホルダーは知っている 講談社青い鳥文庫　２８６－３//探偵チームＫＺ事件ノート 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社

ぼく、ドジオ。 ぴっかぴかえほん いわい　としお 著 小学館

電車で行こう！絶景列車・伊予灘ものがたりと、四国一周の旅 集英社みらい文庫　と　１－２３ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社

ルパン三世カリオストロの城 徳間アニメ絵本　２３ モンキー・パンチ 原著 徳間書店

かけっこかけっこ 講談社の創作絵本シリーズ 中川　ひろたか 著 北村　裕花 画 講談社

つかまえた！ 講談社の創作絵本シリーズ 鈴木　まもる 著 講談社

ざしき童子のはなし 宮沢賢治どうわえほん　４ 宮沢　賢治 著 伊勢　英子 画 講談社

ＢＯＲＵＴＯ－ＮＡＲＵＴＯ　ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ－ＮＯＶＥＬ　１ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 岸本　斉史，他 原著 重信　康 著 集英社

ひとりぼっちのかいぶつといしのうさぎ クリス・ウォーメル 著 吉上　恭太 訳 徳間書店

おばけのケーキ屋さん ＳＡＫＡＥ 画 マイクロマガジン社

子どもとイベントで使えるカブリモノ紙工作 Ｏｙａｋｏムック チャッピー岡本 著 小学館

ともだちってだれのこと？ 岩瀬　成子 著 中沢　美帆 画 佼成出版社

いえでをしたくなったので リーゼル・モーク・スコーペン 著 ドリス・バーン 画 松井　るり子 訳 ほるぷ出版

読書介助犬オリビア 講談社青い鳥文庫　２７７－１ 今西　乃子 著 浜田　一男 写真 講談社

きむらゆういちのエコ工作えほん　１ きむらゆういちのエコ工作えほん きむら　ゆういち 著 ポプラ社

ぼくのおふろ わたしのえほん 鈴木　のりたけ 著 ＰＨＰ研究所

きんたろう 日本名作おはなし絵本 杉山　亮 著 竹内　通雅 画 小学館

ロボくんとことり やなせたかしの愛と勇気の絵本　２ やなせ　たかし 著 フレーベル館

Ｌｉｆｅ くすのき　しげのり 著 松本　春野 画 瑞雲舎//地方・小出版流通センター

目でみることばのずかん おかべ　たかし 著 やまで　たかし 写真 東京書籍

地獄先生ぬ～べ～ 集英社みらい文庫　ま　２－１ 真倉　翔，岡野　剛 原著 岡崎　弘明 著 集英社



ほんをひらいて トニ・モリスン，スレイド・モリスン 著 シャドラ・ストリックランド 画 ほるぷ出版

つばさをもらったライオン クリス・コノヴァー 著 遠藤　育枝 訳 ほるぷ出版

ばけもの長屋のおはなちゃんびんぼう神とばけもの芝居 岩崎　京子 著 長谷川　義史 画 文渓堂

ばけもの長屋のおはなちゃん大どろぼう疾風組参上！ 岩崎　京子 著 長谷川　義史 画 文渓堂

ばけもの長屋のおはなちゃん大さわぎ！ばけもの芝居と白いねこ 岩崎　京子 著 長谷川　義史 画 文渓堂

としょかんへいこう 講談社の創作絵本シリーズ 斉藤　洋 著 田中　六大 画 講談社

名探偵コナンから紅の恋歌 小学館ジュニア文庫　あ　２－３０ 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 大倉　崇裕 著 小学館

名探偵コナン迷宮の十字路 小学館ジュニア文庫　あ　２－１５ 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館

逢魔が時のものがたり テイーンズ文学館 巣山　ひろみ 著 町田　尚子 画 学研教育出版//学研マーケティング

ずかん宝石 川嶋　隆義 写真 技術評論社

ザ・ワースト中学生 ジェームズ・パターソン，クリス・テベッツ 著 たから　しげる 訳 ポプラ社

ザ・ワースト中学生ここから出してくれ～！！ ジェームズ・パターソン，クリス・テベッツ 著 たから　しげる 訳 ポプラ社

ザ・ワースト中学生ブロッコリーとヘビといじめからのサバイバル大作戦 ジェームズ・パターソン，クリス・テベッツ 著 たから　しげる 訳 ポプラ社

暗号クラブ　７ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

暗号クラブ　６ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

暗号クラブ　８ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

暗号クラブ　９ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どこじゃ？かぶきねこさがし 講談社の創作絵本シリーズ 瀧　晴巳 著 吉田　愛 画 講談社

大坂城絵で見る日本の城づくり 講談社の創作絵本シリーズ 青山　邦彦 著 講談社

せいぎのみかた　ワンダーマンの巻 みやにし　たつや 著 学研教育出版//学研マーケティング

あまからすっぱい物語　１ あまからすっぱい物語 日本児童文学者協会 編 濱野　京子，他 著 小学館

あまからすっぱい物語　２ あまからすっぱい物語 日本児童文学者協会 編 吉野　万理子，他 著 小学館

あまからすっぱい物語　３ あまからすっぱい物語 日本児童文学者協会 編 はやみね　かおる，他 著 小学館

モグラくんがみたおひさま ジーン・ウィリス 著 サラ・フォックス・デイビス 画 三原　泉 訳 ビーエル出版

せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー 著 なかがわ　ちひろ 訳 光村教育図書

たなからぼたもち すこやかな心をはぐくむ絵本 くすのき　しげのり 著 澤野　秋文 画 廣済堂あかつき

つまんないつまんない ヨシタケ　シンスケ 著 白泉社

灰色の本 本の怪談　よみがえる怪談 緑川聖司 ポプラ社

ざんねんないきもの事典　続 ざんねんないきもの事典　続 下間　文恵，他 画 丸山　貴史 著 高橋書店

はらぺことらたとふしぎなクレヨン ＰＨＰにこにこえほん あまん　きみこ 著 広瀬　弦 画 ＰＨＰ研究所

とらねことらたとなつのうみ ＰＨＰにこにこえほん あまん　きみこ 著 広瀬　弦 画 ＰＨＰ研究所

うみのそこたんけん 中川　ひろたか 著 澤野　秋文 画 アリス館

したじきくんとなかまたち 二宮　由紀子 著 山村　浩二 画 アリス館

マンガ×くり返しでスイスイ覚えられる１２００の言葉 陰山　英男 リベラル社//星雲社

これがほんとの大きさ！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 スティーブ・ジェンキンズ 著 佐藤　見果夢 訳 評論社

これがほんとの大きさ！　続 評論社の児童図書館・絵本の部屋 スティーブ・ジェンキンズ 著 佐藤　見果夢 訳 評論社

あきとふゆはたけのごちそうなーんだ？ すずき　もも 著 アリス館

はるとなつはたけのごちそうなーんだ？ すずき　もも 著 アリス館

スタジオジブリの乗りものがいっぱい 徳間アニメ絵本ミニ 徳間書店児童書編集部 編 徳間書店

スタジオジブリの生きものがいっぱい 徳間アニメ絵本ミニ 徳間書店児童書編集部 編 徳間書店

スタジオジブリの食べものがいっぱい 徳間アニメ絵本ミニ 徳間書店児童書編集部 編 徳間書店

マジック少年マイク マジック少年マイク ケイト・イーガン 著 樋渡　正人 訳 加藤　アカツキ 画 ポプラ社

こんな家にすんでたら ジャイルズ・ラロッシュ 著 千葉　茂樹 訳 偕成社

まほうのコップ 幼児絵本　ふしぎなたねシリーズ 川島　敏生 写真 長谷川　摂子 著 福音館書店



衣食住にみる日本人の歴史　１　旧石器時代～古墳時代 衣食住にみる日本人の歴史 香川　元太郎 あすなろ書房

衣食住にみる日本人の歴史　２　飛鳥時代～平安時代 衣食住にみる日本人の歴史 香川　元太郎 あすなろ書房

衣食住にみる日本人の歴史　３　鎌倉時代～戦国時代 衣食住にみる日本人の歴史 香川　元太郎 あすなろ書房

衣食住にみる日本人の歴史　４　江戸時代～明治時代 衣食住にみる日本人の歴史 香川　元太郎 あすなろ書房

衣食住にみる日本人の歴史　５　年表と歴史図録（付・索引） 衣食住にみる日本人の歴史 香川　元太郎 あすなろ書房

なぞなぞはじまるよ おおなり　修司 著 高畠　純 画 絵本館

かいけつゾロリのかいていたんけん かいけつゾロリシリーズ　６１ 原　ゆたか 著 ポプラ社

マンガでわかる！１０才までに覚えたい言葉１０００ 前野　コトブキ 永岡書店

えほん空襲 杉村　智子 画 はねだ　鉱造 著 本の泉社

マーサとリーサお片づけのなやみ、ひきうけます！ たかおか　ゆみこ 著 岩崎書店

橋本左内　幕末・維新人物伝54 日本の歴史　コミック版　５４ 東山　成江 原著 中島　健志 画 ポプラ社

井伊直政　戦国人物伝55 日本の歴史　コミック版　５５ 水谷　俊樹 原著 やまざき　まこと 画 ポプラ社

服部半蔵　戦国人物伝56 日本の歴史　コミック版　５６ 水谷　俊樹 原著 早川　大介 画 ポプラ社

今川義元　戦国人物伝57 日本の歴史　コミック版　５７ すぎた　とおる 原著 玉置　一平 画 ポプラ社

武田信玄　戦国人物伝58 日本の歴史　コミック版　５８ すぎた　とおる 原著 中島　健志 画 ポプラ社

楽しい学校マジック　１ 楽しい学校マジック 庄司　タカヒト 著 小峰書店

楽しい学校マジック　２ 楽しい学校マジック 庄司　タカヒト 著 小峰書店

まんがＮＨＫアスリートの魂自分らしく前へ 吉田　博哉 学研プラス

まんがＮＨＫアスリートの魂進化する技と心 上地　優歩 学研プラス

まんがＮＨＫアスリートの魂試練を乗りこえて 岡本　圭一郎 学研プラス

まんがＮＨＫアスリートの魂信念をつらぬく 高岩　ヨシヒロ，他 画 学研プラス

動物と話せる少女リリアーネ８ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング

動物と話せる少女リリアーネ９上巻 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング

動物と話せる少女リリアーネ９下巻 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング

動物と話せる少女リリアーネ10 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング

暗号クラブ　１０ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

あなたの一日が世界を変える くすのき　しげのり 著 古山　拓 画 花丘　ちぐさ 訳 ＰＨＰ研究所

いちにちじごく ＰＨＰにこにこえほん ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画 ＰＨＰ研究所

ダメ！ くすのき　しげのり 原著 いもと　ようこ 著 佼成出版社

もっとこういうときどうするんだっけ 辰巳　渚 著 朝倉　世界一 画 毎日新聞社

いつもこういうときどうするんだっけ 辰巳　渚 著 朝倉　世界一 画 毎日新聞社

やっぱりこういうときどうするんだっけ 辰巳　渚 著 朝倉　世界一 画 毎日新聞出版

戦国姫－井伊直虎の物語 集英社みらい文庫　ふ　１－１３ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社

戦国姫－茶々の物語 集英社みらい文庫　ふ　１－１１ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社

戦国姫－濃姫の物語 集英社みらい文庫　ふ　１－１２ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社

さかなクンの一魚一会 さかなクン 著 講談社

神隠しの教室 山本　悦子 著 丸山　ゆき 画 童心社

宿題ロボット、ひろったんですけど スプラッシュ・ストーリーズ　２９ トーマス・クリストス 著 もりうち　すみこ 訳 柴田　純与 画 あかね書房

世界一の三人きょうだい グードルン・メプス 著 はたさわ　ゆうこ 訳 山西　ゲンイチ 画 徳間書店

がっこうだってどきどきしてる アダム・レックス 著 クリスチャン・ロビンソン 画 なかがわ　ちひろ 訳 ＷＡＶＥ出版

トンチンさんはそばにいる さえぐさ　ひろこ 著 ほりかわ　りまこ 画 童心社

誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース 著 前田　まゆみ 訳 創元社

かわ 鈴木　のりたけ 著 幻冬舎

ポポくんのひみつきち ＰＨＰにこにこえほん ふくだ　としお，ふくだ　あきこ 著 ＰＨＰ研究所



学校で知っておきたい著作権　１ 学校で知っておきたい著作権 小寺　信良 著 汐文社

学校で知っておきたい著作権　２ 学校で知っておきたい著作権 小寺　信良 著 汐文社

学校で知っておきたい著作権　３ 学校で知っておきたい著作権 小寺　信良 著 汐文社

ことばメガネ 考える絵本　８ アーサー・ビナード 著 古川　タク 画 大月書店

人形の家 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社

使って覚える記号図鑑 子供の科学・サイエンスブックス 白鳥　敬 著 誠文堂新光社

まあちゃんのまほう こどものとも傑作集 たかどの　ほうこ 著 福音館書店

にっこり！キュートなおべんとう かんたん☆かわいい・だいすきクッキング　２ Ｇｏｍａ 著 あかね書房

なりたて中学生　初級編 ひこ・田中 著 講談社

ブルー☆ロックガール ロリー＆エルシーのおしゃれマジック　２ フィオナ・ダンバー 著 露久保　由美子 訳 沖　ふみか 画 フレーベル館

日本の歴史　１ 角川まんが学習シリーズ 岩本　佳浩 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　２ 角川まんが学習シリーズ 坂元　輝弥 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　３ 角川まんが学習シリーズ 天神　うめまる 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　４ 角川まんが学習シリーズ 梅屋敷　ミタ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　５ 角川まんが学習シリーズ 岩元　健一 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　６ 角川まんが学習シリーズ 松尾　葉月 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　７ 角川まんが学習シリーズ 藤森　ゆゆ缶 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　８ 角川まんが学習シリーズ ひらぶき　雅浩 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　９ 角川まんが学習シリーズ 備前　やすのり 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　１０ 角川まんが学習シリーズ かのえ　ゆうし 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　１１ 角川まんが学習シリーズ 石川　樹 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　１２ 角川まんが学習シリーズ 蔦森　えん 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　１３ 角川まんが学習シリーズ 水面　かえる 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　１４ 角川まんが学習シリーズ 久木　ゆづる 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

日本の歴史　１５ 角川まんが学習シリーズ 亜円堂 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

歴史まるわかり図鑑 角川まんが学習シリーズ 亜円堂 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

俳句に親しもう 声に出して楽しもう俳句・短歌 ワン・ステップ 金の星社

短歌に親しもう 声に出して楽しもう俳句・短歌 ワン・ステップ 金の星社

俳句・短歌をつくろう 声に出して楽しもう俳句・短歌 ワン・ステップ 金の星社

まんが四字熟語大辞典 小学生おもしろ学習シリーズ 池田　圭吾 西東社

ロウソクの科学 角川つばさ文庫　Ｄ　ふ　２－１ ファラデー 原著 平野　累次，冒険企画局 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

栄養素キャラクター図鑑 いとう　みつる 画 日本図書センター

翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース 著 前田　まゆみ 訳 創元社

とんでる姫と怪物ズグルンチ ときめきお姫さま　３ シルヴィア・ロンカーリァ 著 エレーナ・テンポリン 画 たかはし　たかこ 訳 西村書店

アナザー修学旅行 有沢　佳映 著 講談社

おばけかぼちゃ わくわく幼年どうわ　２３ たちの　けいこ 著 あかね書房

クマのあたりまえ ｔｅｅｎｓ 　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　３０ 魚住　直子 著 植田　真 画 ポプラ社

戦国ベースボール 集英社みらい文庫　り　１－１ りょくち　真太 著 トリバタケ　ハルノブ 画 集英社

電車で行こう！新幹線を追いかけろ 集英社みらい文庫　と　１－１ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社

ゆうれい回転ずし本日オープン！ わくわくライブラリー 佐川　芳枝 著 やぎ　たみこ 画 講談社

まよなかのぎゅうぎゅうネコ わくわくライブラリー 葦原　かも 著 武田　美穂 画 講談社

おばあさんのしんぶん 松本　春野 著 岩國　哲人 原著 講談社

おうだんほどうのムッシュトマーレ 香坂　直 著 フィリケ　えつこ 画 小学館

せなかのともだち とっておきのどうわ 萩原　弓佳 著 洞野　志保 画 ＰＨＰ研究所



どうぶつびょういん とっておきのどうわ トビイ・ルツ 著 ＰＨＰ研究所

火と炭の絵本　つくってあそぼう20 つくってあそぼう 杉浦　銀治 編 竹内　通雅 画 農山漁村文化協会

キャベたまたんていきょうりゅう島でききいっぱつ キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 宮本　えつよし 画 金の星社

死神うどんカフェ１号店　１杯目 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 石川　宏千花 著 講談社

ゴールド☆タイガーリリー ロリー＆エルシーのおしゃれマジック　３ フィオナ・ダンバー 著 露久保　由美子 訳 沖　ふみか 画 フレーベル館

なみきビブリオバトル・ストーリー 赤羽　じゅんこ，他 著 黒須　高嶺 画 さえら書房

香菜とななつの秘密 福田　隆浩 著 講談社

賢治童話ビジュアル事典 岩崎書店編集部 岩崎書店

そらの１００かいだてのいえ 岩井　俊雄 著 偕成社

ジュニア空想科学読本11 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－１１ 柳田　理科雄 著 きっか 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

外来生物ずかん 見る知る考えるずかん ネイチャー＆サイエンス 編著 ほるぷ出版

大きくてもちっちゃいかばのこカバオ 森山　京 著 木村　かほる 画 風濤社

実況！空想サッカー研究所 集英社みらい文庫　し　１０－１ 清水　英斗 著 フルカワ　マモる 画 集英社

きょうはハロウィン こどものとも絵本 平山　暉彦 著 福音館書店

えんとつ町のプペル にしの　あきひろ 著 幻冬舎

知っておきたい慣用句　１　人のからだ頭・顔編 知っておきたい慣用句 五十嵐　清治 著 高村　忠範 画 汐文社

知っておきたい慣用句　２　人のからだ手足・胴体編 知っておきたい慣用句 面谷　哲郎 著 高村　忠範 画 汐文社

知っておきたい慣用句　３　自然・生活編 知っておきたい慣用句 面谷　哲郎 著 高村　忠範 画 汐文社

保健室の日曜日 わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社

おしりたんてい５いせきからのＳＯＳ おしりたんていファイル　５ トロル 著 ポプラ社

メアリと魔女の花 角川アニメ絵本 メアリー・スチュアート 原著 坂口　理子，米林　宏昌 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

クリスマスケーキは知っている 講談社青い鳥文庫　２８６－１６//妖精チームＧ事件ノート 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 清瀬　赤目 画 講談社

星形クッキーは知っている 講談社青い鳥文庫　２８６－１９//妖精チームＧ事件ノート 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 清瀬　赤目 画 講談社

５月ドーナツは知っている 講談社青い鳥文庫　２８６－２３//妖精チームＧ事件ノート 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 清瀬　赤目 画 講談社

そらとぶそりとねこのタビー Ｃ．ロジャー・メイダー 著 齋藤　絵里子 訳 徳間書店

もうじゅうつかいのムチがなる 講談社の創作絵本シリーズ いとう　ひろし 著 講談社

電車で行こう！大阪・京都・奈良ダンガンツアー 集英社みらい文庫　と　１－４ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社

危険生物 小学館の図鑑・ＮＥＯ　２１ 塩見　一雄，他 著 小学館

野菜と果物 小学館の図鑑・ＮＥＯ　２０ 板木　利隆，他 著 小学館

花 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１９ 多田　多恵子 著 大作　晃一，他 写真 小学館

カブトムシ・クワガタムシ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１６ 小池　啓一 著 新開　孝，他 写真 小学館

人間 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１３ 松村　讓兒，他 著 今崎　和広，他 画 小学館

大むかしの生物 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１２ 小学館

地球 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１０ 小学館

魚　新版 小学館の図鑑・ＮＥＯ　４ 井田　齊，他 著 松沢　陽士，他 写真 小学館

上杉謙信　戦国人物伝59 日本の歴史　コミック版　５９ 水谷　俊樹 原著 かわの　いちろう 画 ポプラ社

パティシエ☆すばる夢のスイーツホテル 講談社青い鳥文庫　２５６－１４ つくも　ようこ 著 烏羽　雨 画 講談社

はりねずみのルーチカ わくわくライブラリー かんの　ゆうこ 著 北見　葉胡 画 講談社

はりねずみのルーチカ－カギのおとしもの わくわくライブラリー かんの　ゆうこ 著 北見　葉胡 画 講談社

にちようびは名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社

ルルとララのハロウィン あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ビブリオバトルへ、ようこそ！ スプラッシュ・ストーリーズ　３０ 濱野　京子 著 森川　泉 画 あかね書房

まほうのゆうびんポスト やまだ　ともこ 著 いとう　みき 画 金の星社

深海生物大百科 学研教育出版//学研マーケティング



ずかんいろいろな星 沼澤　茂美，脇屋　奈々代 著 技術評論社

マジック少年マイク科学マジック・ショータイム！ マジック少年マイク　２ ケイト・イーガン 著 樋渡　正人 訳 加藤　アカツキ 画 ポプラ社

戦国ベースボール龍馬がくる！信長ｖｓ幕末志士！！ 集英社みらい文庫　り　１－２ りょくち　真太 著 トリバタケ　ハルノブ 画 集英社

ねこがおうちにやってきた！ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　動物の飼い方がわかるまんが図鑑 学研プラス

犬がおうちにやってきた！ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　動物の飼い方がわかるまんが図鑑 学研プラス

マーサとリーサとびきりの夏の思い出、つくります！ たかおか　ゆみこ 著 岩崎書店

マーサとリーサ花屋さんのお店づくり、手伝います！ たかおか　ゆみこ 著 岩崎書店

パスワード龍伝説　パソコン通信探偵団事件ノート９ 講談社青い鳥文庫　１８６－１０//パソコン通信探偵団事件ノート//９ 松原　秀行 著 梶山　直美 画 講談社

パスワード魔法都市　パソコン通信探偵団事件ノート10 講談社青い鳥文庫　１８６－１１//パソコン通信探偵団事件ノート//１０ 松原　秀行 著 梶山　直美 画 講談社

これ１冊で飼育はカンペキ！いきものかいかた図鑑 浅井　ミノル，他 著 浅井　粂男，他 画 岩崎書店

世界がもし１００人の村だったら 池田　香代子 著 Ｃ．ダグラス・ラミス 訳 マガジンハウス

ジャングルのサバイバル　４ かがくるＢＯＯＫ　大長編サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版

寿命図鑑 やまぐち　かおり 画 いろは出版 編著 いろは出版

戦国時代のハローワーク ライブ 編著 カンゼン

ペンギンかぞくとおそろしい山 藤原　幸一 著 アリス館

流れ星キャンプ スプラッシュ・ストーリーズ　２６ 嘉成　晴香 著 宮尾　和孝 画 あかね書房

ぼくが消えないうちに ポプラせかいの文学　４ Ａ．Ｆ．ハロルド 著 エミリー・グラヴェット 画 こだま　ともこ 訳 ポプラ社

おにぼう とっておきのどうわ くすのき　しげのり 著 伊藤　秀男 画 ＰＨＰ研究所

おもいやりの絵本 ＷＩＬＬこども知育研究所 編 すみもと　ななみ 画 金の星社

すごいね！みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー 著 西田　佳子 訳 西村書店

季節の食べものクイズ絵本１２ヵ月 角　愼作 画 月刊「学校給食」編集部 著 全国学校給食協会

ふしぎ駄菓子屋銭天堂８ ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社

くろグミ団は名探偵石弓の呪い ユリアン・プレス 著 大社　玲子 訳 岩波書店

なりたて中学生　中級編 ひこ・田中 著 講談社

見てはいけない本 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社

てぶくろ 世界傑作絵本シリーズ・ロシアの絵本 エウゲーニー　Ｍ．ラチョフ 画 うちだ　りさこ 訳 福音館書店//福音館書店

１００万回生きたねこ 佐野　洋子 著 講談社//講談社

きいろいばけつ あかね幼年どうわ　３３ もりやま　みやこ 著 あかね書房//あかね書房

とべバッタ 創作大型えほん 田島　征三 著 偕成社//偕成社

ぐりとぐら こどものとも傑作集　２１ なかがわ　りえこ 著 おおむら　ゆりこ 著 福音館書店//福音館書店

おしいれのぼうけん 絵本ぼくたちこどもだ　１ 古田　足日 著 田畑　精一 著 童心社//童心社

天空の城ラピュタ 徳間アニメ絵本　３ 宮崎　駿 原著 徳間書店//徳間書店

王さまと九人のきょうだい 大型絵本　７ 赤羽　末吉 画 君島　久子 訳 岩波書店//岩波書店

スパゲッティがたべたいよう ポプラ社の小さな童話　６　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

ひとまねこざる 大型絵本 Ｈ．Ａ．レイ 著 光吉　夏弥 訳 岩波書店//岩波書店

こぎつねコンとこだぬきポン 童心社の絵本　２ 松野　正子 著 二俣　英五郎 画 童心社//童心社

あいさつ団長 よしなが　こうたく 著 好学社//好学社

トリックアート図鑑だまし絵 グループ・コロンブス 著 あかね書房//あかね書房

しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー 著 Ｓ．Ｄ．シンドラー 画 黒宮　純子 訳 セーラー出版//セーラー出版

ボジョレーといっしょに学ぶ自然災害風の災害 まつした　くにこ 著 創元社//創元社

ボジョレーといっしょに学ぶ自然災害火山の災害 まつした　くにこ 著 創元社//創元社

ボジョレーといっしょに学ぶ自然災害土砂と水の災害 まつした　くにこ 著 創元社//創元社

ボジョレーといっしょに学ぶ自然災害津波の災害 まつした　くにこ 著 創元社//創元社

ボジョレーといっしょに学ぶ自然災害地震の災害 まつした　くにこ 著 創元社//創元社



もし富士山が噴火したら 鎌田　浩毅 著 高世　えり子 著 東洋経済新報社//東洋経済新報社

絶滅した奇妙な動物 川崎　悟司 著 ブックマン社//ブックマン社

絶滅した奇妙な動物　２ 絶滅した奇妙な動物 川崎　悟司 著 ブックマン社//ブックマン社

地球の声に耳をすませて くもんジュニアサイエンス 大木　聖子 著 くもん出版//くもん出版

ラブ・ウール１００％ 文学の森 井上　林子 著 のだ　よしこ 画 フレーベル館//フレーベル館

松平春嶽　幕末・維新人物伝60 日本の歴史　コミック版　６０ 後藤　ひろみ 原著 中島　健志 画 ポプラ社//ポプラ社

マジック少年マイクきせきの大脱出マジック マジック少年マイク　３ ケイト・イーガン 著 樋渡　正人 訳 加藤　アカツキ 画 ポプラ社//ポプラ社

マジック少年マイク瞬間移動イリュージョン マジック少年マイク　４ ケイト・イーガン 著 樋渡　正人 訳 加藤　アカツキ 画 ポプラ社//ポプラ社

戦国ベースボール卑弥呼の挑戦状！信長ｖｓ聖徳太子！！ 集英社みらい文庫　り　１－３ りょくち　真太 著 トリバタケ　ハルノブ 画 集英社//集英社

戦国ベースボール最強コンビ義経＆弁慶！信長ｖｓ鎌倉将軍！！ 集英社みらい文庫　り　１－４ りょくち　真太 著 トリバタケ　ハルノブ 画 集英社//集英社

くろグミ団は名探偵紅サンゴの陰謀 ユリアン・プレス 著 大社　玲子 訳 岩波書店//岩波書店

５分後に思わず涙。青い星の小さな出来事 「５分後に意外な結末」シリーズ 桃戸　ハル 編著 田中　寛崇 画 学研プラス//学研プラス

ゆうちゃんのみきさーしゃ こどものとも傑作集 村上　祐子 著 片山　健 画 福音館書店//福音館書店

ＢＯＲＵＴＯ－ボルト－ＮＡＲＵＴＯ　ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ－ＮＯＶＥＬ　２ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 岸本　斉史 重信　康 著 集英社//集英社

ひつじのショーンシャーリーのダイエット アードマン・アニメーションズ 原著 松井　京子 著 金の星社//金の星社

かいけつゾロリのちていたんけん かいけつゾロリシリーズ　６２ 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社

ジュニア空想科学読本12 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－１２ 柳田　理科雄 著 きっか 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

コんガらガっちどしんどしんちょこちょこすすめ！の本 ユーフラテス 著 小学館//小学館

43背番号４２のヒーロー マジック・ツリーハウス　４３ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

牛乳カンパイ係、田中くん 集英社みらい文庫　な　６－１ 並木　たかあき 著 フルカワ　マモる 画 集英社//集英社

図書館にいたユニコーン マイケル・モーパーゴ 著 ゲーリー・ブライズ 画 おびか　ゆうこ 訳 徳間書店//徳間書店

読めばメキメキうまくなるサッカー入門 ジュニアレッスンシリーズ 戸田　智史 実業之日本社//実業之日本社

読めばメキメキうまくなる野球入門 ジュニアレッスンシリーズ 大石　滋昭 著 実業之日本社//実業之日本社

大迫力！世界の妖怪大百科 山口　敏太郎 著 西東社//西東社

きのこ　改訂版 小学館の図鑑・ＮＥＯ　２２ 保坂　健太郎 大作　晃一 小学館//小学館

わすれんぼっち とっておきのどうわ 橋口　さゆ希 著 つじむら　あゆこ 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

ルドルフとイッパイアッテナ 講談社青い鳥文庫　３１１－５ 斉藤　洋 原著 加藤　陽一 著 桜木　日向 著 講談社//講談社

まんがＮＨＫアスリートの魂強い心で 春野　まこと 学研プラス//学研プラス

怪談収集家山岸良介と人形村 ポプラポケット文庫　７７－１７ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

川とノリオ 理論社名作の愛蔵版 いぬい　とみこ 著 理論社//理論社

メアリー・スミス アンドレア・ユーレン 著 千葉　茂樹 訳 光村教育図書//光村教育図書

自分におどろく たなか　かずお 著 あべ　弘士 画 童話屋//童話屋

こころのふしぎなぜ？どうして？　続 こころのふしぎなぜ？どうして？　続 大野　正人 著 高橋書店//高橋書店

電車で行こう！北陸新幹線とアルペンルートで、極秘の大脱出！ 集英社みらい文庫　と　１－１７ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社//集英社

電車で行こう！北海道新幹線と函館本線の謎。時間を超えたミステリー！ 集英社みらい文庫　と　１－２１ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社//集英社

電車で行こう！サンライズ出雲と、夢の一畑電車！ 集英社みらい文庫　と　１－１４ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社//集英社

チョコレートのお菓子 かわいくておいしい！スイーツレシピ　１ 大森　いく子 著 ポプラ社//ポプラ社

おしゃべりなたまごやき 日本傑作絵本シリーズ 寺村　輝夫 著 長　新太 画 福音館書店//福音館書店

ごろりんごろんころろろろ ひさかた傑作集　６ 香山　美子 著 柿本　幸造 画 ひさかたチャイルド//ひさかたチャイルド

チーター大セール 高畠　那生 著 絵本館//絵本館

いえないいえない えほんのもり くすはら　順子 著 文研出版//文研出版

きいてるかいオルタ 絵本・こどものひろば 中川　洋典 著 童心社//童心社

こぐまのくうちゃん あまん　きみこ 著 黒井　健 画 童心社//童心社

はしれディーゼルきかんしゃデーデ すとう　あさえ 著 鈴木　まもる 画 童心社//童心社



かいぞくのおたから キツネのかぎや　１ 三田村　信行 著 夏目　尚吾 画 あかね書房//あかね書房

ライオンの金庫 キツネのかぎや　２ 三田村　信行 著 夏目　尚吾 画 あかね書房//あかね書房

ちずでぐるり！世界いっしゅうえほん てづか　あけみ 画 パイ・インターナショナル//パイ・インターナショナル

さよなら、田中さん 鈴木　るりか 著 小学館//小学館

どっちが強い！？サメｖｓメカジキ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　３ スライウム 著 メング 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

なりたて中学生　上級編 ひこ・田中 著 講談社//講談社

実況！空想野球研究所 集英社みらい文庫　て　２－１ 手束　仁 著 フルカワ　マモる 画 集英社//集英社

実況！空想武将研究所 集英社みらい文庫　こ　９－１ 小竹　洋介 著 フルカワ　マモる 画 集英社//集英社

ドアのノブさん わくわくライブラリー 大久保　雨咲 著 ニシワキ　タダシ 画 講談社//講談社

死神うどんカフェ１号店　２杯目 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 石川　宏千花 著 講談社//講談社

科学探偵2ＶＳ．呪いの修学旅行 科学探偵謎野真実シリーズ　２ 佐東　みどり 木々 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ひみつのきもちぎんこうかぞくつうちょうできました ふじもと　みさと 著 田中　六大 画 金の星社//金の星社

卵ハンバーグは知っている 講談社青い鳥文庫　２８６－４//探偵チームＫＺ事件ノート// 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社//講談社

緑の桜は知っている 講談社青い鳥文庫　２８６－５//探偵チームＫＺ事件ノート// 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社//講談社

いらないねこ ＭＯＥのえほん ヒグチ　ユウコ 画 白泉社//白泉社

リンちゃんとネネコさん わくわくライブラリー 森山　京 著 野見山　響子 画 講談社//講談社

ジャングルのサバイバル　５ かがくるＢＯＯＫ　大長編サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ジャングルのサバイバル　６ かがくるＢＯＯＫ　大長編サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ジャングルのサバイバル　７ かがくるＢＯＯＫ　大長編サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

はしれ！カボチャ エバ・メフト 著 アンドレ・レトリア 画 宇野　和美 訳 小学館//小学館

科学探偵1ＶＳ．学校の七不思議 科学探偵謎野真実シリーズ　１ 佐東　みどり 木々 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

富山県のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ　地域のひみつ編 学研まんがでよくわかるシリーズ　地域のひみつ編 学研教材資料制作室編 学研

地震・津波防災のひみつ　東日本大震災を忘れない 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

カップヌードルのしごと　どんなしごと？ どんなしごと？ ＷＩＬＬこども知育研究所 学研

トンネルのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ136 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

なずずこのっぺ？ カーソン・エリス フレーベル館

がっこうだってどきどきしてる アダム・レックス　文　クリスチャン・ロビンソン　絵 ＷＡＶＥ出版

森のおくから むかし、カナダであったほんとうのはなし レベッカ・ボンド 作 もりうちすみこ 訳 ゴブリン書房

すごいね！みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー 西村書店

ルラルさんのだいくしごと いとうひろし ポプラ社

きみ、なにがすき？ はせがわさとみ あかね書房

最後のオオカミ マイケル・モーパーゴ 文研ブックランド

レイナが島にやってきた！ 長崎夏海 理論社

奮闘するたすく まはら三桃 講談社

ぼくとベルさん　友だちは発明王 フィリップ・ロイ ＰＨＰ研究所

クニマスは生きていた！ 池田まき子 汐文社

こんぴら狗 今井恭子 くもん出版

黒い本　ついてくる怪談　本の怪談１ ポプラポケット文庫　７７－１ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

赤い本　終わらない怪談　本の怪談２ ポプラポケット文庫　７７－２ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

白い本　待っている怪談　本の怪談３ ポプラポケット文庫　７７－３ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

緑の本　追ってくる怪談　本の怪談４ ポプラポケット文庫　７７－４ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

青い本　呼んでいる怪談　本の怪談５ ポプラポケット文庫　７７－５ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

紫の本　封じられた怪談　本の怪談６ ポプラポケット文庫　７７－６ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

金の本　時をこえた怪談　本の怪談７ ポプラポケット文庫　７７－７ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社



銀の本　海をこえた怪談　本の怪談８ ポプラポケット文庫　７７－８ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

黄色い本　学校の怪談　本の怪談９ ポプラポケット文庫　７７－９ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

怖い本　色のない怪談　本の怪談10 ポプラポケット文庫　７７－１０ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

わたしの本　まぼろしの怪談　本の怪談 ポプラポケット文庫　７７－１８ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

ジュニア空想科学読本13 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－１３ 柳田　理科雄 著 きっか 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ジャングルのサバイバル８ かがくるＢＯＯＫ　大長編サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

昆虫世界のサバイバル１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　恭虎 画 朝日新聞社//朝日新聞社

昆虫世界のサバイバル２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

昆虫世界のサバイバル３ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

恐竜世界のサバイバル１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　恭虎 画 朝日新聞社//朝日新聞社

恐竜世界のサバイバル２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

台風のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

人体のサバイバル１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

人体のサバイバル２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

人体のサバイバル３ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ヒマラヤのサバイバル１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ヒマラヤのサバイバル２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

サバンナのサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

砂漠のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 崔　徳熈 著 姜　境孝 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

洞窟のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

火山のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

山のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

南極のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

バムとケロのもりのこや 島田ゆか 文溪堂

飼育係長 よしながこうたく 好学社

ようかいとりものちょう 1さらわれたのっぺらぼう 大﨑悌造 岩崎書店

ようかいとりものちょう 2大どろぼう！ハリネズミ小僧 大﨑悌造 岩崎書店

ようかいとりものちょう 3ヌエ対バク！妖獣大決戦 大﨑悌造 岩崎書店

ようかいとりものちょう 4ゼニガメ平次と呪いの妖刀 大﨑悌造 岩崎書店

ようかいとりものちょう 5怪奇！謎の妖怪忍者天怪篇壱 大﨑悌造 岩崎書店

ようかいとりものちょう 6激闘！雪地獄妖怪富士天怪篇弐 大﨑悌造 岩崎書店

ようかいとりものちょう 7雷撃！青龍洞妖海大戦天怪篇参 大﨑悌造 岩崎書店

わらっちゃった おひさまのほん 大島妙子 小学館

でんごんでーす 講談社の翻訳絵本 マック・バーネット 講談社

うぶめ 京極夏彦の妖怪えほん 京極夏彦 岩崎書店

つくもがみ 京極夏彦の妖怪えほん 京極夏彦 岩崎書店

あずきとぎ 京極夏彦の妖怪えほん 京極夏彦 岩崎書店

とうふこぞう 京極夏彦の妖怪えほん 京極夏彦 岩崎書店

ことりぞ 京極夏彦の妖怪えほん 京極夏彦 岩崎書店

やまのおばけずかん どうわがいっぱい 斉藤洋 講談社

うみのおばけずかん どうわがいっぱい 斉藤洋 講談社

まちのおばけずかん どうわがいっぱい 斉藤洋 講談社

がっこうのおばけずかん どうわがいっぱい 斉藤洋 講談社

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 講談社



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 講談社

いえのおばけずかん どうわがいっぱい 斉藤洋 講談社

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 講談社

のりものおばけずかん どうわがいっぱい 斉藤洋 講談社

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 講談社

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 講談社

どうぶつのおばけずかん どうわがいっぱい 斉藤洋 講談社

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 講談社

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 講談社

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 講談社

5分後に意外な結末 1赤い悪夢 桃戸ハル 学研教育出版

5分後に意外な結末 2青いミステリー 桃戸ハル 学研教育出版

5分後に意外な結末 3白い恐怖 桃戸ハル 学研教育出版

5分後に意外な結末 4黒いユーモア 桃戸ハル 学研教育出版

5分後に意外な結末 5黄色い悲喜劇 桃戸ハル 学研教育出版

木戸孝允〈桂小五郎〉小学館学習まんが人物館 小学館版学習まんが人物館 落合弘樹 小学館

これは本 レイン・スミス BL出版

ながぐつをはいたねこ　いもとようこ 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本 シャルル・ペロー 金の星社

ピノキオ　いもとようこ 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本 カルロ・コッローディ 金の星社

ラプンツェル　いもとようこ 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本 グリム 金の星社

イソップどうわ　いもとようこ 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本 いもとようこ 金の星社

あたまにつまった石ころが キャロル・オーティス・ハースト 光村教育図書

龍神王子！1　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫 宮下恵茉 講談社

龍神王子！2　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫 宮下恵茉 講談社

龍神王子！3　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫 宮下恵茉 講談社

龍神王子！4　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫 宮下恵茉 講談社

龍神王子！5　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫 宮下恵茉 講談社

龍神王子！6　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫 宮下恵茉 講談社

龍神王子！7　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫 宮下恵茉 講談社

龍神王子！8　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫 宮下恵茉 講談社

龍神王子！9　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫 宮下恵茉 講談社

龍神王子！10　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫 宮下恵茉 講談社

龍神王子！11　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫 宮下恵茉 講談社

龍神王子！12　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫 宮下恵茉 講談社

ルーシーといじめっこ クレア・アレクサンダー BL出版

さかさまになっちゃうの クレア・アレクサンダー BL出版

絶望鬼ごっこ１とざされた地獄小学校 集英社みらい文庫 針とら 集英社

絶望鬼ごっこ２くらやみの地獄ショッピングモール 集英社みらい文庫 針とら 集英社

絶望鬼ごっこ３いつわりの地獄祭り 集英社みらい文庫 針とら 集英社

ゴリララくんのコックさん きむらよしお 絵本館

うめじいのたんじょうび 講談社の創作絵本 かがくいひろし 講談社

ふしぎなでまえ 講談社の創作絵本 かがくいひろし 講談社

うどん対ラーメン 講談社の創作絵本 田中六大 講談社

じつはよるのほんだなは 講談社の創作絵本 澤野秋文 講談社



しつもん！ドラえもん　ポケットブック２ 藤子Ｆ不二雄 小学館

トリプル・ゼロの算数事件簿１ ポプラポケット文庫　９９－１ 向井　湘吾 著 イケダ　ケイスケ 画 ポプラ社//ポプラ社

トリプル・ゼロの算数事件簿２ ポプラポケット文庫　９９－２ 向井　湘吾 著 イケダ　ケイスケ 画 ポプラ社//ポプラ社

トリプル・ゼロの算数事件簿３ ポプラポケット文庫　９９－３ 向井　湘吾 著 イケダ　ケイスケ 画 ポプラ社//ポプラ社

トリプル・ゼロの算数事件簿５ ポプラポケット文庫　９９－５ 向井　湘吾 著 イケダ　ケイスケ 画 ポプラ社//ポプラ社

また、いる…　怪談５分間の恐怖 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社

集合写真　怪談５分間の恐怖 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社

病院裏の葬り塚　怪談５分間の恐怖 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社

はいチーズ 長谷川　義史 著 絵本館//絵本館

ヒックとドラゴン５灼熱の予言 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子 訳 陶浪　亜希 訳 小峰書店//小峰書店

ヒックとドラゴン６迷宮の図書館 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子 訳 陶浪　亜希 訳 小峰書店//小峰書店

ヒックとドラゴン７復讐の航海 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子 訳 陶浪　亜希 訳 小峰書店//小峰書店

ヒックとドラゴン８樹海の決戦 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子 訳 陶浪　亜希 訳 小峰書店//小峰書店

ヒックとドラゴン９運命の秘剣 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子 訳 陶浪　亜希 訳 小峰書店//小峰書店

ヒックとドラゴン１０砂漠の宝石 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子 訳 陶浪　亜希 訳 小峰書店//小峰書店

ヒックとドラゴン孤独な英雄１１ ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子 訳 陶浪　亜希 訳 小峰書店//小峰書店

ヒックとドラゴン１２上最後の決闘 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子 訳 陶浪　亜希 訳 小峰書店//小峰書店

ヒックとドラゴン１２下最後の決闘 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子 訳 陶浪　亜希 訳 小峰書店//小峰書店

ヒックとドラゴン外伝　トゥースレス大騒動 クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子 訳 陶浪　亜希 訳 小峰書店//小峰書店

歴史をつくった偉人のことば３６６ 「天神」編集部 編 ＷＡＶＥ出版//ＷＡＶＥ出版

うまれたよ！モンシロチョウ　よみきかせいきものしゃしんえほん１ よみきかせいきものしゃしんえほん　１ 安田　守 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店

うまれたよ！オタマジャクシ　よみきかせいきものしゃしんえほん２ よみきかせいきものしゃしんえほん　２ 関　慎太郎 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店

うまれたよ！アリ　よみきかせいきものしゃしんえほん３ よみきかせいきものしゃしんえほん　３ 山口　進 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店

うまれたよ！テントウムシ　よみきかせいきものしゃしんえほん４ よみきかせいきものしゃしんえほん　４ 中瀬　潤 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店

うまれたよ！ダンゴムシ　よみきかせいきものしゃしんえほん５ よみきかせいきものしゃしんえほん　５ 皆越　ようせい 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店

うまれたよ！メダカ　よみきかせいきものしゃしんえほん６ よみきかせいきものしゃしんえほん　６ 松沢　陽士 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店

うまれたよ！カブトムシ　よみきかせいきものしゃしんえほん７ よみきかせいきものしゃしんえほん　７ 新開　孝 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店

うまれたよ！カマキリ　よみきかせいきものしゃしんえほん８ よみきかせいきものしゃしんえほん　８ 新開　孝 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店

うまれたよ！ヤゴ　よみきかせいきものしゃしんえほん９ よみきかせいきものしゃしんえほん　９ 中瀬　潤 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店

うまれたよ！ザリガニ　よみきかせいきものしゃしんえほん１０ よみきかせいきものしゃしんえほん　１０ 関　慎太郎 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店

くらべてみよう！はたらくじどう車１しょうぼう車 くらべてみよう！はたらくじどう車 市瀬　義雄 写真 金の星社

くらべてみよう！はたらくじどう車２パトロールカーきゅうきゅう車 くらべてみよう！はたらくじどう車 市瀬　義雄 写真 金の星社

くらべてみよう！はたらくじどう車３ブルドーザーパワーショベル くらべてみよう！はたらくじどう車 市瀬　義雄 写真 金の星社

くらべてみよう！はたらくじどう車４バストラック くらべてみよう！はたらくじどう車 市瀬　義雄 写真 金の星社

くらべてみよう！はたらくじどう車５せいそう車じょせつ車 くらべてみよう！はたらくじどう車 市瀬　義雄 写真 金の星社

こぶたのぶうくん おはなしのくに 小沢　正 著 井上　洋介 画 すずき出版//すずき出版

こぶたのぶうくんとしりとり おはなしのくに 小沢　正 著 井上　洋介 画 すずき出版//すずき出版

ダンゴムシだんごろう おはなしのくに みお　ちづる 著 山村　浩二 画 すずき出版//すずき出版

ダンゴムシだんごろう２～たびの空～ おはなしのくに みお　ちづる 著 山村　浩二 画 すずき出版//すずき出版

ダンゴムシだんごろう３～たびのおわり～ おはなしのくに みお　ちづる 著 山村　浩二 画 すずき出版//すずき出版

えんぴつ太郎のぼうけん おはなしのくに 佐藤　さとる 著 岡本　順 画 すずき出版//すずき出版

妖怪バス旅行 広瀬　克也 著 絵本館//絵本館

妖怪美術館 広瀬　克也 著 絵本館//絵本館

さよなら弟ねこのヤン 角川つばさ文庫　Ａ　な　３－２ なりゆき　わかこ 著 あやか 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ



でんでんむしのかなしみ 新美　南吉 著 鈴木　靖将 画 新樹社//新樹社

ごんぎつね 新美　南吉 著 鈴木　靖将 画 新樹社//新樹社

木のまつり 新美　南吉 著 鈴木　靖将 画 新樹社//新樹社

かげ 新美　南吉 著 鈴木　靖将 画 新樹社//新樹社

うまやのそばのなたね 新美　南吉 著 鈴木　靖将 画 新樹社//新樹社

げたにばける 新美　南吉 著 鈴木　靖将 画 新樹社//新樹社

里の春、山の春 新美　南吉 著 鈴木　靖将 画 新樹社//新樹社

ひろったらっぱ 新美　南吉 著 鈴木　靖将 画 新樹社//新樹社

ルラルさんのじてんしゃ いとうひろしの本　７ いとう　ひろし 著 ポプラ社//ポプラ社

ルラルさんのほんだな いとうひろしの本　１０ いとう　ひろし 著 ポプラ社//ポプラ社

ルラルさんのごちそう いとうひろしの本　６ いとう　ひろし 著 ポプラ社//ポプラ社

ルラルさんのバイオリン いとうひろしの本　５ いとう　ひろし 著 ポプラ社//ポプラ社

ルラルさんのぼうえんきょう いとうひろしの本　１６ いとう　ひろし 著 ポプラ社//ポプラ社

ルラルさんのたんじょうび いとうひろしの本　１３ いとう　ひろし 著 ポプラ社//ポプラ社

どこにいるかな？のやまのむしたち さがしてあそぼう！かくれるいきものしゃしんえほん　１ 安田　守 写真 岩崎書店//岩崎書店

どこにいるかな？うみのさかなたち さがしてあそぼう！かくれるいきものしゃしんえほん　２ 大方　洋二 写真 岩崎書店//岩崎書店

メダカのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん　１３ 小宮　輝之 著 浅井　粂男 画 岩崎書店//岩崎書店

昆虫のかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん　１ 三枝　博幸 著 松原　巖樹 画 岩崎書店//岩崎書店

セキセイインコのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん　１２ 小宮　輝之 著 大野　彰子 画 大野　弘子 画 岩崎書店//岩崎書店

やさいのうえかたそだてかた かいかたそだてかたずかん　４ 小宮山　洋夫 著 岩崎書店//岩崎書店

水のいきものかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん　２ 浅井　ミノル 著 浅井　粂男 画 松原　巖樹 画 岩崎書店//岩崎書店

バスガエル 戸田　和代 著 シゲリ　カツヒコ 画 佼成出版社//佼成出版社

かぜがふいたら ルース・パーク 著 デボラ・ナイランド 画 前沢　明枝 訳 朔北社//朔北社

おみくじ きた　あいり 著 ビーエル出版//ビーエル出版

クマですが、イヌです ダイアン・フォックス 著 クリスチャン・フォックス 著 青山　南 訳 光村教育図書//光村教育図書

トリプル・ゼロの算数事件簿４ ポプラポケット文庫　９９－４ 向井　湘吾 著 イケダ　ケイスケ 画 ポプラ社//ポプラ社

フランダースの犬 徳間アニメ絵本　３６ ルイズ・ド・ラ・ラメー 原著 徳間書店//徳間書店

はっきよい畑場所 講談社の創作絵本シリーズ かがくい　ひろし 著 講談社//講談社

魔女の宅急便 徳間アニメ絵本　６ 角野　栄子 原著 徳間書店//徳間書店

もののけ姫　上 徳間アニメ絵本　１６ 宮崎　駿 著 徳間書店//徳間書店

もののけ姫　下 徳間アニメ絵本　１７ 宮崎　駿 著 徳間書店//徳間書店

アルプスの少女ハイジ 徳間アニメ絵本　１２ ヨハンナ・スピリ 原著 徳間書店//徳間書店

赤毛のアン 徳間アニメ絵本　１３ Ｌ．Ｍ．モンゴメリー 原著 徳間書店//徳間書店

ハウルの動く城 徳間アニメ絵本　２８ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 原著 宮崎　駿 著 徳間書店//徳間書店

はたらく船大図鑑１人をはこぶ船 はたらく船大図鑑 汐文社//汐文社

はたらく船大図鑑２ものをはこぶ船 はたらく船大図鑑 汐文社//汐文社

はたらく船大図鑑３調査する船 はたらく船大図鑑 汐文社//汐文社

気をつけろ！猛毒生物大図鑑１山や森などにすむ猛毒生物のひみつ 気をつけろ！猛毒生物大図鑑 今泉　忠明 著 ミネルヴァ書房//ミネルヴァ書房

気をつけろ！猛毒生物大図鑑２海や川のなかの猛毒生物のふしぎ 気をつけろ！猛毒生物大図鑑 今泉　忠明 著 ミネルヴァ書房//ミネルヴァ書房

気をつけろ！猛毒生物大図鑑３家やまちにひそむ猛毒生物のなぞ 気をつけろ！猛毒生物大図鑑 今泉　忠明 著 ミネルヴァ書房//ミネルヴァ書房

水はどこから来るのか？ 楽しい調べ学習シリーズ ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

はっけん！ＮＩＰＰＯＮ　地図と新聞で見る４７都道府県 グループ・コロンブス 著 古谷　充子 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

日本と世界のくらしどこが同じ？どこがちがう？　食　くらしの中の和と洋 汐文社//汐文社

日本と世界のくらしどこが同じ？どこがちがう？　衣　くらしの中の和と洋 汐文社//汐文社



日本と世界のくらしどこが同じ？どこがちがう？　住　くらしの中の和と洋 汐文社//汐文社

いちにちおもちゃ ＰＨＰにこにこえほん ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

バレンタインは知っている　探偵チームＫＺ事件ノート 講談社青い鳥文庫　２８６－１２//探偵チームＫＺ事件ノート// 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社//講談社

西郷隆盛　学習まんが人物館 学習まんが人物館　日本　小学館版　１６ 吉祥　寺笑 画 黒沢　哲哉 著 小学館//小学館

電車で行こう！川崎の秘境駅と、京急線で桜前線を追え！ 集英社みらい文庫　と　１－１９ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社//集英社

電車で行こう！夢の「スーパーこまち」と雪の寝台特急 集英社みらい文庫　と　１－９ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社//集英社

電車で行こう！黒い新幹線に乗って、行先不明のミステリーツアーへ 集英社みらい文庫　と　１－２５ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社//集英社

朝日ジュニア学習年鑑　２０１８ 朝日ジュニア学習年鑑 朝日新聞出版//朝日新聞出版

１０１人が選ぶ「とっておきの言葉」 １４歳の世渡り術 河出書房新社 編 河出書房新社//河出書房新社

スクール鬼ごっこ鬼ごっこを楽しむ　図書館版 鬼ごっこ協会 著 いかだ社//いかだ社

ルルとララのアニバーサリー・サンド あんびる　やすこ 著 岩崎書店//岩崎書店

葉っぱの工作図鑑 岩藤　しおい 著 いかだ社//いかだ社

秋のほっこり工作どんぐり・木の実・おち葉 ぷち工作クラブ 岩藤　しおい 著 いかだ社//いかだ社

大研究！思いをつなぐ！セロハンテープ　まんが社会見学シリーズ13 まんが社会見学シリーズ 工藤ケン 講談社

激流のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ　６０ スウィートファクトリー 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

有害物質のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ　６１ スウィートファクトリー 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ジャングルのサバイバル　９ かがくるＢＯＯＫ　大長編サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

原子力のサバイバル　１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

原子力のサバイバル　２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

海のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

氷河のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 崔　徳熈 著 姜　境孝 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ひとり増えてる…　怪談５分間の恐怖 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社

たたられる本　怪談５分間の恐怖 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社

霊を呼ぶ本　怪談５分間の恐怖 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社

マネキン人形　怪談５分間の恐怖 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社

いなり寿司のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ137 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

たすけあいのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ138 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

みーつけたっ にじいろえほん あまん　きみこ 著 いしい　つとむ 画 小峰書店//小峰書店

このゆび、とーまれ えほんひろば あまん　きみこ 著 いしい　つとむ 画 小峰書店//小峰書店

げんまんげんまん えほんひろば あまん　きみこ 著 いしい　つとむ 画 小峰書店//小峰書店

きょうりゅうたちがけんかした 世界の絵本コレクション ジェイン・ヨーレン 著 マーク・ティーグ 画 なかがわ　ちひろ 訳 小峰書店//小峰書店

ちゃんとたべなさい 世界の絵本コレクション ケス・グレイ 著 ニック・シャラット 画 よしがみ　きょうた 訳 小峰書店//小峰書店

ドラキュラーだぞ こみねのえほん　８ 瀬名　恵子 著 小峰書店//小峰書店

おならおばけ 講談社の創作絵本シリーズ かとう　まふみ 著 講談社//講談社

しあわせ 講談社の創作絵本シリーズ いもと　ようこ 著 講談社//講談社

おひめさまはねむりたくないけれど そうえんしゃ・世界のえほん　８ メアリー・ルージュ 著 パメラ・ザガレンスキー 画 浜崎　絵梨 訳 そうえん社//そうえん社

アナグマさんはごきげんななめ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ハーウィン・オラム 著 スーザン・バーレイ 画 小川　仁央 訳 評論社//評論社

三つ子のこぶた 子どもとお母さんのおはなし 中川　李枝子 著 のら書店//のら書店

ふしぎなタネやさん 新しいえほん みやにし　たつや 著 金の星社//金の星社

ふしぎなカサやさん 新しいえほん みやにし　たつや 著 金の星社//金の星社

コブタくんもうなかないで かとう　ようこ 著 みやにし　たつや 画 金の星社//金の星社

しんごうきピコリ ザ・キャビンカンパニー 著 あかね書房//あかね書房

きょだいなきょだいな大型絵本 こどものとも劇場 長谷川　摂子 著 降矢　なな 画 福音館書店//福音館書店

立入禁止　怪談５分間の恐怖 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社



どっちが強い！？オオカミｖｓハイエナ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　８ スライウム 著 イカロス 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？コブラｖｓガラガラヘビ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　９ レッドコード 著 リセ 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？イヌワシｖｓハゲワシ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　１１ レッドコード 著 リセ 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？ライオンｖｓトラ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　１ スライウム 著 メング 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？ゴリラｖｓクマ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　２ スライウム 著 メング 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？カブトムシｖｓクワガタムシ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　６ スライウム 著 フィービー 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

絶望鬼ごっこ４ひとりぼっちの地獄遊園地 集英社みらい文庫　は　２－４ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

絶望鬼ごっこ５鬼だらけの地獄小学校 集英社みらい文庫　は　２－５ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

絶望鬼ごっこ６だれもいない地獄島 集英社みらい文庫　は　２－６ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

絶望鬼ごっこ７さよならの地獄病院 集英社みらい文庫　は　２－７ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

絶望鬼ごっこ８命がけの地獄アスレチック 集英社みらい文庫　は　２－８ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

絶望鬼ごっこ９ねらわれた地獄狩り 集英社みらい文庫　は　２－９ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

絶望鬼ごっこ10決着の地獄小学校 集英社みらい文庫　は　２－１０ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

トキメキ図書館１二人のそらとわたし 講談社青い鳥文庫　２４３－１３ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画 講談社//講談社

トキメキ図書館２「図書館登校」の女の子？ 講談社青い鳥文庫　２４３－１４ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画 講談社//講談社

トキメキ図書館３霊能少女萌！？ 講談社青い鳥文庫　２４３－１５ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画 講談社//講談社

トキメキ図書館４十八年目の卒業式 講談社青い鳥文庫　２４３－１６ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画 講談社//講談社

トキメキ図書館５転校生のひみつ 講談社青い鳥文庫　２４３－１７ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画 講談社//講談社

モコモコちゃん家出する 角野　栄子 著 にしかわ　おさむ 画 クレヨンハウス//クレヨンハウス

わにのニニくんのゆめ アイウエ動物園　２ 角野　栄子 著 にしかわ　おさむ 画 クレヨンハウス//クレヨンハウス

しろくまのアンヨくん アイウエ動物園　３ 角野　栄子 著 にしかわ　おさむ 画 クレヨンハウス//クレヨンハウス

いっぽんくんのひとりごと アイウエ動物園　５ 角野　栄子 著 にしかわ　おさむ 画 クレヨンハウス//クレヨンハウス

カンコさんのとくいわざ アイウエ動物園　６ 角野　栄子 著 にしかわ　おさむ 画 クレヨンハウス//クレヨンハウス

マリアさんのトントントトンタ アイウエ動物園　７ 角野　栄子 著 にしかわ　おさむ 画 クレヨンハウス//クレヨンハウス

あまさけのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ139 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

ゼロ・エネルギー住宅のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ141 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

キッチンのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ142 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

グレートネイチャー ＤＫ社 河出書房新社

わくわく数の世界の大冒険 桜井進 日本図書センター

モノのはじまりえほん 日本人なら知っておきたい! 荒俣宏 日本図書センター

なるほど!おもしろ漢字ルーツ図鑑 高井ジロル 合同出版

モンスター一家のモン太くん　モンスタータウンへようこそ モンスタータウンへようこそ 土屋富士夫 徳間書店

モン太くんとミイラくん　モンスタータウンへようこそ モンスタータウンへようこそ 土屋富士夫 徳間書店

モン太くん空をとぶ　モンスタータウンへようこそ モンスタータウンへようこそ 土屋富士夫 徳間書店

どっちの料理対決!えらぼう!つくろう!ニッポンのご当地ごはん 1朝ごはんとスイーツ 吉田瑞子 日本図書センター

どっちの料理対決!えらぼう!つくろう!ニッポンのご当地ごはん 2昼ごはんとおやつ 吉田瑞子 日本図書センター

どっちの料理対決!えらぼう!つくろう!ニッポンのご当地ごはん 3夜ごはんとデザート 吉田瑞子 日本図書センター

なんでも魔女商会⑰きらめきハートのドレス おはなしガーデン　なんでも魔女商会 あんびるやすこ 岩崎書店

なんでも魔女商会⑱うわさのとんでも魔女商会 おはなしガーデン　なんでも魔女商会 あんびるやすこ 岩崎書店

なんでも魔女商会⑲夜空のダイヤモンド おはなしガーデン　なんでも魔女商会 あんびるやすこ 岩崎書店

うんちレストラン　ふしぎいっぱい写真絵本5 ふしぎいっぱい写真絵本 新開孝 ポプラ社

さかなだってねむるんです　ふしぎいっぱい写真絵本28 ふしぎいっぱい写真絵本 伊藤勝敏 ポプラ社

かわ　絵巻じたてひろがるえほん 加古里子 福音館書店

シンデレラ特急は知っている　探偵チームＫＺ事件ノート6 講談社青い鳥文庫 藤本ひとみ 講談社



シンデレラの城は知っている　探偵チームＫＺ事件ノート7 講談社青い鳥文庫 藤本ひとみ 講談社

クリスマスは知っている　探偵チームＫＺ事件ノート8 講談社青い鳥文庫 藤本ひとみ 講談社

裏庭は知っている　探偵チームＫＺ事件ノート9 講談社青い鳥文庫 藤本ひとみ 講談社

初恋は知っている 若武編　探偵チームＫＺ事件ノート10 講談社青い鳥文庫 藤本ひとみ 講談社

天使が知っている　探偵チームＫＺ事件ノート11 講談社青い鳥文庫 藤本ひとみ 講談社

ハート虫は知っている　探偵チームＫＺ事件ノート13 講談社青い鳥文庫 藤本ひとみ 講談社

赤毛のアン　10歳までに読みたい世界名作1 10歳までに読みたい世界名作 ルーシー・モード・モンゴメリ 学研教育出版

トム・ソーヤの冒険　10歳までに読みたい世界名作2 10歳までに読みたい世界名作 マーク・トウェイン 学研教育出版

オズのまほうつかい　10歳までに読みたい世界名作3 10歳までに読みたい世界名作 ライマン・フランク・ボーム 学研教育出版

ガリバー旅行記　10歳までに読みたい世界名作4 10歳までに読みたい世界名作 ジョナサン・スウィフト 学研教育出版

若草物語　10歳までに読みたい世界名作5 10歳までに読みたい世界名作 ルイザ・メイ・オルコット 学研教育出版

名探偵シャーロック・ホームズ　10歳までに読みたい世界名作5 10歳までに読みたい世界名作 コナン・ドイル 学研教育出版

小公女セーラ　10歳までに読みたい世界名作7 10歳までに読みたい世界名作 フランシス・ホジソン・バーネット 学研教育出版

シートン動物記オオカミ王ロボ　10歳までに読みたい世界名作8 10歳までに読みたい世界名作 アーネスト・トンプソン・シートン 学研教育出版

アルプスの少女ハイジ　10歳までに読みたい世界名作9 10歳までに読みたい世界名作 ヨハンナ・シュピリ 学研教育出版

西遊記　10歳までに読みたい世界名作10 10歳までに読みたい世界名作 呉承恩 学研教育出版

ふしぎの国のアリス　10歳までに読みたい世界名作11 10歳までに読みたい世界名作 ルイス・キャロル 学研教育出版

怪盗アルセーヌ・ルパン　10歳までに読みたい世界名作12 10歳までに読みたい世界名作 モーリス・ルブラン 学研教育出版

ひみつの花園　10歳までに読みたい世界名作13 10歳までに読みたい世界名作 フランシス・ホジソン・バーネット 学研教育出版

宝島　10歳までに読みたい世界名作14 10歳までに読みたい世界名作 ロバート・ルイス・スティーヴンソン 学研教育出版

あしながおじさん　10歳までに読みたい世界名作15 10歳までに読みたい世界名作 ジーン・ウェブスター 学研教育出版

アラビアンナイト シンドバッドの冒険　10歳までに読みたい世界名作16 10歳までに読みたい世界名作 みおちづる 学研教育出版

少女ポリアンナ　10歳までに読みたい世界名作17 10歳までに読みたい世界名作 エレナ・ポーター 学研プラス

ロビンソン・クルーソー　10歳までに読みたい世界名作18 10歳までに読みたい世界名作 ダニエル・デフォー 学研プラス

フランダースの犬　10歳までに読みたい世界名作19 10歳までに読みたい世界名作 ウィーダ 学研プラス

岩くつ王　10歳までに読みたい世界名作20 10歳までに読みたい世界名作 アレクサンドル・デュマ 学研プラス

家なき子　10歳までに読みたい世界名作21 10歳までに読みたい世界名作 エクトール・アンリ・マロ 学研プラス

三銃士　10歳までに読みたい世界名作22 10歳までに読みたい世界名作 アレクサンドル・デュマ 学研プラス

王子とこじき　10歳までに読みたい世界名作23 10歳までに読みたい世界名作 マーク・トウェイン 学研プラス

海底二万マイル　10歳までに読みたい世界名作24 10歳までに読みたい世界名作 ジュール・ベルヌ 学研プラス

工具のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ140 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

エクステリアのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ143 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

花鈴のマウンド １　　　　　　　女子野球部 星桜高校漫画研究会 制作/編集 大垣書店

フラッシュメモリのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ144 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

おばけかぞくのいちにち　さくぴーとたろぽうのおはなし こどものとも傑作集 西平　あかね 著 福音館書店//福音館書店

おばけのおつかい　さくぴーとたろぽうのおはなし こどものとも絵本 西平　あかね 著 福音館書店//福音館書店

チリとチリリ どい　かや 著 アリス館//アリス館

チリとチリリはらっぱのおはなし どい　かや 著 アリス館//アリス館

チリとチリリまちのおはなし どい　かや 著 アリス館//アリス館

ばけバケツ 軽部　武宏 著 小峰書店//小峰書店

サンカクさん マック・バーネット 著 ジョン・クラッセン 画 長谷川　義史 訳 クレヨンハウス//クレヨンハウス

せんろはつづく 竹下　文子 著 鈴木　まもる 画 金の星社//金の星社

せんろはつづくまだつづく 竹下　文子 著 鈴木　まもる 画 金の星社//金の星社

せんろはつづくどこまでつづく 鈴木　まもる 著 金の星社//金の星社



みみかきめいじん 講談社の創作絵本シリーズ かがくい　ひろし 著 講談社//講談社

もくもくやかん 講談社の創作絵本シリーズ かがくい　ひろし 著 講談社//講談社

ほしじいたけほしばあたけ 講談社の創作絵本シリーズ 石川　基子 著 講談社//講談社

だめだめ、デイジー 世界の絵本コレクション ケス・グレイ 著 ニック・シャラット 画 よしがみ　きょうた 訳 小峰書店//小峰書店

わくせいキャベジ動物図鑑 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 著 アリス館//アリス館

あらいぐまラスカル 徳間アニメ絵本　３７ スターリング・ノース 原著 徳間書店//徳間書店

平成狸合戦ぽんぽこ 徳間アニメ絵本　１０ 高畑　勲 原著 徳間書店//徳間書店

恋する和パティシエール１夢みるハートのさくらもち ポプラ物語館　４０ 工藤　純子 著 うっけ 画 ポプラ社//ポプラ社

恋する和パティシエール２栗むしケーキでハッピーバースデー ポプラ物語館　４３ 工藤　純子 著 うっけ 画 ポプラ社//ポプラ社

恋する和パティシエール３キラリ！海のゼリーパフェ大作戦 ポプラ物語館　４６ 工藤　純子 著 うっけ 画 ポプラ社//ポプラ社

恋する和パティシエール４ホットショコラにハートのひみつ ポプラ物語館　５０ 工藤　純子 著 うっけ 画 ポプラ社//ポプラ社

恋する和パティシエール５決戦！友情のもちふわドーナツ ポプラ物語館　５２ 工藤　純子 著 うっけ 画 ポプラ社//ポプラ社

恋する和パティシエール６月夜のきせき！パンプキンプリン ポプラ物語館　５７ 工藤　純子 著 うっけ 画 ポプラ社//ポプラ社

バーバー・ルーナのお客さま１魔法のハサミがやってきた！ バーバー・ルーナのお客さま　１ 岡田　貴久子 著 ふじしま　えみこ 画 偕成社//偕成社

バーバー・ルーナのお客さま２ハサミの魔術師とホシノツカイ バーバー・ルーナのお客さま　２ 岡田　貴久子 著 ふじしま　えみこ 画 偕成社//偕成社

バーバー・ルーナのお客さま３だいすき！カボチャのおくりもの バーバー・ルーナのお客さま　３ 岡田　貴久子 著 ふじしま　えみこ 画 偕成社//偕成社

バーバー・ルーナのお客さま４世界は宝物でいっぱい！ バーバー・ルーナのお客さま　４ 岡田　貴久子 著 ふじしま　えみこ 画 偕成社//偕成社

電車で行こう！特急ラピートで海をわたれ！！ 集英社みらい文庫　と　１－１０ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社//集英社

電車で行こう！ＧＯ！ＧＯ！九州新幹線！！ 集英社みらい文庫　と　１－１１ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社//集英社

電車で行こう！乗客が消えた！？南国トレイン・ミステリー 集英社みらい文庫　と　１－１２ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社//集英社

電車で行こう！ショートトリップ＆トリック！京王線で行く高尾山！！ 集英社みらい文庫　と　１－１３ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社//集英社

がんばる！たまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著 すずき出版//すずき出版

こんにちはたまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著 すずき出版//すずき出版

きんのたまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著 すずき出版//すずき出版

たまごねえちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著 すずき出版//すずき出版

うまれたよ！アゲハ　よみきかせいきものしゃしんえほん１１ よみきかせいきものしゃしんえほん　１１ 安田　守 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店//岩崎書店

うまれたよ！カイコ　よみきかせいきものしゃしんえほん１２ よみきかせいきものしゃしんえほん　１２ 新開　孝 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店//岩崎書店

うまれたよ！カタツムリ　よみきかせいきものしゃしんえほん１３ よみきかせいきものしゃしんえほん　１３ 武田　晋一 写真 ボコヤマ　クリタ 著 岩崎書店//岩崎書店

うまれたよ！アリジゴク　よみきかせいきものしゃしんえほん１４ よみきかせいきものしゃしんえほん　１４ 安田　守 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店//岩崎書店

うまれたよ！セミ　よみきかせいきものしゃしんえほん１５ よみきかせいきものしゃしんえほん　１５ 新開　孝 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店//岩崎書店

うまれたよ！バッタ　よみきかせいきものしゃしんえほん１６ よみきかせいきものしゃしんえほん　１６ 新開　孝 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店//岩崎書店

うまれたよ！コオロギ　よみきかせいきものしゃしんえほん１７ よみきかせいきものしゃしんえほん　１７ 中瀬　潤 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店//岩崎書店

うまれたよ！アメンボ　よみきかせいきものしゃしんえほん１８ よみきかせいきものしゃしんえほん　１８ 中瀬　潤 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店//岩崎書店

うまれたよ！サンショウウオ　よみきかせいきものしゃしんえほん１９ よみきかせいきものしゃしんえほん　１９ 松沢　陽士 写真 岩崎書店//岩崎書店

うまれたよ！カナヘビ　よみきかせいきものしゃしんえほん２０ よみきかせいきものしゃしんえほん　２０ 関　慎太郎 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店//岩崎書店

怪談オウマガドキ学園１６保健室で見たこわい夢 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会 編 常光　徹 編 村田　桃香 童心社//童心社

怪談オウマガドキ学園１７旧校舎のあかずの部屋 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会 編 常光　徹 編 村田　桃香 童心社//童心社

怪談オウマガドキ学園１８真夏の夜の水泳大会 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会 編 常光　徹 編 村田　桃香 童心社//童心社

マンガでわかる！１０才までに覚えたい言葉１０００　レベルアップ編 前野　コトブキ 画 永岡書店//永岡書店

白雪姫と黒の女王 角川つばさ文庫　Ｅ　く　１－２//プリンセス・ストーリーズ// ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム 原著 ヴィルヘルム・カール・グリム 原著 久美　沙織 著 アスキー・メディアワークス//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

かぶとむし　新版　こんちゅうの一生シリーズ こんちゅうの一生シリーズ 得田　之久 著 福音館書店//福音館書店

かまきり　新版　こんちゅうの一生シリーズ こんちゅうの一生シリーズ 得田　之久 著 福音館書店//福音館書店

ちょう　新版　こんちゅうの一生シリーズ こんちゅうの一生シリーズ 得田　之久 著 福音館書店//福音館書店

とんぼ　新版　こんちゅうの一生シリーズ こんちゅうの一生シリーズ 得田　之久 著 福音館書店//福音館書店



はち　新版　こんちゅうの一生シリーズ こんちゅうの一生シリーズ 得田　之久 著 福音館書店//福音館書店

銀河鉄道の夜　切り絵絵本　藤城清治 藤城　清治 著 宮沢　賢治 原著 講談社//講談社

おしりたんてい６あやうしたんていじむしょ おしりたんていファイル　６ トロル 著 ポプラ社//ポプラ社

ヒックとドラゴンドラゴン大図鑑 クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子 訳 陶浪　亜希 訳 小峰書店//小峰書店

いたずらまじょ子のプリンセスになりたいな ポプラポケット文庫　３４－６//まじょ子２ｉｎ１// 藤　真知子 著 ゆーち　みえこ 画 ポプラ社//ポプラ社

いたずらまじょ子のボーイフレンド ポプラポケット文庫　３４－２//まじょ子２ｉｎ１// 藤　真知子 著 ゆーち　みえこ 画 ポプラ社//ポプラ社

まじょ子どんな子ふしぎな子 ポプラポケット文庫　３４－１//まじょ子２ｉｎ１// 藤　真知子 著 ゆーち　みえこ 画 ポプラ社//ポプラ社

いたずらまじょ子のヒーローはだあれ？ ポプラポケット文庫　３４－５//まじょ子２ｉｎ１// 藤　真知子 著 ゆーち　みえこ 画 ポプラ社//ポプラ社

いたずらまじょ子のめざせ！スター ポプラポケット文庫　３４－４//まじょ子２ｉｎ１// 藤　真知子 著 ゆーち　みえこ 画 ポプラ社//ポプラ社

自転車少年　チャリンコボーイ 横山　充男 著 黒須　高嶺 画 くもん出版//くもん出版

ねこの看護師ラディ 講談社の創作絵本シリーズ 渕上　サトリーノ 著 上杉　忠弘 画 講談社//講談社

がたたんたん ひさかた絵本ランド やすい　すえこ 著 福田　岩緒 画 ひさかたチャイルド//ひさかたチャイルド

科学探偵3ＶＳ．魔界の都市伝説 科学探偵謎野真実シリーズ　３ 佐東　みどり 木々 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

科学探偵4ＶＳ．闇のホームズ学園 科学探偵謎野真実シリーズ　４ 佐東　みどり 木々 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

火災報知機のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ145 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

へんしんトイレ 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社//金の星社

へんしんマラソン 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社//金の星社

へんしんかいじゅう 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社//金の星社

へんしんレストラン 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社//金の星社

動物最強王図鑑 学研教育出版//学研マーケティング

恐竜最強王図鑑 学研プラス//学研プラス

龍神王子！13　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫　Ｅ　み　４－１３ 宮下　恵茉 著 ｋａｙａ８ 画 講談社//講談社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂10 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社

おばけのコックさん　さくぴーとたろぽうのおはなし こどものとも絵本 西平　あかね 著 福音館書店//福音館書店

ノラネコぐんだんパンこうじょう こどもＭＯＥのえほん 工藤　ノリコ 著 白泉社//白泉社

ノラネコぐんだんアイスのくに コドモエのえほん 工藤　ノリコ 著 白泉社//白泉社

電車で行こう！８０円で関西一周！！駅弁食いだおれ４６３．９ｋｍ！！！ 集英社みらい文庫　と　１－２８ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社//集英社

親子でつくる自然エネルギー工作１風力発電 親子でつくる自然エネルギー工作 川村　康文 編 高橋　真樹 写真 大月書店//大月書店

親子でつくる自然エネルギー工作２太陽光発電 親子でつくる自然エネルギー工作 川村　康文 編 高橋　真樹 写真 大月書店//大月書店

親子でつくる自然エネルギー工作３小水力発電 親子でつくる自然エネルギー工作 川村　康文 編 高橋　真樹 写真 大月書店//大月書店

親子でつくる自然エネルギー工作４太陽熱・バイオ発電 親子でつくる自然エネルギー工作 川村　康文 編 高橋　真樹 写真 大月書店//大月書店

メイドインどこ？１食べものと飲みもの メイドインどこ？ 斉藤　道子 編 大月書店//大月書店

メイドインどこ？２学校にあるもの メイドインどこ？ 斉藤　道子 編 大月書店//大月書店

メイドインどこ？３家庭にあるもの メイドインどこ？ 斉藤　道子 編 大月書店//大月書店

ぞくぞく村のミイラのラムさん ぞくぞく村のおばけシリーズ　１ 末吉　暁子 著 垂石　眞子 画 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村の魔女のオバタン ぞくぞく村のおばけシリーズ　２ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村のちびっこおばけグー・スー・ピー ぞくぞく村のおばけシリーズ　３ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村の小鬼のゴブリン ぞくぞく村のおばけシリーズ　４ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村のおおかみ男 ぞくぞく村のおばけシリーズ　５ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村のドラキュラのむすこ ぞくぞく村のおばけシリーズ　６ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村の妖精レロレロ ぞくぞく村のおばけシリーズ　７ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村のとうめい人間サムガリー ぞくぞく村のおばけシリーズ　８ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村のがいこつガチャさん ぞくぞく村のおばけシリーズ　９ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村の雪女ユキミダイフク ぞくぞく村のおばけシリーズ　１０ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房



ぞくぞく村の雨ぼうずピッチャン ぞくぞく村のおばけシリーズ　１１ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村の魔女のオバタンの使い魔 ぞくぞく村のおばけシリーズ　１２ 末吉　暁子 著 垂石　眞子 画 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村のゾンビのビショビショ ぞくぞく村のおばけシリーズ　１３ 末吉　暁子 著 垂石　眞子 画 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村の怪鳥ホヤホヤ ぞくぞく村のおばけシリーズ　１４ 末吉　暁子 著 垂石　眞子 画 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん ぞくぞく村のおばけシリーズ　１５ 末吉　暁子 著 垂石　眞子 画 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村のかぼちゃ怪人 ぞくぞく村のおばけシリーズ　１６ 末吉　暁子 著 垂石　眞子 画 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村の魔法少女カルメラ ぞくぞく村のおばけシリーズ　１７ 末吉　暁子 著 垂石　眞子 画 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村のランプの精ジンジン ぞくぞく村のおばけシリーズ　１８ 末吉　暁子 著 垂石　眞子 画 あかね書房//あかね書房

ぞくぞく村のにじ色ドラゴン ぞくぞく村のおばけシリーズ　１９ 末吉　暁子 著 垂石　眞子 画 あかね書房//あかね書房

リトル・プリンセス１ささやきのアザラ姫 リトル・プリンセス　１ ケイティ・チェイス 著 日当　陽子 訳 泉　リリカ 画 ポプラ社//ポプラ社

０てんにかんぱい！ 宮川　ひろ 著 小泉　るみ子 画 童心社//童心社

けんかにかんぱい！ 宮川　ひろ 著 小泉　るみ子 画 童心社//童心社

わすれんぼうにかんぱい！ 宮川　ひろ 著 小泉　るみ子 画 童心社//童心社

ずるやすみにかんぱい！ 宮川　ひろ 著 小泉　るみ子 画 童心社//童心社

うそつきにかんぱい！ 宮川　ひろ 著 小泉　るみ子 画 童心社//童心社

アーチー・グリーンと魔法図書館の謎 Ｄ．Ｄ．エヴェレスト 著 こだま　ともこ 訳 石津　昌嗣 画 あすなろ書房//あすなろ書房

いのちをいただく　みいちゃんがお肉になる日 講談社の創作絵本シリーズ 内田　美智子 著 魚戸　おさむ 講談社//講談社

電車で行こう！小田急ロマンスカーと、迫る高速鉄道！ 集英社みらい文庫　と　１－２７ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社//集英社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂９ ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社

おばけのたんけん　さくぴーとたろぽうのおはなし こどものとも絵本 西平　あかね 著 福音館書店//福音館書店

いただきバス チューリップえほんシリーズ 藤本　ともひこ 著 すずき出版//すずき出版

いもほりバス チューリップえほんシリーズ 藤本　ともひこ 著 すずき出版//すずき出版

たなばたバス チューリップえほんシリーズ 藤本　ともひこ 著 すずき出版//すずき出版

まめまきバス チューリップえほんシリーズ 藤本　ともひこ 著 すずき出版//すずき出版

中華まんのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ146 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

どう解く？　答えのない道徳の問題 山﨑博司 ポプラ社

ゆき ユリ・シュルヴィッツ 著 さくま　ゆみこ 訳 あすなろ書房//あすなろ書房

電車で行こう！目指せ！東急全線、一日乗りつぶし！ 集英社みらい文庫　と　１－３０ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社//集英社

かいけつゾロリのおばけ大さくせん ポプラ社の新・小さな童話　１１６//かいけつゾロリシリーズ// 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社

かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち ポプラ社の新・小さな童話　４３ 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社

かいけつゾロリの大きょうりゅう ポプラ社の新・小さな童話　３５ 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社

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　１１４ 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社//講談社

いえのおばけずかん　ざしきわらし どうわがいっぱい　１１８ 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社//講談社

オリンピックのおばけずかん どうわがいっぱい　１２０ 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社//講談社

みんなのおばけずかん　あっかんべぇ どうわがいっぱい　１２３ 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社//講談社

こうえんのおばけずかん　じんめんかぶとむし どうわがいっぱい　１２５ 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社//講談社

絶叫学級１禁断の遊び編 集英社みらい文庫　い　１－１ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級２暗闇にひそむ大人たち編 集英社みらい文庫　い　１－２ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級３くずれゆく友情編 集英社みらい文庫　い　１－３ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級４ゆがんだ願い編 集英社みらい文庫　い　１－４ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級５ニセモノの親切編 集英社みらい文庫　い　１－５ いしかわ　えみ 原著 集英社//集英社

絶叫学級６プレゼントの甘いワナ編 集英社みらい文庫　い　１－６ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級７いつわりの自分編 集英社みらい文庫　い　１－７ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級８ルール違反の罪と罰編 集英社みらい文庫　い　１－８ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社



世界の歴史12産業革命とアメリカの独立　 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史13イタリアとドイツの統一 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史14ゆれる中国 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史15第一次世界大戦とロシア革命 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史16第二次世界大戦 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史17冷戦と超大国 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

超でっかい恐竜たち おもしろ恐竜大集合 ルパート・マシュース 鈴木出版

超まぬけな恐竜たち おもしろ恐竜大集合 ルパート・マシュース 鈴木出版

超はやい恐竜たち おもしろ恐竜大集合 ルパート・マシュース 鈴木出版

超こわい恐竜たち おもしろ恐竜大集合 ルパート・マシュース 鈴木出版

超ちっちゃい恐竜たち おもしろ恐竜大集合 ルパート・マシュース 鈴木出版

超へんてこな恐竜たち おもしろ恐竜大集合 ルパート・マシュース 鈴木出版

春をさがそう　海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野和男 新日本出版社

夏をあそぼう　海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野和男 新日本出版社

秋をみつけた　海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野和男 新日本出版社

冬をたのしむ　海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野和男 新日本出版社

四季をみよう　海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野和男 新日本出版社

これあな たんぽぽえほんシリーズ みやにしたつや 鈴木出版

おつきみバス チューリップえほんシリーズ 藤本ともひこ 鈴木出版

ふしぎなふうせん 中川ひろたか 鈴木出版

なんにもせんにん チューリップえほんシリーズ 唯野元弘 鈴木出版

どんぐりないよ たんぽぽえほんシリーズ 間部香代 鈴木出版

ゆきのひのおくりもの ポール・フランソワ 鈴木出版

おかしなめんどり チューリップえほんシリーズ 林なつこ 鈴木出版

パグパグ3きょうだい たんぽぽえほんシリーズ 長澤星 鈴木出版

ぼくのどうぶつえん チューリップえほんシリーズ ねじめ正一 鈴木出版

アナゴたいそう チューリップえほんシリーズ うさやまみやこ 鈴木出版

めがさめた! たんぽぽえほんシリーズ 苅田澄子 鈴木出版

はるのごほうび チューリップえほんシリーズ 内田麟太郎 鈴木出版

タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン・リチャードソン ポット出版

王さまと王さま リンダ・ハーン ポット出版

ぼくのジィちゃん くすのきしげのり 佼成出版社

あっ!みーつけたっ!! くすのきしげのり 光村教育図書

なぞかけどうじょう 中川ひろたか 金の星社

バドミントン　勝てる!強くなる!強豪校の部活練習メニュー 勝てる!強くなる!強豪校の部活練習メニュー 名倉康弘 金の星社

ほんとにほんと 世界の絵本コレクション ケス・グレイ 小峰書店

おばあちゃん、おじいちゃんを知る本1しわがふえ、しらがになるのはなぜ？生命と老化 小島喜孝 大月書店

おばあちゃん、おじいちゃんを知る本2どうしてすぐに忘れちゃうの？認知症と病気 小島喜孝 大月書店

おばあちゃん、おじいちゃんを知る本3こんなとき、どうする？介助と救急 小島喜孝 大月書店

おばあちゃん、おじいちゃんを知る本4おとしよりをささえる施設と制度 小島喜孝 大月書店

世界の歴史1メソポタミアとエジプト 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史2ギリシアとヘレニズム 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史3ローマ 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史4古代中国① 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館



世界の歴史5古代中国② 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史6中世ヨーロッパ 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史7近世ヨーロッパ 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史8モンゴルと中国 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史9絶対王政 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史10イギリスとフランスの革命 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

世界の歴史11ナポレオンとつづく革命 小学館版学習まんが 山川出版社 小学館

あまのじゃくにかんぱい! 宮川ひろ 童心社

ないしょにかんぱい! 宮川ひろ 童心社

ひいきにかんぱい! 宮川ひろ 童心社

オリンピックのおばけずかんビヨヨンぼう どうわがいっぱい 斉藤洋 講談社

ゆうぐれ ユリ・シュルヴィッツ あすなろ書房

ライフタイム　いきものたちの一生と数字 ポプラせかいの絵本 ローラ・Ｍ・シェーファー ポプラ社

空を飛んだ男の子のはなし　マジカル・チャイルド マジカル・チャイルド サリー・ガードナー 小峰書店

透明人間になった男の子のはなし　マジカル・チャイルド マジカル・チャイルド サリー・ガードナー 小峰書店

世界一ちいさな女の子のはなし　マジカル・チャイルド マジカル・チャイルド サリー・ガードナー 小峰書店

世界一力もちの女の子のはなし　マジカル・チャイルド マジカル・チャイルド サリー・ガードナー 小峰書店

どっちが強い!?カマキリVSサソリ 角川まんが科学シリーズ スライウム KADOKAWA

エジソン　コミック版世界の伝記1 コミック版世界の伝記 吉田健二 ポプラ社

ナイチンゲール　コミック版世界の伝記3 コミック版世界の伝記 坂本コウ ポプラ社

ルイ・ブライユ　コミック版世界の伝記33 コミック版世界の伝記 迎夏生 ポプラ社

ひみつ 福田隆浩 講談社

えがないえほん Ｂ・Ｊ・ノヴァク 早川書房

ノラネコぐんだんおばけのやま コドモエのえほん 工藤　ノリコ 著 白泉社//白泉社

火垂るの墓　徳間アニメ絵本5 徳間アニメ絵本　５ 野坂　昭如 原著 徳間書店//徳間書店

耳をすませば　徳間アニメ絵本11 徳間アニメ絵本　１１ 柊　あおい 原著 徳間書店//徳間書店

ゲド戦記　徳間アニメ絵本29 徳間アニメ絵本　２９ アーシュラ　Ｋ．ル・グウィン 原著 宮崎　吾朗 著 徳間書店//徳間書店

異常気象のサバイバル１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

異常気象のサバイバル２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

エネルギー危機のサバイバル１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 金　政郁 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

エネルギー危機のサバイバル２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 金　政郁 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

どっちが強い！？ヘビｖｓワニ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　５ スライウム 著 サンドラ 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？ゾウｖｓサイ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　４ レッドコード 著 イカロス 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？クジラｖｓダイオウイカ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　７ レッドコード 著 メング 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

危険生物大百科 ハユマ 編 学研教育出版//学研マーケティング

それしかないわけないでしょう ＭＯＥのえほん ヨシタケ　シンスケ 著 白泉社//白泉社

おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ　シンスケ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

コケッコーさんところりんたまご コケッコーさんシリーズ　２ かろくこうぼう 著 フレーベル館//フレーベル館

ピーター・パン　新訳　 角川つばさ文庫　Ｅ　は　２－１ Ｊ．Ｍ．バリー 著 河合　祥一郎 訳 ｍｅｂａｅ 画 アスキー・メディアワークス//角川グループパブリッシング

長くつ下のピッピ　新訳 角川つばさ文庫　Ｅ　り　１－１ アストリッド・リンドグレーン 著 冨原　眞弓 訳 もけお 画 アスキー・メディアワークス//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ウエディング・ストーリーズ 角川つばさ文庫　Ｃ　て　３－１ スーザン・アメリカーナー ワダ　ヒトミ 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ふしぎの国のアリス　新訳 角川つばさ文庫　Ｅ　き　１－１ ルイス・キャロル 著 河合　祥一郎 訳 ｏｋａｍａ 画 アスキー・メディアワークス//角川グループパブリッシング

猫の恩返し　徳間アニメ絵本25 徳間アニメ絵本　２５ 柊　あおい 原著 徳間書店//徳間書店

きょうりゅうたちのいただきます 世界の絵本コレクション ジェイン・ヨーレン 著 マーク・ティーグ 画 なかがわ　ちひろ 訳 小峰書店//小峰書店



ヘレン・ケラー　コミック版世界の伝記4 コミック版世界の伝記 山田せいこ ポプラ社

レーナ・マリア　学習まんが人物館 あべさより 小学館

ダイアナ　学習まんが人物館 小学館版学習まんが人物館 石井美樹子 小学館

手塚治虫　学習まんが人物館 小学館版学習まんが人物館 手塚プロダクション 小学館

藤子・F・不二雄　学習まんが人物館 小学館版学習まんが人物館 藤子プロ 小学館

シートン　学習まんが人物館 小学館版学習まんが人物館 富田京一 小学館

スティーブ・ジョブズ　学習まんが人物館 小学館版学習まんが人物館 大谷和利 小学館

ショパン　学習まんが人物館 小学館版学習まんが人物館 小坂裕子 小学館

ダーウィン　学習まんが人物館 小学館版学習まんが人物館 長谷川眞理子 小学館

かいけつゾロリのようかい大リーグ ポプラ社の新・小さな童話 原ゆたか ポプラ社

かいけつゾロリのきょうふのサッカー ポプラ社の新・小さな童話 原ゆたか ポプラ社

かいけつゾロリのきょうふのやかた ポプラ社の新・小さな童話 原ゆたか ポプラ社

かいけつゾロリの大金もち ポプラ社の新・小さな童話 原ゆたか ポプラ社

怪談収集家山岸良介の妖しい日常 ポプラポケット文庫 緑川聖司 ポプラ社

おしりたんてい トロル ポプラ社

大研究！おいしく食べようヨーグルト　まんが社会見学シリーズ14 まんが社会見学シリーズ 松浦まどか 講談社

淡路島洲本市のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ　地域のひみつ編 学研まんがでよくわかるシリーズ　地域のひみつ編 学研教材資料制作室編 学研プラス

ふりかけのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ148 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

ガムのひみつ　新版　学研まんがでよくわかるシリーズ147 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

モーターのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ150 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

フォークリフトのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ149 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

魔女ののろいアメ　2019課題図書 とっておきのどうわ 草野　あきこ 著 ひがし　ちから 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

スタンリーとちいさな火星人　2019課題図書 サイモン・ジェームズ 著 千葉　茂樹 訳 あすなろ書房//あすなろ書房

心ってどこにあるのでしょう？　2019課題図書 こんの　ひとみ 著 いもと　ようこ 画 金の星社//金の星社

もぐらはすごい　2019課題図書 アヤ井　アキコ 著 アリス館//アリス館

かみさまにあいたい　2019　課題図書 ポプラ物語館　７６ 当原　珠樹 著 酒井　以 画 ポプラ社//ポプラ社

子ぶたのトリュフ　2019課題図書 ヘレン・ピータース 著 エリー・スノードン 画 もりうち　すみこ 訳 さえら書房//さえら書房

そうだったのか！しゅんかん図鑑　2019課題図書 伊知地　国夫 写真 小学館//小学館

ぼくとニケ　2019課題図書 片川　優子 著 講談社//講談社

季節のごちそうハチごはん　2019課題図書 横塚　眞己人 写真 ほるぷ出版//ほるぷ出版

かべのむこうになにがある？　2019課題図書 ブリッタ・テッケントラップ 著 風木　一人 訳 ビーエル出版//ビーエル出版

マンザナの風にのせて　課題図書 文研じゅべにーる ロイス・セパバーン 著 若林　千鶴 訳 ひだか　のり子 画 文研出版//文研出版

もうひとつの屋久島から　2019課題図書 フレーベル館ノンフィクション　１ 武田　剛 著 フレーベル館//フレーベル館

チョコレートのひみつ新版　学研まんがでよくわかるシリーズ151 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

お肉のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ152 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

牛乳のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ154 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

鉄のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ155 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

家庭用殺虫剤ここが知りたい！　文春まんが読みとくシリーズ6 文春まんが読みとくシリーズ くろにゃこ。 文藝春秋

ゲーム＆クリエイター　パソコンのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ153 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

サイダーのひみつ新版　学研まんがでよくわかるシリーズ158 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

カードゲームのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ156 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

昆虫　新版　小学館の図鑑ＮＥＯ３ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　３ 小池　啓一 小学館//小学館

恐竜　新版　小学館の図鑑ＮＥＯ１１ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１１ 冨田　幸光 著 小学館//小学館

動物　新版　小学館の図鑑ＮＥＯ１ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１ 田中　豊美 小学館//小学館



危険生物　小学館の図鑑ＮＥＯ２１ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　２１ 塩見　一雄 小学館//小学館

魚　新版　小学館の図鑑ＮＥＯ４ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　４ 井田　齊 松沢　陽士 小学館//小学館

宇宙　新版　小学館の図鑑ＮＥＯ９ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　９ 大内　正己 小学館//小学館

岩石・鉱物・化石　小学館の図鑑ＮＥＯ１８ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１８ 小学館//小学館

どっちが強い！？オオツノヒツジｖｓバイソン 角川まんが科学シリーズ　Ａ　１２ スライウム 著 イカロス 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？ハチｖｓクモ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　１３ ジノ 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？ヒクイドリｖｓカンガルー 角川まんが科学シリーズ　Ａ　１４ スライウム 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

学校の影ボスは知っている　探偵チームＫＺ事件ノート 講談社青い鳥文庫　Ｅ　す　４－２９//探偵チームＫＺ事件ノート// 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社//講談社

消えた黒猫は知っている　探偵チームＫＺ事件ノート 講談社青い鳥文庫　Ｅ　す　４－２８//探偵チームＫＺ事件ノート// 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社//講談社

お姫さまドレスは知っている　探偵チームＫＺ事件ノート 講談社青い鳥文庫　２８６－１４//探偵チームＫＺ事件ノート// 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社//講談社

赤い仮面は知っている　探偵チームＫＺ事件ノート 講談社青い鳥文庫　２８６－１７//探偵チームＫＺ事件ノート// 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社//講談社

青いダイヤが知っている　探偵チームＫＺ事件ノート 講談社青い鳥文庫　２８６－１５//探偵チームＫＺ事件ノート// 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社//講談社

黄金の雨は知っている　探偵チームＫＺ事件ノート 講談社青い鳥文庫　２８６－１８//探偵チームＫＺ事件ノート// 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社//講談社

七夕姫は知っている　探偵チームＫＺ事件ノート 講談社青い鳥文庫　２８６－２０//探偵チームＫＺ事件ノート// 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社//講談社

消えた美少女は知っている　探偵チームＫＺ事件ノート 講談社青い鳥文庫　２８６－２１//探偵チームＫＺ事件ノート// 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画 講談社//講談社

ジュニア空想科学読本14 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－１４ 柳田　理科雄 著 きっか 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ジュニア空想科学読本15 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－１５ 柳田　理科雄 著 きっか 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

伝説の巨大ハリケーン　マジック・ツリーハウス　４４ マジック・ツリーハウス　４４ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

古代ローマ黄金のワシ　マジック・ツリーハウス　４５ マジック・ツリーハウス　４５ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

わけあって絶滅しました。 丸山　貴史 著 サトウ　マサノリ 画 ウエタケ　ヨーコ 画 ダイヤモンド社//ダイヤモンド社

龍神王子！13　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫　Ｅ　み　４－１３ 宮下　恵茉 著 ｋａｙａ８ 画 講談社//講談社

龍神王子！14　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫　Ｅ　み　４－１４ 宮下　恵茉 著 ｋａｙａ８ 画 講談社//講談社

ギネス世界記録２０１９ ギネス世界記録 クレイグ・グレンディ 編 角川アスキー総合研究所//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

絶望鬼ごっこ11きざまれた鬼のしるし 集英社みらい文庫　は　２－１１ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

都会のトム＆ソーヤ５上ＩＮ塀戸 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ５下ＩＮ塀戸 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ６ぼくの家へおいで ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ７怪人は夢に舞う理論編 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ８怪人は夢に舞う実践編 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ９前夜祭（イブ）内人side ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ１０前夜祭（イブ）創也side ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ１１上DOUBLE ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ１１下DOUBLE ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ１２IN THE ナイト ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ１３黒須島クローズド ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ１４上夢幻 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ１４下夢幻 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ１５エアポケット ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ１６スパイシティ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社//講談社

絶叫学級9終わりのない欲望編 集英社みらい文庫　い　１－９ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級10悪夢の花園編 集英社みらい文庫　い　１－１０ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級11いじめの結末編 集英社みらい文庫　い　１－１１ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級12家族のうらぎり編 集英社みらい文庫　い　１－１２ いしかわ　えみ 原著 集英社//集英社

シンデレラ新装版はじめてのめいさくしかけえほん10 はじめてのめいさくしかけえほん　１０ たに　とも 画 学研教育出版//学研マーケティング



小松帯刀　幕末・維新人物伝63 日本の歴史　コミック版　６３ 静霞　薫 原著 かわの　いちろう 画 ポプラ社//ポプラ社

篤姫　幕末・維新人物伝64 日本の歴史　コミック版　６４ 後藤　ひろみ 原著 瀧　玲子 画 ポプラ社//ポプラ社

木戸孝允　バクマ65 日本の歴史　コミック版　６５ 水谷　俊樹 原著 中島　健志 画 ポプラ社//ポプラ社

大谷吉継　戦国人物伝66 日本の歴史　コミック版　６６ 後藤　ひろみ 原著 玉置　一平 画 ポプラ社//ポプラ社

立花宗茂　戦国人物伝68 日本の歴史　コミック版　６８ 静霞　薫 原著 中島　健志 画 ポプラ社//ポプラ社

藤堂高虎　戦国人物伝67 日本の歴史　コミック版　６７ 水谷　俊樹 原著 横山　仁 画 ポプラ社//ポプラ社

スポーツ年鑑　２０１９ スポーツ年鑑 小学館クリエイティブ ポプラ社//ポプラ社

二ノ丸くんが調査中 偕成社ノベルフリーク 石川　宏千花 著 うぐいす　祥子 画 偕成社//偕成社

二ノ丸くんが調査中　黒目だけの子ども 偕成社ノベルフリーク 石川　宏千花 著 うぐいす　祥子 画 偕成社//偕成社

おしりたんてい７みはらしそうのかいじけん おしりたんていファイル　７ トロル 著 ポプラ社//ポプラ社

おしりたんてい８かいとうとねらわれたはなよめ おしりたんていファイル　８ トロル 著 ポプラ社//ポプラ社

おしりたんていププッレインボーダイヤをさがせ！ トロル 著 ポプラ社//ポプラ社

おしりたんていププッちいさなしょちょうのだいピンチ！？ トロル 著 ポプラ社//ポプラ社

おしりたんていププッきえたおべんとうのなぞ！ トロル 著 ポプラ社//ポプラ社

おしりたんていププッおおどろぼうあらわる！ トロル 著 ポプラ社//ポプラ社

おしりたんていププッおしりたんていがふたりいる！？ トロル 著 ポプラ社//ポプラ社

おしりたんていププッゆきやまのしろいかいぶつ！？ トロル 著 ポプラ社//ポプラ社

どっちが強い！？クラゲｖｓデンキウナギ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　１５ ジノ 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？オオトカゲｖｓワニガメ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　１６ スライウム 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

おしりたんていファイルカレーなるじけん おしりたんていファイル トロル 著 ポプラ社//ポプラ社

エアコンのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ157 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

メガネと視力のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ159 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

乳酸菌のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ160 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

ぼくはなきました 学校がもっとすきになる絵本シリーズ　４ くすのき　しげのり 著 石井　聖岳 画 東洋館出版社//東洋館出版社

いまからともだち 学校がもっとすきになる絵本シリーズ　１ くすのき　しげのり 著 たるいし　まこ 画 東洋館出版社//東洋館出版社

ぼくとマリナちゃん 学校がもっとすきになる絵本シリーズ　２ くすのき　しげのり 著 稲葉　卓也 画 東洋館出版社//東洋館出版社

おさがり 学校がもっとすきになる絵本シリーズ　３ くすのき　しげのり 著 北村　裕花 画 東洋館出版社//東洋館出版社

わすれもの大王 武田　美穂 著 ＷＡＶＥ出版//ＷＡＶＥ出版

うそつきとどろぼうとせいぎのみかた えほんをいっしょに。　１３ 板橋　雅弘 著 竹内　通雅 画 ＷＡＶＥ出版//ＷＡＶＥ出版

まちのひろばのどうぶつたち 井上　コトリ 著 あかね書房//あかね書房

きょうりゅうたちのおやすみなさい 世界の絵本コレクション ジェイン・ヨーレン 著 マーク・ティーグ 画 なかがわ　ちひろ 訳 小峰書店//小峰書店

いちばんのともだち ジェニファー　Ｋ．マン 著 林　木林 訳 光村教育図書//光村教育図書

としおくんむし ねじめ　正一 著 高畠　那生 画 光村教育図書//光村教育図書

おにいちゃんさんかんび くすのき　しげのり 著 大島　妙子 画 光村教育図書//光村教育図書

ジャックのどきどきモンスター サム・ズッパルディ 著 福本　友美子 訳 光村教育図書//光村教育図書

ベンソン先生にあたしはきっと★はもらえない ジェニファー　Ｋ．マン 著 青山　南 訳 光村教育図書//光村教育図書

王さまとよごれた足 サリー・ポム・クレイトン 著 ライアノン・サンダーソン 画 青山　南 訳 光村教育図書//光村教育図書

まっていたてがみ セルジオ・ルッツィア 著 福本　友美子 訳 光村教育図書//光村教育図書

おばけのえんそく 西平あかね 著 福音館書店

ともだち バーニンガムのちいさいえほん　６ ジョン・バーニンガム 著 谷川　俊太郎 訳 冨山房//冨山房

ポポおばさんとことりたち おおしま　りえ 著 大日本図書//大日本図書

ライオンのおとしもの いとう　みき 著 大日本図書//大日本図書

もぐらとのらねこ いのうえ　まこと 著 大日本図書//大日本図書

こぐまくん、ないしょだよ ふくだ　じゅんこ 著 大日本図書//大日本図書



ちいさなククル はんま　けいこ 著 大日本図書//大日本図書

世界のともだち 1ルーマニア 世界のともだち 偕成社

世界のともだち 2韓国 世界のともだち 偕成社

世界のともだち 3ブラジル 世界のともだち 偕成社

世界のともだち 4フィンランド 世界のともだち 偕成社

世界のともだち 5モンゴル 世界のともだち 偕成社

世界のともだち 6アメリカ 世界のともだち 偕成社

世界のともだち 7ネパール 世界のともだち 偕成社

世界のともだち 8ケニア 世界のともだち 偕成社

世界のともだち 9バングラデシュ 世界のともだち 偕成社

世界のともだち10フランス 世界のともだち 偕成社

世界のともだち11ベトナム 世界のともだち 偕成社

世界のともだち12カンボジア 世界のともだち 偕成社

やさいのさいばいとかんさつ 1ミニトマト 藤田智 学研プラス

やさいのさいばいとかんさつ 2キュウリ 藤田智 学研プラス

やさいのさいばいとかんさつ 3ナス　ピーマン 藤田智 学研プラス

やさいのさいばいとかんさつ 4ゴーヤ　オクラ 藤田智 学研プラス

やさいのさいばいとかんさつ 5エダマメ　トウモロコシ 藤田智 学研プラス

やさいのさいばいとかんさつ 6ジャガイモ　サツマイモ 藤田智 学研プラス

名作マンガでよくわかる夢のスポーツ大図鑑 1球技　ｺﾞﾙﾌｻｯｶｰｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ卓球ﾃﾆｽﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙﾌｯﾄｻﾙ野球ﾗｸﾞﾋﾞｰ 夢のスポーツ大図鑑編集委員会 日本図書センター

名作マンガでよくわかる夢のスポーツ大図鑑 2格闘技　水泳　屋内競技　応援団空手競泳競技ﾀﾞﾝｽ剣道柔道新体操相撲ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ体操ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ登山飛込ﾌｪﾝｼﾝｸﾞﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 夢のスポーツ大図鑑編集委員会 日本図書センター

名作マンガでよくわかる夢のスポーツ大図鑑 3屋外競技　冬季競技　ｱｲｽﾎｯｹｰ駅伝ｶｰﾘﾝｸﾞ混成ｻｰﾌｨﾝ自転車ｽｷｰｽｹｰﾄｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ短距離走ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾎﾞｰﾄﾏﾗｿﾝﾓｰｸﾞﾙ 夢のスポーツ大図鑑編集委員会 日本図書センター

つきまとう本　怪談５分間の恐怖 怪談5分間の恐怖 中村まさみ 金の星社

うしろを歩く者　怪談５分間の恐怖 怪談5分間の恐怖 中村まさみ 金の星社

12時05分15秒　怪談５分間の恐怖 怪談5分間の恐怖 中村まさみ 金の星社

乃木坂の怪談　怪談５分間の恐怖 怪談5分間の恐怖 中村まさみ 金の星社

封印された本　怪談５分間の恐怖 怪談5分間の恐怖 中村まさみ 金の星社

おしょうがつおめでとうはじまりの日！　もっと知りたい！１２か月の行事絵本 もっと知りたい！１２か月の行事絵本 ますだ　ゆうこ 著 たちもと　みちこ 画 文渓堂//文渓堂

せつぶんワイワイまめまきの日！　もっと知りたい！１２か月の行事絵本 もっと知りたい！１２か月の行事絵本 ますだ　ゆうこ 著 たちもと　みちこ 画 文渓堂//文渓堂

ひなまつりルンルンおんなのこの日！　もっと知りたい！１２か月の行事絵本 もっと知りたい！１２か月の行事絵本 ますだ　ゆうこ 著 たちもと　みちこ 画 文渓堂//文渓堂

イースターハッピーふっかつの日！　もっと知りたい！１２か月の行事絵本 もっと知りたい！１２か月の行事絵本 ますだ　ゆうこ 著 たちもと　みちこ 画 文渓堂//文渓堂

こいのぼりぐんぐんこどもの日！　もっと知りたい！１２か月の行事絵本 もっと知りたい！１２か月の行事絵本 ますだ　ゆうこ 著 たちもと　みちこ 画 文渓堂//文渓堂

うんどうかいがんばれよーいドンの日！　もっと知りたい！１２か月の行事絵本 もっと知りたい！１２か月の行事絵本 ますだ　ゆうこ 著 たちもと　みちこ 画 文渓堂//文渓堂

たなばたウキウキねがいごとの日！　もっと知りたい！１２か月の行事絵本 もっと知りたい！１２か月の行事絵本 ますだ　ゆうこ 著 たちもと　みちこ 画 文渓堂//文渓堂

おぼんぼんぼんぼんおどりの日！　もっと知りたい！１２か月の行事絵本 もっと知りたい！１２か月の行事絵本 ますだ　ゆうこ 著 たちもと　みちこ 画 文渓堂//文渓堂

あきまつりピーヒャラおはやしの日！　もっと知りたい！１２か月の行事絵本 もっと知りたい！１２か月の行事絵本 ますだ　ゆうこ 著 たちもと　みちこ 画 文渓堂//文渓堂

ハロウィンドキドキおばけの日！　もっと知りたい！１２か月の行事絵本 もっと知りたい！１２か月の行事絵本 ますだ　ゆうこ 著 たちもと　みちこ 画 文渓堂//文渓堂

七五三すくすくおいわいの日！　もっと知りたい！１２か月の行事絵本 もっと知りたい！１２か月の行事絵本 ますだ　ゆうこ 著 たちもと　みちこ 画 文渓堂//文渓堂

クリスマスわくわくサンタの日！　もっと知りたい！１２か月の行事絵本 もっと知りたい！１２か月の行事絵本 ますだ　ゆうこ 著 たちもと　みちこ 画 文渓堂//文渓堂

やなせたかし　伝記を読もう3 伝記を読もう　３ 中野　晴行 著 あかね書房//あかね書房

いわさきちひろ　伝記を読もう10 伝記を読もう　１０ 松本　由理子 著 あかね書房//あかね書房

平賀源内　伝記を読もう15 伝記を読もう　１５ 榎本　秋 著 野村　愛奈美 画 あかね書房//あかね書房

ルルとララのカップケーキ おはなし・ひろば　９ あんびる　やすこ 著 岩崎書店//岩崎書店

昔話法廷 ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班 編 今井　雅子 原著 金の星社//金の星社



なんでも魔女商会?あたらしいわたしの探し方　 おはなしガーデン　５０ あんびる　やすこ 著 岩崎書店//岩崎書店

なんでも魔女商会?ハムスターのすてきなお仕事　 おはなしガーデン　５３ あんびる　やすこ 著 岩崎書店//岩崎書店

なんでも魔女商会?ピンクのドラゴンをさがしています　 おはなしガーデン　５４ あんびる　やすこ 著 岩崎書店//岩崎書店

なんでも魔女商会⑳運命のウエディングドレス　 おはなしガーデン　３７ あんびる　やすこ 著 岩崎書店//岩崎書店

妖怪食堂 広瀬　克也 著 絵本館//絵本館

妖怪交通安全 広瀬　克也 著 絵本館//絵本館

よのなかルールブック 林　ユミ 画 日本図書センター//日本図書センター

変化球男子 鈴木出版の児童文学　この地球を生きる子どもたち Ｍ．Ｇ．ヘネシー 著 杉田　七重 訳 すずき出版//すずき出版

あの日、そらですきをみつけた 小学館ジュニア文庫　つ　３－１ 辻　みゆき 著 いつか 画 小学館//小学館

愛情融資店まごころ 小学館ジュニア文庫　く　６－１ くさかべ　かつ美 著 新堂　みやび 画 小学館//小学館

赤毛のアン上完全版 角川つばさ文庫　Ｅ　も　１－１ Ｌ．Ｍ．モンゴメリ 著 河合　祥一郎 訳 南　マキ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

赤毛のアン下完全版 角川つばさ文庫　Ｅ　も　１－２ Ｌ．Ｍ．モンゴメリ 著 河合　祥一郎 訳 南　マキ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

あいことばは名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社//偕成社

よろしくともだち おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著 降矢　なな 画 偕成社//偕成社

いつだってともだち おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著 降矢　なな 画 偕成社//偕成社

さよならともだち おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著 降矢　なな 画 偕成社//偕成社

プリンセスがいっぱい５つのお話　きらきら宝石箱1 きらきら宝石箱　１ 日本児童文学者協会 編 加藤　純子 文渓堂//文渓堂

夢とあこがれがいっぱい５つのお話　きらきら宝石箱2 きらきら宝石箱　２ 日本児童文学者協会 編 佐々木　ひとみ 文渓堂//文渓堂

魔女がいっぱい５つのお話　きらきら宝石箱3 きらきら宝石箱　３ 日本児童文学者協会 編 あんびる　やすこ 文渓堂//文渓堂

かわいいペットがいっぱい５つのお話　きらきら宝石箱4 きらきら宝石箱　４ 日本児童文学者協会 編 田部　智子 北田　哲也 文渓堂//文渓堂

すてきな恋がいっぱい５つのお話　きらきら宝石箱5 きらきら宝石箱　５ 日本児童文学者協会 編 牧野　節子 後藤　あゆみ 文渓堂//文渓堂

丸天井の下の「ワーオ！」 今井　恭子 著 小倉　マユコ 画 くもん出版//くもん出版

おたすけこびとのまいごさがし なかがわ　ちひろ 著 コヨセ　ジュンジ 画 徳間書店//徳間書店

おたすけこびととハムスター なかがわ　ちひろ 著 コヨセ　ジュンジ 画 徳間書店//徳間書店

かっぱぬま こわいおともだちシリーズ　１ 武田　美穂 著 あすなろ書房//あすなろ書房

ざしきぼっこ こわいおともだちシリーズ　２ 武田　美穂 著 あすなろ書房//あすなろ書房

かみなりどん こわいおともだちシリーズ　３ 武田　美穂 著 あすなろ書房//あすなろ書房

大根はエライ たくさんのふしぎ傑作集 久住　昌之 著 福音館書店//福音館書店

たぬきの花よめ道中 えほんのぼうけん　８５ 最上　一平 著 町田　尚子 画 岩崎書店//岩崎書店

ざんねんな偉人伝1　それでも愛すべき人々 新しい伝記シリーズ 真山　知幸 著 学研プラス//学研プラス

ざんねんな歴史人物2　それでも名を残す人々 新しい伝記シリーズ 真山　知幸 著 学研プラス//学研プラス

うみのとしょかん どうわがいっぱい　１１３ 葦原　かも 著 森田　みちよ 画 講談社//講談社

ねこの町の本屋さん わくわくライブラリー 小手鞠　るい 著 くま　あやこ 画 講談社//講談社

なぞのたから島　かいぞくポケット1 かいぞくポケット　１ 寺村　輝夫 著 あかね書房//あかね書房

空とぶかいぞくせん　かいぞくポケット2 かいぞくポケット　２ 寺村　輝夫 著 あかね書房//あかね書房

のろわれたたまご　かいぞくポケット3 かいぞくポケット　３ 寺村　輝夫 著 あかね書房//あかね書房

あやしいほらあな　かいぞくポケット4 かいぞくポケット　４ 寺村　輝夫 著 あかね書房//あかね書房

あやうしポケット　かいぞくポケット5 かいぞくポケット　５ 寺村　輝夫 著 あかね書房//あかね書房

６年１組黒魔女さんが通る！！1 講談社青い鳥文庫　２１７－３５ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社//講談社

６年１組黒魔女さんが通る！！2 講談社青い鳥文庫　２１７－３７ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社//講談社

６年１組黒魔女さんが通る！！３ 講談社青い鳥文庫　２１７－３９ 石崎　洋司 著 藤田　香 講談社//講談社

６年１組黒魔女さんが通る！！４ 講談社青い鳥文庫　２１７－４１ 石崎　洋司 著 藤田　香 講談社//講談社

黒魔女さんの修学旅行　６年１組黒魔女さんが通る！！５ 講談社青い鳥文庫　Ｅ　い　１－２０５ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 亜沙美 画 講談社//講談社

黒魔女さんの夏休み　６年１組黒魔女さんが通る！！６ 講談社青い鳥文庫　Ｅ　い　１－２０６ 石崎　洋司 著 亜沙美 画 講談社//講談社



黒魔女さんの悪魔の証明　６年１組黒魔女さんが通る！！７ 講談社青い鳥文庫　Ｅ　い　１－２０７ 石崎　洋司 著 亜沙美 画 講談社//講談社

それぞれの名前 講談社・文学の扉 春間　美幸 著 講談社//講談社

ぼくのネコがロボットになった わくわくライブラリー 佐藤　まどか 著 木村　いこ 画 講談社//講談社

ゲンちゃんはおサルじゃありません どうわがいっぱい　１２４ 阿部　夏丸 著 高畠　那生 画 講談社//講談社

日曜日の王国 わたしたちの本棚 日向　理恵子 著 サクマ　メイ 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

もう逃げない！ わたしたちの本棚 朝比奈　蓉子 著 こより 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

ケイゾウさんの春・夏・秋・冬 わくわくライブラリー 市川　宣子 著 さとう　あや 画 講談社//講談社

はりねずみのルーチカ－ふしぎなトラム わくわくライブラリー かんの　ゆうこ 著 北見　葉胡 画 講談社//講談社

はりねずみのルーチカ－星のうまれた夜 わくわくライブラリー かんの　ゆうこ 著 北見　葉胡 画 講談社//講談社

校内放送でつかえる学校なぞなぞ１授業編 校内放送でつかえる学校なぞなぞ ながた　みかこ 著 多屋　光孫 画 汐文社//汐文社

校内放送でつかえる学校なぞなぞ２給食、休み時間編 校内放送でつかえる学校なぞなぞ ながた　みかこ 著 多屋　光孫 画 汐文社//汐文社

校内放送でつかえる学校なぞなぞ３放課後、クラブ活動編 校内放送でつかえる学校なぞなぞ ながた　みかこ 著 多屋　光孫 画 汐文社//汐文社

家庭科室の日曜日 わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社//講談社

教室の日曜日 わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社//講談社

音楽室の日曜日歌え！オルガンちゃん わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社//講談社

こうや豆腐のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ162 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

真珠のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ163 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

昔の道具うつりかわり事典 三浦　基弘 監修 小峰書店//小峰書店

朝日ジュニア学習年鑑　２０１９ 朝日ジュニア学習年鑑 朝日新聞出版生活・文化編集部 編 朝日新聞出版//朝日新聞出版

どうぶつのからだこれ、なあに？1　なんのくちばし？ どうぶつのからだこれ、なあに？ 童夢 編 ポプラ社//ポプラ社

どうぶつのからだこれ、なあに？2　なんのきば？ どうぶつのからだこれ、なあに？ 童夢 編 ポプラ社//ポプラ社

どうぶつのからだこれ、なあに？3　なんのつの？ どうぶつのからだこれ、なあに？ 童夢 編 ポプラ社//ポプラ社

どうぶつのからだこれ、なあに？4　なんのつばさ・はね？ どうぶつのからだこれ、なあに？ 童夢 編 ポプラ社//ポプラ社

どうぶつのからだこれ、なあに？5　なんのしっぽ？ どうぶつのからだこれ、なあに？ 童夢 編 ポプラ社//ポプラ社

どうぶつのからだこれ、なあに？6　なんのもよう？ どうぶつのからだこれ、なあに？ 童夢 編 ポプラ社//ポプラ社

どうぶつのからだこれ、なあに？7　なんのたまご？ どうぶつのからだこれ、なあに？ 童夢 編 ポプラ社//ポプラ社

だれの手がた・足がた？　手足でわかる動物のひみつ 有沢　重雄 著 偕成社//偕成社

もくべえのうなぎのぼり　日本のユーモア民話えほん 日本の民話えほん さねとう　あきら 著 いのうえ　ようすけ 画 教育画劇//教育画劇

かっぱのすもう　日本のユーモア民話えほん 日本の民話えほん 小沢　正 著 太田　大八 画 教育画劇//教育画劇

おならのしゃもじ　日本のユーモア民話えほん 日本の民話えほん 小沢　正 著 田島　征三 画 教育画劇//教育画劇

よっぱらったゆうれい　日本のユーモア民話えほん 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 村上　豊 画 教育画劇//教育画劇

しちどぎつね　日本のユーモア民話えほん 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 二俣　英五郎 画 教育画劇//教育画劇

うまかたとこだぬき　日本のユーモア民話えほん 日本の民話えほん 香山　美子 著 野村　たかあき 画 教育画劇//教育画劇

ねずみきょう　日本のユーモア民話絵本 日本の民話えほん 香山　美子 著 遠藤　てるよ 画 教育画劇//教育画劇

たこやはちべえりゅうぐうたび　日本のユーモア民話絵本 日本の民話えほん さねとう　あきら 著 スズキ　コージ 画 教育画劇//教育画劇

おおきさくらべ　日本のユーモア民話絵本 日本の民話えほん 川村　たかし 著 遠山　繁年 画 教育画劇//教育画劇

ばけずきん　日本のユーモア民話絵本 日本の民話えほん 川村　たかし 著 梶山　俊夫 画 教育画劇//教育画劇

新・はたらく犬とかかわる人たち1　福祉でがんばる！盲導犬・聴導犬・介助犬 新・はたらく犬とかかわる人たち こどもくらぶ 編 あすなろ書房//あすなろ書房

新・はたらく犬とかかわる人たち2　捜査・探査でかつやく！警察犬・災害救助犬・探知犬 新・はたらく犬とかかわる人たち こどもくらぶ 編 あすなろ書房//あすなろ書房

新・はたらく犬とかかわる人たち3　はたらく犬と訓練士・ボランティア 新・はたらく犬とかかわる人たち こどもくらぶ 編 あすなろ書房//あすなろ書房

ユニバーサルデザインとバリアフリーの図鑑 データワールド 編 ポプラ社//ポプラ社

さがしてみよう！まちのバリアフリー1　家のバリアフリー さがしてみよう！まちのバリアフリー オフィス303 編 小峰書店//小峰書店

さがしてみよう！まちのバリアフリー2　学校のバリアフリー さがしてみよう！まちのバリアフリー オフィス303 編 小峰書店//小峰書店

さがしてみよう！まちのバリアフリー3　交通のバリアフリー さがしてみよう！まちのバリアフリー オフィス303 編 小峰書店//小峰書店



さがしてみよう！まちのバリアフリー4　遊びとスポーツのバリアフリー さがしてみよう！まちのバリアフリー オフィス303 編 小峰書店//小峰書店

さがしてみよう！まちのバリアフリー5　店と公共施設のバリアフリー さがしてみよう！まちのバリアフリー オフィス303 編 小峰書店//小峰書店

さがしてみよう！まちのバリアフリー6　バリアフリーなんでも事典 さがしてみよう！まちのバリアフリー オフィス303 編 小峰書店//小峰書店

ようかいとりものちょう８　暗雲！妖怪お江戸絶体絶命天怪篇４ ようかいとりものちょう 大崎　悌造 著 ありが　ひとし 画 岩崎書店//岩崎書店

妖怪捕物帖乙　古都怨霊篇１九尾の狐が闇に舞うようかいとりものちょう９ 妖怪捕物帖乙　古都怨霊篇 大崎　悌造 著 ありが　ひとし 画 岩崎書店//岩崎書店

スパゲッティがたべたいよう　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　６　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

ハンバーグつくろうよ　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　８　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

カレ－ライスはこわいぞ　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　１３　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

おばけのコッチピピピ　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　２０　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

おばけのソッチぞびぞびぞー　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　２１　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

ピザパイくんたすけてよ　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　２５　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

おばけのアッチねんねんねんね　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　２８　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

エビフライをおいかけろ　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　３２　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

おばけのコッチあかちゃんのまき　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　３５　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

おばけのソッチ１年生のまき　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　３９　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

カレーパンでやっつけよう　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　４３　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

フルーツポンチはいできあがり　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　４７　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

おばけのアッチスーパーマーケットのまき　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　５２　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

ハンバーガーぷかぷかどん　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　６５　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

おばけのアッチこどもプールのまき　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　６９　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

おばけのソッチラーメンをどうぞ　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　７０　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

アッチのオムレツぽぽぽぽぽーん　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　７６　角野栄子の小さなおぼけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

おばけのソッチおよめさんのまき　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　８４　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

アッチとボンのいないいないグラタン　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　９３　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

おこさまランチがにげだした　小さなおばけシリーズ ポプラ社の小さな童話　９８　角野栄子の小さなおばけシリーズ 角野　栄子 著 ポプラ社//ポプラ社

女子野球のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ161 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

多目的作業車のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ164 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

どんぐりと山ねこ　宮沢賢治のおはなし１ 宮沢賢治のおはなし　１ 宮沢　賢治 著 高畠　純 画 岩崎書店//岩崎書店

注文の多い料理店　宮沢賢治のおはなし２ 宮沢賢治のおはなし　２ 宮沢　賢治 著 和田　誠 画 岩崎書店//岩崎書店

やまなし，いちょうの実　宮沢賢治のおはなし３ 宮沢賢治のおはなし　３ 宮沢　賢治 著 川村　みづえ 画 岩崎書店//岩崎書店

雪わたり　宮沢賢治のおはなし４ 宮沢賢治のおはなし　４ 宮沢　賢治 著 とよた　かずひこ 画 岩崎書店//岩崎書店

すいせん月の四日　宮沢賢治のおはなし５ 宮沢賢治のおはなし　５ 宮沢　賢治 著 堀川　理万子 画 岩崎書店//岩崎書店

虔十公園林，ざしきぼっこのはなし　宮沢賢治のおはなし６ 宮沢賢治のおはなし　６ 宮沢　賢治 著 はた　こうしろう 画 岩崎書店//岩崎書店

ふたごの星　宮沢賢治のおはなし７ 宮沢賢治のおはなし　７ 宮沢　賢治 著 あきやま　ただし 画 岩崎書店//岩崎書店

よだかの星　宮沢賢治のおはなし８ 宮沢賢治のおはなし　８ 宮沢　賢治 著 村上　康成 画 岩崎書店//岩崎書店

セロひきのゴーシュ　宮沢賢治のおはなし９ 宮沢賢治のおはなし　９ 宮沢　賢治 著 ささめや　ゆき 画 岩崎書店//岩崎書店

オツベルと象　宮沢賢治のおはなし10 宮沢賢治のおはなし　１０ 宮沢　賢治 著 長谷川　義史 画 岩崎書店//岩崎書店

小学館こども大百科 小学館//小学館

オオカミがきた　イソップえほん１ イソップえほん　１ 蜂飼　耳 著 ささめや　ゆき 画 岩崎書店//岩崎書店

いなかのネズミとまちのネズミ　イソップえほん２ イソップえほん　２ 蜂飼　耳 著 今井　彩乃 画 岩崎書店//岩崎書店

ライオンとネズミ　イソップえほん３ イソップえほん　３ 蜂飼　耳 著 西村　敏雄 画 岩崎書店//岩崎書店

ウサギとカメ　イソップえほん４ イソップえほん　４ 蜂飼　耳 著 たしろ　ちさと 画 岩崎書店//岩崎書店

きたかぜとたいよう　イソップえほん５ イソップえほん　５ 蜂飼　耳 著 山福　朱実 画 岩崎書店//岩崎書店

月夜とめがね 小川　未明 著 高橋　和枝 画 あすなろ書房//あすなろ書房



世界の文化と衣食住アジア　国の記念日と祝日 小峰書店//小峰書店

世界の文化と衣食住ヨーロッパ　国の記念日と祝日 小峰書店//小峰書店

世界の文化と衣食住アフリカ　国の記念日と祝日 小峰書店//小峰書店

世界の文化と衣食住南北アメリカ・オセアニア　国の記念日と祝日 小峰書店//小峰書店

世界の子どもたち　のぞいてみようみんなのくらし 太田　てるみ 訳 キャサリン・サンダース 岩崎書店//岩崎書店

のっぽのサラ パトリシア・マクラクラン 著 金原　瑞人 訳 中村　悦子 画 徳間書店//徳間書店

灰色やしきのネズミたち ヴィリー・フェアマン 著 若林　ひとみ 訳 国土社//国土社

ドッグ・シェルター ノンフィクション知られざる世界 今西　乃子 著 浜田　一男 写真 金の星社//金の星社

よくわかる障がい者スポーツ　楽しい調べ学習シリーズ 楽しい調べ学習シリーズ ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

パラリンピック大事典 オリンピック・パラリンピック大事典 金の星社//金の星社

どれみふぁけろけろ 東　君平 著 あかね書房//あかね書房

うめぼしさん かんざわ　としこ 著 ましま　せつこ 画 こぐま社//こぐま社

知ってる？ハンドボール　クイズでスポーツがうまくなる 水野　裕矢 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

知ってる？バドミントン　クイズでスポーツがうまくなる 中口　直人 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

知ってる？サッカー　クイズでスポーツがうまくなる クイズでスポーツがうまくなる 大槻　邦雄 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

知ってる？バレーボール　クイズでスポーツがうまくなる 熊田　康則 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

知ってる？陸上競技　クイズでスポーツがうまくなる クイズでスポーツがうまくなる 朝原　宣治 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

知ってる？卓球　クイズでスポーツがうまくなる 藤井　寛子 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

雪わたり　画本宮澤賢治 画本宮澤賢治 宮沢　賢治 著 小林　敏也 画 好学社//好学社

やまなし　画本宮澤賢治 画本宮澤賢治 宮沢　賢治 著 小林　敏也 画 好学社//好学社

雨ニモマケズ　画本宮澤賢治 画本宮澤賢治 宮沢　賢治 著 小林　敏也 画 好学社//好学社

猫の事務所　画本宮澤賢治 画本宮澤賢治 宮沢　賢治 著 小林　敏也 画 好学社//好学社

蛙の消滅　画本宮澤賢治 画本宮澤賢治 宮沢　賢治 著 小林　敏也 画 好学社//好学社

かしわばやしの夜　画本宮澤賢治 画本宮澤賢治 宮沢　賢治 著 小林　敏也 画 好学社//好学社

ねことねずみ　日本むかしばなし いもと　ようこ 著 金の星社//金の星社

おいもころころ　日本むかしばなし いもと　ようこ 著 金の星社//金の星社

ゆきのよるに　日本むかしばなし いもと　ようこ 著 金の星社//金の星社

かみそりぎつね　日本むかしばなし いもと　ようこ 著 金の星社//金の星社

学習に役立つ！なるほど新聞活用術　１新聞まるごと大かいぼう 学習に役立つ！なるほど新聞活用術 市村　均 著 伊東　浩司 画 岩崎書店//岩崎書店

学習に役立つ！なるほど新聞活用術　２新聞をつかってことばをさがそう 学習に役立つ！なるほど新聞活用術 市村　均 著 伊東　浩司 画 岩崎書店//岩崎書店

学習に役立つ！なるほど新聞活用術　３新聞をつかって記事をつくろう 学習に役立つ！なるほど新聞活用術 市村　均 著 伊東　浩司 画 岩崎書店//岩崎書店

雷のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ165 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

けんけつのはなし 中川ひろたか 学研プラス

総合商社のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ166 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

こんどこそは名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社//偕成社

しりとりしましょ！たべものあいうえお さいとう　しのぶ 著 リーブル（地方小）//地方・小出版流通センター

こぶたのブルトンはるはおはなみ 中川　ひろたか 著 市居　みか 画 アリス館//アリス館

こぶたのブルトンなつはプール 中川　ひろたか 著 市居　みか 画 アリス館//アリス館

こぶたのブルトンあきはうんどうかい 中川　ひろたか 著 市居　みか 画 アリス館//アリス館

こぶたのブルトンふゆはスキー 中川　ひろたか 著 市居　みか 画 アリス館//アリス館

絵でわかるこどものせいかつずかん　３ 絵でわかるこどものせいかつずかん 子どもの生活科学研究会 編 きたもり　ちか 画 合同出版//合同出版

おてつだいの絵本 辰巳　渚 著 すみもと　ななみ 画 金の星社//金の星社

たべものとからだ よくみる・よくきく・よくするえほん 根本　進 画 婦人之友社//婦人之友社

はたらく車　のりものくらべ１ のりものくらべ　１ 元浦　年康 ネイチャー＆サイエンス 編著 偕成社//偕成社



くらしをまもる車　のりものくらべ２ のりものくらべ　２ 元浦　年康 ネイチャー＆サイエンス 編著 偕成社//偕成社

電車やてつ道　のりものくらべ３ のりものくらべ　３ 元浦　年康 ネイチャー＆サイエンス 編著 偕成社//偕成社

いろいろな船　のりものくらべ４ のりものくらべ　４ 元浦　年康 ネイチャー＆サイエンス 編著 偕成社//偕成社

ひこうきやうちゅう船　のりものくらべ５ のりものくらべ　５ 元浦　年康 ネイチャー＆サイエンス 編著 偕成社//偕成社

微生物のサバイバル１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ　５８ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

微生物のサバイバル２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ　５９ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

新型ウイルスのサバイバル１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリ 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

新型ウイルスのサバイバル２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

昆虫最強王図鑑 篠原　かをり 監修 学研プラス//学研プラス

妖怪最強王図鑑 多田　克己 監修 学研プラス//学研プラス

うさぎがおうちにやってきた！ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　動物の飼い方がわかるまんが図鑑 岡野　祐士 監修 学研プラス//学研プラス

ハムスターがおうちにやってきた！ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　動物の飼い方がわかるまんが図鑑 岡野　祐士 監修 学研プラス//学研プラス

今日は何の日？３６６日大事典 校内放送研究所 編 あかね書房//あかね書房

キャベたまたんていじごくツアーへごしょうたい キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 宮本　えつよし 画 金の星社//金の星社

昨日のぼくのパーツ 吉野　万理子 著 講談社//講談社

恐竜たちの大脱出 福音館のかがくのほん 羽田　節子 著 松岡　達英 画 福音館書店//福音館書店

植物　増補改訂　ニューワイド学研の図鑑２ ニューワイド学研の図鑑　２ 大場　達之 監修 学習研究社//学習研究社

花　ニューワイド学研の図鑑５ ニューワイド学研の図鑑　５ 千谷　順一郎 監修 学習研究社//学習研究社

星・星座　増補改訂　ニューワイド学研の図鑑１１ ニューワイド学研の図鑑　１１ 藤井　旭 監修 学習研究社//学習研究社

昆虫　増補改訂　ニューワイド学研の図鑑１ ニューワイド学研の図鑑　１ 友国　雅章 監修 学習研究社//学習研究社

飼育と観察　増補改訂　ニューワイド学研の図鑑９ ニューワイド学研の図鑑　９ 平井　博 監修 学習研究社//学習研究社

ほねほねザウルス１ティラノ・ベビーのぼうけん ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス２なぞのオオウミガメをさがせ！ ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス３ぐるぐるジャングルで大ピンチ！ ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス４たんけん！アバラさばくのピラミッド ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス５ティラノベビーおおぞらをとぶ ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス６ティラノベビーかいぞくになる ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス７すすめ！ちていのあべこべランド ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス８ティラノベビーのおにたいじ ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス９まぼろし山のほねほねキング ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス１０ティラノ・ベビーと４人のまほうつかい ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス１１だいぼうけん！ボコボコン・ホール ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス１２アシュラとりでのほねほねサムライ ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス１３ティラノ・ベビーとミラクルツリー ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス１４大けっせん！ガルーダＶＳヒドラ　前編 ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス１５大けっせん！ガルーダＶＳヒドラ　後編 ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス１６ティラノ・ベビーとなぞの巨大いんせき ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス１７はっけん！かいていおうこくホネランティス ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス１８たいけつ！きょうふのサーベルタイガー ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス１９ひかりのきょじんとやみのドラゴン ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス２０いどめ！さいごのほねほね七ふしぎ ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス大図鑑 ぐるーぷ・アンモナイツ 編著 岩崎書店//岩崎書店

ほねほねザウルス超図鑑 ぐるーぷ・アンモナイツ 編著 岩崎書店//岩崎書店

なんでも魔女商会２６らくだい記者と白雪のドレス おはなしガーデン　５５ あんびる　やすこ 著 岩崎書店//岩崎書店



ルルとララのおまじないクッキー おはなしトントン　６５ あんびる　やすこ 著 岩崎書店//岩崎書店

ドキドキッズ小学校１時間目トキメキの予感 ドキドキッズ小学校 川北　亮司 編 佐藤　佳代 寺島　ゆか 文渓堂//文渓堂

ドキドキッズ小学校２時間目スリルがいっぱい ドキドキッズ小学校 川北　亮司 編 寺島　ゆか 文渓堂//文渓堂

ドキドキッズ小学校３時間目ドラマチック気分 ドキドキッズ小学校 川北　亮司 編 さいとう　としえ 北田　哲也 文渓堂//文渓堂

ドキドキッズ小学校４時間目テンション急上昇 ドキドキッズ小学校 川北　亮司 編 田部　智子 北田　哲也 文渓堂//文渓堂

ドキドキッズ小学校５時間目おわらいＭＡＸ ドキドキッズ小学校 川北　亮司 編 森山　さな 山本　祐司 文渓堂//文渓堂

あめあがりのかさおばけ　はじめてよむこわ～い話１ はじめてよむこわ～い話　１ 森川　成美 著 鈴木　アツコ 画 岩崎書店//岩崎書店

きょうふのたこホテル　はじめてよむこわ～い話２ はじめてよむこわ～い話　２ 山本　省三 著 鈴木　アツコ 画 岩崎書店//岩崎書店

あやしいジュース　はじめてよむこわ～い話３ はじめてよむこわ～い話　３ 堀口　順子 著 鈴木　アツコ 画 岩崎書店//岩崎書店

きえたじょろうぐものひみつ　はじめてよむこわ～い話４ はじめてよむこわ～い話　４ 正岡　慧子 著 鈴木　アツコ 画 岩崎書店//岩崎書店

おしいれのひとりぼっちおばけ　はじめてよむこわ～い話５ はじめてよむこわ～い話　５ 戸田　和代 著 鈴木　アツコ 画 岩崎書店//岩崎書店

ねこロボットののろい　はじめてよむこわ～い話６ はじめてよむこわ～い話　６ 国松　俊英 著 鈴木　アツコ 画 岩崎書店//岩崎書店

そうめんこぞう　はじめてよむこわ～い話７ はじめてよむこわ～い話　７ くぼ　ひでき 著 鈴木　アツコ 画 岩崎書店//岩崎書店

あぶないエレベーター　はじめてよむこわ～い話８ はじめてよむこわ～い話　８ 牧野　節子 著 鈴木　アツコ 画 岩崎書店//岩崎書店

ねらわれたにちようび　はじめてよむこわ～い話９ はじめてよむこわ～い話　９ 三枝　理恵 著 鈴木　アツコ 画 岩崎書店//岩崎書店

おばけのドロロン　はじめてよむこわ～い話１０ はじめてよむこわ～い話　１０ 丘　修三 著 鈴木　アツコ 画 岩崎書店//岩崎書店

オレ、カエルやめるや デヴ・ペティ 著 マイク・ボルト 画 小林　賢太郎 訳 マイクロマガジン社//マイクロマガジン社

よく見て！目のトリック　錯視・錯覚 ウソ？ホント？トリックを見やぶれ　１ 市村　均 著 伊東　浩司 画 岩崎書店//岩崎書店

よく聞いて！お話のトリック　ごまかし・ミステリー ウソ？ホント？トリックを見やぶれ　２ 市村　均 著 伊東　浩司 画 岩崎書店//岩崎書店

よく考えて！説明のトリック　ウソ？ホント？トリックを見やぶれ ウソ？ホント？トリックを見やぶれ　３ 市村　均 著 伊東　浩司 画 岩崎書店//岩崎書店

まんが敬語なんでも辞典１学校で使う敬語 まんが敬語なんでも辞典　１ 北原　保雄 編 金の星社//金の星社

まんが敬語なんでも辞典２家や近所で使う敬語 まんが敬語なんでも辞典　２ 北原　保雄 編 金の星社//金の星社

まんが敬語なんでも辞典３外出先で使う敬語 まんが敬語なんでも辞典　３ 北原　保雄 編 金の星社//金の星社

あなたの本　本の怪談とりこまれる怪談 ポプラポケット文庫　７７－２０ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

１０分で読める神話と星座の話 藤井　旭 監修 学研教育出版//学研マーケティング

あめだま ペク　ヒナ 著 長谷川　義史 訳 ブロンズ新社//ブロンズ新社

おにぎりにはいりたいやつよっといで 岡田　よしたか 著 佼成出版社//佼成出版社

きょうりゅうたちのクリスマス 世界の絵本コレクション ジェイン・ヨーレン 著 マーク・ティーグ 画 なかがわ　ちひろ 訳 小峰書店//小峰書店

ゆうれいたんていドロヒュー４じごくのクイズショー ゆうれいたんていドロヒューシリーズ　４ やまもと　しょうぞう 著 フレーベル館//フレーベル館

ゆうれいたんていドロヒュー５かいてんずしのきょうふ ゆうれいたんていドロヒューシリーズ　５ やまもと　しょうぞう 著 フレーベル館//フレーベル館

ゆうれいたんていドロヒュー６たまげばこのかいぶつ ゆうれいたんていドロヒューシリーズ　６ やまもと　しょうぞう 著 フレーベル館//フレーベル館

ゆうれいたんていドロヒュー７ゾンビのパラダイス！？ ゆうれいたんていドロヒューシリーズ　７ やまもと　しょうぞう 著 フレーベル館//フレーベル館

学校では教えてくれない大切なこと２友だち関係自分と仲良く 学校では教えてくれない大切なこと　２ 藤　美沖 画 旺文社//旺文社

学校では教えてくれない大切なこと６友だち関係気持ちの伝え方 学校では教えてくれない大切なこと　６ 藤　美沖 画 旺文社//旺文社

学校では教えてくれない大切なこと１２ネットのルール 学校では教えてくれない大切なこと　１２ 関　和之 画 旺文社//旺文社

学校では教えてくれない大切なこと１１友だち関係考え方のちがい 学校では教えてくれない大切なこと　１１ 藤　美沖 画 旺文社//旺文社

学校では教えてくれない大切なこと８時間の使い方 学校では教えてくれない大切なこと　８ 入江　久絵 画 旺文社//旺文社

学校では教えてくれない大切なこと２２本が好きになる 学校では教えてくれない大切なこと　２２ さやま　しょうこ 画 旺文社//旺文社

ほしじいたけほしばあたけカエンタケにごようじん 講談社の創作絵本シリーズ 石川　基子 著 講談社//講談社

ほしじいたけほしばあたけじめじめ谷でききいっぱつ 講談社の創作絵本シリーズ 石川　基子 著 講談社//講談社

思わず考えちゃう ヨシタケ　シンスケ 著 新潮社//新潮社

ころべばいいのに ヨシタケ　シンスケ 著 ブロンズ新社//ブロンズ新社

みえるとかみえないとか ヨシタケ　シンスケ 著 アリス館//アリス館

５分後に意外な結末ｅｘエメラルドに輝く風景 桃戸　ハル 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス



５分後に意外な結末ｅｘオレンジ色に燃える呪文 桃戸　ハル 著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス

ベートーベン　コミック版世界の伝記12 世界の伝記　コミック版　１２ 迎　夏生 画 ポプラ社//ポプラ社

北里柴三郎　コミック版世界の伝記17 世界の伝記　コミック版　１７ 竹林　月 画 ポプラ社//ポプラ社

マリー・アントワネット　コミック版世界の伝記28 世界の伝記　コミック版　２８ 山田　せいこ 画 ポプラ社//ポプラ社

マザー・テレサ　コミック版世界の伝記8 世界の伝記　コミック版　８ 谷沢　直 画 ポプラ社//ポプラ社

ライト兄弟　コミック版世界の伝記23 世界の伝記　コミック版　２３ たかはし　まもる 画 水越　保 著 ポプラ社//ポプラ社

絶叫学級13不幸を呼ぶ親友編 集英社みらい文庫　い　１－１３ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級14死を招く都市伝説編 集英社みらい文庫　い　１－１４ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級15呪われた初恋編 集英社みらい文庫　い　１－１５ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級17笑顔の裏の本音編 集英社みらい文庫　い　１－１７ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

サイコバスターズ 2 YA!entertainment 青樹佑夜 [著] 講談社

サイコバスターズ 3 YA!entertainment 青樹佑夜 [著] 講談社

ある犬のおはなし = A Story of a Dog kaisei 作・絵 トゥーヴァージンズ

絶叫学級18ナイモノねだりの報い編 集英社みらい文庫　い　１－１８ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

ＡＩのサバイバル１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ　６２ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ＡＩのサバイバル２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ　６３ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

安倍晴明　平安人物伝　日本の歴史コミック版71 日本の歴史　コミック版　７１ 後藤　ひろみ 原著 玉置　一平 画 ポプラ社//ポプラ社

大友宗麟　戦国人物伝69 日本の歴史　コミック版　６９ 静霞　薫 原著 かわの　いちろう 画 ポプラ社//ポプラ社

龍造寺隆信　戦国人物伝70 日本の歴史　コミック版　７０ 井手窪　剛 原著 かねた丸 画 ポプラ社//ポプラ社

蒲生氏郷　戦国人物伝72 日本の歴史　コミック版　７２ 水谷　俊樹 原著 中島　健志 画 ポプラ社//ポプラ社

知ってる？水泳　クイズでスポーツがうまくなる クイズでスポーツがうまくなる 村上　二美也 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

知ってる？テニス　クイズでスポーツがうまくなる クイズでスポーツがうまくなる 竹内　映二 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

知ってる？ラグビー　クイズでスポーツがうまくなる クイズでスポーツがうまくなる 仲西　拓 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

知ってる？野球　クイズでスポーツがうまくなる 関口　勝己 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

知ってる？ソフトボール　クイズでスポーツがうまくなる クイズでスポーツがうまくなる 齊藤　優季 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

勝つ！ハンドボール上達のコツ５０ コツがわかる本 メイツ出版//メイツ出版

絶望鬼ごっこ12あやつられた地獄中学校 集英社みらい文庫　は　２－１２ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

おしりたんてい9ラッキーキャットはだれのてに！ おしりたんていファイル　９ トロル 著 ポプラ社//ポプラ社

秘密の花園 福音館文庫　Ｃ　７ Ｆ．Ｈ．バーネット 著 猪熊　葉子 訳 堀内　誠一 画 福音館書店//福音館書店

Ｓｃｒａｔｃｈで楽しむプログラミングの教科書 北村　愛実 著 ＳＢクリエイティブ//ＳＢクリエイティブ

希望をくれた人 宮崎　恵理 著 協同医書出版社//協同医書出版社

パラリンピックってなんだろう？まるわかり！パラリンピック まるわかり！パラリンピック 文研出版//文研出版

ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。 石井　光太 著 ポプラ社//ポプラ社

みんなでつくる１本の辞書　たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 飯田　朝子 著 寄藤　文平 画 福音館書店//福音館書店

絵くんとことばくん　たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 天野　祐吉 著 大槻　あかね 画 福音館書店//福音館書店

ことば観察にゅうもん　たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 米川　明彦 著 祖父江　慎 画 福音館書店//福音館書店

魔女バジルと魔法のつえ わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 よしざわ　けいこ 画 講談社//講談社

えんぴつびな 絵本のおくりもの 長崎　源之助 著 長谷川　知子 画 金の星社//金の星社

はだかの王さま アンデルセンの絵本 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 原著 角野　栄子 著 小学館//小学館

ラッコ 北国の野生動物 久保　敬親 写真 新日本出版社//新日本出版社

うさぎのみみはなぜながい 日本傑作絵本シリーズ 北川　民次 著 福音館書店//福音館書店

動物たちは、建築家！どんなお家に住んでるの？ ダニエル・ナサル 著 フリオ・アントニオ・ブラスコ 画 古草　秀子 訳 河出書房新社//河出書房新社

夢はどうしてかなわないの？ こころのえ？ほん 大野　正人 著 中川　学 画 汐文社//汐文社

トイレをつくる未来をつくる シリーズ・自然いのちひと　１５ 会田　法行 著 ポプラ社//ポプラ社



マイ・ベスト・フレンド ジャクリーン・ウィルソン 童話館出版

クワガタクワジ物語 偕成社文庫　２０９２ 中島　みち 著 偕成社//偕成社

やさしい大おとこ ルイス・スロボドキン 著 こみや　ゆう 訳 徳間書店//徳間書店

追跡！なぞの深海生物 藤原　義弘 写真 野見山　ふみこ 著 あかね書房//あかね書房

きんのおの　イソップえほん6 イソップえほん　６ 蜂飼　耳 著 宇野　亜喜良 画 岩崎書店//岩崎書店

アリとハト　イソップえほん7 イソップえほん　７ 蜂飼　耳 著 水沢　そら 画 岩崎書店//岩崎書店

ずるいコウモリ　イソップえほん8 イソップえほん　８ 蜂飼　耳 著 杉崎　貴史 画 岩崎書店//岩崎書店

キツネとぶどう　イソップえほん9 イソップえほん　９ 蜂飼　耳 著 さこ　ももみ 画 岩崎書店//岩崎書店

アリとキリギリス　イソップえほん10 イソップえほん　１０ 蜂飼　耳 著 かわかみ　たかこ 画 岩崎書店//岩崎書店

坂の上の図書館　はじまりは、あの図書館 池田　ゆみる 著 羽尻　利門 画 さえら書房//さえら書房

川のむこうの図書館　はじまりは、あの図書館 池田　ゆみる 著 羽尻　利門 画 さえら書房//さえら書房

こども六法 山崎　聡一郎 著 弘文堂//弘文堂

かものはしくんのわすれもの かないずみ　さちこ 著 大日本図書//大日本図書

コんガらガっちどっちにすすむ？の本 ユーフラテス 著 小学館//小学館

コんガらガっちおそるおそるすすめ！の本 ユーフラテス 著 小学館//小学館

下もむいてあるこう！　どんぐり４コマ小劇場 どんぐり４コマ小劇場 おおたきれいこ どんぐりネットワーク

台湾のひみつ　日本と台湾のきずな　学研まんがでよくわかるシリーズ特別編 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

宅配ロッカー・宅配ボックスのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ167 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

おばけのバケロンざぶとんねこがおこった！ ポプラちいさなおはなし　２９ もとした　いづみ 著 つじむら　あゆこ 画 ポプラ社//ポプラ社

おばけのバケロンゆうえんちのまいごおばけ！？ ポプラちいさなおはなし　３８ もとした　いづみ 著 つじむら　あゆこ 画 ポプラ社//ポプラ社

どっちが強い！？カバｖｓアフリカスイギュウ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　１７ ジノ 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？カラスｖｓコウモリ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　１８ スライウム 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？ライギョｖｓピラニア 角川まんが科学シリーズ　Ａ　１９ ジノ 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？サシハリアリｖｓグンタイアリ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　２０ スライウム 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

５分後に意外な結末ｅｘチョコレート色のビターエンド 桃戸　ハル 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス

５分後に意外な結末ｅｘバラ色の、トゲのある人生 桃戸　ハル 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス

５分後に意外な結末ｅｘアクアマリンからあふれる涙 桃戸　ハル 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス

幻獣（モンスター）最強王図鑑 なんば　きび 画 学研プラス//学研プラス

異種最強王図鑑 なんばきび 画 学研プラス//学研プラス

古生物大百科 土屋　健 著 加藤　愛一 アフロ 学研教育出版//学研マーケティング

最恐昆虫大百科 岡島　秀治 監修 学研プラス//学研プラス

おならまんざい ぴっかぴかえほん 長谷川　義史 著 小学館//小学館

たこやきのたこさぶろう ぴっかぴかえほん 長谷川　義史 著 小学館//小学館

ジュニア空想科学読本16 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－１６ 柳田　理科雄 著 きっか 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

串かつやよしこさん 長谷川　義史 著 アリス館//アリス館

ドラえもん地図大探検　ふしぎ探検シリーズ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 小学館

orange 1　オレンジ 双葉社ジュニア文庫 高野苺 原作・イラスト、時海結以 著 双葉社

orange 2　オレンジ 双葉社ジュニア文庫 高野苺 原作・イラスト、時海結以 著 双葉社

ドラえもんのことわざ辞典 ドラえもんの学習シリーズ. ドラえもんの国語おもしろ攻略 栗岩英雄 著 小学館

クレヨンしんちゃんのまんがことわざ辞典 クレヨンしんちゃんのなんでも百科シリーズ 永野重史 監修、造事務所 編集・構成 双葉社

トリダヨリ リラックマ生活 ; 3 コンドウアキ 絵と文 主婦と生活社

食べ物の消化　学習まんがドラえもんからだシリーズ1 学習まんが・ドラえもんからだシリーズ ; 1 坂井建雄 小学館

世界一しあわせな鼻くそ へんしんライブラリー ; 2 国松俊英 山本省三 編 くもん出版

からだなんでもクイズ　学習まんがドラえもんからだシリーズ8 学習まんがドラえもんからだシリーズ ; 8 坂井建雄 監修・指導 小学館



妖怪アパートの幽雅な食卓 るり子さんのお料理日記 Ya! entertainment 香月日輪 原作 講談社

きもちって、なに?　こども哲学 こども哲学 オスカー・ブルニフィエ 文、西宮かおり 訳、セルジュ・ブロック 絵 朝日出版社

よいこととわるいことって、なに?　こども哲学 こども哲学 オスカー・ブルニフィエ 文、西宮かおり 訳、クレマン・ドゥヴォー 絵 朝日出版社

なぞなぞあそび１おはようぴょこたん このみひかる／作・絵 あかね書房

みんなのためのルールブック : あたりまえだけど、とても大切なこと ロン・クラーク 著、亀井よし子 訳 草思社

10分で読めるお話 2年生 岡信子 木暮正夫 選 学習研究社

いじめられている君へいじめている君へいじめを見ている君へ ／ 完全版 朝日新聞社  編 朝日新聞出版

どんなしごと？　船員さんのしごと 自分のみらいを考えるシリーズ２ WILLこども知育研究所 学研プラス

銅のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ168 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

建設機械　提案サービスのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ169 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

セメントのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ170 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

燃料電池自動車のひみつ新版　学研まんがでよくわかるシリーズ171 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

ドラえもんちずかん 2 (せかいちず) 藤子・Ｆ・不二雄 小学館

未来を生きる力　FP技能士 SAKU株式会社 一般社団法人金融財政事情研究会

みんなを支える生命保険　学研まんがでよくわかるシリーズ特別編 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

山のちょうじょうの木のてっぺん 最上　一平 著 有田　奈央 画 新日本出版社//新日本出版社

おれ、よびだしになる 中川　ひろたか 著 石川　えりこ 画 アリス館//アリス館

タヌキのきょうしつ 山下　明生 著 長谷川　義史 画 あかね書房//あかね書房

ながーい５ふんみじかい５ふん リズ・ガートン・スキャンロン 著 オードリー・ヴァーニック 著 オリヴィエ・タレック 画 光村教育図書//光村教育図書

青いあいつがやってきた！？ 文研ブックランド 松井　ラフ 著 大野　八生 画 文研出版//文研出版

ねこと王さま ニック・シャラット 著 市田　泉 訳 徳間書店//徳間書店

ポリぶくろ、１まい、すてた ミランダ・ポール 著 エリザベス・ズーノン 画 藤田　千枝 訳 さえら書房//さえら書房

北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 環境ノンフィクション 中山　由美 著 学研プラス//学研プラス

ヒロシマ消えたかぞく ポプラ社の絵本　６７ 指田　和 著 鈴木　六郎 写真 ポプラ社//ポプラ社

月と珊瑚 講談社・文学の扉 上條　さなえ 著 講談社//講談社

飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ 著 杉本　あり 訳 岩崎書店//岩崎書店

風を切って走りたい！ 高橋　うらら 著 金の星社//金の星社

いちにちうんち PHPにこにこえほん ふくべあきひろ∥さく PHP研究所

いちにちこんちゅう PHPにこにこえほん ふくべあきひろ∥さく PHP研究所

いちにちなぞのいきもの PHPにこにこえほん ふくべあきひろ∥さく PHP研究所

いちにちむかしばなし PHPにこにこえほん ふくべあきひろ∥さく PHP研究所

みんなのおばけずかん　みはりんぼう どうわがいっぱい 129 斉藤洋∥作 講談社

レストランのおばけずかん　だんだんめん どうわがいっぱい 130 斉藤洋∥作 講談社

しょうがくせいのおばけずかん　かくれんぼう どうわがいっぱい 132 斉藤洋∥作 講談社

アレルギーのサバイバル 1 かがくるBOOK ゴムドリｃｏ．∥文 朝日新聞出版

アレルギーのサバイバル 2 かがくるBOOK ゴムドリｃｏ．∥文 朝日新聞出版

飛行機のサバイバル 1 かがくるBOOK ゴムドリｃｏ．∥文 朝日新聞出版

飛行機のサバイバル 2 かがくるBOOK ゴムドリｃｏ．∥文 朝日新聞出版

ゴミの島のサバイバル かがくるBOOK ゴムドリｃｏ．∥文 朝日新聞出版

寄生虫のサバイバル 1 かがくるBOOK ゴムドリｃｏ．∥文 朝日新聞出版

寄生虫のサバイバル 2 かがくるBOOK ゴムドリｃｏ．∥文 朝日新聞出版

じてんしゃのほねやすみ とっておきのどうわ 村上しいこ∥さく PHP研究所

テレビのずるやすみ とっておきのどうわ 村上しいこ∥さく PHP研究所

ちょきんばこのたびやすみ とっておきのどうわ 村上しいこ∥さく PHP研究所



小説名探偵コナン CASE1 小学館ジュニア文庫 ジあ-2-23 土屋つかさ∥著 小学館

小説名探偵コナン CASE2 小学館ジュニア文庫 ジあ-2-24 土屋つかさ∥著 小学館

小説名探偵コナン CASE3 小学館ジュニア文庫 ジあ-2-26 土屋つかさ∥著 小学館

小説名探偵コナン CASE4 小学館ジュニア文庫 ジあ-2-28 青山剛昌∥原作・イラスト 小学館

名探偵コナン理科ファイル植物の秘密 小学館学習まんがシリーズ 青山剛昌∥原作 小学館

名探偵コナン理科ファイル昆虫の秘密 小学館学習まんがシリーズ 青山剛昌∥原作 小学館

名探偵コナン理科ファイル天気の秘密 小学館学習まんがシリーズ 青山剛昌∥原作 小学館

名探偵コナン理科ファイル星と星座の秘密 小学館学習まんがシリーズ 青山剛昌∥原作 小学館

名探偵コナン理科ファイルデジカメで自由研究! 小学館学習まんがシリーズ 青山剛昌∥原作 小学館

名探偵コナン理科ファイル動物の秘密 小学館学習まんがシリーズ 青山剛昌∥原作 小学館

名探偵コナン理科ファイル太陽と月の秘密 小学館学習まんがシリーズ 青山剛昌∥原作 小学館

名探偵コナン理科ファイル人のからだの秘密 小学館学習まんがシリーズ 青山剛昌∥原作 小学館

名探偵コナン理科ファイル力と動きの秘密 小学館学習まんがシリーズ 青山剛昌∥原作 小学館

名探偵コナン理科ファイルものと燃焼の秘密 小学館学習まんがシリーズ 青山剛昌∥原作 小学館

名探偵コナン理科ファイル空気と水の秘密 小学館学習まんがシリーズ 青山剛昌∥原作 小学館

ジュニア空想科学読本17 角川つばさ文庫 Dや2-17 柳田理科雄∥著 KADOKAWA

ジュニア空想科学読本18 角川つばさ文庫 Dや2-18 柳田理科雄∥著 KADOKAWA

ジュニア空想科学読本19 角川つばさ文庫 Dや2-19 柳田理科雄∥著 KADOKAWA

名探偵コナンと楽しく学ぶ小学英語 青山剛昌∥原作 小学館

ギネス世界記録２０２０ クレイグ・グレンディ∥編 角川アスキー総合研究所

朝日ジュニア学習年鑑 2020 朝日新聞出版

大きな文字の地図帳 帝国書院∥著 帝国書院

本当にあった?世にも不思議なお話 たからしげる∥編 PHP研究所

本当にあった?世にも奇妙なお話 たからしげる∥編 PHP研究所

本当にあった?世にも不可解なお話 たからしげる∥編 PHP研究所

わたしのわごむはわたさない ヨシタケシンスケ∥作・絵 PHP研究所

ラストで君は「まさか!」と言う 冬の物語 3分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所∥編 PHP研究所

ラストで君は「まさか!」と言う 真夜中の動物園 3分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所∥編 PHP研究所

ラストで君は「まさか!」と言う 涙の宝石 3分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所∥編 PHP研究所

ラストで君は「まさか!」と言う 春の物語 3分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所∥編 PHP研究所

ラストで君は「まさか!」と言う 不思議な友だち 3分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所∥編 PHP研究所

絶叫学級 人気者の正体編 集英社みらい文庫 い-1-19 いしかわえみ∥原作絵 集英社

絶叫学級 いびつな恋愛編 集英社みらい文庫 い-1-20 いしかわえみ∥原作絵 集英社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂12 廣嶋玲子∥作 偕成社

二ノ丸くんが調査中3　天狗さまのお弟子とり 偕成社ノベルフリーク 石川宏千花∥作 偕成社

日本史探偵コナン外伝 刀剣編 CONAN HISTORY COMIC SERIES 青山剛昌∥原作 小学館

日本史探偵コナン外伝国宝編 CONAN HISTORY COMIC SERIES 青山剛昌∥原作 小学館

日本史探偵コナン外伝 忍者編 CONAN HISTORY COMIC SERIES 青山剛昌∥原作 小学館

日本史探偵コナン外伝将棋編 CONAN HISTORY COMIC SERIES 青山剛昌∥原作 小学館

国旗のほん 鈴木出版

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の寺院 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の寺院編集委員会∥編著 汐文社

これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の神社 これだけは知っておきたい教科書に出てくる日本の神社編集委員会∥編著 汐文社

ぼくたちはみんな旅をする 講談社の翻訳絵本 ローラ・ノウルズ∥文 講談社

なぜこうなった?あの絶景のひみつ 増田明代∥文・構成 講談社



ながいながい骨の旅 松田素子∥文 講談社

ねこってこんなふう? 講談社の翻訳絵本 ブレンダン・ウェンツェル∥さく 講談社

博物館の一日 講談社の創作絵本 いわた慎二郎∥作・絵 講談社

知られざる弥生ライフ 譽田　亜紀子 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

心霊写真は語る　怪談５分間の恐怖 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社

呪いの人形　怪談５分間の恐怖 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社

幽霊のびんづめ　怪談５分間の恐怖 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社

金縛り　怪談５分間の恐怖 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社

覚めない怖い夢　怪談５分間の恐怖 怪談５分間の恐怖 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社

きみを変える５０の名言イチロー、樹木希林ほか 佐久間　博 著 ｐｏｎ－ｍａｒｓｈ 画 汐文社//汐文社

きみを変える５０の名言谷川俊太郎、フジコ・ヘミングほか 佐久間　博 著 ｐｏｎ－ｍａｒｓｈ 画 汐文社//汐文社

きみを変える５０の名言山中伸弥、さかなクンほか 佐久間　博 著 ｐｏｎ－ｍａｒｓｈ 画 汐文社//汐文社

友情　手塚治虫からの伝言 手塚治虫からの伝言 手塚　治虫 著 童心社//童心社

ロボットと暮らす世界　手塚治虫からの伝言 手塚治虫からの伝言 手塚　治虫 著 童心社//童心社

平和への祈り　手塚治虫からの伝言 手塚治虫からの伝言 手塚　治虫 著 童心社//童心社

命　手塚治虫からの伝言 手塚治虫からの伝言 手塚　治虫 著 童心社//童心社

人間の未来　手塚治虫からの伝言 手塚治虫からの伝言 手塚　治虫 著 童心社//童心社

科学探偵5ＶＳ．消滅した島 科学探偵謎野真実シリーズ　５ 佐東　みどり 木々 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

科学探偵ｖｓ．妖魔の村 科学探偵謎野真実シリーズ 佐東　みどり 木々 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

科学探偵ｖｓ．超能力少年 科学探偵謎野真実シリーズ 佐東　みどり 木々 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

斎藤道三　戦国人物伝73 日本の歴史　コミック版　７３ 静霞　薫 原著 萩原　玲二 画 ポプラ社//ポプラ社

浅井長政　戦国人物伝74 日本の歴史　コミック版　７４ 後藤　ひろみ 原著 斯波　浅人 画 ポプラ社//ポプラ社

ジャンヌ・ダルク　コミック版世界の伝記10 世界の伝記　コミック版　１０ 虎影　誠 画 ポプラ社//ポプラ社

キュリー夫人　コミック版世界の伝記6 世界の伝記　コミック版　６ 小林　可多入 画 ポプラ社//ポプラ社

葛飾北斎　コミック版世界の伝記37 世界の伝記　コミック版　３７ ちさか　あや 画 ポプラ社//ポプラ社

クレオパトラ　コミック版世界の伝記26 世界の伝記　コミック版　２６ 迎　夏生 画 ポプラ社//ポプラ社

コロンブス　コミック版世界の伝記11 世界の伝記　コミック版　１１ 摩耶　美紗樹 画 ポプラ社//ポプラ社

マンガ＆物語で読む偉人伝渋沢栄一津田梅子北里柴三郎 新しい伝記ＥＸ 目黒　哲也 編 学研プラス//学研プラス

俳句のえほん　絵といっしょに読む国語の絵本1 絵といっしょに読む国語の絵本　１ 塩見　恵介 著 くもん出版//くもん出版

短歌のえほん　絵といっしょに読む国語の絵本2 絵といっしょに読む国語の絵本　２ 中津　昌子 著 くもん出版//くもん出版

詩のえほん　絵といっしょに読む国語の絵本3 絵といっしょに読む国語の絵本　３ 田所　弘基 著 くもん出版//くもん出版

漢詩のえほん　絵といっしょに読む国語の絵本4 絵といっしょに読む国語の絵本　４ 田中　和美 著 くもん出版//くもん出版

古典のえほん　絵といっしょに読む国語の絵本5 絵といっしょに読む国語の絵本　５ 中河　督裕 著 くもん出版//くもん出版

論語のえほん　絵といっしょに読む国語の絵本6 絵といっしょに読む国語の絵本　６ あき　びんご 著 くもん出版//くもん出版

新聞をつくろう！１　はじめてつくる「いちまい新聞」 新聞をつくろう！ グループ・コロンブス 編 岩崎書店//岩崎書店

新聞をつくろう！２　みんなでつくる「学校新聞」 新聞をつくろう！ グループ・コロンブス 編 岩崎書店//岩崎書店

新聞をつくろう！３　調べてまとめる「学習新聞」 新聞をつくろう！ グループ・コロンブス 編 岩崎書店//岩崎書店

新聞をつくろう！４　新聞づくりのアイデア集 新聞をつくろう！ グループ・コロンブス 編 岩崎書店//岩崎書店

学校で役立つ新聞づくり・活用大事典 メルプランニング 編 学研教育出版//学研マーケティング

ねずみにそだてられたこねこ ミリアム・ノートン 著 ガース・ウィリアムズ 画 戸谷　陽子 訳 徳間書店//徳間書店

教会ねずみとのんきなねこ グレアム・オークリー 著 三原　泉 訳 徳間書店//徳間書店

教会ねずみとのんきなねこのわるものたいじ グレアム・オークリー 著 三原　泉 訳 徳間書店//徳間書店

ニャーロットのおさんぽ パメラ・アレン 著 野口　絵美 訳 徳間書店//徳間書店

まいごになったねこのタビー Ｃ．ロジャー・メイダー 著 齋藤　絵里子 訳 徳間書店//徳間書店



ペネロペひめとにげだしたこねこ アリソン・マレー 著 美馬　しょうこ 訳 徳間書店//徳間書店

ねこがおおきくなりすぎた ハンス・トラクスラー 著 杉山　香織 訳 徳間書店//徳間書店

ネコがすきな船長のおはなし インガ・ムーア 著 たが　きょうこ 訳 徳間書店//徳間書店

川へ行ってみよう　めざせ！川博士　川のながれと生きものたち　川ナビブック１ 川ナビブック　１ なかのひろみ 著 教育画劇//教育画劇

川はともだち　めざせ！川博士　川遊びと体験学習　川ナビブック２ 川ナビブック　２ 山田　智子 著 教育画劇//教育画劇

川をしろう　めざせ！川博士　川データブック　川ナビブック３ 川ナビブック　３ 九冨　真理子 著 教育画劇//教育画劇

オニガシマラソン トロル 著 教育画劇//教育画劇

松井秀喜　学習まんが人物館 学習まんが人物館　学習まんがスペシャル　小学館版 山下　東七郎 画 小学館//小学館

津田梅子　学習まんが人物館12 学習まんが人物館　日本　小学館版　１２ みやぞえ　郁雄 画 小学館//小学館

レオナルド・ダ・ヴィンチ学習まんが人物館24 学習まんが人物館　世界　小学館版　２４ 小林　たつよし 画 菅谷　淳夫 著 小学館//小学館

ナポレオン　学習まんが人物館17 学習まんが人物館　世界　小学館版　１７ 小林　たつよし 画 小学館//小学館

伊藤博文　学習まんが人物館23 学習まんが人物館　日本　小学館版　２３ 岩田　やすてる 画 小学館//小学館

パスタのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ172 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

なぜ？の図鑑ネコ 学研プラス//学研プラス

ケロリがケロリ いとうひろしの本　１２ いとう　ひろし 著 ポプラ社//ポプラ社

絶叫学級21　つきまとう黒い影編 集英社みらい文庫　い　１－２１ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級22　悪意にまみれた友だち編 集英社みらい文庫　い　１－２２ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

へんしんテスト 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社//金の星社

へんしんマンザイ 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社//金の星社

食べるちえ　動物のちえ１ 動物のちえ　１ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社//偕成社

身を守るちえ　動物のちえ２ 動物のちえ　２ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社//偕成社

育てるちえ　動物のちえ３ 動物のちえ　３ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社//偕成社

眠るちえ　動物のちえ４ 動物のちえ　４ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社//偕成社

ともに生きるちえ　動物のちえ５ 動物のちえ　５ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社//偕成社

世界のともだち13メキシコ 世界のともだち　１３ 長倉　洋海 写真 偕成社//偕成社

世界のともだち14南アフリカ共和国　 世界のともだち　１４ 船尾　修 写真 偕成社//偕成社

世界のともだち15タイ　 世界のともだち　１５ ＥＲＩＣ 写真 偕成社//偕成社

ペルー　世界のともだち16 世界のともだち　１６ 鈴木　智子 写真 偕成社//偕成社

イスラエル　世界のともだち17 世界のともだち　１７ 村田　信一 写真 偕成社//偕成社

パレスチナ　世界のともだち18 世界のともだち　１８ 村田　信一 写真 偕成社//偕成社

インド　世界のともだち19 世界のともだち　１９ 桃井　和馬 写真 偕成社//偕成社

フィリピン　世界のともだち20 世界のともだち　２０ 石川　直樹 写真 偕成社//偕成社

ブータン　世界のともだち21 世界のともだち　２１ 齋藤　亮一 写真 偕成社//偕成社

中国　世界のともだち22 世界のともだち　２２ 片野田　斉 写真 偕成社//偕成社

イギリス　世界のともだち23 世界のともだち　２３ 加瀬　健太郎 写真 偕成社//偕成社

トルコ　世界のともだち24 世界のともだち　２４ 林　典子 写真 偕成社//偕成社

僕がロボットをつくる理由 教養みらい選書　１ 石黒　浩 著 世界思想社教学社//日教販

月へ　アポロ１１号のはるかなる旅 ブライアン・フロッカ 著 日暮　雅通 訳 偕成社//偕成社

片耳の大シカ　椋鳩十名作選 椋鳩十名作選 椋　鳩十 著 小泉　澄夫 画 理論社//理論社

パディーの黄金のつぼ せかいのどうわシリーズ ディック・キング・スミス 著 三村　美智子 訳 岩波書店//岩波書店

大造じいさんとがん　えほん椋鳩十 えほん・椋鳩十 椋　鳩十 著 あべ　弘士 画 理論社//理論社

藤吉じいとイノシシ　えほん椋鳩十 えほん・椋鳩十 椋　鳩十 著 保立　葉菜 画 理論社//理論社

かたあしの母すずめ　えほん椋鳩十 えほん・椋鳩十 椋　鳩十 著 大島　妙子 画 理論社//理論社

母ぐま子ぐま　えほん椋鳩十 えほん・椋鳩十 椋　鳩十 著 村上　康成 画 理論社//理論社



ひとりぼっちのつる　えほん椋鳩十 えほん・椋鳩十 椋　鳩十 著 黒井　健 画 理論社//理論社

怪盗ルパン謎の旅行者　世界ショートセレクション１ 世界ショートセレクション　１ モーリス・ルブラン 著 平岡　敦 訳 ヨシタケ　シンスケ 画 理論社//理論社

二番がいちばん　世界ショートセレクション２ 世界ショートセレクション　２ Ｄ．Ｈ．ロレンス 著 代田　亜香子 訳 ヨシタケ　シンスケ 画 理論社//理論社

世界が若かったころ　世界ショートセレクション３ 世界ショートセレクション　３ ジャック・ロンドン 著 千葉　茂樹 訳 ヨシタケ　シンスケ 画 理論社//理論社

百万ポンド紙幣　世界ショートセレクション４ 世界ショートセレクション　４ マーク・トウェイン 著 堀川　志野舞 訳 ヨシタケ　シンスケ 画 理論社//理論社

大きなかぶ　世界ショートセレクション５ 世界ショートセレクション　５ チェーホフ 著 小宮山　俊平 訳 ヨシタケ　シンスケ 画 理論社//理論社

妖怪一家九十九さん 富安　陽子 著 山村　浩二 画 理論社//理論社

妖怪一家の夏まつり　妖怪一家九十九さん 富安　陽子 著 山村　浩二 画 理論社//理論社

宇宙スパイウサギ大作戦 岡田　貴久子 著 ミヤハラ　ヨウコ 画 理論社//理論社

ファラオの呪い危機一髪！　宇宙スパイウサギ大作戦２ 岡田　貴久子 著 ミヤハラ　ヨウコ 画 理論社//理論社

はたらくじどう車くらべ１バスとトラック はたらくじどう車くらべ 国土社編集部 編 国土社//国土社

はたらくじどう車くらべ２パトカーときゅうきゅう車 はたらくじどう車くらべ 国土社編集部 編 国土社//国土社

はたらくじどう車くらべ３しょうぼう車とクレーン車 はたらくじどう車くらべ 国土社編集部 編 国土社//国土社

はたらくじどう車くらべ４ショベルカーとブルドーザー はたらくじどう車くらべ 国土社編集部 編 国土社//国土社

はたらくじどう車くらべ５ゴミしゅうしゅう車とたくはい車 はたらくじどう車くらべ 国土社編集部 編 国土社//国土社

はたらくじどう車くらべ６いろいろなじどう車 はたらくじどう車くらべ 国土社編集部 編 国土社//国土社

葛飾北斎　おはなし名画シリーズ おはなし名画シリーズ　１９ 西村　和子 著 博雅堂出版//博雅堂出版

鳥獣戯画　おはなし名画シリーズ 新・おはなし名画シリーズ　２３ 西村　和子 著 博雅堂出版//博雅堂出版

夜間中学へようこそ 物語の王国　２－８ 山本　悦子 著 岩崎書店//岩崎書店

わたしが探究について語るなら　未来のおとなへ語る 未来のおとなへ語る 西澤　潤一 著 ポプラ社//ポプラ社

日本地理データ年鑑　２０２０ 日本地理データ年鑑 小峰書店//小峰書店

これから戦場に向かいます 山本　美香 写真 ポプラ社//ポプラ社

トヤのひっこし 世界傑作絵本シリーズ イチンノロブ・ガンバートル 著 バーサンスレン・ボロルマー 画 津田　紀子 訳 福音館書店//福音館書店

エンザロ村のかまど たくさんのふしぎ傑作集 さくま　ゆみこ 著 沢田　としき 画 福音館書店//福音館書店

へんしんクイズ 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社//金の星社

へんしんマジック 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社//金の星社

地図絵本日本の食べもの 素朴社 編 素朴社//素朴社

５分後の隣のシリーズショートフィルムズ ５分後の隣のシリーズ ブックショート 編著 くじょう 画 藤崎　伊織 学研プラス//学研プラス

５分後の隣のシリーズ意味がわかると鳥肌が立つ話 ５分後の隣のシリーズ 蔵間　サキ 編著 ｔｏａｉ 画 学研プラス//学研プラス

５分後の隣のシリーズレイワ怪談新月の章 ５分後の隣のシリーズ ありがとう・ぁみ 原著 山田　明 学研プラス//学研プラス

５分後の隣のシリーズレイワ怪談半月の章 ５分後の隣のシリーズ ありがとう・ぁみ 原著 山田　明 学研プラス//学研プラス

５分後の隣のシリーズ恐怖からのドンデン話 ５分後の隣のシリーズ オールナイトニッポン 編著 大志 画 学研プラス//学研プラス

もりのとしょかん ふくざわ　ゆみこ 著 学研プラス//学研プラス

サウルスストリート大パニック！よみがえる恐竜 サウルスストリート ニック・フォーク 著 浜田　かつこ 訳 Ｋ－ＳｕＫｅ 画 金の星社//金の星社

サウルスストリートタイムトリップ！？すすめ！トリケラトプス サウルスストリート ニック・フォーク 著 浜田　かつこ 訳 Ｋ－ＳｕＫｅ 画 金の星社//金の星社

サウルスストリートエラスモサウルス救出大作戦！ サウルスストリート ニック・フォーク 著 浜田　かつこ 訳 Ｋ－ＳｕＫｅ 画 金の星社//金の星社

死神うどんカフェ１号店別腹編☆ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 石川　宏千花 著 講談社//講談社

名探偵コナン１１人目のストライカー 小学館ジュニアシネマ文庫 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館//小学館

名探偵コナン漆黒の追跡者 小学館ジュニアシネマ文庫 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館//小学館

名探偵コナン銀翼の奇術師 小学館ジュニア文庫　あ　２－１１ 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館//小学館

図工室の日曜日おいしい話に気をつけろ わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社//講談社

職員室の日曜日図書魔女ちゃんとバクちゃん わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社//講談社

もしものときの妖怪たいさくマニュアル海や水辺にあらわれる妖怪 村上　健司 著 山口　まさよし 画 汐文社//汐文社

ファーブル昆虫記の虫たち　１ ＫｕｍａｄａＣｈｉｋａｂｏ ｓ　Ｗｏｒｌｄ 熊田　千佳慕 著 小学館//小学館



ファーブル昆虫記の虫たち　２ ＫｕｍａｄａＣｈｉｋａｂｏ ｓ　Ｗｏｒｌｄ 熊田　千佳慕 著 小学館//小学館

ファーブル昆虫記の虫たち　３ ＫｕｍａｄａＣｈｉｋａｂｏ ｓ　Ｗｏｒｌｄ 熊田　千佳慕 著 小学館//小学館

ファーブル昆虫記の虫たち　４ ＫｕｍａｄａＣｈｉｋａｂｏ ｓ　Ｗｏｒｌｄ 熊田　千佳慕 著 小学館//小学館

ファーブル昆虫記の虫たち　５ ＫｕｍａｄａＣｈｉｋａｂｏ ｓ　Ｗｏｒｌｄ 熊田　千佳慕 著 小学館//小学館

エルシー・ピドック、ゆめでなわとびをする 大型絵本 エリナー・ファージョン 著 シャーロット・ヴォーク 画 石井　桃子 訳 岩波書店//岩波書店

こんにちは、いたずらっ子エーミル アストリッド・リンドグレーン 著 ビヨルン・ベリイ 画 石井　登志子 訳 徳間書店//徳間書店

子どもに語る日本の昔話　１ 子どもに語る日本の昔話 稲田　和子 著 筒井　悦子 著 こぐま社//こぐま社

子どもに語る日本の昔話　２ 子どもに語る日本の昔話 稲田　和子 著 筒井　悦子 著 こぐま社//こぐま社

子どもに語る日本の昔話　３ 子どもに語る日本の昔話 稲田　和子 著 筒井　悦子 著 こぐま社//こぐま社

龍の子太郎　新装版 児童文学創作シリーズ 松谷　みよ子 著 田代　三善 画 講談社//講談社

しまふくろうのみずうみ 北の森の動物たちシリーズ 手島　圭三郎 画 絵本塾出版//絵本塾出版

海の生物の不思議な生態 子供の科学・サイエンスブックス 伊藤　勝敏 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

ながいながい骨の旅 松田　素子 著 川上　和生 画 講談社//講談社

舟をつくる 関野　吉晴 写真 前田　次郎 著 徳間書店//徳間書店

図書館ラクダがやってくる マーグリート・ルアーズ 著 斉藤　規 訳 さえら書房//さえら書房

森は生きている　新装版 講談社青い鳥文庫　７６－６ 富山　和子 著 大庭　賢哉 画 講談社//講談社

タマゾン川　多摩川でいのちを考える 山崎　充哲 著 旬報社//旬報社

木かげの家の小人たち 福音館創作童話シリーズ いぬい　とみこ 著 福音館書店//福音館書店

稲と日本人 甲斐　信枝 著 福音館書店//福音館書店

ガマ　遺品たちが物語る沖縄戦 豊田　正義 著 講談社//講談社

戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり 日野原　重明 著 小学館//小学館

町の未来をこの手でつくる　紫波町オガールプロジェクト 猪谷　千香 著 幻冬舎//幻冬舎

３・１１復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ　２ ３．１１復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ すがわらけいこ 画 日本図書センター//日本図書センター

宮沢賢治　おもしろくてやくにたつ子どもの伝記　６ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記　６ 西本　鶏介 著 ポプラ社//ポプラ社

よくわかる俳句歳時記 石　寒太 編 ナツメ社//ナツメ社

がちょうのたんじょうび 新美　南吉 著 黒井　健 画 保坂　重政 編 にっけん教育出版社//星雲社

世界がぐっと近くなるＳＤＧｓとボクらをつなぐ本 池上　彰 監修 学研プラス//学研プラス

目で見るＳＤＧｓ時代の環境問題 ジェス・フレンチ 著 大塚　道子 訳 さえら書房//さえら書房

ＳＤＧｓぬまっち式アクション１００　１　学校編 ＳＤＧｓぬまっち式アクション１００ 童夢 編 すずき出版//すずき出版

ＳＤＧｓぬまっち式アクション１００　２　まち編 ＳＤＧｓぬまっち式アクション１００ 童夢 編 すずき出版//すずき出版

ＳＤＧｓぬまっち式アクション１００　３　家族編 ＳＤＧｓぬまっち式アクション１００ 童夢 編 すずき出版//すずき出版

日本のロボット　くらしの中の先端技術 調べる学習百科 グループ・コロンブス 編 岩崎書店//岩崎書店

社会でがんばるロボットたち　１家庭や介護でがんばるロボット 社会でがんばるロボットたち 佐藤　知正 監修 すずき出版//すずき出版

社会でがんばるロボットたち　２災害現場や探査でがんばるロボット 社会でがんばるロボットたち 佐藤　知正 監修 すずき出版//すずき出版

社会でがんばるロボットたち　３工場や産業でがんばるロボット 社会でがんばるロボットたち 佐藤　知正 監修 すずき出版//すずき出版

鳥獣戯画を読みとく 調べる学習百科 オフィス201 編 岩崎書店//岩崎書店

しりたいな全国のまちづくり　１防災・環境とまちづくり しりたいな全国のまちづくり 本堂　やよい 著 八木　絹 著 かもがわ出版//かもがわ出版

しりたいな全国のまちづくり　２少子高齢化とまちづくり しりたいな全国のまちづくり 本堂　やよい 著 かもがわ出版//かもがわ出版

しりたいな全国のまちづくり　３地域経済とまちづくり しりたいな全国のまちづくり 本堂　やよい 著 八木　絹 著 かもがわ出版//かもがわ出版

ビジュアルブック語り伝える空襲　１１０万人が殺された日 ビジュアルブック語り伝える空襲　第１巻 安斎　育郎 著 新日本出版社//新日本出版社

ビジュアルブック語り伝える空襲　２日本が戦場になった日 ビジュアルブック語り伝える空襲　第２巻 安斎　育郎 著 新日本出版社//新日本出版社

ビジュアルブック語り伝える空襲　３ふりそそぐ爆弾の雨 ビジュアルブック語り伝える空襲　第３巻 安斎　育郎 著 新日本出版社//新日本出版社

ビジュアルブック語り伝える空襲　４逃げまどう市民たち ビジュアルブック語り伝える空襲　第４巻 安斎　育郎 著 新日本出版社//新日本出版社

ビジュアルブック語り伝える空襲　５人類初の核攻撃 ビジュアルブック語り伝える空襲　第５巻 安斎　育郎 著 新日本出版社//新日本出版社



キャラでわかる！はじめての感染症図鑑 岡田　晴恵 著 いとう　みつる 画 日本図書センター//日本図書センター

アフターマン　人類滅亡後の動物の図鑑 ドゥーガル・ディクソン 著 Ｇ．Ｍａｓｕｋａｗａ 訳 学研プラス//学研プラス

すぐできる！強くなる将棋 湯川　博士 著 学研プラス//学研プラス

なぞなぞ＆ことばあそび決定版５７０問 Ｇａｋｋｅｎ保育Ｂｏｏｋｓ 阿部　恵 著 学研プラス//学研プラス

いちばん！のクイズ図鑑　改訂版　学研の図鑑　ＬＩＶＥ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ 今泉　忠明 監修 学研プラス//学研プラス

恐竜のクイズ図鑑　新装版　学研の図鑑　ＬＩＶＥ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ 真鍋　真 監修 学研プラス//学研プラス

昆虫のクイズ図鑑　新装版　学研の図鑑　ＬＩＶＥ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ 岡島　秀治 監修 学研プラス//学研プラス

動物のクイズ図鑑　新装版　学研の図鑑　ＬＩＶＥ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ 今泉　忠明 監修 学研プラス//学研プラス

国旗のクイズ図鑑　改訂版　学研の図鑑　ＬＩＶＥ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ 吹浦　忠正 監修 学研プラス//学研プラス

ひみつのクイズ図鑑　新装版　学研の図鑑　ＬＩＶＥ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ 阿部　和厚 監修 学研プラス//学研プラス

星・星座のクイズ図鑑　新装版　学研の図鑑　ＬＩＶＥ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ 藤井　旭 監修 学研プラス//学研プラス

日本のすがた　２０２０　表とグラフでみる　日本をもっと知るための社会科資料集 日本のすがた 矢野恒太記念会 編 矢野恒太記念会//矢野恒太記念会

もしものときの妖怪たいさくマニュアル山にあらわれる妖怪 村上　健司 著 山口　まさよし 画 汐文社//汐文社

もしものときの妖怪たいさくマニュアル家や街にあらわれる妖怪たち 村上　健司 著 山口　まさよし 画 汐文社//汐文社

カレー男がやってきた！　たべもののおはなしシリーズ たべもののおはなしシリーズ　カレーライス 赤羽　じゅんこ 著 岡本　順 画 講談社//講談社

きょうはやきにく　たべもののおはなしシリーズ たべもののおはなしシリーズ　やきにく いとう　みく 著 小泉　るみ子 画 講談社//講談社

チェリーひめのかくれんぼ かとう　ようこ 著 教育画劇//教育画劇

ヒメコひめのおたんじょうび ふじ　まちこ 著 まつい　あや 画 教育画劇//教育画劇

ｏｒａｎｇｅ　３　オレンジ 双葉社ジュニア文庫 高野　苺 原著 時海　結以 著 双葉社//双葉社

ねこがおうちにやってきた！ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　動物の飼い方がわかるまんが図鑑 学研プラス//学研プラス

なぜ？どうして？かがくのお話　１年生 よみとく１０分 学研プラス//学研プラス

なぜ？どうして？科学のお話　２年生 よみとく１０分 学研プラス//学研プラス

なぜ？どうして？科学のお話　３年生 よみとく１０分 学研プラス//学研プラス

なぜ？どうして？科学のお話　４年生 よみとく１０分 学研プラス//学研プラス

なぜ？どうして？科学のお話　５年生 よみとく１０分 学研プラス//学研プラス

なぜ？どうして？科学のお話　６年生 よみとく１０分 学研プラス//学研プラス

時をこえるうた漢詩 声に出して絵で楽しく学ぶはじめての論語と漢詩 八木　章好 著 すずき　大和 画 国土社//国土社

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい１モグモグ食事のマナー それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 学研教育出版//学研マーケティング

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい２パクパク料理と食べ物 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 学研教育出版//学研マーケティング

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい３ウキウキ生活スタイル それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 学研教育出版//学研マーケティング

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい４フムフム人生のイベント それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 学研教育出版//学研マーケティング

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい５イロイロしぐさと発想 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 学研教育出版//学研マーケティング

それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい６アレコレ資料編 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 学研教育出版//学研マーケティング

情報を活かして発展する産業－社会を変えるプログラミング－販売業・飲食業 汐文社//汐文社

情報を活かして発展する産業－社会を変えるプログラミング－運輸業・観光業 汐文社//汐文社

情報を活かして発展する産業－社会を変えるプログラミング－福祉・医療 汐文社//汐文社

絵で見てわかる英会話１場面別に使えるひとこと 絵で見てわかる英会話 学研プラス//学研プラス

絵で見てわかる英会話２気持ちを伝えるひとこと 絵で見てわかる英会話 学研プラス//学研プラス

ふしぎ駄菓子屋銭天堂11 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社

世界のともだち25インドネシア 世界のともだち　２５ 石川　梵 写真 偕成社//偕成社

世界のともだち26ミャンマー 世界のともだち　２６ 森枝　卓士 写真 偕成社//偕成社

世界のともだち27キューバ 世界のともだち　２７ 八木　虎造 写真 偕成社//偕成社

世界のともだち28エチオピア 世界のともだち　２８ 東海林　美紀 写真 偕成社//偕成社

世界のともだち29オーストラリア 世界のともだち　２９ 阪口　克 写真 中山　茂大 著 偕成社//偕成社



世界のともだち30セネガル 世界のともだち　３０ 小松　義夫 写真 偕成社//偕成社

世界のともだち31イタリア 世界のともだち　３１ 山口　規子 写真 偕成社//偕成社

世界のともだち32ドイツ 世界のともだち　３２ 新井　卓 写真 偕成社//偕成社

世界のともだち33オランダ 世界のともだち　３３ 浅田　政志 写真 偕成社//偕成社

世界のともだち34エジプト 世界のともだち　３４ 常見　藤代 写真 偕成社//偕成社

世界のともだち35ロシア 世界のともだち　３５ 安井　草平 写真 偕成社//偕成社

世界のともだち36ウズベキスタン 世界のともだち　３６ 百々　新 写真 偕成社//偕成社

目でみる「戦争と平和」ことば事典　１　あいえ～さとう 目でみる「戦争と平和」ことば事典 ハユマ 編 日本図書センター//日本図書センター

目でみる「戦争と平和」ことば事典　２　さんい～ともな 目でみる「戦争と平和」ことば事典 ハユマ 編 日本図書センター//日本図書センター

目でみる「戦争と平和」ことば事典　３　ながい～わんち 目でみる「戦争と平和」ことば事典 ハユマ 編 日本図書センター//日本図書センター

どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！自然災害サバイバル１地震 どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！自然災害サバイバル 大野　直人 画 日本図書センター//日本図書センター

どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！自然災害サバイバル２水害 どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！自然災害サバイバル 小松　亜紗美 画 日本図書センター//日本図書センター

どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！自然災害サバイバル３避難生活 どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！自然災害サバイバル 幸池　重季 画 日本図書センター//日本図書センター

きょうりゅうたちもペットをかいたい 世界の絵本コレクション ジェイン・ヨーレン 著 マーク・ティーグ 画 なかがわ　ちひろ 訳 小峰書店//小峰書店

きょうりゅうたちのおーっとあぶない 世界の絵本コレクション ジェイン・ヨーレン 著 マーク・ティーグ 画 なかがわ　ちひろ 訳 小峰書店//小峰書店

くものニイド いとうひろしの本　１１ いとう　ひろし 著 ポプラ社//ポプラ社

なまえのないねこ 竹下　文子 著 町田　尚子 画 小峰書店//小峰書店

見つけよう生きものかくれんぼ１海のかくれんぼ 見つけよう生きものかくれんぼ 渡部のり子 編 小峰書店//小峰書店

見つけよう生きものかくれんぼ２海べのかくれんぼ 見つけよう生きものかくれんぼ 渡部のり子 編 小峰書店//小峰書店

見つけよう生きものかくれんぼ３草むらのかくれんぼ 見つけよう生きものかくれんぼ 渡部のり子 編 小峰書店//小峰書店

見つけよう生きものかくれんぼ４水べのかくれんぼ 見つけよう生きものかくれんぼ 渡部のり子 編 小峰書店//小峰書店

見つけよう生きものかくれんぼ５森のかくれんぼ 見つけよう生きものかくれんぼ 渡部のり子 編 小峰書店//小峰書店

見つけよう生きものかくれんぼ６雪のかくれんぼ 見つけよう生きものかくれんぼ 渡部のり子 編 小峰書店//小峰書店

レンタルロボット ジュニア文学館 滝井　幸代 著 三木　謙次 画 学研教育出版//学研マーケティング

理科室の日曜日ハチャメチャ運動会 わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社//講談社

図書室の日曜日遠足はことわざの国 わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社//講談社

給食室の日曜日ゆれるバレンタインデー わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社//講談社

保健室の日曜日なぞなぞピクニックへいきたいかぁ！ わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社//講談社

体育館の日曜日ペットショップへいくまえに わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社//講談社

緑色のカエル茶色のカエル きしらまゆこ 作・絵 致知出版社

アンデルセン童話　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 7 Ｈ．Ｃ．アンデルセン∥作 ポプラ社

長くつしたのピッピ　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 8 Ａ．リンドグレーン∥作 ポプラ社

ドリトル先生物語　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 9 Ｈ．ロフティング∥作 ポプラ社

メアリー・ポピンズ　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 10 Ｐ．Ｌ．トラヴァース∥作 ポプラ社

十五少年漂流記　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 12 Ｊ．ベルヌ∥作 ポプラ社

ファーブル昆虫記　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 14 Ｊ．Ｈ．ファーブル∥作 ポプラ社

グリム童話　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 15 グリム兄弟∥作 ポプラ社

イソップ物語　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 19 イソップ∥作 ポプラ社

飛ぶ教室　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 20 Ｅ．ケストナー∥作 ポプラ社

ピーター・パン　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 21 Ｊ．Ｍ．バリ∥作 ポプラ社

レ・ミゼラブル　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 23 Ｖ．ユゴー∥作 ポプラ社

クリスマス・キャロル　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 26 Ｃ．ディケンズ∥作 ポプラ社

くるみわり人形　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 27 Ｅ．Ｔ．Ａ．ホフマン∥作 ポプラ社

幸福の王子　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 28 Ｏ．ワイルド∥作 ポプラ社



マザーグースのうた　ポプラ世界名作童話 ポプラ世界名作童話 30 蜂飼耳∥文 ポプラ社

名探偵コナン天空の難破船(ロスト・シップ) 小学館ジュニアシネマ文庫 水稀しま∥著 小学館

名探偵コナン沈黙の15分(クォーター) 小学館ジュニアシネマ文庫 水稀しま∥著 小学館

名探偵コナン絶海の探偵(プライベート・アイ) 小学館ジュニアシネマ文庫 水稀しま∥著 小学館

大研究！みんなに元気を！栄養ドリンク　まんが社会見学シリーズ15 まんが社会見学シリーズ トリル 講談社

おばあちゃんのおうち はせがわさとみ 学研プラス

ともだち 谷川　俊太郎 著 和田　誠 画 玉川大学出版部//玉川大学出版部

あらいぐまのせんたくもの だいすき絵童話 大久保　雨咲 著 相野谷　由起 画 童心社//童心社

まよなかのおならたいかい　新装改訂版 とっておきのどうわ 中村　翔子 著 荒井　良二 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

まよなかのくしゃみたいかい　新装版 とっておきのどうわ 中村　翔子 著 荒井　良二 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

せかいのひとびと 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ピーター・スピアー 著 松川　真弓 訳 評論社//評論社

絶望鬼ごっこ13とらわれの地獄村 集英社みらい文庫　は　２－１３ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

絶望鬼ごっこ14開かれし鬼の門 集英社みらい文庫　は　２－１４ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

すみっコぐらしのことわざ１０８ 講談社ＫＫ文庫　Ａ　２７－７ 有沢　ゆう希 著 講談社//講談社

調べようごみと資源１くらしの中のごみ 調べようごみと資源 大角　修 著 小峰書店//小峰書店

調べようごみと資源２紙・牛乳パック・布 調べようごみと資源 大角　修 著 小峰書店//小峰書店

調べようごみと資源３びん・かん・プラスチック・ペットボトル 調べようごみと資源 大角　修 著 小峰書店//小峰書店

調べようごみと資源４家電・スマホ・電池・自動車 調べようごみと資源 大角　修 著 小峰書店//小峰書店

調べようごみと資源５清掃工場・最終処分場 調べようごみと資源 大角　修 著 小峰書店//小峰書店

調べようごみと資源６水道・下水道・海のごみ 調べようごみと資源 大角　修 著 小峰書店//小峰書店

猫町ふしぎ事件簿猫神さまはお怒りです 廣嶋　玲子 著 森野　きこり 画 童心社//童心社

七不思議神社 緑川　聖司 著 ＴＡＫＡ 画 あかね書房//あかね書房

七不思議神社森に消えた宝 緑川　聖司 著 ＴＡＫＡ 画 あかね書房//あかね書房

まめとすみとわら せな　けいこ 著 廣済堂あかつき//廣済堂あかつき

花鈴のマウンド２ 星桜高校マンガ研究会 編 大垣書店

十年屋　時の魔法はいかがでしょう？ 廣嶋　玲子 著 佐竹　美保 画 静山社//静山社

十年屋　２あなたに時をあげましょう 十年屋 廣嶋　玲子 著 佐竹　美保 画 静山社//静山社

アルミ鋳物のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ173 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

新型ウイルスのサバイバル1 科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリ 朝日新聞出版

どっちが強い！？シャチｖｓシュモクザメ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　２３ ジノ 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？クロアナグマｖｓミツアナグマ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　２２ スライウム 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？ゾウアザラシｖｓホッキョクグマ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　２１ ジノ 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？　動物オリンピック編 角川まんが科学シリーズ　Ａ　６１ Ｘベンチャーオールスターズ 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

渋沢栄一　幕末・維新人物伝77 日本の歴史　コミック版　７７ 後藤　ひろみ 原著 中島　健志 画 ポプラ社//ポプラ社

風魔小太郎・雑賀孫市・加藤段蔵　戦国忍者列伝76 日本の歴史　コミック版　７６ 静霞　薫 原著 漆原　玖 ポプラ社//ポプラ社

水族館のサバイバル１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

水族館のサバイバル２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

超高層ビルのサバイバル１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ポップコーン・ストーリー 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

名探偵コナン探偵たちの鎮魂歌レクイエム 小学館ジュニアシネマ文庫 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 柏原　寛司 著 小学館//小学館

名探偵コナン紺碧の棺ジョリーロジャー 小学館ジュニアシネマ文庫 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 柏原　寛司 著 小学館//小学館

ルパン三世ｖｓ名探偵コナンＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ 小学館ジュニアシネマ文庫 水稀　しま 著 モンキー・パンチ 原著 青山　剛昌 原著 小学館//小学館

名探偵コナン戦慄の楽譜フルスコア 小学館ジュニアシネマ文庫 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館//小学館

名探偵コナン異次元の狙撃手スナイパー 小学館ジュニアシネマ文庫 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館//小学館

名探偵コナン水平線上の陰謀ストラテジー 小学館ジュニア文庫　あ　２－１２ 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館//小学館



５億年後に意外な結末　ピグマリオンの銀色の彫刻 「５分後に意外な結末」シリーズ 菅原　そうた 原著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス

ポテトスナックここが知りたい　文春まんが読みとくシリーズ7 文春まんが読みとくシリーズ くろにゃこ。 文藝春秋

あなふさぎのジグモンタ とみなが　まい 著 たかお　ゆうこ 画 ひさかたチャイルド//ひさかたチャイルド

そのときがくるくる わくわくえどうわ すず　きみえ 著 くすはら　順子 画 文研出版//文研出版

みずをくむプリンセス スーザン・ヴァーデ 著 ピーター　Ｈ．レイノルズ 画 さくま　ゆみこ 訳 さえら書房//さえら書房

どこからきたの？おべんとう 鈴木　まもる 著 金の星社//金の星社

わたしたちのカメムシずかん たくさんのふしぎ傑作集 鈴木　海花 著 はた　こうしろう 画 福音館書店//福音館書店

ゆりの木荘の子どもたち わくわくライブラリー 富安　陽子 著 佐竹　美保 著 講談社//講談社

ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー 著 はたさわ　ゆうこ 訳 杉原　知子 画 徳間書店//徳間書店

カラスのいいぶん　人と生きることをえらんだ鳥 ノンフィクション・生きものって、おもしろい！ 嶋田　泰子 著 岡本　順 画 童心社//童心社

エカシの森と子馬のポンコ ｔｅｅｎｓ ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　５６ 加藤　多一 著 大野　八生 画 ポプラ社//ポプラ社

サンドイッチクラブ 長江　優子 著 岩波書店//岩波書店

おいで、アラスカ！ 文学の森 アンナ・ウォルツ 著 野坂　悦子 訳 フレーベル館//フレーベル館

オランウータンに会いたい 久世　濃子 著 あかね書房//あかね書房

包装のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ174 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

つくってあそぶおりがみ ／ おりがみで、おもちゃ、きせかえ、ままごと、どうぐ、カードをつくろう！ 榎本宣吉  著 永岡書店

おりがみ大全集 : 完全版 : 伝承のおりがみから暮らしの紙小物まで 主婦の友社 編 主婦の友社

なぜなぜクイズずかん４月 チャイルド科学絵本館 須田研司 チャイルド本社

ラストで君は「まさか！」と言う悪魔のささやき ３分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

ラストで君は「まさか！」と言う見えない秘密 ３分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

超高層ビルのサバイバル２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ポップコーン・ストーリー 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ジャングルのサバイバル　１０ かがくるＢＯＯＫ　大長編サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 李　泰虎 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ピラミッドのサバイバル　１ かがくるＢＯＯＫ　大長編サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ピラミッドのサバイバル　２ かがくるＢＯＯＫ　大長編サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ピラミッドのサバイバル　３ かがくるＢＯＯＫ　大長編サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ピラミッドのサバイバル　４ かがくるＢＯＯＫ　大長編サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

十年屋３時にはお断りもいたします 十年屋 廣嶋　玲子 著 佐竹　美保 画 静山社//静山社

ラストで君は「まさか！」と言う恐怖の手紙 ３分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

ラストで君は「まさか！」と言う恋の手紙 ３分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

ラストで君は「まさか！」と言う予知夢 ３分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

どっちが強い！？リカオンｖｓモリイノシシ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　２４ スライウム 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ネコのクイズ図鑑　新装版 学研の図鑑　ＬＩＶＥ 学研プラス//学研プラス

チリとチリリうみのおはなし どい　かや 著 アリス館//アリス館

チリとチリリゆきのひのおはなし どい　かや 著 アリス館//アリス館

チリとチリリちかのおはなし どい　かや 著 アリス館//アリス館

チリとチリリあめのひのおはなし どい　かや 著 アリス館//アリス館

うめちゃんとたらこちゃん　たべもののおはなしシリーズ　おむすび たべもののおはなしシリーズ　おむすび もとした　いづみ 著 田中　六大 画 講談社//講談社

スパゲッティ大さくせん　たべもののおはなしシリーズ　スパゲッティ たべもののおはなしシリーズ　スパゲッティ 佐藤　まどか 著 林　ユミ 画 講談社//講談社

マルゲリータのまるちゃん　たべもののおはなしシリーズ　ピザ たべもののおはなしシリーズ　ピザ 井上　林子 著 かわかみ　たかこ 画 講談社//講談社

龍神王子！15　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫　Ｅ　み　４－１５ 宮下　恵茉 著 ｋａｙａ８ 画 講談社//講談社

絶望鬼ごっこ15うらぎりの地獄美術館 集英社みらい文庫　は　２－１５ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

十年屋４ときどき謎解きいたします 十年屋 廣嶋　玲子 著 佐竹　美保 画 静山社//静山社

十年屋５ひまな時もございます 十年屋 廣嶋　玲子 著 佐竹　美保 画 静山社//静山社

天女銭湯 ペク　ヒナ 著 長谷川　義史 訳 ブロンズ新社//ブロンズ新社



おかしなおきゃくさま ペク　ヒナ 著 中川　ひろたか 訳 学研プラス//学研プラス

ぎょうれつのできるスパゲッティやさん ふくざわ　ゆみこ 著 教育画劇//教育画劇

サンドイッチにはさまれたいやつよっといで 岡田　よしたか 著 佼成出版社//佼成出版社

ぼくはイスです 長　新太 著 亜紀書房//亜紀書房

デザインああなのほん 小学館//小学館

みみずくのナイトとプードルのデイ ロジャー・デュボアザン 著 安藤　紀子 訳 ロクリン社//ロクリン社

ハグくまさん 人生を希望に変えるニコラスの絵本 ニコラス・オールドランド 著 落合　恵子 訳 クレヨンハウス//クレヨンハウス

せかせかビーバーさん 人生を希望に変えるニコラスの絵本 ニコラス・オールドランド 著 落合　恵子 訳 クレヨンハウス//クレヨンハウス

うまれかわったヘラジカさん 人生を希望に変えるニコラスの絵本 ニコラス・オールドランド 著 落合　恵子 訳 クレヨンハウス//クレヨンハウス

このほんよんでくれ！ ベネディクト・カルボネリ 著 ミカエル・ドゥリュリュー 画 ほむら　ひろし 訳 クレヨンハウス//クレヨンハウス

おにゃけ 大塚　健太 著 柴田　ケイコ 画 パイ・インターナショナル//パイ・インターナショナル

なぜなぜクイズずかん５月 チャイルド科学絵本館 上田恵介 チャイルド本社

まめくまくん おはなしチャイルドリクエストシリーズ いでるりこ チャイルド本社

ビタミン剤のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ175 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料編集室 学研

ヒッコリーのきのみ 香山　美子 著 柿本　幸造 画 ひさかたチャイルド//ひさかたチャイルド

もりのおくのちいさなひ 香山　美子 著 柿本　幸造 画 ひさかたチャイルド//ひさかたチャイルド

いいにおいのおならをうるおとこ ジル・ビズエルヌ 著 ブルーノ・エッツ 画 ふしみ　みさを 訳 ロクリン社//ロクリン社

うごきません。 大塚　健太 著 柴田　ケイコ 画 パイ・インターナショナル//パイ・インターナショナル

だるまだ！ 高畠　那生 著 好学社//好学社

ダヤンと森であそぼう 池田　あきこ 著 出版ワークス//出版ワークス

コんガらガっちなにになってすすむ？の本 ユーフラテス 著 小学館//小学館

スタジオジブリのいろんなくらし 徳間アニメ絵本ミニ 徳間書店児童書編集部 編 徳間書店//徳間書店

怪談収集家山岸良介と人喰い遊園地 本の怪談シリーズ　図書館版　２２ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

怪談収集家山岸良介の最後の挨拶 本の怪談シリーズ　図書館版　２３ 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社

模様を楽しむユニット折り紙 さいとう　かつみ 著 日貿出版社//日貿出版社

おりがみで作るオーナメント 布施　知子 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

華やかなくす玉おりがみ 布施　知子 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

５分後に意外な結末ｅｘ白銀の世界に消えゆく記憶 桃戸　ハル 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス

名探偵コナン業火の向日葵 小学館ジュニア文庫　あ　２－２０ 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 櫻井　武晴 著 小学館//小学館

名探偵コナン天国へのカウントダウン 小学館ジュニア文庫　あ　２－１７ 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館//小学館

名探偵コナン純黒の悪夢　ナイトメア 小学館ジュニア文庫　あ　２－２７ 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 櫻井　武晴 著 小学館//小学館

名探偵コナン瞳の中の暗殺者 小学館ジュニア文庫　あ　２－３１ 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館//小学館

かたつむり　狂言えほん　３ 狂言えほん　３ 内田　麟太郎 著 かつらこ 画 ポプラ社//ポプラ社

うそなき　狂言えほん　５ 狂言えほん　５ 内田　麟太郎 著 マスリラ 画 ポプラ社//ポプラ社

おしりたんていおしりたんていのこい！？ おしりたんていファイル　１０ トロル 著 ポプラ社//ポプラ社

ガリレオ　コミック版世界の伝記１３ 世界の伝記　コミック版　１３ 能田　達規 画 ポプラ社//ポプラ社

ガンジー　コミック版世界の伝記１５ 世界の伝記　コミック版　１５ たかはし　まもる 画 水越　保 著 ポプラ社//ポプラ社

ゴッホ　コミック版世界の伝記３５ 世界の伝記　コミック版　３５ フカキ　ショウコ 画 ポプラ社//ポプラ社

グレース・ケリー　コミック版世界の伝記２９ 世界の伝記　コミック版　２９ 瑞樹　奈穂 画 ポプラ社//ポプラ社

エリザベス女王１世　コミック版世界の伝記２１ 世界の伝記　コミック版　２１ 迎　夏生 画 ポプラ社//ポプラ社

ココ・シャネル　コミック版世界の伝記１９ 世界の伝記　コミック版　１９ 久松　ゆのみ 画 ポプラ社//ポプラ社

絶叫学級　災いを生むウワサ編 集英社みらい文庫　い　１－２３ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級　悪魔のいる教室編 集英社みらい文庫　い　１－２４ いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社//集英社

絶叫学級　むきだしの願望編 集英社みらい文庫　い　１－２５ いしかわ　えみ 原著 はの　まきみ 著 集英社//集英社



絶叫学級　還り道のない旅編 集英社みらい文庫　い　１－２６ いしかわ　えみ 原著 はの　まきみ 著 集英社//集英社

ナルニア国物語ライオンと魔女　１０歳までに読みたい世界名作２５ １０歳までに読みたい世界名作　２５ Ｃ．Ｓ．ルイス 著 那須田　淳 編訳 佐々木　メエ 画 学研プラス//学研プラス

十五少年漂流記　１０歳までに読みたい世界名作２６ １０歳までに読みたい世界名作　２６ ジュール・ベルヌ 著 芦辺　拓 編訳 丸谷　朋弘 画 学研プラス//学研プラス

長くつ下のピッピ　１０歳までに読みたい世界名作２７ １０歳までに読みたい世界名作　２７巻 リンドグレーン 著 那須田　淳 編訳 ｋａｗｏｒｕ 画 学研プラス//学研プラス

差がつく練習法サッカー個を強くするドリブル練習 川島　和彦 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

差がつく練習法サッカー決定力を高めるシュートドリル 南雲　伸幸 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

やろうよサッカー　こどもスポーツシリーズ こどもスポーツシリーズ 西川　陽介 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

絶叫学級　黄泉の誕生編 集英社みらい文庫　い　１－２７ いしかわ　えみ 原著 はの　まきみ 著 集英社//集英社

アルパカパカパカやってきて おおなり　修司 著 丸山　誠司 画 絵本館//絵本館

なぜなぜクイズずかん６月 チャイルド科学絵本館 高橋健司 チャイルド本社

フィフィのそら おはなしチャイルドリクエストシリーズ 村上康成 チャイルド本社

しらべよう！世界の料理１日本韓国中国モンゴル－東アジア－ しらべよう！世界の料理 こどもくらぶ 編 ポプラ社//ポプラ社

しらべよう！世界の料理２ベトナムタイフィリピンインドネシアほか－東南アジア－ しらべよう！世界の料理 こどもくらぶ 編 ポプラ社//ポプラ社

しらべよう！世界の料理３インドブータンバングラデシュウズベキスタンほか－南・中央アジア－ しらべよう！世界の料理 こどもくらぶ 編 ポプラ社//ポプラ社

しらべよう！世界の料理４サウジアラビアトルコエジプトナイジェリアほか－西アジアアフリカ－ しらべよう！世界の料理 青木　ゆり子 著 こどもくらぶ 編 ポプラ社//ポプラ社

しらべよう！世界の料理５スウェーデンオーストリアチェコロシアほか－北・中央・東ヨーロッパ－ しらべよう！世界の料理 青木　ゆり子 著 こどもくらぶ 編 ポプラ社//ポプラ社

しらべよう！世界の料理６フランススペインギリシャアメリカほか－西ヨーロッパ北アメリカ－ しらべよう！世界の料理 こどもくらぶ 編 ポプラ社//ポプラ社

しらべよう！世界の料理７メキシコブラジルペルーオ－ストラリアほか－中央・南アメリカオセアニア－ しらべよう！世界の料理 青木　ゆり子 著 こどもくらぶ 編 ポプラ社//ポプラ社

じどう車ずかんをつくろう１きゅうきゅう車パトロールカーしょうぼう車 じどう車ずかんをつくろう ポプラ社//ポプラ社

じどう車ずかんをつくろう２タクシーすいりくりょうようバスろせんバス じどう車ずかんをつくろう ポプラ社//ポプラ社

じどう車ずかんをつくろう３クレーン車ダンプカーショベルカー じどう車ずかんをつくろう ポプラ社//ポプラ社

じどう車ずかんをつくろう４ろめんせいそう車高所さぎょう車ごみしゅうしゅう車 じどう車ずかんをつくろう ポプラ社//ポプラ社

じどう車ずかんをつくろう５キャリアカーたくはい車タンクローリー じどう車ずかんをつくろう ポプラ社//ポプラ社

じどう車ずかんをつくろう６いどうとしょかんきしん車クレープはんばい車 じどう車ずかんをつくろう ポプラ社//ポプラ社

わたしのペットはまんまるいし ポプラせかいの絵本　６４ スティーブン　Ｗ．マ－ティン 著 サマンサ・コッテリル 画 久保　陽子 訳 ポプラ社//ポプラ社

ティモシーとサラたのしいおうち えほんとなかよし　７１//ティモシーとサラのえほん// 芭蕉　みどり 著 ポプラ社//ポプラ社

ねずみくんはめいたんてい ねずみくんの絵本　３６ なかえ　よしを 著 上野　紀子 画 ポプラ社//ポプラ社

いっしょにいてね ポプラせかいの絵本　６５ ポリーヌ・ドゥラブロワ・アラール 著 ＨｉｆｕＭｉｙｏ 画 山口　羊子 訳 ポプラ社//ポプラ社

うみでなんのぎょうれつ？ 絵本・いつでもいっしょ　４４ オームラ　トモコ 著 ポプラ社//ポプラ社

パンダくんのおにぎり いしかわ　こうじ 画 ポプラ社//ポプラ社

ルラルさんのつりざお いとうひろしの本　１９ いとう　ひろし 著 ポプラ社//ポプラ社

古代・平安時代の偉人に聞いてみよう！１０分で読める歴史人物伝１ １０分で読める歴史人物伝　１ 岩崎書店//岩崎書店

鎌倉・戦国時代の偉人に聞いてみよう！１０分で読める歴史人物伝２ １０分で読める歴史人物伝　２ 岩崎書店//岩崎書店

江戸時代の偉人に聞いてみよう！１０分で読める歴史人物伝３ １０分で読める歴史人物伝　３ 岩崎書店//岩崎書店

幕末・明治維新の偉人に聞いてみよう！１０分で読める歴史人物伝４ １０分で読める歴史人物伝　４ 岩崎書店//岩崎書店

近代の偉人に聞いてみよう！１０分で読める歴史人物伝５ １０分で読める歴史人物伝　５ 岩崎書店//岩崎書店

レストランのおばけずかんふらふらフラッペ どうわがいっぱい　１３４ 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社//講談社

えんそくのおばけずかんおいてけバスカイド どうわがいっぱい　１３３ 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社//講談社

教室の日曜日パンツをはいた宇宙人 わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社//講談社

ざんねんないきもの事典　続々 ざんねんないきもの事典　続々 下間　文恵 有沢　重雄 著 野島　智司 著 高橋書店//高橋書店

もっとざんねんないきもの事典 下間　文恵 有沢　重雄 高橋書店//高橋書店

さらにざんねんないきもの事典 下間　文恵 有沢　重雄 高橋書店//高橋書店

ジュニア空想科学読本20 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－２０ 柳田　理科雄 著 きっか 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ジュニア空想科学読本21 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－２１ 柳田　理科雄 著 きっか 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ



ジュニア空想科学読本22 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－２２ 柳田　理科雄 著 きっか 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂13 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂14 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社

プラスチック星にはなりたくない！ ニール・レイトン 著 いわじょう　よしひと 訳 ひさかたチャイルド//ひさかたチャイルド

命はどうしてたいせつなの？　こころのえ？ほん こころのえ？ほん 大野　正人 著 ハラ　アツシ 画 汐文社//汐文社

お金があればしあわせなの？　こころのえ？ほん こころのえ？ほん 大野　正人 著 赤澤　英子 画 汐文社//汐文社

恋ってなに？　こころのえ？ほん こころのえ？ほん 大野　正人 著 熊本　奈津子 画 汐文社//汐文社

妖怪のど自慢 広瀬　克也 著 絵本館//絵本館

きょうりゅうたちもほんがよめるよ 世界の絵本コレクション ジェイン・ヨーレン 著 マーク・ティーグ 画 なかがわ　ちひろ 訳 小峰書店//小峰書店

ライオン　どうぶつの赤ちゃんとおかあさん どうぶつの赤ちゃんとおかあさん スージー・エスターハス 著 成島　悦雄 訳 さえら書房//さえら書房

ゴリラ　どうぶつの赤ちゃんとおかあさん どうぶつの赤ちゃんとおかあさん スージー・エスターハス 著 黒鳥　英俊 訳 さえら書房//さえら書房

チーター　どうぶつの赤ちゃんとおかあさん どうぶつの赤ちゃんとおかあさん スージー・エスターハス 著 成島　悦雄 訳 さえら書房//さえら書房

ヒグマ　どうぶつの赤ちゃんとおかあさん どうぶつの赤ちゃんとおかあさん スージー・エスターハス 著 宮田　桂子 訳 さえら書房//さえら書房

オランウータン　どうぶつの赤ちゃんとおかあさん どうぶつの赤ちゃんとおかあさん スージー・エスターハス 著 黒鳥　英俊 訳 さえら書房//さえら書房

ラッコ　どうぶつの赤ちゃんとおかあさん どうぶつの赤ちゃんとおかあさん スージー・エスターハス 著 渋谷　弘子 訳 さえら書房//さえら書房

ゾウ　どうぶつの赤ちゃんとおかあさん どうぶつの赤ちゃんとおかあさん スージー・エスターハス 著 渋谷　弘子 訳 さえら書房//さえら書房

トラ どうぶつの赤ちゃんとおかあさん スージー・エスターハス 著 渋谷　弘子 訳 さえら書房//さえら書房

最新基本地図２０２１ 最新基本地図 帝国書院編集部 編 帝国書院//帝国書院

きみを変える５０の名言羽生結弦、志村けんほか 佐久間　博 著 ふすい 画 汐文社//汐文社

きみを変える５０の名言藤井聡太、黒柳徹子ほか 佐久間　博 著 ふすい 画 汐文社//汐文社

きみを変える５０の名言大谷翔平、渡辺直美ほか 佐久間　博 著 ふすい 画 汐文社//汐文社

銀河鉄道の夜　１０歳までに読みたい日本名作 １０歳までに読みたい日本名作　１巻 宮沢　賢治 原著 芝田　勝茂 著 戸部　淑 画 学研プラス//学研プラス

竹取物語，虫めづる姫君　１０歳までに読みたい日本名作 １０歳までに読みたい日本名作　２巻 越水　利江子 著 小坂　伊吹 画 いのうえ　たかこ 画 学研プラス//学研プラス

走れメロス，くもの糸　１０歳までに読みたい日本名作 １０歳までに読みたい日本名作　３巻 太宰　治 原著 芥川　龍之介 原著 楠　章子 著 学研プラス//学研プラス

里見八犬伝　１０歳までに読みたい日本名作 １０歳までに読みたい日本名作　４巻 曲亭　馬琴 原著 横山　充男 著 佐々木　メエ 画 学研プラス//学研プラス

手ぶくろを買いに，ごんぎつね　ほか　１０歳までに読みたい日本名作 １０歳までに読みたい日本名作　５巻 新美　南吉 著 千野　えなが 学研プラス//学研プラス

平家物語　１０歳までに読みたい日本名作 １０歳までに読みたい日本名作　６巻 弦川　琢司 著 夏生 画 学研プラス//学研プラス

危険生物　小学館の図鑑ネオぽけっと12 小学館の図鑑ネオぽけっと　１２ 塩見　一雄 小学館//小学館

危険生物　小学館の図鑑ネオぽけっと12 小学館の図鑑ネオぽけっと　１２ 塩見　一雄 小学館//小学館

危険生物　小学館の図鑑ネオぽけっと12 小学館の図鑑ネオぽけっと　１２ 塩見　一雄 小学館//小学館

恐竜　小学館の図鑑ネオぽけっと4 小学館の図鑑ネオぽけっと　４ 冨田　幸光 著 小学館//小学館

昆虫　小学館の図鑑ネオぽけっと1 小学館の図鑑ネオぽけっと　１ 小池　啓一 小学館//小学館

星と星座　小学館の図鑑ネオぽけっと8 小学館の図鑑ネオぽけっと　８ 渡部　潤一 著 出雲　晶子 著 牛山　俊男 小学館//小学館

動物　小学館の図鑑ネオぽけっと5 小学館の図鑑ネオぽけっと　５ 成島　悦雄 著 小学館//小学館

科学探偵8ｖｓ．暴走するＡＩ　前編 科学探偵謎野真実シリーズ 佐東　みどり 木々 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

科学探偵9ｖｓ．暴走するＡＩ　後編 科学探偵謎野真実シリーズ 佐東　みどり 木々 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

どこへいくのともだちにあいに　Where Are You Going To See My Friend いわむら　かずお 著 エリック・カール 著 童心社//童心社

キッズペディア歴史館 日本史の大事件そのとき世界は 杉山　伸一 画 小学館//小学館

世界の家世界のくらし１キッチン、ダイニング 世界の家世界のくらし ＥＲＩＫＯ 著 汐文社//汐文社

世界の家世界のくらし２トイレ、お風呂 世界の家世界のくらし ＥＲＩＫＯ 著 汐文社//汐文社

世界の家世界のくらし３玄関、リビング、庭　ほか 世界の家世界のくらし ＥＲＩＫＯ 著 汐文社//汐文社

校内放送でつかえる学校なぞなぞ４　教室、職員室編 校内放送でつかえる学校なぞなぞ ながた　みかこ 著 多屋　光孫 画 汐文社//汐文社

校内放送でつかえる学校なぞなぞ５　校庭、体育館編 校内放送でつかえる学校なぞなぞ ながた　みかこ 著 多屋　光孫 画 汐文社//汐文社

校内放送でつかえる学校なぞなぞ６　図書室、理科室編 校内放送でつかえる学校なぞなぞ ながた　みかこ 著 多屋　光孫 画 汐文社//汐文社



ねこのピートだいすきなよっつのボタン エリック・リトウィン 著 ジェームス・ディーン 画 大友　剛 訳 ひさかたチャイルド//ひさかたチャイルド

ねこのピートはじめてのがっこう エリック・リトウィン 著 ジェームス・ディーン 画 大友　剛 訳 ひさかたチャイルド//ひさかたチャイルド

トラネコとクロネコ ひまわりえほんシリーズ 宮西　達也 著 すずき出版//すずき出版

夢のかなえ方 学校では教えてくれない大切なこと17 学校では教えてくれない大切なこと　１７ 関　和之 画 旺文社//旺文社

お金のこと 学校では教えてくれない大切なこと3 学校では教えてくれない大切なこと　３ 関　和之 画 旺文社//旺文社

勉強が好きになる 学校では教えてくれない大切なこと13 学校では教えてくれない大切なこと　１３ 入江　久絵 画 旺文社//旺文社

ソフィーのやさいばたけ ゲルダ・ミューラー 著 ふしみ　みさを 訳 ビーエル出版//ビーエル出版

プラスチック・プラネット 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジョージア・アムソン・ブラッドショー 著 大山　泉 訳 評論社//評論社

外来生物はなぜこわい？１外来生物ってなに？ 外来生物はなぜこわい？ 阿部　浩志 著 丸山　貴史 著 向田　智也 画 ミネルヴァ書房//ミネルヴァ書房

外来生物はなぜこわい？２陸の外来生物 外来生物はなぜこわい？ 阿部　浩志 著 丸山　貴史 著 向田　智也 画 ミネルヴァ書房//ミネルヴァ書房

外来生物はなぜこわい？３水辺の外来生物 外来生物はなぜこわい？ 阿部　浩志 著 丸山　貴史 著 向田　智也 画 ミネルヴァ書房//ミネルヴァ書房

はなくそ アラン・メッツ 著 ふしみ　みさを 訳 ロクリン社//ロクリン社

朝日ジュニア学習年鑑２０２１ 朝日ジュニア学習年鑑 朝日新聞出版生活・文化編集部 編 朝日新聞出版//朝日新聞出版

スポーツ年鑑２０２１ スポーツ年鑑 ポプラ社//ポプラ社

ギネス世界記録２０２１ ギネス世界記録 クレイグ・グレンディ 編 角川アスキー総合研究所//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

参加しよう！東京パラリンピックとバリアフリー１パラリンピック競技を体験！－ボッチャ、ゴールボールなど 参加しよう！東京パラリンピックとバリアフリー 山岸　朋央 著 汐文社//汐文社

参加しよう！東京パラリンピックとバリアフリー２パラリンピックで変わる日本－新しい街とユニバーサルデザイン－ 参加しよう！東京パラリンピックとバリアフリー 山岸　朋央 著 汐文社//汐文社

参加しよう！東京パラリンピックとバリアフリー３パラリンピック選手を応援しよう－特別な器具にも注目 参加しよう！東京パラリンピックとバリアフリー 山岸　朋央 著 汐文社//汐文社

教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる１大昔の時代と国づくり－縄文・弥生・古墳時代－ 教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる こどもくらぶ 編 あすなろ書房//あすなろ書房

教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる２天皇中心の時代と貴族の時代－飛鳥・奈良・平安時代－ 教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる こどもくらぶ 編 あすなろ書房//あすなろ書房

教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる３武士の時代－平安時代末期・鎌倉・室町・安土桃山・江戸時代－ 教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる こどもくらぶ 編 あすなろ書房//あすなろ書房

教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる４近代日本と新しい日本への歩み－明治時代以降－／日本の世界遺産 教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる こどもくらぶ 編 あすなろ書房//あすなろ書房

歴史なるほど新聞１邪馬台国の女王、卑弥呼－旧石器時代～古墳時代－ 歴史なるほど新聞 ポプラ社//ポプラ社

歴史なるほど新聞２聖徳太子、十七条の憲法を定める－飛鳥時代～奈良時代－ 歴史なるほど新聞 ポプラ社//ポプラ社

歴史なるほど新聞３藤原道長、栄華をきわめる－平安時代－ 歴史なるほど新聞 ポプラ社//ポプラ社

歴史なるほど新聞４源頼朝、征夷大将軍に！－平安時代末期～室町時代－ 歴史なるほど新聞 ポプラ社//ポプラ社

歴史なるほど新聞５信長、桶狭間の戦いに勝利！－戦国時代～安土桃山時代－ 歴史なるほど新聞 ポプラ社//ポプラ社

歴史なるほど新聞６徳川家康、江戸に幕府を開く－江戸時代前期－ 歴史なるほど新聞 ポプラ社//ポプラ社

歴史なるほど新聞７八代吉宗、享保の改革を始める－江戸時代後期－ 歴史なるほど新聞 ポプラ社//ポプラ社

歴史なるほど新聞８黒船来航！開国をせまる－江戸時代末期～明治時代－ 歴史なるほど新聞 ポプラ社//ポプラ社

歴史なるほど新聞９日本軍、ハワイ真珠湾を攻撃－大正時代～昭和時代前期－ 歴史なるほど新聞 ポプラ社//ポプラ社

歴史なるほど新聞１０東京オリンピック開催－昭和時代後期～平成時代－ 歴史なるほど新聞 ポプラ社//ポプラ社

スイミー　英語でもよめる レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社//好学社

どんぐりむらのぼうしやさん なかや　みわ 著 学研教育出版//学研マーケティング

アナグマのもちよりパーティ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ハーウィン・オラム 著 スーザン・バーレイ 画 小川　仁央 訳 評論社//評論社

お化けの真夏日 川端　誠 著 ビーエル出版//ビーエル出版

はひふへほんやさんほんじつかいてん 石井　睦美 著 平岡　瞳 画 ビーエル出版//ビーエル出版

どんまい！こめごろう よしなが　こうたく 著 好学社//好学社

おつきみおばけ せなけいこのえ・ほ・ん　１３ せな　けいこ 著 ポプラ社//ポプラ社

およげないさかな せなけいこのえ・ほ・ん　１２ せな　けいこ 著 ポプラ社//ポプラ社

もりのおとぶくろ わたり　むつこ 著 でくね　いく 画 のら書店//のら書店

まほうの絵本屋さん 小手鞠　るい 著 高橋　克也 画 出版ワークス//出版ワークス

ぷっぺと銭湯おとうさん よしなが　こうたく 著 好学社//好学社

うさぎたちとふしぎなこうじょう アダム・グリーン 著 レナード・ワイスガード 画 こみや　ゆう 訳 好学社//好学社



ねこのオーランドーたのしい日々 キャスリーン・ヘイル 著 こみや　ゆう 訳 好学社//好学社

おせんべいわれた 岡田　よしたか 著 出版ワークス//出版ワークス

なぜなぜクイズずかん７月 チャイルド科学絵本館 武田正倫 チャイルド本社

アイスクリームここが知りたい！　文春まんが読みとくシリーズ8 文春まんが読みとくシリーズ みずなともみ 文藝春秋

かわうそオスカーのすべりだい ナサニエル・ベンチリー 著 アーノルド・ローベル 画 こみや　ゆう 訳 好学社//好学社

なぜなぜクイズずかん８月 チャイルド科学絵本館 須田研司 チャイルド本社

妖怪捕物帖乙古都怨霊篇２八咫の鴉が死を招く 　ようかいとりものちょう10 妖怪捕物帖乙　古都怨霊篇 大崎　悌造 著 ありが　ひとし 画 岩崎書店//岩崎書店

妖怪捕物帖乙古都怨霊篇３十六夜双鬼が血に笑う　ようかいとりものちょう11 妖怪捕物帖乙　古都怨霊篇 大崎　悌造 著 ありが　ひとし 画 岩崎書店//岩崎書店

妖怪捕物帖乙古都怨霊篇４七尾の炎狐が邪を祓う　ようかいとりものちょう12 妖怪捕物帖乙　古都怨霊篇 大崎　悌造 著 ありが　ひとし 画 岩崎書店//岩崎書店

妖怪捕物帖乙冥界彷徨篇１黒縄地獄に吼える鬼ようかいとりものちょう13 妖怪捕物帖乙　冥界彷徨篇 大崎　悌造 著 ありが　ひとし 画 岩崎書店//岩崎書店

さかさのこもりくん あきやま　ただし 著 教育画劇//教育画劇

二平方メートルの世界で 前田　海音 著 はた　こうしろう 画 小学館//小学館

にくのくに はらぺこめがね 著 教育画劇//教育画劇

すきなことにがてなこと 新井　洋行 著 嶽　まいこ 画 くもん出版//くもん出版

どっちが強い！？クロヒョウｖｓマンドリル 角川まんが科学シリーズ　Ａ　２５ ジノ 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

語彙力がないまま社会人になってしまった人へ 山口　謠司 著 ワニブックス//ワニブックス

アナと雪の女王これは読んでおきたい１０のおはなし 講談社 編 講談社//講談社

ディズニープリンセスラプンツェル・ベル・オーロラ姫やさしくなれる１０のおはなし 講談社 編 講談社//講談社

ディズニープリンセスシンデレラ・白雪姫・ムーランゆめがかなう１０のおはなし 講談社 編 講談社//講談社

ディズニープリンセスアリエル・ジャスミン・モアナしあわせになる１０のおはなし 講談社 編 講談社//講談社

ゆっくりおやすみ、樹の下で 高橋　源一郎 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

戦国姫－甲斐姫の物語 集英社みらい文庫　ふ　１－２６ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社//集英社

戦国姫－５１人のお姫さま大図鑑 集英社みらい文庫　ふ　１－２２ マルイノ 画 集英社//集英社

戦国姫－江の物語 集英社みらい文庫　ふ　１－２４ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社//集英社

戦国姫－細川ガラシャの物語 集英社みらい文庫　ふ　１－２１ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社//集英社

スギナ屋敷のオバケさんオバケとキツネの術くらべ 富安　陽子 著 たしろ　ちさと 画 ひさかたチャイルド//ひさかたチャイルド

スギナ屋敷のオバケさんオバケ屋敷にお引っ越し 富安　陽子 著 たしろ　ちさと 画 ひさかたチャイルド//ひさかたチャイルド

へんしんコンサート 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社//金の星社

へんしんとびばこ 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社//金の星社

へんしんプレゼント 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社//金の星社

へんしんおてんき 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社//金の星社

ステキになりたい　学校では教えてくれない大切なこと4 学校では教えてくれない大切なこと　４ オオノ　マサフミ 画 旺文社//旺文社

カッコよくなりたい　学校では教えてくれない大切なこと5 学校では教えてくれない大切なこと　５ はかまた０２ 画 旺文社//旺文社

名探偵コナン江戸川コナン失踪事件 小学館ジュニア文庫　あ　２－１３ 百瀬　しのぶ 著 青山　剛昌 原著 内田　けんじ 著 小学館//小学館

名探偵コナンエピソード“ＯＮＥ”小さくなった名探偵 小学館ジュニア文庫　あ　２－２９ 水稀　しま 青山　剛昌 原著 小学館//小学館

名探偵コナン紅の修学旅行 小学館ジュニア文庫　あ　２－３４ 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 小学館//小学館

かいけつゾロリのドラゴンたいじ ポプラ社の小さな童話　９７ 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社

かいけつゾロリの大かいぞく ポプラ社の新・小さな童話　１５ 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社

かいけつゾロリのゆうれいせん ポプラ社の新・小さな童話　２４ 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社

かいけつゾロリの大かいじゅう ポプラ社の新・小さな童話　５８ 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社

かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん ポプラ社の新・小さな童話　６６//かいけつゾロリシリーズ// 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社

危険・有毒生物　学研の図鑑ライブポケット5 学研の図鑑ライブポケット　５ 学研プラス//学研プラス

危険・有毒生物　学研の図鑑ライブポケット5 学研の図鑑ライブポケット　５ 学研プラス//学研プラス

願いを叶える雑貨店黄昏堂　５分間ノンストップショートストーリー ５分間ノンストップショートストーリー 桐谷　直 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所



ラストでわかるだれの手紙　５分間ノンストップショートストーリー ５分間ノンストップショートストーリー たから　しげる 編 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

リバース　逆転、裏切り、予想外の「もうひとつの物語」５分間ノンストップショートストーリー ５分間ノンストップショートストーリー 染谷　果子 著 萩原　弓佳 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

図書室の奥は秘密の相談室　５分間ノンストップショートストーリー ５分間ノンストップショートストーリー 櫻井　とりお 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

魔女のうらないグミ とっておきのどうわ 草野　あきこ 著 ひがし　ちから 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

こまったときのねこおどり いとうひろしの本　１５ いとう　ひろし 著 ポプラ社//ポプラ社

となりのトトロ　徳間アニメ絵本 徳間アニメ絵本　４ 宮崎　駿 原著 徳間書店//徳間書店

千と千尋の神隠し　徳間アニメ絵本 徳間アニメ絵本　２４ 宮崎　駿 著 徳間書店//徳間書店

風の谷のナウシカ上　徳間アニメ絵本 徳間アニメ絵本　１ 宮崎　駿 原著 徳間書店//徳間書店

風の谷のナウシカ下　徳間アニメ絵本 徳間アニメ絵本　２ 宮崎　駿 原著 徳間書店//徳間書店

パンダコパンダ　徳間アニメ絵本 徳間アニメ絵本　１５ 宮崎　駿 著 徳間書店//徳間書店

長靴をはいた猫　徳間アニメ絵本 徳間アニメ絵本　２０ シャルル・ペロー 原著 徳間書店//徳間書店

借りぐらしのアリエッティ　徳間アニメ絵本 徳間アニメ絵本　３１ メアリー・ノートン 原著 宮崎　駿 著 丹羽　圭子 著 徳間書店//徳間書店

キュウリの絵本そだててあそぼう１１ そだててあそぼう 稲山　光男 編 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

ニガウリ（ゴーヤー）の絵本そだててあそぼう５１ そだててあそぼう 藤枝　國光 編 中山　美鈴 編 土橋　とし子 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

キャベツの絵本そだててあそぼう３２ そだててあそぼう 塚田　元尚 編 前田　マリ 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

ミニトマトの絵本そだててあそぼう８７ そだててあそぼう 菅原　眞治 編 陣崎　草子 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

ブロッコリー・カリフラワーの絵本そだててあそぼう７５ そだててあそぼう 藤目　幸擴 編 杉田　比呂美 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

ホウセンカの絵本そだててあそぼう８６ そだててあそぼう 森　源治郎 編 市川　智子 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

インゲンマメの絵本そだててあそぼう８１ 十勝農業試験場菜豆グループ 編 バン　チハル 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

メキシコのごはん　絵本世界の食事5 絵本世界の食事　５ 銀城　康子 著 高松　良己 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

ドイツのごはん　絵本世界の食事6 絵本世界の食事　６ 銀城　康子 著 マルタン・フェノ 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

トルコのごはん　絵本世界の食事10 絵本世界の食事　１０ 銀城　康子 著 高松　良己 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

なぜなぜクイズずかん９月 チャイルド科学絵本館 藤井　旭 チャイルド本社

フランスのごはん　絵本世界の食事1 絵本世界の食事　１ 銀城　康子 著 マルタン・フェノ 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

韓国のごはん　絵本世界の食事3 絵本世界の食事　３ 銀城　康子 著 いずみ　なほ 画 星　桂介 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

イタリアのごはん　絵本世界の食事4 絵本世界の食事　４ 銀城　康子 著 マルタン・フェノ 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

イギリスのごはん　絵本世界の食事20 絵本世界の食事　２０ 銀城　康子 著 萩原　亜紀子 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

ブラジルのごはん　絵本世界の食事7 絵本世界の食事　７ 銀城　康子 著 萩原　亜紀子 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

スペインのごはん　絵本世界の食事14 絵本世界の食事　１４ 銀城　康子 著 マルタン・フェノ 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

ロシアのごはん　絵本世界の食事18 絵本世界の食事　１８ 銀城　康子 著 山本　正子 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

明日話したくなるお金の歴史 阿部　泉 著 清水書院//清水書院

かにのしょうばい　新美南吉 ひまわりえほんシリーズ 新美　南吉 著 山口　マオ 画 すずき出版//すずき出版

きみを強くする３０のことば　偉人に学ぶ生き方のヒント　悩みや不安にふりまわされない！ すがわら　けいこ 画 日本図書センター//日本図書センター

こども菜根譚　逆境に負けない力をつける！ 日本図書センター//日本図書センター

こどもドラッカーのことば　成果をあげる力が身につく！ 日本図書センター//日本図書センター

名探偵シャーロック・ホームズなぞの赤毛クラブ　１０歳までに読みたい名作ミステリー　ホームズ１ １０歳までに読みたい名作ミステリー　ホームズ　１ コナン・ドイル 著 芦辺　拓 編著 城咲　綾 画 学研プラス//学研プラス

名探偵シャーロック・ホームズガチョウと青い宝石　１０歳までに読みたい名作ミステリー　ホームズ２ １０歳までに読みたい名作ミステリー　ホームズ　２ コナン・ドイル 著 芦辺　拓 編著 城咲　綾 画 学研プラス//学研プラス

名探偵シャーロック・ホームズホームズ最後の事件！？　１０歳までに読みたい名作ミステリー　ホームズ３ １０歳までに読みたい名作ミステリー　ホームズ　３ コナン・ドイル 著 芦辺　拓 編著 城咲　綾 画 学研プラス//学研プラス

名探偵シャーロック・ホームズおどる人形の暗号　１０歳までに読みたい名作ミステリー　ホームズ４ １０歳までに読みたい名作ミステリー　ホームズ　４ コナン・ドイル 著 芦辺　拓 編著 城咲　綾 画 学研プラス//学研プラス

名探偵シャーロック・ホームズバスカビルの魔犬　１０歳までに読みたい名作ミステリー　ホームズ５ １０歳までに読みたい名作ミステリー　ホームズ　５ コナン・ドイル 著 芦辺　拓 編著 城咲　綾 画 学研プラス//学研プラス

怪盗アルセーヌ・ルパンあやしい旅行者　１０歳までに読みたい名作ミステリー　ルパン１ １０歳までに読みたい名作ミステリー　ルパン　１ モーリス・ルブラン 著 二階堂　黎人 編著 清瀬　のどか 画 学研プラス//学研プラス

怪盗アルセーヌ・ルパンあらわれた名探偵　１０歳までに読みたい名作ミステリー　ルパン２ １０歳までに読みたい名作ミステリー　ルパン　２ モーリス・ルブラン 著 二階堂　黎人 編著 清瀬　のどか 画 学研プラス//学研プラス

怪盗アルセーヌ・ルパン王妃の首かざり　１０歳までに読みたい名作ミステリー　ルパン３ １０歳までに読みたい名作ミステリー　ルパン　３ モーリス・ルブラン 著 二階堂　黎人 編著 清瀬　のどか 画 学研プラス//学研プラス

怪盗アルセーヌ・ルパン少女オルスタンスの冒険　１０歳までに読みたい名作ミステリー　ルパン４ １０歳までに読みたい名作ミステリー　ルパン　４ モーリス・ルブラン 著 二階堂　黎人 編著 清瀬　のどか 画 学研プラス//学研プラス



怪盗アルセーヌ・ルパン８１３にかくされたなぞ　１０歳までに読みたい名作ミステリー　ルパン５ １０歳までに読みたい名作ミステリー　ルパン　５ モーリス・ルブラン 著 二階堂　黎人 編著 清瀬　のどか 画 学研プラス//学研プラス

パパッとかんたん！主食レシピ　火も包丁も使わない！安心・安全クッキング 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング 寺西　恵里子 著 新日本出版社//新日本出版社

バランスのよいおかずレシピ　火も包丁も使わない！安心・安全クッキング 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング 寺西　恵里子 著 新日本出版社//新日本出版社

アレルギーでも安心レシピ　火も包丁も使わない！安心・安全クッキング 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング 寺西　恵里子 著 新日本出版社//新日本出版社

砂糖を使わないスイーツレシピ　火も包丁も使わない！安心・安全クッキング 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング 寺西　恵里子 著 新日本出版社//新日本出版社

元号ってなんだろう大化から令和まで 調べる学習百科 おおつか　のりこ 著 藤原　ヒロコ 画 岩崎書店//岩崎書店

ノラネコぐんだんカレーライス コドモエのえほん 工藤　ノリコ 著 白泉社//白泉社

ノラネコぐんだんケーキをたべる コドモエのえほん 工藤　ノリコ 著 白泉社//白泉社

自信の育て方　学校では教えてくれない大切なこと14 学校では教えてくれない大切なこと　１４ 藤　美沖 画 旺文社//旺文社

なぜなぜクイズずかん10月 チャイルド科学絵本館 大久保茂徳 チャイルド本社

免疫のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ176 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

はらぺこゆうれい せなけいこ 童心社

なぜなぜクイズずかん12月 チャイルド科学絵本館 久保田克博 チャイルド本社

なぜなぜクイズずかん11月 チャイルド科学絵本館 大久保茂徳 チャイルド本社

こじまのもりのきんいろのてがみ おはなしチャイルドリクエストシリーズ あんびるやすこ チャイルド本社

サバイとピリィ　やくそくのケーキ おはなしチャイルドリクエストシリーズ はぎのちなつ チャイルド本社

モモンガのはいたつやさん ふくざわ　ゆみこ 著 文渓堂//文渓堂

モモンガのはいたつやさんとミーちゃんへのプレゼント ふくざわ　ゆみこ 著 文渓堂//文渓堂

モモンガのはいたつやさんとクリスマスのおとしもの ふくざわ　ゆみこ 著 文渓堂//文渓堂

毎日がつまらない君へ学校がもっとすきになるシリーズ 学校がもっとすきになるシリーズ 佐藤　慧 著 東洋館出版社//東洋館出版社

君はどんな大人になりたい？学校がもっとすきになるシリーズ１０分後に自分の世界が広がる手紙 学校がもっとすきになるシリーズ 佐藤　慧 著 東洋館出版社//東洋館出版社

勉強なんてしたくない君へ学校がもっとすきになるシリーズ学校がもっとすきになるシリーズ１０分後に自分の世界が広がる手紙 学校がもっとすきになるシリーズ 佐藤　慧 著 東洋館出版社//東洋館出版社

ぐるぐるの図書室　文学の扉 講談社・文学の扉 工藤　純子 講談社//講談社

ぎりぎりの本屋さん　文学の扉 講談社・文学の扉 まはら　三桃 講談社//講談社

じりじりの移動図書館　文学の扉 講談社・文学の扉 廣嶋　玲子 講談社//講談社

ハートウッドホテル１ねずみのモナと秘密のドア ハートウッドホテル ケイリー・ジョージ 著 久保　陽子 訳 高橋　和枝 画 童心社//童心社

ハートウッドホテル２ねずみのモナと最高のおくりもの ハートウッドホテル ケイリー・ジョージ 著 久保　陽子 訳 高橋　和枝 画 童心社//童心社

ハートウッドホテル３ねずみのモナとはじめてのジェラシー ハートウッドホテル ケイリー・ジョージ 著 久保　陽子 訳 高橋　和枝 画 童心社//童心社

ハートウッドホテル４ねずみのモナと永遠のわが家 ハートウッドホテル ケイリー・ジョージ 著 久保　陽子 訳 高橋　和枝 画 童心社//童心社

こうさぎクーとおにんぎょう チューリップえほんシリーズ みやにし　たつや 著 すずき出版//すずき出版

どうしたのブタくん チューリップえほんシリーズ みやにし　たつや 著 すずき出版//すずき出版

はなすもんかー チューリップえほんシリーズ 宮西　達也 著 すずき出版//すずき出版

はなくそだいピンチ！　とびだせ！はなくそ マルジック＆モリソー 著 ふしみ　みさを 訳 汐文社//汐文社

はなくそゆうかいじけん　とびだせ！はなくそ マルジック＆モリソー 著 ふしみ　みさを 訳 汐文社//汐文社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂15 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂16 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社

戦国姫　綾姫の物語 集英社みらい文庫　ふ　１－１９ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社//集英社

マイヤ・プリセツカヤ　世コミック版世界の伝記３４ 世界の伝記　コミック版　３４ 迎　夏生 画 ポプラ社//ポプラ社

科学探偵怪奇事件ファイル襲来！宇宙人の謎 科学探偵謎野真実シリーズ 佐東　みどり 木々 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

絶望鬼ごっこ16凍てつく地獄花火大会 集英社みらい文庫　は　２－１６ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

絶望鬼ごっこ17罠だらけの地獄樹海 集英社みらい文庫　は　２－１７ 針　とら 著 みもり 画 集英社//集英社

源平姫　飛花の章　戦国姫 集英社みらい文庫　ふ　１－２７ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社//集英社

科学ｄｅクイズ１・２・３　動物編 折井　雅子 著 せり　ふみこ 画 大日本図書//大日本図書

科学ｄｅクイズ１・２・３　植物編 折井　雅子 著 田中　亜里 画 大日本図書//大日本図書



科学ｄｅクイズ１・２・３　実験観察編 折井　雅子 著 おおさわ　まき 画 大日本図書//大日本図書

鬼遊び　鬼よぶわらべ歌 廣嶋　玲子 著 おとない　ちあき 画 小峰書店//小峰書店

鬼遊び　地獄のお囃子 廣嶋　玲子 著 おとない　ちあき 画 小峰書店//小峰書店

鬼遊び　髑髏の手まり歌 廣嶋　玲子 著 おとない　ちあき 画 小峰書店//小峰書店

鬼遊び　闇の子守唄 廣嶋　玲子 著 おとない　ちあき 画 小峰書店//小峰書店

リアル折り紙　空を飛ぶ生きもの編 福井　久男 著 河出書房新社//河出書房新社

新世代至高のおりがみ 山口　真 著 西東社//西東社

戦国姫－瀬名姫の物語 集英社みらい文庫　ふ　１－１４ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社//集英社

戦国姫－松姫の物語 集英社みらい文庫　ふ　１－１５ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社//集英社

幕末姫　桜の章　戦国姫 集英社みらい文庫　ふ　１－２０ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社//集英社

おとなになるのび太たちへ　人生を変える「ドラえもん」セレクション 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館//小学館

こくん 童心社のおはなしえほん 村中　李衣 著 石川　えりこ 画 童心社//童心社

「へてかへねかめ」おふろでね 童心社のおはなしえほん 宮川　ひろ 著 ましま　せつこ 画 童心社//童心社

おつきさまひとつずつ 童心社のおはなしえほん 長野　ヒデ子 著 童心社//童心社

きらいきらい！ 童心社のおはなしえほん 武田　美穂 著 童心社//童心社

ねこなんていなきゃよかった 童心社のおはなしえほん 村上　しいこ 著 ささめや　ゆき 画 童心社//童心社

しりとりのだいすきなおうさま チューリップえほんシリーズ 中村　翔子 著 はた　こうしろう 画 すずき出版//すずき出版

おやおやおやつなにしてる？ チューリップえほんシリーズ 織田　道代 著 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 画 すずき出版//すずき出版

やきいもとおにぎり チューリップえほんシリーズ みやにし　たつや 著 すずき出版//すずき出版

消えゆくくらしのモノ事典 岩崎書店編集部 編 岩崎書店//岩崎書店

少年探偵団対決！怪人二十面相　１０歳までに読みたい日本名作７ １０歳までに読みたい日本名作　７巻 江戸川　乱歩 原著 芦辺　拓 著 ちーこ 画 学研プラス//学研プラス

古事記　１０歳までに読みたい日本名作８ １０歳までに読みたい日本名作　８巻 那須田　淳 著 よん 画 学研プラス//学研プラス

坊っちゃん　１０歳までに読みたい日本名作９ １０歳までに読みたい日本名作　９巻 夏目　漱石 原著 芝田　勝茂 著 城咲　綾 画 学研プラス//学研プラス

東海道中膝栗毛　１０歳までに読みたい日本名作１０ １０歳までに読みたい日本名作　１０巻 十返舎　一九 原著 越水　利江子 著 丸谷　朋弘 画 学研プラス//学研プラス

注文の多い料理店，野ばら　１０歳までに読みたい日本名作１１ １０歳までに読みたい日本名作　１１巻 宮沢　賢治 著 小川　未明 著 館尾　冽 画 学研プラス//学研プラス

源氏物語　１０歳までに読みたい日本名作１２ １０歳までに読みたい日本名作　１２巻 紫式部 原著 石井　睦美 著 佐々木　メエ 画 学研プラス//学研プラス

大豆ミートのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ177 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材 学研

なぜなぜクイズずかん1月 チャイルド科学絵本館 今泉忠明 チャイルド本社

日本郵政のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ日本ではじめて編 学研まんがでよくわかるシリーズ日本ではじめて編 学研教材資料制作室編 学研プラス

どっちが強い！？　動物オリンピック編 角川まんが科学シリーズ　Ａ　６１ Ｘベンチャーオールスターズ 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？フクロウｖｓヤマアラシ 角川まんが科学シリーズ　Ａ　２６ スライウム 著 ブラックインクチーム 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

山火事のサバイバル１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ポドアルチング 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

山火事のサバイバル２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ポドアルチング 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

地下鉄のサバイバル１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

科学探偵怪奇事件ファイル廃病院に舞う霊魂 科学探偵謎野真実シリーズ 佐東　みどり 木々 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

織田信長ｖｓ．ナポレオン歴史人物バトルフランス編歴史漫画タイムワープシリーズ 歴史漫画タイムワープシリーズ 野間　与太郎 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

弥生時代へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編１ 市川　智茂 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

古墳時代へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編２ 歴史漫画タイムワープシリーズ　通史編　２ 工藤　ケン 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

飛鳥時代へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編３ 歴史漫画タイムワープシリーズ　通史編　３ 細雪　純 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

奈良時代へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編４ 歴史漫画タイムワープシリーズ　通史編　４ 細雪　純 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

平安時代へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編５ 歴史漫画タイムワープシリーズ　通史編　５ 市川　智茂 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

鎌倉時代へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編６ 歴史漫画タイムワープシリーズ　通史編　６ イセケヌ 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

室町時代へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編７ 歴史漫画タイムワープシリーズ　通史編　７ イセケヌ 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

戦国時代へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編８ 歴史漫画タイムワープシリーズ　通史編　８ トリル 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版



江戸時代へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編９ 歴史漫画タイムワープシリーズ　通史編　９ 早川　大介 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

江戸の町へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編１０ 歴史漫画タイムワープシリーズ　通史編　１０ 大富寺　航 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

幕末へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編１１ 歴史漫画タイムワープシリーズ　通史編　１１ もとじろう 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

明治時代へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編１２ 歴史漫画タイムワープシリーズ　通史編　１２ もとじろう 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

大正時代へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編１３ 歴史漫画タイムワープシリーズ　通史編　１３ 柏葉　比呂樹 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

戦後へタイムワープ歴史漫画タイムワープシリーズ通史編１４ 歴史漫画タイムワープシリーズ　通史編　１４ もとじろう 画 チーム・ガリレオ 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

神話最強王図鑑 なんば　きび 画 学研プラス//学研プラス

水中最強王図鑑 なんば　きび 画 学研プラス//学研プラス

異種最強王図鑑闇の王者決定戦編 学研プラス//学研プラス

天女かあさん ペク　ヒナ 著 長谷川　義史 訳 ブロンズ新社//ブロンズ新社

妖怪捕物帖乙冥界彷徨篇２叫喚地獄の牛頭と馬頭14 妖怪捕物帖乙　冥界彷徨篇 大崎　悌造 著 ありが　ひとし 画 岩崎書店//岩崎書店

絶叫学級28むしばまれた家編 集英社みらい文庫　い　１－２８ いしかわ　えみ 原著 はの　まきみ 著 集英社//集英社

絶叫学級29繰りかえすコドモタチ編 集英社みらい文庫　い　１－２９ いしかわ　えみ 原著 はの　まきみ 著 集英社//集英社

絶叫学級30見えない侵入者編 集英社みらい文庫　い　１－３０ いしかわ　えみ 原著 はの　まきみ 著 集英社//集英社

ジュニア空想科学読本23 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－２３ 柳田　理科雄 著 きっか 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

絶体絶命ゲーム１億円争奪サバイバル 角川つばさ文庫　Ａ　ふ　５－１ 藤　ダリオ 著 さいね 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

絶体絶命ゲーム２死のタワーからの大脱出 角川つばさ文庫　Ａ　ふ　５－２ 藤　ダリオ 著 さいね 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

おばけのポーちゃん１おばけどうぶつえん おばけのポーちゃん　１ 吉田　純子 著 つじむら　あゆこ 画 あかね書房//あかね書房

おばけのポーちゃん２おばけかいぞく おばけのポーちゃん　２ 吉田　純子 著 つじむら　あゆこ 画 あかね書房//あかね書房

死後の世界を見た！？３分でのぞく不思議・謎・怪奇 ３分でのぞく不思議・謎・怪奇 藤田　晋一 著 金の星社//金の星社

未確認飛行物体３分でのぞく不思議・謎・怪奇 ３分でのぞく不思議・謎・怪奇 藤田　晋一 著 金の星社//金の星社

ネッシーはいるのか？３分でのぞく不思議・謎・怪奇 ３分でのぞく不思議・謎・怪奇 藤田　晋一 著 金の星社//金の星社

魚の雨が降ってきた３分でのぞく不思議・謎・怪奇 ３分でのぞく不思議・謎・怪奇 藤田　能成 著 金の星社//金の星社

ポルターガイスト３分でのぞく不思議・謎・怪奇 ３分でのぞく不思議・謎・怪奇 船木　妙子 著 金の星社//金の星社

ずかんウイルス 技術評論社//技術評論社

重要人物で覚える日本の歴史　歴史漫画タイムワープシリーズ別巻 歴史漫画タイムワープシリーズ 山口正 朝日新聞出版

どっちが強い!?もっと動物オリンピック編 夏季も冬季も熱血バトル 角川まんが科学シリーズ ; A62 Xベンチャーオールスターズ ストーリー、ブラックインクチーム まんが、實吉達郎 監修 KADOKAWA

なぜなぜクイズずかん２月 チャイルド科学絵本館 川名靖子 チャイルド本社

なぜなぜクイズずかん3月 チャイルド科学絵本館 今泉忠明 チャイルド本社

ほたてのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ178 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

こんぶのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ179 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

秋さけのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ180 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

年金のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ特別編 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

電車で行こう！追跡！スカイライナーと秘密の鉄道スポット 電車で行こう！ 豊田巧　裕龍ながれ 集英社

ADHDのおともだち発達と障害を考える本４ 発達と障害を考える本 内山登紀夫  監修　高山恵子  編 ミネルヴァ書房

ダウン症のおともだち発達と障害を考える本５ 発達と障害を考える本 玉井邦夫  監修 ミネルヴァ書房

ドラえもんの算数おもしろ攻略１たしざん・ひきざん ドラえもんの学習シリーズ 小林敢治郎  〔著〕 小学館

ドラえもんの算数おもしろ攻略３文章題がわかる ドラえもんの学習シリーズ 小林敢治郎 小学館

ドラえもんの算数おもしろ攻略４分数・小数がわかる ドラえもんの学習シリーズ 小林敢治郎  著 小学館

つくしちゃんとおねえちゃん 福音館創作童話シリーズ いとう　みく 著 丹地　陽子 画 福音館書店//福音館書店

ばあばにえがおをとどけてあげる 評論社の児童図書館・絵本の部屋 コーリン・アーヴェリス 著 イザベル・フォラス 画 まつかわ　まゆみ 訳 評論社//評論社

すうがくでせかいをみるの ミゲル・タンコ 著 福本　友美子 訳 ほるぷ出版//ほるぷ出版

おすしやさんにいらっしゃい！ かがくヲたのしむノンフィクション おかだ　だいすけ 著 遠藤　宏 写真 岩崎書店//岩崎書店

みんなのためいき図鑑 村上　しいこ 著 中田　いくみ 画 童心社//童心社



チョコレートタッチ 文研ブックランド パトリック・スキーン・キャトリング 著 佐藤　淑子 訳 伊津野　果地 画 文研出版//文研出版

１１１本の木 リナ・シン 著 マリアンヌ・フェラー 画 こだま　ともこ 訳 光村教育図書//光村教育図書

この世界からサイがいなくなってしまう 環境ノンフィクション 味田村　太郎 著 学研プラス//学研プラス

りんごの木を植えて ノベルズ・エクスプレス　５０ 大谷　美和子 著 白石　ゆか 画 ポプラ社//ポプラ社

風の神送れよ ブルーバトンブックス 熊谷　千世子 著 くまおり　純 画 小峰書店//小峰書店

ぼくの弱虫をなおすには Ｋ．Ｌ．ゴーイング 著 久保　陽子 訳 早川　世詩男 画 徳間書店//徳間書店

捨てないパン屋の挑戦 ＳＤＧｓノンフィクション食品ロス 井出　留美 著 あかね書房//あかね書房

ALT(外国語指導助手)のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ特別編 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

お金のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ181 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

ボイラーのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ183 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

モヤモヤそうだんクリニック 池谷　裕二 著 ヨシタケ　シンスケ 画 ＮＨＫ出版//ＮＨＫ出版

ＳＤＧｓでわかる今ない仕事図鑑ハイパー 上村　彰子 著 「今ない仕事」取材班 著 ボビコ 画 講談社//講談社

柿の木のある家 偕成社文庫　３０１５ 壺井　栄 著 偕成社//偕成社

ぼくらの七日間戦争 角川つばさ文庫　Ｂ　そ　１－１ 宗田　理 著 はしもと　しん 画 角川書店//角川グループパブリッシング

すごすぎる天気の図鑑 荒木　健太郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ことばハンター　国語辞典はこうつくる ポプラ社ノンフィクション　３３ 飯間　浩明 著 ポプラ社//ポプラ社

はじめての絵画の歴史 デイヴィッド・ホックニー 著 マーティン・ゲイフォード 著 ローズ・ブレイク 画 青幻舎インターナショナル//青幻舎

古典がおいしい！平安時代のスイーツ 前川　佳代 著 宍戸　香美 著 かもがわ出版//かもがわ出版

サッカーボーイズ　再会のグラウンド 角川文庫　は　３８－１ はらだ　みずき 著 角川書店//角川グループパブリッシング

徳治郎とボク 花形　みつる 著 理論社//理論社

わたしのあのこあのこのわたし わたしたちの本棚 岩瀬　成子 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

まるごとわかる猫種大図鑑 Ｇａｋｋｅｎ　Ｐｅｔ　Ｂｏｏｋｓ 学研パブリッシング//学研マーケティング

夢は牛のお医者さん 時田　美昭 著 江頭　路子 画 小学館//小学館

未来を変えるレストラン　つくる責任つかう責任 おはなしＳＤＧｓ　１２ 小林　深雪 著 めばち 画 講談社//講談社

青空晴之助その１鼻大蛇の巻 青空晴之助　その１　鼻大蛇の巻 杉山　亮 著 川端　誠 画 仮説社//仮説社

自然のふしぎ大図解ナチュラル・ワールド アマンダ・ウッド 著 マイク・ジョリー 著 オーウェン・デイビー 画 偕成社//偕成社

まなぶ 長倉　洋海 著 アリス館//アリス館

大人も読みたいこども歳時記 季語と歳時記の会 編著 小学館//小学館

クイズでわかる小学生からのネットのルール 主婦の友社 編 主婦の友社//主婦の友社

風の又三郎　文字の絵本 吉田　佳広 著 宮沢　賢治 原著 偕成社//偕成社

ＡＩロボット、ひと月貸します！ おはなしガーデン　５６ 木内　南緒 著 丸山　ゆき 画 岩崎書店//岩崎書店

サイコーの通知表 講談社・文学の扉 工藤　純子 著 講談社//講談社

こどもぼうさい・あんぜん絵じてん 三省堂編修所 編 三省堂//三省堂

わすれたって、いいんだよ 上條　さなえ 著 たるいし　まこ 画 光村教育図書//光村教育図書

いのくまさん 猪熊　弦一郎 画 谷川　俊太郎 著 小学館//小学館

さかな　さわってたのしいレリーフブック さわってたのしいレリーフブック 小学館//小学館

めくって学べるきかいのしくみ図鑑 学研プラス//学研プラス

プラスチックのうみ ミシェル・ロード 著 ジュリア・ブラットマン 画 川上　拓土 訳 小学館//小学館

地球のことをおしえてあげる ソフィー・ブラッコール 著 横山　和江 訳 すずき出版//すずき出版

１００円たんけん 中川　ひろたか 著 岡本　よしろう 画 くもん出版//くもん出版

クリスティーナとおおきなはこ パトリシア・リー・ゴーチ 著 ドリス・バーン 画 おびか　ゆうこ 訳 偕成社//偕成社

たんたのたんけん　改訂版 キッズ文学館 中川　李枝子 著 山脇　百合子 画 学研プラス//学研プラス

みらいのえんそく ジョン・ヘア 著 椎名　かおる 訳 あすなろ書房//あすなろ書房

ムカッやきもちやいた かさい　まり 著 小泉　るみ子 画 くもん出版//くもん出版



二番目の悪者 林木林  作庄野ナホコ  絵 日教販

食品トレーのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ182 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

かっぱのふうちゃん　ライフジャケットでスイスイ 森重裕二 子どもの未来社

ＳＤＧｓのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ特別編 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

地下鉄のサバイバル２ かがくるＢＯＯＫ//科学漫画サバイバルシリーズ// ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 〔ＨＡＮＡ韓国語教育研究会 朝日新聞出版

坂本龍馬ｖｓエジソン歴史人物バトルアメリカ編 歴史人物ＢＯＯＫ//歴史漫画タイムワープシリーズ// もとじろう チーム・ガリレオ 神野　正史 朝日新聞出版

科学探偵ＶＳミステリートレイン 科学探偵謎野真実シリーズ 佐東　みどり 石川　北二 木滝　りま 朝日新聞出版

トリックアートクイズ グループ・コロンブス 著 あかね書房//あかね書房

百桃太郎　イシシとノシシのスッポコペッポコへんてこ話 ポプラ物語館　７９ 原　京子 著 原　ゆたか 画 ポプラ社//ポプラ社

へいきのヘイタ　イシシとノシシのスッポコペッポコへんてこ話 ポプラ物語館　１０ 原　ゆたか 画 原　京子 著 ポプラ社//ポプラ社

オーボラーラ男爵の大冒険　イシシとノシシのスッポコペッポコへんてこ話 ポプラ物語館　１８ 原　京子 著 原　ゆたか 画 ポプラ社//ポプラ社

１話１分本当はこわい話 角川つばさ文庫　Ａ　こ　７－１ 小林　丸々 著 ちゃもーい 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

１話１分本当はこわい話２ 角川つばさ文庫　Ａ　こ　７－２ 小林　丸々 著 ちゃもーい 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

５分後に恋の魔法が解けるまで一番星見つけた　５分後の隣のシリーズ ５分後の隣のシリーズ 眞波　蒼 著 学研プラス//学研プラス

５分後に恋の魔法が解けるまで二度目の初恋　５分後の隣のシリーズ ５分後の隣のシリーズ 眞波　蒼 著 学研プラス//学研プラス

レイワ怪談十六夜の章　５分後の隣のシリーズ ５分後の隣のシリーズ ありがとう・ぁみ 原著 山田　明 学研プラス//学研プラス

レイワ怪談青月の章　５分後の隣のシリーズ ５分後の隣のシリーズ ありがとう・ぁみ 原著 山田　明 学研プラス//学研プラス

レイワ怪談三日月の章　５分後の隣のシリーズ ５分後の隣のシリーズ ありがとう・ぁみ 原著 山田　明 学研プラス//学研プラス

都会のトム＆ソーヤ１７ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社//講談社

都会のトム＆ソーヤ外伝１６．５ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社//講談社

防災のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学クイズサバイバルシリーズ 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

アッチとドッチのフルーツポンチ アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ　４１ 角野　栄子 著 佐々木　洋子 画 ポプラ社//ポプラ社

おばけのアッチおもっちでおめでとう アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ　４２ 角野　栄子 著 佐々木　洋子 画 ポプラ社//ポプラ社

おばけのアッチとコロッケとうさん アッチ・コッチ・ソッチの小さなおばけシリーズ　４３ 角野　栄子 著 佐々木　洋子 画 ポプラ社//ポプラ社

にげてさがして ヨシタケ　シンスケ 著 赤ちゃんとママ社//赤ちゃんとママ社

あきらがあけてあげるから ヨシタケ　シンスケ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

あんなにあんなに ヨシタケ　シンスケ 著 ポプラ社//ポプラ社

こねてのばして ヨシタケ　シンスケ 著 ブロンズ新社//ブロンズ新社

あつかったらぬげばいい ＭＯＥのえほん ヨシタケ　シンスケ 著 白泉社//白泉社

もしものせかい ヨシタケ　シンスケ 著 赤ちゃんとママ社//赤ちゃんとママ社

都会のトム＆ソーヤ１８ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社//講談社

３かいなかしたろか ＴＯＹＯＫＡＮ　ＢＯＯＫＳ//学校がもっとすきになるシリーズ// くすのき　しげのり 石井　聖岳 画 東洋館出版社

わたし、わすれものがおおいです。 ＴＯＹＯＫＡＮ　ＢＯＯＫＳ//学校がもっとすきになるシリーズ// くすのき　しげのり のし　さやか 画 東洋館出版社

いち・にの・さんかんび ＴＯＹＯＫＡＮ　ＢＯＯＫＳ//学校がもっとすきになるシリーズ// くすのき　しげのり こば　ようこ 画 東洋館出版社

ドラゴン最強王図鑑 健部　伸明 なんば　きび 七海　ルシア 学研プラス

４７都道府県の怖い話３分後にゾッとする話 並木　伸一郎 著 マニアニ 画 理論社//理論社

４７都道府県の怖い話2３分後にゾッとする話 並木　伸一郎 著 理論社//理論社

立入禁止区域３分後にゾッとする話 怖い話研究会 著 野宮　麻未 著 理論社//理論社

悪夢の棲み家３分後にゾッとする話 怖い話研究会 著 マニアニ 画 野宮　麻未 著 理論社//理論社

世界惨劇ツアー３分後にゾッとする話 怖い話研究会 著 マニアニ 画 野宮　麻未 著 理論社//理論社

海外の怖い話３分後にゾッとする話 怖い話研究会 著 マニアニ 画 野宮　麻未 著 理論社//理論社

世界怪物記３分後にゾッとする話 怖い話研究会 著 マニアニ 画 野宮　麻未 著 理論社//理論社

おっと合点承知之助 声にだすことばえほん 齋藤　孝 著 つちだ　のぶこ 画 ほるぷ出版//ほるぷ出版

もりの１００かいだてのいえ 岩井　俊雄 著 偕成社//偕成社



ふしぎ駄菓子屋銭天堂17 廣嶋　玲子 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社

ばばばあちゃんのやきいもたいかい かがくのとも傑作集　わくわくにんげん さとう　わきこ 著 福音館書店//福音館書店

ばばばあちゃんのアイスパーティ かがくのとも傑作集　わくわくにんげん さとう　わきこ 著 福音館書店//福音館書店

ばばばあちゃんのなんでもおこのみやき かがくのとも傑作集　わくわくにんげん さとう　わきこ 著 福音館書店//福音館書店

ムーンヒルズ魔法宝石店1 わくわくライブラリー あんびる　やすこ 著 講談社//講談社

ムーンヒルズ魔法宝石店2 わくわくライブラリー あんびる　やすこ 著 講談社//講談社

ムーンヒルズ魔法宝石店3 わくわくライブラリー あんびる　やすこ 著 講談社//講談社

ムーンヒルズ魔法宝石店4 わくわくライブラリー あんびる　やすこ 著 講談社//講談社

変身する生きものずかん1変態する系 変身する生きものずかん 柴田　佳秀 著 すずき出版//すずき出版

変身する生きものずかん2変身する系 変身する生きものずかん 柴田　佳秀 著 すずき出版//すずき出版

変身する生きものずかん3変装する系 変身する生きものずかん 柴田　佳秀 著 すずき出版//すずき出版

超オモシロあるなしクイズ　大人にはないしょだよ 大人にはないしょだよ　７９ 土門　トキオ 著 サナダ　シン 画 ポプラ社//ポプラ社

超ウケる！最強キメぜりふ　大人にはないしょだよ 大人にはないしょだよ　７７ さそり山　かずき 著 ほし　しんいち 画 ポプラ社//ポプラ社

めざせ名探偵激ムズ推理クイズ　大人にはないしょだよ 大人にはないしょだよ　７６ 大西　憲司 著 伊東　ぢゅん子 画 ポプラ社//ポプラ社

爆笑！！小学生あるある　大人にはないしょだよ 大人にはないしょだよ　７５ さそり山　かずき 著 大崎　亮平 画 タナカ　ケンイチロウ 画 ポプラ社//ポプラ社

超ひっかけ！！運命ゲーム　大人にはないしょだよ 大人にはないしょだよ　７４ 小野寺　ぴりり紳 著 伊東　ぢゅん子 画 ポプラ社//ポプラ社

あたる！！おもしろ妖怪うらない　大人にはないしょだよ 大人にはないしょだよ　７３ 章月　綾乃 著 どい　まき 画 ポプラ社//ポプラ社

恐怖１５０％！！超こわい話　スペシャル版　大人にはないしょだよ 大人にはないしょだよ　６８ 絹華 著 伊東　ぢゅん子 画 ポプラ社//ポプラ社

たんけん！ウニすいぞくかん　ぼくのすいぞくかん ともなが　たろ 画 なかの　ひろみ 著 アリス館//アリス館

サンゴといっしょすいぞくかん　ぼくのすいぞくかん ともなが　たろ 画 なかの　ひろみ 著 アリス館//アリス館

サメだいすきすいぞくかん　ぼくのすいぞくかん ともなが　たろ 画 なかの　ひろみ 著 アリス館//アリス館

いらいらばいばい　３歳からの感情マネジメント絵本 つむぱぱ 著 すずき出版//すずき出版

どんどんキップ　新装版 たんぽぽえほんシリーズ ミノオカ　リョウスケ 著 すずき出版//すずき出版

むしゃむしゃたべたらおいしいぞ チューリップえほんシリーズ みやにし　たつや 著 すずき出版//すずき出版

ひー チューリップえほんシリーズ りとう　ようい 著 すずき出版//すずき出版

まいごのたまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著 すずき出版//すずき出版

ばいばいコロナ 中川　素子 著 日隈　みさき 画 すずき出版//すずき出版

すみれちゃん 石井　睦美 著 黒井　健 画 偕成社//偕成社

すみれちゃんは一年生 石井　睦美 著 黒井　健 画 偕成社//偕成社

すみれちゃんのすてきなプレゼント 石井　睦美 著 黒井　健 画 偕成社//偕成社

めいたんていサムくん だいすき絵童話 那須　正幹 著 はた　こうしろう 画 童心社//童心社

めいたんていサムくんとあんごうマン だいすき絵童話 那須　正幹 著 はた　こうしろう 画 童心社//童心社

かいけつゾロリのまほうつかいのでし ポプラ社の新・小さな童話　５ 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社

かいけつゾロリのチョコレートじょう ポプラ社の新・小さな童話　２８//かいけつゾロリシリーズ// 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社

かいけつゾロリのママだーいすき ポプラ社の新・小さな童話　５２ 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社

かいけつゾロリきょうふのダンジョン かいけつゾロリシリーズ　７０ 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社

円谷英二　コミック版世界の伝記２２ 世界の伝記　コミック版　２２ 坂本　コウ 画 柳沢　宏 著 ポプラ社//ポプラ社

アガサ・クリスティー　コミック版世界の伝記３８ 世界の伝記　コミック版　３８ 瑞樹　奈穂 画 ポプラ社//ポプラ社

レントゲン　コミック版世界の伝記３９ 世界の伝記　コミック版　３９ フカキ　ショウコ 画 ポプラ社//ポプラ社

レオナルド・ダ・ビンチ　コミック版世界の伝記４７ 世界の伝記　コミック版　４７ フカキ　ショウコ 画 ポプラ社//ポプラ社

リンカンコ　ミック版世界の伝記４０ 世界の伝記　コミック版　４０ 迎　夏生 画 ポプラ社//ポプラ社

石ノ森章太郎　コミック版世界の伝記２４ 世界の伝記　コミック版　２４ シュガー佐藤 画 ポプラ社//ポプラ社

クララ・シューマン　コミック版世界の伝記３１ 世界の伝記　コミック版　３１ 迎　夏生 画 ポプラ社//ポプラ社

エカチェリーナ２世　コミック版世界の伝記３６ 世界の伝記　コミック版　３６ 迎　夏生 画 ポプラ社//ポプラ社



まちのおばけずかんマンホールマン どうわがいっぱい　１３７ 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社//講談社

がっこうのおばけずかんおばけいいんかい どうわがいっぱい　１３８ 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社//講談社

おまつりのおばけずかんじんめんわたあめ どうわがいっぱい　１３９ 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社//講談社

だいとかいのおばけずかんゴーストタワー どうわがいっぱい　１４１ 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社//講談社

にっこりおすしとわさびくん　たべもののおはなしシリーズすし たべもののおはなしシリーズ　すし 佐川　芳枝 著 こば　ようこ 画 講談社//講談社

にげたエビフライ　たべもののおはなしシリーズエビフライ たべもののおはなしシリーズ　エビフライ 村上　しいこ 著 さとう　めぐみ 画 講談社//講談社

ねこの町のリリアのパン　たべもののおはなしシリーズパン たべもののおはなしシリーズ　パン 小手鞠　るい 著 くま　あやこ 画 講談社//講談社

天の川のラーメン屋　たべもののおはなしシリーズラーメン たべもののおはなしシリーズ　ラーメン 富安　陽子 著 石川　えりこ 画 講談社//講談社

いちにちだじゃれ ＰＨＰにこにこえほん ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

ぼくのがっこう わたしのえほん 鈴木　のりたけ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

恐竜トリケラトプスとウミガメのしま　カルカロドントサウルスとたたかうまき　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

恐竜トリケラトプスうみをわたる　モササウルスとたたかうまき　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

恐竜トリケラトプスとカルノタウルス　にくしょくツノりゅうとたたかうまき　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

恐竜とあそぼう！パズル・クイズ・まちがいさがし　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

恐竜トリケラトプスとテリジノサウルス　はらぺこきょうりゅうをたすけるまき　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

もっと恐竜とあそぼう！パズル・クイズ・まちがいさがし　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

恐竜トリケラトプスとそこなしのぬま　アルバートサウルスとたたかうまき　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

恐竜トリケラトプスとアルゼンチノサウルス　きょだいきょうりゅうとであうまき　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

恐竜トリケラトプスとダスプレトサウルス　プレトのぼうけんのまき　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

恐竜トリケラトプスとスピノぼうや　デルタドロメウスとたたかうまき　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

恐竜トリケラトプスとゴルゴサウルス　きけんなてきとたたかうまき　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

恐竜トリケラトプスとあくまのもり　ギガノトサウルスとたたかうまき　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい　マイアサウラをたすけるまき　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス　きょだいよくりゅうとたたかうまき　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

恐竜トリケラトプスとティラノクイーン　さいきょうのてきとたたかうまき　恐竜だいぼうけん 恐竜だいぼうけん 黒川　みつひろ 著 小峰書店//小峰書店

おいしそうなしろくま ＰＨＰにこにこえほん 柴田　ケイコ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

あま～いしろくま ＰＨＰにこにこえほん 柴田　ケイコ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

おべんとうしろくま ＰＨＰにこにこえほん 柴田　ケイコ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

うみのごちそうしろくま ＰＨＰにこにこえほん 柴田　ケイコ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

おやさいしろくま ＰＨＰにこにこえほん 柴田　ケイコ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

あかいしろくま ＰＨＰにこにこえほん 柴田　ケイコ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

にくにくしろくま ＰＨＰにこにこえほん 柴田　ケイコ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

情報通信のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ184 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

とり　ふしぎ・びっくり！こども図鑑 ふしぎ・びっくり！こども図鑑 学研

どうぶつ　ふしぎ・びっくり！こども図鑑 ふしぎ・びっくり！こども図鑑 学研

くさばな　ふしぎ・びっくり！こども図鑑 ふしぎ・びっくり！こども図鑑 学研

さかな　ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 学研

海中記 小林安雅 福音館書店

大研究！こだわりと情熱　かちわり氷　まんが社会見学シリーズ16 まんが社会見学シリーズ16 鈴木俊行 講談社

柞田飛行場 すぎもとれいこ 愛と心を語り継ぐ会

わんぱくだんのまじょのやかた ゆきのゆみこ チャイルド本社

プレス加工と溶接のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ187 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

カプセルトイのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

育てるちえ　動物のちえ３ 動物のちえ　３ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社//偕成社



育てるちえ　動物のちえ３ 動物のちえ　３ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社//偕成社

育てるちえ　動物のちえ３ 動物のちえ　３ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社//偕成社

育てるちえ　動物のちえ３ 動物のちえ　３ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社//偕成社

育てるちえ　動物のちえ３ 動物のちえ　３ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社//偕成社

たくさんのドア アリスン・マギー 著 ユ　テウン 画 なかがわ　ちひろ 訳 主婦の友社//主婦の友社

しあわせのバケツ　改訂版 キャロル・マックラウド 著 デヴィッド・メッシング 画 ＴＯブックス//ＴＯブックス

スポーツ年鑑２０２２ 小学館クリエイティブ 編 ポプラ社

朝日ジュニア学習年鑑２０２２ 朝日新聞出版編集部 編 朝日新聞出版

台風・豪雨　防災学習ガイドもしものときにそなえよう 防災学習ガイドもしものときにそなえよう 石川　実恵子 著 金の星社//金の星社

地震　防災学習ガイドもしものときにそなえよう 防災学習ガイドもしものときにそなえよう 木村　芽久美 著 金の星社//金の星社

津波　防災学習ガイドもしものときにそなえよう 防災学習ガイドもしものときにそなえよう 山田　智子 著 金の星社//金の星社

噴火・豪雪　防災学習ガイドもしものときにそなえよう 防災学習ガイドもしものときにそなえよう 石川　実恵子 著 金の星社//金の星社

日本のことばずかんそら 西野　泉 編 講談社//講談社

日本のことばずかんいろ 西野　泉 編 講談社//講談社

日本のことばずかんかず 西野　泉 編 講談社

しっぽしっぽだーれ？　どうぶつえほんだーれ？どーする？１ どうぶつえほんだーれ？どーする？　１ 穂高　順也 著 クレーン謙 画 岩崎書店//岩崎書店

あくびしてるのだーれ？　どうぶつえほんだーれ？どーする？２ どうぶつえほんだーれ？どーする？　２ 穂高　順也 著 クレーン謙 画 岩崎書店//岩崎書店

あしあしだーれ？　どうぶつえほんだーれ？どーする？３ どうぶつえほんだーれ？どーする？　３ 穂高　順也 著 サトウ　マサノリ 画 岩崎書店//岩崎書店

くちばしだーれ？　どうぶつえほんだーれ？どーする？４ どうぶつえほんだーれ？どーする？　４ 穂高　順也 著 サトウ　マサノリ 画 岩崎書店//岩崎書店

あぶない！どーする？　どうぶつえほんだーれ？どーする？５ どうぶつえほんだーれ？どーする？　５ 穂高　順也 著 西藤　燦 画 岩崎書店//岩崎書店

きょうりゅうほねほねくん　きょうりゅうほねほねくんシリーズ１ きょうりゅうほねほねくんシリーズ　１ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房

ほねほねくんサーカスにいく　きょうりゅうほねほねくんシリーズ２ きょうりゅうほねほねくんシリーズ　２ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房

ほねほねくんスキーにいく　きょうりゅうほねほねくんシリーズ３ きょうりゅうほねほねくんシリーズ　３ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房

ほねほねくんの地下めいろ　きょうりゅうほねほねくんシリーズ４ きょうりゅうほねほねくんシリーズ　４ 末吉　暁子 著 あかね書房//あかね書房

ほねほねくんとなぞの手紙　きょうりゅうほねほねくんシリーズ５ きょうりゅうほねほねくんシリーズ　５ すえよし　あきこ 著 おかもと　さつこ 画 あかね書房//あかね書房

榎本武揚　コミック版日本の歴史幕末・維新人物伝78 日本の歴史　コミック版　７８ 静霞　薫 原著 瀧　玲子 画 ポプラ社//ポプラ社

小早川秀秋　コミック版日本の歴史戦国人物伝79 日本の歴史　コミック版　７９ 静霞　薫 原著 小林　裕和 画 ポプラ社//ポプラ社

北条義時　コミック版日本の歴史鎌倉人物伝80 日本の歴史　コミック版　８０ 静霞　薫 原著 中島　健志 画 ポプラ社//ポプラ社

北条政子　コミック版日本の歴史鎌倉人物伝81 コミック版日本の歴史　８１//鎌倉人物伝// 後藤　ひろみ 加来　耕三 瀧　玲子 ポプラ社

ラストで君は「まさか！」と言う素敵なカン違い ３分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

ラストで君は「まさか！」と言う君との約束 ３分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

ラストで君は「まさか！」と言う神さまのいたずら ３分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

ラストで君は「まさか！」と言う嫌われものの真実 ３分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

ラストで君は「まさか！」と言う切なすぎるキュン ３分間ノンストップショートストーリー ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

イヌがおしえるイヌの本音　飼い主さんに伝えたい１３０のこと みずしな　孝之 画 朝日新聞出版 編著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

うさぎがおしえるうさぎの本音　飼い主さんに伝えたい１３０のこと 井口病院 画 朝日新聞出版 編著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

インコがおしえるインコの本音　飼い主さんに伝えたい１３０のこと 朝日新聞出版 編著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ネコがおしえるネコの本音　飼い主さんに伝えたい１３０のこと 朝日新聞出版 編著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

ハムスターがおしえるハムの本音　飼い主さんに伝えたい１３０のこと 朝日新聞出版 編著 栞子 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

科学で遊ぼう！身近な材料でＫｉｄｓおもしろ科学遊び　図書館版 青野　裕幸 いかだ社//いかだ社

科学で遊ぼう！身近な材料でＫｉｄｓ台所はおもしろ実験ラボ　図書館版 青野　裕幸 いかだ社//いかだ社

科学で遊ぼう！身近な材料でＫｉｄｓおもしろ科学実験ラボ　図書館版 青野　裕幸 いかだ社//いかだ社

心霊探偵ゴーストハンターズ１ 心霊探偵ゴーストハンターズ 石崎　洋司 著 かしのき　彩 画 岩崎書店//岩崎書店

心霊探偵ゴーストハンターズ２ 心霊探偵ゴーストハンターズ 石崎　洋司 著 かしのき　彩 画 岩崎書店//岩崎書店



心霊探偵ゴーストハンターズ３ 心霊探偵ゴーストハンターズ 石崎　洋司 著 かしのき　彩 画 岩崎書店//岩崎書店

心霊探偵ゴーストハンターズ４ 心霊探偵ゴーストハンターズ 石崎　洋司 著 かしのき　彩 画 岩崎書店//岩崎書店

心霊探偵ゴーストハンターズ５ 心霊探偵ゴーストハンターズ 石崎　洋司 著 かしのき　彩 画 岩崎書店//岩崎書店

先生、感想文、書けません！ 山本　悦子 著 佐藤　真紀子 画 童心社//童心社

先生、しゅくだいわすれました 山本　悦子 著 佐藤　真紀子 画 童心社//童心社

知られざる古墳ライフ 譽田　亜紀子 著 スソ　アキコ 画 誠文堂新光社//誠文堂新光社

心理＆ナゾトキゲームＢＯＯＫ永遠回廊からの脱出 読むＣ☆ＳＣＨＯＯＬ 朝日新聞出版 編著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

からだのしくみを学べる！はたらく細胞人体のふしぎ図鑑 講談社 編 講談社//講談社

感染症を正しく学べる！はたらく細胞ウイルス＆細菌図鑑 講談社 編 講談社//講談社

はたらく細胞ワクチン＆おくすり図鑑 講談社 編 月刊少年シリウス編集部 はたらく細胞製作委員会 講談社

猫町ふしぎ事件簿猫神さまは月夜におどります 廣嶋　玲子 著 森野　きこり 画 童心社//童心社

おさるのジョージうんどうかいにでる Ｍ．レイ 原著 Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店//岩波書店

おさるのジョージとうひょうをする Ｍ．レイ 原著 Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店//岩波書店

３分間サバイバル失敗か成功か？運命の選択 粟生　こずえ 著 あかね書房//あかね書房

３分間サバイバル真実を見極めろ！ウイルスパニック 粟生　こずえ 著 あかね書房//あかね書房

３分間サバイバル絶体絶命！危険生物の世界 粟生　こずえ 著 あかね書房//あかね書房

魔法の国の謎とき屋　５分間ノンストップショートストーリー ５分間ノンストップショートストーリー 萩原　弓佳 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

ナイトメアのフカシギクラブ　５分間ノンストップショートストーリー ５分間ノンストップショートストーリー たから　しげる 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

願いを叶える雑貨店黄昏堂２　５分間ノンストップショートストーリー ５分間ノンストップショートストーリー 桐谷　直 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

ホラーチック文具　５分間ノンストップショートストーリー ５分間ノンストップショートストーリー 染谷　果子 著 ＰＨＰ研究所

図書室の奥はあやしい相談室　５分間ノンストップショートストーリー ５分間ノンストップショートストーリー 櫻井　とりお 著 ＰＨＰ研究所

脱出クラブ　５分間ノンストップショートストーリー ５分間ノンストップショートストーリー 黒　史郎 著 ささき　かつお 著 萩原　弓佳 著 ＰＨＰ研究所

スイッチ　もしも今日、あの子と入れ替わったら　５分間ノンストップショートストーリー ５分間ノンストップショートストーリー ココロ　直 著 櫻井　とりお 著 桜川　ハル 著 ＰＨＰ研究所

ＳＤＧｓのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ特別編 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

ゴリランとわたし フリーダ・ニルソン作よこの　なな 訳 ながしま　ひろみ 画 岩波書店//岩波書店

七不思議神社3白い影を追え 緑川　聖司 著 ＴＡＫＡ 画 あかね書房//あかね書房

七不思議神社4幽霊の待つ学校 緑川　聖司 ＴＡＫＡ 画 あかね書房

絶望鬼ごっこ18信じてはいけない地獄警察 集英社みらい文庫　は?２?１８ 針　とら みもり 画 集英社

どっちが強い！？オランウータンＶＳセンザンコウ 角川まんが科学シリーズ　Ａ２７ ジノ ブラックインクチーム 成島　悦雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？ミズダコＶＳノコギリエイ 角川まんが科学シリーズ　Ａ２８ スライウム ブラックインクチーム 新野　大 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？からだレスキュー1グングン呼吸＆消化編 角川まんが科学シリーズ　Ａ７１ ホットブラッドソウルズ 高橋　秀実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？からだレスキュー2ドクドク心臓＆血液編 角川まんが科学シリーズ　Ａ７２ ホットブラッドソウルズ 高橋　秀実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

どっちが強い！？からだレスキュー3バチバチ五感＆神経編 角川まんが科学シリーズ　Ａ７３ ホットブラッドソウルズ 高橋　秀実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ジュニア空想科学読本24 角川つばさ文庫　Ｄや２?２４ 柳田　理科雄 著 きっか 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

絶叫学級34報復ゲームのはじまり編 集英社みらい文庫　い－１－３４ いしかわ　えみ はの　まきみ 著 集英社

絶叫学級33ウワサ話の黒幕編 集英社みらい文庫　い?１?３３ いしかわ　えみ はの　まきみ 著 集英社

絶叫学級32コンプレックスの奴隷編 集英社みらい文庫　い　１－３２ いしかわ　えみ 原著 はの　まきみ 著 集英社//集英社

絶叫学級31赤い断末魔編 集英社みらい文庫　い　１－３１ いしかわ　えみ 原著 はの　まきみ 著 集英社//集英社

生きのこれ！歴死ダンジョン信長のワナとゾンビ兵たち 講談社青い鳥文庫　Ｅり１－５１ りょくち　真太 たもり　ただぢ 画 講談社

きみとの約束 講談社青い鳥文庫　Ｅつ７?１ 津田　トミヤ ひげ猫 画 講談社

龍神王子！外伝龍神界からの招待状　ドラゴンプリンス 講談社青い鳥文庫　Ｅ　み　４－１６ 宮下　恵茉 著 ｋａｙａ８ 画 講談社//講談社

友だちは図書館のゆうれい 草野　あきこ 著 山田　花菜 画 金の星社//金の星社

エレベーターのふしぎなボタン 本はともだち　１５ 加藤　直子 著 杉田　比呂美 画 ポプラ社//ポプラ社

おてがみほしいぞ こうまる　みづほ 丸山　誠司 画 あかね書房



あいがあれば名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社//偕成社

わたしといろんなねこ おくはら　ゆめ 著 あかね書房//あかね書房

ブルガリアのごはん　絵本世界の食事21 絵本世界の食事　２１ 銀城　康子 著 萩原　亜紀子 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

ポルトガルのごはん　絵本世界の食事16 絵本世界の食事　１６ 銀城　康子 著 マルタン・フェノ 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

フィンランドのごはん　絵本世界の食事12 絵本世界の食事　１２ 銀城　康子 著 萩原　亜紀子 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

ペルーのごはん　絵本世界の食事15 絵本世界の食事　１５ 銀城　康子 著 加藤　タカ 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

ポリネシアのごはん　絵本世界の食事23 絵本世界の食事　２３ 銀城　康子 著 マルタン・フェノ 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

ハンガリーのごはん　絵本世界の食事24 絵本世界の食事　２４ 銀城　康子 著 山本　正子 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

モロッコのごはん　絵本世界の食事19 絵本世界の食事　１９ 銀城　康子 著 高松　良己 画 農山漁村文化協会//農山漁村文化協会

くしゃみおじさん 小宮　由 訳 山村　浩二 画 岩波書店//岩波書店

プロ野球のスゴイ話最強ベストナイン編 ポプラポケット文庫　８０９－５ 高橋　安幸 著 「野球太郎」編集部 著 ポプラ社//ポプラ社

プロ野球のスゴイ話プロ野球はじめて物語 ポプラポケット文庫　８０９－３ 高橋　安幸 著 「野球太郎」編集部 著 ポプラ社//ポプラ社

サッカーのスゴイ話 ポプラポケット文庫　８１２－１ 本多　辰成 著 新井　優佑 著 ポプラ社//ポプラ社

知ってる？ミニバスケットボール　クイズでスポーツがうまくなる 鈴木　良和 著 加賀屋　圭子 著 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

みんなで図書館活動この本、おすすめします！１ＰＯＰを作ろう 『この本、おすすめします！』編集委員会 編著 汐文社

みんなで図書館活動この本、おすすめします！２自分だけの表紙・帯を作ろう 『この本、おすすめします！』編集委員会 編著 汐文社

調べよう！わたしたちのまちの施設１市役所 調べよう！わたしたちのまちの施設　１ 山内ススム 著 小峰書店//小峰書店

調べよう！わたしたちのまちの施設２図書館 調べよう！わたしたちのまちの施設　２ オフィス303 編 小峰書店//小峰書店

調べよう！わたしたちのまちの施設３清掃工場とリサイクル 調べよう！わたしたちのまちの施設　３ 山内ススム 著 小峰書店//小峰書店

調べよう！わたしたちのまちの施設４浄水場・下水処理場 調べよう！わたしたちのまちの施設　４ 山内ススム 著 小峰書店//小峰書店

調べよう！わたしたちのまちの施設５消防署 調べよう！わたしたちのまちの施設　５ 山内ススム 著 小峰書店//小峰書店

調べよう！わたしたちのまちの施設６警察署 調べよう！わたしたちのまちの施設　６ 山内ススム 著 小峰書店//小峰書店

調べよう！わたしたちのまちの施設７防災センター 調べよう！わたしたちのまちの施設　７ オフィス303 編 小峰書店//小峰書店

ばけねこ おばけ話絵本　５ 杉山　亮 著 アン　マサコ 画 ポプラ社//ポプラ社

とうもろこしぬぐぞう はじめてえほん　２０ はらしま　まみ 著 ポプラ社//ポプラ社

ねずみくんのピッピッピクニック ねずみくんの絵本　３７ なかえ　よしを 著 上野　紀子 画 ポプラ社//ポプラ社

モグラのモーとグーとラーコ 絵本の時間　５９ みやにし　たつや 著 ポプラ社//ポプラ社

クマとこぐまのコンサート ポプラせかいの絵本　６６ デイビッド・リッチフィールド 著 俵　万智 訳 ポプラ社//ポプラ社

真夜中のちいさなようせい ポプラせかいの絵本　６７ シン　ソンミ 著 清水　知佐子 訳 ポプラ社//ポプラ社

４つごのまじょのおかいもの かわい　みな 著 ポプラ社//ポプラ社

ルビと子ねこのワルツ　本屋さんのルビねこ 野中　柊 著 松本　圭以子 画 理論社//理論社

す～べりだい 鈴木　のりたけ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

ぶららんこ 鈴木　のりたけ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

すなばばば 鈴木　のりたけ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

みけねえちゃんにいうてみな 村上　しいこ 著 くまくら　珠美 画 理論社//理論社

みけねえちゃんにいうてみな2モフモフさいこう！ みけねえちゃんにいうてみな　２ 村上　しいこ 著 くまくら　珠美 画 理論社//理論社

みけねえちゃんにいうてみな3ともだちのひみつ みけねえちゃんにいうてみな　３ 村上　しいこ 著 くまくら　珠美 画 理論社//理論社

クイズとことん都道府県1自然と歴史編 クイズとことん都道府県 佐藤　真理子 画 理論社//理論社

クイズとことん都道府県2産業編 クイズとことん都道府県 佐藤　真理子 画 福場　さおり 画 理論社//理論社

クイズとことん都道府県3都道府県じまん編 クイズとことん都道府県 佐藤　真理子 画 理論社//理論社

どんぐりむらのおまわりさん なかや　みわ 著 学研教育出版//学研マーケティング

３分間サバイバルつかみとれ！最高の結末 粟生　こずえ 著 あかね書房//あかね書房

３分間サバイバル5生還せよ！自然災害の脅威 粟生　こずえ あかね書房

３分間サバイバル6未来を変えろ！天才の発想 粟生　こずえ あかね書房



いえでででんしゃ 新日本おはなしの本だな　３－４ あさの　あつこ 著 佐藤　真紀子 画 新日本出版社//新日本出版社

いえでででんしゃはこしょうちゅう？ おはなしの森　３ あさの　あつこ 著 佐藤　真紀子 画 新日本出版社//新日本出版社

いえでででんしゃはがんばります。 あさの　あつこ 著 佐藤　真紀子 画 新日本出版社//新日本出版社

いえでででんしゃ、しゅっぱつしんこう！ あさの　あつこ 著 佐藤　真紀子 画 新日本出版社//新日本出版社

かくされた意味に気がつけるか？３分間ミステリー 黒　史郎 著 ポプラ社//ポプラ社

かくされた意味に気がつけるか？３分間ミステリー真実はそこにある 粟生　こずえ 著 ポプラ社//ポプラ社

かくされた意味に気がつけるか？３分間ミステリー謎からの挑戦状 黒　史郎 著 ポプラ社//ポプラ社

かくされた意味に気がつけるか？３分間ミステリー真実を知るのは誰？ 緑川　聖司 著 ポプラ社//ポプラ社

かくされた意味に気がつけるか？３分間ミステリー闇の中の真実 高木　敦史 著 ポプラ社//ポプラ社

かくされた意味に気がつけるか？３分間ミステリーねじれた世界 和智　正喜 著 ポプラ社//ポプラ社

うさぎのマリーのフルーツパーラー わくわくライブラリー 小手鞠　るい 著 永田　萠 画 講談社//講談社

うさぎのモニカのケーキ屋さん わくわくライブラリー 小手鞠　るい 著 たかす　かずみ 画 講談社//講談社

うさぎタウンのおむすびやさん わくわくライブラリー 小手鞠　るい 著 松倉　香子 画 講談社//講談社

うさぎのマリーのフルーツパーラーまいごのこねこ わくわくライブラリー 小手鞠　るい 著 永田　萠 画 講談社//講談社

おさるのゆめ どうわがいっぱい　１４０ いとう　ひろし 著 講談社//講談社

おさるのえほん 講談社の創作絵本シリーズ いとう　ひろし 著 講談社//講談社

りりかさんのぬいぐるみ診療所空色のルリエル わくわくライブラリー かんの　ゆうこ 著 北見　葉胡 画 講談社//講談社

高松・東讃の昭和 樹林舎

記念写真のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ186 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス

ハワイのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ特別編 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

音楽の著作権のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ188 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

ふしぎ駄菓子屋銭天堂18 廣嶋　玲子 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社

そうだったのか！国の名前由来ずかん 西村　まさゆき 著 辻原　康夫 タラ　ジロウ 画 ほるぷ出版

十年屋６見習いのお時間です 廣嶋　玲子 佐竹　美保 画 静山社

ジャンケン必勝てぶくろ　願いがかなう自動はんばいき 願いがかなう自動はんばいき 山口　タオ 著 たかい　よしかず 画 童心社//童心社

算数すきすきメガネ　願いがかなう自動はんばいき 願いがかなう自動はんばいき 山口　タオ たかい　よしかず 画 童心社

のらねこライセンス　願いがかなう自動はんばいき 願いがかなう自動はんばいき 山口　タオ たかい　よしかず 画 童心社

あずきがゆばあさんととら ペク　ヒナ 画 パク　ユンギュ 著 かみや　にじ 訳 偕成社

おかげさまで名探偵 杉山　亮 中川　大輔 画 偕成社

ようかいむらのうきうきクリスマス たかい　よしかず 国土社

パンパンパンパンパンダパン ささき　みお 国土社

がっこうかっぱのおひっこし 山本　悦子 著 市居　みか 画 童心社//童心社

英雄最強王図鑑 健部　伸明 なんば　きび 七海　ルシア 学研プラス

その本は 又吉　直樹 著 ヨシタケ　シンスケ 著 ポプラ社

がっこうかっぱの生まれた日 山本　悦子 市居　みか 画 童心社

ある日とつぜん、霊媒師 エリザベス・コーディー・キメル 著 もりうち　すみこ 訳 朔北社//朔北社

ある日とつぜん、霊媒師２ ある日とつぜん、霊媒師 エリザベス・コーディー・キメル 著 もりうち　すみこ 訳 朔北社//朔北社

ある日とつぜん、霊媒師３ ある日とつぜん、霊媒師 エリザベス・コーディー・キメル 著 もりうち　すみこ 訳 朔北社//朔北社

新選組戦記上 新選組戦記 小前　亮 著 遠田　志帆 画 小峰書店//小峰書店

新選組戦記中 新選組戦記 小前　亮 著 遠田　志帆 画 小峰書店//小峰書店

新選組戦記下 新選組戦記 小前　亮 著 遠田　志帆 画 小峰書店//小峰書店

カメくんとアップルパイ 谷口　智則 著 アリス館//アリス館

ワニのワッフルケーキやさんワニッフル 谷口　智則 著 アリス館//アリス館

カメレオンのかきごおりや 谷口　智則 著 アリス館//アリス館



図書室の怪談死者の本 ポプラキミノベル　み　１－２ 緑川　聖司 著 浮雲　宇一 画 ポプラ社//ポプラ社

図書室の怪談悪魔の本 ポプラキミノベル　み　１－１ 緑川　聖司 著 浮雲　宇一 画 ポプラ社//ポプラ社

もしも動物と話せたら？ ジェイソン・ビッテル 著 ケルシー・バゼル 画 松藤　留美子 訳 化学同人//化学同人

住宅塗装のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ193 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

のどのひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ190 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

どたばたへなちょこ探偵団きえたクリスタルドクロ 藤本ともひこ 文研出版

どろろんようかいの森サンタクロースがやってきた 南田幹太 文研出版

おうちすいえいたいかい 二宮由紀子 文研出版

まてまてまくら たごもり　のりこ 文研出版

絵本で知ろう二十四節気秋 ふじもと　みさと 文研出版

青少年赤十字のひみつ　学研まんがでよくわかるシリーズ189 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研

牛をつないだ椿の木 日本の文学 新美 南吉 著 金の星社

牛をつないだ椿の木 日本の文学 新美 南吉 著 金の星社

牛をつないだ椿の木 日本の文学 新美 南吉 著 金の星社

おばあちゃんをすてちゃいやだ！！ 福井 達雨 文 偕成社

おばあちゃんをすてちゃいやだ！！ 福井 達雨 文 偕成社

杉原千畝物語 杉原 幸子 著 金の星社

ふくろうくん こどもの本 アーノルド　ローベル 作 文化出版局

手塚治虫 にんげんの物語 小野 耕世 著 ブロンズ新社

手塚治虫 にんげんの物語 小野 耕世 著 ブロンズ新社

風にのってきたメアリー・ポピンズ 岩波少年文庫 Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作 岩波書店

さるかに アニメむかしむかし絵本 谷 真介 文 ポプラ社

いないいないばあ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷 みよ子 文 童心社

ちからたろう 日本むかしばなしライブラリー 西本 鶏介 文 フレーベル館

だいくとおにろく 日本むかしばなしライブラリー 今西 祐行 文 フレーベル館

新美南吉童話全集第２巻 新美 南吉 著 大日本図書

新美南吉童話全集第２巻 新美 南吉 著 大日本図書

マヤの一生 子ども図書館 椋 鳩十 作 大日本図書

カワウソの海 椋鳩十全集 椋 鳩十 著 ポプラ社

孤島の野犬 椋鳩十全集 椋 鳩十 著 ポプラ社

手塚治虫 にんげんの物語 小野 耕世 著 ブロンズ新社

木を植えた男 ジャン・ジオノ 原作 あすなろ書房

ノーベル賞１００年のあゆみ４ 戎崎 俊一 監修 ポプラ社

なん者ひなた丸白くもの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤 洋 作 あかね書房

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 斉藤 洋 作 あかね書房

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 斉藤 洋 作 あかね書房

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 斉藤 洋 作 あかね書房

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 斉藤 洋 作 あかね書房

なん者ひなた丸金とん雲の術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤 洋 作 あかね書房

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 斉藤 洋 作 あかね書房

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 斉藤 洋 作 あかね書房

なん者ひなた丸空蝉おとしの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤 洋 作 あかね書房

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 斉藤 洋 作 あかね書房

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 斉藤 洋 作 あかね書房



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 斉藤 洋 作 あかね書房

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 斉藤 洋 作 あかね書房

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 斉藤 洋 作 あかね書房

さんねん峠 フォア文庫 李 錦玉 作 岩崎書店

きつねとかわうそ にほんむかしばなし 岩崎 京子 文 フレーベル館

わらしべちょうじゃ にほんむかしばなし 岩崎 京子 文 フレーベル館

どんなにきみがすきだかあててごらん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 サム・マクブラットニィ ぶん 評論社

朝子さんの一日 永原　達也　文 日本児童教育振興財団

朝子さんの一日 永原　達也　文 日本児童教育振興財団

朝子さんの一日 永原　達也　文 日本児童教育振興財団

朝子さんの一日 永原　達也　文 日本児童教育振興財団

イソップ物語 イソップ 小学館

花のき村と盗人たち 新美南吉童話選集 新美 南吉 著 大日本図書

花のき村と盗人たち 新美南吉童話選集 新美 南吉 著 大日本図書

花のき村と盗人たち 新美南吉童話選集 新美 南吉 著 大日本図書

野山の草花のふしぎ 学研絵とき科学シリーズ 本間三郎 学研

木のふしぎ 学研絵とき科学シリーズ 本間三郎 学研

林と虫たちの一年 絵本図鑑シリーズ 海野 和男 文・写真 岩崎書店

ぞうの王子 評論社の児童図書館・絵本の部屋 フラヴィア・ウィードゥン 絵 評論社

こども世界の民話　上 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社

こども世界の民話　上 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社

こども世界の民話　下 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社

こども世界の民話　下 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社

ぞうの王子 評論社の児童図書館・絵本の部屋 フラヴィア・ウィードゥン 絵 評論社

自由のたびびと南方熊楠 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション 三田村 信行 作 ＰＨＰ研究所

富士山大ばくはつ かこさとし大自然のふしぎえほん かこ さとし 作 小峰書店

三びきのくま せかいむかしばなし 阪田 寛夫 文 フレーベル館

トルストイの民話 偕成社文庫 トルストイ 作 偕成社

富士山大ばくはつ かこさとし大自然のふしぎえほん かこ さとし 作 小峰書店

さんまいのおふだ 松谷みよ子むかしばなし 松谷 みよ子 〔作〕 童心社

ヘンゼルとグレーテル せかいむかしばなし 〔グリム 原著〕 フレーベル館

川遊びから自然を学ぼう 地球環境子ども探検隊 三輪 主彦 著 フレーベル館

しょくぶつ ふしぎがわかるしぜん図鑑 フレーベル館

いろいろなむし 旺文社

いろいろなむし甲虫・セミ・バッタ 旺文社

さかなと水のいきもの 旺文社

ののくさばな春～初夏 旺文社

ののくさばな夏～秋 旺文社

にわとおんしつのはな 旺文社

バナナ あかぎ かんこ 文 リブリオ出版

パイナップル あかぎ かんこ 文 リブリオ出版

マンゴー あかぎ かんこ 文 リブリオ出版

ドラゴンフルーツ あかぎ かんこ 文 リブリオ出版

パパイヤ＆グァバ あかぎ かんこ 文 リブリオ出版



フルーツミックス あかぎ かんこ 文 リブリオ出版

なしのきとあぶらぜみ 自然・きらきら 久保 秀一 写真 偕成社

さわがにべんべ 自然・きらきら 久保 秀一 写真 偕成社

おかえりあかとんぼ 自然・きらきら 久保 秀一 写真 偕成社

とびたて　てんとうむし 自然・きらきら 久保 秀一 写真 偕成社

どんぐりころころ 自然・きらきら 久保 秀一 写真 偕成社

こぎつねこんこん 自然・きらきら 今津 秀雄 写真と文 偕成社

サッカー Ｊスポーツシリーズ ラモス 瑠偉 著 旺文社

バスケットボール Ｊスポーツシリーズ 佐古 賢一 著 旺文社

バレーボール Ｊスポーツシリーズ 青山 繁 著 旺文社

柔道 Ｊスポーツシリーズ 古賀 稔彦 著 旺文社

剣道 Ｊスポーツシリーズ 栄花 直輝 著 旺文社

テニス Ｊスポーツシリーズ 松岡 修造 著 旺文社

卓球 Ｊスポーツシリーズ 松下 浩二 著 旺文社

水泳 Ｊスポーツシリーズ 糸井 統 著 旺文社

むくはとじゅうの名犬物語 椋 鳩十 原作 理論社

雪渡り 宮沢 賢治 原作 金の星社

アルセーヌ・ルパン 世界の名探偵 モーリス・ルブラン 作 岩崎書店

ペリー・メイスン 世界の名探偵 Ｅ．Ｓ．ガードナー 作 岩崎書店

ミス・マープル 世界の名探偵 アガサ・クリスティー 作 岩崎書店

三毛猫ホームズ 世界の名探偵 赤川 次郎 作 岩崎書店

２０世紀のすてきな女性たち１ 岩崎書店

２０世紀のすてきな女性たち２ 岩崎書店

２０世紀のすてきな女性たち３ 岩崎書店

２０世紀のすてきな女性たち４ 岩崎書店

２０世紀のすてきな女性たち５ 岩崎書店

２０世紀のすてきな女性たち６ 岩崎書店

２０世紀のすてきな女性たち７ 岩崎書店

２０世紀のすてきな女性たち８ 岩崎書店

２０世紀のすてきな女性たち９ 岩崎書店

２０世紀のすてきな女性たち１０ 岩崎書店

おじいさんの机 立松和平との絵本集 立松 和平 文 河出書房新社

天とくっついた島 立松和平との絵本集 立松 和平 文 河出書房新社

満月の百年 立松和平との絵本集 立松 和平 文 河出書房新社

黄色いボール 立松和平との絵本集 立松 和平 文 河出書房新社

キツネとのやくそく 立松和平との絵本集 立松 和平 文 河出書房新社

ぽんたのじどうはんばいき ひさかたメルヘン 加藤 ますみ 作 ひさかたチャイルド

とんでいったおなべ ひさかたメルヘン 神沢 利子 作 ひさかたチャイルド

おきゃくは　だあれ ひさかたメルヘン 神沢 利子 作 ひさかたチャイルド

ふしぎなおきゃく ひさかたメルヘン 肥田 美代子 作 ひさかたチャイルド

ねずみの　でんしゃ ひさかたメルヘン 山下 明生 作 ひさかたチャイルド

ねずみのかいすいよく ひさかたメルヘン 山下 明生 作 ひさかたチャイルド

ひらめき美術館第１館 小学館あーとぶっく 結城 昌子 著 小学館

ひらめき美術館第２館 小学館あーとぶっく 結城 昌子 著 小学館



オリーブかあさんのフィリピン民話 アジア心の民話 野村 敬子 編著 星の環会

チュ・ママの台湾民話 アジア心の民話 野村 敬子 編著 星の環会

語りおじさんのベトナム民話 アジア心の民話 坂入 政生 編・語り 星の環会

語りおばさんのインドネシア民話 アジア心の民話 杉浦 邦子 編・語り 星の環会

ハッピーバースデー ときめき文学館 青木 和雄 作 金の星社

マレーシアの子どもたち 西村佐二 学研

ノルウェーの子どもたち 西村佐ニ 学研

スペインの子どもたち 西村佐ニ 学研

オマーンの子どもたち 西村佐ニ 学研

おこりんぼのウサギ パーシーとゆかいななかまたち ニック・バトワース 作 金の星社

おふろぎらいなアナグマ パーシーとゆかいななかまたち ニック・バトワース 作 金の星社

キツネのしゃっくり パーシーとゆかいななかまたち ニック・バトワース 作 金の星社

ふうせんのすきなハリネズミ パーシーとゆかいななかまたち ニック・バトワース 作 金の星社

わたしのせいじゃない あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店

おにはうち　ふくはそと ひさかた傑作集 西本 鶏介 文 ひさかたチャイルド

でこちゃん わたしのえほん つちだ のぶこ さく・え ＰＨＰ研究所

ぼくらは知床探険隊 絵本の泉 関屋 敏隆 文・型染版画 岩崎書店

すいかごろりん 自然・きらきら 久保 秀一 写真 偕成社

かさこじぞう むかしむかし絵本 いわさき きょうこ ぶん ポプラ社

みんなでやってみよう自由研究の本 中野 重人 監修 児童憲章愛の会

私たちの美しい日の丸・君が代 石井　公一郎　監修 明成社

私たちの美しい日の丸・君が代 石井　公一郎　監修 明成社

えっちゃんのながぐつ 野村 ユキ 作 ひさかたチャイルド

ひっこしやどかり 自然・きらきら 久保 秀一 写真 偕成社

ちびっこかたつむり 偕成社のペーパーバック絵本 七尾 純 作 偕成社

かさぶたくん かがくのとも傑作集 やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店

れんげのおきゃくさま 自然・きらきら 久保 秀一 写真 偕成社

道ばたでであう虫たち 海野 和男 写真・文 草土文化

水辺でであう虫たち 海野 和男 写真・文 草土文化

草原でであう虫たち 海野 和男 写真・文 草土文化

雑木林でであう虫たち 海野 和男 写真・文 草土文化

虫のくる校庭づくり 海野 和男 写真・文 草土文化

ソリちゃんのチュソク イ オクベ 絵と文 セーラー出版

どうぞのいす ひさかた絵本傑作集 香山 美子 作 ひさかたチャイルド

たなばた にほんむかしばなし 岩崎 京子 文 フレーベル館

さるのいきぎも にほんむかしばなし 岩崎 京子 文 フレーベル館

あかずきん せかいむかしばなし 矢崎 節夫 文 フレーベル館

きんのさかな せかいむかしばなし 矢崎 節夫 文 フレーベル館

三びきのこぶた せかいむかしばなし 与田 凖一 文 フレーベル館

ちいさなわらいばなし 西本鶏介日本むかしばなし 西本 鶏介 文 鈴木出版

あめをふらせたなみこぞう 西本鶏介日本むかしばなし 西本 鶏介 文 鈴木出版

たのきゅう 西本鶏介日本むかしばなし 西本 鶏介 文 鈴木出版

にげだしたふくのかみ 西本鶏介日本むかしばなし 西本 鶏介 文 鈴木出版

にげだしたふくのかみ 西本鶏介日本むかしばなし 西本 鶏介 文 鈴木出版



たのきゅう 西本鶏介日本むかしばなし 西本 鶏介 文 鈴木出版

そらへとばされたおとこのこ 西本鶏介日本むかしばなし 西本 鶏介 文 鈴木出版

ゆきむすめ 西本鶏介日本むかしばなし 西本 鶏介 文 鈴木出版

こしおれすずめ 西本鶏介日本むかしばなし 西本 鶏介 文 鈴木出版

こしおれすずめ 西本鶏介日本むかしばなし 西本 鶏介 文 鈴木出版

まっ黒なおべんとう 新日本にじの文学 児玉 辰春 作 新日本出版社

オーギュスト・デュパン 世界の名探偵 エドガー・アラン・ポー 作 岩崎書店

シャーロック・ホームズ 世界の名探偵 コナン・ドイル 作 岩崎書店

エルキュール・ポワロ 世界の名探偵 アガサ・クリスティー 作 岩崎書店

エラリー・クイーン 世界の名探偵 エラリー・クイーン 作 岩崎書店

吉田簑太郎の文楽 日本の伝統芸能はおもしろい 小野 幸恵 著 岩崎書店

市川染五郎の歌舞伎 日本の伝統芸能はおもしろい 小野 幸恵 著 岩崎書店

東儀秀樹の雅楽 日本の伝統芸能はおもしろい 小野 幸恵 著 岩崎書店

野村萬斎の狂言 日本の伝統芸能はおもしろい 小野 幸恵 著 岩崎書店

柳家花緑の落語 日本の伝統芸能はおもしろい 小野 幸恵 著 岩崎書店

しらゆきひめ はじめてのめいさくしかけえほん あらかわ しずえ 絵 学研

さるとかに はじめてのめいさくしかけえほん 西内 としお 絵 学研

おむすびころりん はじめてのめいさくしかけえほん すがわら けいこ 絵 学研

おおかみと７ひきのこやぎ はじめてのめいさくしかけえほん さいとう まり 絵 学研

さんびきのこぶた はじめてのめいさくしかけえほん とりごえ まり 絵 学研

うらしまたろう はじめてのめいさくしかけえほん あらかわ しずえ 絵 学研

シンデレラ はじめてのめいさくしかけえほん 菅谷 暁美 絵 学研

きんたろう はじめてのめいさくしかけえほん さいとう まり 絵 学研

にげだしたパンケーキ はじめてのめいさくしかけえほん 佐藤 みよこ 絵 学研

にんじんごぼうだいこん はじめてのめいさくしかけえほん 藤枝 リュウジ 絵 学研

かさじぞう はじめてのめいさくしかけえほん あらかわ しずえ 絵 学研

ブレーメンのおんがくたい はじめてのめいさくしかけえほん 開地 徹 絵 学研

へっこきよめさ はじめてのめいさくしかけえほん すがわら けいこ 絵 学研

わらしべちょうじゃ はじめてのめいさくしかけえほん 藤枝 リュウジ 絵 学研

いっすんぼうし はじめてのめいさくしかけえほん 開地 徹 絵 学研

かもとりごんべえ はじめてのめいさくしかけえほん 西内 としお 絵 学研

よくばりないぬ はじめてのめいさくしかけえほん イソップ 〔原作〕 学研

てぶくろ はじめてのめいさくしかけえほん あおき ひろえ 絵 学研

きたかぜとたいよう はじめてのめいさくしかけえほん イソップ 〔原作〕 学研

ありときりぎりす はじめてのめいさくしかけえほん イソップ 〔原作〕 学研

はだかのおうさま はじめてのめいさくしかけえほん 村松 カツ 絵 学研

まちのねずみいなかのねずみ はじめてのめいさくしかけえほん イソップ 〔原作〕 学研

かぐやひめ はじめてのめいさくしかけえほん 荒川 静恵 絵 学研

ねずみのよめいり はじめてのめいさくしかけえほん 開地 徹 絵 学研

ゾウ どうぶつのおやこ オナー・ヘッド 文 小峰書店

チンパンジー どうぶつのおやこ オナー・ヘッド 文 小峰書店

ホッキョクグマ どうぶつのおやこ オナー・ヘッド 文 小峰書店

ライオン どうぶつのおやこ オナー・ヘッド 文 小峰書店

はたらくじどうしゃ１ 海老原 美宜男 監修 国土社



はたらくじどうしゃ２ 海老原 美宜男 監修 国土社

はたらくじどうしゃ３ 海老原 美宜男 監修 国土社

はたらくじどうしゃ４ 海老原 美宜男 監修 国土社

はたらくじどうしゃ５ 海老原 美宜男 監修 国土社

とびだせ新幹線 乗りものパノラマシリーズ 真島 満秀 写真 あかね書房

すごいぞ電車特急 乗りものパノラマシリーズ 真島 満秀 写真 あかね書房

はしれまちの電車 乗りものパノラマシリーズ 真島 満秀 写真 あかね書房

いそげパトカー・消防車 乗りものパノラマシリーズ 小賀野 実 写真・文・構成 あかね書房

はたらくぞバス・トラック 乗りものパノラマシリーズ 小賀野 実 写真・文・構成 あかね書房

マナティーはやさしいともだち 親と子の写真絵本 福田 幸広 写真・文 ポプラ社

ぽっかぽかだいすきおさるさん 親と子の写真絵本 福田 幸広 写真・文 ポプラ社

コウテイペンギンのおやこ 親と子の写真絵本 内山 晟 写真・文 ポプラ社

ウリボウなかよしだいかぞく 親と子の写真絵本 福田 幸広 写真 ポプラ社

タテゴトアザラシのおやこ 親と子の写真絵本 福田 幸広 写真 ポプラ社

ザリガニ えほん・フォトかみしばい 七尾 純 構成・文 あかね書房

メダカ えほん・フォトかみしばい 七尾 純 構成・文 あかね書房

カブトムシ えほん・フォトかみしばい 七尾 純 構成・文 あかね書房

アゲハチョウ えほん・フォトかみしばい 七尾 純 構成・文 あかね書房

アサガオ えほん・フォトかみしばい 七尾 純 構成・文 あかね書房

タンポポ えほん・フォトかみしばい 七尾 純 構成・文 あかね書房

あらどこだ しのえほん 神沢 利子 詩 国土社

いち しのえほん 谷川 俊太郎 詩 国土社

いとまきのうた しのえほん 香山 美子 詩 国土社

うみのにじ しのえほん こわせ たまみ 詩 国土社

おさるがふねをかきました しのえほん まど みちお 詩 国土社

らんどせるのうた しのえほん 鶴見 正夫 詩 国土社

夕日がせなかをおしてくる しのえほん 阪田 寛夫 詩 国土社

日本の職人さん１ ポプラ社

日本の職人さん２ ポプラ社

日本の職人さん３ ポプラ社

日本の職人さん４ ポプラ社

日本の職人さん５ ポプラ社

日本の職人さん６ ポプラ社

日本の職人さん７ ポプラ社

日本の職人さん８ ポプラ社

日本の職人さん９ ポプラ社

日本の職人さん１０ ポプラ社

伝統工業を調べよう 調べよう・日本の伝統工業 国土社

北海道・東北の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業 国土社

関東の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業 国土社

中部の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業 国土社

近畿の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業 国土社

中国・四国の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業 国土社

九州・沖縄の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業 国土社



楽しく学ぶ川の学校８ 学研

楽しく学ぶ川の学校８ 学研

楽しく学ぶ川の学校８ 学研

総合的学習調べよう身近な自然１ 学研

キタキツネのあかちゃん 親と子の写真絵本 福田 幸広 写真 ポプラ社

イネを育てる 「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう！ 池田 良一 監修 金の星社

図解米なんでも情報 「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう！ 池田 良一 監修 金の星社

米を食べる　栄養と調理 「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう！ 池田 良一 監修 金の星社

都道府県別米データー集 「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう！ 池田 良一 監修 金の星社

住まいとくらしの１００年 佐藤 能丸 監修 ポプラ社

食生活の１００年 佐藤 能丸 監修 ポプラ社

こどもの生活の１００年 佐藤 能丸 監修 ポプラ社

社会生活の１００年 佐藤 能丸 監修 ポプラ社

乗り物と交通の１００年 佐藤 能丸 監修 ポプラ社

産業の１００年 佐藤 能丸 監修 ポプラ社

文化と流行の１００年 佐藤 能丸 監修 ポプラ社

春の名句と季語 藤森 徳秋 編 国土社

夏の名句と季語 藤森 徳秋 編 国土社

秋の名句と季語 藤森 徳秋 編 国土社

冬の名句と季語 藤森 徳秋 編 国土社

俳句の鑑賞とつくり方 藤森 徳秋 編 国土社

春の名歌百選 藤森 徳秋 編 国土社

夏の名歌百選 藤森 徳秋 編 国土社

秋の名歌百選 藤森 徳秋 編 国土社

冬の名歌百選 藤森 徳秋 編 国土社

雑歌百選 藤森 徳秋 編 国土社

聖武天皇 学研まんが人物日本史　奈良時代 学研

天智天皇 学研まんが人物日本史　大和時代 学研

卑弥呼 学研まんが人物日本史　原始時代 学研

紫式部 学研まんが人物日本史　平安時代 学研

クワガタムシ 七尾 純 構成・文 あかね書房

カタツムリ 七尾 純 構成・文 あかね書房

カエル 七尾 純 構成・文 あかね書房

ヒマワリ 七尾 純 構成・文 あかね書房

ツバメ 七尾 純 構成・文 あかね書房

ジャガイモ 七尾 純 構成・文 あかね書房

新聞で調べよう現代日本２１世紀への５年２ 編集委員会 編 大日本図書

新聞で調べよう現代日本２１世紀への５年１ 編集委員会 編 大日本図書

ゆうかんなアジク こどものとも世界昔ばなしの旅 趙 朝勲 再話 福音館書店

まじょのひ こどものとも世界昔ばなしの旅 大塚 勇三 再話 福音館書店

かたつむりとさる こどものとも世界昔ばなしの旅 ヤン・サン さいわ 福音館書店

マリアとコンドル こどものとも世界昔ばなしの旅 稲村 哲也 再話 福音館書店

おどりトラ こどものとも世界昔ばなしの旅 金森 襄作 再話 福音館書店

もどってきたガバタばん こどものとも世界昔ばなしの旅 渡辺 茂男 やく 福音館書店



しろいむすめマニ こどものとも世界昔ばなしの旅 稲村 哲也 再話 福音館書店

カガカガ こどものとも世界昔ばなしの旅 日野 十成 文 福音館書店

ちいさなりょうしタギカーク こどものとも世界昔ばなしの旅 Ｖ．グロツェル 再話 福音館書店

われたたまご こどものとも世界昔ばなしの旅 小野 かおる 再話 画 福音館書店

かものむすめ こどものとも世界昔ばなしの旅 松谷 さやか 訳 福音館書店

おによりつよいおれまーい こどものとも世界昔ばなしの旅 土方 久功 再話 画 福音館書店

チャマコとみつあみのうま こどものとも世界昔ばなしの旅 竹田 鎮三郎 え 福音館書店

ちいさなちいさなおばあちゃん エルサ・ベスコフ 作 偕成社

ぎょうざのひ かとう まふみ 作・絵 偕成社

あそぼうよ 五味 太郎 作 偕成社

だれかがいます 五味 太郎 作 偕成社

くんちゃんはあきらめないもん つちだ のぶこ 作・絵 偕成社

おおきなあかいなや マーガレット・ワイズ・ブラウン さく 偕成社

ＡはアフリカのＡ イフェオマ・オニェフル 作・写真 偕成社

たまちゃんのすてきなかさ かわかみ たかこ さく 偕成社

笛ふきイワーヌシカ 世界の昔話傑作選 Ｍ．ブラートフ 再話 偕成社

うみひこやまひこ 復刊・日本の名作絵本 与田 凖一 文 岩崎書店

うらしま 復刊・日本の名作絵本 平岩 弓枝 文 岩崎書店

うりこひめとあまんじゃく 復刊・日本の名作絵本 木島 始 文 岩崎書店

おおくにぬしのぼうけん 復刊・日本の名作絵本 福永 武彦 文 岩崎書店

かもとりごんべえ 復刊・日本の名作絵本 堀尾 青史 文 岩崎書店

てんにんのはごろも 復刊・日本の名作絵本 堀尾 青史 文 岩崎書店

にほんたんじょう 復刊・日本の名作絵本 岸田 衿子 文 岩崎書店

ゆきむすめ 復刊・日本の名作絵本 木島 始 文 岩崎書店

どの本よもうかな？１・２年生 日本子どもの本研究会 編 国土社

どの本よもうかな？３・４年生 日本子どもの本研究会 編 国土社

どの本よもうかな？５・６年生 日本子どもの本研究会 編 国土社

あしたもともだち 内田 麟太郎 作 偕成社

ごめんねともだち 内田 麟太郎 作 偕成社

ともだちひきとりや 内田 麟太郎 作 偕成社

調べて学ぶ日本の伝統１ 大日本図書

調べて学ぶ日本の伝統２ 大日本図書

調べて学ぶ日本の伝統３ 大日本図書

調べて学ぶ日本の伝統４ 大日本図書

調べて学ぶ日本の伝統５ 大日本図書

昭和（後期）・平成時代 学研

大正・昭和（前期）時代 学研

明治時代（後期） 学研

明治時代（前期） 学研

江戸時代（後期） 学研

江戸時代（前期） 学研

安土桃山時代 学研

室町時代 学研

鎌倉時代 学研



平安時代 学研

飛鳥・奈良時代 学研

大むかしのくらし 学研

森の中のかくれんぼ 虫がいっぱい！南の島 湊 和雄 文・写真 大日本図書

ことばあそび１年生 ことばあそびの本 青戸 かいち 〔ほか〕著 理論社

あるはれたひに りとる 木村 裕一 作 講談社

くものきれまに りとる 木村 裕一 作 講談社

きりのなかで りとる 木村 裕一 作 講談社

どしゃぶりのひに りとる 木村 裕一 作 講談社

ふぶきのあした りとる 木村 裕一 作 講談社

夏の夜のギリシャ神話 文研じゅべにーる ロベルト・ピウミーニ 作 文研出版

ハリー・ポッターの魔法世界ガイド アラン・ゾラ・クロンゼック 早川書房

けんかのきもち からだとこころのえほん 柴田 愛子 文 ポプラ社

おさるがふねをかきました しのえほん まど みちお 詩 国土社

あいうえおにぎり 大きな声で読む詩の絵本 ねじめ 正一 作 偕成社

ともだちくるかな 内田 麟太郎 作 偕成社

からすのパンやさん かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社

トマトの絵本 そだててあそぼう もり としひと へん 農山漁村文化協会

ナスの絵本 そだててあそぼう やまだ きよし へん 農山漁村文化協会

サツマイモの絵本 そだててあそぼう たけだ ひでゆき へん 農山漁村文化協会

ジャガイモの絵本 そだててあそぼう よしだ みのる へん 農山漁村文化協会

トウモロコシの絵本 そだててあそぼう とざわ ひでお へん 農山漁村文化協会

オクラの絵本 そだててあそぼう むらかみ つぎお へん 農山漁村文化協会

イネの絵本 そだててあそぼう やまもと たかかず へん 農山漁村文化協会

ダイズの絵本 そだててあそぼう こくぶん まきえ へん 農山漁村文化協会

カボチャの絵本 そだててあそぼう いとう きみお へん 農山漁村文化協会

ラッカセイの絵本 そだててあそぼう すずき かずお へん 農山漁村文化協会

ケナフの絵本 そだててあそぼう ちば こうぞう へん 農山漁村文化協会

ダイコンの絵本 そだててあそぼう ささき ひさし へん 農山漁村文化協会

ヘチマの絵本 そだててあそぼう ほり やすお へん 農山漁村文化協会

キクの絵本 そだててあそぼう かみむら はるか へん 農山漁村文化協会

スイカの絵本 そだててあそぼう たかはし ひでお へん 農山漁村文化協会

アサガオの絵本 そだててあそぼう わたなべ よしたか へん 農山漁村文化協会

ピーマンの絵本 そだててあそぼう たかはし ひでお へん 農山漁村文化協会

ホウレンソウの絵本 そだててあそぼう かがわ あきら へん 農山漁村文化協会

チューリップの絵本 そだててあそぼう いまにし ひでお へん 農山漁村文化協会

ソバの絵本 そだててあそぼう またの としこ へん 農山漁村文化協会

デルトラ・クエスト２ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店

デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店

デルトラ・クエスト４ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店

デルトラ・クエスト５ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店

デルトラ・クエスト６ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店

デルトラ・クエスト７ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店

デルトラ・クエスト８ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店



虚空の旅人 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 偕成社

神の守り人帰還編 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 偕成社

神の守り人来訪編 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 偕成社

夢の守り人 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 偕成社

闇の守り人 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 偕成社

精霊の守り人 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 偕成社

まんじゅうこわい 落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス

はつてんじん 落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス

おにのめん 落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス

どうぶつ句会 あべ 弘士 さく・え 学研

いつもだれかが… ユッタ・バウアー 作・絵 徳間書店

しんかんせんととっきゅうでんしゃ 松澤正二 ポプラ社

しょうぼうしゃとパトカー 松澤正二 ポプラ社

はたらくじどうしゃ 松澤正二 ポプラ社

赤ずきんちゃん 寺村輝夫 小学館

マッチ売りの少女 アンデルセン 小学館

ジャックとまめの木 森山京 小学館

おやゆびひめ 舟崎克彦 小学館

さんびきのやぎ 木村由利子 小学館

ながぐつをはいたねこ 奥本　大三郎 小学館

スホーの馬 さくまゆみこ 小学館

アリババと40人のとうぞく 小沢正 小学館

びっくりさんちのみつごちゃん 絵本・こどものひろば 角野 栄子 文 童心社

すっとんだちょうべい ひかりのくに傑作絵本集 ひがしお あやこ 文 ひかりのくに

つきよのキャベツくん えほんのもり 長 新太 さく 文研出版

どんぐりノート いわさ ゆうこ 作 文化出版局

スーホの白い馬 日本傑作絵本シリーズ 大塚 勇三 再話 福音館書店

うんちしたのはだれよ！ ヴェルナー・ホルツヴァルト 文 偕成社

よあけ 世界傑作絵本シリーズ ユリー・シュルヴィッツ 作・画 福音館書店

雪女 日本の童話名作選 小泉 八雲 作 偕成社

わたしのいもうと 新編・絵本平和のために 松谷 みよ子 文 偕成社

こぶとり むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社

キング牧師の力づよいことば ドリーン・ラパポート 文 国土社

たいへんなひるね こどものとも傑作集 さとう わきこ さく・え 福音館書店

にじいろのさかな 世界の絵本 マーカス・フィスター 作 講談社

かぜのこもりうた くどう なおこ 詩 童話屋

おまえうまそうだな 絵本の時間 宮西 達也 作絵 ポプラ社

でんでんむしのかなしみ 新美 南吉 作 大日本図書

あめだま 新美 南吉 作 にっけん教育出版社

チビクロさんぽ へれん・ばなまん げんさく 北大路書房

ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ１ 光村教育図書

ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ２ 光村教育図書

ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ３ 光村教育図書

ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ４ 光村教育図書



ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ５ 光村教育図書

体験を広げるこどものずかん１ ひかりのくに

体験を広げるこどものずかん２ ひかりのくに

体験を広げるこどものずかん３ ひかりのくに

体験を広げるこどものずかん４ ひかりのくに

体験を広げるこどものずかん５ ひかりのくに

体験を広げるこどものずかん６ ひかりのくに

体験を広げるこどものずかん７ ひかりのくに

体験を広げるこどものずかん８ ひかりのくに

体験を広げるこどものずかん９ ひかりのくに

体験を広げるこどものずかん１０ ひかりのくに

やまとゆきはら 日本傑作絵本シリーズ 関屋 敏隆 さく 福音館書店

おひさまパン エリサ・クレヴェン 作絵 金の星社

やさいのおなか 幼児絵本シリーズ きうち かつ さく・え 福音館書店

葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア 作 童話屋

ダレン・シャン外伝 ダレン・シャン 作 小学館

アンジュール ガブリエル・バンサン 作 ＢＬ出版

ミドリちゃんとよっつのけいと 絵本の時間 おおしま たえこ 作・絵 ポプラ社

まあちゃんのながいかみ こどものとも傑作集 たかどの ほうこ さく 福音館書店

なぜどうして？わかるわかる百科 児童憲章愛の会

大和と武蔵 写真で見る太平洋戦争 吉田 俊雄 著 秋田書店

リサイクル工作ずかん 竹井 史郎 著 小峰書店

おかあさん１ サトウ　ハチロー 日本図書センター

おかあさん２ サトウ ハチロー 著 日本図書センター

おかあさん３ サトウ　ハチロー 日本図書センター

リサイクル工作ずかん 竹井 史郎 著 小峰書店

盲導犬クイールの一生 石黒　謙吾 図書印刷

ダレン・シャン９ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 作 小学館

魔女の宅急便４ 福音館創作童話シリーズ 角野 栄子 作 福音館書店

こども世界の民話上 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社

こども世界の民話下 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社

さんねん峠 新・創作絵本 李 錦玉 作 岩崎書店

ごきげんななめのてんとうむし エリック・カール さく 偕成社

となりのせきのますだくん えほんとなかよし 武田 美穂 作・絵 ポプラ社

マザー・テレサ 愛と勇気をあたえた人びと リチャード・テームズ 著 国土社

ヘレン・ケラー 愛と勇気をあたえた人びと リチャード・テームズ 著 国土社

かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社

椋鳩十動物童話集第１巻 椋 鳩十 著 小峰書店

あしながおじさん 講談社青い鳥文庫 ウェブスター 〔著〕 講談社

坊っちゃん ポプラ社文庫 夏目 漱石 著 ポプラ社

野口英世 ポプラ社文庫 馬場 正男 著 ポプラ社

キュリー夫人 ポプラ社文庫 山本 和夫 著 ポプラ社

くまのパディントン 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド 作 福音館書店

エルマーとりゅう 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店



ファーブルこんちゅう記１ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房

どんぐりと山猫 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

ダンゴムシ やあ！出会えたね 今森 光彦 文・写真 アリス館

科学者レイチェル・カーソン こんな生き方がしたい 小手鞠 るい 著 理論社

悲劇の少女アンネ シュナーベル 著 偕成社

君死にたまうことなかれ 美しい日本の詩歌 大塚 楠緒子 〔ほか〕著 岩崎書店

山のいのち えほんはともだち 立松 和平 作 ポプラ社

二十四の瞳 日本の文学 壷井 栄 著 金の星社

伝記世界を変えた人々２ 偕成社

はじめての草花あそび５ ポプラ社

おつかい しのえほん 工藤 直子 詩 国土社

てのひらをたいように しのえほん やなせ たかし しとえ 国土社

モルモット 生活科を創る会 編 小峰書店

やさしいこうさく７ 竹井 史郎 著 小峰書店

はなさかじいさん はじめてのめいさくしかけえほん 西内 としお 絵 学研

おむすびころりん はじめてのめいさくえほん いもと ようこ 文・絵 岩崎書店

やさしいこうさく３ 竹井 史郎 著 小峰書店

はじめての飼育と栽培１ 生活科を創る会 編 小峰書店

かわいいあかちゃん かこ・さとしかがくの本 かこ さとし 著 童心社

ウラパン・オコサ 絵本・こどものひろば 谷川 晃一 作 童心社

ともだちや 内田 麟太郎 作 偕成社

漢字の絵本 五味 太郎 作 岩崎書店

パンツはきかえのうた しのえほん やなせ たかし しとえ 国土社

七ふくじんとおしょうがつ 行事の由来えほん 山末 やすえ 作 教育画劇

せつぶんだまめまきだ 行事の由来えほん 桜井 信夫 作 教育画劇

ひなまつりにおひなさまをかざるわけ 行事の由来えほん 瀬尾 七重 作 教育画劇

げんきにおよげこいのぼり 行事の由来えほん 今関 信子 作 教育画劇

こねこのははのひ 行事の由来えほん やすい すえこ 作 教育画劇

たなばたものがたり 行事の由来えほん 舟崎 克彦 文 教育画劇

クリスマスにくつしたをさげるわけ 行事の由来えほん 間所 ひさこ 作 教育画劇

きょうとあしたのさかいめ 行事の由来えほん 最上 一平 作 教育画劇

つきよ スピカのおはなしえほん 長 新太 さく 教育画劇

おたんじょうびのおくりもの スピカのおはなしえほん むらやま けいこ さく 教育画劇

おとうさんとさんぽ スピカみんなのえほん にしかわ おさむ ぶん・え 教育画劇

こねこのクリスマス スピカみんなのえほん なかえ よしを 作 教育画劇

ばけものつかい 落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス

２１世紀によむ日本の古典２ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典３ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典４ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典５ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典６ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典７ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典８ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典９ ポプラ社



２１世紀によむ日本の古典１０ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典１１ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典１２ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典１３ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典１４ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典１５ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典１６ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典１７ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典１８ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典１９ ポプラ社

２１世紀によむ日本の古典２０ ポプラ社

調べてわかる身のまわりのモノのふしぎ１ 中村 智彦 監修 文研出版

調べてわかる身のまわりのモノのふしぎ２ 中村 智彦 監修 文研出版

調べてわかる身のまわりのモノのふしぎ３ 中村 智彦 監修 文研出版

調べてわかる身のまわりのモノのふしぎ４ 中村 智彦 監修 文研出版

みえないってどんなこと？ いのちのえほん 星川 ひろ子 写真・文 岩崎書店

にゃーご ひまわりえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版

米でつくる　たべもの教室１ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店

いもでつくる　たべもの教室３ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店

豆でつくる　たべもの教室４ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店

たまごでつくる　たべもの教室５ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店

牛乳でつくる　たべもの教室６ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店

野菜でつくる１　たべもの教室７ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店

野菜でつくる２　たべもの教室８ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店

魚でつくる　たべもの教室９ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店

肉でつくる　たべもの教室１０ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店

たべもの教室別巻１おいしくつくる料理のひみつ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店

たべもの教室別巻２味つけと料理道具のひみつ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店

ぶたくんと１００ぴきのおおかみ チューリップえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版

ヤギとライオン ひまわりえほんシリーズ 内田 莉莎子 文 鈴木出版

はらぺこおおかみとぶたのまち ひまわりえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版

なしうりと　せんにん せかいのむかしばなし 小沢 正 文 チャイルド本社

しんでれら チャイルド絵本館 大石 真 文 チャイルド本社

ヘンゼルとグレーテル 絵本・グリム童話 グリム 〔原作〕 教育画劇

灰かぶり 絵本・グリム童話 グリム 〔原作〕 教育画劇

六にんぐみせかいあるき 絵本・グリム童話 グリム 〔原作〕 教育画劇

赤ずきん 絵本・グリム童話 グリム 〔原作〕 教育画劇

こびとのくつや 絵本・グリム童話 グリム 〔原作〕 教育画劇

しらゆきひめ 絵本・グリム童話 グリム 〔原作〕 教育画劇

野ネズミの森 森の新聞 今泉 吉晴 著 フレーベル館

ハヤブサの都市 森の新聞 宮崎 学 著 フレーベル館

アリのお花畑 森の新聞 河野 昭一 著 フレーベル館

ホタルの里 森の新聞 大場 信義 著 フレーベル館

ウミガメの海岸 森の新聞 内田 至 著 フレーベル館



カワネズミの谷 森の新聞 北垣 憲仁 著 フレーベル館

ニホンザルの山 森の新聞 伊沢 紘生 著 フレーベル館

水鳥たちの干潟 森の新聞 蓮尾 純子 著 フレーベル館

アホウドリの島 森の新聞 長谷川 博 著 フレーベル館

さかなの森 森の新聞 松永 勝彦 著 フレーベル館

カケスの森 森の新聞 中村 浩志 著 フレーベル館

タヌキの丘 森の新聞 小川 智彦 著 フレーベル館

ツバメの街 森の新聞 川道 美枝子 著 フレーベル館

カエルの田んぼ 森の新聞 長谷川 雅美 著 フレーベル館

ヤドカリの海辺 森の新聞 今福 道夫 著 フレーベル館

サンゴの海 森の新聞 ジャック・モイヤー 著 フレーベル館

チョウの庭 森の新聞 石井 実 著 フレーベル館

モグラの地中 森の新聞 今泉 吉晴 著 フレーベル館

オシドリの木 森の新聞 星野 嘉助 著 フレーベル館

ヒグマの原野 森の新聞 青井 俊樹 著 フレーベル館

世界各地のくらし１ ポプラ社

世界各地のくらし２ ポプラ社

世界各地のくらし３ ポプラ社

世界各地のくらし４ ポプラ社

世界各地のくらし５ ポプラ社

世界各地のくらし６ ポプラ社

世界各地のくらし７ ポプラ社

世界各地のくらし８ ポプラ社

世界各地のくらし９ ポプラ社

世界各地のくらし１０ ポプラ社

世界各地のくらし１１ ポプラ社

世界各地のくらし１２ ポプラ社

世界各地のくらし１３ ポプラ社

世界各地のくらし１４ ポプラ社

世界各地のくらし１５ ポプラ社

世界各地のくらし１６ ポプラ社

世界各地のくらし１７ ポプラ社

世界各地のくらし１８ ポプラ社

世界各地のくらし１９ ポプラ社

世界各地のくらし２０ ポプラ社

世界各地のくらし２１ ポプラ社

世界各地のくらし２２ ポプラ社

世界各地のくらし２３ ポプラ社

世界各地のくらし２４ ポプラ社

世界各地のくらし２５ ポプラ社

世界各地のくらし２６ ポプラ社

世界各地のくらし２７ ポプラ社

世界各地のくらし２８ ポプラ社

世界各地のくらし２９ ポプラ社



世界各地のくらし３０ ポプラ社

シャーロック・ホームズの冒険 少年少女世界名作の森 アーサー・コナン・ドイル 〔著〕 集英社

ロビン・フッドの冒険 少年少女世界名作の森 生田 信夫 訳 集英社

こびとのくつや せかいのむかしばなし 立原 えりか 著 チャイルド本社

ふしぎな　がちょう せかいのむかしばなし 西本 鶏介 文 チャイルド本社

点字のれきし 点字の世界へようこそ 黒崎 惠津子 文 汐文社

点字・はじめの一歩 点字の世界へようこそ 黒崎 惠津子 文 汐文社

点字について話そう 点字の世界へようこそ 黒崎 惠津子 文 汐文社

アンネの日記 アンネ・フランク

二十四の瞳 文芸まんがシリーズ 壷井 栄 原作 ぎょうせい

おうさまの　みみは　ろばの　みみ せかいのむかしばなし 岸田 衿子 文 チャイルド本社

くものきれまに あらしのよるにシリーズ　大型版　３　 きむら ゆういち 作 講談社

どしゃぶりのひに あらしのよるにシリーズ　大型版　５ きむら ゆういち 作 講談社

ふぶきのあした あらしのよるにシリーズ　大型版　６ きむら ゆういち 作 講談社

のはらうた２ くどう なおこ 作 童話屋

のはらうた３ くどうなおことのはらみんな 作 童話屋

おむすびころりん にほんのむかしばなし 香山 美子 文 チャイルド本社

マッチうりのしょうじょ チャイルド絵本館 チャイルド本社

にんぎょひめ 立原えりか　文

ななつのほし チャイルド絵本館 矢崎 節夫 文 チャイルド本社

二十四の瞳 壺井　栄 講談社

たのしく書ける読書かんそう文　１・２年生 板橋 清 〔ほか〕編 著 金の星社

さんまいのおふだ 松谷みよ子むかしばなし 松谷 みよ子 〔作〕 童心社

魔女からの手紙 角野 栄子 著 ポプラ社

ワニぼうのこいのぼり 内田 麟太郎 文 文渓堂

しーっ！ぼうやがおひるねしているの ミンフォン・ホ 作 偕成社

さるかに 日本むかし話 瀬川 康男 絵 フレーベル館

とりのみじいさん 日本の民話えほん 小沢 正 文 教育画劇

種をまく人 ポール・フライシュマン 著 あすなろ書房

ノーベル賞１００年のあゆみ１ 戎崎 俊一 監修 ポプラ社

ノーベル賞１００年のあゆみ２ 戎崎 俊一 監修 ポプラ社

ノーベル賞１００年のあゆみ３ 戎崎 俊一 監修 ポプラ社

ノーベル賞１００年のあゆみ５ 戎崎 俊一 監修 ポプラ社

ノーベル賞１００年のあゆみ６ 戎崎 俊一 監修 ポプラ社

ノーベル賞１００年のあゆみ７ 戎崎 俊一 監修 ポプラ社

やってみたい総合学習１ 関口 シュン 絵 草土文化

やってみたい総合学習２ 関口 シュン 絵 草土文化

やってみたい総合学習３ 関口 シュン 絵 草土文化

やってみたい総合学習４ 関口 シュン 絵 草土文化

やってみたい総合学習５ 関口 シュン 絵 草土文化

国際理解に役立つ世界の衣食住１０ 小峰書店

国際理解に役立つ世界の衣食住９ 小峰書店

国際理解に役立つ世界の衣食住８ 小峰書店

国際理解に役立つ世界の衣食住７ 小峰書店



国際理解に役立つ世界の衣食住６ 小峰書店

国際理解に役立つ世界の衣食住５ 小峰書店

国際理解に役立つ世界の衣食住４ 小峰書店

国際理解に役立つ世界の衣食住３ 小峰書店

国際理解に役立つ世界の衣食住２ 小峰書店

国際理解に役立つ世界の衣食住１ 小峰書店

にんぎょのはなし チャイルド絵本館 こわせ たまみ 文 チャイルド本社

てんぐのはなし チャイルド絵本館 岡本 一郎 文 チャイルド本社

たぬきのはなし チャイルド絵本館 片岡 輝 文 チャイルド本社

じぞうさまのはなし チャイルド絵本館 香山 美子 文 チャイルド本社

じぞうさまのはなし チャイルド絵本館 香山 美子 文 チャイルド本社

ゆきんこのはなし チャイルド絵本館 武鹿 悦子 文 チャイルド本社

はつゆめのはなし チャイルド絵本館 渋谷 勲 文 チャイルド本社

かえるの王さま 絵本・グリム童話 グリム 〔原作〕 教育画劇

おばけのソッチねこちゃんのまき ポプラ社の新・小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社

ライオンとねずみ えほん・ドリームランド エド・ヤング 絵 岩崎書店

ハンナのかばん カレン・レビン 著 ポプラ社

うそつきたいかい はれぶたぶんこ 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店

もしもねずみにクッキーをあげると ローラ・ジョフィ・ニューメロフ 文 岩崎書店

ちいさいモモちゃん 講談社青い鳥文庫 松谷 みよ子 著 講談社

二十四の瞳 ポプラ社文庫 壷井 栄 著 ポプラ社

お月さまってどんなあじ？ マイケル・グレイニエツ 絵と文 セーラー出版

くるみわり人形 こどものための世界童話の森 Ｅ・Ｔ・ホフマン さく 集英社

ゾウのはなはなぜ長い こどものための世界童話の森 キプリング さく 集英社

マッチ売りの少女 こどものための世界童話の森 アンデルセン さく 集英社

北風とたいよう こどものための世界童話の森 イソップ 〔さく〕 集英社

おおかみと七ひきの子やぎ こどものための世界童話の森 グリム さく 集英社

あめふりくまのこ 季節の詩の絵本 矢合 直彦 絵 あすなろ書房

ぼうしをかぶろう 季節の詩の絵本 高畠 純 絵 あすなろ書房

やまのこもりうた 季節の詩の絵本 渡辺 有一 絵 あすなろ書房

ちらちらゆき 季節の詩の絵本 黒井 健 絵 あすなろ書房

たまごのなかで 季節の詩の絵本 おの ちよ 絵 あすなろ書房

ね、ぼくのともだちになって！ エリック＝カール 作 偕成社

いつもちこくのおとこのこ あかねせかいの本 ジョン・バーニンガム さく あかね書房

でんしゃにのって うららちゃんののりものえほん とよた かずひこ 著 アリス館

きょうはなんてうんがいいんだろう ひまわりえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版

つきよのくじら ひまわりえほんシリーズ 戸田 和代 作 鈴木出版

彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ 文と絵 あすなろ書房

ぞうのさんすう ヘルメ・ハイネ さく あすなろ書房

あなたがもし奴隷だったら… ジュリアス・レスター 文 あすなろ書房

アンデルセン自伝 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 著 あすなろ書房

ごんぎつね 新美 南吉 作 あすなろ書房

風が吹くとき レイモンド・ブリッグズ さく あすなろ書房

あげはのとぶ日 新日本動物植物えほん 渡辺 守 ぶん 新日本出版社



サルのいる森 新日本動物植物えほん 菊間 かおる ぶん 新日本出版社

あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社

北のさかな南のさかな 新日本動物植物えほん 武田 正倫 ぶん 新日本出版社

さばくのカエル 新日本動物植物えほん 松井 孝爾 ぶん・え 新日本出版社

どんどんのびる草 新日本動物植物えほん 村山 幸三郎 ぶん 新日本出版社

ありのごちそう 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社

とべ　あほうどり 新日本動物植物えほん 長谷川 博 ぶん 新日本出版社

いわしのたび 新日本動物植物えほん 渡辺 可久 ぶん・え 新日本出版社

やどかりのいえさがし 新日本動物植物えほん 武田 正倫 ぶん 新日本出版社

こすもすと虫たち 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社

ひぐまの冬ごもり 新日本動物植物えほん 加納 菜穂子 ぶん 新日本出版社

いしがけちょう日記 新日本動物植物えほん 杉浦 和貴子 ぶん 新日本出版社

むささびのおやこ 新日本動物植物えほん 今泉 吉晴 ぶん 新日本出版社

とかげのしっぽ 新日本動物植物えほん 椋 鳩十 ぶん 新日本出版社

うみがめのふるさと 新日本動物植物えほん 倉田 洋二 ぶん 新日本出版社

あまがえるのてんきよほう 新日本動物植物えほん 松井 孝爾 ぶん・え 新日本出版社

ふかい海のさかな 新日本動物植物えほん 武田 正倫 ぶん 新日本出版社

林のどんぐり 新日本動物植物えほん 広井 敏男 ぶん 新日本出版社

とびたておおたか 新日本動物植物えほん 室伏 三喜男 ぶん・え 新日本出版社

おはようちびっこゴリラ 新日本動物植物えほん 山極 寿一 ぶん 新日本出版社

たつのおとしご 新日本動物植物えほん 武田 正倫 ぶん 新日本出版社

ぞうさんのはな 新日本動物植物えほん 増井 光子 ぶん 新日本出版社

鳥さんとんで 新日本動物植物えほん 中村 登流 ぶん 新日本出版社

おおばことなかよし 新日本動物植物えほん 真船 和夫 ぶん 新日本出版社

虫のひげ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社

たんぽぽ　さいた 新日本動物植物えほん 小川 潔 ぶん 新日本出版社

がんばれ　ひめねずみ 新日本動物植物えほん 今泉 吉晴 ぶん 新日本出版社

たぬきの子 新日本動物植物えほん 増井 光子 ぶん 新日本出版社

見直そう！食と人とのつながり・スローフード 発見！おもしろ「食」シリーズ 石井 智恵美 〔ほか著〕 草土文化

食べてみよう！つみ草・ハーブ・郷土食 発見！おもしろ「食」シリーズ 池上 保子 〔著〕 草土文化

感じてみよう！味・歯ごたえ・舌ざわり 発見！おもしろ「食」シリーズ 岩本 聖子 〔ほか著〕 草土文化

考えてみよう！保存食と食品の安全 発見！おもしろ「食」シリーズ 山岡 寛人 〔著〕 草土文化

調べてみよう！食品の流通 発見！おもしろ「食」シリーズ 山岡 寛人 〔著〕 草土文化

平和と戦争の絵本２ 大月書店

平和と戦争の絵本３ 大月書店

平和と戦争の絵本４ 大月書店

平和と戦争の絵本５ 大月書店

平和と戦争の絵本６ 大月書店

アザラシのカール北海へ帰る くもんの環境保護シリーズ ブルクハルト・バルトス 作 くもん出版

コウノトリのロッテアフリカへの旅立ち くもんの環境保護シリーズ ブルクハルト・バルトス 作 くもん出版

生命がうまれる海辺ウミガメの浜を守る くもんの環境保護シリーズ 清水 達也 文 くもん出版

北の原野の動物医野生のさけびを聞く くもんの環境保護シリーズ 森田 正治 文 くもん出版

どうぶつのはな ふしぎ発見シリーズ わしお としこ 構成・文 アリス館

どうぶつの口 ふしぎ発見シリーズ わしお としこ 構成・文 アリス館



どうぶつのおっぱい ふしぎ発見シリーズ わしお としこ 構成・文 アリス館

訪問活動犬 社会でかつやくするイヌたち こどもくらぶ 編・著 鈴木出版

介助犬 社会でかつやくするイヌたち 介助犬協会 監修 鈴木出版

盲導犬 社会でかつやくするイヌたち アイメイト協会 監修 鈴木出版

聴導犬 社会でかつやくするイヌたち 田中 ひろし 監修 鈴木出版

どうぶつの目 ふしぎ発見シリーズ わしお としこ 構成・文 アリス館

米やトウモロコシ たのしい野菜づくり育てて食べよう 林 義人 文 小峰書店

ダイズやラッカセイ たのしい野菜づくり育てて食べよう 林 義人 文 小峰書店

ジャガイモやサツマイモ たのしい野菜づくり育てて食べよう 林 義人 文 小峰書店

ダイコンやニンジン たのしい野菜づくり育てて食べよう 林 義人 文 小峰書店

キュウリやゴーヤ たのしい野菜づくり育てて食べよう 林 義人 文 小峰書店

トマトやナス たのしい野菜づくり育てて食べよう 林 義人 文 小峰書店

キャベツやハクサイ たのしい野菜づくり育てて食べよう 林 義人 文 小峰書店

スイカやイチゴ たのしい野菜づくり育てて食べよう 林 義人 文 小峰書店

ラベンダーやミント たのしい野菜づくり育てて食べよう 林 義人 文 小峰書店

すぐできるかんたん野菜 たのしい野菜づくり育てて食べよう 林 義人 文 小峰書店

昔のおもちゃをつくろう 大賀 弘章 著 草土文化

磁石あそび ジュニア図鑑 実野 恒久 著 保育社

平和と戦争の絵本１ 大月書店

輪ゴムのメカ つくるメカシリーズ 江川 多喜雄 著 星の環会

とぶおもちゃ工作 吉田 辰男 著 さ・え・ら書房

ながいながいペンギンの話 理論社名作の愛蔵版 いぬい とみこ 作 理論社

さるかに 日本むかし話 瀬川 康男 絵 フレーベル館

動かして遊ぼう 東山　明 明治図書出版

飛ばしたり走らせて遊ぼう 東山　明 明治図書出版

人名・地名おもしろ事典 学研まんが事典シリーズ 学研

中国の歴史　人物事典 集英社

ベーブ＝ルース 少年少女こころの伝記 松村 喜彦 著 新学社・全家研

野口英世 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 浜野 卓也 文 ポプラ社

宮沢賢治童話全集８ 宮沢 賢治 著 岩崎書店

ポケットのないカンガルー Ｈ．Ａ．レイ え 偕成社

のうさぎにげろ 伊藤政顕

どうぶつの耳 ふしぎ発見シリーズ わしお としこ 構成・文 アリス館

手作りおもちゃ１春夏の巻 芹沢 義泰 著 偕成社

おもりのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

かぜのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

じしゃくのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

世界と地球の困った現実 日本国際飢餓対策機構 編 明石書店

小学生詩の本６年生 吉田 瑞穂 編著 小峰書店

さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会 松林社

さぬきのおもしろ国語集 香川県方言研究同好会 松林社

ちっとたんねるけど讃岐の方言知っとんな 藤本　誠 藤本デザイン研究室

本場さぬきうどんの作り方 監修香川県生麺事業協同組合 旭屋出版

日本小百科 伊藤玄二郎 株式会社みずほホールディングス



竜の子太郎 子どもの文学傑作選 松谷 みよ子 著 講談社

ぼくもわたしも梅の花 日本児童文学者協会 編 草土文化

シルバー湖のほとりで 講談社青い鳥文庫 ローラ＝インガルス＝ワイルダー 著 講談社

タンポポ 七尾 純 構成・文 あかね書房

グリム童話　三年生 学年別／新おはなし文庫 グリム 〔原作〕 偕成社

川のいのち 立松 和平 文 くもん出版

田んぼのいのち 立松 和平 文 くもん出版

街のいのち 立松 和平 文 くもん出版

プラム川の土手で 講談社青い鳥文庫 ローラ＝インガルス＝ワイルダー 著 講談社

大きな森の小さな家 講談社青い鳥文庫 ローラ＝インガルス＝ワイルダー 作 講談社

ごんぎつね ポプラ社文庫 新美 南吉 作 ポプラ社

ガラスのうさぎ フォア文庫 高木 敏子 作 金の星社

大草原の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 原作 チャイルド本社

ファーブルの夏ものがたり マーガレット・Ｊ・アンダーソン 作 くもん出版

きりのなかで あらしのよるにシリーズ　大型版　４　 きむら ゆういち 作 講談社

がりばーの　ぼうけん せかいのむかしばなし 谷 真介 文 チャイルド本社

パオちゃんのたのしいおさんぽ なかがわ みちこ さく・え ＰＨＰ研究所

ぐりとぐらのかいすいよく こどものとも傑作集 なかがわ りえこ さく 福音館書店

ねずみのすもう チャイルド絵本館 杉山 径一 文 チャイルド本社

きたかぜのくれたてーぶるかけ チャイルド絵本館 筒井 敬介 文 チャイルド本社

ねずみの　いもほり ひさかたメルヘン 山下 明生 作 ひさかたチャイルド

ひだまり村のあなぐまモンタン 新しい日本の幼年童話 茂市 久美子 作 学研

ひとまねこざる 岩波の子どもの本 エッチ・エイ・レイ 文・絵 岩波書店

きんぎょのひるね げんきわくわくえほん 奥野 涼子 作・絵 フレーベル館

かばくんのふね こどものとも傑作集 岸田 衿子 さく 福音館書店

３びきのくま ポール・ガルドン さく ほるぷ出版

どろんこおそうじ こどものとも傑作集 さとう わきこ さく・え 福音館書店

すいかのたね こどものとも傑作集 さとう わきこ さく・え 福音館書店

ふるやのもり みんなでよもう！日本の昔話 小池 タミ子 文 チャイルド本社

わすれんぼ一年生 どうわがいっぱい あまん きみこ 作 講談社

かもとりごんべえ むかしむかし絵本 さいごう たけひこ ぶん ポプラ社

アンデルセン チャイルド絵本館 大石 真 文 チャイルド本社

とりのみじいさん 日本の民話えほん 小沢 正 文 教育画劇

いばらひめ チャイルド絵本館 チャイルド本社

ホレのおばさん チャイルド絵本館 チャイルド本社

きつねがひろったグリム童話１ グリム 〔原作〕 岩波書店

きつねがひろったグリム童話２ グリム 〔原作〕 岩波書店

とんぼのあかねちゃん かわいいむしのえほん 高家 博成 さく 童心社

かまきりのかまくん かわいいむしのえほん 高家 博成 さく 童心社

てんとうむしのてんてんちゃん かわいいむしのえほん 高家 博成 さく 童心社

ちょうちょのしろちゃん かわいいむしのえほん 高家 博成 さく 童心社

くわがたのがたくん かわいいむしのえほん 高家 博成 さく 童心社

ありこちゃんのおてつだい かわいいむしのえほん 高家 博成 さく 童心社

ころちゃんはだんごむし かわいいむしのえほん 高家 博成 さく 童心社



かぶとむしのぶんちゃん かわいいむしのえほん 高家 博成 さく 童心社

かたつむりののんちゃん かわいいむしのえほん 高家 博成 さく 童心社

ばったのぴょんこちゃん かわいいむしのえほん 高家 博成 さく 童心社

ダイズ 谷本 雄治 著 フレーベル館

イチゴ 谷本 雄治 著 フレーベル館

サラダナ 谷本 雄治 著 フレーベル館

ジャガイモ 谷本 雄治 著 フレーベル館

トマト 谷本 雄治 著 フレーベル館

天は人の上に人をつくらず･･･ 岩崎書店

エルマーのぼうけん 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店

車のいろは空のいろ ポプラ社文庫 あまん きみこ 作 ポプラ社

３アマゾン大脱出 マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

この輝かしい日々 講談社青い鳥文庫 ローラ＝インガルス＝ワイルダー 〔著〕 講談社

大草原の小さな町 講談社青い鳥文庫 ローラ＝インガルス＝ワイルダー 〔著〕 講談社

注文の多い料理店 ポプラ社文庫 宮沢 賢治 著 ポプラ社

新ちゃんがないた！ 文研じゅべにーる 佐藤 州男 作 文研出版

ガラスのうさぎ 現代・創作児童文学 高木 敏子 著 金の星社

楽しい読書感想文の書き方　５年 日本作文の会 編 学校図書

がんくつ王 ポプラ社文庫 デュマ 作 ポプラ社

一休 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 木暮 正夫 文 ポプラ社

星と伝説 偕成社文庫 野尻 抱影 著 偕成社

昼ごはんつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング 坂本 広子 著 偕成社

ちもちも ことばであそぼ ひろかわ さえこ さく アリス館

くりくり ことばであそぼ ひろかわ さえこ さく アリス館

ぷちぷち ことばであそぼ ひろかわ さえこ さく アリス館

にゃーご（大型絵本） 大きな絵本 宮西 達也 作・絵 鈴木出版

バッテリー 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 教育画劇

バッテリー２ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 教育画劇

バッテリー３ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 教育画劇

バッテリー４ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 教育画劇

バッテリー５ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 教育画劇

バッテリー６ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 教育画劇

きたかぜのくれたテーブルかけ 世界名作えほんライブラリー 山脇 恭 文 フレーベル館

つかまったのはだれ？ ことばのからくり 大津 由紀雄 文 岩波書店

パスワードＶＳ．紅カモメ　パソコン通信探偵団事件ノート７ 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作 講談社

パスワード謎旅行　パソコン通信探偵団事件ノート４ 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作 講談社

ご隠居さまは名探偵！ 講談社青い鳥文庫 楠木 誠一郎 作 講談社

パスワードで恋をして　パソコン通信探偵団事件ノート８ 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作 講談社

パスワードは ひ・み・つ　パソコン通信探偵団事件ノート１ 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作 講談社

新編アラビアンナイトＰａｒｔ１ 講談社青い鳥文庫 川真田 純子 訳 講談社

銀河鉄道の夜 講談社青い鳥文庫 宮沢 賢治 〔著〕 講談社

長くつしたのピッピ 講談社青い鳥文庫 アストリッド＝リンドグレーン 作 講談社

名犬ラッシー 講談社青い鳥文庫 エリック＝ナイト 作 講談社

坊っちゃん 講談社青い鳥文庫 夏目 漱石 著 講談社



ロビンソン漂流記 講談社青い鳥文庫 ダニエル＝デフォー 作 講談社

巌窟王 講談社青い鳥文庫 アレクサンドル＝デュマ 〔著〕 講談社

風の又三郎 講談社青い鳥文庫 宮沢 賢治 〔著〕 講談社

ファーブルの昆虫記 講談社青い鳥文庫 アンリ＝ファーブル 〔著〕 講談社

ニルスのふしぎな旅 講談社青い鳥文庫 セルマ＝ラーゲルレーフ 作 講談社

吾輩は猫である 講談社青い鳥文庫 夏目 漱石 〔著〕 講談社

十五少年漂流記 講談社青い鳥文庫 ジュール＝ベルヌ 〔著〕 講談社

三国志 講談社青い鳥文庫 羅 貫中 〔著〕 講談社

トム＝ソーヤーの冒険 講談社青い鳥文庫 マーク＝トウェーン 〔著〕 講談社

飛ぶ教室 講談社青い鳥文庫 エーリッヒ＝ケストナー 作 講談社

大草原の小さな家 講談社青い鳥文庫 ローラ＝インガルス＝ワイルダー 〔作〕 講談社

たのしいムーミン一家 講談社青い鳥文庫 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社

杜子春・トロッコ・魔術 講談社青い鳥文庫 芥川 竜之介 〔著〕 講談社

新編アラビアンナイト上 講談社青い鳥文庫 川真田 純子 訳 講談社

吾輩は猫である上 講談社青い鳥文庫 夏目 漱石 〔著〕 講談社

宝島 講談社青い鳥文庫 ロバート＝ルイス＝スチーブンソン 作 講談社

走れメロス 講談社青い鳥文庫 太宰 治 〔著〕 講談社

源氏物語 講談社青い鳥文庫 紫式部 作 講談社

赤毛のアン 講談社青い鳥文庫 ルーシー＝モード＝モンゴメリー 〔著〕 講談社

若草物語 講談社青い鳥文庫 ルイザ＝メイ＝オルコット 〔著〕 講談社

くものきれまに りとる 木村 裕一 作 講談社

きりのなかで りとる 木村 裕一 作 講談社

どしゃぶりのひに りとる 木村 裕一 作 講談社

ふぶきのあした りとる 木村 裕一 作 講談社

おさるがおよぐ どうわがいっぱい いとう ひろし 作・絵 講談社

おさるになるひ どうわがいっぱい いとう ひろし 作・絵 講談社

おさるのもり どうわがいっぱい いとう ひろし 作・絵 講談社

おさるのおうさま どうわがいっぱい いとう ひろし 作・絵 講談社

おさるはおさる どうわがいっぱい いとう ひろし 作・絵 講談社

おさるのまいにち どうわがいっぱい いとう ひろし 作・絵 講談社

日本・中国・韓国の昔話集１ 出版文化産業振興財団 編集 国立オリンピック記念青少年総合センター

Ｎｏ．６＃１ ＹＡ！ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ あさの あつこ 〔著〕 講談社

Ｎｏ．６　＃２ ＹＡ！ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ あさの あつこ 〔著〕 講談社

サイコバスターズ１ ＹＡ！ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 青樹 佑夜 〔著〕 講談社

妖怪アパートの幽雅な日常１ ＹＡ！ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 香月 日輪 〔著〕 講談社

都会のトム＆ソーヤ　１ ＹＡ！ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ はやみね かおる 〔著〕 講談社

ルドルフといくねこくるねこ 斉藤洋　作　杉浦範茂　絵 講談社

ルドルフとイッパイアッテナ たのしい読書　４年 斎藤洋　作　杉浦範茂　絵 講談社

ルドルフともだちひとりだち 児童文学創作シリーズ 斎藤洋 講談社

ちいさいモモちゃん１ 松谷 みよ子 文 講談社

ルウのおうち 松谷 みよ子 文 講談社

ちいさいモモちゃん３ 松谷 みよ子 文 講談社

学校では教えないおもしろ歴史人物１００ 古川 範康 監修 講談社

小学生の「にほんご」大疑問１００ 日本語を考える会 構成・執筆 講談社



ピーターパン ディズニー 講談社

ダンボ ディズニー 講談社

ふしぎの国のアリス ディズニー 講談社

ピノキオ ディズニー 講談社

バンビ ディズニー 講談社

白雪姫 ディズニー 講談社

101ぴきわんちゃん ディズニー 講談社

わんわん物語 ディズニー 講談社

シンデレラ ディズニー 講談社

ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館

ダレン・シャン２ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館

ダレン・シャン３ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館

ダレン・シャン４ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館

ダレン・シャン５ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館

ダレン・シャン６ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館

ダレン・シャン７ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館

ダレン・シャン１０ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 作 小学館

ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須 正幹 文 童心社

きつねのかみさま 絵本・いつでもいっしょ あまん きみこ 作 ポプラ社

月からきたうさぎ ｆａｎｆａｎファンタジー みなみ らんぼう 作 学研

ねずみくんのたんじょうび ねずみくんの絵本 なかえ よしを 作 ポプラ社

またまた！ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本 なかえ よしを 作 ポプラ社

ぞうさんとねずみくん ねずみくんの絵本 なかえ よしを 作 ポプラ社

とりかえっこ！ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本 なかえ よしを 作 ポプラ社

きょうりゅうがお店にやってきた 世界こどもの文学 アン・フォーサイス 作 金の星社

きょうりゅうがめいろにやってきた 世界こどもの文学 アン・フォーサイス 作 金の星社

きょうりゅうが学校にやってきた 世界こどもの文学 アン・フォーサイス 作 金の星社

きょうりゅうが図書館にやってきた 世界こどもの文学 アン・フォーサイス 作 金の星社

きょうりゅうで町はおおさわぎ 世界こどもの文学 アン・フォーサイス 作 金の星社

白いぼうし　車のいろは空のいろ１ あまん きみこ 作 ポプラ社

車のいろは空のいろ２ あまん きみこ 作 ポプラ社

車のいろは空のいろ３ あまん きみこ 作 ポプラ社

きりぎりすくん ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局

とうさんおはなしして ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局

ルシールはうま ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局

どろんここぶた ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局

かえってきたさけ ミセスこどもの本 フレッド・フレガー 文 文化出版局

きょうりゅうたち ミセスこどもの本 ペギー・パリッシュ 文 文化出版局

ふたりはいっしょ ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局

ふたりはともだち ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局

ふたりはきょうも ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局

カヌーはまんいん ナサニエル・ベンチリー 文 文化出版局

おはなし　ばんざい アーノルド・ローベル 作 文化出版局

ぼくのおじさん アーノルド・ローベル 作 文化出版局



たつのおとしご ロバート・Ａ．モリス 文 文化出版局

ハバードおばさんといぬ ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 絵 文化出版局

赤毛のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社

アンの青春 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社

アンの愛情 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社

アンの幸福 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社

アンの夢の家 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社

アンの愛の家庭 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 作 講談社

虹の谷のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社

アンの娘リラ Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社

アンの友だち Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 作 講談社

アンをめぐる人々 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 作 講談社

ムーミン谷の彗星 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社

ムーミンパパの思い出 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社

ムーミン谷の夏まつり トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社

ムーミン谷の冬 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社

ムーミン谷の仲間たち トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社

ムーミンパパ海へいく トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社

ムーミン谷の十一月 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社

小さなトロールと大きな洪水 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社

ねずみくんとホットケーキ ねずみくんの絵本 なかえ よしを 作 ポプラ社

あそびのおうさまずかんのりもの 学研

あそびのおうさまずかんくさばな 学研

あそびのおうさまずかんおりがみ・あやとり 学研

あそびのおうさまずかんあそび 学研

あそびのおうさまずかん 学研

あそびのおうさまずかんどうぶつ 学研

あそびのおうさまずかんむし 学研

あそびのおうさまずかんいきもの・くらし 学研

あそびのおうさまずかんたべもの 学研

あそびのおうさまずかんからだ 学研

あそびのおうさまずかんそら 学研

あそびのおうさまずかんうみ 学研

あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく 学研

あそびのおうさまずかんきょうりゅう 学研

ローワンと伝説の水晶 リンの谷のローワン エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房

ローワンと黄金の谷の謎 リンの谷のローワン エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房

ローワンとゼバックの黒い影 リンの谷のローワン エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房

ローワンと魔法の地図 リンの谷のローワン エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房

ローワンと白い魔物 リンの谷のローワン エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房

サジュエと魔法の本下 伊藤 英彦 著 文芸社

サジュエと魔法の本上 伊藤 英彦 著 文芸社

のりもの 五味太郎の絵本 五味 太郎 作 絵本館

たかいたかい 五味太郎の絵本 五味 太郎 作 絵本館



おかあさん 五味太郎の絵本 五味 太郎 作 絵本館

ひ 五味太郎の絵本 五味 太郎 作 絵本館

みず 五味太郎の絵本 五味 太郎 作 絵本館

かたち 五味太郎の絵本 五味 太郎 作 絵本館

いっぽんばしわたる 五味 太郎 作・画 絵本館

いっぽんばしわたるＯｎｅ　ｍｏｒｅ 五味 太郎 作 絵本館

みんなそれぞれきのいいなかま 五味 太郎 作 絵本館

おまたせしました 五味 太郎 作 絵本館

とにもかくにもすてきななかま 五味 太郎 作 絵本館

なにはともあれがんばるなかま 五味 太郎 作 絵本館

かずのえほん１・２・３ 五味 太郎 作 絵本館

ことばのえほんあいうえお 五味 太郎 作 絵本館

さる・るるるＯｎｅ　ｍｏｒｅ 五味 太郎 作 絵本館

バク・ククク 五味 太郎 作 絵本館

さんさんさんその２ 五味 太郎 作 絵本館

さん　さん　さん 五味 太郎 作 絵本館

バーバパパのなつやすみ 講談社のバーバパパえほん アネット＝チゾン さく 講談社

バーバパパのしまづくり 講談社のバーバパパえほん アネット＝チゾン さく 講談社

バーバパパのいえさがし 講談社のバーバパパえほん アネット・チゾン さく 講談社

バーバパパのプレゼント 講談社のバーバパパえほん アネット＝チゾン さく 講談社

バーバパパのがっこう 講談社のバーバパパえほん アネット・チゾン さく 講談社

バーバパパのだいサーカス 講談社のバーバパパえほん アネット＝チゾン さく 講談社

バーバパパたびにでる 講談社のバーバパパえほん アネット・チゾン さく 講談社

バーバパパのはこぶね 講談社のバーバパパえほん アネット・チゾン さく 講談社

天の岩戸　日本の神話１ 西野 綾子 文 ひくまの出版

ヤマタノオロチ　日本の神話２ 西野 綾子 文 ひくまの出版

イナバの白うさぎ　日本の神話３ 西野 綾子 文 ひくまの出版

地のそこの国　日本の神話４ 西野 綾子 文 ひくまの出版

ちいさな神さま　日本の神話５ 西野 綾子 文 ひくまの出版

ちからじまんの神さま　日本の神話６ 西野 綾子 文 ひくまの出版

コノハナサクヤヒメ　日本の神話７ 西野 綾子 文 ひくまの出版

ウミサチとヤマサチ　日本の神話８ 西野 綾子 文 ひくまの出版

まぼろしのしろいクマ　日本の神話９ 西野 綾子 文 ひくまの出版

ヤマトタケル　日本の神話１０ 西野 綾子 文 ひくまの出版

じぶんだけのいろ レオ＝レオニ 作 好学社

がらすこつこつからすのこ 石津 ちひろ 文 文化出版局

南極のペンギン 高倉 健 著 集英社

地震をしらべる 環境と人間 茅野 一郎 著 小峰書店

ちびねこグルのぼうけん 世界傑作童話シリーズ アン・ピートリ さく 福音館書店

いちごパックに地層を作ろう 米村 伝治郎 監修 学研

フィルムケースで水を分解しよう 米村 伝治郎 監修 学研

ペットボトルで大気汚染チェック 米村 伝治郎 監修 学研

空きかんトラップでオサムシとり 米村 伝治郎 監修 学研

牛乳パックではがき作り 米村 伝治郎 監修 学研



弁当箱で作るおもしろ自動車 米村 伝治郎 監修 学研

ストローで温度計作り 米村 伝治郎 監修 学研

タマネギで絞り染め 米村 伝治郎 監修 学研

うさぎを　つくろう レオ＝レオニ 作 好学社

ペツェッティーノ レオ・レオニ 〔作〕 好学社

ひとあし　ひとあし レオ・レオニ 〔作〕 好学社

さかなはさかな レオ・レオニ 作 好学社

せかいいちおおきなうち レオ・レオニ 作 好学社

スイミー レオ・レオニ 〔作〕 好学社

おんがくねずみ　ジェラルディン レオ＝レオニ 作 好学社

あいうえおの　き レオ・レオニ 作 好学社

びっくりたまご レオ＝レオニ 作 好学社

マシューのゆめ レオ＝レオニ 作 好学社

ぼくのだ！わたしのよ！ レオ＝レオニ 〔作〕 好学社

コーネリアス レオ＝レオニ 作 好学社

みどりの　しっぽの　ねずみ レオ・レオニ 作 好学社

うさぎたちのにわ レオ・レオニ 作 好学社

ここにいたい！あっちへいきたい！ レオ・レオニ 作 好学社

フレデリック レオ・レオニ 作 好学社

アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ 〔作〕 好学社

クイールはもうどう犬になった こわせ たまみ 文 ひさかたチャイルド

オオカミと１０ぴきの子ブタ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 メアリー・レイナー さく 評論社

くまのこうちょうせんせい こんの ひとみ 作 金の星社

ダレン・シャン１１ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 作 小学館

ダレン・シャン１２ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 作 小学館

どうぶつの本　4・5・6歳のずかんえほん 新装版幼稚園百科ＫＩＮＴＡＲＯ 今泉 忠明 監修 講談社

魔女の宅急便２ 角野 栄子 作 福音館書店

魔女の宅急便３ 福音館創作童話シリーズ 角野 栄子 作 福音館書店

美しい町　上 金子みすゞ童謡全集 金子 みすゞ 著 ＪＵＬＡ出版局

美しい町　下 金子みすゞ童謡全集 金子 みすゞ 著 ＪＵＬＡ出版局

空のかあさま　上 金子みすゞ童謡全集 金子 みすゞ 著 ＪＵＬＡ出版局

空のかあさま　下 金子みすゞ童謡全集 金子 みすゞ 著 ＪＵＬＡ出版局

さみしい王女　下 金子みすゞ童謡全集 金子 みすゞ 著 ＪＵＬＡ出版局

小説　鋼の錬金術師 荒川　弘 スクウェア・エニックス

小説　鋼の錬金術師２ 荒川　弘 スクウェア・エニックス

小説　鋼の錬金術師４ 荒川　弘 スクウェア・エニックス

世界の子どもたちはいま９ 学研

世界の子どもたちはいま１０ 学研

世界の子どもたちはいま２３ 学研

世界の子どもたちはいま２２ 学研

世界の子どもたちはいま２０ 学研

世界の子どもたちはいま１４ 学研

世界の子どもたちはいま１３ 学研

どうぶつの口 ふしぎ発見シリーズ わしお としこ 構成・文 アリス館



新幹線特急列車 超はっけん大図鑑 小賀野 実 監修 ポプラ社

のってみたいな！たのしいのりもの 超はっけん大図鑑 小賀野 実 監修 ポプラ社

日本を走る列車１９５ 超はっけん大図鑑 小賀野 実 監修 ポプラ社

はたらく車 超はっけん大図鑑 小賀野 実 監修 ポプラ社

のってみたいな！たのしいのりもの 超はっけん大図鑑 小賀野 実 監修 ポプラ社

乗りもの 小学館の図鑑ＮＥＯ 真島 満秀 〔ほか〕監修・指導 小学館

虫の飼いかたさがしかた 藤丸 篤夫 〔著〕 福音館書店

子どものためのサッカーがうまくなる本 日本サッカー協会 監修 講談社

新・いのちの食気候 矢頭　徹 やずや

英語で話そう！ 樋口 忠彦 監修 学研

英語で歌おう！ 樋口 忠彦 監修 学研

英語で国際交流 樋口 忠彦 監修 学研

ふたりはいつも ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局

さるとかえるのもちころがし 出版文化産業振興財団 編集 国立オリンピック記念青少年総合センター

一寸法師 出版文化産業振興財団 編集 国立オリンピック記念青少年総合センター

平賀源内展 東京新聞

地震のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 学研

こもれび村のあんぺい先生 ジョイ・ストリート 茂市 久美子 著 あかね書房

ふたりはいつも アーノルド・ローベル 作 文化出版局

ギリシア神話 こども世界名作童話 立原 えりか 文 ポプラ社

四国へＧＯ！サンライズエクスプレス 高森 千穂 作 国土社

たべものの名前のひみつ 名前のはじまり探検隊 国松 俊英 文 岩崎書店

たべものの名前のひみつ 名前のはじまり探検隊 国松 俊英 文 岩崎書店

地名のひみつ 名前のはじまり探検隊 国松 俊英 文 岩崎書店

生きものの名前のなぞ 名前のはじまり探検隊 国松 俊英 文 岩崎書店

生きものの名前のなぞ 名前のはじまり探検隊 国松 俊英 文 岩崎書店

道具の名前のなぞ 名前のはじまり探検隊 国松 俊英 文 岩崎書店

道具の名前のなぞ 名前のはじまり探検隊 国松 俊英 文 岩崎書店

学習俳句・短歌歳時記１ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記１ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記２ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記２ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記３ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記３ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記４ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記４ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記５ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記５ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記６ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記６ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記７ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記７ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記８ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記８ 藤森 徳秋 編 国土社



学習俳句・短歌歳時記９ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記９ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記１０ 藤森 徳秋 編 国土社

学習俳句・短歌歳時記１０ 藤森 徳秋 編 国土社

はじめてであう俳句の本　春の句 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

はじめてであう俳句の本　春の句 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

はじめてであう俳句の本　夏の句 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

はじめてであう俳句の本　夏の句 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

はじめてであう俳句の本　秋の句 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

はじめてであう俳句の本　秋の句 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

はじめてであう俳句の本　冬の句 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

はじめてであう俳句の本　冬の句 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

しゅくだい えほんのマーチ 宗正 美子 原案 岩崎書店

地名のひみつ 名前のはじまり探検隊 国松 俊英 文 岩崎書店

いろ 五味太郎の絵本 五味 太郎 作 絵本館

あかちゃん 五味太郎の絵本 五味 太郎 作 絵本館

のりもの 五味太郎の絵本 五味 太郎 作 絵本館

おかあさん 五味太郎の絵本 五味 太郎 作 絵本館

ながいながい 五味太郎の絵本 五味 太郎 作 絵本館

きもの 五味太郎の絵本 五味 太郎 作 絵本館

さる・るるる 五味 太郎 作・画 絵本館

さる・るるる　Ｏｎｅ　ｍｏｒｅ 五味 太郎 作 絵本館

おばけのてんぷら（大型絵本） ポプラ社のよみきかせ大型絵本 せな けいこ 作・絵 ポプラ社

ぴょーん（大型絵本） ポプラ社のよみきかせ大型絵本 まつおか たつひで 作・絵 ポプラ社

ねずみくんのチョッキ（大型絵本） ポプラ社のよみきかせ大型絵本 なかえ よしを 作 ポプラ社

ありとすいか（大型絵本） ポプラ社のよみきかせ大型絵本 たむら しげる 作・絵 ポプラ社

ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本　１ なかえ　よしを 著 ポプラ社

くまの子ウーフのかいすいよく くまの子ウーフの絵本６ 神沢　利子 著 ポプラ社

ぐりとぐらのおきゃくさま こどものとも傑作集　１ 中川　李枝子 著 福音館書店

あなにおちたぞう はじめてよむ絵本　１１ 寺村　輝夫 著 偕成社

がんばれかぶとむし 自然きらきら　６ 七尾　純 著 偕成社

イソップどうわ えほん・世界のおはなし　９ 森山　京 著 講談社

イソップどうわ えほん・世界のおはなし　９ 森山　京 著 講談社

ふたりはともだち ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 著 文化出版局

虫の飼いかたさがしかた 藤丸　篤夫 著 福音館書店

昆虫のふしぎ　新装版 科学のアルバム虫　１７ 栗林　慧 写真 あかね書房

影との戦い 物語コレクション　ゲド戦記　１ アーシュラ　Ｋ．ル・グウィン 著 岩波書店

こわれた腕環 物語コレクション　ゲド戦記　２ アーシュラ　Ｋ．ル・グウィン 著 岩波書店

さいはての島へ 物語コレクション　ゲド戦記　３ アーシュラ　Ｋ．ル・グウィン 著 岩波書店

帰還 物語コレクションゲド戦記最後の書 アーシュラ　Ｋ．ル・グウィン 著 岩波書店

アースシーの風 物語コレクション　ゲド戦記　５ アーシュラ　Ｋ．ル・グウィン 著 岩波書店

ゲド戦記外伝 物語コレクション アーシュラ　Ｋ．ル・グウィン 著 岩波書店

ライオンと魔女 ナルニア国物語　カラー版 Ｃ．Ｓ．ルイス 著 岩波書店

カスピアン王子のつのぶえ ナルニア国物語　カラー版 Ｃ．Ｓ．ルイス 著 岩波書店



朝びらき丸東の海へ ナルニア国物語　カラー版 Ｃ．Ｓ．ルイス 著 岩波書店

銀のいす ナルニア国物語　カラー版 Ｃ．Ｓ．ルイス 著 岩波書店

馬と少年 ナルニア国物語　カラー版 Ｃ．Ｓ．ルイス 著 岩波書店

魔術師のおい ナルニア国物語　カラー版 Ｃ．Ｓ．ルイス 著 岩波書店

さいごの戦い ナルニア国物語　カラー版 Ｃ．Ｓ．ルイス 著 岩波書店

たまごのなかで 季節の詩の絵本　１ こわせ　たまみ 編 あすなろ書房

あめふりくまのこ 季節の詩の絵本　２ こわせ　たまみ 編 あすなろ書房

ぼうしをかぶろう 季節の詩の絵本　３ こわせ　たまみ 編 あすなろ書房

やまのこもりうた 季節の詩の絵本　４ こわせ　たまみ 編 あすなろ書房

ちらちらゆき 季節の詩の絵本　５ こわせ　たまみ 編 あすなろ書房

いのちのまつり 草場　一壽 著 サンマーク出版

ふれあいの手話　１ ふれあいの手話 丸山　浩路 著 学習研究社

ふれあいの手話　２ ふれあいの手話 丸山　浩路 著 学習研究社

ふれあいの手話　３ ふれあいの手話 丸山　浩路 著 学習研究社

ふれあいの手話　４ ふれあいの手話 丸山　浩路 著 学習研究社

ふれあいの手話　２期１ ふれあいの手話 丸山浩路 著 学習研究社

ふれあいの手話　２期２ ふれあいの手話 丸山浩路 著 学習研究社

ふれあいの手話　２期３ ふれあいの手話 丸山浩路 著 学習研究社

ふれあいの手話　２期４ ふれあいの手話 丸山浩路 著 学習研究社

声に出して楽しんで読もう　１年生 声に出して楽しんで読もう 小森　茂 学習研究社

声に出して楽しんで読もう　２年生 声に出して楽しんで読もう 小森　茂 学習研究社

声に出して楽しんで読もう　３年生 声に出して楽しんで読もう 小森　茂 学習研究社

声に出して楽しんで読もう　４年生 声に出して楽しんで読もう 小森　茂 学習研究社

声に出して楽しんで読もう　５年生 声に出して楽しんで読もう 小森　茂 学習研究社

声に出して楽しんで読もう　６年生 声に出して楽しんで読もう 小森　茂 学習研究社

三国志　１　英傑雄飛の巻 三国志 渡辺　仙州 編訳 偕成社

三国志　２　臥竜出廬の巻 三国志 渡辺　仙州 編訳 偕成社

三国志　３　三国鼎立の巻 三国志 渡辺　仙州 編訳 偕成社

三国志　４　天命帰一の巻 三国志 渡辺　仙州 編訳 偕成社

三国志早わかりハンドブック 渡辺　仙州 編著 偕成社

シンドバッドの冒険 アラビアン・ナイト 斉藤　洋 著 偕成社

アラジンと魔法のランプ アラビアン・ナイト 斉藤　洋 著 偕成社

アリ・ババと四十人の盗賊 アラビアン・ナイト 斉藤　洋 著 偕成社

からすのパンやさん（大型絵本） ビッグブック 加古　里子 著 偕成社

すてきな三にんぐみ（大型絵本） ビッグブック トミー・アンゲラー 著 偕成社

はらぺこあおむし（大型絵本） ビッグブック エリック・カール 著 偕成社

まどからおくりもの（大型絵本） ビッグブック 五味　太郎 著 偕成社

おばけのバーバパパ(大型絵本) ビッグブック アネット・チゾン 著 偕成社

とべバッタ（大型絵本） ビッグブック 田島　征三 著 偕成社

シノダ！樹のことばと石の封印 富安　陽子 著 偕成社

シノダ！チビ竜と魔法の実 富安　陽子 著 偕成社

ぼっこ 偕成社ワンダーランド　２０ 富安　陽子 著 偕成社

ほこらの神さま 富安　陽子 著 偕成社

空へつづく神話 富安　陽子 著 偕成社



昆虫のくらし 生きものＲＯＭ図鑑 海野　和男 著 偕成社

日本どんぐり大図鑑 徳永　桂子 著 偕成社

指先から知能をはぐくむおりがみ　１ 指先から知能をはぐくむおりがみ エキグチ　クニオ 編著 偕成社

指先から知能をはぐくむおりがみ　２ 指先から知能をはぐくむおりがみ エキグチ　クニオ 編著 偕成社

指先から知能をはぐくむおりがみ　３ 指先から知能をはぐくむおりがみ エキグチ　クニオ 編著 偕成社

指先から知能をはぐくむおりがみ　４ 指先から知能をはぐくむおりがみ エキグチ　クニオ 編著 偕成社

指先から知能をはぐくむおりがみ　５ 指先から知能をはぐくむおりがみ エキグチ　クニオ 編著 偕成社

指先から知能をはぐくむおりがみ　６ 指先から知能をはぐくむおりがみ エキグチ　クニオ 編著 偕成社

ビバルディ　伝記世界の作曲家1 伝記世界の作曲家　１ パム・ブラウン 著／／橘高　弓枝 訳 偕成社

バッハ　伝記世界の作曲家2 伝記世界の作曲家　２ シャーロット・グレイ 著／／秋山　いつき 訳 偕成社

モーツァルト　伝記世界の作曲家3 伝記世界の作曲家　３ マイケル・ホワイト 著 偕成社

ベートーベン　伝記世界の作曲家4 伝記世界の作曲家　４ パム・ブラウン 著／／橘高　弓枝 訳 偕成社

シューベルト　伝記世界の作曲家5 伝記世界の作曲家　５ バリー・カーソン・ターナー 著 偕成社

ショパン　伝記世界の作曲家6 伝記世界の作曲家　６ パム・ブラウン 著／／秋山　いつき 訳 偕成社

チャイコフスキー　伝記世界の作曲家7 伝記世界の作曲家　７ マイケル・ポラード 著／／五味　悦子 訳 偕成社

ドビュッシー　伝記世界の作曲家8 伝記世界の作曲家　８ ロデリック・ダネット 著／／橘高　弓枝 訳 偕成社

ドボルザーク　伝記世界の作曲家9 伝記世界の作曲家　９ ロデリック・ダネット 著／／橘高　弓枝 訳 偕成社

グリーグ　伝記世界の作曲家10 伝記世界の作曲家　１０ ウェンディ・トンプソン 著 偕成社

バーンスタイン　伝記世界の作曲家11 伝記世界の作曲家　１１ デイヴィッド・ウィルキンズ 著 偕成社

ジョン・レノン　伝記世界の作曲家12 伝記世界の作曲家　１２ マイケル・ホワイト 著 偕成社

ボブ・マーリー　伝記世界の作曲家13 伝記世界の作曲家　１３ マーシャ・ブロンソン 著／／五味　悦子 訳 偕成社

エルトン・ジョン　伝記世界の作曲家14 伝記世界の作曲家　１４ ジョン・オマホニー 著 偕成社

スティング　伝記世界の作曲家15 伝記世界の作曲家　１５ マーシャ・ブロンソン 著／／松村　佐知子 訳 偕成社

ＮＨＫプロジェクトＸ　１　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

ＮＨＫプロジェクトＸ　２　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

ＮＨＫプロジェクトＸ　３　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

ＮＨＫプロジェクトＸ　４　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

ＮＨＫプロジェクトＸ　５　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

ＮＨＫプロジェクトＸ　６　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

ＮＨＫプロジェクトＸ　７　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

ＮＨＫプロジェクトＸ　８　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

ＮＨＫプロジェクトＸ　９　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

ＮＨＫプロジェクトＸ　１１　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

ＮＨＫプロジェクトＸ　１２　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

ＮＨＫプロジェクトＸ　１３　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

ＮＨＫプロジェクトＸ　１４　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

ＮＨＫプロジェクトＸ　１５　ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社

しっぽのはたらき かがくのとも傑作集　１ 川田　健 著 福音館書店

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック 著 冨山房

ぼくにげちゃうよ マーガレット・ワイズ・ブラウン 著／／クレメント・ハード 画／／岩田　みみ 訳 ほるぷ出版

いちねんせい 谷川　俊太郎 著 小学館

こんとあき 日本傑作絵本シリーズ 林　明子 著 福音館書店

みんなのかお 戸田　杏子 著 福音館書店

のはらうた　１ のはらうた 工藤　直子 著 童話屋



のはらうた２ くどう なおこ 作 童話屋

のはらうた　３ のはらうた 工藤　直子 著 童話屋

のはらうた　４ のはらうた 工藤　直子 著 童話屋

くまの子ウーフ くまの子ウーフの童話集　１ 神沢　利子 著 ポプラ社

あのね、わたしのたからものはね 偕成社・幼年翻訳どうわ ジャニス・メイ・ユードリイ 著 偕成社

ダンゴムシみつけたよ　ふしぎいっぱい写真絵本１ ふしぎいっぱい写真絵本　１ 皆越　ようせい 著 ポプラ社

だいくとおにろく こどものとも傑作集　３６ 松居　直 著 福音館書店

やまなしもぎ 日本傑作絵本シリーズ 平野　直 著 福音館書店

ランパンパン 評論社の児童図書館・絵本の部屋 マギー・ダフ 著／／ホセ・アルエゴ 著／／ホセ・アルエゴ アリアンヌ・ドウィ 画 評論社

ムッシュ・ムニエルのサーカス 佐々木　マキ 著 絵本館

はなさかじい 日本むかし話　１ 松谷　みよ子 著 フレーベル館

にじ ウィルコンの絵本シリーズ ジークフリード・ピー・ルプレヒト 著 セーラー出版

スーホの白い馬 日本傑作絵本シリーズ 大塚　勇三 著 福音館書店

ペレのあたらしいふく 世界傑作絵本シリーズ・スウェーデンの絵本 エルサ・ベスコフ 著／／おのでら　ゆりこ 訳 福音館書店

ほしになったりゅうのきば 日本傑作絵本シリーズ 君島　久子 著 福音館書店

ばけものつかい 川端　誠 著 クレヨンハウス

雑木林のコレクション ふしぎコレクション　２ 今森　光彦 著 フレーベル館

モチモチの木 創作絵本　６ 斎藤　隆介 著 岩崎書店

まるいちきゅうのまるいちにち 安野　光雅 編 童話屋

わすれられないおくりもの 評論社の児童図書館・絵本の部屋 スーザン・バーレイ 著／／小川　仁央 訳 評論社

とっときのとっかえっこ サリー・ウィットマン 著 童話館出版

木はいいなあ ジャニス・メイ・ユードリイ 著 偕成社

まどさんとさかたさんのことばあそび こみねのえほん まど　みちお 著 小峰書店

魔女のたまご あかねせかいの本　１ マデライン・エドモンドソン 著 あかね書房

トチノキ村の雑貨屋さん 茂市　久美子 著 あすなろ書房

ぼくは王さま 新・名作の愛蔵版 寺村　輝夫 著 理論社

ポリーとはらぺこオオカミ　新装 せかいのどうわシリーズ キャサリン・ストー 著 岩波書店

世界のむかしばなし 瀬田　貞二 訳 のら書店

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 著 あかね書房

世界の子どもたち バーナバス・キンダスリー 編 ほるぷ出版

狐 日本の童話名作選 新美　南吉 著 偕成社

オキクルミのぼうけん　新装版 アイヌの民話 萱野　茂 著 小峰書店

いっぽんの鉛筆のむこうに たくさんのふしぎ傑作集 谷川　俊太郎 著 福音館書店

水鳥たちの干潟 森の新聞　８ 蓮尾　純子 著 フレーベル館

えっちゃんのせんそう 岸川　悦子 著 文渓堂

しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 波瀬　満子 編 冨山房

びりっかすの神さま 新・子どもの文学 岡田　淳 著 偕成社

じっぽ あかね創作読物シリーズ　２２ たつみや　章 著 あかね書房

大どろぼうホッツェンプロッツ　改訂 新・世界の子どもの本　１ オトフリート・プロイスラー 著／／中村　浩三 訳 偕成社

ぬすまれた宝物 評論社の児童図書館・文学の部屋 ウイリアム・スタイグ 著 評論社

オオサンショウウオの夏 きらきらジュニアライブシリーズ 阿部　夏丸 著 佼成出版社

わたしと小鳥とすずと 金子　みすゞ 著 ＪＵＬＡ出版局

赤ちゃんのはなし 福音館のかがくのほん マリー・ホール・エッツ 著 福音館書店

どんぐりと山猫 画本宮澤賢治 宮沢　賢治 原著 パロル舎



鬼が出た たくさんのふしぎ傑作集 大西　廣 著 福音館書店

絵ときゾウの時間とネズミの時間 たくさんのふしぎ傑作集 本川　達雄 著 福音館書店

マザー・テレサへの旅 学研のノンフィクション 寮　美千子 著 学習研究社

いつもどこかで 詩を読もう 新川　和江 著 大日本図書

キャプテンはつらいぜ 講談社青い鳥文庫　１２－３キャプテンシリ－ズ　１ 後藤　竜二 著 講談社

たのしいム－ミン一家 講談社青い鳥文庫　２１－１ トーベ・ヤンソン 著 講談社

よりぬきマザーグース 岩波少年文庫　６８ 谷川　俊太郎 訳 岩波書店

絵本玉虫厨子の物語 愛と真実の絵本 平塚　武二 著 童心社

アンジュール ガブリエル・バンサン 著 ビーエル出版

おーいぽぽんた 茨木のり子 福音館書店

バッテリー 教育画劇の創作文学 あさの　あつこ 著 教育画劇

シマが基地になった日 ノンフィクション知られざる世界 真鍋　和子 著 金の星社

歯みがきつくって億万長者 チア・ブックス　４ ジーン・メリル 著 偕成社

黒い兄弟　上 黒い兄弟 リザ・テツナー 著 あすなろ書房

黒い兄弟　下 黒い兄弟 リザ・テツナー 著 あすなろ書房

パパは専業主夫 子どもの文学・青い海シリーズ　４ キルステン・ボイエ 著／／遠山　明子 訳 童話館出版

マチルダはちいさな大天才 評論社の児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 著／／宮下　嶺夫 訳 評論社

弟の戦争 ロバート・ウェストール 著 徳間書店

介助犬ターシャ 大塚　敦子 著 小学館

ナヌークの贈りもの 星野　道夫 著 小学館

ないた 中川　ひろたか 著 金の星社

ひ・み・つ たばた　せいいち 著 童心社

アリからみると かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 桑原　隆一 著 福音館書店

アリからみると かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 桑原　隆一 著 福音館書店

アリからみると かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 桑原　隆一 著 福音館書店

いえでででんしゃはこしょうちゅう？ おはなしの森　３ あさの　あつこ 著 新日本出版社

アレクセイと泉のはなし 本橋　成一 著 アリス館

なぞなぞあそびうた 角野　栄子 著 のら書店

かにむかし 岩波の子どもの本カンガルー印 木下　順二 著 岩波書店

いいことってどんなこと こどものとも傑作集 神沢　利子 著 福音館書店

いっすんぼうし 日本傑作絵本シリーズ 石井　桃子 著 福音館書店

きつねのおきゃくさま 創作えほん あまん　きみこ 著 サンリード

青いかいじゅうと赤いかいじゅう あいとへいわのえほん デイビッド・マッキー 著 アーニ出版

あいうえおっとせい ことばあそびえほん 谷川　俊太郎 著 さえら書房

あいうえおっとせい ことばあそびえほん 谷川　俊太郎 著 さえら書房

ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム 著／／光吉　夏弥 訳 ほるぷ出版

だいこんどのむかし 幼児みんわ絵本　１ 渡辺　節子 著 ほるぷ出版

おかあさんだいすき　改版 岩波の子どもの本　カンガルー印 まーじょりー・ふらっく 著 岩波書店

はたけのともだち 絵本・ちいさななかまたち 田島　征三 著 童心社

いたずらきかんしゃちゅうちゅう 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 バージニア・リー・バートン 著／／むらおか　はなこ 訳 福音館書店

しずくのぼうけん 世界傑作絵本シリーズ・ポーランドの絵本 マリア・テルリコフスカ 著 福音館書店

しょうぼうじどうしゃじぷた こどものとも傑作集２２ 渡辺　茂男 著 福音館書店

しんせつなともだち こどものとも傑作集　３９ 方　軼羣 著 福音館書店

しんせつなともだち こどものとも傑作集　３９ 方　軼羣 著 福音館書店



みんなうんち かがくのとも傑作集　２２ 五味　太郎 著 福音館書店

みんなうんち かがくのとも傑作集　２２ 五味　太郎 著 福音館書店

めっきらもっきらどおんどん こどものとも傑作集８５ 長谷川　摂子 著 福音館書店

ピーターのいす エズラ・ジャック・キーツ 著 偕成社

こころの花たば ＰＨＰにこにこえほん 城谷　英男 著 ＰＨＰ研究所

ずーっとずっとだいすきだよ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ハンス・ウィルヘルム 著 評論社

花いっぱいになあれ 大日本ようねん文庫 松谷　みよ子 著 大日本図書

ふしぎなたいこ 岩波の子どもの本　カンガルー印 石井　桃子 著 岩波書店

グリム童話　３年生 学年別・新おはなし文庫　３年－２ ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム 原著 偕成社

グリム童話　３年生 学年別・新おはなし文庫　３年－２ ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム 原著 偕成社

笛ふきイワーヌシカ 世界の昔話傑作選 ミハイル・ブラートフ 著／／ワレーリー・ワシーリエフ 画／／松谷　さやか 訳 偕成社

三つのオレンジ 世界の昔話傑作選 剣持　弘子 著 偕成社

とらねことじいちゃん　改訂 梅田　俊作 著 ポプラ社

約束 村山　由佳 著 集英社

木の祭り 新美　南吉 著 にっけん教育出版社

木の祭り 新美　南吉 著 にっけん教育出版社

はるふぶき 絵本・こどものひろば 加藤　多一 著 童心社

ザ・ビートルズ 講談社火の鳥人物文庫　２ 広田　寛治 著 講談社

少年・椋鳩十物語 宮下　和男 著 理論社

女優オードリー・ヘップバーン こんな生き方がしたい 古屋　美登里 著 理論社

宮本武蔵 砂田　弘 著 ポプラ社

おきなぐさ いちょうの実 日本の童話名作選 宮沢　賢治 著 偕成社

おきなぐさ いちょうの実 日本の童話名作選 宮沢　賢治 著 偕成社

風の又三郎 画本宮澤賢治 宮沢　賢治 著 パロル舎

肥後の石工 岩波少年文庫　７８ 今西　祐行 著 岩波書店

トムは真夜中の庭で　新版 岩波少年文庫　４１ フィリパ・ピアス 著／／高杉　一郎 訳 岩波書店

ちいさいモモちゃん 児童文学創作シリーズモモちゃんとアカネちゃんの本　１ 松谷　みよ子 著 講談社

総合学習に役立つみんなの世界遺産　１ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 城戸　一夫 著 岩崎書店

総合学習に役立つみんなの世界遺産　２ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 清野　賢司 著 岩崎書店

総合学習に役立つみんなの世界遺産　３ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 小松　亮一 著 岩崎書店

総合学習に役立つみんなの世界遺産　４ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 清原　工 著 岩崎書店

総合学習に役立つみんなの世界遺産　５ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 原　靖一 著 岩崎書店

総合学習に役立つみんなの世界遺産　６ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 鈴木　しのぶ 著 岩崎書店

総合学習に役立つみんなの世界遺産　７ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 倉部　きよたか 著 岩崎書店

絵本図鑑シートンどうぶつ記　１ 絵本図鑑シートンどうぶつ記 アーネスト　Ｔ．シートン 原著 金の星社

絵本図鑑シートンどうぶつ記　２ 絵本図鑑シートンどうぶつ記 アーネスト　Ｔ．シートン 原著 金の星社

絵本図鑑シートンどうぶつ記　３ 絵本図鑑シートンどうぶつ記 アーネスト　Ｔ．シートン 原著 金の星社

絵本図鑑シートンどうぶつ記　４ 絵本図鑑シートンどうぶつ記 アーネスト　Ｔ．シートン 原著 金の星社

絵本図鑑シートンどうぶつ記　５ 絵本図鑑シートンどうぶつ記 アーネスト　Ｔ．シートン 原著 金の星社

小さなスプーンおばさん 新しい世界の童話シリーズ アルフ・プリョイセン 著／／大塚　勇三 訳 学習研究社

スプーンおばさんのぼうけん 新しい世界の童話シリーズ アルフ・プリョイセン 著／／大塚　勇三 訳 学習研究社

スプーンおばさんのゆかいな旅 新しい世界の童話シリーズ アルフ・プリョイセン 著／／大塚　勇三 訳 学習研究社

スプーンおばさんのお料理絵本　お菓子編 アルフ・プリョイセン 原著／／田中　史子 原著／／田中　史子 株田　馨 著 学習研究社

スプーンおばさんのお料理絵本　料理編 アルフ・プリョイセン 原著／／田中　史子 原著／／田中　史子 株田　馨 著 学習研究社



スプーンおばさんのお料理絵本　パーティー編 アルフ・プリョイセン 原著／／田中　史子 原著／／田中　史子 株田　馨 著 学習研究社

窓ぎわのトットちゃん 黒柳　徹子 著 講談社

盗まれた記憶の博物館　上 盗まれた記憶の博物館 ラルフ・イーザウ 著 あすなろ書房

盗まれた記憶の博物館　下 盗まれた記憶の博物館 ラルフ・イーザウ 著 あすなろ書房

くにのはじまり日本の神話　第１巻 日本の神話　第１巻 舟崎　克彦 著 あかね書房

あまのいわと日本の神話　第２巻 日本の神話　第２巻 舟崎　克彦 著 あかね書房

やまたのおろち日本の神話　第３巻 日本の神話　第３巻 舟崎　克彦 著 あかね書房

いなばのしろうさぎ日本の神話　第４巻 日本の神話　第４巻 舟崎　克彦 著 あかね書房

すさのおとおおくにぬし日本の神話　第５巻 日本の神話　第５巻 舟崎　克彦 著 あかね書房

うみさちやまさち日本の神話　第６巻 日本の神話　第６巻 舟崎　克彦 著 あかね書房

ぴょーん（大型絵本） ポプラ社のよみきかせ大型絵本 まつおか　たつひで 著 ポプラ社

ありとすいか（大型絵本） ポプラ社のよみきかせ大型絵本 たむら　しげる 著 ポプラ社

ねずみくんのチョッキ（大型絵本） ポプラ社のよみきかせ大型絵本 なかえ　よしを 著 ポプラ社

おばけのてんぷら（大型絵本） ポプラ社のよみきかせ大型絵本 せな　けいこ 著 ポプラ社

調べよう天気と暮らし　１ 調べよう天気と暮らし 日本気象協会 編著 ポプラ社

調べよう天気と暮らし　２ 調べよう天気と暮らし 日本気象協会 編著 ポプラ社

調べよう天気と暮らし　３ 調べよう天気と暮らし 日本気象協会 編著 ポプラ社

調べよう天気と暮らし　４ 調べよう天気と暮らし 日本気象協会 編著 ポプラ社

調べよう天気と暮らし　５ 調べよう天気と暮らし 日本気象協会 編著 ポプラ社

ゲームでおぼえるはじめての英語　１ ゲームでおぼえるはじめての英語 松崎　博 著 ポプラ社

ゲームでおぼえるはじめての英語　２ ゲームでおぼえるはじめての英語 松崎　博 著 ポプラ社

ゲームでおぼえるはじめての英語　３ ゲームでおぼえるはじめての英語 松崎　博 著 ポプラ社

ゲームでおぼえるはじめての英語　４ ゲームでおぼえるはじめての英語 松崎　博 著 ポプラ社

ゲームでおぼえるはじめての英語　５ ゲームでおぼえるはじめての英語 ジェリー・ソーレス 編 ポプラ社

いちにのさんかんび ジュニア・ポエム双書 くすのき しげのり 著 教育出版センター

野菜・果菜の花たち 讃岐写真作家の会 讃岐写真作家の会

鳥 小学館の図鑑ＮＥＯ 上田 恵介 監修 小学館

恐竜 小学館の図鑑ＮＥＯ 富田 幸光 監修 小学館

クワガタムシ・カブトムシ 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 安富 和男 著 講談社

チョウ 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 白水 隆 著 講談社

ザリガニ・メダカ 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 種村 ひろし 著 講談社

トンボ 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 枝 重夫 著 講談社

カエル 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 種村 ひろし 著 講談社

バードウオッチング 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 竹下 信雄 著 講談社

アリ 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 久保田 政雄 著 講談社

イヌ 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 実吉 達郎 著 講談社

きょうりゅうの世界 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 長谷川 善和 著 講談社

ネコ 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 今泉 忠明 著 講談社

自然のつりあい 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 伊藤 政顕 著 講談社

動物のふしぎ 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 中村 一恵 著 講談社

カタツムリ 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 小菅 貞男 著 講談社

虫のとり方飼い方 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 林 正美 著 講談社

植物のふしぎ 講談社カラー科学大図鑑 講談社

タンポポ・ヒマワリ 講談社カラー科学大図鑑 永井 昭三 著 講談社



アブラナ・ヘチマ 講談社カラー科学大図鑑 永井 昭三 著 講談社

アサガオ 講談社カラー科学大図鑑 永井 昭三 著 講談社

空飛ぶ木馬 アラビアン・ナイト 斉藤 洋 〔訳〕著 偕成社

自動車 講談社カラー科学大図鑑 入交 昭広 著 講談社

飛行機 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 有川 英夫 著 講談社

ふねとひこうき ポプラ社

雲と天気のかんさつ 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 藤井 幸雄 著 講談社

しょくぶつ 講談社

おーいぽぽんた 大岡 信 著 福音館書店

伝えたいふるさとの１００話 地域活性化センター

びんぼうがみとふくのかみ 大川悦生・子どもがはじめてであう民話 大川 悦生 作 ポプラ社

電車 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 広田 尚敬 著 講談社

ミツバチ 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 岡田 一次 著 講談社

燃料電池車のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ 御堀 直嗣 監修 学研コミュニケーションビジネス事業部教材資料制作室

どんなかんじかなあ 中山　千夏 著／／和田　誠 画 自由国民社

とくべつないちにち 世界の絵本 イヴォンヌ・ヤハテンベルフ 著 講談社

あかちゃんてね 星川　ひろ子 著 小学館

わたしたちの帽子 高楼　方子 著 フレーベル館

ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック 著 ほるぷ出版

ロボママ 文研ブックランド エミリー・スミス 著 文研出版

イシガメの里 わたしのワンダーみぢかな生きもの 松久保　晃作 著 小峰書店

イシガメの里 わたしのワンダーみぢかな生きもの 松久保　晃作 著 小峰書店

うそつき大ちゃん ポプラの森　１３ 阿部　夏丸 著 ポプラ社

こんにちはアグネス先生 あかね・ブックライブラリー　１１ カークパトリック・ヒル 著 あかね書房

ライト兄弟はなぜ飛べたのか やさしい科学 土佐　幸子 著 さえら書房

ライト兄弟はなぜ飛べたのか やさしい科学 土佐　幸子 著 さえら書房

キラキラ読書クラブ キラキラ読書クラブ 編 日本図書センター

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　１ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 伊地知　英信 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　２ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 伊地知　英信 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　３ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 伊地知　英信 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　４ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 伊地知　英信 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　５ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 伊地知　英信 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　６ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 伊地知　英信 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　７ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 伊地知　英信 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　８ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 伊地知　英信 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　９ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 大木　邦彦 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　１０ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 大木　邦彦 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　１１ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 大木　邦彦 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　１２ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 大木　邦彦 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　１３ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 大木　邦彦 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　１４ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 大木　邦彦 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　１５ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 大木　邦彦 著 ポプラ社

ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館　１６ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館 大木　邦彦 著 ポプラ社

学校のまわりの生きものずかん　１ 学校のまわりの生きものずかん おくやま　ひさし 著 ポプラ社



学校のまわりの生きものずかん　４ 学校のまわりの生きものずかん おくやま　ひさし 著 ポプラ社

学校のまわりの生きものずかん　２ 学校のまわりの生きものずかん おくやま　ひさし 著 ポプラ社

学校のまわりの生きものずかん　３ 学校のまわりの生きものずかん おくやま　ひさし 著 ポプラ社

昔のくらしの道具事典 小林　克 岩崎書店

昔の子どものくらし事典 本間　昇 岩崎書店

おさかな 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん 金子　みすゞ 著 金の星社

ふしぎ 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん 金子　みすゞ 著 金の星社

明るいほうへ 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん 金子　みすゞ 著 金の星社

星とたんぽぽ 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん 金子　みすゞ 著 金の星社

わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん 金子みすゞ 著 金の星社

世界のじゃんけん 大人と子どものあそびの教科書 田中　ひろし 著 今人舎

おはなしぽっちり　１ おはなしぽっちり もりやま　みやこ 著 小峰書店

おはなしぽっちり　２ おはなしぽっちり もりやま　みやこ 著 小峰書店

おはなしぽっちり　３ おはなしぽっちり もりやま　みやこ 著 小峰書店

おはなしぽっちり　４ おはなしぽっちり もりやま　みやこ 著 小峰書店

くわずにょうぼう こどものとも傑作集　５１ 稲田　和子 著 福音館書店

おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 長谷川　義史 著 ビーエル出版

ぼくおばあちゃんのこになってあげる ひまわりえほんシリーズ 西本鶏介 著 すずき出版

国際理解にやくだつ世界の遊び　１ 国際理解にやくだつ世界の遊び 大貫　美佐子 ポプラ社

国際理解にやくだつ世界の遊び　２ 国際理解にやくだつ世界の遊び 大貫　美佐子 ポプラ社

国際理解にやくだつ世界の遊び　３ 国際理解にやくだつ世界の遊び 大貫　美佐子 ポプラ社

国際理解にやくだつ世界の遊び　４ 国際理解にやくだつ世界の遊び 大貫　美佐子 ポプラ社

国際理解にやくだつ世界の遊び　５ 国際理解にやくだつ世界の遊び 大貫　美佐子 ポプラ社

国際理解にやくだつ世界の遊び　６ 国際理解にやくだつ世界の遊び 大貫　美佐子 ポプラ社

国際理解にやくだつ世界の遊び　７ 国際理解にやくだつ世界の遊び 大貫　美佐子 ポプラ社

世界の外あそび 大人と子どものあそびの教科書 こどもくらぶ 編 今人舎

世界の外あそび 大人と子どものあそびの教科書 こどもくらぶ 編 今人舎

ピン・ポン・バス 竹下　文子 著 偕成社

ラチとらいおん 世界傑作絵本シリーズ・ハンガリーの絵本 マレーク・ベロニカ 著 福音館書店

あすはきっと ドリス・シュワーリン 著 童話館出版

じめんのうえとじめんのした 科学シリーズ アーマ　Ｅ．ウェバー 著 福音館書店

ちいさいおうち 大型絵本　３ バージニア・リー・バートン 著／／石井　桃子 訳 岩波書店

時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ 著／／あべ　きみこ 訳 こぐま社

ロッタちゃんとじてんしゃ アストリッド・リンドグレーン 著 偕成社

せいめいのれきし 大型絵本　１ バージニア・リー・バートン 著 岩波書店

やかまし村の子どもたち 岩波少年文庫１２８ アストリッド・リンドグレーン 著 岩波書店

宇宙から探る地球環境　１ 宇宙から探る地球環境 新井田　秀一 学習研究社

宇宙から探る地球環境　２ 宇宙から探る地球環境 新井田　秀一 学習研究社

宇宙から探る地球環境　３ 宇宙から探る地球環境 新井田　秀一 学習研究社

宇宙から探る地球環境　４ 宇宙から探る地球環境 新井田　秀一 学習研究社

子どものマナー図鑑　１ 子どものマナー図鑑 峯村　良子 著 偕成社

子どものマナー図鑑　２ 子どものマナー図鑑 峯村　良子 著 偕成社

子どものマナー図鑑　３ 子どものマナー図鑑 峯村　良子 著 偕成社

子どものマナー図鑑　４ 子どものマナー図鑑 峯村　良子 著 偕成社



子どものマナー図鑑　５ 子どものマナー図鑑 峯村　良子 著 偕成社

ノガモのうた 世界みんわ絵本　アメリカ 木島　始 著 ほるぷ出版

かたあしのひよこ 世界みんわ絵本　スペイン 水谷　章三 著 ほるぷ出版

白雪姫 世界みんわ絵本　ドイツ 高津　美保子 著 ほるぷ出版

トム・ティット・トット 世界みんわ絵本　イギリス 岩倉　千春 著 ほるぷ出版

ジャックと豆のつる 世界みんわ絵本　イギリス 木下　順二 著 ほるぷ出版

龍宮からきたおよめさん 世界みんわ絵本　中国 馬場　英子 著 ほるぷ出版

クムカン山のトラたいじ 世界みんわ絵本　朝鮮 松谷　みよ子 著 ほるぷ出版

いっきょくいきまぁす わたしのえほん 長谷川　義史 著 ＰＨＰ研究所

となりのイカン 中山　千夏 著 自由国民社

えんにち奇想天外 齋藤　孝 著 ほるぷ出版

だいすきっていいたくて カール・ノラック 著 ほるぷ出版

だきしめてほしくって カール・ノラック 著 ほるぷ出版

ねぇ、わたしのことすき？ カール・ノラック 著 ほるぷ出版

わたしはだいじなたからもの カール・ノラック 著 ほるぷ出版

おでんおんせんにいく おはなしドロップシリーズ 中川　ひろたか 著 佼成出版社

ローティーンのための食育　１ ローティーンのための食育 藤沢　良知 著 小峰書店

ローティーンのための食育　２ ローティーンのための食育 金子　佳代子 著 小峰書店

ローティーンのための食育　３ ローティーンのための食育 金子　佳代子 著 小峰書店

ローティーンのための食育　４ ローティーンのための食育 金子　佳代子 著 小峰書店

たべるのだいすき げんきをつくる食育えほん　１ 吉田　隆子 著 金の星社

じょうぶなからだをつくるたべもの げんきをつくる食育えほん　２ 吉田　隆子 著 金の星社

びょうきからまもってくれるたべもの げんきをつくる食育えほん　３ 吉田　隆子 著 金の星社

つよいちからがでるたべもの げんきをつくる食育えほん　４ 吉田　隆子 著 金の星社

おいしいあじのおてつだい げんきをつくる食育えほん　５ 吉田　隆子 著 金の星社

２１世紀の平和を考えるシリーズ　５ ２１世紀の平和を考えるシリーズ 高橋　央 著 ポプラ社

ちびまるこちゃんのあんぜんえほん　１ さくら　ももこ 原著 金の星社

ちびまるこちゃんのあんぜんえほん　４ ちびまるこちゃんのあんぜんえほん さくら　ももこ 原著 金の星社

ちびまるこちゃんのあんぜんえほん　３ ちびまるこちゃんのあんぜんえほん さくら　ももこ 原著 金の星社

がいこつさん 五味　太郎 著 文化出版局

歯がぬけた わたしのえほん 中川　ひろたか 著 ＰＨＰ研究所

カブトくん タダ　サトシ 著 こぐま社

つな引きのお祭り たくさんのふしぎ傑作集 北村　皆雄 著 福音館書店

ありこのおつかい 日本傑作絵本シリーズ いしい　ももこ 著 福音館書店

そしたらそしたら 日本傑作絵本シリーズ 谷川　俊太郎 著 福音館書店

うえへまいりまぁす わたしのえほん 長谷川　義史 著 ＰＨＰ研究所

わんわん探偵団 杉山　亮 著 偕成社

わんわん探偵団おかわり　うなぎ病院事件の巻 杉山　亮 著 偕成社

わんわん探偵団おりこう　猛犬注意事件の巻 杉山　亮 著 偕成社

にゃんにゃん探偵団 杉山　亮 著 偕成社

にゃんにゃん探偵団おひるね　赤いとびらの家事件の巻 杉山　亮 著 偕成社

ネコのタクシー 福音館創作童話シリーズ 南部　和也 著 福音館書店

おばけのジョージーおおてがら ロバート・ブライト 著 徳間書店

しあわせいっぱい荘にやってきたワニ 世界傑作童話シリーズ アーシュラ・ウィリアムズ 著 福音館書店



だれかののぞむもの こそあどの森の物語　７ 岡田　淳 著 理論社

星になった少年 島田　和子 著 汐文社

かならず見つかる星座の本春の星座を手でさがそう 藤井　旭 著 偕成社

かならず見つかる星座の本夏の星座を手でさがそう 藤井　旭 著 偕成社

かならず見つかる星座の本秋の星座を手でさがそう 藤井　旭 著 偕成社

かならず見つかる星座の本冬の星座を手でさがそう 藤井　旭 著 偕成社

神さまの住む町 わくわく読み物コレクション　７ 楠　章子 著 岩崎書店

ももいろ荘の福子さん おはなしフレンズ！　１１ 村上　しいこ 著 ポプラ社

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　１ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　２ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　４ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　５ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　６ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　７ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　８ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　９ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　１０ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店

おおきいツリー・ちいさいツリー ロバート・バリー 著 大日本図書

奇妙な旅行 星新一ショートショートセレクション　４ 星　新一 著 理論社

ねむりウサギ 星新一ショートショートセレクション　３ 星　新一 著 理論社

宇宙のネロ 星新一ショートショートセレクション　２ 星　新一 著 理論社

ねらわれた星 星新一ショートショートセレクション　１ 星　新一 著 理論社

番号をどうぞ 星新一ショートショートセレクション　５ 星　新一 著 理論社

ネコのタクシーアフリカへ行く 福音館創作童話シリーズ 南部　和也 著 福音館書店

メリーさんの電話 ナツカのおばけ事件簿　１ 斉藤　洋 著 あかね書房

恐怖のろくろっ手 ナツカのおばけ事件簿　２ 斉藤　洋 著 あかね書房

ゆうれいドレスのなぞ ナツカのおばけ事件簿　３ 斉藤　洋 著 あかね書房

真夜中のあわせかがみ ナツカのおばけ事件簿　４ 斉藤　洋 著 あかね書房

わらうピエロ人形 ナツカのおばけ事件簿　５ 斉藤　洋 著 あかね書房

夕ぐれの西洋やしき ナツカのおばけ事件簿　６ 斉藤　洋 著 あかね書房

深夜のゆうれい電車 ナツカのおばけ事件簿　７ 斉藤　洋 著 あかね書房

みえないってどんなこと？ いのちのえほん　１２ 星川　ひろ子 著 岩崎書店

ほんとにほんとにほしいもの あかねせかいの本 ベラ　Ｂ．ウィリアムズ 著 あかね書房

クリスマスのおきゃくさま ダイアナ・ヘンドリー 著 徳間書店

あたごの浦 こどものとも傑作集 脇　和子 著 福音館書店

新・詩のランドセル４ねん 江口 季好 〔ほか〕編集委員 らくだ出版

一歩・そしてまた一歩 牟礼町教育委員会

にぎやかなおけいこ 伊東　寛 著 徳間書店

ごきげんなすてご 伊東　寛 著 徳間書店

ねこと友だち 伊東　寛 著 徳間書店

やっかいなおくりもの 伊東　寛 著 徳間書店

マイがいた夏 マッツ・ヴォール 著 徳間書店

夏の庭 湯本　香樹実 著 徳間書店

百まいのドレス エレナー・エスティス 著 岩波書店



ホーホケキョとなりの山田くん 徳間アニメ絵本　２２ いしい　ひさいち 原著 徳間書店

デルトラの伝説 エミリー・ロッダ 著 岩崎書店

妖精王の月 Ｏ．Ｒ．メリング 著 講談社

いしぶみ　改訂新版 広島テレビ放送 編 ポプラ社

ことわざ絵本 五味　太郎 著 岩崎書店

ことわざ絵本　ＰＡＲＴ－２ ことわざ絵本　ＰＡＲＴ－ 五味　太郎 著 岩崎書店

しょうたとなっとう　ふしぎいっぱい写真絵本２ ふしぎいっぱい写真絵本　２ 星川　ひろ子 著 ポプラ社

ねがいぼしかなえぼし えほんのマーチ　１４ 内田　麟太郎 著 岩崎書店

ふくはうちおにもうち えほんのマーチ　１０ 内田　麟太郎 著 岩崎書店

たぬきのおつきみ えほんのマーチ　７ 内田　麟太郎 著 岩崎書店

えんまとおっかさん カラフルえほん　９ 内田　麟太郎 著 岩崎書店

わたしのおひなさま カラフルえほん　２ 内田　麟太郎 著 岩崎書店

中村俊輔 シリーズ・素顔の勇者たち 北條　正士 著 旺文社

小野伸二 シリーズ・素顔の勇者たち 小西弘樹 著 旺文社

高橋由伸 シリーズ・素顔の勇者たち 鳥飼　新市 著 旺文社

イチロー　２ シリーズ・素顔の勇者たち 四竈　衛 著 旺文社

松井秀喜 シリーズ・素顔の勇者たち 四竈　衛 著 旺文社

北島康介 シリーズ・素顔の勇者たち 折山　淑美 著 旺文社

ちびまる子ちゃんの学級文庫　１ ちびまる子ちゃんの学級文庫 さくら　ももこ 原著 学習研究社

ちびまる子ちゃんの学級文庫　２ ちびまる子ちゃんの学級文庫 さくら　ももこ 原著 学習研究社

ちびまる子ちゃんの学級文庫　３ ちびまる子ちゃんの学級文庫 さくら　ももこ 原著 学習研究社

ちびまる子ちゃんの学級文庫　４ ちびまる子ちゃんの学級文庫 さくら　ももこ 原著 学習研究社

マジックの必殺ワザ キミにもできる！必殺ワザ　２ 上口　龍生 著 ポプラ社

囲碁の必殺ワザ キミにもできる！必殺ワザ　１ 横内　猛 著 ポプラ社

トランプゲームの必殺ワザ キミにもできる！必殺ワザ　６ 本間　正夫 著 ポプラ社

お江戸の百太郎 現代の創作児童文学　２２ 那須　正幹 著 岩崎書店

なぞなぞあそびうた　２ なぞなぞあそびうた 角野　栄子 著 のら書店

声が聞こえたで始まる七つのミステリー 小森　香折 著 アリス館

はてしない物語　上 岩波少年文庫　５０１ ミヒャエル・エンデ 著 岩波書店

ことばあそびえほん 石津　ちひろ 著 のら書店

ハリー・ポッターと謎のプリンス　下 ハリー・ポッターと謎のプリンス Ｊ．Ｋ．ローリング 著 静山社

ハリー・ポッターと謎のプリンス　上 ハリー・ポッターと謎のプリンス Ｊ．Ｋ．ローリング 著 静山社

ねこのせんちょう マドレーヌ・フロイド 著 セーラー出版

イチロー果てしなき夢 義田　貴士 著 学習研究社

スーパーキャッチャー城島健司 スポーツノンフィクション 西松　宏 著 学習研究社

わかもとの知恵 筒井　康隆 著 金の星社

はてしない物語　下 岩波少年文庫　５０２ ミヒャエル・エンデ 著 岩波書店

ごきげんいかががちょうおくさん 世界傑作童話シリーズ　どうぶつむらのがちょうおくさん　１のまき ミリアム・クラーク・ポター 著 福音館書店

おしゃべりなカーテン 子どもの文学傑作選 安房　直子 著 講談社

精霊の木 上橋　菜穂子 著 偕成社

二分間の冒険 偕成社の創作 岡田　淳 著 偕成社

ダレン・シャン　８ ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館

シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト 著 あすなろ書房

あおい目のこねこ 世界傑作童話シリーズ エゴン・マチーセン 著 福音館書店



西の魔女が死んだ 梨木　香歩 著 小学館

天使のかいかた おはなしパレード なかがわ　ちひろ 著 理論社

きょうりゅうのかいかた 岩波の子どもの本　カンガルー印 くさの　だいすけ 著 岩波書店

オウエンとムゼイ イザベラ・ハトコフ 著 日本放送出版協会

手づくりスライムの実験 やさしい科学 山本　進一 著 さえら書房

宇宙のあいさつ 星新一ちょっと長めのショートショート　１ 星　新一 著 理論社

恋がいっぱい 星新一ちょっと長めのショートショート２ 星　新一 著 理論社

悪魔のささやき 星新一ちょっと長めのショートショート　３ 星　新一 著 理論社

とんとん拍子 星新一ちょっと長めのショートショート４ 星　新一 著 理論社

おのぞみの結末 星新一ちょっと長めのショートショート　５ 星　新一 著 理論社

頭の大きなロボット 星新一ショートショートセレクション　６ 星　新一 著 理論社

未来人の家 星新一ショートショートセレクション　７ 星　新一 著 理論社

夜の山道で 星新一ショートショートセレクション　８ 星　新一 著 理論社

さもないと 星新一ショートショートセレクション　９ 星　新一 著 理論社

重要な任務 星新一ショートショートセレクション　１０ 星　新一 著 理論社

ピーターパンの島 星新一ショートショートセレクション１１ 星　新一 著 理論社

盗賊会社 星新一ショートショートセレクション　１２ 星　新一 著 理論社

クリスマスイブの出来事 星新一ショートショートセレクション　１３ 星　新一 著 理論社

ボタン星からの贈り物 星新一ショートショートセレクション　１４ 星　新一 著 理論社

宇宙の男たち 星新一ショートショートセレクション　１５ 星　新一 著 理論社

きょうから体育が好きになる！さかあがり／一輪車 下山　真二 著 すずき出版

きょうから体育が好きになる！なわとび／短距離走 下山　真二 著 すずき出版

きょうから体育が好きになる！クロール／平泳ぎ 下山　真二 著 すずき出版

きょうから体育が好きになる！とび箱／マット運動 下山　真二 著 すずき出版

きょうから体育が好きになる！サッカー／ドッジボール／バスケットボール／ソフトボール 下山　真二 著 すずき出版

まんげつのよるに あらしのよるにシリーズ　大型版　７ きむら　ゆういち 著 講談社

ともだちおまじない おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著 偕成社

十二支のお節料理 川端　誠 著 ビーエル出版

はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン 著 ペンギン社

あかいセミ えほんのもり 福田　岩緒 著 文研出版

しろくまさんはどこ？ ジャン・アレッサンドリーニ 著 ほるぷ出版

サラダでげんき こどものとも傑作集 角野　栄子 著 福音館書店

ホームランを打ったことのない君に 長谷川　集平 著 理論社

きょうはなんのひ 日本傑作絵本シリーズ 瀬田　貞二 著 福音館書店

かあさんのいす あかねせかいの本　８ ベラ　Ｂ．ウイリアムズ 著 あかね書房

おっきょちゃんとかっぱ こどものとも傑作集 長谷川 摂子 文 福音館書店

ワニのライルがやってきた ワニのライルのおはなし バーナード・ウェーバー さく 大日本図書

こかげにごろり こどものとも世界昔ばなしの旅　２２ 金森　襄作 著 福音館書店

たがや 川端　誠 著 クレヨンハウス

たのきゅう 川端　誠 著 クレヨンハウス

エドワルド ジョン・バーニンガム 著 ほるぷ出版

手で食べる？ たくさんのふしぎ傑作集 森枝　卓士 著 福音館書店

しゃぼんだまとあそぼう かがくのとも傑作集　わいわいあそび 杉山　弘之 著 福音館書店

はがぬけたらどうするの？ セルビー・ビーラー 文 フレーベル館



おかえし こどものとも傑作集　８１ 村山　桂子 著 福音館書店

きつねのホイティ 世界傑作絵本シリーズ シビル・ウェッタシンハ 著 福音館書店

ことばのこばこ 和田　誠 著 瑞雲舎

かいけつゾロリぜったいぜつめい ポプラ社の新・小さな童話　１７９ 原　ゆたか 著 ポプラ社

川づりに挑戦　図書館版 よくつれる超カンタンつり入門 藤谷　立自 著 金の星社

ラクラクつりしかけガイド よくつれる超カンタンつり入門 石川　皓章 著 金の星社

つりに挑戦　入門編　図書館版 よくつれる超カンタンつり入門 灰崎武浩 著 金の星社

ルアーに挑戦バスフィッシング　図書館版 よくつれる超カンタンつり入門 小林　道正 著 金の星社

ブラックバス完全攻略 よくつれる超カンタンつり入門 田澤　晃 著 金の星社

ブラックバスＱ＆Ａ よくつれる超カンタンつり入門 田澤　晃 著 金の星社

へんしんトンネル 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社

うみキリン 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社

とんとんとん 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社

やさしいぞマメンチサウルス まんがなぞとき恐竜大行進　５ たかしよいち 著 理論社

なかないぞマイアサウラ まんがなぞとき恐竜大行進　４ たかし　よいち 著 理論社

おこったぞチラノサウルス まんがなぞとき恐竜大行進３ たかし　よいち 著 理論社

つよいぞアロサウルス まんがなぞとき恐竜大行進　２ たかし　よいち 著 理論社

まけないぞフクイリュウ まんがなぞとき恐竜大行進　１ たかし　よいち 著 理論社

がんこだぞアンキロサウルス まんがなぞとき恐竜大行進１１ たかし　よいち 著 理論社

ふんばるぞパキケファロサウルス まんがなぞとき恐竜大行進　１０ たかしよいち 著 理論社

がんばるぞメガロサウルス まんがなぞとき恐竜大行進　９ たかし　よいち 著 理論社

たたかうぞアパトサウルス まんがなぞとき恐竜大行進　８ たかし　よいち 著 理論社

にげないぞステゴサウルス まんがなぞとき恐竜大行進　７ たかし　よいち 著 理論社

ゆかいだぞアルゼンチノサウルス まんがなぞとき恐竜大行進　６ たかし　よいち 著 理論社

およげるぞフタバスズキリュウ まんがなぞとき恐竜大行進　１５ たかし　よいち 著 理論社

はばたくぞプテラノドン まんがなぞとき恐竜大行進　１４ たかし　よいち 著 理論社

はやいぞドロミケイオミムス まんがなぞとき恐竜大行進１３ たかし　よいち 著 理論社

のんきだぞパラサウロロフス まんがなぞとき恐竜大行進１２ たかし　よいち 著 理論社

ごんぎつね 絵本・新美南吉の世界 新美　南吉 著 大日本図書

てぶくろを買いに 絵本・新美南吉の世界 新美　南吉 著 大日本図書

のら犬 絵本・新美南吉の世界 新美　南吉 著 大日本図書

巨男の話 絵本・新美南吉の世界 新美　南吉 著 大日本図書

アリになったカメラマン 栗林　慧 著 講談社

裁判のひみつ 学研

はたらく犬　第３巻 はたらく犬 日本補助犬協会 学習研究社

はたらく犬　第４巻 はたらく犬 日本補助犬協会 学習研究社

ぐるっと地球をかかえちゃえ ユーモア詩のえほん・かぞくのうた　６ 伊藤　英治 編 岩崎書店

じぶんでウンチできたとき ユーモア詩のえほん・かぞくのうた　５ 伊藤英治 編 岩崎書店

ぼくの犬は無口です ユーモア詩のえほん・かぞくのうた　４ 伊藤　英治 編 岩崎書店

おじいちゃんのはげ頭 ユーモア詩のえほん・かぞくのうた　３ 伊藤　英治 編 岩崎書店

ぼくをいじめるとねえちゃんくるぞ ユーモア詩のえほん・かぞくのうた　２ 伊藤　英治 編 岩崎書店

おとうさんはげひんです ユーモア詩のえほん・かぞくのうた　１ 伊藤　英治 編 岩崎書店

しばわんこの今日は佳き日 しばわんこの和のこころシリーズ 川浦　良枝 著 白泉社

しばわんこの和のこころ 川浦　良枝 著 白泉社



しばわんこの和のこころ　２ しばわんこの和のこころ 川浦　良枝 著 白泉社

しばわんこの和のこころ　３ しばわんこの和のこころ 川浦　良枝 著 白泉社

かんたんおりがみ　１ かんたんおりがみ 阿部　恒 編 小峰書店

かんたんおりがみ　２ かんたんおりがみ 阿部　恒 編 小峰書店

かんたんおりがみ　３ かんたんおりがみ 阿部　恒 編 小峰書店

かんたんおりがみ　４ かんたんおりがみ 阿部　恒 編 小峰書店

かんたんおりがみ　５ かんたんおりがみ 阿部　恒 編 小峰書店

子どもの病気を理解しよう　ｖｏｌ．１ 子どもの病気を理解しよう　Ｖｏｌ．１ クレア・ルウェリン 著 小峰書店

子どもの病気を理解しよう　ｖｏｌ．２ 子どもの病気を理解しよう　Ｖｏｌ．２ クレア・ルウェリン 著 小峰書店

子どもの病気を理解しよう　ｖｏｌ．３ 子どもの病気を理解しよう　Ｖｏｌ．３ クレア・ルウェリン 著 小峰書店

子どもの病気を理解しよう　ｖｏｌ．４ 子どもの病気を理解しよう　Ｖｏｌ．４ クレア・ルウェリン 著 小峰書店

心・からだ・生命を考える本　１ 総合的な学習に役立つ心・からだ・生命を考える本 川崎　敦子 著 金の星社

心・からだ・生命を考える本　２ 総合的な学習に役立つ心・からだ・生命を考える本 鳥飼　新市 著 金の星社

心・からだ・生命を考える本　３ 総合的な学習に役立つ心・からだ・生命を考える本 鳥飼　新市 著 金の星社

心・からだ・生命を考える本　４ 総合的な学習に役立つ心・からだ・生命を考える本 古田　ゆかり 著 金の星社

心・からだ・生命を考える本　５ 大島　秀太 著 金の星社

みんなが元気になるはじめての食育　１ みんなが元気になるはじめての食育 服部　幸應 著 岩崎書店

みんなが元気になるはじめての食育　２ みんなが元気になるはじめての食育 服部　幸應 著 岩崎書店

みんなが元気になるはじめての食育　３ みんなが元気になるはじめての食育 服部　幸應 著 岩崎書店

みんなが元気になるはじめての食育　４ みんなが元気になるはじめての食育 服部　幸應 著 岩崎書店

みんなが元気になるはじめての食育　５ みんなが元気になるはじめての食育 服部　幸應 著 岩崎書店

みんなが元気になるはじめての食育　６ みんなが元気になるはじめての食育 服部　幸應 著 岩崎書店

むし　新版 ふしぎ・びっくりこども図鑑　１ 高家　博成 学習研究社

きょうりゅう　新版 ふしぎ・びっくりこども図鑑　２ 小畠　郁生 学習研究社

とり　新版 ふしぎ・びっくりこども図鑑　３ 志村　英雄 学習研究社

くさばな　新版 ふしぎ・びっくりこども図鑑　４ 高橋　秀男 学習研究社

からだ　新版 ふしぎ・びっくりこども図鑑 阿部　和厚 学習研究社

さかな　新版 ふしぎ・びっくりこども図鑑　６ 沖山　宗雄 学習研究社

きせつ　新版 ふしぎ・びっくりこども図鑑　８ 渡邊　眞一 学習研究社

ちきゅう　新版 ふしぎ・びっくりこども図鑑　９ 猪郷　久義 学習研究社

森の工作図鑑　ｖｏｌ．１ 森の工作図鑑　ｖｏｌ．１ 岩藤　しおい 著 いかだ社

森の工作図鑑　ｖｏｌ．２ 森の工作図鑑　ｖｏｌ．２ 岩藤　しおい 著 いかだ社

雨のじょうろとあなぐまモンタン 新しい日本の幼年童話 茂市　久美子 著 学習研究社

ありがとうをわすれると 新しい日本の幼年童話 山下 明生 作 学研

きんぎょひめ 新しい日本の幼年童話 とだ　かずよ 著 学習研究社

お月さまのたまご 新しい日本の幼年童話 こもり　かおり 著 学習研究社

かぼちゃものがたり 新しい日本の幼年童話 真珠　まりこ 著 学習研究社

風の子のミトンとあなぐまモンタン 新しい日本の幼年童話 茂市　久美子 著 学習研究社

かいけつウンコの助 新しい日本の幼年童話 舟崎　克彦 著 学習研究社

ハナクソ太郎のぼうけん 新しい日本の幼年童話 舟崎　克彦 著 学習研究社

王さままほうが大すき ぼくは王さま　３－１ 寺村　輝夫 著 理論社

王さまでかけましょう ぼくは王さま　３－２ 寺村　輝夫 著 理論社

王さまくじらのズボン ぼくは王さま　３－３ 寺村　輝夫 著 理論社

王さまひみつのボタン ぼくは王さま　３－４ 寺村　輝夫 著 理論社



まめだまめまめだみつまめだ 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著 理論社

たまご＋うんち＝いくら 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著 理論社

メロンのメロディー 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著 理論社

小さなＵＦＯヤドカタツムリ 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著 理論社

ペンギンおよぎすいすい 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著 理論社

ごぜん２じのにじ 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著 理論社

さんまのさんすう　新装版 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著 理論社

ひらがなむしぶんぶん 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著 理論社

ヘンテコどうぶつ日記 理論社のようねんどうわ 長　新太 著 理論社

ノンビリすいぞくかん 理論社のようねんどうわ　ナンジャコリャ童話館 長　新太 著 理論社

ボンヤリどうぶつえん 理論社のようねんどうわ　ナンジャコリャ童話館 長　新太 著 理論社

ムンジャクンジュは毛虫じゃない 子どもの文学　３１ 岡田　淳 著 偕成社

放課後の時間割 子どもの文学傑作選 岡田　淳 著 偕成社

ようこそおまけの時間に 偕成社の創作 岡田　淳 著 偕成社

雨やどりはすべり台の下で 子どもの文学　６５ 岡田　淳 著 偕成社

リクエストは星の話 創作こどもクラブ　２ 岡田　淳 著 偕成社

二分間の冒険 偕成社の創作 岡田 淳 著 偕成社

学校ウサギをつかまえろ 創作こどもクラブ　１６ 岡田　淳 著 偕成社

ポアンアンのにおい 新・子どもの文学 岡田　淳 著 偕成社

手にえがかれた物語 新・子どもの文学 岡田　淳 著 偕成社

ふしぎの時間割 偕成社おたのしみクラブ 岡田　淳 著 偕成社

竜退治の騎士になる方法 岡田　淳 著 偕成社

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　１ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 仕事の図鑑編集委員会 編 あかね書房

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　２ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 仕事の図鑑編集委員会 編 あかね書房

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　３ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 仕事の図鑑編集委員会 編 あかね書房

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　４ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 仕事の図鑑編集委員会 編 あかね書房

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　５ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 仕事の図鑑編集委員会 編 あかね書房

カブトムシ観察事典 自然の観察事典　１ 小田　英智 著 偕成社

タンポポ観察事典 自然の観察事典　２ 小田　英智 著 偕成社

テントウムシ観察事典 自然の観察事典　３ 小田　英智 著 偕成社

ミツバチ観察事典 自然の観察事典　４ 小田　英智 著 偕成社

カリバチ観察事典 自然の観察事典　５ 小田　英智 著 偕成社

アメンボ観察事典 自然の観察事典　６ 中谷　憲一 著 偕成社

ギンヤンマ観察事典 自然の観察事典　７ 小田　英智 著 偕成社

カエル観察事典 自然の観察事典　８ 小田　英智 著 偕成社

カニ観察事典 自然の観察事典　９ 小田　英智 著 偕成社

オトシブミ観察事典 自然の観察事典　１０ 櫻井　一彦 著 偕成社

ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫の王さまシリーズ　１ 寺村　輝夫 著 理論社

おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫の王さまシリーズ　２ 寺村　輝夫 著 理論社

ハアト星の花 寺村輝夫の王さまシリーズ　３ 寺村　輝夫 著 理論社

たんじょう日のプレゼント 寺村輝夫の王さまシリーズ　４ 寺村　輝夫 著 理論社

めだまやきの化石 寺村輝夫の王さまシリーズ　５ 寺村　輝夫 著 理論社

ひみつのフライパン 寺村輝夫の王さまシリーズ　６ 寺村　輝夫 著 理論社

たんけんたいと消防たい 寺村輝夫の王さまシリーズ　７ 寺村　輝夫 著 理論社



トランプは王さまぬき 寺村輝夫の王さまシリーズ　８ 寺村　輝夫 著 理論社

とうめい人間の１０時 寺村輝夫の王さまシリーズ　９ 寺村　輝夫 著 理論社

魔法使いのチョモチョモ 寺村輝夫の王さまシリーズ　１０ 寺村　輝夫 著 理論社

王さまかいぞくせん 寺村輝夫の王さまシリーズ　１１ 寺村　輝夫 著 理論社

はらぺこ王さまふとりすぎ 寺村輝夫・ちいさな王さまシリーズ　１ 寺村輝夫 著 理論社

そっくり王さま大さわぎ 寺村輝夫・ちいさな王さまシリーズ　２ 寺村　輝夫 著 理論社

うそつき王さまいぬをかう 寺村輝夫・ちいさな王さまシリーズ　３ 寺村輝夫 著 理論社

おりこう王さまおとしもの 寺村輝夫・ちいさな王さまシリーズ　４ 寺村輝夫 著 理論社

さむがり王さまおばけの子 寺村輝夫・ちいさな王さまシリーズ　５ 寺村輝夫 著 理論社

くやしい王さまがいこつじけん 寺村輝夫・ちいさな王さまシリーズ　６ 寺村　輝夫 著 理論社

わすれた王さまうみのなか 寺村輝夫・ちいさな王さまシリーズ　７ 寺村輝夫 著 理論社

やくそく王さまたんじょうび 寺村輝夫・ちいさな王さまシリーズ　８ 寺村　輝夫 著 理論社

あわてた王さまきしゃにのる 寺村輝夫・ちいさな王さまシリーズ　９ 寺村　輝夫 著 理論社

まちがい王さま本になる 寺村輝夫・ちいさな王さまシリーズ　１０ 寺村輝夫 著 理論社

王さまなぞのピストル ぼくは王さま　２－１ 寺村　輝夫 著 理論社

王さまきえたゆびわ ぼくは王さま　２－２ 寺村　輝夫 著 理論社

王さまゆめのひまわり ぼくは王さま　２－３ 寺村　輝夫 著 理論社

王さまスパイじけん ぼくは王さま　２－４ 寺村　輝夫 著 理論社

王さまうらない大あたり ぼくは王さま　２－５ 寺村　輝夫 著 理論社

王さまなくした時間 ぼくは王さま　２－６ 寺村　輝夫 著 理論社

王さまなぜなぜ戦争 ぼくは王さま　２－７ 寺村　輝夫 著 理論社

王さまダイマの手紙 ぼくは王さま　２－８ 寺村　輝夫 著 理論社

王さま魔法ゲーム ぼくは王さま　２－９ 寺村　輝夫 著 理論社

王さま魔女のひみつ ぼくは王さま　２－１０ 寺村　輝夫 著 理論社

ハニーが盲導犬になるまで キャロライン・アーノルド 著 国土社

なまえをみてちょうだい おはなしひろば　１０ あまん　きみこ 著 フレーベル館

はるですはるのおおそうじ 幼児絵本シリーズ こいで　たん 著 福音館書店

ポットくんとわたげちゃん 福音館のかがくのほん 真木　文絵 著 福音館書店

はたらく犬　第２巻 はたらく犬 日本補助犬協会 学習研究社

楽しく遊ぶ学ぶきせつの図鑑 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 長谷川　康男 小学館

もったいない生活大事典　１ もったいない生活大事典 岡本　正志 学習研究社

もったいない生活大事典　２ もったいない生活大事典 岡本　正志 学習研究社

もったいない生活大事典　３ もったいない生活大事典 岸　朝子 学習研究社

もったいない生活大事典　４ もったいない生活大事典 岡本　正志 学習研究社

もったいない生活大事典　５ もったいない生活大事典 省エネルギーセンター 学習研究社

もったいない生活大事典　６ もったいない生活大事典 木全　政義 学習研究社

もったいない生活大事典　７ もったいない生活大事典 岡本　正志 学習研究社

バスケットボールがうまくなる！　上 読めばうまくなるスポーツまんが３ 岩崎　つばさ 画 学習研究社

バスケットボールがうまくなる！　下 読めばうまくなるスポーツまんが４ 岩崎　つばさ 画 学習研究社

バレーボールがうまくなる！　上 読めばうまくなるスポーツまんが　５ 市川　能里 画 学習研究社

野球がうまくなる！　上 読めばうまくなるスポーツまんが　７ 出口　由美子 画 学習研究社

ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　１ ロイヤルバレエスクール・ダイアリー アレクサンドラ・モス 著 草思社

ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　２ ロイヤルバレエスクール・ダイアリー アレクサンドラ・モス 著 草思社

ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　３ ロイヤルバレエスクール・ダイアリー アレクサンドラ・モス 著 草思社



ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　４ ロイヤルバレエスクール・ダイアリー アレクサンドラ・モス 著 草思社

ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　５ ロイヤルバレエスクール・ダイアリー アレクサンドラ・モス 著 草思社

ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　６ ロイヤルバレエスクール・ダイアリー アレクサンドラ・モス 著 草思社

ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　７ ロイヤルバレエスクール・ダイアリー アレクサンドラ・モス 著 草思社

ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　８ ロイヤルバレエスクール・ダイアリー アレクサンドラ・モス 著 草思社

妖怪アパートの幽雅な日常　２ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社

妖怪アパートの幽雅な日常　３ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社

妖怪アパートの幽雅な日常　４ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社

妖怪アパートの幽雅な日常　５ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社

妖怪アパートの幽雅な日常　６ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社

都会のトム＆ソーヤ　２ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 講談社

都会のトム＆ソーヤ　３ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 講談社

都会のトム＆ソーヤ　４ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 講談社

ＮＯ．６　＃３ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ あさの　あつこ 著 講談社

ＮＯ．６　＃４ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ あさの　あつこ 著 講談社

ＮＯ．６　＃５ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ あさの　あつこ 著 講談社

ピチャン、ボチャン、ザブ～ン 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱい マイク・マニング 著 評論社

うみへいくピン・ポン・バス 竹下　文子 著 偕成社

世界の子どもの遊び事典 馬場　桂一郎 編著 明治図書出版

世界の子どもの遊び事典　続 世界の子どもの遊び事典　続 馬場　桂一郎 編著 明治図書出版

はたらく自動車 乗り物ワイドＢＯＯＫ いなだゆかり 学習研究社

はたらく自動車 乗り物ワイドＢＯＯＫ いなだゆかり 学習研究社

はたらく自動車 乗り物ワイドＢＯＯＫ いなだゆかり 学習研究社

はたらく自動車 乗り物ワイドＢＯＯＫ いなだゆかり 学習研究社

話せる！遊べる！英語　１ 話せる！遊べる！英語 下　薫 あかね書房

話せる！遊べる！英語　２ 話せる！遊べる！英語 下　薫 あかね書房

はじめましてにほんちず　新版 高木　実 著 平凡社

ヤドカリ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　９ 佐藤　裕 写真 集英社

ヤモリ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　１０ 佐藤　裕 写真 集英社

なくむし 育てて、しらべる日本の生きものずかん　１１ 安東　浩 写真 集英社

ナマズ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　１２ 若田部　美行 写真 集英社

カマキリ 育てて、しらべる日本の生きものずかん１３ 若田部　美行 写真 集英社

金魚 育てて、しらべる日本の生きものずかん　１４ 星野　達郎 写真 集英社

ウサギ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　１５ 佐藤　裕 写真 集英社

恐竜とつきあう本 ヒサ　クニヒコ 著 偕成社

日本地図めいろ 横山　験也 著 ほるぷ出版

１恐竜の谷の大冒険 マジック・ツリーハウス　１ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

２女王フュテピのなぞ マジック・ツリーハウス　２ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

カッパの生活図鑑 ヒサクニヒコの不思議図鑑　２ ヒサ　クニヒコ 著 国土社

デルトラ・クエスト２　１ デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著 岩崎書店

デルトラ・クエスト２　２ デルトラ・クエスト２ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店

デルトラ・クエスト２　３ デルトラ・クエスト２ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店

科学であそぼう　１２ 科学であそぼう 杉原　厚吉 著 岩波書店

はじめてであうすうがくの絵本　１ はじめてであうすうがくの絵本 安野　光雅 著 福音館書店



はじめてであうすうがくの絵本　２ はじめてであうすうがくの絵本 安野　光雅 著 福音館書店

はじめてであうすうがくの絵本　３ はじめてであうすうがくの絵本 安野　光雅 著 福音館書店

わにわにのおふろ 福音館の幼児絵本 小風　さち 著 福音館書店

ＴｈｅＭＡＮＺＡＩ 文学の泉　５ あさの　あつこ 著 岩崎書店

ことば遊び絵事典 日本語おもしろ絵事典　１ ことばと遊ぶ会 編 あすなろ書房

からだことば絵事典 日本語おもしろ絵事典　２ ことばと遊ぶ会 編 あすなろ書房

ことわざ絵事典 日本語おもしろ絵事典　３ ことばと遊ぶ会 編 あすなろ書房

学習漫画日本の歴史　１ 学習漫画日本の歴史 小林　隆 著 集英社

学習漫画日本の歴史　２ 学習漫画日本の歴史 小林　隆 著 集英社

学習漫画日本の歴史　３ 学習漫画日本の歴史 稲垣　純 著 集英社

学習漫画日本の歴史　４ 学習漫画日本の歴史 稲垣　純 著 集英社

学習漫画日本の歴史　５ 学習漫画日本の歴史 稲垣　純 著 集英社

学習漫画日本の歴史　６ 学習漫画日本の歴史 河野　道子 著 集英社

学習漫画日本の歴史　７ 学習漫画日本の歴史 河野　道子 著 集英社

学習漫画日本の歴史　８ 学習漫画日本の歴史 河野　道子 著 集英社

学習漫画日本の歴史　９ 学習漫画日本の歴史 小林　隆 著 集英社

学習漫画日本の歴史　１０ 学習漫画日本の歴史 小林　隆 著 集英社

学習漫画日本の歴史　１１ 学習漫画日本の歴史 小林　隆 著 集英社

学習漫画日本の歴史　１２ 学習漫画日本の歴史 小林　隆 著 集英社

学習漫画日本の歴史　１３ 学習漫画日本の歴史 小林　隆 著 集英社

学習漫画日本の歴史　１４ 学習漫画日本の歴史 小林　隆 著 集英社

学習漫画日本の歴史　１５ 学習漫画日本の歴史 坂田　稔 著 集英社

学習漫画日本の歴史　１６ 学習漫画日本の歴史 坂田　稔 著 集英社

学習漫画日本の歴史　１７ 学習漫画日本の歴史 坂田　稔 著 集英社

学習漫画日本の歴史　１８ 学習漫画日本の歴史 坂田　稔 著 集英社

学習漫画日本の歴史　１９ 学習漫画日本の歴史 坂田　稔 著 集英社

学習漫画日本の歴史　２０ 学習漫画日本の歴史 坂田　稔 著 集英社

学習漫画日本の歴史人物事典 小林　隆 著 集英社

学習漫画日本の歴史できごと事典 柳川　創造 著 集英社

じごくのそうべえ 童心社の絵本 田島 征彦 作 童心社

そうべえごくらくへゆく 童心社の絵本 たじま　ゆきひこ 著 童心社

そうべえまっくろけのけ 童心社の絵本 田島　征彦 著 童心社

どろんこそうべえ たじま　ゆきひこ 著 童心社

シートンどうぶつ記　１　幼年版 シートン動物記 シートン 原著 あすなろ書房

シートンどうぶつ記　２　幼年版 シートン動物記 シートン 原著 あすなろ書房

シートンどうぶつ記　３　幼年版 シートンどうぶつ記 シートン 原著 あすなろ書房

シートンどうぶつ記　４　幼年版 シートンどうぶつ記 シートン 原著 あすなろ書房

シートンどうぶつ記　５　幼年版 シートンどうぶつ記 シートン 原著 あすなろ書房

シートンどうぶつ記　６　幼年版 シートンどうぶつ記 シートン 原著 あすなろ書房

シートンどうぶつ記　７　幼年版 シートンどうぶつ記 シートン 原著 あすなろ書房

シートンどうぶつ記　８　幼年版 シートンどうぶつ記 シートン 原著 あすなろ書房

シートンどうぶつ記　９　幼年版 シートンどうぶつ記 シートン 原著 あすなろ書房

シートンどうぶつ記　１０　幼年版 シートンどうぶつ記 シートン 原著 あすなろ書房

三国志　１　こども版 三国志 羅　貫中 原著 あすなろ書房



三国志　２　子ども版 三国志 羅　貫中 原著 あすなろ書房

三国志　３　子ども版 三国志 羅　貫中 原著 あすなろ書房

三国志　４　子ども版 三国志 羅　貫中 原著 あすなろ書房

三国志　５　子ども版 三国志 羅　貫中 原著 あすなろ書房

三国志　６　子ども版 三国志 羅　貫中 原著 あすなろ書房

三国志　７　子ども版 三国志 羅　貫中 原著 あすなろ書房

三国志　８　子ども版 三国志 羅　貫中 原著 あすなろ書房

三国志　９　子ども版 三国志 羅　貫中 原著 あすなろ書房

三国志　１０　子ども版 三国志 羅　貫中 原著 あすなろ書房

おばけもビックリ語源の話 おもしろ語源話　１ 木暮　正夫 著 岩崎書店

ごちそうパクパク語源の話 おもしろ語源話　２ 木暮　正夫 著 岩崎書店

いきものイキイキ語源の話 おもしろ語源話　３ 木暮　正夫 著 岩崎書店

からだノビノビ語源の話 おもしろ語源話　４ 木暮　正夫 著 岩崎書店

こころにピカッと語源の話 おもしろ語源話　５ 木暮　正夫 著 岩崎書店

おばけがヒュードロ熟語の話 おもしろ熟語話　１ 木暮　正夫 著 岩崎書店

かずのかずかず熟語の話 おもしろ熟語話　２ 木暮　正夫 著 岩崎書店

どうぶつゾロゾロ熟語の話 おもしろ熟語話　３ 木暮　正夫 著 岩崎書店

こころにずっきん熟語の話 おもしろ熟語話　４ 木暮　正夫 著 岩崎書店

できたてピカピカ熟語の話 おもしろ熟語話　５ 木暮　正夫 著 岩崎書店

わにわにのごちそう 幼児絵本シリーズ 小風　さち 著 福音館書店

ことわざ絵本〔Ｐａｒｔ１〕 五味 太郎 著 岩崎書店

ことわざ絵本Ｐａｒｔ２ 五味 太郎 著 岩崎書店

うみのほん まつざわ　せいじ 著 文化出版局

ハクチョウ 北国からの動物記　１ 竹田津　実 著 アリス館

ジュディ・モード、地球をすくう！ ジュディ・モードとなかまたち　３ メーガン・マクドナルド 著 小峰書店

ジュディ・モード、有名になる！ ジュディ・モードとなかまたち　２ メーガン・マクドナルド 著 小峰書店

ジュディ・モードはごきげんななめ ジュディ・モードとなかまたち　１ メーガン・マクドナルド 著 小峰書店

ジュディ・モード、未来をうらなう！ ジュディ・モードとなかまたち　４ メーガン・マクドナルド 著 小峰書店

ジュディ・モード、医者になる！ ジュディ・モードとなかまたち　５ メーガン・マクドナルド 著 小峰書店

ジュディ・モードの独立宣言 ジュディ・モードとなかまたち　６ メーガン・マクドナルド 著 小峰書店

つつむ・むすぶ おばあちゃんの和の知恵　１ 秋山　滋 著 汐文社

食べる・つくる おばあちゃんの和の知恵　２ 秋山　滋 著 汐文社

あそぶ・楽しむ おばあちゃんの和の知恵　３ 秋山　滋 著 汐文社

レ・ミゼラブル　１ レ・ミゼラブル ヴィクトル・ユーゴー 原著 汐文社

レ・ミゼラブル　２ レ・ミゼラブル ヴィクトル・ユーゴー 原著 汐文社

レ・ミゼラブル　３ レ・ミゼラブル ヴィクトル・ユーゴー 原著 汐文社

レ・ミゼラブル　４ レ・ミゼラブル ヴィクトル・ユーゴー 原著 汐文社

レ・ミゼラブル　５ レ・ミゼラブル ヴィクトル・ユーゴー 原著 汐文社

霊界通信レストラン 怪談レストラン　３１ 松谷　みよ子 編 童心社

死神レストラン 怪談レストラン　３２ 松谷　みよ子 編 童心社

魔の森レストラン 怪談レストラン　３３ 松谷　みよ子 編 童心社

人形レストラン 怪談レストラン　３４ 松谷　みよ子 編 童心社

おまじないレストラン 怪談レストラン　３５ 松谷　みよ子 編 童心社

謎のメールレストラン 怪談レストラン　３６ 松谷　みよ子 編 童心社



ぶきみな音レストラン 怪談レストラン　３８ 松谷　みよ子 編 童心社

秘密のとびらレストラン 怪談レストラン　３９ 松谷　みよ子 編 童心社

丑三つ時レストラン 怪談レストラン　４０ 松谷　みよ子 編 童心社

都道府県別日本の地理データマップ　１ 都道府県別日本の地理データマップ 森　進一 小峰書店

都道府県別日本の地理データマップ　２ 都道府県別日本の地理データマップ 中谷　広一 小峰書店

都道府県別日本の地理データマップ　３ 都道府県別日本の地理データマップ 島田　学 小峰書店

都道府県別日本の地理データマップ　４ 都道府県別日本の地理データマップ 東　左千雄 小峰書店

都道府県別日本の地理データマップ　５ 都道府県別日本の地理データマップ 仲川　道興 小峰書店

都道府県別日本の地理データマップ　６ 都道府県別日本の地理データマップ 坂田　大輔 小峰書店

都道府県別日本の地理データマップ　７ 都道府県別日本の地理データマップ 村上　兼一 小峰書店

都道府県別日本の地理データマップ　８ 都道府県別日本の地理データマップ 伊藤　素樹 小峰書店

おんちのイゴール 世界の絵本コレクション きたむら　さとし 著 小峰書店

きょうりゅうたちがかぜひいた 世界の絵本コレクション ジェイン・ヨーレン 著 小峰書店

うたうのだいすき 世界の絵本コレクション ジョアン・アーリー・マッケン 著 小峰書店

デイジー、スパイになる 世界の絵本コレクション ケス・グレイ 著 小峰書店

３６人のパパ 世界の絵本コレクション イアン・リュック・アングルベール 著 小峰書店

アストンの石 世界の絵本コレクション ロッタ・ゲッフェンブラード 著 小峰書店

ふつうに学校にいくふつうの日 世界の絵本コレクション コリン・マクノートン 著 小峰書店

やぎのブッキラボー３きょうだい 世界の絵本コレクション ポール・ガルドン 著 小峰書店

ふゆのまほうつかい 世界の絵本コレクション ジュリー・モンクス 著 小峰書店

ほんとにほんと 世界の絵本コレクション ケス・グレイ 著 小峰書店

ウルフさんのやさい畑 世界の絵本コレクション クレイアー・ボーリエー 著 小峰書店

最後の狩人 世界の絵本コレクション ニコラ・ヴァニエ 著 小峰書店

スポーツ感動物語　１ スポーツ感動物語 一志　治夫 学習研究社

スポーツ感動物語　２ スポーツ感動物語 織田　淳太郎 学習研究社

スポーツ感動物語　３ スポーツ感動物語 松原　孝臣 学習研究社

スポーツ感動物語　４ スポーツ感動物語 永谷　脩 学習研究社

スポーツ感動物語　５ スポーツ感動物語 武田　薫 学習研究社

スポーツ感動物語　６ スポーツ感動物語 島村　俊治 学習研究社

スポーツ感動物語　７ スポーツ感動物語 桜井　直人 学習研究社

スポーツ感動物語　８ スポーツ感動物語 矢崎　良一 学習研究社

スポーツ感動物語　９ スポーツ感動物語 村上　晃一 学習研究社

スポーツ感動物語　１０ スポーツ感動物語 土肥　志穂 学習研究社

スポーツ感動物語　１１ スポーツ感動物語 阿部　ともあき 学習研究社

スポーツ感動物語　１２ スポーツ感動物語 加部　究 学習研究社

とりになったはっぱのはなし 今西　祐行 著 ポプラ社

ふってきました 講談社の創作絵本シリーズ もとした　いづみ 著 講談社

ふねにのったねこのヘンリー メリー・カルホーン 著 リブリオ出版

おしゃべりな毛糸玉 えほんのもり 沢田　俊子 著 文研出版

ふしぎなロシア人形バーバ 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース 著 福音館書店

ぶたのぶたじろうさんは、みずうみへしゅっぱつしました。 ぶたのぶたじろうさん　１ 内田　麟太郎 著 クレヨンハウス

ぶたのぶたじろうさんは、いどをほることにしました。 ぶたのぶたじろうさん　２ 内田　麟太郎 著 クレヨンハウス

ぶたのぶたじろうさんは、はげやまへのぼりました。 ぶたのぶたじろうさん　３ 内田　麟太郎 著 クレヨンハウス

忘れても好きだよおばあちゃん！ あかね・新えほんシリーズ　２９ ダグマー　Ｈ．ミュラー 著 あかね書房



ポポおばさんとことりたち おおしま　りえ 著 大日本図書

ほっきょくがとけちゃう！ イーサン・キム・マツダ 著 ポプラ社

ひゅるりとかぜがふくおかで ふくだ　としお 著 新風舎

とらとほしがき パク　ジェヒョン 著 光村教育図書

いのちのおはなし 日野原　重明 著 講談社

男の子とおおきなさかな マックス・ベルジュイス 著 ほるぷ出版

サンタの最後のおくりもの マリー・オード・ミュライユ 著 徳間書店

ふきげんなダンゴムシ ヤマガタはかせの昆虫事件簿 わたなべ　めぐみ 著 草土文化

ニッセのポック オーレ・ロン・キアケゴー 著 あすなろ書房

ぴいすけとぷうすけのおはなし よみきかせぶっく　１ 竹下　文子 著 あかね書房

お日さまのにおい おはなし８つ　１ 竹下　文子 著 あかね書房

お月さまのさんぽ おはなし８つ　２ 竹下　文子 著 あかね書房

風のゆうびんやさん おはなし８つ　３ 竹下　文子 著 あかね書房

あめの日のおさんぽ Ｕ．シェフラー 著 文化出版局

もりのてがみ こどものとも傑作集 片山　令子 著 福音館書店

はたけうた こどものとも傑作集 田島　征三 著 福音館書店

ねことらくん こどものとも傑作集 中川　李枝子 著 福音館書店

トマトさん こどものとも傑作集 田中　清代 著 福音館書店

ぞうくんのあめふりさんぽ こどものとも傑作集 なかの　ひろたか 著 福音館書店

しのだけむらのやぶがっこう こどものとも傑作集 カズコ　Ｇ．ストーン 著 福音館書店

ことりのうち こどものとも傑作集 さとう　わきこ 著 福音館書店

くもりのちはれせんたくかあちゃん こどものとも傑作集 さとう　わきこ 著 福音館書店

パディントン街へ行く 福音館文庫　Ｓ　４８ マイケル・ボンド 著 福音館書店

だまされたトッケビ 福音館文庫　Ｆ１４ 神谷　丹路 編訳 福音館書店

魔女の宅急便　その３ 福音館文庫　Ｓ　４９ 角野　栄子 著 福音館書店

ミミちゃんのぬいぐるみ 日本傑作絵本シリーズ ふくざわ　ゆみこ 著 福音館書店

あめのもりのおくりもの 日本傑作絵本シリーズ ふくざわ　ゆみこ 著 福音館書店

かえりみちをわすれないで 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 パット・ハッチンス 著 福音館書店

くちばしどれが一番りっぱ？ 福音館のかがくのほん ビアンキ 著 福音館書店

こよみともだち 日本傑作絵本シリーズ わたり　むつこ 著 福音館書店

シマフクロウとサケ 日本傑作絵本シリーズ 宇梶　静江 著 福音館書店

せーのジャンプ！ 日本傑作絵本シリーズ 深川　直美 著 福音館書店

ちいさなかぜはふいてゆく 日本傑作絵本シリーズ おのでら　えつこ 著 福音館書店

ちいさなふゆのほん 世界傑作絵本シリーズ・スウェーデンの絵本 ヨレル・クリスティーナ・ネースルンド 著 福音館書店

とんでったらあふりか 日本傑作絵本シリーズ 羽仁　進 著 福音館書店

ニューワと九とうの水牛 日本傑作絵本シリーズ 小野　かおる 著 福音館書店

のぞく 日本傑作絵本シリーズ 天野　祐吉 著 福音館書店

ピリカ、おかあさんへの旅 日本傑作絵本シリーズ 越智　典子 著 福音館書店

おさるのジョージどうぶつえんへいく Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージききゅうにのる Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージチョコレートこうじょうへいく Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージえいがをみる Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージこいぬをかう Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージスキーをする Ｍ．レイ 原著 岩波書店



おさるのジョージパンケーキをつくる Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージゆめをみる Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージパレードにでる Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージダンプカーにのる Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージキャンプにいく Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージうみへいく Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージとっきゅうにのる Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージまいごになる Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージハロウィーン・パーティーにいく Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージおもちゃやさんへいく Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージびっくりたんじょうび Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージとしょかんへいく Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージしょうぼうしゃにのる Ｍ．レイ 原著 岩波書店

おさるのジョージがっこうへいく Ｍ．レイ 原著 岩波書店

ももたろう てのひらむかしばなし 長谷川　摂子 著 岩波書店

かちかちやま てのひらむかしばなし 長谷川　摂子 著 岩波書店

したきりすずめ てのひらむかしばなし 長谷川　摂子 著 岩波書店

うろこだま てのひらむかしばなし 長谷川　摂子 著 岩波書店

へっこきあねさ てのひらむかしばなし 長谷川　摂子 著 岩波書店

やまんばとがら てのひらむかしばなし 長谷川　摂子 著 岩波書店

つるのおんがえし てのひらむかしばなし 長谷川　摂子 著 岩波書店

さばうりどん てのひらむかしばなし 長谷川　摂子 著 岩波書店

十二支のはじまり てのひらむかしばなし 長谷川　摂子 著 岩波書店

だんだんのみ てのひらむかしばなし 長谷川　摂子 著 岩波書店

むしたちのさくせん かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 宮武　頼夫 著 福音館書店

みんなうんち かがくのとも傑作集 五味 太郎 さく 福音館書店

ポットくんとミミズくん かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 真木　文絵 著 福音館書店

ぼくのわたしのすいぞくかん かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 小宮　輝之 著 福音館書店

ぼくのわたしのこんちゅうえん かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 小林　俊樹 著 福音館書店

ぼく、だんごむし かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 得田　之久 著 福音館書店

ふゆめがっしょうだん かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 長　新太 著 福音館書店

にじ かがくのとも傑作集　どきどきしぜん さくらい　じゅんじ 著 福音館書店

なつやすみ虫ずかん かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 宮武　頼夫 著 福音館書店

どんぐりかいぎ かがくのとも傑作集　どきどきしぜん こうや　すすむ 著 福音館書店

どんぐり かがくのとも傑作集　３５ こうや　すすむ 著 福音館書店

トマトのひみつ かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 山口　進 著 福音館書店

どうぶつえんのおいしゃさん かがくのとも傑作集　２６ 降矢　洋子 著 福音館書店

つくし かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 甲斐　信枝 著 福音館書店

たんぽぽ かがくのとも傑作集　１４ 平山　和子 著 福音館書店

こんにちは、ビーバー たくさんのふしぎ傑作集 佐藤　英治 著 福音館書店

こんにちは、ビーバー たくさんのふしぎ傑作集 佐藤　英治 著 福音館書店

日本がわかるちずのえほん ふゆの　いちこ 画 学習研究社

ぼくはねこのバーニーがだいすきだった ジュディス・ボースト 著 偕成社

おおおかさばき 川端　誠 著 クレヨンハウス



ときそば 川端　誠 著 クレヨンハウス

あめのひのえんそく 間瀬　なおかた 著 ひさかたチャイルド

おならうた 谷川　俊太郎 原著 絵本館

どうぶつにふくをきせてはいけません ジュディ・バレット 著 朔北社

平野レミのおりょうりブック かがくのとも傑作集　わくわくにんげん 平野　レミ 著 福音館書店

ぼくは弟とあるいた 絵本の泉 小林 豊 作・絵 岩崎書店

きのこのひみつ 学研

住まいのひみつ 学研

銀行のひみつ 学研

おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリーズ 西本 鶏介 作 鈴木出版

ハキちゃんの「はっぴょうします」 おはなしドロップシリーズ 薫　くみこ 著 佼成出版社

ぼくのパパはおおおとこ カール・ノラック 著 セーラー出版

ぼくのパパはおおおとこ カール・ノラック 著 セーラー出版

はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば　１ 姉崎　一馬 著 アリス館

はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば　１ 姉崎　一馬 著 アリス館

りんごあげるね さえぐさ　ひろこ 著 童心社

ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス 著 あすなろ書房

ゆりかごは口の中 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０ 桜井　淳史 著 ポプラ社

ゆりかごは口の中 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０ 桜井　淳史 著 ポプラ社

干し柿 あかね・新えほんシリーズ　３０ 西村　豊 著 あかね書房

干し柿 あかね・新えほんシリーズ　３０ 西村　豊 著 あかね書房

七草小屋のふしぎなわすれもの 島村　木綿子 著 国土社

両親をしつけよう！ 文研じゅべにーる ピート・ジョンソン 著 文研出版

平和の種をまく いのちのえほん　１８ 大塚敦子 著 岩崎書店

平和の種をまく いのちのえほん　１８ 大塚敦子 著 岩崎書店

平和の種をまく いのちのえほん　１８ 大塚敦子 著 岩崎書店

あきらめないこと、それが冒険だ ヒューマン・ノンフィクション 野口　健 著 学習研究社

大豆のひみつ 学研

やさしいフィンランド

きな子がいく！ ジュリアン

みんなでやってみよう遊びの本 児童憲章愛の会

紙のひみつ おぎの　ひとし 学研

スーホの白い馬に会ったよ かまだ しゅんぞう 作・写真 ハート出版

”弁当の日”がやってきた 竹下　和男

台所に立つ子どもたち 竹下　和男

せかいいちうつくしいぼくの村 えほんはともだち　４０ 小林　豊 著 ポプラ社

魚の大常識 これだけは知っておきたい　３１ 安延　尚文 著 ポプラ社

食べものの大常識 これだけは知っておきたい　３２ 青木　一平 著 ポプラ社

ネコの大常識 これだけは知っておきたい　３３ 野中　祐 著 ポプラ社

日本語の大常識 これだけは知っておきたい　３４ 秩父　啓子 著 ポプラ社

星と星座の大常識 これだけは知っておきたい　３５ 安延　尚文 著 ポプラ社

トイレの大常識 これだけは知っておきたい　３６ グループ・コロンブス 著 ポプラ社

鉄道の大常識 これだけは知っておきたい　３７ 梅原　淳 著 ポプラ社

野球の大常識 これだけは知っておきたい　３８ 木村　修一 著 ポプラ社



病気の大常識 これだけは知っておきたい　３９ 山内　ススム 著 ポプラ社

ロボットの大常識 これだけは知っておきたい　４０ 小林　雅子 著 ポプラ社

わたしはあなたをあいしています 絵本の時間　４８ 宮西　達也 著 ポプラ社

サッカー めざせ！スーパースター１ 田嶋　幸三 ポプラ社

野球 めざせ！スーパースター２ 菅谷　斉 著 ポプラ社

バレーボール めざせ！スーパースター　３ 寺廻　太 ポプラ社

水泳 めざせ！スーパースター　４ 青木　剛 ポプラ社

卓球 めざせ！スーパースター　５ 前原　正浩 ポプラ社

頭げんき！超かんたん脳トレ　１ 頭げんき！超かんたん脳トレ 篠原　菊紀 ポプラ社

頭げんき！超かんたん脳トレ　２ 頭げんき！超かんたん脳トレ 篠原　菊紀 ポプラ社

頭げんき！超かんたん脳トレ　３ 頭げんき！超かんたん脳トレ 篠原　菊紀 ポプラ社

頭げんき！超かんたん脳トレ　４ 頭げんき！超かんたん脳トレ 篠原　菊紀 ポプラ社

早ね早おき朝ごはん　１ 早ね早おき朝ごはん はらだ　ゆうこ 著 汐文社

早ね早おき朝ごはん　２ 早ね早おき朝ごはん はらだ　ゆうこ 著 汐文社

早ね早おき朝ごはん　３ 早ね早おき朝ごはん はらだ　ゆうこ 著 汐文社

二十一世紀に生きる君たちへ 司馬　遼太郎 著 世界文化社

二十一世紀に生きる君たちへ 司馬 遼太郎 著 世界文化社

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー１ ケイト・マクミュラン 作 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー３ ケイト・マクミュラン 作 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー５ ケイト・マクミュラン 作 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー７ ケイト・マクミュラン 作 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー８ ケイト・マクミュラン 作 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー９ ケイト・マクミュラン 作 岩崎書店

おどろきと感動の動物の子育て図鑑　１ 動物の子育て図鑑 今泉　忠明 学習研究社

おどろきと感動の動物の子育て図鑑　２ 動物の子育て図鑑 今泉　忠明 学習研究社

おどろきと感動の動物の子育て図鑑　３ 動物の子育て図鑑 今泉　忠明 学習研究社

おどろきと感動の動物の子育て図鑑　４ 動物の子育て図鑑 今泉　忠明 学習研究社

おどろきと感動の動物の子育て図鑑　５ 動物の子育て図鑑 今泉　忠明 学習研究社

おどろきと感動の動物の子育て図鑑　６ 動物の子育て図鑑 今泉　忠明 学習研究社

ルリユールおじさん いせ　ひでこ 著 理論社

おまかせツアー 高畠　那生 著 理論社

ハナちゃんとバンビさんカーニバルへいく 石津　ちひろ 著 理論社

か・げ 武田　美穂 著 理論社

てんぐちゃんのおまつり もりやま　みやこ 著 理論社

ファーディとおちば ジュリア・ローリンソン 著 理論社

ぷかぷかランドすてきなおくりもの 川北　亮司 著 理論社

ふようどのふよこちゃん 飯野　和好 著 理論社

あめあがりのカピバラくん たなか　しんすけ 著 理論社

おさるのはまべ どうわがいっぱい　４７ いとう　ひろし 著 講談社

おさるのやま どうわがいっぱい　５８ いとう　ひろし 著 講談社

へんしんオバケ 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社

くまのしんぶんきしゃ こんの　ひとみ 著 金の星社

にゃんきちいっかのだいぼうけん 新しいえほん 岡本　一郎 著 金の星社

きつねのでんわボックス 戸田　和代 著 金の星社



ママがおこるとかなしいの せがわ　ふみこ 著 金の星社

あしたのねこ きむら　ゆういち 著 金の星社

なぜなぜいっぱい　１ なぜなぜいっぱい やまだ　まこと 著 草土文化

なぜなぜいっぱい　２ なぜなぜいっぱい やまだ　まこと 著 草土文化

なぜなぜいっぱい　３ なぜなぜいっぱい やまだ　まこと 著 草土文化

幽体離脱レストラン 怪談レストラン かとう くみこ 絵 童心社

紫ババアレストラン 怪談レストラン たかい よしかず 絵 童心社

虫の知らせレストラン

死の影レストラン

仮面レストラン

不思議の風ふく島 文学の森 竹内　もと代 著 小峰書店

太古の森へ 文学の森 三輪　裕子 著 小峰書店

ノーラ、１２歳の秋 文学の森 アニカ・トール 著 小峰書店

がちょう通りの三日月亭 文学の森 白阪　実世子 著 小峰書店

リューンノールの庭 文学の森 松本　祐子 著 小峰書店

だんごむしと恐竜のレプトぼうや 松岡　達英 著 小学館

だんごむしうみへいく 松岡　達英 著 小学館

はれときどきたこ いわさき創作童話　４０ 矢玉　四郎 著 岩崎書店

はれときどきアハハ 矢玉　四郎 著 岩崎書店

としょかんライオン 海外秀作絵本　１７ ミシェル・ヌードセン 著 岩崎書店

ｍｙ　Ｂｏｏｋわたしのえほん えいごはいかが 五味　太郎 著 岩崎書店

ｙｏｕｒ　Ｂｏｏｋあなたのえほん えいごはいかが 五味　太郎 著 岩崎書店

ｏｕｒ　Ｂｏｏｋみんなのえほん えいごはいかが 五味　太郎 著 岩崎書店

なりたいな、料理の名人　１ なりたいな、料理の名人 服部　幸應 著 岩崎書店

なりたいな、料理の名人　２ なりたいな、料理の名人 服部　幸應 著 岩崎書店

なりたいな、料理の名人　３ なりたいな、料理の名人 服部　幸應 著 岩崎書店

なりたいな、料理の名人　４ なりたいな、料理の名人 服部　幸應 著 岩崎書店

なりたいな、料理の名人　５ なりたいな、料理の名人 服部　幸應 著 岩崎書店

なりたいな、料理の名人　６ なりたいな、料理の名人 服部　幸應 著 岩崎書店

なりたいな、料理の名人　７ なりたいな、料理の名人 服部　幸應 著 岩崎書店

なりたいな、料理の名人　８ なりたいな、料理の名人 服部　幸應 著 岩崎書店

なりたいな、料理の名人　９ なりたいな、料理の名人 服部　幸應 著 岩崎書店

なりたいな、料理の名人　１０ なりたいな、料理の名人 服部　幸應 著 岩崎書店

ただいまお仕事中 おち　とよこ 著 福音館書店

よかったねネッドくん　改訂版 レミー・シャーリップ 著 偕成社

はしれ！たくはいびん 竹下　文子 著 偕成社

どうぶつはやくちあいうえお 岸田　衿子 著 のら書店

うごいちゃだめ エリカ・シルヴァマン 著 アスラン書房

あしたのてんきははれくもりあめ かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 野坂　勇作 著 福音館書店

だじゃれどうぶつえん 中川　ひろたか 著 絵本館

あな こどものとも傑作集　６３ 谷川　俊太郎 著 福音館書店

マンホールからこんにちは 伊東　寛 著 徳間書店

お化けの海水浴 川端　誠 著 ビーエル出版

ぼくと弟はあるきつづける レインボーえほん　１０ 小林　豊 著 岩崎書店



きょうはすてきなおばけの日 えほんとなかよし　１５ 武田　美穂 著 ポプラ社

おじさんのかさ 佐野　洋子 著 講談社

世界の国ぐに探検大図鑑 池上　彰 小学館

動物 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１ 三浦　慎悟 著 小学館

植物 小学館の図鑑・ＮＥＯ　２ 畑中　喜秋 著 小学館

昆虫 小学館の図鑑・ＮＥＯ　３ 小池　啓一 著 小学館

両生類・はちゅう類 小学館の図鑑・ＮＥＯ　６ 松井　正文 著 小学館

飼育と観察 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１５ 筒井　学 著 小学館

ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム 著 ほるぷ出版

絵本佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七 著 徳間書店

あなたをずっとずっとあいしてる 絵本の時間　４４ 宮西　達也 著 ポプラ社

きみはほんとうにステキだね 絵本の時間　４１ 宮西　達也 著 ポプラ社

おさんぽトコちゃんトコトコトコ 宮西　達也 著 教育画劇

おおかみペコペコ 宮西　達也 著 学習研究社

カエルくんのみずたまり チューリップえほんシリーズ 宮西　達也 著 すずき出版

モモ 岩波少年少女の本　３７ ミヒャエル・エンデ 著 岩波書店

マザー・テレサ 愛と勇気をあたえた人びと　１ リチャード・テームズ 著 国土社

ネルソン・マンデラ 愛と勇気をあたえた人びと　２ リチャード・テームズ 著 国土社

アメリア・イヤハート 愛と勇気をあたえた人びと　３ リチャード・テームズ 著 国土社

ヘレン・ケラー 愛と勇気をあたえた人びと　４ リチャード・テームズ 著 国土社

アンネ・フランク 愛と勇気をあたえた人びと　５ リチャード・テームズ 著 国土社

ライト兄弟 愛と勇気をあたえた人びと　６ リチャード・テームズ 著 国土社

マリー・キュリー 愛と勇気をあたえた人びと　７ リチャード・テームズ 著 国土社

ナイチンゲール 愛と勇気をあたえた人びと　８ リチャード・テームズ 著 国土社

夕焼けの国へようこそ 垣内　磯子 著 フレーベル館

人食いとらのおんがえし 朝鮮の民話絵本シリーズ 松谷　みよ子 著 佼成出版社

ちいさいいすのはなし ハッピーオウル社のおはなしのほん 竹下　文子 著 ハッピーオウル社

あいててて！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム 原著 評論社

悪魔のりんご 舟崎　克彦 著 小学館

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 著 教育画劇

ハクチョウ 竹田津　実 アリス館

みんなにあげる そうえんしゃ・日本のえほん　６ みやもと　ただお 著 草炎社

むしのあいうえお 今森　光彦 著 童心社

すみれとあり かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 矢間　芳子 著 福音館書店

てをみてごらん わたしのえほん 中村　牧江 著 ＰＨＰ研究所

たねがとぶ かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 甲斐　信枝 著 福音館書店

７日だけのローリー 学研おはなし絵本 片山　健 著 学習研究社

ハエくん グスティ 著 フレーベル館

よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし レインボーえほん　７ 及川　賢治 著 岩崎書店

たべられるしょくぶつ かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 森谷　憲 著 福音館書店

十歳のきみへ 日野原　重明 著 冨山房インターナショナル

わたしとあそんで 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 マリー・ホール・エッツ 著 福音館書店

ゆかいなかえる 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ジュリエット・キープス 著 福音館書店

もぐらとずぼん 世界傑作絵本シリーズ・チェコの絵本 エドアルド・ペチシカ 著 福音館書店



もぐらとじどうしゃ 世界傑作絵本シリーズ・チェコの絵本 エドアルド・ペチシカ 著 福音館書店

ヘンリーいえをたてる 世界傑作絵本シリーズ Ｄ．Ｂ．ジョンソン 著 福音館書店

ハリーのセーター 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ジーン・ジオン 著 福音館書店

どろんこハリー 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ジーン・ジオン 著 福音館書店

ちいさなもみのき 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 マーガレット・ワイズ・ブラウン 著 福音館書店

たんじょうび 世界傑作絵本シリーズ・スイスの絵本 ハンス・フィッシャー 著 福音館書店

しずかなおはなし 世界傑作絵本シリーズ・ソビエトの絵本 サムイル・マルシャーク 著 福音館書店

さむがりやのサンタ 世界傑作絵本シリーズ・イギリスの絵本 レイモンド・ブリッグズ 著 福音館書店

きりのなかのはりねずみ 世界傑作絵本シリーズ ユーリー・ノルシュテイン 著 福音館書店

おやすみなさいフランシス 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ラッセル・ホーバン 著 福音館書店

おさるとぼうしうり 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 エズフィール・スロボドキーナ 著 福音館書店

うみべのハリー 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ジーン・ジオン 著 福音館書店

いたずらこねこ 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 バーナディン・クック 著 福音館書店

おはなしのろうそく　１　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館

おはなしのろうそく　２　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館

おはなしのろうそく　３　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館

おはなしのろうそく　４　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館

おはなしのろうそく　５　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館

おはなしのろうそく　６　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館

おはなしのろうそく　７　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館

おはなしのろうそく　８　愛蔵版 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館

おっぱいのひみつ かがくのとも傑作集　２０ 柳生　弦一郎 著 福音館書店

からだのみなさん かがくのとも傑作集　わくわくにんげん 五味　太郎 著 福音館書店

サンドイッチつくろう かがくのとも傑作集　わくわくにんげん さとう　わきこ 著 福音館書店

せんせい かがくのとも傑作集　わくわくにんげん 大場　牧夫 著 福音館書店

チンチンでんしゃのはしるまち かがくのとも傑作集　わくわくにんげん 横溝　英一 著 福音館書店

はしるはしるとっきゅうれっしゃ かがくのとも傑作集　わくわくにんげん 横溝　英一 著 福音館書店

ぼくのぱんわたしのぱん かがくのとも傑作集　２３ 神沢　利子 著 福音館書店

みず かがくのとも傑作集　わくわくにんげん 長谷川　摂子 著 福音館書店

わたし かがくのとも傑作集　２１ 谷川　俊太郎 著 福音館書店

やさいでぺったん かがくのとも傑作集　わいわいあそび よしだ　きみまろ 著 福音館書店

てじなでだましっこ かがくのとも傑作集　わいわいあそび 佐伯　俊男 著 福音館書店

しんぶんしでつくろう かがくのとも傑作集 よしだ　きみまろ 著 福音館書店

かみひこうき かがくのとも傑作集　１８ 小林　実 著 福音館書店

かみであそぼう－きる・おる かがくのとも傑作集　わいわいあそび こすぎけいこ 著 福音館書店

かみコップでつくろう かがくのとも傑作集 よしだ　きみまろ 著 福音館書店

あそぼうあそぼうおとうさん かがくのとも傑作集　わいわいあそび 浜田　桂子 著 福音館書店

あそぼうあそぼうおかあさん かがくのとも傑作集　わいわいあそび 浜田　桂子 著 福音館書店

あしのうらのはなし かがくのとも傑作集　３９ 柳生　弦一郎 著 福音館書店

おへそのひみつ かがくのとも傑作集　わくわくにんげん やぎゅう　げんいちろう 著 福音館書店

カユイカユイ かがくのとも傑作集　わくわくにんげん 毛利　子来 著 福音館書店

きゅうきゅうばこ　かがくのとも版 かがくのとも傑作集　９ 山田　真 著 福音館書店

ゲーとピー かがくのとも傑作集　わくわくにんげん 毛利　子来 著 福音館書店

はなのあなのはなし かがくのとも傑作集　３８ 柳生　弦一郎 著 福音館書店



ほね かがくのとも傑作集　２５ 堀内　誠一 著 福音館書店

発達と障害を考える本　１ 発達と障害を考える本 諏訪　利明 編 ミネルヴァ書房

発達と障害を考える本　２ 発達と障害を考える本 安倍　陽子 編 ミネルヴァ書房

発達と障害を考える本　３ 発達と障害を考える本 神奈川ＬＤ協会 編 ミネルヴァ書房

発達と障害を考える本　４ 発達と障害を考える本 高山　恵子 編 ミネルヴァ書房

発達と障害を考える本　６ 発達と障害を考える本 原　仁 ミネルヴァ書房

おれがあいつであいつがおれで 山中恒よみもの文庫　１１ 山中　恒 著 理論社

狐笛のかなた 上橋　菜穂子 著 理論社

めちゃくちゃはずかしかったこと リュドヴィック・フラマン 著 あすなろ書房

黒魔女さんが通る！！　チョコ、デビューするの巻 講談社青い鳥文庫　２１７－７ 石崎　洋司 著 講談社

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ２　チョコ、空を飛ぶの巻 講談社青い鳥文庫　２１７－８ 石崎　洋司 著 講談社

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ３　ライバルあらわる！？の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－９ 石崎　洋司 著 講談社

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ４ 講談社青い鳥文庫　２１７－１０ 石崎　洋司 著 講談社

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ５　５年１組は大騒動！の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－１１ 石崎　洋司 著 講談社

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ６　この学校、呪われてません？の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－１２ 石崎　洋司 著 講談社

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ７ 講談社青い鳥文庫　２１７－１３ 石崎　洋司 著 講談社

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ８　赤い糸が見えた！？の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－１４ 石崎　洋司 著 講談社

若おかみは小学生！ 講談社青い鳥文庫　１７１－７ 令丈　ヒロ子 著 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ２ 講談社青い鳥文庫　１７１－８ 令丈　ヒロ子 著 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ３ 講談社青い鳥文庫　１７１－９ 令丈　ヒロ子 著 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ４ 講談社青い鳥文庫　１７１－１０ 令丈　ヒロ子 著 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ５ 講談社青い鳥文庫　１７１－１１ 令丈　ヒロ子 著 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ６ 講談社青い鳥文庫　１７１－１２ 令丈　ヒロ子 著 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ７ 講談社青い鳥文庫　１７１－１３ 令丈　ヒロ子 著 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ８ 講談社青い鳥文庫　１７１－１４ 令丈　ヒロ子 著 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ９ 講談社青い鳥文庫　１７１－１５ 令丈　ヒロ子 著 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１０ 講談社青い鳥文庫　１７１－１６ 令丈　ヒロ子 著 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１１ 講談社青い鳥文庫　１７１－１７ 令丈　ヒロ子 著 講談社

デルトラ・クエスト３　１ デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店

デルトラ・クエスト３　２ デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店

デルトラ・クエスト３　３ デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店

デルトラ・クエスト３　４ デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店

泣いちゃいそうだよ 講談社青い鳥文庫　２５４－１ 小林　深雪 著 講談社

もっと泣いちゃいそうだよ 講談社青い鳥文庫　２５４－２ 小林　深雪 著 講談社

いいこじゃないよ 講談社青い鳥文庫　２５４－３ 小林　深雪 著 講談社

ひとりじゃないよ 講談社青い鳥文庫　２５４－４ 小林　深雪 著 講談社

ほんとは好きだよ 講談社青い鳥文庫　２５４－５ 小林　深雪 著 講談社

とんかちくんとのこぎりくん 学研おはなし絵本 中川　ひろたか 著 学習研究社

ガーコちゃんのえんそく 学研おはなし絵本 国松　エリカ 著 学習研究社

うめぼしくん 学研おはなし絵本 わたなべ　あや 著 学習研究社

とこちゃんのながぐつ 学研おはなし絵本 かとう　まふみ 著 学習研究社

とんでいったりんご 学研おはなし絵本 ふくだ　としお 著 学習研究社

りすのパンやさん 学研おはなし絵本 ミミィとミーヤン 著 学習研究社

ドテラウルス 学研おはなし絵本 のざき　まいこ 著 学習研究社



いちごとおひさま 学研おはなし絵本 真木　文絵 著 学習研究社

るるちゃんのがっこう 学研おはなし絵本 すどう　めぐみ 著 学習研究社

ねこのセーター 学研おはなし絵本 おいかわ　けんじ 著 学習研究社

色形 栗林さんの虫めがね　４ 栗林　慧 著 フレーベル館

瞬間 栗林さんの虫めがね　３ 栗林　慧 著 フレーベル館

変身 栗林さんの虫めがね　２ 栗林　慧 著 フレーベル館

発見 栗林さんの虫めがね　１ 栗林　慧 著 フレーベル館

海野和男のさがしてムシハカセ　１ 海野和男のさがしてムシハカセ 海野　和男 著 偕成社

海野和男のさがしてムシハカセ　２ 海野和男のさがしてムシハカセ 海野　和男 著 偕成社

海野和男のさがしてムシハカセ　３ 海野和男のさがしてムシハカセ 海野　和男 著 偕成社

おひるのアヒル わはははことばあそびブック 中川　ひろたか 著 ＰＨＰ研究所

こんにちワニ わはははことばあそびブック 中川　ひろたか 著 ＰＨＰ研究所

ブルドッグブルブル わはははことばあそびブック 中川　ひろたか 著 ＰＨＰ研究所

ミルクくるみ わはははことばあそびブック 中川　ひろたか 著 ＰＨＰ研究所

かいじゅうのこんだて わはははことばあそびブック 中川　ひろたか 著 ＰＨＰ研究所

とんとんどんどん わはははことばあそびブック 中川　ひろたか 著 ＰＨＰ研究所

だんごどっこいしょ 子どもがはじめてであう民話　１ 大川　悦生 著 ポプラ社

さるじぞうほいほい 子どもがはじめてであう民話　２ 大川　悦生 著 ポプラ社

でっかいまめたろう 子どもがはじめてであう民話　３ 大川　悦生 著 ポプラ社

ゆきひめ 子どもがはじめてであう民話　４ 大川　悦生 著 ポプラ社

ねずみのすもう 子どもがはじめてであう民話　５ 大川　悦生 著 ポプラ社

たいへんたいへんたいへんだー 子どもがはじめてであう民話　６ 大川　悦生 著 ポプラ社

たなばたむかし 子どもがはじめてであう民話　７ 大川　悦生 著 ポプラ社

おしょうとこぞう 子どもがはじめてであう民話　８ 大川　悦生 著 ポプラ社

びんぼうがみとふくのかみ 子どもがはじめてであう民話　９ 大川　悦生 著 ポプラ社

おだんごころころ 子どもがはじめてであう民話　１０ 大川　悦生 著 ポプラ社

折原みとのお菓子の国のプリンセス 折原みと 著 ポプラ社

折原みとのおいしい国のプリンセス 折原みと 著 ポプラ社

折原みとのきれいな国のプリンセス 折原　みと 著 ポプラ社

からだがよろこぶ生活習慣　１ からだがよろこぶ生活習慣 羽崎　泰男 学習研究社

からだがよろこぶ生活習慣　２ からだがよろこぶ生活習慣 羽崎　泰男 学習研究社

からだがよろこぶ生活習慣　３ からだがよろこぶ生活習慣 羽崎　泰男 学習研究社

からだがよろこぶ生活習慣　４ からだがよろこぶ生活習慣 羽崎　泰男 学習研究社

からだがよろこぶ生活習慣　５ からだがよろこぶ生活習慣 羽崎　泰男 学習研究社

中国の歴史　１ 学習漫画　集英社版 小林　隆 著 集英社

中国の歴史　２ 学習漫画　集英社版 小林　隆 著 集英社

中国の歴史　３ 学習漫画　集英社版 小林　隆 著 集英社

中国の歴史　４ 学習漫画　集英社版 柳川　創造 著 集英社

中国の歴史　５ 学習漫画　集英社版 柳川　創造 著 集英社

中国の歴史　６ 学習漫画　集英社版 柳川　創造 著 集英社

中国の歴史　７ 学習漫画　集英社版 坂田　稔 著 集英社

中国の歴史　８ 学習漫画　集英社版 坂田　稔 著 集英社

中国の歴史　９ 学習漫画　集英社版 坂田　稔 著 集英社

中国の歴史　１０ 学習漫画　集英社版 小林　隆 著 集英社



ドラキュラ どきどきミステリーランド Ｂ．ストッカー 著 金の星社

オペラ座の怪人 どきどきミステリーランド Ｇ．ルルー 著 金の星社

フランケンシュタイン どきどきミステリーランド Ｍ．シェリー 著 金の星社

バンパイヤ どきどきミステリーランド Ｊ．ポリドリー 著 金の星社

ジキルとハイド どきどきミステリーランド Ｒ．スチーブンソン 著 金の星社

うそつきロボット 冒険ファンタジー名作選　１０ アイザック・アシモフ 著 岩崎書店

時をかける少女　アニメ版 筒井　康隆 原著 金の星社

ニック・シャドウの真夜中の図書館１ ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

ニック・シャドウの真夜中の図書館２血ぬられた砂浜 ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

ニック・シャドウの真夜中の図書館３ゲ－ムオーバー ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

ニック・シャドウの真夜中の図書館４ネコばあさん ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

ニック・シャドウの真夜中の図書館５うそつき ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

まじょねこピピぼくのだいじなともだち まじょねこピピのだいぼうけんシリーズ 中島　和子 著 金の星社

ふしぎの森のヤーヤー思い出のたんじょう日 内田　麟太郎 著 金の星社

コドモときどきあくま こやま　峰子 著 金の星社

キャベたまたんていハラハラさばくの大レース キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 金の星社

いつまでもずっとずーっとともだち おはなしたんけんたい７ たかやま　えいこ 著 金の星社

なぞなぞギャング団 だじゃれモン次郎　１ 石崎　洋司 著 講談社

なぞなぞゆうれい船 だじゃれモン次郎　２ 石崎　洋司 著 講談社

なぞなぞドラゴン島 だじゃれモン次郎　３ 石崎　洋司 著 講談社

ロジカル・コミュニケーション　イラスト版 つくば言語技術教育研究所 編 合同出版

気持ちの伝え方　イラスト版 高取　しづか 著 合同出版

いのちがぱちん 学研の新しい創作 後藤　みわこ 著 学習研究社

フーチのあおむけすべり 学研の新しい創作 岸川　悦子 著 学習研究社

歩いて行こう 学研の新しい創作 北　ふうこ 著 学習研究社

とんぼの空 学研の新しい創作 津島　節子 著 学習研究社

ベッシーによろしく 学研の新しい創作 花形　みつる 著 学習研究社

コロッケいっぽーん少女剣士 学研の新しい創作 上坂　和美 著 学習研究社

わすれてもいいよ 学研の新しい創作 渋谷　愛子 著 学習研究社

ドアのむこう 学研の新・創作シリーズ 渋谷　愛子 著 学習研究社

パパが消えた？ 学研の新・創作シリーズ 牧野　節子 著 学習研究社

ど・ん・ま・い 学研の新・創作シリーズ 青山　季市 著 学習研究社

ムーンストーンハウス 学研の新・創作シリーズ 小山内　こころ 著 学習研究社

水の生き物　増補改訂 ニューワイド学研の図鑑　１０ 奥谷　喬司 学習研究社

はたらく犬　第１巻 日本補助犬協会 監修 学研

ごんぎつね おはなし名作絵本　１ 新美　南吉 著 ポプラ社

おにたのぼうし おはなし名作絵本　２ あまん　きみこ 著 ポプラ社

子うさぎましろのお話 おはなし名作絵本　３ 佐々木　たづ 著 ポプラ社

てぶくろをかいに おはなし名作絵本　４ 新美　南吉 著 ポプラ社

いだてんの六 おはなし名作絵本　５ そや　きよし 著 ポプラ社

小さな青い馬 おはなし名作絵本　６ 今江　祥智 著 ポプラ社

九ひきの小おに おはなし名作絵本　７ 谷　真介 著 ポプラ社

ヌーチェの水おけ おはなし名作絵本　８ 神沢　利子 著 ポプラ社

かたあしだちょうのエルフ おはなし名作絵本　９ おのき　がく 著 ポプラ社



わにのバンポ おはなし名作絵本　１０ 大石　真 著 ポプラ社

むささび星 おはなし名作絵本　１１ 今西　祐行 著 ポプラ社

きつねの花火 おはなし名作絵本　１２ 那須田　稔 著 ポプラ社

白い鳥 おはなし名作絵本　１３ 椋　鳩十 著 ポプラ社

火くいばあ おはなし名作絵本　１４ 清水　達也 著 ポプラ社

ばんどりだいこ おはなし名作絵本　１５ 宮下　和男 著 ポプラ社

サーカスのライオン おはなし名作絵本　１６ 川村　たかし 著 ポプラ社

へっこきあねさがよめにきて おはなし名作絵本　１７ 大川　悦生 著 ポプラ社

はらだちごんべ おはなし名作絵本　１８ 舟崎　克彦 著 ポプラ社

茂吉のねこ おはなし名作絵本　１９ 松谷　みよ子 著 ポプラ社

ふえをふく岩 おはなし名作絵本　２０ 君島　久子 著 ポプラ社

一つの花 おはなし名作絵本　２１ 今西　祐行 著 ポプラ社

黒いちょう おはなし名作絵本　２２ 松谷　みよ子 著 ポプラ社

そよ風とわたし おはなし名作絵本　２３ 今江　祥智 著 ポプラ社

空気がなくなる日 おはなし名作絵本　２４ 岩倉　政治 著 ポプラ社

えすがたあねさま おはなし名作絵本　２５ 大川　悦生 著 ポプラ社

つるのあねさ おはなし名作絵本　２６ 大川　悦生 著 ポプラ社

きつねの窓 おはなし名作絵本　２７ 安房　直子 著 ポプラ社

山ねこおことわり おはなし名作絵本　２８ あまん　きみこ 著 ポプラ社

かあさんのうた おはなし名作絵本　２９ 大野　允子 著 ポプラ社

少年と子だぬき おはなし名作絵本　３０ 佐々木　たづ 著 ポプラ社

亡霊は夜歩く 講談社青い鳥文庫　１７４－２ はやみね　かおる 著 講談社

消える総生島 講談社青い鳥文庫　１７４－３ はやみね　かおる 著 講談社

あやかし修学旅行 講談社青い鳥文庫　１７４－１５ はやみね　かおる 著 講談社

徳利長屋の怪 講談社青い鳥文庫　１７４－９ はやみね　かおる 著 講談社

人形は笑わない 講談社青い鳥文庫　１７４－１０ はやみね　かおる 著 講談社

ギヤマン壷の謎 講談社青い鳥文庫　１７４－８ はやみね　かおる 著 講談社

ミステリーの館へ、ようこそ 講談社青い鳥文庫　１７４－１３ はやみね　かおる 著 講談社

笛吹き男とサクセス塾の秘密 講談社青い鳥文庫　１７４－１７ はやみね　かおる 著 講談社

夢水清志郎に挑戦！名探偵ものしりクイズ 青い鳥おもしろランド はやみね　かおる 著 講談社

夢水清志郎に挑戦！超名探偵ものしりクイズ 青い鳥おもしろランド はやみね　かおる 著 講談社

ホラーバス　１ ホラーバス パウル・ヴァン・ローン 著 学習研究社

ホラーバス　２ ホラーバス パウル・ヴァン・ローン 著 学習研究社

ホラーバス恐怖のいたずら　１ ホラーバス恐怖のいたずら パウル・ヴァン・ローン 著 学習研究社

ホラーバス恐怖のいたずら　２ ホラーバス恐怖のいたずら パウル・ヴァン・ローン 著 学習研究社

ホラーバス呪われた部屋　１ ホラーバス呪われた部屋 パウル・ヴァン・ローン 著 学習研究社

ホラーバス呪われた部屋　２ ホラーバス呪われた部屋 パウル・ヴァン・ローン 著 学習研究社

ゆうたはともだち ゆうたくんちのいばりいぬ　１ きたやま　ようこ 著 あかね書房

ゆうたとさんぽする ゆうたくんちのいばりいぬ　２ きたやま　ようこ 著 あかね書房

ゆうたのゆめをみる ゆうたくんちのいばりいぬ　３ きたやま　ようこ 著 あかね書房

ゆうたとかぞく ゆうたくんちのいばりいぬ　４ きたやま　ようこ 著 あかね書房

ゆうたのおかあさん ゆうたくんちのいばりいぬ　５ きたやま　ようこ 著 あかね書房

ゆうたのおとうさん ゆうたくんちのいばりいぬ　６ きたやま　ようこ 著 あかね書房

こんにちはむし ゆうたくんちのいばりいぬ　７ きたやま　ようこ 著 あかね書房



こんにちはねこ ゆうたくんちのいばりいぬ　８ きたやま　ようこ 著 あかね書房

こんにちはいぬ ゆうたくんちのいばりいぬ　９ きたやま　ようこ 著 あかね書房

じんぺいの絵日記 ゆうたくんちのいばりいぬ　別巻 きたやま　ようこ 著 あかね書房

じんぺいの絵日記　２ ゆうたくんちのいばりいぬ　別巻 きたやま　ようこ 著 あかね書房

自然のかくし絵　改訂新版 矢島　稔 著 偕成社

おばけ桃が行く ロアルド・ダールコレクション１ ロアルド・ダール 著 評論社

チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダールコレクション　２ ロアルド・ダール 著 評論社

魔法のゆび ロアルド・ダールコレクション　３ ロアルド・ダール 著 評論社

すばらしき父さん狐 ロアルド・ダールコレクション　４ ロアルド・ダール 著 評論社

ガラスの大エレベーター ロアルド・ダールコレクション　５ ロアルド・ダール 著 評論社

アッホ夫婦 ロアルド・ダールコレクション　９ ロアルド・ダール 著 評論社

ぼくのつくった魔法のくすり ロアルド・ダールコレクション　１０ ロアルド・ダール 著 評論社

魔女がいっぱい ロアルド・ダールコレクション　１３ ロアルド・ダール 著 評論社

こちらゆかいな窓ふき会社 ロアルド・ダールコレクション　１５ ロアルド・ダール 著 評論社

マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダールコレクション　１６ ロアルド・ダール 著 評論社

マリと子犬の物語 ひろはた　えりこ 著 汐文社

犬と私の１０の約束 サイトウ　アカリ 著 毎日新聞社

ざっくん！ショベルカー 竹下　文子 著 偕成社

ぼくのしょうぼうしゃ 竹下　文子 著 偕成社

クレーンクレーン 竹下　文子 著 偕成社

がんばれ！パトカー 竹下　文子 著 偕成社

奥薗壽子の子どものごはん 奥薗　壽子 著 金の星社

奥薗壽子の子どもの朝ごはん 奥薗　壽子 著 金の星社

奥薗壽子の子どもの健康ごはん 奥薗　壽子 著 金の星社

スパイダーウィック家の謎　第１巻 スパイダーウィック家の謎　第１巻 ホリー・ブラック 著 文渓堂

スパイダーウィック家の謎　第２巻 スパイダーウィック家の謎　第２巻 ホリー・ブラック 著 文渓堂

スパイダーウィック家の謎　第３巻 スパイダーウィック家の謎　第３巻 ホリー・ブラック 著 文渓堂

スパイダーウィック家の謎　第４巻 スパイダーウィック家の謎　第４巻 ホリー・ブラック 著 文渓堂

スパイダーウィック家の謎　第５巻 スパイダーウィック家の謎　第５巻 ホリー・ブラック 著 文渓堂

犬とくらす犬と生きるまるごと犬百科　４ 犬とくらす犬と生きるまるごと大百科 日本補助犬協会 金の星社

新選組は名探偵！！　タイムスリップ探偵団と幕末ちゃんちゃんばらばらの巻 講談社青い鳥文庫　２２３－１５ 楠木　誠一郎 著 講談社

聖徳太子は名探偵！！　タイムスリップ探偵団と超能力バトル？の巻 講談社青い鳥文庫　２２３－１２ 楠木　誠一郎 著 講談社

平賀源内は名探偵！！　タイムスリップ探偵団とキテレツアイテムの巻 講談社青い鳥文庫　２２３－１０ 楠木　誠一郎 著 講談社

坂本龍馬は名探偵！！　タイムスリップ探偵団と龍馬暗殺のナゾの巻 講談社青い鳥文庫　２２３－９ 楠木　誠一郎 著 講談社

牛若丸は名探偵！ 講談社青い鳥文庫　２２３－８ 楠木　誠一郎 著 講談社

女王さまは名探偵！ 講談社青い鳥文庫　２２３－７ 楠木　誠一郎 著 講談社

大泥棒は名探偵！ 講談社青い鳥文庫　２２３－６ 楠木　誠一郎 著 講談社

陰陽師は名探偵！ 講談社青い鳥文庫　２２３－５ 楠木　誠一郎 著 講談社

うつけ者は名探偵！ 講談社青い鳥文庫　２２３－４ 楠木　誠一郎 著 講談社

お局さまは名探偵！ 講談社青い鳥文庫　２２３－３ 楠木　誠一郎 著 講談社

坊っちゃんは名探偵 講談社青い鳥文庫　２２３－１ 楠木　誠一郎 著 講談社

さいごまで読めない世界のこわい話　改訂新版 どきどき・わくわくシリーズ　特装版　２ 小池　タミ子 著 学習研究社

本当にあったような世界のふしぎ話　改訂新版 どきどき・わくわくシリーズ　特装版　６ 辻　真先 著 学習研究社

なるほどかしこい日本のとんち話　改訂新版 どきどき・わくわくシリーズ　特装版　７ 冨田　博之 著 学習研究社



なるほどかしこい世界のとんち話　改訂新版 どきどき・わくわくシリーズ　特装版　８ 牧　杜子尾 著 学習研究社

うれしい一日になる日本のわらい話　改訂新版 どきどき・わくわくシリーズ　特装版　９ 冨田　博之 著 学習研究社

うれしい一日になる世界のわらい話　改訂新版 どきどき・わくわくシリーズ　特装版　１０ 冨田　博之 著 学習研究社

こわいけど知りたい日本のようかい話　改訂新版 どきどき・わくわくシリーズ　特装版　１１ 藤沼　良三 著 学習研究社

給食番長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ よしなが　こうたく 著 長崎出版

魔法使いハウルと火の悪魔 ハウルの動く城　１ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著 徳間書店

アブダラと空飛ぶ絨毯 ハウルの動く城　２ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著 徳間書店

Ｍｒ．マリックのちょい魔術 Ｍｒ．マリック 著 汐文社

地球大進化　１ まんが地球大進化 小林　たつよし 画 小学館

地球大進化　２ 地球大進化 小林　たつよし 画 小学館

地球大進化　３ 地球大進化 小林　たつよし 画 小学館

地球大進化　４ 地球大進化 小林　たつよし 画 小学館

地球大進化　５ 地球大進化 小林　たつよし 画 小学館

地球大進化　６ 地球大進化 小林　たつよし 画 小学館

ハリー・ポッターと死の秘宝　上 ハリー・ポッターと死の秘宝 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 静山社

ハリー・ポッターと死の秘宝　下 ハリー・ポッターと死の秘宝 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 静山社

子ねこをつれてきたノラねこ メアリー・リトル 著 さえら書房

地図情報ものしり百科　３ 地図情報ものしり百科 田代　博 学習研究社

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ９　世にも魔界な小学校の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－１５ 石崎　洋司 著 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１２ 講談社青い鳥文庫　１７１－１８ 令丈　ヒロ子 著 講談社

この漢字どっちを使うの？同音同訓異字　１　あ行～か行け この漢字どっちを使うの？同音同訓異字 高村　忠範 著 汐文社

この漢字どっちを使うの？同音同訓異字　２　か行こ～た行つ この漢字どっちを使うの？同音同訓異字 高村　忠範 著 汐文社

この漢字どっちを使うの？同音同訓異字　３　た行て～わ行 この漢字どっちを使うの？同音同訓異字 高村　忠範 著 汐文社

ハム・ソーセージのひみつ 学研

学生服のひみつ 学研

F1の教科書 講談社

今につたえる平和と生命の尊さ 高松市平和を願う市民団体協議会　編

今につたえる平和と生命の尊さ 高松市平和を願う市民団体協議会　編

漢検のひみつ

夢のひとつぶ

ミツバチ 栗林　慧 リブリオ出版

山に木を植えました スギヤマカナヨ 講談社

わたしのおとうと、へん……かなあ 評論社の児童図書館・文学の部屋 マリ＝エレーヌ・ドルバル 作 評論社

ぼくらが作ったいじめの映画 今関　信子

はちみつのタネ 尾山 理津子 作 ポプラ社

ミツバチ、ともだち 今井 恭子 作 ポプラ社

おかあさん、げんきですか。 絵本・いつでもいっしょ 後藤 竜二 作 ポプラ社

森は地球のたからもの　１ 宮脇　昭 ゆまに書房

森は地球のたからもの　２ 宮脇　昭 ゆまに書房

森は地球のたからもの　３ 宮脇　昭 ゆまに書房

子どもがじっと耳を傾ける魔法のおはなし 向山　洋一 PHP研究所

みんなでやってみよう遊びの本 児童憲章愛の会

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２　１ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２ ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２　２ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２ ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店



ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２　３ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２ ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２　５ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２ ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店

ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２　６ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２ ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店

いえでだブヒブヒ 日本傑作絵本シリーズ 柳生 まち子 作 福音館書店

おばけのひっこし 日本傑作絵本シリーズ さがら あつこ 文 福音館書店

おひさまおねがいチチンプイ 日本傑作絵本シリーズ なかがわ りえこ さく 福音館書店

ガラスめだまときんのつののヤギ 日本傑作絵本シリーズ 田中 かな子 訳 福音館書店

クマくんのおめでとうクッキー 日本傑作絵本シリーズ 柳生 まち子 さく 福音館書店

ぐりとぐらの１ねんかん 日本傑作絵本シリーズ なかがわ りえこ 作 福音館書店

ぐりとぐらのうたうた１２つき 日本傑作絵本シリーズ なかがわ りえこ 文 福音館書店

コッコさんのかかし 日本傑作絵本シリーズ 片山 健 〔作〕 福音館書店

サンタさんとこいぬ 日本傑作絵本シリーズ 長尾 玲子 さく 福音館書店

たのしいふゆごもり 日本傑作絵本シリーズ 片山 令子 作 福音館書店

タンゲくん 日本傑作絵本シリーズ 片山 健 〔作〕 福音館書店

つきよのおんがくかい 日本傑作絵本シリーズ 山下 洋輔 文 福音館書店

トコとグーグーとキキ 日本傑作絵本シリーズ 村山 亜土 さく 福音館書店

はりねずみのはりこ 日本傑作絵本シリーズ なかや みわ さく・え 福音館書店

もーいいかいまぁだだよ 日本傑作絵本シリーズ 平出 衛 さく 福音館書店

ゆらゆらばしのうえで 日本傑作絵本シリーズ きむら ゆういち 文 福音館書店

ふしぎなキャンディーやさん 新しいえほん みやにし　たつや 著 金の星社

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 著 教育画劇

ちいさなあかちゃん、こんにちは！ リヒャルト・デ・レーウ 著 講談社

３年２組は牛を飼います 文研ブックランド 木村　セツ子 著 文研出版

ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン 著 ビーエル出版

ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン 著 ビーエル出版

花になった子どもたち 世界傑作童話シリーズ ジャネット・テーラー・ライル 著 福音館書店

今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん　２０ 日野　多香子 著 岩崎書店

今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん　２０ 日野　多香子 著 岩崎書店

チームふたり 学研の新・創作シリーズ 吉野　万理子 著 学習研究社

耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン 著 フレーベル館

ブルーバック ティム・ウィントン 著 さえら書房

なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 布施　哲治 著 くもん出版

なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 布施　哲治 著 くもん出版

クッキーのおうさまえんそくにいく わくわく幼年どうわ　１８ 竹下　文子 著 あかね書房

しあわせおにぎり わくわく幼年どうわ　２２ つちだ　よしはる 著 あかね書房

花ふぶきさくら姫 妖怪ハンター・ヒカル　４ 斉藤　洋 著 あかね書房

虫めずる姫の冒険 スプラッシュ・ストーリーズ　１ 芝田　勝茂 著 あかね書房

本の妖精リブロン あかね・新読み物シリーズ　２５ 末吉　暁子 著 あかね書房

レアといた夏 あかね・ブックライブラリー　１５ マリー・ソフィ・ベルモ 著 あかね書房

おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン 著 あすなろ書房

シモンのおとしもの バーバラ・マクリントック 著 あすなろ書房

マーメイド・ガールズ　１ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房

ワビシーネ農場のふしぎなガチョウ ディック・キング・スミス 著 あすなろ書房

スノーグース ポール・ギャリコ 著 あすなろ書房



魔女になりたいティファニーと奇妙な仲間たち テリー・プラチェット 著 あすなろ書房

見えざるピラミッド　上 見えざるピラミッド ラルフ・イーザウ 著 あすなろ書房

いのしし アリス館写真絵本シリーズ 前川　貴行 著 アリス館

ザ・ボーン 南部　和也 著 アリス館

おはようスーちゃん ジョーン　Ｇ．ロビンソン 著 アリス館

夏の日 里山の一日 今森　光彦 著 アリス館

大五郎は天使のはねをつけた 人間と動物・愛のシリーズ 大谷　淳子 著 旺文社

あまがえる先生ミドリ池きゅうしゅつ大さくせん 旺文社創作童話 松岡　達英 著 旺文社

しっぽ！ 新しい日本の幼年童話 竹下　文子 著 学習研究社

わたしのおとうと 新しい日本の幼年童話 あまん　きみこ 著 学習研究社

がんばれヘンリーくん　改訂新版 ベバリイ・クリアリー 著 学習研究社

サクラ 動物感動ノンフィクション キム　ファン 著 学習研究社

ジジきみと歩いた 学研の新・創作シリーズ 宮下　恵茉 著 学習研究社

せかいでいちばんママがすき あいはら　ひろゆき 著 教育画劇

ラベンダー あいはら　ひろゆき 著 教育画劇

サカサマン 海老沢　航平 著 くもん出版

子っこヤギのむこうに くもんの児童文学 加藤　多一 著 くもん出版

牧場のいのち 立松　和平 著 くもん出版

娘よ、ここが長崎です 筒井　茅乃 著 くもん出版

いかりのギョーザ 苅田　澄子 著 佼成出版社

さくらのまち 小林　豊 著 佼成出版社

てぶくろ山のポール いのちいきいきシリーズ 井上　こみち 著 佼成出版社

ぼくの「生きる力」 感動ノンフィクションシリーズ あんず　ゆき 著 佼成出版社

ぬすまれたダイヤのなぞ 名たんていカメラちゃん　１ ディビッド・アドラー 著 国土社

ぼくのヒメマス記念日 高橋　秀雄 著 国土社

１２歳に乾杯！ 吉田　道子 著 国土社

おばあさんのひこうき 創作幼年童話選　４ 佐藤　さとる 著 小峰書店

あいうえおおかみ えほんひろば くどう　なおこ 著 小峰書店

アストンの石 世界の絵本コレクション ロッタ・ゲッフェンブラード 著 小峰書店

草原の少女プージェ えほんひろば 関野　吉晴 著 小峰書店

世界一おいしい火山の本 自然とともに 林　信太郎 著 小峰書店

星の王子さま アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリ 著 集英社

きこえる！きこえる！ アン・ランド 著 集英社

そらまめくんのぼくのいちにち なかや　みわ 著 小学館

ばすくん みゆき　りか 著 小学館

パンやのろくちゃんうんとね おひさまのほん 長谷川　義史 著 小学館

えほん寄席　愉快痛快の巻 桂　文我 著 小学館

元気になってねフェンディ 大塚　敦子 著 小学館

月あかりのおはなし集 アリソン・アトリー 著 小学館

ジュリーの秘密 コーラ・テイラー 著 小学館

スカイブレイカー ケネス・オッペル 著 小学館

ストラヴァガンザ花の都 メアリ・ホフマン 著 小学館

奇跡の名犬物語 プーミポン・アドゥンヤデート 著 世界文化社

心に太陽を唇に歌を 藤原　正彦 著 世界文化社



みんなにあげる そうえんしゃ・日本のえほん　６ みやもと　ただお 著 草炎社

ラポラポラ そうえんしゃ・写真のえほん　１ ふくだ　ゆきひろ 著 草炎社

ぼくたちは、いつまでも 草炎社フレッシュぶんこ　７ 関谷　ただし 著 草炎社

シドニーの選択 Ｓｏｅｎｓｈａグリーンブックス　Ｆ　１ マイケル・ド・ガズマン 著 草炎社

カマキリのかんちがい ヤマガタはかせの昆虫事件簿 わたなべ　めぐみ 著 草土文化

カンカンカンでんしゃがくるよ のりものだいすき　４ 津田　光郎 著 新日本出版社

舞は１０さいです。 あさのあつこコレクション　１ あさの　あつこ 著 新日本出版社

傘の舞った日 おはなしのピースウォーク　４ 日本児童文学者協会 編 新日本出版社

しかけえほんを作ろう 青津　優子 著 大日本絵画

マヤの一生 子ども図書館 椋　鳩十 著 大日本図書

しにがみとおばあさん 鎌田　暢子 著 大日本図書

ライオンのおとしもの いとう　みき 著 大日本図書

絵本はだしのゲン 中沢　啓治 著 汐文社

もうすぐママは星になる 生きかたを考える絵本 スー・ローソン 原著 汐文社

たからものはランドセル 野里　寿子 著 汐文社

ツシマヤマネコのひみつを追え！ 大塚　菜生 著 汐文社

アマチェム星のセーメ イタリアからのおくりもの５つのちいさなファンタジア ロベルト・ピウミーニ 著 汐文社

ドロドロ戦争 イタリアからのおくりもの５つのちいさなファンタジア ベアトリーチェ・マジーニ 著 汐文社

白鳥の湖 くるみ割り人形 眠れる森の美女 世界バレエ名作物語 新藤　弘子 著 汐文社

おばけでんしゃ 絵本・こどものひろば 内田　麟太郎 著 童心社

ピース・ブック トッド・パール 著 童心社

お化けパソコンレストラン 怪談レストラン　４６ 松谷　みよ子 編 童心社

フェアリー・レルム　８ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著 童心社

マックス・レミースーパースパイ　Ｍｉｓｓｉｏｎ１ マックス・レミースーパースパイ　Ｍｉｓｓｉｏｎ１ デボラ・アベラ 著 童心社

永井隆 中井　俊已 著 童心社

ムジナ探偵局〈榎稲荷の幽霊〉 富安　陽子 著 童心社

ふたりでまいご 伊東　寛 著 徳間書店

おたすけこびと なかがわ　ちひろ 著 徳間書店

帰ってきた船乗り人形 ルーマー・ゴッデン 著 徳間書店

海駆ける騎士の伝説 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著 徳間書店

やさしいやさいのオイシンピック　普及版 かこさとしのたべものえほん　８ かこ　さとし 著 農山漁村文化協会

いもほりきょうだいホーリーとホーレ わくわくたべものおはなしえほん　５ 石井　聖岳 著 農山漁村文化協会

ぬ～くぬく わくわくたべものおはなしえほん２ 飯野　和好 著 農山漁村文化協会

インドのごはん　絵本世界の食事2 絵本世界の食事　２ 銀城　康子 著 農山漁村文化協会

そだててあそぼう　７４ そだててあそぼう 細谷　宗令 編 農山漁村文化協会

マタギ犬ゴンとイノシシ槍王の闘い 桑原　崇寿 著 農山漁村文化協会

くすのきだんちは１０かいだて 武鹿　悦子 著 ひかりのくに

トマトひめのかんむり 真木　文絵 著 ひかりのくに

なんだろう？ 柴野　民三 著 ひかりのくに

だめだめすいか 白土　あつこ 著 ひさかたチャイルド

つきのよるのものがたり かさい　まり 著 ひさかたチャイルド

またあした さえぐさ　ひろこ 著 ひさかたチャイルド

やさいはいきている しぜんにタッチ！ 岩間　史朗 写真 ひさかたチャイルド

こんなしっぽでなにするの？ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 スティーブ・ジェンキンズ 著 評論社



トラさん、トラさん、木のうえに！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アヌシュカ・ラヴィシャンカール 著 評論社

帆かけ舟、空を行く 評論社の児童図書館・絵本の部屋 クェンティン・ブレイク 著 評論社

ワンちゃんにきかせたい３つのはなし 評論社の児童図書館 サラ・スワン・ミラー 著 評論社

まぜこぜシチュー ロアルド・ダールコレクション　１７ ロアルド・ダール 著 評論社

マルヴァ姫、海へ！－ガルニシ国物語　上 評論社の児童図書館・文学の部屋 アンヌ・ロール・ボンドゥー 著 評論社

子リスのアール ドン・フリーマン 著 ビーエル出版

でっかいしごとだいくぞいくぞ まっかなちっちゃいきかんしゃのぼうけん ベネディクト・ブラスウェイト 著 ビーエル出版

のりののりこさん かとう　まふみ 著 ビーエル出版

海がやってきた アルビン・トレッセルト 著 ビーエル出版

きみとぼく 今江　祥智 著 ビーエル出版

漂流物 デイヴィッド・ウィーズナー 著 ビーエル出版

１０ぴきのかえる ＰＨＰこころのえほん　３ 間所　ひさこ 著 ＰＨＰ研究所

イノザブロウとあたらしいともだち ふくざわ　ゆみこ 著 ＰＨＰ研究所

おむすびさんちのたうえのひ わたしのえほん かがくい　ひろし 著 ＰＨＰ研究所

ことりのゆうえんち ＰＨＰにこにこえほん たちもと　みちこ 著 ＰＨＰ研究所

いじめられっ子ノラ 宗田　理 著 ＰＨＰ研究所

おひさまいろのきもの 日本傑作絵本シリーズ 広野　多珂子 著 福音館書店

もりのびょういん 日本傑作絵本シリーズ 渡辺　鉄太 著 福音館書店

お姫さまのアリの巣たんけん たくさんのふしぎ傑作集 秋山　亜由子 著 福音館書店

たそかれ 福音館創作童話シリーズ 朽木　祥 著 福音館書店

緑の模様画 福音館創作童話シリーズ 高楼　方子 著 福音館書店

シップ船長とうみぼうず 角野　栄子 著 偕成社

のんびりオウムガイとせっかちアンモナイト 三輪　一雄 著 偕成社

ふしぎな鳥の巣 鈴木　まもる 著 偕成社

子ネズミ・チヨロの冒険 偕成社おはなしポケット さくらい　ともか 著 偕成社

サボテンぼうやの冒険　新装版 Ｌｕｎａ　Ｐａｒｋ　Ｂｏｏｋｓ たむらしげる 著 偕成社

ほらふき男爵の冒険 Ｇ．Ａ．ビュルガー 編 偕成社

サリーおばさんとの一週間 ポリー・ホーヴァス 著 偕成社

空からおちてきた男 ジェラルディン・マコックラン 著 偕成社

たたみの部屋の写真展 朝比奈　蓉子 著 偕成社

天と地の守り人　第１部 偕成社ワンダーランド　３２ 上橋　菜穂子 著 偕成社

キャンディーかずあてコンテスト ポークストリート小学校のなかまたち　３ パトリシア・ライリー・ギフ 著 さえら書房

たまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著 すずき出版

アントン・ベリーのながいたび ひまわりえほんシリーズ 天沼　春樹 著 すずき出版

じいちゃんとないしょないしょのやまのぼり ひまわりえほんシリーズ わたなべ　さもじろう 著 すずき出版

ゆうひのおうち ひまわりえほんシリーズ 林　木林 著 すずき出版

友だちになれたら、きっと。 鈴木出版の海外児童文学　この地球を生きる子どもたち ガリト・フィンク 著 すずき出版

キャベたまたんてい１００おく円のたからさがし キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 金の星社

みんなだいじななかま 新しいえほん 中村　文人 著 金の星社

旅ねずみ 松居　スーザン 著 金の星社

時を飛ぶＵＦＯライオンサファリの怪事件 高橋　克雄 著 金の星社

レネット 名木田　恵子 著 金の星社

ぶす 講談社の創作絵本　狂言えほん もとした　いづみ 著 講談社

つるばら村の理容師さん わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 講談社



ボクたちの値段 坂本　綾子 講談社

もったいないことしてないかい？ 講談社の創作絵本シリーズ 真珠　まりこ 著 講談社

お金もうけは悪いこと？ アンドリュー・クレメンツ 著 講談社

たいせつなこと マーガレット・ワイズ・ブラウン 著 フレーベル館

みどりのふえ おはなしえほんシリーズ　７ あまん　きみこ 著 フレーベル館

４にんのこえがきこえたら おかしきさんちのものがたり おの　りえん 著 フレーベル館

東京の赤い雪 漆原　智良 著 フレーベル館

ぼくの南極生活５００日 武田　剛 著 フレーベル館

水俣の赤い海 原田　正純 著 フレーベル館

かいぞくオンタマがやってくる おはなしトントン　３ 山下　明生 著 岩崎書店

バイバイおやゆびゆきだるま おはなしトントン　１ かさい　まり 著 岩崎書店

ルルとララのチョコレート おはなしトントン　２ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

恋するトンザエモン いわさき創作童話　４６ 小野　靖子 著 岩崎書店

なんでも魔女商会⑨ルビーの魔法マスター おはなしガーデン　１６ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ１ スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ１ クリスティーヌ・ハリス 著 岩崎書店

ルナ・チャイルド　１ ルナ・チャイルド ムーニー・ウィッチャー 著 岩崎書店

かみなり 狂言えほん　４ 内田　麟太郎 著 ポプラ社

きになるともだち おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著 偕成社

ちょっとまって、きつねさん！ カトリーン・シェーラー 著 光村教育図書

忍者にんにく丸 野菜忍列伝　其の　１ 川端　誠 著 ビーエル出版

あっぱれアスパラ郎 野菜忍列伝　其の　２ 川端　誠 著 ビーエル出版

まよなかのもりで ドロテ・ド・モンフレッド 著 ほるぷ出版

てとてとてとて　新版 浜田　桂子 著 福音館書店

したのどうぶつえん あき　びんご 著 くもん出版

クラウディアのいのり 絵本のおもちゃばこ　３０ 村尾　靖子 著 ポプラ社

ブラッキンダー こどもプレス スズキ　コージ 著 イースト・プレス

天使のえんぴつ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 クェンティン・ブレイク 著 評論社

うえきばちです 川端　誠 著 ビーエル出版

うまさんうまとび えほんひろば 水野　翠 著 小峰書店

とおいまちのこ たかどの　ほうこ 著 のら書店

ラーメンてんぐ　イカニモあらわるのまき 林家　木久扇 著 チャイルド本社

あいしてくれてありがとう 絵本の時間　４９ 宮西　達也 著 ポプラ社

チームあした 学研の新・創作シリーズ 吉野　万理子 著 学習研究社

吟遊詩人ビードルの物語 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 静山社

織田信長 日本の歴史　コミック版　１ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

豊臣秀吉 日本の歴史　コミック版　２ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

徳川家康 日本の歴史　コミック版　３ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

武田信玄と上杉謙信 日本の歴史　コミック版　４ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

加藤清正 日本の歴史　コミック版　５ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

宮本武蔵　戦国人物伝6 日本の歴史　コミック版　６ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

桶狭間の合戦 日本の歴史　コミック版　７ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

長篠・設楽原の合戦 日本の歴史　コミック版　８ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

関ヶ原の合戦 日本の歴史　コミック版　９ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

大坂冬の陣・夏の陣 日本の歴史　コミック版　１０ すぎた　とおる 原著 ポプラ社



はたらくじどう車スーパーずかん１しょうぼう車－町や人をまもるじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん２パトロールカー・きゅうきゅう車－町や人をまもるじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん３ブルドーザー・パワーショベル－こうじげんばではたらくじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん４バストラック－人やものをはこぶじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん５せいそう車・いどうとしょかん車－くらしをささえるじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん１しょうぼう車－町や人をまもるじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん２パトロールカー・きゅうきゅう車－町や人をまもるじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん３ブルドーザー・パワーショベル－こうじげんばではたらくじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん４バストラック－人やものをはこぶじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん５せいそう車・いどうとしょかん車－くらしをささえるじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん１しょうぼう車－町や人をまもるじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん２パトロールカー・きゅうきゅう車－町や人をまもるじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん３ブルドーザー・パワーショベル－こうじげんばではたらくじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん４バストラック－人やものをはこぶじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

はたらくじどう車スーパーずかん５せいそう車・いどうとしょかん車－くらしをささえるじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん 小賀野　実 写真 ポプラ社

どんぐりとんぽろりん 武鹿　悦子 著 ひさかたチャイルド

ひつじのメェーリンダ マヌエラ・サルヴィ 著 岩崎書店

しずかに！ここはどうぶつのとしょかんです ドン・フリーマン 著 ビーエル出版

オリビアクリスマスのおてつだい イアン・ファルコナー 著 あすなろ書房

きちょうめんななまけもの ねじめ　正一 著 教育画劇

ホームレス中学生　児童書版 田村　裕 著 ワニブックス

ぶーちゃんとおにいちゃん 島田　ゆか 著 白泉社

「ハリー・ポッター」の奇跡 名作を生んだ作家の伝記シリーズ　７ チャールズ　Ｊ．シールズ 著 文渓堂

みんなが知りたい！「世界のふしぎ」がわかる本 まなぶっく カルチャーランド 著 メイツ出版

おばけ野球チーム 水木しげるのおばけ学校　１ 水木　しげる 著 ポプラ社

ゆうれい電車 水木しげるのおばけ学校　２ 水木　しげる 著 ポプラ社

ブルートレインおばけ号 水木しげるのおばけ学校　３ 水木　しげる 著 ポプラ社

おばけ宇宙大戦争 水木しげるのおばけ学校　４ 水木　しげる 著 ポプラ社

吸血鬼チャランポラン 水木しげるのおばけ学校　５ 水木　しげる 著 ポプラ社

３年Ａ組おばけ教室 水木しげるのおばけ学校　６ 水木　しげる 著 ポプラ社

カッパの三平魔法だぬき 水木しげるのおばけ学校　８ 水木　しげる 著 ポプラ社

妖怪大戦争 水木しげるのおばけ学校　９ 水木　しげる 著 ポプラ社

おばけレストラン 水木しげるのおばけ学校　１０ 水木　しげる 著 ポプラ社

おばけマイコンじゅく 水木しげるのおばけ学校　１１ 水木　しげる 著 ポプラ社

ラジコン大海獣 水木しげるのおばけ学校　１２ 水木　しげる 著 ポプラ社

しろいふゆ ロバート・サブダ 著 大日本絵画

七つの封印　１ 七つの封印 カイ・マイヤー 原著 ポプラ社

七つの封印　２ 七つの封印 カイ・マイヤー 原著 ポプラ社

七つの封印　３ 七つの封印 カイ・マイヤー 原著 ポプラ社

七つの封印　４ 七つの封印 カイ・マイヤー 原著 ポプラ社

七つの封印　５ 七つの封印 カイ・マイヤー 原著 ポプラ社

七つの封印　６ 七つの封印 カイ・マイヤー 原著 ポプラ社

七つの封印　７ 七つの封印 カイ・マイヤー 原著 ポプラ社

七つの封印　８ 七つの封印 カイ・マイヤー 原著 ポプラ社



七つの封印　９ 七つの封印 カイ・マイヤー 原著 ポプラ社

七つの封印　１０ 七つの封印 カイ・マイヤー 原著 ポプラ社

千年のかなた カイ・マイヤー 原著 ポプラ社

せんをたどって 講談社の翻訳絵本 ローラ・ユンクヴィスト 著 講談社

ゆびであいうえお 田中　ひろし 著 ほるぷ出版

はだしのゲン　テレビドラマ版 中沢　啓治 原著 ワイズ

かいけつゾロリイシシ・ノシシ大ピンチ！！ ポプラ社の新・小さな童話　２４０ 原　ゆたか 著 ポプラ社

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記　６　やったね鉄人レースの巻 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版

日本史人物５５人のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 甲斐　謙二 画 学習研究社

サッカーのひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 藤　みき生 画 学習研究社

大リーグのひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 常野　啓 画 学習研究社

囲碁のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 小井土　繁 画 学習研究社

将棋のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 加賀　さやか 画 学習研究社

恐竜世界のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 伴　俊男 画 学習研究社

大自然のふしぎ５０のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ ぬえ　りつき 画 学習研究社

お金１００のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 久保田　聡 画 学習研究社

宇宙・星のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ グビグビー清水 画 学習研究社

頭をよくするひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ せり　ふみこ 画 学習研究社

星座と星うらないのひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 大岩　ピュン 画 学習研究社

天気のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 青木　こずえ 画 学習研究社

からだのひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 井上　大助 画 学習研究社

マジックのひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 土門　トキオ 画 学習研究社

野球のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 中川　よしあき 画 学習研究社

ＮＨＫ２１世紀に残したいふるさと日本のことば　１ ふるさと日本のことば 学習研究社

ＮＨＫ２１世紀に残したいふるさと日本のことば　２ ふるさと日本のことば 学習研究社

ＮＨＫ２１世紀に残したいふるさと日本のことば　３ ふるさと日本のことば 学習研究社

ＮＨＫ２１世紀に残したいふるさと日本のことば　４ ふるさと日本のことば 学習研究社

ＮＨＫ２１世紀に残したいふるさと日本のことば　５ ふるさと日本のことば 学習研究社

ＮＨＫ２１世紀に残したいふるさと日本のことば　６ ふるさと日本のことば 学習研究社

でんでんのぼうしやさん 藤本　ともひこ 著 教育画劇

ありんここりん 藤枝　リュウジ 著 教育画劇

ムッシーげきじょう 土橋　とし子 著 教育画劇

セミくんいよいよこんやです 工藤　ノリコ 著 教育画劇

むしっこいちば 澤口　たまみ 著 教育画劇

むしのチロリンコンサート 菅野　由貴子 著 教育画劇

むしむしレストラン しもだ　ともみ 著 教育画劇

いもむしくんがねむったら 宮嶋　ちか 著 教育画劇

むしのかくれんぼいないよいないよいませんよ ふくざわ　ゆみこ 著 教育画劇

はたらくじどう車図鑑 チャイルドブックこども百科 チャイルド本社

はたらくじどう車図鑑 チャイルドブックこども百科 チャイルド本社

はたらくじどう車図鑑 チャイルドブックこども百科 チャイルド本社

はたらくじどう車図鑑 チャイルドブックこども百科 チャイルド本社

はたらくじどう車図鑑 チャイルドブックこども百科 チャイルド本社

みかんのひみつ しぜんにタッチ！ 岩間　史朗 写真 ひさかたチャイルド



だから！ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本　２５ なかえ　よしを 著 ポプラ社

４マンモスとなぞの原始人 マジック・ツリーハウス　４ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

５ＳＯＳ！海底探険 マジック・ツリーハウス　５ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

６サバンナ決死の横断 マジック・ツリーハウス　６ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

７ポンペイ最後の日 マジック・ツリーハウス　７ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

８古代オリンピックの奇跡 マジック・ツリーハウス　８ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

９タイタニック号の悲劇 マジック・ツリーハウス　９ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

10ジャングルの掟 マジック・ツリーハウス　１０ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

11戦場にひびく歌声 マジック・ツリーハウス　１１ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

12夜明けの巨大地震 マジック・ツリーハウス　１２ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

13愛と友情のゴリラ マジック・ツリーハウス　１３ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

14ハワイ、伝説の大津波 マジック・ツリーハウス　１４ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

15ドラゴンと魔法の水 マジック・ツリーハウス　１５ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

16幽霊城の秘宝 マジック・ツリーハウス　１６ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

17聖剣と海の大蛇 マジック・ツリーハウス　１７ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

18オオカミと氷の魔法使い マジック・ツリーハウス　１８ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

19ベネチアと金のライオン マジック・ツリーハウス　１９ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

20アラビアの空飛ぶ魔法 マジック・ツリーハウス　２０ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

21パリと四人の魔術師 マジック・ツリーハウス　２１ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

22ユニコーン奇跡の救出 マジック・ツリーハウス　２２ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

23江戸の大火と伝説の龍 マジック・ツリーハウス　２３ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

24ダ・ヴィンチ空を飛ぶ マジック・ツリーハウス　２４ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

ミラクル・クッキーめしあがれ！ 魔法のスイーツ大作戦 フィオナ・ダンバー 著 フレーベル館

恋のキューピッド・ケーキ 魔法のスイーツ大作戦　２ フィオナ・ダンバー 著 フレーベル館

夢をかなえて！ウィッシュ・チョコ 魔法のスイーツ大作戦　３ フィオナ・ダンバー 著 フレーベル館

かばんうりのガラゴ 島田　ゆか 著 文渓堂

うちにかえったガラゴ 島田　ゆか 著 文渓堂

戦艦武蔵のさいご フォア文庫　Ｃ　１７ 渡辺　清 著 童心社

プーさんともだちをたずねる 末吉　暁子 訳 フレーベル館

イーヨーのしあわせなたんじょうび 末吉　暁子 訳 フレーベル館

ピグレットおふろにはいる 末吉　暁子 訳 フレーベル館

ティガーのはねとびをとめるには 末吉　暁子 訳 フレーベル館

プーさんのぼうきれあそび 末吉　暁子 訳 フレーベル館

ピグレットだいかつやく 末吉　暁子 訳 フレーベル館

プーさんのたてたいえ Ａ．Ａ．ＭＩＬＮＥ 原著 フレーベル館

ピグレットゾッシーにであう 末吉　暁子 訳 フレーベル館

木の祭り 新美　南吉 著 にっけん教育出版社

木の祭り 新美　南吉 著 にっけん教育出版社

ぴよちゃんとはりねずみ いりやま　さとし 著 学習研究社

算数キング 川崎　光徳 著 ＰＨＰ研究所

なんでもランキング１００ 勉強に役立つクイズ研究会 編 ＰＨＰ研究所

なんでもランキング１００　世界編 勉強に役立つクイズ研究会 編 ＰＨＰ研究所

「アリス」と「テレス」のものしりクイズ５０ プラトン研究所 編 ＰＨＰ研究所

おもしろランキングとクイズ１００ 理科の不思議調査隊 編 ＰＨＰ研究所



この世でいちばん大事な「カネ」の話 よりみちパン！セ　４０ 西原　理恵子 著 理論社

ゴンタとカンタ ＰＨＰにこにこえほん つちだ　よしはる 著 ＰＨＰ研究所

まめうしのクリスマス わたしのえほん あきやま　ただし 著 ＰＨＰ研究所

ひとめあがり 川端　誠 著 クレヨンハウス

たったひとつの 江崎　満 著 あすなろ書房

イーハトーブふしぎなことば えほんのもり 宮沢　賢治 著 文研出版

ホネホネたんけんたい 大西　成明 写真 アリス館

コンビニエンス・ドロンパ 絵本・こどものひろば 富安　陽子 著 童心社

崖の上のポニョ 徳間アニメ絵本　３０ 宮崎　駿 原著 徳間書店

せんねんまんねん まど・みちおの絵本 まど　みちお 著 理論社

マーガレットとクリスマスのおくりもの 植田　真 著 あかね書房

しんかんくんのパンやさん あかね・新えほんシリーズ　４２ のぶみ 著 あかね書房

みんなが知りたい！「日本の歴史」がわかる本 まなぶっく イデア・ビレッジ 著 メイツ出版

みんなが知りたい！「世界の歴史」がわかる本 まなぶっく イデア・ビレッジ 著 メイツ出版

みんなが知りたい！「世界の大発見」がわかる本 まなぶっく ニコラ 著 メイツ出版

家事のコツのコツ　１ 家事のコツのコツ 生活向上委員会 著 リブリオ出版

家事のコツのコツ　２ 家事のコツのコツ 生活向上委員会 著 リブリオ出版

家事のコツのコツ　３ 家事のコツのコツ 生活向上委員会 著 リブリオ出版

家事のコツのコツ　４ 家事のコツのコツ 生活向上委員会 著 リブリオ出版

家事のコツのコツ　５ 家事のコツのコツ 生活向上委員会 著 リブリオ出版

進化ってなんだろう ようこそ恐竜はくぶつかんへ　６ ジョアンナ・コール 著 リブリオ出版

化石はおしえてくれる ようこそ恐竜はくぶつかんへ　５ アリキ・ブランデンバーグ 著 リブリオ出版

恐竜にあいにいこう ようこそ恐竜はくぶつかんへ　４ アリキ 著 リブリオ出版

恐竜をほりだす ようこそ恐竜はくぶつかんへ　３ アリキ 著 リブリオ出版

恐竜のなぞ ようこそ恐竜はくぶつかんへ　２ アリキ 著 リブリオ出版

恐竜のけんきゅう ようこそ恐竜はくぶつかんへ　１ アリキ 著 リブリオ出版

りんごがドスーン ジョイフルえほん傑作集　１６ 多田　ヒロシ 著 文研出版

おとうさんだいすき ジョイフルえほん傑作集　１２ 司　修 著 文研出版

かさ ジョイフルえほん傑作集　１０ 太田　大八 著 文研出版

かくれんぼうさぎ ジョイフルえほん傑作集　９ 松野　正子 著 文研出版

いしころ ジョイフルえほん傑作集　２ 森　宏詞 著 文研出版

みんなが知りたい！「世界遺産」がわかる本　日本編 まなぶっく カルチャーランド 著 メイツ出版

お化け屋敷へようこそ 川端　誠 著 ビーエル出版

はいいろねずみのフレイシェ アンケ・デ・フリース 著 文渓堂

おこる 中川　ひろたか 著 金の星社

ぶたのたね 佐々木　マキ 著 絵本館

めがねうさぎ 絵本のひろば　９ せな　けいこ 著 ポプラ社

おばけのてんぷら 絵本のひろば　２９ せな　けいこ 著 ポプラ社

めがねうさぎのクリスマスったらクリスマス せな　けいこ 著 ポプラ社

めがねうさぎのうみぼうずがでる！！ せな　けいこ 著 ポプラ社

９ひきのうさぎ せなけいこのえ・ほ・ん　１ せな　けいこ 著 ポプラ社

くいしんぼうさぎ せなけいこのえ・ほ・ん　２ せな　けいこ 著 ポプラ社

ぼくはかさ せなけいこのえ・ほ・ん　３ せな　けいこ 著 ポプラ社

おひさまとおつきさまのけんか せな　けいこ 著 ポプラ社



どろどろ せな　けいこ 著 ポプラ社

まじょまつりにいこう せなけいこのえ・ほ・ん　４ せな　けいこ 著 ポプラ社

魔女とふしぎな指輪 魔女の本棚　１ ルース・チュウ 著 フレーベル館

水曜日の魔女 魔女の本棚　２ ルース・チュウ 著 フレーベル館

さかさま魔女 魔女の本棚　３ ルース・チュウ 著 フレーベル館

１３番目の魔女 魔女の本棚　４ ルース・チュウ 著 フレーベル館

青魔女とほうき 魔女の本棚　５ ルース・チュウ 著 フレーベル館

魔女と空飛ぶきのこ 魔女の本棚　６ ルース・チュウ 著 フレーベル館

パンダのポンポン 野中　柊 著 理論社

青空バーベキュー 野中　柊 著 理論社

クリスマスあったかスープ 野中　柊 著 理論社

アイスクリーム・タワー 野中　柊 著 理論社

サルくんとブタさん たどころ　みなみ 著 汐文社

わにわにのおでかけ 幼児絵本シリーズ 小風　さち 著 福音館書店

こぐまちゃんおはよう こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

こぐまちゃんとぼーる こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

こぐまちゃんとどうぶつえん こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

こぐまちゃんのうんてんしゅ こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

こぐまちゃんのみずあそび こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

こぐまちゃんいたいいたい こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

こぐまちゃんありがとう こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

しろくまちゃんのほっとけーき こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

こぐまちゃんとふうせん こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

こぐまちゃんのどろあそび こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

しろくまちゃんぱんかいに こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

こぐまちゃんおやすみ こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

さよならさんかく こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

ひらいたひらいた こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

たんじょうびおめでとう こぐまちゃんえほん わかやま　けん 著 こぐま社

ドキドキ！忍者教室 吉川　豊 著 理論社

小説鋼の錬金術師　３ ＣＯＭＩＣ　ＮＯＶＥＬＳ 荒川　弘 原著 スクウェア・エニックス

小説鋼の錬金術師　５ ＣＯＭＩＣ　ＮＯＶＥＬＳ 荒川　弘 原著 スクウェア・エニックス

小説鋼の錬金術師　６ ＣＯＭＩＣ　ＮＯＶＥＬＳ 荒川　弘 原著 スクウェア・エニックス

ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－疾風伝　劇場版 ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 岸本　斉史 著 集英社

劇場版ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－疾風伝絆 ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 岸本　斉史 著 集英社

ＮＡＲＵＴＯ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ　１２１ 岸本　斉史 著 集英社

劇場版ＮＡＲＵＴＯ大興奮！みかづき島のアニマル騒動だってばよ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 岸本　斉史 著 集英社

ＮＡＲＵＴＯ大活劇！雪姫忍法帖だってばよ！！ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ　１４３ 岸本　斉史 著 集英社

たたかうロボット 世界のロボット デイビッド・ジェフリス 著 ほるぷ出版

考えるロボット 世界のロボット デイビッド・ジェフリス 著 ほるぷ出版

はたらくロボット 世界のロボット デイビッド・ジェフリス 著 ほるぷ出版

探査するロボット 世界のロボット デイビッド・ジェフリス 著 ほるぷ出版

リラックマ生活 コンドウ　アキ 著 主婦と生活社

だららん日和 コンドウ　アキ 著 主婦と生活社



トリダヨリ コンドウ　アキ 著 主婦と生活社

クマごよみ コンドウ　アキ 著 主婦と生活社

うたたね気分 コンドウ　アキ 著 主婦と生活社

ぼんやり記念日 コンドウ　アキ 著 主婦と生活社

マーメイド・ガールズ　２ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房

マーメイド・ガールズ　３ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房

マーメイド・ガールズ　４ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房

マーメイド・ガールズ　５ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房

マーメイド・ガールズ　６ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房

リトルバンパイア　１ リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク 著 くもん出版

リトルバンパイア　２ リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク 著 くもん出版

リトルバンパイア　３ リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク 著 くもん出版

リトルバンパイア　４ リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク 著 くもん出版

リトルバンパイア　５ リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク 著 くもん出版

リトルバンパイア　６ リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク 著 くもん出版

リトルバンパイア　７ リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク 著 くもん出版

リトルバンパイア　８ リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク 著 くもん出版

リトルバンパイア　９ リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク 著 くもん出版

リトルバンパイア　１０ リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク 著 くもん出版

リトルバンパイア　１３ リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク 著 くもん出版

リトルバンパイア　１２ リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク 著 くもん出版

リトルバンパイア　１１ リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク 著 くもん出版

25巨大ダコと海の神秘 マジック・ツリーハウス　２５ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

26南極のペンギン メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー

ねこまた妖怪伝 藤野　恵美 著 岩崎書店

ねこまた妖怪伝　２ ねこまた妖怪伝 藤野　恵美 著 岩崎書店

読書かんそう文のかきかた　低学年向き 読書かんそう文のかきかた　低学年向き 水野　寿美子 著 ポプラ社

読書かんそう文のかき方　中学年向き 読書かんそう文のかき方 依田　逸夫 著 ポプラ社

読書感想文の書き方　高学年向き 読書感想文の書き方　高学年向き 吉岡　日三雄 著 ポプラ社

ルナ・チャイルド　２ ルナ・チャイルド ムーニー・ウィッチャー 著 岩崎書店

ルナ・チャイルド　３ ルナ・チャイルド ムーニー・ウィッチャー 著 岩崎書店

ルナ・チャイルド　４ ルナ・チャイルド ムーニー・ウィッチャー 著 岩崎書店

オニの生活図鑑 ヒサクニヒコの不思議図鑑　１ ヒサ　クニヒコ 著 国土社

テングの生活図鑑 ヒサクニヒコの不思議図鑑　３ ヒサ　クニヒコ 著 国土社

和菓子のほん たくさんのふしぎ傑作集 中山　圭子 著 福音館書店

どうするどうするあなのなか 日本傑作絵本シリーズ きむら　ゆういち 著 福音館書店

セミ神さまのお告げ 日本傑作絵本シリーズ 宇梶　静江 著 福音館書店

木の実のけんか 日本傑作絵本シリーズ 岩城　範枝 著 福音館書店

好奇心の部屋デロール たくさんのふしぎ傑作集 今森　光彦 著 福音館書店

屋上のとんがり帽子 たくさんのふしぎ傑作集 折原　恵 著 福音館書店

まんげつダンス！ 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 パット・ハッチンス 著 福音館書店

ハモのクリスマス 日本傑作絵本シリーズ たかお　ゆうこ 著 福音館書店

はしれ、きかんしゃちからあし 日本傑作絵本シリーズ 小風　さち 著 福音館書店

とんがとぴんがのプレゼント 日本傑作絵本シリーズ 西内　ミナミ 著 福音館書店



トーキナ・ト 日本傑作絵本シリーズ 津島　佑子 著 福音館書店

フェアリー・レルム　１ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著 童心社

フェアリー・レルム　２ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著 童心社

フェアリー・レルム　３ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著 童心社

フェアリー・レルム　４ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著 童心社

フェアリー・レルム　５ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著 童心社

フェアリー・レルム　６ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著 童心社

フェアリー・レルム　７ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著 童心社

フェアリー・レルム　９ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著 童心社

フェアリー・レルム　１０ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著 童心社

あ こどものとも絵本 大槻　あかね 著 福音館書店

ニック・シャドウの真夜中の図書館６口は災いのもと ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

ニック・シャドウの真夜中の図書館７見つけたよ ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

ニック・シャドウの真夜中の図書館８死のハンター ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

ニック・シャドウの真夜中の図書館９闇よりささやく声 ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

ニック・シャドウの真夜中の図書館10逃げられない ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

ニック・シャドウの真夜中の図書館11ホラーパーティー ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

ニック・シャドウの真夜中の図書館12夢からでた悪魔 ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

ニック・シャドウの真夜中の図書館13呪いのマスク ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

ニック・シャドウの真夜中の図書館14死の目撃者 ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

ニック・シャドウの真夜中の図書館15血のドレス ニック・シャドウの真夜中の図書館 ニック・シャドウ 著 ゴマブックス

とらはえらい 五味太郎の「干支セトラ絵本」　６ 五味　太郎 著 クレヨンハウス

おちゃのじかんにきたとら　改訂新版 ジュディス・カー 著 童話館出版

３６５まいにちペンギン ジャン・リュック・フロマンタル 著 ブロンズ新社

であえてほんとうによかった 絵本の時間　５０ 宮西　達也 著 ポプラ社

あわてんぼうなお姫さま じぶんを見つける物語　１ 日本児童文芸家協会 編 ポプラ社

くいしんぼうなおばけ じぶんを見つける物語　２ 日本児童文芸家協会 編 ポプラ社

こわがりやの忍者 じぶんを見つける物語　５ 日本児童文芸家協会 編 ポプラ社

友だちは１／２ゆうれい みんなのワンダーランド　１ 中田　よう子 著 金の星社

おばけやしきへようこそ キッキ・ストリード 著 偕成社

いいからいいから 長谷川　義史 著 絵本館

いいからいいから　２ いいからいいから 長谷川　義史 著 絵本館

いいからいいから　３ いいからいいから 長谷川　義史 著 絵本館

しごとば 鈴木　のりたけ 著 ブロンズ新社

ふしぎなえ 日本傑作絵本シリーズ 安野　光雅 画 福音館書店

サッカーキッズ物語　１　突撃ドリブラー・レオンの巻 ポップコーン・ブックス　１ ヨアヒム・マザネック 著 ポプラ社

サッカーキッズ物語　２　疾風フォワード・フェリックスの巻 ポップコーン・ブックス　３ ヨアヒム・マザネック 著 ポプラ社

サッカーキッズ物語　３　無敵の少女・ヴァネッサの巻 ポップコーン・ブックス　５ ヨアヒム・マザネック 著 ポプラ社

サッカーキッズ物語　４　鉄壁要塞ユーリの巻 ポップコーン・ブックス　７ ヨアヒム・マザネック 著 ポプラ社

サッカーキッズ物語　５　赤い機関車デニッツの巻 ポップコーン・ブックス　８ ヨアヒム・マザネック 著 ポプラ社

サッカーキッズ物語　６　ヒーロー・ラバンの巻 ポップコーン・ブックス　９ ヨアヒム・マザネック 著 ポプラ社

サッカーキッズ物語　７　最強ストライカー・マキシの巻 ポップコーン・ブックス　１０ ヨアヒム・マザネック 著 ポプラ社

サッカーキッズ物語　８　世界最速右アウトサイド・ファビの巻 ポップコーン・ブックス　１２ ヨアヒム・マザネック 著 ポプラ社

サッカーキッズ物語　９　七人目の勇士ヨシュカの巻 ポップコーン・ブックス　１３ ヨアヒム・マザネック 著 ポプラ社



サッカーキッズ物語　１０　背番号１０番マーロンの巻 ポップコーン・ブックス　１５ ヨアヒム・マザネック 著 ポプラ社

マックス・レミースーパースパイ　Ｍｉｓｓｉｏｎ２ マックス・レミースーパースパイ　Ｍｉｓｓｉｏｎ２ デボラ・アベラ 著 童心社

マックス・レミースーパースパイ　Ｍｉｓｓｉｏｎ３ マックス・レミースーパースパイ　Ｍｉｓｓｉｏｎ３ デボラ・アベラ 著 童心社

教室はまちがうところだ 蒔田　晋治 著 子どもの未来社

盲導犬リチャードからのおくりもの どうぶつ感動ものがたり　１ 国松　俊英 編 ポプラ社

げんきです、車いすの犬花子 どうぶつ感動ものがたり　２ 国松　俊英 編 ポプラ社

子牛のモグタンは新入生 どうぶつ感動ものがたり　３ 国松　俊英 編 ポプラ社

がんばれ義足のキリンたいよう どうぶつ感動ものがたり　４ 国松　俊英 編 ポプラ社

イルカのジャンプに夢をのせて どうぶつ感動ものがたり　５ 国松　俊英 編 ポプラ社

ゴリラをたずねてアフリカへ どうぶつ感動ものがたり　６ 国松　俊英 編 ポプラ社

トキとつきあった１２７日間 どうぶつ感動ものがたり　７ 国松　俊英 編 ポプラ社

コアラのラッキーたいせつな命 どうぶつ感動ものがたり　８ 国松　俊英 編 ポプラ社

ゾウガメからのメッセージ どうぶつ感動ものがたり　９ 国松　俊英 編 ポプラ社

カバはぼくのともだちだ どうぶつ感動ものがたり　１０ 国松　俊英 編 ポプラ社

本田宗一郎　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

黒澤明　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

植村直己　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　３ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

手塚治虫　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　４ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

岡本太郎　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　５ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

ヘレン・ケラー　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　６ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

アンネ・フランク　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　７ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

アインシュタイン　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　８ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

マザー・テレサ　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　９ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

オードリー・ヘップバーン　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１０ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

織田信長　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１１ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

豊臣秀吉　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１２ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

徳川家康　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１３ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

坂本龍馬　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１４ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

野口英世　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１５ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

宮沢賢治　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１６ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

ベートーベン　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１７ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

ナイチンゲール　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１８ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

アンリ・ファーブル　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１９ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

エジソン　この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２０ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社

坂本龍馬 日本の歴史　コミック版　１１ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

西郷隆盛　幕末・維新人物伝12 日本の歴史　コミック版　１２ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

吉田松陰と高杉晋作　幕末・維新人物伝13 日本の歴史　コミック版　１３ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

明治維新 日本の歴史　コミック版　１４ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

西南戦争 日本の歴史　コミック版　１５ すぎた　とおる 原著 ポプラ社

はじめての手芸シリーズ　１ はじめての手芸シリーズ 石井　正子 著 偕成社

はじめての手芸シリーズ　２ はじめての手芸シリーズ 野口　光世 著 偕成社

はじめての手芸シリーズ　３ はじめての手芸シリーズ イワミ・カイ 著 偕成社

はじめての手芸シリーズ　４ はじめての手芸シリーズ 池上　従子 著 偕成社

はじめての手芸シリーズ　５ はじめての手芸シリーズ 望月　通陽 偕成社



作ろう遊ぼう工作王　１ 作ろう遊ぼう工作王 かざま　りんぺい 著 旬報社

作ろう遊ぼう工作王　２ 作ろう遊ぼう工作王 かざま　りんぺい 著 旬報社

作ろう遊ぼう工作王　３ 作ろう遊ぼう工作王 かざま　りんぺい 著 旬報社

作ろう遊ぼう工作王　４ 作ろう遊ぼう工作王 かざま　りんぺい 著 旬報社

作ろう遊ぼう工作王　５ 作ろう遊ぼう工作王 かざま　りんぺい 著 旬報社

海のさかな 絵本図鑑シリーズ　５ 渡辺　可久 著 岩崎書店

川のさかな 絵本図鑑シリーズ　１３ 渡辺　可久 著 岩崎書店

大盗賊石川五右衛門　１ 大盗賊石川五右衛門 長尾　剛 著 汐文社

大盗賊石川五右衛門　２ 大盗賊石川五右衛門 長尾　剛 著 汐文社

大盗賊石川五右衛門　３ 大盗賊石川五右衛門 長尾　剛 著 汐文社

もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 土屋　富士夫 著 徳間書店

ムジナ探偵局〈名探偵登場！〉 富安　陽子 著 童心社

ムジナ探偵局〈なぞの挑戦状〉 富安　陽子 著 童心社

ムジナ探偵局〈闇に消えた男〉 富安　陽子 著 童心社

ムジナ探偵局〈満月池の秘密〉 富安　陽子 著 童心社

ムジナ探偵局〈本日休業〉 富安　陽子 著 童心社

ムジナ探偵局〈完璧な双子〉 富安　陽子 著 童心社

スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ２ スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ２ クリスティーヌ・ハリス 著 岩崎書店

スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ３ スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ３ クリスティーヌ・ハリス 著 岩崎書店

スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ４ スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ４ クリスティーヌ・ハリス 著 岩崎書店

はるをさがしに 新・自然きらきら　１ 七尾　純 著 偕成社

はたらきありさん 新・自然きらきら　２ 七尾　純 著 偕成社

いただきます 新・自然きらきら　３ 七尾　純 著 偕成社

かまきりにょっき 新・自然きらきら　４ 七尾　純 著 偕成社

あまやどり 新・自然きらきら　５ 七尾　純 著 偕成社

ざりがにちょっきん 新・自然きらきら　６ 七尾　純 著 偕成社

あおむしくん 新・自然きらきら　７ 七尾　純 著 偕成社

にらめっこ 新・自然きらきら　８ 七尾　純 著 偕成社

かくれんぼ 新・自然きらきら　９ 七尾　純 著 偕成社

なつのよる 新・自然きらきら　１０ 七尾　純 著 偕成社

コスモスさいた 新・自然きらきら　１１ 七尾　純 著 偕成社

おちばひらひら 新・自然きらきら　１２ 七尾　純 著 偕成社

どこどこどこ えさがしえほん　１ 長谷川　義史 著 ひかりのくに

チャレンジからだの探険クイズ王１０１ 横山　験也 著 ほるぷ出版

チャレンジ環境クイズ王１０１ 横山　験也 著 ほるぷ出版

チャレンジ！日本全国お祭りクイズ王１０１ 横山　験也 著 ほるぷ出版

チャレンジ！ことわざ大王１０１ 横山　験也 著 ほるぷ出版

チャレンジ！虫クイズ王１０１ 横山　験也 著 ほるぷ出版

どうぶつクイズ王ｗｉｔｈペット大集合！ポチたま 横山　験也 著 ほるぷ出版

くまとやまねこ 湯本　香樹実 著 河出書房新社

獣の奏者　１ 講談社青い鳥文庫　２７３－１ 上橋　菜穂子 著 講談社

獣の奏者　２ 講談社青い鳥文庫　２７３－２ 上橋　菜穂子 著 講談社

獣の奏者　３ 講談社青い鳥文庫　２７３－３ 上橋　菜穂子 著 講談社

獣の奏者　４ 講談社青い鳥文庫　２７３－４ 上橋　菜穂子 著 講談社



もったいないばあさん 講談社の創作絵本シリーズ 真珠　まりこ 著 講談社

つみきのいえ 加藤　久仁生 画 白泉社

モンシロチョウ　新装版 科学のアルバム虫　１ 矢島　稔 著 あかね書房

アリの世界　新装版 科学のアルバム虫　２ 栗林　慧 著 あかね書房

カブトムシ　新装版 科学のアルバム虫　３ 岸田　功 著 あかね書房

アカトンボの一生　新装版 科学のアルバム虫　４ 佐藤　有恒 著 あかね書房

セミの一生　新装版 科学のアルバム虫　５ 佐藤　有恒 写真 あかね書房

アゲハチョウ　新装版 科学のアルバム虫　６ 佐藤　有恒 写真 あかね書房

ミツバチのふしぎ　新装版 科学のアルバム虫　７ 栗林　慧 写真 あかね書房

トノサマバッタ　新装版 科学のアルバム虫　８ 佐藤　有恒 写真 あかね書房

クモのひみつ　新装版 科学のアルバム虫　９ 栗林　慧 著 あかね書房

カマキリのかんさつ　新装版 科学のアルバム虫　１０ 栗林　慧 著 あかね書房

鳴く虫の世界　新装版 科学のアルバム虫　１１ 佐藤　有恒 写真 あかね書房

カイコ　新装版 科学のアルバム虫　１２ 岸田　功 著 あかね書房

テントウムシ　新装版 科学のアルバム虫　１３ 佐藤　有恒 著 あかね書房

クワガタムシ　新装版 科学のアルバム虫　１４ 林　長閑 著 あかね書房

ホタル　新装版 科学のアルバム虫　１５ 栗林　慧 著 あかね書房

高山チョウのくらし　新装版 科学のアルバム虫　１６ 斎藤　嘉明 著 あかね書房

昆虫のふしぎ　新装版 科学のアルバム虫　１７ 栗林　慧 写真 あかね書房

ギフチョウ　新装版 科学のアルバム虫　１８ 青山　潤三 著 あかね書房

水生昆虫のひみつ　新装版 科学のアルバム虫　１９ 増田　戻樹 著 あかね書房

賢く着る・しまう知恵 得する生活の知恵コツのコツ　１ 得する生活の知恵研究会 編 リブリオ出版

上手につくる・食べる知恵 得する生活の知恵コツのコツ　２ 得する生活の知恵研究会 編 リブリオ出版

快適に暮らす・過ごす知恵 得する生活の知恵コツのコツ　３ 得する生活の知恵研究会 編 リブリオ出版

病気知らずで暮らす知恵 得する生活の知恵コツのコツ　４ 得する生活の知恵研究会 編 リブリオ出版

山のメイちゃん いのちいきいきシリーズ 青木　雅子 著 佼成出版社

大きな友だちゴリラ いのちいきいきシリーズ こやま　峰子 著 佼成出版社

ハナゴンドウのノンちゃん いのちいきいきシリーズ 井上　こみち 著 佼成出版社

ムササビムーちゃん いのちいきいきシリーズ 井上　豊子 著 佼成出版社

モンゴルのごはん　絵本世界の食事11 絵本世界の食事　１１ 銀城　康子 著 農山漁村文化協会

カワセミ 日本の野鳥 嶋田　忠 著 新日本出版社

子ザルのいちねん 福田　幸広 著 小学館

竹とぼくとおじいちゃん ふしぎいっぱい写真絵本　１３ 星川　ひろ子 著 ポプラ社

雨あがり わくわくえどうわ 稲本　昭治 著 文研出版

おつきさまのやくそく いとう　ひろし 著 講談社

おひさまのワイン 学研の新しい創作 小森　香折 著 学習研究社

すずをならすのはだれ　新装改訂版 とっておきのどうわ 安房　直子 著 ＰＨＰ研究所

もりやまみやこ童話選　１ もりやまみやこ童話選 もりやま　みやこ 著 ポプラ社

のんきな父さん おはなしメリーゴーラウンド 丘　修三 著 小峰書店

まほうのじどうはんばいき やまだ　ともこ 著 金の星社

オーラフとサンタクロース、海底にプレゼントをはこぶ フォルカー・クリーゲル 著 草土文化

かえってきたはくちょう 花岡　大学 著 ひかりのくに

クモおばさんのおうちやさん 青山　邦彦 著 あかね書房

したて屋リセロット ナディーヌ・ウォルター 著 ひさかたチャイルド



空とぶじゅうたん マーシャ・ブラウン 著 アリス館

アヤカシ森からＳＯＳ！ あかね・新読み物シリーズ２６ 白金　ゆみこ 著 あかね書房

ふしぎなはなや おはなしえほんシリーズ　１４ 竹下　文子 著 フレーベル館

キルトにつづる物語 アンドレア・ウォーレン 著 汐文社

ピンポンひかる ＴＥＥＮＳ’ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　５ 工藤　純子 著 ポプラ社

０．１ミリのタイムマシン くもんジュニアサイエンス 須藤　斎 著 くもん出版

宇宙検定１００　１ めざせ！スペースマスター宇宙検定１００ こどもくらぶ 編 星の環会

雨ふる本屋 日向　理恵子 著 童心社

「おまえだ！」とカピバラはいった 斉藤　洋 著 講談社

シャトルバスにのって 飯田　朋子 著 新日本出版社

うごく浮世絵！？ びじゅつのゆうえんち よぐち　たかお 著 福音館書店

ハミダシ組！ 横沢　彰 著 新日本出版社

ガリレオがひらいた宇宙のとびら 渡部　潤一 著 旬報社

ぼくらの先生！ はやみね　かおる 著 講談社

野菜と花　タネのひみつ 鳥飼　規世 学研

おしゃかさま もり　みすず

金のガチョウ 絵本・グリム童話 グリム 〔原作〕 教育画劇

あらしのよるに りとる 木村 裕一 作 講談社

インスタントラーメンのひみつ 望月　恭子 学研

新聞のひみつ 青木　萌 学研

津波から人びとを救った稲むらの火

自転車駐車場のひみつ

おこだでませんように くすのき　しげのり 著 小学館

しっぱいにかんぱい！ 宮川　ひろ 著 童心社

しっぱいにかんぱい！ 宮川　ひろ 著 童心社

ちょっとまって、きつねさん！ カトリーン・シェーラー 著 光村教育図書

てとてとてとて　新版 浜田　桂子 著 福音館書店

そいつの名前はエメラルド 竹下　文子 著 金の星社

風をおいかけて、海へ！ 高森　千穂 著 国土社

しあわせの子犬たち 文研ブックランド メアリー・ラバット 著 文研出版

オランウータンのジプシー ポプラ社ノンフィクション　２ 黒鳥　英俊 著 ポプラ社

春さんのスケッチブック 依田　逸夫 著 汐文社

春さんのスケッチブック 依田　逸夫 著 汐文社

ぼくの羊をさがして ヴァレリー・ハブズ 著 あすなろ書房

ぼくの羊をさがして ヴァレリー・ハブズ 著 あすなろ書房

ヨハネスブルクへの旅 ビヴァリー・ナイドゥー 著 さえら書房

マタギに育てられたクマ 感動ノンフィクションシリーズ 金治　直美 著 佼成出版社

ＤＩＶＥ　１ ＤＩＶＥ 森　絵都 著 講談社

ＤＩＶＥ　２ ＤＩＶＥ 森　絵都 著 講談社

ＤＩＶＥ　３ ＤＩＶＥ 森　絵都 著 講談社

ＤＩＶＥ　４ ＤＩＶＥ 森　絵都 著 講談社

一瞬の風になれ　１ 一瞬の風になれ 佐藤　多佳子 著 講談社

一瞬の風になれ　２ 一瞬の風になれ 佐藤　多佳子 著 講談社

一瞬の風になれ　３ 一瞬の風になれ 佐藤　多佳子 著 講談社



リバウンド エリック・ウォルターズ 著 福音館書店

バディ Ｖ．Ｍ．ジョーンズ 著 ＰＨＰ研究所

たまごを持つように まはら　三桃 著 講談社

ラスト・イニング あさの　あつこ 著 角川書店

熱風 福田　隆浩 著 講談社

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ１１　恋もおしゃれも大バトル？の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－１７ 石崎　洋司 著 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１３ 講談社青い鳥文庫　１７１－１９ 令丈　ヒロ子 著 講談社

おっこのＴＡＩＷＡＮおかみ修業！ 講談社青い鳥文庫　１７１－２０ 令丈　ヒロ子 著 講談社

27モーツァルトの魔法の笛 マジック・ツリーハウス　２７ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

「好き」から見つけるなりたい職業ガイドブック ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所

なりたい職業ガイドブック　２ 「得意」から見つけるなりたい職業ガイドブック ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所

宇宙飛行士大図鑑 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所

仕事の内容がよくわかる職業別ユニフォーム・制服絵事典 ＰＨＰ研究所

たんけんしよう！駅の大図鑑 ＰＨＰ研究所

空港大図鑑 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所

おりがみおろうよ！ 実用ＢＥＳＴ　ＢＯＯＫＳ 新宮　文明 著 日本文芸社

ころころラッコこラッコだっこ ことばあそびの絵本 石津　ちひろ 著 ビーエル出版

ぞうからかうぞ ことばあそびの絵本 石津　ちひろ 著 ビーエル出版

こども論語塾　１ 安岡　定子 著 明治書院

こども論語塾　その２ こども論語塾 安岡　定子 著 明治書院

こども論語塾　その３ こども論語塾　その３ 安岡　定子 著 明治書院

クッキー・オーケストラ 野中　柊 著 理論社

まよなかのいびきたいかい とっておきのどうわ 中村　翔子 著 ＰＨＰ研究所

学校行かなそんそん ＰＨＰ創作シリーズ 岸川　悦子 著 ＰＨＰ研究所

ぼくんちのあんごう とっておきのどうわ 藤本　義一 著 ＰＨＰ研究所

きんのことり　新装版 とっておきのどうわ あまん　きみこ 著 ＰＨＰ研究所

れいぞうこのなつやすみ とっておきのどうわ 村上　しいこ 著 ＰＨＰ研究所

うたのすきなかえるくん　新装改訂版 とっておきのどうわ かこ　さとし 著 ＰＨＰ研究所

ストーブのふゆやすみ とっておきのどうわ 村上　しいこ 著 ＰＨＰ研究所

ほうちょかけたか 絵本のひろば　５ さねとう　あきら 著 文渓堂

おばけの飼いかた育てかた ジェラルド・ホークスリー 著 文渓堂

スパイダー屋敷の晩餐会 トニー・ディテルリッジ 著 文渓堂

まほうつかいサンカクスキー つちや　ゆみ 著 文渓堂

オラウーちゃんとまほうのやかた 工藤　ノリコ 著 文渓堂

ハロウィンドキドキおばけの日！ ますだ　ゆうこ 著 文渓堂

ホラーバス呪いのバス旅行　１（２期１） ホラーバス２期呪いのバス旅行 パウル・ヴァン・ローン 著 学習研究社

ホラーバス呪いのバス旅行　２（２期２） ホラーバス２期呪いのバス旅行 パウル・ヴァン・ローン 著 学習研究社

ホラーバス恐怖のウイルス　１（２期３） ホラーバス恐怖のウイルス パウル・ヴァン・ローン 著 学習研究社

ホラーバス恐怖のウイルス　２（２期４） ホラーバス恐怖のウイルス パウル・ヴァン・ローン 著 学習研究社

ホラーバス暗黒の世界　１（２期５） ホラーバス暗黒の世界 パウル・ヴァン・ローン 著 学習研究社

ホラーバス暗黒の世界　２（２期６） ホラーバス暗黒の世界 パウル・ヴァン・ローン 著 学習研究社

ねずみ小僧六世 星新一ちょっと長めのショートショート　６ 星　新一 著 理論社

そして、だれも… 星新一ちょっと長めのショートショート７ 星　新一 著 理論社

長生き競争 星新一ちょっと長めのショートショート８ 星　新一 著 理論社



親友のたのみ 星新一ちょっと長めのショートショート９ 星　新一 著 理論社

七人の犯罪者 星新一ちょっと長めのショートショート　１０ 星　新一 著 理論社

恋する新選組　１ 角川つばさ文庫　Ａ　こ　１－１ 越水　利江子 著 角川書店

恋する新選組　２ 角川つばさ文庫　Ａ　こ　１－２ 越水　利江子 著 角川書店

ホッタラケの島 角川つばさ文庫　Ｃ　ゆ　１－１ 行川　渉 著 角川学芸出版

ヤクーバとライオン　１ 講談社の翻訳絵本 ティエリー・デデュー 著 講談社

ヤクーバとライオン　２ 講談社の翻訳絵本 ティエリー・デデュー 著 講談社

ねんどの神さま えほんはともだち　２７ 那須　正幹 著 ポプラ社

レイトン教授とさまよえる城 ＧＡＧＡＧＡ 柳原　慧 著 小学館

トリシア、ただいま修業中！ エンタティーン倶楽部 南房　秀久 著 学習研究社

トラブルキャット危機一髪 エンタティーン倶楽部 いずみ　玲 著 学習研究社

トリシア、まだまだ修業中！ エンタティーン倶楽部 南房　秀久 著 学習研究社

地下室の幽霊 エンタティーン倶楽部 森　奈津子 著 学習研究社

動物イラスト生態図鑑　１ 動物イラスト生態図鑑 ジョン・フランシス 画 学習研究社

動物イラスト生態図鑑　２ 動物イラスト生態図鑑 ジョン・フランシス 画 学習研究社

動物イラスト生態図鑑　３ 動物イラスト生態図鑑 ジョン・フランシス 画 学習研究社

動物イラスト生態図鑑　４ 動物イラスト生態図鑑 ジョン・フランシス 画 学習研究社

動物イラスト生態図鑑　５ 動物イラスト生態図鑑 ジョン・フランシス 画 学習研究社

動物イラスト生態図鑑　６ 動物イラスト生態図鑑 ジョン・フランシス 画 学習研究社

動物イラスト生態図鑑　７ 動物イラスト生態図鑑 ジョン・フランシス 画 学習研究社

動物イラスト生態図鑑　８ 動物イラスト生態図鑑 ジョン・フランシス 画 学習研究社

動物イラスト生態図鑑　９ 動物イラスト生態図鑑 ジョン・フランシス 画 学習研究社

動物イラスト生態図鑑　１０ 動物イラスト生態図鑑 ジョン・フランシス 画 学習研究社

小中学生からとれる資格と検定大事典！ オバタ　カズユキ 編 学習研究社

職場体験完全ガイド　１ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　２ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　３ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　４ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　５ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　６ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　７ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　８ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　９ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　１０ 職場体験完全ガイド ポプラ社

レイトン教授と怪人ゴッド ＧＡＧＡＧＡ 柳原　慧 著 小学館

黒魔女さんのお正月 石崎　洋司 講談社

楽しく遊ぶ学ぶかず・かたちの図鑑 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 小学館

楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 小学館

楽しく遊ぶ学ぶこくごの図鑑 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 小学館

やまのこどもたち 岩波の子どもの本　カンガルー印 石井　桃子 著 岩波書店

フィギュア☆ドリーム　１ フィギュアドリーム リア・チェリ 著 メディアファクトリー

フィギュア☆ドリーム　２ フィギュア☆ドリーム リア・チェリ 著 メディアファクトリー

バレエ！　１ バレエ！ アンヌ・マリー・ポル 著 メディアファクトリー

バレエ！　２ バレエ！ アンヌ・マリー・ポル 著 メディアファクトリー



バレエ！　３ バレエ！ アンヌ・マリー・ポル 著 メディアファクトリー

バレエ！　４ バレエ！ アンヌ・マリー・ポル 著 メディアファクトリー

バレエ！　５ バレエ！ アンヌ・マリー・ポル 著 メディアファクトリー

サーティーナイン・クルーズ　１ サーティーナイン・クルーズ リック・ライオダン 著 メディアファクトリー

サーティーナイン・クルーズ　２ サーティーナイン・クルーズ ゴードン・コーマン 著 メディアファクトリー

サーティーナイン・クルーズ　３ サーティーナイン・クルーズ ピーター・ルランジス 著 メディアファクトリー

サーティーナイン・クルーズ　４ サーティーナイン・クルーズ ジュード・ワトソン 著 メディアファクトリー

つきよのかいじゅう 長　新太 著 佼成出版社

かいじゅうになった女の子 偕成社文庫　２０７５ 末吉　暁子 著 偕成社

しばてん 創作えほん　５ 田島　征三 著 偕成社

大千世界の生き物たち スズキ　コージ 著 架空社

ピーターと象と魔術師 ケイト・ディカミロ 著 岩波書店

走れ！半ズボン隊 ゾラン・ドヴェンカー 著 岩波書店

帰ってきた半ズボン隊　上　事件編 帰ってきた半ズボン隊 ゾラン・ドヴェンカー 著 岩波書店

帰ってきた半ズボン隊　下　解決編 帰ってきた半ズボン隊 ゾラン・ドヴェンカー 著 岩波書店

クマのプーさん　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｅｄｉｔｉｏｎ Ａ．Ａ．ミルン 著 岩波書店

プー横丁にたった家　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｅｄｉｔｉｏｎ Ａ．Ａ．ミルン 著 岩波書店

めしもり山のまねっこ木 椎名　誠 著 国書刊行会

卒業の歌 本田　有明 著 ＰＨＰ研究所

科学の実験 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１７ 滝川　洋二 小学館

くらべる図鑑 小学館の図鑑・ＮＥＯぷらす 加藤　由子 小学館

２１世紀こども百科もののはじまり館 近藤　二郎 小学館

あきですよ 四季のえほん 柴田　晋吾 著 金の星社

おいで、フクマル えほんひろば くどう　なおこ 著 小峰書店

おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ 著 あすなろ書房

おばけのばむけ 佐々木　マキ 著 教育画劇

おはなしのもうふ フェリーダ・ウルフ 著 光村教育図書

かいわれざむらいとだいこんひめ 絵本・こどものひろば 川北　亮司 著 童心社

かさの女王さま シリン・イム・ブリッジズ 著 セーラー出版

きずついたつばさをなおすには 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ボブ・グラハム 著 評論社

きらきら 谷川　俊太郎 著 アリス館

ぐぎがさんとふへほさん こどものとも絵本 岸田　衿子 著 福音館書店

しましまのティーシャツをきてみたら… わたしのえほん 土屋　富士夫 著 ＰＨＰ研究所

すやすやタヌキがねていたら えほんのもり 内田　麟太郎 著 文研出版

たんぼのカエルのだいへんしん　ふしぎいっぱい写真絵本15 ふしぎいっぱい写真絵本　１５ 内山　りゅう 写真 ポプラ社

テレビがなかったころ イワン・ポモー 著 西村書店

トムとことり 主婦の友はじめてブック　おはなしシリーズ パトリック・レンツ 著 主婦の友社

ブンブンガタガタドンドンドン 神沢　利子 著 のら書店

北極熊ナヌーク ニコラ・デイビス 著 ビーエル出版

水おとこのいるところ イーヴォ・ロザーティ 著 岩崎書店

むこう岸には マルタ・カラスコ 著 ほるぷ出版

もしゃもしゃあたまのおんなのこ サラ・ダイヤー 著 小学館

もりもりくまさん たんぽぽえほんシリーズ 長野　ヒデ子 著 すずき出版

怪談レストランナビ妖 怪談レストラン 松谷　みよ子 編 童心社



幽霊屋敷レストラン 怪談レストラン　１ 松谷　みよ子 編 童心社

化け猫レストラン 怪談レストラン　２ 松谷　みよ子 編 童心社

殺人レストラン 怪談レストラン　３ 松谷　みよ子 編 童心社

幽霊列車レストラン 怪談レストラン　４ 松谷　みよ子 編 童心社

金しばりレストラン 怪談レストラン　６ 松谷　みよ子 編 童心社

魔女のレストラン 怪談レストラン　７ 松谷　みよ子 編 童心社

鏡のうらがわレストラン 怪談レストラン　８ 松谷　みよ子 編 童心社

墓場レストラン 怪談レストラン　９ 松谷　みよ子 編 童心社

お化け屋敷レストラン 怪談レストラン　１０ 松谷　みよ子 編 童心社

火の玉レストラン 怪談レストラン　１１ 松谷　みよ子 編 童心社

呪いのレストラン 怪談レストラン　１２ 松谷　みよ子 編 童心社

あの世レストラン 怪談レストラン　１３ 松谷　みよ子 編 童心社

がい骨レストラン 怪談レストラン　１４ 松谷　みよ子 編 童心社

魔界レストラン 怪談レストラン　１５ 松谷　みよ子 編 童心社

うらめしやレストラン 怪談レストラン　１６ 松谷　みよ子 編 童心社

七不思議レストラン 怪談レストラン　１７ 松谷　みよ子 編 童心社

ケイタイ電話レストラン 怪談レストラン　１８ 松谷　みよ子 編 童心社

闇のレストラン 怪談レストラン　１９ 松谷　みよ子 編 童心社

地獄レストラン 怪談レストラン　２０ 松谷　みよ子 編 童心社

床下の小人たち 小人の冒険シリーズ　１ メアリー・ノートン 著 岩波書店

野に出た小人たち 小人の冒険シリーズ　２ メアリー・ノートン 著 岩波書店

川をくだる小人たち 小人の冒険シリーズ　３ メアリー・ノートン 著 岩波書店

空をとぶ小人たち 小人の冒険シリーズ　４ メアリー・ノートン 著 岩波書店

小人たちの新しい家 小人の冒険シリーズ　５ メアリー・ノートン 著 岩波書店

てんごくのおとうちゃん 講談社の創作絵本シリーズ 長谷川　義史 著 講談社

いじわるなないしょオバケ ティエリー・ロブレヒト 著 文渓堂

なんでも！いっぱい！こども大図鑑 ジュリー・フェリス 編 河出書房新社

わりとけっこう 中川　ひろたか 著 絵本館

ぞうのみずあそび いとう　ひろし 著 絵本館

どうぶつえん物語 あべ　弘士 著 絵本館

にんげんになったニクマンジュウ 長　新太 著 絵本館

たのしいいちにち こくばんえほん そうま　こうへい 著 絵本館

みんなのかお こくばんえほん そうま　こうへい 著 絵本館

なにをたべたかわかる？ 長　新太 著 絵本館

タイヤがゴロゴロ いとう　ひろし 著 絵本館

さんにんサンタ いとう　ひろし 著 絵本館

ゴリラのビックリばこ 長　新太 著 絵本館

ある朝ジジ・ジャン・ボウはおったまげた ひらい　たかこ 著 絵本館

これあのあれ いとう　ひろし 著 絵本館

みんながおしゃべりはじめるぞ いとう　ひろし 著 絵本館

おじさんあそびましょ 長　新太 著 絵本館

おとうさんびっくり 広瀬　克也 著 絵本館

だれがいちばんはやいかな マイケル・グレイニエツ 著 絵本館

わんぱくだんのかくれんぼ ひさかた絵本ランド　しかけ絵本 ゆきの　ゆみこ 著 ひさかたチャイルド



わんぱくだんのたからじま ゆきの　ゆみこ 著 ひさかたチャイルド

わんぱくだんのはしれいちばんぼし ゆきの　ゆみこ 著 ひさかたチャイルド

わんぱくだんのかいていたんけん ゆきの　ゆみこ 著 ひさかたチャイルド

わんぱくだんのゆきまつり ゆきの　ゆみこ 著 ひさかたチャイルド

わんぱくだんのおばけやしき ゆきの　ゆみこ 著 ひさかたチャイルド

わんぱくだんのはらっぱジャングル ゆきの　ゆみこ 著 ひさかたチャイルド

わんぱくだんのにんじゃごっこ ゆきの　ゆみこ 著 ひさかたチャイルド

わんぱくだんのきょうりゅうたんけん ゆきの　ゆみこ 著 ひさかたチャイルド

わんぱくだんのクリスマス ゆきの　ゆみこ 著 ひさかたチャイルド

わんぱくだんのガリバーランド ゆきの　ゆみこ 著 ひさかたチャイルド

わんぱくだんのなつまつり ゆきの　ゆみこ 著 ひさかたチャイルド

わんぱくだんのスナバさばく ゆきの　ゆみこ 著 ひさかたチャイルド

秋山仁先生のたのしい算数教室　１　新装版 秋山仁先生のたのしい算数教室 木幡　寛 著 ポプラ社

秋山仁先生のたのしい算数教室　２　新装版 秋山仁先生のたのしい算数教室 木幡　寛 著 ポプラ社

秋山仁先生のたのしい算数教室　３　新装版 秋山仁先生のたのしい算数教室 木幡　寛 著 ポプラ社

秋山仁先生のたのしい算数教室　４　新装版 秋山仁先生のたのしい算数教室 木幡　寛 著 ポプラ社

秋山仁先生のたのしい算数教室　５　新装版 秋山仁先生のたのしい算数教室 木幡　寛 著 ポプラ社

秋山仁先生のたのしい算数教室　６　新装版 秋山仁先生のたのしい算数教室 木幡　寛 著 ポプラ社

秋山仁先生のたのしい算数教室　７　新装版 秋山仁先生のたのしい算数教室 木幡　寛 著 ポプラ社

秋山仁先生のたのしい算数教室　８　新装版 秋山仁先生のたのしい算数教室 木幡　寛 著 ポプラ社

秋山仁先生のたのしい算数教室　９　新装版 秋山仁先生のたのしい算数教室 木幡　寛 著 ポプラ社

秋山仁先生のたのしい算数教室　１０　新装版 秋山仁先生のたのしい算数教室 木幡　寛 著 ポプラ社

どうぶつの目 どうぶつのからだ　１ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社

どうぶつの鼻 どうぶつのからだ　２ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社

どうぶつの口 どうぶつのからだ　３ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社

どうぶつの耳 どうぶつのからだ　４ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社

どうぶつの手と足 どうぶつのからだ　５ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社

どうぶつのしっぽ どうぶつのからだ　６ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社

発明と発見のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 流星　光 画 学習研究社

１年３６６日のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 大橋　よしひこ 画 学習研究社

動物のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 下栃棚　正之 画 学習研究社

食べ物のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 富士山　みえる 画 学習研究社

科学のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 青木　こずえ 画 学習研究社

カブトムシ・クワガタムシのひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ もちつき　かつみ 画 学習研究社

昆虫のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 熊谷　さとし 画 学習研究社

地球のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 大岩　ピュン 画 学習研究社

有毒生物のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ グビグビー清水 画 学習研究社

恐竜化石のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 小沼　洋一 画 学習研究社

算数頭をつくるひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 富士山　みえる 画 学習研究社

いのちのひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 藤木　輝美 画 学習研究社

ことわざ・慣用句のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ くぼ　やすひと 画 学習研究社

ヒトの進化のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ 中尾　雄吉 画 学習研究社

記号・単位のひみつ 学研まんが新・ひみつシリーズ のま　おさむ 画 学習研究社

幕末・維新人物大百科　上　ビジュアル版　薩長土肥編 幕末・維新人物大百科 ポプラ社



幕末・維新人物大百科　中　ビジュアル版　幕府・朝廷編 幕末・維新人物大百科 ポプラ社

幕末・維新人物大百科　下　ビジュアル版　事件編 幕末・維新人物大百科 ポプラ社

できる！スポーツテクニック　１ できる！スポーツテクニック ポプラ社

できる！スポーツテクニック　２ できる！スポーツテクニック ポプラ社

できる！スポーツテクニック　３ できる！スポーツテクニック ポプラ社

できる！スポーツテクニック　４ できる！スポーツテクニック ポプラ社

できる！スポーツテクニック　５ できる！スポーツテクニック ポプラ社

できる！スポーツテクニック　６ できる！スポーツテクニック ポプラ社

できる！スポーツテクニック　７ できる！スポーツテクニック ポプラ社

できる！スポーツテクニック　８ できる！スポーツテクニック ポプラ社

できる！スポーツテクニック　９ できる！スポーツテクニック ポプラ社

できる！スポーツテクニック　１０ できる！スポーツテクニック ポプラ社

たのしいジュニア手芸　１　改訂新版 たのしいジュニア手芸 学研パブリッシング

たのしいジュニア手芸　２　改訂新版 たのしいジュニア手芸 学研パブリッシング

たのしいジュニア手芸　３　改訂新版 たのしいジュニア手芸 学研パブリッシング

たのしいジュニア手芸　４　改訂新版 たのしいジュニア手芸 学研パブリッシング

たのしいジュニア手芸　５　改訂新版 たのしいジュニア手芸 学研パブリッシング

たのしいジュニア手芸　６　改訂新版 たのしいジュニア手芸 学研パブリッシング

はるですよ 四季のえほん 柴田　晋吾 著 金の星社

なつですよ 四季のえほん 柴田　晋吾 著 金の星社

ふゆですよ 四季のえほん 柴田　晋吾 著 金の星社

まんまるがかり おくはら　ゆめ 著 理論社

すすめ！皇帝ペンギン ジャン・リュック・クードレイ 著 理論社

だじゃれ日本一周 長谷川　義史 著 理論社

きらいさきらい 中川　ひろたか 著 理論社

島のゆうびんやさん 石津　ちひろ 著 理論社

魔法の本と魔女 魔法の本棚　７ ルース・チュウ 著 フレーベル館

魔女のボタン 魔女の本棚　８ ルース・チュウ 著 フレーベル館

魔女の宝物 魔女の本棚　９ ルース・チュウ 著 フレーベル館

ティモシーとサラときのおうち えほんとなかよし　５２　ティモシーとサラのえほん　６ 芭蕉　みどり 著 ポプラ社

ティモシーとサラのピクニック えほんとなかよし　２３　ティモシーとサラのえほん　４ 芭蕉　みどり 著 ポプラ社

おりがみしようよ！ 実用ＢＥＳＴ　ＢＯＯＫＳ 新宮　文明 著 日本文芸社

ぼくらの七日間戦争 「ぼくら」シリーズ　１ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらの天使ゲーム 「ぼくら」シリーズ　２ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらの大冒険 「ぼくら」シリーズ　３ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらと七人の盗賊たち 「ぼくら」シリーズ　４ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらのデスマッチ 「ぼくら」シリーズ　５ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらの秘島探険隊 「ぼくら」シリーズ　６ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらの危バイト作戦 「ぼくら」シリーズ　７ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらのＣ計画 「ぼくら」シリーズ　８ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらの修学旅行 「ぼくら」シリーズ　９ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらのマル秘学園祭 「ぼくら」シリーズ　１０ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらの最終戦争 「ぼくら」シリーズ　１１ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらの奇跡の七日間 宗田　理 著 ポプラ社



ぼくらのモンスターハント 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくんちに、マツイヒデキ！？ 学研おはなし絵本 あさの　ますみ 著 学習研究社

たぬきいっかのはらぺこ横丁 学研おはなし絵本 国松　エリカ 著 学習研究社

ハイク犬 学研おはなし絵本 石津　ちひろ 著 学習研究社

ことりのピチコ 学研おはなし絵本 どい　かや 著 学習研究社

みかんちゃん 学研おはなし絵本 かわかみ　たかこ 著 学習研究社

おひっこし 学研おはなし絵本 及川　賢治 著 学習研究社

ゆめゆめえほん 学研おはなし絵本 井上　洋介 著 学習研究社

あかりをけすと 学研おはなし絵本 こばやし　ゆかこ 著 学習研究社

ちいちゃんのたからもの 学研おはなし絵本 杉浦　さやか 著 学習研究社

ガタゴトシュットンなんのおと？ 学研おはなし絵本 富安　陽子 著 学習研究社

恋する新選組　３ 角川つばさ文庫　Ａ　こ　１－３ 越水　利江子 著 角川書店

ＡＴＯＭ 角川つばさ文庫　Ｃ　て　１－１ 手塚　治虫 原著 角川書店

きみにしか聞こえない 角川つばさ文庫　Ｂ　お　１－１ 乙一 著 角川書店

かわいくなりたい 講談社青い鳥文庫　２５４－６ 小林　深雪 著 講談社

いっしょにいようよ 講談社青い鳥文庫　２５４－８ 小林　深雪 著 講談社

もっとかわいくなりたい 講談社青い鳥文庫　２５４－９ 小林　深雪 著 講談社

夢中になりたい 講談社青い鳥文庫　２５４－１０ 小林　深雪 著 講談社

コんガらガっちあっちこっちすすめ！の本 ユーフラテス 著 小学館

おそうじ隊長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小学校シリーズ　４ よしなが　こうたく 著 長崎出版

ＮＯ．６　＃６ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ あさの　あつこ 著 講談社

ＮＯ．６　＃７ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ あさの　あつこ 著 講談社

ＮＯ．６　＃８ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ あさの　あつこ 著 講談社

28嵐の夜の幽霊海賊 マジック・ツリーハウス　２８ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

ルルとララのおしゃれクッキー おはなし・ひろば　１０ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ルルとララのきらきらゼリー おはなし・ひろば　１３ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ルルとララのしあわせマシュマロ おはなし・ひろば　１５ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ルルとララのアイスクリーム おはなしトントン　４ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ルルとララのいちごのデザート おはなしトントン　１０ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ルルとララのカスタード・プリン おはなしトントン　１１ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ルルとララの天使のケーキ おはなしトントン　１４ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ルルとララのスイートポテト おはなしトントン　１７ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

カタカナダイボウケン 宮下　すずか 著 偕成社

トレジャーハンター山串団五郎　キャプテンＸのたからの巻 杉山　亮 著 偕成社

すみれちゃんのあついなつ 石井　睦美 著 偕成社

ゴーゴーもるもくん 斉藤　洋 著 偕成社

クグノタカラバコ いとう　ひろし 著 偕成社

すてきなルーちゃん たかどの　ほうこ 著 偕成社

とびらをあければ魔法の時間 新・童話の海　２ 朽木　祥 著 ポプラ社

ゆっくり大きくなればいい 新・童話の海　３ 最上　一平 著 ポプラ社

華花さんのあたらしい家 新・童話の海　４ 田中　良子 著 ポプラ社

ぼくとあいつのラストラン 新・童話の海　５ 佐々木　ひとみ 著 ポプラ社

ルマの不思議なお店三日月の魔法をあなたに 新・童話の海６ 村山　早紀 著 ポプラ社

転校生とまぼろしの蝶 新・童話の海　７ 当原　珠樹 著 ポプラ社



放課後の怪談　１ 日本児童文学者協会 編 偕成社

放課後の怪談　２ 放課後の怪談 日本児童文学者協会 編 偕成社

放課後の怪談　３ 放課後の怪談 日本児童文学者協会 編 偕成社

放課後の怪談　４ 日本児童文学者協会 編 偕成社

放課後の怪談　５ 放課後の怪談 日本児童文学者協会 編 偕成社

妖怪サーカス団がやってくる！ エンタティーン倶楽部 藤野　恵美 著 学習研究社

魔夜妖一先生の学校百物語 エンタティーン倶楽部 魔夜　妖一 著 学習研究社

トリシア、先生になる！？ エンタティーン倶楽部 南房　秀久 著 学習研究社

魔夜妖一先生の学校百物語理科室の黒猫 エンタティーン倶楽部 魔夜　妖一 著 学習研究社

恐怖の館へようこそ グースバンプス　１ Ｒ．Ｌ．スタイン 著 岩崎書店

呪われたカメラ グースバンプス　２ Ｒ．Ｌ．スタイン 著 岩崎書店

人喰いグルール グースバンプス　３ Ｒ．Ｌ．スタイン 著 岩崎書店

ぼくの頭はどこだ グースバンプス　４ Ｒ．Ｌ．スタイン 著 岩崎書店

わらう腹話術人形 グースバンプス　５ Ｒ．Ｌ．スタイン 著 岩崎書店

鏡のむこう側 グースバンプス　６ Ｒ．Ｌ．スタイン 著 岩崎書店

地下室にねむれ グースバンプス　７ Ｒ．Ｌ．スタイン 著 岩崎書店

ゴースト・ゴースト グースバンプス　８ Ｒ．Ｌ．スタイン 著 岩崎書店

となりにいるのは、だれ？ グースバンプス　９ Ｒ．Ｌ．スタイン 著 岩崎書店

鳩時計が鳴く夜 グースバンプス　１０ Ｒ．Ｌ．スタイン 著 岩崎書店

２５８本をうんだバット 記録への挑戦　１ 友成　那智 著 ポプラ社

金メダリストのシューズ 記録への挑戦　２ 大野　益弘 著 ポプラ社

ワールドカップをたたかうボール 記録への挑戦　３ 岩崎　龍一 著 ポプラ社

勝利のラケット 記録への挑戦　４ 井山　夏生 著 ポプラ社

平清盛　源平武将伝16 日本の歴史　コミック版　１６ 水谷　俊樹 原著 ポプラ社

源義経 日本の歴史　コミック版　１７ 水谷　俊樹 原著 ポプラ社

蒙古襲来 日本の歴史　コミック版　１８ 水谷　俊樹 原著 ポプラ社

大化の改新 日本の歴史　コミック版　１９ 水谷　俊樹 原著 ポプラ社

聖徳太子　飛鳥人物伝20 日本の歴史　コミック版　２０ 水谷　俊樹 原著 ポプラ社

ストップ！地球温暖化私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　１ 松井　京子 著 金の星社

ごみ問題・森林破壊私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　２ 永山　多恵子 著 金の星社

大気・水を汚さないために私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　３ 水迫　尚子 著 金の星社

学校ではじめるエコ活動私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　４ 灰崎　武浩 著 金の星社

家庭ではじめるエコ活動私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　５ 竹内　聖子 著 金の星社

なぞなぞの王様 ことば遊びの王様　１ 野中　三恵子 著 岩崎書店

クイズの王様 ことば遊びの王様　２ 廣川　加代子 著 岩崎書店

しゃれの王様 ことば遊びの王様　３ 梅澤　実 著 岩崎書店

ことわざ・漢字遊びの王様 ことば遊びの王様　４ 小山　惠美子 著 岩崎書店

笑い話・落語の王様 ことば遊びの王様　５ 井上　典子 著 岩崎書店

しりとり・ことば遊び歌の王様 ことば遊びの王様　６ 木下　ひさし 著 岩崎書店

たたりじゃレストラン 怪談レストラン　２１ 松谷　みよ子 編 童心社

悪夢のレストラン 怪談レストラン　２２ 松谷　みよ子 編 童心社

もののけレストラン 怪談レストラン　２３ 松谷　みよ子 編 童心社

占いレストラン 怪談レストラン　２４ 松谷　みよ子 編 童心社

百物語レストラン 怪談レストラン　２５ 松谷　みよ子 編 童心社



心霊写真レストラン 怪談レストラン　２６ 松谷　みよ子 編 童心社

神かくしレストラン 怪談レストラン　２７ 松谷　みよ子 編 童心社

亡霊レストラン 怪談レストラン　２８ 松谷　みよ子 編 童心社

生まれ変わりレストラン 怪談レストラン　２９ 松谷　みよ子 編 童心社

鬼のレストラン 怪談レストラン　３０ 松谷　みよ子 編 童心社

くらべてみよう！昭和のくらし　１ くらべてみよう！昭和のくらし 学習研究社

くらべてみよう！昭和のくらし　２ くらべてみよう！昭和のくらし 学習研究社

くらべてみよう！昭和のくらし　３ くらべてみよう！昭和のくらし 学習研究社

くらべてみよう！昭和のくらし　４ くらべてみよう！昭和のくらし 学習研究社

くらべてみよう！昭和のくらし　５ くらべてみよう！昭和のくらし 学習研究社

みんなであそぼう みぢかなかがく 西村　繁男 画 福音館書店

町の水族館町の植物園 みぢかなかがく 小林　亜里 著 福音館書店

町たんけん みぢかなかがく 秋山　とも子 著 福音館書店

昆虫図鑑花の虫さがし みぢかなかがく 藤丸　篤夫 著 福音館書店

地球はえらい みぢかなかがく 香原　知志 著 福音館書店

うみのダンゴムシ・やまのダンゴムシ ちしきのぽけっと　９ 皆越　ようせい 著 岩崎書店

巨大昆虫探険図鑑 ちしきのぽけっと　７ 山口　進 著 岩崎書店

森を育てる生きものたち ちしきのぽけっと８ 谷本　雄治 著 岩崎書店

葉っぱのあかちゃん ちしきのぽけっと　６ 平野　隆久 著 岩崎書店

クマノミとサンゴの海の魚たち ちしきのぽけっと　５ 大方　洋二 著 岩崎書店

鳥のくちばし図鑑 ちしきのぽけっと　４ 国松　俊英 著 岩崎書店

ぼくの町に電車がきた ちしきのぽけっと　３ 鈴木　まもる 著 岩崎書店

海べのふしぎな生きものたち ちしきのぽけっと　２ よしざき　かずみ 写真 岩崎書店

土をつくる生きものたち ちしきのぽけっと１ 谷本　雄治 著 岩崎書店

布素材ですてきにリメイク エコ生活のアイデアコツのコツ　１ リブリオ出版

おいしいエコ・クッキング エコ生活のアイデアコツのコツ　２ リブリオ出版

ペーパーグッズのかんたんリメイク エコ生活のアイデアコツのコツ　３ リブリオ出版

もったいない容器でリメイク エコ生活のアイデアコツのコツ　４ リブリオ出版

しゃぼんだまぼうや マーガレット・マーヒー 著 フレーベル館

きりのもりのもりのおく ニック・シャラット 著 フレーベル館

あおバスくん ジェームス・クリュス 著 フレーベル館

ゆうびんひこうきこうのとりごう ジェームス・クリュス 著 フレーベル館

きかんしゃヘンリエッテ ジェームス・クリュス 著 フレーベル館

たびにでたろめんでんしゃ ジェームス・クリュス 著 フレーベル館

やかましい！ シムズ・タバック 画 フレーベル館

くらべっこのじかん レスリー・エリー 著 フレーベル館

おいでよルイス！ レスリー・エリー 著 フレーベル館

リッキとにわとりのミア ヒド・ファン・ヘネヒテン 著 フレーベル館

つばさをちょうだい ハインツ・ヤーニッシュ 著 フレーベル館

うみのおいしゃさんモグローせんせい レオ・ティマース 著 フレーベル館

ちゅーちゅー ひまわりえほんシリーズ 宮西　達也 著 すずき出版

しごとば　続 しごとば　続 鈴木　のりたけ 著 ブロンズ新社

おもちのきもち 講談社の創作絵本シリーズ かがくい　ひろし 著 講談社

勉強なんてカンタンだ！ 齋藤孝の　「ガツンと一発」シリーズ　第　１巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所



カッコよく生きてみないか！ 齋藤孝の　「ガツンと一発」シリーズ　第　２巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所

そんな友だちなら、いなくたっていいじゃないか！ 齋藤孝の　「ガツンと一発」シリーズ　第　３巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所

頭がよくなる必殺！読書術 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　４巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所

家族はチームだもっと会話をしろ！ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　５巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所

心をきたえる痛快！言いわけ禁止塾 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　６巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所

圧勝！受験なんてヘッチャラだ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　７巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所

キミは日本のことを、ちゃんと知っているか！ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　８巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所

絶対うまくいく魔法のじゅもん「心・技・体」！ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　９巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所

ちょっとお金持ちになってみたい人、全員集合！ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　１０巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所

「好きです。」コクるかコクらないか、それが問題だ！ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　１１巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所

最終指令ミッション！パッション！ハイテンション！！ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　１２巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所

龍馬伝　２ 角川つばさ文庫　Ｃ　ふ　１－２ 福田　靖 著 角川書店

ひらがなだいぼうけん 宮下　すずか 著 偕成社

すうじだいぼうけん 宮下　すずか 著 偕成社

ゆきのひのゆうびんやさん 幼児絵本シリーズ こいで　たん 著 福音館書店

しきしきむらのはる 木坂　涼 著 岩波書店

はるじゃのばけつ 白土　あつこ 著 ひさかたチャイルド

はるのゆきだるま 石鍋　芙佐子 著 偕成社

みんなで！どうろこうじ 竹下　文子 著 偕成社

28嵐の夜の幽霊海賊 マジック・ツリーハウス　２８ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

29ふしぎの国の誘拐事件 マジック・ツリーハウス　２９ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

龍馬伝　１ 角川つばさ文庫　Ｃ　ふ　１－１ 福田　靖 著 角川書店

龍馬伝　３ 角川つばさ文庫　Ｃ　ふ　１－３ 福田　靖 著 角川書店

龍馬伝　４ 角川つばさ文庫　Ｃ　ふ　１－４ 福田　靖 著 角川書店

きらいじゃないよ 講談社青い鳥文庫　２５４－１２ 小林　深雪 著 講談社

信じていいの？ 講談社青い鳥文庫　２５４－１１ 小林　深雪 著 講談社

メニメニハート 令丈　ヒロ子 著 講談社

ランドセルのはるやすみ とっておきのどうわ 村上　しいこ 著 ＰＨＰ研究所

すいはんきのあきやすみ とっておきのどうわ 村上　しいこ 著 ＰＨＰ研究所

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１４ 講談社青い鳥文庫　１７１－２１ 令丈　ヒロ子 著 講談社

ブレイブ・ストーリー　１ 角川つばさ文庫　Ｂ　み　１－１ 宮部　みゆき 著 角川書店

ブレイブ・ストーリー　２ 角川つばさ文庫　Ｂ　み　１－２ 宮部　みゆき 著 角川書店

ブレイブ・ストーリー　３ 角川つばさ文庫　Ｂ　み　１－３ 宮部　みゆき 著 角川書店

ブレイブ・ストーリー　４ 角川つばさ文庫　Ｂ　み　１－４ 宮部　みゆき 著 角川書店

よい子への道 おかべ　りか 著 福音館書店

ヒロシマの歌 フォア文庫　Ｂ 今西　祐行 著 岩崎書店

ヒロシマに原爆がおとされたとき 大道　あや 著 ポプラ社

ここが家だ ベン・シャーン 画 集英社

隅田川 能の絵本 片山　清司 著 ビーエル出版

北の国から　前編 倉本　聰 著 理論社

北の国から　後編 倉本　聰 著 理論社

つくも神 ポプラの森　１２ 伊藤　遊 著 ポプラ社

こちらランドリー新聞編集部 世界の子どもライブラリー アンドリュー・クレメンツ 著 講談社

ジョットという名の少年 パオロ・グアルニエーリ 著 西村書店



イクバルの闘い 鈴木出版の海外児童文学　この地球を生きる子どもたち　２ フランチェスコ・ダダモ 著 すずき出版

土の中からでてきたよ 小川　忠博 著 平凡社

和算 佐藤　健一 著 文渓堂

宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング 著 岩崎書店

生ゴミはよみがえる 菅野　芳秀 著 講談社

ピカドン シリーズ子どもたちの未来のために 那須　正幹 講談社

写真絵本国境なき医師団　１ 写真絵本国境なき医師団 早乙女　勝元 編 大月書店

井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法 シリーズ子どもたちの未来のために 井上　ひさし 著 講談社

子どものための哲学対話 永井　均 著 講談社

そのままのキミがすき 木村　裕一 著 ＰＨＰ研究所

森へ たくさんのふしぎ傑作集 星野　道夫 著 福音館書店

モギ：ちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク 著 あすなろ書房

最後のニホンオオカミ 那須正幹の動物ものがたり　７ 那須　正幹 著 くもん出版

日本の産業まるわかり大百科　６ 日本の産業まるわかり大百科 梶井　貢 ポプラ社

世界を信じるためのメソッド よりみちパン！セ　２１ 森　達也 著 理論社

世界でいちばんやかましい音 ベンジャミン・エルキン 著 こぐま社

わらしべ長者 岩波少年文庫　５７ 木下　順二 著 岩波書店

かきやまぶし 狂言えほん　２ 内田　麟太郎 著 ポプラ社

ぼく、カギをのんじゃった！ もう、ジョーイったら！　１ ジャック・ギャントス 著 徳間書店

進化のはなし 評論社の児童図書館・絵本の部屋 スティーブ・ジェンキンズ 著 評論社

ツキノワグマ 宮崎　学 著 偕成社

米が育てたオオクワガタ イワサキ・ノンフィクション　４ 山口　進 著 岩崎書店

棚田を歩けば 青柳　健二 著 福音館書店

かいぶつぞろぞろ びじゅつのゆうえんち 辻村　益朗 著 福音館書店

被爆者 シリーズ・自然いのちひと　７ 会田　法行 著 ポプラ社

三河のエジソン 感動ノンフィクションシリーズ 今関　信子 著 佼成出版社

トイレのおかげ たくさんのふしぎ傑作集 森枝　雄司 著 福音館書店

考える練習をしよう 子どものためのライフ・スタイル マリリン・バーンズ 著 晶文社

ぼちぼちいこか マイク・セイラー 著 偕成社

しずくの首飾り ジョーン・エイキン 著 岩波書店

生きものはかなしかるらん 美しい日本の詩歌　３ 室生　犀星 著 岩崎書店

ワイズ・ブラウンの詩の絵本 マーガレット・ワイズ・ブラウン 著 フレーベル館

はいくのえほん ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 編著 すずき出版

さんしょっ子 絵本・感動のおくりもの　１ 安房　直子 著 小峰書店

国際理解にもやくだつ日本のくらし絵事典 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所

きまぐれロボット 新・名作の愛蔵版 星　新一 著 理論社

ものぐさトミー 岩波の子どもの本　カンガルー印 ペーン・デュボア 著 岩波書店

みみをすます 谷川　俊太郎 著 福音館書店

くにのはじまり日本の神話　第１巻 日本の神話　第１巻 舟崎　克彦 著 あかね書房

どうぶつさいばんライオンのしごと 竹田津　実 著 偕成社

菜の子先生がやってきた！ 福音館創作童話シリーズ 富安　陽子 著 福音館書店

真夜中の鐘がなるとき プロイスラーの昔話　１ オトフリート・プロイスラー 著 小峰書店

地獄の使いをよぶ呪文 プロイスラーの昔話　２ オトフリート・プロイスラー 著 小峰書店

魂をはこぶ船 プロイスラーの昔話　３ オトフリート・プロイスラー 著 小峰書店



やまおやじ 今森　光彦 著 小学館

花はどこから 大西　暢夫 写真 福音館書店

ハブの棲む島 シリーズ・自然いのちひと　８ 西野　嘉憲 著 ポプラ社

おかあさんがいっぱい みんなの文学　５ 東　君平 著 金の星社

まぼろしの犬 おはなしのピースウォーク　１ 日本児童文学者協会 編 新日本出版社

生命の木 生命の木 大石　芳野 著 草土文化

ローザ ニッキ・ジョヴァンニ 著 光村教育図書

写真でみる世界の子どもたちの暮らし ペニー・スミス 編著 あすなろ書房

野はらの音楽家マヌエロ ドン・フリーマン 著 あすなろ書房

ちちんぷいぷい 川崎　洋 編 岩崎書店

うそつき咲っぺ 長崎　源之助 著 佼成出版社

ならの大仏さま ｆｕｋｋａｎ．ｃｏｍ 加古　里子 著 ブッキング

牛乳のひみつ 田川　滋 学研

エネルギーのひみつ[改訂版] おがた　たかはる 学研

燃料電池のひみつ たまだ　まさお 学研

太陽電池のひみつ もちつき　かつみ 学研

地デジのひみつ 鳥飼　規世 学研

八ッ橋のひみつ 山口　育孝 学研

いのちのあさがお あやの まさる さく ハート出版

金色のクジラ 岸川 悦子 作 ひくまの出版

人工衛星のひみつ 出口　由美子

ニッポンの嵐

ニッポンの嵐

働く人たちのひみつ たまだ　まさお 学研

冷凍食品のひみつ おぎのひとし 学研

ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし 著 ビーエル出版

とっておきの詩 とっておきのどうわ 村上　しいこ 著 ＰＨＰ研究所

むねとんとん おはなしだいすき さえぐさ　ひろこ 著 小峰書店

むねとんとん おはなしだいすき さえぐさ　ひろこ 著 小峰書店

いじわるなないしょオバケ ティエリー・ロブレヒト 著 文渓堂

こぶとりたろう たかどの　ほうこ 著 童心社

こぶとりたろう たかどの　ほうこ 著 童心社

点子ちゃん 野田　道子 著 毎日新聞社

ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ 著 岩崎書店

ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ 著 岩崎書店

やんちゃ子グマがやってきた！ ジュニア・ノンフィクション あんず　ゆき 著 フレーベル館

すみ鬼にげた 福音館創作童話シリーズ 岩城　範枝 著 福音館書店

すみ鬼にげた 福音館創作童話シリーズ 岩城　範枝 著 福音館書店

建具職人の千太郎 くもんの児童文学 岩崎　京子 著 くもん出版

リキシャ★ガール 鈴木出版の海外児童文学　この地球を生きる子どもたち ミタリ・パーキンス 著 すずき出版

海は生きている 富山　和子 著 講談社

海は生きている 富山　和子 著 講談社

タンポポのわたげ 花のたね・木の実のちえ　１ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社

ともだちからともだちへ アンソニー・フランス 著 理論社



木いちごつみ 日本傑作絵本シリーズ 岸田　衿子 著 福音館書店

空にぐ～んと手をのばせ 新沢　としひこ 著 理論社

ねこのおんがえし よみたいききたいむかしばなし　１のまき 中川　李枝子 著 のら書店

天女の里がえり 大型絵本 君島　久子 著 岩波書店

しろいゆきあかるいゆき アルビン・トレッセルト 著 ビーエル出版

帰り道の１年 小さな地球　３ たかはしきよし 著 偕成社

世界のだっことおんぶの絵本 エメリー・バーナード 著 メディカ出版

月人石 こどものとも傑作集 乾　千恵 著 福音館書店

ずら～りカエルならべてみると… 高岡　昌江 著 アリス館

鳥の巣ものがたり 鈴木　まもる 著 偕成社

あのときすきになったよ 教育画劇みんなのえほん 薫　くみこ 著 教育画劇

ぼうさまのき 日本むかし話　４ 松谷　みよ子 著 フレーベル館

さるじぞう 幼児みんわ絵本　１４ 鈴木　喜代春 著 ほるぷ出版

したきりすずめ 日本傑作絵本シリーズ 石井　桃子 著 福音館書店

しっぽのつり 幼児みんわ絵本　５ 水谷　章三 著 ほるぷ出版

はつゆめはひみつ 行事むかしむかし　１月 谷　真介 著 佼成出版社

ゆきおんな むかしむかし絵本　２２ 松谷　みよ子 著 ポプラ社

おかあさんの目 あかね創作えほん　２７ あまん　きみこ 著 あかね書房

ねこのなまえ いとう　ひろし 著 徳間書店

どうぶつ　新版 ふしぎ・びっくりこども図鑑　７ 今泉　忠明 学習研究社

子どもに語るグリムの昔話　１ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム 著 こぐま社

子どもに語るグリムの昔話　２ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム 著 こぐま社

子どもに語るグリムの昔話　３ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム 著 こぐま社

子どもに語るグリムの昔話　４ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム 著 こぐま社

子どもに語るグリムの昔話　５ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム 著 こぐま社

子どもに語るグリムの昔話　６ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム 著 こぐま社

すごいびっくり昆虫のふしぎパワー 海野　和男 著 世界文化社

ぞうのホートンたまごをかえす　新装版 ドクター・スースの絵本 ドクター・スース 著 偕成社

おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ 世界傑作童話シリーズ Ｊ．ロッシュ・マゾン 著 福音館書店

とりかえっこちびぞう 新しい日本の幼年童話 工藤　直子 著 学習研究社

ねっこぼっこ ジビュレ・フォン・オルファース 著 平凡社

ねこじゃらしの野原 子どもの文学傑作選 安房　直子 著 講談社

ようせいのゆりかご せかいのどうわシリーズ ルース・エインワース 著 岩波書店

世界あちこちゆかいな家めぐり たくさんのふしぎ傑作集 小松　義夫 著 福音館書店

酒呑童子 日本の物語絵本　３ 川村　たかし 著 ポプラ社

地球生活記 小松　義夫 著 福音館書店

あなたのいえわたしのいえ かがくのとも傑作集　３ 加古　里子 著 福音館書店

がちょうのたんじょうび 新美南吉童話傑作選 新美　南吉 著 小峰書店

鬼ぞろぞろ 舟崎　克彦 著 偕成社

子どもに語るアンデルセンのお話　１ アンデルセン 著 こぐま社

子どもに語るアンデルセンのお話　２ 子どもに語るアンデルセンのお話 アンデルセン 著 こぐま社

あまがえるりょこうしゃ 福音館のかがくのほん 松岡　たつひで 著 福音館書店

ケイゾウさんは四月がきらいです。 福音館創作童話シリーズ 市川　宣子 著 福音館書店

ソフィーとカタツムリ 評論社の児童図書館・文学の部屋 ディック・キング・スミス 著 評論社



みどりの船 あかねせかいの本 クェンティン・ブレイク 著 あかね書房

木 こどものとも傑作集 木島　始　文　佐藤　忠良 画 福音館書店

はらっぱ 童心社の絵本 神戸　光男 著 童心社

ふたり★おなじ星のうえで 谷川　俊太郎 著 東京書籍

たまごのはなし ダイアナ・アストン 著 ほるぷ出版

町のけんきゅう みぢかなかがく 岡本　信也 著 福音館書店

サンゴの森 そうえんしゃ・写真のえほん　３ なかむら　こうじ 写真 草炎社

はんぶんペペちゃん どうわのとびらシリーズ 村中　李衣 著 佼成出版社

こんなにたしかに 詩と歩こう まど　みちお 著 理論社

校庭のざっ草 有沢　重雄 著 福音館書店

みみずのたいそう 詩はともだち 市河　紀子 編 のら書店

かたつむりの詩 創作文学シリーズ詩歌　２４ 清水　たみ子 著 かど創房

おなべおなべにえたかな こどものとも傑作集　１１３ こいで　やすこ 著 福音館書店

まのいいりょうし 日本の民話えほん 小沢　正 著 教育画劇

のりもの　新版 ふしぎ・びっくりこども図鑑　１０ 交通科学博物館 学習研究社

うしはどこでも「モ～！」 エレン・スラスキー・ワインスティーン 著 すずき出版

世界のあいさつ みるずかん・かんじるずかん　銀の本 長　新太 著 福音館書店

ふうせんどこにとんでいく？ ジェイミー・リー・カーティス 著 バベル・プレス

ともだちみつけた あかね・新えほんシリーズ　３９ 森山　京 著 あかね書房

のねずみチッチ ふくざわ　ゆみこ 著 のら書店

ティッチ 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 パット・ハッチンス 著 福音館書店

いいものもらった えほん・こどもとともに 森山　京 著 小峰書店

おばあちゃんのすてきなおくりもの カーラ・スティーブンズ 著 のら書店

すみれおばあちゃんのひみつ 植垣　歩子 著 偕成社

虫たちのふしぎ 新開　孝 著 福音館書店

アンデルセンどうわ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 著 のら書店

もりのかくれんぼう 末吉　暁子 著 偕成社

スーザンのかくれんぼ　新装版 ルイス・スロボドキン 著 偕成社

まほうつかいのでし 日本傑作絵本シリーズ 上田　真而子 著 福音館書店

総合百科事典ポプラディア　１　新訂版　あ・い 総合百科事典ポプラディア 秋山　仁 ポプラ社

総合百科事典ポプラディア　２　新訂版　う・え・お・かそ 総合百科事典ポプラディア 秋山　仁 ポプラ社

総合百科事典ポプラディア　３　新訂版　かた・き・く 総合百科事典ポプラディア 秋山　仁 ポプラ社

総合百科事典ポプラディア　４　新訂版　け・こ・さ 総合百科事典ポプラディア 秋山　仁 ポプラ社

総合百科事典ポプラディア　５　新訂版　し 総合百科事典ポプラディア 秋山　仁 ポプラ社

総合百科事典ポプラディア　６　新訂版　す・せ・そ・た 総合百科事典ポプラディア 秋山　仁 ポプラ社

総合百科事典ポプラディア　７　新訂版　ち・つ・て・と 総合百科事典ポプラディア 秋山　仁 ポプラ社

総合百科事典ポプラディア　８　新訂版　な・に・ぬ・ね・の・は 総合百科事典ポプラディア 秋山　仁 ポプラ社

総合百科事典ポプラディア　９　新訂版　ひ・ふ・へ 総合百科事典ポプラディア 秋山　仁 ポプラ社

総合百科事典ポプラディア　１０　新訂版　ほ・ま・み・む・め・も 総合百科事典ポプラディア 秋山　仁 ポプラ社

総合百科事典ポプラディア　１１　新訂版　や・ゆ・よ・ら・り・る・れ・ろ・わ・ん 総合百科事典ポプラディア 秋山　仁 ポプラ社

総合百科事典ポプラディア　１２　新訂版　索引 総合百科事典ポプラディア 秋山　仁 ポプラ社

俳句・季語入門　１ 俳句・季語入門 石田　郷子 著 国土社

俳句・季語入門　２ 俳句・季語入門 石田　郷子 著 国土社

俳句・季語入門　３ 俳句・季語入門 石田　郷子 著 国土社



俳句・季語入門　４ 俳句・季語入門 石田　郷子 著 国土社

俳句・季語入門　５ 俳句・季語入門 石田　郷子 著 国土社

俳句・季語入門　１ 俳句・季語入門 石田　郷子 著 国土社

俳句・季語入門　２ 俳句・季語入門 石田　郷子 著 国土社

俳句・季語入門　３ 俳句・季語入門 石田　郷子 著 国土社

俳句・季語入門　４ 俳句・季語入門 石田　郷子 著 国土社

俳句・季語入門　５ 俳句・季語入門 石田　郷子 著 国土社

エコカーのしくみ見学　１ エコカーのしくみ見学 市川　克彦 著 ほるぷ出版

エコカーのしくみ見学　２ エコカーのしくみ見学 市川　克彦 著 ほるぷ出版

エコカーのしくみ見学　３ エコカーのしくみ見学 市川　克彦 著 ほるぷ出版

エコカーのしくみ見学　４ エコカーのしくみ見学 市川　克彦 著 ほるぷ出版

新幹線と車両基地 乗り物ひみつルポ　１ モリナガ　ヨウ 著 あかね書房

消防車とハイパーレスキュー 乗り物ひみつルポ　２ モリナガ　ヨウ 著 あかね書房

国際理解にもやくだつ日本のくらし絵事典 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所

だまされる目錯視のマジック 子供の科学・サイエンスブックス 誠文堂新光社

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　６ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 仕事の図鑑編集委員会 編 あかね書房

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　７ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 仕事の図鑑編集委員会 編 あかね書房

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　８ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 仕事の図鑑編集委員会 編 あかね書房

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　９ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 仕事の図鑑編集委員会 編 あかね書房

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　１０ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 仕事の図鑑編集委員会 編 あかね書房

ピーナッくんのたんじょうび 世界の絵本コレクション つつみ　あれい 著 小峰書店

ドーナッちゃんとモンブラリン 世界の絵本コレクション つつみ　あれい 著 小峰書店

ピーナッちゃんとドーナッちゃん 世界の絵本コレクション つつみ　あれい 著 小峰書店

ゲーム・ブック　Ｎｏ．１ ゲーム・ブック 五味　太郎 著 偕成社

ゲーム・ブック　Ｎｏ．２ ゲーム・ブック　Ｎｏ．２ 五味　太郎 著 偕成社

ゲーム・ブック　Ｎｏ．３ ゲーム・ブック　Ｎｏ．３ 五味　太郎 著 偕成社

ゲーム・ブック　Ｎｏ．４ ゲーム・ブック　Ｎｏ．４ 五味　太郎 著 偕成社

ゲーム・ブック　Ｎｏ．５ ゲーム・ブック　Ｎｏ．５ 五味　太郎 著 偕成社

ゲーム・ブック　Ｎｏ．６ ゲーム・ブック　Ｎｏ．６ 五味　太郎 著 偕成社

たこやきようちえん 絵本・いつでもいっしょ　２７ さいとう　しのぶ 著 ポプラ社

いたいよいたいよ 絵本・いつでもいっしょ　２８ まつおか　たつひで 著 ポプラ社

そっといちどだけ 絵本・いつでもいっしょ　３０ なりゆき　わかこ 著 ポプラ社

なんのぎょうれつ？ 絵本・いつでもいっしょ　３１ オームラ　トモコ 著 ポプラ社

こねこ９ひきぐーぐーぐー 絵本・いつでもいっしょ　３２ マイケル・グレイニエツ 著 ポプラ社

のらねこのポラ 絵本・いつでもいっしょ　３３ ふりや　かよこ 著 ポプラ社

ぼくのだっこ 絵本・いつでもいっしょ　３４ 礒　みゆき 著 ポプラ社

大きな大きな船 おとうさんだいすき　２ 長谷川　集平 著 ポプラ社

あまがえるとうさんといくはじめての昆虫採集 まつおか　たつひで 著 ポプラ社

つみきくん 絵本のおもちゃばこ　３２ いしかわ　こうじ 著 ポプラ社

あら、たいへん！こんなじかん 絵本のおもちゃばこ　３３ おおしま　たえこ 著 ポプラ社

「和」の行事えほん　１　春と夏の巻 「和」の行事えほん 高野　紀子 著 あすなろ書房

「和」の行事えほん　２　秋と冬の巻 「和」の行事えほん 高野　紀子 著 あすなろ書房

キツネの姫と竜神さま エンタティーン倶楽部 藤野　恵美 著 学研マーケティング

トリシア、指名手配中！？ エンタティーン倶楽部 南房　秀久 著 学習研究社



魔夜妖一先生の学校百物語恐怖仮面のウワサ エンタティーン倶楽部 魔夜妖一 著 学習研究社

トリシア先生、急患です！ エンタティーン倶楽部 南房　秀久 著 学習研究社

トリシア先生とキケンな迷宮！ エンタティーン倶楽部 南房　秀久 著 学習研究社

トリシア先生、大逆転！？ エンタティーン倶楽部 南房　秀久 著 学習研究社

デイジーのこまっちゃうまいにち いたずらデイジーの楽しいおはなし ケス・グレイ 著 小峰書店

デイジーのおおさわぎ動物園 いたずらデイジーの楽しいおはなし ケス・グレイ 著 小峰書店

デイジーのおさわがせ巨人くん いたずらデイジーの楽しいおはなし ケス・グレイ 著 小峰書店

瀬戸内少年野球団　上 瀬戸内少年野球団 阿久　悠 著 金の星社

瀬戸内少年野球団　中 瀬戸内少年野球団 阿久　悠 著 金の星社

瀬戸内少年野球団　下 瀬戸内少年野球団 阿久　悠 著 金の星社

瀬戸内少年野球団　続上 瀬戸内少年野球団　続上 阿久　悠 著 金の星社

瀬戸内少年野球団　続下 瀬戸内少年野球団　続下 阿久　悠 著 金の星社

きよしこ 重松　清 著 新潮社

カラフル 森　絵都 著 理論社

５分で落語のよみきかせ 小佐田　定雄 著 ＰＨＰ研究所

テリアさんとぼく 新・わくわく読み物コレクション　３ 風野　潮 著 岩崎書店

鬼の市 新・わくわく読み物コレクション　７ 鳥野　美知子 著 岩崎書店

モンタギューおじさんの怖い話 クリス・プリーストリー 著 理論社

船乗りサッカレーの怖い話 クリス・プリーストリー 著 理論社

トンネルに消えた女の怖い話 クリス・プリーストリー 著 理論社

きな子 小学館ジュニアシネマ文庫 水稀　しま 著 小学館

ぼくのかえりみち ひがし　ちから 著 ビーエル出版

世にも奇妙な動物たち エドガー＆エレン　１ チャールズ・オグデン 著 理論社

観光客をねらえ エドガー＆エレン　２ チャールズ・オグデン 著 理論社

あぶくアキラのあわの旅 いとう　ひろし 著 理論社

しらぎくさんのどんぐりパン なかがわ　ちひろ 著 理論社

クリスマスをめぐる７つのふしぎ 斉藤　洋 著 理論社

デビルズドリーム 長谷川　集平 著 理論社

おれはレオ おはなしパレード 佐々木　マキ 著 理論社

はたらきもののナマケモノ 斉藤　洋 著 理論社

キャドック王国とリンボのオオカミ 玉井　満代 著 理論社

ジッパーくんとチャックの魔法 おはなしパレード 早川　真知子 著 理論社

ハナと寺子屋のなかまたち 森山　京 著 理論社

アリクイありえない はたらきもののナマケモノ　２ 斉藤　洋 著 理論社

いつまでも 主婦の友はじめてブック　おはなしシリーズ アンナ・ピンヤタロ 著 主婦の友社

どこまでも 主婦の友はじめてブック　おはなしシリーズ アンナ・ピンヤタロ 著 主婦の友社

どうやってみをまもるのかな 幼児絵本シリーズ　藪内正幸のどうぶつ絵本 薮内　正幸 著 福音館書店

ぼくらの「最強」イレブン 「ぼくら」シリーズ　１４ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらのミステリー列車 「ぼくら」シリーズ　１２ 宗田　理 著 ポプラ社

ぼくらの「第九」殺人事件 「ぼくら」シリーズ　１３ 宗田　理 著 ポプラ社

あがりめさがりめ 真島　節子 著 こぐま社

オバケちゃん オバケちゃんの本　１ 松谷　みよ子 著 講談社

のはらうた　５ のはらうた 工藤　直子 著 童話屋

チムとゆうかんなせんちょうさん 世界傑作絵本シリーズ エドワード・アーディゾーニ さく 福音館書店



どうぶつえんガイド 福音館のかがくのほん あべ　弘士 著 福音館書店

てがみをください ぽっぽライブラリ　みるみる絵本 山下　明生 著 文研出版

動物のくらし ニューワイド学研の図鑑　２２ 学習研究社

生き物のくらし ニューワイド学研の図鑑　２３ 学習研究社

シンドバッドの冒険 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン 著 岩波書店

たまごからうま 世界の民話傑作選 酒井　公子 著 偕成社

ペニーさん マリー・ホール・エッツ 著 徳間書店

海の擬態生物 子供の科学・サイエンスブックス 伊藤　勝敏 著 誠文堂新光社

つるばら村のパン屋さん わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 講談社

おやすみなさいまたあした 神沢　利子 著 のら書店

しらべよう！はたらく犬たち　１ しらべよう！はたらく犬たち ポプラ社

しらべよう！はたらく犬たち　２ しらべよう！はたらく犬たち ポプラ社

しらべよう！はたらく犬たち　３ しらべよう！はたらく犬たち ポプラ社

しらべよう！はたらく犬たち　４ しらべよう！はたらく犬たち ポプラ社

ポルコさまちえばなし 岩波おはなしの本 ロバート・デイヴィス 著 岩波書店

子どもに語るトルコの昔話 児島　満子 編訳 こぐま社

金のさかな 世界のお話傑作選 Ａ．プーシキン 著 偕成社

イギリスとアイルランドの昔話 福音館文庫　Ｆ　１ 石井　桃子 編訳 福音館書店

雪の写真家ベントレー ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン 著 ビーエル出版

川はどこからながれてくるの トマス・ロッカー 著 偕成社

チョコレート戦争 新・名作の愛蔵版 大石　真 著 理論社

ふたりのロッテ ケストナー少年文学全集 ケストナー 作 岩波書店

花のき村と盗人たち 新美　南吉 著 小学館

カルタ 宮本　貴美子 著 文渓堂

ききみみずきん 岩波の子どもの本　カンガルー印 木下　順二 著 岩波書店

火のくつと風のサンダル 子どもの文学・青い海シリーズ　８ ウルズラ・ウェルフェル 著 童話館出版

古道具ほんなら堂 楠　章子 著 毎日新聞社

おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク 著 ほるぷ出版

エマおばあちゃん ウェンディ・ケッセルマン 著 徳間書店

ナム・フォンの風 あかね・ブックライブラリー　８ ダイアナ・キッド 著 あかね書房

オオカミ王ロボ シートン動物記 アーネスト　Ｔ．シートン 著 童心社

ドリトル先生アフリカゆき　新版 岩波少年文庫　２１ ヒュー・ロフティング 著 岩波書店

クローディアの秘密　新版 岩波少年文庫　５０ Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 著 岩波書店

山のごちそうどんぐりの木 絵本〈気になる日本の木〉シリーズ ゆのき ようこ 文 理論社

日本の風景松 絵本〈気になる日本の木〉シリーズ ゆのき　ようこ 著 理論社

春の主役桜 絵本〈気になる日本の木〉シリーズ ゆのき　ようこ 著 理論社

日本の材木杉 絵本〈気になる日本の木〉シリーズ ゆのき　ようこ 著 理論社

レイチェル・カーソン ジンジャー・ワズワース 著 偕成社

生きものはかなしかるらん 美しい日本の詩歌 室生 犀星 著 岩崎書店

銀河鉄道の夜 宮沢賢治童話傑作選 宮沢　賢治 著 偕成社

バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター 著 晶文社

ダーウィンのミミズの研究 たくさんのふしぎ傑作集 新妻　昭夫 著 福音館書店

海時計職人ジョン・ハリソン ルイーズ・ボーデン 著 あすなろ書房

海があるということは 詩と歩こう 川崎　洋 著 理論社



すき 詩の風景 谷川　俊太郎 著 理論社

ぺったんぺったん白鳥がくる めくってびっくり短歌絵本　４ 穂村　弘 編 岩崎書店

酪農家族 立松　和平 著 河出書房新社

銀のほのおの国 福音館文庫　Ｓ　２２ 神沢　利子 著 福音館書店

かぞえ方絵事典 ＰＨＰ研究所

「和」の名前絵事典 ＰＨＰ研究所

金田一先生の使ってのばそう日本語力　１ 金田一先生の使ってのばそう日本語力 阪田　敦子 著 あかね書房

金田一先生の使ってのばそう日本語力　２ 金田一先生の使ってのばそう日本語力 井波　玲子 著 あかね書房

金田一先生の使ってのばそう日本語力　３ 金田一先生の使ってのばそう日本語力 小林　照子 著 あかね書房

金田一先生の使ってのばそう日本語力　４ 金田一先生の使ってのばそう日本語力 梅澤　実 著 あかね書房

金田一先生の使ってのばそう日本語力　５ 金田一先生の使ってのばそう日本語力 梅澤　実 著 あかね書房

すみれ島 新編・絵本平和のために　６ 今西　祐行 著 偕成社

ポケット詩集 田中　和雄 編 童話屋

ニュースの現場で考える イワサキ・ノンフィクション　１ 池上　彰 著 岩崎書店

鉄腕アトム 手塚治虫全集　第　１巻 手塚　治虫 著 金の星社

なめとこ山の熊 ミキハウスの絵本 宮沢　賢治 著 三起商行

宇宙をみたよ 松田　素子 著 偕成社

おじいさんのランプ フォア文庫　Ｂ 新美　南吉 著 岩崎書店

銀のくじゃく 安房　直子 著 筑摩書房

約束 窪島　誠一郎 著 アリス館

グリーン・ノウの子どもたち グリーン・ノウ物語　１ ルーシー　Ｍ．ボストン 著 評論社

レイトン教授と幻影の森 ＧＡＧＡＧＡ 日野　晃博 原著 小学館

おとうとねずみチロのはなし 森山　京 著 講談社

てがみはすてきなおくりもの スギヤマ　カナヨ 著 講談社

ぼくは「つばめ」のデザイナー 水戸岡　鋭治 著 講談社

天才コオロギニューヨークへ ジョージ・セルデン 著 あすなろ書房

エジプトのミイラ アリキ・ブランデンバーグ 著 あすなろ書房

エンデュアランス号大漂流 エリザベス・コーディー・キメル 著 あすなろ書房

高安犬物語 戸川幸夫動物物語　１ 戸川　幸夫 著 国土社

もしも日本人がみんな米つぶだったら スローブック 山口　タオ 著 講談社

風切る翼 木村　裕一 著 講談社

はるですよふくろうおばさん　新装版 講談社の創作絵本ベストセレクション 長　新太 著 講談社

エリカ奇跡のいのち ルース・バンダー・ジー 著 講談社

走れ 日本の名作童話　３０ 村中　李衣 著 岩崎書店

ゆうすげ村の小さな旅館 わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 講談社

あ・い・た・く・て 小さい詩集 工藤　直子 著 大日本図書

いわたくんちのおばあちゃん 天野　夏美 著 主婦の友社

ぼくらの最後の聖戦 宗田　理 著 ポプラ社

きのうの夜、おとうさんがおそく帰った、そのわけは… 市川　宣子 著 ひさかたチャイルド

かおるとみんなときときとき えほんひろば 竹下　文子 著 小峰書店

たたかえ恐竜トリケラトプス 恐竜の大陸 黒川　みつひろ 著 小峰書店

恐竜リトルホーンと巨大翼竜 恐竜の大陸 黒川　みつひろ 著 小峰書店

恐竜トリケラトプスと巨大ワニ　危険な川を渡る巻 恐竜の大陸 黒川　みつひろ 著 小峰書店

恐竜トリケラトプスとティラノサウルス　最大の敵現れるの巻 恐竜の大陸 黒川　みつひろ 著 小峰書店



恐竜トリケラトプスと巨大ガメ　アーケロンの海岸の巻 恐竜の大陸 黒川　みつひろ 著 小峰書店

恐竜トリケラトプスジュラ紀にいく　驚異のジュラ紀で大活躍の巻 恐竜の大陸 黒川　みつひろ 著 小峰書店

恐竜トリケラトプスの大決戦　肉食恐竜軍団と戦う巻 恐竜の大陸 黒川　みつひろ 著 小峰書店

恐竜図解新事典 恐竜の大陸 黒川　光広 著 小峰書店

ルルとララのわくわくクレープ おはなしトントン　２１ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ルルとララのシャーベット おはなしトントン　１８ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ルルとララのふんわりムース おはなしトントン　２３ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

キャプテン、らくにいこうぜ 講談社青い鳥文庫　１２－４　キャプテンシリーズ　２ 後藤　竜二 著 講談社

キャプテンがんばる 講談社青い鳥文庫　１２－５　キャプテンシリーズ　３ 後藤　竜二 著 講談社

こんにちはあかぎつね エリック・カール 著 偕成社

ごちゃまぜカメレオン エリック・カール 著 ほるぷ出版

しごとば　続々 しごとばシリーズ　３ 鈴木　のりたけ 著 ブロンズ新社

パンパカパーンふっくらパン 野中　柊 著 理論社

マーメイド・ガールズ　２　１ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房

マーメイド・ガールズ　２　２ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房

マーメイド・ガールズ　２　３ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房

マーメイド・ガールズ　２　４ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房

マーメイド・ガールズ　２　５ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房

マーメイド・ガールズ　２　６ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房

ことば絵事典　１ ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編 偕成社

ことば絵事典　２ ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編 偕成社

ことば絵事典　３ ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編 偕成社

ことば絵事典　４ ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編 偕成社

ことば絵事典　５ ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編 偕成社

新聞わくわく活用事典 ＰＨＰ研究所

いちばんあいされてるのはぼく 絵本の時間　５１ 宮西　達也 著 ポプラ社

死神さんとアヒルさん ヴォルフ・エァルブルッフ 著 草土文化

ぼくはカメレオン たしろ　ちさと 著 グランまま社

レイトン教授と永遠の歌姫 小学館ジュニアシネマ文庫 松井　亜弥 著 小学館

どうぶつはいくあそび 岸田　衿子 著 のら書店

どうぶつことわざえほん きたやま　ようこ 著 のら書店

どうぶつどどいつ 織田　道代 著 のら書店

ねこのどどいつあいうえお 織田　道代 著 のら書店

しりとりあそびえほん 石津　ちひろ 著 のら書店

にせニセことわざずかん 荒井　良二 著 のら書店

こども武士道　大切な教えの巻 高橋　和の助 著 講談社

こども武士道　今日から実践の巻 高橋　和の助 著 講談社

いいからいいから　４ いいからいいから 長谷川　義史 著 絵本館

ゴリララくんのおぼうさん きむら　よしお 著 絵本館

ぐりぐりくん 五味　太郎 著 絵本館

ゆっくりのんびり いとう　ひろし 著 絵本館

サインですから ふくだ　すぐる 著 絵本館

妖怪横丁 広瀬　克也 著 絵本館

タコさんトコトコどこいくの？ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 著 絵本館



地球の大常識 これだけは知っておきたい　２１ 久保田　曉 著 ポプラ社

植物の大常識 これだけは知っておきたい　２２ 大地　佳子 著 ポプラ社

地震の大常識 これだけは知っておきたい　２３ 佐々木　ときわ 著 ポプラ社

イヌの大常識 これだけは知っておきたい　２４ 合津　玲子 著 ポプラ社

戦国大名の大常識 これだけは知っておきたい　２５ 青木　一平 著 ポプラ社

記号・マークの大常識 これだけは知っておきたい２６ 鎌田　達也 著 ポプラ社

数の大常識 これだけは知っておきたい　２７ 笠原　秀 著 ポプラ社

忍者の大常識 これだけは知っておきたい　２８ 栗田　芽生 著 ポプラ社

まんが・アニメの大常識 これだけは知っておきたい　２９ おかだ　えみこ 著 ポプラ社

サッカーの大常識 これだけは知っておきたい　３０ 吉田　昭彦 著 ポプラ社

ぼくがバイオリンを弾く理由 ノベルズ・エクスプレス　２ 西村　すぐり 著 ポプラ社

家庭教師りん子さんが行く！ ノベルズ・エクスプレス　３ 加藤　純子 著 ポプラ社

姫おやじは名奉行！ ノベルズ・エクスプレス　４ 村上　しいこ 著 ポプラ社

地球のまん中わたしの島 ノベルズ・エクスプレス　５ 杉本　りえ 著 ポプラ社

時間割のむこうがわ ノベルズ・エクスプレス　６ 小浜　ユリ 著 ポプラ社

ヘヴンリープレイス ノベルズ・エクスプレス　８ 濱野　京子 著 ポプラ社

おじいちゃんが、わすれても… ノベルズ・エクスプレス　１０ 大塚　篤子 著 ポプラ社

ヒックとドラゴン　１ ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店

ヒックとドラゴン　２ ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店

ヒックとドラゴン　３ ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店

ヒックとドラゴン　４ ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店

実用俳句歳時記 辻　桃子 編 成美堂出版

先生の夢 日本ドリームプロジェクト 編 いろは出版

１歳から１００歳の夢 日本ドリームプロジェクト 編 いろは出版

30ロンドンのゴースト マジック・ツリーハウス　３０ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー

辞典・資料がよくわかる事典 ＰＨＰ研究所

怪談小泉八雲のこわ～い話　１ 怪談小泉八雲のこわ～い話 小泉　八雲 原著 汐文社

怪談小泉八雲のこわ～い話　２ 怪談小泉八雲のこわ～い話 小泉　八雲 原著 汐文社

怪談小泉八雲のこわ～い話　３ 怪談小泉八雲のこわ～い話 小泉　八雲 原著 汐文社

怪談小泉八雲のこわ～い話　４ 怪談小泉八雲のこわ～い話 小泉　八雲 原著 汐文社

怪談小泉八雲のこわ～い話　５ 怪談小泉八雲のこわ～い話 小泉　八雲 原著 汐文社

ＮＥＷスパイダーウィック家の謎　第１巻 ＮＥＷスパイダーウィック家の謎　第１巻 ホリー・ブラック 著 文渓堂

ＮＥＷスパイダーウィック家の謎　第２巻 ＮＥＷスパイダーウィック家の謎　第２巻 ホリー・ブラック 著 文渓堂

ＮＥＷスパイダーウィック家の謎　第３巻 ＮＥＷスパイダーウィック家の謎　第３巻 ホリー・ブラック 著 文渓堂

よーするに医学えほんからだアイらんど　インフルエンザ編 きむら　ゆういち 著 講談社

よーするに医学えほんからだアイらんど　おなか編 きむら　ゆういち 著 講談社

よーするに医学えほんからだアイらんど　けが編 きむら　ゆういち 著 講談社

スカーリーおじさんのつくってあそぶ本 評論社の児童図書館・絵本の部屋 Ｒ．スカーリー 著 評論社

外郎売 声にだすことばえほん 長野　ヒデ子 編 ほるぷ出版

馬の耳に念仏 声にだすことばえほん はた　こうしろう 著 ほるぷ出版

がまの油 声にだすことばえほん 齋藤　孝 著 ほるぷ出版

生麦生米生卵 声にだすことばえほん 齋藤　孝 編 ほるぷ出版

どうぶつ フレーベル館の図鑑ナチュラ　３ フレーベル館

のりもののしくみ見学　１ クリス・オックスレイド 著 ほるぷ出版



のりもののしくみ見学　２ のりもののしくみ見学 クリス・オックスレイド 著 ほるぷ出版

のりもののしくみ見学　３ のりもののしくみ見学 クリス・オックスレイド 著 ほるぷ出版

のりもののしくみ見学　４ のりもののしくみ見学 クリス・オックスレイド 著 ほるぷ出版

ちがいのわかる絵事典　改訂版 ＰＨＰ研究所

調べ学習に役立つ表・グラフのかき方事典 ＰＨＰ研究所

ニュースの大研究 ＰＨＰ研究所

もののかぞえ方絵事典　改訂版 ＰＨＰ研究所

本のさがし方がわかる事典 ＰＨＰ研究所

うっかりこびととカメレオン わたしのえほん イェルカ・ゴデツ・シュミット 著 ＰＨＰ研究所

ぱらぴたぽん ラウラ・スタニョ 著 ＰＨＰ研究所

世界を旅する「大迷路」 アンナ・ニルセン 著 ＰＨＰ研究所

はっけん！スポーツ大会まちがいさがし ジャック・ルルージュ 著 ＰＨＰ研究所

モンスター迷路 キム・ブランデル 著 ＰＨＰ研究所

びっくり地球一周の迷路 リチャード・メリット 著 ＰＨＰ研究所

１００１ぴきの虫をさがせ！ エマ・ヘルブラフ 著 ＰＨＰ研究所

知らざあ言って聞かせやしょう 声にだすことばえほん 河竹　黙阿弥 著 ほるぷ出版

ゆく河の流れは絶えずして 声にだすことばえほん 鴨　長明 著 ほるぷ出版

おくのほそ道 声にだすことばえほん 松尾　芭蕉 著 ほるぷ出版

春はあけぼの 声にだすことばえほん 清少納言 著 ほるぷ出版

祇園精舎 山本　孝 画 ほるぷ出版

おかげさま 草場　一壽 著 サンマーク出版

お城の魔女 魔法の本棚　１２ ルース・チュウ 著 フレーベル館

魔女のお菓子 魔女の本棚　１１ ルース・チュウ 著 フレーベル館

魔女のスプーン 魔女の本棚　１０ ルース・チュウ 著 フレーベル館

寿限無 声にだすことばえほん 齋藤　孝 著 ほるぷ出版

もっとくらべる図鑑 小学館の図鑑・ＮＥＯぷらす 小学館

時計のひみつ 田中久志 学研

ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮　由紀子 著 教育画劇

ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮　由紀子 著 教育画劇

がっこうかっぱのイケノオイ 山本　悦子 著 童心社

がっこうかっぱのイケノオイ 山本　悦子 著 童心社

アリクイにおまかせ おはなしだいすき 竹下　文子 著 小峰書店

エディのやさいばたけ サラ・ガーランド 著 福音館書店

エディのやさいばたけ サラ・ガーランド 著 福音館書店

ヤマトシジミの食卓 吉田　道子 著 くもん出版

わたしのとくべつな場所 パトリシア・マキサック 著 新日本出版社

わたしのとくべつな場所 パトリシア・マキサック 著 新日本出版社

忘れないよリトル・ジョッシュ 文研じゅべにーる マイケル・モーパーゴ 著 文研出版

ホスピタルクラウン・Ｋちゃんが行く 感動ノンフィクションシリーズ あんず　ゆき 著 佼成出版社

こども電車 岡田　潤 著 金の星社

こども電車 岡田　潤 著 金の星社

天風の吹くとき 福　明子 著 国土社

犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー 著 文渓堂

犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー 著 文渓堂



クジラと海とぼく 水口　博也 著 アリス館

クジラと海とぼく 水口　博也 著 アリス館

ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい 阿部 夏丸 作 講談社

さっちゃんの　まほうのて たばた せいいち 〔ほか〕共同制作 偕成社

花さき山 ものがたり絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店

柿の木のある家 日本児童文学名作選 壷井 栄 著 あかね書房

手ぶくろを買いに 日本の童話名作選 新美 南吉 作 偕成社

あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社

ぼくたちのコンニャク先生 星川 ひろ子 写真 文 小学館

へんてこもりにいこうよ たかどの ほうこ 作・絵 偕成社

おばけのアッチのあるかないかわからないごちそう ポプラ社の新・小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社

かみコップでつくろう かがくのとも傑作集 よしだ きみまろ さく 福音館書店

きつねのぼんおどり エルくらぶ 山下 明生 文 解放出版社

春から夏の町たんけん 学研

神仏と日本人 まんが日本史キーワード 桜井 正信 原案 さ・え・ら書房

税金あの手この手 まんが日本史キーワード 桜井 正信 原案 さ・え・ら書房

殿さまも楽じゃない まんが日本史キーワード 高野 澄 著 さ・え・ら書房

貴族になってみないか まんが日本史キーワード 高野 澄 著 さ・え・ら書房

お金のねうちは何できまる まんが日本史キーワード ムロタニ ツネ象 著 さ・え・ら書房

一揆いろいろ まんが日本史キーワード 高野 澄 著 さ・え・ら書房

足軽は戦のプロ まんが日本史キーワード 高野 澄 著 さ・え・ら書房

小さな愛のうた 現代・創作児童文学 野長瀬 正夫 著 金の星社

牛をつないだつばきの木 新美南吉童話選集 新美 南吉 〔著〕 大日本図書

牛をつないだつばきの木 新美南吉童話選集 新美 南吉 〔著〕 大日本図書

牛をつないだつばきの木 新美南吉童話選集 新美 南吉 〔著〕 大日本図書

あの日、広島と長崎で 平和博物館を創る会 編 平和のアトリエ

風の神とオキクルミ 萱野 茂 文 小峰書店

月に行けたら 現代少年詩プレゼント 浦 かずお 〔著〕 理論社

月に行けたら 現代少年詩プレゼント 浦 かずお 〔著〕 理論社

日本海の詩 現代少年詩プレゼント 鶴見 正夫 〔著〕 理論社

まめつぶうた 現代少年詩プレゼント まど みちお 作 理論社

ことばの森 吉田 瑞穂 監修 中央教育図書研究所

動物のうた 室生 犀星 作 大日本図書

絵で見る日本の歴史 かがくのほん 西村 繁男 作 福音館書店

おやとい外国人とよばれた人たち 土木の絵本 かこ さとし 画・構成 全国建設研修センター

いのちが未来をもてるように 日本生活協同組合連合会

ロバのおうじ グリム げんさく ほるぷ出版

ことばあそびうた 日本傑作絵本シリーズ 谷川 俊太郎 詩 福音館書店

ことばあそびうた 日本傑作絵本シリーズ 谷川 俊太郎 詩 福音館書店

ご飯　みそ汁　どんぶりめし 加古 里子 絵と文 農山漁村文化協会

ちり麺ラーメン　そばうどん 加古 里子 絵と文 農山漁村文化協会

そろって鍋もの　にっこり煮もの 加古 里子 絵と文 農山漁村文化協会

ひとしずくの水 ウォルター・ウィック 作 あすなろ書房

ぼくらの地図旅行 福音館のかがくのほん 那須 正幹 ぶん 福音館書店



かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社

ジャイアント・ジャム・サンド ジョン・ヴァーノン・ロード ぶん・え アリス館

しらべてみようわたしのからだ かがくみてみようやってみよう 玉田 泰太郎 〔ほか〕さく 童心社

へえ六がんばる 創作絵本 北 彰介 作 岩崎書店

ねぎぼうずのあさたろう１ 日本傑作絵本シリーズ 飯野 和好 作 福音館書店

ねずみじょうど こどものとも傑作集 瀬田 貞二 再話 福音館書店

だいじょうぶだいじょうぶ りとる いとう ひろし 作・絵 講談社

おおきくなりすぎたくま リンド・ワード 文・画 ほるぷ出版

太陽へとぶ矢 ジェラルド・マクダーモット さく ほるぷ出版

リンゴはどうして赤くなる？ 江川 多喜雄 編著 大月書店

見えない料理人・発酵 江川 多喜雄 編著 大月書店

台所から地球をきれいに 江川 多喜雄 編著 大月書店

ぼくらのドングリランド いのちのゆりかごシリーズ 佐藤 ヒロシ 作・絵 佼成出版社

大きなクスノキ 絵本のおくりもの 甲斐 信枝 作・絵 金の星社

おいしい野草 みるずかん・かんじるずかん 高森 登志夫 え 福音館書店

絵で見る　日本の歴史 福音館のかがくのほん 西村 繁男 作 福音館書店

ことばの記号 江川 清 編著 あかね書房

科学の記号 江川 清 編著 あかね書房

くらしの記号 江川 清 編著 あかね書房

交通の記号 江川 清 編著 あかね書房

交通の記号 江川 清 編著 あかね書房

集団の記号 江川 清 編著 あかね書房

理科の自由研究ガイド３ 岩崎 幸敏 著 誠文堂新光社

ゴミとつきあおう わたしたちの生きている地球－調べ学習にやくだつ環境の本－ 桐生 広人 著 童心社

6人からできるアイデアスポーツ 日本レクリエーション協会 編著 学研

10人からできるアイデアスポーツ 日本レクリエーション協会 編著 学研

クラス全員でできるアイデアスポーツ 日本レクリエーション協会 編著 学研

春から夏の町たんけん 学研

そだてようおいしい野さい 学研

そだてようおいしい野さい 学研

そだてようおいしい野さい 学研

生きものといっしょ 学研

あそびの学校１ 菅原 道彦 著 ベースボール・マガジン社

あそびの学校２ 菅原 道彦 著 ベースボール・マガジン社

あそびの学校３ 菅原 道彦 著 ベースボール・マガジン社

あそびの学校５ 菅原 道彦 著 ベースボール・マガジン社

母さんの小さかったとき 越智 登代子 文 福音館書店

父さんの小さかったとき 塩野 米松 文 福音館書店

わいわい運動場ゲーム１０１ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社

ドライアイスであそぼう いたずらはかせのかがくの本 板倉 聖宣 著 国土社

いしかり川のほとりで 本田　哲也 新篠津村

ふゆめがっしょうだん かがくのとも傑作集 富成 忠夫 写真 福音館書店

ぜいたくに滅ぼされる動物 世界はいま… マイケル・ブライト 著 佑学社

みなおされる動物の権利 世界はいま… マイルズ・バートン 著 佑学社



死にゆく海の生物たち 世界はいま… マイケル・ブライト 著 佑学社

危機をむかえた地球の気候 世界はいま… ジョン・ベックレーク 著 佑学社

絶滅の危機にたつ動物 世界はいま… ジョン・バートン 著 佑学社

すみかを失う動物たち 世界はいま… ノエル・シモン 著 佑学社

公害に苦しむ野生生物 世界はいま… マイケル・ブライト 著 佑学社

憲法ってなに？ 岩崎書店

国民主権と民主主義 岩崎書店

戦争と平和主義 岩崎書店

人権－自由権 岩崎書店

人権－社会権 岩崎書店

身近な地方自治 岩崎書店

司法と裁判 岩崎書店

昆虫 かがくのほん 得田 之久 ぶん・え 福音館書店

昆虫〈Ⅱ〉 福音館のかがくのほん 得田 之久 ぶん え 福音館書店

木の本 福音館のかがくのほん 高森 登志夫 え 福音館書店

夏の虫夏の花 福音館のかがくのほん たかはし きよし 絵 福音館書店

冬の虫冬の自然 福音館のかがくのほん たかはし きよし 絵 福音館書店

昼の虫夜の虫 かがくのほん たかはし きよし 絵 福音館書店

野の草花 福音館のかがくのほん 古矢 一穂 ぶん 福音館書店

山や林の草花 福音館のかがくのほん 萩原 信介 ぶん 福音館書店

道ばたの四季 福音館のかがくのほん 高橋 清 え 福音館書店

海辺のずかん 福音館のかがくのほん 松岡 達英 さく 福音館書店

森のずかん かがくのほん 松岡 達英 さく 福音館書店

みんなのかお さとう あきら 写真 福音館書店

２１世紀に生きる君たちへ 司馬　遼太郎 朝日出版社

地球はひとつ 金の星社

わすれないで 絵本のおくりもの 赤坂 三好 文・絵 金の星社

せかいちず絵本 とだ こうしろう 作・絵 戸田デザイン研究室

ラヴ・ユー・フォーエバー ロバート・マンチ 作 岩崎書店

おおきな木 シェル・シルヴァスタイン さく・え 篠崎書林

ねずみのおよめいり 世界の民族絵本集 モニカ・チャン 文 河出書房新社

宅配便のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ 田中 久志 漫画 学研広告宣伝局教材資料制作室

香川の童話 愛蔵版県別ふるさと童話館 日本児童文学者協会『県別ふるさと童話館』編集委員会 編集 リブリオ出版

子どもによる子どものための「子どもの権利条約」 小口 尚子 文 小学館

おにがでた！ 木村裕一・しかけ絵本 木村 裕一 作 偕成社

鳥の親子 沢近 十九一 構成・文 国土社

歌舞伎と舞踊 小峰書店

はなきのみ フレーベル館のこどもずかん フレーベル館

くだもの フレーベル館のこどもずかん フレーベル館

星と星座の伝説　夏 瀬川 昌男 著 小峰書店

絵で読む日本の神話 出雲井　晶 明成社

２人からできるアイデアスポーツ 日本レクリエーション協会 編著 学研

おじいさんのランプ 岩波の愛蔵版 新美 南吉 〔著〕 岩波書店

日本列島のあけぼの ぎょうせい



倭人の社会 ぎょうせい

女帝の世紀 ぎょうせい

みやこ人の誕生 ぎょうせい

下剋上への道 ぎょうせい

天下太平 ぎょうせい

戦国の世 ぎょうせい

町人の時代 ぎょうせい

開国前夜 ぎょうせい

文明開化 ぎょうせい

大日本帝国 ぎょうせい

大正デモクラシー ぎょうせい

現代の日本 ぎょうせい

おもしろ日本史事典 ぎょうせい

友だちになろうよ ポプラ社

雑草のくらし 福音館の科学の本 甲斐 信枝 さく 福音館書店

こども地球白書 レスター・Ｒ．ブラウン 編著 朔北社

小学生の自由研究３ ４年生 成美堂出版

ちきゅうのえほん３　水 スティーヴ・ポロック 著 リブリオ出版

コブタの気持ちもわかってよ 小泉吉宏 ベネッセ

ジャガイモ カラー自然シリーズ 小田 英智 文・解説 偕成社

トビウオのぼうやはびょうきです いぬい とみこ 作 金の星社

小学生の自由研究　５・６年 自由教育研究会 編 有紀書房

モモちゃんとあかね 椋鳩十全集 椋 鳩十 著 ポプラ社

椋鳩十動物童話集第７巻 椋 鳩十 著 小峰書店

椋鳩十動物童話集第２巻 椋 鳩十 著 小峰書店

これだけ手話 はじめてのボランティア 田中 ひろし 企画・著 同友館

これだけ手話 はじめてのボランティア 田中 ひろし 企画・著 同友館

これだけ手話 はじめてのボランティア 田中 ひろし 企画・著 同友館

これだけ点字 はじめてのボランティア 田中 ひろし 著・編集 同友館

これだけ点字 はじめてのボランティア 田中 ひろし 著・編集 同友館

これだけ点字 はじめてのボランティア 田中 ひろし 著・編集 同友館

大造じいさんとガン 子ども図書館 椋 鳩十 作 大日本図書

お母さんのてのひら ポプラ社文庫 壼井 栄 著 ポプラ社

里山物語 今森光彦 新潮社

香川の野鳥記 山本正幸 美巧社

香川の野鳥記 山本正幸 美巧社

香川の野鳥記 山本正幸 美巧社

歌舞伎　入門と鑑賞 野口達二 演劇出版社

かちくのいろいろ こども・ものしりゼミナール 原 慶明 訳著 岩崎書店

壺井栄児童文学全集 壺井栄 豊国印刷

やさしいポルトガル ペドロ・カナヴァーロ 編集 日本ポルトガル小百科発刊実行委員会

男の子 こころからだいのちのえほん 北沢 杏子 著 岩崎書店

女の子 こころからだいのちのえほん 北沢 杏子 著 岩崎書店

生きることと　愛すること こころからだいのちのえほん 北沢 杏子 著 岩崎書店



あかちゃんはどこからきたの こころからだいのちのえほん 北沢 杏子 著 岩崎書店

あなたがうまれるまで こころからだいのちのえほん 北沢 杏子 著 岩崎書店

世界なんでも情報館 田邉 裕 監修 ポプラ社

歌舞伎と舞踊 小峰書店

歌舞伎と舞踊 小峰書店

歌舞伎と舞踊 小峰書店

歌舞伎と舞踊 小峰書店

歌舞伎と舞踊 小峰書店

モノづくり断面図鑑 スティーブン・ビースティー 絵 偕成社

自然断面図鑑 モイラ・バターフィールド 作 偕成社

解剖断面図鑑 スティーブン・ビースティー 絵 偕成社

比較大図鑑 ラッセル・アッシュ 作 偕成社

クロスセクション スティーヴン・ビースティー 画 岩波書店

大帆船 Ｓ・ビースティー 画 岩波書店

ヨーロッパの城 Ｓ・ビースティー 画 岩波書店

まんが百人一首なんでも事典 堀江 卓 絵 金の星社

ひとあし　ひとあし レオ・レオニ 〔作〕 好学社

ひろしまのピカ 記録のえほん 丸木 俊 え・文 小峰書店

ぼくへそまでまんが あたらしい創作童話 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店

どんぐりと山猫 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

水族館の一日 小学生・社会科見学シリーズ 堤 俊夫 指導 ポプラ社

さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会 松林社

香川の野鳥記 山本正幸 美巧社

香川の野鳥記 山本正幸 美巧社

香川の野鳥記 山本正幸 美巧社

銀河鉄道の夜 ポプラ社文庫 宮沢 賢治 著 ポプラ社

注文の多い料理店 ポプラ社文庫 宮沢 賢治 著 ポプラ社

動物のくらし図鑑 シャイラ・アワーン 文 偕成社

香川県の民話 県別ふるさとの民話 日本児童文学者協会 編 偕成社

草原や林 学研

春の公園 文研出版

秋の公園 文研出版

まちの偉人をしらべよう ポプラ社

歌舞伎 クロスロード

歌舞伎 クロスロード

歌舞伎 クロスロード

歌舞伎 クロスロード

歌舞伎 クロスロード

歌舞伎 クロスロード

歌舞伎 シリーズ〈舞台うらおもて〉 ふじた あさや 文 大月書店

歌舞伎 シリーズ〈舞台うらおもて〉 ふじた あさや 文 大月書店

歌舞伎 シリーズ〈舞台うらおもて〉 ふじた あさや 文 大月書店

歌舞伎 シリーズ〈舞台うらおもて〉 ふじた あさや 文 大月書店

歌舞伎 シリーズ〈舞台うらおもて〉 ふじた あさや 文 大月書店



歌舞伎 シリーズ〈舞台うらおもて〉 ふじた あさや 文 大月書店

歌舞伎へどうぞ ポプラ社

歌舞伎へどうぞ ポプラ社

歌舞伎へどうぞ ポプラ社

歌舞伎へどうぞ ポプラ社

歌舞伎へどうぞ ポプラ社

月の輪グマ 日本児童文学名作選 椋 鳩十 著 あかね書房

鈴の鳴る道 花の詩画集 星野 富弘 著 偕成社

速さのちがう時計 花の詩画集 星野 富弘 著 偕成社

くらかけ山の熊 立松和平ファンタジー選集 立松 和平 作 フレーベル館

くらかけ山の熊 立松和平ファンタジー選集 立松 和平 作 フレーベル館

マヤの一生 子ども図書館 椋 鳩十 著 大日本図書

３年目の桜 住まいのえほん 重村 力 文 住宅月間実行委員会

ごんぎつね 冨田博之　編 東京書籍

きんいろのあしあと 日本の動物記シリーズ 椋 鳩十 〔著〕 童心社

花さき山 ものがたり絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店

花さき山 ものがたり絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店

おやすみなさいサンタクロース 舟崎 克彦 作 理論社

まんが百人一首なんでも事典 堀江 卓 絵 金の星社

ふしぎな石と魚の島 椋鳩十全集 椋 鳩十 著 ポプラ社

やさいのずかん 絵本図鑑シリーズ 小宮山 洋夫 作 岩崎書店

どんぐりころころ 自然・きらきら 久保 秀一 写真 偕成社

まっ黒なおべんとう 児玉 辰春 文 新日本出版社

ふしぎな玉 大日本ようねん文庫 椋 鳩十 さく 大日本図書

ねずみじょうど こどものとも傑作集 瀬田 貞二 再話 福音館書店

さいごのワシ 椋鳩十・創作動物ものがたり絵本 椋 鳩十 作 あすなろ書房

たしかめてみよう かがくのほん ローズ・ワイラー ぶん 福音館書店

三びきのやぎのがらがらどん 世界傑作絵本シリーズ マーシャ・ブラウン え 福音館書店

しろいうさぎとくろいうさぎ 世界傑作絵本シリーズ ガース・ウイリアムズ ぶん え 福音館書店

のはらのずかん 絵本図鑑シリーズ 長谷川 哲雄 作 岩崎書店

セロ弾きのゴーシュ 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

夏の野あそび おくやま ひさし 著 大日本図書

秋の野あそび おくやま ひさし 著 大日本図書

びゅんびゅんごまがまわったら 絵本・ちいさななかまたち 宮川 ひろ 作 童心社

おきなわ　島のこえ 記録のえほん 丸木 俊 文・絵 小峰書店

雪渡り 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

よだかの星 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

猫の事務所 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

虔十公園林 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

月夜のでんしんばしら 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

おきなぐさ／いちょうの実 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

セロ弾きのゴーシュ 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

土神と狐 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

カイロ団長 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社



鹿踊りのはじまり 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

水仙月の四日 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

注文の多い料理店 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

蜘蛛の糸 日本の童話名作選 芥川 竜之介 作 偕成社

やまなし 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

双子の星 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

泣いた赤おに 日本の童話名作選 浜田 広介 作 偕成社

なめとこ山の熊 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

二十四の瞳 日本の文学 壷井 栄 著 金の星社

二十四の瞳 日本の文学 壷井 栄 著 金の星社

香川の野鳥記 山本正幸 美巧社

ぼくときどきぶた あたらしい創作童話 矢玉 四郎 作　絵 岩崎書店

うんちはどうしてでるの？ 横山 正 文 ポプラ社

落としたのはだれ？ かがくのほん 高田 勝 文 福音館書店

海遊館ガイドブック

香川のむかしばなし　中

ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん２ さくら ももこ 原作 金の星社

二十四の瞳 文芸まんがシリーズ 壷井 栄 原作 ぎょうせい

恩讐の彼方に 文芸まんがシリーズ 菊池 寛 原作 ぎょうせい

ウケまくるマジック＆手品

八郎 日本傑作絵本シリーズ 斎藤 隆介 作 福音館書店

生物の消えた島 福音館の科学の本 田川 日出夫 文 福音館書店

生物の消えた島 福音館の科学の本 田川 日出夫 文 福音館書店

てんぷらぴりぴり 子ども図書館 まど みちお 著 大日本図書

カタツムリ 自然たんけん 佐藤 有恒 指導 国土社

あいしあう動物たち こころからだいのちのえほん 北沢 杏子 著 岩崎書店

おじいさんのランプ 新美 南吉 作 岩波書店

おじいさんのランプ 岩波の愛蔵版 新美 南吉 〔著〕 岩波書店

どんぐりと山ねこ 子ども図書館 宮沢 賢治 著 大日本図書

いいけしき 詩の散歩道 まど みちお 著 理論社

とうろうながし 新編・絵本平和のために 松谷 みよ子 文 偕成社

南アフリカの民話 バーナ＝アーダマ 作 偕成社

学校花だん１ ガーデンライフ 編 誠文堂新光社

学校花だん２ ガーデンライフ 編 誠文堂新光社

学校花だん３ ガーデンライフ 編 誠文堂新光社

学校花だん４ ガーデンライフ 編 誠文堂新光社

ウミヒコ　ヤマヒコ 講談社

銀河鉄道の夜 講談社

戦艦大和のさいご 少年少女世界のノンフィクション 吉田 満 著 偕成社

あなたのからだ１ ジョイ・リチャードソン 著 ポプラ社

あなたのからだ２ ジョイ・リチャードソン 著 ポプラ社

あなたのからだ３ ジョイ・リチャードソン 著 ポプラ社

あなたのからだ４ ジョイ・リチャードソン 著 ポプラ社

あなたのからだ５ ジョイ・リチャードソン 著 ポプラ社



あなたのからだ７ ジョイ・リチャードソン 著 ポプラ社

あなたのからだ８ ジョイ・リチャードソン 著 ポプラ社

あなたのからだ９ ジョイ・リチャードソン 著 ポプラ社

あなたのからだ１０ ジョイ・リチャードソン 著 ポプラ社

あなたのからだ１２ ジョイ・リチャードソン 著 ポプラ社

星と星座の伝説秋 瀬川 昌男 著 小峰書店

星と星座の伝説春 てのり文庫 瀬川 昌男 文 小峰書店

わたし、耳がきこえないの トーマス＝ベリイマン 写真　文 偕成社

おはなし歴史風土記３７ 歴史教育者協議会 編 岩崎書店

やさしい天体観察 瀬川 昌男 著 小峰書店

ユとムとヒ 岩崎創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店

ソメコとオニ 岩崎創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店

半日村 創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店

猫山 創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店

ひばりの矢 創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店

火の鳥 創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店

モチモチの木 創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店

セロ弾きのゴーシュ 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

虔十公園林 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

なめとこ山の熊 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

どんぐりと山猫 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

やまなし 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

いまえよしともようちえんのえほん 今江祥智童話館 今江 祥智 作 理論社

秋の野あそび おくやま ひさし 著 大日本図書

アンナの赤いオーバー 児童図書館・絵本の部屋 ハリエット・ジィーフェルト ぶん 評論社

手ぶくろを買いに 日本の童話名作選 新美 南吉 作 偕成社

ごんぎつね 偕成社文庫 新美 南吉 著 偕成社

にわの草花のふしぎ 学研絵とき科学シリーズ 学研

川あそび 竹井 史郎 著 小峰書店

雨の日のあそび 竹井 史郎 著 小峰書店

野の図鑑２夏の野あそび おくやま ひさし 著 大日本図書

野の図鑑４冬の野あそび おくやま ひさし 著 大日本図書

うさぎのくれたバレエシューズ えほん・こどもとともに 安房 直子 文 小峰書店

月夜のでんしんばしら 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社

日本全史 講談社

いち しのえほん 谷川 俊太郎 詩 国土社

森の草花 絵本図鑑シリーズ 長谷川 哲雄 作 岩崎書店

ことばの意味 学研

漢字の読みと使い方 学研

文とことばのきまり 学研

かみなりむすめ 岩崎創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店

木はなぜたいせつか こども・ものしりゼミナール 渡部 景隆 訳著 岩崎書店

地しんのなぞをさぐる こども・ものしりゼミナール 渡部 景隆 訳・著 岩崎書店

天気はなぜかわるか こども・ものしりゼミナール 増田 富士雄 訳著 岩崎書店



教科書にでてくる日本・世界人物図鑑 フレーベル館

教科書にでてくる日本・世界人物図鑑 フレーベル館

教科書にでてくる日本・世界人物図鑑 フレーベル館

野のあそび おくやま ひさし 著 大日本図書

おいしいハンバーグと肉・魚料理 ポプラ社

あつあつカレーと汁物料理 ポプラ社

虫のひげ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社

すきなものだけたべないで！ 子どもの健康を考える絵本 安藤 節子 構成・文 偕成社

はははのはなし かがくのとも傑作集 加古 里子 ぶん・え 福音館書店

森の動物と生きる５０の方法 溝口 雅仁 著 ブロンズ新社

東海道五十三次 児玉　幸多　監修 第一法規

さるかに ものがたり絵本 松谷 みよ子 文 岩崎書店

基礎料理 学研

ハンバーグ・カレー・シチュー 学研

ポテト料理とサラダ 学研

ごはんとおべんとう 学研

パーティーのごちそう 学研

山の子ども 椋鳩十・梶山俊夫ものがたり絵本 椋 鳩十 著 あすなろ書房

お日さまのうた 椋鳩十・梶山俊夫ものがたりえほん 椋 鳩十 著 あすなろ書房

におい山脈 椋鳩十・梶山俊夫ものがたりえほん 椋 鳩十 著 あすなろ書房

におい山脈 椋鳩十・梶山俊夫ものがたりえほん 椋 鳩十 著 あすなろ書房

お日さまのうた 椋鳩十・梶山俊夫ものがたりえほん 椋 鳩十 著 あすなろ書房

森のおばけ 椋鳩十・梶山俊夫ものがたり絵本 椋 鳩十 著 あすなろ書房

日がくれる 椋鳩十・梶山俊夫ものがたりえほん 椋 鳩十 著 あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記２ こばやし せいのすけ ぶん あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記５ こばやし せいのすけ ぶん あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記７ こばやし せいのすけ ぶん あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記８ こばやし せいのすけ ぶん あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記９ こばやし せいのすけ ぶん あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記１０ こばやし せいのすけ ぶん あすなろ書房

十力の金剛石 宮沢 賢治 文 ベネッセコーポレーション

よだかの星 宮沢 賢治 作 ベネッセコーポレーション

注文の多い料理店 宮沢 賢治 作 ベネッセコーポレーション

絵で読む日本の歴史１ 大月書店

絵で読む日本の歴史２ 大月書店

絵で読む日本の歴史３ 大月書店

絵で読む日本の歴史４ 大月書店

絵で読む日本の歴史５ 大月書店

絵で読む日本の歴史　別冊 大月書店

地球のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 学研

電気のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 学研

教科書にでてくる法律と政治１２ ポプラ社

教科書にでてくる法律と政治１０ ポプラ社

教科書にでてくる法律と政治９ ポプラ社



教科書にでてくる法律と政治７ ポプラ社

教科書にでてくる法律と政治６ ポプラ社

教科書にでてくる法律と政治５ ポプラ社

教科書にでてくる法律と政治４ ポプラ社

教科書にでてくる法律と政治３ ポプラ社

教科書にでてくる法律と政治２ ポプラ社

稲むらの火 金の星社

これならわかる日本の歴史Ｑ＆Ａ　１ 加藤 文三 〔ほか〕著 大月書店

世界人権宣言 アムネスティ・インターナショナル日本支部 〔著〕 金の星社

海賊の表と裏 まんが日本史キーワード 高野 澄 著 さ・え・ら書房

足軽は戦のプロ まんが日本史キーワード 高野 澄 著 さ・え・ら書房

代官のうつり変わり まんが日本史キーワード 高野 澄 著 さ・え・ら書房

幕府ってどういうもの まんが日本史キーワード 高野 澄 著 さ・え・ら書房

みんなあつまれ　こいのぼりをつくろう かがくみてみようやってみよう 玉田 泰太郎 さく 童心社

天気１００のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 清水教高 学研

やさしい図解・地球があぶない６ トニー・ヘアー 文 偕成社

マナーをきちんとおぼえよう！ 人間性ゆたかな子どもに！ 浜田 恭子 構成・文 偕成社

かぎりなく子どもの心のに近づきたくて 子どもの近くにいる人たちへ 山際鈴子 教育出版センター

むしばくん　だいすき？ からだのえほん 七尾 純 さく あかね書房

どきどきよぼうちゅうしゃ からだのえほん 小林 まさこ さく あかね書房

からだに　もしもし からだのえほん 七尾 純 さく あかね書房

ちはたからもの からだのえほん 小林 まさこ さく あかね書房

せなかをぴん からだのえほん 小林 まさこ さく あかね書房

ことばのあいうえお 五味 太郎 作 岩崎書店

かたつむり 生活科を創る会 編 小峰書店

だんごむし 生活科を創る会 編 小峰書店

かってみたい生きもの 生活科を創る会 編 小峰書店

かってみたい生きもの 生活科を創る会 編 小峰書店

くさばなであそぼう ポプラ社

しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん 福音館書店

しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん 福音館書店

風の旅 星野 富弘 著 立風書房

うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋 ポール・ジェラティ さく 評論社

わたしたちの日本美術１ 学研

わたしたちの日本美術２ 学研

わたしたちの日本美術３ 学研

わたしたちの日本美術４ 学研

わたしたちの日本美術５ 学研

わたしたちの日本美術６ 学研

炭酸ガスはなぜ地球の温度をあげるのか？ トニー・ヘアー 文 偕成社

フロンはなぜオゾン層をこわすのか？ トニー・ヘアー 文 偕成社

森はどのように地球を守っているか？ トニー・ヘアー 文 偕成社

海はなぜよごれてしまうのか？ トニー・ヘアー 文 偕成社

放射能はなぜおそろしいのか？ トニー・ヘアー 文 偕成社



てつぼうあそび 竹井 史郎 作 あかね書房

じゃんけんあそび 竹井 史郎 作 あかね書房

ボールあそび 竹井 史郎 作 あかね書房

漢字のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 学研

さつまいも 生活科を創る会 編 小峰書店

こおろぎ 生活科を創る会 編 小峰書店

こおろぎ 生活科を創る会 編 小峰書店

ひまわり 生活科を創る会 編 小峰書店

そだててみたい花とやさい 生活科を創る会 編 小峰書店

ミニトマト 生活科を創る会 編 小峰書店

ありはどこにいくの 猿渡厚史 ポプラ社

ザリガニをつかまえよう 城戸律雄 ポプラ社

春の野あそび おくやま ひさし 著 大日本図書

秋の野あそび おくやま ひさし 著 大日本図書

立ち小便しちゃいけないんだって！？ ポプラ社

むしばちゃんをやっつけろ！ 子どもの健康を考える絵本 今西 孝博 著 偕成社

むしばくんにはまけないよ！！ 子どもの健康を考える絵本 今西 孝博 構成・文 偕成社

からだがすきなたべものなあに？ 子どもの健康を考える絵本 安藤 節子 構成・文 偕成社

こんなときどうするの？ 子どもの健康を考える絵本 高田 芳朗 構成・文 偕成社

ほねがつよいこじょうぶなこ！ 子どもの健康を考える絵本 杉浦 保夫 構成・文 偕成社

よくみえる　いいめになろう！ 子どもの健康を考える絵本 湖崎 克 構成・文 偕成社

せなかを　ぴんと　のばそう！ 子どもの健康を考える絵本 正木 健雄 構成・文 偕成社

なぜいきをするの？ よこもり先生のからだの本 横森 周信 構成・文 偕成社

ちはどんなはたらきをするの？ よこもり先生のからだの本 横森 周信 構成・文 偕成社

たべたものはどうなるの？ よこもり先生のからだの本 横森 周信 構成・文 偕成社

あいさつげんきにできるかな？ 人間性ゆたかな子どもに！ 浜田 恭子 構成・文 偕成社

スズムシをさがそう ポプラ社

オタマジャクシをそだてよう ポプラ社

とりがきたよ ポプラ社

チョウをかってみよう ポプラ社

がっこうのしょくぶつ ポプラ社

がっこうのしょくぶつ ポプラ社

がっこうのどうぶつ ポプラ社

うみにいこうよ ポプラ社

電気や磁石のふしぎ 学研絵とき科学シリーズ 学研

道具や機会のふしぎ 学研絵とき科学シリーズ 学研

のりもののふしぎ 学研絵とき科学シリーズ 学研

火や水のふしぎ 学研絵とき科学シリーズ 学研

天気のふしぎ 学研絵とき科学シリーズ 学研

光や空気のふしぎ 学研絵とき科学シリーズ 学研

恐竜のふしぎ 学研絵とき科学シリーズ 学研

地球のふしぎ 学研絵とき科学シリーズ 学研

そだてようおいしい野さい 学研

そだてようおいしい野さい 学研



生きものといっしょ 学研

おにあそび 竹井 史郎 作 あかね書房

なわとびあそび 竹井 史郎 作 あかね書房

ちきゅうのえほん４ スティーヴ・ポロック 著 リブリオ出版

ちきゅうのえほん５ スティーヴ・ポロック 著 リブリオ出版

ちきゅうのえほん６ スティーヴ・ポロック 著 リブリオ出版

カタツムリがいたよ 菱田清和・編 ポプラ社

スズムシをさがそう 関田義博・編 ポプラ社

カブトムシをみつけたよ 城戸律雄・編 ポプラ社

うみにいこうよ 小林道正・編 ポプラ社

がっこうのどうぶつ 藤谷立自・編 ポプラ社

母と子のたのしい草木ぞめ 林 泣童 著 さ・え・ら書房

どきどき教室ゲーム１０１ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社

おもしろ体育館ゲーム１０１ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社

ざりがに 生活科を創る会 編 小峰書店

じょうぶなからだになれるよ！ 人間性ゆたかな子どもに！ 藤森 弘 構成・文 偕成社

せなかであくしゅできるかな？ 人間性ゆたかな子どもに！ 藤森 弘 構成・文 偕成社

きみのうんこはどんないろ？ 人間性ゆたかな子どもに！ 藤森 弘 構成・文 偕成社

郷土を記録しよう ポプラ社

天気をしらべる 岩崎書店

台風をとらえる 岩崎書店

宇宙のふしぎ 学研絵とき科学シリーズ 学研

森や林はおもしろい 浜口 哲一 著 学研

たのしいおもちゃ工作１０１ 神戸 憲治 作 ポプラ社

日本の歴史１ ほるぷ教育体系 家永 三郎 編 ほるぷ出版

日本の歴史２ ほるぷ教育体系 家永 三郎 編 ほるぷ出版

日本の歴史３ ほるぷ教育体系 家永 三郎 編 ほるぷ出版

日本の歴史４ ほるぷ教育体系 家永 三郎 編 ほるぷ出版

日本の歴史５ ほるぷ教育体系 家永 三郎 編 ほるぷ出版

日本の歴史６ ほるぷ教育体系 家永 三郎 編 ほるぷ出版

日本の歴史７ ほるぷ教育体系 家永 三郎 編 ほるぷ出版

日本の歴史８ ほるぷ教育体系 家永 三郎 編 ほるぷ出版

日本の歴史９ ほるぷ教育体系 家永 三郎 編 ほるぷ出版

日本の歴史１０ ほるぷ教育体系 家永 三郎 編 ほるぷ出版

日本の歴史１１ ほるぷ教育体系 家永 三郎 編 ほるぷ出版

日本のはじまり 集英社

貴族の世と武士 集英社

天下泰平の時代 集英社

世界のなかの日本 集英社

みぢかなぎもん図鑑１月 トーア出版企画 構成・編集 国土社

みぢかなぎもん図鑑２月 トーア出版企画 構成・編集 国土社

みぢかなぎもん図鑑３月 トーア出版企画 構成・編集 国土社

みぢかなぎもん図鑑４月 トーア出版企画 構成・編集 国土社

みぢかなぎもん図鑑５月 トーア出版企画 構成・編集 国土社



みぢかなぎもん図鑑６月 トーア出版企画 構成・編集 国土社

みぢかなぎもん図鑑７月 トーア出版企画 構成・編集 国土社

みぢかなぎもん図鑑８月 トーア出版企画 構成・編集 国土社

みぢかなぎもん図鑑９月 トーア出版企画 構成・編集 国土社

みぢかなぎもん図鑑１０月 トーア出版企画 構成・編集 国土社

みぢかなぎもん図鑑１２月 トーア出版企画 構成・編集 国土社

みぢかなぎもん図鑑１１月 トーア出版企画 構成・編集 国土社

和紙 リブリオ出版

ぬりもの リブリオ出版

金工品 リブリオ出版

木工品 リブリオ出版

人形 リブリオ出版

墨・筆 リブリオ出版

やきもの リブリオ出版

織物 リブリオ出版

染めもの リブリオ出版

竹工品 リブリオ出版

和楽器 リブリオ出版

その他の工芸品 リブリオ出版

くさばなであそぼう ポプラ社

野の草花 自然ふしぎ観察シリーズ 松原 巌樹 著 旺文社

庭の草木 自然ふしぎ観察シリーズ 浅井 粂男 著 旺文社

買いものをしよう／小さなたび出発 学研

そだてようおいしい野さい 学研

ミニトマト 生活科を創る会 編 小峰書店

ファーブルこんちゅう記３ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房

夏の野あそび おくやま ひさし 著 大日本図書

買いものをしよう／小さなたび出発 学研

ファーブル写真昆虫記１ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店

ファーブル写真昆虫記２ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店

ファーブル写真昆虫記３ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店

ファーブル写真昆虫記４ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店

ファーブル写真昆虫記５ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店

ファーブル写真昆虫記６ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店

ファーブル写真昆虫記７ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店

ファーブル写真昆虫記８ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店

ファーブル写真昆虫記９ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店

ファーブル写真昆虫記１０ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店

ファーブル写真昆虫記１１ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店

ファーブル写真昆虫記１２ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店

プールあそび 竹井 史郎 作 あかね書房

クラゲの一生 新版かんさつシリーズ 稗田 一俊 文・写真 フレーベル館

海のふしぎ 学研絵とき科学シリーズ 学研

日本の川 日本列島の健康診断 水野 信彦 著 草土文化



すっきり　うんち からだのえほん 七尾 純 さく あかね書房

なみだくんありがとう からだのえほん 小林 まさこ さく あかね書房

地球環境のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 学研

つくってあそぼう・工作ランド５ 神戸 憲治 作 ポプラ社

新聞づくり入門 ポプラ社

学校新聞１２か月 ポプラ社

おもしろ壁新聞入門 ポプラ社

カット・見出し・かざりけい集 ポプラ社

つくってあそぼう・工作ランド２ 神戸 憲治 作 ポプラ社

紙で作るくふう くふうする工作教室 小関 武明 著 誠文堂新光社

竹で作るくふう くふうする工作教室 堂本 保 著 誠文堂新光社

木で作るくふう くふうする工作教室 佐藤 諒 著 誠文堂新光社

プラスチックで作るくふう くふうする工作教室 堂本 保 著 誠文堂新光社

金ぞくで作るくふう くふうする工作教室 佐藤 諒 著 誠文堂新光社

ねん土や石で作るくふう くふうする工作教室 駒ケ嶺 修三 著 誠文堂新光社

かんやはこで作るくふう くふうする工作教室 堂本 保 著 誠文堂新光社

紙ねん土で作るくふう くふうする工作教室 小関 武明 著 誠文堂新光社

ぬのやひもで作るくふう くふうする工作教室 滝田 節子 著 誠文堂新光社

動くもののくふう くふうする工作教室 堂本 保 著 誠文堂新光社

草や実で作るくふう くふうする工作教室 伊藤 弥四夫 著 誠文堂新光社

おにさんはどこにいる 今西祐行　絵ぶんこ 今西 祐行 作 あすなろ書房

おもちは　なぜ　ふくれるの 今西祐行　絵ぶんこ 今西 祐行 作 あすなろ書房

トコちゃんの金のおさかな 今西祐行　絵ぶんこ 今西 祐行 作 あすなろ書房

なたねじぞう 今西祐行　絵ぶんこ 今西 祐行 作 あすなろ書房

にじのはしがかかるとき 今西祐行　絵ぶんこ 今西 祐行 作 あすなろ書房

ぬまをわたるカワセミ 今西祐行　絵ぶんこ 今西 祐行 作 あすなろ書房

ハコちゃん 今西祐行　絵ぶんこ 今西 祐行 作 あすなろ書房

一つの花 今西祐行　絵ぶんこ 今西 祐行 作 あすなろ書房

天使とくつした 今西祐行　絵ぶんこ 今西 祐行 作 あすなろ書房

空のひつじかい 今西祐行　絵ぶんこ 今西 祐行 作 あすなろ書房

ハマヒルガオのちいさな海 今西祐行　絵ぶんこ 今西 祐行 作 あすなろ書房

秋から冬の草花あそび 菱田清和 学研

音のでるおもちゃ作り 菱田清和 学研

野外でするあそび 菱田清和 学研

はじめてであう短歌の本　冬と春の歌 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

はじめてであう短歌の本　夏と秋の歌 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

はじめてであう短歌の本　心の歌　１ はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

はじめてであう短歌の本　心の歌　２ はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記６ こばやし せいのすけ ぶん あすなろ書房

ファーブルこんちゅう記４ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房

セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版

こども古典落語１ 小島 貞二 文 アリス館

こども古典落語２ 小島 貞二 文 アリス館

こども古典落語３ 小島 貞二 文 アリス館



こども古典落語４ 小島 貞二 文 アリス館

こども古典落語５ 小島 貞二 文 アリス館

ぼくのいまいるところ かこさとし・かがくの本 かこ さとし 著 童心社

かわいいあかちゃん かこ・さとしかがくの本 かこ さとし 著 童心社

たねからめがでて かこ・さとしかがくの本 かこ さとし 著 童心社

あるくやま　うごくやま かこ・さとしかがくの本 かこ さとし 著 童心社

あまいみず　からいみず かこ・さとしかがくの本 かこ さとし 著 童心社

ひかりとおとのかけくらべ かこさとし・かがくの本 かこ さとし 著 童心社

なんだかぼくにはわかったぞ かこさとし・かがくの本 かこ さとし 著 童心社

よわいかみ　つよいかたち かこ・さとしかがくの本 かこ さとし 著　絵 童心社

よこにきったまるいごちそう かこさとし・かがくの本 かこ さとし 著 童心社

ちえのあつまり　くふうのちから かこ・さとしかがくの本 かこ さとし 著 童心社

どんどんのびる草 新日本動物植物えほん 村山 幸三郎 ぶん 新日本出版社

ふしぎな手品 ヴァネッサ・ベイリー 岩崎書店

テントウムシ カラーアルバム昆虫 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社

オトシブミ カラーアルバム昆虫 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社

モンシロチョウ カラーアルバム昆虫 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社

アゲハチョウ カラーアルバム昆虫 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社

アブラゼミ・ニイニイゼミ カラーアルバム昆虫 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社

星とその動き 学研

はじめてであう俳句の本　春の句 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

はじめてであう俳句の本　夏の句 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

はじめてであう俳句の本　秋の句 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

はじめてであう俳句の本　冬の句 はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 あすなろ書房

わくわくウオッチング図鑑１ 学研

環境とリサイクル８ 本間 正樹 文 小峰書店

銀河鉄道の夜 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版

双子の星 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版

よだかの星 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版

注文の多い料理店 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版

マリヴロンと少女 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版

宮沢賢治詩画館 宮沢賢治絵童話集 宮沢 賢治 〔著〕 くもん出版

シグナルとシグナレス 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版

どんぐりと山猫 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版

風の又三郎 宮沢賢治絵童話集 宮沢 賢治 〔著〕 くもん出版

水仙月の四日 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版

イーハトーブロマン 宮沢賢治絵童話集 宮沢賢治 くもん出版

カイロ団長 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版

グスコーブドリの伝記 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版

花ややさいをそだてよう 生活科を創る会 編 小峰書店

仲良くする集合ゲーム 学研

やってみようたのしい伝承あそび３ 学研

やってみようたのしい伝承あそび２ 学研

やってみようたのしい伝承あそび１ 学研



ジュニアクッキング全集１ 桜井純子 学研

ジュニアクッキング全集３ 桜井純子 学研

ジュニアクッキング全集５ 桜井純子 学研

ジュニアクッキング全集８ 桜井純子 学研

生活科学級でできる飼育と栽培１０ 学研

生活科学級でできる飼育と栽培９ 学研

生活科学級でできる飼育と栽培６ 学研

生活科学級でできる飼育と栽培５ 学研

生活科学級でできる飼育と栽培３ 学研

生活科学級でできる飼育と栽培１ 学研

あかいそりにのったウーフ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社

お月さんはきつねがすき？ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社

ウーフはあかちゃんみつけたよ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社

おかあさん　おめでとう くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社

さかなにはなぜしたがない くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社

お日さま　はだかんぼ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社

まいごのまいごのフーとクー くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社

ぶつぶついうのだあれ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社

ぴかぴかのウーフ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社

伝記世界を変えた人々１８ 偕成社

伝記世界を変えた人々１７ 偕成社

伝記世界を変えた人々１４ 偕成社

伝記世界を変えた人々１３ 偕成社

伝記世界を変えた人々１２ 偕成社

伝記世界を変えた人々１１ 偕成社

伝記世界を変えた人々１０ 偕成社

伝記世界を変えた人々４ 偕成社

車いすのマティアス トーマス＝ベリイマン 写真 文 偕成社

縄文人のくらし３ 学研

雪わたり 福音館創作童話シリーズ 宮沢 賢治 著 福音館書店

西洋の名言 くもんのまんがおもしろ大事典 くもん出版

まんが百人一首事典 学研まんが事典シリーズ 山田 繁雄 監修 学研

食物の歴史 ポプラ社

衣服の歴史 ポプラ社

住まいの歴史 ポプラ社

交通・通信の歴史 ポプラ社

農業・漁業の歴史 ポプラ社

商業・工業の歴史 ポプラ社

文化の歴史 ポプラ社

国際関係の歴史 ポプラ社

原始・古代の美術 偕成社

ルネサンスの美術 偕成社

１７・１８世紀の美術 偕成社

１９世紀の美術 偕成社



印象派の美術 偕成社

現代の美術 偕成社

らいおんみどりの日ようび 創作童話シリーズ 中川 李枝子 作 福音館書店

くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡 享子 作 福音館書店

エーミルと小さなイーダ せかいのどうわシリーズ アストリッド・リンドグレーン 作 岩波書店

金のがちょうのほん 福音館世界傑作童話シリーズ レズリー・ブルック 文・画 福音館書店

エルマーと１６ぴきのりゅう 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店

ハナさんのおきゃくさま 福音館創作童話シリーズ 角野 栄子 作 福音館書店

まんがで学習年表日本の歴史１ あかね書房

まんがで学習年表日本の歴史２ あかね書房

まんがで学習年表日本の歴史４ あかね書房

ガウディの夢 きたがわ けいこ 文 金の星社

アンネ・フランクものがたり ヨハンナ・ハルウィッツ 作 金の星社

まんがで学習年表日本の歴史３ あかね書房

絵がたのしくかける本２ ポプラ社

絵がたのしくかける本３ ポプラ社

絵がたのしくかける本４ ポプラ社

絵がたのしくかける本５ ポプラ社

絵がたのしくかける本８ ポプラ社

絵がたのしくかける本７ ポプラ社

歴史見学にやくだつ遺跡と人物１ ポプラ社

歴史見学にやくだつ遺跡と人物２ ポプラ社

歴史見学にやくだつ遺跡と人物３ ポプラ社

歴史見学にやくだつ遺跡と人物４ ポプラ社

歴史見学にやくだつ遺跡と人物５ ポプラ社

歴史見学にやくだつ遺跡と人物６ ポプラ社

歴史見学にやくだつ遺跡と人物７ ポプラ社

歴史見学にやくだつ遺跡と人物８ ポプラ社

歴史見学にやくだつ遺跡と人物９ ポプラ社

歴史見学にやくだつ遺跡と人物１０ ポプラ社

あいがいっぱいいっぱい 福井 達雨 著 偕成社

わたしたちのトビアス セシリア＝スベドベリ 編 偕成社

わたしたちのトビアス大きくなる ボー＝スベドベリ 編 偕成社

農林水産業はすてきな仕事２ 文研出版

いやいやえん 福音館創作童話シリーズ 中川 李枝子 さく 福音館書店

しらゆきひめと七人の小人たち ワンダ・ガアグ 再話・え 福音館書店

トラベッド 福音館創作童話シリーズ 角野 栄子 さく 福音館書店

やぶかのはなし かがくのとも傑作集 栗原 毅 ぶん 福音館書店

やぶかのはなし かがくのとも傑作集 栗原 毅 ぶん 福音館書店

宇宙りょこう 講談社カラー科学大図鑑 中富 信夫 著 講談社

海の科学 講談社カラー科学大図鑑　スーパーワイド版 中富 信夫 著 講談社

スピードの科学 講談社カラー科学大図鑑 有川 英夫 著 講談社

はじめての草花あそび３ ポプラ社

はじめての草花あそび５ ポプラ社



はじめての草花あそび６ ポプラ社

おもしろ荘のリサベット アストリッド・リンドグレーン 作 岩波書店

エーミルのいたずら３２５番 アストリッド・リンドグレーン 作 岩波書店

エーミルのクリスマス・パーティー アストリッド・リンドグレーン 作 岩波書店

クリスマスをまつリサベット せかいのどうわシリーズ アストリッド・リンドグレーン 作 岩波書店

ミリー・モリー・マンデーのおはなし 世界傑作童話シリーズ ジョイス・Ｌ・ブリスリー さく 福音館書店

かもさんおとおり 世界傑作絵本シリーズ ロバート・マックロスキー ぶんとえ 福音館書店

さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会 松林社

さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会 松林社

さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会 松林社

立体で見る〈星の本〉 かがくのほん 杉浦 康平 著 福音館書店

ヘンゼルとグレーテル 世界傑作童話シリーズ ワンダ・ガアグ 再話 福音館書店

番ねずみのヤカちゃん 世界傑作童話シリーズ リチャード・ウィルバー さく 福音館書店

指で見る トーマス＝ベリイマン 写真・文 偕成社

植物記 埴 沙萠 著 福音館書店

木の実であそぼう ポプラ社

やさいであそぼう ポプラ社

冬の草花あそび ポプラ社

夏の草花あそび ポプラ社

歴史人物なぜなぜ事典２ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典３ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典５ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典６ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典７ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典８ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典９ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典１０ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典１１ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典１２ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典１４ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典１５ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典１６ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典１７ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典１９ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典２０ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典２１ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典２２ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典２３ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典２４ ぎょうせい

歴史人物なぜなぜ事典２５ ぎょうせい

縄文人の住まい 学研

縄文人の衣しょうと祭り 学研

縄文人の道具【２】 学研

縄文人の食事 学研



弥生人のくらしと体験学習ガイド 学研

ほねはどうしてかたいの？ せべ まさゆき 絵 学研

宇宙のオアシスを守る 地球の健康診断 立川 涼 〔ほか〕著 草土文化

だんボールばこのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

世界の名選手物語 わたしのノンフィクション 加藤 博夫 著 偕成社

人物でたどる日本の歴史１ 歴史教育者協議会 編 岩崎書店

人物でたどる日本の歴史２ 歴史教育者協議会 編 岩崎書店

人物でたどる日本の歴史３ 歴史教育者協議会 編 岩崎書店

人物でたどる日本の歴史４ 歴史教育者協議会 編 岩崎書店

人物でたどる日本の歴史５ 歴史教育者協議会 編 岩崎書店

ストローのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

ちはどうしてながれてるの? せべ まさゆき 絵 学研

むしばはどうしてできるの？ せべ まさゆき 絵 学研

雑草のくらし 福音館の科学の本 甲斐 信枝 さく 福音館書店

しんぶんしのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

あきばこのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

あきカンのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

性についてはなそう！１ ポプラ社

性についてはなそう！２ ポプラ社

性についてはなそう！３ ポプラ社

性についてはなそう！４ ポプラ社

性についてはなそう！５ ポプラ社

性についてはなそう！６ ポプラ社

性についてはなそう！７ ポプラ社

性についてはなそう！８ ポプラ社

今森光彦世界昆虫記 今森 光彦 著 福音館書店

森のクリスマスツリー えほんのもり 牧野 鈴子 〔著〕 文研出版

あしたプールだがんばるぞ くりのきえんのおともだち 寺村 輝夫 さく あかね書房

しーっ！ぼうやがおひるねしているの ミンフォン・ホ 作 偕成社

ぽんぽん山の月 えほんのもり あまん きみこ 文 文研出版

きつねとかわうそ こどものくに傑作絵本 いもと ようこ 文・絵 金の星社

おおきなおおきなおいも 創作童話シリーズ 赤羽 末吉 さく・え 福音館書店

はじめてのキャンプ 福音館創作童話シリーズ 林 明子 さく・え 福音館書店

ゆずちゃん えほんとなかよし 肥田 美代子 作 ポプラ社

しらべ学習に役立つ日本の歴史１ 古川清行 小峰書店

しらべ学習に役立つ日本の歴史２ 古川清行 小峰書店

しらべ学習に役立つ日本の歴史３ 古川清行 小峰書店

しらべ学習に役立つ日本の歴史４ 古川清行 小峰書店

しらべ学習に役立つ日本の歴史５ 古川清行 小峰書店

しらべ学習に役立つ日本の歴史６ 渡辺誠 小峰書店

しらべ学習に役立つ日本の歴史７ 本間正樹 小峰書店

しらべ学習に役立つ日本の歴史８ 古川清行 小峰書店

しらべ学習に役立つ日本の歴史９ 古川清行 小峰書店

しらべ学習に役立つ日本の歴史１０ 古川清行 小峰書店



お米は生きている 富山 和子 著 講談社

太平洋戦争をしらべる 小峰書店

日本の近代化をしらべる 小峰書店

いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ アリス館

２１世紀こども人物館 小学館

絵本　ＡＢＣ 五味 太郎 作 岩崎書店

かずの絵本 五味 太郎 作・絵 岩崎書店

絵本ことばあそび 五味 太郎 作 岩崎書店

ちいさなきしゃ えほん・ドリームランド 五味 太郎 作・絵 岩崎書店

いただきまーす・ごちそうさま ピチピチえほん 五味 太郎 作・絵 岩崎書店

かたかな絵本アイウエオ 五味 太郎 作 岩崎書店

すうじの絵本 五味 太郎 作・絵 岩崎書店

きみは　しっている ファミリーえほん 五味 太郎 作・絵 岩崎書店

風にのってきたメアリー・ポピンズ トラヴース 岩波書店

ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち 小林 豊 作・絵 ポプラ社

エーミールと探偵たち ケストナー少年文学全集 ケストナー 作 岩波書店

宮沢賢治童話全集９ 宮沢 賢治 著 岩崎書店

宮沢賢治童話全集９ 宮沢 賢治 著 岩崎書店

絵本　東京大空襲 お父さんのカレンダー　あの時・この時 早乙女 勝元 作 理論社

おこんじょうるり 理論社のカラー版愛蔵本 さねとう あきら 作 理論社

かさをささないシランさん 谷川 俊太郎 作 理論社

水をきれいにするためにできること 環境教育実践シリーズ ポプラ社

リサイクルのためにできること 環境教育実践シリーズ ポプラ社

食べ物の安全のためにできること 環境教育実践シリーズ ポプラ社

空気をきれいにするためにできること 環境教育実践シリーズ ポプラ社

うさぎ 生活科を創る会 編 小峰書店

ひまわり 生活科を創る会 編 小峰書店

あさがお 生活科を創る会 編 小峰書店

だんごむし 生活科を創る会 編 小峰書店

あいさつの方言大研究 佐藤亮一 ポプラ社

日本列島方言じまん 佐藤亮一 ポプラ社

なるほど方言学入門 佐藤亮一 ポプラ社

ききくらべよう日本の方言 佐藤亮一 ポプラ社

遊びの方言大研究 佐藤亮一 ポプラ社

絵でわかる楽しい英語辞典１ 平尾邦宏 小峰書店

絵でわかる楽しい英語辞典２ 平尾邦宏 小峰書店

絵でわかる楽しい英語辞典３ 平尾邦宏 小峰書店

絵でわかる楽しい英語辞典４ 平尾邦宏 小峰書店

絵でわかる楽しい英語辞典５ 平尾邦宏 小峰書店

絵でわかる楽しい英語辞典６ 平尾邦宏 小峰書店

かたつむり 生活科を創る会 編 小峰書店

どきどき教室ゲーム１０１ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社

わくわく遠足ゲーム１０１ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社

にこにこ伝承あそび ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社



魔女の宅急便 角野 栄子 作 福音館書店

みどりのゆび 岩波少年文庫 モーリス・ドリュオン 作 岩波書店

モルモット 生活科を創る会 編 小峰書店

リサイクル・作って遊ぶ２ ポプラ社

さつまいも 生活科を創る会 編 小峰書店

そだててみたい花とやさい 生活科を創る会 編 小峰書店

きゅうにゅうパックのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

椋鳩十のイノシシ物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 作 理論社

椋鳩十のキツネ物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 作 理論社

椋鳩十のクマ物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 著 理論社

椋鳩十のサル物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 作 理論社

椋鳩十のネコ物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 作 理論社

椋鳩十の名犬物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 作 理論社

椋鳩十の小鳥物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 作 理論社

椋鳩十の小動物物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 作 理論社

緋色の研究 コナン＝ドイル 著 偕成社

四つの署名 コナン＝ドイル 著 偕成社

バスカビル家の犬 コナン＝ドイル 著 偕成社

恐怖の谷 コナン＝ドイル 著 偕成社

シャーロック＝ホームズの冒険（上） コナン＝ドイル 著 偕成社

シャーロック＝ホームズの冒険（下） コナン＝ドイル 著 偕成社

シャーロック＝ホームズの思い出（上） コナン＝ドイル 著 偕成社

シャーロック＝ホームズの思い出（下） コナン＝ドイル 著 偕成社

シャーロック＝ホームズの帰還（上） コナン＝ドイル 著 偕成社

シャーロック＝ホームズの帰還（下） コナン＝ドイル 著 偕成社

シャーロック＝ホームズ最後の挨拶（上） コナン＝ドイル 著 偕成社

シャーロック＝ホームズ最後の挨拶（下） コナン＝ドイル 著 偕成社

シャーロック＝ホームズの事件簿（上） コナン＝ドイル 著 偕成社

シャーロック＝ホームズの事件簿（下） コナン＝ドイル 著 偕成社

ヒッコスでひっこす いわさき創作童話 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店

ゆめからゆめんぼ あたらしい創作童話 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店

あしたぶたの日 あたらしい創作童話 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店

はれときどきぶた あたらしい創作童話 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店

われたたまご こどものとも世界昔ばなしの旅 小野 かおる 再話 画 福音館書店

カガカガ こどものとも世界昔ばなしの旅 日野 十成 文 福音館書店

ゆうかんなアジク こどものとも世界昔ばなしの旅 趙 朝勲 再話 福音館書店

まじょのひ こどものとも世界昔ばなしの旅 大塚 勇三 再話 福音館書店

おひさまをほしがったハヌマン こどものとも世界昔ばなしの旅 Ａ．ラマチャンドラン さく え 福音館書店

ちいさなりょうしタギカーク こどものとも世界昔ばなしの旅 Ｖ．グロツェル 再話 福音館書店

おによりつよいおれまーい こどものとも世界昔ばなしの旅 土方 久功 再話 画 福音館書店

かものむすめ こどものとも世界昔ばなしの旅 松谷 さやか 訳 福音館書店

チャマコとみつあみのうま こどものとも世界昔ばなしの旅 竹田 鎮三郎 え 福音館書店

かたつむりとさる こどものとも世界昔ばなしの旅 ヤン・サン さいわ 福音館書店

もどってきたガバタばん こどものとも世界昔ばなしの旅 渡辺 茂男 やく 福音館書店



あくまのおよめさん こどものとも世界昔ばなしの旅 稲村 哲也 再話 福音館書店

しろいむすめマニ こどものとも世界昔ばなしの旅 稲村 哲也 再話 福音館書店

リサイクル・作って遊ぶ校内のかざり ポプラ社

リサイクル・作って遊ぶ生活グッズ ポプラ社

やさしい図解・地球があぶない７ トニー・ヘアー 文 偕成社

やさしい図解・地球があぶない８ トニー・ヘアー 文 偕成社

やさしい図解・地球があぶない４ トニー・ヘアー 文 偕成社

やさしい図解・地球があぶない５ トニー・ヘアー 文 偕成社

やさしい図解・地球があぶない３ トニー・ヘアー 文 偕成社

やさしい図解・地球があぶない２ トニー・ヘアー 文 偕成社

からだが不自由ってどんなこと？３ 学研

ねずみのよめいり たんぽぽえほんシリーズ 小林 与志 絵 鈴木出版

かさじぞう たんぽぽえほんシリーズ 織田 道代 文 鈴木出版

つるとかめ たんぽぽえほんシリーズ 梶山 俊夫 絵 鈴木出版

ぶんぶくちゃがま たんぽぽえほんシリーズ 西本 鶏介 文 鈴木出版

おとうさん・パパ・おとうちゃん たんぽぽえほんシリーズ みやにし たつや 作・絵 鈴木出版

にんじんとごぼうとだいこん たんぽぽえほんシリーズ 和歌山 静子 絵 鈴木出版

オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかがく 山本 かずとし ぶん 大日本図書

すばらしい方言の世界 ポプラ社

生き物の方言大探検 ポプラ社

言葉図鑑１ 五味 太郎 監修・制作 偕成社

言葉図鑑２ 五味 太郎 監修・制作 偕成社

言葉図鑑３ 五味 太郎 監修・制作 偕成社

言葉図鑑４ 五味 太郎 監修・制作 偕成社

言葉図鑑５ 五味 太郎 監修・制作 偕成社

言葉図鑑６ 五味 太郎 監修・制作 偕成社

言葉図鑑７ 五味 太郎 監修・制作 偕成社

言葉図鑑８ 五味 太郎 監修・制作 偕成社

言葉図鑑９ 五味 太郎 監修・制作 偕成社

ゴミをへらすためにできること 環境教育実践シリーズ ポプラ社

地球環境のためにできること 環境教育実践シリーズ ポプラ社

エコアップ大作戦１ 環境学習シリーズ 寺本 潔 著 大日本図書

エコアップ大作戦２ 環境学習シリーズ 寺本 潔 著 大日本図書

エコアップ大作戦３ 環境学習シリーズ 寺本 潔 著 大日本図書

食べ物の安全のためにできること 環境教育実践シリーズ ポプラ社

なぞなぞライオン おはなしパレード 佐々木 マキ 作 理論社

日本人の祖先はどこから？ ポプラ社

聖武天皇はなぜ大仏をつくった？ ポプラ社

頼朝はなぜ鎌倉に幕府をひらいた？ ポプラ社

応仁の乱で京都はどうなった？ ポプラ社

信長はどんな人物だった？ ポプラ社

大名行列の費用はどのくらい？ ポプラ社

文明開化で変わったことは？ ポプラ社

太平洋戦争はなぜおこった？ ポプラ社



吉野ヶ里遺跡をしらべる 小峰書店

古墳をしらべる 小峰書店

遣唐使船をしらべる 小峰書店

平安京をしらべる 小峰書店

元寇をしらべる 小峰書店

金閣・銀閣をしらべる 小峰書店

南蛮屏風をしらべる 小峰書店

大名行列をしらべる 小峰書店

災害の歴史をしらべる 小峰書店

日本の近代化をしらべる 小峰書店

太平洋戦争をしらべる 小峰書店

かみざらのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

いろいろないれもののこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

レインボーことば絵じてん 学研

小学生のためのレインボー英和辞典 学研

小学生のためのレインボー和英辞典 学研

でんしゃとバス ポプラ社

言葉図鑑１０ 五味 太郎 監修・制作 偕成社

麦畑になれなかった屋根たち 絵本・こどものひろば 藤田 のぼる 文 童心社

でんきのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

かがみのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

レンズのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

しらんぷり 梅田 俊作 作・絵 ポプラ社

じしゃくのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

くうきのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

かぜのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

おもりのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

バネのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

いろのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

みずのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

しゃぼんだまのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

リサイクル・作って遊ぶ１ ポプラ社

リサイクル・作って遊ぶ３ ポプラ社

リサイクル・作って遊ぶ４ ポプラ社

リサイクル・作って遊ぶ５ ポプラ社

赤毛軍団のひみつ コナン・ドイル 岩崎書店

技師のおやゆび事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店

背中のまがった男 コナン・ドイル 作 岩崎書店

なぞの入院患者 コナン・ドイル 作 岩崎書店

なぞのブナやしき コナン・ドイル 作 岩崎書店

ボスコム谷のなぞ コナン・ドイル 作 岩崎書店

怪船グロリア・スコット号 コナン・ドイル 作 岩崎書店

プライオリ学院事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店

くちびるのねじれた男 コナン・ドイル 作 岩崎書店



まだらのひも事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店

六つのナポレオン事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店

名馬シルバー・ブレイズ号 コナン・ドイル 作 岩崎書店

いなくなったラグビー選手 コナン・ドイル 作 岩崎書店

ホームズ最後の事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店

ギリシャ語通訳のひみつ コナン・ドイル 作 岩崎書店

さびしい自転車のり コナン・ドイル 作 岩崎書店

第二のしみ事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店

消えたカーファクス姫 コナン・ドイル 作 岩崎書店

ボールばこのひみつ コナン・ドイル 作 岩崎書店

死にかかった探偵 コナン・ドイル 作 岩崎書店

ホームズ最後のあいさつ コナン・ドイル 作 岩崎書店

虫さがし 虫の飼いかた・観察のしかた 海野 和男 文・写真 偕成社

虫を採る・虫を飼う・標本をつくる 虫の飼いかた・観察のしかた 海野 和男 文・写真 偕成社

近所の虫の飼いかた１ 虫の飼いかた・観察のしかた 海野 和男 〔ほか〕文・写真 偕成社

近所の虫の飼いかた２ 虫の飼いかた・観察のしかた 海野 和男 文・写真 偕成社

雑木林の虫の飼いかた 虫の飼いかた・観察のしかた 海野 和男 〔ほか〕文・写真 偕成社

どんぐりころころ 自然・きらきら 久保 秀一 写真 偕成社

水辺の虫の飼いかた 虫の飼いかた・観察のしかた 海野 和男 文・写真 偕成社

キリスト おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 谷 真介 文 ポプラ社

二宮金次郎 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 木暮 正夫 文 ポプラ社

手塚治虫 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 国松 俊英 文 ポプラ社

伝記世界を変えた人々１６ 偕成社

伝記世界を変えた人々６ 偕成社

伝記世界を変えた人々９ 偕成社

伝記世界を変えた人々７ 偕成社

伝記世界を変えた人々１９ 偕成社

伝記世界を変えた人々１ 偕成社

伝記世界を変えた人々１５ 偕成社

伝記世界を変えた人々 偕成社

伝記世界を変えた人々５ 偕成社

伝記世界を変えた人々 偕成社

しろくまくん　なにがきこえる？ エリック＝カール え 偕成社

小学生のためのおたのしみ会入門１ 林 克己 著 ポプラ社

小学生のためのおたのしみ会入門２ 林 克己 著 ポプラ社

小学生のためのおたのしみ会入門３ 林 克己 著 ポプラ社

小学生のためのおたのしみ会入門４ 林 克己 著 ポプラ社

小学生のためのおたのしみ会入門５ 林 克己 著 ポプラ社

チョキチョキＫＩＤＳ テリーさんのまほうのはさみ テリー・スザーン 作 岩崎書店

かたちはＨＡＰＰＹ テリーさんのまほうのはさみ テリー・スザーン 作 岩崎書店

パーティー・ＰＡＲＴＹ！ テリーさんのまほうのはさみ テリー・スザーン 作 岩崎書店

にわとりさんはネ… 福井 達雨 編 偕成社

ボスがきた たけうち まさき え 偕成社

クリスマスをかざろう 手づくりＢＯＸ 花田 えりこ 文・絵 岩崎書店



絵てがみだいすき 手づくりＢＯＸ 土屋 淑子 作 岩崎書店

つくってあそぼう人形劇 手づくりＢＯＸ 河口 峰子 文・絵 岩崎書店

リサイクルおもちゃ 新・あそびの絵本 早坂 忠之 〔ほか〕作 岩崎書店

おばけあそび３ 新・あそびの絵本 長島 克夫 作・絵 岩崎書店

ちぎってきってはりえあそび 新・あそびの絵本 早坂 忠之 作 岩崎書店

びっくりへんしんかめんあそび 新・あそびの絵本 小宮山 洋夫 作 岩崎書店

おかあさんの目 あかね創作えほん あまん きみこ 作 あかね書房

トリとボク あかね創作えほん 長 新太 ぶん・え あかね書房

まほうつかいのクリスマス あかね創作えほん 森山 京 作 あかね書房

ウシバス あかねピクチャーブックス スズキ コージ 〔作〕 あかね書房

くもさんおへんじどうしたの エリック＝カール さく 偕成社

マリアとコンドル こどものとも世界昔ばなしの旅 稲村 哲也 再話 福音館書店

小児糖尿病とたたかうジョニー トーマス＝ベリイマン 写真 文 偕成社

ふれあいの手話２期１ 丸山 浩路 著・監修 学研

ふれあいの手話２期２ 丸山 浩路 著・監修 学研

ふれあいの手話２期３ 丸山 浩路 著・監修 学研

ふれあいの手話２期４ 丸山 浩路 著・監修 学研

写真であそぼうスナップ・クラブ 手づくりＢＯＸ 小野寺 俊晴 文・写真 岩崎書店

ボールのまじゅつしウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アンソニー・ブラウン さく 評論社

ＮＨＫやってみようなんでも実験第３集１ 理論社

ＮＨＫやってみようなんでも実験第３集２ 理論社

ＮＨＫやってみようなんでも実験第３集３ 理論社

ＮＨＫやってみようなんでも実験第３集４ 理論社

ＮＨＫやってみようなんでも実験第３集５ 理論社

おばけあそび１ 新・あそびの絵本 長島 克夫 作・絵 岩崎書店

つくってあそぼう・工作ランド６ 神戸 憲治 作 ポプラ社

つくってあそぼう・工作ランド４ 神戸 憲治 作 ポプラ社

つくってあそぼう・工作ランド３ 神戸 憲治 作 ポプラ社

ゴムあたまポンたろう 絵本・こどものひろば 長 新太 作 童心社

あまがえるぴょん 自然・きらきら 久保 秀一 写真 偕成社

れんげのおきゃくさま 自然・きらきら 久保 秀一 写真 偕成社

すいかごろりん 自然・きらきら 久保 秀一 写真 偕成社

クロクサアリのひみつ ふしぎ発見シリーズ 山口 進 写真・文 アリス館

獄中のアルセーヌ・ルパン モーリス・ルブラン 作 岩崎書店

子どもの笑顔を消さないで 止揚学園 作詩・作曲 偕成社

つくってたのしむ野外活動入門 山岡寛人 ポプラ社

見てたのしむ野外活動入門 山岡寛人 ポプラ社

校内でできるネイチャーゲーム 降旗信一 ポプラ社

野山でできるネイチャーゲーム 降旗信一 ポプラ社

あそんでたのしむ野外活動入門 山岡寛人 ポプラ社

公園でできるネイチャーゲーム 降旗信一 ポプラ社

ぎゅうにゅうパックのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

かみコップのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

スチロールのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店



ゆたかな自然を守ろう 嶋田泰子 ポプラ社

使う、捨てるを考える 鳥飼新市 ポプラ社

筋ジストロフィーとたたかうステファン トーマス・ベリイマン 写真 文 偕成社

ちいさなくも エリック・カール さく 偕成社

しんぶんしのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店

ヤマトタケルノミコト 学研まんが人物日本史　大和時代 学研

クロクサアリのひみつ ふしぎ発見シリーズ 山口 進 写真・文 アリス館

マザー･テレサ 偕成社

にんじんばたけのパピプペポ かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社

うたが　みえる　きこえるよ エリック＝カール さく 偕成社

たんじょうびの　ふしぎな　てがみ エリック＝カール さく・え 偕成社

ぼくのねこみなかった？ エリック＝カール さく 偕成社

ちいさいタネ エリック＝カール さく 偕成社

やどかりのおひっこし エリック＝カール さく 偕成社

とんぼのうんどうかい かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社

あおいめ　くろいめ　ちゃいろのめ かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社

わっしょい　わっしょい　ぶんぶんぶん かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社

サザンちゃんのおともだち かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社

学校のまわりの草木図鑑　春 おくやま ひさし 解説・写真 大日本図書

学校のまわりの草木図鑑　春 おくやま ひさし 解説・写真 大日本図書

学校のまわりの草木図鑑　夏 おくやま ひさし 解説・写真 大日本図書

学校のまわりの草木図鑑　夏 おくやま ひさし 解説・写真 大日本図書

学校のまわりの草木図鑑　秋 おくやま ひさし 解説・写真 大日本図書

学校のまわりの草木図鑑　秋 おくやま ひさし 解説・写真 大日本図書

学校のまわりの草木図鑑　冬 おくやま ひさし 解説・写真 大日本図書

学校のまわりの草木図鑑　冬 おくやま ひさし 解説・写真 大日本図書

ちいちゃんのかげおくり あかね創作えほん あまん きみこ 作 あかね書房

一つの花 岩崎書店

アルセーヌ・ルパンの逮捕 モーリス・ルブラン 作 岩崎書店

アルセーヌ・ルパンの脱走 モーリス・ルブラン 作 岩崎書店

アルセーヌ・ルパンの結婚 モーリス・ルブラン 作 岩崎書店

おそかりしシャーロック・ホームズ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店

地獄のわな モーリス・ルブラン 作 岩崎書店

ハートの７（セブン） モーリス・ルブラン 作 岩崎書店

うろつく死神 モーリス・ルブラン 作 岩崎書店

白鳥の首のエディス モーリス・ルブラン 作 岩崎書店

アルセーヌ・ルパンの帰還 モーリス・ルブラン 作 岩崎書店

まちづくりのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ 橘　悠紀 学研

やまたのおろち 羽仁進 岩崎書店

こいぬがうまれるよ 福音館のかがくのほん ジョアンナ・コール 著 ジェローム・ウェクスラー 写真 つぼい　いくみ 訳 福音館書店

だんごむしそらをとぶ 松岡　達英 著 小学館

椋鳩十のシカ物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり　８ 椋　鳩十 著 理論社

おばけのバーバパパ アネット・チゾン，タラス・テイラー 著 山下　明生 訳 偕成社

いのちの花 そのだひさこ　文　丸木俊　絵 解放出版社



かんづめのひみつ 鶴川たくじ

１００かいだてのいえ（大型絵本） ビッグブック 岩井俊雄  〔作〕 偕成社

ふしぎなキャンディーやさん（大型絵本） みやにしたつや　著 金の星社

月ようびはなにたべる？ビッグブック（大型絵本） ビッグブック エリック・カール　作　もりひさし　訳 偕成社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１５ 講談社青い鳥文庫　１７１－２２//花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１６ 講談社青い鳥文庫　１７１－２３//花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画 講談社

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１７ 講談社青い鳥文庫　１７１－２４//花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画 講談社

ファーディのはる ジュリア・ローリンソン 著 ティファニー・ビーク 画 木坂　涼 訳 理論社

ちいさなあなたへ アリスン・マギー 著 ピーター・レイノルズ 画 なかがわ　ちひろ 訳 主婦の友社

きみがいま アリスン・マギー 著 ピーター・レイノルズ 画 なかがわ　ちひろ 訳 主婦の友社

家族って、どんなカタチ？ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学 芥川　龍之介，他 著 くもん出版

ようこそ、冒険の国へ！ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学 芥川　龍之介，他 著 くもん出版

ひとしずくの涙、ほろり。 読書がたのしくなる・ニッポンの文学 芥川　龍之介，他 著 くもん出版

まごころ、お届けいたします。 読書がたのしくなる・ニッポンの文学 岡本　かの子，他 著 くもん出版

いま、戦争と平和を考えてみる。 読書がたのしくなる・ニッポンの文学 太宰　治，他 著 くもん出版

世界のことばあそびえほん 戸田　やすし 著 戸田　幸四郎 画 戸田デザイン研究室

にんきもののひけつ にんきものの本　１ 森　絵都 著 童心社

にんきもののねがい にんきものの本　２ 森　絵都 著 童心社

にんきものをめざせ にんきものの本　３ 森　絵都 著 武田　美穂 画 童心社

にんきもののはつこい にんきものの本　４ 森　絵都 著 武田　美穂 画 童心社

ミカ 伊藤　たかみ 著 理論社

わらいの王子様 キッズパラダイス 令丈　ヒロ子 著 かまた　いくよ 画 理論社

つづきの図書館 柏葉　幸子 著 山本　容子 画 講談社

岩石・鉱物図鑑 「知」のビジュアル百科　１ Ｒ．Ｆ．シムス 著 あすなろ書房

結晶・宝石図鑑 「知」のビジュアル百科　２ Ｒ．Ｆ．シムス，Ｒ．Ｒ．ハーディング 著 あすなろ書房

樹木図鑑 「知」のビジュアル百科　３ デヴィッド・バーニー 著 あすなろ書房

化石図鑑 「知」のビジュアル百科　４ ポール・テイラー 著 あすなろ書房

楽器図鑑 「知」のビジュアル百科　５ ニール・アードレー 著 あすなろ書房

おばけいちねんぶん おひさまのほん 星川　遙 著 長野　ヒデ子 画 小学館

せかいいっしゅうおばけツアー おひさまのほん 星川　遥 著 長野　ヒデ子 画 小学館

百人一首大事典 あかね書房

ひんやりおいしい冷たいスイーツ つくって楽しい！かんたんスイーツ 宮沢　うらら 著 汐文社

贈ってうれしいチョコレートスイーツ つくって楽しい！かんたんスイーツ 宮沢　うらら 著 汐文社

くふうが楽しいいろいろ焼き菓子 つくって楽しい！かんたんスイーツ 宮沢　うらら 著 汐文社

ひと目でわかる方言大辞典 あかね書房

わざわざことわざことわざ事典　１　いきものの巻 わざわざことわざことわざ事典 国松　俊英 著 たかい　よしかず 画 童心社

わざわざことわざことわざ事典　２　からだとたべものの巻 わざわざことわざことわざ事典 国松　俊英 著 たかい　よしかず 画 童心社

わざわざことわざことわざ事典　３　せいかつの巻 わざわざことわざことわざ事典 国松　俊英 著 たかい　よしかず 画 童心社

わざわざことわざことわざ事典　４　かずの巻 わざわざことわざことわざ事典 国松　俊英 著 たかい　よしかず 画 童心社

数え方の辞典 飯田　朝子 著 小学館

まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ 著 谷川　俊太郎 訳 ポプラ社

チョコだるま ほるぷ創作絵本 真珠　まりこ 著 ほるぷ出版

みんなで！いえをたてる 竹下　文子 著 鈴木　まもる 画 偕成社

サカサかぞくのだんなしぶいぶしなんだ ほるぷ創作絵本 宮西　達也 著 ほるぷ出版



サカサかぞくのだんながなんだ ほるぷ創作絵本 宮西　達也 著 ほるぷ出版

サカサかぞくのだんなキスがスキなんだ ほるぷ創作絵本 宮西　達也 著 ほるぷ出版

31インド大帝国の冒険 マジック・ツリーハウス　３１ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 メディアファクトリー

恋って、どんな味がするの？ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学 芥川　龍之介，他 著 くもん出版

ほんものの友情、現在進行中！ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学 菊池　寛，他 著 くもん出版

不思議がいっぱいあふれだす！ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学 芥川　龍之介，他 著 くもん出版

とっておきの笑いあります！ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学 芥川　龍之介，他 著 くもん出版

生きるって、カッコワルイこと？ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学 芥川　龍之介，他 著 くもん出版

真田幸村　戦国人物伝21 日本の歴史　コミック版　２１ すぎた　とおる 原著 中島　健志 画 ポプラ社

伊達政宗　戦国人物伝22 日本の歴史　コミック版　２２ すぎた　とおる 原著 瀧　玲子 画 ポプラ社

石田三成　戦国人物伝23 日本の歴史　コミック版　２３ すぎた　とおる 原著 やまざき　まこと 画 ポプラ社

毛利元就　戦国人物伝24 日本の歴史　コミック版　２４//戦国人物伝 すぎた　とおる 原著 中島　健志 画 ポプラ社

明智光秀　戦国人物伝25 日本の歴史　コミック版　２５//戦国人物伝 すぎた　とおる 原著 早川　大介 画 ポプラ社

大ドロボウ石川五十五えもん ポプラ物語館　１７ 吉田　純子 著 細川　貂々 画 ポプラ社

合い言葉はかぶとむし ポプラ物語館　２６ 宇佐美　牧子 著 宮尾　和孝 画 ポプラ社

花火とおはじき ポプラ物語館　１１ 川島　えつこ 著 高橋　和枝 画 ポプラ社

大ドロボウ五十五えもんの一日けいさつ署長 ポプラ物語館　２５ 吉田　純子 著 細川　貂々 画 ポプラ社

大ドロボウ五十五えもんのドロボウ学校 ポプラ物語館　２２ 吉田　純子 著 細川　貂々 画 ポプラ社

妖精アンナとぼくの料理レッスン ポプラ物語館　２１ 貝谷　郁子 著 安井　雪絵 画 ポプラ社

学習塾グリーンドア生徒が生徒を募集中！？ ポプラ物語館　２０ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社

男子★弁当部１オレらの友情てんこもり弁当 ポプラ物語館　３３ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社

こねこのモモちゃん美容室 ポプラ物語館　３２ なりゆき　わかこ 著 トビイ　ルツ 画 ポプラ社

妖精アンナとぼくのパーティー大作戦 ポプラ物語館　２９ 貝谷　郁子 著 安井　雪絵 画 ポプラ社

わたしのプリン ポプラ物語館　２７ 川島　えつこ 著 植田　真 画 ポプラ社

サーティーナイン・クルーズ　５ サーティーナイン・クルーズ パトリック・カーマン 著 小浜　杳 訳 メディアファクトリー

サーティーナイン・クルーズ　６ サーティーナイン・クルーズ ジュード・ワトソン 著 小浜　杳 訳 メディアファクトリー

サーティーナイン・クルーズ　７ サーティーナイン・クルーズ ピーター・ルランジス 著 小浜　杳 訳 メディアファクトリー

サーティーナイン・クルーズ　８ サーティーナイン・クルーズ ゴードン・コーマン 著 小浜　杳 訳 メディアファクトリー

サーティーナイン・クルーズ　９ サーティーナイン・クルーズ リンダ・スー・パーク 著 小浜　杳 訳 メディアファクトリー

サーティーナイン・クルーズ　１０前編 サーティーナイン・クルーズ マーガレット・ピーターソン・ハディックス 著 小浜　杳 訳 メディアファクトリー

中学生までに読んでおきたい日本文学　１ 中学生までに読んでおきたい日本文学 松田　哲夫 編 山村　暮鳥，他 著 あすなろ書房

中学生までに読んでおきたい日本文学　２ 中学生までに読んでおきたい日本文学 松田　哲夫 編 石垣　りん，他 著 あすなろ書房

中学生までに読んでおきたい日本文学　３ 中学生までに読んでおきたい日本文学 松田　哲夫 編 室生　犀星，他 著 あすなろ書房

中学生までに読んでおきたい日本文学　４ 中学生までに読んでおきたい日本文学 松田　哲夫 編 山之口　貘，他 著 あすなろ書房

中学生までに読んでおきたい日本文学　５ 中学生までに読んでおきたい日本文学 松田　哲夫 編 金子　光晴，他 著 あすなろ書房

中学生までに読んでおきたい日本文学　６ 中学生までに読んでおきたい日本文学 松田　哲夫 編 阪田　寛夫，他 著 あすなろ書房

中学生までに読んでおきたい日本文学　７ 中学生までに読んでおきたい日本文学 松田　哲夫 編 茨木　のり子，他 著 あすなろ書房

中学生までに読んでおきたい日本文学　８ 中学生までに読んでおきたい日本文学 松田　哲夫 編 萩原　朔太郎，他 著 あすなろ書房

中学生までに読んでおきたい日本文学　９ 中学生までに読んでおきたい日本文学 松田　哲夫 編 石垣　りん，他 著 あすなろ書房

中学生までに読んでおきたい日本文学　１０ 中学生までに読んでおきたい日本文学 松田　哲夫 編 萩原　朔太郎，他 著 あすなろ書房

よくぞごぶじで ルドウィッヒ・ベーメルマンス 著 ビーヴァリー・ボガート 原著 江國　香織 訳 ビーエル出版

あかちゃんがやってくる こどもプレス ジョン・バーニンガム 著 ヘレン・オクセンバリー 画 谷川　俊太郎 訳 イースト・プレス

じゃがいも畑 カレン・ヘス 著 ウェンディ・ワトソン 画 石井　睦美 訳 光村教育図書

これもむしぜんぶむし ひまわりえほんシリーズ 内田　麟太郎 著 斎藤　隆夫 画 すずき出版



イヌ科の動物事典 「知」のビジュアル百科　６ ジュリエット・クラットン・ブロック 著 あすなろ書房

世界の宗教入門 「知」のビジュアル百科　７ マートル・ラングリー 著 あすなろ書房

古代エジプト入門 「知」のビジュアル百科　８ ジョージ・ハート 著 あすなろ書房

古代ローマ入門 「知」のビジュアル百科　９ サイモン・ジェイムズ 著 あすなろ書房

ミイラ事典 「知」のビジュアル百科　１０ ジェームズ・パトナム 著 あすなろ書房

土の色って、どんな色？ たくさんのふしぎ傑作集 栗田　宏一 著 福音館書店

だっこの木 宮川　ひろ 著 渡辺　洋二 画 文渓堂

ようこそ☆おばけパーティーへ おぼ　まこと 著 ひさかたチャイルド

へちまのへーたろー 二宮　由紀子 著 スドウ　ピウ 画 教育画劇

くものむこうになにがいる？ 田中　てるみ 著 おざき　えみ 画 アリス館

はぶじゃぶじゃん ケロちゃんえほん　１０ ますだ　ゆうこ 著 高畠　純 画 そうえん社

よるのえほん バーバラ・エンバリー，エド・エンバリー 著 木坂　涼 訳 あすなろ書房

ぼくのトイレ わたしのえほん 鈴木　のりたけ 著 ＰＨＰ研究所

スミス先生とふしぎな本 マイケル・ガーランド 著 藤原　宏之 訳 新日本出版社

「けんぽう」のおはなし 武田　美穂 画 講談社

おめでとうおひさま おひさまのほん 中川　ひろたか 著 片山　健 画 小学館

すがたかえ えほんのもり 高田　桂子 著 木曽　秀夫 画 文研出版

きつね、きつね、きつねがとおる ポプラ社の絵本　２ 伊藤　遊 著 岡本　順 画 ポプラ社

ねこのピカリとまどのほし 市居　みか 著 あかね書房

わたしのひかり 評論社の児童図書館・絵本の部屋 モリー・バング 著 さくま　ゆみこ 訳 評論社

トリックアート図鑑ふしぎ絵 グループ・コロンブス 著 あかね書房

心をそだてるこれだけは読んでおきたい日本の名作童話　決定版 講談社

クリスマス・正月の工作図鑑　図書館版 岩藤　しおい 著 いかだ社

ふしぎなまちのかおさがし えほんのぼうけん　２５ 阪東　勲 写真 岩崎書店

１００のたいこのように わくわく世界の絵本 アネット・グリスマン 著 ジュリー・モンクス 画 浜崎　絵梨 訳 小峰書店

しげちゃん 室井　滋 著 長谷川　義史 画 金の星社

心に響くあの人のことば　１ 心に響くあの人のことば 学研教育出版//学研マーケティング

心に響くあの人のことば　２ 心に響くあの人のことば 学研教育出版//学研マーケティング

心に響くあの人のことば　３ 心に響くあの人のことば 学研教育出版//学研マーケティング

心に響くあの人のことば　４ 心に響くあの人のことば 学研教育出版//学研マーケティング

心に響くあの人のことば　５ 心に響くあの人のことば 学研教育出版//学研マーケティング

心に響くあの人のことば　第２期５ 心に響くあの人のことば　第２期 学研教育出版//学研マーケティング

心に響くあの人のことば　第２期４ 心に響くあの人のことば　第２期 学研教育出版//学研マーケティング

心に響くあの人のことば　第２期３ 心に響くあの人のことば　第２期 学研教育出版//学研マーケティング

心に響くあの人のことば　第２期２ 心に響くあの人のことば　第２期 学研教育出版//学研マーケティング

心に響くあの人のことば　第２期１ 心に響くあの人のことば　第２期 学研教育出版//学研マーケティング

船・ボートのひみつ たまだまさお 学研

テレビ放送のひみつ 藤みき生 学研

ぼくがきょうりゅうだったとき こどもえほんランド　１ まつおか　たつひで 著 ポプラ社

パンケーキをたべるサイなんていない？ アンナ・ケンプ 著 サラ・オギルヴィー 画 角野　栄子 訳 ビーエル出版

またおいで もりやま　みやこ 著 いしい　つとむ 画 あかね書房

またおいで もりやま　みやこ 著 いしい　つとむ 画 あかね書房

へいわってどんなこと？ 日・中・韓平和絵本 浜田　桂子 著 童心社

ココロ屋 文研ブックランド 梨屋　アリエ 著 菅野　由貴子 画 文研出版



チョコレートと青い空 ホップステップキッズ！　１８ 堀米　薫 著 小泉　るみ子 画 そうえん社

チョコレートと青い空 ホップステップキッズ！　１８ 堀米　薫 著 小泉　るみ子 画 そうえん社

ここがわたしのおうちです アイリーン・スピネリ 著 マット・フェラン 画 渋谷　弘子 訳 さえら書房

ここがわたしのおうちです アイリーン・スピネリ 著 マット・フェラン 画 渋谷　弘子 訳 さえら書房

カモのきょうだいクリとゴマ なかがわ　ちひろ 著 アリス館

カモのきょうだいクリとゴマ なかがわ　ちひろ 著 アリス館

心の森 小手鞠　るい 著 金の星社

走れ！マスワラ グザヴィエ・ローラン・プティ 著 浜辺　貴絵 訳 ＰＨＰ研究所

走れ！マスワラ グザヴィエ・ローラン・プティ 著 浜辺　貴絵 訳 ＰＨＰ研究所

わたしのひかり 評論社の児童図書館・絵本の部屋 モリー・バング 著 さくま　ゆみこ 訳 評論社

わたしのひかり 評論社の児童図書館・絵本の部屋 モリー・バング 著 さくま　ゆみこ 訳 評論社

ピアノはともだち 世の中への扉 こうやま　のりお 著 講談社

ピアノはともだち 世の中への扉 こうやま　のりお 著 講談社

光ファイバー通信のひみつ 田川　滋 学研

サーティーナイン・クルーズ　１０後編 サーティーナイン・クルーズ マーガレット・ピーターソン・ハディックス 著 小浜　杳 訳 メディアファクトリー

天才のら犬、教授といっしょに哲学する。人間ってなに？ １０代の哲学さんぽ　１ セシル・ロブラン，ジャン・ロブラン 著 リオネル・コクラン 画 岩崎書店

自由ってなに？人間はみんな自由って、ほんとう？ １０代の哲学さんぽ　２ アニッサ・カステル 著 モルガン・ナヴァロ 画 伏見　操 訳 岩崎書店

なぜ世界には戦争があるんだろう。どうして人はあらそうの？ １０代の哲学さんぽ　３ ミリアム・ルヴォー・ダロンヌ 著 ジョシェン・ギャルネール 画 伏見　操 訳 岩崎書店

動物には心があるの？人間と動物はどうちがうの？ １０代の哲学さんぽ　４ エリザベット・ド・フォントネ 著 オーロール・カリアス 画 伏見　操 訳 岩崎書店

怪物－わたしたちのべつの顔？ １０代の哲学さんぽ　５ ピエール・ぺジュ 著 ステファヌ・ブランケ 画 伏見　操 訳 岩崎書店

見学！自然エネルギー大図鑑　１ 見学！自然エネルギー大図鑑 偕成社

見学！自然エネルギー大図鑑　２ 見学！自然エネルギー大図鑑 偕成社

見学！自然エネルギー大図鑑　３ 見学！自然エネルギー大図鑑 偕成社

知ろう！防ごう！自然災害　１ 知ろう！防ごう！自然災害 岩崎書店

知ろう！防ごう！自然災害　２ 知ろう！防ごう！自然災害 岩崎書店

知ろう！防ごう！自然災害　３ 知ろう！防ごう！自然災害 岩崎書店

海のいのち えほんはともだち　２５　立松和平・伊勢英子心と感動の絵本　２ 立松　和平 著 伊勢　英子 画 ポプラ社

テレビくんにきをつけて 五味　太郎 著 偕成社

かえるくんにきをつけて 五味　太郎 著 偕成社

とまとさんにきをつけて 五味　太郎 著 偕成社

あなはほるものおっこちるとこ 岩波の子どもの本　カンガルー印 ルース・クラウス 著 モーリス・センダック 画 わたなべ　しげお 訳 岩波書店

そんなときなんていう 岩波の子どもの本　カンガルー印 セシル・ジョスリン 著 モーリス・センダック 画 たにかわ　しゅんたろう 訳 岩波書店

こどものためのすごい！名言 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ１４　５年生は、つらいよ！の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－２１ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社

32アルプスの救助犬バリー マジック・ツリーハウス　３２ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 メディアファクトリー

こども鉱物図鑑 八川シズエ 中央アート出版社

かんたん楽しい手づくり本　１ かんたん楽しい手づくり絵本 水野　真帆 著 岩崎書店

かんたん楽しい手づくり本　２ かんたん楽しい手づくり本 水野　真帆 著 岩崎書店

かんたん楽しい手づくり本　３ かんたん楽しい手づくり本 水野　真帆 著 岩崎書店

なつのあそび 季節・行事の工作絵本　１ 竹井　史郎 著 笹沼　香 画 岩崎書店

あきのあそび 季節・行事の工作絵本　２ 竹井　史郎 著 笹沼　香 画 岩崎書店

ふゆのあそび 季節・行事の工作絵本　３ 竹井　史郎 著 笹沼　香 画 岩崎書店

はるのあそび 季節・行事の工作絵本　４ 竹井　史郎 著 笹沼　香 画 岩崎書店

卒業うどん 服部　千春 著 大庭　賢哉 画 講談社



写真でわかる季節のことば辞典　第１巻 写真でわかる季節のことば辞典　第１巻 学研辞典編集部 編 学研教育出版//学研マーケティング

写真でわかる季節のことば辞典　第２巻 写真でわかる季節のことば辞典　第２巻 学研辞典編集部 編 学研教育出版//学研マーケティング

写真でわかる季節のことば辞典　第３巻 写真でわかる季節のことば辞典　第３巻 学研辞典編集部 編 学研教育出版//学研マーケティング

写真でわかる季節のことば辞典　第４巻 写真でわかる季節のことば辞典　第４巻 学研辞典編集部 編 学研教育出版//学研マーケティング

おもしろ漢字塾　１ おもしろ漢字塾 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社

おもしろ漢字塾　２ おもしろ漢字塾 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社

おもしろ漢字塾　３ おもしろ漢字塾 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社

おもしろ漢字塾　４ おもしろ漢字塾 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社

わたししんじてるの 絵本の時間　５２ 宮西　達也 著 ポプラ社

太陽のかがく えびな　みつる 画 中西　昭雄 写真 旬報社

月のかがく えびな　みつる 画 中西　昭雄 写真 旬報社

図解絵本東京スカイツリー モリナガ　ヨウ 著 ポプラ社

消えたミステリー作家の謎 ぼくらのミステリータウン　１ ロン・ロイ 著 八木　恭子 訳 ハラ　カズヒロ 画 フレーベル館

お城の地下のゆうれい ぼくらのミステリータウン　２ ロン・ロイ 著 八木　恭子 訳 ハラ　カズヒロ 画 フレーベル館

銀行強盗を追いかけろ！ ぼくらのミステリータウン　３ ロン・ロイ 著 八木　恭子 訳 ハラ　カズヒロ 画 フレーベル館

沈没船と黄金のガチョウ号 ぼくらのミステリータウン　４ ロン・ロイ 著 八木　恭子 訳 ハラ　カズヒロ 画 フレーベル館

盗まれたジャガーの秘宝 ぼくらのミステリータウン　５ ロン・ロイ 著 八木　恭子 訳 ハラ　カズヒロ 画 フレーベル館

黒魔女さんのクリスマス 講談社青い鳥文庫　２１７－１６ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社

黒魔女さんのバレンタイン 講談社青い鳥文庫　２１７－１９ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社

水木しげる世界の妖怪大百科 水木　しげる 著 小学館

水木しげる妖怪大百科 水木　しげる 著 小学館

ロンドン橋がおちまする！ ピーター・スピア 画 渡辺　茂男 訳 復刊ドツトコム

さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科　１ さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科 中村　征夫 写真 さかなクン 画 新日本出版社

さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科　２ さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科 中村　征夫 写真 さかなクン 画 新日本出版社

さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科　３ さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科 中村　征夫 写真 さかなクン 画 新日本出版社

さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科　４ さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科 中村　征夫 写真 さかなクン 画 新日本出版社

星と星座 小学館の図鑑・ＮＥＯ　８ 渡部　潤一，出雲　晶子 著 牛山　俊男 写真 小学館

宇宙 小学館の図鑑・ＮＥＯ　９ 池内　了，他 著 小学館

どこ？ 山形　明美 著 講談社

どこ？とびらのむこうのさがしもの 山形　明美 著 講談社

どこ？もりのなかのさがしもの 山形　明美 著 講談社

どこ？ながいたびのさがしもの 講談社の創作絵本シリーズ 山形　明美 著 講談社

どこ？ふしぎなまちのさがしもの 山形　明美 著 講談社

コんガらガっちおそるおそるすすめ！の本 ユーフラテス 著 小学館

うどんの絵本　つくってあそぼう23 つくってあそぼう 小田　聞多 編 青山　友美 画 農山漁村文化協会

ようかいガマとの よしなが　こうたく 著 あかね書房

世界の国旗と国章大図鑑　３訂版 苅安　望 編著 平凡社

香川のむかし話 香川県国語教育研究会 編 日本標準

朝ごはん 坂本廣子の食育自立応援シリーズ　１ 坂本　廣子 著 まつもと　きなこ 画 少年写真新聞社

お弁当 坂本廣子の食育自立応援シリーズ　２ 坂本　廣子 著 まつもと　きなこ 画 少年写真新聞社

おやつごはん 坂本廣子の食育自立応援シリーズ　３ 坂本　廣子 著 まつもと　きなこ 画 少年写真新聞社

まんがことわざ研究所　５ 爆笑しながら読む日本語 吉川　豊 著 理論社

まんがことわざ研究所　４ 爆笑しながら読む日本語 吉川　豊 著 理論社

まんがことわざ研究所　２ 爆笑しながら読む日本語 吉川　豊 著 理論社



まんがことわざ研究所　１ 爆笑しながら読む日本語 吉川　豊 著 理論社

べべべんべんとう さいとう　しのぶ 著 教育画劇

ころわんどっきどき 間所　ひさこ 著 黒井　健 画 ひさかたチャイルド

かぜひきころわん 間所　ひさこ 著 黒井　健 画 ひさかたチャイルド

ころわんとしろいくも 間所　ひさこ 著 黒井　健 画 ひさかたチャイルド

いのちをいただく 内田　美智子 著 諸江　和美 画 西日本新聞社//地方・小出版流通センター

スポーツなんでもくらべる図鑑　１ スポーツなんでもくらべる図鑑 こどもくらぶ ベースボール・マガジン社

スポーツなんでもくらべる図鑑　２ スポーツなんでもくらべる図鑑 こどもくらぶ ベースボール・マガジン社

スポーツなんでもくらべる図鑑　３ スポーツなんでもくらべる図鑑 こどもくらぶ ベースボール・マガジン社

月と太陽 こども天文検定　１ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版

太陽系 こども天文検定　２ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版

星と銀河 こども天文検定　３ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版

考え、まとめ、発表するかんたん実験理科のタネ　１ 小森　栄治 著 光村教育図書

考え、まとめ、発表するかんたん実験理科のタネ　２ 考え、まとめ、発表するかんたん実験理科のタネ 小森　栄治 著 光村教育図書

考え、まとめ、発表するかんたん実験理科のタネ　３ 考え、まとめ、発表するかんたん実験理科のタネ 小森　栄治 著 光村教育図書

トレジャーハンター山串団五郎　どんぐりやまねこのなぞの巻 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社

赤ちゃんおばけベロンカ クリスティーネ・ネストリンガー 著 フランツィスカ・ビアマン 画 若松　宣子 訳 偕成社

どんどんもるもくん 斉藤　洋 著 江田　ななえ 画 偕成社

おばけやさん　１ おばけやさん おかべ　りか 著 偕成社

しあわせアパート 仁科　幸子 著 偕成社

西遊記　１　天の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　１ 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社

西遊記　２　地の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　２ 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社

西遊記　３　水の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　３ 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社

西遊記　４　仙の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　４ 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社

西遊記　５　宝の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　５ 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社

西遊記　６　王の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　６ 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社

西遊記　７　竜の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　７ 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社

西遊記　８　怪の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　８ 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社

西遊記　９　妖の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　９ 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社

西遊記　１０　迷の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　１０ 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社

ホビットの冒険　上　新版 岩波少年文庫　５８ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 瀬田　貞二 訳 岩波書店

ホビットの冒険　下　新版 岩波少年文庫　５９ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 瀬田　貞二 訳 岩波書店

やっぱりきらいじゃないよ 講談社青い鳥文庫　２５４－１４ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社

ずっといっしょにいようよ 講談社青い鳥文庫　２５４－１３ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社

へんてこもりのまるぼつぼ へんてこもりのはなし　５ たかどの　ほうこ 著 偕成社

へんてこもりのきまぐれろ へんてこもりのはなし　４ たかどの　ほうこ 著 偕成社

へんてこもりのなまえもん へんてこもりのはなし　３ たかどの　ほうこ 著 偕成社

へんてこもりのコドロボー おはなしカーニバル　２１ たかどの　ほうこ 著 偕成社

どんぐりむらのぱんやさん なかや　みわ 著 学研教育出版//学研マーケティング

風の陰陽師　１ 風の陰陽師 三田村　信行 著 二星　天 画 ポプラ社

風の陰陽師　２ 風の陰陽師 三田村　信行 著 二星　天 画 ポプラ社

風の陰陽師　３ 風の陰陽師 三田村　信行 著 二星　天 画 ポプラ社

風の陰陽師　４ 風の陰陽師 三田村　信行 著 二星　天 画 ポプラ社

指輪物語　１　新版 指輪物語 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 瀬田　貞二，田中　明子 訳 評論社



指輪物語　２　新版 指輪物語 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 瀬田　貞二，田中　明子 訳 評論社

指輪物語　３　新版 指輪物語 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 瀬田　貞二，田中　明子 訳 評論社

指輪物語　４　新版 指輪物語 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 瀬田　貞二，田中　明子 訳 評論社

指輪物語　５　新版 指輪物語 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 瀬田　貞二，田中　明子 訳 評論社

指輪物語　６　新版 指輪物語 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 瀬田　貞二，田中　明子 訳 評論社

指輪物語　追補編　新版 指輪物語　追補編　新版 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 瀬田　貞二，田中　明子 訳 評論社

マリー＆ガリー科学の発明・発見ものがたり 教養・文化シリーズ 小鳩　まり ＮＨＫ出版

おふとんかけたら かがくい　ひろし 著 ブロンズ新社

がまんのケーキ かがくい　ひろし 著 教育画劇

ゴインキョとチーズどろぼう チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　１番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房

クツカタッポと三つのねがいごと チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　２番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房

フィーフィーのすてきな夏休み チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　３番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房

レインボーとふしぎな絵 チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　４番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房

チャイブとしあわせのおかし チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　５番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房

クイックと魔法のスティック チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　６番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房

レトロと謎のボロ車 チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　７番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房

マージともう一ぴきのマージ チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　８番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房

セーラと宝の地図 チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　９番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房

スタンプに来た手紙 チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　１０番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房

調理以前の料理の常識　ビジュアル版 今日から使えるシリーズ　ｃｏｏｋｉｎｇ 渡邊　香春子 著 講談社

イチバン親切なお菓子の教科書 川上　文代 著 新星出版社

イチバン親切な料理の教科書 川上　文代 著 新星出版社

茶の絵本　つくってあそぼう25 つくってあそぼう 増澤　武雄 編 山福　朱実 画 農山漁村文化協会

レオくん空をとぶ まほうつかいのレオくん　１ 寺村　輝夫 著 あかね書房

レオくんゆきのなか まほうつかいのレオくん　４ 寺村　輝夫 著 あかね書房

レオくんたちあがる まほうつかいのレオくん　５ 寺村　輝夫 著 あかね書房

レオくんなぞの花 まほうつかいのレオくん　７ 寺村　輝夫 著 あかね書房

レオくんたたかう まほうつかいのレオくん　８ 寺村　輝夫 著 あかね書房

ぼくにもそのあいをください 絵本の時間　４７ 宮西　達也 著 ポプラ社

おれはティラノサウルスだ 絵本の時間　３６ 宮西　達也 著 ポプラ社

デジタルカメラのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ70 学研

航空会社のひみつ 青木　萌 学研

道づくりのひみつ 中尾雄吉 学研

細川ガラシャ 日本の歴史　コミック版　２６//戦国人物伝 すぎた　とおる 原著 瀧　玲子 画 ポプラ社

長宗我部元親　戦国人物伝27 日本の歴史　コミック版　２７//戦国人物伝 水谷　俊樹 原著 やまざき　まこと 画 ポプラ社

徳川家光　江戸人物伝28 日本の歴史　コミック版　２８ すぎた　とおる 原著 中島　健志 画 ポプラ社

源頼朝　源平武将伝29 日本の歴史　コミック版　２９ 水谷　俊樹 原著 中島　健志 画 ポプラ社

木曾義仲　源平武将伝30 日本の歴史　コミック版　３０ 水谷　俊樹 原著 早川　大介 画 ポプラ社

ぼくのおふろ わたしのえほん 鈴木　のりたけ 著 ＰＨＰ研究所

ふしぎなもるもくん 斉藤　洋 著 江田　ななえ 画 偕成社

おばけやさん　２ おばけやさん おかべ　りか 著 偕成社

サバイとピリィふたりのたんじょうび はぎの　ちなつ 著 ひさかたチャイルド

サバイとピリィほしのともだち はぎの　ちなつ 著 ひさかたチャイルド

よくわかる再生可能エネルギー 矢沢サイエンス・オフィス 編著 学研教育出版//学研マーケティング



はちみつができるまで しぜんにタッチ！ ひさかたチャイルド

へんしんだいずくん しぜんにタッチ！ ひさかたチャイルド

チョコレートだいすき しぜんにタッチ！ ひさかたチャイルド

おすしのさかな しぜんにタッチ！ ひさかたチャイルド

ぎゅうにゅうだいへんしん！ しぜんにタッチ！ ひさかたチャイルド

カレーのひみつ しぜんにタッチ！ ひさかたチャイルド

ひるもよるも名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社

せかいいちの名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社

事件だよ！全員集合 ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社

かえってきた名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社

あしたからは名探偵 杉山　亮 著 偕成社

どんなときも名探偵 杉山　亮 著 偕成社

そんなわけで名探偵 杉山　亮 著 偕成社

なんだかんだ名探偵 杉山　亮 著 偕成社

まってました名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社

いつのまにか名探偵 杉山　亮 著 偕成社

もしかしたら名探偵 杉山　亮 著 偕成社

よーいどんで名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社

あめあがりの名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社

魔女の宅急便　その５ 福音館創作童話シリーズ 角野　栄子 著 佐竹　美保 画 福音館書店

魔女の宅急便　その６ 角野栄子 福音館書店

わんぱくだんのどんぐりまつり ゆきの　ゆみこ，上野　与志 著 末崎　茂樹 画 ひさかたチャイルド

わんぱくだんのペンギンランド ゆきの　ゆみこ，上野　与志 著 末崎　茂樹 画 ひさかたチャイルド

わんぱくだんのどろんこおうこく ゆきの　ゆみこ，上野　与志 著 末崎　茂樹 画 ひさかたチャイルド

理科室の日曜日 わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社

図書室の日曜日 わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社

音楽室の日曜日 わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社

給食室の日曜日 わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社

Ｓ力人情商店街　１ ＹＡ！フロンティア 令丈　ヒロ子 著 岡本　正樹 画 岩崎書店

Ｓ力人情商店街　２ ＹＡ！フロンティア 令丈　ヒロ子 著 岡本　正樹 画 岩崎書店

Ｓ力人情商店街　３ ＹＡ！フロンティア 令丈　ヒロ子 著 岡本　正樹 画 岩崎書店

Ｓ力人情商店街　４ ＹＡ！フロンティア 令丈　ヒロ子 著 岡本　正樹 画 岩崎書店

ビースト・レスキュー　１ ビースト・レスキュー ビーストリー・ボーイズ 著 中井　はるの 訳 亜沙美 画 金の星社

ビースト・レスキュー　２ ビースト・レスキュー ビーストリー・ボーイズ 著 中井　はるの 訳 亜沙美 画 金の星社

ビースト・レスキュー　３ ビースト・レスキュー ビーストリー・ボーイズ 著 中井　はるの 訳 亜沙美 画 金の星社

ビースト・レスキュー　４ ビースト・レスキュー ビーストリー・ボーイズ 著 中井　はるの 訳 亜沙美 画 金の星社

おうちをつくろう 学研おはなし絵本 角野　栄子 著 おざき　えみ 画 学習研究社

さかさことばでうんどうかい こどものとも絵本 西村　敏雄 著 福音館書店

天然ガス開発のひみつ 山口　育孝 学研

日本地理　第２版 ポプラディア情報館 ポプラ社

世界地理　第２版 ポプラディア情報館 ポプラ社

昔のくらし ポプラディア情報館 ポプラ社

日本の歴史人物 ポプラディア情報館 ポプラ社

衣食住の歴史 ポプラディア情報館 ポプラ社



伝統工芸 ポプラディア情報館 ポプラ社

宇宙 ポプラディア情報館 ポプラ社

理科の実験・観察　物質とエネルギー編 ポプラディア情報館 ポプラ社

理科の実験・観察　生物・地球・天体編 ポプラディア情報館 ポプラ社

日本の農業 ポプラディア情報館 ポプラ社

仕事・職業 ポプラディア情報館 ポプラ社

伝統芸能 ポプラディア情報館 ポプラ社

方言 ポプラディア情報館 ポプラ社

日本の水産業 ポプラディア情報館 ポプラ社

ごみとリサイクル ポプラディア情報館 ポプラ社

日本の工業 ポプラディア情報館 ポプラ社

ことわざ慣用句・故事成語・四字熟語 ポプラディア情報館 ポプラ社

短歌・俳句季語辞典 ポプラディア情報館 ポプラ社

郷土料理 ポプラディア情報館 ポプラ社

北海道・東北地方 ポプラディア情報館 ポプラ社

関東地方 ポプラディア情報館 ポプラ社

中部地方 ポプラディア情報館 ポプラ社

近畿地方 ポプラディア情報館 ポプラ社

中国・四国地方 ポプラディア情報館 ポプラ社

九州地方 ポプラディア情報館 ポプラ社

環境 ポプラディア情報館 ポプラ社

昔の道具 ポプラディア情報館 ポプラ社

郷土の人物 ポプラディア情報館 ポプラ社

朝日ジュニア学習年鑑　２０１３ 朝日ジュニア学習年鑑 朝日ジュニア学習年鑑編集部 朝日新聞出版

楽しく遊ぶ学ぶくふうの図鑑 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 小学館クリエイティブ 小学館

楽しく遊ぶ学ぶふしぎの図鑑 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ 小学館クリエイティブ 小学館

岩石・鉱物・化石 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１８ 萩谷　宏 小学館

中世ヨーロッパ騎士事典 「知」のビジュアル百科　２０ クリストファー・グラヴェット 著 あすなろ書房

武器の歴史図鑑 「知」のビジュアル百科　１９ マイケル・バイアム 著 あすなろ書房

古代ギリシア入門 「知」のビジュアル百科　１８ アン・ピアソン 著 あすなろ書房

写真が語る第二次世界大戦 「知」のビジュアル百科　１７ サイモン・アダムズ 著 あすなろ書房

写真が語る第一次世界大戦 「知」のビジュアル百科　１６ サイモン・アダムズ 著 あすなろ書房

世界の建物事典 「知」のビジュアル百科　１５ フィリップ・ウィルキンソン 著 あすなろ書房

衣服の歴史図鑑 「知」のビジュアル百科　１４ Ｌ．ローランド・ワーン 著 あすなろ書房

文字と書の歴史 「知」のビジュアル百科　１３ カレン・ブルックフィールド 著 あすなろ書房

神話入門 「知」のビジュアル百科　１２ ニール・フィリップ 著 あすなろ書房

魔術事典 「知」のビジュアル百科　１１ ダグラス・ヒル 著 あすなろ書房

自動車 ポプラディア情報館 竹内　裕一 ポプラ社

世界遺産 ポプラディア情報館 稲葉　信子 ポプラ社

世界の料理 ポプラディア情報館 サカイ　優佳子，田平　恵美 編 ポプラ社

食と健康 ポプラディア情報館 豊川　裕之 ポプラ社

年中行事 ポプラディア情報館 新谷　尚紀 ポプラ社

天気と気象 ポプラディア情報館 武田　康男 ポプラ社

昆虫のふしぎ ポプラディア情報館 寺山　守 ポプラ社



動物のふしぎ ポプラディア情報館 今泉　忠明 ポプラ社

てにをは辞典 小内　一 編 三省堂

てにをは辞典 小内　一 編 三省堂

てにをは辞典 小内　一 編 三省堂

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社

いちばんわかりやすい俳句歳時記 辻　桃子，安部　元気 著 主婦の友社



回転寿司のひみつ 斎藤　友佳子 学研

みそのひみつ 大岩　ピュン 学研

メガネをかけたら くすのき　しげのり 著 たるいし　まこ 画 小学館

なみだひっこんでろ おはなしトントン　３３ 岩瀬　成子 著 上路　ナオ子 画 岩崎書店

わたしのいちばんあのこの１ばん ポプラせかいの絵本　２８ アリソン・ウォルチ 著 パトリス・バートン 画 薫　くみこ 訳 ポプラ社

いっしょだよ 小寺　卓矢 写真 アリス館

いっしょだよ 小寺　卓矢 写真 アリス館

くりぃむパン 濱野　京子 著 黒須　高嶺 画 くもん出版

ジャコのお菓子な学校 文研じゅべにーる ラッシェル・オスファテール 著 ダニエル　遠藤みのり 訳 風川　恭子 画 文研出版

こおり たくさんのふしぎ傑作集 前野　紀一 著 斉藤　俊行 画 福音館書店

こおり たくさんのふしぎ傑作集 前野　紀一 著 斉藤　俊行 画 福音館書店

ゾウの森とポテトチップス そうえんしゃ・写真のえほん　１１ 横塚　眞己人 写真 そうえん社

オムレツ屋へようこそ！ 西村　友里 著 鈴木　びんこ 画 国土社

有松の庄九郎 中川　なをみ 著 こしだ　ミカ 画 新日本出版社

はるかなるアフガニスタン 講談社・文学の扉 アンドリュー・クレメンツ 著 田中　奈津子 訳 講談社

はるかなるアフガニスタン 講談社・文学の扉 アンドリュー・クレメンツ 著 田中　奈津子 訳 講談社

永遠に捨てない服が着たい 今関　信子 著 汐文社

永遠に捨てない服が着たい 今関　信子 著 汐文社

大研究！お香のすべて 工藤ケン 講談社

衛星多チャンネル放送と衛星通信のひみつ もちつきかつみ 学研

アイスクリームのひみつ 宮原美香 学研

歯と歯みがきのひみつ 学研

ろくべえまってろよ ぽっぽライブラリ　みるみる絵本 灰谷　健次郎 著 長　新太 画 文研出版

思考力・構成力・表現力をきたえるはじめてのロジカルシンキング　１ 大庭　コテイさち子 著 榎本　はいほ 画 偕成社

思考力・構成力・表現力をきたえるはじめてのロジカルシンキング　２ 思考力・構成力・表現力をきたえるはじめてのロジカルシンキング 大庭　コテイさち子 著 榎本　はいほ 画 偕成社

思考力・構成力・表現力をきたえるはじめてのロジカルシンキング　３ 思考力・構成力・表現力をきたえるはじめてのロジカルシンキング 大庭　コテイさち子 著 榎本　はいほ 画 偕成社

思考力・構成力・表現力をきたえるはじめてのロジカルシンキング　４ 思考力・構成力・表現力をきたえるはじめてのロジカルシンキング 大庭　コテイさち子 著 榎本　はいほ 画 偕成社

おおきなかぶ こどものとも傑作集　２６ トルストイ 著 内田　莉莎子 訳 佐藤　忠良 画 福音館書店

お父さんが教える自由研究の書きかた 赤木　かん子 著 自由国民社

伝説の生き物大図鑑 ＰＨＰ研究所

夜空が楽しくなる星座の伝説大図鑑 ＰＨＰ研究所

「古事記」がよくわかる事典 ＰＨＰ研究所

占い大研究 ＰＨＰ研究所

古代文明の大研究 ＰＨＰ研究所

ランプの精リトル・ジーニー　１ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　２ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　３ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　４ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　５ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　６ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　７ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　８ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　９ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　１０ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社



ランプの精リトル・ジーニー　１１ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　１２ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　１３ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　１４ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　１５ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　１６ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　１７ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　１８ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　１９ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

ランプの精リトル・ジーニー　２０ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社

リトル・ジーニーのひみつ ミランダ・ジョーンズ 原著 ポプラ社

気をつけよう！情報モラル　１　ゲーム・あそび編 気をつけよう！情報モラル 秋山　浩子 著 平田　美咲 画 汐文社

気をつけよう！情報モラル　２　メール・ＳＮＳ編 気をつけよう！情報モラル 秋山　浩子 著 平田　美咲 画 汐文社

気をつけよう！情報モラル　３　著作権・肖像権編 気をつけよう！情報モラル 秋山　浩子 著 平田　美咲 画 汐文社

行ってみよう！京都・奈良図鑑 もっと知りたい！図鑑 ポプラ社

おばけのアッチとドララちゃん ポプラ社の新・小さな童話　２５１//小さなおばけ 角野　栄子 著 佐々木　洋子 画 ポプラ社

おばけのアッチほっぺたぺろりん ポプラ社の新・小さな童話　２５６//小さなおばけ 角野　栄子 著 佐々木　洋子 画 ポプラ社

おばけのアッチとどきどきドッチ ポプラ社の新・小さな童話　２６０//小さなおばけ 角野　栄子 著 佐々木　洋子 画 ポプラ社

おばけのアッチとおしろのひみつ ポプラ社の新・小さな童話　２７５//小さなおばけ 角野　栄子 著 佐々木　洋子 画 ポプラ社

アッチとボンとドララちゃん ポプラ社の新・小さな童話　２６５//小さなおばけ 角野　栄子 著 佐々木　洋子 画 ポプラ社

アッチとドララちゃんのカレーライス ポプラ社の新・小さな童話　２７１//小さなおばけ 角野　栄子 著 佐々木　洋子 画 ポプラ社

アトリエのきつね ロランス・ブルギニョン 著 ギ・セルヴェ 画 中井　珠子 訳 ビーエル出版

アナベルとふしぎなけいと マック・バーネット 著 ジョン・クラッセン 画 なかがわ　ちひろ 訳 あすなろ書房

あるいてます たんぽぽえほんシリーズ みやにし　たつや 著 すずき出版

おばけのおうちいりませんか？ わたしのえほん せき　ゆうこ 著 ＰＨＰ研究所

おひさまみたいに スーザン・マリー・スワンソン 著 マーガレット・カドス・アーヴィン 画 ふしみ　みさを 訳 ほるぷ出版

風の島へようこそ アラン・ドラモンド 著 まつむら　ゆりこ 訳 福音館書店

ことばあそびどうぶつえん 石津　ちひろ 著 石井　聖岳 画 のら書店

しげるのかあちゃん えほんのぼうけん　４６ 城ノ内　まつ子 著 大畑　いくの 画 岩崎書店

しつもんおしゃべりさん さいとう　しのぶ 著 リーブル（地方小）//地方・小出版流通センター

シルクハットぞくはよなかのいちじにやってくる 絵本・こどものひろば おくはら　ゆめ 著 童心社

しろくまのパンツ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 著 ブロンズ新社

セミたちの夏 小学館の図鑑ＮＥＯの科学絵本 筒井　学 写真 小学館

たまごってふしぎ 講談社の翻訳絵本 アリス・プロベンセン，マーティン・プロベンセン 著 こみや　ゆう 訳 講談社

ともだちできたよ えほんのもり 内田　麟太郎 著 こみね　ゆら 画 文研出版

なにか、わたしにできることは？ ホセ・カンパナーリ 著 ヘスース・シスネロス 画 寺田　真理子 訳 西村書店

ニニのゆめのたび 評論社の児童図書館・絵本の部屋 アニタ・ローベル 著 まつかわ　まゆみ 訳 評論社

ぶらぶらどうぶつえん にじいろえほん 井上　洋介 画 小峰書店

みどりのカーテンをつくろう 菊本　るり子 著 のぐち　ようこ 画 あかね書房

もっかい！ エミリー・グラヴェット 著 福本　友美子 訳 フレーベル館

ゆでたまごひめ 苅田　澄子 著 山村　浩二 画 教育画劇

ゆめのスカイツリー 谷川　俊太郎 著 ａｃｃｏｔｏｔｏ 画 金の星社

れいぞうこにマンモス！？ ミカエル・エスコフィエ 著 マチュー・モデ 画 ふしみ　みさを 訳 光村教育図書

まじょもりのこまじょちゃん ポプラちいさなおはなし　４ 越水　利江子 著 山田　花菜 画 ポプラ社



おしゃれプリンセスミューナ ポプラちいさなおはなし　１０ 山本　省三 著 おおた　うに 画 ポプラ社

こまじょちゃんとふしぎのやかた ポプラちいさなおはなし　１４ 越水　利江子 著 山田　花菜 画 ポプラ社

こまじょちゃんとそらとぶねこ ポプラちいさなおはなし　２０ 越水　利江子 著 山田　花菜 訳 ポプラ社

おばけのバケロン ポプラちいさなおはなし　２２ もとした　いづみ 著 つじむら　あゆこ 画 ポプラ社

おばけのバケロンえからおばけがとびだした！ ポプラちいさなおはなし　２５ もとした　いづみ 著 つじむら　あゆこ 画 ポプラ社

おばけのバケロンおばけクッキーをつくろう！ ポプラちいさなおはなし　３３ もとした　いづみ 著 つじむら　あゆこ 画 ポプラ社

ゴリラのごるちゃん ポプラちいさなおはなし　３７ 神沢　利子 著 あべ　弘士 画 ポプラ社

ゆずゆずきいろ ポプラちいさなおはなし　３９ 楠　章子 著 石井　勉 画 ポプラ社

みてても、いい？ ポプラちいさなおはなし　４１ 礒　みゆき 著 はた　こうしろう 画 ポプラ社

いちねんせいがあるきます！ ポプラちいさなおはなし　４２ 北川　チハル 著 吉田　奈美 画 ポプラ社

おしゃれプリンセスミューナともだちはおひめさま！？ ポプラちいさなおはなし　４３ 山本　省三 著 おおた　うに 画 ポプラ社

いちねんせいのいたーだきます！ ポプラちいさなおはなし　４４ 北川　チハル 著 吉田　奈美 画 ポプラ社

おばけのバケロンバレエだいすき！ ポプラちいさなおはなし　４５ もとした　いづみ 著 つじむら　あゆこ 画 ポプラ社

いちねんせいのよーい、どん！ ポプラちいさなおはなし　４６ 北川　チハル 著 吉田　奈美 画 ポプラ社

つむぎがかぞくになった日 ポプラちいさなおはなし　４７ なりゆき　わかこ 著 小松　良佳 画 ポプラ社

おばけのバケロンおばけとともだちになりたい！ ポプラちいさなおはなし　４８ もとした　いづみ 著 つじむら　あゆこ 画 ポプラ社

ねえ、おはなしきかせて ポプラちいさなおはなし　４９ 原　京子 著 高橋　和枝 画 ポプラ社

いちねんせいがうたいます！ ポプラちいさなおはなし　５０ 北川　チハル 著 吉田　奈美 画 ポプラ社

だれかさんのかばん ポプラちいさなおはなし　５１ 森山　京 著 高橋　和枝 画 ポプラ社

ともだちのはじまり ポプラちいさなおはなし　５２ 最上　一平 著 みやこし　あきこ 画 ポプラ社

調べ学習の基礎の基礎　改訂版 赤木　かん子 著 ポプラ社

本で調べてほうこくしよう 赤木　かん子 著 ｍｉｔｔｙ 画 ポプラ社

大きな運転席図鑑 大きなたいけん図鑑シリーズ 学研教育出版//学研マーケティング

大きな運転席図鑑ぷらす 大きなたいけん図鑑シリーズ 学研教育出版//学研マーケティング

のぞいてみよう！厨房図鑑 学研教育出版//学研マーケティング

あこがれお仕事いっぱい！せいふく図鑑 勝倉　崚太 写真 鶴田　一浩 画 学研教育出版//学研マーケティング

図書館が大好きになるめざせ！キッズ・ライブラリアン　１ 図書館が大好きになるめざせ！キッズ・ライブラリアン すずき出版

図書館が大好きになるめざせ！キッズ・ライブラリアン　２ 図書館が大好きになるめざせ！キッズ・ライブラリアン すずき出版

図書館が大好きになるめざせ！キッズ・ライブラリアン　３ 図書館が大好きになるめざせ！キッズ・ライブラリアン すずき出版

がんのひみつ 田川　滋 学研

スポーツクラブのひみつ 鳥飼　規世 学研

接着剤のひみつ たまだまさお 学研

雲のかたちで天気がわかる かがくだいすき 新田　尚 著 大日本図書

イヌ ニューワイド学研の図鑑 今泉　忠明 学研教育出版//学研マーケティング

世界の危険生物 ニューワイド学研の図鑑 今泉　忠明 学研教育出版//学研マーケティング

冒険図鑑 さとうち　藍 著 松岡　達英 画 福音館書店

自然図鑑 さとうち　藍 著 松岡　達英 画 福音館書店

遊び図鑑 奥成　達 著 ながた　はるみ 画 福音館書店

工作図鑑 木内　勝 著 福音館書店

園芸図鑑 さとうち　藍 著 福音館書店

生活図鑑 おち　とよこ 著 平野　恵理子 画 福音館書店

料理図鑑 おち　とよこ 著 平野　恵理子 画 福音館書店

自由研究図鑑 有沢　重雄 著 月本　佳代美 画 福音館書店

飼育栽培図鑑 有沢　重雄 著 福音館書店



ちこく姫 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小学校シリーズ　５ よしなが　こうたく 著 長崎出版

旅の絵本 安野　光雅 著 福音館書店

みどりいろのたね 福音館創作童話シリーズ たかどの　ほうこ 著 太田　大八 画 福音館書店

ルルとララのにこにこクリーム おはなしトントン　３９ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ルルとララのしらたまデザート おはなしトントン　３４ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ルルとララのホットケーキ おはなしトントン　２７ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

バムとケロのさむいあさ 島田　ゆか 著 文渓堂

湖・沼づりに挑戦　図書館版 よくつれる超カンタンつり入門 菱田　清和 著 金の星社

ともだちビクビクこわーい話 新・日本のおばけ話・わらい話　９ 木暮　正夫 著 岩崎書店

わたしに魔法が使えたら 講談社青い鳥文庫　ＧＯ！ＧＯ！　５０９－１ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社

天使が味方についている 講談社青い鳥文庫　ＧＯ！ＧＯ！　５０９－２ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社

神様しか知らない秘密 講談社青い鳥文庫　ＧＯ！ＧＯ！　５０９－３ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社

糸子の体重計 いとう　みく 著 佐藤　真紀子 画 童心社

雨ふる本屋の雨ふらし 日向　理恵子 著 吉田　尚令 画 童心社

ムジナ探偵局〈学校の七不思議〉 富安　陽子 著 おかべ　りか 画 童心社

足利尊氏　室町人物伝31 日本の歴史　コミック版　３１ すぎた　とおる 原著 早川　大介 画 ポプラ社

後醍醐天皇　室町人物伝32 日本の歴史　コミック版　３２ すぎた　とおる 原著 中島　健志 画 ポプラ社

楠木正成　室町人物伝33 日本の歴史　コミック版　３３ 水谷　俊樹 原著 やまざき　まこと 画 ポプラ社

勝海舟　幕末・維新人物伝34 日本の歴史　コミック版　３４ 水谷　俊樹 原著 中島　健志 画 ポプラ社

土方歳三　幕末・維新人物伝35 日本の歴史　コミック版　３５ すぎた　とおる 原著 瀧　玲子 画 ポプラ社

かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく かいけつゾロリシリーズ　４６ 原　ゆたか 著 ポプラ社

かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！　前編 かいけつゾロリシリーズ　４７ 原　ゆたか 著 ポプラ社

かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！　後編 かいけつゾロリシリーズ　４８ 原　ゆたか 著 ポプラ社

かいけつゾロリのはちゃめちゃテレビ局 かいけつゾロリシリーズ　４９ 原　ゆたか 著 ポプラ社

かいけつゾロリのメカメカ大さくせん かいけつゾロリシリーズ　５１ 原　ゆたか 著 ポプラ社

かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート かいけつゾロリシリーズ　５２ 原　ゆたか 著 ポプラ社

まちのコウモリ　ふしぎいっぱい写真絵本７ ふしぎいっぱい写真絵本　７ 中川　雄三 写真 ポプラ社

ヘビのひみつ　ふしぎいっぱい写真絵本14 ふしぎいっぱい写真絵本　１４ 内山　りゅう 写真 ポプラ社

きのこ ふしぎいっぱい写真絵本　１８ 埴　沙萠 写真 ポプラ社

クラゲゆらゆら　ふしぎいっぱい写真絵本10 ふしぎいっぱい写真絵本　１０ 楚山　いさむ 写真 ポプラ社

じゅげむ 川端　誠 著 クレヨンハウス

雄太昆虫記 中川　雄太 著 くもん出版

アフガニスタン山の学校の子どもたち 長倉　洋海 著 偕成社

本のれきし５０００年 たくさんのふしぎ傑作集 辻村　益朗 著 福音館書店

こんなふうに作られる！ ビル・スレイヴィン，ジム・スレイヴィン 著 福本　友美子 訳 玉川大学出版部

ノラネコの研究 たくさんのふしぎ傑作集 伊澤　雅子 著 平出　衛 画 福音館書店

さかなのかたち 絵本・すいぞくかん　２ ともなが　たろ 画 なかの　ひろみ，まつざわ　せいじ 著 アリス館

劇団６年２組 テイーンズ文学館 吉野　万理子 著 宮尾　和孝 画 学研教育出版//学研マーケティング

バナナのはなし かがくのとも絵本 伊沢　尚子 著 及川　賢治 画 福音館書店

ゆうちゃんとめんどくさいサイ こどものとも絵本 西内　ミナミ 著 なかの　ひろたか 画 福音館書店

飛行機のしくみ 子供の科学・サイエンスブックス 白鳥　敬 著 誠文堂新光社

ちいさくなったパパ 世界の絵本コレクション ウルフ・スタルク　作　菱木晃子　訳　　　　　　はたこうしろう　絵 小峰書店

さぬき・人・ここにあり 公益社団法人香川県教育会

からすのおかしやさん かこさとしおはなしのほん　１１ かこ　さとし 著 偕成社



からすのそばやさん かこさとしおはなしのほん　１４ かこ　さとし 著 偕成社

からすのやおやさん かこさとしおはなしのほん　１２ かこ　さとし 著 偕成社

からすのてんぷらやさん かこさとしおはなしのほん　１３ かこ　さとし 著 偕成社

赤いポストとはいしゃさん 絵本のおもちゃばこ　３１ 薫　くみこ 著 黒井　健 画 ポプラ社

くものすおやぶんとりものちょう こどものとも傑作集 秋山　あゆ子 著 福音館書店

ことわざショウ 中川　ひろたか 著 村上　康成 画 ハッピーオウル社

すてきな三にんぐみ　改訂版 トミー・アンゲラー 著 今江　祥智 訳 偕成社

はたらく自動車ずかん のりもの写真えほん　１ 高橋　鎮雄 成美堂出版

カエルのたんじょう　新装版 科学のアルバム動物・鳥　１ 種村　ひろし 著 あかね書房

カニのくらし　新装版 科学のアルバム動物・鳥　２ 桜井　淳史 写真 小池　康之 著 あかね書房

ツバメのくらし　新装版 科学のアルバム動物・鳥　３ 菅原　光二 著 あかね書房

サンゴ礁の世界　新装版 科学のアルバム動物・鳥　４ 白井　祥平 著 あかね書房

たまごのひみつ　新装版 科学のアルバム動物・鳥　５ 清水　清 著 あかね書房

カタツムリ　新装版 科学のアルバム動物・鳥　６ 増田　戻樹 写真 小池　康之 著 あかね書房

モリアオガエル　新装版 科学のアルバム動物・鳥　７ 増田　戻樹 著 あかね書房

フクロウ　新装版 科学のアルバム動物・鳥　８ 福田　俊司 著 あかね書房

シカのくらし　新装版 科学のアルバム動物・鳥　９ 増田　戻樹 著 あかね書房

カラスのくらし　新装版 科学のアルバム動物・鳥　１０ 菅原　光二 著 あかね書房

ヘビとトカゲ　新装版 科学のアルバム動物・鳥　１１ 増田　戻樹 著 あかね書房

キツツキの森　新装版 科学のアルバム動物・鳥　１２ 右高　英臣 著 あかね書房

森のキタキツネ　新装版 科学のアルバム動物・鳥　１３ 右高　英臣 著 あかね書房

サケのたんじょう　新装版 科学のアルバム動物・鳥　１４ 桜井　淳史 著 あかね書房

コウモリ　新装版 科学のアルバム動物・鳥　１５ 増田　戻樹 著 あかね書房

ハヤブサの四季　新装版 科学のアルバム動物・鳥　１６ 伊藤　正清 写真 松田　忠徳 著 あかね書房

カメのくらし　新装版 科学のアルバム動物・鳥　１７ 増田　戻樹 著 あかね書房

メダカのくらし　新装版 科学のアルバム動物・鳥　１８ 草野　慎二 著 あかね書房

ヤマネのくらし　新装版 科学のアルバム動物・鳥　１９ 西村　豊 著 あかね書房

ヤドカリ　新装版 科学のアルバム動物・鳥　２０ 川嶋　一成 著 あかね書房

そのままのきみがすき　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｅｄｉｔｉｏｎ マックス・ルケード 著 セルジオ・マルティネス 画 ホーバード　豊子 訳 フォレスト・ブックス//いのちのことば社

ふるさと６０年 日本傑作絵本シリーズ 道浦　母都子 著 金　斗鉉 画 福音館書店

へらない稲たば 岩崎創作絵本　９ 李　錦玉 著 朴　民宜 画 岩崎書店

ぞうさん・くまさん 美しい日本の詩歌　５ まど　みちお 著 岩崎書店

モグラ原っぱのなかまたち 日本の創作児童文学選 古田　足日 著 あかね書房

いろはのかるた奉行 講談社の創作絵本シリーズ 長谷川　義史 著 講談社

古事記 ２１世紀によむ日本の古典　１ 神野志　隆光 著 ポプラ社

しゃばけ　新装版 畠中　恵 著 新潮社

種蒔きもせず 星野　富弘 著 偕成社

だれも知らない小さな国 講談社青い鳥文庫　１８－１ 佐藤　さとる 著 講談社

南総里見八犬伝　第１の物語 南総里見八犬伝 滝沢　馬琴 原著 浜　たかや 編著 山本　タカト 画 偕成社

南総里見八犬伝　第２の物語 南総里見八犬伝　第２の物語 滝沢　馬琴 原著 浜　たかや 編著 山本　タカト 画 偕成社

南総里見八犬伝　第３の物語 南総里見八犬伝　第３の物語 滝沢　馬琴 原著 浜　たかや 編著 山本　タカト 画 偕成社

南総里見八犬伝　第４の物語 南総里見八犬伝　第４の物語 滝沢　馬琴 原著 浜　たかや 編著 山本　タカト 画 偕成社

古事記 くもんのまんが古典文学館 森　有子 画 くもん出版

源氏物語 くもんのまんが古典文学館 紫式部 原著 冴木　奈緒 画 くもん出版



今昔物語集 くもんのまんが古典文学館 今道　英治 画 くもん出版

雨月物語 くもんのまんが古典文学館 上田　秋成 著 こばやし　将 画 くもん出版

平家物語 くもんのまんが古典文学館 岸田　恋 画 くもん出版

太平記 くもんのまんが古典文学館 森藤　よしひろ 画 くもん出版

枕草子 くもんのまんが古典文学館 清少納言 原著 森　有子 画 くもん出版

徒然草 くもんのまんが古典文学館 吉田　兼好 原著 今道　英治 画 くもん出版

竹取物語 くもんのまんが古典文学館 平田　喜信 くもん出版

おくのほそ道 くもんのまんが古典文学館 松尾　芭蕉 原著 岸田　恋 画 くもん出版

世間胸算用 くもんのまんが古典文学館 井原　西鶴 原著 くもん出版

東海道中膝栗毛 くもんのまんが古典文学館 十返舎　一九 原著 北本　善一 画 くもん出版

東海道四谷怪談 くもんのまんが古典文学館 鶴屋　南北 原著 上杉　可南子 画 くもん出版

お伽草子 くもんのまんが古典文学館 晃月　秋実 画 くもん出版

更級日記 くもんのまんが古典文学館 菅原孝標女 原著 晃月　秋実 画 くもん出版

義経記 くもんのまんが古典文学館 岸田　恋 画 くもん出版

南総里見八犬伝 くもんのまんが古典文学館 滝沢　馬琴 原著 森　有子 画 くもん出版

伊勢物語 くもんのまんが古典文学館 後藤　長男 画 くもん出版

ジュニア空想科学読本1 角川つばさ文庫　Ｄ　や　２－１ 柳田　理科雄 著 藤嶋　マル 画 メディアファクトリー//角川グループホールディングス

ウェン王子とトラ チェン　ジャンホン 著 平岡　敦 訳 徳間書店

キャベたまたんていゆうれいかいぞくの地図 キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 宮本　えつよし 画 金の星社

ふしぎなイヌとぼくのひみつ くさの　たき 著 つじむら　あゆこ 画 金の星社

くろくまレストランのひみつ 小手鞠　るい 著 土田　義晴 画 金の星社

ふしぎなやまびこしゃしんかん 中島　和子 著 秋里　信子 画 金の星社

ともだちはなきむしなこいぬ 上條　さなえ 著 いとう　みき 画 金の星社

にほんちずのえほん はじめてのちずえほん ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 すずき　あさこ 画 金の星社

せかいちずのえほん はじめてのちずえほん ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 すずき　あさこ 画 金の星社

たべものちずのえほん はじめてのちずえほん ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 すずき　あさこ 画 金の星社

だまし絵の不思議な世界 子供の科学・サイエンスブックス 杉原　厚吉 著 誠文堂新光社

世界の葉と根の不思議 子供の科学・サイエンスブックス 湯浅　浩史 著 誠文堂新光社

ココがスゴい新幹線の技術 子供の科学・サイエンスブックス 梅原　淳 著 誠文堂新光社

だまし絵でわかる脳のしくみ 子供の科学・サイエンスブックス 竹内　龍人 著 誠文堂新光社

男子★弁当部３オレらの初恋！？ロールサンド弁当！！ ポプラ物語館　３７ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社

男子★弁当部４オレらの青空おむすび大作戦！ ポプラ物語館　３９ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社

男子★弁当部２弁当バトル！野菜で勝負だ！！ ポプラ物語館　３５ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社

びっくりモンスター大図鑑 久　正人 画 国土社

ふとんちゃん きむら　よしお 著 絵本館

とうふちゃん あだち　とも 著 絵本館

クイクイちゃん 牧野　夏子 著 佐々木　マキ 画 絵本館

あんたがサンタ？ 佐々木　マキ 著 絵本館

ぼくがとぶ 佐々木　マキ 著 絵本館

妖怪温泉 広瀬　克也 著 絵本館

べんべけざばばん りとう　ようい 著 絵本館

ともだちをさがそう、ムーミントロール ムーミンのおはなしえほん トーベ・ヤンソン，ラルス・ヤンソン 原著 当麻　ゆか 訳 徳間書店

ぼうけんにいこうよ、ムーミントロール ムーミンのおはなしえほん トーベ・ヤンソン，ラルス・ヤンソン 原著 当麻　ゆか 訳 徳間書店

ゆきがふるよ、ムーミントロール ムーミンのおはなしえほん トーベ・ヤンソン，ラルス・ヤンソン 原著 当麻　ゆか 訳 徳間書店



おたんじょうびね、ムーミントロール ムーミンのおはなしえほん トーベ・ヤンソン，ラルス・ヤンソン 原著 当麻　ゆか 訳 徳間書店

にんじゃサンタ ＰＨＰにこにこえほん 丸山　誠司 著 ＰＨＰ研究所

いちにちぶんぼうぐ ＰＨＰにこにこえほん ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画 ＰＨＰ研究所

ポポくんのかぼちゃカレー ＰＨＰにこにこえほん ふくだ　としお，ふくだ　あきこ 著 ＰＨＰ研究所

まめうしくんと１、２、３ ＰＨＰにこにこえほん あきやま　ただし 著 ＰＨＰ研究所

たこきちとおぼうさん ＰＨＰにこにこえほん 工藤　ノリコ 著 ＰＨＰ研究所

いちご電鉄ケーキ線 ＰＨＰにこにこえほん 二見　正直 著 ＰＨＰ研究所

チクチクさんトゲトゲさん ＰＨＰにこにこえほん すまいるママ 著 ＰＨＰ研究所

いちにちのりもの ＰＨＰにこにこえほん ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画 ＰＨＰ研究所

おこさまランチランド ＰＨＰにこにこえほん 丸山　誠司 著 ＰＨＰ研究所

５のすきなおひめさま ＰＨＰにこにこえほん こすぎ　さなえ 著 たちもと　みちこ 画 ＰＨＰ研究所

もうどう犬リーとわんぱく犬サン ＰＨＰにこにこえほん 郡司　ななえ 著 城井　文 画 ＰＨＰ研究所

はしる！新幹線「のぞみ」 ＰＨＰにこにこえほん 鎌田　歩 著 ＰＨＰ研究所

とかげさんちのおひっこし ＰＨＰにこにこえほん 藤本　四郎 著 ＰＨＰ研究所

いちにちおばけ ＰＨＰにこにこえほん ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画 ＰＨＰ研究所

ぽっつんとととはあめのおと ＰＨＰにこにこえほん 戸田　和代 著 おかだ　ちあき 画 ＰＨＰ研究所

はやくはやく わくわくえどうわ 飯野　由希代 著 藤田　ひおこ 画 文研出版

ねこの手かします　たこやきやのまき わくわくえどうわ 内田　麟太郎 著 川端　理絵 画 文研出版

あまやどり わくわくえどうわ 市川　宣子 著 陣崎　草子 画 文研出版

しあわせなら名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社

てんやわんや名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社

消えた少年のひみつ 名探偵犬バディ ドリー・ヒルスタッド・バトラー 著 もりうち　すみこ 訳 うしろだ　なぎさ 画 国土社

すりかわったチャンピオン犬 名探偵犬バディ ドリー・ヒルスタッド・バトラー 著 もりうち　すみこ 訳 うしろだ　なぎさ 画 国土社

なぞのワゴン車を追え！ 名探偵犬バディ ドリー・ヒルスタッド・バトラー 著 もりうち　すみこ 訳 うしろだ　なぎさ 画 国土社

異界から落ち来る者あり上　大江戸妖怪かわら版１ 大江戸妖怪かわら版　１ 香月　日輪 著 理論社

異界から落ち来る者あり下　大江戸妖怪かわら版２ 大江戸妖怪かわら版　２ 香月　日輪 著 理論社

封印の娘　大江戸妖怪かわら版３ 大江戸妖怪かわら版　３ 香月　日輪 著 理論社

天空の竜宮城　大江戸妖怪かわら版４ 大江戸妖怪かわら版　４ 香月　日輪 著 理論社

雀、大浪花に行く　大江戸妖怪かわら版５ 大江戸妖怪かわら版　５ 香月　日輪 著 理論社

魔狼、月に吠える　大江戸妖怪かわら版６ 大江戸妖怪かわら版　６ 香月　日輪 著 理論社

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々盗まれた雷撃 リック・リオーダン 著 金原　瑞人 訳 ほるぷ出版

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　２ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　３ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　４ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　５ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　外伝 リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版

花実の咲くまで Ｇｒｅｅｎ　Ｂｏｏｋｓ 堀口　順子 著 みずうち　さとみ 画 小峰書店

カンナ道のむこうへ Ｇｒｅｅｎ　Ｂｏｏｋｓ くぼ　ひでき 著 志村　貴子 画 小峰書店

みつよのいた教室 Ｇｒｅｅｎ　Ｂｏｏｋｓ たから　しげる 著 東　逸子 画 小峰書店

チャーシューの月 Ｇｒｅｅｎ　Ｂｏｏｋｓ 村中　李衣 著 佐藤　真紀子 画 小峰書店

ときじくもち Ｇｒｅｅｎ　Ｂｏｏｋｓ 染谷　果子 著 鈴木　びんこ 画 小峰書店

戦国武将大百科　１　ビジュアル版　東日本編 戦国武将大百科 二木　謙一 ポプラ社

戦国武将大百科　２　ビジュアル版　西日本編 戦国武将大百科 二木　謙一 ポプラ社

戦国武将大百科　３　ビジュアル版　合戦編 戦国武将大百科 二木　謙一 ポプラ社



恐怖のゾンビタウン ぼくらのミステリータウン　６ ロン・ロイ 著 八木　恭子 訳 ハラ　カズヒロ 画 フレーベル館

ねらわれたペンギンダイヤ ぼくらのミステリータウン　７ ロン・ロイ 著 八木　恭子 訳 ハラ　カズヒロ 画 フレーベル館

ミイラどろぼうを探せ！ ぼくらのミステリータウン　９ ロン・ロイ 著 八木　恭子 訳 ハラ　カズヒロ 画 フレーベル館

ひみつの島の宝物 ぼくらのミステリータウン　１０ ロン・ロイ 著 八木　恭子 訳 ハラ　カズヒロ 画 フレーベル館

いますぐ考えよう！未来につなぐ資源・環境・エネルギー　１ いますぐ考えよう！未来につなぐ資源・環境・エネルギー 田中　優 著 山田　玲司 画 岩崎書店

いますぐ考えよう！未来につなぐ資源・環境・エネルギー　２ いますぐ考えよう！未来につなぐ資源・環境・エネルギー 田中　優 著 山田　玲司 画 岩崎書店

いますぐ考えよう！未来につなぐ資源・環境・エネルギー　３ いますぐ考えよう！未来につなぐ資源・環境・エネルギー 田中　優 著 山田　玲司 画 岩崎書店

ゼロからのつり入門 入門百科＋　１ 西野　弘章 小学館

テーブルマジック入門 入門百科＋　２ 長谷　和幸 小学館

プロの技全公開！まんが家入門 入門百科＋　３ 飯塚　裕之 著 小学館

ハッピー＆ラッキーうらない入門 入門百科＋　５ 絹華 著 小学館

大研究！保険のすべて 小川京美 講談社

大研究！馬は友だち 野本トロ 講談社

まよなかのたんじょうかい 西本鶏介 すずき出版

どこかいきのバス わくわくえどうわ 井上　よう子 著 くすはら　順子 画 文研出版

ミルクこぼしちゃだめよ！ スティーヴン・デイヴィーズ 著 クリストファー・コー 画 福本　友美子 訳 ほるぷ出版

ひまわり 荒井　真紀 著 金の星社

ともだちは、サティー！ Ｇｒｅｅｎ　Ｂｏｏｋｓ 大塚　篤子 著 タムラ　フキコ 画 小峰書店

ともだちは、サティー！ Ｇｒｅｅｎ　Ｂｏｏｋｓ 大塚　篤子 著 タムラ　フキコ 画 小峰書店

ただいま！マラング村 ハンナ・ショット 著 佐々木　田鶴子 訳 齊藤　木綿子 画 徳間書店

ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡　たつひで 著 福音館書店

よかたい先生 ヒューマン・ノンフィクション 三枝　三七子 著 学研教育出版//学研マーケティング

よかたい先生 ヒューマン・ノンフィクション 三枝　三七子 著 学研教育出版//学研マーケティング

ふたり 福田　隆浩 著 講談社

ふたり 福田　隆浩 著 講談社

マッチ箱日記 ポール・フライシュマン 著 バグラム・イバトゥーリン 画 島　式子 訳 ビーエル出版

時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ 著 マイケル・フォアマン 画 杉田　七重 訳 あかね書房

カブトムシ山に帰る 山口　進 著 汐文社

カブトムシ山に帰る 山口　進 著 汐文社

正露丸のひみつ おぎのひとし 学研

１１ぴきのねこどろんこ 馬場のぼる　著 こぐま社

１１ぴきのねことへんなねこ 馬場のぼる　著 こぐま社

１１ぴきのねこふくろのなか 馬場のぼる　著 こぐま社

１１ぴきのねことぶた 馬場のぼる　著 こぐま社

１１ぴきのねことあほうどり 馬場のぼる　著 こぐま社

１１ぴきのねこ 馬場のぼる　著 こぐま社

雨ニモマケズ  名文をおぼえよう 齋藤孝　監修 金の星社

おっと合点承知之助  ことばをつかってみよう 齋藤孝　監修 金の星社

でんでらりゅうば  歌って日本をかんじよう 齋藤孝　監修 金の星社

ややこしや  伝統芸能にふれてみよう 齋藤孝　監修 金の星社

あずましい  方言・お国ことばのたび 齋藤孝　監修 金の星社

金田一先生と日本語を学ぼう １ 金田一秀穂　監修 岩崎書店

金田一先生と日本語を学ぼう ２ 金田一秀穂　監修 岩崎書店

金田一先生と日本語を学ぼう ３ 金田一秀穂　監修 岩崎書店



金田一先生と日本語を学ぼう ４ 金田一秀穂　監修 岩崎書店

金田一先生と日本語を学ぼう ５ 金田一秀穂　監修 岩崎書店

目と目薬のひみつ 山口　育孝 学研

赤ちゃんとふれあおう　１ 赤ちゃんとふれあおう 寺田　清美 著 汐文社

赤ちゃんとふれあおう　２ 赤ちゃんとふれあおう 寺田　清美 著 汐文社

赤ちゃんとふれあおう　３ 赤ちゃんとふれあおう 寺田　清美 著 汐文社

名画と怪盗オレンジ　１１ ぼくらのミステリータウン　１１ ロン・ロイ 著 八木　恭子 訳 皐　めい 画 フレーベル館

学校から消えたガイコツ　8 ぼくらのミステリータウン　８ ロン・ロイ 著 八木　恭子 訳 ハラ　カズヒロ 画 フレーベル館

どろぼうがっこうぜんいんだつごく かこさとしおはなしのほん　１５ かこ　さとし 著 偕成社

どろぼうがっこうだいうんどうかい かこさとしおはなしのほん　１６ かこ　さとし 著 偕成社

１００かいだてのいえ 岩井　俊雄 著 偕成社

ちか１００かいだてのいえ 岩井　俊雄 著 偕成社

バムとケロのにちようび 島田　ゆか 著 文渓堂

バムとケロのそらのたび 島田　ゆか 著 文渓堂

魔女の庭　13 魔法の本棚　１３ ルース・チュウ 著 日当　陽子 訳 たんじ　あきこ 画 フレーベル館

魔女のネコ　14 魔女の本棚　１４ ルース・チュウ 著 日当　陽子 訳 たんじ　あきこ 画 フレーベル館

おねがいの木と魔女　15 魔女の本棚　１５ ルース・チュウ 著 日当　陽子 訳 たんじ　あきこ 画 フレーベル館

３びきのかわいいオオカミ ユージーン・トリビザス 著 ヘレン・オクセンバリー 画 こだま　ともこ 訳 冨山房

きょうのごはん 加藤　休ミ 著 偕成社

だって… 石津　ちひろ 著 下谷　二助 画 国土社

おばけのバケロンおばけがっこうへいこう！ ポプラちいさなおはなし　４０ もとした　いづみ 著 つじむら　あゆこ 画 ポプラ社

泣いてないってば！ 講談社青い鳥文庫　２５４－１８ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社

大江戸散歩　大江戸妖怪かわら版７ 大江戸妖怪かわら版　７ 香月　日輪 著 理論社

思い出のマーニー　特装版 ジョーン　Ｇ．ロビンソン 著 松野　正子 訳 岩波書店

アッチとボンとなぞなぞコック ポプラ社の新・小さな童話　２７９//小さなおばけ 角野　栄子 著 佐々木　洋子 画 ポプラ社

かいけつゾロリなぞのスパイと１００本のバラ　53 かいけつゾロリシリーズ　５３ 原　ゆたか 著 ポプラ社

妖怪アパートの幽雅な日常　７ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社

妖怪アパートの幽雅な日常　８ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社

妖怪アパートの幽雅な日常　９ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社

妖怪アパートの幽雅な日常　１０ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社

いちにちどうぶつ ＰＨＰにこにこえほん ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画 ＰＨＰ研究所

ぼくのふとん わたしのえほん 鈴木　のりたけ 著 ＰＨＰ研究所

はれたまたまこぶた　10 はれぶたシリーズ　10　 矢玉　四郎 著 岩崎書店

はれときどきあまのじゃく　9 矢玉　四郎 著 岩崎書店

ずっとずっといっしょだよ　11 絵本の時間　５３ 宮西　達也 著 ポプラ社

あいすることあいされること　12 絵本の時間　５４ 宮西　達也 著 ポプラ社

怪談オウマガドキ学園１真夜中の入学式 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社

怪談オウマガドキ学園２放課後の謎メール 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社

怪談オウマガドキ学園３テストの前には占いを 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社

怪談オウマガドキ学園４遠足は幽霊バスで 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社

怪談オウマガドキ学園５冬休みのきもだめし 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社

怪談オウマガドキ学園６幽霊の転校生 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社

怪談オウマガドキ学園７うしみつ時の音楽室 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社

晴れた日は図書館へいこう２　ちょっとした奇跡 文学の散歩道 緑川　聖司 著 小峰書店



33大統領の秘密　 マジック・ツリーハウス　３３ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 メディアファクトリー

34パンダ救出作戦　 マジック・ツリーハウス　３４ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 メディアファクトリー

35アレクサンダー大王の馬　 マジック・ツリーハウス　３５ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

こころのふしぎなぜ？どうして？ 大野　正人 著 高橋書店

ぐりとぐらのえんそく こどものとも傑作集　６４ 中川　李枝子，山脇　百合子 著 福音館書店

りんごかもしれない ヨシタケ　シンスケ 著 ブロンズ新社

ぼくらの体育祭　14 角川つばさ文庫　Ｂ　そ　１－１４ 宗田　理 著 はしもと　しん 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

母をたずねて 世界名作ファンタジー　５１ デ・アミーチス 原著 平田　昭吾 著 ポプラ社

ペカンの木のぼったよ こどものとも傑作集 青木　道代 著 浜田　桂子 画 福音館書店

目の見えない犬ダン 学研のノンフィクション 大西　伝一郎 著 山口　みねやす 画 学習研究社

まいごのどんぐり 絵本・こどものひろば 松成　真理子 著 童心社

まくらのせんにん　そこのあなたの巻 クローバーえほんシリーズ かがくい　ひろし 著 佼成出版社

職場体験完全ガイド　１１ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　１２ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　１３ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　１４ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　１５ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　１６ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　１７ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　１８ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　１９ 職場体験完全ガイド ポプラ社

職場体験完全ガイド　２０ 職場体験完全ガイド ポプラ社

はじめてのお菓子作り 主婦の友新実用ＢＯＯＫＳ　Ｃｏｏｋｉｎｇ 主婦の友社 編 主婦の友社

ホンキになりたい 講談社青い鳥文庫　２５４－７ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社

ルルとララのクリスマス おはなしトントン　４３ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

晴れた日は図書館へいこう 文学の森 緑川　聖司 著 小峰書店

うばすて山 かみしばいぐんぐんのびのびいきるちから 岩崎　京子 著 長野　ヒデ子 画 童心社

おばけのアッチとドラキュラスープ ポプラ社の新・小さな童話　２８３//小さなおばけ 角野　栄子 著 佐々木　洋子 画 ポプラ社

魔女と魔法のコイン 魔女の本棚　１６ ルース・チュウ 著 日当　陽子 訳 たんじ　あきこ 画 フレーベル館

てづくり魔女 魔女の本棚　１７ ルース・チュウ 著 日当　陽子 訳 たんじ　あきこ 画 フレーベル館

魔女のお店 魔女の本棚　１８ ルース・チュウ 著 日当　陽子 訳 たんじ　あきこ 画 フレーベル館

アナと雪の女王 ディズニームービーブック 中井　はるの 著 講談社

妖怪アパートの幽雅な日常ラスベガス外伝 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社

かぐや姫の物語 徳間アニメ絵本　３４ 高畑　勲，坂口　理子 著 徳間書店

１４ひきのひっこし いわむら　かずお 著 童心社

１４ひきのあさごはん いわむら　かずお 著 童心社

１４ひきのやまいも いわむら　かずお 著 童心社

１４ひきのさむいふゆ いわむら　かずお 著 童心社

１４ひきのぴくにっく いわむら　かずお 著 童心社

１４ひきのおつきみ いわむら　かずお 著 童心社

１４ひきのせんたく いわむら　かずお 著 童心社

１４ひきのあきまつり いわむら　かずお 著 童心社

１４ひきのこもりうた いわむら　かずお 著 童心社

１４ひきのかぼちゃ いわむら　かずお 著 童心社



１４ひきのとんぼいけ いわむら　かずお 著 童心社

１４ひきのもちつき いわむら　かずお 著 童心社

36世紀のマジック・ショー マジック・ツリーハウス　３６ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ウエズレーの国 ポール・フライシュマン 著 ケビン・ホークス 画 千葉　茂樹 訳 あすなろ書房

あさがお 荒井　真紀 著 金の星社

なぞの火災報知器事件 名探偵犬バディ ドリー・ヒルスタッド・バトラー 著 もりうち　すみこ 訳 うしろだ　なぎさ 画 国土社

青い舌の怪獣をさがせ！ 名探偵犬バディ ドリー・ヒルスタッド・バトラー 著 もりうち　すみこ 訳 うしろだ　なぎさ 画 国土社

ぱんつくったよ。 平田　昌広 著 平田　景 画 国土社

ええところ くすのき　しげのり 著 ふるしょう　ようこ 画 学研教育出版//学研マーケティング

うみの１００かいだてのいえ 岩井　俊雄 著 偕成社

霧のむこうのふしぎな町 講談社・文学の扉 柏葉　幸子 著 杉田　比呂美 画 講談社

ルルとララのコットンのマカロン おはなしトントン　４５ あんびる　やすこ 著 岩崎書店

ほんとのおおきさ動物園 福田　豊文 写真 学習研究社

もっと！ほんとのおおきさ動物園 松橋　利光 写真 柏原　晃夫 画 高岡　昌江 著 学習研究社

ほんとのおおきさ水族館 松橋　利光 写真 柏原　晃夫 画 高岡　昌江 著 学研教育出版//学研マーケティング

風立ちぬ 徳間アニメ絵本　３３ 宮崎　駿 原著 徳間書店

ようかいガマとのゲッコウの怪談 よしなが　こうたく 著 あかね書房

かえってきたまほうのじどうはんばいき やまだ　ともこ 著 いとう　みき 画 金の星社

かえるをのんだととさん こどものとも絵本 日野　十成 著 斎藤　隆夫 画 福音館書店

もったいないばあさんがくるよ！ 講談社の創作絵本シリーズ 真珠　まりこ 著 講談社

どこどこどこいってみたーい えさがしえほん　２ 長谷川　義史 著 ひかりのくに

黒田官兵衛　戦国人物伝38 日本の歴史　コミック版　３８ 水谷　俊樹 原著 やまざき　まこと 画 ポプラ社

竹中半兵衛　戦国人物伝39 日本の歴史　コミック版　３９ 水谷　俊樹 原著 瀧　玲子 画 ポプラ社

徳川慶喜　幕末・維新人物伝41 日本の歴史　コミック版　４１ 井出窪　剛 原著 若松　卓宏 画 ポプラ社

山田県立山田小学校ポンチでピンチ！？山田島 山田　マチ 著 杉山　実 画 あかね書房

山田県立山田小学校山田伝記で大騒動！？ 山田　マチ 著 杉山　実 画 あかね書房

山田県立山田小学校はだかでドッキリ！？山田まつり 山田　マチ 著 杉山　実 画 あかね書房

とっておきの名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社

ストライプ デヴィッド・シャノン 著 清水　奈緒子 訳 セーラー出版

綱渡りの男 ＦＯＲ　ＹＯＵ絵本コレクションＹ．Ａ． モーディカイ・ガースティン 著 川本　三郎 訳 小峰書店

ヘンリー・ブラウンの誕生日 エレン・レヴァイン 著 カディール・ネルソン 画 千葉　茂樹 訳 すずき出版

キャベたまたんていきけんなドラゴンたいじ キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 宮本　えつよし 画 金の星社

職員室の日曜日 わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社

図工室の日曜日 わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社

そうじきのつゆやすみ とっておきのどうわ 村上　しいこ 著 長谷川　義史 画 ＰＨＰ研究所

とびばこのひるやすみ とっておきのどうわ 村上　しいこ 著 長谷川　義史 画 ＰＨＰ研究所

のせてのせて１００かいだてのバス ポプラせかいの絵本　３６ マイク・スミス 著 ふしみ　みさを 訳 ポプラ社

チリメンモンスターをさがせ！ 川嶋　隆義 偕成社

それいけ、わんちゃん！ 英語を楽しむバイリンガル絵本 Ｐ．Ｄ．イーストマン 著 木原　悦子 訳 すずき出版

あなたがぼくのおかあさん？ 英語を楽しむバイリンガル絵本 Ｐ．Ｄ．イーストマン 著 木原　悦子 訳 すずき出版

羽をパタパタさせなさい 英語を楽しむバイリンガル絵本 Ｐ．Ｄ．イーストマン 著 木原　悦子 訳 すずき出版

魚を水に入れましょう 英語を楽しむバイリンガル絵本 ヘレン・パーマー 著 Ｐ．Ｄ．イーストマン 画 木原　悦子 訳 すずき出版

大きい犬…小さい犬 英語を楽しむバイリンガル絵本 Ｐ．Ｄ．イーストマン 著 木原　悦子 訳 すずき出版

英語でもよめるはらぺこあおむし エリック・カール 著 もり　ひさし 訳 偕成社



ぐっとくるまんがのセリフ１０１ ことばの力　１ あさの　あつこ すずき出版

ぐっとくる文学のセリフ１０１ ことばの力　２ あさの　あつこ すずき出版

ぐっとくる映画のセリフ１０１ ことばの力　３ あさの　あつこ すずき出版

前田利家　戦国人物伝36 日本の歴史　コミック版　３６ すぎた　とおる 原著 若松　卓宏 画 ポプラ社

島津義弘　戦国人物伝37 日本の歴史　コミック版　３７ すぎた　とおる 原著 藤科　遥市 画 ポプラ社

横井小楠　幕末・維新人物伝40 日本の歴史　コミック版　４０ すぎた　とおる 原著 中島　健志 画 ポプラ社

名作アニメの風景５０ 細田　高広 パイ・インターナショナル

ルイスがたべられちゃったひ ジョン・ファーデル 著 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 訳 ブロンズ新社

スイスイスイーツ さいとう　しのぶ 著 教育画劇

ふくろうのそめものや あかちゃんのむかしむかし 松谷　みよ子 著 和歌山　静子 画 童心社

にんじんさんがあかいわけ あかちゃんのむかしむかし 松谷　みよ子 著 ひらやま　えいぞう 画 童心社

こじかこじっこ さかい　さちえ 著 教育画劇

金の月のマヤ　１ 金の月のマヤ 田森　庸介 著 福島　敦子 画 偕成社

金の月のマヤ　２ 金の月のマヤ 田森　庸介 著 福島　敦子 画 偕成社

金の月のマヤ　３ 金の月のマヤ 田森　庸介 著 福島　敦子 画 偕成社

科学と科学者のはなし 岩波少年文庫　５１０ 寺田　寅彦 著 池内　了 編 岩波書店

コんガらガっちどっちにすすむ？の本 ユーフラテス 著 小学館

十二支のはじまり 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 二俣　英五郎 画 教育画劇

野口英世 講談社火の鳥伝記文庫　１ 滑川　道夫 著 講談社

凸凹ぼしものがたり あんびる　やすこ 著 ひさかたチャイルド

スポーツナビゲーターのひみつ 宮原美香 学研

フレッド和田勇 世のため人のため絵本シリーズ1 松岡　節 出版文化社

稲盛和夫 世のため人のため絵本シリーズ2 加藤勝美 出版文化社

大研究！化学せんいのちから 森脇葵 講談社

つるばら村の家具屋さん 茂市久美子　著　柿田ゆかり　画 講談社

つるばら村の三日月屋さん 講談社

おばけのコッチあかちゃんのまき 小さなおばけシリーズ 角野栄子 ポプラ社

リトル・プリンセス５氷の城のアナスタシア姫 チェイス ケイティ ポプラ社

リトル・プリンセス　愛のまほうとイシドラ姫 ケイティ・チェイス　作 ポプラ社

リトル・プリンセス　人魚のマリッサ姫 ケイティ・チェイス　作 ポプラ社

かいけつゾロリのきょうふの宝さがし ほうれんそうまんとかいけつゾロリシリーズ 原ゆたか　作・絵 ﾎﾟﾌﾟﾗ社

かいけつゾロリつかまる！！ かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか　作・絵 ﾎﾟﾌﾟﾗ社

かいけつゾロリのじごくりょこう ほうれんそうマンとかいけつゾロリシリーズ 原ゆたか　作・絵 ポプラ社

なんでも魔女商会①お洋服リフォーム支店 あんびるやすこ　著 岩崎書店

なんでも魔女商会④ドラゴンの正しいしつけ方 あんびるやすこ 岩崎書店

なんでも魔女商会⑧火曜日はトラブル あんびるやすこ 岩崎書店

なんでも魔女商会⑩三毛猫一座のミュージカル あんびるやすこ 岩崎書店

シノダ！魔物の森のふしぎな夜 富安陽子　作 偕成社

アンティークＦＵＧＡ　１　我が名はシャナイア ＹＡ！フロンティア あんびるやすこ 岩崎書店

恋のキュービッド大作戦！ 石崎洋司　令丈ヒロ子　作 講談社

チームひとり 吉野万理子　作　宮尾和孝　絵 学習研究社

蒼路の旅人 上橋菜穂子 偕成社

おじいさんのハーモニカ 新しい絵本シリーズ　Ｂ ヘレン・Ｖ・グリフィス あすなろ書房

やまださんちのてんきよほう 「絵本だいすき」セレクション 長谷川義史 絵本館



奇跡の一本松　大津波をのりこえて なかだえり 汐文社

おへそのあな 長谷川義史　作 ＢＬ出版

あいつもともだち 内田麟太郎　作　降矢なな　絵 偕成社

ともだちごっこ 内田麟太郎　作 偕成社

バスをおりたら・・・ 平成１７年度　小学校　課題図書 小泉るみ子　作･絵 ポプラ社

もけらもけら 日本傑作絵本シリーズ 山下　洋輔 著 元永　定正 画 福音館書店

きょだいなきょだいな こどものとも傑作集　１００ 長谷川　摂子 著 降矢　奈々 画 福音館書店

きょうはみんなでクマがりだ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 マイケル・ローゼン 著 ヘレン・オクセンバリー 画 山口　文生 訳 評論社

三びきのこぶた こどものとも傑作集　２ 瀬田　貞二 訳 山田　三郎 画 福音館書店

もりのへなそうる 福音館創作童話シリーズ わたなべ　しげお 著 福音館書店

かばくん こどものとも傑作集　２９ 岸田　衿子 著 中谷　千代子 画 福音館書店

ながいながいよる 大型絵本 マリオン・デーン・バウアー 著 テッド・ルウィン 画 千葉　茂樹 訳 岩波書店

がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン 著 松岡　享子 訳 冨山房

せかいいちおいしいスープ 大型絵本 マーシャ・ブラウン 著 こみや　ゆう 訳 岩波書店

ちびっこ大せんしゅ ゆかいなゆかいなおはなし　新装版 シド・ホフ 著 光吉　夏弥 訳 大日本図書

ミミズのふしぎ　ふしぎいっぱい写真絵本３ ふしぎいっぱい写真絵本　３ 皆越　ようせい 写真 ポプラ社

１つぶのおこめ デミ 著 さくま　ゆみこ 訳 光村教育図書

パタポン　１ パタポン 田中　和雄 編 童話屋

キロコちゃんとみどりのくつ おはなしフェスタ　７ たかどの　ほうこ 著 あかね書房

盆まねき 富安　陽子 著 高橋　和枝 画 偕成社

どうしてぼくをいじめるの？ 文研ブックランド ルイス・サッカー 著 はら　るい 訳 むかい　ながまさ 画 文研出版

ふなひき太良 創作絵本　２ 儀間　比呂志 著 岩崎書店

なんでもただ会社 シリーズ本のチカラ ニコラ・ド・イルシング 著 末松　氷海子 訳 三原　紫野 画 日本標準

小さなバイキングビッケ 評論社の児童図書館・文学の部屋 ルーネル・ヨンソン 著 エーヴェット・カールソン 画 石渡　利康 訳 評論社

その手に１本の苗木を 評論社の児童図書館・絵本の部屋 クレア　Ａ．ニヴォラ 著 柳田　邦男 訳 評論社

Ｔｗｏ　Ｔｒａｉｎｓ 学研の新・創作シリーズ 魚住　直子 著 あずみ虫 画 学習研究社

希望への扉リロダ 渡辺　有理子 著 小淵　もも 画 アリス館

食べもの記 森枝　卓士 著 福音館書店

鉄は魔法つかい 畠山　重篤 著 スギヤマ　カナヨ 画 小学館

煮干しの解剖教室 オリジナル入門シリーズ　６ 小林　眞理子 著 仮説社

風をつかまえたウィリアム ウィリアム・カムクワンバ，ブライアン・ミーラー 著 エリザベス・ズーノン 画 さえら書房

ぼくたちはなく 内田　麟太郎 著 小柏　香 画 ＰＨＰ研究所

ぼくがぼくであること 岩波少年文庫　８６ 山中　恒 著 岩波書店

ぼんぼん 岩波少年文庫　１９７ 今江　祥智 著 岩波書店

天山の巫女ソニン　１ 天山の巫女ソニン 菅野　雪虫 著 講談社

天山の巫女ソニン　２ 天山の巫女ソニン 菅野　雪虫 著 講談社

天山の巫女ソニン　３ 天山の巫女ソニン 菅野　雪虫 著 講談社

天山の巫女ソニン　４ 天山の巫女ソニン 菅野　雪虫 著 講談社

天山の巫女ソニン　５ 天山の巫女ソニン 菅野　雪虫 著 講談社

ヴィッキー・エンジェル ジャクリーン・ウィルソン 著 ニック・シャラット 画 尾高　薫 訳 理論社

こども「学問のすすめ」 齋藤　孝 著 筑摩書房

ぼくだけの山の家 ジーン・クレイグヘッド・ジョージ 著 茅野　美ど里 訳 偕成社

イソップのおはなし 小出　正吾 著 三好　碩也 画 イソップ 著 のら書店

百羽のつる 花岡　大学 著 戸田　幸四郎 画 戸田デザイン研究室



どんぐりむらのほんやさん なかや　みわ 著 学研教育出版//学研マーケティング

バムとケロのおかいもの 島田　ゆか 著 文渓堂

天と地の守り人　第２部 偕成社ワンダーランド　３３ 上橋　菜穂子 著 二木　真希子 画 偕成社

アンティークＦＵＧＡ　２ ＹＡ！フロンティア あんびる　やすこ 著 十々夜 画 岩崎書店

アンティークＦＵＧＡ　３ ＹＡ！フロンティア あんびる　やすこ 著 十々夜 画 岩崎書店

アンティークＦＵＧＡ　４ ＹＡ！フロンティア あんびる　やすこ 著 十々夜 画 岩崎書店

アンティークＦＵＧＡ　５ ＹＡ！フロンティア あんびる　やすこ 著 十々夜 画 岩崎書店

アンティークＦＵＧＡ　６ ＹＡ！フロンティア あんびる　やすこ 著 十々夜 画 岩崎書店

ギネス世界記録２０１５ ギネス世界記録 クレイグ・グレンディ 編 角川アスキー総合研究所//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

楽しく使える！切り紙あそび レディブティックシリーズ　ｎｏ．　３３５８ 桜　まあち 著 ブティック社

ノスタルジックな切り紙＆モビール はたお　きょうこ 著 日本ヴォーグ社

楽しいバスレクアイデアガイド　１ 楽しいバスレクアイデアガイド 神代　洋一 編著 汐文社

楽しいバスレクアイデアガイド　２ 楽しいバスレクアイデアガイド 神代　洋一 編著 汐文社

楽しいバスレクアイデアガイド　３ 楽しいバスレクアイデアガイド 神代　洋一 編著 汐文社

イヌとネコの体の不思議 子供の科学・サイエンスブックス 斉藤　勝司 著 誠文堂新光社

プロ野球のスゴイ話 ポプラポケット文庫　８０９－１ 「野球太郎」編集部 著 ポプラ社

メッシ ポプラ社ノンフィクション　１６ マイケル・パート 著 樋渡　正人 訳 ポプラ社

地震のサバイバル かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版

かあちゃん取扱説明書 いとう　みく 著 佐藤　真紀子 画 童心社

いるのいないの 怪談えほん　３ 京極　夏彦 著 町田　尚子 画 岩崎書店

つるばら村のレストラン わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 柿田　ゆかり 画 講談社

黒魔女さんのひなまつり 講談社青い鳥文庫　２１７－２２ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社

黒魔女さんのホワイトデー 講談社青い鳥文庫　２１７－２３ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社

黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ１７ 講談社青い鳥文庫　２１７－２５ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社

黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ１８ 石崎　洋司 講談社

男子★弁当部５あけてびっくり！オレらのおせち大作戦！ ポプラ物語館　５９ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社

十二支のおはなし えほんのマーチ　１ 内田　麟太郎 著 山本　孝 画 岩崎書店

新幹線のたび　ＤＸ版 講談社の創作絵本シリーズ コマヤスカン 著 講談社

かいけつゾロリのクイズ王 原　ゆたか ポプラ社

かいけつゾロリの大まじんをさがせ！！ かいけつゾロリシリーズ　５５ 原　ゆたか 著 ポプラ社

天草四郎 日本の歴史　コミック版　４２ 井手窪　剛 原著 三笠　百合 画 ポプラ社

ペットの飼い方入門 入門百科＋　８ 入門百科＋編集部 編 小学館

グレッグのダメ日記１ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社

グレッグのダメ日記２ボクの日記があぶない！ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社

あおくんときいろちゃん 至光社国際版絵本 レオ・レオーニ 著 藤田　圭雄 訳 至光社

ふうたみちくさ くろねこ・ふうたシリーズ　３ 村上　康成 著 復刊ドツトコム

植物世界のサバイバル　１ スウィートファクトリー 朝日新聞出版

植物世界のサバイバル　２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ スウィートファクトリー 朝日新聞出版

ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ　シンスケ 著 ブロンズ新社

天と地の守り人 第３部 偕成社ワンダーランド 上橋菜穂子　作二木真希子　絵 偕成社

貼り薬のひみつ おぎのひとし 学研

ぼくはざりがに 武田正倫　監修 飯村茂樹  写真撮影 ひさかたチャイルド

ぼくはざりがに 武田正倫　監修 飯村茂樹  写真撮影 ひさかたチャイルド

ちきゅう Ｇ．ブライアン・カラス  さく・え 庄司太一  やく 偕成社



ねえ、どれがいい？ ジョン・バーニンガム  さく まつかわまゆみ  やく 評論社

ねえ、どれがいい？ ジョン・バーニンガム  さく まつかわまゆみ  やく 評論社

よりみちエレベーター 土屋富士夫  作・絵 徳間書店

はなをくんくん ルース・クラウス  ぶん マーク・サイモント  え 福音館書店

ひみつのカレーライス 井上荒野  作 田中清代  絵 アリス館

きみの行く道 ドクター・スース  さく・え 伊藤比呂美  やく 河出書房新社

夏平くん あおきひろえ  作 絵本館

あさの絵本 谷川俊太郎  文 吉村和敏  写真 アリス館

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬なおかた  作・絵 ひさかたチャイルド

さくら 長谷川摂子  文 矢間芳子  絵 福音館書店

なつのおとずれ かがくいひろし  作・絵 ＰＨＰ研究所

なつのいちにち はたこうしろう  作 偕成社

まちんと  大型版 松谷みよ子  文 司修  絵 偕成社

くまさんアイス とりごえまり  著 アリス館

すみっこのおばけ 武田美穂  作・絵 ポプラ社

仔牛の春 五味太郎  作 偕成社

仔牛の春 五味太郎  作 偕成社

きいろいのはちょうちょ 五味太郎  作・絵 偕成社

きいろいのはちょうちょ 五味太郎  作・絵 偕成社

ルピナスさん  小さなおばあさんのお話 バーバラ・クーニー  さく かけがわやすこ  やく ほるぷ出版

こすずめのぼうけん ルース・エインズワース  さく 石井桃子  やく 福音館書店

こすずめのぼうけん ルース・エインズワース  さく 石井桃子  やく 福音館書店

おいてけぼり さねとうあきら  文 いのうえようすけ  画 教育画劇

おいてけぼり さねとうあきら  文 いのうえようすけ  画 教育画劇

ほたるホテル  やなぎむらのおはなし カズコ・Ｇ．ストーン  さく 福音館書店

ほたるホテル  やなぎむらのおはなし カズコ・Ｇ．ストーン  さく 福音館書店

そらまめくんのベッド なかやみわ  さく・え 福音館書店

うえにはなあにしたにはなあに ローラ　Ｍ．シェーファー  さく バーバラ・バッシュ  え 福音館書店

つぼつくりのデイヴ レイバン・キャリック・ヒル  文 ブライアン・コリアー  絵 光村教育図書

ぼくだけのこと 森絵都  作 スギヤマカナヨ  絵 偕成社

ぼくだけのこと 森絵都  作 スギヤマカナヨ  絵 偕成社

おべんとうなあに？ 山脇恭  作 末崎茂樹  絵 偕成社

おべんとうなあに？ 山脇恭  作 末崎茂樹  絵 偕成社

バスにのって 荒井良二  作・絵 偕成社

おばけの花見 内田麟太郎  作 山本孝  絵 岩崎書店

虫のくる宿 森上信夫  写真・文 アリス館

葉っぱのあかちゃん 平野隆久  写真・文 岩崎書店

おっきょちゃんとかっぱ 長谷川摂子  文 降矢奈々  絵 福音館書店

およぐ なかのひろたか  さく 福音館書店

どろぼうがっこう かこさとし  作・絵 偕成社

はなび 秋山とも子  作 教育画劇

ぜつぼうの濁点 原田宗典  作 柚木沙弥郎  絵 教育画劇

スイミー  ちいさなかしこいさかなのはなし レオ＝レオニ  作 谷川俊太郎  訳 好学社

うみのむこうは 五味太郎  作・画 絵本館



かぜはどこへいくの シャーロット・ゾロトウ  さく ハワード・ノッツ  え 偕成社

ごくらくらくご  おもしろ落語絵本 桂文我  文 飯野和好  絵 小学館

ごくらくらくご  おもしろ落語絵本 桂文我  文 飯野和好  絵 小学館

たまごのあかちゃん 神沢利子  ぶん 柳生弦一郎  え 福音館書店

たまごのあかちゃん 神沢利子  ぶん 柳生弦一郎  え 福音館書店

これはおひさま 谷川俊太郎  ぶん 大橋歩  え 復刊ドットコム

くだものだもの 石津ちひろ  文 山村浩二  絵 福音館書店

おおきくなるっていうことは 中川ひろたか  文 村上康成  絵 童心社

おおきくなるっていうことは 中川ひろたか  文 村上康成  絵 童心社

ひなたぼっこです 高畠純  作 絵本館

はなのさくえほん いしかわこうじ  作・絵 童心社

てん ピーター・レイノルズ  作 谷川俊太郎  訳 あすなろ書房

わたしのおべんとう スギヤマカナヨ  さく アリス館

どきん  谷川俊太郎少年詩集 谷川俊太郎  著 和田誠  絵 理論社

どきん  谷川俊太郎少年詩集 谷川俊太郎  著 和田誠  絵 理論社

おおきなおおきなきいろいひまわり  めくってひろがる フランセス・バリー  さく たにゆき  やく 大日本絵画

ことりのちいさなちいさなたまご  めくってひろがる フランセス・バリー  さく たにゆき  やく 大日本絵画

あっちゃんあがつく  たべものあいうえお さいとうしのぶ  さく みねよう  げんあん リーブル

あっちゃんあがつく  たべものあいうえお さいとうしのぶ  さく みねよう  げんあん リーブル

ぼくのおべんとう スギヤマカナヨ  さく アリス館

さいごのこいぬ フランク・アシュ  ぶん・え ほしかわなつよ  やく 童話館出版

さいごのこいぬ フランク・アシュ  ぶん・え ほしかわなつよ  やく 童話館出版

はだか  谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎  著 佐野洋子  絵 筑摩書房

地球と宇宙のおはなし チョン・チャンフン  文 山福朱実  絵 講談社

地球と宇宙のおはなし チョン・チャンフン  文 山福朱実  絵 講談社

そんなことって、ある？ 奥田継夫 サンリード

なつのあさ 谷内こうた  文／画 日本キリスト教書販売

オレ・ダレ 越野民雄  文 高畠純  絵 講談社

ダレ・ダレ・ダレダ 越野民雄  文 高畠純  絵 講談社

アフリカの音  Ａ　ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｗｅｓｔ　Ａｆｒｉｃａｎ　ｄｒｕｍ　＆　ｄａｎｃｅ 沢田としき  作・絵 講談社

ぼくはあるいたまっすぐまっすぐ マーガレット・ワイズ・ブラウン  作 坪井郁美  文 ペンギン社

いっしょにうたって！  たのしいうたの絵本 真島節子  絵 こぐま社

くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ  さく まさきるりこ  やく ペンギン社

くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ  さく まさきるりこ  やく ペンギン社

森の絵本 長田弘  作 荒井良二  絵 講談社

おだんごぱん 日本傑作絵本シリーズ 瀬田　貞二 訳 脇田　和 画 福音館書店

そらいろのたね こどものとも傑作集　２５ 中川　李枝子 著 おおむら　ゆりこ 画 福音館書店

ひまわり 幼児絵本シリーズ 和歌山　静子 著 福音館書店

ことり まど・みちお詩の絵本　４ まど　みちお 著 南塚　直子 画 小峰書店

３びきのくま 世界傑作絵本シリーズ・ロシアの絵本 レフ・ニコラェヴィチ・トルストイ 著 バスネツォフ 画 おがさわら　とよき 訳 福音館書店

とんことり こどものとも傑作集　５３ 筒井　頼子 著 林　明子 画 福音館書店

りゅうのめのなみだ ひろすけ絵本　１ はまだ　ひろすけ 著 いわさき　ちひろ 画 偕成社

まりーちゃんとひつじ 岩波の子どもの本　カンガルー印 フランソワーズ 著 与田　凖一 訳 岩波書店

やさしいライオン フレーベルのえほん　２ やなせ　たかし 著 フレーベル館



雪の女王　新装版 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 原著 バーナデット・ワッツ 画 佐々木　田鶴子 訳 西村書店

ヘンゼルとグレーテルのおはなし グリム絵本 ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム 原著 バーナデット・ワッツ 著 ビーエル出版

オオクニヌシの宝 川北　亮司 著 いそ　けんじ 画 アスラン書房

花になったカマキリ ドキュメント地球のなかまたち 海野　和男 著 新日本出版社

日本のむかしばなし 瀬田　貞二 著 のら書店

だってだってのおばあさん　新装版 佐野　洋子 著 フレーベル館

ジオジオのたんじょうび 岸田　衿子 著 あかね書房

としょかんねずみ ダニエル・カーク 著 わたなべ　てつた 訳 瑞雲舎//地方・小出版流通センター

助けあう生き物の話　自然科学読み物生き物のちえ　１ 生き物のちえ 伊藤　年一 著 学研教育出版//学研マーケティング

まつげの海のひこうせん 山下　明生 著 杉浦　範茂 画 偕成社

二年間の休暇 福音館古典童話シリーズ　１ Ｊ．ベルヌ 著 朝倉　剛 訳 福音館書店

鹿よおれの兄弟よ 世界傑作絵本シリーズ 神沢　利子 著 Ｇ．Ｄ．パヴリーシン 画 福音館書店

しあわせネコ 東　君平 著 新日本出版社

動物生態大図鑑 デイヴィッド・バーニー 著 西尾　香苗 訳 東京書籍

北の馬と南の馬 前川　貴行 写真 あかね書房

ノエル先生としあわせのクーポン シュジー・モルゲンステルン 著 宮坂　宏美，佐藤　美奈子 訳 講談社

ピーターサンドさんのねこ ルイス・スロボドキン 著 清水　真砂子 訳 あすなろ書房

ぼくのお姉さん 偕成社文庫　３２４１ 丘　修三 著 かみや　しん 画 偕成社

冒険者たち 冒険者たち 斎藤　惇夫 著 岩波書店

ぽっぺん先生と笑うカモメ号 舟崎　克彦 著 筑摩書房

ぽっぺん先生とどろの王子 舟崎　克彦 著 筑摩書房

夢の果て 安房　直子 著 味戸　ケイコ 画 瑞雲舎//地方・小出版流通センター

森の絵本 長田　弘 著 荒井　良二 画 講談社

生物多様性の大研究 小泉　武栄 ＰＨＰ研究所

ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア 著 こだま　ともこ 訳 あすなろ書房

ハッピーノート 福音館創作童話シリーズ 草野　たき 著 ともこ　エヴァーソン 画 福音館書店

ＣＯＳＭＯＳ　上 朝日選書　９０３ カール・セーガン 著 木村　繁 訳 朝日新聞出版

ＣＯＳＭＯＳ　下 朝日選書　９０４ カール・セーガン 著 木村　繁 訳 朝日新聞出版

星の林に月の船 岩波少年文庫　１３１ 大岡　信 編 岩波書店

はじめに… 豊かなことば現代日本の詩　１０ 長田　弘 著 伊藤　英治 編 岩崎書店

みんな地球に生きるひと 岩波ジュニア新書　１２９ アグネス・チャン 著 岩波書店

本を読むわたし 華恵 著 筑摩書房

命の教室　動物管理センターからのメッセージ イワサキ・ノンフィクション　１３ 池田　まき子 著 岩崎書店

ソーラーカーで未来を走る くもんジュニアサイエンス 木村　英樹 著 くもん出版

新渡戸稲造ものがたり 柴崎　由紀 銀の鈴社

戦国姫　花の巻 集英社みらい文庫　ふ　１－４ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社

戦国姫　鳥の巻 集英社みらい文庫　ふ　１－５ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社

戦国姫　風の巻 集英社みらい文庫　ふ　１－７ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社

戦国姫　月の巻 集英社みらい文庫　ふ　１－８ 藤咲　あゆな 著 マルイノ 画 集英社

くまの楽器店 安房　直子 著 こみね　ゆら 画 小学館

こんにちはウーフ くまの子ウーフの童話集　２ 神沢　利子 著 井上　洋介 画 ポプラ社

ツバメ号とアマゾン号　上 岩波少年文庫　１７０//ランサム・サーガ//１ アーサー・ランサム 著 神宮　輝夫 訳 岩波書店

ツバメ号とアマゾン号　下 岩波少年文庫　１７１//ランサム・サーガ//１ アーサー・ランサム 著 神宮　輝夫 訳 岩波書店

義経千本桜 橋本治・岡田嘉夫の歌舞伎絵巻　２ 橋本　治 著 岡田　嘉夫 画 ポプラ社


