
資料名 著者名 出版社 分類記号
ゆうかんなアジク 趙 朝勲 再話 福音館書店 388
おひさまをほしがったハヌマン Ａ．ラマチャンドラン さく え 福音館書店 388
おによりつよいおれまーい 土方 久功 再話 画 福音館書店 388
カガカガ 日野 十成 文 福音館書店 388
かものむすめ 松谷 さやか 訳 福音館書店 388
しろいむすめマニ 稲村 哲也 再話 福音館書店 388
チャマコとみつあみのうま 竹田 鎮三郎 え 福音館書店 388
われたたまご 小野 かおる 再話 画 福音館書店 388
まじょのひ 大塚 勇三 再話 福音館書店 388
ちいさなりょうしタギカーク Ｖ．グロツェル 再話 福音館書店 388
マリアとコンドル 稲村 哲也 再話 福音館書店 388
かたつむりとさる ヤン・サン さいわ 福音館書店 388
もどってきたガバタばん 渡辺 茂男 やく 福音館書店 388
おどりトラ 金森 襄作 再話 福音館書店 388
あくまのおよめさん 稲村 哲也 再話 福音館書店 388
とりのみじいさん 小沢 正 文 教育画劇 388
おいてけぼり さねとう あきら 文 教育画劇 388
しおふきうす 香山 美子 文 教育画劇 388
いもごろごろ 川村 たかし 文 教育画劇 388
はなたれこぞうさま 川村 たかし 文 教育画劇 388
かぐやひめ 岩崎 京子 文 教育画劇 388
かっぱのてがみ さねとう あきら 文 教育画劇 388
あたまにかきの木 小沢 正 文 教育画劇 388
たからげた 香山 美子 文 教育画劇 388
やさいのずかん 小宮山 洋夫 作 岩崎書店 626
やさいのずかん 小宮山 洋夫 作 岩崎書店 626
うまかたやまんば おざわ としお 再話 福音館書店 388
ももたろう まつい ただし ぶん 福音館書店 388
いっすんぼうし いしい ももこ ぶん 福音館書店 388
やまなしもぎ 平野 直 再話 福音館書店 388
かちかちやま おざわ としお 再話 福音館書店 388
みるなのくら おざわ としお 再話 福音館書店 388
うらしまたろう 時田 史郎 再話 福音館書店 388
したきりすずめ 石井 桃子 再話 福音館書店 388
だごだごころころ 石黒 　子 再話 福音館書店 388
てんぱたんてんぱたん 梶山 俊夫 再話・絵 福音館書店 388
つるにょうぼう 矢川 澄子 再話 福音館書店 388
日本の名作童話２　ごんぎつね 岩崎書店 913
ロボット・カミイ 古田 足日 さく 福音館書店 913
まんがで学習ゆかいな川柳五・七・五 萩原 昌好 編 あかね書房 911
まんがで学習『奥の細道』を歩く 萩原 昌好 編 あかね書房 915
やさしくてよくわかる俳句の作り方 小林 清之介 著 あかね書房 911
まんがで学習「おぼえておきたい」俳句１００小林 清之介 編・著 あかね書房 911
まんがで学習おぼえておきたい俳句１００ 小林 清之介 編・著 あかね書房 911
まんがで学習おぼえておきたい短歌１００ 萩原 昌好 編・著 あかね書房 911
学習俳句・短歌歳時記１０ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記９ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記８ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記７ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記６ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記５ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記４ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記３ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記２ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記１ 藤森 徳秋 編 国土社 911
だいすき朝の読み物７５話６ 学研 913
だいすき朝の読み物７５話５ 学研 913
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だいすき朝の読み物７５話３ 学研 913
だいすき朝の読み物７５話２ 学研 913
だいすき朝の読み物７５話１ 学研 913
ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 作 講談社 913
日本の名作童話２０ 岩崎書店 913
日本の名作童話２９ 岩崎書店 913
日本の名作童話１５ 岩崎書店 913
日本の名作童話７ 岩崎書店 913
日本の名作童話９　一つの花 岩崎書店 913
日本の名作童話１６ 今江　祥智 岩崎書店 913
日本の名作童話１２ 大石　真 岩崎書店 913
日本の名作童話２６ 岩崎書店 913
日本の名作童話２２ 岩崎書店 913
森おばけ 中川 李枝子 さく 福音館書店 913
ぬい針だんなとまち針おくさん 土橋 悦子 さく 福音館書店 913
忍者サノスケじいさん なすだ みのる 作 ひくまの出版 913
忍法はたのしいなの巻 なすだ みのる 作 ひくまの出版 913
忍者サノスケじいさん３ なすだ みのる 作 ひくまの出版 913
忍者サノスケじいさん病院へいく なすだ みのる 作 ひくまの出版 913
忍者サノスケじいさんゲームブック なすだ みのる さく ひくまの出版 913
そらとぶカカシ スズキ コージ 著 福音館書店 913
くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡 享子 作 福音館書店 913
チビザル兄弟 椋 鳩十 著 ポプラ社 913
カガミジシ 椋 鳩十 著 ポプラ社 913
マヤの一生 椋 鳩十 著 ポプラ社 913
やせ牛物語 椋 鳩十 著 ポプラ社 913
ネズミ島物語 椋 鳩十 著 ポプラ社 913
るり寺物語 椋 鳩十 著 ポプラ社 913
ふしぎな石と魚の島 椋 鳩十 著 ポプラ社 913
にせものの英雄 椋 鳩十 著 ポプラ社 913
日当山侏儒物語 椋 鳩十 著 ポプラ社 913
山の民とイノシシ 椋 鳩十 著 ポプラ社 913
地獄島とロシア水兵 椋 鳩十 著 ポプラ社 913
おばけ野球チーム 水木 しげる 著 ポプラ社 913
ゆうれい電車 水木 しげる 著 ポプラ社 913
ブルートレインおばけ号 水木 しげる 著 ポプラ社 913
おばけ宇宙大戦争 水木 しげる 著 ポプラ社 913
３年Ａ組おばけ教室 水木 しげる 著 ポプラ社 913
カッパの三平　水泳大会 水木 しげる 著 ポプラ社 913
妖怪大戦争 水木 しげる 著 ポプラ社 913
おばけレストラン 水木 しげる 著 ポプラ社 913
おばけマイコンじゅく 水木 しげる 著 ポプラ社 913
ラジコン大海獣 水木 しげる 著 ポプラ社 913
ラベンダーのくつ アリスン・アトリー さく 福音館書店 933
バレエをおどりたかった馬 Ｈ・ストルテンベルグ 作 福音館書店 949
ベーロチカとタマーロチカのおはなし Ｌ・パンテレーエフ さく 福音館書店 983
シャーロック・ホームズ３ コナン・ドイル 原作 くもん出版 726
シャーロック・ホームズ４ コナン・ドイル 原作 くもん出版 726
シャーロック・ホームズ５ コナン・ドイル 原作 くもん出版 726
シャーロック・ホームズ６ コナン・ドイル 原作 くもん出版 726
シャーロック・ホームズ７ コナン・ドイル 原作 くもん出版 726
シャーロック・ホームズ８ コナン・ドイル 原作 くもん出版 726
シャーロック・ホームズ９ コナン・ドイル 原作 くもん出版 726
シャーロック・ホームズ１０ コナン・ドイル 原作 くもん出版 726
新ヤング・インディ・ジョーンズ１ レス・マーティン　作 偕成社 933
新ヤング・インディ・ジョーンズ２ ミーガン＆Ｈ．ウィリアム・スタイン　作偕成社 933
新ヤング・インディ・ジョーンズ３ ウィリアム・マッケイ　作 偕成社 933
新ヤング・インディ・ジョーンズ４ ミーガン＆Ｈ・ウィリアム・スタイン　作偕成社 933
新ヤング・インディ・ジョーンズ５ ウィリアム・マッケイ　作 偕成社 933



新ヤング・インディ・ジョーンズ６ Ｊ．Ｎ．フォックス　作 偕成社 933
トイ・ストーリー デュボウスキー 作 偕成社 933
１０１匹わんちゃん 橘高 弓枝 文 偕成社 933
アラジン 橘高 弓枝 文 偕成社 933
盗賊王の伝説 橘高 弓枝 文 偕成社 933
ポカホンタス インゴリア 作 偕成社 933
ヘラクレス デュボウスキー 作 偕成社 933
Ａｌａｄｄｉｎジャファーの逆襲 橘高 弓枝 文 偕成社 933
美女と野獣 〔ルプランス・ド・ボーモン夫人 原作〕偕成社 933
白雪姫 〔グリム 原作〕 偕成社 933
ダンボ 橘高 弓枝 文 偕成社 933
ふしぎの国のアリス 〔ルイス・キャロル 原作〕 偕成社 933
エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 933
エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 933
エルマーと１６ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 933
おもちゃ屋のクィロー ジェームズ・サーバー さく 福音館書店 933
ミリー・モリー・マンデーのおはなし ジョイス・Ｌ・ブリスリー さく 福音館書店 933
となりのせきのますだくん 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 913
からす　たろう やしま たろう 文・絵 偕成社 913
番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー さく 福音館書店 933
すんだことはすんだこと ワンダ・ガアグ 再話・え 福音館書店 933
ヘンゼルとグレーテル ワンダ・ガアグ 再話・絵 福音館書店 933
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 933
将棋の基本 川北 亮司 著 金の星社 796
将棋の戦法 川北 亮司 著 金の星社 796
ブラックバス完全攻略 田沢 晃 著 金の星社 787
ブラックバスＱ＆Ａ 田沢 晃 著 金の星社 787
ヒットルアー図鑑 訓覇 啓雄 著 金の星社 787
つった魚を調べる図鑑 前川 利夫 著 金の星社 787
耳をすませば 小学館 778
どうぶつをつくろう 阿部 恒 編 小峰書店 754
プレゼントをつくろう 阿部 恒 編 小峰書店 754
かんたんおりがみ４ 阿部 恒 編 小峰書店 754
かんたんおりがみ５ 阿部 恒 編 小峰書店 754
もののけ姫 小学館 778
日本の名作童話３０ 岩崎書店 913
日本の名作童話④　月の輪ぐま 岩崎書店 913
日本の名作童話１　注文の多い料理店 岩崎書店 913
日本の名作童話１８ 岩崎書店 913
日本の名作童話２１ 岩崎書店 913
日本の名作童話３ 岩崎書店 913
日本の名作童話２７ 岩崎書店 913
日本の名作童話２８ 岩崎書店 913
日本の名作童話２５ 岩崎書店 913
モチモチの木 岩崎書店 913
日本の名作童話２３ 岩崎書店 913
日本の名作童話１４ 岩崎書店 913
日本の名作童話１７ 岩崎書店 913
日本の名作童話１９ 岩崎書店 913
日本の名作童話１０ 岩崎書店 913
日本の名作童話２４ 岩崎書店 913
日本の名作童話１１ 岩崎書店 913
しましまちゃんはおにいちゃん 白井 三香子 作 学研 913
だんごむし 生活科を創る会 編 小峰書店 485
校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培１５ 七尾 純 構成・文 国土社 486
日本の名作童話８ 岩崎書店 913
花いっぱいになあれ 岩崎書店 913
香川県の民話 日本児童文学者協会 偕成社 388
わかったさんのドーナツ 寺村 輝夫 作 あかね書房 596



わかったさんのシュークリーム 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
わかったさんのショートケーキ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
わかったさんのクレープ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
香川県の民話 日本児童文学者協会 偕成社 388
香川県の民話 日本児童文学者協会 偕成社 388
香川県の民話 日本児童文学者協会 偕成社 388
できるかな？ エリック・カール さく 偕成社 933
月ようびはなにたべる？ エリック・カール え 偕成社 933
巨人（ジャイアント）にきをつけろ！ エリック＝カール さく 偕成社
ことりをすきになった山 エリック＝カール 絵 偕成社 933
うたが　みえる　きこえるよ エリック＝カール さく 偕成社 933
１ ２ ３どうぶつえんへ エリック＝カール 構成・絵 偕成社 933
おほしさまかいて！ エリック＝カール さく 偕成社
しりたがりのこひつじ エリック＝カール 偕成社 933
ちいさなくも エリック・カール さく 偕成社 933
ちいさいタネ 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
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 933
パパ、お月さまとって！ エリック＝カール さく 偕成社 933
こんにちはあかぎつね！ エリック・カール さく 偕成社 933
やどかりのおひっこし エリック＝カール さく 偕成社 933
かわうそがひろったちょきん箱 みなみ らんぼう 作 学研 913
日本の幼年童話２　セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治 作 岩崎書店 913
風の又三郎 宮沢 賢治 作 岩崎書店 913
どんぐりと山ねこ 宮沢 賢治 作 岩崎書店 913
なめとこ山のくま 宮沢 賢治 作 岩崎書店 913
ポラーノの広場 宮沢 賢治 作 岩崎書店 913
ふた子の星 宮沢 賢治 作 岩崎書店 913
雨ニモマケズ 宮沢 賢治 作 岩崎書店 913
よだかの星 宮沢 賢治 作 岩崎書店 913
銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 作 岩崎書店 913
オツベルと象 宮沢 賢治 作 岩崎書店 913
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 933
ね、ぼくのともだちになって！ エリック＝カール 作 偕成社 933
ぼくのねこみなかった？ エリック＝カール さく 偕成社 933
エリック・カールの動物さんぽ エリック・カール 作・絵 偕成社 933
くまさん　くまさん　なにみてるの？ エリック＝カール え 偕成社 933
しろくまくん　なにがきこえる？ エリック＝カール え 偕成社 933
リボンときつねとゴムまりと月 村山 籌子 作 ＪＵＬＡ出版局 913
村山籌子作品集２ 村山 籌子 作 ＪＵＬＡ出版局 913
村山籌子作品集３ 村山 籌子 作 ＪＵＬＡ出版局 913
かんたんトランプの手品 トランプマン 作 岩崎書店 779
かんたんコインとお札の手品 トランプマン 作 岩崎書店 779
かんたんひもとハンカチの手品 トランプマン 作 岩崎書店 779
かんたんテーブルマジック トランプマン 作 岩崎書店 779
かんたんステージマジック トランプマン 作 岩崎書店 779
写真であそぼうスナップ・クラブ 小野寺 俊晴 文・写真 岩崎書店 743
ふうちゃんの詩 金子 みすゞ 詩 ＪＵＬＡ出版局
長くつ下のピッピ リンドグレーン 作 岩波書店 949
ピッピ船にのる リンドグレーン 作 岩波書店 949
ピッピ南の島へ リンドグレーン 作 岩波書店 949
わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局 911
このみちをゆこうよ 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局 911
明るいほうへ 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局 911
十二支のはじまり 岩崎 京子 文 教育画劇 388
日本の名作童話６ 岩崎書店 913
本日開店ミニパンやさん 花田 えりこ 文・絵 岩崎書店 596
１２か月のかんたんお料理 花田 えりこ 文・絵 岩崎書店 596
ほしとたんぽぽ 金子 みすゞ 童謡 ＪＵＬＡ出版局 911



眠れる森の美女 〔シャルル・ペロー 原作〕 偕成社 933
たからものくらべ 杉山 亮 作 福音館書店 913
さかな 学研 487
にゃんこおじさんおもしろばなし 東君平 サンリオ 913
美女と野獣ベルの素敵なプレゼント 橘高 弓枝 文 偕成社 933
くまのプーさん　プーさんとはちみつ 〔Ａ．Ａ．ミルン 原作〕 偕成社 933
ロビン・フッド Ａ．Ｌ．シンガー 作 偕成社 933
ナイトメアー・ビフォア・クリスマス 橘高 弓枝 文 偕成社 933
トイ・ストーリー２ レスリー・ゴールドマン 作 偕成社 933
なんだかんだ名探偵 杉山 亮 作 偕成社 913
そんなわけで名探偵 杉山 亮 作 偕成社 913
まってました名探偵 杉山 亮 作 偕成社 913
いつのまにか名探偵 杉山 亮 作 偕成社 913
ことばあそび１年生 伊東英治　編 理論社 911
ことばあそび２年生 有馬 敲 〔ほか〕著 理論社 911
ことばあそび３年生 伊藤英治　編 理論社 911
ことばあそび４年生 伊藤英治　編 理論社 911
ことばあそび５年生 伊藤英治　編 理論社 911
ことばあそび６年生 伊藤英治　編 理論社 911
かや川のキツネ むらかみ ゆたか え 国土社 388
金色のかも いぐち ぶんしゅう え 国土社 388
ふしぎなウリどろぼう おおた だいはち え 国土社 388
さる神たいじ いしい きみひこ え 国土社 388
ふたり衣女 ふくだ しょうすけ え 国土社 388
空とぶ米ぐら こんの しんいち え 国土社 388
五色のしか すずき よしはる え 国土社 388
羅城門 かじ あゆた え 国土社 388
ひとしずくのなみだ あかさか みよし え 国土社 388
かぐやひめ あさくら せつ え 国土社 388
ないた盗ぞく かなざわ ゆうこう え 国土社 388
虫めずる姫ぎみ いまぜき のぶこ ぶん 国土社 388
花ぐるまの井戸 はやふね ちよ ぶん 国土社 388
わらしべ長者 きたがわ さちひこ ぶん 国土社 388
なが鼻の内供さま たけざき ゆうひ ぶん 国土社 388
ふしぎな赤い雲 はまの たくや ぶん 国土社 388
わしにさらわれた子ども せき ひでお ぶん 国土社 388
こしおれすずめ いわさき きょうこ ぶん 国土社 388
雷のおか おおいし まこと ぶん 国土社 388
つりがねどろぼう いまにし すけゆき ぶん 国土社 388
アメリア・イヤハート リチャード・テームズ 著 国土社 289
ナイチンゲール リチャード・テームズ 著 国土社 280
ネルソン・マンデラ リチャード・テームズ 著 国土社 289
ヘレン・ケラー リチャード・テームズ 著 国土社 280
アンネ・フランク リチャード・テームズ 著 国土社 280
ライト兄弟 リチャード・テームズ 著 国土社 280
マリー・キュリー リチャード・テームズ 著 国土社 280
楽しく調べる人物図解日本の歴史１ 佐藤 和彦 監修 あかね書房 210
楽しく調べる人物図解日本の歴史２ 佐藤 和彦 監修 あかね書房 210
楽しく調べる人物図解日本の歴史３ 佐藤 和彦 監修 あかね書房 210
楽しく調べる人物図解日本の歴史５ 佐藤 和彦 監修 あかね書房 210
楽しく調べる人物図解日本の歴史６ 佐藤 和彦 監修 あかね書房 210
楽しく調べる人物図解日本の歴史７ あかね書房 210
おしゃれキャット 橘高 弓枝 文 偕成社 933
昆虫のかいかたそだてかた 三枝 博幸 文 岩崎書店 486
やさいのうえかたそだてかた 小宮山 洋夫 文・絵 岩崎書店 626
動物園ほのぼの日記 亀井 一成 著 ポプラ社 916
ありがとうの歌 くりす あきら 著 ポプラ社 916
ママが風になれたら 岸川 悦子 著 ポプラ社 916
ニュース犬ブーニー物語 福田 秀和 著 ポプラ社 645



先生のピアノが歌った 矢崎 節夫 著 ポプラ社 916
さくらがさいた！ 木暮 正夫 著 ポプラ社 916
９００回のありがとう 綾野 まさる 著 ポプラ社 916
サルが山からおりてきた 佐藤 一美 著 ポプラ社 916
まけるなしんちゃん 東海林 のり子 著 ポプラ社 916
世界のお母さんマザー・テレサ 小林 正典 著 ポプラ社 916
アイガモ家族 佐藤 一美 著 ポプラ社 916
海は死なない ゆうき えみ 著 ポプラ社 916
ゴリラを描きたくて 阿部 知暁 著 ポプラ社 916
ペットはぼくの家族 マルコ・ブルーノ 著 ポプラ社 916
ぼく、とうふやの営業部長です 小川 陽子 著 ポプラ社 916
悪魔の兵器・地雷 名倉 睦生 文 ポプラ社 916
動物園は心の学校 亀井 一成 著 ポプラ社 916
ファーブルこんちゅう記２ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記３ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記４ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記５ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記６ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記７ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記８ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記９ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記　１０ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
怪盗ルパン　１ モーリス・ルブラン 原作 くもん出版 953
怪盗ルパン　２ モーリス・ルブラン 原作 くもん出版 953
怪盗ルパン　３ モーリス・ルブラン 原作 くもん出版 726
怪盗ルパン　４ モーリス・ルブラン 原作 くもん出版 953
怪盗ルパン　５ モーリス・ルブラン 原作 くもん出版 953
ピーター・パン 〔ジェームズ・マシュー・バリー 原作〕偕成社 933
くまのプーさん　クリストファー・ロビンを探せ！〔Ａ・Ａ・ミルン 原作〕 偕成社 933
ムーラン デュボウスキー 作 偕成社 933
ジャングル・ブック 〔ラドヤード・キプリング 原作〕 偕成社 933
父の過去を旅して 安宅 温 著 ポプラ社 916
母のない子と子のない母と 壷井 栄 著 偕成社 913
きまぐれロボット 星 新一 作 理論社 913
ホウ博士とロボットのいる町 松村 美樹子 作 ポプラ社 913
ぼうしねこはほんとねこ あまん きみこ さく ポプラ社 913
かみなりドドーン！ 後藤 竜二 さく ポプラ社 913
おばけがっこうのユータくん 那須 正幹 さく ポプラ社 913
１ねんサルぐみへようこそ！ 舟崎 靖子 さく ポプラ社 913
はりがねネコ 三木 卓 さく ポプラ社 913
きつねのきのじ 森山 京 さく ポプラ社 913
おばけがっこうの大うんどう会 那須 正幹 さく ポプラ社 913
とかげのトホホ 角野 栄子 さく ポプラ社 913
さいごまで読めない日本のこわい話 小池 タミ子 文 学研 388
夜ねむれなくなる日本のおばけ話 横笛 太郎 文 学研 388
本当にあったような世界のふしぎ話 辻 真先 文 学研 388
なるほどかしこい日本のとんち話 富田 博之 文 学研 388
なるほどかしこい世界のとんち話 牧 杜子尾 文 学研 388
うれしい一日になる世界のわらい話 富田 博之 文 学研 388
こわいけど知りたい日本のようかい話 藤沼 良三 文 学研 388
ルアーフィッシング海 田中 つとむ 文 ポプラ社 787
ルアーコレクション 鈴木 誠吾 文 ポプラ社 787
キャンプ図鑑 宇野 美貴子 文 ポプラ社 786
将棋 小暮 克洋 文・図面作成 ポプラ社 796
マウンテンバイク 和田 肇 文 ポプラ社 786
けん玉 高橋 真理子 文 ポプラ社 798
クラスの人気者になれる！理科手品 酒井 かおる 文 ポプラ社 780
けん玉の技百選 日本けん玉協会 著 ポプラ社 798
手塚治虫 国松 俊英 文 ポプラ社 289



手塚治虫 国松 俊英 文 ポプラ社 289
こまったさんのスパゲティ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
こまったさんのカレーライス 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
こまったさんのハンバーグ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
こまったさんのオムレツ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
こまったさんのサラダ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
こまったさんのグラタン 寺村 輝夫 作 あかね書房 596
こまったさんのサンドイッチ 寺村 輝夫 作 あかね書房 596
こまったさんのコロッケ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
こまったさんのラーメン 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
こまったさんのシチュー 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
ロボット クライブ・ジフォード 文 丸善 548
もしかしたら名探偵 杉山 亮 作 偕成社 913
やさいをそだてよう 鳥居 ヤス子 さく 富山房 626
対決！ソーサとマグワイア ローラ・ドリスコル 文 学研 783
目標にいどむ青春 永谷 脩 文 学研 783
ユニバーサルデザインとくらしを考える 浅見　勉　著 国土社 369
日本の方言大研究１ ポプラ社 818
日本の方言大研究２　生き物の方言 ポプラ社 818
日本の方言大研究３ ポプラ社 818
日本の方言大研究４　日本列島方言じまん ポプラ社 818
日本の方言大研究５　すばらしい方言の世界 ポプラ社 818
日本の方言大研究６　なるほど方言学入門 ポプラ社 818
日本の方言大研究７ ポプラ社 818
ゲームでおぼえるはじめての英語　１ 松崎　博 ポプラ社 830
ゲームでおぼえるはじめての英語２ 松崎　博　著 ポプラ社 830
ゲームでおぼえるはじめての英語　３ 松崎　博 ポプラ社 830
会話ゲーム 松崎　博　著 ポプラ社 830
あそびうた ジェリー・ソーレス　編 ポプラ社 830
みんなで学ぶ総合的学習１０ 高野 尚好 監修 国土社 837
おはじきの木 あまん きみこ 作 あかね書房 913
おじいさんの机 立松 和平 文 河出書房新社
黄色いボール 立松 和平 文 河出書房新社 913
天とくっついた島 立松 和平 文 河出書房新社
キツネとのやくそく 立松 和平 文 河出書房新社 913
満月の百年 立松 和平 文 河出書房新社 913
かぐら山の大男 富安 陽子 作 あかね書房 913
種をまく人 ポール・フライシュマン 著 あすなろ書房 933
赤いろうそくと人魚ほか 小川 未明 〔ほか〕著 講談社 913
ブラジルの大地に生きて 藤崎 康夫 作 くもん出版 916
マルチンとかぼちゃおばけのまほうのたね イングリート・オストヘーレン 作 あかね書房 943
オオカミだって…！ ベッキー・ブルーム 作 あかね書房 930
子うさぎヌップのふわふわふとん タルリーサ・ヴァルスタ 作絵 あかね書房 993
Ｏじいさんのチェロ ジェーン・カトラー 作 あかね書房 933
ごあいさつごあいさつ 渡辺 有一 作絵 あかね書房 913
ぼくらは知床探険隊 関屋 敏隆 文・型染版画 岩崎書店 913
牛女 小川未明 戸田デザイン教室 913
かさぶたくん やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 491
パパはウルトラセブン みやにし たつや 作・絵 学研 913
おとうさんはウルトラマン／おとうさんの休日みやにし たつや 作・絵 学研 913
おとうさんはウルトラマン みやにし たつや 作絵 学研 913
本当にあったような日本のふしぎ話 重森 孝 文 学研 388
トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 作 岩波書店 933
帰ってきたおとうさんはウルトラマン みやにし たつや 作絵 学研 913
密室小学校 深沢美潮 ジャイブ 913
かあさんのエプロンポケットふたつ 宮川 ひろ さく ポプラ社 913
でこちゃん つちだ のぶこ さく・え ＰＨＰ研究所 913
盲導犬ミントの子守歌 星野 有史 著 ポプラ社 916
盲導犬ボランティア物語 長谷島 妙子 著 ポプラ社 916



松井秀喜物語 広岡 勲 文 学研 783
ドキドキ！妖怪めぐり 吉川 豊 作・画 理論社 388
ドキドキ！ふしぎトラベル 吉川 豊 作・画 理論社 209
みんなで学ぶ総合的学習８ 高野 尚好 監修 国土社 490
みんなで学ぶ総合的学習９ 高野 尚好 監修 290
みんなで学ぶ総合的学習７ 高野 尚好 監修 369
じてんしゃにのるひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ 文 絵 岩波書店 933
ひとまねこざるときいろいぼうし Ｈ．Ａ．レイ 文 絵 岩波書店 933
ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ 文 絵 岩波書店 933
ろけっとこざる Ｈ．Ａ．レイ 文 絵 岩波書店 933
レインボー和英辞典 学研 813
レインボー英和辞典 学研 813
マーシャとくま Ｅ・ラチョフ え 福音館書店 983
新しいのりもの２００ 小久保 陽一 写真・文 イカロス出版 530
あそびのおうさまずかんのりもの 学研 31
人間を生かす森 小沢 普照 監修 大日本図書 650
森ができるまで 小沢 普照 監修 大日本図書 650
現代における木の利用 小沢 普照 監修 大日本図書 650
木と人間の歴史 小沢 普照 監修 大日本図書 650
さまざまな木のすがた 小沢 普照 監修 大日本図書 650
環境を調べる・環境を守る３ 塚本 治弘 著 さ・え・ら書房 519
やくにたつアイデア工作６ こどもくらぶ 編 ポプラ社 750
うさぎちゃんのがらくたあそび きむら ゆういち 作・構成 ポプラ社 507
くまくんのがらくたあそび きむら ゆういち 作・構成 ポプラ社 507
ぶたさんのがらくたあそび きむら ゆういち 作・構成 ポプラ社 507
まわして遊ぶ 佐々木 伸 著 フレーベル館 750
かちかちやま おざわ としお 再話 福音館書店 388
オルビス学習科学図鑑魚 阿部 宗明 監修 学研 487
魚 学研 487
ジョン・レノン マイケル・ホワイト 著 偕成社 762
きつねものがたり ヨセフ・ラダ さく え 福音館書店 989
クジラと少年の海 小島 曠太郎 著 理論社 916
レーナ・マリア あべ さより まんが 小学館 289
モンゴルに米ができた日 鈴木 喜代春 作 金の星社 916
とぶキャベツのひみつ 柏葉 幸子 作 旺文社 913
おねえちゃんとわたし ミッシェル・エマート 文 小学館
カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ 白水社 963
ゴールデンハート ウルフ・スタルク 作 偕成社 949
飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー 講談社 943
十月のみずうみ シンシア・ライラント 作 偕成社 933
風にのってきたメアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作 岩波書店 933
さんねん峠 李 錦玉 作 岩崎書店 388
魔女からの手紙 角野 栄子 著 ポプラ社 913
こども世界の民話上 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社 388
こども世界の民話下 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社 388
中国のむかし話 君島 久子 共訳 偕成社 388
トルストイの民話 トルストイ 作 偕成社 983
スニッピーとスナッピー ワンダ・ガアグ ぶん え あすなろ書房 933
夜にくちぶえふいたなら たかどの ほうこ さく 旺文社 913
ともだちや 内田 麟太郎 作 偕成社 913
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 929
こうさぎのジャムつくり 森山 京 著 フレーベル館 913
なぞなぞのすきな女の子 松岡 享子 さく 学研 913
ことりになったエノキ 白木 惠委子 さく 新日本出版社 913
ちびまる子ちゃんの学級日誌５ さくら ももこ 原作 学研 913
ちびまる子ちゃんの学級日誌４ さくら ももこ 原作 学研 913
ちびまる子ちゃんの学級日誌２ さくら ももこ 原作 学研 913
ちびまる子ちゃんの学級日誌１ さくら ももこ 原作 学研 913
かいぞくぶろ 越水 利江子 さく 新日本出版社 913



よみせぶとん 越水 利江子 さく 新日本出版社 913
たんけんちびぞう 工藤 直子 さく 学研 913
とりかえっこちびぞう 工藤 直子 さく 学研 913
ミラクル・ファミリー 柏葉 幸子 作 講談社 913
まほうのはっぱのおまじない 泉 啓子 さく 新日本出版社 913
ともだちいっぱい 新沢 としひこ 作 ひかりのくに 913
魚をよぶ森 斉藤 きみ子 作 佼成出版社 913
キネマの街 金子みすゝ゛ JURA出版局 911
おふろのうみ 川崎 洋 作 鈴木出版 913
そらちゃんとへびひめさま 山口 節子 さく 新日本出版社 913
うそつきたいかい 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 913
おはなしぽっちり３　秋 もりやま みやこ さく 小峰書店 913
おはなしぽっちり２　夏 もりやま みやこ さく 小峰書店 913
おはなしぽっちり１はる もりやま みやこ さく 小峰書店 913
おてがみもらったおへんじかいた 森山 京 作 あかね書房 913
恐竜 富田 幸光 監修 小学館 457
植物 門田 裕一 監修 小学館 470
昆虫 小池 啓一 〔ほか〕指導・執筆 小学館 486
たこをあげるひとまねこざる マーガレット・レイ 文 岩波書店 933
小学生の環境見学シリーズ７ 佐島 群巳 監修 ポプラ社 519
小学生の環境見学シリーズ６ 佐島 群巳 監修 ポプラ社 519
小学生の環境見学シリーズ５ 佐島 群巳 監修 ポプラ社 519
小学生の環境見学シリーズ４ 佐島 群巳 監修 ポプラ社 519
小学生の環境見学シリーズ３ 佐島 群巳 監修 ポプラ社 519
小学生の環境見学シリーズ２ 佐島 群巳 監修 ポプラ社 519
小学生の環境見学シリーズ１ 佐島 群巳 監修 ポプラ社 519
ウミガメの海岸 内田 至 著 フレーベル館 487
あざやかな虫たちのひみつ 湊 和雄 文・写真 大日本図書 486
虫たちの身をまもる力 松山 史郎 文と写真 大日本図書 486
おしゃれな虫たち 松山 史郎 文と写真 大日本図書 486
動物のすみか 丸善 480
一輪車にのろう３ 三木 たかし 著 国土社 786
一輪車にのろう２ 三木 たかし 著 国土社 786
一輪車にのろう１ 三木 たかし 著 国土社 786
３学期のあそび・ゲーム 奥田 靖二 編・著 教育画劇 781
２学期のあそび・ゲーム 奥田 靖二 編・著 教育画劇 781
１学期のあそび・ゲーム 奥田 靖二 編・著 教育画劇 781
たたみのはなし 山口 泰子 著 さ・え・ら書房 383
かえるのレストラン 松岡 節 作 ひかりのくに 913
街のいのち 立松 和平 文 くもん出版 913
川のいのち 立松 和平 文 くもん出版 913
田んぼのいのち 立松 和平 文 くもん出版 913
しずかなおはなし サムイル・マルシャーク ぶん 福音館書店
魚になった３兄弟 立松 和平 文 日本放送出版協会 913
動物 三浦 慎悟 〔ほか〕指導・執筆 小学館 480
キャプテンはつらいぜ 後藤 竜二 〔著〕 講談社 913
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 486
おとうさんがおとうさんになった日 長野 ヒデ子 作 童心社 913
お母さん、ひらけゴマ！ 西本 鶏介 作 ポプラ社 913
とりのみじいさん 小沢 正 文 教育画劇 388
ワタネ・マン 長倉 洋海 著 偕成社 748
ベルナの目はななえさんの目 郡司 ななえ さく 童心社 913
れいとうロボット 長崎 夏海 さく 新日本出版社 913
ちびまる子ちゃんの学級日誌３ さくら ももこ 原作 学研 913
はなをくんくん ルース・クラウス ぶん 福音館書店 933
学校ボランティア活動・奉仕活動の本１ 学研 369
えらいぞサーブ！ 手島 悠介 文 講談社 369
おだんごぱん 瀬田 貞二 訳 福音館書店
おばあちゃんのはねまくら ローズ・インペイ 文 評論社 933



小さなソロ ポール・ジェラティ さく 評論社 933
夕ごはんまでの五分間 プロハースコヴァー 作 偕成社 943
ニューワイド学習百科事典１ 学研 31
ニューワイド学習百科事典２ 学研 31
ニューワイド学習百科事典３ 学研 31
ニューワイド学習百科事典４ 学研 31
ニューワイド学習百科事典５ 学研 31
ニューワイド学習百科事典６ 学研 31
ニューワイド学習百科事典７ 学研 31
ニューワイド学習百科事典８ 学研 31
俳句・季語入門１ 石田 郷子 著 国土社 911
俳句・季語入門２ 石田 郷子 著 国土社 911
俳句・季語入門３ 石田 郷子 著 国土社 911
俳句・季語入門４ 石田 郷子 著 国土社 911
俳句・季語入門５ 石田 郷子 著 国土社 911
海のルアー釣りがわかる本 つりトップ編集部 編 学研 787
バス・フィッシングがわかる本 つりトップ編集部 編 学研 787
新ルアーフィッシング入門 つりトップ編集部 編 学研 787
釣魚・つり方図鑑 つりトップ編集部 編 学研 787
三国志１ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社 923
三国志２天下三分の計 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社 923
三国志３燃える長江 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社 923
三国志４三国ならび立つ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社 923
三国志５五丈原の秋風 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社 923
南雄太 野上 伸悟 著 旺文社 783
荻原健司 岩瀬 孝文 著 旺文社 783
松江美季 鳥飼 新市 著 旺文社 783
松坂大輔 鳥飼 新市 著 旺文社 783
野口健 綾野 まさる 著 旺文社 783
ふしぎびっくり語源博物館１ 江川 清 監修・文 ほるぷ出版 812
ふしぎびっくり語源博物館２ 江川 清 監修 ほるぷ出版 812
ふしぎびっくり語源博物館３ 江川 清 監修・文 ほるぷ出版 812
ふしぎびっくり語源博物館４ 江川 清 監修 ほるぷ出版 812
ふしぎびっくり語源博物館５ 江川 清 監修 ほるぷ出版 812
どおんと・クマ ひろかわ さえこ さく あかね書房 913
木を植えた男 ジャン・ジオノ 原作 あすなろ書房 953
デルトラ・クエスト　１ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト２ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト　３ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト　４ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト　５ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト　６ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト　８ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
あらしのよるに 木村 裕一 作 講談社 913
あるはれたひに 木村 裕一 作 講談社 913
くものきれまに 木村 裕一 作 講談社 913
きりのなかで 木村 裕一 作 講談社 913
どしゃぶりのひに 木村 裕一 作 講談社 913
ふぶきのあした 木村 裕一 作 講談社 913
小学生ぎもんランキング ぎもんランキング編集委員会 編 学研 798
小学生科学ぎもんランキング ぎもんランキング編集委員会 編 学研 790
小学生体と健康ぎもんランキング ぎもんランキング編集委員会 編 学研 790
坊っちゃん 夏目 漱石 原作 金の星社 913
野菊の墓 伊藤 左千夫 原作 金の星社 913
姿三四郎 富田 常雄 原作 金の星社 913
たけくらべ 樋口 一葉 原作 金の星社 913
路傍の石 山本 有三 原作 金の星社 913
風立ちぬ 堀 辰雄 原作 金の星社 913
ビルマの竪琴 竹山 道雄 原作 金の星社 910



舞姫 森 鴎外 原作 金の星社 913
怪談 小泉 八雲 原作 金の星社 913
伊豆の踊子 川端 康成 原作 金の星社 913
おばあちゃんすごい！ 中川 ひろたか 文 童心社 913
ワニぼうのこいのぼり 内田 麟太郎 文 文渓堂 913
どうぶつの目 わしお としこ 構成・文 アリス館 480
どうぶつのはな わしお としこ 構成・文 アリス館 480
どうぶつの口 わしお としこ 構成・文 アリス館 480
どうぶつの耳 わしお としこ 構成・文 アリス館 480
どうぶつのおっぱい わしお としこ 構成・文 アリス館 480
はっけんずかんどうぶつ 今泉 忠明 監修 学研 480
１０ぴきのかえるのふゆごもり 間所ひさこ ＰＨＰ研究所 913
１０ぴきのかえるののどじまん 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 913
はるだはるだよ！１０ぴきのかえる 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 913
１０ぴきのかえる 間所ひさこ ＰＨＰ研究所 913
１０＋１ぴきのかえる 間所ひさこ ＰＨＰ研究所 913
１０ぴきのかえるのおしょうがつ 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 913
ぞくぞく村のミイラのラムさん 末吉 暁子 作 あかね書房 913
ぞくぞく村の雪女ユキミダイフク 末吉 暁子 作 あかね書房 913
ぞくぞく村の魔女のオバタンの使い魔 末吉 暁子 作 あかね書房 913
ぞくぞく村の小鬼のゴブリン 末吉 暁子 作 あかね書房 913
ぞくぞく村の魔女のオバタン 末吉 暁子 作 あかね書房 913
モンスター・ホテルでパーティーだ 柏葉 幸子 作 小峰書店 913
もりのゆうびんきょく 舟崎 靖子 作 偕成社 913
もりのじてんしゃやさん 舟崎 靖子 作 偕成社 913
もりのはいしゃさん 舟崎 靖子 作 偕成社 913
もりのとけいやさん 舟崎 靖子 作 偕成社 913
もりのサンドイッチやさん 舟崎 靖子 作 偕成社 913
もりのほんやさん 舟崎 靖子 作 偕成社 913
もりのおもちゃやさん 舟崎 靖子 作 偕成社 913
もりのレストラン 舟崎 靖子 作 偕成社 913
もりのアイスクリームやさん 舟崎 靖子 作 偕成社 913
もりのぎんこう ふなざき やすこ さく 偕成社 913
もりのピザやさん ふなざき やすこ さく 偕成社 913
もりのおべんとうやさん 舟崎 靖子 作 偕成社 913
もりのスパゲッティやさん ふなざき やすこ さく 偕成社 913
もりのクリーニングやさん 舟崎 靖子 作 偕成社 913
世界の子どもたちはいま７ 学研 367
世界の子どもたちはいま６ 学研 290
世界の子どもたちはいま３ 学研 290
世界の子どもたちはいま２ 学研 290
しんかんせんひゃっか ひかりのくに 546
はたらくくるまひゃっか ひかりのくに 546
のりものひゃっか ひかりのくに 546
むしひゃっか ひかりのくに 486
ちいさないきものひゃっか ひかりのくに 480
きょうりゅうひゃっか ひかりのくに 457
どうぶつひゃっか ひかりのくに 481
あいうえおひゃっか ひかりのくに 810
すうじひゃっか ひかりのくに 410
ことばひゃっか ひかりのくに 815
たべものひゃっか ひかりのくに 596
自然の中の人間シリーズ１海と人間編 農山漁村文化協会 660
自然の中の人間シリーズ２海と人間編 農山漁村文化協会 660
自然の中の人間シリーズ３海と人間編 農山漁村文化協会 660
自然の中の人間シリーズ４海と人間編 農山漁村文化協会 660
自然の中の人間シリーズ５海と人間編 農山漁村文化協会 660
自然の中の人間シリーズ６海と人間編 農山漁村文化協会 660
自然の中の人間シリーズ７海と人間編 農山漁村文化協会 660



自然の中の人間シリーズ８海と人間編 農山漁村文化協会 660
自然の中の人間シリーズ９海と人間編 農山漁村文化協会 660
自然の中の人間シリーズ１０海と人間編 農山漁村文化協会 660
進化をつづける新ロボット大図鑑 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 548
いろながれかたちうごいてぱぴぷぺぽ 元永 定正 文・絵 光村教育図書 913
ぼくとぼく 福田 繁雄 文・絵 光村教育図書 913
１０ぴきのかえるのなつまつり 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 913
ダンゴムシ 今森 光彦 文・写真 アリス館 485
デルトラ・クエスト　７ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
燃料電池車のひみつ 学研 537
ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作 理論社 913
ぞくぞく村のドラキュラのむすこ 末吉 暁子 作 あかね書房 913
ぞくぞく村のちびっこおばけグー・スー・ピー 末吉 暁子 作 あかね書房 913
ぞくぞく村のがいこつガチャさん 末吉 暁子 作 あかね書房 913
ぞくぞく村のとうめい人間サムガリー 末吉 暁子 作 あかね書房 913
モンスター・ホテルでおどりましょう 柏葉 幸子 作 小峰書店 913
モンスター・ホテルでインターネット 柏葉 幸子 作 小峰書店 913
コンビニのひみつ 大林 かおる 漫画 学研広告ＳＰ事業部教材資料制作室673
砂場のおばけジャリッコ 末吉 暁子 偕成社 913
もりのおかしやさん 舟崎 靖子 作 偕成社 913
続続続・伊東家の食卓裏ワザ大全集 日本テレビ放送網株式会社790
続続続続・伊東家の食卓裏ワザ大全集２００３年版 日本テレビ放送網株式会社790
モンスター・ホテルでおばけバラ 柏葉 幸子 作 小峰書店 913
ぞくぞく村の妖精レロレロ 末吉 暁子 作 あかね書房 913
中村俊輔 北条 正士 著 旺文社 913
しま 野見山 暁治 文・絵 光村教育図書 913
うたがきこえる 谷川 晃一 文・絵 光村教育図書 913
ざしき童子（ボツコ）のはなし 宮沢 賢治 作 講談社 913
ハンナのかばん カレン・レビン 著 ポプラ社 936
おじいちゃんの桜の木 アンジェラ・ナネッティ 作 小峰書店 973
世界の子どもたちはいま１ 学研 290
世界の子どもたちはいま４ 学研 290
世界の子どもたちはいま５ 学研 290
世界の子どもたちはいま８ 学研 290
２１世紀こども百科地球環境館 和田武 小学館 512
魔法使いハウルと火の悪魔 ジョーンズ・ダイアナ・ウィン 徳間書店 933
アブダラと空飛ぶ絨毯 ジョーンズ・ダイアナ・ウィン 徳間書店 933
しゅくだい いもとようこ　文・絵 岩崎書店 913
国際理解に役立つ世界の民族音楽① 井口淳子　著 ポプラ社 762
国際理解に役立つ世界の民族音楽② こどもくらぶ　編 ポプラ社 762
国際理解に役立つ世界の民族音楽③ こどもくらぶ　編 ポプラ社 762
国際理解に役立つ世界の民族音楽④ こどもくらぶ　編 ポプラ社 762
国際理解に役立つ世界の民族音楽⑤ こどもくらぶ　編 ポプラ社 762
国際理解に役立つ世界の民族音楽⑥ こどもくらぶ　編 ポプラ社 762
きんきゅう自動車 海老原宜男　監修 国土社 537
パワフル自動車 海老原宜男　監修 国土社 537
いろいろな自動車 海老原宜男　監修 国土社 537
身近な自動車 海老原宜男　監修 国土社 537
自動車なんでも百科 海老原宜男　監修 国土社 537
奈良の大仏をつくる 石野亨　文 小峰書店 718.5
宅配ピザのひみつ 学研 726
電池のひみつ 学研 540
シンデレラ２ 橘高弓枝 偕成社 933
ピーター・パン２ 橘高弓枝 偕成社 933
リロ・アンド・スティッチ キキ・ソープ 偕成社 933
トレジャー・プラネット キキ・ソープ 偕成社 933
ファインディング・ニモ ゲイル・ハーマン 偕成社 933
じゅげむ 桂小南 金の星社 913
まんじゅうこわい 桂小南 金の星社 913



花の都 桂小南 金の星社 913
赤毛のアンＰＡＲＴ１ Ｌ．Ｍ．モンゴメリ くもん出版 726
赤毛のアンＰＡＲＴ２ Ｌ．Ｍ．モンゴメリ くもん出版 726
赤毛のアンＰＡＲＴ３ Ｌ．Ｍ．モンゴメリ くもん出版 726
アンの青春 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ くもん出版 726
アンの愛情 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ くもん出版 726
ぐりとぐら なかがわりえこ 福音館書店 913
ぐりとぐらのおきゃくさま なかがわりえこ 福音館書店 913
ぐりとぐらのかいすいよく なかがわりえこ 福音館書店 913
ぐりとぐらのえんそく なかがわりえこ 福音館書店 913
ぐりとぐらとくるりくら なかがわりえこ 福音館書店 913
ぐりとぐらとすみれちゃん なかがわりえこ 福音館書店 913
ぐりとぐらのおおそうじ 中川李枝子文 福音館書店 913
漢字クイズ絵本  １年生 馬場雄二 偕成社 811
漢字クイズ絵本  ２年生 馬場雄二 偕成社 811
漢字クイズ絵本  ３年生 馬場雄二 偕成社 811
漢字クイズ絵本  ４年生 馬場雄二 偕成社 811
漢字クイズ絵本  ５年生 馬場雄二 偕成社 811
漢字クイズ絵本  ６年生 馬場雄二 偕成社 811
声に出して楽しんで読もう  １年生 小森茂 学習研究社 809
声に出して楽しんで読もう  ２年生 小森茂 学習研究社 809
声に出して楽しんで読もう  ３年生 小森茂 学習研究社 809
声に出して楽しんで読もう  ４年生 小森茂 学習研究社 809
声に出して楽しんで読もう  ５年生 小森茂 学習研究社 809
声に出して楽しんで読もう  ６年生 小森茂 学習研究社 809
ダレン・シャン  1 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933
ダレン・シャン  2 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933
ダレン・シャン  3 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933
ダレン・シャン  4 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933
ダレン・シャン  5 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933
ダレン・シャン  6 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933
ダレン・シャン  7 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933
ダレン・シャン  8 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933
ダレン・シャン  9 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933
ﾀﾞﾚﾝ･ｼｬﾝ外伝 Darren Shan作 小学館 933
おさるがふねをかきました まど・みちお 国土社 911
てのひらをたいように やなせ・たかし 国土社 911
らんどせるのうた 鶴見正夫 国土社 911
夕日がせなかをおしてくる 阪田寛夫 国土社 911
パンツはきかえのうた やなせたかし 国土社 911
いち 谷川俊太郎 国土社 911
うみのにじ こわせたまみ 国土社 911
あらどこだ 神沢利子詩 国土社 911
いとまきのうた 香山美子 国土社 911
おつかい 工藤直子 国土社 911
きんのストロー みずかみかずよ 国土社 911
たのしい野菜づくり育てて食べよう  2 林義人 小峰書店 616
たのしい野菜づくり育てて食べよう  3 林義人 小峰書店 616
たのしい野菜づくり育てて食べよう  4 林義人 小峰書店 626
たのしい野菜づくり育てて食べよう  5 林義人 小峰書店 626
たのしい野菜づくり育てて食べよう  6 林義人 小峰書店 626
はじめての草花あそび  1 おくやまひさし ポプラ社 781
はじめての草花あそび  2 おくやまひさし ポプラ社 781
はじめての草花あそび  3 おくやまひさし ポプラ社 781
はじめての草花あそび  4 おくやまひさし ポプラ社 781
はじめての草花あそび  5 おくやまひさし ポプラ社 781
はじめての草花あそび  6 おくやまひさし ポプラ社 781
はじめての草花あそび  7 おくやまひさし ポプラ社 781
英語ではじめよう国際理解  1 樋口忠彦 学習研究社 375



英語ではじめよう国際理解  2 樋口忠彦 学習研究社 375
英語ではじめよう国際理解  3 樋口忠彦 学習研究社 375
英語ではじめよう国際理解  4 樋口忠彦 学習研究社 375
世界の子どもたちはいま  9 学習研究社 290
世界の子どもたちはいま  10 学習研究社 290
世界の子どもたちはいま  11 学習研究社 290
世界の子どもたちはいま  12 学習研究社 290
世界の子どもたちはいま  13 学習研究社 290
世界の子どもたちはいま  14 学習研究社 290
世界の子どもたちはいま  15 学習研究社 290
世界の子どもたちはいま  16 学習研究社 290
ハニーが盲導犬になるまで キャロライン・アーノルド 国土社 369
こころとからだといのちの保健室  1 細谷亮太 あかね書房 490
こころとからだといのちの保健室  2 細谷亮太 あかね書房 490
こころとからだといのちの保健室  3 細谷亮太 あかね書房 490
わたしの人権みんなの人権  1 荒牧重人 ポプラ社 316
わたしの人権みんなの人権  2 荒牧重人 ポプラ社 316
わたしの人権みんなの人権  3 荒牧重人 ポプラ社 316
わたしの人権みんなの人権  4 荒牧重人 ポプラ社 316
わたしの人権みんなの人権  5 荒牧重人 ポプラ社 316
わたしの人権みんなの人権  6 荒牧重人 ポプラ社 316
ヘレン・ケラー 砂田 弘 文 ポプラ社 289
小学生のための理科の自由研究ヒント集小学１・２・３年愛知県刈谷市児童生徒理科研究推進グループ 編誠文堂新光社 407
ふたりはきょうも アーノルド・ローベル 作 文化出版局
かたあしだちょうのエルフ おのき がく 　ぶん・え ポプラ社 913
でんしゃにのって とよた かずひこ 著 アリス館 913
くもくん いとう ひろし 作 ポプラ社 913
雪渡り 宮沢 賢治 原作 金の星社 913
ホンワカかわいいおとぼけ話 木暮 正夫 文 岩崎書店 913
なかよしクッキーたのしいな！ 山本昇三 講談社 913
やさしさの木の下で くすもと みちこ 文 自由国民社 369
たんぽぽ 甲斐信枝 金の星社 479
いたずらきかんしゃちゅうちゅう ヴァートン ヴァージニア・リー 福音館書店 933
狐 新美南吉 偕成社 913
月夜のみみずく ヨーレン ジェイン 偕成社 933
三つのオレンジ 剣持弘子 偕成社 388
かにむかし 木下順二 岩波書店 388
ふなひき太良（たらあ） 儀間比呂志 岩崎書店 913
こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子 童心社 913
ぼくは弟とあるいた 小林豊 岩崎書店 913
こんこんさまにさしあげそうろう 森はな ＰＨＰ研究所 913
まるいちきゅうのまるいちにち 安野光雅編 童話屋 913
おおかみと七ひきのこやぎ グリム ヤーコブ 福音館書店 943
みんなうんち 五味太郎 福音館書店 481
かっぱうたろう おのりえん 福音館 913
うみのほん まつざわ　せいじ 文化出版局 913
だいこんどのむかし 渡辺節子 ほるぷ出版 913
どうぶつえんガイド あべ弘士 福音館書店 480
こいぬがうまれるよ コール ジョアンナ 福音館書店 645
１００万回生きたねこ 佐野洋子 講談社 913
のれたよ、のれたよ、自転車のれたよ 井上美由紀 ポプラ社 916
ふしぎなたいこ 石井桃子 岩波書店 913
おかあさんだいすき 光吉夏弥 岩波書店 913
荒野にネコは生きぬいて Ｇ.Ｄ.グリフィス 文研出版 933
ポリーとはらぺこオオカミ ストー カサリン 岩波書店 933
日本のむかしばなし 瀬田貞二 のら書店 388
ぼくは王さま 寺村輝夫 理論社 913
キロコちゃんとみどりのくつ たかどのほうこ あかね書房 913
大草原の小さな家 ワイルダー ローラ・インガルス 福音館書店 933



チョコレート戦争 大石真 理論社 913
龍の子太郎 松谷みよ子 講談社 913
ちいさくなったパパ スタルク ウルフ 小峰書店 949
魔女の宅急便 角野栄子 福音館書店 913
ぽっぺん先生の日曜日 舟崎克彦 筑摩書房 913
イルカの知られざる世界 モイアー ジャック・Ｔ フレーベル館 489
ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ あかね書房 913
ピーターのいす キーツ エズラ・ジャック 偕成社 933
クリスマスのようせい ルーマー・ゴッデン 福武書店 933
木はいいなあ ユードリ ジャニス・メー 偕成社 933
木の祭り 新美南吉 にっけん教育出版社 913
笛ふきイワーヌシカ ブラートフ ミハイル 偕成社 388
おばあさんの飛行機 佐藤さとる 偕成社 913
魔女のたまご エドモンドソン マデライン あかね書房 933
白いぼうし あまんきみこ ポプラ社 913
世界でいちばんやかましい音 エルキン ベンジャミン こぐま社 933
ペニーさん エッツ マリー・ホール 徳間書店 933
はたけのともだち 田島征三 童心社 911
ぽんぽん山の月 あまんきみこ 文研出版 913
きつねのおきゃくさま あまんきみこ サンリード 913
となりのまじょのマジョンナさん ブリッドウェル ノーマン 偕成社 933
どろぼうがっこう かこさとし 偕成社 913
雑木林のコレクション 今森光彦 フレーベル館 460
絵本ことばあそび 五味太郎 岩崎書店 807
さんまいのおふだ 松谷みよ子 童心社 388
青いかいじゅうと赤いかいじゅう マッキー デーヴィド アーニ出版 933
ナヌークの贈りもの 星野道夫 小学館 489
介助犬ターシャ 大塚敦子 小学館 369
はるふぶき 加藤多一 童心社 913
おしいれのぼうけん ふるたたるひ 童心社 913
ランパンパン ダフ マギー再話 評論社 388
なぞなぞあそびうた 角野栄子 のら書店 911
わらしべ長者 木下順二 岩波書店 388
クローディアの秘密 カニグズバーグ Ｅ．Ｌ． 岩波書店 933
みどりのゆび ドリュオン モリス 岩波書店 953
のはらうた　１ くどうなおこ 童話屋 911
のはらうた　２ くどうなおこ 童話屋 911
のはらうた　３ くどうなおこ 童話屋 911
のはらうた　４ くどうなおこ 童話屋 911
しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男 福音館書店 913
おおきなかぶ 内田莉莎子再話 福音館書店 993
だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子 福音館書店 913
だいくとおにろく 松居直再話 福音館書店 388
しんせつなともだち 方軼羣 福音館書店 923
くわずにょうぼう 稲田和子再話 福音館書店 388
めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子 福音館書店 913
鬼が出た 大西広文 福音館書店 388
いっぱんの鉛筆のむこうに 谷川俊太郎 福音館書店 589
絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川達雄 福音館書店 481
コウテイペンギンのおやこ 内山晟 ポプラ社 488
キャプテンはつらいぜ 後藤竜二 講談社 913
たのしいムーミン一家 ヤンソン トーベ 講談社 949
世界の子どもたち キンダスリ ﾊﾞｰナバス編 ほるぷ出版 367
ありがとうをわすれると 山下明生 学習研究社 913
おじいさんのハーモニカ グリフィス ヘレン・Ｖ あすなろ書房 933
チムとゆうかんなせんちょうさん アーディゾーニ エドワード 福音館書店 933
ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい ポプラ社 485
ぬすまれた宝物 スタイグ ウィリアム 評論社 933
ドクトル・ムッシーの昆虫おもしろふしぎ探検記矢島稔 小学館 486



食べもの記 森枝卓士 福音館書店 383
スーホの白い馬 大塚勇三再話 福音館書店 388
ペレのあたらしいふく ベスコフ エルザ 福音館書店 949
とっときのとっかえっこ ウィットマン サリ 童話館 933
赤ちゃんのはなし エッツ マリー・ホール 福音館書店 495
ばけものつかい 川端誠 クレヨンハウス 913
せなかをとんとん 最上一平 ポプラ社 913
しずくのぼうけん テルリコフスカ マリア 福音館書店 989
はたらく自動車ずかん 成美堂出版 680
ファーブルの夏ものがたり アンダーソン マーガレット・Ｊ くもん出版 289
ロックフォール団のねずみたち クリフォード サンディ 徳間書店 933
ちびっこカムのぼうけん 神沢利子 理論社 913
世界のむかしばなし 瀬田貞二 のら書店 388
マザー・テレサへの旅 寮美千子 学習研究社 916
じっぽ たつみや章 あかね書房 913
火よう日のごちそうはひきがえる エリクソン ラッセル 評論社 933
てんぐちゃん もりやまみやこ 理論社 913
くまの子ウーフ 神沢利子 ポプラ社 913
魔女学校の一年生 マーフィ ジル 評論社 933
大どろぼうホッツェンプロッツ プロイスラー オトフリート 偕成社 943
びりっかすの神さま 岡田淳 偕成社 913
レイチェル・カーソン ワズワース ジンジャー 偕成社 289
水鳥たちの干潟 蓮尾純子 フレーベル館 488
はじめてのかり 吉田遠志 リブリオ出版 913
約束 村山由佳 集英社 913
ふたりのロッテ ケストナー エーリヒ 岩波書店 943
世界のじゃんけん 田中ひろし 今人舎 798
ワニのライルがやってきた ウェーバー バーナード 大日本図書 933
なぞなぞあそびうた　２ 角野栄子 のら書店 911
いちばんたいせつなともだち アパーリー ドーン フレーベル館 933
楽しい修学旅行ガイド大阪・神戸・広島 日本修学旅行協会監修 学習研究社 374
楽しい修学旅行ガイド大阪・神戸・広島 日本修学旅行協会監修 学習研究社 374
ぶきみな音レストラン３８ 怪談レストラン編集委員会編 童心社 913
丑三つ時レストラン４０ 怪談レストラン編集委員会編 童心社 913
少年・椋鳩十物語 宮下和男　著 理論社 913
セブンスタワーⅤ ガース・ニクス 小学館 933
ひとくち童話１ 東君平　著 フレ－ベル館 913
ひとくち童話２ 東君平　著 フレ－ベル館 913
ひとくち童話３ 東君平　著 フレ－ベル館 913
ひとくち童話４ 東君平　著 フレ－ベル館 913
ひとくち童話５ 東君平　著 フレ－ベル館 913
ひとくち童話６ 東君平　著 フレ－ベル館 913
グリム童話２ 西本鶏介　文・編 ポプラ社 943
宮本武蔵 砂田弘　著 ポプラ社 289
おーい　ぽぽんた 茨木のり子　［ほか］編 福音館書店 911
おーい　ぽぽんた　俳句・短歌鑑賞 大岡信　著 福音館書店 914
カメをつって考えた 阿部夏丸　作 旺文社 913
月の輪グマ 椋鳩十　著 ポプラ社 918
物語１００ 今江祥智 今江祥智　著 理論社 913
アンジュール ガブリエル・バンサン　作 ブックローン出版 953
弟の戦争 ロバート・ウェストール　作 徳間書店 933
昆虫のふしぎ 大谷剛　［ほか］著 あかね書房 486
黒い兄弟　上 リザ・テツナ－　著 あすなろ書房 943
黒い兄弟　下 リザ・テツナ－　著 あすなろ書房 943
歯みがきつくって億万長者 ジ－ン・メリル　作 偕成社 933
マチルダはちいさな大天才 ロアルド・ダ－ル　作 評論社 933
ヨ－ンじいちゃん ペ－タ－・ヘルトリング　作 偕成社 943
だれだって悩んだ なだいなだ 工藤直子　著 筑摩書房 159
悲劇の少女アンネ シュナ－ベル　著 偕成社 289



生命の木 大石芳野　著 草土文化 302
シマが基地になった日 真鍋和子　著 金の星社 916
おきなぐさ／いちょうの実 宮沢賢治　作 偕成社 913
自然のかくし絵 矢島稔　作 偕成社 486
バッテリー あさのあつこ　作 教育画劇 913
バッテリ－Ⅱ あさのあつこ　作 教育画劇 913
バッテリ－Ⅲ あさのあつこ　作 教育画劇 913
バッテリ－Ⅳ あさのあつこ　作 教育画劇 913
バッテリーⅤ あさのあつこ　作 教育画劇 913
バッテリーⅥ あさのあつこ　作 教育画劇 913
ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス　作 岩波書店 933
カスピアン王子のつのぶえ Ｃ．Ｓ．ルイス　作 岩波書店 933
朝びらき丸東の海へ Ｃ．Ｓ．ルイス　作 岩波書店 933
銀のいす Ｃ．Ｓ．ルイス　作 岩波書店 933
馬と少年 Ｃ．Ｓ．ルイス　作 岩波書店 933
魔術師のおい Ｃ．Ｓ．ルイス　作 岩波書店 933
さいごの戦い Ｃ．Ｓ．ルイス　作 岩波書店 933
チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール　著 評論社 933
足利義満 広岡ゆうえい　まんが 学習研究社 210
徳川家光 田中正雄　まんが 学習研究社 210
勝海舟 ムロタニツネ象　まんが 学習研究社 210
大久保利通 大倉元則　まんが 学習研究社 210
酪農家族 立松和平　著 河出書房新社 913
２１世紀こども百科　しごと館 小学館 366
調べよう日本の水産業　　第1巻 坂本一男 岩崎書店 662
調べよう日本の水産業　　第2巻 坂本一男 岩崎書店 662
調べよう日本の水産業　　第3巻 坂本一男 岩崎書店 662
調べよう日本の水産業　　第4巻 坂本一男 岩崎書店 662
調べよう日本の水産業　　第5巻 坂本一男 岩崎書店 662
聖徳太子 ムロタニツネ象 学習研究社 289
聖武天皇 ムロタニツネ象 学習研究社 289
源頼朝 田中正雄 学習研究社 289
北条時宗 伊東章夫 学習研究社 289
織田信長 中島利行 学習研究社 289
豊臣秀吉 前川かずお 学習研究社 289
徳川家康 福田三郎 学習研究社 289
西郷隆盛 太田じろう 学習研究社 289
伊藤博文 田中正雄 学習研究社 289
平清盛 田中正雄 学習研究社 289
福沢諭吉 太田じろう 学習研究社 289
卑弥呼 ムロタニツネ象 学習研究社 289
紫式部 さかぐち直美 学習研究社 289
源義経 大倉元則 学習研究社 289
ヤマトタケルノミコト ムロタニツネ象 学習研究社 289
藤原道長 人見倫平 学習研究社 289
はたらく犬  第1巻 日本補助犬協会 学習研究社 369
はたらく犬  第2巻 日本補助犬協会 学習研究社 369
はたらく犬  第3巻 日本補助犬協会 学習研究社 369
はたらく犬  第4巻 日本補助犬協会 学習研究社 369
昔のくらしの道具事典 小林克 岩崎書店 383
昔のくらし 田中力 ポプラ社 382
自動車 竹内裕一 ポプラ社 537
日本国憲法 角替晃 ポプラ社 323
地球の中へ ニコラス・ハリス 理論社 450
宇宙から原子へ・原子から宇宙へ トレヴァー・デイ 理論社 429
海の中へ ニコラス・ハリス 理論社 452
人体を旅する ニコラス・ハリス 理論社 491
ドラえもんの国語おもしろ攻略  1 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略  2 小学館 810



ドラえもんの国語おもしろ攻略  3 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略  4 小学館 911
ドラえもんの国語おもしろ攻略  6 栗岩英雄 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略  7 小学館 911
ドラえもんの国語おもしろ攻略  8 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略  9 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略  10 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略  11 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略  12 小学館 810
ドラえもんの算数おもしろ攻略  1 小林敢治郎 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略  3 小林敢治郎 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略  4 小林敢治郎 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略  5 小林敢治郎 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略  6 小林敢治郎 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略  7 小林敢治郎 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略  8 小林敢治郎 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略  9 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略  10 小学館 411
ねらわれた星 星新一 理論社 913
宇宙のネロ 星新一 理論社 913
ねむりウサギ 星新一 理論社 913
奇妙な旅行 星新一 理論社 913
番号をどうぞ 星新一 理論社 913
かえってきた名探偵 杉山亮 偕成社 913
どくしょのじかんによむ本  小学２年生 西本鶏介 ポプラ社 913
読書の時間によむ本  小学３年生 西本鶏介 ポプラ社 913
読書の時間によむ本  小学４年生 西本鶏介 ポプラ社 913
読書の時間によむ本  小学５年生 西本鶏介 ポプラ社 913
読書の時間によむ本  小学６年生 西本鶏介 ポプラ社 913
人体絵本 ジュリアーノ・フォルナーリ ポプラ社 491
ほんとうに心があったかくなる話  １年生 日本児童文学者協会 ポプラ社 913
ほんとうに心があったかくなる話  ２年生 日本児童文学者協会 ポプラ社 913
ほんとうに心があったかくなる話  ３年生 日本児童文学者協会 ポプラ社 913
ほんとうに心があったかくなる話  ４年生 日本児童文学者協会 ポプラ社 913
写真で見る＊俳句歳時記  春　１ 長谷川秀一 小峰書店 911
写真で見る＊俳句歳時記  春　２ 長谷川秀一 小峰書店 911
写真で見る＊俳句歳時記  夏　１ 長谷川秀一 小峰書店 911
写真で見る＊俳句歳時記  夏　２ 長谷川秀一 小峰書店 911
写真で見る＊俳句歳時記  秋 長谷川秀一 小峰書店 911
写真で見る＊俳句歳時記  冬 長谷川秀一 小峰書店 911
写真で見る＊俳句歳時記  新年・総索引 長谷川秀一 小峰書店 911
ともだちくるかな 内田麟太郎 偕成社 913
あしたもともだち 内田麟太郎 偕成社 913
ごめんねともだち 内田麟太郎 偕成社 913
ともだちひきとりや 内田麟太郎 偕成社 913
ありがとうともだち 内田麟太郎 偕成社 913
あいつもともだち 内田麟太郎 偕成社 913
ぼくにげちゃうよ マーガレット・Ｗ・ブラウン ほるぷ出版 933
いちねんせい 谷川俊太郎 小学館 911
こんとあき 林明子 福音館書店 913
しっぽのはたらき 川田健 福音館書店 481
みんなのかお さとうあきら 福音館書店 913
どうぶつはいくあそび 岸田衿子 のら書店 911
ねむいねむいねずみはおなかがすいた 佐々木マキ ＰＨＰ研究所 913
だんごむしそらをとぶ 松岡達英 小学館 913
いやいやえん 中川李枝子 福音館書店 913
おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにしたつや 鈴木出版 913
かくれ山の冒険 富安陽子 ＰＨＰ研究所 913
なん者ひなた丸ねことんの術の巻 斉藤洋 あかね書房 913



へっこきあねさがよめにきて 大川悦生 ポプラ社 913
まどさんとさかたさんのことばあそび まどみちお 小峰書店 911
ほしになったりゅうのきば 君島久子 福音館書店 923
オオサンショウウオの夏 阿部夏丸 佼成出版社 913
オキクルミのぼうけん 萱野茂 小峰書店 913
口で歩く 丘修三 小峰書店 913
えっちゃんのせんそう 岸川悦子 文渓堂 913
しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ 富山房 911
彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ あすなろ書房 253
だだずんじゃん 川崎洋 いそっぷ社 911
よりぬきマザーグース 谷川俊太郎 岩波書店 931
かくまきの歌 杉みき子 童心社 913
猫は生きている 早乙女勝元 理論社 913
いつもどこかで 新川和江 大日本図書 911
まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス 岩波書店 933
絵本　玉虫厨子の物語 平塚武二 童心社 913
鬼の橋 伊藤遊 福音館書店 913
新ちゃんがないた！ 佐藤州男 文研出版 913
ふたりのイーダ 松谷みよ子 講談社 913
肥後の石工 今西祐行 岩波書店 913
トチノキ村の雑貨屋さん 茂市久美子 あすなろ書房 913
アフリカの音 沢田としき 講談社 913
塩のひみつ オフィス・イディオム 学研 588
家庭用殺虫剤のひみつ 青木萌 学研 596
かんたん！不思議！１００円グッズ実験＆マジック 主婦の友 407
そらとハッスルのかんじだいぼうけん さくららびっと 文芸社 913
明るいほうへ 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局 911
わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局 911
このみちをゆこうよ 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局 911
光村ライブラリー　第１巻 樺島忠夫監修 光村図書出版 908
光村ライブラリー　第２巻 樺島忠夫監修 光村図書出版 908
光村ライブラリー　第３巻 樺島忠夫監修 光村図書出版 908
光村ライブラリー　第４巻 樺島忠夫監修 光村図書出版 908
光村ライブラリー　第５巻 樺島忠夫監修 光村図書出版 908
光村ライブラリー　第１０巻 樺島忠夫監修 光村図書出版 908
ありの子ギータ 渡辺一枝 クレヨンハウス 913
なんでもぴたりあたりやプンタ 寺村輝夫 クレヨンハウス 913
ネコとクラリネットふき 岡田淳 クレヨンハウス 913
クマちゃんにあいたくて 今江祥智 クレヨンハウス 913
となりのモリタ 神沢利子 クレヨンハウス 913
としとったねことまいごのくじら 斉藤洋 クレヨンハウス 913
ゆめみるたっちゃん 工藤直子 クレヨンハウス 913
とってもいいこと 内田麟太郎 クレヨンハウス 913
ひめりんごの木の下で 安房直子 クレヨンハウス 913
きんいろのとけい 片山令子 クレヨンハウス 913
うみのカラオケ スズキコージ クレヨンハウス 913
おくりもの みやざきひろかず クレヨンハウス 913
クジラちゃんみて、みて、ぼく、とぶよ 灰谷健次郎 クレヨンハウス 913
月夜の子うさぎ いわむらかずお クレヨンハウス 913
パパのはらっぱママのしま 落合恵子 クレヨンハウス 913
そらをとんだたまごやき 落合恵子 クレヨンハウス 913
もういちどそのことを、 五味太郎 クレヨンハウス 913
虫の知らせレストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 913
神かくしレストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 913.68
亡霊レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 913.68
生まれ変わりレストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 913
鬼のレストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 913
オニの子・ブン 山中　恒 理論社 913
ギネス世界記録２００６ クレイグ・グレンディ　編 ポプラ社 31



昔の子どものくらし事典 本間昇　監修 岩崎書店 384.5
理科実験Ｑ＆Ａ 日能研　指導 小学館 407
ドラえもんの日本の歴史１５人 小学館 210
なん者ひなた丸白くもの術の巻 斉藤洋　作 あかね書房 913
なん者ひなた丸大ふくろうの術の巻 斉藤洋　作 あかね書房 913
なん者ひなた丸火炎もぐらの術の巻 斉藤洋　作 あかね書房 913
なん者ひなた丸月光くずしの術の巻 斉藤洋　作 あかね書房 913
なん者ひなた丸金とん雲の術の巻 斉藤洋　作 あかね書房 913
幽霊から愛をこめて 赤川次郎　作 岩崎書店 913.6
幻の四重奏 赤川次郎　作 岩崎書店 913.6
愛情物語 赤川次郎　作 岩崎書店 913.6
三姉妹探偵団 赤川次郎　作 岩崎書店 913.6
天使と悪魔 赤川次郎　作 岩崎書店 913.6
群青色のカンバス 赤川次郎　作 岩崎書店 913.6
三毛猫ホームズの黄昏ホテル 赤川次郎　作 岩崎書店 913.6
寝台車の悪魔 赤川次郎　作 岩崎書店 913.6
黒鍵は恋してる 赤川次郎　作 岩崎書店 913.6
恋占い 赤川次郎　作 岩崎書店 913.6
ドラえもんの理科おもしろ攻略　生物（植物・昆虫・動物）がよくわかる日能研　指導 小学館 460
妖怪アパートの幽雅な日常１ 香月日輪　著 講談社 913
妖怪アパートの幽雅な日常３ 香月日輪　著 講談社 913.6
くもりときどきミートボール ジュディ・バレット　文 ほるぷ出版 933
ももこのいきもの図鑑 さくらももこ　著 マガジンハウス 914.6
海辺の王国 ロバ－ト・ウェスト－ル　作 徳間書店 933
恐竜の谷の大冒険 メアリ－・ポ－プ・オズボ－ン　著メディアファクトリ－ 933.7
女王フュテピのなぞ メアリ－・ポ－プ・オズボ－ン　著メディアファクトリ－ 933.7
アマゾン大脱出 メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 933.7
マンモスとなぞの原始人 メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 933.7
ＳＯＳ！海底探険 メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 933.7
パスワード怪盗ダルジュロス伝 松原秀行　作 講談社 913
盲導犬クイ－ルの一生 石黒謙吾　文 文藝春秋 916
くつなおしの店 アリスン・アトリ－　さく 福音館書店 933
りゅうの目のなみだ 浜田廣介　作 集英社 913
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 933
ママゴンのしかえし ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店 933
お宝さがしのえんそく ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店 933
ウィリーのけっこん！？ ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店 933
あこがれのヒーロー ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店 933
Ｎｏ．６① あさのあつこ　著 講談社 913
Ｎｏ．６② あさのあつこ　著 講談社 913
てぶくろ うちだりさこ　やく 福音館書店 983
むくどりのゆめ 浜田廣介　作 金の星社 913
死神レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
魔の森レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
人形レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
おまじないレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
謎のメールレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
人食い花レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
デルトラ・クエスト２① エミリー・ロッダ 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト２② エミリー・ロッダ 岩崎書店 933
わらいの王子様 令丈ヒロ子 理論社 913
デルトラ・クエスト３① エミリー・ロッダ 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト３② エミリー・ロッダ 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト３③ エミリー・ロッダ 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト３④ エミリー・ロッダ 岩崎書店 933
ナルニアへの旅 七会静 主婦と生活社 930
おはなしのろうそく① 東京子ども図書館 東京子ども図書館 908
おはなしのろうそく② 東京子ども図書館 東京子ども図書館 908
おはなしのろうそく③ 東京子ども図書館 東京子ども図書館 908



おはなしのろうそく④ 東京子ども図書館 東京子ども図書館 908
おはなしのろうそく⑤ 東京子ども図書館 東京子ども図書館 908
おはなしのろうそく⑥ 東京子ども図書館 東京子ども図書館 908
おはなしのろうそく⑦ 東京子ども図書館 東京子ども図書館 908
発展学習・自由研究アイデア１０１ 〔鈴木寛一〕 学習研究社 375
１０分で読めるお話一年生 岡信子 学習研究社 908
１０分で読めるお話二年生 岡信子 学習研究社 908
１０分で読めるお話三年生 岡信子 学習研究社 908
１０分で読めるお話四年生 木暮正夫 学習研究社 908
１０分で読めるお話五年生 木暮正夫 学習研究社 908
１０分で読めるお話六年生 木暮正夫 学習研究社 908
元気がでる詩１年生 青戸かいち 理論社 911
元気がでる詩２年生 赤岡江里子 理論社 911
元気がでる詩３年生 赤岡江里子 理論社 911
元気がでる詩４年生 池田夏子 理論社 911
元気がでる詩５年生 赤座憲久 理論社 911
元気がでる詩６年生 長田弘 理論社 911
魔女の本棚①　魔女とふしぎな指輪 ルース・チュウ フレーベル館 933
魔女の本棚③　さかさま魔女 ルース・チュウ フレーベル館 933
ハリー・ポッターと謎のプリンス上 Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 933
ハリー・ポッターと謎のプリンス下 Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 933
くまのプーさんルーの楽しい春の日 しぶやまさこ 偕成社 933
くまのプーさんザ・ムービー／はじめまして、ランピー！橘高弓枝 偕成社 933
くまのプーさんランピーとぶるぶるオバケ しぶやまさこ 偕成社 933
チキン・リトル アイリーン・トリンブル 偕成社 933
パイレーツ・オブ・カリビアン アイリーン・トリンブル 偕成社 933
あめあがりの名探偵 杉山亮 偕成社 913
毎朝５分の脳元気ゲーム① 田島信元 学習研究社 798
毎朝５分の脳元気ゲーム② 田島信元 学習研究社 798
毎朝５分の脳元気ゲーム③ 田島信元 学習研究社 798
毎朝５分の脳元気ゲーム④ 田島信元 学習研究社 798
毎朝５分の脳元気ゲーム⑤ 田島信元 学習研究社 798
ちびまる子ちゃんの学級文庫① さくらももこ 学習研究社 913
ちびまる子ちゃんの学級文庫② さくらももこ 学習研究社 913
ちびまる子ちゃんの学級文庫③ さくらももこ 学習研究社 913
ちびまる子ちゃんの学級文庫④ さくらももこ 学習研究社 913
ちびまる子ちゃんの学級文庫⑤ さくらももこ 学習研究社 913
ホームランを打ったことのない君に 長谷川集平 理論社 913
クリスマスあったかスープ 野中柊 理論社 913
ファラオの呪い危機一髪！ 岡田貴久子 理論社 913
やまんばあさんの大運動会 富安陽子 理論社 913
しらぎくさんのどんぐりパン なかがわちひろ 理論社 913
クリスマスをめぐる７つのふしぎ 斉藤洋 理論社 386
観光客をねらえ チャールズ・オグデン 理論社 933
ジュディ・モードはごきげんななめ メーガン・マクドナルド 小峰書店 933
ジュディ・モード、有名になる！ メーガン・マクドナルド 小峰書店 933
ジュディ・モード、地球をすくう！ メーガン・マクドナルド 小峰書店 933
１年生１００人にききましたなぜなにランキングぎもんランキング編集委員会 学習研究社 798
２年生１００人にききましたなぜなにランキングぎもんランキング編集委員会 学習研究社 798
３年生１００人にききましたなぜなにランキングぎもんランキング編集委員会 学習研究社 798
４年生１００人にききましたなぜなにランキングぎもんランキング編集委員会 学習研究社 798
５年生１００人にききましたなぜなにランキングぎもんランキング編集委員会 学習研究社 798
６年生１００人にききましたなぜなにランキングぎもんランキング編集委員会 学習研究社 798
キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来①こどもくらぶ 小峰書店 366
キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来②こどもくらぶ 小峰書店 366
キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来③こどもくらぶ 小峰書店 366
キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来④こどもくらぶ 小峰書店 366
キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来⑤こどもくらぶ 小峰書店 366
キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来⑥こどもくらぶ 小峰書店 366



キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来⑦こどもくらぶ 小峰書店 366
キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来⑧こどもくらぶ 小峰書店 366
キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来⑨こどもくらぶ 小峰書店 366
キャリア教育に役立つたくさんの仕事たくさんの未来⑩こどもくらぶ 小峰書店 366
小中学生のためのパソコンらくらく入門教室①中山洋一 理論社 7
小中学生のためのパソコンらくらく入門教室②臼井理栄 理論社 7
小中学生のためのパソコンらくらく入門教室③中山洋一 理論社 7
小中学生のためのパソコンらくらく入門教室④臼井理栄 理論社 7
小中学生のためのパソコンらくらく入門教室⑤臼井理栄 理論社 7
小中学生のためのパソコンらくらく入門教室⑥臼井理栄 理論社 7
どろんこハリー ジーン・ジオン 福音館書店 933
理容のひみつ きもとよしこ 学研 595
すてきなおりがみ遊び 煤孫勇夫 パッチワーク通信社 754
ちびねこコビとおともだち 角野栄子 あかね書房 913
血液の流れ 小学館 491
黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ１ 石崎洋司 講談社 913
黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ２ 石崎洋司 講談社 913
黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ３ 石崎洋司 講談社 913
少年Ｈ　上巻 妹尾河童 講談社 913
少年Ｈ　下巻 妹尾河童 講談社 913
だれも知らない小さな国 佐藤さとる 講談社 913
おじいさんのランプ 新美南吉 岩崎書店 913
大きな森の小さな家 ワイルダー ローラ・インガルス 福音館書店 933
走れメロス　富嶽百景 太宰治 岩波書店 913
仮面レストラン 怪談レストラン編集委員会編 童心社 913
お化けパソコンレストラン 怪談レストラン編集委員会編 童心社 913
少年探偵　１ 江戸川乱歩 ポプラ社 913
少年探偵　２ 江戸川乱歩 ポプラ社 913
少年探偵　３ 江戸川乱歩 ポプラ社 913
少年探偵　４ 江戸川乱歩 ポプラ社 913
少年探偵　５ 江戸川乱歩 ポプラ社 913
妖怪アパートの幽雅な日常５ 香月日輪 講談社 913
スパイガール カーター アリー 理論社 933
ジュディ・モード、医者になる！ マクドナルド メーガン 小峰書店 933
走れ、セナ！ 香坂直 講談社 913
みどパン協走曲 黒田六彦 ＢＬ出版 913
いしぶみ 広島テレビ放送編 ポプラ社 210
ハーブ魔女のふしぎなレシピ あんびるやすこ ポプラ社 913
油断大敵！キケンなぼうし 岡田貴久子 理論社 913
おれはレオ 佐々木マキ 理論社 913
スーパーキャッチャー城島健司 西松宏 学習研究社 783
サッカー日本代表戦記 大住良之 学習研究社 783
ペギー・スー ブリュソロ セルジュ 角川書店 953
ペギー・スー ブリュソロ セルジュ 角川書店 953
セブンスタワー　１ ニクス ガース 小学館 933
セブンスタワー　２ ニクス ガース 小学館 933
ルルとララのチョコレート あんびるやすこ 岩崎書店 913
時をかける少女 筒井康隆 金の星社 913
おばけ屋のおばけかぶ あわたのぶこ 小峰書店 913
サングラスをかけた盲導犬 手島悠介 岩崎書店 913
アイスマン ゲッツ デイビッド 金の星社 209
青空のむこう シアラー アレックス 求龍堂 933
風のシャトル 山崎玲子 国土社 913
もったいないばあさん 真珠 まりこ 作・絵 講談社 913
ぼくにもそのあいをください 宮西達也 ポプラ社 913
きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西達也 鈴木出版 913
てんてんむし あべ弘士 童心社 913
どうぞのいす 香山美子 ひさかたチャイルド 913
王さまと九人のきょうだい 君島久子訳 岩波書店 923



うえへまいりまぁす 長谷川義史 ＰＨＰ研究所 913
いっきょくいきまぁす 長谷川義史 ＰＨＰ研究所 913
スニーカーで跳ぶ日 なかやまかおるこ メタ・ブレーン 913
しんた、ちょうたのすっとび！かごどうちゅう 飯野和好 学習研究社 913
くまのしんぶんきしゃ こんのひとみ 金の星社 913
雪の写真家ベントレー マーティン ジャクリーン・ブリッグズＢＬ出版 933
ルリユールおじさん いせひでこ 理論社 913
妖怪アパートの幽雅な日常４ 香月日輪 講談社 913
ゆきのひのゆうびんやさん こいでたん 福音館書店 913
くまのコールテンくん フリーマン ドン 偕成社 933
栗原恵・大山加奈物語 本郷陽二編 汐文社 783
武田信玄 田代脩監修 学習研究社 289
だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし 講談社 913
少年探偵　７ 江戸川乱歩 ポプラ社 913
オオカミと氷の魔法使い オズボーン メアリー・ポープ メディアファクトリー 933
アラビアの空飛ぶ魔法 オズボーン メアリー・ポープ メディアファクトリー 933
ＩＱ探偵ムー帰ってくる人形 深沢美潮 ジャイブ 913
ＩＱ探偵ムー秘密基地大作戦　上 深沢美潮 ジャイブ 913
ＩＱ探偵ムー秘密基地大作戦　下 深沢美潮 ジャイブ 913
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　作 ＢＬ出版 913
おばあちゃんの大きな手 森山京　作 文渓堂 913
おまえうまそうだな 宮西達也　作絵 ポプラ社 913
だれだかわかるかい？ 今森光彦　文・写真 福音館書店 486
ジェインのもうふ アーサー・ミラー　作 偕成社 933
ずらーりカエル 高岡昌江　ぶん アリス館 487
どうぶつえんのいっしゅうかん 斉藤洋　さく 講談社 913
八郎 斎藤隆介　作 福音館書店 913
ばばばあちゃんのおもちつき さとうわきこ　作 福音館書店 596
ふらいぱんじいさん 神沢利子　作 あかね書房 913
みえないってどんなこと？ 星川ひろ子　写真・文 岩崎書店 369
１０００の風１０００のチェロ いせひでこ　作 偕成社 913
声に出して読もう！野口雨情の童謡 ＴＯＳＳ　著 金の星社 911
声に出して読もう！北原白秋の童謡 ＴＯＳＳ　著 金の星社 911
声に出して読もう！金子みすゞの童謡 ＴＯＳＳ　著 金の星社 911
声に出して読もう！みんなの唱歌 ＴＯＳＳ　著 金の星社 911
坂本龍馬 小西聖一　著 理論社 210
紫式部と清少納言 小西聖一　著 理論社 210
織田信長 小西聖一　著 理論社 210
聖徳太子 小西聖一　著 理論社 210
伊能忠敬 小西聖一　著 理論社 210
源頼朝 小西聖一　著 理論社 210
聖武天皇と行基 小西聖一　著 理論社 210
福沢諭吉 小西聖一　著 理論社 210
徳川家康 小西聖一　著 理論社 210
杉原千畝 小西聖一　著 理論社 210
ガラスのうさぎ 高木敏子　作 金の星社 913
カラフル 森絵都　作 理論社 913
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 289.3
しあわせのゆでたまご 上條さなえ　作 ポプラ社 913
どうぶつ句会 あべ弘士　さく・え 学習研究社 911
なぞなぞの本 福音館書店編集部　編 福音館書店 798
にぐるまひいて ドナルド・ホ－ル　ぶん ほるぷ出版 933
ひとりでいらっしゃい 斉藤洋　作 偕成社 913
ひろしまのピカ 丸木俊　文・絵 小峰書店 913
へそまがり昔ばなし ロアルド・ダ－ル　作 評論社 933
こんにちは！盲導犬ベルナ 郡司ななえ　作 ハ－ト出版 916
モネの絵本 結城昌子　構成・文 小学館 723
はじめての発表・表現アイディア集1 舩田信昭監修・指導 学習研究社 375
はじめての発表・表現アイディア集2 舩田信昭監修・指導 学習研究社 375



はじめての発表・表現アイディア集3 舩田信昭監修・指導 学習研究社 375
はじめての発表・表現アイディア集4 舩田信昭監修・指導 学習研究社 375
はじめての発表・表現アイディア集5 舩田信昭監修・指導 学習研究社 375
日本語の力がのびることばあそび1 吉永幸司監修 ポプラ社 807
日本語の力がのびることばあそび2 吉永幸司監修 ポプラ社 807
日本語の力がのびることばあそび3 吉永幸司監修 ポプラ社 807
日本語の力がのびることばあそび4 吉永幸司監修 ポプラ社 807
日本語の力がのびることばあそび5 吉永幸司監修 ポプラ社 807
わらいうさぎ 今江祥智作 理論社 913
おれはオニだぞ 今江祥智作 理論社 913
ぽけっとの海 今江祥智作 理論社 913
白ぶたピイ 今江祥智作 理論社 913
ＵＦＯすくい 今江祥智作 理論社 913
衣世梨の魔法帳 那須正幹作 ポプラ社 913
衣世梨の魔法帳まいごの幽霊 那須正幹作 ポプラ社 913
衣世梨の魔法帳運動場のミステリーポイント那須正幹作 ポプラ社 913
衣世梨の魔法帳魔法犬花丸のひみつ 那須正幹作 ポプラ社 913
ゆうやけカボちゃん 高山栄子さく 理論社 913
カボちゃんのプリン 高山栄子さく 理論社 913
カボちゃんのえんそく 高山栄子さく 理論社 913
カボちゃんのおおそうじ 高山栄子さく 理論社 913
カボちゃんのわすれもの 高山栄子さく 理論社 913
カボちゃんのかくれんぼ 高山栄子さく 理論社 913
カボちゃんのうんどうかい 高山栄子さく 理論社 913
こわいドン 武田美穂さく 理論社 913
へんしんトンネル あきやまただし作・絵 金の星社 913
へんしんトイレ あきやまただし作・絵 金の星社 913
へんしんマラソン あきやまただし作・絵 金の星社 913
へんしんオバケ あきやまただし作・絵 金の星社 913
へんしんコンサート あきやまただし作・絵 金の星社 913
へんしんとびばこ あきやまただし作・絵 金の星社 913
きょうりゅうが学校にやってきた アン・フォーサイス作 金の星社 933
きょうりゅうで町はおおさわぎ アン・フォーサイス作 金の星社 933
きょうりゅうが図書館にやってきた アン・フォーサイス作 金の星社 933
きょうりゅうがお店にやってきた アン・フォーサイス作 金の星社 933
きょうりゅうがめいろにやってきた アン・フォーサイス作 金の星社 933
漢字クイズ絵本１年生 馬場雄二著 偕成社 811
漢字クイズ絵本２年生 馬場雄二著 偕成社 811
漢字クイズ絵本３年生 馬場雄二著 偕成社 811
漢字クイズ絵本４年生 馬場雄二著 偕成社 811
漢字クイズ絵本５年生 馬場雄二著 偕成社 811
漢字クイズ絵本６年生 馬場雄二著 偕成社 811
バリアフリーの本1 竹内恒之文 偕成社 369
バリアフリーの本2 石井みどり文 偕成社 369
バリアフリーの本9 瀧澤利行文 偕成社 369
バリアフリーの本10 藤田雅子文 偕成社 369
福祉ボランティア1 こどもくらぶ編 岩崎書店 369
生きものと働きたい！2 さくらももこ 学習研究社 366
生きものと働きたい！3 さくらももこ 学習研究社 366
夢をかなえるひみつ 内海準二 学習研究社 591
裁判のひみつ 佐藤守 学習研究社 346
きのこのひみつ 橘　悠紀 学習研究社 474
日本茶のひみつ 佐藤守 学習研究社 588
森と木のひみつ 佐藤守 学習研究社 654
銀行のひみつ 学習研究社 726
野菜ジュースのひみつ つやまあきひこ 学習研究社 588
記号・単位のひみつ 横田とくお 学研 801
マゼラン 谷真介 チャイルド本社 289
ゆうすげ村の小さな旅館 茂市久美子 講談社 913



いいことってどんなこと 神沢利子　作　片山健　絵 福音館書店 913
この漢字どっちを使うの？同音同訓異字　３高村忠範 汐文社 811
この漢字どっちを使うの？同音同訓異字　２高村忠範 汐文社 811
この漢字どっちを使うの？同音同訓異字　１高村忠範 汐文社 811
地球の未来と「水」３　きれいな水をとりもどす岸上祐子 さ・え・ら書房 517
地球の未来と「水」２　水をつかう、水を流す岸上祐子 さ・え・ら書房 517
気をつけよう！ネット中毒　３ 渋井哲也 汐文社 7
気をつけよう！ネット中毒　２ 渋井哲也 汐文社 7
気をつけよう！ネット中毒　１ 渋井哲也 汐文社 7
いのちのまつり　つながってる！ 草場一壽 サンマーク出版 913
いのちのまつり　ヌチヌグスージ 草場一壽 サンマーク出版 913
やさいはいきている 藤田智監修 ひさかたチャイルド 626
なぞなぞだいすき２年生 小野寺ぴりり紳 ポプラ社 798
なぞなぞだいすき１年生 小野寺ぴりり紳 ポプラ社 798
チャレンジ！どうぶつ占い 周明蘭 ほるぷ出版 148
がっこうでトイレにいけるかな？ 村上八千世 ほるぷ出版 491
うんこダスマン 村上八千世 ほるぷ出版 491
うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上八千世 ほるぷ出版 491
朝日ジュニア百科年鑑２００８ 朝日新聞社 59
あれこれたまご とりやまみゆき 福音館書店 913
としょかんライオン ヌードセン ミシェル 岩崎書店 933
ぜったいについていかないよ！ 嶋崎政男監修 あかね書房 368
ジュニアワイド版日本の歴史　５ 児玉幸多監修 集英社 210
ジュニアワイド版日本の歴史　４ 児玉幸多監修 集英社 210
ジュニアワイド版日本の歴史　３ 児玉幸多監修 集英社 210
ジュニアワイド版日本の歴史　２ 児玉幸多監修 集英社 210
ジュニアワイド版日本の歴史　１ 児玉幸多監修 集英社 210
まんが日本昔ばなし１０１ 川内彩友美編 講談社 388
学生服のひみつ 山口　育孝 学習研究社 586
ちいさなきいろいかさ 西巻茅子　絵 金の星社 913
ちいさなきいろいかさ 西巻茅子　絵 金の星社 913
戦争とくらしの事典 ポプラ社 210
マリと子犬の物語 桑原眞二 大野一興　原作 汐文社 913
モモイロペリカンウェンディのながい旅 本木洋子　文 汐文社 488
スペシャル・ガール 沢田俊子　文 汐文社 916
エイズの村に生まれて 後藤健二　著 汐文社 916
いのちはプレゼント わたなべえいこ　文・絵 汐文社 493
みずきのびじゅつかん 田中瑞木　絵 汐文社 913
ことわざのえほん 西本鶏介　編・文 鈴木出版 814
続ことわざのえほん 西本鶏介　編・文 鈴木出版 814
はいくのえほん 西本鶏介　編・文 鈴木出版 911
れいぞうこのなつやすみ 村上しいこ　さく ＰＨＰ研究所 913
ストーブのふゆやすみ 村上しいこ　さく ＰＨＰ研究所 913
秘密のメリーゴーランド エミリー・ロッダ　著 ＰＨＰ研究所 933
まよなかのいびきたいかい 中村翔子　さく ＰＨＰ研究所 913
はたらくじどう車スーパーずかん①しょうぼう車小賀野実　監修・写真 ポプラ社 680
はたらくじどう車スーパーずかん②パトロールカー きゅうきゅう車小賀野実　監修・写真 ポプラ社 680
はたらくじどう車スーパーずかん③ブルドーザー パワーショベル小賀野実　監修・写真 ポプラ社 680
はたらくじどう車スーパーずかん④バス トラック小賀野実　監修・写真 ポプラ社 680
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小賀野実　監修・写真 ポプラ社 680
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館①カブトムシ伊地知英信　文 ポプラ社 486
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館②モンシロチョウ伊地知英信　文 ポプラ社 486
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館③トンボ伊地知英信　文 ポプラ社 486
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館④バッタ伊地知英信　文 ポプラ社 486
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館⑤アリ 伊地知英信　文 ポプラ社 486
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館⑦テントウムシ伊地知英信　文 ポプラ社 486
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館⑧カマキリ伊地知英信　文 ポプラ社 486
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館⑨クワガタムシ大木邦彦　文 ポプラ社 486
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館⑩アゲハチョウ大木邦彦　文 ポプラ社 486



ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館⑪ミツバチ大木邦彦　文 ポプラ社 486
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館⑫ホタル大木邦彦　文 ポプラ社 486
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館⑬コオロギ大木邦彦　文 ポプラ社 486
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館⑭アメンボ大木邦彦　文 ポプラ社 486
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館⑮カ 大木邦彦　文 ポプラ社 486
ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館⑯ダンゴムシ大木邦彦　文 ポプラ社 485
スポーツ年鑑２００８ ポプラ社 780
ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい　写真・文 ポプラ社 485
しょうたとなっとう 星川ひろ子 星川治雄　写真・文 ポプラ社 619
ミミズのふしぎ 皆越ようせい　写真・文 ポプラ社 480
ぼくじょうにきてね 星川ひろ子 星川治雄　写真・文 ポプラ社 645
うんちレストラン 伊地知英信　文 ポプラ社 486
めだかのぼうけん 伊地知英信　文 ポプラ社 487
まちのコウモリ 中川雄三　写真・文 ポプラ社 489
どこにいるの？シャクトリムシ 新開孝　写真・文 ポプラ社 486
むしをたべるくさ 伊地知英信　文　渡邉弘晴　写真ポプラ社 471
クラゲゆらゆら 楚山いさむ　写真・文 ポプラ社 483
なん者ひなた丸　津波がえしの術の巻 斉藤洋 あかね書房 913
なん者ひなた丸　千鳥がすみの術の巻 斉藤洋 あかね書房 913
なん者ひなた丸　黒潮がくれの術の巻 斉藤洋 あかね書房 913
なん者ひなた丸　空蝉おとしの術の巻 斉藤洋 あかね書房 913
若おかみは小学生！② 令丈ヒロ子 講談社 913
若おかみは小学生！③ 令丈ヒロ子 講談社 913
若おかみは小学生！④ 令丈ヒロ子 講談社 913
若おかみは小学生！⑤ 令丈ヒロ子 講談社 913
若おかみは小学生！⑥ 令丈ヒロ子 講談社 913
黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ４ 石崎洋司 講談社 913
黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ５ 石崎洋司 講談社 913
黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ６ 石崎洋司 講談社 913
黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ７ 石崎洋司 講談社 913
黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ８ 石崎洋司 講談社 913
ニック・シャドウの真夜中の図書館１ ニック・シャドウ ゴマブックス 933
ニック・シャドウの真夜中の図書館２ ニック・シャドウ ゴマブックス 933
ニック・シャドウの真夜中の図書館３ ニック・シャドウ ゴマブックス 933
魔法のゆび ロアルド・ダール 評論社 933
ガラスの大エレベーター ロアルド・ダール 評論社 933
魔女がいっぱい ロアルド・ダール 評論社 933
こちらゆかいな窓ふき会社 ロアルド・ダール 評論社 933
かいけつゾロリぜったいぜつめい 原ゆたか ポプラ社 913
かいけつゾロリたべるぜ！大ぐいせんしゅけん原ゆたか ポプラ社 913
かいけつゾロリのきょうふのサッカー 原ゆたか ポプラ社 913
かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん後編原ゆたか ポプラ社 913
かいけつゾロリの大どろぼう 原ゆたか ポプラ社 913
かいけつゾロリまもるぜ！きょうりゅうのたまご原ゆたか ポプラ社 913
こんにちはたまごにいちゃん あきやまただし 鈴木出版 913
がんばる！たまごにいちゃん あきやまただし 鈴木出版 913
たまごにいちゃん あきやまただし 鈴木出版 913
まんぷくでぇす 長谷川義史 ＰＨＰ研究所 913
学研わくわく観察図鑑　いぬ 今泉忠明 学習研究社 645
みんなであそぼう！やさしいあやとり 野口広 成美堂出版 798
ドッグ・セレクションベスト２００ 木寺良三 日本文芸社 645
もりのえほん 安野光雅 福音館書店 913
超はっけん大図鑑２　ハムスター ポプラ社 645
超はっけん大図鑑７　イヌ 中島眞理 ポプラ社 645
超はっけん大図鑑８　ネコ 内山晟 ポプラ社 645
超はっけん大図鑑１　クワガタムシ カブトムシ海野和男 ポプラ社 486
わかりやすいあやとり百科 有木昭久 ポプラ社 798
セブンスタワー３ ガース・ニクス 小学館 933
セブンスタワー４ ガース・ニクス 小学館 933



セブンスタワー５ ガース・ニクス 小学館 933
セブンスタワー６ ガース・ニクス 小学館 933
わんわん探偵団 杉山亮 偕成社 913
わんわん探偵団おかわり 杉山亮 偕成社 913
わんわん探偵団おりこう 杉山亮 偕成社 913
都会のトム＆ソーヤ１ はやみねかおる 講談社 913
都会のトム＆ソーヤ２ はやみねかおる 講談社 913
都会のトム＆ソーヤ３ はやみねかおる 講談社 913
都会のトム＆ソーヤ４ はやみねかおる 講談社 913
ランプの精リトル・ジーニー１ ミランダ・ジョーンズ ポプラ社 933
ランプの精リトル・ジーニー２ ミランダ・ジョーンズ ポプラ社 933
ランプの精リトル・ジーニー３ ミランダ・ジョーンズ ポプラ社 933
ブンダバー くぼしまりお ポプラ社 913
ブンダバー２ くぼしまりお ポプラ社 913
ブンダバー３ くぼしまりお ポプラ社 913
ぼくらの七日間戦争 宗田理 ポプラ社 913
怪盗ファントム＆ダークネスＥＸ－ＧＰ１ 藤野恵美 ジャイブ 913
怪盗ファントム＆ダークネスＥＸ－ＧＰ２ 藤野恵美 ジャイブ 913
ガールズインラブ ジャクリーン・ウィルソン 理論社 933
ガールズアンダープレッシャー ジャクリーン・ウィルソン 理論社 933
ルルとララのしあわせマシュマロ あんびるやすこ 岩崎書店 913
ルルとララのきらきらゼリー あんびるやすこ 岩崎書店 913
中学サッカー小僧２００８夏版 白夜書房 783
中学サッカー小僧２００８新学年版 白夜書房 783
わすれんぼうのはりねずみ 竹下文子 あかね書房 913
ちゃんとたべなさい ケス・グレイ 小峰書店 933
おおきいツリー・ちいさいツリー ロバート・バリー 大日本図書 933
海野和男のさがしてムシハカセ２　さがそう！かくれる虫海野和男 偕成社 486
海野和男のさがしてムシハカセ３　さがそう！まねする虫海野和男 偕成社 486
栗林さんの虫めがね４　色形 栗林慧 フレーベル館 486
ムシとあそぼう海野和男のムシシシシ１　さがしてみよう海野和男 新日本出版社 486
むしたちのさくせん 宮武頼夫 福音館書店 486
明太子のひみつ 名古屋　裕　漫画 学習研究社 667
漢字のひみつ 山田繁雄 学研 811
学習まんが人物館　キュリー夫人 あべ　さより 画 小学館 289
学習まんが人物館　手塚治虫 伴　俊男 画 小学館 289
学習まんが人物館　ケネディ 平松　おさむ 画 小学館 289
学習まんが人物館　円谷英二 小林　たつよし 画 小学館 289
学習まんが人物館　南方熊楠 みやぞえ郁雄 画 小学館 289
学習まんが人物館　宮沢賢治 村野　守美 画 小学館 289
学習まんが人物館　ファーブル あべ　さより 画 小学館 289
学習まんが人物館　本田宗一郎 ひきの　真二 画 小学館 289
学習まんが人物館　杉原千畝 あべさより 画 小学館 289
学習まんが人物館　サン＝テグジユペリ 平松　おさむ 画 小学館 289
学習まんが人物館　津田梅子 みやぞえ　郁雄 画 小学館 289
学習まんが人物館　藤子・Ｆ・不二雄 さいとう　はるお 画 小学館 289
学習まんが人物館　マザー・テレサ あべ　さより 画 小学館 289
学習まんが人物館　コロンブス みやぞえ　郁雄 画 小学館 289
学習まんが人物館　ライト兄弟 大林　かおる 画 小学館 289
学習まんがスペシャル　松井秀喜 山下　東七郎 画 小学館 289
ブンダバー　７ くぼしま　りお 著 ポプラ社 913
ブンダバー　８ くぼしま　りお 著 ポプラ社 913
ロンド国物語　１ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 933
ロンド国物語　２ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 933
ロンド国物語　３ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 933
呪われた恐怖の仮面 怪談図書館編集委員会編 国土社 913
プールの底から魔女がよぶ 怪談図書館編集委員会編 国土社 913
ドラゴンはヒーロー 茂市久美子 国土社 913
おもしろ恐竜図鑑 関口たか広 国土社 457



日本各地の伝統的なくらし　７ 小峰書店 382
はいしゃさんにきたのはだれ？ バーバー トム 小峰書店 933
チームあした 吉野万理子 学習研究社 913
スポーツ年鑑　２００９ ポプラ社 780
ビジュアル版三国志武将大百科１　魏の巻 渡邉義浩監修 ポプラ社 923
ビジュアル版三国志武将大百科２　呉の巻 渡邉義浩監修 ポプラ社 923
ビジュアル版三国志武将大百科３　蜀の巻 渡邉義浩監修 ポプラ社 923
ビジュアル版戦国武将大百科１　東日本編 二木謙一監修 ポプラ社 281
ビジュアル版戦国武将大百科２　西日本編 二木謙一監修 ポプラ社 281
ぜんこく電車スーパーずかん　１ 牧野和人 ポプラ社 680
お笑いの達人になろう！コミュニケーション力ｕｐ　１ ポプラ社 779
お笑いの達人になろう！コミュニケーション力ｕｐ　２ ポプラ社 779
お笑いの達人になろう！コミュニケーション力ｕｐ　３ ポプラ社 779
お笑いの達人になろう！コミュニケーション力ｕｐ　４ ポプラ社 779
ちびっこおばけウィッキー Ｙｏｋｏｃｏｃｏ 理論社 913
永遠のなぞ大ピラミッド 吉川豊 理論社 210
イースター島のなぞ巨人像モアイ 吉川豊 理論社 210
ドキドキ！ぜつめつ動物園 吉川豊 理論社 209
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　作・絵 岩崎書店 913
なんでも魔女商会２　ただいま魔法旅行中。あんびるやすこ　著 岩崎書店 913
獣の奏者① 上橋菜穂子　作 講談社 913
獣の奏者② 上橋菜穂子　作 講談社 913
獣の奏者③ 上橋菜穂子　作 講談社 913
獣の奏者④ 上橋菜穂子　作 講談社 913
おっことチョコの魔界ツアー 令丈ヒロ子 石崎洋司　作 講談社 913
魔女の本棚②　水曜日の魔女 ルース・チュウ　作 フレーベル館 933
魔女の本棚④　１３番目の魔女 ルース・チュウ　作 フレーベル館 933
魔女の本棚⑤　青魔女とほうき ルース・チュウ　作 フレーベル館 933
ＩＱ探偵ムー①　そして、彼女はやってきた。深沢美潮　作 ジャイブ 913
ランプの精リトル・ジーニー⑤ ミランダ・ジョーンズ　作 ポプラ社 933
ランプの精リトル・ジーニー⑥ ミランダ・ジョーンズ　作 ポプラ社 933
かいけつゾロリカレーＶＳ．ちょうのうりょく 原ゆたか　さく・え ポプラ社 913
かいけつゾロリのきょうふのやかた 原ゆたか　作・絵 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 913
ブンダバー④ くぼしまりお　作 ポプラ社 913
ブンダバー⑤ くぼしまりお　作 ポプラ社 913
ブンダバー⑥ くぼしまりお　作 ポプラ社 913
たのしいえいご 成美堂出版編集部　編 成美堂出版 830
はじめてのＡＢＣ 成美堂出版編集部　編 成美堂出版 830
理科の地図帳①　環境 浜口哲一 ポプラ社 519
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝①　本田宗一郎プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝②　黒澤明プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝③　植村直己プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝④　手塚治虫プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑤　岡本太郎プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑥　ヘレン・ケラープロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑦　アンネ・フランクプロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑧　アインシュタインプロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑨　マザー・テレサプロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑩　オードリー・ヘップバーンプロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑪　織田信長プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑫　豊臣秀吉プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑬　徳川家康プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑭　坂本龍馬プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑮　野口英世プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑯　宮沢賢治プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑰　ベートーベンプロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑱　ナイチンゲールプロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝⑲　アンリ・ファーブルプロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289
この人を見よ！歴史をつくった人びと伝20　エジソンプロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 289



漢字クイズ 北原保雄 金の星社 811
ことわざ・慣用句クイズ 北原保雄 金の星社 814
敬語クイズ 北原保雄 金の星社 815
カタカナ語・擬音語・擬態語クイズ 北原保雄 金の星社 814
まちがえやすい日本語クイズ 北原保雄 金の星社 810
ことば絵事典① スタジオＶＩＣ 偕成社 814
ことば絵事典② スタジオＶＩＣ 偕成社 814
ことば絵事典③ スタジオＶＩＣ 偕成社 814
ことば絵事典④ スタジオＶＩＣ 偕成社 814
ことば絵事典⑤ スタジオＶＩＣ 偕成社 814
北島康介夢、はじまる 折山淑美 学習研究社 785
スター・ガール ジェリー・スピネッリ 理論社 933
ぶす 内田麟太郎 ポプラ社 913
かきやまぶし 内田麟太郎 ポプラ社 913
かたつむり 内田麟太郎 ポプラ社 913
あるひあひるがあるいていると 二宮由紀子 理論社 913
からすとかばのかいすいよく 二宮由紀子 理論社 913
さかさやまのさくらでんせつ 二宮由紀子 理論社 913
きむらゆういちのエコ工作えほん1 きむらゆういち ポプラ社 750
きむらゆういちのエコ工作えほん2 きむらゆういち ポプラ社 750
きむらゆういちのエコ工作えほん3 きむらゆういち ポプラ社 750
教室の壁かざり 春・夏 鈴石弘之 小峰書店 750
教室の壁かざり 秋・冬 鈴石弘之 小峰書店 750
あおいめくろいめちゃいろのめ かこさとし 偕成社 913
とんぼのうんどうかい かこさとし 偕成社 913
わっしょいわっしょいぶんぶんぶん かこさとし 偕成社 913
どろぼうがっこう かこさとし 偕成社 913
あかいありとくろいあり かこさとし 偕成社 913
おたまじゃくしの１０１ちゃん かこさとし 偕成社 913
からすのパンやさん かこさとし 偕成社 913
ことばがいっぱい言葉図鑑① 五味太郎 偕成社 814
ことばがいっぱい言葉図鑑② 五味太郎 偕成社 814
ことばがいっぱい言葉図鑑③ 五味太郎 偕成社 814
ことばがいっぱい言葉図鑑④ 五味太郎 偕成社 814
ことばがいっぱい言葉図鑑⑤ 五味太郎 偕成社 814
ことばがいっぱい言葉図鑑⑥ 五味太郎 偕成社 814
ことばがいっぱい言葉図鑑⑦ 五味太郎 偕成社 814
ことばがいっぱい言葉図鑑⑧ 偕成社 814
ことばがいっぱい言葉図鑑⑨ 偕成社 814
ことばがいっぱい言葉図鑑⑩ 偕成社 814
サッカーがうまくなる！ 上 小松良佳 学習研究社 783
サッカーがうまくなる！ 下 小松良佳 学習研究社 783
バスケットボールがうまくなる！ 上 岩崎つばさ 学習研究社 783
バスケットボールがうまくなる！ 下 岩崎つばさ 学習研究社 783
バレーボールがうまくなる！ 上 市川能里 学習研究社 783
バレーボールがうまくなる！ 下 市川能里 学習研究社 783
野球がうまくなる！ 上 出口由美子 学習研究社 783
野球がうまくなる！ 下 出口由美子 学習研究社 783
１００かいだてのいえ 岩井俊雄 偕成社 913
水ってなんだろう④ 嶋田泰子 ポプラ社 452
水ってなんだろう⑤ 嶋田泰子 ポプラ社 452
ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん 末吉暁子 あかね書房 913
ねこの学校① キム・ジンギョン 岩崎書店 929
ねこの学校② キム・ジンギョン 岩崎書店 929
ルルとララのカスタード・プリン あんびるやすこ 岩崎書店 913
マジカル少女レイナ①謎のオーディション 石崎洋司 岩崎書店 913
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及川賢治 岩崎書店 913
ふしぎねこタイガー 日本児童文芸家協会 岩崎書店 913
ハロウィンのランプ 小林ゆき子 岩崎書店 913



チビまじょチャミー 藤真知子 岩崎書店 913
なぞなぞの王様 野中三恵子 岩崎書店 798
グースバンプス①　恐怖の館へようこそ Ｒ．Ｌ．スタイン 岩崎書店 933
グースバンプス②　呪われたカメラ Ｒ．Ｌ．スタイン 岩崎書店 933
放課後の怪談１ 日本児童文学者協会 偕成社 913
ひるもよるも名探偵 杉山亮 偕成社 913
ススメおにぎりコロコロその１　米の巻 おぐまこうじ 偕成社 596
ウォーリー アイリーン・トリンブル 偕成社 933
恐竜をさがせ！① 平山廉 偕成社 457
ドリーム・チーム① アン・コバーン 偕成社 933
もりのおやつやさん とりごえまり 学習研究社 913
ホラーバス１ パウル・ヴァン・ローン 学習研究社 949
ホラーバス２ パウル・ヴァン・ローン 学習研究社 949
手塚治虫全集第１巻　鉄腕アトム 手塚治虫 金の星社 726
バーティミアス① ジョナサン・ストラウド 理論社 933
野菜と花　タネのひみつ 鳥飼　規世 学習研究社 623
ペットフードのひみつ ぬえ　りつき 学習研究社 589
高松今昔写真帖 徳山久夫／監修 郷土出版社 90
小さなりゅう 長井るり子／作 国土社 913
雨ふる本屋 日向理恵子／作 童心社 913
三つ穴山へ、秘密の探検 ペール・オーロフ・エンクイスト／作あすなろ書房 949
たのしいたてもの 青山邦彦／作・絵 教育画劇 913
ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし BL出版 913
ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし BL出版 913
ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし BL出版 913
こんとあき 林　明子 福音館書店 913
とっておきの詩 村上　しいこ 著 ＰＨＰ研究所 913
とっておきの詩 村上　しいこ 著 ＰＨＰ研究所 913
とっておきの詩 村上　しいこ 著 ＰＨＰ研究所 913
とっておきの詩 村上　しいこ 著 ＰＨＰ研究所 913
むねとんとん さえぐさ　ひろこ 著 小峰書店 913
むねとんとん さえぐさ　ひろこ 著 小峰書店 913
むねとんとん さえぐさ　ひろこ 著 小峰書店 913
むねとんとん さえぐさ　ひろこ 著 小峰書店 913
にんじん ジュール・ルナール　作　榊原晃三　訳国土社 950
ガラスのうさぎ 高木敏子　作　武部本一郎　画 金の星社 913
いじわるなないしょオバケ ティエリー・ロブレヒト　作　フィリップ・ホーセンス　絵文渓堂 949
こぶとりたろう たかどの　ほうこ 著 童心社 913
こぶとりたろう たかどの　ほうこ 著 童心社 913
こぶとりたろう たかどの　ほうこ 著 童心社 913
こぶとりたろう たかどの　ほうこ 著 童心社 913
点子ちゃん 野田　道子 著 毎日新聞社 913
点子ちゃん 野田　道子 著 毎日新聞社 913
点子ちゃん 野田　道子 著 毎日新聞社 913
点子ちゃん 野田　道子 著 毎日新聞社 913
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 933
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 933
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 933
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 933
やんちゃ子グマがやってきた！ あんず　ゆき 著 フレーベル館 489
やんちゃ子グマがやってきた！ あんず　ゆき 著 フレーベル館 489
やんちゃ子グマがやってきた！ あんず　ゆき 著 フレーベル館 489
やんちゃ子グマがやってきた！ あんず　ゆき 著 フレーベル館 489
すみ鬼にげた 岩城　範枝 著 福音館書店 913
すみ鬼にげた 岩城　範枝 著 福音館書店 913
すみ鬼にげた 岩城　範枝 著 福音館書店 913
すみ鬼にげた 岩城　範枝 著 福音館書店 913
建具職人の千太郎 岩崎　京子 著 くもん出版 913
建具職人の千太郎 岩崎　京子 著 くもん出版 913



建具職人の千太郎 岩崎　京子 著 くもん出版 913
リキシャ★ガール ミタリ・パーキンス 著 すずき出版 933
リキシャ★ガール ミタリ・パーキンス 著 すずき出版 933
リキシャ★ガール ミタリ・パーキンス 著 すずき出版 933
リキシャ★ガール ミタリ・パーキンス 著 すずき出版 933
海は生きている 富山　和子 著 講談社 452
海は生きている 富山　和子 著 講談社 452
海は生きている 富山　和子 著 講談社 452
海は生きている 富山　和子 著 講談社 452
野球選手のメンタルトレーニング 高妻容一　著 ベースボール･マガジン社 780
野球食Ｊｒ． 海老久美子　著 ベースボール･マガジン社 780
グラブ・バイブル 梅原伸宏　著 ベースボール･マガジン社 780
奥薗壽子の子どもの健康ごはん 奥薗壽子　著 金の星社 596
奥薗壽子の子どもの朝ごはん 奥薗壽子　著 金の星社 596
奥薗壽子の子どものお弁当 奥薗壽子　著 金の星社 596
奥薗壽子の子どものごはん 奥薗壽子　著 金の星社 596
かえるをのんだととさん 日野十成　再話 福音館書店 388
給食番長 よしながこうたく　さく 長崎出版 913
幸せになるなぞなぞ このみひかる　著 童心社 798
頭がよくなるなぞなぞ このみひかる　著 童心社 798
なぞなぞ王子のびっくりワールド１５００発！このみひかる　著 成美堂出版 798
ぴょこたんのなぞなぞチャレンジ９９９（サンキュー）このみひかる  作 あかね書房 798
なぞなぞびっくり大百科  最強なぞなぞ５００問！ながたみかこ  著 大泉書店 798
なぞなぞ大百科  傑作なぞなぞ５００問！ ながたみかこ  著 大泉書店 798
タペストリー 上 ネフ ヘンリー・Ｈ．  著 ヴィレッジブックス 933
タペストリー 下 ネフ ヘンリー・Ｈ．  著 ヴィレッジブックス 933
くらべる図鑑 加藤由子  〔ほか〕監修・指導 小学館 403
お金のウソ？ホント？ 〔植村峻〕  〔監修〕 学習研究社 337
日本史人物のウソ？ホント？ 〔河合敦〕  〔監修〕 学習研究社 210
ペット・動物のウソ？ホント？ 〔今泉忠明〕  〔監修〕 学習研究社 480
日本と世界の国土のウソ？ホント？ ウソ？ホント？編集委員会  編著学習研究社 291
小学生でもわかる囲碁入門 １ 梅沢由香里が教えます梅沢由香里  監修 理論社 795
小学生でもわかる囲碁入門 ２ 梅沢由香里が教えます梅沢由香里  監修 理論社 795
小学生でもわかる囲碁入門 ３ 梅沢由香里が教えます梅沢由香里  監修 理論社 795
小学生でもわかる囲碁入門 ４ 梅沢由香里が教えます梅沢由香里  監修 理論社 795
小学生でもわかる囲碁入門 ５ 梅沢由香里が教えます梅沢由香里  監修 理論社 795
小学生でもわかる囲碁入門 ６ 梅沢由香里が教えます梅沢由香里  監修 理論社 795
ウルフ谷の兄弟 ブルッキンス ダナ  作 評論社 933
デイジーのおさわがせ巨人くん ケス・グレイ  作 小峰書店 933
なぞなぞあそびえほん 角野栄子  さく のら書店 798
なぞなぞうさぎのふしぎなとびら やえがしなおこ  作 岩崎書店 913
戦国武器甲冑事典  刀・槍・弓・鉄砲・忍具・胴・小具足・兜・陣羽織・合戦武具・武将甲冑・家紋ユニバーサル・パブリシング株式会社  編誠文堂新光社 559
なきむしなっちゃん そうまこうへい  作 講談社 913
ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん 末吉暁子  作 あかね書房 913
すずめのくつした セルデン ジョージ  ぶん 大日本図書 933
どりいむハウスゆめがかなう魔法のおうち 薫くみこ  作 ポプラ社 913
なぞなぞ大百科  すいぞくかんへいこう！ 嵩瀬ひろし  作・絵 エムピージェー 798
であえてほんとうによかった 宮西達也  作絵 ポプラ社 913
青い一角（つの）のギャロップ 西沢杏子  作 角川学芸出版 913
まさかさかさま 緑の巻 さかさ絵本 伊藤文人  絵・文 サンマーク出版 726
１０分でできる小学校教室わくわくグッズ 中山ゆかり  著 たんぽぽ出版 374
ノンタンがんばるもん キヨノサチコ  作・絵 偕成社 913
だまし絵サーカス エドワーズ ウォーレス  作 講談社 933
にじいろのさかなうみのそこのぼうけん フィスター マーカス  作 講談社 943
ちゅーちゅー 宮西達也  作絵 鈴木出版 913
６わのからす レオニ レオ  作 あすなろ書房 933
バルバルさん 乾栄里子  文 福音館書店 913
花はどこから  花・花びん・水をめぐる３つのものがたり一澤ひらり　文 福音館書店 621
棚田を歩けば 青柳健二  文・写真 福音館書店 616



トイレのおかげ 森枝雄司  写真・文 福音館書店 383
空へつづく神話 富安陽子  作 偕成社 913
ツキノワグマ 宮崎学  著 偕成社 489
世界を信じるためのメソッド  ぼくらの時代のメディア・リテラシー森達也  著 理論社 361
北の国から 前編 倉本聡  著 理論社 912
北の国から 後編 倉本聡  著 理論社 912
菜の子先生がやってきた！  学校ふしぎ案内・つむじ風の一学期富安陽子  作 福音館書店 913
ぼく、カギをのんじゃった！ ガントス ジャック  作 徳間書店 933
夏の庭  Ｔｈｅ　ｆｒｉｅｎｄｓ 湯本香樹実  作 徳間書店 913
ジュディ・モード、地球をすくう！ マクドナルド メーガン  作 小峰書店 933
真夜中の鐘がなるとき  宝さがしの１３の話 プロイスラー オットフリート  作 小峰書店 943
はんぶんぺぺちゃん 村中李衣  作 佼成出版社 913
三河のエジソン  障害を克服する自助具の発明家加藤源重今関信子  文 佼成出版社 369
おかあさんがいっぱい 東君平  作・絵 金の星社 913
ちちんぷいぷい  ことばの宝箱 川崎洋  編 岩崎書店 911
米が育てたオオクワガタ 山口進  写真・文 岩崎書店 486
那須正幹の動物ものがたり ７ 那須正幹  作 くもん出版 913
こんなにたしかに  まど・みちお詩集 まど・みちお  著 理論社 911
むし 中村みつを  絵 学習研究社 486
のりもの 西片拓史  絵 学習研究社 530
きょうりゅう 山口まさよし  絵 学習研究社 457
しんかんせん 西片拓史  絵 学習研究社 686
うみ 西片拓史  絵 学習研究社 481
どうぶつ 山口まさよし  絵 学習研究社 480
からだふしぎ図鑑 黒川叔彦  監修 チャイルド本社 491
のりものいっぱい図鑑  いろいろ５０１台 松澤正二  監修 チャイルド本社 530
はたらくじどう車図鑑  いろいろ５０１台 いのうえ・こーいち  監修 チャイルド本社 537
しいく・かんさつ図鑑 高家博成  監修 チャイルド本社 480
花と緑のさいばい図鑑 柳宗民  監修 チャイルド本社 620
きょうりゅうふしぎ図鑑 小畠郁生  監修 チャイルド本社 457
どうぶつふしぎ図鑑 今泉忠明  監修 チャイルド本社 480
みどりの船 ブレーク クエンティン  作 あかね書房 933
日本の神話 第１巻 舟崎克彦　文 あかね書房 913
ひとしずくの水 ウィック ウォルター  作 あすなろ書房 435
野はらの音楽家マヌエロ フリーマン ドン  作 あすなろ書房 933
写真でみる世界の子どもたちの暮らし  世界３１カ国の教室からスミス ペニー  編著 あすなろ書房 384
たまごのはなし  かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさないのちアストン ダイアナ  文 ほるぷ出版 481
どんぐりと山猫  画本宮沢賢治 宮沢賢治  原作 パロル舎 913
土をつくる生きものたち  雑木林の絵本 谷本雄治  文 岩崎書店 481
クマノミとサンゴの海の魚たち 大方洋二  写真・文 岩崎書店 487
さんしょっ子 安房直子  文 小峰書店 913
進化のはなし  地球の生命はどこからきたかジェンキンス スティーブ  作 評論社 467
ライオンのしごと  どうぶつさいばん 竹田津実  作 偕成社 913
山のごちそうどんぐりの木 ゆのきようこ  文 理論社 657
かいぶつぞろぞろ  絵にみるたし算のいきもの辻村益朗  構成・文 福音館書店 720
手で食べる？ 森枝卓士  文・写真 福音館書店 383
木 木島始　文 福音館書店 913
ふたり・おなじ星のうえで 谷川俊太郎  文 東京書籍 367
つくも神 伊藤遊  作 ポプラ社 913
しずくの首飾り エイケン ジョーン  作 岩波書店 933
考える練習をしよう バーンズ マリリン  著 晶文社 371
ハブの棲む島  伝説のハブ捕り名人と奄美の森の物語西野嘉憲  写真・文 ポプラ社 487
被爆者  ６０年目のことば 会田法行  写真・文 ポプラ社 369
隅田川  愛しいわが子をさがして 片山清司  文 ＢＬ出版 912
サンゴの森 なかむらこうじ  しゃしん そうえん社 483
日本の産業まるわかり大百科 ６ 梶井貢  監修 ポプラ社 602
ワイズ・ブラウンの詩の絵本 ブラウン マーガレット・ワイズ  詩フレーベル館 931
やまおやじ  季節がめぐる命がめぐる 今森光彦  写真・文 小学館 913
夜の音楽美術館 須藤ごう　文・絵 福音館書店 720



ばらの谷 高山貴久子　文 かんげき屋 913
らくだい魔女と魔界サーカス 成田サトコ  作 ポプラ社 913
魔天使マテリアル ９ 藤咲あゆな  作 ポプラ社 913
ランプの精リトル・ジーニー １１ ミランダ・ジョーンズ  作 ポプラ社 933
ランプの精リトル・ジーニー １２ ミランダ・ジョーンズ  作 ポプラ社 933
ランプの精リトル・ジーニー １３ ミランダ・ジョーンズ  作 ポプラ社 933
ランプの精リトル・ジーニー １４ ミランダ・ジョーンズ  作 ポプラ社 933
ランプの精リトル・ジーニー １５ ミランダ・ジョーンズ  作 ポプラ社 933
世界あちこちゆかいな家めぐり 小松義夫  文・写真 福音館書店 383
だいすきなもの  ネパール・チャウコット村のこどもたち公文健太郎  写真 偕成社 384
すてきにへんな家 タイガー立石  作 福音館書店 527
銀河寮ミステリー合宿　レイの青春事件簿番外編松原秀行　著 講談社 913
ビースト・クエスト　双竜ベドラとクリモン ブレード アダム　作 ゴマブックス 933
ビースト・クエスト　１５ ブレード アダム　作 ゴマブックス 933
ビースト・クエスト　１６ ブレード アダム　作 ゴマブックス 933
わんぱくだんのクリスマス ゆきのゆみこ　作 ひさかたチャイルド 913
若おかみは小学生！Ｐａｒｔ１４ 令丈ヒロ子　作 講談社 913
野球 ポプラ社 783
野球 ポプラ社 783
サッカー ポプラ社 783
バレーボール ポプラ社 783
卓球 ポプラ社 783
バスッケットボール ポプラ社 783
テニス・ソフトテニス ポプラ社 783
水泳 ポプラ社 785
陸上競技 ポプラ社 782
柔道 ポプラ社 789
ぬすまれた月 和田誠　作・絵 岩崎書店 913
もりのおとぶくろ わたりむつこ　作 のら書店 913
ロケットボ－イズ（上） ホ－マ－・ヒッカム・ジュニア　著 草思社 933
ロケットボ－イズ（下） ホ－マ－・ヒッカム・ジュニア　著 草思社 933
宇宙をみたよ！ 松田素子　文／構成 偕成社 538
わにのはいた マーガリット・ドリアン　ぶんとえ 大日本図書 933
とんとんとん あきやまただし　作・絵 金の星社 913
魔女の宅急便 角野栄子　作 福音館書店 913
なぜ戦争はよくないか アリス・ウォーカー　文 偕成社 319
トッキーさんのボタン かとうまふみ　作・絵 イースト・プレス 913
ぐんぐんうまくなる！野球ピッチング 鹿取義隆　著 ベースボール・マガジン社 783
ぐんぐんうまくなる！野球守備 久慈照嘉　著 ベースボール・マガジン社 783
少年野球上達パーフェクトマニュアル ベースボール・マガジン社　編 ベースボール・マガジン社 783
こくごの図鑑 青山由紀　監修 小学館 31
おばけファクトリ－ みやざきひろかず　さく・え 旺文社 913
校庭のざっ草 有沢重雄　さく 福音館書店 462
あがりめさがりめ ましませつこ　絵 こぐま社 911
むしのあいうえお 今森光彦　切り絵とことば 童心社 913
みみずのたいそう 神沢利子 岸田衿子 工藤直子 阪田寛夫 谷川俊太郎 まど・みちお 与田準一　著のら書店 911
かたつむりの詩 清水たみ子　著 かど創房 911
おなべおなべにえたかな？ こいでやすこ　さく 福音館書店 913
うしはどこでも「モ～！」 エレン・スラスキー・ワインスティーン　作鈴木出版 933
ふうせんどこにとんでいく？ ジェイミー・リー・カーティス　ぶんバベルプレス 933
ともだちみつけた 森山京　作 あかね書房 913
のねずみチッチ ふくざわゆみこ　さく のら書店 913
いいものもらった 森山京　作 小峰書店 913
おばあちゃんのすてきなおくりもの カ－ラ・スティ－ブンズ　さく のら書店 933
すみれおばあちゃんのひみつ 植垣歩子　さく 偕成社 913
五月三十五日 エーリヒ・ケストナー　作 岩波書店 943
アンデルセンどうわ ハンス・クリスチャン・アンデルセン　作のら書店 949
つきよのかいじゅう 長新太　さく 佼成出版社 913
ふしぎなはなや 竹下文子　作 フレーベル館 913



スーザンのかくれんぼ ルイス・スロボドキン　作 偕成社 933
ねっこ 平山和子　さく 福音館書店 471
ともだちからともだちへ アンソニー・フランス　さく 理論社 933
空にぐ－んと手をのばせ 新沢としひこ　詩 理論社 911
ねこのおんがえし 中川李枝子　文 のら書店 913
天女の里がえり 君島久子　文 岩波書店 388
まほうつかいのでし 上田真而子　文 福音館書店 941
おひさまいろのきもの 広野多珂子　作・絵 福音館書店 913
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　文 あすなろ書房 949
しろいゆきあかるいゆき アルビン・トレセルト　さく ＢＬ出版 933
帰り道の１年 たかはしきよし　絵・文 偕成社 472
世界のだっことおんぶの絵本 エメリー・バーナード　文 メディカ出版 933
月人石 乾千恵　書 福音館書店 913
鳥の巣ものがたり 鈴木まもる　文・絵 偕成社 488
おへそのひみつ やぎゅうげんいちろう　さく 福音館書店 495
かさこじぞう いわさききょうこ　ぶん ポプラ社 388
ぼうさまのき 松谷みよ子　文 フレーベル館 388
はつゆめはひみつ 谷真介　文 佼成出版社 913
おかあさんの目 あまんきみこ　作 あかね書房 913
ねこのなまえ いとうひろし　作 徳間書店 913
虫たちのふしぎ 新開孝　写真・文 福音館書店 486
ねこじゃらしの野原 安房直子　作 講談社 913
ようせいのゆりかご ル－ス・エインズワ－ス　作 岩波書店 933
世界あちこちゆかいな家めぐり 小松義夫　文・写真 福音館書店 383
地球生活記 小松義夫　著 福音館書店 383
嵐のティピー ポール・ゴーブル　作 光村教育図書 933
少年と子だぬき 佐々木たづ　文 ポプラ社 913
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 949
子どもに語るアンデルセンのお話２ アンデルセン　著 こぐま社 949
あまがえるりょこうしゃ 松岡たつひで　さく 福音館書店 481
もりのくうちゅうさんぽ 松岡たつひで　さく 福音館書店 481
かえるの平家ものがたり 日野十成　文 福音館書店 913
ソフィーとカタツムリ ディック・キング＝スミス　作 評論社 933
ビースト・クエスト　１３ アダム・ブレード 著 ゴマブックス 933
ビースト・クエスト　１４ アダム・ブレード 著 ゴマブックス 933
もっとかわいくなりたい 小林　深雪 著 講談社 913
夢中になりたい 小林　深雪 著 講談社 913
黒魔女さんのお正月 石崎　洋司 著 講談社 913
江戸の大火と伝説の龍 メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 933
ダ・ヴィンチ空を飛ぶ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 933
巨大ダコと海の神秘 メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 933
南極のペンギン王国 メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 933
モーツァルトの魔法の笛 メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 933
おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ 著 あすなろ書房 933
こちら妖怪新聞社！　３ 藤木　稟 著 講談社 913
こちら妖怪新聞社！　４ 藤木　稟 著 講談社 913
スコアブック　１ 伊集院　静 著 講談社 913
スコアブック　２ 伊集院　静 著 講談社 913
スコアブック　３ 伊集院　静 著 講談社 913
スコアブック　４ 伊集院　静 著 講談社 913
光とともに　１５ 戸部　けいこ 著 秋田書店 726
かわうそ３きょうだい あべ　弘士 著 小峰書店 913
トン・ウーとはち 小風　さち 著 講談社 913
魔天使マテリアル　６ 藤咲　あゆな 著 ポプラ社 913
魔天使マテリアル　７ 藤咲　あゆな 著 ポプラ社 913
魔天使マテリアル　８ 藤咲　あゆな 著 ポプラ社 913
おっこのＴＡＩＷＡＮおかみ修業！ 令丈　ヒロ子 著 講談社 913
黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ１１　恋もおしゃれも大バトル？の巻石崎　洋司 著 講談社 913
初恋アニヴァーサリー（記念日） 名木田　恵子 著 講談社 913



ブリジンガー炎に誓う絆　上１ クリストファー・パオリーニ 著 ヴィレッジブックス 933
ブリジンガー炎に誓う絆　下３ クリストファー・パオリーニ 著 ヴィレッジブックス 933
おらんうーたんのおうち 岩合　日出子 著 福音館書店 489
じぶんの木 最上　一平 著 岩崎書店 913
ぼくのネコにはウサギのしっぽ 朽木　祥 著 学習研究社 913
おそらにはてはあるの？ 佐治　晴夫 著 玉川大学出版部 913
信じていいの？ 小林　深雪 著 講談社 913
あえてよかったね 山末　やすえ 著 くもん出版 913
八ヶ岳に舞え、１００万のオオムラサキ 反町　昭子 著 汐文社 913
エンザロ村のかまど さくま　ゆみこ 著 福音館書店 383
ひとりたりない 今村　葦子 著 理論社 913
本だらけの家でくらしたら Ｎ．Ｅ．ボード 著 徳間書店 933
グリーンフィンガー〈約束の庭〉 ポール・メイ 著 さえら書房 933
教室の祭り 草野　たき 著 岩崎書店 913
ハッピーノート 草野　たき 著 福音館書店 913
おでんおんせんにいく 中川　ひろたか 著 佼成出版社 913
ミキとひかるどんぐり 赤羽　じゅんこ 著 国土社 913
しまうまのしごとさがし トビイ　ルツ 著 ＰＨＰ研究所 913
あくびばかりしていたおひめさま カルメン・ヒル 著 光村教育図書 963
雨をよぶ龍 秋山　とも子 著 童心社 913
謎解きファイルズ少女ルパンＶＳ少年ホームズ怪盗と探偵の推理決戦！森田　彩莉 著 あかね書房 798
どうしてぼくをいじめるの？ ルイス・サッカー 著 文研出版 933
アブエラの大きな手 中川　なをみ 著 国土社 913
卒業の歌 本田　有明 著 ＰＨＰ研究所 913
はじめての少年軟式野球バッティング・ピッチング・守備 成美堂出版 783
らくだい魔女と放課後の森 成田　サトコ 著 ポプラ社 913
らくだい魔女と冥界のゆびわ 成田　サトコ 著 ポプラ社 913
らくだい魔女と鏡の国の怪人 成田　サトコ 著 ポプラ社 913
わたしに魔法が使えたら 小林　深雪 著 講談社 913
天使が味方についている 小林　深雪 著 講談社 913
神様しか知らない秘密 小林　深雪 著 講談社 913
いちばんに、なりたい！ ジェニファー・リチャード・ジェイコブソン 著講談社 933
おじいちゃんと　テオの　すてきな庭 アンドリュー・ラースン あすなろ書房 933
山のとしょかん 肥田　美代子 著 文研出版 913
妖魔鏡と悪夢の教室 藤木　凛 講談社 913
「愛」との戦い 藤木　稟 著 講談社 913
生きものがきえる 真珠　まりこ 著 講談社 480
秘密のマシン、アクイラ アンドリュー・ノリス 著 あすなろ書房 933
夏のわすれもの 福田　岩緒 著 文研出版 913
宮沢賢治は名探偵！！　タイムスリップ探偵団と銀河鉄道大暴走の巻楠木　誠一郎 著 講談社 913
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楠木　誠一郎 著 講談社 913
福沢諭吉は名探偵！！　タイムスリップ探偵団とてんやわんやの蘭学授業の巻楠木　誠一郎 著 講談社 913
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？の巻楠木　誠一郎 著 講談社 913
清少納言は名探偵！！　タイムスリップ探偵団と春はあけぼの大暴れの巻楠木　誠一郎 著 講談社 913
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 726
ルリユールおじさん いせ　ひでこ 著 理論社 913
カバのモモがママになった！ 中村翔子 著 教育画劇 913
がんばれ！くるまいすのうさぎぴょんた 岩崎　京子 著 教育画劇 913
かざんのしまからねこたちをすくえ 木暮　正夫 著 教育画劇 913
コロにとどけみんなのこえ 今関信子 著 教育画劇 913
ともだちをたすけたゾウたち わしお　としこ 著 教育画劇 913
リュウキュウアユ、かえってきてね 真鍋　和子 著 教育画劇 913
いぬのかんごふさんベッツとタンクル 井上　こみち 著 教育画劇 913
とべとべトキたち わしお　としこ 著 教育画劇 913
つづきの図書館 柏葉　幸子 著 講談社 913
ことわざショウ　続 中川　ひろたか 著 ハッピーオウル社 814
コン・セブリ島の魔法使い 別役　実 著 ブッキング 913
トンガのきいちごつみ 広野　多珂子 著 ひさかたチャイルド 913
あおいくも トミー・ウンゲラー 著 ブロンズ新社 953



まぶらいの島 竹内　紘子 著 くもん出版 913
少女ソフィアの夏 トーベ・ヤンソン 著 講談社 949
さすらい猫ノアの伝説 重松　清 著 講談社 913
ベストフレンド 堀直子 著 あかね書房 913
マデックの罠 ロブ・ホワイト 著 評論社 933
一休さんは名探偵！！　タイムスリップ探偵団と電光石火のとんち一大合戦の巻楠木　誠一郎 著 講談社 913
こちらランドリー新聞編集部 アンドリュー・クレメンツ 著 講談社 933
ピカドン 講談社 369
井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法 井上　ひさし 著 講談社 323
子どものための哲学対話 永井　均 著 講談社 104
１２歳たちの伝説 後藤　竜二 著 新日本出版社 913
森へ 星野　道夫 著 福音館書店 650
すみれ島 今西　祐行 著 偕成社 913
とうろうながし 松谷　みよ子 著 偕成社 913
ヒロシマに原爆がおとされたとき 大道　あや 著 ポプラ社 913
王子とこじき　上 マーク・トウェイン 著 偕成社 933
王子とこじき　下 マーク・トウェイン 著 偕成社 933
シゲコ！ 菅　聖子 著 偕成社 289
大人への階段　Ｓｔｅｐ１ 小林　深雪 著 講談社 913
猫耳探偵まどか 松原　秀行 著 講談社 913
ねこの根子さん あさの　あつこ 著 講談社 913
メニメニハート 令丈　ヒロ子 著 講談社 913
グラウンドの空 あさの　あつこ 著 角川書店 913
太陽と光しょくばいものがたり 藤嶋　昭 著 偕成社 431
ごきげんなライオンともだちさがしに ルイーズ・ファティオ 著 ビーエル出版 933
生ゴミはよみがえる 菅野　芳秀 著 講談社 518
ヘヴンリープレイス 濱野　京子 著 ポプラ社 913
おもしろ荘の子どもたち アストリッド・リンドグレーン 著 岩波書店 949
赤い本 緑川　聖司 ポプラ社 913
黒い本 緑川　聖司 ポプラ社 913
イクバルの闘い フランチェスコ・ダダモ 著 すずき出版 973
写真絵本国境なき医師団　１ 早乙女　勝元 編 大月書店 329
写真絵本国境なき医師団　２ 早乙女　勝元 編 大月書店 329
写真絵本国境なき医師団　３ 早乙女　勝元 編 大月書店 329
写真絵本国境なき医師団　４ 早乙女　勝元 編 大月書店 329
写真絵本国境なき医師団　５ 早乙女　勝元 編 大月書店 329
写真絵本国境なき医師団　６ 早乙女　勝元 編 大月書店 329
ローザ ニッキ・ジョヴァンニ 著 光村教育図書 933
そのままのキミがすき 木村　裕一 著 ＰＨＰ研究所 913
永井隆 中井　俊已 著 童心社 289
うえきばちです 川端　誠 著 ビーエル出版 913
ふしぎなしろねずみ チャン　チョルムン 著 岩波書店 388
はやおきはいいきもち 杉山　千佳 著 岩崎書店 498
外国から来た魚 松沢　陽士 著 フレーベル館 487
パーシーと気むずかし屋のカウボーイ ウルフ・スタルク 著 小峰書店 949
ホネホネすいぞくかん 大西　成明 写真 アリス館 481
かようびのよる デヴィッド・ウィーズナー 著 徳間書店 933
ここが家だ ベン・シャーン 画 集英社 933
新聞エコバッグの作り方 坂上　政子 著 小学館 754
土の中からでてきたよ 小川　忠博 著 平凡社 210
バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター 著 晶文社 923
蒼路の旅人 上橋　菜穂子 著 偕成社 913
ＮＯ．６　＃５ あさの　あつこ 著 講談社 913
ルルとララのいちごのデザート あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
こどもベスト図鑑 1 むし 1 友国 雅章 学習研究社 486
こどもベスト図鑑 2 むし 2 友国 雅章 学習研究社 486
こどもベスト図鑑 3 どうぶつ 今泉 忠明 学習研究社 489
こどもベスト図鑑 4 いぬとねこ 今泉 吉典 学習研究社 489
こどもベスト図鑑 5 とり 高野 伸二 学習研究社 488



こどもベスト図鑑 6 さかな 堤 俊夫 学習研究社 487
こどもベスト図鑑 7 みずべの いきもの 奥谷 喬司 学習研究社 484
こどもベスト図鑑 8 きょうりゅう 小畠 郁生 学習研究社 457
こどもベスト図鑑 9 ひとの からだ 保志 宏 学習研究社 490
こどもベスト図鑑 10 にわの くさばな 浅山 英一 学習研究社 470
こどもベスト図鑑 11 のやまの くさ 大場 達之 学習研究社 470
こどもベスト図鑑 12 きと きのこ 浅山 英一 学習研究社 470
こどもベスト図鑑 13 やさいと くだもの 原田 良平 学習研究社 470
こどもベスト図鑑 14 ひとを はこぶ のりもの宮本 晃男 学習研究社 680
こどもベスト図鑑 15 はたらく のりもの 宮本 晃男 学習研究社 680
なぜなぜベスト図鑑 1 むし 1 青木 良 学習研究社 480
なぜなぜベスト図鑑 2 むし 2 高家 博成 学習研究社 480
なぜなぜベスト図鑑 3 どうぶつ・とり 1 今泉 忠明 学習研究社 480
なぜなぜベスト図鑑 4 どうぶつ・とり 2 今泉 忠明 学習研究社 480
なぜなぜベスト図鑑 5 みずべの いきもの 1奥谷 喬司 学習研究社 480
なぜなぜベスト図鑑 6 みずべの いきもの 2武田 正倫 学習研究社 480
なぜなぜベスト図鑑 7 くさばなや き 畑中 忠雄 学習研究社 470
なぜなぜベスト図鑑 8 いきものと かんきょう青木 斎 学習研究社 460
なぜなぜベスト図鑑 9 ひとの からだ 1 保志 宏 学習研究社 490
なぜなぜベスト図鑑 10 ひとの からだ 2 大塚 正八郎 学習研究社 490
なぜなぜベスト図鑑 11 ちきゅう・うちゅう 1 岡 重吉 学習研究社 440
なぜなぜベスト図鑑 12 ちきゅう・うちゅう 2 岡 重吉 学習研究社 440
なぜなぜベスト図鑑 13 しぜん 須田 健 学習研究社 450
なぜなぜベスト図鑑 14 みのまわりの もの 1芦ヶ原 伸之 学習研究社 407
なぜなぜベスト図鑑 15 みのまわりの もの 2山内 昭道 学習研究社 407
なぜなぜベスト図鑑 16 くらし 1 小松 福三 学習研究社 380
なぜなぜベスト図鑑 17 くらし 2 祖父江 孝男 学習研究社 380
なぜなぜベスト図鑑 18 のりもの 1 交通博物館 学習研究社 680
なぜなぜベスト図鑑 19 のりもの 2 飯島 巌 学習研究社 680
なぜなぜベスト図鑑 20 せかいで いちばん 小松崎 昭 学習研究社 407
ポプラディア １ 総合百科事典 秋山仁  監修 ポプラ社 31
ポプラディア ２ 総合百科事典 秋山仁  監修 ポプラ社 31
ポプラディア ３ 総合百科事典 秋山仁  監修 ポプラ社 31
ポプラディア ４ 総合百科事典 秋山仁  監修 ポプラ社 31
ポプラディア ５ 総合百科事典 秋山仁  監修 ポプラ社 31
ポプラディア ６ 総合百科事典 秋山仁  監修 ポプラ社 31
ポプラディア ７総合百科事典 秋山仁  監修 ポプラ社 31
ポプラディア ８ 総合百科事典 秋山仁  監修 ポプラ社 31
ポプラディア ９ 総合百科事典 秋山仁  監修 ポプラ社 31
ポプラディア １０ 総合百科事典 秋山仁  監修 ポプラ社 31
ポプラディア １１ 総合百科事典 秋山仁  監修 ポプラ社 31
ポプラディア １２ 総合百科事典 秋山仁  監修 ポプラ社 31
古道具ほんなら堂  ちょっと不思議あり 楠章子  作 毎日新聞社 913
いわたくんちのおばあちゃん 天野夏美  作 主婦の友社 913
チキン・サンデー パトリシア　ポラッコ作 アスラン書房 933
エマおばあちゃん ケッセルマン ウェンディ  文 徳間書店 933
朝日ジュニア学習年鑑 ２０１０ 朝日新聞出版 59
日本のくらし絵事典  国際理解にもやくだつ ＰＨＰ研究所  編 ＰＨＰ研究所 382
「和」の名前絵事典  由来から説き起こす！三宮庄二  監修 ＰＨＰ研究所 382
海時計職人ジョン・ハリソン  船旅を変えたひとりの男の物語ボーデン ルイーズ  文 あすなろ書房 289
グリーン・ノウの子どもたち ボストン ルーシ・Ｍ．  作 評論社 933
グリーン・ノウの煙突 ボストン ルーシ・Ｍ．  作 評論社 933
グリーン・ノウの川 ボストン ルーシ・Ｍ．  作 評論社 933
グリーン・ノウのお客さま ボストン ルーシ・Ｍ．  作 評論社 933
グリーン・ノウの魔女 ボストン ルーシ・Ｍ．  作 評論社 933
グリーン・ノウの石 ボストン ルーシ・Ｍ．  作 評論社 933
高安犬物語 戸川幸夫  著 国土社 913
日本のすがた ２０１０ 表とグラフでみる 矢野恒太記念会  編 矢野恒太記念会 351
ジュニア地球白書 ２００８ー０９ ワールドウォッチ研究所フレーウ゛ィン クリストファー  編著ワールドウォッチジャパン 519



ぺったんぺったん白鳥がくる  動物の短歌 穂村弘  編 岩崎書店 911
ナム・フォンの風 キッド ダイアナ  作 あかね書房 933
火のくつと風のサンダル ウ゛ェルフェル ウルズラ  作 童話館出版 943
チームひとり 吉野万理子  作 学研教育出版 913
チームあかり 吉野万理子  作 学研教育出版 913
らくだい魔女と妖精の約束 成田サトコ  作 ポプラ社 913
ムジナ探偵局完璧な双子 富安陽子  作 童心社 913
ムジナ探偵局榎稲荷の幽霊 富安陽子  作 童心社 913
ビースト・クエスト １７ ブレード アダム  作 ゴマブックス 933
北の森の十二か月 上 スラトコフの自然誌 スラトコフ ニコライ・イウ゛ァノウ゛ィチ  作福音館書店 983
北の森の十二か月 下 ストラコフの自然誌 スラトコフ ニコライ・イウ゛ァノウ゛ィチ  作福音館書店 983
スコアブック ５ 伊集院静  著 講談社 913
スコアブック ６ 伊集院静  著 講談社 913
十歳（じゅっさい）のきみへ  九十五歳のわたしから日野原重明  著 冨山房インターナショナル 159
父さんと、キャッチボール？ ガントス ジャック  作 徳間書店 933
海があるということは  川崎洋詩集 川崎洋  著 理論社 911
しらべよう！はたらく犬たち １ ポプラ社 369
しらべよう！はたらく犬たち ２ ポプラ社 369
しらべよう！はたらく犬たち ３ ポプラ社 369
しらべよう！はたらく犬たち ４ ポプラ社 369
とらとほしがき  韓国のむかしばなし パク・ジェヒョン  再話・絵 光村教育図書 388
おやすみなさいまたあした  幼い子どものための詩の本神沢利子  詩 のら書店 911
金田一先生の使ってのばそう日本語力 １ 金田一秀穂  監修 あかね書房 810
海の擬態生物  海中生物の美しく不思議な変身術伊藤勝敏  写真・文 誠文堂新光社 481
こども大図鑑動物 ウォーカー リチャード  著 河出書房新社 480
二十一世紀に生きる君たちへ 司馬遼太郎  著 世界文化社 914
風切る翼 木村裕一  作 講談社 913
らくだい魔女と妖精の約束 成田サトコ ポプラ社 913
忍剣花百姫伝７ 越水利江子 ポプラ社 913
自転車駐車場のひみつ 鳥飼規世 学研 526
新聞のひみつ 学研 71
エネルギーのひみつ 学研 543
牛乳のひみつ 学研 648
牛乳のひみつ 学研 648
太陽電池のひみつ 学研 543
インスタントラーメンのひみつ 学研 596
八ツ橋のひみつ 山口育孝 学研 596
いのちのあさがお あやの まさる さく ハート出版 913
地デジのひみつ 大岩ピュン 学研 699
地デジのひみつ 大岩ピュン 学研 699
ことわざ大百科 読売新聞社 814
人工衛星のひみつ 出口由美子 学研 538
人工衛星のひみつ 出口由美子 学研 538
ニッポンの嵐 Ｍ．Ｃｏ 290
ニッポンの嵐 Ｍ．Ｃｏ 290
かいけつゾロリきょうふのちょうとっきゅう 原ゆたか ポプラ社 913
どんぐりと山ねこ・やまなし 宮沢賢治 講談社 913
おさるがおよぐ いとう ひろし 作・絵 講談社 913
２年生の読みもの 亀村 五郎 〔ほか〕編集委員 学校図書 913
どくしょのじかんによむ本小学２年生 西本 鶏介 編 ポプラ社 913
こうえんのシロ わたなべ ひろみ さく・え ポプラ社 913
マヤイのたんじょうび 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
マヤイのケーキやさん 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
マヤイの花やさん 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
マヤイのおもちゃやさん 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
マヤイのとけいやさん 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
教科書にでてくるお話１年生 西本 鶏介 監修 ポプラ社 913
やまなしもぎ 平野 直 再話 福音館書店 388
ぎゅうぎゅうかぞく ねじめ 正一 作 鈴木出版 913



ぼくのたからものどこですか 角野 栄子 さく 福音館書店 913
ねこのシュガーとおともだち テレザ・ノボア 学研 963
げんきにおよげこいのぼり 今関 信子 作 教育画劇 913
ディズニー名作アルバム３ 講談社 933
ディズニー名作アルバム５ 講談社 933
ディズニー名作アルバム４ 講談社 933
とらっく　とらっく　とらっく 渡辺 茂男 さく 福音館書店 913
ディズニープリンセスニュー・ストーリー２ うさぎ出版 編集 うさぎ出版 933
黒ネコジェニーのおはなし１ エスター・アベリル 作・絵 福音館書店 933
黒ネコジェニーのおはなし２ エスター・アベリル 作・絵 福音館書店 933
１１ぴきのねことぶた 馬場 のぼる 著 こぐま社 913
となりのトトロ 中川 李枝子 詩 徳間書店 911
はしるチンチン しりあがり寿 岩崎書店 913
昆虫の迷路 香川元太郎 ＰＨＰ研究所 798
３びきめのひつじ ひろのみずえ 女子パウロ会 388
１０分で読める名作二年生 学研 913
みつけたよ！自然のたからもの　３ 澤口 たまみ 文 福音館書店 790
らくだい魔女と鏡の国の怪人 成田サトコ ポプラ社 913
餃子のひみつ 佐藤守 学研 588
働く人たちのひみつ たまだまさお 学研 366
ポスターをつくろう！ デジカル 著 汐文社 727
ポスターをつくろう！魅力的なイラストを描こう！デジカル 著 汐文社 727
ポスターをつくろう！表現を工夫しよう！ デジカル 著 汐文社 727
素材別キッズハンドクラフト楽しいダンボール工作　図書館版立花　愛子 著 いかだ社 754
素材別キッズハンドクラフト楽しいテープ工作　図書館版立花　愛子 著 いかだ社 750
素材別キッズハンドクラフト楽しいストロー工作　図書館版立花　愛子 著 いかだ社 750
鉱物・宝石のふしぎ大研究 ＰＨＰ研究所 459
地球の水ＳＯＳ図鑑 田中　賢治 著 ＰＨＰ研究所 517
再生可能エネルギーの大研究 ＰＨＰ研究所 501
電気の大研究 ＰＨＰ研究所 540
ＣＯ２がわかる事典 ＰＨＰ研究所 435
超ウケキッズマジック　注目度↑アップお楽しみ会・お誕生会の巻　図書館版藤原　邦恭 著 いかだ社 779
超ウケキッズマジック　大人気だ！休み時間・自由時間の巻　図書館版藤原　邦恭 著 いかだ社 779
超ウケキッズマジック　コワおも！ミステリーマジックの巻　図書館版藤原　邦恭 著 いかだ社 779
水と人びとのくらし 橋本　淳司 著 文研出版 517
水と環境問題 橋本　淳司 著 文研出版 519
水をめぐる争い 橋本　淳司 著 文研出版 517
水と人びとの健康 橋本　淳司 著 文研出版 519
水問題にたちむかう 橋本　淳司 著 文研出版 517
ヒックとドラゴン１ クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店 933
ヒックとドラゴン　２ クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店 933
ヒックとドラゴン　３ クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店 933
ヒックとドラゴン　４ クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店 933
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 913
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 913
がっこうかっぱのイケノオイ 山本　悦子 著 童心社 913
がっこうかっぱのイケノオイ 山本　悦子 著 童心社 913
アリクイにおまかせ 竹下　文子 著 小峰書店 913
アリクイにおまかせ 竹下　文子 著 小峰書店 913
エディのやさいばたけ サラ・ガーランド 著 福音館書店 933
エディのやさいばたけ サラ・ガーランド 著 福音館書店 933
ヤマトシジミの食卓 吉田　道子 著 くもん出版 913
ヤマトシジミの食卓 吉田　道子 著 くもん出版 913
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 933
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 933
忘れないよリトル・ジョッシュ マイケル・モーパーゴ 著 文研出版 933
ホスピタルクラウン・Ｋちゃんが行く あんず　ゆき 著 佼成出版社 916
ホスピタルクラウン・Ｋちゃんが行く あんず　ゆき 著 佼成出版社 916
こども電車 岡田　潤 著 金の星社 913



こども電車 岡田　潤 著 金の星社 913
天風の吹くとき 福　明子 著 国土社 913
天風の吹くとき 福　明子 著 国土社 913
犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー 著 文渓堂 933
犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー 著 文渓堂 933
クジラと海とぼく 水口　博也 著 アリス館 489
クジラと海とぼく 水口　博也 著 アリス館 489
黒魔女さんのバレンタイン 石崎　洋司 著 講談社 913
パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ３ 倉橋　燿子 著 講談社 913
パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ４ 倉橋　燿子 著 講談社 913
パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ５ 倉橋　燿子 著 講談社 913
パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ６ 倉橋　燿子 著 講談社 913
パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ７ 倉橋　燿子 著 講談社 913
パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ８ 倉橋　燿子 著 講談社 913
パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ９ 倉橋　燿子 著 講談社 913
パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ１０ 倉橋　燿子 著 講談社 913
パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ１１ 倉橋　燿子 著 講談社 913
パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ１２ 倉橋　燿子 著 講談社 913
妖怪アパートの幽雅な食卓 香月　日輪 原著 講談社 913
ＮＯ．６　＃６ あさの　あつこ 著 講談社 913
ＮＯ．６　＃７ あさの　あつこ 著 講談社 913
ＮＯ．６（ナンバーシックス）＃８ あさの　あつこ 講談社 913
ＮＯ．６　＃９ あさの　あつこ 著 講談社 913
恋のギュービッド大作戦！ 石崎　洋司 著 講談社 913
楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑 小学館 690
きょうはこんな日３６５ １ 学校放送研究会  編 国土社 204
きょうはこんな日３６５ ２ 学校放送研究会  編 国土社 204
きょうはこんな日３６５ ３ 学校放送研究会  編 国土社 204
きょうはこんな日３６５ ４ 学校放送研究会  編 国土社 204
冷凍食品のひみつ おぎのひとし 学研 588
タイヤのひみつ 大石容子 学研 580
熟語大辞典 老川祥一 読売新聞社 814
漢方のひみつ 青木萌 学研 499
ことばあそびうたまた 谷川 俊太郎 詩 福音館書店 911
ことばあそびうた 谷川 俊太郎 詩 福音館書店 911
注文の多い料理店 宮沢 賢治 作 偕成社 913
山のいのち 立松 和平 作 ポプラ社 913
鳴く虫の世界 佐藤 有恒 写真 あかね書房 486
テントウムシ 佐藤 有恒 著 あかね書房 486
カミキリムシ 岸田 功 著 あかね書房 486
アゲハチョウ 佐藤 有恒 写真 あかね書房 486
ギフチョウ 青山 潤三 著 あかね書房 486
アシナガバチ 小川 宏 著 あかね書房 486
ミツバチのふしぎ 栗林 慧 写真 あかね書房 486
オオムラサキ 森 一彦 著 あかね書房 486
カイコ 岸田 功 著 あかね書房 486
ドングリ 埴 沙萠 著 あかね書房 657
ユリのふしぎ 今井 国勝 著 あかね書房 479
イネの一生 守矢 登 著 あかね書房 479
ムギの一生 鈴木 公治 著 あかね書房 479
サボテンのふしぎ 埴 沙萠 著 あかね書房 479
食虫植物のひみつ 清水 清 著 あかね書房 471
高山植物の一年 白籏 史朗 著 あかね書房 471
花の色のふしぎ 佐藤 有恒 著 あかね書房 471
キノコの世界 伊沢 正名 著 あかね書房 474
コケの世界 伊沢 正名 著 あかね書房 475
ツクシのかんさつ 鈴木 公治 著 あかね書房 476
サクラの一年 守矢 登 著 あかね書房 479
アサガオ 佐藤 有恒 写真 あかね書房 479



ヒマワリのかんさつ 叶沢 進 写真 あかね書房 479
ヒマワリのかんさつ 叶沢 進 写真 あかね書房 479
水草のひみつ 守矢 登 著 あかね書房 471
植物は動いている 清水 清 著 あかね書房 471
紅葉のふしぎ 佐藤 有恒 著 あかね書房 471
クモのひみつ 栗林 慧 著 あかね書房 485
高山チョウのくらし 斎藤 嘉明 著 あかね書房 486
水生昆虫のひみつ 増田 戻樹 著 あかね書房 486
アカトンボの一生 佐藤 有恒 著 あかね書房 486
セミの一生 佐藤 有恒 写真 あかね書房 486
わたり鳥のひみつ 行田 哲夫 著 あかね書房 488
たまごのひみつ 清水 清 著 あかね書房 488
ウミネコのくらし 右高 英臣 著 あかね書房 488
キツツキの森 右高 英臣 著 あかね書房 488
モズのくらし 菅原 光二 著 あかね書房 488
シラサギの森 田中 徳太郎 著 あかね書房 488
フクロウ 福田 俊司 著 あかね書房 488
ライチョウの四季 右高 英臣 著 あかね書房 488
たねのゆくえ 埴 沙萠 著 あかね書房 471
リンゴ 小池 洋男 著 あかね書房 479
タンチョウの四季 林田 恒夫 著 あかね書房 488
ハヤブサの四季 伊藤 正清 写真 あかね書房 488
カラスのくらし 菅原 光二 著 あかね書房 488
ツバメのくらし 菅原 光二 著 あかね書房 488
ニホンカモシカ 宮崎 学 著 あかね書房 489
ニホンザル 西川 治 著・撮影 あかね書房 489
ムササビの森 菅原 光二 著 あかね書房 489
ねずみのすもう 大川 悦生 作 ポプラ社 388
おだんごころころ 大川 悦生 作 ポプラ社 388
たなばたむかし 大川 悦生 作 ポプラ社 388
さるじぞうほいほい 大川 悦生 作 ポプラ社 388
おしょうとこぞう 大川 悦生 作 ポプラ社 388
だんご　どっこいしょ 大川 悦生 作 ポプラ社 388
たいへん　たいへん　たいへんだー 大川 悦生 作 ポプラ社 388
わらしべちょうじゃ さいごう たけひこ ぶん ポプラ社 388
夏休み植物のかんさつ 石原 幸夫 文 あかね書房 470
四季の野鳥かんさつ 菅原 光二 写真 あかね書房 488
サンゴ礁の世界 白井 祥平 著 あかね書房 483
たんぽぽ 平山 和子 ぶん・え 福音館書店
どんぐり こうや すすむ さく 福音館書店 657
きいろいばけつ もりやま みやこ 作 あかね書房 913
夏休み昆虫のかんさつ 小田 英智 文 あかね書房 486
カタツムリ 増田 戻樹 写真 あかね書房 484
いそべの生物 川嶋 一成 著 あかね書房 481
アリの世界 栗林 慧 著 あかね書房 486
ふゆめがっしょうだん 富成 忠夫 写真 福音館書店 913
えぞまつ 神沢 利子 ぶん 福音館書店 653
にわさきのむし 小林 俊樹 ぶん 福音館書店 481
かずのほん まつい のりこ ぶん・え 福音館書店 410
ざっそう 甲斐 信枝 ぶん・え 福音館書店 471
おさるはおさる いとう ひろし 作・絵 講談社 913
魔女の宅急便２ 角野 栄子 作 福音館書店 913
アガサ・クリスティー探偵名作集２ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店 938
アガサ・クリスティー探偵名作集３ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店 938
アガサ・クリスティー探偵名作集４ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店 938
アガサ・クリスティー探偵名作集５ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店 938
アガサ・クリスティー探偵名作集９ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店 938
アガサ・クリスティー探偵名作集１０ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店 938
生きているわたし　体と心１ 文研出版 490



生きているわたし　体と心２ 文研出版 490
生きているわたし　体と心３ 文研出版 490
生きているわたし　体と心４ 文研出版 490
生きているわたし　体と心７ 文研出版 490
生きているわたし　体と心９ 文研出版 490
生きているわたし　体と心１０ 文研出版 490
生きているわたし　体と心６ 文研出版 490
ものいうバナナ 山下 欣一 編訳 小峰書店 388
巨人ナナブッシュ 藤井 いづみ 訳 小峰書店 388
カラオの洞窟 荒木 博之 編訳 小峰書店 388
イワン王子と火の鳥と灰色オオカミ 斎藤 君子 編訳 小峰書店 388
王子と美しいパセリちゃん 竹原 威滋 編訳 小峰書店 388
太陽征伐 張 良沢 文 小峰書店 388
金のリンゴと九羽のクジャク 直野 敦 訳 小峰書店 388
悪魔の犬エリンチャ 百々 佑利子 編訳 小峰書店 388
猿むこ入りと悪魔のズボン おざわ としお 著 小峰書店 388
ネコになったおきさき 直野 敦 訳 小峰書店 388
虹になった娘と星うらない 菊地 三郎 編訳 小峰書店 388
お月さまより美しい娘 小山 皓一郎 編訳 小峰書店 388
そっくりおばけ 笠原 順路 編訳 小峰書店 388
魚の騎士 三原 幸久 編訳 小峰書店 388
親指トムの一生 荒木 博之 編訳 小峰書店 388
クリン王 安藤 美紀夫 編訳 小峰書店 388
美しいユーラリ 新倉 朗子 編訳 小峰書店 388
きのどくなハイエナ 江口 一久 採話 小峰書店 388
民話に学ぶ生き方西洋編 荒井 洌 編著 あすなろ書房 150
名言に学ぶ生き方東洋編 稲垣 友美 著 あすなろ書房 150
名言に学ぶ生き方西洋編 荒井 洌 著 あすなろ書房 150
ことわざに学ぶ生き方東洋編 稲垣 友美 著 あすなろ書房 150
名作に学ぶ生き方東洋編 稲垣 友美 著 あすなろ書房 150
名作に学ぶ生き方西洋編 荒井 洌 著 あすなろ書房 150
名詩に学ぶ生き方東洋編 稲垣 友美 著 あすなろ書房 150
名詩に学ぶ生き方西洋編 荒井 洌 著 あすなろ書房 150
伝記に学ぶ生き方東洋編 稲垣 友美 編著 あすなろ書房 150
伝記に学ぶ生き方西洋編 稲垣 友美 編著 あすなろ書房 150
民話に学ぶ生き方東洋編 荒井 洌 編著 あすなろ書房 150
アンドロメダ姫物語 藤井 旭 著 ポプラ社 443
ヘルクレスの冒険 藤井 旭 著 ポプラ社 443
七夕星まつり 藤井 旭 著 ポプラ社 443
天の川の誕生 藤井 旭 著 ポプラ社 443
十五夜お月さん 藤井 旭 著 ポプラ社 443
流れ星に願いを 藤井 旭 著 ポプラ社 443
星はスバル 藤井 旭 著 ポプラ社 443
クリスマスの星 藤井 旭 著 ポプラ社 443
北斗の七つ星 藤井 旭 著 ポプラ社 443
いちばん星みつけた 藤井 旭 著 ポプラ社 443
銀河鉄道の南十字星 藤井 旭 著 ポプラ社 443
しょくぶつ フレーベル館 470
ちきゅうかんきょう フレーベル館 450
ピカドン 小崎 侃 作 版画 汐文社 913
クリスマスにはおくりもの 五味 太郎 作 絵本館 913
うしろにいるのはだあれだ 五味 太郎 作・画 絵本館 913
ステキナカタカナ 五味 太郎 作・画 講談社 811
でんわでおはなし 五味 太郎 作・画 絵本館 913
からだ大探検 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 491
みんながおしえてくれました 五味 太郎 作 絵本館 913
すきすきだいすき ピョートル・ウィルコン 文 セーラー出版 993
いやといったピエロ ミーシャ・ダムジャン 作 セーラー出版 993
ゆきだるまのさがしもの ゲルダ・マリー・シャイドル 作 セーラー出版 943



ぴょんぴょんうさぎぴょん Ｊ・グッゲンモース 作 セーラー出版 940
ベビーライオンフーゴ ヘルマン・メールス 作 セーラー出版 943
フーゴのともだち ヘルマン・メールス 作 セーラー出版 943
フーゴのおとうと ヘルマン・メールス 文 セーラー出版 943
トニオ ヘルマン・メールス 作 セーラー出版 943
月がくれたきんか アナリーセ・ルッサルト 作 セーラー出版 943
にじ ジークフリード・ピー・ルプレヒト 作セーラー出版 943
生きているわたし　体と心８ 文研出版 490
湿地の生きもの Ｊ．バートン 写真 岩波書店 460
熱帯雨林の生きもの Ｆ．グリーナウェイ 写真 岩波書店 460
樹上の生きもの Ｋ．テイラー 写真 岩波書店 460
砂漠の生きもの Ｆ．グリーナウェイ 写真 岩波書店 460
森の生きもの Ｋ．テイラー 写真 岩波書店 460
宇宙大探検 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 440
彗星　ほうき星のひみつ 藤井旭 あかね書房 447
大昔大探検 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 440
星雲星団をみよう 藤井 旭 著 あかね書房 443
星座をさがそう 藤井旭 あかね書房 443
海底大探検 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 446
雪の一生 片平 孝 著 あかね書房 451
雲と天気 塚本 治弘 著 あかね書房 451
氷の世界 東海林 明雄 著 あかね書房 451
水 塚本 治弘 著 あかね書房 452
火山は生きている 青木 章 著 あかね書房 453
砂漠の世界 片平 孝 著 あかね書房 454
しょうにゅうどう探検 徳富 一光 著 あかね書房 454
鉱物 塚本 治弘 著 あかね書房 459
きょうりゅう 小畠 郁生 著 あかね書房 457
おさるのまいにち いとう ひろし 作・絵 講談社 913
あたらしいぼうけん ピョートル・ウィルコン 文 セーラー出版 980
びんぼうがみとふくのかみ 大川 悦生 作 ポプラ社 388
ぽんぽん山の月 あまん きみこ 文 文研出版 913
トロッコ 芥川 竜之介 作 偕成社 913
１４ひきのさむいふゆ いわむら かずお さく 童心社 913
１４ひきのやまいも いわむら かずお さく 童心社 913
１４ひきのあさごはん いわむら かずお 作 童心社 913
１４ひきのこもりうた いわむら かずお さく 童心社 913
１４ひきのおつきみ いわむら かずお さく 童心社 913
てんぐのはなかくし さねとう あきら ぶん 文研出版 913
そこなし森の話 佐藤 さとる 作 偕成社 913
きつね三吉 佐藤 さとる 作 偕成社 913
タモンさんのいぬ かみや しん 文・絵 文研出版 913
まるくおさまる 木曽 秀夫 作・絵 文研出版 913
つくってあそぼう・工作ランド３ 神戸 憲治 作 ポプラ社 754
なぞ・不思議ワールド６ あかね書房 31
つくってあそぼう・工作ランド５ 神戸 憲治 作 ポプラ社 500
つくってあそぼう・工作ランド４ 神戸 憲治 作 ポプラ社 500
カッパの生活図鑑 ヒサ クニヒコ 文・絵 国土社 388
オニの生活図鑑 ヒサ クニヒコ 文・絵 国土社 388
テングの生活図鑑 ヒサ クニヒコ 文・絵 国土社 387
方言をしらべよう１０ 福武書店 818
方言をしらべよう９ 福武書店 818
方言をしらべよう８ 福武書店 818
方言をしらべよう７ ベネッセコーポレーション 818
方言をしらべよう 福武書店 818
方言をしらべよう５ 福武書店 818
方言をしらべよう４ 佐藤 亮一 監修 ベネッセコーポレーション 818
方言をしらべよう３ 福武書店 818
方言をしらべよう２ 福武書店 818



方言をしらべよう１ 福武書店 818
オトシブミ 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社 486
カブトムシ・クワガタムシの仲間 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社 486
アメンボ・コオイムシ・タガメ 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社 486
アブラゼミ・ニイニイゼミ 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社 486
オオカマキリ・ウスバカゲロウ 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社 486
エンマコオロギ 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社 486
アゲハチョウ 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社 486
セロ弾きのゴーシュ 宮沢 賢治 作 偕成社 913
どんぐりと山猫 宮沢 賢治 作 偕成社 913
よだかの星 宮沢 賢治 作 偕成社 913
土神と狐 宮沢 賢治 作 偕成社 913
なめとこ山の熊 宮沢 賢治 作 偕成社 913
月夜のでんしんばしら 宮沢 賢治 作 偕成社 913
鹿踊りのはじまり 宮沢 賢治 作 偕成社 913
カイロ団長 宮沢 賢治 作 偕成社 913
雪渡り 宮沢 賢治 作 偕成社 913
しょくぶつのさいばい フレーベル館 620
手ぶくろを買いに 新美 南吉 作 偕成社 913
蜘蛛の糸 芥川 竜之介 作 偕成社 913
牛をつないだつばきの木 新美 南吉 〔著〕 大日本図書 913
花のき村と盗人たち 新美 南吉 著 大日本図書 913
ハマヒルガオのちいさな海 今西 祐行 作 あすなろ書房 913
音楽のはじまり１　打楽器 カレン・フォースター　著 リブリオ出版 763
音楽のはじまり２ ひの まどか 訳 リブリオ出版 763
音楽のはじまり３　弦楽器 ジョセフィーヌ・パーカー　著 リブリオ出版 763
音楽のはじまり４ ひの まどか 訳 リブリオ出版 763
のぼれのぼれアプト式きかんしゃ 清水 達也 作 国土社 536
テントウムシ 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社 486
アカトンボ・カワトンボ 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社 486
クジラのハンフリー ウェンディ＝トクダ 作 国土社 933
かえるちゃんとかばおばさん わたなべ ゆういち さく・え ＰＨＰ研究所 913
モンシロチョウ 佐藤 有恒 写真 誠文堂新光社 486
マロニエ バーリィ・ワッツ 文と写真 評論社 479
リンゴ バーリィ・ワッツ 文と写真 評論社 479
ソラマメ クリスティーン・バック 文 評論社 479
ジャガイモ バーリィ・ワッツ 文と写真 評論社 479
タンポポ バーリィ・ワッツ 文と写真 評論社 479
ヒヤシンス ジェニファー・コールドリィ 文 評論社 479
はははのはなし 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 497
よもぎだんご さとう わきこ さく 福音館書店 596
みず 長谷川 摂子 文 福音館書店 452
宿題おまかせ紙ねんど 後藤文彦 ＭＰＣ 750
わたし 谷川 俊太郎 ぶん 福音館書店 316
ほね 堀内 誠一 さく 福音館書店
きゅうきゅうばこ 山田 真 ぶん 福音館書店 492
はなのあなのはなし やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 491
かみひこうき 小林 実 ぶん 福音館書店
おっぱいのひみつ 柳生 弦一郎 さく 福音館書店 491
どうぐ 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 531
ぼくのぱん　わたしのぱん 神沢 利子 ぶん 福音館書店 596
あなたのいえわたしのいえ 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 527
ひもほうちょうもつかわない平野レミのサラダブック平野 レミ 〔文〕 福音館書店 596
ひもほうちょうもつかわない平野レミのおりょうりブック平野 レミ 〔文〕 福音館書店 596
ごちそうラディッシュ 大場 牧夫 文 福音館書店 626
ひらがなのほん まつい のりこ ぶん・え 福音館書店 811
はこねのやまのとざんでんしゃ 横溝 英一 さく 福音館書店 680
サンタクロースってほんとにいるの？ てるおか いつこ 文 福音館書店 113
よい歯つよい歯かわいい歯 落合 靖一 ぶん 大日本図書 497



人物アルバム歴史を生きた７８人４ ＰＨＰ研究所 281
そこがちょっとちがうんだ 今江 祥智 作 文研出版 913
若い木霊（コダマ） 宮沢 賢治 文 ベネッセコーポレーション 913
十力の金剛石 宮沢 賢治 文 ベネッセコーポレーション 913
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 913
おうじょとかえる ジョナサン・ラングレイ お話と絵 岩崎書店
こなやのむすめとふしぎなこびと ジョナサン・ラングレイ お話と絵 岩崎書店 933
三びきのくまときんぱつちゃん ジョナサン・ラングレイ お話と絵 岩崎書店
がらがらやぎとかいぶつトロル ジョナサン・ラングレイ お話と絵 岩崎書店 933
人物アルバム歴史を生きた７８人１ ＰＨＰ研究所 281
人物アルバム歴史を生きた７８人２ ＰＨＰ研究所 281
人物アルバム歴史を生きた７８人３ ＰＨＰ研究所 281
人物アルバム歴史を生きた７８人５ ＰＨＰ研究所 281
人物アルバム歴史を生きた７８人６ ＰＨＰ研究所 281
みぢかなふしぎ絵本４ 横山 正 文 ポプラ社 486
今森光彦世界昆虫記 今森 光彦 著 福音館書店 486
ゾウのはなはなぜながいの？ 横山 正 文 ポプラ社 481
つよいぞ！セイヨウタンポポ おくやま ひさし ぶん・え 大日本図書 479
源吉じいさんとキツネ なるみや ますみ さく ひくまの出版 913
ふうみん池にワニがでた なるみや ますみ さく ひくまの出版 913
北見からの手紙 六田登 小学館 913
ミドリノ森のビビとベソ なるみや ますみ さく ひくまの出版 913
ビジュアル博物館第５５巻 同朋舎出版 222
ビジュアル博物館第５６巻 同朋舎出版 202
しらべ学習に役立つ日本の歴史１ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史２ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史３ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史５ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史６ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史７ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史８ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史９ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史１０ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史１１ 小峰書店 210
彦市とんちくらべ とみた ひろゆき 文 国土社 913
たいさくさんのちえぶくろ とみた ひろゆき 文 国土社 913
おもしろちえくらべ とみた ひろゆき 文 国土社 913
おしょうさんとちんねんさん とみた ひろゆき 文 国土社 913
おしょうさんとぼんねんさん とみた ひろゆき 文 国土社 913
おしょうさんとあんねんさん とみた ひろゆき 文 国土社 913
灰谷健次郎のどうわようちえんほいくえん１ 灰谷 健次郎 作 理論社 913
灰谷健次郎のどうわようちえんほいくえん２ 灰谷 健次郎 作 理論社 913
灰谷健次郎のどうわ１年生　２ 灰谷 健次郎 作 理論社 913
灰谷健次郎のどうわ２年生　２ 灰谷 健次郎 作 理論社 913
灰谷健次郎のどうわ３年生　１ 灰谷 健次郎 作 理論社 913
灰谷健次郎のどうわ３年生　２ 灰谷 健次郎 作 理論社 913
灰谷健次郎のどうわ４年生１ 灰谷 健次郎 作 理論社 913
灰谷健次郎のどうわ４年生２ 灰谷 健次郎 作 理論社 913
灰谷健次郎のどうわ５年生 灰谷 健次郎 作 理論社 913
灰谷健次郎のどうわ４年生３ 灰谷 健次郎 作 理論社 913
灰谷健次郎のどうわ６年生 灰谷 健次郎 作 理論社 913
木かげの家の小人たち いぬい とみこ 作 福音館書店 913
セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治 作 岩崎書店 913
イギリスとアイルランドの昔話 石井 桃子 編・訳 福音館書店 933
なぞとき名人のお姫さま 山口 智子 編・訳 福音館書店 388
手話（てことば）の本１ あすなろ書房 378
手話（てことば）の本２ あすなろ書房 378
手話（てことば）の本３ あすなろ書房 378
手話（てことば）の本第２集　１ あすなろ書房 378



手話（てことば）の本第２集　２ あすなろ書房 378
手話（てことば）の本第２集　３ あすなろ書房 378
リトルベアー リードバンクス 作 小峰書店 933
リトルベアーとふしぎなカギ リードバンクス 作 小峰書店 933
リトルベアーのふしぎな旅 リードバンクス 作 小峰書店 933
グー、チョキ、パーってどんないみ？ 横山 正 文 ポプラ社 384
せつぶんにはどうしてまめをまくの？ 横山 正 文 ポプラ社 386
小学校理科の教室１　芽がでた 大日本図書 470
小学校理科の教室２　実やたね 大日本図書 470
小学校理科の教室 大日本図書 408
小学校理科の教室４　植物の四季 大日本図書 470
小学校理科の教室５　こん虫のたんじょう 大日本図書 486
小学校理科の教室９　星と月と太陽の動き 前川　光 大日本図書 440
森からみる地球の未来１ 松井　光瑤 文研出版 650
森からみる地球の未来２ 松井　光瑤 文研出版 650
森からみる地球の未来３ 松井 光瑶 文研出版 650
森からみる地球の未来４ 松井　光瑤 文研出版 650
森からみる地球の未来５ 松井　光瑤 文研出版 650
森からみる地球の未来６ 松井 光瑶 文研出版 650
鳥右エ門諸国をめぐる 新美 南吉 作 大日本図書 913
うた時計と狐 新美 南吉 著 大日本図書 913
がちょうのたんじょうび 新美 南吉 著 大日本図書 913
魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒー 作 福音館書店 933
マロニエ バーリィ・ワッツ 文と写真 評論社 479
ジャガイモ バーリィ・ワッツ 文と写真 評論社 479
ヒヤシンス ジェニファー・コールドリィ 文 評論社 479
トマト バーリィ・ワッツ 文と写真 評論社 479
トマト バーリィ・ワッツ 文と写真 評論社 479
リンゴ バーリィ・ワッツ 文と写真 評論社 479
ソラマメ クリスティーン・バック 文 評論社 479
イチゴ ジェニファー・コールドリィ 文 評論社 479
イチゴ ジェニファー・コールドリィ 文 評論社 479
しあわせ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 150
あなたがすき レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 150
うれしい レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 150
ともだち レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 150
吉四六さんとおとのさま とみた ひろゆき 文 国土社 913
ひとりぼっち レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 150
わたしのせいじゃない レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 150
やさいでぺったん よしだ きみまろ さく 福音館書店
うごかしてあそぼうおりがみのほん 笠原 邦彦 企画・作図 福音館書店
しんかんせんはどうしてはやいの？ 横山 正 文 ポプラ社 536
みぢかなふしぎ絵本３ 横山 正 文 ポプラ社 471
灰谷健次郎のどうわ１年生　１ 灰谷 健次郎 作 理論社 913
植物記 埴 沙萠 著 福音館書店 31
おもちをやくとどうしてふくらむの？ 横山 正 文 ポプラ社 498
しゃぼんだまとあそぼう 杉山 弘之 文としゃぼんだま 福音館書店 913
カニ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 485
タンポポ バーリィ・ワッツ 文と写真 評論社 479
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば６ ポプラ社 801
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば５ ポプラ社 801
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば４ ポプラ社 801
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば３ ポプラ社 801
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば２ ポプラ社 801
カエル観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 487
まんがで見る日本の戦後５０年第１０巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店 210
まんがで見る日本の戦後５０年第９巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店 210
まんがで見る日本の戦後５０年第８巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店 210
まんがで見る日本の戦後５０年第７巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店 210



まんがで見る日本の戦後５０年第６巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店 210
まんがで見る日本の戦後５０年第５巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店 210
まんがで見る日本の戦後５０年第４巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店 210
まんがで見る日本の戦後５０年第３巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店 210
まんがで見る日本の戦後５０年第２巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店 210
まんがで見る日本の戦後５０年第１巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店 210
ふれあいの手話１ 丸山 浩路 著・監修 学研 378
図解いきいき日本の産業１ 学研 602
図解いきいき日本の産業２ 学研 602
図解いきいき日本の産業３ 学研 602
図解いきいき日本の産業４ 学研 602
図解いきいき日本の産業５ 学研 602
図解いきいき日本の産業６ 学研 602
図解いきいき日本の産業７ 学研 602
図解いきいき日本の産業８ 学研 602
図解いきいき日本の産業９ 学研 602
学研の英語ずかん２ 学研 837
学研の英語ずかん３ 学研 834
学研の英語ずかん４ 学研 834
学研の英語ずかん５ 学研 830
学研の英語ずかん６ 学研 830
ボランティアわたしたちにできること８ ポプラ社 369
ボランティアわたしたちにできること７ ポプラ社 369
ボランティアわたしたちにできること６ ポプラ社 369
ボランティアわたしたちにできること５ ポプラ社 369
ボランティアわたしたちにできること４ ポプラ社 369
ボランティアわたしたちにできること３ ポプラ社 369
ボランティアわたしたちにできること２ ポプラ社 369
ボランティアわたしたちにできること１ ポプラ社 369
わたしの家族はいぬのブルース 岸川 悦子 文 ひくまの出版 369
器械運動 ポプラ社 781
ボールゲーム ポプラ社 783
陸上競技 ポプラ社 782
水泳 ポプラ社 785
サッカー ポプラ社 783
バレーボール ポプラ社 783
ミニバスケットボール ポプラ社 783
伝統工業を調べよう 北　俊夫　監修 国土社 750
北海道・東北の伝統工業 北　俊夫　監修 国土社 750
関東の伝統工業 北　俊夫　監修 国土社 750
中部の伝統工業 北　俊夫　監修 国土社 750
近畿の伝統工業 北　俊夫　監修 国土社 750
中国・四国の伝統工業 北　俊夫　監修 国土社 750
九州・沖縄の伝統工業 北　俊夫　監修 国土社 750
みんなが変わる話し方・伝え方・演じ方１ 子どもの表現研究会 編著 汐文社 375
みんなが変わる話し方・伝え方・演じ方２ 子どもの表現研究会 編著 汐文社 375
みんなが変わる話し方・伝え方・演じ方３ 子どもの表現研究会 編著 汐文社 375
海洋汚染 ジェーン・ウォーカー 著 偕成社 369
大気汚染 ジェーン・ウォーカー 著 偕成社 369
異常気象 ジェーン・ウォーカー 著 偕成社 369
地すべりとなだれ ジェーン・ウォーカー 著 偕成社 369
洪水 ジェーン・ウォーカー 著 偕成社 369
台風 ジャクリーン・ディニーン 著 偕成社 369
火山 ジャクリーン・ディニーン 著 偕成社 369
地震 ジェーン・ウォーカー 著 偕成社 369
たのしいお天気学１ 小峰書店 451
たのしいお天気学２ 小峰書店 451
たのしいお天気学３ 小峰書店 451
たのしいお天気学４ 小峰書店 451



たのしいお天気学５ 小峰書店 451
たのしいお天気学６ 小峰書店 451
絵で読む広島の原爆 那須 正幹 文 福音館書店 210
世界の祭りと子ども８ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども７ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども６ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども５ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども４ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども３ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども２ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども１ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
日本の年中行事百科５ 河出書房新社 386
日本の年中行事百科４ 河出書房新社 386
日本の年中行事百科３ 河出書房新社 386
日本の年中行事百科２ 河出書房新社 386
日本の年中行事百科１ 河出書房新社 386
へんしん糸・ひも・布 石井 正子 著 偕成社 594
リサイクル・作って遊ぶ１ ポプラ社 750
リサイクル・作って遊ぶ３ ポプラ社 750
リサイクル・作って遊ぶ４ ポプラ社 750
リサイクル・作って遊ぶ５ ポプラ社 750
リサイクル・作って遊ぶ７ ポプラ社 750
くもんの図鑑理科　ハチ　アリ くもん出版 486
くもんの図鑑理科　チョウ　ガ くもん出版 486
くもんの図鑑理科　セミ　トンボ くもん出版 486
くもんの図鑑理科　バッタ　コオロギ くもん出版 486
とり 学研 488
くさばな 学研 470
くさばな 学研 470
くさばな 学研 470
くさばな 学研 470
オトシブミ観察事典 桜井 一彦 文 偕成社 486
ギンヤンマ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 486
アメンボ観察事典 中谷 憲一 文・写真 偕成社 486
カリバチ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 486
ミツバチ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 486
テントウムシ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 486
タンポポ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 479
カブトムシ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 486
図解いきいき日本の産業１０ 学研 602
のりもの 学研 680
のりもの 学研 680
のりもの 学研 680
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば１ ポプラ社 801
とり 学研 488
のりもの 学研 680
ＮＨＫ「週刊こどもニュース」で学ぼう１ 池上 彰 編著 汐文社 304
ＮＨＫ「週刊こどもニュース」で学ぼう２ 池上 彰 編著 汐文社 304
ＮＨＫ「週刊こどもニュース」で学ぼう３ 池上 彰 編著 汐文社 304
ＮＨＫ「週刊こどもニュース」で学ぼう４ 池上 彰 編著 汐文社 304
これはたいへん！ゴミの話１　かいじゅうゴミラーは誰だ平見 修二 文 文研出版 518
これはたいへん！ゴミの話２　あれもゴミこれもゴミ平見 修二 文 文研出版 518
これはたいへん！ゴミの話３　まちがって 平見 修二 文 文研出版 518
これはたいへん！ゴミの話４　わが町の 平見 修二 文 文研出版 518
これはたいへん！ゴミの話５ 平見 修二 文 文研出版 518
これはたいへん！ゴミの話６　もうすぐ 平見 修二 文 文研出版 518
これはたいへん！ゴミの話７　ごせんぞさまの平見 修二 文 文研出版 518
これはたいへん！ゴミの話８　ぼくらの 平見 修二 文 文研出版 518
くらしをまもる・くらしをささえる１ 戸辺　勝弘　文 岩崎書店 307



くらしをまもる・くらしをささえる２ 財部智　文 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる３ 秋山　滋　文 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる４ 長崎　武昭　文 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる５ 小西　聖一　文 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる６ 長崎　武昭　文 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる７ 秋山　滋　文 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる８ 財部　智　文 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる９ 川瀬　勝彦　文 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる１０ 小西　聖一文 岩崎書店 307
２１世紀こども英語館 小学館 830
２１世紀こども百科科学館 小学館 31
わすれないで 赤坂 三好 文・絵 金の星社 913
行事のえほん　サンタさんといっしょに あまん きみこ 作 教育画劇 913
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 913
こぐまのまぐのなつやすみ 岡 信子 作 教育画劇 913
行事のえほん　おつきさまのとおるみち 香山 美子 作 教育画劇 913
行事のえほん　おにのおめん 神沢 利子 作 教育画劇 913
なぞなぞライオン 佐々木 マキ 作 理論社 913
さようならカバくん 早乙女 勝元 原作 金の星社 913
かわいそうなぞう つちや ゆきお ぶん 金の星社 916
行事のえほん　七・五・三きょうだい なかえ よしを 作 教育画劇 913
おしょうがつ 松野 正子 作 教育画劇 913
行事のえほん　もりのはみがき 村山 桂子 作 教育画劇 913
おこりじぞう 山口 勇子 原作 金の星社 913
もしも　まほうが　つかえたら センダック 富山房 933
シャーロットとしろいうま センダック 富山房 933
ふふふんへへへんぽん！ モーリス・センダック さく 富山房 933
ジョニーのかぞえうた モーリス・センダック さく 富山房
アメリカワニです、こんにちは モーリス・センダック さく 富山房
チキンスープ・ライスいり モーリス・センダック さく 富山房
ピエールとライオン モーリス・センダック さく 富山房
ケニーのまど モーリス・センダック 作 富山房 933
とおいところへいきたいな モーリス・センダック さく 富山房 933
わたしたちもジャックもガイもみんなホームレスモーリス・センダック 作 富山房 933
まよなかのだいどころ モーリス・センダック さく 富山房 933
うさぎさんてつだってほしいの シャーロット・ゾロトウ ぶん 富山房 933
じぶんだけのいろ 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 933
スイミー レオ・レオニ 〔作〕 好学社
フレデリック レオ・レオニ 作 好学社 933
びっくりたまご レオ＝レオニ 作 好学社 933
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 933
漢字なんでも大研究第９巻 ポプラ社 811
漢字なんでも大研究第１０巻 ポプラ社 811
漢字なんでも大研究第８巻 ポプラ社 811
漢字なんでも大研究第７巻 ポプラ社 811
漢字なんでも大研究第６巻 ポプラ社 811
漢字なんでも大研究第５巻 ポプラ社 811
漢字なんでも大研究第４巻 ポプラ社 811
漢字なんでも大研究第３巻 ポプラ社 811
漢字なんでも大研究第２巻 ポプラ社 811
漢字なんでも大研究第１巻 ポプラ社 811
学校のざしきわらし 松谷 みよ子 〔ほか〕編 ほるぷ出版 913
椋鳩十のネコ物語 椋 鳩十 作 理論社 913
椋鳩十の小動物物語 椋 鳩十 作 理論社 913
椋鳩十のクマ物語 椋 鳩十 著 理論社 913
椋鳩十のサル物語 椋 鳩十 作 理論社 913
椋鳩十のイノシシ物語 椋 鳩十 作 理論社 913



椋鳩十の野犬物語 椋 鳩十 作 理論社 913
椋鳩十の名犬物語 椋 鳩十 作 理論社 913
椋鳩十の野鳥物語 椋 鳩十 著 理論社 913
湖・沼づりに挑戦！ 菱田 清和 著 金の星社 787
セブンスタワーⅥ ガース・ニクス 小学館 933
いろんな場所の虫さがし 藤丸 篤夫 文・写真 福音館書店 486
花の虫さがし昆虫図鑑 藤丸 篤夫 文・写真 福音館書店 486
えんぴつびな 長崎 源之助 作 金の星社 913
行事のえほん　ももこのひなまつり 森山 京 作 教育画劇 913
ほしにおねがい 武鹿 悦子 作 教育画劇 913
ちいさなこいのぼりのぼうけん 岩崎 京子 作 教育画劇 913
ポプラこどもずかん　７ ポプラ社 536
ポプラこどもずかん９ ポプラ社 556
アゲハチョウ 七尾 純 構成・文 あかね書房 486
カブトムシ 七尾 純 構成・文 あかね書房 486
ふるさとのくらし日本のまちとむら１ 小峰書店 290
ふるさとのくらし日本のまちとむら２ 小峰書店 290
ふるさとのくらし日本のまちとむら３ 小峰書店 290
ふるさとのくらし日本のまちとむら４ 小峰書店 290
ふるさとのくらし日本のまちとむら５ 小峰書店 290
ふるさとのくらし日本のまちとむら６ 小峰書店 290
ふるさとのくらし日本のまちとむら７ 小峰書店 290
ふるさとのくらし日本のまちとむら８ 小峰書店 290
ふるさとのくらし日本のまちとむら９ 小峰書店 290
ふるさとのくらし日本のまちとむら１０ 小峰書店 290
ふるさとのくらし日本のまちとむら１１ 小峰書店 290
ふるさとのくらし日本のまちとむら１２ 小峰書店 290
１２の月たち サムエル・マルシャーク さいわ 評論社 989
あいうえおっとせい 谷川 俊太郎 文 さ・え・ら書房 810
わたしたちの地球を守ろう８ 小田 英智 訳・解説 偕成社 519
わたしたちの地球を守ろう７ 小田 英智 訳・解説 偕成社 519
わたしたちの地球を守ろう６ 小田 英智 訳・解説 偕成社 519
わたしたちの地球を守ろう５ 小田 英智 訳・解説 偕成社 519
わたしたちの地球を守ろう４ 小田 英智 訳・解説 偕成社 519
わたしたちの地球を守ろう３ 小田 英智 訳・解説 偕成社 519
わたしたちの地球を守ろう２ 小田 英智 訳・解説 偕成社 519
わたしたちの地球を守ろう１ 小田 英智 訳・解説 偕成社 519
はじめてのつり図鑑５ 刈田 敏 著 偕成社 787
超かんたん！家族・親子つり入門 上田　歩 土屋書店 787
はじめてのつり図鑑３ 刈田 敏 著 偕成社 787
はじめてのつり図鑑２ 刈田 敏 著 偕成社 787
はじめてのつり図鑑１ 刈田 敏 著 偕成社 787
みんな新聞記者・学校新聞入門５ 尾崎茂編集 ポプラ社 375
みんな新聞記者・学校新聞入門４ 尾崎茂編集 ポプラ社 375
みんな新聞記者・学校新聞入門３ 尾崎茂編集 ポプラ社 375
みんな新聞記者・学校新聞入門２ 尾崎茂編集 ポプラ社 375
みんな新聞記者・学校新聞入門１ 尾崎茂編集 ポプラ社 375
行ってみたいなあんな国こんな国５ 東 菜奈 作 岩崎書店 290
行ってみたいなあんな国こんな国４ 東 菜奈 作 岩崎書店 290
行ってみたいなあんな国こんな国３ 東 菜奈 作 岩崎書店 290
行ってみたいなあんな国こんな国２ 東 菜奈 作 岩崎書店 290
行ってみたいなあんな国こんな国１ 東 菜奈 作 岩崎書店 290
タンポポ 七尾 純 構成・文 あかね書房 479
アサガオ 七尾 純 構成・文 あかね書房 479
メダカ 七尾 純 構成・文 あかね書房 487
ザリガニ 七尾 純 構成・文 あかね書房 485
国際理解にやくだつ世界の遊び１ ポプラ社 290
国際理解にやくだつ世界の遊び２ ポプラ社 290
国際理解にやくだつ世界の遊び３ ポプラ社 290



国際理解にやくだつ世界の遊び４ ポプラ社 290
国際理解にやくだつ世界の遊び５ ポプラ社 290
国際理解にやくだつ世界の遊び６ ポプラ社 290
国際理解にやくだつ世界の遊び７ ポプラ社 290
ねむれないの？ちいくまくん マーティン・ワッデル ぶん 評論社 933
見えない絵本 長谷川 集平 作 理論社 913
ともだちは緑のにおい 工藤 直子 作 理論社 913
日本昔ばなし 西本鶏介 ポプラ社 388
紙のお月さま 今江 祥智 作 理論社 913
さらさら植物染め 望月 通陽 制作・監修 偕成社 594
ちくちく布の絵本 池上 従子 著 偕成社 594
すいすいかんたん小物 イワミ カイ 著・絵 偕成社 594
ふわふわ布のおもちゃ 野口 光世 著 偕成社 594
ぼくたちまたなかよしさ！ ハンス・ウィルヘルム えとぶん 評論社 933
ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム えとぶん 評論社 933
しりたがりやのふくろうぼうや マイク・サラー さく 評論社 933
ことばあそびうた 谷川 俊太郎 詩 福音館書店 911
ふしぎの森のミンピン ロアルド・ダール さく 評論社 933
ねえ、どれが　いい？ ジョン・バーニンガム さく 評論社 933
あらしのあとで Ｎ・バトワース 作 金の星社
ゆきのふるよる Ｎ・バトワース 作 金の星社 933
ちからをあわせて Ｎ・バトワース 作 金の星社 933
ひみつのめいろ Ｎ・バトワース 作 金の星社 933
おふろぎらいなアナグマ ニック・バトワース 作 金の星社 933
おこりんぼのウサギ ニック・バトワース 作 金の星社 933
キツネのしゃっくり ニック・バトワース 作 金の星社 933
ふうせんのすきなハリネズミ ニック・バトワース 作 金の星社 933
ブーツをはいたネコ シャルル・ペロー 〔作〕 評論社 953
どんなにきみがすきだかあててごらん サム・マクブラットニィ ぶん 評論社 933
ことばあそびうたまた 谷川 俊太郎 詩 福音館書店 911
ゆきだるま レイモンド・ブリッグズ 著 評論社 933
ゆきだるまストーリー・ブック レイモンド・ブリッグズ えとぶん 評論社 933
アナグマのもちよりパーティ ハーウィン・オラム 文 評論社 933
ケーキがやけたら、ね ヘレン・オクセンバリー さく 評論社 933
イカ・タコ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 484
環境と健康といのち 石川 哲也 〔著〕 学研 490
生活と健康といのち 川畑 徹朗 〔著〕 学研 490
ドラッグと健康といのち 勝野 真吾 〔著〕 学研 490
お酒と健康といのち 西岡 伸紀 〔著〕 学研 490
たばこと健康といのち 野津 有司 〔著〕 学研 490
わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ さくえ 評論社 933
はなのあなのはなし やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 491
あしのうらのはなし やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 491
ウサギのかいかたそだてかた 小宮 輝之 文 岩崎書店 645
水のいきものかいかたそだてかた 浅井 ミノル 文 岩崎書店 480
ハムスター・シマリス 増井光子　編 ポプラ社 480
ウサギ・モルモット 増井光子　編 ポプラ社 480
ニワトリ　アヒル ポプラ社 480
セキセイインコ　ブンチョウ ポプラ社 480
カイコ　アリ　カタツムリ ポプラ社 480
ハムスターのかいかたそだてかた 成島 悦雄 文 岩崎書店 645
セキセイインコのかいかたそだてかた 小宮 輝之 文 岩崎書店 646
海のいきものかいかたそだてかた 浅井 ミノル 文 岩崎書店 666
ザリガニのかいかたそだてかた 小宮 輝之 文 岩崎書店 485
動物・小鳥のかいかたそだてかた 成島 悦雄 文 岩崎書店 480
キンギョ　メダカ　コイ ポプラ社 480
カメのかいかたそだてかた 小宮 輝之 文 岩崎書店 666
ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 作 講談社 913
鳥 学研 488



昆虫 学研 486
きょうりゅう 学研 457
とり 学研 488
むし 学研 486
海中記 小林 安雅 著 福音館書店 481
野鳥記 平野 伸明 著 福音館書店 488
植物記 埴 沙萠 著 福音館書店 470
今森光彦世界昆虫記 今森 光彦 著 福音館書店 486
２１世紀こども百科科学館 小学館 31
２１世紀こども人物館 小学館 31
花 学研 627
植物 学研 470
にゃーご 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 913
イソギンチャクのちえ 塚崎 慎一郎 ぶん・しゃしん 大日本図書 481
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 19
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 19
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 19
ミュージカルスパイス 岡田 淳 作 理論社 913
ユメミザクラの木の下で 岡田 淳 著 理論社 913
森のなかの海賊船 岡田 淳 作 理論社 913
まよなかの魔女の秘密 岡田 淳 作 理論社 913
ふしぎな木の実の料理法 岡田 淳 作 理論社 913
総合的な学習３・４年生まちの探検隊１ ポプラ社 375
総合的な学習３・４年生まちの探検隊６ ポプラ社 375
父さんの小さかったとき 塩野 米松 文 福音館書店 384
とべないホタル　２ 小沢昭巳 ハート出版 913
トイレの神さま 黒瀬 澄枝 ぶん 旺文社 913
クスクスゆかいなわらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 388
四国まるごと自慢 四国新聞社 291
遍路の風景 村上　護　文 四国新聞社 180
豊臣秀吉 吉本 直志郎 文 ポプラ社 289
野口英世 浜野 卓也 文 ポプラ社 289
ファーブルこんちゅう記１ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
織田信長 学研 289
天智天皇 学研 289
山の上の火 クーランダー 文 岩波書店 388
天からふってきたお金 アリス・ケルジー 文 岩波書店 933
白いりゅう黒いりゅう 賈 芝 編 岩波書店 388
まほうの馬 Ａ．トルストイ 文 岩波書店 388
トンボソのおひめさま バーボー 文 岩波書店 388
千びきのうさぎと牧童 ポラジンスカ 文 岩波書店 388
りこうなおきさき モーゼス・ガスター 文 岩波書店 388
カラスだんなのおよめとり チャールズ・ギラム 文 岩波書店 388
クマのプーさん　プー横丁にたった家 Ａ・Ａ・ミルン 作 岩波書店 933
おもちゃ屋へいったトムテ エルサ・ベスコフ さく 福音館書店 949
カモメがおそう島 ロベルト・ピウミーニ 作 文研出版 973
かぎのない箱 ボウマン 文 岩波書店 388
ものいうなべ メリー・Ｃ・ハッチ 文 岩波書店 388
モモ ミヒャエル・エンデ 作 岩波書店 943
坂本竜馬 横山 充男 文 ポプラ社 289
ナイチンゲール 早野 美智代 文 ポプラ社 289
ライト兄弟 早野 美智代 文 ポプラ社 289
キリスト 谷 真介 文 ポプラ社 289
福沢諭吉 浜野 卓也 文 ポプラ社 289
徳川家康 西本 鶏介 文 ポプラ社 289
昆虫記 今森光彦　著 福音館書店 486
エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 933
エルマーと１６ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 933
ぼくは農家のファーブルだ 谷本 雄治 著 岩崎書店 916



作文大すき１・２年 畑島喜久生 国土社 816
小さい魔女 オトフリート＝プロイスラー 著 学研 943
富士山大ばくはつ かこ さとし 作 小峰書店 453
富士山大ばくはつ かこ さとし 作 小峰書店 453
やどかりのおひっこし エリック＝カール さく 偕成社 933
せいめいのれきし バージニア・リー・バートン 文・え岩波書店 461
総合的な学習３・４年生まちの探検隊２ ポプラ社 375
総合的な学習３・４年生まちの探検隊４ ポプラ社 375
総合的な学習３・４年生まちの探検隊５ ポプラ社 375
昆虫 チャイルドコスモ 文 ポプラ社 486
ことわざ 高橋 由美子 文 ポプラ社 814
漢字 名富 さおり 文 ポプラ社 811
エジソン 桜井 信夫 文 ポプラ社 289
動物会議 エーリヒ・ケストナー 〔原作〕 岩波書店 943
おしっこの研究 柳生 弦一郎 さく 福音館書店 491
星座を見つけよう Ｈ・Ａ・レイ 文・絵 福音館書店 443
古事記 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
万葉集 水沢 遥子 シナリオ 学校図書 918
日本霊異記 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
枕草子 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
源氏物語１ 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
源氏物語２ 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
今昔物語 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
雨月物語 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
太平記 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
百人一首 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
伊勢物語 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
竹取物語 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
おくのほそ道 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
徒然草 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
平家物語 柳川 創造 シナリオ 学校図書 918
くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡 享子 作 福音館書店 913
総合的な学習３・４年生まちの探検隊３　まちの木と森探検 ポプラ社 375
ドキドキドキ心ぞうの研究 柳生 弦一郎 さく 福音館書店 491
母さんの小さかったとき 越智 登代子 文 福音館書店 384
びょうきのほん３ 山田 真 文 福音館書店 491
びょうきのほん２ 山田 真 文 福音館書店 491
びょうきのほん１ 山田 真 文 福音館書店 491
ふしぎなともだち サイモン・ジェームズ さく 評論社
でんでんむしのかなしみ 新美 南吉 作 大日本図書 913
子どもに語るグリムの昔話１ グリム 〔著〕 こぐま社 388
子どもに語るグリムの昔話３ グリム 〔著〕 こぐま社 388
子どもに語るグリムの昔話４ グリム 〔著〕 こぐま社 388
子どもに語るグリムの昔話５ グリム 〔著〕 こぐま社 388
子どもに語るグリムの昔話６ グリム 〔著〕 こぐま社 388
子どもに語るアジアの昔話１ 松岡 享子 訳 こぐま社 388
子どもに語る日本の昔話２ 稲田 和子 著 こぐま社 388
子どもに語る日本の昔話３ 稲田 和子 著 こぐま社 388
カブトムシ・クワガタのひみつ 学研 486
乗り物 斎藤 辰也 文 ポプラ社 536
日本の伝統芸能１　雅楽 高橋秀雄　著 小峰書店 768
日本の伝統芸能２　能と狂言 児玉　信　著 小峰書店 773
日本の伝統芸能３　歌舞伎 石橋健一郎　著 小峰書店 774
日本の伝統芸能４　人形芝居 後藤静夫　著 小峰書店 777
日本の伝統芸能７　大道芸 大野　桂　著 小峰書店 779
日本の伝統芸能８　日本の音と楽器 小柴はるみ　著 小峰書店 763
イヌのひみつ 学研 489
昆虫のひみつ 学研 486
トン・チン・カンの科学教室 学研 404



星と星座のひみつ 学研 440
からだのひみつ 学研 491
地震のひみつ 学研 453
コロ助の科学質問箱 学研 404
ざしきわらし一郎太の修学旅行 柏葉 幸子 作 あかね書房 913
エパミナンダス 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館 908
動物のひみつ 学研 489
のはらうたⅡ くどう なおこ 作 童話屋 911
ことばあそびうたまた 谷川 俊太郎 詩 福音館書店 911
しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ みつこ 編 富山房 911
しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ みつこ 編 富山房 911
みえる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ みつこ 編 富山房 911
手でお話しうれしいな 七尾 純 文 学研 378
夢 石川 啄木 〔ほか〕著 岩崎書店 911
オクターブくんの楽器たんけん２ ジェラール・モンコンブル 文・絵 大日本図書 763
タンポポ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 479
みんなで生きる・２１世紀８ ポプラ社 360
みんなで生きる・２１世紀６ ポプラ社 360
ひまな岬の菜の花荘 堀内 純子 作 ＰＨＰ研究所 913
オーロラ交響曲の冬 山口 泉 著 河出書房新社 913
なぞのたから島 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
空とぶかいぞくせん 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
人魚となぞの木 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
怪物の海 森下 研 作 小峰書店 913
ドラえもん恐竜大探検 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 457
タイキルとジョッコ まいえ かずお 作 福音館書店 913
ズッコケ三人組と死神人形 那須 正幹 作 ポプラ社 913
マイロのふしぎな冒険 ノートン・ジャスター 作 ＰＨＰ研究所 933
話してみようよ！ 鶴田 洋子 著 さ・え・ら書房 809
赤ちゃんのはなし マリー・ホール・エッツ ぶん・え 福音館書店 495
うらないのひみつ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
おもしろハウスのおじいさん 堀部 佑子 構成 ほるぷ出版 410
みきのキャンプ旅行 堀部 佑子 構成 ほるぷ出版 410
ハカリ島の日曜日 白石 博 構成 ほるぷ出版 410
ギリシアをたずねたリンさん 和田 常雄 構成 ほるぷ出版 410
おいしいあじのおてつだい 吉田 隆子 作 金の星社 596
くらやみでもへっちゃら 桃井 和馬 ぶん 大日本図書 491
カブトムシ・クワガタムシのひみつ 山内 ススム 文 ポプラ社 486
ネコのひみつ 川田 直美 文 ポプラ社 645
ウサギ・モルモットのひみつ 川田 直美 文 ポプラ社 645
さかな 学研 487
のりもの 学研 680
カブトムシ　クワガタムシ ポプラ社 480
たべるのだいすき！ 吉田 隆子 作 金の星社 596
じょうぶなからだをつくるたべもの 吉田 隆子 作 金の星社 596
びょうきからまもってくれるたべもの 吉田 隆子 作 金の星社 596
つよいちからがでるたべもの 吉田 隆子 作 金の星社 596
おいしいあじのおてつだい 吉田 隆子 作 金の星社 596
ちいさいタネ エリック＝カール さく 偕成社
昆虫のかいかたそだてかた 三枝 博幸 文 岩崎書店 486
やさいのうえかたそだてかた 小宮山 洋夫 文・絵 岩崎書店 626
ごはんだいすき！ 足立 己幸 ぶん 大日本図書 596
かにむかし 木下 順二 作 岩波書店
ひとまねこざるときいろいぼうし Ｈ．Ａ．レイ 文 絵 岩波書店
ひとまねこざるびょういんへいく マーガレット・レイ 文 岩波書店
ひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ 文 絵 岩波書店
じてんしゃにのるひとまねこざる Ｈ．Ａ．レイ 文 絵 岩波書店
ひとまねこざるのＡＢＣ Ｈ．Ａ．レイ 文 絵 岩波書店
たこをあげるひとまねこざる マーガレット・レイ 文 岩波書店



ろけっとこざる Ｈ．Ａ．レイ 文 絵 岩波書店
ウラパン・オコサ 谷川 晃一 作 童心社 410
ゆかいなかえる ジュリエット・キープス ぶん・え 福音館書店
はらぺこあおむし エリック＝カール さく 偕成社
みえる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ みつこ 編 富山房 911
ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 作 講談社 913
あらしのよるに 木村 裕一 作 講談社 913
ね、ぼくのともだちになって！ エリック＝カール 作 偕成社 933
ほしになったりゅうのきば 君島 久子 再話 福音館書店 388
どうぶつ 学研 480
ハードル 青木 和雄 作 金の星社 913
地球のひみつ 学研 450
算数 田中 つとむ 文 ポプラ社 798
おじいちゃんの目、ぼくの目 Ｐ・マクラクラン 作 文研出版 933
できる・できないのひみつ 学研 400
魚のひみつ 学研 400
つりのひみつ 学研 400
恐竜のひみつ 学研 457
キュリー夫人 伊東 信 文 ポプラ社 289
ヘレン・ケラー 砂田 弘 文 ポプラ社 289
宮沢賢治 西本 鶏介 文 ポプラ社 289
マザー・テレサ やなぎや けいこ 文 ポプラ社 289
きれいだねアゲハチョウ 蛭川 憲男 ぶん・しゃしん 大日本図書 486
カブトムシのかいかたそだてかた 三枝 博幸 文 岩崎書店 486
日本の伝統芸能５ 小峰書店 386
日本の伝統芸能６ 小峰書店 386
ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 933
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
くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ さく ペンギン社
くんちゃんのはたけしごと ドロシー・マリノ さく ペンギン社
くんちゃんとふゆのパーティー ドロシー・マリノ さく ペンギン社
くんちゃんとにじ ドロシー・マリノ さく ペンギン社
くんちゃんのもりのキャンプ ドロシー・マリノ さく ペンギン社
くんちゃんはおおいそがし ドロシー・マリノ さく ペンギン社
まりーちゃんとひつじ フランソワーズ 文・絵 岩波書店
番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー さく 福音館書店 933
たんじょうび ハンス・フィッシャー ぶん え 福音館書店 933
アンガスとあひる マージョリー・フラック さく・え 福音館書店
ロバのシルベスターとまほうのこいし ウィリアム・スタイグ 〔作〕 評論社
ゼラルダと人喰い鬼 トミー・ウンゲラー 〔作〕 評論社
巨人（ジャイアント）にきをつけろ！ エリック＝カール さく 偕成社
おおかみと七ひきのこやぎ グリム 〔原作〕 福音館書店 943
おほしさまかいて！ エリック＝カール さく 偕成社
ふしぎなともだち サイモン・ジェームズ さく 評論社
ラチとらいおん マレーク・ベロニカ ぶん・え 福音館書店
もりのともだち マーシャ・ブラウン 作 富山房
げんきなマドレーヌ ルドウィッヒ・ベーメルマンス 作・画福音館書店
ハリーのセーター ジーン・ジオン ぶん 福音館書店
黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース 作 福音館書店 933
クリスマスのまえのばん クレメント・Ｃ・ムーア ぶん 福音館書店
イギリスとアイルランドの昔話 石井 桃子 編・訳 福音館書店 933
イギリスとアイルランドの昔話 石井 桃子 編・訳 福音館書店 933
子どもに語るグリムの昔話６ グリム 〔著〕 こぐま社 388
子どもに語るグリムの昔話２ グリム 〔著〕 こぐま社 943
子どもに語るグリムの昔話５ グリム 〔著〕 こぐま社 388
子どもに語るグリムの昔話１ グリム 〔著〕 こぐま社 388
子どもに語る日本の昔話２ 稲田 和子 著 こぐま社 388
おだんごぱん 瀬田 貞二 訳 福音館書店
うさぎのみみはなぜながい 北川 民次 ぶんとえ 福音館書店



のはらうたⅢ くどうなおことのはらみんな 作 童話屋 911
ウラパン・オコサ 谷川 晃一 作 童心社 410
ことばあそびうたまた 谷川 俊太郎 詩 福音館書店 911
こぶたのロビンソンのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
こねこトムのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
２ひきのわるいねずみのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
りすのナトキンのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
キツネどんのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
グロースターの仕たて屋 ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
ベンジャミンバニーのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
モペットちゃんのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
むし歯のもんだい 北川原 健 著 福音館書店 497
こぶとりじい 宮川 ひろ ぶん ほるぷ出版 388
さるじぞう 鈴木 喜代春 ぶん ほるぷ出版 388
ちいさなオキクルミ 松谷 みよ子 ぶん ほるぷ出版 388
かっぱとひょうたん 若林 一郎 ぶん ほるぷ出版 388
ねずみのすもう 樋口 淳 ぶん ほるぷ出版 388
うしかたと山んば 坪田 譲治 ぶん ほるぷ出版 388
ひょうとくさま 岩崎 京子 ぶん ほるぷ出版 388
にげだしたおにばんば 中村 博 ぶん ほるぷ出版 388
とりのみじさ 樋口 淳 ぶん ほるぷ出版 388
あまみのけんむん 西郷 竹彦 ぶん ほるぷ出版 388
山おとこのてぶくろ 松谷 みよ子 ぶん ほるぷ出版 388
てんぷくちふく 渋谷 勲 ぶん ほるぷ出版 388
だいこんどのむかし 渡辺 節子 ぶん ほるぷ出版 388
おんちょろきょう 木暮 正夫 ぶん ほるぷ出版 388
なむチンカラトラヤーヤ 多田 ちとせ ぶん ほるぷ出版 388
かもとりごんべえ 斎藤 君子 ぶん ほるぷ出版 388
かあさんのおめん 吉沢 和夫 ぶん ほるぷ出版 388
ふるやのもり 今村 泰子 ぶん ほるぷ出版 388
いぬのごろたろう 立石 憲利 ぶん ほるぷ出版 388
おにの子こづな 木暮 正夫 ぶん ほるぷ出版 388
ししときつね 岩崎 京子 ぶん ほるぷ出版 388
子そだてゆうれい 桜井 信夫 ぶん ほるぷ出版 388
おならをしたかかさま 水谷 章三 ぶん ほるぷ出版 388
たからげた 小野 和子 ぶん ほるぷ出版 388
くらげほねなし 藤 かおる ぶん ほるぷ出版 388
えすがたよめさま 木島 泉 ぶん ほるぷ出版 388
こめんぶくあわんぶく 松谷 みよ子 ぶん ほるぷ出版 388
しっぽのつり 水谷 章三 ぶん ほるぷ出版
ついでにペロリ 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館 388
なまくらトック 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館 388
子どもに語る日本の昔話１ 稲田 和子 著 こぐま社 388
子どもに語る日本の昔話３ 稲田 和子 著 こぐま社 388
子どもに語るアジアの昔話２ 松岡 享子 訳 こぐま社 388
子どもに語るアジアの昔話１ 松岡 享子 訳 こぐま社 388
手塚治虫 国松 俊英 文 ポプラ社 289
ベートーベンものがたり 大蔵 宏之 ぶん 金の星社 289
キュリー夫人ものがたり 桂木 寛子 ぶん 金の星社 289
武田信玄ものがたり 桜井 信夫 ぶん 金の星社 289
徳川家康ものがたり 大蔵 宏之 ぶん 金の星社 289
野口英世ものがたり 森 いたる ぶん 金の星社 289
ナイチンゲールものがたり 岡 信子 ぶん 金の星社 289
坂本竜馬ものがたり 西岡 光秋 ぶん 金の星社 289
やまなしもぎ 平野 直 再話 福音館書店 388
十二支のはじまり 岩崎 京子 文 教育画劇 388
しおふきうす 香山 美子 文 教育画劇
ティギーおばさんのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933



アプリイ・ダプリイのわらべうた ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
あひるのジマイマのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
こぶたのピグリン・ブランドのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
まちねずみジョニーのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
こわいわるいうさぎのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
「ジンジャーとピクルズや」のおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
ひげのサムエルのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
パイがふたつあったおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
セシリ・パセリのわらべうた ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
カルアシ・チミーのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
フロプシーのこどもたち ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
のねずみチュウチュウおくさんのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
ジェレミー・フィシャーどんのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店 933
サンタクロースっているんでしょうか？ 〔フランシス＝Ｐ＝チャーチ 著〕 偕成社 933
いたずらまじょ子とかがみのくに 藤 真知子 作 ポプラ社 913
いたずらまじょ子のへんしんごっこ 藤 真知子 作 ポプラ社 913
こどものカレンダー６月のまき かこ さとし 著 偕成社 386
エジソンものがたり 三越 左千夫 ぶん 金の星社 289
あかずきん 神沢 利子 文 チャイルド本社 913
うちのなまくらさん ポール・ジェラティ さく 評論社 930
ブレーメンのおんがくたい こわせ・たまみ おはなしメイト 908
アンデルセンどうわ一年生 アンデルセン 〔原作〕 偕成社 908
グリムどうわ一年生 〔ヤーコプ・グリム 原作〕 偕成社 908
おもしろ落語ランド３ 桂 小南 文 金の星社 913
のはらうたⅡ くどう なおこ 作 童話屋 911
昆虫とあそぼう とだ こうしろう 作・絵 戸田デザイン研究室 486
汽車のえほん４がんばれ機関車トーマス ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
リンカーンものがたり 西岡 光秋 ぶん 金の星社 289
シャイン・キッズ 光丘 真理 作 岩崎書店 913.6
あしたにトライ 成田 真由美 著 アリス館 916
これがカモ！ 大畑 孝二 文と写真 大日本図書 488
「食」で総合学習みんなで調べて作って食べよう！　１藤崎友美　文 金の星社 596
「食」で総合学習みんなで調べて作って食べよう！　２藤崎友美　文 金の星社 596
「食」で総合学習みんなで調べて作って食べよう！　３松本美和　文 金の星社 596
「食」で総合学習みんなで調べて作って食べよう！　４松本美和　文 金の星社 596
「食」で総合学習みんなで調べて作って食べよう！　５藤崎友美　文 金の星社 596
どこへいくの？ともだちにあいに！ いわむら かずお 作 童心社
「バリアフリー」って、なんだろう？　１ 共用品推進機構 監修 学研 369
「バリアフリー」って、なんだろう？　２ 共用品推進機構 監修 学研 369
「バリアフリー」って、なんだろう？　３ 共用品推進機構 監修 学研 369
「バリアフリー」って、なんだろう？　４ 共用品推進機構 監修 学研 369
「バリアフリー」って、なんだろう？　５ 共用品推進機構 監修 学研 369
「バリアフリー」って、なんだろう？　６ 共用品推進機構 監修 学研 369
社会科はじめて大百科　１ 西本　鶏介監 ポプラ社 308
社会科はじめて大百科　２ 西本　鶏介監 ポプラ社 308
社会科はじめて大百科　３ 西本　鶏介 ポプラ社 308
社会科はじめて大百科　４ 西本鶏介監 ポプラ社 308
社会科はじめて大百科　５ ポプラ社 308
社会科はじめて大百科　６ ポプラ社 308
社会科はじめて大百科　７ ポプラ社 308
社会科はじめて大百科　８ ポプラ社 308
世界の料理いただきまーす。　ロシア・モンゴル尾崎 曜子 編＋絵 アリス館 596
世界の料理いただきまーす。　中国・韓国 尾崎 曜子 編＋絵 アリス館 596
世界の料理いただきまーす。　タイ・インド 尾崎 曜子 編＋絵 アリス館 596
世界の料理いただきまーす。　スペイン・イタリア尾崎 曜子 編＋絵 アリス館 596
世界の料理いただきまーす。　ドイツ・フランス尾崎 曜子 編＋絵 アリス館 596
どろぼうたちに気をつけろ ジャネット・アルバーグ 作 文化出版局
バリアフリーいっしょに生きていくために　１ 共用品推進機構 監修 ポプラ社 369



バリアフリーいっしょに生きていくために　２ 共用品推進機構 監修 ポプラ社 369
バリアフリーいっしょに生きていくために　３ 共用品推進機構 監修 ポプラ社 369
バリアフリーいっしょに生きていくために　４ 共用品推進機構 監修 ポプラ社 369
バリアフリーいっしょに生きていくために　５ 共用品推進機構 監修 ポプラ社 369
からだが不自由ってどんなこと？　１ 学研 369
からだが不自由ってどんなこと？　２ 学研 369
からだが不自由ってどんなこと？　３ 学研 369
からだが不自由ってどんなこと？　４ 学研 369
からだが不自由ってどんなこと？　５ 学研 369
からだが不自由ってどんなこと？　６ 学研 369
タイムカメラの秘密 Ｔ・Ｈ・シャーレッド 原作 国土社 933
未来からきた暗殺者 Ｐ・ヒース 原作 国土社 933
絶対０度のなぞ Ｅ・Ｓ・ガードナー 原作 国土社 933
液体インベーダー Ｒ・Ｍ・ファーリィ 原作 国土社 933
宇宙大激震 Ｍ・ラインスター 原作 国土社 933
ふ・し・ぎトランプうらない ピチ・ブックス編集部 編 学研 148
おてつだいをしたくない日の本 現代児童文学研究会 編 偕成社 913
たんけんにもっていく本 現代児童文学研究会 編 偕成社 913
なわとびができた日の本 現代児童文学研究会 編 偕成社 913
魔女がいっぱい ロアルド・ダール 作 評論社 933
いじわる夫婦が消えちゃった！ ロアルド・ダール 作 評論社 933
バッテリー　１ あさの あつこ 作 教育画劇 913
バッテリー　２ あさの あつこ 作 教育画劇 913
バッテリー　３ あさの あつこ 作 教育画劇 913
バッテリー　４ あさの あつこ 作 教育画劇 913
レイチェルと魔法の匂い クリフ・マクニッシュ 作 理論社 933
レイチェルと滅びの呪文 クリフ・マクニッシュ 作 理論社 933
ぼくはアフリカにすむキリンといいます 岩佐 めぐみ 作 偕成社 913
青い惑星 長崎 夏海 作 学研 913
ライオンのしっぽ 工藤 直子 著 大日本図書 914
まいごになったプレゼント 舟崎 靖子 作 理論社 913
クラバート　上 プロイスラー 作 偕成社 943
クラバート　下 プロイスラー 作 偕成社 943
どうぶつはやくちあいうえお きしだ えりこ 作 のら書店 911
ふくろうめがね くどう なおこ 詩 童話屋 911
扉のむこうの物語 岡田 淳 作・絵 理論社 913
二十四の瞳 壷井 栄 著 偕成社 913
ゆうれい城にごしょうたい！ 杉山 径一 作 ＰＨＰ研究所 913
ねこのネコカブリ小学校 三田村 信行 作 ＰＨＰ研究所 913
ネコカブリ小学校　校長先生危機いっぱつ！三田村 信行 作 ＰＨＰ研究所 913
ネコカブリ小学校校長先生恐竜島のぼうけん三田村 信行 作 ＰＨＰ研究所 913
ネコカブリ小学校校長先生そこなし森のひみつ三田村 信行 作 ＰＨＰ研究所 913
ネコカブリ小学校校長先生ミイラ男ののろい三田村 信行 作 ＰＨＰ研究所 913
トトイ ジャンニ・パドアン 原作 金の星社 973
雪渡り 宮沢 賢治 原作 金の星社 913
長くつ下のピッピ リンドグレーン 原作 金の星社 949
ＭＡＲＣＯ母をたずねて三千里 デ・アミーチス 原作 金の星社 973
ハッピーバースデー 青木 和雄 原作 金の星社 913
ピッピ南の島へ アストリッド・リンドグレーン 原作 金の星社 947
花豆の煮えるまで 安房 直子 作 偕成社 913
てりふり山の染めものや おち のりこ 作 偕成社 913
精霊の守り人 上橋 菜穂子 作 偕成社 913
闇の守り人 上橋 菜穂子 作 偕成社 913
夢の守り人 上橋 菜穂子 作 偕成社 913
幽霊の恋人たち アン・ローレンス 作 偕成社 933
トラの歯のネックレス インド児童文学作家イラストレーター協会会員 作ぬぷん児童図書出版 933
はなはなみんみ物語 わたり むつこ 作 リブリオ出版 913
命燃やす日々 マオ アキラ 著 文渓堂 916
真夜中のピアノ教室 三田村 信行 作 フレーベル館 913



いたずらおばあさん 高楼 方子 作 フレーベル館 913
日曜の朝ぼくは 斉藤 洋 作 理論社 913
１８番目の大ピンチ Ｂ．バイアーズ 作 あかね書房 933
もちろん返事をまってます ガリラ・ロンフェデル・アミット 作 岩崎書店 929
ゴリラはごりら くどう なおこ 詩 童話屋 911
天とくっついた島 立松 和平 文 河出書房新社
亡霊（ゴースト）は夜歩く はやみね かおる 講談社 913
魔女の隠れ里 はやみね かおる 講談社 913
踊る夜光怪人 はやみね かおる 講談社 913
機巧（からくり）館のかぞえ唄 はやみね かおる 講談社 913
ギヤマン壷の謎 はやみね かおる 講談社 913
徳利長屋の怪 はやみね かおる 講談社 913
ＡＢＣ殺人事件 アガサ＝クリスティ 作 講談社 933
帰ってきたメアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作 岩波書店 933
ミオよわたしのミオ アストリッド・リンドグレーン 作 岩波書店 949
ベロ出しチョンマ 斉藤　隆介作 理論社 913
地下迷宮の冒険 村山 早紀 作 教育画劇 913
かけぬけて、春 山口 理 作 小学館 913
野生のテイッピ シルヴイ．ロベール.アラン．ドゥグル小学館 936
西の魔女が死んだ 梨木 香歩 著 小学館 913
君をわすれない 綾野 まさる 文 小学館 916
怪盗つむじ風 那須 正幹 作 ＰＨＰ研究所 913
青い石の伝説 村山 早紀 作 教育画劇 913
がんばれちびくじら エリザベス・ベレスフォード ぶん 評論社
幽霊屋敷レストラン たかい よしかず 絵 童心社 913
幽霊列車レストラン かとう くみこ 絵 童心社 913
金しばりレストラン たかい よしかず 絵 童心社 913
魔女のレストラン かとう くみこ 絵 童心社 913
鏡のうらがわレストラン たかい よしかず 絵 童心社 913
火の玉レストラン たかい よしかず 絵 童心社 913
呪いのレストラン かとう くみこ 絵 童心社 913
あの世レストラン たかい よしかず 絵 童心社 913
がい骨レストラン かとう くみこ 絵 童心社 913
魔界レストラン たかい よしかず 絵 童心社 913
怪盗ルパン　１ モーリス・ルブラン 原作 くもん出版 953
怪盗ルパン　４ モーリス・ルブラン 原作 くもん出版 953
怪盗ルパン　５ モーリス・ルブラン 原作 くもん出版 953
怪盗ルパン　２ モーリス・ルブラン 原作 くもん出版 953
ぼうけんしマウス 斉藤 洋 作 理論社 913
ゆき 蛤谷 糸美 作 汐文社 913
ダーサンと川のギャング 斉藤 洋 作 岩崎書店 913
マザー・テレサへの旅 寮 美千子 文・写真 学研 916
海をおよぐ大シカ 小林 しげる 作 岩崎書店 913
七人の大昔の幽霊 たかし よいち 作 理論社 913
なくなボビー 馬場 信浩 作 学研 913
ロクの菜の花畑 竹田 まゆみ 作 汐文社 913
怪盗クロネコ団あらわる！ 岡田 貴久子 作 理論社 913
七人のおかしな妖怪たち たかし よいち 作 理論社 913
モモイロハートそのこリュウ 沢田 俊子 作 汐文社 913
ひいばあちゃんはごきげんぼくはふきげん 沢田 俊子 作 汐文社 913
ペットはぼくの家族 マルコ・ブルーノ 著 ポプラ社 916
ニュース犬ブーニー物語 福田 秀和 著 ポプラ社 645
あいたかったよ、カネチン 林 洋子 作 岩崎書店 913
七人のゆかいな大どろぼう たかし よいち 作 理論社 913
お父さんのハト 丘 修三 作 汐文社 913
ぶっとびマウンテンバイク 肥田 美代子 作 学研 913
森の学校のなかまたち きたむら えり さく 福音館書店 913
森に学校ができた きたむら えり さく 福音館書店 913
やまんば山のモッコたち 富安 陽子 作 福音館書店 913



おにの赤べえ 寺村 輝夫 作 理論社 913
ふゆのものがたり ルース・エインズワース 作 福音館書店 933
シモンとクリスマスねこ レギーネ・シントラー ぶん 福音館書店 943
アカウミガメのくる浜べ 佐藤 ヒロシ 作・絵 佼成出版社 913
ねこのくにのおきゃくさま シビル・ウェッタシンハ さく 福音館書店
恐竜の生態図鑑 学研 486
アバね、ゲンさん！！ 宮下 全司 作 岩崎書店 913
ダイマはちび悪魔　２ 寺村 輝夫 作 理論社 913
魔女にきた星文字のてがみ 【ハシ】立 悦子 作・絵 銀の鈴社 913
魔女にきた海からのてがみ 【ハシ】立 悦子 作・絵 銀の鈴社 913
大魔女がとばしたシャボン玉星 【ハシ】立 悦子 作・絵 銀の鈴社 913
夢みるマリー 藤波 祐子 作 岩崎書店 913
あたしが桃太郎になった日 山口 理 作 岩崎書店 913
エリートなぼくと恐怖の笑い声 小林 礼子 作 岩崎書店 913
じっちゃんはゆうれいになった 吉田 道子 作 岩崎書店 913
耳をすませば 小学館 778
平成狸合戦ぽんぽこ 小学館 778
かいけつゾロリのきょうふのやかた 原 ゆたか さく・え ポプラ社 913
うみをみに もりやま みやこ さく ポプラ社 913
ひまわに あきやま ただし 作・絵 ＰＨＰ研究所 913
ジーク 斉藤 洋 作 偕成社 913
いつも心に好奇心（ミステリー）！ はやみね かおる 講談社 913
怪盗ルパン　３ モーリス・ルブラン 原作 くもん出版 726
墓場レストラン かとう くみこ 絵 童心社 913
うらない少女セイラ 堀 直子 作 岩崎書店 913
森のせんたくやさんあなぐまモンタン 茂市 久美子 作 学研 913
おひかえなすって 吉橋 通夫 作 学研 913
ごみすて場の秘密 ロバート・スゥインデルズ 原作 学研 933
ワールド冒険ツアー 童心社 388
ものまねきょうりゅう 斉藤 洋 作 ほるぷ出版 913
雪わたり 宮沢 賢治 著 福音館書店 913
うれしいことインタビュー おーなり 由子 作 ほるぷ出版 913
もも＆ピーマンのなぞの算数ゆうかい事件！いそ みゆき 作 ポプラ社 913
七人の宇宙から来たナナホシ星人 たかし よいち 作 理論社 913
４年生ドキドキ友情組 みなみ らんぼう 作 学研 913
どうぶつまき手まき魔女 【ハシ】立 悦子 作・絵 銀の鈴社 913
ハードルキャンプでいっちょまえ 今関 信子 作 汐文社 913
おたんじょうびのおくりもの 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社
ふゆのよるのおくりもの 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社
パパのくれたおくりもの 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社
ティモシーとサラのピクニック 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社
ティモシーとサラのパーティー 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社
ティモシーとサラときのおうち 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社
ポプラこどもずかん６ ポプラ社 536
ポプラこどもずかん８ ポプラ社 546
ポプラこどもずかん　１０ ポプラ社 536
さんすうえほん　１ 伊藤 俊次 さく ブックローン出版 410
さんすうえほん　２ 伊藤 俊次 さく ブックローン出版 410
さんすうえほん　３ 伊藤 俊次 さく ブックローン出版 410
ズボンだいすき もりやま みやこ さく ポプラ社 913
くらべっこ もりやま みやこ さく ポプラ社 913
あたたかいおくりもの もりやま みやこ さく ポプラ社 913
ならの大仏さま 加古 里子 文・絵 福音館書店 210
楽しい修学旅行ガイド 学研 291
楽しい修学旅行ガイド 学研 291
楽しい修学旅行ガイド 学研 291
楽しい修学旅行ガイド 学研 291
楽しい修学旅行ガイド 学研 291
楽しい修学旅行ガイド 学研 291



大坂城 学研 521
大坂城 学研 521
大坂城 学研 521
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 596
総合的学習に役立つクイズでわかる日本の歴史　２竹内 誠 監修 学研 210
総合的学習に役立つクイズでわかる日本の歴史　３竹内 誠 監修 学研 210
総合的学習に役立つクイズでわかる日本の歴史　４竹内 誠 監修 学研 210
総合的学習に役立つクイズでわかる日本の歴史　５竹内 誠 監修 学研 210
総合的学習に役立つクイズでわかる日本の歴史　６竹内 誠 監修 学研 210
総合的学習に役立つクイズでわかる日本の歴史　７竹内 誠 監修 学研 210
総合的学習に役立つクイズでわかる日本の歴史　８竹内 誠 監修 学研 210
総合的学習に役立つクイズでわかる日本の歴史　９竹内 誠 監修 学研 210
総合的学習に役立つクイズでわかる日本の歴史　１０竹内 誠 監修 学研 210
伝記世界を変えた人々　１ ビバリー・バーチ 偕成社 289
伝記世界を変えた人々　２ Ｖ・シュローデト Ｐ・ブラウン 偕成社 289
マルコ・ポーロ 木暮正夫 チャイルド本社 289
伝記世界を変えた人々　４ デイビッド・ウイナー 偕成社 280
伝記世界を変えた人々　５ パム・ブラウン 偕成社 289
伝記世界を変えた人々　７ ジェームズ・ベントリー 偕成社 289
伝記世界を変えた人々　８ ビバリー・バーチ 偕成社 289
伝記世界を変えた人々　１０ ビバリー・バーチ 偕成社 289
伝記世界を変えた人々　１１ ジュリア・コートニー 偕成社 289
伝記世界を変えた人々　１２ パム・ブラウン 偕成社 289
伝記世界を変えた人々　１３ アンナ・スプロウル 偕成社 289
伝記世界を変えた人々　１５ マイケル・ポラード 偕成社 289
伝記世界を変えた人々　１６ アンナ・スプロウル 偕成社 289
伝記世界を変えた人々　１７ マイケル・ホワイト 偕成社 289
伝記世界を変えた人々　１８ デイビット・ウイナー 偕成社 289
伝記世界を変えた人々　１９ フィオナ・マクドナルド 偕成社 289
伝記世界を変えた人々　２０ 三田村　信行 偕成社 289
伊能忠敬 藤原 稔裕 マンガ 草土文化 289
近松門左衛門 春樹 椋尾 マンガ 草土文化 289
葛飾北斎 アンベ 幸 マンガ 草土文化 721
シーボルトお稲 まさき まき マンガ 草土文化 289
吉田松陰 八剣 ヒロキ マンガ 草土文化 289
学習漫画　世界の伝記 集英社 723
ハロウィーンの魔法 ルーマ・ゴッデン 作 偕成社 933
ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 933
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 933
シェイクスピアジュニア文学館　１ シェイクスピア 〔著〕 汐文社 913
シェイクスピアジュニア文学館　２ シェイクスピア 〔著〕 汐文社 913
シェイクスピアジュニア文学館　３ シェイクスピア 〔著〕 汐文社 913
シェイクスピアジュニア文学館　４ シェイクスピア 〔著〕 汐文社 913
シェイクスピアジュニア文学館　５ シェイクスピア 〔著〕 汐文社 913
エジソン　１ 杉原 めぐみ 作 コミックス 289
ヘレン・ケラー　２ 柳川 創造 作 コミックス 289
手塚治虫　３ 柳川 茂 作 コミックス 289
ピカソ　６ 杉原 めぐみ 作 コミックス 289
ジャンヌ・ダルク　７ 岸田 恋 作・画 コミックス 289
盛田昭夫　８ 氷室 勲 作 コミックス 289
ダイアナ妃 岡田 好惠 〔著〕 講談社 289
ザ・ビートルズ 広田 寛治 〔著〕 講談社 289
水木しげる 児玉 淳 〔著〕 講談社 286
マリちゃんの幸せ 小谷 瑞穂 著 東洋出版 913
まんがお寺を知る本　１ ひろ さちや 原作 鈴木出版 185
まんがお寺を知る本　１ ひろ さちや 原作 鈴木出版 185
まんがお寺を知る本　２ ひろ さちや 原作 鈴木出版 185
まんがお寺を知る本　２ ひろ さちや 原作 鈴木出版 185
いちご　３ 倉橋 燿子 作 講談社 913



いちご　４ 倉橋 燿子 作 講談社 913
青い天使　３ 倉橋 燿子 作 講談社 913
青い天使　５ 倉橋 燿子 作 講談社 913
青い天使　６ 倉橋 燿子 作 講談社 913
青い天使　７ 倉橋 燿子 作 講談社 913
青い天使　８ 倉橋 燿子 作 講談社 913
青い天使　９ 倉橋 燿子 作 講談社 913
パスワードは ひ・み・つ 松原 秀行 作 講談社 913
パスワードのおくりもの 松原 秀行 作 講談社 913
パスワードに気をつけて 松原 秀行 作 講談社 913
パスワード謎旅行 松原 秀行 作 講談社 913
パスワードで恋をして 松原 秀行 作 講談社 913
パスワード竜（ドラゴン）伝説 松原 秀行 作 講談社 913
パスワードＶＳ．紅カモメ 松原 秀行 作 講談社 913
ジョン・レノン 浅野 有生子 作 コミックス 289
森のネズミのおひっこし 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミの大ぼうけん 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミのハイキング 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミとゆきだるま 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミのうんどう会 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミのおくりもの 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミとおばけたち 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミのてんらん会 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミのおるすばん 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミのおわかれ会 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミの舟のたび 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミの冬ごもり 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミの大サーカス 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミの手品大会 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミと山のレストラン 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミとまほうの木 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミのおんがく会 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミとおともだち 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミのかくれんぼ 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
森のネズミのたからもの 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
どんなときも名探偵 杉山 亮 作 偕成社 913
王さまブルブル 舟崎 克彦 作 ポプラ社 913
まほうのベンチ 上崎 美恵子 作 ポプラ社 913
どらねこパンツのしっぱい 筒井 敬介 作 ポプラ社 913
ビルにきえたきつね 角野 栄子 作 ポプラ社 913
タンポポざむらい 今江 祥智 さく ポプラ社 913
山のかあさんと１６ぴきのねずみ 大川 悦生 作 ポプラ社 913
もん太と大いのしし 馬場 のぼる 作・絵 ポプラ社 913
おひさまぞろぞろ かめむら ごろう 選 福音館書店 911
ＡＢＣの本 安野 光雅 〔著〕 福音館書店 830
もけらもけら 山下 洋輔 ぶん 福音館書店 913
なぞなぞの本 福音館書店編集部 編 福音館書店 798
妹になるんだワン！ スーザン・Ｅ・ヒントン 作 徳間書店 933
ねしょんべんものがたり 椋 鳩十 編 童心社 913
オタマジャクシの尾はどこへきえた 山本 かずとし ぶん 大日本図書 487
おれは歌だおれはここを歩く 金関 寿夫 訳 福音館書店 726
たんたのたんけん 中川 李枝子 さく 学研 913
なぞなぞのすきな女の子 松岡 享子 さく 学研 913
とりかえっこちびぞう 工藤 直子 さく 学研 913
ウーフはなんにもなれないか？ 神沢 利子 作 ポプラ社 913
のんびりこぶたとせかせかうさぎ 小沢 正 作 ポプラ社 913
かぞえうたのほん 岸田 衿子 作 福音館書店
みんなであそぶわらべうた 近藤 信子 編・遊び方指導 福音館書店 911
木いちごつみ きしだ えりこ 詩 福音館書店 913



あいうえおの本 安野 光雅 〔作〕 福音館書店 811
たっちゃんぼくがきらいなの さとう としなお 作 岩崎書店 913
げんきになるって！ アン・フォッシュリンド 作・絵 岩崎書店 949
おばあちゃんといつもいっしょ 池見 宏子 作 岩崎書店 913
さようなら、ありがとう、ぼくの友だち 河原 まり子 〔作〕 岩崎書店
とにかくさけんでにげるんだ ベティー・ボガホールド 作 岩崎書店 368
ぼくのいのち 細谷 亮太 作 岩崎書店 913
おばあちゃんのさがしもの おち とよこ 文 岩崎書店 913
みずいろのこびん わだ ことみ 作 岩崎書店 913
クリスマスのおくりもの ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 933
アルド・わたしだけのひみつのともだち ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 933
くものこどもたち ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 933
コートニー ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 933
ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 933
ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム 作 ほるぷ出版 933
地球というすてきな星 ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 933
なみにきをつけて シャーリー ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 933
ショッピング・バスケット ジョン・バーニンガム 作 ほるぷ出版 933
ボルカ ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 933
ねえ、どれが　いい？ ジョン・バーニンガム さく 評論社 933
ロベルタのなつやすみ シルビア・フランシア 作・絵 フレーベル館 953
十二支のはじまり 谷 真介 文 佼成出版社 388
もすけ かみや しん 作・絵 くもん出版 913
ベトちゃんドクちゃんからのてがみ 松谷 みよ子 文 童心社 913
なんでも屋はじめます 正道 かほる 作 フレーベル館 913
たねがとぶ 甲斐 信枝 さく 福音館書店 471
しっぽのはたらき 川田 健 ぶん 福音館書店 481
かずのほん まつい のりこ ぶん・え 福音館書店 410
いじわるブッチー バーバラ・ボットナー ぶん 徳間書店 933
月からきたうさぎ みなみ らんぼう 作 学研 913
ぽんぽん山の月 あまん　きみこ・文 文研出版 913
にじいろのさかな マーカス・フィスター 作 講談社 933
まほうのあめだま 安房 直子 作 佼成出版社 913
うごいちゃだめ！ エリカ・シルヴァマン ぶん アスラン書房 933
ゆうきだよねパンダうさぎ 上条 さなえ 作 学研 913
ガマ田先生にまかせなさい 富安 陽子 作 学研 913
ワニくんのなが～いよる みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 933
タンゲくん 片山 健 〔作〕 福音館書店 913
チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ さく 福音館書店 933
あのときすきになったよ 薫 くみこ さく 教育画劇 913
砂場のおばけジャリッコ 末吉 暁子 偕成社 913
闇に光る目 小暮正夫/国松俊英 岩崎書店 913
つくってみたいなはじめてのりょうり　４ 学研 596
つくってみたいなはじめてのりょうり　５ 学研 596
つくってみたいなはじめてのりょうり・６ 学研 596
つくってみたいなはじめてのりょうり・７ 学研 596
つくってみたいなはじめてのりょうり・８ 学研 596
つくってみたいなはじめてのりょうり・１０ 学研 596
あそびのずかん　３ 竹井 史郎 作 あかね書房 781
あそびのずかん・４ 竹井 史郎 作 あかね書房 781
あそびのずかん　５ 竹井 史郎 作 あかね書房 781
あそびのずかん　６ 竹井 史郎 作 あかね書房 781
めだか 吉崎 正巳 さく 福音館書店 487
こぞうのパウのたたかい 木村 裕一 作 金の星社 913
あいうえおおばけだぞ 五味　太郎 913
ロッコくんジュースのまちへ にしまき かな さく・え 福音館書店
嘘ばっかし 天野 祐吉 作 福音館書店 913
ゆうびんでーす いもと ようこ さく・え 金の星社 913
犬とあるけば 山下 明生 作 学研 913



なくなボビー 馬場 信浩 作 学研 913
おだんごスープ 角野 栄子 文 偕成社 913
あめがふるときちょうちょうはどこへ メイ・ゲアリック 文 金の星社 933
なみだちゃんばんざい 那須 正幹 作 講談社 913
なぞなぞあそびうた 角野 栄子 さく のら書店 911
天国を出ていく ファージョン 作 岩波書店 933
みんなのかお さとう あきら 写真 福音館書店 489
どんぐりかいぎ こうや すすむ 文 福音館書店 468
トマトのひみつ 山口 進 文・写真 福音館書店 479
つくし 甲斐 信枝 さく 福音館書店
あしたのてんきははれ？くもり？あめ？ 野坂 勇作 さく 福音館書店 451
青い鳥 メーテルリンク さく 集英社 952
ふしぎの国のアリス キャロル さく 集英社 933
みつばちマーヤ ボンゼルス さく 集英社 943
あたらしいおふとん アン・ジョナス 作 あかね書房 933
おやすみゴリラくん ペギー・ラスマン 作 徳間書店 933
モチモチの木 斎藤 隆介 作 岩崎書店 913
すきすきだいすき ピョートル・ウィルコン 文 セーラー出版 993
ブラウンさんのネコ スラウォミール・ウォルスキー 作 セーラー出版 933
さむがりやのサンタ レイモンド・ブリッグズ さく・え 福音館書店 933
ぐるんぱのようちえん 西内 ミナミ 文 福音館書店
うみをあげるよ 山下 明生 作 偕成社 913
ごろりんごろんころろろろ 香山 美子 作 ひさかたチャイルド 913
もりのおくのちいさなひ 香山 美子 作 ひさかたチャイルド 913
あたごの浦 脇 和子 再話 福音館書店 388
いしころ 森 宏詞 作 文研出版 790
もりたろうさんのじどうしゃ おおいし まこと ぶん ポプラ社 913
泣いた赤おに 浜田 広介 作 偕成社 913
手作りおもちゃ箱　２ 木村 裕一 作 ほるぷ出版 750
アサガオ 小野 隆 構成・文 あかね書房 479
うんちのふしぎ すがわら けいこ 絵 学研 491
かぜのふしぎ すがわら けいこ 絵 学研 491
たべもののふしぎ８ すがわら けいこ 絵 学研 491
うさたろうのばけもの日記 せな けいこ 〔作〕 童心社 913
はらぺこゆうれい 〔せな けいこ 作〕 童心社 913
ろくろっくび 〔せな けいこ 作〕 童心社 913
てんぐさてんぐ せな けいこ 〔著〕 童心社 913
おばけいしゃ せな けいこ 〔作〕 童心社 913
ひとつめのくに せな けいこ ・さく 童心社 913
夏の虫夏の花 たかはし きよし 絵 福音館書店 462
野の草花 古矢 一穂 ぶん 福音館書店 470
木の本 高森 登志夫 え 福音館書店 653
地球 加古 里子 ぶん え 福音館書店 450
海 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 452
日本の恐竜 長谷川 善和 文 福音館書店 457
きょうりゅうになったごうたくん 鈴木 喜代春 作 ひくまの出版 913
てんぐの弟子入り 望月 花江 作 ひくまの出版 913
あゆみといっちゃんのジングルベル 小原 美智子 作 ひくまの出版 913
なの花のチャイム 鈴木 ゆき江 作 ひくまの出版 913
トラ吉のたからもの 高林 聡子 作 ひくまの出版 913
雨の日のごちそうの話 かなざわ あつこ 著 ひくまの出版 913
もも＆ピーマンのきょうからヒミツの名探偵！いそ みゆき 作 ポプラ社 913
だめねこのいっしょけんめい 森山 京 作 ポプラ社 913
王さまわがままケーキ たかしま なおみ 作 ポプラ社 913
おばあさんのお手玉 大西 伝一郎 作 ひくまの出版 913
バーバーパパはワンパターン 斉藤 静子 作 ひくまの出版 913
ふたりでのった新幹線 依田 逸夫 作 ひくまの出版 913
さようならニッポン 山口 タオ 作 国土社 913
がんばれっていわないで 藤田 千津 作 国土社 913



きょうは母子（おやこ）ゲンカの日 高山 栄子 作 ポプラ社 913
王さまのびっくりピザ たかしま なおみ 作 ポプラ社 913
とうさんの家庭訪問 依田 逸夫 作 ポプラ社 913
王さまのふしぎチョコレート たかしま なおみ 作 ポプラ社 913
また会おうね、グランパ 依田 逸夫 作 ポプラ社 913
いちわのにわとり つだ ろとう え かど創房 911
青い天使　１ 倉橋 燿子 作 講談社 913
青い天使　２ 倉橋 燿子 作 講談社 913
青い天使　４ 倉橋 燿子 作 講談社 913
いちご　〔２〕 倉橋 燿子 作 講談社 913
いちご 倉橋 燿子 作 講談社 913
いちご　〔５〕 倉橋 燿子 作 講談社 913
国際理解に役立つ世界の衣食住　１ 小峰書店 383
国際理解に役立つ世界の衣食住　２ 小峰書店 383
国際理解に役立つ世界の衣食住　３ 小峰書店 383
国際理解に役立つ世界の衣食住　４ 小峰書店 383
国際理解に役立つ世界の衣食住　５ 小峰書店 383
国際理解に役立つ世界の衣食住　６ 小峰書店 383
国際理解に役立つ世界の衣食住　７ 小峰書店 383
国際理解に役立つ世界の衣食住　８ 小峰書店 383
国際理解に役立つ世界の衣食住　９ 小峰書店 383
国際理解に役立つ世界の衣食住　１０ 小峰書店 383
ねえこの本読んで！　赤の巻 赤木 かん子 著 リブリオ出版 19
ねえこの本読んで！　だいだいのまき 赤木 かん子 著 リブリオ出版 19
ねえこの本読んで！　きいろのまき 赤木 かん子 著 リブリオ出版 19
ねえこの本読んで！　水色の巻 赤木 かん子 著 リブリオ出版 19
ねえこの本読んで！　青の巻 赤木 かん子 著 リブリオ出版 19
ねえこの本読んで！　紫の巻 赤木 かん子 著 リブリオ出版 19
スーパーキッド・Ｄｒ．リーチ 令丈 ヒロ子 作 講談社 913
消えた赤ちゃん救出大作戦！ 那須 正幹 作 講談社 913
トットちゃんとトットちゃんたち 黒柳 徹子 作 講談社 367
にんきもののひけつ 森 絵都 文 童心社 913
にんきもののねがい 森 絵都 文 童心社 913
にんきものをめざせ！ 森 絵都 文 童心社 913
にんきもののはつこい 森 絵都 文 童心社 913
エドガー＝アラン＝ポー　怪奇・探偵小説集　２エドガー＝アラン＝ポー 作 偕成社 933
柿の木のある家 壷井 栄 著 偕成社 913
アガサ・クリスティ推理コレクション　２ アガサ・クリスティ 作 偕成社 933
アガサ・クリスティ推理コレクション　４ アガサ・クリスティ 作 偕成社 933
アガサ・クリスティ推理コレクション　１ アガサ・クリスティ 作 偕成社 933
アガサ＝クリスティ推理・探偵小説集　２ アガサ＝クリスティ 作 偕成社 933
最後のひと葉 オー＝ヘンリー 作 偕成社 933
ジョン万次郎漂流記 井伏 鱒二 作 偕成社 913
サンコン少年のアフリカ物語 オスマン＝サンコン 作 講談社 913
名探偵ホームズ三年後の生還 コナン＝ドイル 作 講談社 933
ツタンカーメン王の秘密 ハワード＝カーター 作 講談社 242
神の道化師 トミー・デ・パオラ さく ほるぷ出版
ペニーさんと動物家族 マリー・ホール・エッツ 作・絵 徳間書店
もじゃもじゃペーター ハインリッヒ・ホフマン さく ほるぷ出版
子どもに語るトルコの昔話 児島 満子 編・訳 こぐま社 388
自然のかくし絵 矢島 稔 作 偕成社 486
少年むくはとじゅう物語 宮下 和男 原作 理論社 913
うみぼうやと月うさぎ 山下 明生 作 のら書店 913
わたしのいもうと 松谷 みよ子 文 偕成社 913
海のおばけオーリー マリー・ホール・エッツ 文 絵 岩波書店
いじめっ子 ジュディ・ブルーム 著 偕成社 933
ぐりとぐらのおきゃくさま 中川 李枝子 原話 ラボ教育センター
エーミルと小さなイーダ アストリッド・リンドグレーン 作 岩波書店 949
ペニーさん マリー・ホール・エッツ 作・絵 徳間書店



かあさんのいす ベラ　Ｂ．ウィリアムズ 作・絵 あかね書房 933
お誕生日はおおさわぎ！！ ヤノッシュ 絵と文 きんのくわがた社
それほんとう？ 松岡 享子 さく 福音館書店 913
フレディ ディートロフ・ライヒェ 作 旺文社 943
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 281
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 281
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 281
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 281
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 281
うみぼうやとかぜばんば 山下 明生 作 のら書店 913
庭の１年 たかはし きよし 絵・文 偕成社 460
くらべてみよう１００年前と　１ 本間 昇 編 岩崎書店 210
くらべてみよう１００年前と　２ 本間 昇 編 岩崎書店 210
くらべてみよう１００年前と　３ 本間 昇 編・著 岩崎書店 210
くらべてみよう１００年前と　４ 本間 昇 編・著 岩崎書店 210
くらべてみよう１００年前と　５ 本間 昇 編・著 岩崎書店 210
ピカソとあそぼう！ ピカソ 〔画〕 ブロンズ新社 723
日本の恐竜 長谷川 善和 文 福音館書店 457
シャガールとあそぼう！ シャガール 〔画〕 ブロンズ新社 723
恐竜たんけん図鑑 松岡 達英 作 岩崎書店 457
ほんとにほんとにほしいもの ベラ　Ｂ．ウィリアムズ 作絵 あかね書房
お母さんが話してくれた生命の歴史　１ 柳沢 桂子 文 岩波書店 467
お母さんが話してくれた生命の歴史　２ 柳沢 桂子 文 岩波書店 467
お母さんが話してくれた生命の歴史　３ 柳沢 桂子 文 岩波書店 467
お母さんが話してくれた生命の歴史　４ 柳沢 桂子 文 岩波書店 467
ヒトは宇宙で進化する 三井 いわね 著 ポプラ社 498
すごい！びっくり！動物のふしぎパワー 今泉 忠明 著 世界文化社 480
ゲームでおぼえるはじめての英語　１ 松崎　博 ポプラ社 830
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 949
たかたか山のたかちゃん 中川 李枝子 さく のら書店 913
ともだちがいっぱい 灰谷 健次郎 文 のら書店 913
やっかいなおくりもの いとう ひろし さく 徳間書店 913
ゲームでおぼえるはじめての英語　３ 松崎　博 ポプラ社 830
クリスマス・みんなで飾る 上村 浩子 編著 星の環会 376
おばけ桃の冒険 ロアルド・ダール作 評論社 933
花をかう日 あまん きみこ 作 ポプラ社 913
夢につばさを こやま 峰子 作 金の星社 913
ゆめくい小人 ミヒャエル＝エンデ 作 偕成社
マチルダはちいさな大天才 ロアルド・ダール 作 評論社 933
赤い鳥名作童話　５ 赤い鳥の会 編 小峰書店 913
古城の幽霊ボガート スーザン・クーパー 作 岩波書店 933
歯みがきつくって億万長者 ジーン・メリル 作 偕成社 933
ライオンとやぎ ユネスコ・アジア文化センター 編こぐま社 929
とうふこぞう 〔せな けいこ 作〕 童心社
どうぐのおばけ せな けいこ 〔作〕 童心社 913
くずかごおばけ せな けいこ 〔絵〕 童心社 913
一年中ワクワクしてた ロアルド・ダール 作 評論社 934
きれいだねアゲハチョウ 蛭川 憲男 ぶん・しゃしん 大日本図書 486
アメリア・イヤハート リチャード・テームズ 著 国土社 289
ピエロおじさんとあ・そ・ぼ 宮川 ひろ 作 ポプラ社 913
ネス湖の怪獣とボガート スーザン・クーパー 作 岩波書店 933
かっぱ・かぞえうた せがわ やすお 〔著〕 福音館書店
３びきのコブタ Ｊｏｓｅｐｈ　Ｊａｃｏｂｓ 再話 ラボ教育センター
Ｏｌｌｅ’ｓ　ｓｋｉ　ｔｒｉｐ Ｅｌｓａ　Ｂｅｓｋｏｗ 〔著〕 ラボ教育センター
だるまちゃんとかみなりちゃん 加古 里子 作・絵 ラボ教育センター
にぎやかなおけいこ いとう ひろし さく 徳間書店 913
ごきげんなすてご いとう ひろし さく 徳間書店 91
世界のあいさつ 長 新太 さく 福音館書店 385
世界のおまつり アナベル・キンダスリー 文 ほるぷ出版 386



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 367
オリーブかあさんのフィリピン民話 野村 敬子 編著 星の環会 929
チュ・ママの台湾民話 野村 敬子 編著 星の環会 923
たくさんのお月さま ジェームズ・サーバー 文 徳間書店
キムさんの韓国民話 野村 敬子 編 星の環会 929
ネルソン・マンデラ リチャード・テームズ 著 国土社 289
エジプトのミイラ アリキ 文と絵 あすなろ書房 242
せかいのひとびと ピーター・スピアー えとぶん 評論社
お宝盗難事件 那須 正幹 作 ＰＨＰ研究所 913
千年ぎつねの春夏コレクション 斉藤 洋 作 佼成出版社 913
どうぶつはやくちあいうえお きしだ えりこ 作 のら書店 911
ぶたたぬききつねねこ 馬場 のぼる 著 こぐま社
道ばたの四季 高橋 清 え 福音館書店 462
つくし 甲斐 信枝 さく 福音館書店
からだのふしぎしつもんばこ７ すがわら けいこ 絵 学研 491
ふしぎなえ 安野 光雅 さく 福音館書店 913
手作りおもちゃ箱　３ 木村 裕一 作 ほるぷ出版 750
ヒッコリーの　きのみ 香山 美子 作 ひさかたチャイルド 913
あたまのなかのふしぎ すがわら けいこ 絵 学研 491
星空の話 関口 シュン ぶん え 福音館書店 443
暖かい地球と寒い地球 北村 晃寿 文 福音館書店 450
おおかみと七ひきの子やぎ グリム さく 集英社 943
手ぶくろを買いに 新美 南吉 作 偕成社 913
ばけものづかい せな けいこ ・さく 童心社 913
せかいでいちばんおりこうないぬ アニタ・ジェラーム さく・え 国土社 933
ゆうれいのたまご せな けいこ 〔作〕 童心社
かみなりのおやこ せな けいこ 〔作〕 童心社 913
手作りおもちゃ箱　１ 木村 裕一 作 ほるぷ出版 750
葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア 作 童話屋 933
はとくちのふしぎ すがわら けいこ 絵 学研 491
どうぞのいす 香山 美子 作 ひさかたチャイルド 913
あらどこだ 神沢 利子 詩 国土社 911
山や林の草花 萩原 信介 ぶん 福音館書店 470
星のひとみ トペリウス さく 集英社 993
長ぐつをはいたねこ ペロー さく 集英社 953
ハム太郎のとっとこえほんでちゅ　１ 河井 リツ子 作 小学館 913
とっとこハム太郎　２ 河井 リツ子 著 小学館 913
ねずみのなるき さとう わきこ 作・絵 フレーベル館
だれか、そいつをつかまえろ！ ピーター・アーマー さく ＢＬ出版 933
しりとりのだいすきなおうさま 中村 翔子 作 鈴木出版 913
がたたん　たん やすい すえこ 作 ひさかたチャイルド 913
サンタのなつやすみ レイモンド・ブリッグズ さく あすなろ書房 933
くるみわり人形 Ｅ・Ｔ・ホフマン さく 集英社 943
ちとしんぞうのふしぎ すがわら けいこ 絵 学研 491
うんこ みやにし たつや 作絵 鈴木出版
ぼくのロボット大旅行 松岡 達英 さく 福音館書店 298
宇宙 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 440
海辺のずかん 松岡 達英 さく 福音館書店 481
昆虫　２ 得田 之久 ぶん え 福音館書店 486
宇宙探検 ピーター・ボンド 福音館書店 440
お父さんの技術が日本を作った！ 茂木 宏子 著 小学館 502
お父さんの技術が日本を作った！　２ 茂木 宏子 著 小学館 502
夢をかなえるエンジニア 茂木 宏子 著 小学館 502
口で歩く 丘 修三 作 小峰書店 913
グラタンコロッケ大へんしん 西野 陽子 作 国土社 913
赤ちゃんはどこから生まれるか 那須 正幹 作 国土社 913
映画ドラえもん感動名作選 小学館 778
映画ドラえもんのび太の太陽王伝説ＦＩＬＭ　ＳＴＯＲＹ　ＢＯＯＫ 小学館 778
ドキドキ 天使の心理テスト なまためひろみ　作　ムツキツム　絵　　ポプラ社 140



きみにもできる国際交流　１ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　３ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　４ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　５ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　６ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　８ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　９ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　１０ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　１２ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　１３ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　１４ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　１５ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　１６ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　１７ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　１８ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　１９ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　２１ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　２２ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　２３ 偕成社 290
きみにもできる国際交流　２４ 偕成社 290
銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 岩崎書店 913
注文の多い料理店 宮沢賢治 岩崎書店 913
なめとこ山のくま 宮沢賢治 岩崎書店 913
総合百科事典ポプラディア１ 坂井宏先 ポプラ社 31
総合百科事典ポプラディア２ 坂井宏先 ポプラ社 31
総合百科事典ポプラディア３ 坂井宏先 ポプラ社 31
総合百科事典ポプラディア４ 坂井宏先 ポプラ社 31
総合百科事典ポプラディア５ 坂井宏先 ポプラ社 31
総合百科事典ポプラディア６ 坂井宏先 ポプラ社 31
総合百科事典ポプラディア７ 坂井宏先 ポプラ社 31
総合百科事典ポプラディア８ 坂井宏先 ポプラ社 31
総合百科事典ポプラディア９ 坂井宏先 ポプラ社 31
総合百科事典ポプラディア１０ 坂井宏先 ポプラ社 31
総合百科事典ポプラディア１１ 坂井宏先 ポプラ社 31
総合百科事典ポプラディア１２ 坂井宏先 ポプラ社 31
学ぶ力をそだてる〈新〉図書館シリーズ１ 笠原良郎 ポプラ社 10
学ぶ力をそだてる〈新〉図書館シリーズ２ 山崎哲男 ポプラ社 10
学ぶ力をそだてる〈新〉図書館シリーズ３ 紺野順子 ポプラ社 10
学ぶ力をそだてる〈新〉図書館シリーズ４ 依田逸夫 ポプラ社 10
学ぶ力をそだてる〈新〉図書館シリーズ５ 笠原良郎 ポプラ社 10
学ぶ力をそだてる〈新〉図書館シリーズ６ 水野寿美子 ポプラ社 10
ぜったいに飼ってはいけないアライグマ さとう まきこ 著 理論社 914
うみぼうやとうみぼうず 山下 明生 著 のら書店 913
種まく子供たち 佐藤 律子 編 ポプラ社 916
世界のむかしばなし 瀬田 貞二 訳 のら書店 388
ダイオキシンの夏 蓮見 けい 原作 岩崎書店 913
オ・ヤサシ巨人ＢＦＧ ロアルド・ダール 作 評論社 933
筆箱の中の暗闇 那須 正幹 作 偕成社 913
マックスのどろぼう修行 斉藤 洋 作 理論社 913
おおきなねこのクロとちいさなねこのシロ にしまき かやこ 作 偕成社 913
日本のむかしばなし 瀬田 貞二 文 のら書店 388
フレディ２ ディートロフ・ライヒェ 作 旺文社 943
ヘンリー・シュガーのわくわくする話 ロアルド・ダール 評論社 933
ぼくらは世界一の名コンビ！ ロアルド・ダール 評論社 933
プカプカチョコレー島 原 ゆたか 著 あかね書房 913
こぎつねルーファスのぼうけん アリソン・アトリー 作 岩波書店 933
手作りおもちゃ箱　１ 木村 裕一 作 ほるぷ出版 750
手作りおもちゃ箱　２ 木村 裕一 作 ほるぷ出版 750
手作りおもちゃ箱　３ 木村 裕一 作 ほるぷ出版 750



なぞなぞえほん２のまき 中川 李枝子 さく 福音館書店
ねこはしる 工藤 直子 作 童話屋 911
ゴリラはごりら くどう なおこ 詩 童話屋 911
お母さんの手、だいすき！ 長塚麻衣子 中央法規 916
女の子はサンタクロースになれないの？ エルフィー・ドネリ 作 国土社 943
たんてい気分で妖怪と 斉藤 洋 作 フレーベル館 913
スクランブル・マインド キャロル・マタス 作 あかね書房 933
ふうちゃんの詩 金子 みすゞ 詩 ＪＵＬＡ出版局
大五郎は天使のはねをつけた 大谷淳子 旺文社 916
三びきのやぎのがらがらどん Ｍａｒｃｉａ　Ｂｒｏｗｎ 絵・再話 ラボ教育センター
てぶくろ エフゲーニー・Ｍ・ラチョフ 絵 ラボ教育センター
ガンピーさんのふなあそび Ｊｏｈｎ　Ｂｕｒｎｉｎｇｈａｍ 〔著〕 〔ラボ教育センター〕
はるかぜとぷう 小野 かおる 作・絵 ラボ教育センター
かぶ 斎藤 君子 再話 ラボ教育センター
みんなのボランティア大百科 フレーベル館 369
クリスマスのおきゃくさま ダイアナ・ヘンドリー 文 徳間書店
かえでがおか農場のいちねん アリス・プロベンセン さく ほるぷ出版
恐竜トリケラトプスとティラノサウルス 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店
校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培１６ 七尾 純 構成・文 国土社 657
どんぐり こうや すすむ さく 福音館書店 657
どんぐりかいぎ こうや すすむ 文 福音館書店 468
きみもできるＭｒ．マリックの超魔術２ Ｍｒ．マリック 〔著〕 汐文社 779
きみもできるＭｒ．マリックの超魔術３ Ｍｒ．マリック 〔著〕 汐文社 779
きみもできるＭｒ．マリックの超魔術４ Ｍｒ．マリック 〔著〕 汐文社 779
あたまのよくなる小学生のパズル 岡田 康彦 著 有紀書房 798
もっと知ろうよ！ハングル２ 金 順玉 文 汐文社 829
もっと知ろうよ！ハングル３ 金 順玉 文 汐文社 829
ゲームでおぼえるはじめての英語２ 松崎　博　著 ポプラ社 830
ぼくのわたしのすいぞくかん 小宮 輝之 文 福音館書店 666
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
世界のあいさつ 長 新太 さく 福音館書店 385
なぜなにきょうりゅう 世界文化社 457
なぜなにどうぶつ 世界文化社 480
つくってみたいなはじめてのりょうり１ 学研 596
つくってみたいなはじめてのりょうり２ 学研 596
つくってみたいなはじめてのりょうり３ 学研 596
こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール 文 福音館書店 645
正しい暮し方読本 五味 太郎 作 福音館書店 913
あそびのずかん１ 竹井 史郎 作 あかね書房 781
ゆらは１１ばんめ わたり むつこ 作 学研 913
森のせんたくやさんあなぐまモンタン 茂市 久美子 作 学研 913
オバケちゃん 松谷 みよ子 作 講談社 913
オバケちゃんといそがしおばさん 松谷 みよ子 作 講談社 913
オバケちゃんとおこりんぼママ 松谷 みよ子 作 講談社 913
オバケちゃん学校へいく 松谷 みよ子 作 講談社 913
学校おばけのおひっこし 松谷 みよ子 作 講談社 913
ひだまり村のあなぐまモンタン 茂市 久美子 作 学研 913
クジラのハンフリー ウェンディ＝トクダ 作 国土社 933
おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》７ フレーベル館 486
にじ さくらい じゅんじ 文 福音館書店 451
はながさいたら 菅原 久夫 ぶん 福音館書店 471
トマトのひみつ 山口 進 文・写真 福音館書店 479
ふゆめがっしょうだん 富成 忠夫 写真 福音館書店 471
雪の上のなぞのあしあと あべ 弘士 さく 福音館書店 480
ぼくはぞうだ 五味 太郎 さく 福音館書店 489
かんがえるカエルくん いわむら かずお 作 福音館書店 913
まだかんがえるカエルくん いわむら かずお 作 福音館書店 913
フランシスのいえで リリアン・ホーバン 好学社 933
フィリピンの民話 野村敬子　編 星の環会 929



語りおじさんのベトナム民話 坂入 政生 編・語り 星の環会 929
語りおばさんのインドネシア民話 杉浦 邦子 編・語り 星の環会 929
いっしょにつくろう 高田 千鶴子 〔ほか〕製作 福音館書店 759
なぜなにこんちゅう 世界文化社 486
ポプラこどもずかん１ ポプラ社 486
どうぶつえん物語 あべ 弘士 作 絵本館 913
ねむいねむいねずみのクリスマス 佐々木 マキ 作・絵 ＰＨＰ研究所
にじいろのさかなしましまをたすける！ マーカス・フィスター 作 講談社 933
海べのあさ ロバート・マックロスキー 文・絵 岩波書店
ハーモニカのめいじんレンティル ロバート・マックロスキー ぶんとえ国土社
海辺のともだち 松岡 達英 構成 偕成社
コーギビルのゆうかい事件 ターシャ・テューダー 絵・文 メディアファクトリー
木を植えた男 ジャン・ジオノ 原作 あすなろ書房 953
まほうつかいのノナばあさん トミー・デ・パオラ　文・絵 ほるぷ出版
ぞうのホートンたまごをかえす ドクター＝スース さく・え 偕成社
まんがで学ぶＮＨＫ世界四大文明 ＮＨＫスペシャル「四大プロジェクト」　編日本放送出版協会 209
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 486
ことばあそび 五味太郎 岩崎書店 807
安宅の関 今西祐行　文 偕成社 913
武蔵坊弁慶 今西祐行　文 偕成社 913
ひよどりごえ 今西祐行　文 偕成社 913
屋島のたたかい 今西祐行　文 偕成社 913
壇の浦のたたかい 今西祐行　文 偕成社 913
静御前 今西祐行　文 偕成社 913
うたいましょうおどりましょう ベラ　Ｂ．ウィリアムズ 作・絵 あかね書房
いちばんやさしいあやとり 成美堂出版編集部 編 成美堂出版 798
おりがみ全書 おりがみの会 編 有紀書房 754
さる・るるる 五味太郎 絵本館
さる・るるる　ｏｎｅ　ｍｏｒｅ 五味 太郎 作 絵本館 913
いっぽんばしわたる 五味太郎 絵本館 913
いっぽんばしわたるｏｎｅ　ｍｏｒｅ 五味 太郎 作 絵本館 913
ゆびのからくり 鈴木賀津乃　著 星の環会 594
よくとぶ飛行おりがみ３１選 中村榮志　著 東京書店 754
おはなしのろうそく３ 東京子ども図書館　編 東京子ども図書館 908
おはなしのろうそく４ 東京子ども図書館　編 東京子ども図書館図書館 908
おはなしのろうそく５ 東京子ども図書館　編 東京子ども図書館 908
おはなしのろうそく５ 東京子ども図書館　編 東京子ども図書館 908
雪の夜に語りつぐ 笠原 政雄 語り 福音館書店 388
どんぐりと山ねこ 宮沢賢治　著 岩崎書店 913
にんげんだもの 相田みつを 文化出版局 728
雨のひには・・・・・・ 相田みつを 文化出版 728
じぶんの花を 相田みつを 文化出版 728
しあわせはいつも 相田みつを　著 文化出版 728
おおきな木 シエル・シルバスタイン　作 篠崎書林
ロシアの昔話 内田莉沙子　編 福音館書店 983
いたずらきかんしゃ　ちゅうちゅう バージニア・リー・バートン　文 ラボ教育センター
うみのがくたい 大塚勇三　作 ラボ教育センター
スーホの白い馬 大塚勇三　再話 ラボ教育センター
マザーグースと遊ぶ本 ラボ教育センター　編著 ラボ教育センター 830
英語のあそびうた ラボ教育センター　編著 ラボ教育センター 830
巌窟王 アレクサンドル＝デュマ 〔著〕 講談社 953
三銃士 アレクサンドル＝デュマ 〔著〕 講談社 953
父は空　母は大地 寮　美千子　編訳 パロル舎 316
人権の絵本３ 喜多明人　文 大月書店 316
ぼくってだれ 依田 省吾 作 岩崎書店 367
おばあちゃんのさがしもの おち とよこ 文 岩崎書店 913
名優犬トリス 山田 三千代 作 ハート出版 913
ともだちくるかな 内田 麟太郎 作 偕成社 913
とおる もりやま みやこ さく ポプラ社 913



かえるくんはかえるくん マックス・ベルジュイス 文と絵 セーラー出版 993
かえるくんたびにでる マックス・ベルジュイス 文と絵 セーラー出版 993
かえるくんととりのうた マックス・ベルジュイス 文と絵 セーラー出版 993
すごいぞかえるくん マックス・ベルジュイス 文と絵 セーラー出版 993
げんきをだしてねかえるくん マックス・ベルジュイス 文と絵 セーラー出版 993
かえるくんのこわい夜 マックス・ベルジュイス 文と絵 セーラー出版 993
ことばあそびえほん 石津 ちひろ 文 のら書店
どんぐりっとのコンサート 志茂田 景樹 作 ポプラ社 913
どんなにきみがすきだかあててごらん サム・マクブラットニィ ぶん 評論社 933
こねこのぴっち ハンス・フィッシャー 文　絵 岩波書店
キツネとのやくそく 立松 和平 文 河出書房新社 913
おっぱい みやにし たつや 作・絵 鈴木出版 913
ペチューニアごようじん ロジャー・デュボワザン 作 富山房
なんでもしゅうりいたします ラーシュ・クリンティング 作 偕成社
ラン　パン　パン マギー・ダフ さいわ 評論社 388
ありこのおつかい 石井 桃子 さく 福音館書店 913
しろくまくん　なにがきこえる？ エリック＝カール え 偕成社 933
かぞえうたのほん 岸田 衿子 作 福音館書店
マーシャとくま Ｅ・ラチョフ え 福音館書店 983
実物大はじめてのおりがみ 世界文化社 754
スニッピーとスナッピー ワンダ・ガアグ ぶん え あすなろ書房 933
ゆうかんなヒツジかい デビ・グリオリ さく 評論社 933
ねずみのティモシー マルチーヌ＝ブラン 作・絵 偕成社 953
ごきげんならいおん ルイーズ・ファティオ ぶん 福音館書店 933
チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ ぶん・え福音館書店 933
がたごとがたごと 内田 麟太郎 文 童心社 913
もうぜったいうさちゃんってよばないで Ｇ．ソロタレフ さく・え リブリオ出版
はなをくんくん ルース・クラウス ぶん 福音館書店 933
サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー 文 絵 岩波書店
おじいちゃん ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 933
こぐまくんのハーモニカ ジョン・セバスチャン 作 リブリオ出版 933
うんがにおちたうし フィリス・クラシロフスキー 作 ポプラ社 949
まじょとねこどんほうきでゆくよ ジュリア・ドナルドソン ぶん 評論社 933
ほねのふしぎ すがわら けいこ 絵 学研 491
ごめんねともだち 内田 麟太郎 作 偕成社 913
もののかぞえ方絵事典 村越正則監修 PHP研究所 815
ヒマワリ 小野 隆 構成・文 あかね書房 479
どうぶつなんびき？ はた こうしろう 作・絵 ポプラ社 913
あやちゃんのうまれたひ 浜田 桂子 さく・え 福音館書店
うみべのハリー ジーン・ジオン ぶん 福音館書店 933
きつねのホイティ シビル・ウェッタシンハ さく 福音館書店 929
わらのうし 内田 莉莎子 文 福音館書店 983
たねのずかん 古矢一穂　ぶん　高森 登志夫 え福音館書店 471
ちいさいしょうぼうじどうしゃ ロイス・レンスキー ぶん・え 福音館書店 933
ふくろうのそめものや 山口 マオ 絵 鈴木出版
はなのすきなうし マンロー・リーフ おはなし 岩波書店
はなのすきなうし マンロー・リーフ おはなし 岩波書店
ふしぎなたいこ 石井 桃子 ぶん 岩波書店 913
ものぐさトミー ペーン・デュボア 文・絵 岩波書店 933
あしたもともだち 内田 麟太郎 作 偕成社 913
スニッピーとスナッピー ワンダ・ガアグ ぶん え あすなろ書房 933
ママ、わすれてるじゃない エイミー・ヘスト ぶん 評論社 933
こぐまくんのハーモニカ ジョン・セバスチャン 作 リブリオ出版 933
がちょうのペチューニア ロジャー・デュボワザン 作 富山房
おばあさんのすぷーん 神沢 利子 さく 福音館書店 913
やまんばやかたたんけんします！ ごとう りゅうじ さく ポプラ社 913
ルピナスさん バーバラ・クーニー さく ほるぷ出版 933
まあちゃんのながいかみ たかどの ほうこ さく 福音館書店 913
あつさのせい？ スズキ コージ 作 福音館書店 913



きょだいなきょだいな 長谷川 摂子 作 福音館書店 913
おっとせいおんど 神沢 利子 文 福音館書店 913
ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン さく ほるぷ出版
しりっぽおばけ ジョアンナ・ガルドン 再話 ほるぷ出版
あくび 中川 ひろたか 文 文渓堂 913
ちいさなもみのき マーガレット・ワイズ・ブラウン さく福音館書店
まちんと 松谷 みよ子 文 偕成社 913
まわるまわる みやにし たつや 作・絵 鈴木出版 913
ブルーベリーもりでのプッテのぼうけん エルサ・ベスコフ さく・え 福音館書店 949
もりのこびとたち エルサ・ベスコフ さく・え 福音館書店 949
１００まんびきのねこ ワンダ・ガアグ ぶん　え 福音館書店 933
はたらくじどうしゃ１ 城谷 英男 作 岩崎書店 913
はたらくじどうしゃ２ 城谷 英男 作 岩崎書店 913
はたらくじどうしゃ３ 城谷 英男 作 岩崎書店 913
いつでもふたり カレン・ウォーラス ぶん 評論社 933
カエルくんのおひるね 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 913
わたしゃほんとにうんがいい せな けいこ 文・絵 鈴木出版 388
どきっ！恋するってこんなこと みやにし たつや 作・絵 岩崎書店 913
あんたがたどこさ ましま せつこ 絵 こぐま社 913
げんきなやさいたち 小田 まゆみ 作 こぐま社 913
ライオンのかくれんぼ やすい すえこ 作 ひかりのくに 913
はらぺこおおかみとぶたのまち 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 913
ボルカ ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 933
いつもちこくのおとこのこ ジョン・バーニンガム さく あかね書房 933
きょうはみんなでクマがりだ マイケル・ローゼン 再話 評論社 933
にんきものずかん 近藤 薫美子 作・絵 ＢＬ出版 913
ノガモのうた 木島 始 文 ほるぷ出版 913
かえるくんとたびのねずみ マックス・ベルジュイス 文と絵 セーラー出版
たからばこ もりやま みやこ さく ポプラ社 913
いっすんぼうし いしい ももこ ぶん 福音館書店 388
ぐりとぐらの１ねんかん なかがわ りえこ 作 福音館書店 913
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 933
ぼくのおにいちゃん 星川 ひろ子 写真文 小学館 913
ともだち、なんだもん！ ジャネル・キャノン 作 ブックローン出版 933
もりのひなまつり こいで やすこ さく 福音館書店 913
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 943
たそがれはだれがつくるの バーバラ・バーガー さく 偕成社
よかったねネッドくん レミー・シャーリップ さく 偕成社
おおきなオムレツ もりやま みやこ さく ポプラ社 913
へびくんのおさんぽ いとう ひろし 作・絵 鈴木出版
ドアがあいて… エルンスト・ヤンドゥル 作 ほるぷ出版
おまたせクッキー パット＝ハッチンス さく 偕成社
うみだよざっぶーん！ こわせ たまみ さく ＰＨＰ研究所 913
とりかえっこ さとう わきこ 作 ポプラ社 913
木はいいなあ ユードリイ 作 偕成社
ちいさいきかんしゃ ロイス・レンスキー ぶん・え 福音館書店
はたらきもののじょせつしゃけいてぃー ばーじにあ・りー・ばーとん ぶんとえ福音館書店
ぼくたちおやこはだいくさん アンネ・マール 文 徳間書店
ものしりプクイチ たかどの ほうこ 作 教育画劇 913
うちへおいで もりやま みやこ さく ポプラ社 913
とのさまサンタ 本田 カヨ子 ぶん リブリオ出版 913
月へミルクをとりにいったねこ アルフレッド・スメードベルイ 作 福音館書店
かかしのペーター バーナデット 文と絵 西村書店
ねずみくんとホットケーキ なかえ よしを 作 ポプラ社 913
はけたよはけたよ 神沢利子ぶん 偕成社 913
ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガムさく ほるぷ出版
ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ作 冨山房
だってだってのおばあさん 佐野洋子作・絵 フレーベル館
ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 913



のろまなローラー 小出 正吾 さく 福音館書店 913
まあちゃんのながいかみ たかどの ほうこ さく 福音館書店 913
おじいちゃんは１０６さい 松田 もとこ 作 ポプラ社 913
ポプラこどもずかん９ ポプラ社 556
ポプラこどもずかん６ ポプラ社 536
どうぶつえんとすいぞくかん ポプラ社 480
かう　いきもの ポプラ社 645
くさばなと木 ポプラ社 470
水のいきもの ポプラ社 481
わたし 谷川 俊太郎 ぶん 福音館書店 361
くまのこまこちゃん 神沢 利子 さく のら書店 913
ぞうのみずあそび いとう ひろし 作 絵本館 913
あな 谷川 俊太郎 作 福音館書店 913
かしこいビル ウィリアム・ニコルソン さく ペンギン社 933
くだもの 平山 和子 さく 福音館書店 913
かぜのこもりうた くどう なおこ 詩 童話屋 913
六にんぐみせかいあるき グリム 〔原作〕 教育画劇 943
ねずみくんとゆきだるま なかえ よしを 作 ポプラ社 913
さんまいのおふだ 水沢 謙一 再話 福音館書店 388
こねこのぴっち ハンス・フイッシャー おはなしとえ岩波書店 943
なぜなにとり 世界文化社 488
ティッチ パット・ハッチンス さく・え 福音館書店 933
うさぎのなぞなぞ屋 さとう まきこ 作 教育画劇 913
オバケちゃんとむわむわむう 松谷 みよ子 作 講談社 913
ラン　パン　パン マギー・ダフ さいわ 評論社 388
だいかいじゅうオニイタイジ いとう ひろし 作 ポプラ社 913
それいけ！パンダのぱんたろう 川北 亮司 作 金の星社 913
ミミズのかけざん 小山 勇 作 教育画劇 913
うしろにいるのはだあれだ 五味太郎　作 絵本館 913
くまさんホームラン！ 五味太郎　作 絵本館 913
おばさんのごちそう 五味太郎　作 絵本館 913
みんながおしえてくれました 五味太郎　作 絵本館 913
はやくあいたいな 五味太郎　作 絵本館 913
ある朝ジジ・ジャン・ボウはおったまげた ひらいたかこ 絵本館 913
おさるはおさる いとう ひろし 作・絵 講談社 913
おさるのはまべ いとう ひろし 作・絵 講談社 913
おさるになるひ いとう ひろし 作・絵 講談社 913
オバケちゃんアカオニにあう 松谷 みよ子 作 講談社 913
おふろかいじゅうカルルス 斉藤 洋 作 講談社 913
にんじゃごっこ 梅田 俊作 作 岩崎書店 913
タテゴトアザラシのおやこ 結城モイラ 文　福田 幸広 写真 ポプラ社 489
カングル・ワングルのぼうし ヘレン・オクセンバリー絵 ほるぷ出版
ヘルガの持参金 トミー・デ・パオラ作 ほるぷ出版
はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン作 ペンギン社
はちうえはぼくにまかせて ジーン・ジオン作 ペンギン社
いろいろへんないろのはじまり アーノルド・ローベル作 冨山房
海は広いね、おじいちゃん 五味太郎 絵本館 913
おりょうりとうさん さとう・わきこ フレーベル館 913
ぼくにげちゃうよ マーガレット・Ｗ・ブラウン文 ほるぷ出版
にぐるまひいて ドナルド・ホール文 ほるぷ出版
こわーいはなし せな けいこ 作・絵 鈴木出版 913
あたごの浦 脇 和子 再話 福音館書店 388
まんげつのよるまでまちなさい マーガレット・Ｗ・ブラウン作 ペンギン社
くれよんのはなし ドン・フリーマン作 ほるぷ出版
がまんだがまんだうんちっち 梅田俊作作・絵 岩崎書店 913
おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにし たつや 作・絵 鈴木出版 913
うみのむこうは 五味太郎 絵本館
ぼちぼちいこか マイク・セイラー作 偕成社
もう、なかない 丘 修三 作 教育画劇 913



絵本ＡＢＣ 五味太郎作 岩崎書店
変なお茶会 佐々木マキ 絵本館 913
忍たま乱太郎かっこいい？とうちゃんの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎きょうふのどうぐいいんの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎足おとたてるな！の段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎きり丸・しんベエをたすけだせ！の段尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎きけんなえんそく？の段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎しんベエのパパさんをたすけろ！の段尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎宝の地図のひみつの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎けんじゅつつかいうんこくさいの段尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎三にんぐみいかる！！の段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎三にんぐみつかまる！の段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎へんそうだいすき？の段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎やっぱりまいご？の段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
こぎつねキッペのはるのうた 今村 葦子 作 ポプラ社 913
こぶたシンデレラ 末吉 暁子 作 ポプラ社 913
あおむしのへんしん 太田 英博 さく 大日本図書 486
おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ さく・え福音館書店 933
さる☆るるるＳｐｅｃｉａｌ 五味 太郎 作 絵本館 913
は　は　はるだよ 与田 準一 詩 金の星社 911
クリスマスにほしいもの 星野 はしる 作 ひさかたチャイルド 913
こぐまをあらう雨 松居 友 作 国土社 913
クリスマスの夜はしずかにね！ ジュリー・サイクス 作 文渓堂 933
サンタクロースはおおいそがし しのざき みつお さく 草土文化 913
わすれないでねサンタクロース バージニア・マヨ 作・絵 金の星社 933
ワニのライルのクリスマス Ｂ・ウェーバー さく 大日本図書 933
ゆきのひ エズラ＝ジャック＝キーツ ぶん・え偕成社 933
ゆき ユリ・シュルヴィッツ 作 あすなろ書房 933
きのいいサンタ さとう わきこ 作 絵 金の星社 913
こねことサンタクロース ユッタ・ゴアシリューター 文 ひくまの出版 943
りんごがドスーン 多田ヒロシ 文研出版 913
きりのなかのはりねずみ ノルシュテイン 作 福音館書店 983
ほしとたんぽぽ 金子みすず　詩 ＪＵＬＡ出版局 911
大きな大きなワニのはなし ロアルド・ダール 評論社 933
なぜなにしょくぶつ 世界文化社 470
なぜなにさかな 世界文化社 487
おさるになるひ いとう ひろし 作・絵 講談社 913
きょうりゅう一ぴきください 竹下 文子 文 偕成社 913
カメヤマカメタの一がっき ふなざき よしひこ さく 草土文化 913
ながぐつをはいたどろぼうねこ 末吉 暁子 作 ポプラ社 913
こまったこまったサンタクロース マシュー・プライス ぶん ほるぷ出版
国旗のずかん 斎藤 毅 監修 偕成社 288
実物大あそべるおりがみ 世界文化社 754
てじなでだましっこ 佐伯 俊男 さく 福音館書店
しんぶんしでつくろう よしだ きみまろ さく 福音館書店
うごかしてあそぼうおりがみのほん 笠原 邦彦 企画・作図 福音館書店
やさいでぺったん よしだ きみまろ さく 福音館書店
かみひこうき 小林 実 ぶん 福音館書店
ほね 堀内 誠一 さく 福音館書店
おなら 長 新太 さく 福音館書店 491
たんぽぽ 平山 和子 ぶん・え 福音館書店
たんぽぽ 平山 和子 ぶん・え 福音館書店
かぶとむしはどこ？ 松岡 達英 さく 福音館書店 486
たべられるしょくぶつ 森谷 憲 ぶん 福音館書店 479
あそびのずかん２じゃんけんあそび 竹井 史郎 作 あかね書房 781
タンポポのたびだち 太田 英博 さく 大日本図書 913
忍たま乱太郎にんじゅつ学園大うんどう会の段尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎ヘムヘムのひみつの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
かっぱのてがみ さねとう あきら 文 教育画劇 388



ねずみのよめいり 岩崎 京子 文 教育画劇 388
たからげた 香山 美子 文 教育画劇 388
はなたれこぞうさま 川村 たかし 文 教育画劇 388
かぐやひめ 岩崎 京子 文 教育画劇 388
かさぶたくん やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 491
ざりがに 吉崎 正巳 ぶん・え 福音館書店 485
忍たま乱太郎あひるさんをとりかえせ！の段尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎ドクたまあらわる！の段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
２度楽しめるおりがみ百科 高木　智　著 日本文芸社 754
とべないホタル 小沢昭巳 ハート出版 913
ぼくと兄ちゃんの大旅行 岡田 ゆたか 文 童心社 913
ころがりおちた神さま 岡 信子 作 旺文社 913
ぼくってだれ 依田 省吾 作 岩崎書店 367
バンザイ！なかやまくん 太田 京子 作 草炎社 913
忍たま乱太郎ともみとユキが大げんかの段尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
１ねん１くみ１とうしょう 後藤 竜二 作 ポプラ社 913
ぼくのわがまま電池 大塚 菜生 作 岩崎書店 913
パディントンのかいもの マイケル・ボンド さく 偕成社 933
日本むかしばなし２ 寺村 輝夫 文 あかね書房 388
日本むかしばなし３ 寺村 輝夫 文 あかね書房 388
アラビアンナイト 西山敏夫 偕成社 388
ちいさなふるいじどうしゃ マリー・ホール・エッツ 作 富山房 933
ババールとりのしまへ ロラン・ド・ブリュノフ さく 評論社 953
ビーバー 田中 節子 文 ブックローン出版 489
おひめさまがっこうへいく まだらめ 三保 さく ポプラ社 913
バンセスのともだち ヤン・モーエセン 作・絵 フレーベル館 9149
くまのパディントン マイケル・ボンド さく 偕成社 933
少女探偵事件ファイル 砂田 弘 作 岩崎書店 913
二宮金次郎 木暮 正夫 文 ポプラ社 289
パディントンサーカスへ マイケル・ボンド さく 偕成社 933
花ものがたり　秋 立原 えりか 文 小学館 913
花ものがたり　夏 立原 えりか 文 小学館 913
花ものがたり　春 立原 えりか 文 小学館 913
アルセーヌ・ルパン名作集１ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 953
アルセーヌ・ルパン名作集２ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 953
アルセーヌ・ルパン名作集３ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 953
アルセーヌ・ルパン名作集４ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 953
アルセーヌ・ルパン名作集６ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 953
アルセーヌ・ルパン名作集７ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 953
アルセーヌ・ルパン名作集８ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 953
アルセーヌ・ルパン名作集９ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 953
アルセーヌ・ルパン名作集１０ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 953
森よ生き返れ 宮脇 昭 著 大日本図書 916
チロと秘密の男の子 河原 潤子 作 あかね書房 913
星の王子さま サン＝テグジュペリ 作 岩波書店 953
森のスケーターヤマネ 湊 秋作 著 文研出版 489
サンタ・クルスへの長い旅 ミヒャエル・エンデ 文 岩波書店 943
密室小学校 深沢美潮 ジャイブ 913
ソリちゃんのチュソク イ オクベ 絵と文 セーラー出版 929
ソリちゃんのチュソク イ オクベ 絵と文 セーラー出版 929
ぼくらは知床探険隊 関屋 敏隆 文・型染版画 岩崎書店 913
森のスケーターヤマネ 湊 秋作 著 文研出版 489
おーいぽぽんた 茨木 のり子 〔ほか〕編集委員 福音館書店 911
みけねこミケジローのなぞなぞめいろランド 中尾 明 作 ＰＨＰ研究所 913
明日美のへこたれない物語 鈴木 もと子 作 ポプラ社 913
イチロー 高原 寿夫 著 旺文社 783
たべもの教室１　米でつくる 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 596
調べてみようわたしたちの食べもの２　小麦板倉 聖宣 監修 小峰書店 610
調べてみようわたしたちの食べもの５　みかんとりんご板倉 聖宣 監修 小峰書店 610



フライドポテトだいすき！ ブライアン・モーセズ 作 教育画劇 933
ポプラこどもずかん１０ ポプラ社 537
セイリの味方スーパームーン 高橋 由為子 作 偕成社 495
どんぐりの家　１ 山本 おさむ 著 小学館 726
どんぐりの家　２ 山本 おさむ 著 小学館 726
どんぐりの家　３ 山本 おさむ 著 小学館 726
どんぐりの家　４ 山本 おさむ 著 小学館 726
どんぐりの家　５ 山本 おさむ 著 小学館 726
どんぐりの家　６ 山本 おさむ 著 小学館 726
どんぐりの家　７ 山本 おさむ 著 小学館 726
どきん 谷川 俊太郎 著 理論社 911
ことばあそび３年生 伊藤英治　編 理論社 911
ことばあそび４年生 伊藤英治　編 理論社 911
ことばあそび５年生 伊藤英治　編 理論社 911
ことばあそび６年生 伊藤英治　編 理論社 911
どうぶつはいくあそび きしだ えりこ 作 のら書店 911
おーいぽぽんた　俳句・詩歌鑑賞 大岡 信 著 福音館書店 911
少女作家は１２歳　ナル子、出版社へ行く 薫 くみこ 作 ポプラ社 913
少女作家は１２歳　ナル子、大スランプ！ 薫 くみこ 作 ポプラ社 913
少女作家は１２歳　ナル子、天災画伯に出会う薫 くみこ 作 ポプラ社 913
少女作家は１２歳　ナル子、ビックリ！ 薫 くみこ 作 ポプラ社 913
少女作家は１２歳　それぞれの夢にむかって薫 くみこ 作 ポプラ社 913
赤毛のアン１ Ｌ・Ｍ・モンゴメリ 原作 くもん出版 726
赤毛のアン２ Ｌ・Ｍ・モンゴメリ 原作 くもん出版 726
赤毛のアン３ Ｌ・Ｍ・モンゴメリ 原作 くもん出版 726
アンの青春 Ｌ・Ｍ・モンゴメリ 原作 くもん出版 726
アンの愛情 Ｌ・Ｍ・モンゴメリ 原作 くもん出版 726
クレヨン王国の十二か月 福永 令三 著 講談社 913
クレヨン王国いちご村 福永 令三 著 講談社 913
クレヨン王国のパトロール隊長 福永 令三 著 講談社 913
クレヨン王国の白いなぎさ 福永 令三 著 講談社 913
クレヨン王国七つの森 福永 令三 著 講談社 913
クレヨン王国なみだ物語 福永 令三 著 講談社 913
クレヨン王国シルバー王妃花の旅 福永 令三 著 講談社 913
クレヨン王国月のたまご 福永 令三 著 講談社 913
クレヨン王国森のクリスマス物語 福永 令三 著 講談社 913
クレヨン王国黒の銀行 福永 令三 著 講談社 913
へんな怪獣 星 新一 作 理論社 913
みけねこミケジローのなぞなぞアパート 中尾 明 作 ＰＨＰ研究所 913
みけねこミケジローのなぞなぞ前世占い 中尾 明 作 ＰＨＰ研究所 913
みけねこミケジローのなぞなぞめいわく手紙中尾 明 作 ＰＨＰ研究所 913
みけねこミケジローのなぞなぞカード 中尾 明 作 ＰＨＰ研究所 913
みけねこミケジローのなぞなぞラーメン 中尾 明 作 ＰＨＰ研究所 913
みけねこミケジローのなぞなぞガイコツ 中尾 明 作 ＰＨＰ研究所 913
ズッコケ三人組の大研究 石井 直人 編 ポプラ社 910
ズッコケ三人組の大研究２ 石井 直人 編 ポプラ社 910
ズッコケ三人組のバック・トゥ・ザ・フューチャー那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ海底大陸の秘密 那須 正幹 作 ポプラ社 913
緊急入院！ズッコケ病院大事件 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ひらめき美術館第２館 結城 昌子 著 小学館 704
ひらめき美術館第１館 結城 昌子 著 小学館 704
総合的な学習・学校からはじまる環境チェック１山岡 寛人 文 童心社 519
総合的な学習・学校からはじまる環境チェック２山岡 寛人 文 童心社 519
総合的な学習・学校からはじまる環境チェック３山岡 寛人 文 童心社 519
総合的な学習・学校からはじまる環境チェック４山岡 寛人 文 童心社 519
総合的な学習・学校からはじまる環境チェック４山岡 寛人 文 童心社 519
太陽 ユネスコ・アジア文化センター 編ポプラ社 444
調べてみようわたしたちの食べもの９ 板倉 聖宣 監修 小峰書店 610
調べてみようわたしたちの食べもの３ 板倉 聖宣 監修 小峰書店 610



調べてみようわたしたちの食べもの４ 板倉 聖宣 監修 小峰書店 610
調べてみようわたしたちの食べもの１０ 板倉 聖宣 監修 小峰書店 610
調べてみようわたしたちの食べもの７ 板倉 聖宣 監修 小峰書店 610
調べてみようわたしたちの食べもの８ 板倉 聖宣 監修 小峰書店 610
マティスの絵本 マティス 〔画〕 小学館 723
調べてみようわたしたちの食べもの６ 板倉 聖宣 監修 小峰書店 610
ゴーギャンの絵本 ゴーギャン 〔画〕 小学館 723
クレーの絵本 クレー 〔画〕 小学館 723
ルソーの絵本 ルソー 〔画〕 小学館 723
シャガールの絵本 シャガール 〔画〕 小学館 723
ピカソの絵本 ピカソ 〔画〕 小学館 723
ルノワールの絵本 ルノワール 〔画〕 小学館 723
モネの絵本 モネ 〔画〕 小学館 723
ゴッホの絵本 ゴッホ 〔画〕 小学館 723
ネシャン・サーガ１ ラルフ・イーザウ 作 あすなろ書房 943
乙武レポート 乙武 洋匡 著 講談社 914
五体不満足 乙武洋匡 講談社 914
かくれ家は空の上 柏葉 幸子 作 講談社 913
せかいいちうつくしいぼくの村 小林 豊 作・絵 ポプラ社
サーカス物語 エンデ 岩波書店 943
クレリア マイケル・グレイニエツ 絵と文 セーラー出版
きみの行く道 ドクター・スース さく・え 河出書房新社 913
とべバッタ 田島 征三 作 偕成社 913
絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川 達雄 文 福音館書店
ケーキだいすき！ ブライアン・モーセズ 作 教育画劇
ピザだいすき！ ブライアン・モーセズ 作 教育画劇 933
チョコレートだいすき！ ブライアン・モーセズ 作 教育画劇
アイスクリームだいすき！ ブライアン・モーセズ 作 教育画劇
たべもの教室　３ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 596
魔法のカクテル ミヒャエル・エンデ 作 岩波書店 943
ぼくはジョナサン…エイズなの ジョナサン・スウェイン 著 大月書店 379
ジョナサンのニッポン日記 ジョナサン・スウェイン 著 大月書店 379
ラヴ・ユー・フォーエバー ロバート・マンチ 作 岩崎書店 930
トロピカルフルーツずかん　２ あかぎ かんこ 文 リブリオ出版 625
トロピカルフルーツずかん　１ あかぎ かんこ 文 リブリオ出版 625
トロピカルフルーツずかん　３ あかぎ かんこ 文 リブリオ出版 625
トロピカルフルーツずかん　５ あかぎ かんこ 文 リブリオ出版 625
トロピカルフルーツずかん　６ あかぎ かんこ 文 リブリオ出版 625
トロピカルフルーツずかん　４ あかぎ かんこ 文 リブリオ出版 625
たべもの教室　別巻１ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 596
たべもの教室　５ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 596
たべもの教室　８ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 596
たべもの教室　７ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 596
たべもの教室　４ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 596
たべもの教室　９ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 596
たべもの教室　１０ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 596
霧の中の生命 大谷貴子 二見書房 916
パディントンのかいすいよく マイケル・ボンド さく 偕成社 933
パディントンのにわつくり マイケル・ボンド さく 偕成社 933
シンドバッドの冒険 吉本 直志郎 文 ポプラ社 929
竜王のたからもの 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
のろわれたたまご 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
かぎばあさんの魔法クラブ 手島 悠介 作 岩崎書店 913
かぎばあさんのミステリー館 手島 悠介 作 岩崎書店 913
かぎばあさんのことわざ教室 手島 悠介 作 岩崎書店 913
かぎばあさんの家みつけた 手島 悠介 作 岩崎書店 913
かぎばあさんの魔法のかぎ 手島 悠介 作 岩崎書店 913
くろねこのかぞく ピョートル・ウィルコン 作 セーラー出版 993
あの夏の日 葉 祥明 絵・文 自由国民社 913



あやとり　いととり１ さいとう たま 採取・文 福音館書店 798
あやとり　いととり２ さいとう たま 採取・文 福音館書店 798
あやとり　いととり３ さいとう たま 採取・文 福音館書店 798
かぎばあさんのファミリーレストラン 手島 悠介 作 岩崎書店 913
かぎばあさんのマンガ教室 手島 悠介 作 岩崎書店 913
松井秀喜物語 広岡 勲 文 学研 783
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 596
おうさまのたけうま ドクター・スース さく 学研 933
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 933
わたしと小鳥とすずと 金子みすず ＪＵＬＡ出版局 911
かぎばあさんへのひみつの手紙 手島 悠介 作 岩崎書店 913
親切キップだかぎばあさん 手島 悠介 作 岩崎書店 913
詩集　おかあさん 大和書房 911
詩の世界 高田 敏子 〔著〕 ポプラ社 911
自然と友だちになるには？ モリー・ライツ 著 晶文社 450
ミステリーゾーン進学塾 末吉 暁子 作 旺文社 913
あしたぶたの日 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 913
ヒッコスでひっこす 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 913
クータのくも はとり きみひろ さく・え 日本放送出版協会
風の神とオキクルミ 萱野 茂 文 小峰書店 388
ドライアイスであそぼう 板倉 聖宣 著 国土社 435
星ものがたり別巻 林 完次 小学館 148
わかったさんのプリン 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
ね うし とら ・・・十二支のはなし ドロシー・バン・ウォアコム ほるぷ出版 388
ふしぎなかぎばあさん 手島 悠介 作 岩崎書店 913
星の王子さま サン・テグジュペリ 作 岩波書店 953
ロッタちゃんのひっこし リンドグレーン 作 偕成社 949
最新サッカー入門 加藤 久 著 小学館 783
ひまわりえんのけんたくん 村山 桂子 作 福武書店 913
君のためにできるコト 菊田 まりこ 著 学研
かお 鹿目 かよこ 作 福武書店 913
ドンチビ 藤本 ともひこ 作 絵 教育画劇
ズッコケ脅威の大震災 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ三人組対怪盗Ｘ 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ妖怪大図鑑 那須 正幹 作 ポプラ社 913
さくらの木 池田 大作 文
夢の国のちびっこバク 高円宮妃久子殿下 作 学研
あなたはちっともわるくない 安藤 由紀 作・絵 岩崎書店 913
あるのかな 織田 道代 作 鈴木出版 913
そりあそび さとう わきこ さく・え 福音館書店 913
あひるのたまご さとう わきこ さく・え 福音館書店 913
いそがしいよる さとう わきこ さく・え 福音館書店 913
あめふり さとう わきこ さく・え 福音館書店 913
やまのぼり さとう わきこ さく・え 福音館書店 913
たいへんなひるね さとう わきこ さく・え 福音館書店 913
きょうはすてきなくらげの日！ 武田 美穂 作絵 ポプラ社 913
カレーライスがにげだした しばはら ち 作 絵 教育画劇 913
かさぶたくん やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 491
たまごのなかで おの ちよ 絵 あすなろ書房 911
ゆうたのおとうさん きたやま ようこ 作 あかね書房 913
こんにちは　ねこ きたやま ようこ 作 あかね書房 913
ゆうたのおかあさん きたやま ようこ 作 あかね書房 913
ゆうたとかぞく きたやま ようこ 作 あかね書房 913
アルセーヌ・ルパン名作集５ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店 953
どんどんちっちどんちっち 川崎 洋 作 学研 807
ながれぼしをひろいに 筒井 頼子 さく 福音館書店 913
スーパー仮面はつよいのだ 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 913
トム・ティット・トット 岩倉 千春 文 ほるぷ出版 913
ことばあそび１年生 伊東英治　編 理論社 911



ながいいぬのかいかた 矢玉 四郎 作 絵 ポプラ社 913
でこちゃん つちだ のぶこ さく・え ＰＨＰ研究所 913
でこちゃん つちだ のぶこ さく・え ＰＨＰ研究所 913
すいかのたね さとう わきこ さく・え 福音館書店 913
きょうりゅうのラーメン しばはら ち 作 絵 教育画劇 913
町はふしぎなことだらけ 田島 征三 作 学研 913
川はたまげたことだらけ 田島 征三 作 学研 913
森はたのしいことだらけ 田島 征三 作 学研 913
すみっこのおばけ 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 913
こんにちワニ 中川 ひろたか 文 ＰＨＰ研究所 913
ほね 堀内 誠一 さく 福音館書店
あたらしいのりものずかん１ いのうえ ひろかず ぶん・しゃしん小峰書店 536
くじらクンがでたぞ！ 古川 タク 作 絵 教育画劇 913
まじょさんまたあした 小野寺 悦子 作 教育画劇 913
めだかさんたろう 椎名 誠 文 講談社 913
ゆきだるまのさがしもの ゲルダ・マリー・シャイドル 作 セーラー出版 943
魔法の学校 ミヒャエル・エンデ 作 岩波書店 943
クレヨン王国の花ウサギ 福永 令三 著 講談社 913
魔女図鑑 マルカム・バード 作・絵 金の星社 933
Ｗ・　（ダブル・ハート） 令丈 ヒロ子 著 講談社 913
翼のない天使たち 折原 みと 著 ポプラ社 913
対決！ソーサとマグワイア ローラ・ドリスコル 文 学研 783
たべもの教室２ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 596
ガラスのエレベーター宇宙にとびだす Ｒ．ダール 作 評論社 933
まほうのスープ ミヒャエル・エンデ 文 岩波書店 943
少女海賊ユーリ流星の歌 みおちづる　作永盛綾子　画 童心社 913
ハートボイス 青木 和雄 作 金の星社 913
けん玉の技百選 日本けん玉協会 著 ポプラ社 798
ドリトル先生と緑のカナリア ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 933
ドリトル先生のキャラバン ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 933
ドリトル先生の楽しい家 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 933
ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 933
ドリトル先生アフリカゆき ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 933
ドリトル先生月から帰る ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 933
ドリトル先生と秘密の湖上 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 933
ドリトル先生と秘密の湖下 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 933
ドリトル先生の動物園 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 933
ドリトル先生のサーカス ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 933
ドリトル先生の郵便局 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 933
ドリトル先生と月からの使い ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 933
わたしのいもうと 松谷 みよ子 文 偕成社 913
満月の百年 立松 和平 文 河出書房新社 913
くろずみ小太郎旅日記その２ 飯野 和好 〔作〕 クレヨンハウス
くろずみ小太郎旅日記その４ 飯野 和好 〔作〕 クレヨンハウス
くろずみ小太郎旅日記その３ 飯野 和好 〔作〕 クレヨンハウス
くろずみ小太郎旅日記おろち退治の巻 飯野 和好 〔作〕 クレヨンハウス
ケースとケーチェ ヤンティーン・バウスマン 作・絵 岩崎書店 933
ゆめをみた ブライアン・ワイルドスミス 原作 画学研
いそげいそげ ブライアン・ワイルドスミス 原作 画学研
いどにおちたぞうさん マリー・ホール・エッツ 作 富山房
おちたのだあれ ブライアン・ワイルドスミス 原作 画学研
じゅうたんはねこのもの ブライアン・ワイルドスミス 原作 画学研
いろいろいろんな日 ドクター・スース 作 ＢＬ出版
ゆうたはともだち きたやま ようこ 作 あかね書房 913
ゆうたとさんぽする きたやま ようこ 作 あかね書房 913
ゆうたのゆめをみる きたやま ようこ 作 あかね書房 913
こんにちはむし きたやま ようこ 作 あかね書房 913
こんにちは　いぬ きたやま ようこ 作 あかね書房 913
ともだちがきた きたやま ようこ 作 あかね書房 913



じんぺいの絵日記 きたやま ようこ 作 あかね書房 913
ぼうしをかぶろう（夏の詩） こわせ・たまみ編 あすなろ書房 911
ちらちらゆき あすなろ書房 911
版画のはらうたⅠ くどうなおことのはらみんな 詩 童話屋 911
生命の樹 江崎 雪子 作 ポプラ社 913
ゆかいなネコカブリ小学校 三田村 信行 作 ＰＨＰ研究所 913
版画のはらうた　２ くどうなおことのはらみんな 詩 童話屋 911
サンタクロースがよっぱらった 長崎 源之助 さく 大日本図書 913
おまけのペンギン・タッキー Ｈ・レスター 作 文渓堂 933
山のかあさんと１６ぴきのねずみ 大川 悦生 作 ポプラ社 913
漢字の絵本 五味 太郎 作 岩崎書店 811
ねずみじょうど 瀬田 貞二 再話 福音館書店 388
つるのおんがえし 谷 真介 文 ポプラ社 388
講談社のおはなし童話館５　青い鳥・ピーターパン 講談社 930
でんでんむしのかなしみ 新美 南吉 作 大日本図書 913
いとしのウルトラマン 宮西 達也 作・絵 学研 913
いたずらまじょ子のゆうれいたいじ 藤 真知子 作 ポプラ社 913
いたずらまじょ子とおかしのおうち 藤 真知子 作 ポプラ社 913
いたずらまじょ子とあくまのおたんじょう会 藤 真知子 作 ポプラ社 913
いたずらまじょ子のおかしのくに大ぼうけん 藤 真知子 作 ポプラ社 913
いたずらまじょ子と３つのおねがい 藤 真知子 作 ポプラ社 913
いたずらまじょ子のおばけがいっぱい！ 藤 真知子 作 ポプラ社 913
いたずらまじょ子のなんでもいちばん？ 藤 真知子 作 ポプラ社 913
いたずらまじょ子のめざせ！スター 藤 真知子 作 ポプラ社 913
ふしぎなくにのまじょ子 藤 真知子 作 ポプラ社 913
いたずらまじょ子の王女さまになりたいな 藤 真知子 作 ポプラ社 913
おひめさまおうじさまにあう まだらめ 三保 さく ポプラ社 913
おひめさまケーキをつくる まだらめ 三保 さく ポプラ社 913
おひめさまおすもうさんになる まだらめ 三保 さく ポプラ社 913
王女さまとかわりっこ！？ 藤 真知子 作 ポプラ社 913
とうげのおおかみ 今西 祐行 作 金の星社 913
きかんしゃ１４１４ フリードリヒ＝フェルト 作 偕成社 949
ごきげんなすてご いとう ひろし さく 徳間書店 91
おもしろ落語ランド２ 桂 小南 文 金の星社 913
わたしおてつだいねこ 竹下 文子 作 小学館 913
かみなり雲がでたぞ 最上 一平 さく 新日本出版社 913
ともだちや 内田 麟太郎 作 偕成社 913
みず 長谷川 摂子 文 福音館書店 452
はずかしがりやのカバくん 肥田 美代子 作 教育画劇
木の精のふしぎなキス ストックン 文研出版 933
パパのくれたおくりもの 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社
にんぎょのはなし こわせ たまみ 文 チャイルド本社
おとうさんはウルトラマン みやにし たつや 作絵 学研 913
おなかがぽこぽこ 塩田 守男 さく・え ＰＨＰ研究所 913
いもうとのにゅういん 筒井 頼子 さく 福音館書店 913
けんぼうは１年生 岸 武雄 作 ポプラ社 913
アンデルセンどうわ二年生 アンデルセン 〔原作〕 偕成社 943
なぞなぞえほん１のまき 中川 李枝子 さく 福音館書店 913
なぞなぞえほん２のまき 中川 李枝子 さく 福音館書店
おばけのガスのはくぶつかん ジーン＝セイヤー 作 偕成社 933
ことばの使い方じてん１年生 藤井 圀彦 著 さ・え・ら書房 814
ヘンゼルとグレーテル グリム 〔著〕 岩波書店
きりぎりすくん アーノルド・ローベル 作 文化出版局
ふたりはいっしょ アーノルド・ローベル 作 文化出版局
ふたりはいつも アーノルド・ローベル 作 文化出版局
ふたりはきょうも アーノルド・ローベル 作 文化出版局
ふたりはともだち アーノルド・ローベル 作 文化出版局 933
おめめがさめた もりやま みやこ さく ポプラ社 913
こがねのあしのひよこ 秋野 ゆきこ 再話・絵 福音館書店 388



歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ ぶんとえ 評論社
ふしぎなナイフ 中村 牧江 さく 福音館書店
イヌッコロなんてよばないで ハーウィン・オラム ぶん 評論社
あたらしいのりものずかん３しょうぼうじどうしやいのうえ ひろかず ぶん・しゃしん小峰書店
ジャガイモ 小田 英智 文・解説 偕成社 616
わかったさんのマドレーヌ 寺村 輝夫 作 あかね書房 596
わかったさんのアイスクリーム 寺村 輝夫 作 あかね書房 596
わかったさんのドーナツ 寺村 輝夫 作 あかね書房 596
ポプラこどもずかん７ ポプラ社 537
うつくしいおはなし 岩沢文雄　鈴木敬司 サンマーク
一年生になったぞワン 竹崎 有斐 著 あかね書房 913
まじょ子どんな子ふしぎな子 藤 真知子 作 ポプラ社 913
クレヨン王国新十二か月の旅 福永 令三 著 講談社 913
新魔女図鑑 角野 栄子 著 ブロンズ新社 913
鈴木八郎のａｄ 鈴木八郎 シーシエス 727
鈴木八郎のａｒｔ 鈴木八郎 シーシーエス 727
ジム・ボタンと１３人の海賊 ミヒャエル・エンデ 作 岩波書店 943
ジム・ボタンの機関車大旅行 ミヒャエル・エンデ 作 岩波書店 943
天然水のひみつ 学研広告宣伝局教材資料制作室685
忍たま乱太郎　オンボロとりでの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
おじいちゃんだいすき ロブ・ルイス さく ほるぷ出版 933
おじいちゃんとかくれんぼ ロブ・ルイス さく ほるぷ出版 933
むしたちのうんどうかい 得田 之久 文 童心社 913
盲導犬グレフ誕生物語 パトリシア・カーチス 文 小学館 369
ねこたち町 わしお としこ 文 アリス館 913
おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク 作 ほるぷ出版 949
レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ レオナルド・ダ・ヴィンチ 〔画〕 博雅堂出版 720
ボッティチェッリと花の都フィレンツェ ボッティチェッリ 〔画〕 博雅堂出版 720
ゴッホとゴーギャン ゴッホ 〔画〕 博雅堂出版 720
ピカソ ピカソ 〔画〕 博雅堂出版 720
ローランサンとモディリアーニ ローランサン 〔画〕 博雅堂出版 720
平山郁夫のお釈迦さまの生涯 平山 郁夫 〔画〕 博雅堂出版 720
マリアさまの生涯 博雅堂出版 720
アンリ・ルソーとシャガール アンリ・ルソー 〔画〕 博雅堂出版 720
ルノワールとドガ ルノワール 〔画〕 博雅堂出版 720
マネとモネ マネ 〔画〕 博雅堂出版 720
日本と世界のちがいを考える本４ ポプラ社 291
けんかのきもち 柴田 愛子 文 ポプラ社 913
団地ぜんぶがぼくのいえ ばん ひろこ 作 新日本出版社 913
しっぽのはたらき 川田 健 ぶん 福音館書店 481
いえでででんしゃ あさの あつこ 作 新日本出版社 913
むし 学研 486
ふうたのゆきまつり あまんきみこ作 あかね書房 913
えっちゃんとふうせんばたけ あまんきみこ作 フレーベル館 913
続車のいろは空のいろ あまんきみこ作 ポプラ社 913
くらやみでどっきり！にんタマ三人ぐみのようかいたいじ尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
にんタマ三人ぐみのにんじゅつ学園八ふしぎ！？尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
たいへんだ！にんタマ三人ぐみの夜のおはかで大ゲンカ！？尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
すいえい大とっくん　わるいとのさまをやっつけろ！尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
せかいちず絵本 とだこうしろう 戸田デザイン研究室 290
今、考えよう！日本国憲法１ 荒巻重人　編著 あかね書房 323
木かげの家の小人たち いぬい とみこ 作 福音館書店 913
ふたりでまいご いとう ひろし さく 徳間書店 913
おおきなおおきなおいも 赤羽 末吉 さく・え 福音館書店 913
にんタマ三人ぐみのくんれん山大けっとう！尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
らくだいにんじゃらんたろう 尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
車のいろは空のいろ あまん きみこ 〔著〕 ポプラ社 913
フライパンとダンス 上野 恵子 作 文化出版局 913
日本と世界のちがいを考える本１ ポプラ社 291



日本と世界のちがいを考える本２ ポプラ社 291
今、考えよう！日本国憲法２ 戸波 江二 監修 あかね書房 323
今、考えよう！日本国憲法３ 戸波 江二 監修 あかね書房 323
今、考えよう！日本国憲法４ 戸波 江二 監修 あかね書房 323
今、考えよう！日本国憲法５ 戸波 江二 監修 あかね書房 323
今、考えよう！日本国憲法６ 戸波 江二 監修 あかね書房 323
わらってごらんゆきだるま 加藤 多一 作 新日本出版社 913
たこやきハロウィン 川北 亮司 作 くもん出版 913
今、考えよう！日本国憲法７ あかね書房 323
ふらいぱんじいさん 神沢 利子 作 あかね書房 913
くまのおいしゃさん 金森 三千雄 作 岩崎書店 913
くまの子ウーフ 神沢 利子 作 ポプラ社 913.6
モンスター・ホテルであいましょう 柏葉 幸子 作 小峰書店 913
モンスター・ホテルでプレーボール 柏葉 幸子 作 小峰書店 913
モンスター・ホテルでおめでとう 柏葉 幸子 作 小峰書店 913
おばけのはなし１ 寺村 輝夫 文 あかね書房 388
これはナルホドきっちょむ話 木暮 正夫 文 岩崎書店 388
謎の足跡事件 Ｂ．Ｂ．カルホーン 作 小峰書店 933
消えた化石事件 Ｂ．Ｂ．カルホーン 作 小峰書店 933
ごちゃまぜ化石事件 Ｂ．Ｂ．カルホーン 作 小峰書店 933
ハロウィーンの巨人事件 Ｂ．Ｂ．カルホーン 作 小峰書店 933
研究室のスパイ事件 Ｂ．Ｂ．カルホーン 作 小峰書店 933
はばたくぞ！プテラノドン たかし よいち 文 理論社 457.87
およげるぞ！フタバスズキリュウ たかし よいち 文 理論社 457
まけないぞ！フクイリュウ たかし よいち 文 理論社 457
はやいぞ！ドロミケイオミムス たかし よいち 文 理論社 457
のんきだぞ！パラサウロロフス たかし よいち 文 理論社 457
がんこだぞ！アンキロサウルス たかし よいち 文 理論社 457
ゆかいだぞ！アルゼンチノサウルス たかし よいち 文 理論社 457
にげないぞ！ステゴサウルス たかし よいち 文 理論社 457
やさしいぞ！マメンチサウルス たかし よいち 文 理論社 457
なかないぞ！マイアサウラ たかし よいち 文 理論社 457
たたかうぞ！アパトサウルス たかし よいち 文 理論社 457
おこったぞ！チラノサウルス たかし よいち 文 理論社 457
がんばるぞ！メガロサウルス たかし よいち 文 理論社 457
ふんばるぞ！パキケファロサウルス たかし よいち 文 理論社 457
「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 616
「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 616
「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 616
「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 616
調べよう天気と暮らし 日本気象協会 編著 ポプラ社 451
調べよう天気と暮らし 日本気象協会 編著 ポプラ社 451
調べよう天気と暮らし 日本気象協会 編著 ポプラ社 451
調べよう天気と暮らし 日本気象協会 編著 ポプラ社 451
調べよう天気と暮らし 日本気象協会 編著 ポプラ社 451
オイノ島がきこえる 三谷 亮子 作 くもん出版 913
盲導犬ボランティア物語 長谷島 妙子 著 ポプラ社 916
ぼく、目が見えなくても富士山を撮る 伊志井 桃雲 著 ポプラ社 916
おじいちゃん ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 933
聴導犬シンディ誕生物語 パトリシア・カーチス 文 小学館 369
さよならサティルン 滝田 よしひろ 文 小学館 916
介助犬ターシャ 大塚 敦子 写真・文 小学館 369
日本と世界のちがいを考える本 飯塚 峻 監修 ポプラ社 291
ねこじまくん 堀家 喜久子 作 新日本出版社 913
まんがで学習おぼえておきたい短歌１００ 萩原 昌好 編・著 あかね書房 911
まんがで学習ゆかいな川柳五・七・五 萩原 昌好 編 あかね書房 911
まんがで学習『奥の細道』を歩く 萩原 昌好 編 あかね書房 915
やさしくてよくわかる俳句の作り方 小林 清之介 著 あかね書房 911
まんがで学習おぼえておきたい俳句１００ 小林 清之介 編・著 あかね書房 911



まんがで学習「おぼえておきたい」俳句１００小林 清之介 編・著 あかね書房 911
たのしくわかる漢字の本 下村 昇 編著 小峰書店 811
たのしくわかる漢字の本 下村 昇 編著 小峰書店 811
たのしくわかる漢字の本 下村 昇 編著 小峰書店 811
たのしくわかる漢字の本 下村 昇 編著 小峰書店 811
たのしくわかる漢字の本 下村 昇 編著 小峰書店 811
たのしくわかる漢字の本 下村 昇 編著 小峰書店 811
たのしくわかる漢字の本 下村 昇 編著 小峰書店 811
たのしくわかる漢字の本 下村 昇 編著 小峰書店 811
宝さがしはふたりで 浜 たかや 作 くもん出版 913
盲導犬ミントの子守歌 星野 有史 著 ポプラ社 916
大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわるプロイスラー 作 偕成社 943
ぼくのクジラ キャサリン・スコウルズ 作 文研出版 933
うちゅうせいざ フレーベル館 440
だいすきなふたりに 立原 えりか 作 くもん出版 913
ヒサクニヒコ恐竜の研究２ ヒサ クニヒコ 文・画 あかね書房 457
わかったさんのアップル４ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
やかまし村の子どもたち アストリッド・リンドグレーン 作 岩波書店 949
まど・みちお少年詩集 まど みちお 著 ポプラ社 911
地面の下のいきもの 大野正男ぶん　松岡 達英 え 福音館書店 480
リングの上では泣かないニャン！ 後藤 ゆきお 作 新日本出版社 913
ジロー、生きててよかったね 岸川 悦子 作 新日本出版社 913
どんぐり屋 鳥野 美知子 作 新日本出版社 913
おばあちゃん 大森 真貴乃 さく ほるぷ出版 913
ぼくのウィング 筑井 千枝子 作 新日本出版社 913
おとうとにいちゃん、ゴー 中島 信子 作 くもん出版 913
宇宙カッパの手 三田村 信行 作 くもん出版 913
むかし町のジイ 三谷 亮子 作 くもん出版 913
シャーロック・ホームズの冒険 コナン・ドイル 集英社 933
小公女 バーネット 作 ポプラ社 900
お化けの世界 坪田 譲治 〔著〕 あかね書房 913
道の途中で 青木　景子 サンリオ 911
ほんとのおばけがやってきた マリータ・リンドクヴィスト 作 岩崎書店 949
光る泥だんご 加用文男 ひとなる書房 376
光れ！泥だんご 加用文男 講談社 751
たのむよ、盲導犬イエラ 赤座 憲久 作 新日本出版社 913
くまさんじゃなくてきつねさん 戸田 和代 作 鈴木出版 913
かわうそがひろったちょきん箱 みなみ らんぼう 作 学研 913
おふろにはいろう 高部 晴市 作・絵 鈴木出版 913
あしたまほうになあれ 小野寺 悦子 作 学研 913
にゃーご 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 913
さようならこんにちは やすい すえこ 作 鈴木出版 913
しっぽを出したお月さま 西本 鶏介 さく 旺文社 913
千と千尋の神隠し 小学館 778
しましまちゃんはおにいちゃん 白井 三香子 作 学研 913
むしたちのうんどうかい 得田 之久 文 童心社 913
町はふしぎなことだらけ 田島 征三 作 学研 913
川はたまげたことだらけ 田島 征三 作 学研 913
森はたのしいことだらけ 田島 征三 作 学研 913
はれぎをきた１２ひきのちびねずみ 白井 三香子 作 学研 913
ぼくだけしってる もりやま みやこ 作 あかね書房 913
きいろいばけつ もりやま みやこ 作 あかね書房 913
あのこにあえた もりやま みやこ 作 あかね書房 913
つりばしゆらゆら もりやま みやこ 作 あかね書房 913
たからものとんだ もりやま みやこ 作 あかね書房 913
ヤギになっちゃうぞ 最上 一平 さく 新日本出版社 913
となりのトトロ 小学館 778
おはなしぽっちり１はる もりやま みやこ さく 小峰書店 913
おはなしぽっちり２　夏 もりやま みやこ さく 小峰書店 913



おはなしぽっちり３　秋 もりやま みやこ さく 小峰書店 913
おはなしぽっちり４　冬 もりやま みやこ さく 小峰書店 913
おじいさんとらいおん ジャック・デュケノワ さく ほるぷ出版 953
魔女の宅急便 小学館 778
ライオンのこウィリー 浅沼 とおる 作・絵 鈴木出版 913
ゆきのひのくまさん いなつぐ かつら 作 鈴木出版 913
はじめは「や！」 香山 美子 作 鈴木出版 913
はなすもんかー！ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 913
はまひるがおのさくうみ 土田 明子 作 鈴木出版 913
ブレーメンのおんがくたい 開地 徹 絵 学研 388
よみがえれ白いライオン マイケル・モーパーゴ 作 評論社 933
アンソニー 茂市 久美子 作 あかね書房 913
カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文 農山漁村文化協会 913
虹の谷のスーパーマーケット 池川 恵子 作 ひくまの出版 913
ハリー・ポッターと炎のゴブレット上 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 933
ハリー・ポッターと炎のゴブレット下 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 933
帰ってきたおとうさんはウルトラマン みやにし たつや 作絵 学研 913
おしえてウルトラマン 宮西 達也 作・絵 学研 913
ヤギとライオン 内田 莉莎子 文 鈴木出版
ゆきのひにトントン やすい すえこ 作 鈴木出版 913
かぐやひめ 学研 388
さんびきのこぶた 学研 388
ねずみのよめいり 学研 388
うさぎとかめ イソップ 〔原作〕 学研 388
さるとかに 学研 388
あかずきん グリム 学研 388
おむすびころりん 学研 388
はなさかじいさん 学研 388
シンデレラ アンデルセン 学研 388
きんたろう 学研 388
はだかのおうさま アンデルセン 学研 388
まちのねずみいなかのねずみ イソップ 〔原作〕 学研 388
ジャックとまめのき アンデルセン 学研 388
しらゆきひめ グリム 学研 388
にんじんごぼうだいこん 学研 388
かさじぞう 学研 388
わらしべちょうじゃ 学研 388
いっすんぼうし 学研 388
かもとりごんべえ 学研 388
よくばりないぬ イソップ 〔原作〕 学研 388
てぶくろ 学研 388
きたかぜとたいよう イソップ 〔原作〕 学研 388
ありときりぎりす イソップ 〔原作〕 学研 388
こんやはすてきなゆきのよる しばはら ち 作・絵 鈴木出版 913
こども版ファーブルこんちゅう記３ アンリ・ファーブル 〔著〕　小林清之助小峰書店 486
こども版ファーブルこんちゅう記４ アンリ・ファーブル 〔著〕　小林清之助小峰書店 486
ナイチンゲール 土田 治男 〔著〕 ポプラ社 289
はじめてのキャンプ 林 明子 さく・え 福音館書店 913
ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 913
モンスター・ホテルでなつやすみ 柏葉 幸子 作 小峰書店 913
モンスター・ホテルでこんばんは 柏葉 幸子 作 小峰書店 913
イソップものがたり１年生 イソップ 〔原作〕 偕成社 991
きつねやまのよめいり わかやま けん 著 こぐま社 913
ママお話きかせて夏の巻 小学館 908
ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 913
ともだちひきとりや 内田 麟太郎 作 偕成社
ふしぎなおはなし サンマーク
ゆかいなおはなし サンマーク
いさましいおはなし サンマーク



イソップものがたり二年生 イソップ 〔原作〕 偕成社 991
おばけのバーバパパ アネット＝チゾン さく 偕成社 953
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
一休さん 寺村 輝夫 文 あかね書房 388
にっぽんちず絵本 とだ こうしろう 作・絵 戸田デザイン研究室 291
ファーブルこんちゅう記１ 小林 清之介 文 チャイルド本社 486
ファーブルこんちゅう記２ 小林 清之介 文 チャイルド本社 486
ファーブルこんちゅう記３ 小林 清之介 文 チャイルド本社 486
ファーブルこんちゅう記４ 小林 清之介 文 チャイルド本社 486
ファーブルこんちゅう記５ 小林 清之介 文 チャイルド本社 486
ファーブルこんちゅう記１０ 小林 清之介 文 チャイルド本社 486
ファーブルこんちゅう記６ 小林 清之介 文 チャイルド本社 486
ファーブルこんちゅう記８ 小林 清之介 文 チャイルド本社 486
ファーブルこんちゅう記９ 小林 清之介 文 チャイルド本社 486
ファーブルこんちゅう記１２ 小林 清之介 文 チャイルド本社 486
盗まれた記憶の博物館　上 ラルフ・イーザウ 著 あすなろ書房 943
盗まれた記憶の博物館　下 ラルフ・イーザウ 著 あすなろ書房 943
２１世紀の平和を考えるシリーズ　１ 大貫 美佐子 監修 ポプラ社 319
２１世紀の平和を考えるシリーズ　２ 大貫 美佐子 監修 ポプラ社 319
２１世紀の平和を考えるシリーズ　３ 大貫 美佐子 監修 ポプラ社 319
２１世紀の平和を考えるシリーズ　４ 大貫 美佐子 監修 ポプラ社 319
２１世紀の平和を考えるシリーズ　５ 大貫 美佐子 監修 ポプラ社 319
２１世紀の平和を考えるシリーズ　６ 大貫 美佐子 監修 ポプラ社 319
ネシャン・サーガ１ ラルフ・イーザウ 作 あすなろ書房 943
ネシャン・サーガ　２ ラルフ・イーザウ 作 あすなろ書房 943
ネシャン・サーガ　３ ラルフ・イーザウ 作 あすなろ書房 943
ライディング・フリーダム パム・Ｍ．ライアン 作 ポプラ社 933
トロルとばらの城の寓話 トールモー・ハウゲン 作 ポプラ社 949
エルフギフト　　上 スーザン・プライス 作 ポプラ社 933
エルフギフト　下 スーザン・プライス 作 ポプラ社 933
かしこいカメのおはなし フランチェスカ・マーティン さく ポプラ社
ほんとうの空色 バラージュ 作 岩波書店 933
トムのほんとうのうち ジョーン・リンガード 作 徳間書店 933
きれいな絵なんかなかった アニタ・ローベル 作 ポプラ社 936
マディソン通りの少女たち　１ ジャクリーン・ウッドソン 作 ポプラ社 933
マディソン通りの少女たち　２ ジャクリーン・ウッドソン 作 ポプラ社 933
マディソン通りの少女たち　３ ジャクリーン・ウッドソン 作 ポプラ社 933
うそつき マロリー・ブラックマン 作 ポプラ社 933
キャベツ姫 エロール・ル・カイン 作 ほるぷ出版
だめよ、デイビッド！ デイビッド・シャノン さく 評論社
赤い花と美しい娘と怪物の物語 セルゲイ・アクサーコフ 作 新読書社 983
悪ガキをほめよう！ バーバラ・ロビンソン 作 文研出版 933
原爆の絵 ＮＨＫ広島放送局編 ＮＨＫ出版 723
原爆の絵 ＮＨＫ広島放送局編 ＮＨＫ出版 723
原爆の絵 ＮＨＫ広島放送局編 ＮＨＫ出版 723
ベロキラプトル 工藤 晃司 絵・文 大日本図書 457
トリケラトプス 工藤 晃司 絵・文 大日本図書 457
ティラノサウルス 工藤 晃司 絵・文 大日本図書 457
宇宙のひみつ 学研 440
わたしにもできる介護のお手伝　１ 是枝 祥子 監修 学研 369
わたしにもできる介護のお手伝い　２ 是枝 祥子 監修 学研 369
わたしにもできる介護のお手伝い　３ 是枝 祥子 監修 学研 369
わたしにもできる介護のお手伝い　４ 是枝 祥子 監修 学研 369
みんなでできる福祉のための体験をしよう ほるぷ出版 375
みんなでできる福祉のための体験をしよう ほるぷ出版 375
みんなでできる福祉のための体験をしよう ほるぷ出版 375
いじわるロージー キャサリン・パターソン 文 あすなろ書房 933
たたみのはなし 山口 泰子 著 さ・え・ら書房 383
ぼく、ネズミだったの！ フィリップ・プルマン 作 偕成社 933



こども和英じてん 田上 善浩 編 ポプラ社 833
飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー 講談社 943
おねえちゃんとわたし ミッシェル・エマート 文 小学館
ハンナのかばん カレン・レビン 著 ポプラ社 936
トウモロコシが実るころ ドロシー・ローズ 作 文研出版 933
だめといわれてひっこむな 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館 388
ヴァイノと白鳥ひめ 東京子ども図書館 編纂 東京子ども図書館 388
カニツンツン 金関 寿夫 ぶん 福音館書店 913
ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本　１一番ケ瀬 康子 監修 くもん出版 369
ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本　３一番ケ瀬 康子 監修 くもん出版 369
ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本　４一番ケ瀬 康子 監修 くもん出版 369
ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本　５一番ケ瀬 康子 監修 くもん出版 369
ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本　６一番ケ瀬 康子 監修 くもん出版 369
デルトラ・クエスト　１ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト　３ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト　４ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト　５ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト　６ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト　７ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
デルトラ・クエスト　８ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 933
ローワンと黄金の谷の謎 エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房 933
ローワンと伝説の水晶 エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房 933
指輪物語　１ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社 933
指輪物語　２ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社 933
指輪物語　３ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社 933
指輪物語　４ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社 933
指輪物語　５ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社 933
指輪物語　６ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社 933
指輪物語　７ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社 933
プールで死者がよんでいる 木暮 正夫 編 岩崎書店 913
のろわれた携帯メール 木暮 正夫 編 岩崎書店 913
地獄からもどった黒ねこ 木暮 正夫 編 岩崎書店 913
少年探偵大金塊４ 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
少年探偵怪奇四十面相８ 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
少年探偵魔法博士１４ 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
少年探偵魔人ゴング１６ 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
少年探偵黄金の怪獣２６ 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
ゆびさしキッズ！〈えいご〉 ロビソンことみ 著 情報センター出版局 830
三国志２天下三分の計 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社 923
三国志４三国ならび立つ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社 923
三国志５五丈原の秋風 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社 923
ガラスの花かご やなぎや けいこ さく ＰＨＰ研究所 913
てじなのかんげいかい 宮川 ひろ さく ＰＨＰ研究所 913
はらぺこプンタ 武井 博 作 講談社 913
オタマジャクシのうんどうかい 阿部 夏丸 作 講談社 913
ザリガニさいばん 阿部 夏丸 作 講談社 913
ざわざわ森のがんこちゃん学校へいくのいや末吉 暁子 文 講談社 913
ざわざわ森のがんこちゃんたまごの子もり 末吉 暁子 文 講談社 913
ペンギンしょうぼうたい 斉藤 洋 作 講談社 913
かみさまのいうとおり 藤田 のぼる さく ＰＨＰ研究所 913
ざわざわ森のがんこちゃんおかあさんきらい末吉 暁子 文 講談社 913
ざわざわ森のがんこちゃん学校おばけのなぞ末吉 暁子 文 講談社 913
ざわざわ森のがんこちゃんいじわるバンバン末吉 暁子 文 講談社 913
うりくんとふしぎな木 山末 やすえ さく ＰＨＰ研究所 913
１０ぴきのかえるののどじまん 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 913
えいごえほん 村上 勉 作 あかね書房
えいごえほん 村上 勉 作 あかね書房
外国の小学校 斎藤 次郎 文 福音館書店
どしゃぶりのひに きむら ゆういち 作 講談社 913



ことばのえほんＡＢＣ 村上 勉 作 あかね書房 834
バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 913
バムとケロのそらのたび 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 913
あらしのよるに きむら ゆういち 作 講談社 913
あるはれたひに きむら ゆういち 作 講談社 913
ワニぼうのこいのぼり 内田 麟太郎 文 文渓堂 913
でっかいでっかい 内田 麟太郎 作 ＰＨＰ研究所 913
わすれんぼ一年生 あまん きみこ 作 講談社 913
ぼくのおなかがしろいわけ 熊田 勇 作・絵 講談社 913
きつねのゆうしょくかい 安房 直子 作 講談社 913
おばけびょうきになる ジャック・デュケノワ さく ほるぷ出版
おばけまほうにかかる ジャック・デュケノワ さく ほるぷ出版
まよなかのくしゃみたいかい 中村 翔子 さく ＰＨＰ研究所 913
おばあちゃんすごい！ 中川 ひろたか 文 童心社 913
おばあちゃんすごい！ 中川 ひろたか 文 童心社 913
いのちは見えるよ 及川 和男 作 岩崎書店 913
いのちは見えるよ 及川 和男 作 岩崎書店 913
いろんな場所の虫さがし 藤丸 篤夫 文・写真 福音館書店 486
あそびのおうさまずかんからだ 学研 491
あそびのおうさまずかんむし 学研 486
あそびのおうさまずかんあそび 学研 790
あそびのおうさまずかんどうぶつ 学研 480
あそびのおうさまずかんそら 武田康男 学研 451
あそびのおうさまずかんたべもの 学研 31
あそびのおうさまずかんもののなまえすかん 学研 790
あそびのおうさまずかんきょうりゅう 学研 457
あそびのおうさまずかんおりがみ・あやとり 学研 790
あそびのおうさまずかんのりもの 学研 31
あそびのおうさまずかんペット 学研 645
あそびのおうさまずかんくさばな 学研 470
あそびのおうさまずかんいきもの・くらし 学研 480
えものはどこだ 五味太郎 岩崎書店 913
ちいさなきしゃ 五味太郎 岩崎書店 913
おじさんのつえ 五味太郎 岩崎書店 913
ねえ　おはなししてよ 五味 太郎 作・絵 岩崎書店
いただきまーす・ごちそうさま 五味太郎 岩崎書店 913
キングの最高の日 ウルフ・スタルク 作 偕成社 949
子どもに語るトルコの昔話 児島 満子 編・訳 こぐま社 388
きいてほしいの、あたしのこと ケイト・ディカミロ 作 ポプラ社 933
紳士とオバケ氏 たかどの ほうこ 作 フレーベル館 913
いじわる退治ひみつ組 牧野　節子 学研 913
いじわる退治ひみつ組 牧野　節子 学研 913
ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作 理論社 913
ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作 理論社 913
三国志３燃える長江 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社 923
ダンゴムシ 今森 光彦 文・写真 アリス館 485
クリスマス人形のねがい ルーマー・ゴッデン 文 岩波書店
やってみようたのしい伝承あそび４野外でするあそび 学研 750
バムとケロのにちようび 島田 ゆか 作 絵 文渓堂
ざわざわ森のがんこちゃんあたらしいおともだち末吉 暁子 文 講談社 913
おばけ、ネス湖へいく ジャック・デュケノワ さく ほるぷ出版 953
くものきれまに きむら ゆういち 作 講談社 913
花の虫さがし昆虫図鑑 藤丸 篤夫 文・写真 福音館書店 486
野の花道ばたの草さいているところさがそうたかはし きよし 絵 福音館書店 470
町の水族館町の植物園さかなやさんとやおやさん小林 亜里 文 福音館書店 673
町のけんきゅう世界一のけんきゅう者になるために岡本 信也 文・絵 福音館書店
地球はえらい 城 雄二 案　香原知志 文　松岡達英 絵福音館書店 450
みんなであそぼう６５０のあそびのヒント集 有木 昭久 案 福音館書店 798
１０＋１ぴきのかえる 間所ひさこ ＰＨＰ研究所 913



１０ぴきのかえるのなつまつり 間所ひさこ ＰＨＰ研究所 913
１０ぴきのかえる 間所久子 ＰＨＰ研究所 913
町たんけん働く人みつけた 秋山 とも子 作 福音館書店 673
はるだはるだよ！１０ぴきのかえる 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 913
おばけパーティ ジャック・デュケノワ さく ほるぷ出版
ペンギンたんけんたい 斉藤 洋 作 講談社 913
ステゴサウルス ヘザー・アメリー 文 ほるぷ出版 457
少年探偵海底の魔術師１２ 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
にんタマ三人ぐみのあやうし！あさごはんとうばん尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
忍たま乱太郎かわいそうなにんじゃの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎宝のタマをさがせの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
盲導犬になれなかったジョリー 赤座 憲久 作 新日本出版社 913
うわさの４時ねえさん 大塚 篤子 さく ＰＨＰ研究所 913
ゆうびんサクタ山へいく いぬい とみこ 作 理論社 913
忍たま乱太郎きり丸・しんべエあやうしの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
エリちゃんでておいで あまん きみこ 作 佼成出版社 913
顔のことわざ探偵団 国松 俊英 著 童心社 814
ゆうびんサクタ山へいく いぬい とみこ 作 理論社 913
おばけのおはるさんのきもだめし すえよし あきこ さく 偕成社 913
さとるのじてんしゃ 大石 真 さく 小峰書店 913
とんちでヤッタネ！おどけもの話 木暮 正夫 文 岩崎書店 388
マジックをつくる 北見マキ 790
ダンゴムシ 今森 光彦 文・写真 アリス館 485
ドラえもんのびっくり日本の歴史　１ 小学館 210
ひらめきクイズ学校 財団法人　児童憲章愛の会798
サッカー入門 小学館 783
もりのむしとのはらのむし 三芳 悌吉 さく・え 福音館書店 486
ファーブルこんちゅう記７　かまきり 小林 清之介 文 チャイルド本社 486
カラー自然シリーズ７　テントウムシ 七尾　純 偕成社 486
カラー自然シリーズ５３　こん虫の飼い方 小田 英智 解説 偕成社 486
ひとりでできるもん！９　わくわくパーティー料理 金の星社 596
国際理解にやくだつＮＨＫ地球たべもの大百科５　イギリス谷川 彰英 監修 ポプラ社 596
ももいろのきりん 中川 李枝子 さく 福音館書店 913
ミス・ヒッコリーと森のなかまたち キャロライン・シャーウィン・ベイリー 作ほるぷ出版 933
八月がくるたびに おおえひで 理論社 913
みそっかすなんていわせない ジャクリーン・ウィルソン 作 偕成社 933
あるきだした小さな木 ボルクマン 偕成社 953
世界のどうわ傑作選３　かみ舟のふしぎな旅フェラミークラ 偕成社 949
わんぱくぺっぷす大てがら エリカ＝リレグ 偕成社 949
少年探偵１７　魔法人形 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
少年探偵１０　鉄塔王国の恐怖 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
少年探偵１９　夜行人間 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
少年探偵９　宇宙怪人 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
少年探偵３　妖怪博士 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
少年探偵２０　搭上の奇術師 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
三国志１ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社 923
たんたのたんてい 中川 李枝子 著 学研 913
謎のズッコケ海賊島 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ふとったきみとやせたぼく 長崎 源之助 作 理論社 913
はじめてのキャンプ 林 明子 さく・え 福音館書店 913
たかたか山のたかちゃん 中川 李枝子 さく のら書店 913
はじめてのあやとり 丸善メイツ才能開発研究所 丸善メイツ 798
みみをすます 谷川 俊太郎 詩 響文社
てんぷらぴりぴり まど みちお 著 大日本図書 911.56
森のネズミのケーキやさん 岡野 薫子 作 ポプラ社 913
パパがワニになった日 馬場 真理子 作 岩崎書店 913
かみなり雲がでたぞ 最上 一平 さく 新日本出版社 913
野球のひみつ 学研 400
インターネットのひみつ 坂元 章 監修 学研広告ＳＰ事業部教材資料制作室547



裁判のひみつ 学研 338
わかったさんのホットケーキ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
わかったさんのショートケーキ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
モグラ原っぱのなかまたち 古田 足日 作 あかね書房 913
ロボット・カミイ 古田 足日 さく 福音館書店 913
わかったさんのクッキー 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
めざせ！あこがれの仕事３漫画家 ポプラ社 366
めざせ！あこがれの仕事７設計士 ポプラ社 366
やってみようたのしい伝承あそび１春から夏の 学研 750
やってみようたのしい伝承あそび２秋から冬の草花あそび 学研 750
やってみようたのしい伝承あそび３室内でするあそび 学研 750
レーナ・マリア物語 レーナ・マリア 作 金の星社 289
ロボット人間ポン 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
ちのけがヒクヒクばけもの話 木暮 正夫 文 岩崎書店 388
天使で大地はいっぱいだ 後藤 竜二 著 講談社 913
おじいちゃんの応えん団 早川 真知子 作 文研出版 913
ママは怪盗紳士の大ファン！ 藤 真知子 作 ポプラ社 913
ドラキュラさんようこそ！ 藤 真知子 作 ポプラ社 913
ママのまほうで天才歌手！？ 藤 真知子 作 ポプラ社 913
大きい１年生と小さな２年生 古田 足日 著 偕成社 913
なく虫ずかん 大野正男　ぶん　松岡 達英 え 福音館書店 486
地面の下のいきもの 大野正男ぶん　松岡 達英 え 福音館書店 480
二ほんのかきのき 熊谷 元一 さく・え 福音館書店 913
山のかあさんと１６ぴきのねずみ 大川 悦生 〔作〕 ポプラ社 388
えんとつには魔女がいる ビクトリア・ホワイトヘッド 作 金の星社 933
ろばのウインドミル マイケル・ボンド さく ほるぷ出版 933
風の神とオキクルミ 萱野 茂 文 小峰書店 388
じめんのうえとじめんのした アーマ　Ｅ．ウェバー ぶん・え 福音館書店 471
おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲジャンヌ・ロッシュ・マゾン 作 福音館書店 953
こひつじクロ エリザベス・ショー 作・絵 岩崎書店 933
エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 933
ぼく、ひとりでいけるよ リリアン・ムーア 〔著〕 偕成社 933
チョコレートのひみつ 宇津木聡史 学研 400
やまぐにほいくえん 征矢 清 さく 福音館書店 913
ジャガイモ 小田 英智 文・解説 偕成社 616
ぼくへそまでまんが 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 913
ぼくときどきぶた 矢玉 四郎 作　絵 岩崎書店 913
ぼくのじしんえにっき 八起 正道 作 岩崎書店 913
こわっぱのかみさま 佐々木 たづ 作 講談社 913
手ぶくろロケットの宇宙探険 矢崎 節夫 文 公文数学研究センター 810
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
王さまばんざい 寺村 輝夫 作 理論社 913
くじらだ！ 五味太郎　作・絵 岩崎書店 913
きみはしっている 五味太郎　作・絵 岩崎書店 913
少年探偵１３ 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
少年探偵２４ 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
少年探偵７ 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
少年探偵１１ 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
少年探偵１８ 江戸川 乱歩 作 ポプラ社 913
春はもうすぐ 瀬尾 七重 作 ＰＨＰ研究所 913
ドロロンがいこちゃん 名木田 恵子 さく ＰＨＰ研究所 913
おばけのなつやすみ 山本 和子 作 ＰＨＰ研究所 913
さくらの花でんしゃ 瀬尾 七重 さく ＰＨＰ研究所 913
しっぱいのれんしゅう 宮川 ひろ さく ＰＨＰ研究所 913
ペンギンたんていだん 斉藤 洋 作 講談社 913
ペンギンおんがくたい 斉藤 洋 作 講談社 913
ぎろろんやまと１０ぴきのかえる 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 913
おばけの地下室たんけん ジャック・デュケノワ さく ほるぷ出版 953
風の谷のナウシカ上 宮崎駿　原作 徳間書店 778



赤毛のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 原作 徳間書店 778
パンダコパンダ 宮崎駿　原作 徳間書店 778
ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 作 講談社 913
ゆびさしキッズ！〈えいご〉 ロビソンことみ 著 情報センター出版局 830
大あばれ！めたねこムーニャン 山中 恒 作 小学館 913
かばくんのがさごそたんけんたい ひろかわ さえこ さく・え あかね書房 913
よるはドキドキ 舟崎 克彦 作 理論社 913
おじいちゃんのガールフレンド 松浦 とも子 作 岩崎書店 913
なぞなぞのすきな女の子 松岡 享子 さく 学研 913
ロボット・カミイ 古田 足日 さく 福音館書店 913
１０ぴきのかえるのふゆごもり 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 913
どうぶつえんのいっしゅうかん 斉藤 洋 さく 講談社 913
きょうりゅうほねほねくん すえよし あきこ 作 あかね書房 913
わたしおてつだいねこ 竹下 文子 作 小学館 913
あいうえおうさま 寺村 輝夫 文 理論社 811
チロヌップのきつね たかはし ひろゆき 文・絵 金の星社 913
きょうはすてきなおばけの日！ 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 913
マコチン 灰谷 健次郎 著 あかね書房 913
ふしぎの国のアリス キャロル 作 ポプラ社 933
エミにきた手紙 浜 たかや 作 くもん出版 913
もん太と大いのしし 馬場 のぼる 作・絵 ポプラ社 913
ドリトル先生物語 ロフティング 作 ポプラ社 933
かえるがみえる まつおか きょうこ さく こぐま社
かばくん 岸田 衿子 作 福音館書店 913
もりのまほうつかい フランチェスカ・ボスカ 学習研究社
きんのさかな 八百板洋子 学研 913
おふろだいすき 松岡 享子 作 福音館書店 913
ゴロゴロドンドンパラパラパラ にしまき かやこ 作・絵 こぐま社 913
たいようはいいな 彦 一彦 作 ベネッセコーポレーション 913
たたされた２じかん 代田 昇 作 理論社 913
ちいさいねずみ さとう わきこ 作・絵 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 913
ダンプえんちょうやっつけた ふるた たるひ 作 童心社 913
ふうことどんどやき いぬい とみこ ・さく 偕成社 913
きみなんか　だいきらいさ ジャニス・メイ・ユードリー ぶん 富山房
てがみをください やました はるお さく 文研出版 913
きのこ山はおばけやしき 山本 和子 さく ＰＨＰ研究所 913
とかいのネズミといなかのネズミ ケイト・サマーズ ぶん 評論社
なんにかわるかな？ パット・ハッチンス え ほるぷ出版
眠れる森の美女 〔シャルル・ペロー 原作〕 講談社 908
つるになった少年 アローン・レイモンド・ミークス 文・絵河出書房新社
サンタベアーのクリスマス バーバラ・リード 作 架空社
アンデルセンどうわ二年生 アンデルセン 〔原作〕 偕成社 943
まよなかのぼうけん フィリップ・デュマ さく・え 福音館書店
エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 933
きょうりゅうボブくん ウィリアム・ジョイス さく・え 福武書店
ほしのあかちゃん フランク・アッシュ さく 福武書店 933
小さなきかんしや グレアム・グリーン　文 文化出版局 726
ジルベルトとかぜ マリー・ホール・エッツ 作 富山房
トムテ ヴィクトール＝リードベリ さく 偕成社
いつかはきっと シャーロット・ゾロトフ ぶん ほるぷ出版 933
かえるの王さま グリム 偕成社 943
ネコジャラシはらっぱのモグラより 吉田 道子 作 くもん出版 913
ともだちどんどこどん 川北 亮司 作 くもん出版 913
汽車のえほん５やっかいな機関車 ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん７機関車トービーのかつやく ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん６みどりの機関車ヘンリー ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん８大きな機関車ゴードン ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん９青い機関車エドワード ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933



汽車のえほん１７ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん１４小さなふるい機関車 ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん１６機関車トーマスのしっぱいウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん１２八だいの機関車 ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん１５ふたごの機関車 ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん１０四だいの小さな機関車 ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん１三だいの機関車 ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん１９山にのぼる機関車 ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん３赤い機関車ジェームス ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん２１大きな機関車たち ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん２３機関車のぼうけん ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん２０　１００さいの機関車 ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん２２小さな機関車たち ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん２４機関車オリバー ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん２６わんぱく機関車 ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん１３ダックとディーゼル機関車ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
汽車のえほん２５きえた機関車 ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 933
ことりのオデット ケイ・フェンダー 文 富山房
カンガとルー　森にくる Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 933
プーのゾゾがり Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 933
プーのはちみつとり Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 933
プーあなにつまる・ふしぎなあしあと Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 933
イーヨーのたんじょうび Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 933
ちいさいおしろ サムイル＝マルシャーク さく 学研 983
リチャードのりゅうたいじ ロバート＝ブライト さく 学研 933
はんぶんのおんどり ジャンヌ＝ロッシュマゾン さく 学研 953
ハンバーガーのひみつ もりもと なつき 漫画 学研広告宣伝局教材資料制作室673
高齢社会ってどんな社会 くもん出版 369
まちの施設たんけん　１ 林義人 小峰書店 307
まちの施設たんけん　２ 林義人 小峰書店 307
まちの施設たんけん　３ 林義人 小峰書店 307
まちの施設たんけん　４ 林義人 小峰書店 307
まちの施設たんけん　５ 林義人 小峰書店 307
まちの施設たんけん　６ 林義人 小峰書店 307
まちの施設たんけん　７ 林義人 小峰書店 307
まちの施設たんけん　８ 林義人 小峰書店 307
すぐできる環境調査　環境体験学習　１ 梅澤実監修 学習研究社 519
すぐできる環境調査　環境体験学習　２ 梅澤実監修 学習研究社 519
すぐできる環境調査　環境体験学習　３ 梅澤実監修 学習研究社 519
すぐできる環境調査　環境体験学習　４ 梅澤実監修 学習研究社 519
すぐできる環境調査　環境体験学習　５ 梅澤実監修 学習研究社 519
すぐできる環境調査　環境体験学習　６ 梅澤実監修 学習研究社 519
すぐできる環境調査　環境体験学習　７ 梅澤実監修 学習研究社 519
調べよう身近な自然　総合的学習　１ 梅澤実監修 学習研究社 452
木を調べる 梅澤実監修 学習研究社 650
虫のいる場所図鑑　１ 海野和男 草土文化 486
虫のいる場所図鑑　２ 海野和男 草土文化 486
虫のいる場所図鑑　３ 海野和男 草土文化 486
虫のいる場所図鑑　４ 海野和男 草土文化 486
虫のいる場所図鑑　５ 海野和男 草土文化 486
介助犬 こどもくらぶ編 鈴木出版 369
盲導犬 こどもくらぶ編 鈴木出版 369
聴導犬 こどもくらぶ編 鈴木出版 369
訪問活動犬 こどもくらぶ編 鈴木出版 369
花の色でさがそう春の野の花 松原巌樹 小峰書店 470
すみかでさがそういその生きもの 松原巌樹 小峰書店 481
公園でみつけよう生きものの冬ごし 松原巌樹 小峰書店 460
かんさつしようこん虫のへんしん 松原巌樹 小峰書店 486
落ち葉でしらべようどんぐりのいろいろ 松原巌樹 小峰書店 657



たのしい室内あそび　１ 竹井史郎 小峰書店 798
たのしい室内あそび　２ 竹井史郎 小峰書店 798
たのしい室内あそび　３ 竹井史郎 小峰書店 798
たのしい室内あそび　４ 竹井史郎 小峰書店 798
たのしい室内あそび　５ 竹井史郎 小峰書店 798
たのしい室内あそび　６ 竹井史郎 小峰書店 798
たのしい室内あそび　７ 竹井史郎 小峰書店 798
たのしい室内あそび　８ 竹井史郎 小峰書店 798
たのしい室内あそび　９ 竹井史郎 小峰書店 798
たのしい室内あそび　１０ 竹井史郎 小峰書店 798
かえるよ！アゲハ アトリエモレリ リブリオ出版 486
かえるよ！ザリガニ アトリエモレリ リブリオ出版 485
かえるよ！カエル アトリエモレリ リブリオ出版 487
かえるよ！カイコ アトリエモレリ リブリオ出版 486
かえるよ！メダカ アトリエモレリ リブリオ出版 487
かえるよ！ホタル アトリエモレリ リブリオ出版 486
リサイクルでふしぎびっくり理科実験　１ 山村紳一郎 学習研究社 407
リサイクルでふしぎびっくり理科実験　２ 滝沢美絵 学習研究社 407
リサイクルでふしぎびっくり理科実験　３ 滝沢美絵 学習研究社 407
リサイクルでふしぎびっくり理科実験　４ 木村義志 学習研究社 407
リサイクルでふしぎびっくり理科実験　５ 山村紳一郎 学習研究社 407
リサイクルでふしぎびっくり理科実験　６ 山村紳一郎 学習研究社 407
リサイクルでふしぎびっくり理科実験　７ 山村紳一郎 学習研究社 407
リサイクルでふしぎびっくり理科実験　８ 山村紳一郎 学習研究社 407
21世紀によむ日本の古典　１ 神野志隆光 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　２ 古橋信孝 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　３ 倉本由布 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　４ 森山京 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　５ 黒沢弘光 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　６ 中井和子 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　７ 服藤早苗 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　８ 三田村信行 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　９ 浜野卓也 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　１０ 田辺聖子 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　１１ 山下明生 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　１２ 森詠 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　１３ 西本鶏介 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　１４ 三木卓 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　１５ 上野洋三 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　１６ 諏訪春雄 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　１７ 上田秋成 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　１８ 谷真介 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　１９ 砂田弘 ポプラ社 918
21世紀によむ日本の古典　２０ 田口章子 ポプラ社 918
人体絵本 フォルナーリ・ジュリアーノ ポプラ社 491
きつねのかみさま あまんきみこ ポプラ社 913
ずいとん先生と化けの玉 那須正幹 童心社 913
ずいとん先生と化けの玉 那須正幹 童心社 913
救出 小暮正夫 アリス館 916
このはのおかね、つかえます 茂市久美子 佼成出版社 913
ちびねこグルのぼうけん ピートリ・アン 福音館書店 933
よみがえれ、えりもの森 本木洋子 新日本出版社 913
どうぶつの目 わしおとしこ アリス館 480
どうぶつのはな わしおとしこ アリス館 480
どうぶつのおっぱい わしおとしこ アリス館 480
１３歳のハローワーク 村上龍 幻冬舎 366
１３歳のハローワーク 村上龍 幻冬舎 366
うさぎのホッパー フィスター・マーカス フレーベル館 940
うさぎのホッパーはるをさがしに マーカス・フィスター 作・絵 フレーベル館 933



キュウリの絵本 稲山光男へん 農村漁村文化協会 626
カボチャの絵本 伊藤喜三男へん 農村漁村文化協会 626
メロンの絵本 瀬古龍雄へん 農村漁村文化協会 626
イチゴの絵本 木村雅行へん 農村漁村文化協会 626
ラッカセイの絵本 鈴木一男へん 農村漁村文化協会 626
ゆうちゃんとしんくんとへんてこライオン 長新太 小学館 913
おひさまアコちゃんあそびましょ 角野栄子 小学館 913
もものすけのおさんぽ やまちかずひろ 小学館 913
たわし 井上洋介 小学館 913
センシュちゃんとウオットちゃん 工藤ノリコ 小学館 913
ポピーとマックスおおきくなったらなんになる？ガーディナー・リンジー 小学館 933
ポピーとマックスものまねだいすき ガーディナー・リンジー 小学館 933
まんまるパンダところころパンダ カブレラ・ジェーン 小学館 933
おこりんぼフンガくん 国松エリカ 小学館 913
ミラクルクレヨンのクレヨンまる　スペシャル　プレゼント有賀忍 小学館 913
ゆうちゃんとへんてこライオン 長新太 小学館 913
フンガくん 国松エリカ 小学館 913
しんくんとへんてこライオン 長新太 小学館 913
へんてこライオンがいっぱい 長新太 小学館 913
ミラクルクレヨンのクレヨンまる　たいへん！かじだ有賀忍 小学館 913
人体絵本 フォルナーリ・ジュリアーノ ポプラ社 491
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　上巻 ローリング・Ｊ・Ｋ 静山社 933
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　下巻 ローリング・Ｊ・Ｋ 静山社 933
消えたゲームソフト 日本児童文学者協会編 偕成社 913
幽霊屋敷のなぞを追え！ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
ぼくの推理白書 日本児童文学者協会編 偕成社 913
学級ノートのミステリー 日本児童文学者協会編 偕成社 913
魔女から電話です 日本児童文学者協会編 偕成社 913
わたしの推理ノート 日本児童文学者協会編 偕成社 913
異次元の怪奇レポート 日本児童文学者協会編 偕成社 913
もしかして大事件？！ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
ふしぎなコピー機のなぞ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
ミステリーがいっぱい　１ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
ミステリーがいっぱい　２ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
ミステリーがいっぱい　３ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
ミステリーがいっぱい　４ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
ミステリーがいっぱい　５ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
ミステリーがいっぱい　６ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
ミステリーがいっぱい　７ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
ミステリーがいっぱい　８ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
ミステリーがいっぱい　９ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
ミステリーがいっぱい　１０ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
スター・ウォーズエピソード１ファントム・メナスデータ・ブックライダー・ウィンダム 偕成社 778
スター・ウォーズエピソード２クローンの攻撃ムービーストーリールーカス・ジョージ 偕成社 778
スター・ウォーズエピソード２クローンの攻撃データ・ブックライダー・ウィンダム 偕成社 778
マリア探偵社消えたＣＭタレント 川北亮司 理論社 913
マリア探偵社呪いのＥメール 川北亮司 理論社 913
マリア探偵社死界からのメッセージ 川北亮司 理論社 913
マリア探偵社恐怖スクール 川北亮司 理論社 913
マリア探偵社魔女のクロスワード 川北亮司 理論社 913
マリア探偵社奇怪なマンション 川北亮司 理論社 913
マリア探偵社謎のダイアモンド 川北亮司 理論社 913
マリア探偵社迷宮アイランド 川北亮司 理論社 913
いとしのウルトラマン 宮西達也 学習研究社 913
おしえてウルトラマン 宮西達也 学習研究社 913
君のためにできるコト 菊田まりこ 学習研究社 913
いつでも会える 菊田まりこ 学習研究社 913
はっけよいごりまる 国松エリカ 学習研究社 913
えがおのむこうで… 田村みえ 学習研究社 913



いいきぶん こうのみほこ 学習研究社 913
バンロッホのはちみつ 井口真吾 学習研究社 913
魔女の友だちになりませんか？ 村山早紀 ポプラ社 913
魔女のルルーとオーロラの城 村山早紀 ポプラ社 913
魔女のルルーと時の魔法 村山早紀 ポプラ社 913
魔女のルルーと風の少女 村山早紀 ポプラ社 913
魔女のルルーと赤い星の杖 村山早紀 ポプラ社 913
魔女のルルーと魔法使いの塔 村山早紀 ポプラ社 913
恐怖と怪奇名作集　１ 矢野浩三郎訳 岩崎書店 933
恐怖と怪奇名作集　２ 矢野浩三郎訳 岩崎書店 933
恐怖と怪奇名作集　３ 矢野浩三郎訳 岩崎書店 933
恐怖と怪奇名作集　４ 矢野浩三郎訳 岩崎書店 933
恐怖と怪奇名作集　５ 矢野浩三郎訳 岩崎書店 933
恐怖と怪奇名作集　６ 矢野浩三郎訳 岩崎書店 933
恐怖と怪奇名作集　７ 矢野浩三郎訳 岩崎書店 933
恐怖と怪奇名作集　８ 矢野浩三郎訳 岩崎書店 933
恐怖と怪奇名作集　９ 矢野浩三郎訳 岩崎書店 933
恐怖と怪奇名作集　１０ 矢野浩三郎訳 岩崎書店 933
ズッコケ三人組の卒業式 那須正幹 ポプラ社 913
かいけつゾロリとまほうのへや 原ゆたか ポプラ社 913
くさむら 田島征三 偕成社 913
ありがとうともだち 内田麟太郎 偕成社 913
あいつもともだち 内田麟太郎 偕成社 913
どこどこどこいってきまーす 長谷川義史 ひかりのくに 913
とべとべフワフワ わしおとしこ　さく 旺文社 913
草花とともだち 下田智美　絵・文 偕成社 470
ねんね さえぐさひろこ　文 アリス館 913
テントウムシ 今森光彦　文・写真 アリス館 486
ともだち 谷川俊太郎　文 玉川大学出版部 913
魔法使いハウルと火の悪魔 ダイアナ・ウィン・ジョ－ンズ　作 徳間書店 933
盲導犬クイ－ルの一生 石黒謙吾　文 文藝春秋 916
１５歳拓の旅立ち ＮＨＫ「こども」プロジェクト　編・著汐文社 916
涙と笑いのハッピークラス ＮＨＫ「こども」プロジェクト　編・著汐文社 916
小さな勇士たち ＮＨＫ「こども」プロジェクト　編・著汐文社 916
裸で育て君らしく ＮＨＫ「こども」プロジェクト　編・著汐文社 916
こころの二人三脚 ＮＨＫ「こども」プロジェクト　編・著汐文社 916
坂本龍馬 小西聖一　著 理論社 210
紫式部と清少納言 小西聖一　著 理論社 210
織田信長 小西聖一　著 理論社 210
聖徳太子 小西聖一　著 理論社 210
伊能忠敬 小西聖一　著 理論社 210
源頼朝 小西聖一　著 理論社 210
聖武天皇と行基 小西聖一　著 理論社 210
福沢諭吉 小西聖一　著 理論社 210
徳川家康 小西聖一　著 理論社 210
杉原千畝 小西聖一　著 理論社 210
ローワンと白い魔物 エミリ－・ロッダ　作 あすなろ書房 933
ぼくをいじめるとねえちゃんくるぞ 伊藤英治　編 岩崎書店 911.568
ぐるっと地球をかかえちゃえ 伊藤英治　編 岩崎書店 911.568
ズッコケ魔の異郷伝説 那須正幹　作 ポプラ社 913.6
ズッコケ怪奇館幽霊の正体 那須正幹　作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎 尼子騒兵衛　原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎めいとうかげりゅうのひみつの段尼子騒兵衛　原作 ポプラ社 913
忍たま乱太郎 尼子騒兵衛　原作 ポプラ社 913
にんタマ三人ぐみのこれぞにんじゃの大運動会だ！？尼子騒兵衛　作・絵 ポプラ社 913
まじょ子とまいごのかいじゅうちゃん 藤真知子　作 ポプラ社 913
まじょ子とリボンの王国 藤真知子　作 ポプラ社 913
天使のかいかた なかがわちひろ　作 理論社 913
カラフル 森絵都　作 理論社 913



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　作 ＢＬ出版 913
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 913
秘密の海　１ エミリー・ロッダ　作 岩崎書店 933
幻想の島　２ エミリー・ロッダ　作 岩崎書店 933
学校の怪談スペシャル１ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ポプラ社 913
こっくりさん、きてください 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ポプラ社 913
にんげんごっこ 木村 裕一 作 講談社 913
ぞうのボタン うえの のりこ さく 富山房 913
火 斎藤 隆介 作 岩崎書店 913
ふしぎなたけのこ 松野 正子 さく 福音館書店 388
図解観察シリーズ２甲虫 旺文社 486
おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》６ フレーベル館 486
ゆうれいのおとしもの 木暮 正夫 作 ポプラ社 913
にんタマ三人ぐみのチョーこわい！！合戦場マラソン尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
子どもになりたいパパとおとなになりたいぼく灰谷 健次郎 作 あかね書房 913
にんタマ三人ぐみのくんれん山大けっとう！尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
アリからみると 桑原 隆一 文 福音館書店 486
モーツァルト ひの まどか 著 リブリオ出版 762
なんでも見える鏡 フィツォフスキ 再話 福音館書店 388
世界のとんち話 牧 杜子尾 著 学研 388
わらいばなし 寺村 輝夫 文 あかね書房 913
サンコンのとっておきアフリカむかし話１ オスマン・サンコン 文 金の星社 388
サンコンのとっておきアフリカむかし話２ オスマン・サンコン 文 金の星社 388
８つの小さなクリスマス 芳賀 日出男 著 小峰書店 386
小学生のための「正しい日本語」トレーニング３生越 嘉治 著 あすなろ書房 810
星の王子さま サン＝テグジュペリ 作 岩波書店 953
たからものとんだ もりやま みやこ 作 あかね書房 913
としばあちゃんのオムレツ作戦 山口 節子 作 岩崎書店 913
赤毛のアン モンゴメリ 原作 金の星社 933
はたらきもののあひるどん マーティン・ワッデル さく 評論社 933
マドレーヌとジプシー ルドウィッヒ・ベーメルマンス 作画福音館書店 933
ことりをすきになった山 エリック＝カール 絵 偕成社 933
まほうつかいのノナばあさん トミー・デ・パオラ ぶん・え ほるぷ出版 933
やさしさの木の下で くすもと みちこ 文 自由国民社 369
サイダーのひみつ 学研 596
宅配ピザのひみつ 学研 673
下着のひみつ 学研 593
トイレのひみつ 学研 528
お米のひみつ 学研 616
天人女房 国立オリンピック記念青少年総合センター388
一寸法師 国立オリンピック記念青少年総合センター388
さるとかえるのもちころがし 国立オリンピック記念青少年総合センター388
こども語源じてん 山口佳紀 講談社 812
おーいぽぽんた 茨木のり子編 福音館書店 911
おーいぽぽんた　別冊 茨木のり子編 福音館書店 911
白いぼうし あまんきみこ ポプラ社 913
春のお客さん あまんきみこ ポプラ社 913
星のタクシー あまんきみこ ポプラ社 913
だんごどっこいしょ 大川悦生 ポプラ社 388
さるじぞうほいほい 大川悦生 ポプラ社 388
でっかいまめたろう 大川悦生 ポプラ社 388
ゆきひめ 大川悦生 ポプラ社 388
たいへんたいへんたいへんだー 大川悦生 ポプラ社 388
たなばたむかし 大川悦生 ポプラ社 388
おしょうとこぞう 大川悦生 ポプラ社 388
びんぼうがみとふくのかみ 大川悦生 ポプラ社 388
おだんごころころ 大川悦生 ポプラ社 388
かくまきの歌 杉みき子 童心社 913
おじいさんのランプ 新美南吉 岩崎書店 913



肥後の石工 今西祐行 岩波書店 913
キャプテンはつらいぜ 後藤竜二 講談社 913
たのしいムーミン一家 ヤンソン トーべ 講談社 949
ザ・ビートルズ 広田寛治 講談社 764
のん・たん・ぴん 山中恒 理論社 913
弟の戦争 ウェストール ロバート 徳間書店 933
ヨースケくん 那須正幹 ポプラ社 913
悪者は夜やってくる マーヒ マーガレット 岩波書店 933
月の輪グマ 椋鳩十 ポプラ社 913
鬼の橋 伊藤遊作 福音館書店 913
日本のむかしばなし 瀬田貞二 のら書店 388
世界のむかしばなし 瀬田貞二 のら書店 388
歯みがきつくって億万長者 メリル ジーン 偕成社 933
レイチェル・カーソン ワズワース ジンジャー 偕成社 289
日本昔ばなし 谷　真介 ポプラ社 388
悲劇の少女アンネ シュナーベル エルンスト 偕成社 289
大どろぼうホッツェンプロッツ プロイスラー オトフリート 偕成社 943
カメをつって考えた 阿部夏丸 旺文社 913
約束 村山由佳 集英社 913
北極のムーシカミーシカ いぬいとみこ 理論社 913
魔女学校の一年生 マーフィ ジル 評論社 933
なぞなぞあそびうた 角野栄子 のら書店 911
なぞなぞあそびうた　２ 角野栄子 のら書店 911
じっぽ たつみや章 あかね書房 913
うそつきたいかい 矢玉四郎 岩崎書店 913
すんだことはすんだこと ガアグ ワンダ再話 福音館書店 388
ちいさくなったパパ スタルク ウルフ 小峰書店 949
おれんじ屋のきぬ子さん 河俣規世佳 あかね書房 913
ぬすまれた宝物 スタイング ウィリアム 評論社 933
びりっかすの神さま 岡田淳 偕成社 913
ちびっこカムのぼうけん 神沢利子 理論社 913
エルマーのぼうけん ガネット ルース スタイルス 福音館書店 933
キロコちゃんとみどりのくつ たかどのほうこ あかね書房 913
酪農家族 立松和平 河出書房新社 913
ナイチンゲール ブラウン パム 偕成社 289
チョコレート戦争 大石真 理論社 913
グリム童話２ グリム 〔著〕 ポプラ社 943
天使の人形 ブレッドソー ジェリー 偕成社 933
ライオンと魔女 ルイス クライヴ ステープルズ 岩波書店 933
カスピアン王子のつのぶえ ルイス クライヴ ステープルズ 岩波書店 933
朝びらき丸東の海へ ルイス クライヴ ステープルズ 岩波書店 933
銀のいす ルイス クライヴ ステープルズ 岩波書店 933
馬と少年 ルイス クライヴ ステープルズ 岩波書店 933
魔術師のおい ルイス クライヴ ステープルズ 岩波書店 933
さいごの戦い ルイス クライヴ ステープルズ 岩波書店 933
長くつ下のピッピ リンドグレーン アストリッド 岩波書店 949
クローディアの秘密 カニグズバーグ Ｅ L 岩波書店 933
わらしべ長者 木下順二 岩波書店 388
よりぬきマザーグース 谷川俊太郎訳 岩波書店 913
みどりのゆび ドリュオン モーリス 岩波書店 953
だれだって悩んだ なだいなだ 筑摩書房 159
いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川俊太郎 福音館書店 589
だれもしらない 灰谷健次郎 あかね書房 913
イルカの知られざる世界 モイアー ジャック Ｔ フレーベル館 489
雑木林のコレクション 今森光彦 フレーベル館 460
食べもの記 森枝卓士 福音館書店 383
水鳥たちの干潟 蓮尾純子 フレーベル館 488
生物の消えた島 田川日出夫 福音館書店 468
はじめてのかり 吉田遠志 リブリオ出版 913



だんごむしそらをとぶ 松岡達英 小学館 726
まどさんとさかたさんのことばあそび まどみちお 小峰書店 911
いちばんたいせつなともだち アパーリー ドーン フレーベル館 933
ムッシュ・ムニエルのサーカス 佐々木マキ 絵本館 913
いいことってどんなこと 神沢利子 福音館書店 913
おっきょちゃんとかっぱ 長谷川摂子 福音館書店 913
きつねのおきゃくさま あまんきみこ サンリード 913
あいうえおっとせい 谷川俊太郎 さ・え・ら書房 810
いたずらきかんしゃちゅうちゅう バートン ヴァージニア リー 福音館書店 933
せなかをとんとん 最上一平 ポプラ社 913
となりのまじょのマジョンナさん ブリッドウェル ノーマン 偕成社 933
にじ ルプレヒト ジークフリート Ｐ セーラー出版 993
はなさかじい 松谷みよ子 フレーベル館 388
ぼくは弟とあるいた 小林豊 岩崎書店 913
ぽんぽん山の月 あまんきみこ 文研出版 913
わすれられないおくりもの バーレイ スーザン 評論社 933
オキクルミのぼうけん 萱野茂 小峰書店 913
コウテイペンギンのおやこ 内山晟 ポプラ社 488
スーホの白い馬 大塚勇三再話 福音館書店 923
ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい ポプラ社 485
ナヌークの贈りもの 星野道夫 小学館 489
ベンジャミンのたからもの ウイリアムズ ガース あすなろ書房 933
ペニーさん エッツ マリー ホール 徳間書店 933
山のいのち 立松和平 ポプラ社 913
猫は生きている 早乙女勝元 理論社 913
生命の木 大石芳野 草土文化 302
おきなぐさ；いちょうの実 宮沢賢治 偕成社 913
おばあさんの飛行機 佐藤さとる 偕成社 913
狐 新美南吉 偕成社 913
赤いろうそくと人魚 小川未明 偕成社 913
魔女のたまご エドモンドソン マデライン あかね書房 933
夜にくちぶえふいたなら たかどのほうこ 旺文社 913
絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川達雄 福音館書店 481
鬼が出た 大西弘文 福音館書店 388
赤ちゃんのはなし エッツ マリー ホール 福音館書店 495
世界の子どもたち キンダスリ ﾊﾞｰナバス ほるぷ出版 367
世界の子どもたち キンダスリ ﾊﾞｰナバス ほるぷ出版 367
どうぶつはいくあそび 岸田衿子 のら書店 911
どうぶつはやくちあいうえお 岸田衿子 のら書店 807
ふしぎふにゃふにゃフランケン 立花尚之介 岩崎書店 913
おかあさんだいすき 光吉夏弥 岩波書店 933
月夜のみみずく ヨーレン ジェーン 偕成社 933
しらんぷり 梅田俊作 ポプラ社 913
じごくのそうべえ 田島征彦 童心社 913
青いかいじゅうと赤いかいじゅう マッキー デイビッド アーニ出版 933
三つのオレンジ 剣持弘子 偕成社 973
木はいいなあ ユードリ ジャニス メイ 偕成社 933
どうぶつえんガイド あべ弘士 福音館書店 480
まるいちきゅうのまるいいちにち 安野光雅編 童話屋 913
はたけのともだち 田島征彦 童心社 911
だいこんどのむかし 渡辺節子 ほるぷ出版 388
とらねことじいちゃん 梅田俊作 ポプラ社 913
はがぬけたらどうするの？ ビーラー セルビー Ｂ フレーベル館 933
大きな山のトロル ヴァーレンベルイ アンナ 岩崎書店 933
アフリカの音 沢田としき 講談社 913
へっこきあねさがよめにきて 大川悦生 ポプラ社 388
物語１００、今江祥智 今江祥智 理論社 913
いちねんせい 谷川俊太郎 小学館 911
アンジュール ヴァンサン ガブリエル ブックローンシュッパン 953



キングの最高の日 スタルク ウルフ 偕成社 949
パパは専業主夫 ボイエ キルステン 童話館出版 943
南極のペンギン 高倉健 集英社 916
絵本玉虫厨子の物語 平塚武二 童心社 913
お月さまってどんなあじ？ グレイニェク ミヒャエル セーラー出版 993
マクブルームさんのすてきな畑 フライシュマン シド あかね書房 933
ポリーとはらぺこオオカミ ストー カサリン 岩波書店 933
ふたりのロッテ ケストナー エーリヒ 岩波書店 943
ロックフォール団のねずみたち クリフォード サンディ 徳間書店 933
オオサンショウウオの夏 阿部夏丸 佼成出版社 913
とっときのとっかえっこ ウィットマン サリ 童話館 933
アジア！イチャリバ、チョーデー 大貫美佐子 光村教育出版 913
サンタクロースがすねちゃった クラウゼ 佑学社 943
街のいのち 立松和平 くもん出版 913
こいぬがうまれるよ コール ジョアンナ 福音館書店 645
おどりトラ 金森襄作再話 福音館書店 388
世界のじゃんけん 田中ひろし 今人舎 798
ありがとうをわすれると 山下明生 学習研究社 913
手塚治虫 石子順 童心社 726
まぼろしの小さい犬 ピアス アン・フィリッパ 岩波書店 933
子どもに聞かせる世界の民話 矢崎源九郎編 実業之日本社 388
なん者ひなた丸ねことんの術の巻 斉藤洋 あかね書房 913
新ちゃんがないた！ 佐藤州男 文研出版 913
きまぐれロボット 星新一 理論社 913
かくれ山の冒険 富安陽子 ＰＨＰ研究所 913
シマが基地になった日 真鍋和子 金の星社 916
トチノキ村の雑貨屋さん 茂市久美子 あすなろ書房 913
だだずんじゃん 川崎洋 いそっぷ社 911
ビッグバンのたんじくネズミ 石井睦美 文渓堂 913
黒い兄弟　上 テツナー リザ あすなろ書房 943
黒い兄弟　下 テツナー リザ あすなろ書房 943
ルーム・ルーム ロドースキー コルビー 金の星社 933
いつもどこかで 新川和江 大日本図書 911
びんぼうがみとふくのかみ 大川悦生 ポプラ社 388
はたらく自動車ずかん 成美堂出版 537
木の祭り 新美南吉 にっけん教育出版社 913
ワニのライルがやってきた ウェーバー バーナード 大日本図書 933
おじいさんのハーモニカ グリフィス ヘレン・Ⅴ あすなろ書房 933
田んぼのいのち 立松和平 くもん出版 913
彼の手は語りつぐ ポラッコ パトリシア あすなろ書房 253
だんごむしと恐竜のレプトぼうや 松岡達英 小学館 913
だんごむしうみへいく 松岡達英 小学館 913
ばけものつかい 川端誠 クレヨンハウス 779
じゅげむ 川端誠 クレヨンハウス 779
ひとくち童話 東君平 フレーベル館 913
ゾウの王パパ・テンボ カンベル エリック 徳間書店 933
ドクトル・ムッシーの昆虫おもしろふしぎ探検記矢島稔 小学館 486
えっちゃんのせんそう 岸川悦子 文渓堂 913
ないた 中川ひろたか 金の星社 913
ないた 中川ひろたか 金の星社 913
バスをおりたら… 小泉るみ子 ポプラ社 913
ひみつ たばたせいいち 童心社 913
アレクセイと泉のはなし 本橋成一 アリス館 369
アレクセイと泉のはなし 本橋成一 アリス館 369
歩きだす夏 今井恭子 学習研究社 913
いえでででんしゃはこしょうちゅう？ あさのあつこ 新日本出版社 913
いえでででんしゃはこしょうちゅう？ あさのあつこ 新日本出版社 913
スズメの大研究 国松俊英 ＰＨＰ研究所 488
スズメの大研究 国松俊英 ＰＨＰ研究所 488



空のてっぺん銀色の風 ひろはたえりこ 小峰書店 913
空のてっぺん銀色の風 ひろはたえりこ 小峰書店 913
ぼくらはみんな生きている 佐々木洋 講談社 482
ぼくらはみんな生きている 佐々木洋 講談社 482
かげまる 矢部美智代 毎日新聞社 913
犬ぞりの少年 ガードナー ジョン・レノルズ 文研出版 933
チョコレート工場の秘密 ダール ロアルド 評論社 933
まんげつのよるに 木村裕一 講談社 913
のはらうた　４ 工藤直子 童話屋 911
サラダでげんき 角野栄子 福音館書店 913
にじいろのさかなとおおくじら フィスター マーカス 講談社 933
こわくないよにじいろのさかな フィスター マーカス 講談社 933
にじいろのさかなまいごになる フィスター マーカス 講談社 933
ず－っとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム　えとぶん 評論社 933
このみちをゆこうよ３ 金子みすゞ　著 ＪＵＬＡ出版局 911
セブンスタワーⅣ ガース・ニクス 小学館 933
バッテリーⅤ あさのあつこ　作 教育画劇 913
バッテリーⅥ あさのあつこ　作 教育画劇 913
ペンギンおうえんだん 斉藤洋　作 講談社 913
ぐりとぐらとくるりくら なかがわりえこ　文 福音館書店 913
ぐりとぐらとすみれちゃん なかがわ りえこ 文 福音館書店 913
ぐりとぐらのえんそく なかがわりえこ　さく 福音館書店 913
ぐりとぐらのおおそうじ 中川 李枝子 文 チャールズ・イー・タトル出版913
そばせい９ 川端誠　著 クレヨンハウス 913
新幹線特急列車１６ 小賀野実　監修 ポプラ社 546
緊急出動！サイレンカ－４ 小賀野実　監修 ポプラ社 537
日本を走る列車１９５ 小賀野実　監修 ポプラ社 546
空と天気のふしぎ１２ 武田康男　監修 ポプラ社 451
星と星座１５ 藤井旭　監修 ポプラ社 443
のってみたいな！たのしいのりもの１３ 小賀野実　監修 ポプラ社 536
たんけん！はっけん！動物園１４ 内山晟　監修 ポプラ社 480
森といのち 七尾純　著 あかね書房 650
森の科学 七尾純　著 あかね書房 650
森と環境 七尾純　著 あかね書房 650
森とくらし 七尾純　著 あかね書房 650
水といのち 七尾純　著 あかね書房 452
水の科学 七尾純　著 あかね書房 452
水と環境 七尾純　著 あかね書房 452
水とくらし 七尾純　著 あかね書房 452
おっと合点承知之助 齋藤孝　文 ほるぷ出版 913
がまの油 齋藤孝　文 ほるぷ出版 913
霊界通信レストラン３１ 松谷みよ子　責任編集 童心社 913
死神レストラン３２ 松谷みよ子　責任編集 童心社 913
魔の森レストラン３３ 松谷みよ子　責任編集 童心社 913
人形レストラン３４ 松谷みよ子　責任編集 童心社 913
おまじないレストラン３５ 松谷みよ子　責任編集 童心社 913
ダレン・シャン１２ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 933
香川のむかし話 香川県国語教育研究会 編 日本標準 388
香川のむかし話 香川県国語教育研究会 編 日本標準 388
香川のむかし話 香川県国語教育研究会 編 日本標準 388
香川のむかし話 香川県国語教育研究会 編 日本標準 388
香川のむかし話 香川県国語教育研究会 編 日本標準 388
香川のむかし話 香川県国語教育研究会 編 日本標準 388
そらまめくんのベッド なかや みわ さく・え 福音館書店 913
宮沢賢治 伊藤 佐喜雄 著 偕成社 289
伝記・人間にまなぼう１１ 岩崎書店 289
お月さまたべちゃった？ 檀 晴子 ぶん あすなろ書房 913
もしかしたら名探偵 杉山亮 偕成社 913
おさるがおよぐ いとう ひろし 作・絵 講談社 913



おさるのおうさま いとう ひろし 作・絵 講談社 913
いちねんせい 谷川 俊太郎 詩 小学館 911
ワーシャとまほうのもくば プロコフィエバ 作 金の星社 983
たらふくまんま 馬場 のぼる ぶん・え 学研 913
イソップ童話３年生 イソップ 〔原作〕 偕成社 991
ガラスめだまときんのつののヤギ 田中 かな子 訳 福音館書店 388
ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 作 講談社 913
花さき山 斎藤 隆介 作 岩崎書店 913
ヨースケくん 那須 正幹 作 ポプラ社 913
たろうの木 真鍋 タヨ子 文 詫間町教育委員会 913
どろんこおそうじ さとう わきこ さく・え 福音館書店 913
ふたりはきょうも アーノルド・ローベル 作 文化出版局
じどうしゃ 寺島 竜一 画 福音館書店 913
のはらうた１ くどう なおこ 作 童話屋 911
ぼくの村にサーカスがきた 小林 豊 作・絵 ポプラ社 913
ミュウのいるいえ あまん きみこ 〔著〕 フレーベル館 913
だじゃれどうぶつえん 中川 ひろたか 文 絵本館 911
人がねむる動物がねむる 井上 昌次郎 文 福音館書店 491
おりがみの本 たきがわきょうこ・たかし すずき出版 754
おばあさんのひこうき 佐藤 さとる 作 小峰書店 913
チョコレートのひみつ 宇津木聡史 学研 596
星砂のぼうや 灰谷 健次郎 文 童心社 913
燃料電池のひみつ 学研
チーター大セール 高畠那生 絵本館 913
またぶたのたね 佐々木マキ 絵本館 913
おかあさんのパンツ　２ 山岡ひかる 絵本館 913
ひつじのよる ヤナキヒロシ 絵本館 913
きょうはパン焼き あおきひろえ 絵本館 913
おどります 高畠純 絵本館 913
ピットとパットのけんか スーズ ＪＵＬＡ出版局 943
みみこのゆうびん 矢崎節夫 ＪＵＬＡ出版局 913
みみこのおはよう 矢崎節夫 ＪＵＬＡ出版局 913
クク・メソ・エッヘン 伊藤智之 ＪＵＬＡ出版局 913
コッコママ なとりみちほ ＪＵＬＡ出版局 913
Ｂｒｏｔｈｅｒ　ｅａｇｌｅ ｓｉｓｔｅｒ　ｓｋｙ ジェファーズ スーザン ＪＵＬＡ出版局 933
ザガズー ブレイク クエンティン 好学社 933
びょうきのブルンミ マレーク ベロニカ 風濤社 933
ブルンミとアンニパンニ マレーク ベロニカ 風濤社 933
おやすみ、アンニパンニ！ マレーク ベロニカ 風濤社 933
ブルンミのたんじょうび マレーク ベロニカ 風濤社 933
ブルンミとゆきだるま マレーク ベロニカ 風濤社 933
ブルンミとななつのふうせん マレーク ベロニカ 風濤社 933
くさのなかのキップコップ マレーク ベロニカ 風濤社 933
キップコップとティップトップ マレーク ベロニカ 風濤社 933
ゆきのなかのキップコップ マレーク ベロニカ 風濤社 933
キップコップのクリスマス マレーク ベロニカ 風濤社 933
五色百人一首であそぼう！１巻 小宮孝之 汐文社 798
五色百人一首であそぼう！２巻 小宮孝之 汐文社 798
五色百人一首であそぼう！３巻 小宮孝之 汐文社 798
憎悪と呪縛の神話 藤田晋一 金の星社 388
陰陽師（おんみょうじ）と魑魅魍魎 藤田晋一 金の星社 388
嗤う落武者の髑髏 藤田晋一 金の星社 388
怨霊と戦国の祟り 藤田晋一 金の星社 388
大江戸百鬼夜行（やこう） 藤田晋一 金の星社 388
邪悪な黒魔術師ヒトラー 藤田晋一 金の星社 388
血塗られたドラキュラの紋章 藤田晋一 金の星社 388
暗黒の三国志演義 藤田晋一 金の星社 388
蘇る屍ゾンビ 藤田晋一 金の星社 388
ツタンカーメンの呪い 藤田晋一 金の星社 388



バーティミアス　サマルカンドの秘宝 ストラウド ジョナサン 理論社 933
バーティミアス　ゴーレムの眼 ストラウド ジョナサン 理論社 933
バーティミアス　プトレマイオスの門 ストラウド ジョナサン 理論社 933
親子で挑戦！「世界のいろんな国々」まるごとクイズ世界クイズ研究会 メイツ出版 290
サッカーの大常識 吉田昭彦 ポプラ社 783
がいこつ 谷川俊太郎 教育画劇 911
ばすくん みゆきりか 教育画劇 913
まんまるおつきさまをおいかけて ヘンクス ケヴィン 福音館書店 933
たいせつなきみ　５ ルケード マックス いのちのことば社 933
たいせつなきみ　４ ルケード マックス いのちのことば社 933
たいせつなきみ　３ ルケード マックス いのちのことば社 933
たいせつなきみ　２ ルケード マックス いのちのことば社 933
たいせつなきみ ルケード マックス いのちのことば社 933
マリア探偵社地獄のバスツアー 川北亮司 理論社 913
マリア探偵社妖怪フレンド 川北亮司 理論社 913
マリア探偵社・特別編カオリンの推理クイズ川北亮司 理論社 913
もののけレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
妖怪レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
百物語レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
謎のメールレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
地獄レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
占いレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
生まれ変わりレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
人食い花レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
神かくしレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
心霊写真レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
七不思議レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
鬼のレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
丑三つ時レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
闇のレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
悪夢のレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
ぶきみな音レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
うらめしやレストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社 913
ちびくろ・さんぼ バンナーマン ヘレン 瑞雲社 933
ちびくろ・さんぼ　２ バンナーマン ヘレン 瑞雲社 933
３びきのかわいいオオカミ トリビザス ユージーン 冨山房 930
考える力がつく子ども地図帳〈日本〉 アイランズ編 草思社 291
七つの封印　１ マイヤー カイ ポプラ社 943
七つの封印　２ マイヤー カイ ポプラ社 943
七つの封印　３ マイヤー カイ ポプラ社 943
七つの封印　４ マイヤー カイ ポプラ社 943
七つの封印　５ マイヤー カイ ポプラ社 943
七つの封印　６ マイヤー カイ ポプラ社 943
七つの封印　７ マイヤー カイ ポプラ社 943
七つの封印　８ マイヤー カイ ポプラ社 943
七つの封印　９ マイヤー カイ ポプラ社 943
七つの封印　１０ マイヤー カイ ポプラ社 943
千年のかなた マイヤー カイ ポプラ社 943
うそか？ほんとか？基本紳士の大冒険 山下篤 理論社 913
世にも奇妙な動物たち オグデン チャールズ 理論社 933
観光客をねらえ オグデン チャールズ 理論社 933
あめあがりの名探偵 杉山亮 偕成社 913
スター・ウォーズエピソード３シスの復讐ムービーストーリールーカス ジョージ 偕成社 778
スター・ウォーズエピソード３シスの復讐データ・ブックルーカス ジョージ 偕成社 778
ありがとうへんてこライオン 長新太 小学館 913
どうしたの？へんてこライオン 長新太 小学館 913
こんにちは！へんてこライオン 長新太 小学館 913
やったね！へんてこライオン 長新太 小学館 913
まーくんだいすき 木村裕一 偕成社 913



がんばれごん 木村裕一 偕成社 726
ホームランを打ったことのない君に 長谷川集作 理論社 913
おべんとうなあに？ 山脇恭 偕成社 913
ばいきんがっこう きむらゆういち 偕成社 913
ごめんねごん 木村裕一 偕成社 913
もりくいクジラ 川村たかし 実業之日本社 913
マリア探偵社危険なクリスマス 川北亮司 理論社 913
つるばら村のパン屋さん 茂市久美子 講談社 913
つるばら村の三日月屋さん 茂市久美子 講談社 913
つるばら村のくるみさん 茂市久美子 講談社 913
つるばら村の家具屋さん 茂市久美子 講談社 913
つるばら村のはちみつ屋さん 茂市久美子 講談社 913
ゆうすげ村の小さな旅館 茂市久美子 講談社 913
たまねぎ博士１号タリラン 矢玉四郎 岩崎書店 913
たまねぎ博士２号タリラン 矢玉四郎 岩崎書店 913
たまねぎ博士３号タリラン 矢玉四郎 岩崎書店 913
やかんねこ 矢玉四郎 岩崎書店 913
どこでもでんしゃ 矢玉四郎 岩崎書店 913
シカクだいおうとハナクソ・マルメル 矢玉四郎 岩崎書店 913
おしいれの中のみこたん 矢玉四郎 岩崎書店 913
サーカス！ スピア ピーター 福音館書店 933
こりすのはつなめ 浜田廣介 金の星社 913
きつねのきんた かこ・さとし 金の星社 913
たぬきのちょうちん 浜田廣介 金の星社 913
こりすのおかあさん 浜田廣介 金の星社 913
美乃里の夏 藤巻吏絵 福音館書店 913
くじらの海 川村たかし 岩崎書店 913
はやいはやい新幹線のぞみ 小賀野実 あかね書房 686
ようこそ世界の特急 櫻井寛写真 あかね書房 686
いつかのりたい世界と日本（にっぽん）の豪華列車櫻井寛写真 あかね書房 686
かっこいい新幹線大集合 小賀野実 あかね書房 686
さんご礁のなぞをさぐって 武田正倫 文研出版 468
さんご礁のなぞをさぐって 武田正倫 文研出版 481
イェンス・ペーターと透明くん ヴォルフ クラウス・ペーター ひくまの出版 943
たべものうた たかぎあきこ リーブル 726
レベル４（フォー） シュリューター アンドレアス 岩崎書店 943
ぬけだしたジョーカー 武井武雄絵 フレーベル館 913
家族で楽しむ日本の行事としきたり 石田繁美編 ポプラ社 386
酒呑童子 川村たかし ポプラ社 388
ダニエルのふしぎな絵 マクリントック バーバラ ほるぷ出版 933
ダニエルのふしぎな絵 マクリントック バーバラ ほるぷ出版 933
どんなかんじかなあ 中山千夏 自由国民社 913
イシガメの里 松久保晃作 小峰書店 487
イシガメの里 松久保晃作 小峰書店 487
紅玉 後藤竜二 新日本出版社 913
紅玉 後藤竜二 新日本出版社 913
ライト兄弟はなぜ飛べたのか 土佐幸子 さ・え・ら書房 538
ライト兄弟はなぜ飛べたのか 土佐幸子 さ・え・ら書房 538
ビーズのてんとうむし 最上一平 童心社 913
ビーズのてんとうむし 最上一平 童心社 913
こんにちはアグネス先生 ヒル カークパトリック あかね書房 933
うそつき大ちゃん 阿部夏丸 ポプラ社 913
ロボママ エミリー スミス 文研出版 933
わたしたちの帽子 高楼方子 フレーベル館 913
わたしたちの帽子 高楼方子 フレーベル館 913
とくべつないちにち ヤハテンベルフ イヴォンヌ 講談社 949
とくべつないちにち ヤハテンベルフ イヴォンヌ 講談社 949
あかちゃんてね 星川ひろ子 小学館 491
あかちゃんてね 星川ひろ子 小学館 491



妖界ナビ・ルナ　１ 池田美代子 岩崎書店 913
妖界ナビ・ルナ　２ 池田美代子 岩崎書店 913
妖界ナビ・ルナ　３ 池田美代子 岩崎書店 913
妖界ナビ・ルナ　４ 池田美代子 岩崎書店 913
妖界ナビ・ルナ　５ 池田美代子 岩崎書店 913
妖界ナビ・ルナ　６ 池田美代子 岩崎書店 913
妖界ナビ・ルナ　７ 池田美代子 岩崎書店 913
妖界ナビ・ルナ　８ 池田美代子 岩崎書店 913
だれも知らない小さな国 佐藤さとる 講談社 913
豆つぶほどの小さな犬 佐藤さとる 講談社 913
星からおちた小さな人 佐藤さとる 講談社 913
ふしぎな目をした男の子 佐藤さとる 講談社 913
ハリー・ポッターと謎のプリンス　上巻 ローリング Ｊ．Ｋ． 静山社 933
ハリー・ポッターと謎のプリンス　下巻 ローリング Ｊ．Ｋ． 静山社 933
チャレンジ！ことわざ大王１０１ 横山験也 ほるぷ出版 814
チャレンジ！環境クイズ王１０１ 横山験也 ほるぷ出版 519
みんなが知りたい！「世界のふしぎ」がわかる本カルチャーランド メイツ出版 204
みんなが知りたい！「世界遺産」がわかる本カルチャーランド メイツ出版 709
ののちゃんのｄｏ（ドゥー）科学 朝日新聞社 朝日新聞社 404
セシルの魔法の友だち ギャリコ ポール 福音館書店 933
紙ワザ工房 菊地清 日貿出版社 754
エドワルド バーニンガム ジョン ほるぷ出版 933
旅するベッド バーニンガム ジョン ほるぷ出版 933
だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし 講談社 913
そらまめくんのぼくのいちにち なかやみわ 小学館 913
まんげつのよるに 木村裕一 講談社 913
ばばばあちゃんのなぞなぞりょうりえほん‐むしぱんのまきさとうわきこ 福音館書店 596
デルトラ・クエストⅢ　１ ロッダ エミリー 岩崎書店 933
デルトラ・クエストⅢ　２ ロッダ エミリー 岩崎書店 933
デルトラ・クエストⅢ　３ ロッダ エミリー 岩崎書店 933
デルトラ・クエストⅢ　４ ロッダ エミリー 岩崎書店 933
なかよしおばけのゆかいなけっこんしき デュケノワ ジャック ほるぷ出版 953
なかよしおばけのびっくりおふろ デュケノワ ジャック ほるぷ出版 953
なかよしおばけといたずらネッシー デュケノワ ジャック ほるぷ出版 953
なかよしおばけとちびちびおばけ デュケノワ ジャック ほるぷ出版 953
うそつきだいちゃん 阿部夏丸 ポプラ社 913
語彙力アップおもしろ言葉がいっぱい！１ ながたみかこ 汐文社 810
語彙力アップおもしろ言葉がいっぱい！２ ながたみかこ 汐文社 810
語彙力アップおもしろ言葉がいっぱい！３ ながたみかこ 汐文社 810
動物のくらし 学習研究社 480
作ろう！立体カード 鈴木孝美 ブティック社 754
とってもいいこと 内田麟太郎 クレヨンハウス 913
仮面レストラン たかいよしかず絵 童心社 913
ますだくんのランドセル 武田美穂　作・絵 ポプラ社 913
ワニのライル、動物園をにげだす２ バ－ナ－ド・ウェ－バ－　さく 大日本図書 933
ワニのライルとたんじょうパ－ティ－３ バ－ナ－ド・ウェ－バ－　さく 大日本図書 933
ワニのライルとなぞの手紙４ バ－ナ－ド・ウェ－バ－　さく 大日本図書 933
ワニのライル、おかあさんをみつける５ バ－ナ－ド・ウェ－バ－　さく 大日本図書 933
ワニのライルとどろぼうじけん６ バ－ナ－ド・ウェ－バ－　さく 大日本図書 933
魔女学校の転校生 ジル・マ－フィ　作・絵 評論社 933
魔女学校、海へいく４ ジル・マ－フィ　作・絵 評論社 933
どじ魔女ミルの大てがら３ ジル・マ－フィ　作・絵 評論社 933
なん者ひなた丸まどわし大ねことんの術の巻斉藤洋　作 あかね書房 913
ひまへまごろあわせ まど・みちお 阪田寛夫　文 小峰書店 911
あんパンのしょうめい４ まど・みちお 阪田寛夫　文 小峰書店 911
カステラへらずぐち５ まど・みちお 阪田寛夫　詩 小峰書店 911
かいじゅうのこんだて 中川ひろたか　文 ＰＨＰ研究所 913
とんとんどんどん 中川ひろたか　文 ＰＨＰ研究所 913
ブルドックブルブル 中川ひろたか　文 ＰＨＰ研究所 913



ミルクくるみ 中川ひろたか　文 ＰＨＰ研究所 913
おひるのアヒル 中川ひろたか　文 ＰＨＰ研究所 913
ペンギンたくはいびん６０ 斉藤洋　作 講談社 913
おさるのもり５２ いとうひろし　作・絵 講談社 913
おさるのやま５８ いとうひろし　作・絵 講談社 913
タニシのがくげいかい５６ 阿部夏丸　作 講談社 913
カリンクリンコリンのおはなし 竹下文子　作 あかね書房 913
こぎつねキックのおはなし 竹下文子　作 あかね書房 913
ぴいすけとぷうすけのおはなし 竹下文子　作 あかね書房 913
アイコのじゅもん 寺村輝夫　作 あかね書房 913
サアナごうをうて 寺村輝夫　作 あかね書房 913
ながれ星のひみつ 寺村輝夫　作 あかね書房 913
ぞくぞく村のゾンビのビショビショ１３ 末吉暁子　作 あかね書房 913
ぞくぞく村の怪鳥ホヤホヤ１４ 末吉暁子　作 あかね書房 913
くろくんとふしぎなともだち なかやみわ　さく・え 童心社 913
はるのゆきだるま 石鍋 芙佐子 作・絵 偕成社 913
はれときどきたこ 矢玉四郎　作・絵 岩崎書店 913
ゆめからゆめんぼ 矢玉四郎　作・絵 岩崎書店 913
えんにち奇想天外 齋藤孝　文 ほるぷ出版 913
クイ－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 916
盲導犬になったクイ－ル 秋元良平　作 あすなろ書房 916
ガラスの大エレベータ ロアルド・ダール　著 評論社 933
魔女とネコ家さがし１ カ－ラ・メイ　作 小さな出版社 933
魔女とネコ学校へ行く２ カ－ラ・メイ　作 小さな出版社 933
みんなが知りたい！いろんな「はじめて」がわかる本カルチャーランド　著 メイツ出版 31
ぼく、もうなかないよ サイモン・パトック　文 徳間書店 933
そらへのぼったおばあさん サイモン・パトック　文 徳間書店 933
ババールの美術館 ロラン・ド・ブリュノフ　さく 評論社 933
ぜったいたべないからね ロ－レン・チャイルド　作 フレ－ベル館 933
そうべえまっくろけのけ 田島征彦　著 童心社 913
ナルニア国の住人たち Ｃ．Ｓ．ルイス　作 岩波書店 933
１００円グッズで遊ぶ・作る・実験するとっても楽しい科学の本千葉県教育研究会松戸支部理科教育部会　著メイツ出版 407
ありんここりん 藤枝リュウジ　文・絵 教育画劇 913
ムッシーげきじょう 土橋とし子　作・絵 教育画劇 913
いないよいないよいませんよ ふくざわゆみこ　作・絵 教育画劇 913
セミくんいよいよこんやです 工藤ノリコ　作・絵 教育画劇 913
いもむしくんがねむったら 宮嶋ちか　作・絵 教育画劇 913
むしむしレストラン しもだともみ　作・絵 教育画劇 913
むしのチロリンコンサート 菅野由貴子　さく・え 教育画劇 913
むしっこいちば 澤口たまみ　文 教育画劇 913
でんでんのぼうしやさん 藤本ともひこ　作・絵 教育画劇 913
発見１ 栗林慧　著 フレーベル館 486
変身２ 栗林慧　著 フレーベル館 486
瞬間３ 栗林慧　著 フレーベル館 486
色形４ 栗林慧　著 フレーベル館 486
さつまのおいも 中川ひろたか　文 童心社 913
たなばたプ－ルびらき 中川ひろたか　文 童心社 913
クリスマス・オ－ルスタ－ 中川ひろたか　文 童心社 913
みんなともだち 中川ひろたか　文 童心社 913
えんそくバス 中川ひろたか　文 童心社 913
おおきくなるっていうことは 中川ひろたか　文 童心社 913
おばけなんてこわくない 中川ひろたか　文 童心社 913
あけましておめでとう 中川ひろたか　文 童心社 913
かえってきたカエル 中川ひろたか　文 童心社 913
おにはうち！ 中川ひろたか　文 童心社 913
おつきみうさぎ 中川ひろたか　文 童心社 913
まあばあさんのゆきのひピクニック すとう あさえ 文 岩崎書店 913
かえるのかさやさん３ 戸田和代　作 岩崎書店 913
それからのおにがしま４ 川崎洋　さく 岩崎書店 913



つきよのプレゼント６ くすのきしげのり　文 岩崎書店 913
たぬきのおつきみ７ 内田麟太郎　作 岩崎書店 913
そばやのまねきねこ 村田エミコ　作・絵 岩崎書店 913
のはらのおみせ９ やすいすえこ　作 岩崎書店 913
ふくはうちおにもうち 内田麟太郎　作 岩崎書店 913
あかいくつ 神沢利子　文 楷成社 949
あかいふうせん きしだえりこ　ぶん 偕成社 953
ふたりの王女 村山早紀 童心社 913
旅だちの歌 村山早紀 童心社 913
ペガサスの騎士 村山早紀 童心社 913
炎の少女 村山早紀 童心社 913
妖精の庭 村山早紀 童心社 913
風の恋うた 村山早紀 童心社 913
天のオルゴール 村山早紀 童心社 913
なぞの時光石 みおちづる 童心社 913
時のとまった島 みおちづる 童心社 913
海竜のなみだ みおちづる 童心社 913
天使のいのり みおちづる 童心社 913
黒いゆうれい船 みおちづる 童心社 913
さまよえる宝島 みおちづる 童心社 913
指輪のちかい みおちづる 童心社 913
剣にかがやく星 みおちづる 童心社 913
ムジナ探偵局 富安 陽子 作 童心社 913
ムジナ探偵局なぞの挑戦状 富安陽子 童心社 913
ムジナ探偵局闇に消えた男 富安陽子 童心社 913
ムジナ探偵局満月池の秘密 富安陽子 童心社 913
ムジナ探偵局本日休業 富安陽子 童心社 913
怪盗ルパン１ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン２ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン３ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン４ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン５ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン６ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン７ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン８ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン９ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン１０ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン１１ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン１２ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン１３ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン１４ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン１５ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン１６ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン１７ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン１８ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン１９ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
怪盗ルパン２０ ルブラン モーリス原作 ポプラ社 953
いぬうえくんがやってきた きたやまようこ あかね書房 913
いいものひろったくまざわくん きたやまようこ あかね書房 913
いぬうえくんのおきゃくさま きたやまようこ あかね書房 913
くまざわくんのたからもの きたやまようこ あかね書房 913
カレーおばけのあかいぼうし 末吉 暁子 作 偕成社 913
理科室のがいこつポキポキ 末吉暁子 偕成社 913
大足くんのぴかぴかスニーカー 末吉暁子 偕成社 913
ウォンバットとゆかいななかま パーク ルース 朔北社 933
ウォンバットがっこうへいく パーク ルース 朔北社 933
ウォンバットうみへいく パーク ルース 朔北社 933
ウォンバットきのうえのいえ パーク ルース 朔北社 933
ウォンバットと春のまほう ルース・パーク 作 朔北社 933



ウォンバット雨の日のぼうけん パーク ルース 朔北社 933
ウォンバットスキーにいく パーク ルース 朔北社 933
ウォンバットとふねのいえ パーク ルース 朔北社 933
ねずみのかいすいよく 山下明生 ひさかたチャイルド 913
ねずみのいもほり 山下明生 ひさかたチャイルド 913
ねずみのさかなつり 山下明生 ひさかたチャイルド 913
フィフィのそら 村上康成 ひさかたチャイルド 913
９９９ひきのきょうだいのおひっこし 木村研 ひさかたチャイルド 913
９９９ひきのきょうだい 木村 研 文 チャイルド本社 913
ぴっけやまのおならくらべ かさいまり ひさかたチャイルド 913
日本のおばけ話 神戸淳吉 偕成社 388
世界のおばけ話 白木茂 偕成社 388
日本のこわい話 須知徳平 偕成社 388
世界のこわい話 山主敏子 偕成社 388
日本のふしぎ話 土家由岐雄 偕成社 388
世界のふしぎ話 岡上鈴江 偕成社 388
日本のゆうれい話 二反長半 偕成社 388
世界のゆうれい話 白木茂 偕成社 388
日本の怪ぶつ話 木暮正夫 偕成社 388
世界の怪ぶつ話 白木茂 偕成社 388
日本の恐ろしい話 須知徳平 偕成社 388
世界の恐ろしい話 植田敏郎 偕成社 388
おばけの人生相談１ 沼野正子 草土文化 913
おばけの人生相談２ 沼野正子 草土文化 913
おばけの人生相談３ 沼野正子 草土文化 913
おばけの人生相談４ 沼野正子 草土文化 913
ミルトン アルダラン ハイデ 朔北社 953
ミルトンのクリスマス アルダラン ハイデ 朔北社 953
ミルトンとカラス アルダラン ハイデ 朔北社 953
ミルトンびょういんへ アルダラン ハイデ 朔北社 953
キッカーズ！１ ナールガング フラウケ 小学館 943
キッカーズ！２ ナールガング フラウケ 小学館 943
赤の妖精（フェアリー）ルビー メドウズ デイジー ゴマブックス 933
黄色の妖精（フェアリー）サフラン メドウズ デイジー ゴマブックス 933
みどりの妖精（フェアリー）ファーン メドウズ デイジー ゴマブックス 933
あい色の妖精（フェアリー）イジー メドウズ デイジー ゴマブックス 933
ノーチラス号の冒険　１ ホールバイン ヴォルフガング 創元社 943
ノーチラス号の冒険　２ ホールバイン ヴォルフガング 創元社 943
ノーチラス号の冒険　３ ホールバイン ヴォルフガング 創元社 943
ノーチラス号の冒険　４ ホールバイン ヴォルフガング 創元社 943
お宝探偵団とわがままミカド 楠木誠一郎 学習研究社 913
妖怪サーカス団がやってくる 藤野恵美 学習研究社 913
魔夜妖一先生の学校百物語 魔夜妖一 学習研究社 913
お宝探偵団とあぶない魔王 楠木誠一郎 学習研究社 913
キーパー ピート マル 評論社 933
光村ライブラリー　１ 工藤直子ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　２ 寺村輝夫ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　３ まどみちおほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　４ 三木卓ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　５ 川田健ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　６ 山下明生ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　７ 長崎源之助ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　８ 斉藤洋ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　９ ラベル ウィニフレッドＧ．ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　１１ 今江祥智ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　１２ 小松左京ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　１３ 那須正幹ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　１４ 石井睦美ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　１５ 森忠明ほか 光村図書出版 908



光村ライブラリー　１６ 大竹政和ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　１７ 亀井勝一郎ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー　１８ 松永禎郎ほか画 光村図書出版 908
エンジェルのおるすばん デルトン ジュディ 朔北社 933
エンジェルとお母さんの恋人 デルトン ジュディ 朔北社 933
エンジェルとお母さんの結婚 デルトン ジュディ 朔北社 933
エンジェルとあたらしい家族 デルトン ジュディ 朔北社 933
エンジェル翼をひろげる デルトン ジュディ 朔北社 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　２ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　３ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　４ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　５ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　６ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　７ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　８ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　９ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　１０ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
うみのカラオケ スズキコージ クレヨンハウス 913
いちがんこく 川端誠 クレヨンハウス 913
おばけのもり 石津ちひろ 小学館 913
ルフランルフラン　２ 荒井良二 プチグラパブリッシング 913
うそつきのつき 内田麟太郎 文渓堂 913
ミミズくんのにっき クローニン ドリーン 朔北社 933
あなたをずっとずっとあいしてる 宮西達也 ポプラ社 913
おれはティラノサウルスだ 宮西達也 ポプラ社 913
おまえうまそうだな 宮西達也 ポプラ社 913
きみはほんとうにステキだね 宮西達也 ポプラ社 913
なぞなぞねずみくん なかえよしを ポプラ社 913
ねずみくんのプレゼント なかえよしを ポプラ社 913
ねずみくんとおてがみ なかえよしを ポプラ社 913
ねずみくんとシーソー なかえよしを ポプラ社 913
ねずみくんのしりとり なかえよしを ポプラ社 913
たまごにいちゃんぐみ あきやまただし 鈴木出版 913
たまごにいちゃん あきやまただし 鈴木出版 913
たまごねえちゃん あきやまただし 鈴木出版 913
こんにちはたまごにいちゃん あきやまただし 鈴木出版 913
がんばる！たまごにいちゃん あきやまただし 鈴木出版 913
原色原寸クワガタムシ・カブトムシ大図鑑 吉田賢治監修 成美堂出版 486
絵本図鑑シートンどうぶつ記　５ シートン アーネスト・トムソン 金の星社 480
いぬねこハムスターそのほか 無藤隆総監修 フレーベル館 645
動物のくらし 学習研究社 480
きせつ 学習研究社 451
さかな 学習研究社 487
のりもの 学習研究社 536
どうぶつ 学習研究社 480
はたらくくるま 講談社 536
空をとぶ飛行機 高橋愼一監修 成美堂出版 538
のりたいな！新幹線 柏原治 成美堂出版 546
のりものあつまれ！ 山田廸生監修 成美堂出版 536
あたらしい自動車ずかん 高島鎮雄監修 成美堂出版 537
のってみたいな！大阪の電車・新幹線 中井精也監修 成美堂出版 546
ぜんぶわかるＪＲ全特急ものしりずかん 中井精也監修 成美堂出版 536
ぜんぶわかるはたらく自動車 中井精也監修 成美堂出版 537
ぜんぶわかる世界のカブトムシ・クワガタムシ岡島秀治監修 成美堂出版 486
ぜんぶわかる動物ものしりずかん 内山晟監修 成美堂出版 489
ノーダリニッチ島　Ｋ・スギャーマ博士の動物図鑑Ｋ・スギャーマ 絵本館 913
どうぶつえん物語 あべ弘士 絵本館 913
野うさぎのフルー フォシェ リダ 童話館出版 953
マドレンカのいぬ シス ピーター ＢＬ出版 933



むしゃくしゃかぞく ホーバン ラッセル あすなろ書房 933
どうするティリー？ レオニ レオ あすなろ書房 933
はいいろこくのはいいろひめさま ささきまき 絵本館 913
はいいろひめさまかぞえうた ささきまき 絵本館 913
どろぼうたちのよる 佐々木マキ 絵本館 913
やまださんちのてんきよほう 長谷川義史 絵本館 913
わりとけっこう 中川ひろたか 絵本館 913
ゴリラのビックリばこ 長新太 絵本館 913
ぼくのわたしのこんちゅうえん 小林俊樹 福音館書店 486
だるまちゃんとうさぎちゃん 加古里子 福音館書店 913
だるまちゃんとだいこくちゃん 加古里子 福音館書店 913
だるまちゃんとてんじんちゃん 加古里子 福音館書店 913
マトリョーシカちゃん 加古里子 福音館書店 913
どろにんげん 長新太 福音館書店 913
ちいさいみちこちゃん なかがわりえこ 福音館書店 913
さわってごらんピーターラビット ポター ビアトリクス 大日本絵画 933
人生って、なに？ ブルニフィエ オスカー 朝日出版社 113
わゴムはどのくらいのびるかしら？ セイラー マイク ほるぷ出版 933
日曜日の歌 長谷川集平 好学社 913
ぼくとバブーン ウェステラ ベッテ ソニー・マガジンズ 949
へんしんオバケ あきやまただし 金の星社 913
ぽけっとくらべ 今江祥智 文研出版 913
どうぶつのせかい シヴァルディ アン 評論社 489
１０ぴきのいたずらねこ キューレン メンシェ・ファン 朔北社 949
どうぶつにふくをきせてはいけません バレット ジュディ 朔北社 933
なんでもぴたりあたりやプンダ 寺村輝夫 クレヨンハウス 913
ねこのき 長田弘 クレヨンハウス 913
となりのモリタ 神沢利子 クレヨンハウス 913
とりどりのとり 佐々木マキ クレヨンハウス 913
くろずみ小太郎旅日記　その５ 飯野和好 クレヨンハウス 913
キウイじいさん 渡辺茂男 クレヨンハウス 913
クマちゃんにあいたくて 今江祥智 クレヨンハウス 913
ストライプ シャノン デヴィッド セーラー出版 933
まっくろけ 北村想 小峰書店 913
ありがとう、フォルカーせんせい ポラッコ パトリシア 岩崎書店 933
わたしのせいじゃない クリスチャン レイフ 岩崎書店 949
もったいないばあさん 真珠まりこ 講談社 913
パイレーツ ニルセン アンナ 新風舎 933
よるくま 酒井駒子 偕成社 913
ハリネズミと金貨 オルロフ ウラジーミル 偕成社 388
たまごからうま 酒井公子再話 偕成社 388
変なお茶会 佐々木マキ 絵本館 913
妖精運動会 パパディメトリュー リサ 講談社 933
ぶたのぶたじろうさん　１ 内田麟太郎 クレヨンハウス 913
ぶたのぶたじろうさん　２ 内田麟太郎 クレヨンハウス 913
森のサクランボつみ大会 二宮由紀子 文溪堂 913
イチジクの木の下で 二宮由紀子 文溪堂 913
キンモクセイをさがしに 二宮由紀子 文溪堂 913
ともだちいっぱい 工藤直子 文溪堂 913
くんれんばっちり 工藤直子 文溪堂 913
であってどっきり 工藤直子 文溪堂 913
ぼくしかできない特技があるんだ！ 池上彰監修 文研出版 790
ぼくの小さな村ぼくの大すきな人たち シェイクリー ジャミル くもん出版 949
いっぱい泣くとのどがかわくよ クラーネンドンク アンケ パロル舎 949
リボーンの森 岩永嘉弘 メディアパル 913
ピュア・デッド・マジック グリオリー デビー 評論社 933
白いのはらのこどもたち たかどのほうこ 理論社 913
ドラゴンは王子さま 茂市久美子 国土社 913
ペちゃんこスタンレー ブラウン ジェフ あすなろ書房 933



ドラえもん宇宙サイエンス 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 440
宇曽保物語 舟崎克彦 風濤社 913
くまのこミンのおうち あいはらひろゆき ソニー・マガジンズ 913
くまのこミンのおはなばたけ あいはらひろゆき ソニー・マガジンズ 913
くまのこミンのふゆじたく あいはらひろゆき ソニー・マガジンズ 913
へびのしっぽ 二宮 由紀子 さく 草土文化 913
やみに光る赤い目 モーバーゴ マイクル 評論社 933
ゆーみぃちゃん とだかずき 新風舎 913
はばたけ！ザーラ ナラニィ コリーネ 鈴木出版 949
ひげねずみくんへ ナグダ アン・ホワイヘッド 福音館書店 933
ふしぎの国のレイチェル ロッダ エミリー あすなろ書房 933
にげろや、にげろ アームストロング ヘレン 評論社 933
あわれなマノリート リンド エルビラ 小学館 963
スチュアートの大ぼうけん ホワイト Ｅ．Ｂ． あすなろ書房 933
涙そうそう 吉田紀子 汐文社 913
魔法のスリッパ キング スミス あすなろ書房 933
フェアマウント通り２６番地の家 デ・パオラ トミー あすなろ書房 933
ベンとふしぎな青いびん フープマン キャシー あかね書房 933
コブタくんとコヤギさんのおはなし チトゥヴルテック ヴァーツラフ 福音館書店 989
アンドロメダの犬 今井恭子 毎日新聞社 913
世界一のスポーツ選手になるぞ！ 池上彰監修 文研出版 780
双姫湖のコッポたち 松原由美子 小峰書店 913
天才コオロギニューヨークへ セルデン ジョージ あすなろ書房 933
黒まるパンはだれのもの？ 後藤みわこ あかね書房 913
アリスの見習い物語 クシュマン カレン あすなろ書房 933
きかんぼのちいちゃいいもうと　その１ エドワーズ ドロシー 福音館書店 933
きかんぼのちいちゃいいもうと　その２ エドワーズ ドロシー 福音館書店 933
きかんぼのちいちゃいいもうと　その３ エドワーズ ドロシー 福音館書店 933
きんのことり あまんきみこ ＰＨＰ研究所 913
ムシャノコウジガワさんの鼻と友情 二宮由紀子 偕成社 913
ひみつだよがいっぱい 泉啓子ほか 童心社 913
ゾウさんの遺言 亀井一成 ポプラ社 916
ママになったネコの海ちゃん 岩合日出子 ポプラ社 916
すてイヌシェパードの涙 角谷智恵子 ポプラ社 916
ハラスよ！！ありがとう 中野孝次 ポプラ社 916
星になったチロ 藤井旭 ポプラ社 916
ジキル博士とハイド氏 スティーヴン ロバート・ルイス 岩崎書店 933
さよなら逆転ホームラン 北條誠 金の星社 913
くいしんぼ行進曲 大石真 理論社 913
ベロ出しチョンマ 斎藤隆介 理論社 913
プラテーロとわたし　秋・冬 ヒメネス ファン・ラモン 理論社 961
プラテーロとわたし　春・夏 ヒメネス ファン・ラモン 理論社 961
ハンサム・ガール 佐藤多佳子 理論社 913
日本のふしぎ話 川崎大治 童心社 913
超おもしろ環境クイズ スキッドモア スティーブ 金の星社 519
日本のわらい話 川崎大治 童心社 913
日本のとんち話 川崎大治 童心社 388
伝説への旅 村山早紀 童心社 913
天下無敵のお嬢様！　１ 浜野京子 童心社 913
太平洋漂流実験５０日 斉藤実 童心社 299
孤島の冒険 ヴヌーコフ ニコラーイ・アンドレーヴィチ童心社 983
科学者の目 かこさとし 童心社 402
宇宙ふしぎふしぎ物語 小森長生 童心社 440
コウヤの伝説　１ 時海結以 童心社 913
コウヤの伝説　２ 時海結以 童心社 913
ドッグ・シェルター 今西乃子 金の星社 327
雨ニモマケズ 宮沢賢治 岩崎書店 918
ポラーノの広場 宮沢賢治 岩崎書店 913
ヒロシマの歌 今西祐行 岩崎書店 913



ツェねずみ 宮沢賢治 理論社 913
オツベルと象 宮沢賢治 岩崎書店 913
よだかの星 宮沢 賢治 作 岩崎書店 913
なめとこ山のくま 宮沢賢治 岩崎書店 913
どんぐりと山ねこ 宮沢賢治 岩崎書店 913
お江戸の百太郎 那須正幹 岩崎書店 913
きょうりゅうが学校にやってきた フォーサス アン 金の星社 933
お星さまのレール 小林千登勢 金の星社 913
風の又三郎 宮沢賢治 岩崎書店 913
注文の多い料理店 宮沢賢治 岩崎書店 913
光の戦士ミド さとうまきこ 理論社 913
影の谷へ さとうまきこ 理論社 913
よみがえる魔力 さとうまきこ 理論社 913
黒い塔 さとうまきこ 理論社 913
最後の決戦 さとうまきこ 理論社 913
広島の姉妹 山本真理子 岩崎書店 913
銀河鉄道の夜 宮沢賢治 岩崎書店 913
鏡の国のアリス キャロル ルーイス 岩崎書店 933
びっくり！スクール たからしげる 理論社 913
少年探偵事件ノート 砂田弘 岩崎書店 913
こぶたのかくれんぼ 小沢正 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 913
ふたごの巫女のひみつ 加藤純子 岩崎書店 913
廃墟のアルバム 川北亮司 理論社 913
はじめてあったひ たさき きょうこ 絵 ＪＵＬＡ出版局 913
ほうれんそうじけん たさききょうこ・大村祐子 ＪＵＬＡ出版局 913
ぐう・ちょき・ぱあ 大村祐子 ＪＵＬＡ出版局 913
おかあさんごっこ 大村祐子 ＪＵＬＡ出版局 913
あたらしいかさ たさききょうこ ＪＵＬＡ出版局 913
ひとりでおでかけ たさききょうこ ＪＵＬＡ出版局 913
都会のトム＆ソーヤ　１ はやみねかおる 講談社 913
都会のトム＆ソーヤ　３ はやみねかおる 講談社 913
都会のトム＆ソーヤ　４ はやみねかおる 講談社 913
妖怪アパートの幽雅な日常１ 香月日輪 講談社 913
妖怪アパートの幽雅な日常２ 香月日輪 講談社 913
こわい！赤玉 講談社 913
幽霊離脱レストラン かとうくみこ絵 童心社 913
紫ババアレストラン たかいよしかず絵 童心社 913
死の影レストラン かとうくみこ絵 童心社 913
オリエント急行とパンドラの匣 はやみねかおる 講談社 913
パスワード怪盗ダルジュロス伝 松原秀行 講談社 913
星のかけら　Ｐａｒｔ　２ 名木田恵子 講談社 913
星のかけら　Ｐａｒｔ　３ 名木田恵子 講談社 913
時を超えるＳＯＳ あさのあつこ 講談社 913
七時間目の怪談授業 藤野恵美 講談社 913
ふゆかいな依頼人 那須正幹 講談社 913
銀のほのおの国 神沢利子 福音館書店 913
砂の妖精 ネズビット イディス 福音館書店 933
ＩＱ探偵ムー飛ばない！？移動教室　上 深沢美潮 ジャイブ 913
ＩＱ探偵ムー飛ばない！？移動教室　下 深沢美潮 ジャイブ 913
ＩＱ探偵ムー真夏の夜の夢羽 深沢美潮 ジャイブ 913
ＩＱ探偵ムーアリバイを探せ！ 深沢美潮 ジャイブ 913
ＩＱ探偵ムー帰ってくる人形 深沢美潮 ジャイブ 913
はるかな国の兄弟 リンドグレーン アストリド・アンナ・エミリア岩波書店 949
クルミわりとネズミの王さま ホフマン エルンスト・テーオドール・アマデウス岩波書店 943
マリアンヌの夢 ストー キャサリン 岩波書店 933
床下の小人たち ノートン メアリー 岩波書店 933
エリコの丘から カニグズバーグ エレイン・ローブル岩波書店 933
パスワード菩薩崎決戦 松原秀行 講談社 913
パスワード忍びの里 松原秀行 講談社 913



笛吹き男とサクセス塾の秘密 はやみねかおる 講談社 913
黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ１ 石崎洋司 講談社 913
黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ２ 石崎洋司 講談社 913
黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ３ 石崎洋司 講談社 913
黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ４ 石崎洋司 講談社 913
こちら栗原探偵事務所　１ 那須正幹 講談社 913
ニライカナイの空で 上野哲也 講談社 913
巌窟王 デュマ アレクサンドル 講談社 953
麦わら帽子のヘイナとフェルト靴のトッス ノポラ シニッカ 講談社 993
さらわれた花嫁 あさのあつこ 講談社 913
かくれ家は空の上 柏葉幸子 講談社 913
ああ無情 ユゴー ヴィクトル･マリ 講談社 953
四年一組ミラクル教室学校の怪談！？ 服部千春 講談社 913
パスワード風浜クエスト 松原秀行 講談社 913
パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ１ 倉橋燿子 講談社 913
霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子 講談社 913
日暮れの海のものがたり 安房　直子 岩崎書店 913
小さな人のむかしの話 佐藤さとる 講談社 913
ドラゴンがいっぱい！ ネズビット イディス 講談社 933
ハワイ幽霊城の謎 はやみねかおる 講談社 913
おちゃめなふたごの探偵ノート ブライトン エニド・メアリ ポプラ社 933
おちゃめなふたごの新学期 ブライトン エニド・メアリ ポプラ社 933
大迷宮 横溝正史 ポプラ社 913
いろいろ１ねん レオニ レオ あすなろ書房 933
地獄の悪魔アスモデウス スタルク ウルフ あすなろ書房 949
オシリカミカミをさがせ！ クロムハウト リンデルト 朔北社 949
ジャネットとアランのおはなし玉手箱 アルバーク ジャネット 朔北社 933
きみたちきょうからともだちだ 中川ひろたか 朔北社 913
ハトにうんてんさせないで。 ウィレムズ モー ソニー・マガジンズ 933
くまのこミンのクリスマス あいはらひろゆき ソニー・マガジンズ 913
ごめんなさい 中川ひろたか 偕成社 913
おかあさんのパンツ 山岡ひかる 絵本館 913
タックそらをゆく たむらしげる ブッキング 913
ピンクのぞうをしらないか 佐々木マキ 絵本館 913
たあんきぽおんきたんころりん 長谷川摂子 福音館書店 388
ニーナはおちびさん ケント ジャック 好学社 933
ジャングルどおりのかくれんぼ フォックス ダイアン 大日本絵画 933
まさかさかさま 伊藤文人 新風舎 726
きいろいてがみ おおるいひろこ 新風舎 913
弥次さん喜多さんのお笑いにほんご塾 十返舎一九原作 ＰＨＰ研究所 814
どんぐりの穴のひみつ 高柳芳恵 偕成社 486
せんべいざむらい 今江祥智 佼成出版社 913
森の大あくま 二宮由紀子 毎日新聞社 913
フェアリー・レルム　１ ロッダ エミリー 童心社 933
フェアリー・レルム　２ ロッダ エミリー 童心社 933
フェアリー・レルム　３ ロッダ エミリー 童心社 933
フェアリー・レルム　４ ロッダ エミリー 童心社 933
フェアリー・レルム　５ ロッダ エミリー 童心社 933
フェアリー・レルム　６ ロッダ エミリー 童心社 933
とぶ船　上 ルイス ヒルダ 岩波書店 933
牛追いの冬 ハムズン マリー 岩波書店 949
太陽の東月の西 アスビョルセン Ｐ．Ｃ． 岩波書店 949
小さい牛追い ハムズン マリー 岩波書店 949
心を育てる偉人のお話　２ 西本鶏介 ポプラ社 280
心を育てる偉人のお話　３ 西本鶏介 ポプラ社 280
闘竜伝 渡辺仙州 ポプラ社 913
天井うらのふしぎな友だち 柏葉幸子 講談社 913
ソーグのひと夏 サバティエ ロベール 福音館書店 953
木馬のぼうけん旅行 ウィリアムズ ウルスラ･マリ 福音館書店 933



三つのミント･キャンディー サバティエ ロベール 福音館書店 953
セレンディップの三人の王子たち 竹内慶夫編 偕成社 929
ぼくがぼくであること 山中恒 角川書店 913
おおやさんはねこ 三木卓ほか 福音館書店 913
ほっとけない世界のまずしさ ほっとけない世界のまずしさ編 ほっとけない世界のまずしさ333
世界の外あそび こどもくらぶ編 今人舎 781
マイケルとスーザンは一年生 マリノ ドロシー アリス館 933
トゥートとパドルクリスマスはきみといっしょにホビー ホリー ＢＬ出版 933
トゥートとパドルきみがそばにいてくれたら ホビー ホリー ＢＬ出版 933
トゥートとパドルオパールちゃんのなつやすみホビー ホリー ＢＬ出版 933
トゥートとパドルきみがわらってくれるなら ホビー ホリー ＢＬ出版 933
ぼくとクッキーさよならまたね かさいまり ひさかたチャイルド 913
た、たん かさいまり ひさかたチャイルド 913
いそがなくっちゃ かさいまり ひさかたチャイルド 913
あのね かさいまり ひさかたチャイルド 913
牡丹灯篭 さねとうあきらほか ポプラ社 913
語られると怖い話 岡本綺堂ほか ポプラ社 908
ビルの中の恐怖 赤川次郎ほか ポプラ社 913
死神 恩田陸ほか ポプラ社 908
ロマンスにはホラーを 橋本治ほか ポプラ社 908
ホームスィートホラー 坂田靖子ほか ポプラ社 933
わが家の食卓にようこそ ダール ロアルドほか ポプラ社 933
サイコ 江戸川乱歩ほか ポプラ社 913
英米ホラーの系譜 スティーヴン ロバート・ルイスほかポプラ社 933
猫 ポー エドガー・アラン ポプラ社 908
キッカーズ！３ ナールガング フラウケ 小学館 943
ルフランルフラン 荒井良二 プチグラパブリッシング 913
もっと知ろうよ！ハングル１ 金 順玉 文 汐文社 829
地球共生 月尾嘉男 講談社 519
地球共生 月尾嘉男 講談社 519
月夜のじどうしゃ 渡辺 茂男 文 講談社 913
天然水のひみつ 学研広告宣伝局教材資料制作室596
今江祥智６年生の童話１ 今江 祥智 作 理論社 913
らくだい魔女はプリンセス 成田サトコ 作 ポプラ社 913
見ながら作れる紙ねんど工作 ひかりのくに 751
大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわるオトフリート＝プロイスラー 作 偕成社 943
大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート＝プロイスラー 作 偕成社 943
すてねこタイガーと家出犬スポット リブ・フローデ 作 文研出版 949
裁判とふしぎなねこ 手島悠介 学研 913
メダカのたんじょう 岩松 鷹司 さく 大日本図書 487
金色の雲になったトラ つかごし　つねじ 小峰書店 913
五つの誓い 寺門　克 日経ＢＰ企画 289
世界を変えるお金の使い方
エレベーター・エスカレーターのひみつ おぎのひとし 学研 536
ニルスのふしぎな旅１ ラーゲルレーヴ 作 偕成社 949
にじいろのさかな マーカス・フィスター 作 講談社 943
にじいろのさかなしましまをたすける！ マーカス・フィスター 作 講談社 933
うさぎのホッパーちかみちにはきをつけて マーカス・フィスター 作 講談社 933
きらきらきょうりゅう マーカス・フィスター 作 講談社 933
ぼくだけのきょうりゅう 今江 祥智 文 ベネッセコーポレーション 913
ぼくとオーケストラ アンドレア・ホイヤー 絵・文 河合楽器製作所・出版部
はらぺこあおむし エリック＝カール さく 偕成社
ピノキオ 講談社 933
天空の城ラピュタ 徳間書店 778
バーバパパのがっこう アネット・チゾン さく 講談社 933
１０ぴきのかえるのおしょうがつ 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 913
じごくのそうべえ 田島 征彦 作 童心社 913
フラワーズ タクマ　クニヒロ 雷鳥社 748
フラワーズ タクマ　クニヒロ 雷鳥社 748



ズッコケ家出大旅行 那須 正幹 作 ポプラ社 913
エルマーと１６ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 933
風の館の物語　１ あさのあつこ 講談社 913
脳が活性化する間違い探しパズル　１ 川島隆太 学習研究社 798
脳が活性化する間違い探しパズル　２ 川島隆太 学習研究社 798
ハリー・ポッター裏話 ローリング Ｊ．Ｋ． 静山社 933
ファンム・アレース　２ 香月日輪 講談社 913
妖怪アパートの幽雅な日常６ 香月日輪 講談社 913
デルトラの伝説 ロッダ エミリー 岩崎書店 933
シャーロットのおくりもの ホワイト Ｅ．Ｂ． あすなろ書房 933
ぶたのぶたじろうさん　３ 内田麟太郎 クレヨンハウス 913
メダカのえんそく 阿部夏丸 講談社 913
なまえをみてちょうだい あまん きみこ 作 フレーベル館 913
神の守り人 上橋菜穂子 偕成社 913
神の守り人 上橋菜穂子 偕成社 913
魔女の宅急便　その５ 角野栄子 福音館書店 913
ランプの精リトル・ジーニー　１ ジョーンズ ミランダ ポプラ社 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ　１ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ　２ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ　３ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ　４ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
かまいたち 宮部みゆき 講談社 913
パスワード四百年パズル 松原秀行 講談社 798
パスワード幽霊ツアー 松原秀行 講談社 913
パセリ伝説　ｍｅｍｏｒｙ２ 倉橋燿子 講談社 913
黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ５ 石崎洋司 講談社 913
新シェーラひめのぼうけん死をうたう少年 村山早紀 童心社 913
コウヤの伝説 時海結以 童心社 913
妖界ナビ・ルナ１０ 池田美代子 岩崎書店 913
妖界ナビ・ルナ９ 池田美代子 岩崎書店 913
神かくし事件のなぞ 加藤純子 岩崎書店 913
金色の魔術師 横溝正史 ポプラ社 913
闇とのたたかい 加藤純子 岩崎書店 913
ノーチラス号の冒険　１ ホールバイン ヴォルフガング 創元社 943
ノーチラス号の冒険　２ ホールバイン ヴォルフガング 創元社 943
仮面レストラン たかいよしかず絵 童心社 913
お化けパソコンレストラン たかいよしかず絵 童心社 913
座敷わらしレストラン かとうくみこ絵 童心社 913
１２歳たちの伝説　１ 後藤竜二 ジャイブ 913
亡霊（ゴースト）は夜歩く はやみねかおる 講談社 913
フェアリー・レルム　７ ロッダ エミリー 童心社 933
フェアリー・レルム　８ ロッダ エミリー 童心社 933
学校・なぞのカード事件 日本児童文学者協会編 偕成社 913
こちら、ふたり探偵局 日本児童文学者協会編 偕成社 913
探偵クラブにようこそ！ 日本児童文学者協会編 偕成社 913
悪魔の手紙事件 日本児童文学者協会編 偕成社 913
うらない姫は名探偵 日本児童文学者協会編 偕成社 913
ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　１ モス アレクサンドラ 草思社 933
ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　２ モス アレクサンドラ 草思社 933
ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　３ モス アレクサンドラ 草思社 933
ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　４ モス アレクサンドラ 草思社 933
ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　５ モス アレクサンドラ 草思社 933
ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　６ モス アレクサンドラ 草思社 933
ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　７ モス アレクサンドラ 草思社 933
ロイヤルバレエスクール・ダイアリー　８ モス アレクサンドラ 草思社 933
天と地の守り人　第一部 上橋菜穂子 偕成社 913
天と地の守り人　第二部 上橋菜穂子 偕成社 913
天と地の守り人　第三部 上橋菜穂子 偕成社 913
若おかみは小学生！Ｐａｒｔ１ 令丈ヒロ子 講談社 913



若おかみは小学生！Ｐａｒｔ２ 令丈ヒロ子 講談社 913
若おかみは小学生！Ｐａｒｔ３ 令丈ヒロ子 講談社 913
若おかみは小学生！Ｐａｒｔ４ 令丈ヒロ子 講談社 913
若おかみは小学生！Ｐａｒｔ５ 令丈ヒロ子 講談社 913
若おかみは小学生！Ｐａｒｔ６ 令丈ヒロ子 講談社 913
若おかみは小学生！Ｐａｒｔ８ 令丈ヒロ子 講談社 913
若おかみは小学生！Ｐａｒｔ９ 令丈ヒロ子 講談社 913
ねらわれた街 あさのあつこ 講談社 913
闇からのささやき あさのあつこ 講談社 913
私の中に何かがいる あさのあつこ 講談社 913
時を超えるＳＯＳ あさのあつこ 講談社 913
髑髏は知っていた あさのあつこ 講談社 913
人面瘡は夜笑う あさのあつこ 講談社 913
ゴースト館の謎 あさのあつこ 講談社 913
さらわれた花嫁 あさのあつこ 講談社 913
いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん　１ 今泉忠明監修 学習研究社 480
いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん　２ 須田研司監修 学習研究社 486
いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん　３ 武田正倫監修 学習研究社 460
とり 濱尾章二監修 学習研究社 488
しあわせいっぱい荘にやってきたワニ ウィリアムズ アーシュラ・Ｋ． 福音館書店 933
はたけのカーニバル 田島征三 童心社 913
へんしんコンサート あきやまただし 金の星社 913
でんきがまちゃんとおなべちゃん 長野ヒデ子 学習研究社 913
いぬとねこのおんがえし 太田大八絵 鈴木出版 388
どろんこそうべえ たじまゆきひこ 童心社 913
まじめなフレッドおじさん イーガン ティム ソニー・マガジンズ 933
しろくまくんのながいよる トンプソン ローラ ソニー・マガジンズ 933
しらないいぬがついてきた 小林与志 鈴木出版 913
ともだちおまじない 内田麟太郎 偕成社 913
あいうえおおかみ くどうなおこ 小峰書店 913
はっぴぃさん 荒井良二 偕成社 913
バーバパパとうみがめのおやこ チゾン アネット 講談社 933
もういちどそのことを、 五味太郎 クレヨンハウス 913
くまのこミンのおはなばたけ あいはらひろゆき ソニー・マガジンズ 913
こんにちは、ビーバー 佐藤英治 福音館書店 489
バーバパパのどうぶつさがし チゾン アネット 講談社 933
うまくなるソフトボール　バッテリー編 吉村正 ベースボール・マガジン 783
ソフトボール変化球バイブル 吉村正 ベースボール・マガジン 783
うまくなるソフトボール攻撃編 吉村正 ベースボール・マガジン 783
うまくなるソフトボール守備編 吉村正 ベースボール・マガジン 783
Ｔｈｅ　ｍａｎｚａｉ　１ あさのあつこ ジャイブ 913
Ｔｈｅ　ｍａｎｚａｉ　２ あさのあつこ ジャイブ 913
Ｔｈｅ　ｍａｎｚａｉ　３ あさのあつこ ジャイブ 913
ブルックフィールドの小さな家 ウィルクス マリア　Ｄ． 福音館書店 933
十字路の小さな町 ウィルクス マリア　Ｄ． 福音館書店 933
森の小さな開拓地 ウィルクス マリア　Ｄ． 福音館書店 933
コンコード・ヒルの上で ウィルクス マリア　Ｄ． 福音館書店 933
かいけつゾロリのチョコレートじょう 原ゆたか ポプラ社 913
ステップファザー・ステップ 宮部みゆき 講談社 913
シゲマツ先生の学問のすすめ　１ 重松清総監修 岩崎書店 2
シゲマツ先生の学問のすすめ　２ 重松清総監修 岩崎書店 2
シゲマツ先生の学問のすすめ　３ 重松清総監修 岩崎書店 2
シゲマツ先生の学問のすすめ　４ 重松清総監修 岩崎書店 2
シゲマツ先生の学問のすすめ　５ 重松清総監修 岩崎書店 2
恐怖の館へようこそ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 933
呪われたカメラ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 933
人喰いグルーグ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 933
ぼくの頭はどこだ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 933
わらう腹話術人形 スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 933



鏡のむこう側 スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 933
地下室にねむれ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 933
ゴースト・ゴースト スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 933
となりにいるのは、だれ？ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 933
鳩時計が鳴く夜 スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 933
ファンム・アレース　１ 香月日輪 講談社 913
キッカーズ！４ ナールガング フラウケ 小学館 943
キッカーズ！５ ナールガング フラウケ 小学館 943
小学５年生 重松清 文藝春秋 913
ＩＱ探偵ムーあの子は行方不明 深沢美潮 ジャイブ 913
ペンギンかんそくたい 斉藤洋 講談社 913
へんてこもりにいこうよ たかどのほうこ 偕成社 913
へんてこもりのコドロボー たかどのほうこ 偕成社 913
ゆかいなホーマーくん マックロスキー ロバート 岩波書店 933
妖界ナビ・ルナ２－１ 池田美代子 岩崎書店 913
Ｑ＆Ａ季節の食育 服部津貴子　著 岩崎書店 498
かめきちのたてこもり大作戦 村上しいこ　作 岩崎書店 913
鳥のくちばし図鑑 国松俊英　文 岩崎書店 488
百まいのドレス エレナー・エスティス　作 岩波書店 933
くらやみ城の冒険 マージェリー・シャープ　作 岩波書店 933
ダイヤの館の冒険 マージェリー・シャープ　作 岩波書店 933
ひみつの塔の冒険 マージェリー・シャープ　作 岩波書店 933
地下の湖の冒険 マージェリー・シャープ　作 岩波書店 933
オリエントの冒険 マージェリー・シャープ　作 岩波書店 933
南極の冒険 マージェリー・シャープ　作 岩波書店 933
さいごの冒険 マージェリー・シャープ　作 岩波書店 933
やかまし村の春・夏・秋・冬 アストリッド・リンドグレーン　作 岩波書店 949
やかまし村はいつもにぎやか アストリッド・リンドグレーン　作 岩波書店 949
いいからいいから 長谷川義史　作 絵本館 913
金曜日の砂糖ちゃん 酒井駒子　著 偕成社 726
ひみつのがっき 五味太郎　さく 偕成社 913
あひるのガガーリン 二宮由紀子　文 学習研究社 913
世界絶滅危機動物 学習研究社 480
ラモーナ、明日へ ベバリイ・クリアリー　作 学習研究社 933
ラモーナとあたらしい家族 ベバリイ・クリアリー　著 学習研究社 933
ラモ－ナとおかあさん ベバリイ・クリアリ－　作 学習研究社 933
ラモ－ナとおとうさん ベバリイ・クリアリ－　作 学習研究社 933
ラモ－ナ、八歳になる ベバリイ・クリアリ－　作 学習研究社 933
あかいはなとしろいはな 長新太　作・絵 教育画劇 913
うさぎはやっぱり 五味太郎　作 クレヨンハウス 913
モコモコちゃん家出する 角野栄子　文 クレヨンハウス 913
すこやかにおだやかにしなやかに 谷川俊太郎　著 佼成出版社 911
いのちのおはなし 日野原重明　文 講談社 159
未来のきみが待つ場所へ 宮本延春　著 講談社 289
アマ－リア姫とこうもり城 アレクサンドラ・フィッシャ－＝フ－ノルト　原作さ・え・ら書房 943
アマーリア姫と海賊船 アレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト　原作さ・え・ら書房 943
アマーリア姫と古城の宝 アレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト　原作さ・え・ら書房 943
アマーリア姫と恐怖ツアー アレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト　作さ・え・ら書房 943
アマーリア姫と黄金大作戦 アレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト　作さ・え・ら書房 943
火山島のなぞ ト－マス・ブレツィナ　作 さ・え・ら書房 943
消えたメカ・モンスタ－ ト－マス・ブレツィナ　作 さ・え・ら書房 943
ファラオの呪い ト－マス・ブレツィナ　作 さ・え・ら書房 943
ぼくはビースト パトリシア・ライリー・ギフ　原作 さ・え・ら書房 933
きえたユニコーン パトリシア・ライリー・ギフ　原作 さ・え・ら書房 933
キャンディーかずあてコンテスト パトリシア・ライリー・ギフ　原作 さ・え・ら書房 933
あたしの赤いクレヨン パトリシア・ライリー・ギフ　原作 さ・え・ら書房 933
まほうの恐竜ものさし パトリシア・ライリー・ギフ　原作 さ・え・ら書房 933
星になった少年 島田和子　文 汐文社 289
どうぶつふしぎ図鑑 チャイルド本社 480



ジャリおじさん おおたけしんろう　えとぶん 福音館書店 913
ちいさなろば ル－ス・エインズワ－ス　作 福音館書店 933
からだ・シアター 五味太郎 寺門琢己　著 ブロンズ新社 491
おばけのジョージーともだちをたすける ロバート・ブライト　作・絵 徳間書店 933
おばけのジョージーおおてがら ロバート・ブライト　作・絵 徳間書店 933
帰ってきた船乗り人形 ルーマー・ゴッデン　文 徳間書店 933
かさどろぼう シビル・ウェッタシンハ　作・絵 徳間書店 929
ねずみの家 ル－マ－・ゴッデン　さく 徳間書店 933
おもいでエマノン 梶尾真治　著 徳間書店 913
おじいちゃんのごくらくごくらく 西本　鶏介 著 すずき出版 913
おじいちゃんのごくらくごくらく 西本　鶏介 著 すずき出版 913
ハキちゃんの「はっぴょうします」 薫　くみこ 著 佼成出版社 913
ハキちゃんの「はっぴょうします」 薫　くみこ 著 佼成出版社 913
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 933
はっぱじゃないよぼくがいる 姉崎　一馬 著 アリス館 913
はっぱじゃないよぼくがいる 姉崎　一馬 著 アリス館 913
りんごあげるね さえぐさ　ひろこ 著 童心社 913
平和の種をまく 大塚　敦子 著 岩崎書店 319
あきらめないこと、それが冒険だ 野口　健 著 学習研究社 786
あきらめないこと、それが冒険だ 野口　健 著 学習研究社 786
両親をしつけよう！ ピート・ジョンソン 著 文研出版 933
七草小屋のふしぎなわすれもの 島村　木綿子 著 国土社 913
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 959
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 959
干し柿 西村　豊 著 あかね書房 913
干し柿 西村　豊 著 あかね書房 913
ゆりかごは口の中 桜井　淳史 著 ポプラ社 487
ゆりかごは口の中 桜井　淳史 著 ポプラ社 487
つながってる！ 草場一寿 サンマーク出版 913
いのちのまつり 草場一寿 サンマーク出版 913
国際理解にやくだつ世界の遊び　１ 大貫美佐子監修 ポプラ社 781
国際理解にやくだつ世界の遊び　４ 大貫美佐子監修 ポプラ社 781
国際理解にやくだつ世界の遊び　５ 大貫美佐子監修 ポプラ社 781
国際理解にやくだつ世界の遊び　６ 大貫美佐子監修 ポプラ社 781
国際理解にやくだつ世界の遊び　７ 大貫美佐子監修 ポプラ社 781
もったいない生活大事典　１ 学習研究社 519
もったいない生活大事典　２ 学習研究社 519
もったいない生活大事典　３ 学習研究社 519
もったいない生活大事典　４ 学習研究社 519
もったいない生活大事典　５ 学習研究社 519
もったいない生活大事典　６ 学習研究社 519
もったいない生活大事典　７ 学習研究社 519
せんそうってなんだったの？　１ 田代脩監修 学習研究社 210
せんそうってなんだったの？　２ 田代脩監修 学習研究社 210
せんそうってなんだったの？　３ 田代脩監修 学習研究社 210
せんそうってなんだったの？　４ 田代脩監修 学習研究社 210
せんそうってなんだったの？　５ 田代脩監修 学習研究社 210
せんそうってなんだったの？　６ 田代脩監修 学習研究社 210
せんそうってなんだったの？　７ 田代脩監修 学習研究社 210
せんそうってなんだったの？　８ 田代脩監修 学習研究社 210
世界のじゃんけん 田中ひろし 今人舎 798
みんなでつくるビオトープ入門 杉山恵一監修 合同出版 519
だれでもできるミミズで生ごみリサイクル アッペルホフ メアリー 合同出版 518
みんなでためすミミズコンポスト・マニュアルペイン ビネー 合同出版 375
だれでもできる楽しいミミズの飼い方 グローバル・スクール・プロジェクト編合同出版 518
だれでもできるやさしい水のしらべかた 河辺昌子 合同出版 518
だれでもできるパックテストで環境しらべ 岡内完治 合同出版 519
だれでもできるやさしい空気のしらべかた 合同出版編集部編 合同出版 519
これでわかる生ごみ堆肥化Ｑ＆Ａ 岩田進午監修 合同出版 518



だれでもできる地球を守る３Ｒ大作戦 山本耕平 合同出版 519
これでわかるごみ問題Ｑ＆A 熊本一規 合同出版 518
だれでもできるごみダイエット 崎田裕子 合同出版 518
だれでもできる生ごみ堆肥化大作戦 有機農産物普及・堆肥化推進協会編合同出版 518
だれでもできるデポジット デポジット法制定全国ネットワーク〈デポネット〉編合同出版 518
やさしくできる手作り石けん入門 ブラムソン アン 合同出版 576
みんなでためす洗剤と水汚染 合成洗剤研究会編 合同出版 576
だれでもできるやさしい土壌動物のしらべかた青木淳一 合同出版 481
だれでもできるやさしい土のしらべかた 塚本明美 合同出版 613
だれでもできるホタル復活大作戦 大場信義 合同出版 486
だれでもできるヤゴ救出大作戦 清水研助 合同出版 375
へんてこもりのなまえもん たかどのほうこ 偕成社 913
へんてこもりのきまぐれろ たかどのほうこ 偕成社 913
とんとんとめてくださいな こいでたん 福音館書店 913
ゆきのひのゆうびんやさん こいでたん 福音館書店 913
はるですはるのおおそうじ こいで たん ぶん 福音館書店 913
とてもとてもあついひ こいでたん 福音館書店 913
プーのほっきょくたんけん ミルン アラン・アレグザンダー 岩波書店 933
コブタと大こうずい ミルン アラン・アレグザンダー 岩波書店 933
プーのたのしいパーティー ミルン アラン・アレグザンダー 岩波書店 933
イーヨーのあたらしいうち ミルン アラン・アレグザンダー 岩波書店 933
トラーのあさごはん ミルン アラン・アレグザンダー 岩波書店 933
トラー木にのぼる ミルン アラン・アレグザンダー 岩波書店 933
プーあそびをはつめいする ミルン アラン・アレグザンダー 岩波書店 933
ウサギまいごになる ミルン アラン・アレグザンダー 岩波書店 933
コブタのおてがら ミルン アラン・アレグザンダー 岩波書店 933
フクロのひっこし ミルン アラン・アレグザンダー 岩波書店 933
川は生きている 富山和子 講談社 452
川は生きている 富山和子 講談社 452
川は生きている 富山和子 講談社 452
川は生きている 富山和子 講談社 452
川は生きている 富山和子 講談社 452
川は生きている 富山和子 講談社 452
川は生きている 富山和子 講談社 452
川は生きている 富山和子 講談社 452
川は生きている 富山和子 講談社 452
川は生きている 富山和子 講談社 452
道は生きている 富山和子 講談社 685
道は生きている 富山和子 講談社 685
道は生きている 富山和子 講談社 685
道は生きている 富山和子 講談社 685
道は生きている 富山和子 講談社 685
道は生きている 富山和子 講談社 685
道は生きている 富山和子 講談社 685
道は生きている 富山和子 講談社 685
道は生きている 富山和子 講談社 685
道は生きている 富山和子 講談社 685
森は生きている 富山和子 講談社 650
森は生きている 富山和子 講談社 650
森は生きている 富山和子 講談社 650
森は生きている 富山和子 講談社 650
森は生きている 富山和子 講談社 650
森は生きている 富山和子 講談社 650
森は生きている 富山和子 講談社 650
森は生きている 富山和子 講談社 650
森は生きている 富山和子 講談社 650
森は生きている 富山和子 講談社 650
知識ゼロからの俳句入門 金子兜太 幻冬舎 911
実用俳句歳時記 辻桃子編 成美堂出版 911



楽しい俳句 山崎ひさを編 善本社 911
俳句小歳時記 水原秋櫻子編 大泉書店 911
今はじめる人のための俳句歳時記 角川書店編 角川書店 911
俳句のつくり方が面白いほどわかる本 金子兜太 中経出版 911
九九パーフェクトゲームブック　１ このみひかる 大日本図書 410
九九パーフェクトゲームブック　２ このみひかる 大日本図書 410
九九パーフェクトゲームブック　３ このみひかる 大日本図書 410
九九パーフェクトゲームブック　４ このみひかる 大日本図書 410
九九パーフェクトゲームブック　５ このみひかる 大日本図書 410
九九パーフェクトゲームブック　１ このみひかる 大日本図書 410
九九パーフェクトゲームブック　２ このみひかる 大日本図書 410
九九パーフェクトゲームブック　３ このみひかる 大日本図書 410
九九パーフェクトゲームブック　４ このみひかる 大日本図書 410
九九パーフェクトゲームブック　５ このみひかる 大日本図書 410
輪ゴムで動くおもしろおもちゃ 成井俊美 ＰＨＰ研究所 759
紙バネ・紙ゼンマイでびっくりおもちゃ 千光士義和 ＰＨＰ研究所 754
算数と図形　１ 佐藤諒 星の環会 414
算数と図形　２ 佐藤諒 星の環会 414
算数と図形　１ 佐藤諒 星の環会 414
算数と図形　２ 佐藤諒 星の環会 414
算数っておもしろい　１ 清水龍之介監修 学習研究社 410
算数っておもしろい　２ 清水龍之介監修 学習研究社 410
算数っておもしろい　３ 清水龍之介監修 学習研究社 410
算数っておもしろい　４ 清水龍之介監修 学習研究社 410
算数っておもしろい　５ 清水龍之介監修 学習研究社 410
算数っておもしろい　６ 清水龍之介監修 学習研究社 410
算数っておもしろい　１ 清水龍之介監修 学習研究社 410
算数っておもしろい　２ 清水龍之介監修 学習研究社 410
算数っておもしろい　３ 清水龍之介監修 学習研究社 410
算数っておもしろい　４ 清水龍之介監修 学習研究社 410
算数っておもしろい　５ 清水龍之介監修 学習研究社 410
算数っておもしろい　６ 清水龍之介監修 学習研究社 410
秋山仁先生のたのしい算数教室　１ 木幡寛 ポプラ社 410
秋山仁先生のたのしい算数教室　２ 木幡寛 ポプラ社 410
秋山仁先生のたのしい算数教室　３ 木幡寛 ポプラ社 410
秋山仁先生のたのしい算数教室　４ 木幡寛 ポプラ社 410
秋山仁先生のたのしい算数教室　５ 木幡寛 ポプラ社 410
秋山仁先生のたのしい算数教室　６ 木幡寛 ポプラ社 410
秋山仁先生のたのしい算数教室　７ 木幡寛 ポプラ社 410
秋山仁先生のたのしい算数教室　８ 木幡寛 ポプラ社 410
秋山仁先生のたのしい算数教室　９ 木幡寛 ポプラ社 410
秋山仁先生のたのしい算数教室　１０ 木幡寛 ポプラ社 410
ともだち クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
ひとりぼっち クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
しあわせ クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
わたしのせいじゃない クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
たいせつなあなた クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
じぶん クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
ゆうき クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
はじめてのカウンセリング心のたんけん　１ 折原みと 学習研究社 371
はじめてのカウンセリング心のたんけん　２ 汐見稔幸 学習研究社 371
はじめてのカウンセリング心のたんけん　３ 高橋久 学習研究社 371
はじめてのカウンセリング心のたんけん　４ 武藤清栄 学習研究社 371
はじめてのカウンセリング心のたんけん　５ 井口和子 学習研究社 371
はじめてのカウンセリング心のたんけん　６ 高橋和巳 学習研究社 371
早ね早おき朝ごはん　１ はらだゆうこ 汐文社 498
早ね早おき朝ごはん　２ はらだゆうこ 汐文社 498
早ね早おき朝ごはん　３ はらだゆうこ 汐文社 498
じぶんをまもろうみんなをまもろう　１ 横矢真理監修 学習研究社 368



じぶんをまもろうみんなをまもろう　２ 横矢真理監修 学習研究社 368
じぶんをまもろうみんなをまもろう　３ 横矢真理監修 学習研究社 368
じぶんをまもろうみんなをまもろう　４ 横矢真理監修 学習研究社 368
じぶんをまもろうみんなをまもろう　５ 横矢真理監修 学習研究社 368
はじめての法教育　１ 岩崎書店 320
はじめての法教育　２ 岩崎書店 320
はじめての法教育　３ 岩崎書店 320
はじめての法教育　４ 岩崎書店 320
はじめての法教育　５ 岩崎書店 320
子どものマナー図鑑　１ 峯村良子 偕成社 385
子どものマナー図鑑　２ 峯村良子 偕成社 385
子どものマナー図鑑　３ 峯村良子 偕成社 385
子どものマナー図鑑　４ 峯村良子 偕成社 385
子どものマナー図鑑　５ 峯村良子 偕成社 385
ためしてわかる環境問題１ 山崎 慶太 編 大月書店 519
ぼくらは大気のパトロール隊 川口 啓明 著 フレーベル館 519
シュバイツァー 鶴見正夫 チャイルド本社 289
テレビゲームのひみつ 学研 798
シートン 小林清之介 チャイルド本社 289
虫のひげ 高家 博成 ぶん 新日本出版社 486
エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 933
鳥と少年 アーリン・ペダーセン 作 佑学社 949
ズッコケ怪盗Ｘ最後の戦い 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ三人組の地底王国 那須 正幹 作 ポプラ社 913
学習漫画　世界の発明・発見事典 集英社 507
どんなかんじかなあ 中山千夏 自由国民社 913
コーヒーのひみつ 青木萌 学研 588
大豆のひみつ 山口育孝 学研 588
ペンギンたんていだん 斉藤洋 講談社 913
はじめてのおるすばん しみずみちを 岩崎書店 913
あさえとちいさいいもうと 筒井 頼子 さく 福音館書店 913
魔法のことば 金関 寿夫 訳 福音館書店 913
ひみつの空のにわ 山末 やすえ 作 大日本図書 913
むしたちのうんどうかい 得田 之久 文 童心社 913
このはのおかね、つかえます 茂市 久美子 作 佼成出版社 913
めっきらもっきらどおんどん 長谷川 摂子 作 福音館書店 913
語源オン・ザ・デスク 日本社 日本社 812
イヌを飼う人のための愛犬ガイド 中島真理 新星出版社 645
ネコの本 デヴィット・テイラー 日本テレビ 645
イヌの本 デヴィット　テイラー 日本テレビ 645
世界の猫図鑑 山崎哲 山と渓谷社 645
ふしぎふしぎ動物ランド 海野 和男 〔ほか〕編著 大日本図書 481
母と子の楽しい太巻き祭りずし作り方教室 龍崎英子 東京書店 596
日本の伝統食 小泉武夫 日経事業出版社 386
つるばら村のレストラン 茂市久美子　著 講談社 913
魔女の宅急便２ 角野 栄子 作 福音館書店 913
魔女の宅急便３ 角野 栄子 作 福音館書店 913
魔女の宅急便４ 角野栄子 福音館書店 913
ゴリラ／オランウータン ジョン・ボネット・ウェクソ 編 誠文堂新光社 489
青の妖精（フェアリー）スカイ メドウズ デイジー ゴマブックス 933
むらさきの妖精（フェアリー）ヘザー メドウズ デイジー ゴマブックス 933
鏡の国のアリス ルイス＝キャロル 作 講談社 933
やさしいフィンランド 日本・フィンランド文化交流実行委員会日本・フィンランド文化交流実行委員会290
きな子とあそぼ！ 長谷川弓子 ジュリアン 790
きな子がいく！ 野島由紀子 ジュリアン 369
紙のひみつ おぎのひとし 学研 585
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑１ ポプラ社 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑２ ポプラ社 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑３ ポプラ社 210



調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑４ ポプラ社 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑５ ポプラ社 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑６ ポプラ社 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑７ ポプラ社 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑８ ポプラ社 210
心をかたちに楽しい造形・美術４ 小峰書店 750
心をかたちに楽しい造形・美術５ 小峰書店 750
心をかたちに楽しい造形・美術６ 小峰書店 750
彗星にのれるかな？ Ｓ．ローゼン 著 あかね書房 447
惑星が見つかるかな？ Ｓ．ローゼン 著 あかね書房 445
天の川にいくにはどうするの？ Ｓ．ローゼン 著 あかね書房 443
星までどのくらいあるの？ Ｓ．ローゼン 著 あかね書房 443
月はどこへいったの？ Ｓ．ローゼン 著 あかね書房 446
きりえの想い 金子静枝 広樹社 726
親子で楽しむはじめての魚釣り 地球丸 787
ヤドカリ 川嶋 一成 著 あかね書房 485
ニホンザル 西川 治 著・撮影 あかね書房 489
鳴く虫の世界 佐藤 有恒 写真 あかね書房 486
食虫植物のひみつ 清水 清 著 あかね書房 471
きえていく時間 奥田 継夫 作 大日本図書 913
死んだスーパーマン 奥田 継夫 作 大日本図書 913
いのちをうばった神さま 奥田 継夫 作 大日本図書 913
つりギツネをつった男 奥田 継夫 作 大日本図書 913
墓場のあかちゃん 奥田 継夫 作 大日本図書 913
青い蓮 エルジェ 作 福音館書店 993
紅海のサメ エルジェ 作 福音館書店 993
燃える水の国 エルジェ 作 福音館書店 993
カスタフィオーレ夫人の宝石 エルジェ 作 福音館書店 993
ななつの水晶球 エルジェ 作 福音館書店 993
レッド・ラッカムの宝 エルジェ 作 福音館書店 993
生活ごよみ春 千宗室 講談社 386
生活ごよみ夏 千宗室 講談社 386
生活ごよみ秋 千宗室 講談社 386
生活ごよみ冬 千宗室 講談社 386
生活ごよみ正月 千宗室 講談社 386
みんなでやってみよう遊びの本 児童憲章愛の会 児童憲章愛の会 798
住まいのひみつ 田中久志 学研 527
みずものがたり 山本良一 ダイヤモンド社 519
黒ばらさんの魔法の旅だち 末吉暁子 偕成社 913
大おばさんの不思議なレシピ 柏葉幸子 偕成社 913
黒ばらさんの七つの魔法 末吉暁子 偕成社 913
ラ・モネッタちゃんはきげんがわるい 柏葉幸子 偕成社 913
ラ・モネッタちゃんはあきらめない 柏葉幸子 偕成社 913
いちばんたいせつなもの 八百板洋子 福音舘書店 388
宇宙への秘密の鍵 ホーキング・ルーシー 岩崎書店 933
ほらふき男爵の冒険 ビュルガー、ゴトフリート・アウグスト偕成社 943
ドードー鳥の小間使い 柏葉幸子 偕成社 913
とび丸竜の案内人 柏葉幸子 偕成社 913
ひとりでいらっしゃい 斉藤洋 偕成社 913
うらからいらっしゃい 斉藤洋 偕成社 913
ルナ・チャイルド１ ウィッチャー／ムーニー 岩崎書店 973
ルナ・チャイルド２ ウィッチャー／ムーニー 岩崎書店 973
ルナ・チャイルド３ ウィッチャー／ムーニー 岩崎書店 973
ルナ・チャイルド４ ウィッチャー／ムーニー 岩崎書店 973
さいごのまほう 中島和子 金の星社 913
わたしの母さん 菊地澄子 北水 913
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 933
下町不思議町物語 香月日輪 岩崎書店 913
果て遠き旅路 池田美代子 岩崎書店 913



はじめてのくさばなあそび コロンブス・ブループ のら書店 781
バスの女運転手 キュヴェリエ・ヴァンサン くもん出版 953
おまけのじかん あまんきみこ ポプラ社 913
へんしんぶうたん！ぶたにへんしん！ きむらゆういち ポプラ社 913
ゆうやけごはんいただきます 長崎夏海 ポプラ社 913
育てよう！食べよう！野菜づくりの本１ こどもくらぶ ポプラ社 616
育てよう！食べよう！野菜づくりの本２ こどもくらぶ ポプラ社 616
育てよう！食べよう！野菜づくりの本３ こどもくらぶ ポプラ社 616
育てよう！食べよう！野菜づくりの本４ こどもくらぶ ポプラ社 626
育てよう！食べよう！野菜づくりの本５ こどもくらぶ ポプラ社 626
育てよう！食べよう！野菜づくりの本６ こどもくらぶ ポプラ社 626
のんびりオウムガイとせっかちアンモナイト 三輪一雄 偕成社 913
ムシとあそぼう海野和男のムシシシシ３ 海野和男 新日本出版社 486
やさいのおなか きうちかつ 福音舘書店 913
なーんだなんだ ストーン・カズコ・Ｇ 童心社 913
ころちゃんはだんごむし 高家博成 童心社 913
ツバル 遠藤秀一 国土社 297
きこえるきこえる エッツ・マリー・ホール ブッキング 933
こぶたは大きい フロリアン・ダグラス BL出版 933
ぶす 内田麟太郎 ポプラ社 913
そらとぶテーブル 佐々木マキ 福音舘書店 913
わたしの足は車いす ファイニク・フランツ・ヨーゼフ あかね書房 378
シロナガスクジラよりも大きいものっているの？ウェルズ・ロバート・Ｅ 評論社 933
つきよのキャベツくん 長新太 文研出版 913
地球のてっぺんに立つ！エベレスト ジェンキンズ・スティーブ 評論社 292
実物大恐竜図鑑 ベンゲル・デヴィット 小峰書店 457
「ハナ」は日本一のお母さん 広島市安佐動物公園 新日本出版社 489
葉っぱをまく虫 海野和男 新日本出版社 486
およげなかったカバ「モモ」 伊藤雅男 新日本出版社 489
渡りをするチョウ 佐藤英治 新日本出版社 486
川の王さまオオサンショウウオ 広島市安佐動物公園 新日本出版社 487
キノコを育てるアリ 高家博成 新日本出版社 486
幻のカエル 大木淳一 新日本出版社 487
お父さんゴリラは遊園地 山極寿一 新日本出版社 489
花になったカマキリ 海野和男 新日本出版社 486
ホタルの国から さとうなおみ 新日本出版社 486
カカトアルキのなぞ 東城幸治 新日本出版社 486
空の王者イヌワシ 真木広造 新日本出版社 488
ちょボラで福祉のまちづくり１ 日比野正巳 学研 369
ちょボラで福祉のまちづくり２ 日比野正巳 学研 369
ちょボラで福祉のまちづくり３ 日比野正巳 学研 369
ちょボラで福祉のまちづくり４ 日比野正巳 学研 369
ちょボラで福祉のまちづくり５ 日比野正巳 学研 369
うらないパパと石川五ニャえもん 大庭桂 旺文社 913
おばけはすきすき　きょうだいげんか むらいかよ ポプラ社 913
ニック・シャドウの真夜中の図書館　４ シャドウ・ニック ゴマブックス 933
ニック・シャドウの真夜中の図書館　５ シャドウ・ニック ゴマブックス 933
奇跡の母子犬 山下由美 ＰＨＰ研究所 916
思い出はブラックボックスに 斉藤洋 ポプラ社 913
おわらいコンビムサシとコジロー 上條さなえ ポプラ社 913
へいきのヘイタ 原京子 ポプラ社 913
ムーンライト・ワンダーランド　オオカミ少年と伝説の秘宝藤崎あゆな ジャイブ 913
ムーンライト・ワンダーランド　オオカミ少年と国境の騎士団藤崎あゆな ジャイブ 913
ムーンライト・ワンダーランド　オオカミ少年と不思議な仲間藤崎あゆな ジャイブ 913
イーゲル号航海記　１ 斉藤洋 偕成社 913
理科室の黒猫 魔夜妖一 学研 913
魔夜妖一先生の学校百物語 魔夜妖一 学研 913
恐怖のトンネルレストラン たかいよしかず 童心社 913
ゾンビのレストラン かとうくみこ 童心社 913



真夜中の学校レストラン たかいよしかず 童心社 913
かんたん、ふしぎ。切り紙ブック イワミカイ 日本文芸社 754
おばけのてんぷら せなけいこ ポプラ社 913
はらぺこヘビくん みやにしたつや ポプラ社 913
あしたのぼくは みやにしたつや ポプラ社 913
ヘビくんどうなったとおもう？ みやにしたつや ポプラ社 913
まめうしのあついなつ あきやまただし ＰＨＰ研究所 913
まめうしのまんまるいふゆ あきやまただし ＰＨＰ研究所 913
まめうしのびっくりなあき あきやまただし ＰＨＰ研究所 913
まめうしのももいろのはる あきやまただし ＰＨＰ研究所 913
まめうしくんとあいうえお あきやまただし ＰＨＰ研究所 913
わたしはあなたをあいしています 宮西達也 ポプラ社 913
ふしぎのおうちはドキドキなのだ 武田美穂 ポプラ社 913
おかあさん、げんきですか。 後藤竜二 ポプラ社 913
タンポポ ワッツ・バーリィ 評論社 479
おばけもこわがるおばけのくに むらいかよ ポプラ社 913
やさしいライオン やなせたかし フレーベル館 913
がっこうおばけの７ふしぎ むらいかよ ポプラ社 913
ぼくのあぶないアルバイト 斉藤洋 ポプラ社 913
へんしんぶうたん！ライオンマンたんじょう！きむらゆういち ポプラ社 913
こんにちは！盲導犬ベルナ 郡司ななえ ハート出版 913
たったひとつのたからもの 加藤浩美 文藝出版 289
ＮＨＫ科学大好き土よう塾　１ ＮＨＫ科学・環境番組部 日本放送出版協会 404
ＮＨＫ科学大好き土よう塾　２ ＮＨＫ科学・環境番組部 日本放送出版協会 404
人形は月夜にほほえむ 斉藤洋 ポプラ社 913
魔法昆虫使いドミター・レオ 串間美千恵 メディアファクトリー 913
ゆうれいの日記 柏葉幸子 教育画劇 913
きゅうけつきの息子の日記 柏葉幸子 教育画劇 913
ろくろっ首の日記 柏葉幸子 教育画劇 913
魔女館と月の占い師 つくもようこ 講談社 913
走れメエロス　富嶽百景 太宰治 岩波書店 913
はてしない物語　上 エンデ・ミヒャエル 岩波書店 943
はてしない物語　下 エンデ・ミヒャエル 岩波書店 943
闘竜伝　１ 渡辺仙州 ポプラ社 913
闘竜伝　２ 渡辺仙州 ポプラ社 913
闘竜伝　３ 渡辺仙州 ポプラ社 913
闘竜伝　４ 渡辺仙州 ポプラ社 913
ぼく、だんごむし 得田之久 福音舘書店 485
ペンちゃんギンちゃんおおきいのをついりたいね！宮西達也 ポプラ社 913
ぼくにもそのあいをください 宮西達也 ポプラ社 914
おへそのあな 長谷川義史 BL出版 913
あいうえおちあいくん 武田美穂 ポプラ社 913
としょかんライオン ヌードセン・ミシェル 岩崎書店 933
ミミズのふしぎ 皆越ようせい ポプラ社 483
ぼくはざりがに 武田正倫 ひさかたチャイルド 485
つのとはさみ 須田孫七 ひさかたチャイルド 486
魔法昆虫使いドミター・レオ　２ 串間美千恵 メディアファクトリー 913
魔法昆虫使いドミター・レオ　３ 串間美千恵 メディアファクトリー 913
魔法昆虫使いドミター・レオ　４ 串間美千恵 メディアファクトリー 913
夢水清志郎に挑戦！超（ハイパー）名探偵ものしりクイズはやみねかおる 講談社 404
夢水清志郎に挑戦！名探偵ものしりクイズ はやみねかおる 講談社 31
ニック・シャドウの真夜中の図書館　３ シャドウ・ニック ゴマブックス 933
ホームレス中学生 田村裕 ワニブックス 913
Ｔｈｅ　ｍａｎｎｚａｉ あさのあつこ ジャイブ 913
若おかみは小学生！　１１ 令丈ヒロ子 講談社 913
１２歳ー出逢いの季節ー あさのあつこ 講談社 913
怪盗クイーン、仮面舞踏会にて はやみねかおる 講談社 913
魔女館と秘密のチャンネル つくもようこ 講談社 913
黒魔女さんが通る！！６ 石崎洋司 講談社 913



黒魔女さんが通る！！８ 石崎洋司 講談社 913
次郎物語　上 下村湖人 講談社 913
次郎物語　下 下村湖人 講談社 913
魔女館へようこそ つくもようこ 講談社 913
おっことチョコの魔界ツアー 令丈ヒロ子 講談社 913
お母さん、ぼくが生まれてごめんなさい 向野幾世 産経新聞ニュースサー 378
エブリリトルシング 大村あつし ゴマブックス 913
桜の下で霊が泣く 山口理 いかだ社 913
あの世からのクリスマスプレゼント 山口理 いかだ社 913
死者のさまようトンネル 山口理 いかだ社 913
雨の夜の死神 山口理 いかだ社 913
おじいさんと１０ぴきのおばけ にしかわおさむ ひかりのくに 913
うんちのちから ホ・ウンミ 主婦の友社 481
うちゅうひこうしになりたいな バートン バイロン インターコミュニケーションズ933
ぼくのおべんとう スギヤマ カナヨ アリス館 913
ニック・シャドウの真夜中の図書館　１ シャドウ・ニック ゴマブックス 933
ニック・シャドウの真夜中の図書館　２ シャドウ・ニック ゴマブックス 933
歴史人物「その後」の意外な話 河合敦 ベストセラーズ 281
ぼくらのミステリークラブ さとうまきこ ジャイブ 913
怪盗クイーンに月の砂漠を はやみねかおる 講談社 913
おもしろい話が読みたい！ 楠木誠一郎ほか 講談社 913
おうちでできるかんたん、おもしろさイエンス・マジックロビンソン リチャード 化学同人 407
聖徳太子 渡辺一夫 ポプラ社 288
藤原道長 青木滋一 ポプラ社 289
源頼朝 河野美智子 ポプラ社 289
足利尊氏 佐藤正光 ポプラ社 289
織田信長 河野美智子 ポプラ社 289
伊能忠敬 渡辺一夫 ポプラ社 289
福沢諭吉 遠藤喜代子 ポプラ社 289
卑弥呼 青木滋一 ポプラ社 289
聖武天皇 青木滋一 ポプラ社 288
フランシスコ・ザビエル 佐藤正光 ポプラ社 198
豊臣秀吉 渡辺一夫 ポプラ社 289
徳川家康 吉田忠正 ポプラ社 289
歌川広重 榎本紀子ほか ポプラ社 721
伊藤博文 渡辺一夫 ポプラ社 289
おうちでできるかんたん、おもしろさイエンス・マジックロビンソン リチャード 化学同人 407
おうちでできるかんたん、おもしろさイエンス・マジックロビンソン リチャード 化学同人 407
若おかみは小学生！Ｐａｒｔ１０ 令丈ヒロ子 講談社 913
ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 著 教育画劇 913
ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 著 教育画劇 913
かわいいこねこをもらってください なりゆき　わかこ 著 ポプラ社 913
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 493
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 493
３年２組は牛を飼います 木村　セツ子 著 文研出版 913
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 933
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 933
花になった子どもたち ジャネット・テーラー・ライル 著 福音館書店 933
花になった子どもたち ジャネット・テーラー・ライル 著 福音館書店 933
今日からは、あなたの盲導犬 日野　多香子 著 岩崎書店 369
今日からは、あなたの盲導犬 日野　多香子 著 岩崎書店 369
チームふたり 吉野　万理子 著 学習研究社 913
チームふたり 吉野　万理子 著 学習研究社 913
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 933
ブルーバック ティム・ウィントン 著 さえら書房 933
ブルーバック ティム・ウィントン 著 さえら書房 933
ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや 著 金の星社 913
ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや 著 金の星社 913
なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 布施　哲治 著 くもん出版 445



なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 布施　哲治 著 くもん出版 445
ハリー・ポッターと死の秘宝　上 Ｊ・Ｋ・ローリング 静山社 933
ハリー・ポッターと死の秘宝　下 Ｊ・Ｋ・ローリング 静山社 933
切り紙でかわいい「つなぎ模様」 竹岸千春 ＰＨＰ研究所 754
光とともに…１ 戸部けいこ 秋田書店 726
光とともに…２ 戸部けいこ 秋田書店 726
光とともに…３ 戸部けいこ 秋田書店 726
光とともに…４ 戸部けいこ 秋田書店 726
光とともに…５ 戸部けいこ 秋田書店 726
光とともに…６ 戸部けいこ 秋田書店 726
光とともに…７ 戸部けいこ 秋田書店 726
光とともに…８ 戸部けいこ 秋田書店 726
光とともに…９ 戸部けいこ 秋田書店 726
光とともに…１０ 戸部けいこ 秋田書店 726
光とともに…１１ 戸部けいこ 秋田書店 726
光とともに…１２ 戸部けいこ 秋田書店 726
光とともに…１３ 戸部けいこ 秋田書店 726
盲導犬アンドリューの一日 松井進 ポトス出版 369
ぼくびょうきじゃないよ 角野栄子 福音館書店 913
マリア探偵社怪人フェスタ 川北亮司 理論社 913
マリア探偵社・特別編桂子のパオパオおかしグルメ川北亮司 理論社 913
果て遠き旅路 池田美代子 岩崎書店 913
黄金に輝く月 池田美代子 岩崎書店 913
悪魔のダイアリー 川北亮司 理論社 913
亡霊ホテル 川北亮司 理論社 913
宇宙（そら）からの訪問者 あさのあつこ 講談社 913
若おかみは小学生！Ｐａｒｔ１２ 令丈ヒロ子 講談社 913
黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ９ 石崎洋司 講談社 913
デルトラ・クエスト　２ ロッダ エミリー 岩崎書店 933
闘竜伝　５ 渡辺仙州 ポプラ社 913
怪談レストランナビ 松谷みよ子編集 童心社 913
こわい！ 講談社 913
ネコのタクシー 南部和也 福音館書店 913
ケイゾウさんは四月がきらいです。 市川宣子 福音館書店 913
カエルのべんとうや 安江リエ 福音館書店 913
あたまをつかった小さなおばあさん ニューウェル ホープ 福音館書店 933
ごきげんいかががちょうおくさん ポッター ミリアム クラーク 福音館書店 933
おっとあぶないがちょうおくさん ミリアム・クラーク・ポター さく 福音館書店 933
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
ＮＨＫつくってあそぼう２００８　４月～７月 日本放送出版協会 754
ＮＨＫつくってあそぼう２００８　９月～１２月 日本放送出版協会 754
ＮＨＫつくってあそぼう２００９　１月～３月 日本放送出版協会 754
いたずらニャーオ ナグダ アン・ホワイトヘッド 福音館書店 933
めんどりのコッコおばさん 小沢正 あかね書房 913
おいしゃさんなんかこわくない 渡辺茂男 あかね書房 913
おつきさまになりたい 三木 卓 作 あかね書房 913
らいおんみどりの日ようび 中川李枝子 福音館書店 913
カンガルーのルーおばさん 村山桂子 あかね書房 913
パパがくまになるとき 神沢利子 あかね書房 913
ガヤガヤムッツリ 舟崎克彦 あかね書房 913



カラッポのはなし 佐藤さとる あかね書房 913
吸血鬼あらわる！ 楠木誠一郎 ジャイブ 913
人造人間あらわる！ 楠木誠一郎 ジャイブ 913
ジキルとハイドあらわる！ 楠木誠一郎 ジャイブ 913
そのトリック、あばきます。 石崎洋司 講談社 913
またまたトリック、あばきます。 石崎洋司 講談社 913
こちら妖怪新聞社！１ 藤木凛 講談社 913
こちら妖怪新聞社！２ 藤木凛 講談社 913
黒魔女さんが通る！！Ｐａｒｔ１０ 石崎洋司 講談社 913
ＩＱ探偵ムー時を結ぶ夢羽 深沢美潮 ジャイブ 913
ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件上 深沢美潮 ジャイブ 913
ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件下 深沢美潮 ジャイブ 913
はたらく自動車 小賀野実 ＪＴＢパブリッシング 537
光とともに…１４ 戸部けいこ 秋田書店 726
修学旅行の本 修学旅行研究会編 国土社 291
修学旅行の本 修学旅行研究会編 国土社 291
修学旅行の本 修学旅行研究会編 国土社 291
修学旅行の本 修学旅行研究会編 国土社 291
修学旅行の本 修学旅行研究会編 国土社 291
修学旅行の本 修学旅行研究会編 国土社 291
修学旅行の本 修学旅行研究会編 国土社 291
発達と障害を考える本　１ 内山登紀夫監修 ミネルヴァ書房 378
発達と障害を考える本　２ 内山登紀夫監修 ミネルヴァ書房 378
発達と障害を考える本　３ 内山登紀夫監修 ミネルヴァ書房 378
発達と障害を考える本　４ ミネルヴァ書房 378
発達と障害を考える本　５ ミネルヴァ書房 378
発達と障害を考える本　６ ミネルヴァ書房 378
発達と障害を考える本　７ ミネルヴァ書房 378
発達と障害を考える本　８ ミネルヴァ書房 378
発達と障害を考える本　９ ミネルヴァ書房 378
発達と障害を考える本　１０ ミネルヴァ書房 378
発達と障害を考える本　１１ ミネルヴァ書房 378
発達と障害を考える本　１２ ミネルヴァ書房 378
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
未来をささえる福祉の現場　１ 高橋利一監修 岩崎書店 369
未来をささえる福祉の現場　２ 高橋利一監修 岩崎書店 369
未来をささえる福祉の現場　３ 高橋利一監修 岩崎書店 369
未来をささえる福祉の現場　４ 高橋利一監修 岩崎書店 369
「バリアフリー」って、なんだろう？１ 共用品推進機構監修 学習研究社 369
「バリアフリー」って、なんだろう？２ 共用品推進機構監修 学習研究社 369



「バリアフリー」って、なんだろう？３ 共用品推進機構監修 学習研究社 369
「バリアフリー」って、なんだろう？４ 共用品推進機構監修 学習研究社 369
「バリアフリー」って、なんだろう？５ 共用品推進機構監修 学習研究社 369
「バリアフリー」って、なんだろう？６ 共用品推進機構監修 学習研究社 369
あさがおさいた 大久保茂徳監修 ひさかたチャイルド 479
へんしんおたまじゃくし 福山欣司監修 ひさかたチャイルド 487
やさいはいきている 藤田智監修 ひさかたチャイルド 626
まるまるだんごむし 須田孫七監修 ひさかたチャイルド 485
にんじゃあまがえる 松井孝爾監修 ひさかたチャイルド 487
おおきくなったよさるのあかちゃん さえぐさひろこ ひさかたチャイルド 489
だいすきハムスター 堀浩監修 ひさかたチャイルド 489
みかんのひみつ 鈴木伸一監修 ひさかたチャイルド 625
ゆきのかたち 高橋健司監修 ひさかたチャイルド 451
どんぐりころころ 大久保茂徳監修 ひさかたチャイルド 657
ムシとあそぼう海野和男のムシシシシ１ 海野和男 新日本出版社 486
ムシとあそぼう海野和男のムシシシシ２ 海野和男 新日本出版社 486
ムシとあそぼう海野和男のムシシシシ３ 海野和男 新日本出版社 486
ムシとあそぼう海野和男のムシシシシ４ 海野和男 新日本出版社 486
ムシとあそぼう海野和男のムシシシシ５ 海野和男 新日本出版社 486
ゆっくりゆっくり 岡田なおこ脚本 童心社 370
ひろしとひまわり 西村由紀子原作 童心社 370
みんなのあかちゃんモルモット 今関信子脚本 童心社 370
まつの木のプレゼント 竹田佳代原作 童心社 370
お手玉 大西伝一郎 文渓堂 798
独楽 安藤正樹 文渓堂 759
凧 茂出木雅章 文渓堂 759
けん玉 日本けん玉協会監修 文渓堂 798
ビー玉 森戸祐幸 文渓堂 759
万華鏡 大熊進一 文渓堂 759
てまり 尾崎敬子 文渓堂 759
双六 吉田修 文渓堂 798
ビーズ 森戸祐幸 文渓堂 753
ちょんかけごま 山本貞美 文渓堂 759
和算 佐藤健一 文渓堂 419
カルタ 宮本貴美子 文渓堂 798
針金細工 中島郁子 文渓堂 759
めんこ 鷹家碧 文渓堂 759
風呂敷 森田知都子 文渓堂 385
光村ライブラリー１ 工藤直子ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー２ 寺村輝夫ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー３ まどみちおほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー４ 三木卓ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー５ 川田健ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー６ 山下明生ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー７ 長崎源之助ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー８ 斉藤洋ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー９ ラベル ウィニフレッド　Ｇ． 光村図書出版 908
光村ライブラリー１０ 佐野洋子ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー１１ 今江祥智ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー１２ 小松左京ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー１３ 那須正幹ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー１４ 石井睦美ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー１５ 森忠明ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー１６ 大竹政和ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー１７ 亀井勝一郎ほか 光村図書出版 908
光村ライブラリー１８ 松永禎郎ほか挿画 光村図書出版 908
真犯人はそこにいる 楠木誠一郎 ジャイブ 913
消えた探偵犬の秘密 楠木誠一郎 ジャイブ 913
動機なき殺人者たち 楠木誠一郎 ジャイブ 913



記憶をなくした少女 楠木誠一郎 ジャイブ 913
透明人間あらわる！ 楠木誠一郎 ジャイブ 913
金魚８０品種カタログ 杉野裕志解説 どうぶつ出版 666
ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ５ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ６ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ７ マクマラン ケイト 岩崎書店 933
さよならのまほう 中島和子 金の星社 913
まじょになりたい 中島和子 金の星社 913
まじょのいのり 中島和子 金の星社 913
まじょのけっしん 中島和子 金の星社 913
まじょねこピピごしゅじんさまはどこ！？ 中島和子 金の星社 913
うれしい クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
あなたがすき クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
たんじょうび クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
てがみをください クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
あこがれ クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
おんなのこだから クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
たいせつなとき クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
だいすきなあなたへ クリスチャンソン レイフ 岩崎書店 150
宝の地図のひみつ フリードリヒ ヨアヒム ポプラ社 943
消えた先生のなぞ フリードリヒ ヨアヒム ポプラ社 943
天使の追跡大作戦 フリードリヒ ヨアヒム ポプラ社 943
名探偵の１０か条 フリードリヒ ヨアヒム ポプラ社 943
探偵犬、がんばる！ フリードリヒ ヨアヒム ポプラ社 943
こんやもワナワナばけもの話 小暮正夫 岩崎書店 913
ひざがガクガクばけもの話 小暮正夫 岩崎書店 913
ちのけがヒクヒクばけもの話 小暮正夫 岩崎書店 913
ゆかいにガハガハわらい話 小暮正夫 岩崎書店 913
おなかがヨジヨジわらい話 小暮正夫 岩崎書店 913
おかしさドッカンわらい話 小暮正夫 岩崎書店 913
あたまのミネラルだじゃれ話 小暮正夫 岩崎書店 913
あたまのドリンクなぞなぞ話 小暮正夫 岩崎書店 913
ともだちビクビクこわーい話 小暮正夫 岩崎書店 913
せんせいマッツァオこわーい話 小暮正夫 岩崎書店 913
龍の子太郎 松谷みよ子 講談社 913
ふたりのイーダ 松谷みよ子 講談社 913
キャプテンはつらいぜ 後藤竜二 講談社 913
キャプテンらくにいこうぜ 後藤竜二 講談社 913
キャプテンがんばる 後藤竜二 講談社 913
だれも知らない小さな国 佐藤さとる 講談社 913
たのしいムーミン一家 ヤンソン トーベ 講談社 949
三国志 羅貫中 講談社 923
ファーブルの昆虫記 ファーブル シャン・アンリ 講談社 486
十五少年漂流記 ベルヌ ジュール 講談社 953
窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子 講談社 914
五体不満足 乙武洋匡 講談社 289
霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子 講談社 913
今夜は眠れない 宮部みゆき 講談社 913
地下室からのふしぎな旅 柏葉幸子 講談社 913
天井うらのふしぎな友だち 柏葉幸子 講談社 913
リズム 森絵都 講談社 913
この子だれの子 宮部みゆき 講談社 913
坊っちゃん 夏目漱石 講談社 913
日本の神話　第１巻 赤羽末吉絵 あかね書房 913
日本の神話　第２巻 赤羽末吉絵 あかね書房 913
日本の神話　第３巻 赤羽末吉絵 あかね書房 913
日本の神話　第４巻 赤羽末吉絵 あかね書房 913
日本の神話　第５巻 赤羽末吉絵 あかね書房 913
日本の神話　第６巻 赤羽末吉絵 あかね書房 913



日本のむかしばなし 瀬田貞二 のら書店 913
世界のむかしばなし 瀬田貞二 のら書店 908
ギリシャ神話 石井桃子編訳 のら書店 991
日本の神話 松谷みよ子 のら書店 388
最新乗用車 学習研究社 537
はたらく自動車 学習研究社 537
消防車・パトカー～サイレンカー 学習研究社 537
飛行機・船 学習研究社 538
人気乗り物大集合 学習研究社 536
ノンタンぶらんこのせて キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンおやすみなさい キヨノサチコ 偕成社 913
あかんべノンタン キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンおよぐのだいすき キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンほわ　ほわ　ほわわ キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンおねしょでしょん キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタン！サンタクロースだよ キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンあわ　ぷくぷく　ぷぷぷう キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンのたんじょうび キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンボールまてまてまて キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンぱっぱらぱなし キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンこちょこちょこちょ キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンバースデイブック キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンおばけむらめいろ キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンしゃっくりひっくひく キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンいもうといいな キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンいたいのとんでけ～☆ キヨノサチコ 偕成社 913
ノンタンでかでかありがとう キヨノサチコ 偕成社 913
鹿踊りのはじまり 宮沢賢治 偕成社 913
狼森と笊森、盗森 宮沢賢治 偕成社 913
チュウリップの幻術 宮沢賢治 偕成社 913
雁の童子 宮沢賢治 偕成社 913
水仙月の四日 宮沢賢治 偕成社 913
セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治 偕成社 913
雪渡り 宮沢賢治 偕成社 913
カイロ団長 宮沢賢治 偕成社 913
虔十公園林 宮沢賢治 偕成社 913
やまなし 宮沢賢治 偕成社 913
よだかの星 宮沢賢治 偕成社 913
どんぐりと山猫 宮沢 賢治 作 にっけん教育出版社 913
猫の事務所 宮沢賢治 偕成社 913
なめとこ山の熊 宮沢賢治 偕成社 913
注文の多い料理店 宮沢賢治 偕成社 913
原寸大　どうぶつ館 前川貴行写真 小学館 489
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
俳句歳時記 角川学芸出版編 角川学芸出版 911
ハム・ソーセージのひみつ 青木萌 学研 588
世界の伝記ニュートン 集英社 289
世界の伝記クララ・シューマン 集英社 289
世界の冒険・探検事典 学研 290
ミシンのひみつ あすみきり 学研 593
夢のひとつぶ 左近蘭子 世界文化社 914



おーいでてこーい 星 新一 作 講談社 913
宇宙人のいる教室 さとう まきこ 作 金の星社 913
岳物語 椎名誠 集英社 913
窓ぎわのトットちゃん 黒柳 徹子 作 講談社 914
恐竜の谷の大冒険 メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 933
女王フュテピのなぞ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 933
アマゾン大脱出 メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 933
マンモスとなぞの原始人 メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 933
ＳＯＳ！海底探険 メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 933
小学生までに身につける子どもの作法 野口芳宏 ＰＨＰ研究所 379
教室 斉藤 栄美 作 ポプラ社 913
坂本竜馬 古川 薫 著 小峰書店 289
シンドバッドのぼうけん 谷 真介 ぶん 集英社 929
ムーミン谷の夏まつり トーベ・ヤンソン 著・絵 講談社 949
星座と星うらないのひみつ 藤井旭 学研 443
スポーツの本 宮下充正 児童憲章愛の会 780
北斗七星と北極星 板倉 聖宣 著 国土社 443
日本がわかる世界がわかる 日能研ブックス 290
ＮＨＫ「週刊こどもニュース」で学ぼう４ 池上 彰 編著 汐文社 304
ＣＵＲＩＯＵＳ　ＧＥＯＲＧＥ　ＡＮＤ ＴＨＥ　ＰＵＰＰＩＥＳＨ．Ａ．ＲＥＹＳ 933
ＢＡＢＡＲ Ｌａｕｒｅｎｔ　Ｎ．Ａｂｒａｍｓ 953
漢検のひみつ 大石ピュン 学研 811
段ボールのひみつ 粟生こずえ 学研 585
魔法の本と魔女 ルース・チュウ　作 フレーベル館 933
森が泣いている 宮脇昭 ゆまに書房 650
森は生命の源 宮脇昭 ゆまに書房 650
森の未来 宮脇昭 ゆまに書房 650
ミツバチ 大谷 剛 著 誠文堂新光社 486
ふしぎなキャンディーやさん みやにしたつや 金の星社 913
ミツバチ、ともだち 今田恭子 ポプラ社 913
はちみつのタネ 尾山　理津子 ポプラ社 913
わたしのおとうと、へん・・・かなあ マリ＝エレーヌ・ドルバル 評論社 933
ぼくらが作ったいじめの映画 今関　信子 佼成出版社 916
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 913
みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来　１仲谷　宏 著 小峰書店 501
みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来　２仲谷　宏 著 小峰書店 501
みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来　３仲谷　宏 著 小峰書店 501
みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来　４仲谷　宏 著 小峰書店 501
つくりたい！食べたい！料理大百科　４ 脇　雅世 著 あかね書房 596
子どものための点字事典 黒崎　惠津子 著 汐文社 378
タンポポのわたげ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 479
タンポポのわたげ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 479
ニガウリ（ゴーヤー）の絵本 藤枝　國光 編 農山漁村文化協会 626
インゲンマメの絵本 十勝農業試験場菜豆グループ 編農山漁村文化協会 616
ピーマンの絵本 高橋　英生 編 農山漁村文化協会 626
オクラの絵本 村上　次男 編 農山漁村文化協会 626
ダイコンの絵本 佐々木　寿 編 農山漁村文化協会 626
カブの絵本 飛騨　健一 編 農山漁村文化協会 626
タマネギの絵本 川崎　重治 編 農山漁村文化協会 626
食育にやくだつ食材図鑑　１ ポプラ社 596
食育にやくだつ食材図鑑　２ ポプラ社 596
食育にやくだつ食材図鑑　３ ポプラ社 596
食育にやくだつ食材図鑑　４ ポプラ社 596
食育にやくだつ食材図鑑　５ ポプラ社 596
人物なぞとき日本の歴史　１ 高野尚好監修 小峰書店 210
人物なぞとき日本の歴史　２ 高野尚好監修 小峰書店 210
人物なぞとき日本の歴史　３ 高野尚好監修 小峰書店 210
人物なぞとき日本の歴史　４ 高野尚好監修 小峰書店 210
人物なぞとき日本の歴史　５ 高野尚好監修 小峰書店 210



人物なぞとき日本の歴史　６ 高野尚好監修 小峰書店 210
人物なぞとき日本の歴史　７ 高野尚好監修 小峰書店 210
崖の上のポニョ 宮崎駿 徳間書店 778
いいからいいから　２ 長谷川義史 絵本館 913
いいからいいから　３ 長谷川義史 絵本館 913
そらまめくんとながいながいまめ なかやみわ 小学館 913
おならうた 谷川俊太郎 絵本館 913
ひとりぼっちのアヒル きむらゆういち 童心社 913
したのどうぶつえん あきびんご くもん出版 913
オオカミグーのはずかしいひみつ きむらゆういち 童心社 913
へんしんクイズ あきやまただし 金の星社 913
へんしんマラソン あきやまただし 金の星社 913
幸せの絵本 金柿秀幸編 ソフトバンクパブリッシング 19
幸せの絵本　２ 金柿秀幸編 ソフトバンクパブリッシング 19
まめうしとまめじい あきやまただし ＰＨＰ研究所 913
まめうしとまめばあ あきやまただし ＰＨＰ研究所 913
まめうしのおかあさん あきやまただし ＰＨＰ研究所 913
まめうしのおとうさん あきやまただし ＰＨＰ研究所 913
まめうし あきやまただし ＰＨＰ研究所 913
街のいのち 立松和平 くもん出版 913
街のいのち 立松和平 くもん出版 913
街のいのち 立松和平 くもん出版 913
田んぼのいのち 立松和平 くもん出版 913
田んぼのいのち 立松和平 くもん出版 913
田んぼのいのち 立松和平 くもん出版 913
川のいのち 立松和平 くもん出版 913
川のいのち 立松和平 くもん出版 913
川のいのち 立松和平 くもん出版 913
木のいのち 立松和平 くもん出版 913
木のいのち 立松和平 くもん出版 913
木のいのち 立松和平 くもん出版 913
木のいのち 立松和平 くもん出版 913
牧場のいのち 立松和平 くもん出版 913
牧場のいのち 立松和平 くもん出版 913
牧場のいのち 立松和平 くもん出版 913
牧場のいのち 立松和平 くもん出版 913
海のいのち 立松和平 ポプラ社 913
海のいのち 立松和平 ポプラ社 913
海のいのち 立松和平 ポプラ社 913
海のいのち 立松和平 ポプラ社 913
らくだい魔女はプリンセス 成田サトコ ポプラ社 913
らくだい魔女と闇の魔女 成田サトコ ポプラ社 913
らくだい魔女と王子（プリンス）の誓い 成田サトコ ポプラ社 913
らくだい魔女のドキドキおかしパーティ 成田サトコ ポプラ社 913
らくだい魔女とゆうれい島 成田サトコ ポプラ社 913
らくだい魔女と水の国の王女（プリンセス） 成田サトコ ポプラ社 913
らくだい魔女と迷宮の宝石 成田サトコ ポプラ社 913
らくだい魔女とさいごの砦 成田サトコ ポプラ社 913
ピッピ船にのる リンドグレーン アストリッド 岩波書店 949
ピッピ南の島へ リンドグレーン アストリッド 岩波書店 949
ニック・シャドウの真夜中の図書館　６ シャドウ ニック ゴマブックス 933
ニック・シャドウの真夜中の図書館　７ シャドウ ニック ゴマブックス 933
ニック・シャドウの真夜中の図書館　８ シャドウ ニック ゴマブックス 933
ニック・シャドウの真夜中の図書館　９ シャドウ ニック ゴマブックス 933
ニック・シャドウの真夜中の図書館　１０ シャドウ ニック ゴマブックス 933
ニック・シャドウの真夜中の図書館　１１ シャドウ ニック ゴマブックス 933
ニック・シャドウの真夜中の図書館　１２ シャドウ ニック ゴマブックス 933
ニック・シャドウの真夜中の図書館　１３ シャドウ ニック ゴマブックス 933
ニック・シャドウの真夜中の図書館　１４ シャドウ ニック ゴマブックス 933



ニック・シャドウの真夜中の図書館　１５ シャドウ ニック ゴマブックス 933
卒業　開かずの教室を開けるとき はやみねかおる 講談社 913
若おかみは小学生！Ｐａｒｔ１３ 令丈ヒロ子 講談社 913
魔天使マテリアル 藤咲あゆな ジャイブ 913
魔天使マテリアル　２ 藤咲あゆな ジャイブ 913
魔天使マテリアル　３ 藤咲あゆな ジャイブ 913
魔天使マテリアル　４ 藤咲あゆな ジャイブ 913
魔天使マテリアル　５ 藤咲あゆな ジャイブ 913
小学生が好きになるこんなに楽しい子どもの本まとりょーしか メイツ出版 28
デルトラ・クエストⅡ３ ロッダ エミリー 岩崎書店 933
謎解きファイルズ少女ルパンｖｓ少年ホームズ森田彩莉 あかね書房 798
謎解きファイルズ少女ルパンｖｓ少年ホームズ森田彩莉 あかね書房 798
妖怪アパートの幽雅な日常７ 香月日輪 講談社 913
妖怪アパートの幽雅な日常８ 香月日輪 講談社 913
妖怪アパートの幽雅な日常９ 香月日輪 講談社 913
妖怪アパートの幽雅な日常１０ 香月日輪 講談社 913
宇宙に秘められた謎 ホーキング ルーシー 岩崎書店 933
「うそじゃないよ」と谷川くんはいった 岩瀬成子 ＰＨＰ研究所 913
みんなを好きに　金子みすゞ物語 矢崎節夫 ＪＵＲＡ出版局 911
おさるのまいにち いとうひろし 講談社 913
いちねんせいのがっこうたんけん おかしゅうぞう 佼成出版社 913
いちねんせいのはる・なつ・あき・ふゆ おかしゅうぞう 佼成出版社 913
いちねんせいのいちにち おかしゅうぞう 佼成出版社 913
Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　５ あさのあつこ ジャイブ 913
泣いちゃいそうだよ 小林深雪 講談社 913
もっと泣いちゃいそうだよ 小林深雪 講談社 913
いいこじゃないよ 小林深雪 講談社 913
ひとりじゃないよ 小林深雪 講談社 913
ほんとは好きだよ 小林深雪 講談社 913
かわいくなりたい 小林深雪 講談社 913
ホンキになりたい 小林深雪 講談社 913
いっしょにいようよ 小林深雪 講談社 913
学校図書館発絵本ガイドブック 三宅興子ほか 翰林書房 19
雨がふったら、どこへいく？ ミューラー ゲルダ 評論社 953
№６　＃１ あさのあつこ 講談社 913
№６　＃２ あさのあつこ 講談社 913
№６　＃３ あさのあつこ 講談社 913
№６　＃４ あさのあつこ 講談社 913
トラのテレサ イーガン ビッキー 新樹社 489
アリクイのオーレ イーガン ビッキー 新樹社 489
ゾウのソフィ イーガン ビッキー 新樹社 489
オオカミのエリック イーガン ビッキー 新樹社 489
ビーバーのベン イーガン ビッキー 新樹社 489
原色ワイド図鑑 昆虫Ⅰ 岡島 秀治 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 昆虫Ⅱ・クモ 岡島 秀治 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 動物 今泉 忠明 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 動物とえもの 今泉 忠明 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 恐竜 小畠 郁生 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 鳥 小宮 輝之 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 魚・貝 沖山 宗雄 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 水の生物 武田 正倫 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 人体 阿部 和厚 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 飼育Ⅰ（陸生動物） 岡島 秀治 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 飼育Ⅱ（水生動物） 堤 俊夫 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 野草 高橋 秀男 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 花・作物 千谷 順一郎 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 樹木・果実 大場 達之 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 海藻・菌類 千原 光雄 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 栽培 千谷 順一郎 監修 学習研究社 31



おこだでませんように くすのき　しげのり 著 小学館 913
おこだでませんように くすのき　しげのり 著 小学館 913
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 943
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 943
てとてとてとて　新版 浜田　桂子 著 福音館書店 913
てとてとてとて　新版 浜田　桂子 著 福音館書店 913
そいつの名前はエメラルド 竹下　文子 著 金の星社 913
そいつの名前はエメラルド 竹下　文子 著 金の星社 913
風をおいかけて、海へ！ 高森　千穂 著 国土社 913
風をおいかけて、海へ！ 高森　千穂 著 国土社 913
しあわせの子犬たち メアリー・ラバット 著 文研出版 933
オランウータンのジプシー 黒鳥　英俊 著 ポプラ社 489
オランウータンのジプシー 黒鳥　英俊 著 ポプラ社 489
ティンカー・ベル キンバリー・モリス　作　橘高弓枝　訳　　偕成社 933
ぼくの羊をさがして ヴァレリー・ハブズ 著 あすなろ書房 933
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 933
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 933
マタギに育てられたクマ 金治　直美 著 佼成出版社 489
マタギに育てられたクマ 金治　直美 著 佼成出版社 489
春さんのスケッチブック 依田　逸夫 著 汐文社 913
春さんのスケッチブック 依田　逸夫 著 汐文社 913
しっぱいにかんぱい！ 宮川　ひろ 著 童心社 913
しっぱいにかんぱい！ 宮川　ひろ 著 童心社 913
百貨店のひみつ 青木萌 学研 673
牛丼のひみつ 学研 590
みんなでやってみよう遊びの本 児童憲章愛の会 798
おしゃかさま もりみすず ユニテ 913
あしたからは名探偵 杉山 亮 作 偕成社 913
つった魚を調べる図鑑 前川 利夫 著 金の星社 787
霧のむこうのふしぎな町 柏葉 幸子 著 講談社 913
保険のひみつ 田川　滋 学研 339
軟こうのひみつ 田中久志 学研 598
カスピアン王子のつのぶえ Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 933
ナルニア国物語 Ｃ.Ｓ.ルイス 岩波書店 933
心を育てる偉人のお話１ 西本鶏介 ポプラ社 280
セレンディップの三人の王子たち 竹内慶夫 偕成社 929
ＵＦＯすくい 今江祥智 理論社 913
ぽけっとの海 今江祥智ショートファンタジー 理論社 913
雨の恐竜 山田正紀 理論社 913
天国の五人 ミッチ・アルボム 日本放送出版協会 933
救助犬ベア スコット・シールズ 金の星社 916
みんなができる地球にいいこと！ 西岡秀三 宣伝会議 519
ほんとのおおきさ動物園 福田豊文 学研 480
もっと！ほんとのおおきさ動物園 松橋利光 ガッケン 480
朝びらき丸東の海へ Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 933
人形に片目をとじて 赤川 次郎 作 小学館 913
葬式ごっこ 亜蘭 知子 作 旺文社 913
まよいご一年生 あまん きみこ 作 講談社 913
目で見る日本の歴史５ 学研 210
絵で見る　日本の歴史 西村 繁男 作 福音館書店 210
天の鹿 安房直子 筑摩書房 913
ねこと友だち いとう ひろし さく 徳間書店 913
川とノリオ いぬいとみこ　作 理論社 913
目で見る日本の歴史４ 学研 210
目で見る日本の歴史１ 学研 210
目で見る日本の歴史３ 学研 210
目で見る日本の歴史６ 学研 210
目で見る日本の歴史７ 学研 210
友情の切手は、ヒマラヤのふもとへ 大西 伝一郎 作 文渓堂 913



とべないホタル４ 小沢 昭巳 作 ハート出版 913
ぼくらの地図旅行 那須 正幹 ぶん 福音館書店 291
フライパンが空をとんだら 神沢 利子 著 大日本図書 913.6
あなたがうまれるまで 北沢 杏子 著 岩崎書店 490
男の子 北沢 杏子 著 岩崎書店 490
女の子 北沢 杏子 著 岩崎書店 490
地球環境と私たちのくらし５熱くなる地球・異常気象 学研 519
竜の子太郎 松谷 みよ子 著 講談社 913
野ばと村の長ぐつぼうや スピリドン・ワンゲリ 作 福音館書店 983
アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト ぶん 評論社 933
ピーターラビットのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
教科書にでてくる歌のことば図鑑１年生の歌伊藤 海彦 執筆 ポプラ社 760
教科書にでてくる歌のことば図鑑２年生の歌伊藤 海彦 執筆 ポプラ社 760
動物のふしぎな世界４ 沢近 十九一 構成・文 国土社 486
におい山脈 椋 鳩十 著 あすなろ書房
動物のふしぎな世界１１ 沢近 十九一 構成・文 国土社 480
まほうつかいのでし 東 竜男 文 岩崎書店 760
ドングリ 埴 沙萠 著 あかね書房 657
速さのちがう時計 星野 富弘 著 偕成社 723
森のキタキツネ 右高 英臣 著 あかね書房 489
サケ 桜井 淳史 著 平凡社 487
花づくり大百科 主婦の友社 627
ぼくはカメレオン 飯島 正広 文・写真 福音館書店 487
しっぺいたろう 松谷 みよ子 文 フレーベル館 388
きき耳ずきん 小野寺 悦子 文 公文数学研究センター 388
鬼の面をかぶった娘 片岡 輝 文 公文数学研究センター 388
ふしぎな太鼓 浦沢 公二 文 公文数学研究センター 388
おもち一つでだんまりくらべ 大川 悦生 作 ポプラ社 388
いなくなった小おに しみず みちを 作 岩崎書店 913
なぞなぞのすきな女の子 松岡 享子 さく 学研 913
マザー・グースのうた第２集 谷川 俊太郎 訳 草思社 931
マザー・グースのうた　第３集 谷川 俊太郎 訳 草思社 931
こどものための世界名作童話１８　ハンプティダンプティの本アン・ヘリング　やく 集英社 931
やどかりくんのうちさがし 今福 道夫 文 福音館書店 485
まんがで学習おぼえておきたい俳句１００ 小林 清之介 編・著 あかね書房 911
やさしいたんぽぽ 安房 直子 文 小峰書店 913
原爆の図物語 宇佐美 承 作 小峰書店 913
大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわるプロイスラー 作 偕成社 943
おやとい外国人とよばれた人たち かこ さとし 画・構成 全国建設研修センター 510
せかいのはてって　どこですか？ アルビン・トレッセルト 作 佑学社 933
わたしとあそんで マリー・ホール・エッツ ぶん え 福音館書店 933
むかしのおもちゃであそぼう 竹井 史郎 作 ポプラ社 750
旅の絵本 安野 光雅 〔著〕 福音館書店 913
ピーターのめがね キーツ さく 偕成社 933
火よう日のごちそうはひきがえる ラッセル・エリックソン 作 評論社 933
ジオジオのかんむり 岸田 衿子 作 福音館書店 913
げんきいっぱいかえるとたいそう 鶴見 正夫 ぶん 国土社 811
おとうさんだいすき 司 修 作・文・絵 文研出版 913
ケンといわみかぐら 寺戸 恒晴 作・絵 岩崎書店 913
日本むかしばなし１ 寺村 輝夫 文 あかね書房 388
まことくんのおもちつき 落合 静男 作 ポプラ社 913
しゃっくりどろぼう たかし よいち 作 岩崎書店 913
コンニャクの絵本 うちだ しゅうじ へん 農山漁村文化協会 596
黒いちょう 松谷 みよ子 文 ポプラ社 913
もう　おねしょ　しません 寺村 輝夫 さく あかね書房 913
こぶたがずんずん 渡辺 一枝 ぶん あすなろ書房 913
かあさんのうた 大野 允子 著 ポプラ社 913
糸でいきる虫たち 松山 史郎 文と写真 大日本図書 486
糸でいきる虫たち 松山 史郎 文と写真 大日本図書 486



あなたのいえわたしのいえ 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 527
ねこさんこんにちは 沼野 正子 さく 福音館書店 489
かみひこうき 小林 実 ぶん 福音館書店
かみであそぼう　きる・おる こすぎ けいこ さく 福音館書店 781
にわさきのむし 小林 俊樹 ぶん 福音館書店 486
ふゆめがっしょうだん 富成 忠夫 写真 福音館書店 913
たんぽぽ 平山 和子 ぶん・え 福音館書店
ざりがに 吉崎 正巳 ぶん・え 福音館書店 485
たべられるしょくぶつ 森谷 憲 ぶん 福音館書店 626
雲と天気のかんさつ 藤井 幸雄 著 講談社 451
カブトムシクワガタムシ 八巻孝夫 小学館 486
くわがたむしとかぶとむし 今森光彦 小学館 486
作文大すき１・２年 畑島喜久生/宮　絢子 国土社 816
作文大すき１・２年 畑島喜久生/岩田雪枝 国土社 816
はたらきものの虫たち 松山 史郎 文と写真 大日本図書 486
虫たちのコンサート 松山 史郎 文と写真 大日本図書 486
どうして銀行にお金をあずけるの教科書にでてくる産業と経済７尾形　憲 ポプラ社 338
夢・未来へつながる電気通信 財団法人電気通信科学財団547
おとしぶみ 岡島 秀治 ぶん 福音館書店 486
ねこのオーランドー キャスリーン・ヘイル 作・画 福音館書店
熱帯雨林のひみつ Ａ＝ドロス 作絵 国土社 462
かみコップでつくろう 福音館書店 750
のぼれのぼれアプト式きかんしゃ 清水 達也 作 国土社 536
ちのはなし 堀内 誠一 ぶんとえ 福音館書店 491
あめはどうしてふるの 串田 孫一 文 金の星社 451
どうぶつえんのおいしゃさん 降矢 洋子 さく 福音館書店 480
どんぐり こうや すすむ さく 福音館書店 657
きえたおしろ 長崎 武昭 さく 大日本図書 410
おうさまのみちくさ 長崎 武昭 さく 大日本図書 410
ふえるじゅうす 長崎 武昭 さく 大日本図書 410
ぬすまれたうま 長崎 武昭 さく 大日本図書 410
やさしいこうさく５ダンボールばこのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店 750
くいしんぼうの虫たち 松山 史郎 文と写真 大日本図書 486
生活科ブックさあやってみよう６花ややさいをそだてよう生活科を創る会 編 小峰書店 620
ルミちゃんの赤いリボン 奥田 貞子 作 ポプラ社 913
わたしもえんそく 梅田 俊作 さく 新日本出版社 913
なぞなぞのすきな女の子 松岡 享子 さく 学研 913
どうながのプレッツェル マーグレット・レイ ぶん 福音館書店 933
おおきくなりすぎたくま リンド・ワード 文・画 ほるぷ出版 933
しまふくろう 山本 純郎 ぶん 福音館書店 488
うさぎ 生活科を創る会 編 小峰書店 489
モルモット 生活科を創る会 編 小峰書店 489
スクール園芸６ 学研 620
こどものカレンダー１月のまき かこ さとし 著 偕成社 30
こどものカレンダー２月のまき かこ さとし 著 偕成社 30
こどものカレンダー３月のまき かこ さとし 著 偕成社 30
こどものカレンダー４月のまき かこ さとし 著 偕成社 30
こどものカレンダー５月のまき かこ さとし 著 偕成社 30
こどものカレンダー７月のまき かこ さとし 著 偕成社 30
こどものカレンダー８月のまき かこ さとし 著 偕成社 30
こどものカレンダー９月のまき かこ さとし 著 偕成社 30
こどものカレンダー１０月のまき かこ さとし 著 偕成社 30
こどものカレンダー１２月のまき かこ さとし 著 偕成社 30
森は呼んでいる 及川 和男 作 岩崎書店 913
チルのどろんこのしっぽ 赤座 憲久 さく 新日本出版社 913
トロルのトーニャは女の子 久保田 昭三 作 岩崎書店 913
日本むかしばなし４ 寺村 輝夫 文 あかね書房 388
ノーベル賞の人びと１生命を守る ネイサン・アーセング 著 大日本図書 280
ノーベル賞の人びと２未来をひらく ネイサン・アーセング 著 大日本図書 280



ノーベル賞の人びと３平和をきずく ネイサン・アーセング 著 大日本図書 280
子鹿物語　上 ローリングズ 作 偕成社 933
子鹿物語　中 ローリングズ 作 偕成社 933
子鹿物語　下 ローリングズ 作 偕成社 933
シューベルトジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家４ 音楽之友社 762
ベートーベンジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家３ 音楽之友社 762
シューマンジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家５ 音楽之友社 762
ブラームスジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家７ 音楽之友社 762
チャイコフスキージュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家８ 音楽之友社 762
シュトラウスジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家９ 音楽之友社 762
にじ色のガラスびん Ｍ．ピクマル 作 あかね書房 953
七人のいろいろな魔法使い タカシ トシコ 作 理論社 913
庭の草木 浅井 粂男 著 旺文社 470
くだもの王国 さとうち 藍 文 岩崎書店 625
ショパンジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家６ 音楽之友社 762
ババールのこどもたち ジャン・ド・ブリュノフ 評論社 933
マシューのゆめ レオ＝レオニ 作 好学社
ペツェッテイーノ レオ・レオニ 好学社
春・夏から作る学校花だんスクール園芸２種から育てる花 学研 620
春・夏から作る学校花だんスクール園芸３球根や苗から育てる花 学研 620
無農薬の学校菜園とハーブスクール園芸５ 学研 620
花だん作りと園芸の基礎スクール園芸１ 学研 620
秋・冬から作る学校花だんスクール園芸４ 学研 620
林と虫たちの一年 海野 和男 文・写真 岩崎書店 486
森の草花 長谷川 哲雄 作 岩崎書店 470
森のきのこ 小林 路子 作 岩崎書店 474
野の草花 松原 巌樹 著 旺文社 470
日本恐竜図鑑 ヒサ クニヒコ 文・絵 岩崎書店 457
うさぎのくれたバレエシューズ 安房 直子 文 小峰書店 913
風のくすくす笑いのお話 くもん出版 908
どうしてけんかをするのかな？ スタン＝ベレンスティン さく 偕成社 913
だんごむし 生活科を創る会 編 小峰書店 485
やさいのずかん 小宮山 洋夫 作 岩崎書店 626
おへそに　きいてごらん 七尾 純 さく あかね書房 491
むしばくん　だいすき？ 七尾 純 さく あかね書房 491
ちはたからもの 小林 まさこ さく あかね書房 491
なみだくんありがとう 小林 まさこ さく あかね書房 491
からだに　もしもし 七尾 純 さく あかね書房 491
せなかをぴん 小林 まさこ さく あかね書房 491
こおろぎ 生活科を創る会 編 小峰書店 486
あさがお 生活科を創る会 編 小峰書店 479
かたつむり 生活科を創る会 編 小峰書店 484
そだててみたい花とやさい 生活科を創る会 編 小峰書店 470
さつまいも 生活科を創る会 編 小峰書店 616
ひまわり 生活科を創る会 編 小峰書店 479
のはらのずかん 長谷川 哲雄 作 岩崎書店 470
日本むかしばなし５ 寺村 輝夫 文 あかね書房 388
学習俳句・短歌歳時記４ 藤森 徳秋 編 国土社 911
ざりがに 生活科を創る会 編 小峰書店 485
昆虫 長谷川 哲雄 作 岩崎書店 486
滝廉太郎ジュニア音楽ブックス　クラシックの大作曲家１０ 音楽之友社 762
ぼくブルートレインにのったんだ わたなべ しげお さく あかね書房 913
おばけのはなし１ 寺村 輝夫 文 あかね書房 388
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 933
どんどんのびる草 村山 幸三郎 ぶん 新日本出版社 479
ねこルパンさんとしろいふね あまんきみこ作 あかね書房 913
きつねみちは天のみち あまん きみこ 作 大日本図書 913
かず いがわ ひろこ 絵 学研 410
衣食住に見る日本の歴史１ あすなろ書房 210



衣食住に見る日本の歴史３ あすなろ書房 210
衣食住に見る日本の歴史４ あすなろ書房 210
衣食住に見る日本の歴史５ あすなろ書房 210
衣食住に見る日本の歴史６ あすなろ書房 210
教科書人物事典 学研 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑２ ポプラ社 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑４ ポプラ社 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑５ ポプラ社 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑６ ポプラ社 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑８ ポプラ社 210
ポンコツタイムマシン騒動記 石川 英輔 作 評論社 913
ソレマンの空間艇 石川 英輔 著 評論社 913
ポンコツロボット太平記 石川 英輔 作 評論社 913
ポンコツＵＦＯ同乗記 石川 英輔 作 評論社 913
伝記・人間にまなぼう１ 岩崎書店 289
伝記・人間にまなぼう２ 岩崎書店 289
伝記・人間にまなぼう３ 岩崎書店 289
伝記・人間にまなぼう４ 岩崎書店 289
伝記・人間にまなぼう６ 岩崎書店 280
伝記・人間にまなぼう７ 岩崎書店 289
伝記・人間にまなぼう８ 岩崎書店 280
伝記・人間にまなぼう９ 岩崎書店 280
伝記・人間にまなぼう１０ 岩崎書店 289
伝記・人間にまなぼう１２ 岩崎書店 289
伝記・人間にまなぼう１３ 岩崎書店 289
伝記・人間にまなぼう１５ 岩崎書店 289
伝記・人間にまなぼう１７ 岩崎書店 289
伝記・人間にまなぼう１８ 岩崎書店 280
伝記・人間にまなぼう１９ 岩崎書店 280
森からみる地球の未来３ 松井 光瑶 文研出版 650
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑３ ポプラ社 210
環境とリサイクル６ 本間 正樹 文 小峰書店 518
ぼくは野鳥のレンジャーだ 大畑 孝二 作 ひくまの出版 913
予言者ミハエルと不思議な新聞 江口 宣 作 汐文社 913
月へ行くはしご 安房 直子 作 旺文社 913
春のかおりのプレゼント 丘 修三 作 旺文社 913
社会のしくみとルール２ 平見 修二 著 文研出版 308
性についてはなそう！１ ポプラ社 367
性についてはなそう！３ ポプラ社 367
性についてはなそう！４ ポプラ社 367
性についてはなそう！５ ポプラ社 367
性についてはなそう！７ ポプラ社 367
性についてはなそう！８ ポプラ社 367
性についてはなそう！２ ポプラ社 367
社会のしくみとルール１ 平見 修二 著 文研出版 308
社会のしくみとルール３ 平見 修二 著 文研出版 308
社会のしくみとルール５ 平見 修二 著 文研出版 308
社会のしくみとルール６ 平見 修二 著 文研出版 308
社会のしくみとルール７ 平見 修二 著 文研出版 308
社会のしくみとルール８ 平見 修二 著 文研出版 308
性とからだの本１ 本田 睨 構成と文 偕成社 367
性とからだの本２ 本田 睨 構成と文 偕成社 367
性とからだの本３ 本田 睨 構成と文 偕成社 367
性とからだの本４ 本田 睨 構成と文 偕成社 367
性とからだの本５ 本田 睨 構成と文 偕成社 367
性とからだの本６ 本田 睨 構成と文 偕成社 367
性についてはなそう！６ ポプラ社 367
おかあさん　おめでとう 神沢 利子 作 ポプラ社 913
さかなにはなぜしたがない 神沢 利子 作 ポプラ社 913



ぶつぶついうのだあれ 神沢 利子 作 ポプラ社 913
お月さんはきつねがすき？ 神沢 利子 作 ポプラ社 913
お日さま　はだかんぼ 神沢 利子 作 ポプラ社 913
くまの子ウーフのかいすいよく 神沢 利子 作 ポプラ社 913
あかいそりにのったウーフ 神沢 利子 作 ポプラ社 913
まいごのまいごのフーとクー 神沢 利子 作 ポプラ社 913
ぴかぴかのウーフ 神沢 利子 作 ポプラ社 913
ハナさんのおきゃくさま 角野 栄子 作 福音館書店 913
マリは父さん子 大石 もり子 著 けやき書房 913
はらっぱおばけ 大石 真 作 あかね書房 913
小学生日本の民話１０　夏にふった雪 平方久直　編著 小峰書店 388
小学生日本の民話３　きんぷくりん 阿坂卯一郎　文 小峰書店 388
小学生日本の民話６　てんぐのけんか 花岡大学　編著 小峰書店 388
小学生日本の民話１　音のでるからばこ 永山絹枝　文 小峰書店 388
小学生日本の民話１４ 吉田タキノ　文 小峰書店 388
小学生日本の民話１１　カッパのくれたつぼ柴野民三　文 小峰書店 388
小学生日本の民話５　カッパとひょうたん 水籐春夫　文 小峰書店 388
小学生日本の民話９　ものぐさ太郎 宮口しづえ　編 小峰書店 388
小学生日本の民話８ほらふきポンコ 稗田きん平　文 小峰書店 388
小学生日本の民話１５　キツネのチャランケ萱野　茂　文 小峰書店 388
小学生日本の民話１２　ゆうれいがそだてた子大石　真　文 小峰書店 388
小学生日本の民話７　鬼になった子ども 二反長　半　編著 小峰書店 388
香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編 光文書院 308
行け！名警察犬アルフ号 三田村 信行 文 偕成社 916
盲導犬カンナ、わたしと走って！ 坂井 ひろ子 文 偕成社 916
生きているわたし　体と心５ 文研出版 490
カエルのたんじょう 種村 ひろし 著 あかね書房 487
エゾリスの森 右高 英臣 著 あかね書房 489
シカのくらし 増田 戻樹 著 あかね書房 489
トノサマバッタ 佐藤 有恒 写真 あかね書房 486
カニのくらし 桜井 淳史 写真 あかね書房 485
サンゴ礁の世界 白井 祥平 著 あかね書房 483
ヤマネのくらし 西村 豊 著 あかね書房 489
ネコのくらし 吉野 信 著 あかね書房 489
モリアオガエル 増田 戻樹 著 あかね書房 487
塩 片平 孝 著 あかね書房 669
海の貝 白井 祥平 著 あかね書房 484
海のさかな 館石 昭 著 あかね書房 487
海底大探検 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 452
太陽のふしぎ 藤井 旭 著 あかね書房 444
野生ウマの生活 清水 洋香 著 あかね書房 489
野生ゾウの世界 岩合 徳光 著 あかね書房 489
彗星　ほうき星のひみつ 藤井旭 あかね書房 209
大昔大探検 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 209
惑星の探検 藤井 旭 著 あかね書房 445
流れ星・隕石 藤井 旭 著 あかね書房 447
ことわざ親子で楽しむ３００話１ 山主 敏子 編 ぎょうせい 814
ことわざ親子で楽しむ３００話２ 山主 敏子 編 ぎょうせい 814
ことわざ親子で楽しむ３００話３ 山主 敏子 編 ぎょうせい 814
ことわざ親子で楽しむ３００話４ 山主 敏子 編 ぎょうせい 814
ことわざ親子で楽しむ３００話５ 山主 敏子 編 ぎょうせい 814
ことわざ親子で楽しむ３００話６ 山主 敏子 編 ぎょうせい 814
ことわざ親子で楽しむ３００話８ 山主 敏子 編 ぎょうせい 814
ことわざ親子で楽しむ３００話９ 山主 敏子 編 ぎょうせい 814
ことわざ親子で楽しむ３００話１０ 山主 敏子 編 ぎょうせい 814
ぽっぺん先生と星の箱舟 舟崎 克彦 著 筑摩書房 913
ぽっぺん先生　地獄へようこそ 舟崎 克彦 著 筑摩書房 913
作文大すき５ 畑島 喜久生 編 国土社 816
作文大すき６ 畑島 喜久生 編 国土社 816



作文大すき７ 畑島 喜久生 編 国土社 816
作文大すき８ 畑島 喜久生 編 国土社 816
作文大すき９ 畑島 喜久生 編 国土社 816
作文大すき１０ 畑島 喜久生 編 国土社 816
地球環境と私たちのくらし２ 学研 519
地球環境と私たちのくらし３ 学研 519
地球環境と私たちのくらし４ 学研 468
町とくらしのうつりかわり２ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり３ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり５ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり６ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり７ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり８ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり９ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり１０ 小峰書店 210
ふしぎふしぎ動物ランド１ 海野 和男 〔ほか〕編著 大日本図書 481
ふしぎふしぎ動物ランド２ 海野 和男 〔ほか〕編著 大日本図書 481
ふしぎふしぎ動物ランド３ 海野 和男 〔ほか〕編著 大日本図書 481
豊かな社会をつくる日本の産業１９ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業１３ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業１１ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業１０ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業６ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業１８ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業１６ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業４ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業１ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業１７ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業１２ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業９ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業８ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業７ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業２０ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業１５ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業１４ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業５ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
豊かな社会をつくる日本の産業２ ぎょうせい 編集 ぎょうせい 602
野の図鑑２ おくやま ひさし 著 大日本図書 786
野の図鑑４ おくやま ひさし 著 大日本図書 786
環境とリサイクル９ 本間 正樹 文 小峰書店 518
四季のお天気かんさつ 塚本 治弘 文 あかね書房 451
からだと病気の本９ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 490
動物と友だちになろう 大竹 三郎 〔著〕 国土社 480
太陽と光のはたらき 大竹 三郎 〔著〕 国土社 444
電気のはたらき 大竹 三郎 〔著〕 国土社 427
生き物のくらしと自然 大竹 三郎 〔著〕 国土社 460
花と実の図鑑２ 斎藤 謙綱 絵 偕成社 470
花と実の図鑑３ 斎藤 謙綱 絵 偕成社 470
花と実の図鑑４ 三原 道弘 文 偕成社 470
花と実の図鑑５ 斎藤 謙綱 絵 偕成社 470
地球のためにわたしたちにできること４ ポプラ社 519
地球のためにわたしたちにできること１ ポプラ社 519
はるおたちのえんそく 吉田 瑞穂 著 けやき書房 911
ウィリアム・テル 東 竜男 文 岩崎書店 760
おおスザンナ 矢沢 寛 文 岩崎書店 760
ダニー・ボーイ 矢沢 寛 文 岩崎書店 760
どうぶつのカーニバル 東 竜男 文 岩崎書店 760
ピアノの音 繁下 和雄 文 岩崎書店 760
ピーターとおおかみ 東 竜男 文 岩崎書店 760



ヘンゼルとグレーテル 東 竜男 文 岩崎書店 760
まほうの笛 東 竜男 文 岩崎書店 760
音のしくみ 繁下 和雄 文 岩崎書店 760
弓の音 繁下 和雄 文 岩崎書店 760
黒いひとみの 矢沢 寛 文 岩崎書店 760
草原情歌 矢沢 寛 文 岩崎書店 760
電気の音 繁下 和雄 文 岩崎書店 760
白鳥のみずうみ 東 竜男 文 岩崎書店 760
皮の音 繁下 和雄 文 岩崎書店 760
美しく青きドナウ 矢沢 寛 文 岩崎書店 760
風の音 繁下 和雄 文 岩崎書店 760
魔王 東 竜男 文 岩崎書店 760
ああ無情 ユーゴー 作 ポプラ社 900
海底旅行 ベルヌ 作 ポプラ社 900
トム・ソーヤーの冒険 トウェイン 作 ポプラ社 900
しあわせな王子 ワイルド 作 ポプラ社 900
リア王物語 シェークスピア 作 ポプラ社 900
くるみわり人形 ホフマン 作 ポプラ社 900
子鹿物語 ローリングス 作 ポプラ社 900
名犬ラッシー ナイト 作 ポプラ社 900
赤ずきん グリム 作 ポプラ社 943
若草物語 オルコット 作 ポプラ社 900
たから島 スティーブンソン 作 ポプラ社 900
聖書物語 谷 真介 文 ポプラ社 900
アンクル・トム物語 ストー夫人 作 ポプラ社 900
ジャックと豆のつる 西本 鶏介 文 ポプラ社 900
図解音楽の世界１ アラン・シップトン 著 偕成社 763
図解音楽の世界３ アラン・シップトン 著 偕成社 763
図解音楽の世界４ アラン・シップトン 著 偕成社 763
図解音楽の世界５ アラン・シップトン 著 偕成社 763
図解音楽の世界６ アラン・シップトン 著 偕成社 760
伝記・人間にまなぼう１４ 岩崎書店 289
森の草花 長谷川 哲雄 作 岩崎書店 470
地球のためにわたしたちにできること２ ポプラ社 519
地球のためにわたしたちにできること６ ポプラ社 519
かんきょう絵本２ 西本 鶏介 作 ポプラ社 519
さよならは霊界から 中島 信子 作 旺文社 913
カネト 沢田 猛 著 ひくまの出版 916
てぶくろを買いに 新美 南吉 作 大日本図書 913
林と虫たちの一年 海野 和男 文・写真 岩崎書店 486
どうぶつのあしがたずかん 加藤 由子 文 岩崎書店 489
海のさかな 渡辺 可久 作 岩崎書店 487
のはらのずかん 長谷川 哲雄 作 岩崎書店 470
森のきのこ 小林 路子 作 岩崎書店 474
島物語３ 灰谷 健次郎 作 理論社 913
やさいのずかん 小宮山 洋夫 作 岩崎書店 626
昆虫 長谷川 哲雄 作 岩崎書店 486
地球のためにわたしたちにできること１ ポプラ社 519
ギリシア神話 立原 えりか 文 ポプラ社 900
かんきょう絵本 西本 鶏介 作 ポプラ社 519
おむすびころりん よだ じゅんいち ぶん 偕成社 388
香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会「香川県社会科学習事典」編集委員会光文書院 308
かんきょう絵本３　とうちゃんの木 西本 鶏介 作 ポプラ社 519
かんきょう絵本４ 西本 鶏介 作 ポプラ社 519
かんきょう絵本５ 西本 鶏介 作 ポプラ社 519
かんきょう絵本６ 西本 鶏介 作 ポプラ社 519
かんきょう絵本７ 西本 鶏介 作 ポプラ社 519
わたしは盲導犬訓練士 岡村 啓嗣 文・写真 旺文社 913
真夜中の森で Ｒ・カーヴェン 作 金の星社 933



新。香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会「香川県社会科学習事典」編集委員会308
香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会「香川県社会科学習事典」編集委員会光文書院 308
香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会「香川県社会科学習事典」編集委員会光文書院 308
香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会「香川県社会科学習事典」編集委員会光文書院 308
香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会「香川県社会科学習事典」編集委員会光文書院 308
香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会「香川県社会科学習事典」編集委員会光文書院 308
香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会「香川県社会科学習事典」編集委員会光文書院 308
香川の先人たち 香川県郷土史研究会　編著 光文書院 281
香川の先人たち 香川県郷土史研究会　編著 光文書院 281
香川の先人たち 香川県郷土史研究会　編著 光文書院 281
香川の先人たち 香川県郷土史研究会　編著 光文書院 281
香川県の歴史 香川県郷土史研究会　編著 光文書院 218
大どろぼうくまさん ふりや かよこ 作 絵 教育画劇 913
花と実の図鑑１ 斎藤 謙綱 絵 偕成社 470
野の図鑑１ おくやま ひさし 著 大日本図書 786
クレーンクレーン 竹下 文子 さく 偕成社 913
ありがとうをいいたくて 森山 京 作 旺文社 913
からす　たろう やしま たろう 文・絵 偕成社 913
ウーフはあかちゃんみつけたよ 神沢 利子 作 ポプラ社 913
おおきなきがほしい 佐藤 さとる ぶん 偕成社 913
三びきのくま フレーベル館 933
三びきのこぶた ジョセフ・ジェイコブス　作 フレーベル館 933
つとむくんのかばみがき まつたに みよこ さく 偕成社 913
島ひきおに 山下 明生 文 偕成社 913
森をあるこう 森 まつり 著 けやき書房 913
夏休み昆虫のかんさつ 小田 英智 文 あかね書房 486
野の図鑑３秋の野あそび おくやま ひさし 著 大日本図書 786
くさばなであそぼうみぢかないきものみつけようそだてよう１０ ポプラ社
長くつしたのピッピ リンドグレーン 作 ポプラ社 949
まほうのレッスン トミー＝デ＝パオラ さく 偕成社 933
月夜のみみずく ジェイン＝ヨーレン 詩 偕成社 933
川はどこからながれてくるの トマス＝ロッカー さく 偕成社 933
ロージーのおさんぽ パット・ハッチンス さく 偕成社 933
せかい一わるいかいじゅう パット＝ハッチンス さく 偕成社 933
いたずらかいじゅうはどこ？ パット＝ハッチンス さく 偕成社 933
まっくろネリノ ヘルガ＝ガルラー さく 偕成社 943
おおかみと七ひきのこやぎ グリム フレーベル館 388
ながぐつをはいたねこ ペロー フレーベル館 388
あかずきん グリム フレーベル館 388
おうさまのみみはロバのみみ フレーベル館 388
きんのさかな 矢崎 節夫 文 フレーベル館 388
香川県の歴史 香川県郷土史研究会 光文書院 380
ムラサキガニのつなひき 吉田 瑞穂 著 けやき書房 911
どんどんのびる草 村山 幸三郎 ぶん 新日本出版社 479
金のがちょうのほん レズリー・ブルック 文・画 福音館書店 388
ふきまんぶく 田島 征三 文・絵 偕成社 913
そらをとんだ　けいこのあやとり やまわき ゆりこ さく・え 福音館書店 913
ホッホーくんのおるすばん アンゲラ・ゾンマー＝ボーデンブルク さく偕成社
バスにのって 荒井 良二 作・絵 偕成社 913
まつげの海のひこうせん 山下 明生 作 偕成社 913
もりのかくれんぼう 末吉 暁子 作 偕成社 913
ゆびきりえんそく 東 君平 作・絵 あかね書房 913
どれみふぁけろけろ 東 君平 作・絵 あかね書房 913
もりのへなそうる わたなべ しげお さく 福音館書店 913
ジャムねこさん 松谷 みよ子 作 大日本図書 913
いやいやえん 中川 李枝子 さく 福音館書店 913
まほうのりんごがとんできた 別所 真紀子 作 新学社・全家研 913
漢字はじまり物語 高橋　みか 学研 811
ふしぎな青い絵 かみや しん 作・絵 旺文社 913



らいおんみどりの日ようび 中川 李枝子 さく 福音館書店 913
おまつりおまつり！ オトフリート＝プロイスラー さく 偕成社 943
スンカンそらをとぶ！ バルブロ＝リンドグレン 作 偕成社 949
てんぐのはなし 寺村 輝夫 文 あかね書房 388
くまくんのおともだち Ｅ．Ｈ．ミナリック ぶん 福音館書店 933
かえってきたおとうさん モーリス・センダック え 福音館書店 933
こぐまのくまくん Ｅ．Ｈ．ミナリック ぶん 福音館書店 933
おじいちゃんとおばあちゃん Ｅ．Ｈ．ミナリック ぶん 福音館書店 933
だいじなとどけもの モーリス・センダック え 福音館書店 933
ピーターのいす エズラ＝ジャック＝キーツ 作・画偕成社 933
ピーターのくちぶえ エズラ＝ジャック＝キーツ さく 偕成社 933
まほうつかいは時間ドロボー シュワルツ 作 旺文社 983
なにしてあそぶ？ パット＝ハッチンス さく 偕成社 933
ブレーメンのおんがくたい 三越 左千夫 文 フレーベル館
絵本＝ビアンキ動物記 ヴィタリー・ビアンキ 作 理論社 983
わがままな大男 オスカー・ワイルド 文 富山房
あかちゃんこんにちは！ スタン＝ベレンスティン さく 偕成社 933
ピーターのてがみ エズラ＝ジャック＝キーツ さく 偕成社 933
ひとあし　ひとあし レオ・レオニ 〔作〕 好学社 933
フレデリック レオ・レオニ 作 好学社 933
おみせやさん かどの えいこ ぶん 童心社 913
おめでとうのいちねんせい 糸井 重里 詩 小学館 911
くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ さく ペンギン社
アニーとおばあちゃん ミスカ・マイルズ 作 あすなろ書房 933
やぶかのはなし 栗原 毅 ぶん 福音館書店 486
とべ　あほうどり 長谷川 博 ぶん 新日本出版社 488
あまがえるのてんきよほう 松井 孝爾 ぶん・え 新日本出版社 487
むささびのおやこ 今泉 吉晴 ぶん 新日本出版社 489
一つの花 今西祐行 あすなろ書房 913
なたねじぞう 今西祐行 あすなろ書房 913
にじのはしがかかるとき 今西祐行 あすなろ書房 913
なぞ・不思議ワールド６ あかね書房 31
新約聖書物語 わきたあきこ　文 女子パウロ会 193
旧約聖書物語 わきたあきこ　文 女子パウロ会 193
しらべ学習に役立つ日本の歴史１ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史２ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史３ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史４ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史５ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史６ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史７ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史８ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史９ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史１０ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史１１ 小峰書店 210
しらべ学習に役立つ日本の歴史１２ 小峰書店 210
衣食住に見る日本の歴史１ あすなろ書房 210
衣食住に見る日本の歴史２ あすなろ書房 210
衣食住に見る日本の歴史３ あすなろ書房 210
衣食住に見る日本の歴史４ あすなろ書房 210
衣食住に見る日本の歴史５ あすなろ書房 210
衣食住に見る日本の歴史６ あすなろ書房 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑４ ポプラ社 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑２ ポプラ社 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑３ ポプラ社 210
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑６ ポプラ社 210
とべないホタル 小沢昭巳 ハート出版 913
とべないホタル　２ 小沢昭巳 ハート出版 913
とべないホタル３ 小沢 昭巳 作 ハート出版 913



ハマヒルガオのちいさな海 今西 祐行 作 あすなろ書房 913
天使とくつした 今西 祐行 作 あすなろ書房 913
トコちゃんの金のおさかな 今西 祐行 作 あすなろ書房 913
からだと病気の本１ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 490
からだと病気の本４ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 490
からだと病気の本５ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 490
からだと病気の本６ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 490
からだを知る本１ 草土文化 491
からだを知る本３ 草土文化 491
からだを知る本８ 草土文化 491
からだを知る本９ 草土文化 491
からだを知る本１０ 草土文化 491
からだを知る本１１ 草土文化 491
レモンあそび 小野寺 悦子 作 理論社 911
イグアナのゆめ 木島 始 作 理論社 911
しゃっくりうた まど みちお 作 理論社 911
うそうた 中江 俊夫 作 理論社 911
おしっこの神さま 重清 良吉 作 理論社 911
にちようびの朝 三保 みずえ 作 理論社 911
ズッコケ三人組の推理教室 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ結婚相談所 那須 正幹 作 ポプラ社 913
驚異のズッコケ大時震 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ宇宙大旅行 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ三人組の大運動会 那須 正幹 作 ポプラ社 913
とびだせズッコケ事件記者 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ時間漂流記 那須 正幹 作 ポプラ社 913
学習俳句・短歌歳時記１ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記２ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記３ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記４ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記５ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記６ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記７ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記８ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記９ 藤森 徳秋 編 国土社 911
学習俳句・短歌歳時記１０ 藤森 徳秋 編 国土社 911
はじめてであう俳句の本春の句 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
はじめてであう俳句の本夏の句 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
はじめてであう俳句の本秋の句 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
はじめてであう俳句の本冬の句 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
はじめてであう短歌の本夏と秋の歌 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
はじめてであう短歌の本冬と春の歌 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
はじめてであう短歌の本心の歌　１ 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
はじめてであう短歌の本心の歌　２ 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
アクセサリーのくふう 滝田 節子 著 誠文堂新光社 750
かざるもののくふう 松本 百合子 著 誠文堂新光社 750
かんやはこで作るくふう 堂本 保 著 誠文堂新光社 750
じどう集会のくふう 小関 武明 著 誠文堂新光社 750
ぬのやひもで作るくふう 滝田 節子 著 誠文堂新光社 750
ねん土や石で作るくふう 駒ケ嶺 修三 著 誠文堂新光社 750
はん画のくふう 伊藤 弥四夫 著 誠文堂新光社 750
プラスチックで作るくふう 堂本 保 著 誠文堂新光社 750
プレゼントのくふう 内海 久子 著 誠文堂新光社 750
学校行事のくふう 小関 武明 著 誠文堂新光社 750
金ぞくで作るくふう 佐藤 諒 著 誠文堂新光社 750
使うもののくふう 堂本 保 著 誠文堂新光社 750
紙で作るくふう 小関 武明 著 誠文堂新光社 750
紙ねん土で作るくふう 小関 武明 著 誠文堂新光社 750
草や実で作るくふう 伊藤 弥四夫 著 誠文堂新光社 750



竹で作るくふう 堂本 保 著 誠文堂新光社 750
動くもののくふう 堂本 保 著 誠文堂新光社 750
風と水で遊ぶくふう 大和屋 巌 著 誠文堂新光社 750
木で作るくふう 佐藤 諒 著 誠文堂新光社 750
遊ぶもののくふう 堂本 保 著 誠文堂新光社 750
がちょうのたんじょうび 新美 南吉 著 大日本図書 913
こぞうさんのおきょう 新美 南吉 作 大日本図書 913
ランプと胡弓ひき 新美 南吉 〔著〕 大日本図書 913
花のき村と盗人たち 新美 南吉 著 大日本図書 913
ろくべえ　まってろよ 灰谷 健次郎 作 文研出版 913
たんじょうびのごちそう 木村 裕一 作 偕成社 913
ばんがれ　まーち 阪田 寛夫 作 理論社 911
音楽が好きだ！２　歌 ポプラ社 760
音楽が好きだ！３　演奏 ポプラ社 760
音楽が好きだ！４　クラシック ポプラ社 760
音楽が好きだ！５　コンピューター ポプラ社 760
音楽が好きだ！６　世界 ポプラ社 760
農林水産業はすてきな仕事２　野菜や果物 文研出版 610
農林水産業はすてきな仕事３　家畜 文研出版 610
農林水産業はすてきな仕事４ 文研出版 610
農林水産業はすてきな仕事５　木 文研出版 610
農林水産業はすてきな仕事６　国土 文研出版 610
農林水産業はすてきな仕事８　海の幸 文研出版 610
自然の中の人間シリーズ　森と人間編２ 谷本丈夫　著 農山漁村文化協会 650
自然の中の人間シリーズ　森と人間編３ 新田隆三　著 農山漁村文化協会 650
自然の中の人間シリーズ　森と人間編４ 秋谷孝一　著 農山漁村文化協会 650
自然の中の人間シリーズ　森と人間編６ 農山漁村文化協会 650
自然の中の人間シリーズ　森と人間編７ 小林富士雄　著 農山漁村文化協会 650
自然の中の人間シリーズ　森と人間編８ 古川久彦　著 農山漁村文化協会 650
自然の中の人間シリーズ　森と人間編１０ 農山漁村文化協会 650
世界環境地図３　危機に立つ人類 スティーブン・トーマス・ポロック 著小峰書店 519
町とくらしのうつりかわり３ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり４　遊びとくらし 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり５ 小峰書店 210
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業１野菜とくだもの飯島 博 著 ポプラ社 602
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業２米をつくる飯島 博 著 ポプラ社 602
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業４伝統的な技術飯島 博 著 ポプラ社 602
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業５自動車をつくる飯島 博 著 ポプラ社 602
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業６トラックではこぶ飯島 博 著 ポプラ社 602
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業７食品飯島 博 著 ポプラ社 602
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業８テレビ番組飯島 博 著 ポプラ社 602
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業９飲み物飯島 博 著 ポプラ社 602
ひょうざん ローマ・ガンス ぶん 福音館書店 450
高い音ひくい音 フランクリン・Ｍ・ブランリー ぶん 福音館書店 424
ぴかっごろごろ フランクリン・Ｍ・ブランリー ぶん 福音館書店 451
うくことしずむこと フランクリン・Ｍ・ブランリー ぶん 福音館書店 423
しお オーガスタ・ゴールディン ぶん 福音館書店 574
あなたのはな ポール・シャワーズ ぶん 福音館書店 491
たいよう フランクリン・Ｍ・ブランリー ぶん 福音館書店 444
島のたんじょう ミリセント・Ｅ・セルサム ぶん 福音館書店 454
ダーウィンの世界一周 ミリセント・Ｅ・セルサム 著 福音館書店 402
くじら 西脇 昌治 著 福音館書店 489
世界環境地図１　危機せまる地域 スティーブン・トーマス・ポロック 著小峰書店 519
調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業３　水産業飯島 博 著 ポプラ社 602
農林水産業はすてきな仕事７　魚をとる 文研出版 610
のうさぎ　にげろ 伊藤 政顕 ぶん 新日本出版社 489
つきのせかい フランクリン・Ｍ・ブランリー ぶん 福音館書店 446
からだと病気の本２ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 490
からだと病気の本３ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 490



からだと病気の本７ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 490
からだと病気の本８ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 490
からだを知る本２ 草土文化 491
からだを知る本４ 草土文化 491
からだを知る本５ 草土文化 491
からだを知る本６ 草土文化 491
からだを知る本７ 草土文化 491
おもしろ科学史ライブラリー７ あかね書房 490
おもしろ科学史ライブラリー８ あかね書房 490
おもしろ科学史ライブラリー９ あかね書房 490
おもしろ科学史ライブラリー１０ あかね書房 490
おもしろ科学史ライブラリー１１ あかね書房 490
おもしろ科学史ライブラリー１２ あかね書房 490
動物と友だちになろう 大竹 三郎 〔著〕 国土社 480
空気と水のふしぎ 大竹 三郎 〔著〕 国土社 435
生き物のくらしと自然 大竹 三郎 〔著〕 国土社 460
すぐにやくだつ校内放送３６５日１０ ポプラ社 375
すぐにやくだつ校内放送３６５日９ ポプラ社 375
すぐにやくだつ校内放送３６５日８ ポプラ社 375
すぐにやくだつ校内放送３６５日７ ポプラ社 375
すぐにやくだつ校内放送３６５日６ ポプラ社 375
すぐにやくだつ校内放送３６５日５ ポプラ社 375
すぐにやくだつ校内放送３６５日４ ポプラ社 375
町とくらしのうつりかわり２ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり６ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり７ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり８ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり９ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり１０ 小峰書店 210
人間・アリ・象 ピーター・Ｋ・ウェイル 著 福音館書店 481
からだを知る本１２ 草土文化 491
からだと病気の本１０ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 490
からだとこころのビックリ！大図鑑 ジョー・カウフマン 作 アーニ出版 491
ズッコケまるひ大作戦 那須正幹 ポプラ社 913
ゆうかんなハリネズミマックス Ｄ．キング＝スミス 作 あかね書房 983
あさいちばんのしんかんせん 砂田 弘 ぶん 小峰書店 538
パンのひみつ 学研 400
宇宙人のいる教室 さとう まきこ 作 金の星社 913
湖南丸と沖縄の少年たち 宮良 作 文 草土文化 913
かんきょう絵本９ 西本 鶏介 作 ポプラ社 519
かんきょう絵本１０ 西本 鶏介 作 ポプラ社 519
かんきょう絵本８ 西本 鶏介 作 ポプラ社 519
人体 スティーブパーカー 491
人体 スティーブパーカー 491
人体 スティーブパーカー 491
人体 スティーブパーカー 491
自然の中の人間シリーズ　森と人間編５ 農山漁村文化協会 650
自然の中の人間シリーズ　森と人間編９ 農山漁村文化協会 650
コウモリ 庫本 正 著 福音館書店 489
自然の中の人間シリーズ　森と人間編１ 農山漁村文化協会 650
せかいいちのはなし 北 彰介 作 金の星社 913
なぜなのパパ？ きたざわ きょうこ さく アーニ出版 491
いしがけちょう日記 杉浦 和貴子 ぶん 新日本出版社
おおばことなかよし 真船 和夫 ぶん 新日本出版社
がんばれ　ひめねずみ 今泉 吉晴 ぶん 新日本出版社
こすもすと虫たち 高家 博成 ぶん 新日本出版社
どうぶつたちの夜 増井 光子 ぶん 新日本出版社
ひぐまの冬ごもり 加納 菜穂子 ぶん 新日本出版社
鳥さんとんで 中村 登流 ぶん 新日本出版社



虫のひげ 高家 博成 ぶん 新日本出版社 486
ふかい海のさかな 武田 正倫 ぶん 新日本出版社
山みち歩けば 田中 豊美 ぶん・え 新日本出版社
５にんのおひめさま 長崎 武昭 さく 大日本図書
たからのちず 長崎 武昭 さく 大日本図書
ふえるじゅうす 長崎 武昭 さく 大日本図書 410
魔女のいたずら 長崎 武昭 さく 大日本図書
ふくろう 宮崎 学 写真と文 福音館書店 488
とかげのしっぽ 椋 鳩十 ぶん 新日本出版社
おはいんなさい　えりまきに 角野 栄子 作 金の星社 913
こんにちは！しょちょうさん きたざわ きょうこ 作 アーニ出版 495
いわしのたび 渡辺 可久 ぶん・え 新日本出版社 487
ゆめをにるなべ 茂市 久美子 作 教育画劇 913
キツネ山の夏休み 富安 陽子 著 あかね書房 913
おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作 徳間書店 943
ふところにいだく生命の水・富士の自然 近田 文弘 著 大日本図書 454
はてしなき追跡 ゲイリー・ポールセン 作 くもん出版 933
鈴の鳴る道 星野 富弘 著 偕成社 723
あやうしズッコケ探検隊 那須正幹 ポプラ社 913
おとなになれなかった　弟たちに… 米倉 斉加年 作 偕成社
ことばあそびだワン 小島 貞二 編・著 アリス館 807
音楽が好きだ！　１ ポプラ社 760
ありのごちそう 高家 博成 ぶん 新日本出版社
林のどんぐり 広井 敏男 ぶん 新日本出版社
こころのなかのおじいちゃん モニカ　ギーダール 作 アーニ出版
は　は　はるだよ 与田 準一 詩 金の星社 911
ズッコケ三人組と学校の怪談 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ゴリラのジャングルジム きむら だいすけ さく 福武書店 913
ゾウとクジラがともだちになった日 アラン・バルトマン 作 福武書店 933
イソップ物語三年生 イソップ 〔原作〕 偕成社 933
なぜなのママ？ きたざわ きょうこ さく アーニ出版 491
ねむり屋さん 今西祐行 あすなろ書房 913
盲導犬になれなかったジョリー 赤座 憲久 作 新日本出版社 913
いきもののしいく フレーベル館 480
びりっこ一年生 あまん きみこ 作 講談社 913
すずめのおくりもの 安房 直子 作 講談社 913
おにさんはどこにいる 今西 祐行 作 あすなろ書房 913
空のひつじかい 今西 祐行 作 あすなろ書房 913
ハコちゃん 今西 祐行 作 あすなろ書房 913.6
おもちは　なぜ　ふくれるの 今西 祐行 作 あすなろ書房 913
ぬまをわたるカワセミ 今西 祐行 作 あすなろ書房 913
ぼくらの地図旅行 那須 正幹 ぶん 福音館書店 291
牛乳パックであそぼう 猶原 通正 著 草土文化 750
音をつくってあそぼう 繁下 和雄 作 草土文化 750
人形劇のはじまりはじまり 西浦 万里子 著 草土文化 777
昔のおもちゃをつくろう 大賀 弘章 著 草土文化 759
でんでら竜がでてきたよ おの りえん 作 理論社 913
ぴかぴかのウーフ 神沢 利子 作 ポプラ社 913
写真と作文でつづる　昭和の子どもたち１　学校生活の移り変わり 学研 384
写真と作文でつづる　昭和の子どもたち３　ふるさとの「まち」や「むら」 学研 384
写真と作文でつづる　昭和の子どもたち４　遊びと仲間 学研 384
写真と作文でつづる　昭和の子どもたち５　季節の祭りと行事 学研 384
写真と作文でつづる　昭和の子どもたち２　くらしの移り変わり 学研 384
やどかりのおひっこし エリック＝カール さく 偕成社 933
くじらの歌ごえ ダイアン・シェルダン 作 ＢＬ出版
ちょっとかわったおりがみ たきがわ たかし 著 草土文化 754
いもむしのうんち 林長閑　監修 アリス館 486
草花のうえかたそだてかた 松原 巌樹 文・絵 岩崎書店 620
小学校理科の教室　６ 大日本図書 480



プラム・クリークの土手で ローラ・インガルス・ワイルダー 作福音館書店 933
シルバー・レイクの岸辺で ローラ・インガルス・ワイルダー 作福音館書店 933
大草原の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 作福音館書店 933
農場の少年 ローラ・インガルス・ワイルダー 作福音館書店 933
じぶんだけのいろ レオ＝レオニ 作 好学社
森からみる地球の未来１ 松井　光瑤 文研出版 650
これはたいへん！ゴミの話３　まちがって 平見 修二 文 文研出版 518
これはたいへん！ゴミの話７　ごせんぞさまの平見 修二 文 文研出版 518
これはたいへん！ゴミの話８　ぼくらの 平見 修二 文 文研出版 518
ひとりでできるもん！８　らくらく電子レンジ 金の星社 596
ひとりでできるもん！１０　おしゃれなおかし 金の星社 596
どうぶつぶつぶつ 川崎 洋 著 岩崎書店 911
ぞうさん・くまさん まど みちお 著 岩崎書店 911
うたにあわせてあいうえお 工藤 直子 著 岩崎書店 911
生きものはかなしかるらん 室生 犀星 著 岩崎書店 911
ともだちは緑のにおい 工藤 直子 作 理論社 913
イラスト子ども俳句　春 炎天寺 編 汐文社 911
イラスト子ども俳句夏 炎天寺 編 汐文社 911
イラスト子ども俳句　秋 炎天寺 編 汐文社 911
イラスト子ども俳句　冬 炎天寺 編 汐文社 911
まんが四字熟語なんでも事典 金の星社 814
これはたいへん！ゴミの話４　わが町の 平見 修二 文 文研出版 518
これはたいへん！ゴミの話６　もうすぐ 平見 修二 文 文研出版 519
ふりむいた友だち 高田 桂子 作 理論社 913
小学校理科の教室４　植物の四季 大日本図書 470
小学校理科の教室５　こん虫のたんじょう 大日本図書 486
小学校理科の教室７　動物のからだ 大日本図書 481
小学校理科の教室８　動物の四季 大日本図書 481
小学校理科の教室１０　天気のかわり方 新田　尚 大日本図書 451
校庭の自然とあそぼう７　池や水とあそぼうやまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 460
校庭の自然とあそぼう１　木１ やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 750
校庭の自然とあそぼう２　木２ やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 750
校庭の自然とあそぼう３　雑草 やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 750
校庭の自然とあそぼう４　花 やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 750
校庭の自然とあそぼう５　野菜 やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 460
校庭の自然とあそぼう６　土や石 やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 750
校庭の自然とあそぼう１０　空や風 やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 750
チャイコフスキー ひの まどか 著 リブリオ出版 762
バッハ ひの まどか 著 リブリオ出版 762
ドヴォルジャーク 黒沼 ユリ子 著 リブリオ出版 762
シューベルト ひの まどか 著 リブリオ出版 762
ワーグナー ひの まどか 著 リブリオ出版 762
ブラームス ひの まどか 著 リブリオ出版 762
バルトーク ひの まどか 著 リブリオ出版 762
ヴェルディ ひの まどか 著 リブリオ出版 762
光の旅人 君野 和摩 著 偕成社 798
うらしまたろう 時田 史郎 再話 福音館書店 388
にじのみずうみ 坂本 鉄男 文 偕成社 388
コーネリアス レオ＝レオニ 作 好学社 933
ぼくのだ！わたしのよ！ レオ＝レオニ 〔作〕 好学社 933
フレデリック レオ・レオニ 作 好学社 933
うさぎたちのにわ レオ・レオニ 作 好学社 933
おんがくねずみ　ジェラルディン レオ＝レオニ 作 好学社 933
校庭の自然とあそぼう８　虫１ やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 486
ぽんこつマーチ 阪田 寛夫 作 大日本図書 911
星のおしごと 新川 和江 著 大日本図書 911
あなたが好き 立原 えりか 著 大日本図書 911
絵のような村で 江間 章子 著 大日本図書 911
ぴかぴかコンパス こやま 峰子 著 大日本図書 911



雲の窓 武鹿 悦子 著 大日本図書 911
動物のうた 室生 犀星 作 大日本図書 911
野ゆき山ゆき 与田 準一 作 大日本図書 911
せみを鳴かせて 巽 聖歌 作 大日本図書 911
夢 石川 啄木 〔ほか〕著 岩崎書店 911
動物と人のたんじょう 大竹 三郎 〔著〕 国土社 467
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 470
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 470
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 470
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 470
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 470
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 470
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 470
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 470
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 470
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 470
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 470
ぞうさん・くまさん まど みちお 著 岩崎書店 911
いしっころ 谷川 俊太郎 著 岩崎書店 911
夕日がせなかをおしてくる 阪田 寛夫 著 岩崎書店 911
夕日がせなかをおしてくる 阪田 寛夫 著 岩崎書店 911
こちらズッコケ探偵事務所 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ぼくらはズッコケ探偵団 那須 正幹 作 ポプラ社 913
大当たりズッコケ占い百科 那須 正幹 作 ポプラ社 913
花のズッコケ児童会長 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ心霊学入門 那須 正幹 作 ポプラ社 913
銀河鉄道の夜 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版 913
グスコーブドリの伝記 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版 913
せんせいけらいになれ 灰谷 健次郎 著 理論社 911
「ふぁあん」「ふぁあん」宿題せんならん 灰谷 健次郎 編 理論社 911
やってみようたのしい伝承あそび１春から夏の 学研 750
やってみようたのしい伝承あそび４野外でするあそび 学研 750
めいろをつくろう 井出 圭祐 著・イラスト 草土文化 798
わくわくキャンプ 財団法人児童憲章愛の会786
さかなはさかな レオ・レオニ 作 好学社 933
ここにいたい　あっちへいきたい レオ・レオニ 好学社 933
うさぎを　つくろう レオ＝レオニ 作 好学社 933
草花のうえかたそだてかた 松原 巌樹 文・絵 岩崎書店 620
灰谷健次郎のどうわ２年生　２ 灰谷 健次郎 作 理論社 913
ズッコケ恐怖体験 那須 正幹 作 ポプラ社 913
それいけズッコケ三人組 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ山賊修業中 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ財宝調査隊 那須 正幹 作 ポプラ社 913
せかいいちおおきなうち レオ・レオニ 作 好学社 933
アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ 〔作〕 好学社 933
カエルにタバコをすわせたら 岡村 正孝 著 童心社 487
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝１　とびちった八つの玉 滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 913
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝２　ふしぎな刀のゆくえ 滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 913
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝３　玉を持った勇士たち 滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 913
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝４　おどる美少女のひみつ滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 913
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝５　ほらあなの中の怪物滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 913
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝６　犬士、はなればなれに滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 913
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝７　力を合わせて戦えば滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 913
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝８　怪力少年がやってきた滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 913
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝９　古だぬきの化けの皮滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 913
Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝１０　それゆけ！八犬士！滝沢 馬琴 原作 あすなろ書房 913
水のいきものかいかたそだてかた 浅井 ミノル 文 岩崎書店 480
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 470
こども版ファーブルこんちゅう記１ アンリ・ファーブル 〔著〕　小林清之助小峰書店 486



住まいの形 山口昌伴　文 住宅月刊実行委員会 524
校庭の自然とあそぼう９ やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 486
昆虫のかいかたそだてかた 三枝 博幸 文 岩崎書店 486
いもむしのうんち 林長閑　監修 アリス館 486
くろねこかあさん 東 君平 さく 福音館書店 913
ありんこぞう やました はるお ・さく 小峰書店 913
かかみののおおだぬき 赤座 憲久 文 小峰書店 388
一つの花 今西 祐行 作 あすなろ書房 913
あひるのバーバちゃん 神沢 利子 作 偕成社 913
かたあしだちょうのエルフ おのき がく 　ぶん・え ポプラ社 913
いだてんの六 そや きよし ・ぶん ポプラ社 913
さむがりやのゆきだるま みたむら のぶゆき さく 小峰書店 913
吉四六さんと庄屋さん とみた ひろゆき 文 国土社 388
吉四六さんとごさくどん とみた ひろゆき 文 国土社 913
あっぱれ　しゅじゅどん とみた ひろゆき 文 国土社 913
でんぐりん 正道 かほる 作 あかね書房 913
まいごのおばけ 佐藤 さとる 作 講談社 913
動物・小鳥のかいかたそだてかた 成島悦雄 岩崎書店 480
おにたのぼうし あまん きみこ ・ぶん ポプラ社 913
がらがらやぎとかいぶつトロル ジョナサン・ラングレイ お話と絵 岩崎書店 933
こぎつねコンとこだぬきポン 松野 正子 文 童心社 913
かばくんこっくりかっくり マイケル・グレイニエツ 作 講談社 933
べろりんべろりん 福田 庄助 作・絵 佼成出版社 913
少年と子だぬき 佐々木 たづ 文 ポプラ社 913
えすがた　あねさま 大川 悦生 文 ポプラ社 388
チロヌップの子　さくら たかはし ひろゆき 文・絵 金の星社 913
鳥の島 川端 誠 作 リブロポート 913
しまふくろうのみずうみ 手島 圭三郎 絵と文 ベネッセ 913
ぞうをだいた女の子 落合 恵子 作 理論社 913
さとるのるすばん おおいし まこと 〔さく〕 小峰書店 913
へびのクリクター トミー・ウンゲラー 作 文化出版局
こなやのむすめとふしぎなこびと ジョナサン・ラングレイ お話と絵 岩崎書店 933
馬のゴン太旅日記 関屋 敏隆 版画と文 小学館 913
ふなひき太良 儀間 比呂志 作・絵 岩崎書店 913
つるのあねさ 大川 悦生 文 ポプラ社 388
つるにょうぼう かんざわ としこ ぶん ポプラ社 388
そよ風とわたし 今江 祥智 文 ポプラ社 913
続一年一組　せんせい　あのね 鹿島 和夫 編 理論社 911
日本昔ばなし 西本鶏介 ポプラ社 913
サクラの一年 守矢 登 著 あかね書房 479
ヘチマのかんさつ 佐藤 有恒 著 あかね書房 479
かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社 916
お米は生きている 富山 和子 著 講談社 616
こども版ファーブルこんちゅう記６ アンリ・ファーブル 〔著〕　小林清之助小峰書店 486
こども版ファーブルこんちゅう記５ アンリ・ファーブル 〔著〕　小林清之助小峰書店 486
こども版ファーブルこんちゅう記７ アンリ・ファーブル 〔著〕　小林清之助小峰書店 486
こども版ファーブルこんちゅう記２ アンリ・ファーブル 〔著〕　小林清之助小峰書店 486
おしっこピューン！ 七尾 純 構成・文 国土社 491
ギプスでえっへん！ 七尾 純 構成・文 国土社 491
こわい夢みちゃった 七尾 純 構成・文 国土社 491
コンコン１０１かい 七尾 純 構成・文 国土社 491
つなひきワッショイ！ 七尾 純 構成・文 国土社 491
ネズミの歯になーれ 七尾 純 構成・文 国土社 491
ピーマンへっちゃら 七尾 純 構成・文 国土社 491
ぼくの背中は世界地図 七尾 純 構成・文 国土社 491
血がでたドッキン！ 七尾 純 構成・文 国土社 491
源吉じいさんとキツネ なるみや ますみ さく ひくまの出版 913
いそげマメ記者 七尾 純 構成・文 国土社 491
ぷんぷんじろりん 七尾 純 構成・文 国土社 491



ことばあそびだニャン 小島 貞二 編・著 アリス館 807
わたしのだいすきなエンゼルおばあちゃん インゲボルグ・ロータッハ 作 くもん出版 943
魚のひみつ 学研 400
椋鳩十のキツネ物語 椋 鳩十 作 理論社 913
ボルピィ物語 那須田 淳 作 ひくまの出版 913
１０月のむかし話 谷 真介 編・著 金の星社 388
新美南吉童話集２ 新美 南吉 著 大日本図書 918
るすばん一年生 あまん きみこ 作 講談社 913
王さまと九人のきょうだい 君島 久子 訳 岩波書店 388
兵六ものがたり さいごう たけひこ ぶん ポプラ社 388
ももたろう 赤座 憲久 文 小峰書店 388
ふるやのもり いまえ よしとも ぶん ポプラ社 388
かみながひめ ありよし さわこ ぶん ポプラ社 388
絵本ことばあそび 五味 太郎 作 岩崎書店 807
佐賀のがばいばあちゃん 島田洋七 徳間書店 913
やってみようたのしい伝承あそび２秋から冬の草花あそび 学研 750
ぼうさまになったからす 松谷 みよ子 文 偕成社 913
しばてん 田島 征三 文と絵 偕成社 913
きんつばじへい おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 388
ひこうせん ロクシー・マンロ 作 福武書店
草花であそぼう 辺見 泰子 著・写真 草土文化 384
１ねん１くみ１ばんびっくり 後藤 竜二 作 ポプラ社 913
やってみようたのしい伝承あそび３室内でするあそび 学研 750
わにさんどきっはいしゃさんどきっ 五味 太郎 作 偕成社 913
紙がおもちゃになる 吉田 しげ介 著 草土文化 754
もしもし　おかあさん 久保 喬 作 金の星社 913
ひろしまのピカ 丸木 俊 え・文 小峰書店 913
ゆずちゃん 肥田 美代子 作 ポプラ社 913
たぬきむかし よしざわ かずお ぶん ポプラ社 388
かあさんのうた 大野 允子 著 ポプラ社 913
茂吉のねこ 松谷 みよ子 文 ポプラ社 388
しらさぎちょうじゃ かく のぶゆき ぶん ポプラ社 388
ちからたろう いまえ よしとも ぶん ポプラ社 388
あほろくの川だいこ 岸 武雄 ぶん ポプラ社 388
はらだちごんべ 舟崎 克彦 文 ポプラ社 388
おばあちゃんの大きな手 森山 京 作 文渓堂 913
でんでら竜がでてきたよ おの りえん 作 理論社 913
いもむしのうんち 林長閑　監修 アリス館 486
子どものための世界文学の森３ 集英社 930
スプーンおばさんちいさくなる アルフ・プリョイセン さく 偕成社
やまんばのにしき 松谷 みよ子 著 ポプラ社 388
赤神と黒神 まつたに みよこ ぶん ポプラ社 388
きんいろのきつね おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 388
お星さんが一つでた　とうちゃんがかえってくるで灰谷 健次郎 編 理論社 911
ミドリノ森のビビとベソ なるみや ますみ さく ひくまの出版 913
みどりの　しっぽの　ねずみ レオ・レオニ 作 好学社
ごんぎつね にいみ なんきち ・ぶん ポプラ社 913
一つの花 今西 祐行 文 ポプラ社 913
黒いちょう 松谷 みよ子 文 ポプラ社 913
火くいばあ 清水 達也 文 ポプラ社 388
サーカスのライオン 川村 たかし 文 ポプラ社 913
サーカスのライオン 川村 たかし 文 ポプラ社 913
てぶくろをかいに にいみ なんきち ・ぶん ポプラ社
てぶくろをかいに にいみ なんきち ・ぶん ポプラ社
わにのバンポ おおいし まこと ・ぶん ポプラ社 913
きつねの花火 なすだ みのる ・ぶん ポプラ社 388
九ひきの小おに たに しんすけ ぶん ポプラ社 913
ばんどりだいこ みやした かずお ぶん ポプラ社 913
ヌーチェの水おけ かんざわ としこ ぶん ポプラ社 913



ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン さく ほるぷ出版
フレデリック レオ・レオニ 作 好学社 933
ライオンとネズミ ラ・フォンテーヌ ぶん らくだ出版
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 ぶんペンギン社 913
きつねおくさまのごけっこん ガビン・ビショップ 絵 講談社
ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん ぶんとえ岩波書店 933
りえの星の旅 武鹿 悦子 作 小峰書店 913
ぎんぎつねはまほうつかい 王 敏 文 金の星社 913
大きいカアアと小さいカアカア アヒム・ブレーガー 作 さ・え・ら書房 943
白い鳥 椋 鳩十 文 ポプラ社 388
むささび星 いまにし すけゆき ぶん ポプラ社 388
ふえをふく岩 君島 久子 文 ポプラ社 388
黒いちょう 松谷 みよ子 文 ポプラ社 913
りゅうぐうのおよめさん まつたに みよこ ぶん ポプラ社 388
ゆきおんな まつたに みよこ ぶん ポプラ社 388
あほう村の九助 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 388
かさこじぞう いわさき きょうこ ぶん ポプラ社 388
ききみみずきん いわさき きょうこ ぶん ポプラ社 388
三ねんねたろう おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 388
うらしまたろう おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 388
こぶとり おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 388
なしとりきょうだい かんざわ としこ ぶん ポプラ社
えすがた　あねさま 大川 悦生 文 ポプラ社 388
かっぱのむこどの 水谷 章三 文 フレーベル館 388
したきりすずめ 大川 悦生 著 偕成社 388
みにくいあひるのこ ジョナサン・ラングレイ お話と絵 岩崎書店
あかずきんちゃん ジョナサン・ラングレイ お話と絵 岩崎書店
みにくいあひるのこ ジョナサン・ラングレイ お話と絵 岩崎書店
こなやのむすめとふしぎなこびと ジョナサン・ラングレイ お話と絵 岩崎書店 933
おうじょとかえる ジョナサン・ラングレイ お話と絵 岩崎書店
三びきのくまときんぱつちゃん ジョナサン・ラングレイ お話と絵 岩崎書店
あかずきんちゃん ジョナサン・ラングレイ お話と絵 岩崎書店
大震災にあった子どもたち２年生 震災をつたえる会 編 小峰書店 816
チューインガム一つ 灰谷 健次郎 文 理論社 913
ぼくの詩わたしの詩１年生 金井 直 編著 偕成社 911
にんタマ三人ぐみのラクして頭がよくなる大さくせん！！尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
にんタマ三人ぐみのあっとおどろくたからさがし！尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
どろぼうたいじで１００点満点！？ 尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
昆虫の生態図鑑 青木重幸　執筆・指導　 学習研究社 486
にんタマ、ちょー一流にんじゃとたたかう！？尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
世界どうぶつ家族１ 田中 光常 文・写真 岩崎書店 480
世界どうぶつ家族７ 田中 光常 文・写真 岩崎書店 480
世界どうぶつ家族１０ 田中 光常 文・写真 岩崎書店 480
調べ学習にやくだつ日本の地理１ ポプラ社 291
調べ学習にやくだつ日本の地理７ ポプラ社 291
調べ学習にやくだつ日本の地理８ ポプラ社 291
風の草原 いわむら かずお 文・絵 理論社 913
ゆうだちの森 いわむら かずお 文・絵 理論社 913
月夜のキノコ いわむら かずお 文・絵 理論社 913
空飛ぶウロロ いわむら かずお 文・絵 理論社 913
ウロロのひみつ いわむら かずお 文・絵 理論社 913
あいつのすず いわむら かずお 文・絵 理論社 913
カネゴンの日だまり 江宮 隆之 著 河出書房新社 913
テル、ごめんね 及川 和男 作 岩崎書店 913
白い森のふるさと 及川 和男 作 岩崎書店 913
にんタマ三人ぐみのバケモノやしきでおっとっと！！尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社 913
調べ学習にやくだつ日本の地理２ ポプラ社 291
調べ学習にやくだつ日本の地理３ ポプラ社 291
調べ学習にやくだつ日本の地理４ ポプラ社 291



調べ学習にやくだつ日本の地理１０ ポプラ社 291
ふたりっ子 岡田 なおこ 作 岩崎書店 913
まほうつかいのワニ 大石 真 作 文研出版 913
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば１ ポプラ社 801
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば２ ポプラ社 801
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば３ ポプラ社 801
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば４ ポプラ社 801
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば５ ポプラ社 801
国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば６ ポプラ社 801
みんなで生きる・２１世紀１ ポプラ社 360
みんなで生きる・２１世紀３ ポプラ社 360
みんなで生きる・２１世紀７ ポプラ社 360
みんなで生きる・２１世紀９ ポプラ社 360
みんなで生きる・２１世紀１０ ポプラ社 360
タランの白鳥 神沢 利子 作 福音館書店 913
みんなで生きる・２１世紀２ ポプラ社 360
みんなで生きる・２１世紀１１ ポプラ社 360
みんなで生きる・２１世紀１２ ポプラ社 360
シャーロック・ホームズの冒険 アーサー・コナン・ドイル 〔著〕 集英社 933
たのしい夏休み 永井 泰子 さく 大日本図書 594
秋、おたんじょう日 永井 泰子 さく 大日本図書 594
お正月、バレンタインデー 永井 泰子 さく 大日本図書 594
春のおしゃれ 永井 泰子 さく 大日本図書 594
すてきなクリスマス 永井 泰子 さく 大日本図書 594
おしゃれなアクセサリー ポプラ社 594
世界どうぶつ家族３ 田中 光常 文・写真 岩崎書店 480
星と星座と宇宙の旅５ 瀬川 昌男 著 小峰書店 440
星と星座と宇宙の旅３ 瀬川 昌男 著 小峰書店 440
星と星座と宇宙の旅 瀬川 昌男 著 小峰書店 440
図解いきいき日本の産業５ 学研 602
テントウムシ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 486
星と星座と宇宙の旅４ 瀬川 昌男 著 小峰書店 440
調べ学習にやくだつ日本の地理６ ポプラ社 291
オトシブミ観察事典 桜井 一彦 文 偕成社 486
カニ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 485
星と星座と宇宙の旅１ 瀬川 昌男 著 小峰書店 440
ひとりでできるもん！８　らくらく電子レンジ 金の星社 596
ひとりでできるもん！９　わくわくパーティー料理 金の星社 596
オクターブくんの楽器たんけん１ ジェラール・モンコンブル 文・絵 大日本図書 763
オクターブくんの楽器たんけん３ ジェラール・モンコンブル 文・絵 大日本図書 763
教科書にでてくる生きものウォッチング１　野原七尾 純 構成・文 あかね書房 460
教科書にでてくる生きものウォッチング７　木七尾 純 構成・文 あかね書房 460
教科書にでてくる生きものウォッチング６　学校七尾 純 構成・文 あかね書房 460
教科書にでてくる生きものウォッチング４　池七尾 純 構成・文 あかね書房 460
教科書にでてくる生きものウォッチング３　田や畑七尾 純 構成・文 あかね書房 460
カエル観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 487
ギンヤンマ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 486
アメンボ観察事典 中谷 憲一 文・写真 偕成社 486
カリバチ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 486
ミツバチ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社 486
星と星座と宇宙の旅１０ 瀬川 昌男 著 小峰書店 440
星と星座と宇宙の旅９ 瀬川 昌男 著 小峰書店 440
星と星座と宇宙の旅８ 瀬川 昌男 著 小峰書店 440
星と星座と宇宙の旅７ 瀬川 昌男 著 小峰書店 440
星と星座と宇宙の旅６ 瀬川 昌男 著 小峰書店 440
花をうかべて 新美 南吉 著 岩崎書店 911
おうい雲よ 山村 暮鳥 著 岩崎書店 911
がんばれわたしのアリエル 七尾 純 文 学研 369
魔女のワナムケ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913



海の女王のわな 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
はねのあるキリン 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
とうめい人間ジャン 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
うちゅう人間ケン 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
こおったポケット 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
かみなりトッケポ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
ぼく、半分日本人 中 繁彦 作 岩崎書店 913
めだかの学校 茶木 滋 著 岩崎書店 911
あしながおじさん ウエブスター 作 ポプラ社 933
ひみつの花園 バーネット 作 ポプラ社 900
あやうしポケット 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
魔女のワナムケ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
ぼくらの密航計画 大原 興三郎 作 ＰＨＰ研究所 913
なぞのイースター島 大原 興三郎 作 ＰＨＰ研究所 913
兄弟天気図 長野 まゆみ 著 河出書房新社 913
花をうめる 新美 南吉 作 大日本図書 913
みんなで生きる・２１世紀４ ポプラ社 360
ルビー色のホテル 上崎 美恵子 さく ＰＨＰ研究所 913
原始くんがやってきた！！ 舟崎 克彦 著 小峰書店 913
お江戸の百太郎乙松、宙に舞う 那須 正幹 作 岩崎書店 913
わたしのクロはエスパードッグ 那須 正幹 作 小峰書店 913
シロとたけし 山本 典人 原作 金の星社 913
あそびのずかん１ 竹井 史郎 作 あかね書房 781
教科書にでてくる生きものウォッチング２　山七尾 純 構成・文 あかね書房 460
あそびのずかん・４ 竹井 史郎 作 あかね書房 781
広島の友 山本 真理子 作 岩崎書店 913
ねずみ女房 ルーマー・ゴッデン 著 福音館書店 933
昆虫のふしぎ 栗林 慧 写真 あかね書房 486
昆虫のふしぎ 栗林 慧 写真 あかね書房 486
昆虫のふしぎ 栗林 慧 写真 あかね書房 486
だれかなだれかな？ 木村 裕一 作・構成 偕成社 913
大震災にあった子どもたち３年生 震災をつたえる会 編 小峰書店 916
椋鳩十の小動物物語 椋 鳩十 作 理論社 913
椋鳩十のサル物語 椋 鳩十 作 理論社 913
椋鳩十のシカ物語 椋 鳩十 作 理論社 913
椋鳩十の名犬物語 椋 鳩十 作 理論社 913
椋鳩十の野鳥物語 椋 鳩十 著 理論社 913
大震災にあった子どもたち１年生 震災をつたえる会 編 小峰書店 916
椋鳩十のクマ物語 椋 鳩十 著 理論社 913
世界どうぶつ家族５ 田中 光常 文・写真 岩崎書店 480
世界どうぶつ家族６ 田中 光常 文・写真 岩崎書店 480
世界どうぶつ家族９ 田中 光常 文・写真 岩崎書店 480
世界どうぶつ家族２ 田中 光常 文・写真 岩崎書店 480
世界どうぶつ家族８ 田中 光常 文・写真 岩崎書店 480
大震災にあった子どもたち６年生 震災をつたえる会 編 小峰書店 916
におい山脈 椋 鳩十 著 あすなろ書房
わすれないで 赤坂 三好 文・絵 金の星社 913
イリーナとふしぎな木馬 マグダレン・ナブ さく 福音館書店 933
黒いお姫さま ヴィルヘルム・ブッシュ 採話 福音館書店 338
スーホの白い馬 大塚 勇三 再話 福音館書店 388
かさをささないシランさん 谷川 俊太郎 作 理論社 913
変身する昆虫たち 海野和男 日本テレビ放送網株式会社486
教科書にでてくる生きものウォッチング５　海七尾 純 構成・文 あかね書房 460
子ねこをつれてきたノラねこ メアリー・リトル 作 さ・え・ら書房 933
東京大空襲 早乙女 勝元 作 理論社 913
猫は生きている 早乙女 勝元 作 理論社 913
アンネがいたこの一年 ニーナ・ラウプリヒ 作 さ・え・ら書房 943
ヘレン・ケラーものがたり 若林 利代 ぶん 金の星社 289
大震災にあった子どもたち４年生 震災をつたえる会 編 小峰書店 816



大震災にあった子どもたち５年生 震災をつたえる会 編 小峰書店 816
チョッちゃん物語 黒柳 朝 原作 金の星社 913
とべとべひよこ 早乙女 勝元 作 金の星社 913
あそびのずかん　５ 竹井 史郎 作 あかね書房 781
ヨーンの道 下嶋 哲朗 文と絵 理論社 913
ごんぎつね 新美 南吉 作 大日本図書 913
和太郎さんと牛 新美 南吉 作 大日本図書 913
三ねんねたろう おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 388
冬のけもの道 宮崎学 理論社 480
はじめてであう　すうがくの絵本２ 安野 光雅 〔著〕 福音館書店 411
そんなことって、ある？ 奥田継夫 サンリード 913
デージェだっていちにんまえ ヨーク・ファン・リューベン さく 福音館書店 949
さくらんぼクラブにクロがきた 古田 足日 作 岩崎書店 913
ばけっこばけっこ 木村 裕一 作絵 偕成社 913
だーれがいちばん？ 木村 裕一 作 偕成社 913
がんばれはぶらしハーマン 木村 裕一 作 偕成社 913
キャベツくん 長 新太 文・絵 文研出版 913
くろねこかあさん 東 君平 さく 福音館書店 913
おやつがほーいどっさりほい 梅田 俊作 さく 新日本出版社 913
おめでとう 川端 誠 作 理論社 913
すみません 川端 誠 作 理論社 913
こんにちは 川端 誠 作 理論社 913
ありがとう 川端 誠 作 理論社 913
さようなら 川端 誠 作 理論社 913
ながいながいおるすばん 森山 京 さく ポプラ社 913
こんこんさまにさしあげそうろう 森 はな さく ＰＨＰ研究所 913
学校やすんでとうさんと 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店 913
かわいそうなぞう つちや ゆきお ぶん 金の星社 916
からからからが… 高田 桂子 作 文研出版 388
くいしんぼうシマウマ ムウェニエ・ハディシ 文 西村書店 993
げんさんと１００がっぱ さねとう あきら ぶん 佼成出版社 388
あいうえおうさま 寺村 輝夫 文 理論社 811
ありがとうニャアニャア 高浜 直子 作 岩崎書店 913
ナスの絵本 やまだ きよし へん 農山漁村文化協会 626
サツマイモの絵本 たけだ ひでゆき へん 農山漁村文化協会 616
ジャガイモの絵本 よしだ みのる へん 農山漁村文化協会 616
トマトの絵本 もり としひと へん 農山漁村文化協会 626
トウモロコシの絵本 とざわ ひでお へん 農山漁村文化協会 616
だいちゃんとうみ 太田 大八 さく・え 福音館書店 913
子うさぎましろのお話 ささき たづ ぶん ポプラ社 913
琴姫のなみだ 村尾 靖子 文 岩崎書店 388
おならばんざい 福田 岩緒 作・絵 ポプラ社 913
えんぴつびな 長崎 源之助 作 金の星社 913
あつさのせい？ スズキ コージ 作 福音館書店 913
まる・さんかく・しかく 上条 さなえ さく ポプラ社 913
のんびり森のぞうさん かわきた りょうじ 作 岩崎書店 913
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 913
とべバッタ 田島 征三 作 偕成社 913
おふろぽかぽかいいきもち 木村 裕一 作 偕成社 913
さかさまライオン 内田 麟太郎 文 童心社 913
サンポくんのたび たたら なおき 作・絵 岩崎書店 913
たろうとつばき 渡辺 有一 作・絵 ポプラ社 913
小さな小さなキツネ ながさき げんのすけ ぶん 国土社 913
かえるのあまがさ 与田準一　作 童心社 911
タンゲくん 片山 健 〔作〕 福音館書店 913
ぷーらりさんとどろんここぶた 角野 栄子 さく ポプラ社 913
ぷーらりさんと１ねんせい 角野 栄子 さく ポプラ社 913
はっけよいのこった！ 上条 さなえ さく ポプラ社 913
ひとりでおるすばんできるかな わたなべ リオ さく・え ポプラ社 913



いっちゃんはね、おしゃべりがしたいのにね 灰谷 健次郎 文 理論社 913
ポッケの大じけん 舟崎 克彦 作・絵 理論社
赤毛のアン モンゴメリ 作 ポプラ社 933
十五少年漂流記 ベルヌ 作 ポプラ社 953
トム・ソーヤーの冒険 トウェイン 作 ポプラ社 900
ふしぎの国のアリス キャロル 作 ポプラ社 933
ロビンソン漂流記 デフォー 作 ポプラ社 933
マッチ売りの少女 アンデルセン 作 ポプラ社 949
イソップ物語 イソップ 作 ポプラ社 991
ねむりの森のひめ ペロー 作 ポプラ社 953
三銃士 デュマ 作 ポプラ社 953
そんごくう 呉 承恩 作 ポプラ社 923
オズの魔法使い バウム 作 ポプラ社 933
にんじん ルナール 作 ポプラ社 953
フランダースの犬 ウィーダ 作 ポプラ社 933
母をたずねて アミーチス 作 ポプラ社 973
小公子 バーネット 作 ポプラ社 933
アルプスの少女ハイジ スピリ 作 ポプラ社 943
楽しい修学旅行ガイド 学研 291
楽しい修学旅行ガイド 学研 291
楽しい修学旅行ガイド 学研 291
楽しい修学旅行ガイド 学研 291
楽しい修学旅行ガイド 学研 291
楽しい修学旅行ガイド 学研 291
おかぐら 脇 明子 ぶん 福音館書店 913
あやしいほらあな 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
ゆうれいせんペサ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
天使のいる教室 宮川 ひろ 作 童心社 913
ぞくぞく村のおおかみ男 末吉 暁子 作 あかね書房 913
ちきゅうのなかみ 長崎 夏海 作 小峰書店 913
やさしいたんぽぽ 安房 直子 文 小峰書店 913
あそびのずかん　３ 竹井 史郎 作 あかね書房 781
みんなのそっくりピザ 舟崎 克彦 作・絵 理論社 913
びっくりたんじょうび 舟崎 克彦 作・絵 理論社 913
ポッケのおひっこし 舟崎 克彦 作・絵 理論社 913
ちびっこカムのぼうけん 神沢 利子 原作 理論社 913
じめんのうえとじめんのした アーマ＝Ｅ＝ウェバー ぶん・え 福音館書店 471
椋鳩十の愛犬物語 椋 鳩十 作 理論社 913
椋鳩十の野犬物語 椋 鳩十 作 理論社 913
椋鳩十の小鳥物語 椋 鳩十 作 理論社 913
まつぼっくり公園のふるいブランコ 今村 葦子 作 理論社 913
さよなら　おじいちゃん……ぼくは　そっと　いったＥ．ドネリー 著 さ・え・ら書房 943
調べ学習にやくだつ日本の地理５ ポプラ社 291
おとこのこでごめんね 山下 夕美子 さく ポプラ社 913
はるいちばんのおきゃくさま 山下 明生 さく ポプラ社 913
ろくすけどないしたんや 灰谷 健次郎 文 理論社 913
うみにあるのは　あしただけ 灰谷 健次郎 作 理論社 913
チューインガム一つ 灰谷 健次郎 文 理論社 913
おおきくなったら 森山 京 さく ポプラ社 913
ゆきだ！それいけ 舟崎 克彦 作 理論社
ポッケのたんぽぽサラダ 舟崎 克彦 作 理論社 913
もりのにんきもの 舟崎 克彦 作 理論社
あそびのずかん２じゃんけんあそび 竹井 史郎 作 あかね書房 781
あそびのずかん　６ 竹井 史郎 作 あかね書房 781
ぞうさん・くまさん まど みちお 著 岩崎書店 911
ばいばいようちゃん やました はるお ぶん 童心社 913
ルラルさんのにわ いとう ひろし さく ほるぷ出版 913
ゆびくん 五味 太郎 作・絵 岩崎書店 913
ムッシュ・ムニエルをごしょうかいします 佐々木 マキ 〔著〕 福音館書店 913



みんなでうみへいきました 山下 明生 作 ポプラ社 913
みんな　みんな　みーつけた 木村 裕一 作 偕成社 913
はやくねてよ あきやま ただし 作・絵 岩崎書店 913
ぽんぽん山の月 あまん きみこ 文 文研出版 913
ぼくのくれよん 長 新太 おはなし・え 講談社 913
ハガネの歯 クロード・ブージョン 文と絵 セーラー出版 953
ぼうし せがわ やすお 〔著〕 福音館書店 913
ぶたたことんだ つるみ まさお 作 岩崎書店 913
わんわんわんわん 高畠 純 作 理論社 913
わっこおばちゃんのしりとりあそび さとう わきこ さく 童心社 798
わたしのまっかなバスケット 川端 誠 作 講談社 913
ろくべえ　まってろよ 灰谷 健次郎 作 文研出版 913
ゆきだるま レイモンド・ブリッグズ 著 評論社 933
めがねなんか、かけないよ レイン・スミス さく ほるぷ出版
おうさまババール ジャン・ド・ブリュノフ 評論社 933
スイミー レオ・レオニ 〔作〕 好学社
おっとっと！チョコチョコくん Ｃ・Ｗ・ニコル 作 文研出版 933
しずかなおはなし サムイル・マルシャーク ぶん 福音館書店
三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン え 福音館書店 388
たつのおとしご ロバート・Ａ．モリス 文 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
ハバードおばさんといぬ アーノルド・ローベル 絵 文化出版局
どろんここぶた アーノルド・ローベル 作 文化出版局
きりぎりすくん アーノルド・ローベル 作 文化出版局
きょうりゅうたち ペギー・パリッシュ 文 文化出版局
かえってきたさけ フレッド・フレガー 文 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
ルシールはうま アーノルド・ローベル 作 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
ふたりはいっしょ アーノルド・ローベル 作 文化出版局
ふくろうくん アーノルド　ローベル 作 文化出版局
ふたりはいつも 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 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 933
ふたりはともだち アーノルド・ローベル 作 文化出版局 933
三びきのこぶた 瀬田 貞二 訳 福音館書店
もりのクリスマス 舟崎 克彦 作 理論社 913
うたのてんらんかい くどう なおこ うた 理論社 911
おやすみなさいサンタクロース 舟崎 克彦 作 理論社 913
トカゲが笑った日 中野 幸隆 作 ＰＨＰ研究所 913
そしてあしたへ 兵庫県小学校教育研究会国語部会ほか　編甲南出版社 916
人をたすけ国をつくったお坊さんたち かこ さとし 画・構成 全国建設研修センター 510
ながいながいすべりだい 長 新太 さく 偕成社 913
トリとボク 長 新太 ぶん・え あかね書房 913
たぬきのじどうしゃ ちょう しんた さく 偕成社 913
おばけのいちにち 長 新太 さく 偕成社 913
青い鳥 メーテルリンク 作 ポプラ社 952
おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ わかやま けん 作・絵 ポプラ社 913
うたのてんらんかい くどう なおこ うた 理論社 911
さらわれた６ぴきのいぬ 長崎 武昭 さく 大日本図書 913
ぬすまれたうま 長崎 武昭 さく 大日本図書 410
おりのなかのおうさま 長崎 武昭 さく 大日本図書 410
さよならおうさま 長崎 武昭 さく 大日本図書 410
しんぶんしでつくろう よしだ きみまろ さく 福音館書店 754
さい フレーベル館 489
大逆転！出前自転車スペシャル 荒尾 和彦 作 学研 913
りっぱな犬になる方法 きたやま ようこ 作 理論社 913
ジョンはかせのどうぶつびょういん 伊東 久子 作 あかね書房 913
はこ舟の仲間たち 今村 葦子 作 学研 913
ぶう いせ ひでこ 作 理論社 913



そこなしもりのまんなかで いとう ひろし さく 理論社 913
みちくさ一年生 あまん きみこ 作 講談社 913
子どもたちの森 岩瀬 成子 作 あかね書房 913
迷い鳥とぶ 岩瀬 成子 作 理論社 913
ぞうをだいた女の子 落合 恵子 作 理論社 913
とかいじゅうシーシー 角野 栄子 作 理論社 913
鬼のおくりもの 金田 喜兵衛 作 ひくまの出版 913
イスとイヌの見分け方 きたやま ようこ 作 理論社 913
なかよし取扱説明書（犬式） きたやま ようこ 作 理論社 913
ひょうのぼんやりおやすみをとる 角野 栄子 作 講談社 913
おつかいかぞえうた 神沢利子 ポプラ社 913
きつねのスーパーマーケット 小沢 正 作 金の星社 913
わらいばなし 寺村 輝夫 文 あかね書房 913
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著 松林社 308
昆虫大探検 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 486
ヘレン・ケラー 武鹿悦子　文ふりや・かよこ　絵 ひさかたチャイルド 289
マリー・アントアネット 木村尚三郎 集英社 289
のぐちひでよ こわせたまみ チャイルド本社 289
こどもノンフィクション１ 近野 十志夫 編 小峰書店 916
こどもノンフィクション２ 近野 十志夫 編 小峰書店 916
こどもノンフィクション３ 近野 十志夫 編 小峰書店 916
こどもノンフィクション４ 近野 十志夫 編 小峰書店 916
こどもノンフィクション５ 近野 十志夫 編 小峰書店 916
こどもノンフィクション６ 近野 十志夫 編 小峰書店 916
こどもノンフィクション７ 近野 十志夫 編 小峰書店 916
こどもノンフィクション８ 近野 十志夫 編 小峰書店 916
こどもノンフィクション９ 近野 十志夫 編 小峰書店 916
こどもノンフィクション１０ 近野 十志夫 編 小峰書店 916
ビーザスといたずらラモーナ ベバリイ＝クリアリー 作 学研 933
アバラーのぼうけん ベバリイ＝クリアリー 作 学研 933
ゆうかんな女の子ラモーナ ベバリイ＝クリアリー 著 学研 933
ヘンリーくんとビーザス ベバリイ＝クリアリー 作 学研 933
がんばれヘンリーくん ベバリイ＝クリアリー 作 学研 933
ラモーナは豆台風 クリアリー 作 学研 933
ヘンリーくんと新聞配達 ベバリイ＝クリアリー 作 学研 933
ヘンリーくんと秘密クラブ ベバリイ＝クリアリー 作 学研 933
スロットルペニー殺人事件 ロジャー・Ｊ・グリーン 作 評論社 933
大きいツリー小さいツリー ロバート・バリー ぶんとえ 大日本図書 933
はらっぱ 神戸光男　文 童心社 913
星になったブルーノ マイケル・モーパーゴ 作 評論社 933
ぼくらの学校たてこもり大作戦 ロバート・スゥインデルズ 原作 学研 933
やっぱりしろくま 斉藤 洋 作 小峰書店 913
しろくまだって 斉藤 洋 作 小峰書店 913
ぼうけんしマウス 斉藤 洋 作 理論社 913
２級魔法使い　黒ばらさん 末吉 暁子 作 文研出版 913
ドラえもん人物大探検 藤子・Ｆ・不二雄　原作　長澤和俊　監修小学館 289
カチーナの石 戸井 十月 作 講談社 913
まんげつ小学校の夜 富安 陽子 作 新日本出版社 913
おとうさんの玉手箱 富安 陽子 文 ほるぷ出版 913
おばけもビックリ語源の話 木暮 正夫 文 岩崎書店 812
ごちそうパクパク語源の話 木暮 正夫 文 岩崎書店 812
いきものイキイキ語源の話 木暮 正夫 文 岩崎書店 812
からだノビノビ語源の話 木暮 正夫 文 岩崎書店 812
こころにピカッと語源の話 木暮 正夫 文 岩崎書店 812
野心あらためず 後藤 竜二 作 講談社 913
東京ガラパゴス 千世 まゆ子 作 講談社 913
ファーブルこんちゅう記１ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記２ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記３ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486



ファーブルこんちゅう記４ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記５ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記６ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記７ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記８ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記９ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
ファーブルこんちゅう記　１０ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 486
とさかにごはん スズキ コージ 作 理論社 913
盲導犬フロックスとの旅 福沢 美和 著 偕成社 916
ふしぎな∞地図の旅 手島悠介　作 文研出版 913
よもぎばあちゃん 長崎 源之助 作 あかね書房 913
みみずくばあちゃん 長崎 源之助 作 あかね書房 913
７人きょうだい６番目 那須 正幹 作 学研 913
とざんでんしゃとモンシロチョウ 長崎 源之助 作 あかね書房 913
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 933
トカゲになった日 東 君平 作 あかね書房 913
おとうさんのバックドロップ 中島らも　作 学習研究社 913
さとし、ぼくのサッカーエース 西森 良子 作 文研出版 913
おとうさんの伝記 野口 すみ子 作 文研出版 913
日本の方言大研究２　生き物の方言 ポプラ社 818
日本の方言大研究４　日本列島方言じまん ポプラ社 818
日本の方言大研究５　すばらしい方言の世界 ポプラ社 818
日本の方言大研究６　なるほど方言学入門 ポプラ社 818
うみべをはしるちかてつジョリ 山下 明生 作 あかね書房 913
パパはポンちゃん 森山 京 作 あかね書房 913
ぽっぺん先生とどろの王子 舟崎 克彦 著 筑摩書房 913
ぽっぺん先生の日曜日 舟崎 克彦 著 筑摩書房 913
ぽっぺん先生と笑うカモメ号 舟崎 克彦 著 筑摩書房 913
ぽっぺん先生の動物事典 舟崎 克彦 著 筑摩書房 913
ぽっぺん先生と鏡の女王 舟崎 克彦 著 筑摩書房 913
さよならハーネス 赤座 憲久 作 新日本出版社 913
盲導犬フロックスのてがみ 福沢 美和 著 偕成社 916
うさぎのごちそうめしあがれ 茂市 久美子 作 あかね書房 913
キツネのかがみをのぞいてごらん 茂市 久美子 作 あかね書房 913
まほうのはっぱでおくりもの 茂市 久美子 作 あかね書房 913
空とぶでまえおとどけします 茂市 久美子 作 あかね書房 913
さかなつりにいこう！ 村上 康成 作 理論社 913
日本昔ばなし 西本鶏介 ポプラ社 913
ツエねずみ 宮沢 賢治 文 講談社 913
セブンスタワーⅢ ガース・二クス 小学館 933
やってみたいなこんなしごと８ あかね書房 369
いのちのふるさと・水田稲作 ジャパンプレス・フォト 616
でんでんだいこいのち 今江 祥智 文 童心社 913
コバンザメのぼうけん 灰谷 健次郎 文 童心社 913
恋のまじない、ヨンサメカ ロアルド・ダール 作 評論社 933
耳の中の小人 クリスティーネ・ネストリンガー 作さ・え・ら書房 943
時計ネズミの謎 ピーター・ディッキンソン 作 評論社 933
象と二人の大脱走 ジリアン・クロス 作 評論社 933
盲導犬フロックスの思い出 福沢 美和 著 偕成社 916
どうぶつえんのいっしゅうかん 斉藤 洋 さく 講談社 913
ロレッタとちいさなようせい ゲルダ＝マリー・シャイドル 文 ほるぷ出版 943
21世紀こども英語館 五島正一郎 小学館 830
いっすんぼうし 百々 佑利子 ぶん ほるぷ出版 388
世界でいちばんつよい赤んぼう Ｏ・イオセリアーニ 作 文研出版 983
クルバンの魔王たいじ 新村 徹 文 文研出版 388
きんたろう さねとう あきら 文 教育画劇 388
こそだてゆうれい さねとう あきら 文 教育画劇 388
たにし長者 岩崎 京子 文 教育画劇 388
たのきゅう 小沢 正 文 教育画劇 388



ねずみのよめいり 岩崎 京子 文 教育画劇 388
ぶんぶくちゃがま 香山 美子 文 教育画劇 388
はちかつぎひめ 香山 美子 文 教育画劇 388
まのいいりょうし 小沢 正 文 教育画劇 388
若がえりの水 川村 たかし 文 教育画劇 388
ゆかいなアンギー ジャニス・メイ・ユードリ 文研出版 933
ヘンリーくんとアバラー ベバリイ＝クリアリー 作 学研 933
トランペットをふく子ガエル Ｆ・フェルト 作 文研出版 943
エミットとかあさんの歌 ラッセル・ホーバン 著 文研出版 933
ビロードうさぎのなみだ マージェリー・Ｗ・ビアンコ 作 文研出版 933
フー子とママのふたり 福沢 美和 著 偕成社 913
ミドリがひろったふしぎなかさ 岡野 かおる子 文 童心社 913
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著 松林社 308
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著 松林社 308
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著 松林社 308
新・香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著 松林社 308
１１ぴきのねことへんなねこ 馬場 のぼる 著 こぐま社 913
１１ぴきのねことあほうどり 馬場 のぼる 著 こぐま社 913
なにかななにかな 三好 碩也 作 金の星社 913
おたんじょうび　おめでとう 栗林 三郎 作・絵 金の星社 913
からすのゆうびんきょく いなつぐ かつら 作 金の星社 913
くつやさんと１０にんのこびと 林 みづほ 文 金の星社 913
とってもとってもいいところ 香山 美子 作 金の星社 913
ちびねこくん　でかとらくん こわせ たまみ 作 金の星社 913
いぬとねことふしぎなたま 望月 新三郎 ぶん ほるぷ出版 388
ぞうのはなちゃんと冷蔵庫ホテル 登坂 俊子 作 大日本図書 913
まいごのきょうりゅうマイゴン 木暮 正夫 作 金の星社 913
はじめてのおこづかい 生源寺 美子 作 金の星社 913
コアラゆうびん 斉藤 洋 作 理論社 913
おはようちびっこゴリラ 山極 寿一 ぶん 新日本出版社 489
かぜのひ　だあいすき 間所 ひさこ 作 金の星社 913
くっきーだぁいすき 間所 ひさこ 作 金の星社 913
あつおのぼうけん 田島 征彦 作 童心社 913
こぎつねコンとこだぬきポン 松野 正子 文 童心社 913
きたかぜのくれたテーブルかけ 山脇 恭 文 フレーベル館 388
からだっていいな 山本 直英 さく 童心社 490
ゴリラのパンやさん 白井 三香子 作 金の星社 913
だいきらい　だいすき やすい すえこ 作 金の星社 913
そうべえごくらくへゆく たじま ゆきひこ 作 童心社 913
なきむしようちえん 長崎 源之助 作 童心社 913
にげだしたかたやきパン 間所 ひさこ 文 フレーベル館 388
ちいさなたまねぎさん せな けいこ 作・絵 金の星社 913
しばいのすきなえんまさん 渋谷 勲 ぶん ほるぷ出版 913
にちよういち 西村 繁男 作 童心社 913
からだっていいな 山本 直英 さく 童心社 490
なきむしつよがりきつねのズズト 金森 三千雄 作 大日本図書 913
へんしんタヌキのかくれんぼ 佐和 夏子 作 金の星社 913
ぶたの・ポテトはこわがりや 武鹿 悦子 作 大日本図書 913
ぶたの・ポテトはひとりぼっち？ 武鹿 悦子 作 大日本図書 913
ぶたの・ポテトのひみつのやくそく 武鹿 悦子 作 大日本図書 913
ぼくのたからもの 古田 足日 作 あかね書房 913
やまんば娘、街へゆく 村山 早紀 作 理論社 913
ノックアウトのその後で 岸本 進一 作 理論社 913
パーティがはじまる 小松 久美子 著 理論社 913
みちこのダラダラ日記 佐野 洋子 作 理論社 913
レベル２１ さとう まきこ 作 理論社 913
クマさんたら、クマさん 森山 京 作 理論社 913
カナディアンサマー・ＫＹＯＫＯ 村中 李衣 作 理論社 913
アイヴォリー 竹下 文子 作 理論社 913



空中メリーゴーラウンド 斉藤 洋 著 理論社 913
光年のかなたデヴォ 長谷川 集平 作 理論社 913
ハンサム・ガール 佐藤 多佳子 作 理論社 913
テーオバルトの騎士道入門 斉藤 洋 作 理論社 913
みんなで読む詩・ひとりで読む詩４ 小海 永二 編 ポプラ社 908
みんなで読む詩・ひとりで読む詩５ 小海 永二 編 ポプラ社 908
ビーチカのこだま ユーリィ・ナギービン 作 文研出版 983
日本の方言大研究１ ポプラ社 818
日本の方言大研究３ ポプラ社 818
日本の方言大研究７ ポプラ社 818
ぼくは料理たんけん家 辻本 千春 文 童心社 913
忍者になりたい 小山 勇 文 童心社 913
おヨメちゃんがほしい いずみだ まきこ 文 童心社 913
星モグラサンジの伝説 岡田 淳 作 理論社 913
風力鉄道に乗って 斉藤 洋 作 理論社 913
絵巻えほん恐竜たち 黒川光広 こぐま社 457
恐竜の名はアンコザウルス 上条 さなえ 作 偕成社 913
ぼくだけ知ってるザリベエのひみつ 木村 裕一 作 ポプラ社 913
五十年めの手紙 長崎 源之助 作 ポプラ社 913
にこりん村のふしぎな郵便 茂市 久美子 作 ポプラ社 913
パーシーとアラビアの王子さま ウルフ・スタルク 著 小峰書店 949
氷あめのひみつ 日比 茂樹 作 文渓堂 913
なぞなぞライオン 佐々木 マキ 作 理論社 913
シロとたけし 山本 典人 原作 金の星社 913
クマのたんす 茂市 久美子 作 教育画劇 913
パジャマおばけのおばけパジャマ 大津 由紀雄 文 岩波書店 811
ぼくらは赤いうたうさぎ 大津 由紀雄 文 岩波書店 811
おとうさんはまんねんひつ 大津 由紀雄 文 岩波書店 811
あなたのイヌにきかせるとっておきのはなしサラ・スワン・ミラー 文 評論社 933
オタマジャクシの尾はどこへきえた 山本 かずとし ぶん 大日本図書 487
ゆきのじょおう アンデルセン 〔原作〕 フレーベル館 388
ぼくのはなさいたけど… 山崎 陽子 作 金の星社 913
ぼくのすきなおじさん 長 新太 さく 童心社 913
いくじなし！ キャロル・カーリック 作 さ・え・ら書房 933
オタマジャクシの尾はどこへきえた 山本 かずとし ぶん 大日本図書 487
おじいさんのマフラー ウルズラ・フックス 作 さ・え・ら書房 943
クジラが浜にあがった朝 アン・コールリッジ 作 さ・え・ら書房 933
こむぎいろの天使 ながさか ひでか 作 汐文社 913
みんなで読む詩・ひとりで読む詩１ 小海 永二 編 ポプラ社 908
みんなで読む詩・ひとりで読む詩３ 小海 永二 編 ポプラ社 908
ねしょんべんねこ 安藤 美紀夫 作 新日本出版社 913
カモメの飛ぶ町 高井 節子 作 新日本出版社 913
りえの森の旅 武鹿 悦子 作 小峰書店 913
青い花のさく島 堀内 純子 作 小峰書店 913
りえの海の旅 武鹿 悦子 作 小峰書店 913
パーシーの魔法の運動ぐつ ウルフ・スタルク 著 小峰書店 949
きみはダックス先生がきらいか 灰谷 健次郎 さく 大日本図書 913
私の愛犬モグラ物語 仲村 英子 作 汐文社 913
マヤの一生 椋 鳩十 原作 大日本図書 913
こむぎいろの天使〈すがれ追い〉 後藤 俊夫 作 汐文社 913
タヌキ森のなかまたち 花烏賊 康繁 作 汐文社 913
ありがとうを三つ 松野 正子 作 大日本図書 913
かんすけさんとふしぎな自転車 松野 正子 作 大日本図書 913
モーラばあさんの超能力 アイノ・ペルビク 作 大日本図書 993
わが家のバイオリンそうどう シーラ・グリーンウォルド 作 絵 大日本図書 933
ふしぎなテレビのいじわる作戦 ニコラ・ド・イルシング 作 文研出版 953
ぼくのひみつの庭 Ｃ・Ｒ・ブラ 作 文研出版 933
初恋の人はだーれ？ 槻野 けい 作 文渓堂 913
シンタのあめりか物語 八束 澄子 作 新日本出版社 913



わたしのおかあさんは世界一びじん ベッキー・ライアー さく 大日本図書 933
ベントリー・ビーバーのものがたり マージョリー・Ｗ・シャーマット ぶんのら書店 933
ぼくんちのいぬ、サム ジャニース・ボーランド 文 ほるぷ出版
しろくまくんとこわがりうさぎ ハンス・ド・ビア 作 ほるぷ出版
りすのスージー ミリアム・ヤング ぶん 大日本図書 933
あべこべものがたり 光吉 夏弥 再話 大日本図書 949
ぼく、お月さまとはなしたよ フランク・アッシュ えとぶん 評論社
まちのねずみといなかのねずみ イソップ 〔原作〕 フレーベル館
森のなかでみつけたよ ヴォルフラム・ヘーネル 文 ほるぷ出版 943
てっぽうをもったキジムナー たじま ゆきひこ 〔作〕 童心社 913
あらしのあとで Ｎ・バトワース 作 金の星社
ジャックがつくったせかい ルース・ブラウン 作 大日本図書
えんどうまめのうえにねたおひめさま アンデルセン 〔原作〕 フレーベル館
もぐらくんちへようこそ！ バーニー・ボス 文 ほるぷ出版
リトル・カーのぼうけん リーラ・バーグ 作 大日本図書 933
だんごをなくしたおばあさん 小泉 八雲 さく 大日本図書 933
とらとおじいさん アルビン・トレセルト ぶん 大日本図書 933
おおきなかぶ 松谷 さやか 文 フレーベル館
いばらひめ グリム 〔原作〕 フレーベル館
あかずきん グリム 〔原作〕 フレーベル館
きんのがちょう グリム 〔原作〕 フレーベル館
みにくいあひるのこ アンデルセン 〔原作〕 フレーベル館
しらゆきひめ グリム 〔原作〕 フレーベル館
しあわせのおうじ オスカー・ワイルド 原作 フレーベル館
はだかのおうさま アンデルセン 〔原作〕 フレーベル館
さんびきのくま 神沢 利子 文 フレーベル館
ブレーメンのおんがくたい グリム 〔原作〕 フレーベル館
ハーメルンのふえふきおとこ 末吉 暁子 文 フレーベル館
めんどりとこむぎつぶ 矢部 美智代 文 フレーベル館
ヘンゼルとグレーテル グリム 〔原作〕 フレーベル館
１２つきのおくりもの サムイル・マルシャーク 原作 フレーベル館
つかまったのはだれ？ 大津 由紀雄 文 岩波書店 811
わかばさんって、ちゃっかり屋 糸川 京子 作 文渓堂 913
もぐらのサングラス 木村 セツ子 作 新日本出版社 913
その名はゴロニャゴトラブッチ 本間 正樹 著 小峰書店 913
イグアナくんのおじゃまな毎日 佐藤 多佳子 作 偕成社 913
みんなで読む詩・ひとりで読む詩６ 小海 永二 編 ポプラ社 908
ぼくらのバス 大島 真寿美 作 偕成社 913
ぼくは魔法学校三年生 佐藤 さとる 〔著〕 大日本図書 913
おぶさりてい 川村 たかし 文 教育画劇 388
マッチうりのしょうじょ アンデルセン 〔原作〕 フレーベル館 388
おにとあかんぼう 西本 鶏介 作 金の星社 388
ききみみずきん 関根 栄一 文 ひさかたチャイルド 388
せんりのくつ 大石 真 文 ひさかたチャイルド 388
さんねん　ねたろう こわせ たまみ 文 ひさかたチャイルド 388
こびとのくつや 立原 えりか 文 ひさかたチャイルド 388
さるじぞう こわせ たまみ 文 ひさかたチャイルド 388
ふしぎなたけのこ 松野 正子 さく 福音館書店 388
かいけつゾロリのゆうれいせん 原 ゆたか さく・え ポプラ社 913
つみつみニャー 長 新太 作・画 あかね書房 913
こぶたブンタのチョコレート 森山 京 作 講談社 913
かにむかし 木下 順二 文 岩波書店 388
ひとまねこざる エッチ・エイ・レイ 文・絵 岩波書店
ももたろう まつい ただし ぶん 福音館書店 388
だれ？ 谷川 俊太郎 作 講談社 913
「まさか？」のかさ 木曽 秀夫 さく・え サンリード 913
うんどうかいがはじまった 寺村 輝夫 さく あかね書房 913
あめんぼがとんだ 高家 博成 ぶん 新日本出版社 486
ぼうし　ぼうし　ぼうし 神沢 利子 作 佼成出版社 913



やまなし 宮沢 賢治 作 チャイルド本社 913
つきよと　めがね 小川 未明 作 チャイルド本社 913
てんぐわらい 豊島 与志雄 作 チャイルド本社 913
きのまつり 新美 南吉 作 チャイルド本社 913
わくわくおとまりえんそく 篠原 良隆 作・絵 ポプラ社 913
はなものがたり 菅野温 ポニーキャニオン 913
ぽかぽかさんこんにちは 鈴木幸枝 ひかりのくに 913
ほらばなし 寺村 輝夫 文 あかね書房 388
アルプスのきょうだい ゼリーナ・ヘンツ 文 岩波書店 943
ねずみとおうさま コロマ神父 ぶん 岩波書店 963
にんぎょひめ アンデルセン 作 偕成社
たいようのこども、ワイラ エウセビオ・トポーコ 作・絵 福武書店 960
しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ ぶん え 福音館書店
天の火をぬすんだウサギ ジョアンナ・トゥロートン さく 評論社 388
はんにんはだれ？ Ｃ・ブラウン 絵 金の星社 909
おやゆびひめ 〔ハンス・クリスチャン・アンデルセン 作〕かど創房 949
てぶくろ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ え 福音館書店
ブルートレインほくとせい 関根 栄一 ぶん 小峰書店 686
はしれ、二階だて新幹線 松本 典久 文 小峰書店 686
せみ 笠松遊　絵 フレーベル館 486
うさぎ 今泉忠明：指導 フレーベル館 489
七つのぽけっと あまん きみこ 作 理論社 913
２１世紀こども百科歴史館 小学館 31
ぼうしねこはほんとねこ あまん きみこ さく ポプラ社 913
虫のいる場所図鑑１ 海野 和男 写真・文 草土文化 486
標準原色図鑑全集１４ 保育社 474
くらしとあそび・自然の１２か月１ 増田 良子 編著 岩崎書店 31
くらしとあそび・自然の１２か月２ 増田 良子 編著 岩崎書店 31
くらしとあそび・自然の１２か月４ 増田 良子 編著 岩崎書店 31
くらしとあそび・自然の１２か月５ 増田 良子 編著 岩崎書店 31
くらしとあそび・自然の１２か月６ 増田 良子 編著 岩崎書店 31
くらしとあそび・自然の１２か月７ 増田 良子 編著 岩崎書店 31
くらしとあそび・自然の１２か月９ 増田 良子 編著 岩崎書店 31
くらしとあそび・自然の１２か月１０ 増田 良子 編著 岩崎書店 31
くらしとあそび・自然の１２か月１１ 増田 良子 編著 岩崎書店 31
くらしとあそび・自然の１２か月１２ 増田 良子 編著 岩崎書店 31
くらしとあそび・自然の１２か月３ 増田 良子 編著 岩崎書店 31
ポトフ博士のおかしな発明 いわま まりこ 作 岩崎書店 913
にんげんのたまご 内田 浩示 作 岩崎書店 913
１００年目のハッピーバースデー 石田 ゆうこ 作 岩崎書店 913
怪盗クロネコ団のあまい罠 岡田 貴久子 作 理論社 913
怪盗クロネコ団あらわる！ 岡田 貴久子 作 理論社 913
まんが世界ふしぎ物語８ たかし よいち 原作 理論社 204
総合的学習に役立つ都道府県クイズ１ 北　俊夫　監修 国土社 291
総合的学習に役立つ都道府県クイズ２ 北　俊夫　監修 国土社 291
総合的学習に役立つ都道府県クイズ３ 北 俊夫 監修 国土社 291
総合的学習に役立つ都道府県クイズ４ 北 俊夫 監修 国土社 291
総合的学習に役立つ都道府県クイズ６ 北 俊夫 監修 国土社 291
総合的学習に役立つ都道府県クイズ７ 北 俊夫 監修 国土社 291
総合的学習に役立つ都道府県クイズ８ 北 俊夫 監修 国土社 291
原小キッズただいま連戦連敗中 木村 大介 作 理論社 913
明るい性のはなし１ 星の環会 367
明るい性のはなし２ 星の環会 367
明るい性のはなし３ 星の環会 367
地球はひとつ アムネスティ・インターナショナル日本支部 編金の星社 316
まんが世界ふしぎ物語１ たかし よいち 原作 理論社 204
まんが世界ふしぎ物語３ たかし よいち 原作 理論社 204
まんが世界ふしぎ物語４ たかし よいち 原作 理論社 204
まんが世界ふしぎ物語５ たかし よいち 原作 理論社 204



まんが世界ふしぎ物語１０ たかし よいち 原作 理論社 204
あしたはうれしいうんどうかい いなつぐ かつら 作 金の星社 913
日本のとんち話 川崎 大治 著 童心社 388
まんが世界ふしぎ物語２ミイラと墓どろぼう たかし よいち 原作 理論社 209
この子もなれるかなボランティア犬 こどもくらぶ 編 同友館 369
ボランティアはじめて体験 こどもくらぶ 編 同友館 369
できたらいいな手話介護 田中 ひろし 著 編 同友館 378
これだけ手話 田中 ひろし 企画・著 同友館 378
おどって手話 こどもくらぶ 編・著 岩崎書店 378
うたって手話 こどもくらぶ 編・著 岩崎書店 378
ゲームで手話 こどもくらぶ 編・著 岩崎書店 378
クイズで手話 こどもくらぶ 編・著 岩崎書店 378
手話でボランティア こどもくらぶ 編・著 岩崎書店 378
みんなでつくるクラブ活動４ 横山 正 監修 ポプラ社 375
みんなでつくるクラブ活動５ 横山 正 監修 ポプラ社 375
ホームパーティーへようこそ 花田 えりこ 文・絵 岩崎書店 596
地球をまもるみんなの環境学習実践集２ 中川 志郎 監修 岩崎書店 519
地球をまもるみんなの環境学習実践集５ 中川 志郎 監修 岩崎書店 519
なかよしガーデニング 木下 まゆみ 文 岩崎書店 620
雑貨屋さんへようこそ 武藤 光子 文・絵 岩崎書店 750
つくってあそぼう人形劇 河口 峰子 文・絵 岩崎書店 777
わくわくドールハウス 花田 えりこ 文・絵 岩崎書店 750
クリスマスをかざろう 花田 えりこ 文・絵 岩崎書店 750
公害をしらせにきたかっぱ 松谷 みよ子 〔ほか〕編 ほるぷ出版 913
こっくりさんはきつね 松谷 みよ子 〔ほか〕編 ほるぷ出版 913
学校のざしきわらし 松谷 みよ子 〔ほか〕編 ほるぷ出版 913
これだけ点字 田中 ひろし 著・編集 同友館 378
なれたらいいな点訳ボランティア 田中 ひろし 著 編 同友館 378
こども環境家計簿 こどもくらぶ 編 同友館 519
おかあさんの紙びな 長崎 源之助 作 岩崎書店 913
ぼくのママはネアンデルタール人 ジョン・シェスカ 作 岩波書店 933
ファラオの神殿のひみつ ジョン・シェスカ 作 岩波書店 933
オペラ座の怪人 Ｇ．ルルー 作 金の星社 953
バンパイヤ Ｊ・ポリドリ 作 金の星社 933
キング・コング Ｄ・ラブレース 作 金の星社 933
海底２万マイル Ｊ・ベルヌ 作 金の星社 953
フランケンシュタイン Ｍ・シェリー 作 金の星社 933
ドラキュラ Ｂ・ストッカー 作 金の星社 933
ジキルとハイド Ｒ・スチーブンソン 作 金の星社 933
名探偵ホームズ Ａ・コナン・ドイル 作 金の星社 933
アーサー王救出作戦 ジョン・シェスカ 作 岩波書店 933
消えたシャイアン族のなぞ ジョン・シェスカ 作 岩波書店 933
海賊黒ひげをやっつけろ ジョン・シェスカ 作 岩波書店 933
古い写真のひみつ 水野 寿美子 作 金の星社 913
ハジメはゲンシ人 令丈 ヒロ子 作 理論社 913
歌うがいこつ 松谷 みよ子 〔ほか〕編 ほるぷ出版 913
アリーナ空をとぶ エムナマエ 文 アリス館 913
神様ジーコのワールドカップの英雄たち ジーコ 小学館 783
Ｋａｚｕ 綾野 まさる 著 小学館 783
参上！ズッコケ忍者軍団 那須 正幹 作 ポプラ社 913
林家木久蔵の子ども落語その５ 林家 木久蔵 編 フレーベル館 779
林家木久蔵の子ども落語その６ 林家 木久蔵 編 フレーベル館 779
ふるさとをよむ俳句 飯田 竜太 著 あすなろ書房 375
みんなでつくるクラブ活動２ 横山 正 監修 ポプラ社 375
みんなでつくるクラブ活動７ 横山 正 監修 ポプラ社 375
林家木久蔵の子ども落語その３ 林家 木久蔵 編 フレーベル館 779
林家木久蔵の子ども落語その１ 林家 木久蔵 編 フレーベル館 779
林家木久蔵の子ども落語その４ 林家 木久蔵 編 フレーベル館 779
ズッコケ発明狂時代 那須 正幹 作 ポプラ社 913



ズッコケ山岳救助隊 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ三人組ハワイに行く 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ三人組のミステリーツアー 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ怪盗Ｘの再挑戦（リターンマッチ） 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケＴＶ本番中 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ愛の動物記 那須 正幹 作 ポプラ社 913
夢のズッコケ修学旅行 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ三人組の未来報告 那須 正幹 作 ポプラ社 913
ズッコケ三人組の神様体験 那須 正幹 作 ポプラ社 913
七人の宇宙から来たナナホシ星人 たかし よいち 作 理論社 913
ふしぎなおしゃべり自転車 たかし よいち 作 岩崎書店 913
ダイマはちび悪魔 寺村 輝夫 作 理論社 913.6
七人の大昔の幽霊 たかしよいち 理論社 913
キイッちゃんののばらひめ 薫くみこ 理論社 913
光と見え方実験 立花 愛子 著 さ・え・ら書房 425
ポップコーンの科学 相場 博明 著 さ・え・ら書房 596
はっこう博士大かつやく 末松 茂孝 著 さ・え・ら書房 588
接着のひみつ 本山 卓彦 著 さ・え・ら書房 579
科学でゲーム・やっぱりできる！ ヴィッキイ・コブ 共著 さ・え・ら書房 407
ダイズ・大豆 末松 茂孝 著 さ・え・ら書房 616
虫のいる場所図鑑２　水辺 海野 和男 写真・文 草土文化 486
虫のいる場所図鑑３ 海野 和男 写真・文 草土文化 486
虫のいる場所図鑑４　雑木林 海野 和男 写真・文 草土文化 486
虫のいる場所図鑑５　虫のくる校庭 海野 和男 写真・文 草土文化 486
へらない稲たば 李 錦玉 作 岩崎書店 388
なれたらいいな手話ボランティア 田中 ひろし 著 編 同友館 378
クロクサアリのひみつ 山口 進 写真・文 アリス館 486
地球をまもるみんなの環境学習実践集３　小さな草木中川 志郎 監修 岩崎書店 519
科学ブック５ 世界文化社 486
はなとたね 世界文化社 470
不敗人生 落合博満　著 小学館 783
ＴＲＡＩＮＩＮＧ　Ａ　ＴＩＧＥＲ アール・ウッズ　著 小学館 783
みんなでつくるクラブ活動８　スポーツ 横山 正 監修 ポプラ社 375
さんねん峠 李 錦玉 作 岩崎書店 388
大さわぎネコカブリ小学校 三田村 信行 作 ＰＨＰ研究所 913
雨の動物園 舟崎 克彦 著 偕成社 913
冒険図鑑 さとうち 藍 文 福音館書店 786
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302
カラフト犬物語 北村 泰一 著 教育社 913
近代土木の夜明け 加古里子　おがた ひでき 文・編集全国建設研修センター 510
しぜん　はなとむし 田中肇指導 フレーベル館 471
１４ひきのせんたく いわむら かずお さく 童心社 913
どうぶつえんができた 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
天下統一に活躍した人びと 佐藤和彦 あかね書房 210
あしたはリョウちゃんがくる 赤座 憲久 詩 小峰書店 911
あし　にょきにょき 深見 春夫 作・絵 岩崎書店 913
ゴムあたまポンたろう 長 新太 作 童心社 913
ゴムあたまポンたろう 長 新太 作 童心社 913
おいしいおばけ ささもと けい 作・絵 岩崎書店 913
科学ブック１０ 世界文化社 408
かぶと・くわがたのなかま 世界文化社 486
やせいのどうぶつ 世界文化社 481
科学ブック３ 世界文化社 408
とりのせいかつ 世界文化社 488
たからものはなあに？ 吉田 隆子 作 金の星社 596
はらぺこおなべ 神沢 利子 作 あかね書房 913
おばけのコッチ　あかちゃんのまき 角野 栄子 さく ポプラ社 913
おばけのソッチラーメンをどうぞ 角野 栄子 さく ポプラ社 913
おばけのアッチのあるかないかわからないごちそう角野 栄子 さく ポプラ社 913



おばけのソッチぞびぞびぞー 角野 栄子 さく ポプラ社 913
ハンバーグつくろうよ 角野 栄子 さく ポプラ社 913
おこさまランチがにげだした 角野 栄子 さく ポプラ社 913
おばけのアッチこどもプールのまき 角野 栄子 さく ポプラ社 913
おばけのコッチ　ピピピ 角野 栄子 さく ポプラ社 913
おばけのアッチねんねんねんね 角野 栄子 さく ポプラ社 913
おばけのソッチねこちゃんのまき 角野 栄子 さく ポプラ社 913
アッチとボンのいないいないグラタン 角野 栄子 さく ポプラ社 913
アッチのオムレツぽぽぽぽぽ～ん 角野 栄子 さく ポプラ社 913
カレーパンでやっつけよう 角野 栄子 さく ポプラ社 913
エビフライをおいかけろ 角野 栄子 さく ポプラ社 913
ハンバーガーぷかぷかどん 角野 栄子 さく ポプラ社 913
おばけのアッチ　スーパーマーケットのまき 角野 栄子 さく ポプラ社 913
スパゲッティがたべたいよう 角野 栄子 さく ポプラ社 913
カレーライスはこわいぞ 角野 栄子 さく ポプラ社 913
おばけのソッチ１年生のまき 角野 栄子 さく ポプラ社 913
おばけのソッチおよめさんのまき 角野 栄子 さく ポプラ社 913
おばけのアッチのおばけカレー 角野 栄子 さく ポプラ社 913
ピザパイくん　たすけてよ 角野 栄子 さく ポプラ社 913
フルーツポンチ　はいできあがり 角野 栄子 さく ポプラ社 913
ソメコとオニ 斎藤 隆介 作 岩崎書店 913
つりばしわたれ 長崎 源之助 作 岩崎書店 913
ネコのとこやさん いもと ようこ 絵 金の星社 913
土のふえ 今西 祐行 作 岩崎書店 913
とかげのトホホ 角野 栄子 さく ポプラ社 913
ジオジオのたんじょうび 岸田 衿子 作 あかね書房 913
ジオジオのパンやさん 岸田 衿子 作 あかね書房 913
じゃんけんねこ 佐藤 さとる 作 あかね書房 913
スケートねこ 佐藤 さとる さく ポプラ社 913
もりのおいしゃさん 村山 桂子 作 あかね書房 913
めいたんていワープくん 武馬 美恵子 作 岩崎書店 913
はりがねネコ 三木 卓 さく ポプラ社 913
おひさまどうしたの 松谷 みよ子 作 あかね書房 913
天才えりちゃんが消えた 竹下 竜之介 作・絵 岩崎書店 913
天才えりちゃんのアラビアン・ナイト 竹下 竜之介 作・絵 岩崎書店 913
天才えりちゃん金魚を食べた 竹下 竜之介 作・絵 岩崎書店 913
天才えりちゃん月に行く 竹下 竜之介 作・絵 岩崎書店 913
スカンクプイプイ 舟崎 克彦 作 あかね書房 913
かあさんのエプロンポケットふたつ 宮川 ひろ さく ポプラ社 913
きつねのきのじ 森山 京 さく ポプラ社 913
左ききのネコ 山下 明生 さく ポプラ社 913
くらしとあそび・自然の１２か月８ 増田 良子 編著 岩崎書店 31
絵てがみだいすき 土屋 淑子 作 岩崎書店 724
ボールのまじゅつしウィリー アンソニー・ブラウン さく 評論社 933
パパだいすきママだいすき やすい すえこ 作 岩崎書店 913
ひらがなどうぶつえん 関根 栄一 詩 小峰書店 911
はなのみち 岡 信子 作 岩崎書店 913
ザリガニ同盟 今村 葦子 作 学研 913
だんまりレナーテと愛犬ルーファス リブ・フローデ 作 文研出版 949
みんなでつくるクラブ活動６ 横山 正 監修 ポプラ社 375
地球をまもるみんなの環境学習実践集４ 中川 志郎 監修 岩崎書店 519
溺愛 鈴木宣之 小学館 783
まんが世界ふしぎ物語７ たかし よいち 原作 理論社 209
クロクサアリのひみつ 山口 進 写真・文 アリス館 486
コカリナの海 鈴木 ゆき江 作 ひくまの出版 913
総合的学習に役立つ都道府県クイズ５ 北 俊夫 監修 国土社 291
点字であそぼう 田中 ひろし 企画・著 同友館 378
これだけ手話続 田中 ひろし 著・編 同友館 378
手話でラブソングを こどもくらぶ 編 同友館 378



かいじゅうがおふろにいるよ キャスリーン・スティーブンス 作 岩崎書店
ともだち　できたかな？ マーガレット・ワイズ・ブラウン 作岩崎書店
キリンさん まど みちお 詩 小峰書店 911
たんぽぽヘリコプター まど みちお 詩 小峰書店 911
だじゃれはだれじゃ まど みちお 文 小峰書店 911
まどさんとさかたさんのことばあそび まど みちお 文 小峰書店 911
ふとりすぎですよサンタさん さくら ともこ 作 岩崎書店 913
わらう死に神 松谷 みよ子 〔ほか〕編 ほるぷ出版 913
クロクサアリのひみつ 山口 進 写真・文 アリス館 486
日本村１００人の仲間たち 吉田浩 日本文芸社 913
ゆきうさぎ 高柳 克弘 作 ひくまの出版 913
キツネのまいもん屋 富安 陽子 さく 新日本出版社 913
１１ぴきのねこ　ふくろのなか 馬場 のぼる 著 こぐま社 913
美しい話・いじんの心一年生 二反長 半 共著 偕成社 280
よみかた絵本 とだ こうしろう 作・絵 戸田デザイン研究室 811
きかんしゃやえもん 阿川 弘之 文 岩波書店 913
魔女のいたずら 長崎 武昭 さく 大日本図書 410
言葉図鑑１ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑２ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑３ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑４ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑７ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑８ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑９ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
どうぶつのせかい アン・シヴァルディ ぶん 評論社 481
とりのせかい ルース・トムソン ぶん 評論社 488
ゲーム・ブックＮｏ．１ 五味 太郎 作絵 偕成社 790
ゲーム・ブックＮｏ．２ 五味 太郎 作絵 偕成社 790
ゲーム・ブックＮｏ．３ 五味 太郎 作絵 偕成社 790
ゲーム・ブックＮｏ．４ 五味 太郎 作絵 偕成社 790
ゲーム・ブックＮｏ．５ 五味 太郎 作絵 偕成社 790
ゲーム・ブックＮｏ．６ 五味 太郎 作絵 偕成社 790
ぼくらさんびきぼうけんたい ヘルメ・ハイネ 作 小学館 933
痛快世界の冒険文学３ 講談社 933
痛快世界の冒険文学４ 講談社 913
痛快世界の冒険文学２４ 講談社 933
痛快世界の冒険文学１０ 講談社 933
痛快世界の冒険文学１３ 講談社 933
痛快世界の冒険文学１４ 講談社 933
痛快世界の冒険文学１７ 講談社 933
痛快世界の冒険文学１９ 講談社 933
痛快世界の冒険文学２０ 講談社 933
痛快世界の冒険文学１８ 講談社 913
痛快世界の冒険文学１６　吸血鬼ドラキュラ 講談社 933
痛快世界の冒険文学１１ 講談社 923
世界一すてきなお父さん 前川 康男 作 小峰書店 913
仙人になる方法 舟崎 克彦 作 小峰書店 913
うしろの正面だあれ 海老名 香葉子 原作 金の星社 913
お星さまのレール 小林 千登勢 原作 金の星社 913
プレゼント おとたけ ひろただ ぶん 中央法規出版 913
からだなんでもクイズ 小学館 491
脳のはたらき 小学館 491
からだのしくみ 小学館 491
血液の流れ 小学館 491
食べ物の消化 小学館 491
痛快世界の冒険文学２１ 講談社 953
アニメ版うしろの正面だあれ 海老名香葉子 金の星社 913
痛快世界の冒険文学８ 講談社 983
痛快世界の冒険文学５ 講談社 953



痛快世界の冒険文学１５ 講談社 953
痛快世界の冒険文学１ 講談社 953
痛快世界の冒険文学２３ 講談社 953
宮沢賢治 村野 守美 まんが 小学館 289
ゴッホ 鈴木 みつはる まんが 小学館 289
ダイアナ いちかわ のり まんが 小学館 289
ナイチンゲール 真斗 まんが 小学館 289
モーツァルト 市川 のり まんが 小学館 289
植村直己 本庄 敬 まんが 小学館 289
火の雨がふる 金の星社 913
遠い約束 ひろはた えりこ 作 小峰書店 913
こんちゅうのせかい ルース・トムソン ぶん 評論社 486
さかなのせかい ルース・トムソン ぶん 評論社 487
ふしぎなぞときたんけんずかん７ 旺文社 470
ののくさばな 旺文社 470
ののくさばな 旺文社 470
いろいろなむし まつばらいわき 旺文社 486
げんきをだしてウィリアム ヒッテ・スペー 作 金の星社 933
ててててて 五味 太郎 作 偕成社 913
ビビビビビ 五味 太郎 作 偕成社 913
ん・ん・ん・ん・ん 五味 太郎 作 偕成社 913
ぬぬぬぬぬ 五味 太郎 作 偕成社 913
かかかかか 五味 太郎 作 偕成社 913
ははははは 五味 太郎 作 偕成社 913
り・り・り・り・り 五味 太郎 作 偕成社 913
ぽぽぽぽぽ 五味 太郎 作 偕成社 913
どどどどど 五味 太郎 作 偕成社 913
工作図鑑 木内 勝 作・絵 福音館書店 759
カイコ 岸田 功 著 あかね書房 486
オオムラサキ 森 一彦 著 あかね書房 486
なんぎなたんけんたい 佐々木 マキ 作 小学館 913
ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 作 講談社 913
ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 作 講談社 913
ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸 作 講談社 913
ふしぎなぞときたんけんずかん３ 旺文社 480
指先から知能をはぐくむおりがみ４ エキグチ クニオ 編・著 偕成社 754
おひさまアコちゃん 角野 栄子 作 小学館 913
なくななんぎなたんけんたい 佐々木 マキ 作 小学館 913
サバイバルキャンプ入門 浅野 拓 著 小学館 786
磯釣り 中田 悟 著 小学館 787
ルアーフィッシング 中村 篤人 著 小学館 787
川釣り 上田 歩 著 小学館 787
お手玉いくつ 長崎 源之助 作 教育画劇 913
雪渡り 宮沢 賢治 原作 金の星社 913
グスコーブドリの伝記 宮沢 賢治 原作 金の星社 913
痛快世界の冒険文学７ 講談社 913
人権の絵本６ 大月書店 316
人権の絵本５ 大月書店 316
人権の絵本４ 大月書店 316
人権の絵本３ 大月書店 316
人権の絵本２ 大月書店 316
人権の絵本１ 大月書店 316
これだけ手話続 田中 ひろし 著・編 同友館 378
これだけ手話 田中 ひろし 企画・著 同友館 378
きみにもできる国際交流１４ 偕成社 290
きみにもできる国際交流１３ 偕成社 290
きみにもできる国際交流１２ 偕成社 290
きみにもできる国際交流１１ 偕成社 290
きみにもできる国際交流１０ 偕成社 319



きみにもできる国際交流９ 偕成社 290
きみにもできる国際交流８ 偕成社 290
きみにもできる国際交流７ 偕成社 290
きみにもできる国際交流６ 偕成社 290
きみにもできる国際交流５ 偕成社 290
きみにもできる国際交流４ 偕成社 290
きみにもできる国際交流３ 偕成社 290
きみにもできる国際交流２ 偕成社 290
きみにもできる国際交流１ 偕成社 290
世界の地理 菅野 峰明 〔ほか〕監修と文 朝日新聞社 290
クリスマスの星 藤井 旭 著 ポプラ社 443
流れ星に願いを 藤井 旭 著 ポプラ社 443
アンドロメダ姫物語 藤井 旭 著 ポプラ社 443
十五夜お月さん 藤井 旭 著 ポプラ社 443
天の川の誕生 藤井 旭 著 ポプラ社 443
七夕星まつり 藤井 旭 著 ポプラ社 443
ヘルクレスの冒険 藤井 旭 著 ポプラ社 443
銀河鉄道の南十字星 藤井 旭 著 ポプラ社 443
いちばん星みつけた 藤井 旭 著 ポプラ社 443
北斗の七つ星 藤井 旭 著 ポプラ社 443
クリスマスの星 藤井 旭 著 ポプラ社 443
星はスバル 藤井 旭 著 ポプラ社 443
セミの一生 佐藤 有恒 写真 あかね書房 486
水生昆虫のひみつ 増田 戻樹 著 あかね書房 486
ミツバチのふしぎ 栗林 慧 写真 あかね書房 486
カブトムシ 岸田 功 著 あかね書房 486
クワガタムシ 林 長閑 構成・文 あかね書房 486
アカトンボの一生 佐藤 有恒 著 あかね書房 486
高山チョウのくらし 斎藤 嘉明 著 あかね書房 486
クモのひみつ 栗林 慧 著 あかね書房 485
カミキリムシ 岸田 功 著 あかね書房 486
アシナガバチ 小川 宏 著 あかね書房 486
テントウムシ 佐藤 有恒 著 あかね書房 486
ギフチョウ 青山 潤三 著 あかね書房 486
アゲハチョウ 佐藤 有恒 写真 あかね書房 486
モンシロチョウ 矢島 稔 著 あかね書房 486
アリの世界 栗林 慧 著 あかね書房 486
カマキリのかんさつ 栗林 慧 著 あかね書房 486
おおおとこエルンスト 寮 美千子 作 小学館 913
遊び図鑑 奥成 達 文 福音館書店 781
水泳 木原 光知子 著・監修 集英社 785
ハンディ版入門歳時記 911
自然図鑑 さとうち 藍 文 福音館書店 460
ホタル 栗林 慧 著 あかね書房 486
片耳の大シカ 椋 鳩十 著 偕成社 913
２１世紀こども百科 小学館 31
岡田武史の考えるサッカー 岡田 武史 著 小学館 783
ふしぎなぞときたんけんずかん 旺文社 480
やさしいかがくの工作１ 竹井 史郎 著 小峰書店 407
やさしいかがくの工作２ 竹井 史郎 著 小峰書店 407
やさしいかがくの工作３ 竹井 史郎 著 小峰書店 407
やさしいかがくの工作４ 竹井 史郎 著 小峰書店 407
やさしいかがくの工作５ 竹井 史郎 著 小峰書店 407
やさしいかがくの工作６ 竹井 史郎 著 小峰書店 407
やさしいかがくの工作７ 竹井 史郎 著 小峰書店 407
やさしいかがくの工作８ 竹井 史郎 著 小峰書店 407
やさしいかがくの工作９ 竹井 史郎 著 小峰書店 407
やさしいかがくの工作１０ 竹井 史郎 著 小峰書店 407
やさしいかがくの工作１１ 竹井 史郎 著 小峰書店 407



やさしいかがくの工作１２ 竹井 史郎 著 小峰書店 407
生きてます、１５歳。 井上 美由紀 著 ポプラ社 916
発見まんが算数にがて克服法シリーズ１ 加藤 久和 監修 ほるぷ出版 410
発見まんが算数にがて克服法シリーズ２ 加藤 久和 監修 ほるぷ出版 410
発見まんが算数にがて克服法シリーズ４ 加藤 久和 監修 ほるぷ出版 410
発見まんが算数にがて克服法シリーズ５ 加藤 久和 監修 ほるぷ出版 410
算数・数学パズルと手品 Ｒ．Ｍ．シャープ 共著 さ・え・ら書房 410
片耳の大シカ 椋 鳩十 原作 理論社 913
山の太郎グマ 椋 鳩十 原作 理論社 913
少年むくはとじゅう物語 宮下 和男 原作 理論社 913
カワウソの海 椋 鳩十 原作 理論社 913
山へ帰る 椋 鳩十 原作 理論社 913
名前といわれ野の草花図鑑１ 杉村 昇 写真と文 偕成社 470
名前といわれ野の草花図鑑２ 杉村 昇 写真と文 偕成社 470
名前といわれ野の草花図鑑３（続編の１） 杉村 昇 著 偕成社 470
名前といわれ野の草花図鑑４（続編の２） 杉村 昇 著 偕成社 470
名前といわれ野の草花図鑑５（続編の３） 杉村 昇 著 偕成社 470
ホームページガイド２ 藤川 博樹 著 汐文社 7
ホームページガイド３ 藤川 博樹 著 汐文社 7
ホームページガイド４ 藤川 博樹 著 汐文社 7
ゾクゾク「モノ」の歴史事典１ ゆまに書房 31
ゾクゾク「モノ」の歴史事典２ ゆまに書房 31
ゾクゾク「モノ」の歴史事典３ ゆまに書房 31
ゾクゾク「モノ」の歴史事典４ ゆまに書房 31
伝統工業を調べよう 北　俊夫　監修 国土社 750
中国・四国の伝統工業 北　俊夫　監修 国土社 750
サトウキビの絵本 すぎもと あきら へん 農山漁村文化協会 617
世界遺産ふしぎ探検大図鑑 小学館 709
山の大将 椋 鳩十 原作 理論社 913
黒いギャング 椋 鳩十 原作 理論社 913
ミツバチのなぞ ジョアンナ・コール 文 岩波書店 486
台風にのる ジョアンナ・コール 文 岩波書店 451
海のそこへ ジョアンナ・コール 文 岩波書店 452
星めぐり ジョアンナ・コール 文 岩波書店 445
からだたんけん ジョアンナ・コール 文 岩波書店 491
地球のまんなか ジョアンナ・コール 文 岩波書店 450
水のたび ジョアンナ・コール 文 岩波書店 452
指先から知能をはぐくむおりがみ１ エキグチ クニオ 編・著 偕成社 754
指先から知能をはぐくむおりがみ２ エキグチ クニオ 編・著 偕成社 754
指先から知能をはぐくむおりがみ３ エキグチ クニオ 編・著 偕成社 754
指先から知能をはぐくむおりがみ６ エキグチ クニオ 編・著 偕成社 754
アサガオ 七尾 純 構成・文 あかね書房 479
ヒマワリ 七尾 純 構成・文 あかね書房 479
ドングリ 七尾 純 構成・文 あかね書房 479
アカトンボ 七尾 純 構成・文 あかね書房 486
アブラゼミ 七尾 純 構成・文 あかね書房 486
ナナホシテントウ 七尾 純 構成・文 あかね書房 486
くいしんぼうのあおむしくん 槙 ひろし 作 福音館書店 913
もりのひなまつり こいで やすこ さく 福音館書店 913
だるまちゃんとだいこくちゃん 加古 里子 さく 福音館書店 913
アイデア室内あそび１６０　１ 日本レクリエーション協会 監修 学研 798
アイデア室内あそび１６０　２ 日本レクリエーション協会 監修 学研 798
アイデア室内あそび１６０　３ 日本レクリエーション協会 監修 学研 798
セロ弾きのゴーシュ 宮沢 賢治 原作 徳間書店 778
金色の足あと 椋 鳩十 原作 理論社 913
白いサメ 椋 鳩十 原作 理論社 913
発見まんが算数にがて克服法シリーズ３ 加藤 久和 監修 ほるぷ出版 410
ホームページガイド 藤川 博樹 著 汐文社 7
和楽器にチャレンジ！１ 坪能 由紀子 監修 汐文社 768



和楽器にチャレンジ！２ 坪能 由紀子 監修 汐文社 768
和楽器にチャレンジ！３ 坪能 由紀子 監修 汐文社 768
和楽器にチャレンジ！４ 坪能 由紀子 監修 汐文社 768
おもしろ落語図書館　その１ 三遊亭 円窓 著 大日本図書 779
ＮＨＫプロジェクトＸ１ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社 502
ＮＨＫプロジェクトＸ２ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社 502
ＮＨＫプロジェクトＸ３ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社 502
ＮＨＫプロジェクトＸ４ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社 502
挑戦！科学実験クイズグランプリ 山村 紳一郎 著 合同出版 407
週刊ユネスコ世界遺産第５０号 講談社総合編さん局　編 講談社 709
週刊ユネスコ世界遺産第５４号 講談社総合編さん局　編 講談社 709
ロボット クライブ・ジフォード 文 丸善 548
どうぶつのはな わしお としこ 構成・文 アリス館 480
どうぶつの口 わしお としこ 構成・文 アリス館 480
どうぶつの耳 わしお としこ 構成・文 アリス館 480
盲導犬になったクイール 秋元　良平　作 あすなろ書房 369
おさるがふねをかきました まど みちお 詩 国土社 911
てのひらをたいように やなせ たかし ・しとえ 国土社 911
らんどせるのうた 鶴見 正夫 詩 国土社 911
夕日がせなかをおしてくる 阪田 寛夫 詩 国土社 911
いち 谷川 俊太郎 詩 国土社 911
うみのにじ こわせ たまみ 詩 国土社 911
あらどこだ 神沢 利子 詩 国土社 911
いとまきのうた 香山 美子 詩 国土社 911
おつかい 工藤 直子 詩 国土社 911
うさぎちゃんのがらくたあそび きむら ゆういち 作・構成 ポプラ社 507
ぶたさんのがらくたあそび きむら ゆういち 作・構成 ポプラ社 507
はたらくじどうしゃ 海老原 美宜男 写真・監修 小学館 537
あらしのよるに 木村 裕一 作 講談社 913
あるはれたひに 木村 裕一 作 講談社 913
きりのなかで 木村 裕一 作 講談社 913
どしゃぶりのひに 木村 裕一 作 講談社 913
もってあるけるポケットずかん１ 林 克己 著 ポプラ社 460
もってあるけるポケットずかん２ 林 克己 著 ポプラ社 460
もってあるけるポケットずかん３ 林 克己 著 ポプラ社 460
もってあるけるポケットずかん４ 林 克己 著 ポプラ社 460
ふぶきのあした 木村 裕一 作 講談社 913
ロボット大図鑑 福田 敏男 監修 ＰＨＰ研究所 548
盲導犬ハンドブック 松井　進　著 文藝春秋 369
不思議を売る男 ジェラルディン・マコーリアン 作 偕成社 933
とぶキャベツのひみつ 柏葉 幸子 作 旺文社 913
かものむすめ 松谷 さやか 訳 福音館書店 388
おどりトラ 金森 襄作 再話 福音館書店 388
かたつむりとさる ヤン・サン さいわ 福音館書店 388
だいくとおにろく 松居 直 再話 福音館書店 913
ゆうかんなアジク 趙 朝勲 再話 福音館書店 388
さんねん峠 李 錦玉 作 岩崎書店 388
のりもの 学研 680
しろいむすめマニ 稲村 哲也 再話 福音館書店 388
ＮＨＫプロジェクトＸ５ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社 502
ハリー・ポッターと炎のゴブレット下 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 933
ハリー・ポッターと炎のゴブレット上 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 933
たばこと健康といのち 野津 有司 〔著〕 学研 490
お酒と健康といのち 西岡 伸紀 〔著〕 学研 490
ドラッグと健康といのち 勝野 真吾 〔著〕 学研 490
体験学習アイデアブック 佐々木 定治 監修 ポプラ社 375
市川染五郎の歌舞伎 小野 幸恵 著 岩崎書店 774
柳家花緑の落語 小野 幸恵 著 岩崎書店 779
野村万斎の狂言 小野 幸恵 著 岩崎書店 773



東儀秀樹の雅楽 小野 幸恵 著 岩崎書店 768
吉田簑太郎の文楽 小野 幸恵 著 岩崎書店 777
のはらクラブのちいさなおつかい たかどの ほうこ 作 理論社 913
のはらクラブのこどもたち たかどの ほうこ 作 理論社 913
どうぶつニュースの時間２ あべ 弘士 作 理論社 913
どうぶつニュースの時間 あべ 弘士 作 理論社 913
カボちゃんのおおそうじ 高山 栄子 さく 理論社 913
コアラたんてい 斉藤 洋 作 理論社 913
コアラフェリー 斉藤 洋 作 理論社 913
ぼくとポチのたんてい手帳 きたやま ようこ 作 理論社 913
てんぐちゃん もりやま みやこ 作 理論社 913
タコボー 井上 洋介 作 理論社 913
ポモさんといたずらネコ すぎた ひろみ 絵・文 理論社 913
おさるがおよぐ いとう ひろし 作・絵 講談社 913
おさるになるひ いとう ひろし 作・絵 講談社 913
おさるはおさる いとう ひろし 作・絵 講談社 913
おさるのまいにち いとう ひろし 作・絵 講談社 913
おさるのおうさま いとう ひろし 作・絵 講談社 913
からだたんけんたい すがわら けいこ 絵 学研 491
ぜっこう 柴田 愛子 文 ポプラ社 913
ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん ぶんとえ岩波書店 909
夜にくちぶえふいたなら たかどの ほうこ さく 旺文社 913
ゆび一本からはじめる手話１ 嶋田　泰子　文 ポプラ社 378
ゆび一本からはじめる手話２ 嶋田　泰子　文 ポプラ社 378
ゆび一本からはじめる手話３ 嶋田　泰子　文 ポプラ社 378
ゆび一本からはじめる手話４ 嶋田　泰子　文 ポプラ社 378
ゆび一本からはじめる手話５ 嶋田　泰子　文 ポプラ社 378
ゆび一本からはじめる手話６ 嶋田　泰子　文 ポプラ社 378
ゆび一本からはじめる手話７ 嶋田　泰子　文 ポプラ社 378
うぐいす 安房 直子 文 小峰書店 913
いのちのあさがお あやの まさる さく ハート出版 916
今夜は食べほうだい！ きむら ゆういち 作 講談社 913
写真で見る俳句歳時記春１ 長谷川 秀一 監修 小峰書店 911
写真で見る俳句歳時記春２ 長谷川 秀一 監修 小峰書店 911
写真で見る俳句歳時記夏１ 長谷川 秀一 監修 小峰書店 911
写真で見る俳句歳時記夏２ 長谷川 秀一 監修 小峰書店 911
写真で見る俳句歳時記秋 長谷川 秀一 監修 小峰書店 911
写真で見る俳句歳時記冬 長谷川 秀一 監修 小峰書店 911
写真で見る俳句歳時記新年・総索引 長谷川 秀一 監修 小峰書店 911
夢に近づく仕事の図鑑１１ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房 366
みんなで学ぶ総合的学習１０ 高野 尚好 監修 国土社 837
やさいを育てて食べよう！１ 深光 富士男 著 学研 626
鉄腕アトムのロボット学 福田　敏男　著 集英社 548
どうぶつ句会 あべ 弘士 さく・え 学研 911
リトル・ウイング 吉富 多美 作 金の星社 913
りっぱな犬になる方法 きたやま ようこ 作 理論社 913
天使のかいかた なかがわ ちひろ 作 理論社 913
トニー 池田 進吾 作 理論社 913
ねこもあるけば 上矢 津 作 理論社 913
こども世界の民話上 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社 388
こども世界の民話下 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社 388
ひなこちゃんと歩く道 岡田 なおこ 作 童心社 913
時計塔の魔女 村山　早紀 教育画劇 913
ぼくたちＪ２スペシャル！ 岡田 なおこ 作 童心社 913
シリーズいのちの授業　１ 種村 エイ子 監修 ポプラ社 375
シリーズいのちの授業　２ 種村 エイ子 監修 ポプラ社 375
シリーズいのちの授業　３ 種村 エイ子 監修 ポプラ社 375
シリーズいのちの授業　４ 種村 エイ子 監修 ポプラ社 375
シリーズいのちの授業　５ 種村 エイ子 監修 ポプラ社 375



のはらうたⅠ くどう なおこ 作 童話屋 911
のはらうたⅡ くどう なおこ 作 童話屋 911
のはらうたⅢ くどうなおことのはらみんな 作 童話屋 911
のはらうたⅣ くどうなおことのはらみんな 作 童話屋 911
パスワードとホームズ４世 松原 秀行 作 講談社 913
パスワード春夏秋冬　上 松原 秀行 作 講談社 913
パスワード春夏秋冬　下 松原 秀行 作 講談社 913
パスワード「謎（パズル）」ブック 松原 秀行 作 講談社 913
そして五人がいなくなる はやみね かおる 講談社 913
怪盗クイーンはサーカスがお好き はやみね　かおる　 講談社 913
カボちゃんのえんそく 高山 栄子 さく 理論社 913
ゆうやけカボちゃん 高山 栄子 さく 理論社 913
カボちゃんのプリン 高山 栄子 さく 理論社 913
ウタブタコブタ事件 角野 栄子 作 理論社 913
目の見えない犬ダン 大西 伝一郎 文 学研 913
漫才の星になるんや しんや ひろゆき 作 童心社 913
アカウミガメのくる浜べ 佐藤 ヒロシ 作・絵 佼成出版社 913
せかいいちうつくしい村へかえる 小林 豊 作・絵 ポプラ社 913
世界の子どもたちはいま７ 学研 367
消える総生島 はやみね　かおる　 講談社 913
人形は笑わない はやみね　かおる　 講談社 913
『ミステリーの館』へ、ようこそ はやみね　かおる　 講談社 913
おさるのはまべ いとう ひろし 作・絵 講談社 913
天使たちのカレンダー 宮川 ひろ 作 童心社 913
パスワード魔法都市 松原 秀行 作 講談社 913
いきもののしいく フレーベル館 480
やどかりのいえさがし 武田 正倫 ぶん 新日本出版社 485
うみがめのふるさと 倉田 洋二 ぶん 新日本出版社 487
絵本図鑑シートンどうぶつ記２ アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社 480
絵本図鑑シートンどうぶつ記３ アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社 480
絵本図鑑シートンどうぶつ記４ アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社 480
絵本図鑑シートンどうぶつ記５ アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社 480
たんぽぽ　さいた 小川 潔 ぶん 新日本出版社 479
ぞうさんのはな 増井 光子 ぶん 新日本出版社 489
さかなの森 松永 勝彦 著 フレーベル館 474
ウミガメの海岸 内田 至 著 フレーベル館 487
サンゴの海 ジャック・モイヤー 著 フレーベル館 483
チョウの庭 石井 実 著 フレーベル館 486
しょくぶつのさいばい フレーベル館 620
絵本図鑑シートンどうぶつ記１ アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社 480
どうぶつのあしがたずかん 加藤 由子 文 岩崎書店 481
さばくのカエル 松井 孝爾 ぶん・え 新日本出版社 487
あげはのとぶ日 渡辺 守 ぶん 新日本出版社 486
ホタルの里 大場 信義 著 フレーベル館 486
のうさぎ　にげろ 伊藤 政顕 ぶん 新日本出版社 489
ひぐまの冬ごもり 加納 菜穂子 ぶん 新日本出版社 489
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ２ ポプラ社 407
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ３ ポプラ社 407
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ４ ポプラ社 407
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ５ ポプラ社 407
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ６ ポプラ社 407
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ７ ポプラ社 407
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ８ ポプラ社 407
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ９ ポプラ社 407
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ１０ ポプラ社 407
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ１１ ポプラ社 407
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ１２ ポプラ社 407
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ１３ ポプラ社 407
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ１４ ポプラ社 407



ヤドカリの海辺 今福 道夫 著 フレーベル館 485
ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ１ ポプラ社 407
しょくぶつのさいばい フレーベル館 620
からだを作る健康料理 ＮＨＫ科学・環境番組部　編 汐文社 596
おなかにやさしい健康料理 ＮＨＫ科学・環境番組部　編 汐文社 596
病気に強い健康料理 ＮＨＫ科学・環境番組部　編 汐文社 596
秘伝！プロの味を出す料理のコツ ＮＨＫ科学・環境番組部　著 汐文社 596
２１世紀こども百科地球環境館 小学館 31
工作のコツ絵事典 霜野武志　監修 ＰＨＰ研究所 750
怪奇スープをめしあがれ 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 913.68
ゆうれいねずみがささやいた 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 913.68
マジックショーは死のかおり 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 913
植物の科学 伍井一夫　著 星の環会 470
感染症 サリー・モーガン　著 文溪堂 493.8
食べ物と友だちになろう 服部幸應　［ほか］著 岩崎書店 498
朝ごはんを食べよう 服部幸應　［ほか］著 岩崎書店 498
キレる食べ物 キレない食べ物 服部幸應　［ほか］著 岩崎書店 498
ストップ！ザ生活習慣病 服部幸應　［ほか］著 岩崎書店 498
じょうぶなからだをつくる 服部幸應　［ほか］著 岩崎書店 498
家族で食育 服部幸應　［ほか］著 岩崎書店 498
気持ちよくトイレに行こう 日本トイレ協会監修　藤田紘一郎　指導ほるぷ出版 518
バリアフリ－トイレってなに？ 上野義雪　指導 ほるぷ出版 369
もしもトイレがなかったら 渡辺孝雄　指導 ほるぷ出版 518
生きているからだ 数見隆生　著 アリス館 491
いのちの誕生と成長するからだ 数見隆生　著 アリス館 491
心とつながっているからだ 藤田和也　著 アリス館 491
生活・活動しているからだ 山岡寛人　著 アリス館 491
病気とたたかうからだ 藤田和也　著 アリス館 498
にが手克服運動会 ＮＨＫ科学番組部　編 汐文社 498
知ってびっくり！カゼをひかない健康法 ＮＨＫ科学番組部　編 汐文社 498
まちがいだらけのダイエット ＮＨＫ科学番組部　編 汐文社 498
知ってトクする食べもの楽らく栄養学 ＮＨＫ科学番組部　編 汐文社 498
カルシウム・でんぷんの秘密をさぐる ＮＨＫ科学番組部　編 汐文社 498
ビタミンの秘密をさぐる ＮＨＫ科学番組部　編 汐文社 498
血液をきれいにする食べ物の秘密をさぐる ＮＨＫ科学番組部　編 汐文社 498
食物せんいと乳酸菌の秘密をさぐる ＮＨＫ科学番組部　編 汐文社 498
レッドウォール伝説勇者の剣 ブライアン・ジェイクス　作 徳間書店 933
モスフラワ－の森 ブライアン・ジェイクス　作 徳間書店 933
小さな戦士マッティメオ ブライアン・ジェイクス　作 徳間書店 933.7
あっぱれ！わんぱく編 小島貞二　文 アリス館 779
歴史とんち人物編 小島貞二　文 アリス館 779
うらめしやオバケ編 小島貞二　文 アリス館 779
トンチンカン長屋編 小島貞二　文 アリス館 779
江戸っ子かわりもの編 小島貞二　文 アリス館 779
イギリスとアイルランドの昔話 石井桃子　編・訳 福音館書店 388
吸血鬼の花よめ 八百板洋子　編・訳 福音館書店 388
木かげの家の小人たち いぬいとみこ　作 福音館書店 913
ズボン船長さんの話 角野栄子　作 福音館書店 913
だまされたトッケビ 神谷丹路　編・訳 福音館書店 388
どえらいでぇ！ミヤちゃん 三津麻子　作 福音館書店 913
なぞとき名人のお姫さま 山口智子　編・訳 福音館書店 388
ノンちゃん雲に乗る 石井桃子　著 福音館書店 913
山のトムさん 石井桃子　作 福音館書店 913
ユウキ 伊藤遊　作 福音館書店 913
ゆびぬき小路の秘密 小風さち　作 福音館書店 913
ノルウェーの昔話 アスビョルンセン モー　編 福音館書店 388
ごはんのはなし 農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 596
やさいのはなし 農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 596
おいものはなし 農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 596



おまめのはなし 農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 596
さかなのはなし 農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 596
かいそうのはなし 農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 596
教えて！イラクの戦争と今むかし 平田伊都子 汐文社 227
教えて！イラクの戦争と今むかし 平田伊都子 汐文社 227
教えて！イラクの戦争と今むかし 平田伊都子 汐文社 227
うしなわれた秘宝 村山早紀 童心社 913
海の王冠 村山早紀 童心社 913
海賊船シンドバッド 村山早紀 童心社 913
ガラスの子馬 村山早紀 童心社 913
最後の戦い 村山早紀 童心社 913
空とぶ城 村山早紀 童心社 913
ダイヤモンドの都 村山早紀 童心社 913
魔神の指輪 村山早紀 童心社 913
魔法の杖 村山早紀 童心社 913
闇色の竜 村山早紀 童心社 913
おしゃれなだじゃれ しばはら・ち 汐文社 807
おしゃれなだじゃれ しばはら・ち 汐文社 807
わたしはあきらめない 国松俊英 ＰＨＰ研究所 782
東京江戸たんけんガイド 田中ひろみ ＰＨＰ研究所 291
イルカの大研究 佐藤一美 ＰＨＰ研究所 489
キツネとタヌキの大研究 木暮正夫 ＰＨＰ研究所 489
こまったときの神さま大図鑑 那須正幹 ＰＨＰ研究所 387
ＵＦＯは本当にいるの？ 岡島康治 ＰＨＰ研究所 440
メジャーリーグの大研究 国松俊英 ＰＨＰ研究所 783
お化粧大研究 石田かおり ＰＨＰ研究所 383
犬の大研究 宇都宮直子 ＰＨＰ研究所 645
飛行機の大研究 ﾋｻｸﾆﾋｺ著 PHP研究所 538
Ｄｉｖｅ！！ 森絵都 講談社 913
Ｄｉｖｅ！！ 森絵都 講談社 913
Ｄｉｖｅ！！ 森絵都 講談社 913
Ｄｉｖｅ！！ 森絵都 講談社 913
リズム 森絵都 講談社 913
ゴールド・フィッシュ 森絵都 講談社 913
アーモンド入りチョコレートのワルツ 森絵都 講談社 913
宇宙のみなしご 森絵都 講談社 913
つきのふね 森絵都 講談社 913
ＮＨＫスペシャルこども・輝けいのち ＮＨＫ「こども」プロジェクト 汐文社 371
NHKｽﾍﾟｼｬﾙこども･輝けいのち NHK｢こども｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編 汐文社 371
ＮＨＫスペシャルこども・輝けいのち ＮＨＫ「こども」プロジェクト 汐文社 371
NHKｽﾍﾟｼｬﾙこども･輝けいのち NHK｢こども｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ編 汐文社 371
ＮＨＫスペシャルこども・輝けいのち ＮＨＫ「こども」プロジェクト 汐文社 371
学校なぞなぞ大図鑑 横山験也 ほるぷ出版 798
ねむれないしろくまくん ﾃﾞﾋﾞ･ｸﾞﾘｵﾘ作 ほるぷ出版 933
かきねのむこうはｱﾌﾘｶ ﾊﾞﾙﾄ･ﾑｲﾔｰﾙﾄ文 ほるぷ出版 949
ともだち ﾍﾙﾒ･ﾊｲﾈさく ほるぷ出版 940
おばけだぞぉｰ! ｼﾞｬｯｸ･ﾃﾞｭｹﾉﾜさく ほるぷ出版 953
わたしはだいじなたからもの ｶｰﾙ･ﾉﾗｯｸぶん ほるぷ出版 953
だきしめてほしくって ｶｰﾙ･ﾉﾗｯｸぶん ほるぷ出版 953
わｺﾞﾑはどのくらいのびるかしら? ﾏｲｸ･ｻｰﾗｰぶん ほるぷ出版 933
ねんころりん ｼﾞｮﾝ･ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑさく ほるぷ出版 933
ﾍﾟﾝｷﾞﾝ､ほっきょくへゆく ｼﾞｬｯｸ･ﾃﾞｭｹﾉﾜさく ほるぷ出版 953
はるまでまってごらん ｼﾞｮｲｽ･ﾃﾞｭﾝﾊﾞｰ文 ほるぷ出版 933
世界の料理いただきまーす。 尾崎曜子 アリス館 596
世界の料理いただきまーす。 尾崎曜子 アリス館 596
世界の料理いただきまーす。 尾崎曜子 アリス館 596
世界の料理いただきまーす。 尾崎曜子 アリス館 596
世界の料理いただきまーす。 尾崎曜子 アリス館 596
世界の料理いただきまーす。 尾崎曜子 アリス館 596



世界の料理いただきまーす。 尾崎曜子 アリス館 596
世界の料理いただきまーす。 尾崎曜子 アリス館 596
世界の料理いただきまーす。 尾崎曜子 アリス館 596
世界の料理いただきまーす。 尾崎曜子 アリス館 596
十二支のおはなし 内田麟太郎 岩崎書店 913
のはらのおみせ やすいすえこ 岩崎書店 913
くろいはかげさ ことばあそびの会 さ・え・ら書房 810
ぽたぽたとぷん 谷川俊太郎 さ・え・ら書房 810
とととおっとっと 谷川俊太郎 さ・え・ら書房 810
きっときってかってきて ことばあそびの会 さ・え・ら書房 810
あいうえおっとせい 谷川俊太郎 さ・え・ら書房 810
たぬきくんのかくれんぼ 松田範祐 文渓堂 913
うさぎさんのたからもの 松田範祐 文渓堂 913
きつねくんのてじな 松田範祐 文渓堂 913
くまくんはびょうきです 松田範祐 文渓堂 913
うみキリン あきやまただし 金の星社 913
とんとんとん あきやまただし 金の星社 913
ふうせんくまくん あきやまただし 金の星社 913
へんしんトンネル あきやまただし 金の星社 913
こんちゅうのせかい ルース・トムソン 評論社 486
どうぶつのせかい アン・シヴァルディ 評論社 481
とりのせかい ルース・トムソン 評論社 488
ダレン・シャン外伝 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933
しつれいですが、魔女さんですか エミリー・ホーン 小峰書店 933
カプチーヌ タンギー・グレバン 小峰書店 933
小さな魔女のカプチーヌ タンギー・グレバン 小峰書店 933
十二支のおはなし 内田麟太郎 岩崎書店 913
みんなおそろい 山脇恭 偕成社 913
ぼうしころころ 山脇恭 偕成社 913
たっちんのﾄﾞｷｯ! きむらゆういち作 偕成社 913
たっちんのヤダッ！ きむらゆういち 偕成社 726
おにがでた！ 木村裕一 偕成社 913
忍たま乱太郎めいとうかげりゅうのひみつの段尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 913
かいけつゾロリとなぞのまほう少女 ポプラ社 913
じゅけむ目黒のさんま 金の星社 913
まんじゅうこわい平林 金の星社 913
花の都てんしき 金の星社 913
美女と野獣 村上伸子 新学社 908
くまのプーさん 高橋啓 新学社 908
１０１ぴきわんちゃん 高橋啓 新学社 908
ミッキーの王子と少年 高橋啓 新学社 908
ピノキオ 片平直樹 新学社 908
ヘラクレス 高橋啓 新学社 908
シンデレラ 村上伸子 新学社 908
ポカホンタス 高橋啓 新学社 908
ピーター・パン 高橋啓 新学社 908
白雪姫 高橋啓 新学社 908
ダンボ 高橋啓 新学社 908
眠れる森の美女 高橋啓 新学社 908
ライオン・キング 高橋啓 新学社 908
ジャングル・ブック 片平直樹 新学社 908
ノートルダムの鐘 高橋啓 新学社 908
わんわん物語 高橋啓 新学社 908
バンビ 片平直樹 新学社 908
リトル・マーメイド 村上伸子 新学社 908
魔女の宅急便  1 角野栄子作 福音館書店 913
魔女の宅急便  2 角野栄子作 福音館書店 913
魔女の宅急便  3 角野栄子 福音館書店 913
魔女の宅急便  4 角野栄子 福音館書店 913



あなたがもし奴隷だったら… ジュリアス・レスター あすなろ書房 316
きみのからだが地球環境 小原秀雄 農山漁村文化協会 519
かこさとしのからだとこころのえほん かこさとし 農山漁村文化協会 140
いのちのつながり 中村運 福音館書店 467
はしれ江ノ電ひかりのなかへ 金子章 ＰＨＰ研究所 536
「死」って、なに？ ローリー・クラスニー・ブラウン 文渓堂 114
わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 評論社 933
ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム 評論社 933
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 369
ま・い・ご 岸川 悦子 作 農山漁村文化協会 913
えっちゃんのせんそう 岸川 悦子 作 文渓堂 913
私たちはいま、イラクにいます 講談社 936
あの日のことをかきました エクトル・シエラ 著 講談社 316
トットちゃんとアフガニスタンの子どもたち 748
イチローへの手紙 ジーン・Ｄ．オキモト 作 河出書房新社 783
せんそう エリック・バトゥー ほるぷ出版 933
ばけものつかい 川端誠 クレヨンハウス 779
まんじゅうこわい 川端誠 クレヨンハウス 779
はつてんじん 川端誠 クレヨンハウス 779
じゅげむ 川端誠 クレヨンハウス 779
おにのめん 川端誠 クレヨンハウス 779
めぐろのさんま 川端誠 クレヨンハウス 779
たのきゅう 川端誠 クレヨンハウス 779
いちがんこく 川端誠 クレヨンハウス 779
デルトラ・クエストⅡ－ 1 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933
デルトラ・クエストⅡ－2 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933
デルトラ・クエストⅢ－3 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933
スプーンおばさんのぼうけん アルフ・プリョイセン 学習研究社 949
スプーンおばさんのゆかいな旅 アルフ＝プリョイセン 学習研究社 949
小さなスプーンおばさん アルフ・プリョイセン 学習研究社 949
やさしいスプーンおばさん プリョイセン 学習研究社 949
ゆかいなスプーンおばさん プリョイセン 学習研究社 949
がんばるスプーンおばさん プリョイセン 学習研究社 949
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 学習研究社 596
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 学習研究社 596
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 学習研究社 596
ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 933
ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 933
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 933
あいうえおにぎり ねじめ正一 偕成社 911
あいうえおうさま 寺村輝夫 理論社 811
ひらがなどうぶつえん 関根栄一 小峰書店 911
盗神伝  1 メーガン・ウェイレン・ターナー あかね書房 933
盗神伝  2 メーガン・ウェイレン・ターナー あかね書房 933
盗神伝  3 メーガン・ウェイレン・ターナー あかね書房 933
陰陽師（おんみょうじ）ふしぎな術をつかうの巻沼野正子 草土文化 913
地獄より鬼たちがあらわれるの巻 沼野正子 草土文化 913
妖怪変化人にとりつくの巻 沼野正子 草土文化 913
陰陽師（おんみょうじ）しにものぐるいになるの巻沼野正子 草土文化 913
彗星がやってくる トーベ・ヤンソン 偕成社 949
ムーミン谷をめざせ！ トーベ・ヤンソン 偕成社 949
ムーミン谷に冬がきた トーベ・ヤンソン 偕成社 949
ムーミンとたのしいなかまたち トーベ・ヤンソン 偕成社 949
クリスマスにはとおまわり 長崎夏海 文渓堂 913
まにあいませんよサンタさん！ ルシール・パウニー 文渓堂 933
ミセス・サンタはおおいそがし ペニー・アイブス 文渓堂 933
リトル・エンジェル ジェラルディン・マコーリン 文渓堂 933
クリスマスの夜はしずかにね！ ジュリー・サイクス 文渓堂 933
まってるよサンタクロース！ ジュリー・サイクス 文渓堂 933



ねんにいちどのおきゃくさま 亀岡亜希子 文渓堂 913
おしゃれのすきなサンタさん ローラ・レーダー 文渓堂 933
地雷ではなく花をください 葉祥明 自由国民社 319
続　地雷ではなく花をください 葉祥明 自由国民社 319
続々　地雷ではなく花をください 葉祥明 自由国民社 319
ありがとう地雷ではなく花をください 葉祥明 自由国民社 319
心をこめて地雷ではなく花をください 葉祥明 自由国民社 319
クリスマス・イブ マーガレット・ワイズ・ブラウン ほるぷ出版 933
１９９３年のクリスマス レスリー・ブリカス ほるぷ出版 933
天使のクリスマス ピーター・コリントン ほるぷ出版 933
おもいでのクリスマスツリー グロリア・ヒューストン ほるぷ出版 933
こまったこまったサンタクロース マシュー・プライス ほるぷ出版 933
クリスマスのおくりもの ジョン・バーニンガム ほるぷ出版 933
こねこのみつけたクリスマス マーガレット・ワイズ・ブラウン ほるぷ出版 933
森が海をつくる 葉祥明 自由国民社 913
空気はだれのもの？ 葉祥明 自由国民社 913
ジェイクと海のなかまたち 葉祥明 自由国民社 913
しあわせってなあに? 葉祥明絵･文 自由国民社 913
コナンドリル 少年サンデー特別編集プロジェクト小学館 726
名探偵コナン科学トリックｂｏｏｋ 青山剛昌 小学館 407
名探偵コナン科学トリックｂｏｏｋ 青山剛昌 小学館 407
サイエンスコナン磁石の不思議 青山剛昌 小学館 427
名探偵コナン推理ファイル日本史の謎 青山剛昌 小学館 210
名探偵コナン推理ファイル地球の謎 青山剛昌 小学館 450
ふたりのイーダ 松谷みよ子 講談社 913
キャプテンはつらいぜ 後藤竜二 講談社 913
キャプテン らくにいこうぜ 後藤竜二 講談社 913
キャプテンがんばる 後藤竜二 講談社 913
たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン 講談社 949
ムーミン谷の彗星 トーベ・ヤンソン 講談社 949
ムーミン谷の夏まつり トーベ・ヤンソン 講談社 949
ムーミンパパの思い出 トーベ・ヤンソン 講談社 949
ムーミン谷の仲間たち トーベ・ヤンソン 講談社 949
ムーミンパパ海へいく トーベ・ヤンソン 講談社 949
ムーミン谷の十一月 トーベ・ヤンソン 講談社 949
若草物語 オルコット 講談社 933
続　若草物語 ルイザ＝メイ＝オルコット 講談社 933
世界の子どもたちはいま  1 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  2 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  3 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  4 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  5 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  6 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  7 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  8 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  9 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  10 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  11 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  12 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  13 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  14 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  15 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  16 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  17 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  18 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  19 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  20 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  21 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  22 学習研究社 367



世界の子どもたちはいま  23 学習研究社 367
世界の子どもたちはいま  24 学習研究社 367
教科に役だつ実験・観察・ものづくり  1 角屋重樹 岩崎書店 407
教科に役だつ実験・観察・ものづくり  2 角屋重樹 岩崎書店 407
教科に役だつ実験・観察・ものづくり  3 角屋重樹 岩崎書店 407
教科に役だつ実験・観察・ものづくり  4 角屋重樹 岩崎書店 407
教科に役だつ実験・観察・ものづくり  5 角屋重樹 岩崎書店 407
教科に役だつ実験・観察・ものづくり  6 角屋重樹 岩崎書店 407
教科に役だつ実験・観察・ものづくり  7 角屋重樹 岩崎書店 407
教科に役だつ実験・観察・ものづくり  8 角屋重樹 岩崎書店 407
教科に役だつ実験・観察・ものづくり  9 角屋重樹 岩崎書店 407
教科に役だつ実験・観察・ものづくり  10 角屋重樹 岩崎書店 407
くらしをまもる・くらしをささえる  1 戸辺勝弘 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  2 財部智 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  3 秋山滋 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  4 長崎武昭 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  5 小西聖一 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  6 長崎武昭 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  7 秋山滋 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  8 財部智 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  9 川瀬勝彦 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  10 小西聖一 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  11 川瀬勝彦 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  12 小西聖一 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  13 長崎武昭 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  14 財部智 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  15 塩浦信太郎 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  16 秋山滋 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  17 井口弘哉 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  18 長崎武昭 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  19 恵美裕江 岩崎書店 307
くらしをまもる・くらしをささえる  20 秋山滋 岩崎書店 307
手塚治虫漫画全集  1 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  2 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  3 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  4 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  5 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  6 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  7 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  8 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  9 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  10 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  11 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  12 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  13 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  14 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  15 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  16 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  17 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  18 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  19 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  20 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  21 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  22 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  23 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  24 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  25 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  26 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  27 手塚治虫 講談社 726



手塚治虫漫画全集  28 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  29 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  30 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  31 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  32 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  33 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  34 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  38 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  39 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  40 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  41 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  42 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  43 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  44 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  45 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  46 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  47 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  48 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  49 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  50 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  51 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  52 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  53 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  54 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  55 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  56 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  57 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  58 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  59 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  60 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  61 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  62 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  63 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  64 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  65 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  66 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  67 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  68 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  69 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  70 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  71 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  72 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  73 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  74 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  75 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  76 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  77 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  78 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  79 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  80 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  81 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  82 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  83 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  84 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  85 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  86 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  87 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  88 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  89 手塚治虫 講談社 726



手塚治虫漫画全集  90 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  91 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  92 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  93 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  94 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  95 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  96 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  97 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  98 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  99 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  100 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  101 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  102 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  103 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  104 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  105 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  106 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  107 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  108 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  109 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  110 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  111 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  112 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  113 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  114 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  115 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  116 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  117 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  118 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  119 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  120 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  121 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  122 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  123 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  124 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  125 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  126 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  127 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  128 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  129 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  130 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  131 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  132 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  133 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  134 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  135 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  136 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  137 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  138 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  139 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  140 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  141 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  142 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  143 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  144 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  145 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  146 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  147 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  148 手塚治虫 講談社 726



手塚治虫漫画全集  149 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  150 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  151 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  152 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  153 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  154 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  155 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  156 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  157 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  158 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  159 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  160 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  161 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  162 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  163 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  164 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  165 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  166 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  167 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  168 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  169 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  170 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  171 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  172 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  173 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  174 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  175 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  176 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  177 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  178 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  179 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  180 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  181 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  182 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  183 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  184 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  185 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  186 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  187 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  188 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  189 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  190 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  191 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  192 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  193 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  194 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  195 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  196 手塚治虫 講談社 726
手塚治虫漫画全集  200 手塚治虫 講談社 726
長谷川町子全集  1 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  2 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  3 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  5 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  6 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  7 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  8 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  9 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  10 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  11 長谷川町子 朝日新聞社 726



長谷川町子全集  12 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  13 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  14 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  15 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  16 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  17 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  18 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  19 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  20 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  21 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  22 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  23 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  24 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  25 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  26 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  27 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  28 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  29 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  30 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  31 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  32 長谷川町子 朝日新聞社 726
長谷川町子全集  別巻 長谷川町子 朝日新聞社 726
きえた犬のえ マージョリー・Ｗ．シャーマット 大日本図書 933
まよなかのはんにん マージョリー・Ｗ．シャーマット 大日本図書 933
なくなったかいものメモ マージョリー・Ｗ．シャーマット 大日本図書 933
きょうりゅうのきって マージョリー・Ｗ．シャーマット 大日本図書 933
かぎはどこだ マージョリー・Ｗ．シャーマット 大日本図書 933
ゆきの中のふしぎなできごと マージョリー・Ｗ．シャーマット 大日本図書 933
こくごであそぼ 齋藤孝著 文藝春秋 810
おっと合点承知之助 齋藤孝文 ほるぷ出版 913
えんにち奇想天外 齋藤孝文 ほるぷ出版 913
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団下 ｊ、ｋローリング 静山社 933
春 おくやまひさし　文・写真 ポプラ社 480
夏 おくやまひさし　文・写真 ポプラ社 480
冬 おくやまひさし　文・写真 ポプラ社 480
日本 増井光子　監修 ポプラ社 482
アジア 増井光子　監修 ポプラ社 482
アフリカ 増井光子　監修 ポプラ社 482
北アメリカ 増井光子　監修 ポプラ社 482
中・南アメリカ 増井光子　監修 ポプラ社 482
ヨーロッパ 増井光子　監修 ポプラ社 482
オセアニア 増井光子　監修 ポプラ社 482
海の生きもの 増井光子　監修 ポプラ社 482
日本どんぐり大図鑑 徳永桂子　著 偕成社 657
エンピツの手品 トランプマン　作 岩崎書店 790
おりがみの手品 トランプマン　作 岩崎書店 790
コップの手品 トランプマン　作 岩崎書店 790
新聞紙の手品 トランプマン　作 岩崎書店 790
文房具の手品 トランプマン　作 岩崎書店 790
かんたんトランプの手品 トランプマン　作 岩崎書店 790
かんたんコインとお札の手品 トランプマン　作 岩崎書店 790
かんたんひもとハンカチの手品 トランプマン　作 岩崎書店 790
かんたんテーブルマジック トランプマン　作 岩崎書店 790
かんたんステージマジック トランプマン　作 岩崎書店 790
盲導犬・聴導犬 日本補助犬協会　監修 学習研究社 369
介助犬・セラピー犬 日本補助犬協会　監修 学習研究社 369
警察犬・爆発物そう査犬・麻薬犬・災害救助犬・地雷犬日本補助犬協会　監修 学習研究社 369
牧羊犬・そり犬・船内探知犬など 日本補助犬協会　監修 学習研究社 369
掲示物や展示品を作って発表・表現 舩田信昭　監修・指導 学習研究社 375



作ってさらに楽しく演じて発表・表現 舩田信昭　監修・指導 学習研究社 375
教育機器を使ってマルチメディアで発表・表現舩田信昭　監修・指導 学習研究社 375
発表の技術と１００のテ－マ 舩田信昭　監修・指導 学習研究社 375
発表・表現で使える素材集 舩田信昭　監修・指導 学習研究社 375
中田英寿物語 本郷陽二　編 汐文社 783
小野伸二物語 本郷陽二　編 汐文社 783
中村俊輔物語 本郷陽二　編 汐文社 783
稲本潤一物語 本郷陽二　編 汐文社 783
新入生といっしょにあそべるゲーム 全学年で楽しめるアニマシオン編集委員会　編汐文社 374
力をあわせてチャレンジゲーム 全学年で楽しめるアニマシオン編集委員会　編汐文社 374
こころと体で表現あそび 全学年で楽しめるアニマシオン編集委員会　編汐文社 374
植物 小学館 470
昆虫 小学館 486
恐竜 小学館 457
鳥 小学館 488
魚 小学館 487
アサガオ観察事典 小田英智　構成・文 偕成社 479
気象の本 住明正監修　村松照男　執筆 ポプラ社 519
大気の本 住明正監修　神沢博　執筆 ポプラ社 519
森と水と土の本 住明正監修　太田猛彦　執筆 ポプラ社 519
人と自然の本 住明正監修　武内和彦 宮下直　執筆ポプラ社 519
ごみの本 住明正監修　安井至 原美永子　執筆ポプラ社 519
エネルギーの本 住明正監修　山地憲治　執筆 ポプラ社 519
化学物質と健康の本 住明正監修　森田昌敏　編 ポプラ社 519
やさしい棒針あみ 河合真弓　［ほか］著 学習研究社 594
やさしいかぎ針あみ あとりえハーブ　他共著 学習研究社 594
はじめてのししゅう 内野直美　他共著 学習研究社 594
クロスステッチ入門 内野直美　他共著 学習研究社 594
たのしいアップリケ 朝岡清江　他共著 学習研究社 594
小さなマスコット 大高輝美　他共著 学習研究社 594
かわいいぬいぐるみ 大高輝美　他共著 学習研究社 594
手づくりのおかし 田村宗文　監修 学習研究社 590
パーティのごちそう 田村宗文　監修 学習研究社 596
すてきなおやつ 田村宗文　監修 学習研究社 596
パンとケ－キ 田村宗文　監修 学習研究社 596
たのしいおべんとう 田村宗文　監修 学習研究社 596
ライオン オナ－・ヘッド　文 小峰書店 489
チンパンジ－ オナ－・ヘッド　文 小峰書店 489
ゾウ オナ－・ヘッド　文 小峰書店 489
ホッキョクグマ オナ－・ヘッド　文 小峰書店 489
２年生のさんすうたんけん まついのりこ 松井幹夫　著 偕成社 411
２年生のさんすうたんけん まついのりこ 松井幹夫　著 偕成社 411
２年生のさんすうたんけん まついのりこ 松井幹夫　著 偕成社 411
ライオン 増井光子　監修 金の星社 489
シマウマ 増井光子　監修 金の星社 489
パンダ 増井光子　監修 金の星社 489
ゴリラ 増井光子　監修 金の星社 489.97
カンガルー 増井光子　監修 金の星社 489.3
イルカ 増井光子　監修 金の星社 489.6
ペンギン 増井光子　監修 金の星社 488.66
からだをまもろう、動かそう 鈴木和弘　著 国土社 498
ケガと手当 近藤とも子　著 国土社 498
病気と手当 近藤とも子　著 国土社 498
カブトムシ 伊地知英信　文 ポプラ社 486
モンシロチョウ 伊地知英信　文 ポプラ社 486.8
トンボ 伊地知英信　文 ポプラ社 486.39
バッタ 伊地知英信　文 ポプラ社 486
アリ 伊地知英信　文 ポプラ社 486.7
セミ 伊地知英信　文 ポプラ社 486



テントウムシ 伊地知英信　文 ポプラ社 486.6
カマキリ 伊地知英信　文 ポプラ社 486.43
クワガタムシ 大木邦彦　文 ポプラ社 486.6
アゲハチョウ 大木邦彦　文 ポプラ社 486.8
ミツバチ 大木邦彦　文 ポプラ社 486.7
ホタル 大木邦彦　文 ポプラ社 486.6
コオロギ 大木邦彦　文 ポプラ社 486.48
アメンボ 大木邦彦　文 ポプラ社 486.5
カ 大木邦彦　文 ポプラ社 486.9
ダンゴムシ 大木邦彦　文 ポプラ社 485
こころ 細谷亮太　監修 あかね書房 490
からだ 細谷亮太　監修 あかね書房 490
いのち 細谷亮太　監修 あかね書房 490
米やトウモロコシ 林義人　文 小峰書店 616
ダイズやラッカセイ 林義人　文 小峰書店 616
ジャガイモやサツマイモ 林義人　文 小峰書店 616
ダイコンやニンジン 林義人　文 小峰書店 626
キュウリやゴーヤ 林義人　文 小峰書店 626
トマトやナス 林義人　文 小峰書店 626
キャベツやハクサイ 林義人　文 小峰書店 626
スイカやイチゴ 林義人　文 小峰書店 625
ラベンダーやミント 林義人　文 小峰書店 617
すぐできるかんたん野菜 林義人　文 小峰書店 626
米・そば こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 616.2
大豆・落花生・さやいんげん こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 616
さといも・じゃがいも・さつまいも こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 616.8
トマト・なす・ゴーヤ こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 626.2
だいこん・にんじん・たまねぎ こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 626.4
キャベツ・こまつな・モロヘイヤ こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 626.5
いちご・すいか・しいたけ こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 626.2
ミント・バジル・ローズマリー・ジャーマンカモミール・フェンネルこどもくらぶ　編・著 ポプラ社 617.6
大むかしのくらし 高野尚好　監修 学習研究社 210
飛鳥・奈良時代 高野尚好　監修 学習研究社 210
平安時代 高野尚好　監修 学習研究社 210
鎌倉時代 高野尚好　監修 学習研究社 210
室町時代 高野尚好　監修 学習研究社 210
安土桃山時代 高野尚好　監修 学習研究社 210
江戸時代（前期） 高野尚好　監修 学習研究社 210
江戸時代（後期） 高野尚好　監修 学習研究社 210
明治時代（前期） 高野尚好　監修 学習研究社 210
明治時代（後期） 高野尚好　監修 学習研究社 210
大正・昭和（前期）時代 高野尚好　監修 学習研究社 210
昭和（後期）・平成時代 高野尚好　監修 学習研究社 210
旧石器時代～古墳時代 古舘明廣　編・著 岩崎書店 210
奈良時代～平安時代 古舘明廣　編・著 岩崎書店 210
鎌倉時代～室町時代 古舘明廣　［ほか］編・著 岩崎書店 210
安土桃山時代～江戸時代 古舘明廣　［ほか］編・著 岩崎書店 210
明治時代～現代 古舘明廣　編・著 岩崎書店 210
旧石器・縄文・弥生・古墳時代 佐藤和彦　監修 あかね書房 210
飛鳥・奈良・平安時代 佐藤和彦　監修 あかね書房 210
鎌倉・南北朝時代 佐藤和彦　監修 あかね書房 210
室町・戦国・安土桃山時代 佐藤和彦　監修 あかね書房 210
江戸時代前期 佐藤和彦　監修 あかね書房 210
江戸時代後期 佐藤和彦　監修 あかね書房 210
明治・大正・昭和・平成時代 佐藤和彦　監修 あかね書房 210
おいしい料理をつくってみよう 検見崎聡美　著 あかね書房 596
みんなでおいしいイベント料理 渡辺有子　著 あかね書房 596
いろんな国のおいしい料理 枝元なほみ　著 あかね書房 596
あまくておいしいお菓子がいっぱい 脇雅世　著 あかね書房 596



日本の淡水魚 木村 義志 監修 学研 487
日本の淡水魚 木村 義志 監修 学研 487
日本の淡水魚 木村 義志 監修 学研 487
日本の淡水魚 木村 義志 監修 学研 487
日本の淡水魚 木村 義志 監修 学研 487
日本の淡水魚 木村 義志 監修 学研 487
日本の淡水魚 木村 義志 監修 学研 487
日本の淡水魚 木村 義志 監修 学研 487
日本の淡水魚 木村 義志 監修 学研 487
日本の淡水魚 木村 義志 監修 学研 487
日本の淡水魚 木村 義志 監修 学研 487
日本の海水魚 木村 義志 著 学研 487
日本の野草 矢野 亮 監修 学研 470
日本の野草 矢野 亮 監修 学研 470
日本の野草 矢野 亮 監修 学研 470
日本の野鳥 小宮 輝之 著 学研 488
日本の桜 勝木 俊雄 著 学研 479
高山植物 大場 達之 監修 学研 471
日本の樹木 西田 尚道 監修 学研 653
花木・庭木 西田 尚道 著 学研 653
日本の海藻 千原 光雄 監修 学研 474
日本の哺乳類 小宮 輝之 著 学研 489
昆虫 学研 486
動物 学研 480
魚 学研 487
魚 学研 487
鳥 学研 488
宇宙 学研 440
恐竜 学研 457
飼育と観察 学研 480
水の生き物 学研 481
星・星座 学研 443
人のからだ 学研 491
カブトムシ・クワガタムシ 学研 486
地球・気象 学研 450
自動車・飛行機 学研 537
鉄道・船 学研 536
実験・自由研究 学研 407
大昔の動物 学研 457
魚 井田 斉 監修・執筆 小学館 487
魚 井田 斉 監修・執筆 小学館 487
魚 井田 斉 監修・執筆 小学館 487
魚 井田 斉 監修・執筆 小学館 487
魚 井田 斉 監修・執筆 小学館 487
魚 井田 斉 監修・執筆 小学館 487
魚 井田 斉 監修・執筆 小学館 487
魚 井田 斉 監修・執筆 小学館 487
魚 井田 斉 監修・執筆 小学館 487
魚 井田 斉 監修・執筆 小学館 487
たばこは全身病 少年写真新聞社 498
寒天培養 少年写真新聞社 465
たばこは全身病実験編 少年写真新聞社 498
天人女房 小澤俊夫 ほか 国立オリンピック記念青少年総合センター388
一寸法師 小澤俊夫 ほか 国立オリンピック記念青少年総合センター388
さるとかえるのもちころがし 小澤俊夫 ほか 国立オリンピック記念青少年総合センター388
子どものための日本小百科 編集：伊藤玄二郎、かまくら春秋社みずほホールディングス 31
そらとハッスルのかんじだいぼうけん さくら・らびっと 文芸社 811
しっぽのはたらき 川田健　文 福音館書店 481
ぼくにげちゃうよ マ－ガレット・Ｗ．ブラウン　ぶん ほるぷ出版 933



そらまめくんのベッド なかやみわ　さく・え 福音館書店 913
かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック　作 冨山房 930
おしいれのぼうけん 古田足日　作 童心社 913
だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子　さく・え 福音館書店 913
みんなのかお とだきょうこ　文 福音館書店 480
めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子　作 福音館書店 913
だいくとおにろく 松居直　再話 福音館書店 913
世界がみえる地図の絵本 ブライアン・デルフ　作 あすなろ書房 290
せかいのこっきえほん わらべきみか　絵 ひさかたチャイルド 288
おっきょちゃんとかっぱ 長谷川摂子　文 福音館書店 913
だんごむしそらをとぶ 松岡達英　作 小学館 913
てがみをください やましたはるお　作 文研出版 913
ペンギンたんけんたい 斉藤洋　作 講談社 913
ぽんぽん山の月 あまんきみこ　文 文研出版 913
こども語源じてん 山口佳紀　編 講談社 812
プカプカチョコレ－島 原ゆたか　著 あかね書房 913
つきのよるに いもとようこ　作・絵 岩崎書店 913
くものきれまに 木村裕一　作 講談社 913
ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい　写真・文 ポプラ社 485
絵とデザインがとくいになる 佐々木達行　指導 小学館 724
イラストがじょうずに描ける 藤子・Ｆ・不二雄　原作 小学館 726
はじめてのかり 吉田遠志　絵と文 リブリオ出版 913
さんまいのおふだ 松谷みよ子　作 童心社 913
ほしになったりゅうのきば 君島久子　再話 福音館書店 923
モチモチの木 斎藤隆介　作 岩崎書店 913
木はいいなあ ジャニス＝メイ＝ユ－ドリイ　さく 偕成社 933
とっときのとっかえっこ サリ－・ウィットマン　ぶん 童話館 933
てんぷらぴりぴり まど みちお　著 大日本図書 911
じごくのそうべえ 田島征彦　作 童心社 913
じっぽ たつみや章　作 あかね書房 913
おじいさんのハ－モニカ ヘレン・Ｖ．グリフィス　作 あすなろ書房 933
オオサンショウウオの夏 阿部夏丸　著 佼成出版社 913
だだずんじゃん 川崎洋　詩 いそっぷ社 911
クローディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバ－グ　作 岩波書店 933
月夜のみみずく ジェイン＝ヨ－レン　詩 偕成社 933
ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス　作 岩波書店 933
レイチェル・カ－ソン ジンジャ－・ワズワ－ス　著 偕成社 289
絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川達雄　文 福音館書店 460
マザー・テレサへの旅 寮美千子　文・写真 学習研究社 913
川は生きている 富山和子　著 講談社 517
ぽっぺん先生の日曜日 舟崎克彦　著 筑摩書房 913
ビッグバンのてんじくネズミ 石井睦美　作 文渓堂 913
おじいさんのランプ 新美南吉　作 岩崎書店 913
絵本玉虫厨子の物語 平塚武二　作 童心社 913
肥後の石工 今西祐行　作 岩波書店 913
歯みがきつくって億万長者 ジ－ン・メリル　作 偕成社 933
川のいのち 立松和平　文 くもん出版 913
三つのオレンジ 剣持弘子　文 偕成社 973
山のいのち 立松和平作 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 913
街のいのち 立松和平文 くもん出版 913
田んぼのいのち 立松和平文 くもん出版 913
きまぐれﾛﾎﾞｯﾄ 星新一作 理論社 913
封神演義 許仲琳著 偕成社 923
封神演義 許仲琳著 偕成社 923
封神演義 許仲琳著 偕成社 923
教えて!21世紀星空探検隊 藤井旭著 偕成社 443
4年生の理科実験 佐藤正彦執筆 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 407
ﾐﾐｽﾞのふしぎ 皆越ようせい写真･文 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 483
草のちからたねのふしぎ おくやまひさし 偕成社 470



ことばのえほんあいうえお 五味太郎作 絵本館 913
ﾄｯｹﾋﾞのこんぼう ﾁｮﾝ･ﾁｬｼﾞｭﾝ文 平凡社 388
しろいやみのはてで きむらゆういち作 講談社 913
ﾁｬﾚﾝｼﾞ!学校ｸｲｽﾞ王101 横山験也著 ほるぷ出版 798
SFｾﾚｸｼｮﾝ 赤木かん子編 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 908
SFｾﾚｸｼｮﾝ 赤木かん子編 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 908
SFｾﾚｸｼｮﾝ 赤木かん子編 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 908
SFｾﾚｸｼｮﾝ 赤木かん子編 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 908
SFｾﾚｸｼｮﾝ 赤木かん子編 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 908
SFｾﾚｸｼｮﾝ 赤木かん子編 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 908
SFｾﾚｸｼｮﾝ 赤木かん子編 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 908
ｽﾄﾘｰﾄﾁﾙﾄﾞﾚﾝを見つめる 石原尚子著 ほるぷ出版 329
沙漠にﾎﾟﾌﾟﾗを植える 石原尚子著 ほるぷ出版 329
地雷をとりのぞく 石原尚子著 ほるぷ出版 329
学校をつくる 石原尚子著 ほるぷ出版 329
エイズにたちむかう 石原尚子著 ほるぷ出版 329
光村の国語調べて､まとめて､ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 工藤直子監修 光村教育図書 807
三国志 三田村信行文 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 923
三国志 三田村信行文 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 923
三国志 三田村信行文 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 923
三国志 三田村信行文 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 923
三国志 三田村信行文 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 923
冒険のはじまりしとき ﾀﾓﾗ･ﾋﾟｱｽ作 PHP研究所 933
女神に守られて ﾀﾓﾗ･ﾋﾟｱｽ作 PHP研究所 933
砂漠を駆けぬける女 ﾀﾓﾗ･ﾋﾟｱｽ作 PHP研究所 933
伝説の宝石 ﾀﾓﾗ･ﾋﾟｱｽ作 PHP研究所 933
はかってわかる!おどろき大百科 瀧上豊監修 文研出版 501
ﾛｰﾃｨｰﾝのための食育２ 藤沢良知監修 小峰書店 498
みんなでつくるｱｲﾃﾞｱ工作 滝口明治著 金の星社 750
みんなでつくるｱｲﾃﾞｱ工作 滝口明治著 金の星社 750
みんなでつくるｱｲﾃﾞｱ工作 滝口明治著 金の星社 750
冒険ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ名作選１ ｺﾅﾝ･ﾄﾞｲﾙ作 岩崎書店 930
冒険ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ名作選２ ｴﾄﾞｶﾞｰ･R.ﾊﾞﾛｰｽﾞ作 岩崎書店 930
冒険ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ名作選３ ﾋｭｰｺﾞｰ･ｶﾞｰﾝｽﾞﾊﾞｯｸ作 岩崎書店 930
冒険ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ名作選４ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ･ﾍﾞﾘﾔｰｴﾌ作 岩崎書店 930
冒険ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ名作選５ ﾚｲ･ｶﾐﾝｸﾞｽ作 岩崎書店 930
冒険ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ名作選 ﾛﾊﾞｰﾄ･C.ｼｪﾘﾌ作 岩崎書店 930
冒険ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ名作選 ﾏﾚｲ･ﾗｲﾝｽﾀｰ作 岩崎書店 908
冒険ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ名作選８ ｴﾄﾞﾓﾝﾄﾞ･ﾊﾐﾙﾄﾝ作 岩崎書店 930
冒険ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ名作選９ ｻﾑ･ﾏｰｳｨﾝ･ｼﾞｭﾆｱ作 岩崎書店 930
冒険ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ名作選 ｱｲｻﾞｯｸ･ｱｼﾓﾌ作 岩崎書店 930
栗林さんの虫めがね 栗林慧著 ﾌﾚｰﾍﾞﾙ館 486
栗林さんの虫めがね 栗林慧著 ﾌﾚｰﾍﾞﾙ館 486
栗林さんの虫めがね 栗林慧著 ﾌﾚｰﾍﾞﾙ館 486
栗林さんの虫めがね 栗林慧著 ﾌﾚｰﾍﾞﾙ館 486
ワタの絵本 ひびあきら　へん 農山漁村文化協会 618
ダイコンの絵本 ささきひさし　へん 農山漁村文化協会 626
ホウレンソウの絵本 かがわあきら　へん 農山漁村文化協会 626
小学事典高学年理科 教学研究社 30
あやかし修学旅行 はやみねかおる　作 講談社 913
パスワ－ド地下鉄ゲーム 松原秀行　作 講談社 913
環境や福祉、安全を守るマーク・記号 太田幸夫　監修 学習研究社 30
お米の歴史を調べよう！ 保岡孝之　監修 ポプラ社 616
水たまりおじさん レイモンド・ブリッグズ　作 ＢＬ出版 933
もりのオンステージ 角野栄子　作 文溪堂 913
ゆうたのオオムラサキ ふりやかよこ　著 文研出版 913
ぼくんちカレーライス つちだのぶこ　作 佼成出版社 913
はなくそ アラン・メッツ　さく パロル舎 953
スタートライン 原夏美　著 講談社 913



じゃんけん むらいきくこ　作・絵 岩崎書店 913
おじいちゃんの木 内田麟太郎　ぶん 佼成出版社 913
自然のかくし絵 矢島稔　作 偕成社 486
わたしの庭 今森光彦　写真・文 クレヨンハウス 748
震度７ 松岡達英　文・絵 ポプラ社 914
がっこうのうた ねじめ正一　作 偕成社 911
だるまのマーくんとはいたのおばけ 小沢正　作 ポプラ社 913
心をそだてる子ども歳時記１２か月 講談社 386
こいぬのこん 松成真理子　著 学習研究社 913
ダーチャのいのり 木崎さと子　文 女子パウロ会 913
見えなくてもだいじょうぶ？ フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク　作あかね書房 378
ドラゴンだいかんげい？ デイヴィッド・ラロシェル　文 徳間書店 933
パパがサーカスと行っちゃった エットガール・キャロット　文 評論社 929
ふつうに学校にいくふつうの日 コリン・マクノートン　文 小峰書店 933
まてまてー！ 宮西達也　作・絵 金の星社 913
わにのスワニ－　１ 中川ひろたか　作 講談社 913
わにのスワニ－　２ 中川ひろたか　作 講談社 913
わにのスワニ－　３ 中川ひろたか　作 講談社 913
わにのスワニーなぞなぞえほん 中川ひろたか　作 講談社 913
いっきょくいきまぁす 長谷川義史　さく・え ＰＨＰ研究所 913
歯がぬけた 中川ひろたか　作 ＰＨＰ研究所 913
うえへまいりまぁす 長谷川義史　さく・え ＰＨＰ研究所 913
まんぷくでぇす 長谷川義史　さく・え ＰＨＰ研究所 913
きっずジャポニカ 小学館 31
シエラレオネ 山本敏晴　著・写真 アートン 369
あっちゃんあがつく さいとうしのぶ　さく リ－ブル 913
しりとりしましょ！ さいとうしのぶ　作 リーブル 913
うぁー、すごーい 旭川市旭山動物園　監修 エムジーコーポレーション 480
ねこと友だち いとうひろし　さく 徳間書店 913
きゃああああああああクモだ！ リディア・モンクス　さく 評論社 933
はるだもんね 木曽秀夫　作・絵 文溪堂 913
ペドロの作文 アントニオ・スカルメタ　文 アリス館 960
月子 新井満　作・絵 ＰＨＰ研究所 913
へんしんでんしゃデンデコデーン みやもとただお　作・絵 あかね書房 913
おはなしぽっちり　ふゆ もりやまみやこ　さく 小峰書店 913
みつばち 丘修三　作 くもん出版 913
福の神になった少年 丘修三　作 佼成出版社 913
クリスマスをめぐる７つのふしぎ 斉藤洋　作 理論社 913
源平の風 斉藤洋　作 偕成社 913
蒙古の波 斉藤洋　作 偕成社 913
洛中の火 斉藤洋　作 偕成社 913
戦国の雲 斉藤洋　作 偕成社 913
ポケット詩集 田中和雄　編 童話屋 911
ポケット詩集　２ 田中和雄　編 童話屋 911
マザー・テレサ 綾野まさる　作 ハート出版 289
ポケット詩集　３ 田中和雄　編 童話屋 911
エラゴン クリストファー・パオリーニ　著 ソニー・マガジンズ 933
エルデスト　上 クリストファー・パオリーニ　著 ソニー・マガジンズ 933
エルデスト　下 クリストファー・パオリーニ　著 ソニー・マガジンズ 933
ユウキ 岸川悦子　著 ポプラ社 916
齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学６年生齋藤孝　編 講談社 913
齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学５年生齋藤孝　編 講談社 913
齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学４年生齋藤孝　編 講談社 913
齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学３年生齋藤孝　編 講談社 913
齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学生のためのわらい話齋藤孝　編 講談社 913
聖剣と海の大蛇 メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 933
やさしいゆきだるま フランチェスカ・シュティッヒ　作 ひくまの出版 943
ねっこぼっこ ジビュレ・フォン・オルファース　作平凡社 943
里の春、山の春 新美南吉　作 にっけん教育出版社 913



ぜつぼうの濁点 原田宗典　作 教育画劇 913
ＳＯＳ、あやうし空の王さま号 ラッセル・Ｅ．エリクスン　作 評論社 933
わらうおばけザクロ 木暮正夫 岩崎書店 913
のろいのタロットカード 木暮正夫 岩崎書店 913
虫たちの身をまもる力 松山史郎 大日本図書 486
さんびきめのかいじゅう デビッド・マッキー 光村教育図書 933
さかさのこもりくん あきやまただし 教育画劇 913
いすがにげた 森山京 ポプラ社 913
あなたをずっとずっとあいしてる 宮西達也 ポプラ社 913
まほういろのえのぐ つちだよしはる 金の星社 913
わたしたち手で話します フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク あかね書房 378
いのくまさん 猪熊弦一郎 小学館 723
おじいちゃんのごくらくごくらく 西本鶏介 鈴木出版 913
わたしの足は車いす フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク あかね書房 378
ダイヤモンドより平和がほしい 後藤健二 汐文社 302
ジャックのあたらしいヨット サラ・マクメナミー ＢＬ出版 933
黒いトノサマバッタ 矢島稔 偕成社 486
ホタルが教えてくれたこと 矢島稔 偕成社 486
チョウとガのふしぎな世界 矢島稔 偕成社 486
樹液をめぐる昆虫たち 矢島稔 偕成社 486
人体絵本 ジュリアーノ・フォルナーリ ポプラ社 491
食品表示の見方・生かし方 増尾清 農山漁村文化協会 498
りっぱなおおかみになりたい屋 中島和子 ポプラ社 913
子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津実 偕成社 916
恐竜の谷の大冒険 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
女王フュテピのなぞ メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
アマゾン大脱出 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
マンモスとなぞの原始人 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
ＳＯＳ！海底探険 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
サバンナ決死の横断 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
ポンペイ最後の日 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
古代オリンピックの奇跡 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
ジャングルの掟 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
戦場にひびく歌声 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
夜明けの巨大地震 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
愛と友情のゴリラ メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
ハワイ、伝説の大津波 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
ドラゴンと魔法の水 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
幽霊城の秘宝 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
恋のおまもり 岡信子 岩崎書店 913
魔女にハートをねらわれた！ 岡信子 岩崎書店 913
気になる、あいつ 岡信子 岩崎書店 913
守護霊様の恋 岡信子 岩崎書店 913
初恋は雨のにおい 岡信子 岩崎書店 913
イラスト版＊からだあそび 羽崎泰男 合同出版 781
ぼくのお姉さん 丘修三 偕成社 913
マザー・テレサ 岸田恋 コミックス 289
オオカミと氷の魔法使い メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
若おかみは小学生！ 令丈ヒロ子 講談社 913
若おかみは小学生！Ｐａｒｔ7 令丈ヒロ子 講談社 913
若おかみは小学生！Ｐａｒｔ8 令丈ヒロ子 講談社 913
ゴースト館の謎 あさのあつこ 講談社 913
怪盗ファントム＆ダークネスＥＸ－ＧＰ（エクスプローラー・グランプリ）1藤野恵美 ジャイブ 913
怪盗ファントム＆ダークネスＥＸ－ＧＰ（エクスプローラー・グランプリ）2藤野恵美 ジャイブ 913
怪盗ファントム＆ダークネスＥＸ－ＧＰ（エクスプローラー・グランプリ）3藤野恵美 ジャイブ 913
アクエルタルハ　2 風野潮 ジャイブ 913
アクエルタルハ　3 風野潮 ジャイブ 913
妖怪アパートの幽雅な日常１ 香月日輪 講談社 913
妖怪アパートの幽雅な日常２ 香月日輪 講談社 913



妖怪アパートの幽雅な日常３ 香月日輪 講談社 913
妖怪アパートの幽雅な日常４ 香月日輪 講談社 913
妖怪アパートの幽雅な日常５ 香月日輪 講談社 913
あらしのよるに 木村 裕一 作 講談社 913
盲導犬フロックスとの旅 福沢 美和 著 偕成社 916
きいろいばけつ もりやま みやこ 作 あかね書房 913
水仙月の四日 宮沢 賢治 作 偕成社 913
あき　みつけた ヤン・クドラチェク 絵 日本基督教団出版局 989
いいことってどんなこと 神沢 利子 さく 福音館書店 913
ありがとうのきもち 柴田 愛子 文 ポプラ社 913
ありがとうのき 矢崎 節夫 作 教育画劇 913
チャリコロ 宇治　勲 佼成出版 913
わたしののうとあなたのこころ かこ さとし 〔作〕 童心社 491
ようこそ！ラッコたち 中島 将行 文と写真 大日本図書 489
休みの日　友だちと　１日を楽しめる室内あそび日本レクリエーション協会 監修 学研 798
もうどうけんドリーナ 土田 ヒロミ さく 福音館書店 378
おこりじぞう 山口 勇子 原作 金の星社 913
ウミガメと少年 野坂　昭如 講談社 913
すべての子どもたちのために キャロライン・キャッスル　文 ほるぷ出版 369
絵で読む広島の原爆 那須 正幹 文 福音館書店 210
探検　リサイクル工場 ポプラ社 519
ジェミーとペッグ 有馬もと 福音館 378
チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード・アーディゾーニ　作 福音館書店 933
あのね、わたしのたからものはね ユードリイ　さく 偕成社 933
ランパンパン マギ－・ダフ　さいわ 評論社 388
どうぶつはいくあそび きしだえりこ　作 のら書店 913
どうぶつはやくちあいうえお きしだえりこ　作 のら書店 913
ムッシュ・ムニエルのサ－カス 佐々木マキ　作 絵本館 913
せなかをとんとん 最上一平　作 ポプラ社 913
こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子　文 童心社 913
くまの子ウ－フ 神沢利子　作 ポプラ社 913
おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにしたつや　作・絵 鈴木出版 913
やまなしもぎ 平野直　再話 福音館書店 913
びんぼうがみとふくのかみ 大川悦生　作 ポプラ社 388
はなさかじい 松谷みよ子　文 フレーベル館 913
ピ－タ－のいす エズラ・ジャック・キ－ツ　さく 偕成社 933
はなをくんくん ルース・クラウス　ぶん 福音館書店 933
ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム　さく ほるぷ出版 933
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－ラ－出版 993
いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・リー・バートン　ぶん・え福音館書店 933
青いかいじゅうと赤いかいじゅう デイビット・マッキ－　作 ア－ニ出版 933
なぞなぞあそびうたⅡ 角野栄子　さく のら書店 911
絵本ことばあそび 五味太郎　作 岩崎書店 807
はたけのともだち 田島征三　作 童心社 911
１４ひきのおつきみ いわむらかずお　さく 童心社 913
こんこんさまにさしあげそうろう 森はな　さく ＰＨＰ研究所 913
きつねのおきゃくさま あまんきみこ　ぶん サンリ－ド 913
だいこんどのむかし 渡辺節子　ぶん ほるぷ出版 913
かにむかし 木下順二　文 岩波書店 913
いっすんぼうし いしいももこ　ぶん 福音館書店 913
いちねんせい 谷川俊太郎　著 小学館 911
おおかみと七ひきのこやぎ グリム　さく 福音館書店 943
ねずみのすもう 大川悦生　作 ポプラ社 388
うらしまたろう 松谷みよ子　文 偕成社 913
世界のむかしばなし 瀬田貞二　訳 のら書店 388
日本のむかしばなし 瀬田貞二　文 のら書店 388
ありがとうをわすれると 山下明生　作 学習研究社 913
となりのまじょのマジョンナさん ノ－マン・ブリッドウェル　さく 偕成社 933
ベンジャミンのたからもの ガ－ス・ウイリアムズ　作 あすなろ書房 933



かんちがい 吉田遠志　絵と文 リブリオ出版 913
どうぶつえんガイド あべ弘士　さく・え 福音館書店 480
たんぽぽ 甲斐信枝　作・絵 金の星社 479
はがぬけたらどうするの？ セルビ－・ビ－ラ－　文 フレ－ベル館 933
ペレのあたらしいふく エルサ・ベスコフ　さく・え 福音館書店 949
火よう日のごちそうはひきがえる ラッセル・Ｅ・エリクソン　作 評論社 933
びりっかすの神さま 岡田淳　作・絵 偕成社 913
１００万回生きたねこ 佐野洋子　作・絵 講談社 913
魔女のたまご マデライン・エドモンドソン　作 あかね書房 933
ポリ－とはらペこオオカミ キャサリン・スト－　作 岩波書店 933
ペニ－さん マリ－・ホ－ル・エッツ　作・絵 徳間書店 933
世界でいちばんやかましい音 ベンジャミン・エルキン　作 こぐま社 933
ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ　作 あかね書房 913
かくれ山の冒険 富安陽子　作・画 ＰＨＰ研究所 913
魔女学校の転校生 ジル・マ－フィ　作・絵 評論社 933
魔女学校、海へいく ジル・マ－フィ　作・絵 評論社 933
どじ魔女ミルの大てがら ジル・マ－フィ　作・絵 評論社 933
ウォートンのとんだクリスマス・イブ ラッセル・Ｅ．エリクソン　作 評論社 933
１４ひきのひっこし いわむらかずお　さく 童心社 913
１４ひきのやまいも いわむらかずお　さく 童心社 913
１４ひきのさむいふゆ いわむらかずお　さく 童心社 913
１４ひきのぴくにっく いわむらかずお　さく 童心社 913
１４ひきのせんたく いわむらかずお　さく 童心社 913
１４ひきのあきまつり いわむらかずお　さく 童心社 913
１４ひきのこもりうた いわむらかずお　さく 童心社 913
１４ひきのかぼちゃ いわむらかずお　さく 童心社 913
１４ひきのとんぼいけ いわむらかずお　さく 童心社 913
口で歩く 丘修三　作 小峰書店 913
狐 新美南吉　作 偕成社 913
ドクトル・ムッシ－の昆虫おもしろふしぎ探検記矢島稔　文 小学館 486
雑木林のコレクション 今森光彦　著 フレ－ベル館 452
介助犬タ－シャ 大塚敦子　写真・文 小学館 369
のれたよ、のれたよ、自転車のれたよ 井上美由紀　文 ポプラ社 916
世界の子どもたち バ－ナバス・キンダスリ－ アナベル・キンダスリ－　編ほるぷ出版 360
ちいさくなったパパ ウルフ・スタルク　作 小峰書店 949
弟の戦争 ロバート・ウェストール　作 徳間書店 933
ふしぎふにゃふにゃフランケン 立花尚之介　作・絵 岩崎書店 913
食べもの記 森枝卓士　著 福音館書店 383
クジラと少年の海 小島曠太郎　著 理論社 913
ナヌークの贈りもの 星野道夫　写真・文 小学館 489
ファ－ブルの夏ものがたり マ－ガレット・Ｊ．アンダ－ソン　作くもん出版 933
悲劇の少女アンネ シュナ－ベル　著 偕成社 289
マチルダはちいさな大天才 ロアルド・ダ－ル　作 評論社 933
ザ・ビ－トルズ 広田寛治　著 講談社 289
わらしべ長者 木下順二　作 岩波書店 388
はたらく自動車ずかん 高島鎮雄　監修 成美堂出版 537
こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コ－ル　文 福音館書店 489
しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ　さく 福音館書店 989
しんせつなともだち 方軼羣　作 福音館書店 923
おかあさんだいすき マージョリー・フラック　文・絵 岩波書店 933
くわずにょうぼう 稲田和子　再話 福音館書店 913
おむすびまんとぬるぬるおばけ やなせ　たかし フレーベル館 913
おむすびまんとわんにゃーせんそう やなせ　たかし フレーベル館 913
竜の巣 富安陽子　作 ポプラ社 913
ぼくの・トモダチのつくりかた さとうまきこ　作 ポプラ社 913
ウミガメの旅 香原知志　著 ポプラ社 487
ねこじゃら商店へいらっしゃい 富安陽子　作 ポプラ社 913
カメをつって考えた 阿部夏丸　作 旺文社 913
鬼の橋 伊藤遊　作 福音館書店 913



おーい　ぽぽんた 茨木のり子　［ほか］編 福音館書店 911
おーい　ぽぽんた 大岡信　著 福音館書店 911
女優オードリー・ヘップバーン 古屋美登里　著 理論社 289
レ－ナ・マリア レ－ナ・マリア　著 小学館 289
バッテリ－Ⅱ あさのあつこ　作 教育画劇 913
バッテリ－Ⅲ あさのあつこ　作 教育画劇 913
バッテリ－Ⅳ あさのあつこ　作 教育画劇 913
バッテリーⅤ あさのあつこ　作 教育画劇 913
バッテリーⅥ あさのあつこ　作 教育画劇 913
お米ができるまで・届くまで ポプラ社 616
お米ってどんな植物だろう？ ポプラ社 616
学校でお米をつくろう！ ポプラ社 616
お米をおいしく食べよう！ ポプラ社 616
障害をもつ人といっしょに 田中ひろし　著 岩崎書店 369
お年よりといっしょに 田中ひろし　著 岩崎書店 369
病気の人といっしょに 高原綾子・田中ひろし　著 岩崎書店 369
外国からきた人といっしょに 稲葉茂勝　著 岩崎書店 369
もっと調べよう福祉ボランティア 田中ひろし　著 岩崎書店 369
草のちからたねのふしぎ おくやまひさし　作 偕成社 470
和歌・俳句と百人一首 井関義久　監修 学習研究社 911
バスケットボール 学習研究社 783
人・動物・植物・自然・食べ物 村越愛策　監修 あかね書房 801
乗り物・施設・用品・しるし・文字 村越愛策　監修 あかね書房 801
まんがで学習ことわざ事典　１ 吉田ゆたか　著 あかね書房 814
まんがで学習ことわざ事典２ 吉田ゆたか　著 あかね書房 814
まんがで学習ことわざ事典　３ 吉田ゆたか　著 あかね書房 814
まんがで学習ことわざ事典　４ 吉田ゆたか　著 あかね書房 814
まんがで学習ことわざ事典　５ 吉田ゆたか　著 あかね書房 814
救助犬ベア スコット・シールズ ナンシー・Ｍ．ウェスト　著金の星社 936
サングラスをかけた盲導犬 手島悠介　作 岩崎書店 913
おおきくなったらなりたいなあ かこさとし　絵・文 ポプラ社 913
ル－ルをまもろう！こうつうあんぜん さくらももこ　原作 金の星社 369
きをつけよう！ゆうかい・まいご さくらももこ　原作 金の星社 369
ほら、あぶないよ！けが・やけど さくらももこ　原作 金の星社 369
どうしたらいいの？じしん・かじ さくらももこ　原作 金の星社 369
動物の生態図鑑 学習研究社 487
きんきゅう自動車 海老原宜男　監修 国土社 537
パワフル自動車 海老原宜男　監修 国土社 537
いろいろな自動車 海老原宜男　監修 国土社 537
身近な自動車 海老原宜男　監修 国土社 537
自動車なんでも百科 海老原宜男　監修 国土社 537
どうぶつ 今泉忠明　監修　近野十志夫　文・編集学習研究社 480
みずのいきもの 近野十志夫　文・編集 学習研究社 487
とり 近野十志夫　文・編集 学習研究社 488
動物超・びっくりパワー 今泉忠明　監修・著 旺文社 489
鳥 今泉忠明　監修・著 旺文社 488
植物 大場秀章　監修・著 旺文社 470
ふだんの生活のマナー 峰村良子　作・絵 偕成社 385
食事のマナー 峰村良子　作・絵 偕成社 385
でかけるときのマナー 峰村良子　作・絵 偕成社 385
おつきあいのマナー 峰村良子　作・絵 偕成社 385
１２か月・行事のマナー 峰村良子　作・絵 偕成社 385
ばいきんがっこう きむらゆういち　作 偕成社 913
おばあさんの飛行機 佐藤さとる　作 偕成社 913
アフリカの音 沢田としき　作・絵 講談社 913
アジア！イチャリバ、チョ－デ－ 大貫美佐子　文 光村教育図書 913
とらねことじいちゃん 梅田俊作　作・絵 ポプラ社 913
笛ふきイワ－ヌシカ ミハイル・ブラ－トフ　再話 偕成社 973
まるいちきゅうのまるいちにち エリック・カ－ル　［ほか］作 童話屋 913



龍の子太郎 松谷みよ子　著 講談社 913
こころの花たば 城谷英男　さく・え ＰＨＰ研究所 913
しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ　編 富山房 911
いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川俊太郎　文 福音館書店 360
チョコレ－ト戦争 大石真　作 理論社 913
ロックフォ－ル団のねずみたち サンディ・クリフォ－ド　作・絵 徳間書店 933
マクブル－ムさんのすてきな畑 Ｓ．フライシュマン　作 あかね書房 933
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 253
金色の雲になったトラ つかごし　つねじ 小峰書房 913
ちのけがヒクヒクばけもの話 木暮 正夫 文 岩崎書店 388
トマトの絵本 もり としひと へん 農山漁村文化協会 626
ナスの絵本 やまだ きよし へん 農山漁村文化協会 626
トウモロコシの絵本 とざわ ひでお へん 農山漁村文化協会 616
関西大震災 朝日新聞社 369
小学生のまんが百人一首辞典 神作 光一 監修 学研 911
小学生のまんが俳句辞典 藤井 圀彦 監修 学研 911
小学生のまんが漢字辞典 加納 喜光 監修 学研 811
小学生のまんが語源辞典 金田一 春彦 監修 学研 812
さびしくないよ 牧野節子 岩崎書店 916
牧場のいのち 立松和平　文 くもん出版 913
やどかりのいえさがし 武田正倫　ぶん 新日本出版社 485
こんにちは、ビーバー 佐藤英治　文・写真 福音館書店 489
ハチミツドロップス 草野たき　著 講談社 913
３６５まいにちペンギン ジャン＝リュック・フロマンタル　ぶんブロンズ新社 933
クムカン山のトラたいじ 松谷みよ子　文 ほるぷ出版 388
ジャックと豆のつる 木下順二　文 ほるぷ出版 388
トム・ティット・トット 岩倉千春　文 ほるぷ出版 388
白雪姫 高津美保子　文 ほるぷ出版 388
かたあしのひよこ 水谷章三　文 ほるぷ出版 388
ノガモのうた 木島始　文 ほるぷ出版 388
こめんぶくあわんぶく 松谷みよ子　文 ほるぷ出版 388
子そだてゆうれい 桜井信夫　文 ほるぷ出版 388
ステラのえほんさがし リサ・キャンベル・エルンスト　作 童心社 933
写真記野生動物診療所 竹田津実　著 偕成社 916
角野栄子のちいさなどうわたち 角野栄子　作 ポプラ社 913
角野栄子のちいさなどうわたち 角野栄子　作 ポプラ社 913
角野栄子のちいさなどうわたち 角野栄子　作 ポプラ社 913
角野栄子のちいさなどうわたち 角野栄子　作 ポプラ社 913
角野栄子のちいさなどうわたち 角野栄子　作 ポプラ社 913
角野栄子のちいさなどうわたち 角野栄子　作 ポプラ社 913
ダレン・シャン１０ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 933
ダレン・シャン１１ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 933
ダレン・シャン１２ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 933
獣の奏者　１ 上橋菜穂子　作 講談社 913
獣の奏者　２ 上橋菜穂子　作 講談社 913
レネット 名木田恵子　作 金の星社 913
ホームランを打ったことのない君に 長谷川集平　作 理論社 913
ａｉｒ 名木田恵子　作 金の星社 913
空想科学読本１ 柳田理科雄　著 メディアファクトリー 404
空想科学読本２ 柳田理科雄　著 メディアファクトリー 404
空想科学読本３ 柳田理科雄　著 メディアファクトリー 404
空想科学読本４ 柳田理科雄　著 メディアファクトリ－ 404
空想科学読本５ 柳田理科雄　著 メディアファクトリー 404
いのこのまつり 谷真介　文 佼成出版社 388
へそのお 中川ひろたか　作 ＰＨＰ研究所 913
カムイチェプ神の魚 小林陽子　作 新日本出版社 913
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　文 朔北社 933
まんげつのよるに 木村裕一　作 講談社 913
一億百万光年先に住むウサギ 那須田淳　作 理論社 913



世界一おいしい火山の本 林信太郎　著 小峰書店 453
勉強なんてカンタンだ！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 159
カッコよく生きてみないか！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 159
そんな友だちなら、いなくたっていいじゃないか！齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 159
頭がよくなる必殺！読書術 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 159
家族はチームだもっと会話をしろ！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 159
心をきたえる痛快！言いわけ禁止塾 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 159
圧勝！受験なんてヘッチャラだ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 159
キミは日本のことを、ちゃんと知っているか！齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 159
絶対うまくいく魔法のじゅもん「心・技・体」！齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 159
「好きです。」コクるかコクらないか、それが問題だ！齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 159
最終指令ミッション！パッション！ハイテンション！！齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 159
魔女がいっぱい ロアルド・ダ－ル　作 評論社 933
プラネタリウム 梨屋アリエ　著 講談社 913
ぼくのつくった魔法のくすり ロアルド・ダール　著 評論社 933
こちらゆかいな窓ふき会社 ロアルド・ダ－ル　作 評論社 933
トモ、ぼくは元気です 香坂直　著 講談社 913
魔法のゆび ロアルド・ダール　著 評論社 933
ラスト・イニング あさのあつこ　作 角川書店 913
十二歳 椰月美智子　著 講談社 913
消えたモートンとんだ大そうさく ラッセル・Ｅ・エリクソン　作 評論社 933
ゆうひのしずく あまんきみこ　ぶん 小峰書店 913
動物の寿命 増井光子　監修 素朴社 480
ランプの精リトル・ジーニー　５ ミランダ・ジョーンズ　作 ポプラ社 933
忍剣花百姫伝　４ 越水利江子　作 ポプラ社 913
ベネチアと金のライオン メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
若おかみは小学生！ｐａｒｔ９ 令丈ヒロ子 講談社 913
妖怪アパートの幽雅な日常６ 香月日輪 講談社 913
アラビアの空飛ぶ魔法 メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 933
世界一、きみが好き 岡信子 岩崎書店 913
ライバルは幽霊？ 岡信子 岩崎書店 913
貝がらハートの恋心 岡信子 岩崎書店 913
水色のメモ帳 岡信子 岩崎書店 913
出さなかったラブレター 岡信子 岩崎書店 913
佐賀のがばいばあちゃん 島田洋七 徳間書店 913
がばいばあちゃんの笑顔で生きんしゃい！ 島田洋七 徳間書店 913
がばいばあちゃんの勇気がわく５０の言葉 島田洋七 徳間書店 159
忍剣花百姫伝1 越水利江子 ポプラ社 913
忍剣花百姫伝2 越水利江子 ポプラ社 913
忍剣花百姫伝3 越水利江子 ポプラ社 913
怪盗ファントム＆ダークネスＥＸ－ＧＰ（エクスプローラー・グランプリ）4藤野恵美 ジャイブ 913
若おかみは小学生！ｐａｒｔ　１０ 令丈ヒロ子 講談社 913
日本人のしきたり 飯倉晴武 青春出版社 386
不動心 松井秀喜 新潮社 783
わたしのあかちゃん 澤口たまみ 福音館書店 599
車いすのパティシエ ニッポン放送『うえやなぎまさひこのサプライズ！』ニッポン放送 914
おむすびまんとアングリラ やなせたかし フレーベル館 913
おむすびまんとたまごひめ やなせたかし フレーベル館 913
動物の大常識 佐々木聖 ポプラ社 480
からだの大常識 山内ススム ポプラ社 491
恐竜の大常識 西川寛 ポプラ社 457
昆虫の大常識 山内ススム ポプラ社 486
天気の大常識 吉田忠正 ポプラ社 451
宇宙の大常識 安延尚文 ポプラ社 440
地球の大常識 久保田曉 ポプラ社 450
植物の大常識 大地佳子 ポプラ社 470
地震の大常識 佐々木ときわ ポプラ社 453
イヌの大常識 合津玲子 ポプラ社 645
ノーベル賞の大常識 青木一平 ポプラ社 377



オリンピックの大常識 大野益弘 ポプラ社 780
妖怪の大常識 日野日出志 ポプラ社 388
乗りものの大常識 山内ススム ポプラ社 536
発明・発見の大常識 青木一平 ポプラ社 507
数（かず）の大常識 笠原秀 ポプラ社 410
忍者の大常識 栗田芽生 ポプラ社 789
まんが・アニメの大常識 おかだえみこ ポプラ社 726
サッカーの大常識 吉田昭彦 ポプラ社 783
ランプの精リトル・ジーニー2 ミランダ・ジョーンズ ポプラ社 933
ランプの精リトル・ジーニー3 ミランダ・ジョーンズ ポプラ社 933
ランプの精リトル・ジーニー4 ミランダ・ジョーンズ ポプラ社 933
食と健康 豊川裕之 ポプラ社 498
ローティーンのための食育1 藤沢良知 小峰書店 498
ローティーンのための食育2 藤沢良知 小峰書店 498
ローティーンのための食育3 藤沢良知 小峰書店 498
ローティーンのための食育4 藤沢良知 小峰書店 498
きみはほんとうにステキだね 宮西達也 ポプラ社 913
おれはティラノサウルスだ 宮西達也 ポプラ社 913
こわいドン 武田美穂 理論社 913
落語を生んだ江戸の笑い話・こわい話1 加納一朗 学習研究社 913
落語を生んだ江戸の笑い話・こわい話2 加納一朗 学習研究社 913
落語を生んだ江戸の笑い話・こわい話3 加納一朗 学習研究社 913
落語を生んだ江戸の笑い話・こわい話4 加納一朗 学習研究社 913
落語を生んだ江戸の笑い話・こわい話5 加納一朗 学習研究社 913
落語を生んだ江戸の笑い話・こわい話6 加納一朗 学習研究社 913
千の風になって 新井満 理論社 913
うさぎのおいしい食べ方 きむらゆういち 講談社 913
テツガクうさぎに気をつけろ きむらゆういち 講談社 913
おばあちゃんの和の知恵1 秋山滋 汐文社 590
おばあちゃんの和の知恵3 秋山滋 汐文社 590
モンゴル恐竜調査の夢 林原自然科学博物館準備室 山陽新聞社 457
平和の種をまく 大塚敦子　写真・文 岩崎書店 375
きな子とあそぼ！ 長谷川弓子 ジュリアン 790
きな子がいく！ ジュリアン　編 ジュリアン 916
ライオンとねずみ 岩崎書店 388
今日からは、あなたの盲導犬 日野多香子　文 岩崎書店 360
ピラミッドのひみつ たかしよいち　原作 理論社 209
ミイラと墓どろぼう たかしよいち　原作 理論社 209
なぞの少年王ツタンカ－メン たかしよいち　原作 理論社 209
まぼろしの王国トロイア たかしよいち　原作 理論社 209
よみがえる黄金の宝 たかしよいち　原作 理論社 209
ジャングルにきえたマヤ たかしよいち　原作 理論社 209
インカ帝国のひみつ たかしよいち　原作 理論社 209
ねむりからさめたミイラ たかしよいち　原作 理論社 209
日本にのこるなぞのミイラ たかしよいち　原作 理論社 209
リクエストは星の話 岡田淳　さく・え 偕成社 913
学校ウサギをつかまえろ 岡田淳　さく・え 偕成社 913
選ばなかった冒険 岡田淳　作 偕成社 913
ふしぎの時間割 岡田淳　作絵 偕成社 913
ムンジャクンジュは毛虫じゃない 岡田淳　作・絵 偕成社 913
雨やどりはすべり台の下で 岡田淳　作 偕成社 913
ようこそ、おまけの時間に 岡田淳　作・絵 偕成社 913
二分間の冒険 岡田淳　著 偕成社 913
びりっかすの神さま 岡田淳　作・絵 偕成社 913
ポアンアンのにおい 岡田淳　作・絵 偕成社 913
手にえがかれた物語 岡田淳　作・絵 偕成社 913
竜退治の騎士になる方法 岡田淳　作・絵 偕成社 913
放課後の時間割 岡田淳　作・絵 偕成社 913
ねらわれた星 星新一　作 理論社 913



宇宙のネロ 星新一　作 理論社 913
ねむりウサギ 星新一　作 理論社 913
奇妙な旅行 星新一　作 理論社 913
番号をどうぞ 星新一　作 理論社 913
赤川次郎セレクション 赤川次郎　著 ポプラ社 913
赤川次郎セレクション 赤川次郎　著 ポプラ社 913
赤川次郎セレクション 赤川次郎　著 ポプラ社 913
赤川次郎セレクション 赤川次郎　著 ポプラ社 913
赤川次郎セレクション 赤川次郎　著 ポプラ社 913
赤川次郎セレクション 赤川次郎　著 ポプラ社 913
赤川次郎セレクション 赤川次郎　著 ポプラ社 913
赤川次郎セレクション 赤川次郎　著 ポプラ社 913
赤川次郎セレクション 赤川次郎　著 ポプラ社 913
赤川次郎セレクション 赤川次郎　著 ポプラ社 913
生きるってどういうこと？ 山本直英　文 大月書店 379
子どもからおとなへ生きる 高柳美知子　文 大月書店 379
女と男ともに生きる 山本直英　文 大月書店 379
なぜ、こんなことして生きているの？ 高柳美知子　文 大月書店 379
生きていくから聞きたいこと 安達倭雅子　文 大月書店 379
おんなのこってなあに？おとこのこってなあに？ステファニ－・ワックスマン　著 福音館書店 367
サッカーキッズ物語 ヨアヒム・マザネック　作 ポプラ社 943
サッカーキッズ物語 ヨアヒム・マザネック　作 ポプラ社 943
サッカーキッズ物語 ヨアヒム・マザネック　作 ポプラ社 943
サッカーキッズ物語 ヨアヒム・マザネック　作 ポプラ社 943
サッカーキッズ物語 ヨアヒム・マザネック　作 ポプラ社 943
サッカーキッズ物語 ヨアヒム・マザネック　作 ポプラ社 943
サッカーキッズ物語 ヨアヒム・マザネック　作 ポプラ社 943
サッカーキッズ物語 ヨアヒム・マザネック　作 ポプラ社 943
サッカーキッズ物語 ヨアヒム・マザネック　作 ポプラ社 943
サッカーキッズ物語 ヨアヒム・マザネック　作 ポプラ社 943
ドラゴンラージャ イ・ヨンド　作 岩崎書店 929
ドラゴンラージャ イ・ヨンド　作 岩崎書店 929
ドラゴンラージャ イ・ヨンド　作 岩崎書店 929
ドラゴンラージャ イ・ヨンド　作 岩崎書店 929
ドラゴンラージャ イ・ヨンド　作 岩崎書店 929
ドラゴンラージャ イ・ヨンド　作 岩崎書店 929
ドラゴンラージャ イ・ヨンド　作 岩崎書店 929
ドラゴンラージャ イ・ヨンド　作 岩崎書店 929
ドラゴンラージャ イ・ヨンド　作 岩崎書店 929
ドラゴンラージャ イ・ヨンド　作 岩崎書店 929
ドラゴンラージャ イ・ヨンド　作 岩崎書店 929
ドラゴンラージャ イ・ヨンド　作 岩崎書店 929
まいご 吉田遠志　絵と文 リブリオ出版 913
おもいで 吉田遠志　絵と文 リブリオ出版 913
学校の怪談１２か月 千葉幹夫　文 リブリオ出版 913
子どもが消える公園 千葉幹夫　文 リブリオ出版 913
列車の窓にはりつく顔 千葉幹夫　文 リブリオ出版 913
壁の中のうなり声 千葉幹夫　文 リブリオ出版 913
とじこめられた霊たち 千葉幹夫　文 リブリオ出版 913
若おかみは小学生！ 令丈ヒロ子　作 講談社 913
ハードル 吉富多美 青木和雄　作 金の星社 913
ハリ－・ポッタ－と死の秘宝　７上 Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 静山社 933
ハリ－・ポッタ－と死の秘宝　７下 Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 静山社 933
パスワード悪魔の石 松原秀行　作 講談社 913
パスワードダイヤモンド作戦！ 松原秀行　作 講談社 913
リトルプリンセス バーネット　作 講談社 933
マサの留守番 宮部みゆき　作 講談社 913
忍剣花百姫伝５ 越水利江子　作 ポプラ社 913
怪盗ファントム＆ダークネスＥＸ－ＧＰ５ 藤野恵美　作 ジャイブ 913.6



怪盗クイーンの優雅な休暇 はやみねかおる　作 講談社 913.6
怪盗クイーンと魔窟王の対決 はやみねかおる　作 講談社 913.6
あさきゆめみし2 大和和紀 講談社 913
ランプの精リトル・ジーニー6 ミランダ・ジョーンズ ポプラ社 933
ランプの精リトル・ジーニー7 ミランダ・ジョーンズ ポプラ社 933
ランプの精リトル・ジーニー8 ミランダ・ジョーンズ ポプラ社 933
妖怪アパートの幽雅な日常７ 香月日輪 講談社 913
妖怪アパートの幽雅な日常８ 香月日輪 講談社 913
虚空の旅人 上橋菜穂子 偕成社 913
吸血鬼あらわる！ 楠木誠一郎 ジャイブ 913
少女海賊ユーリ 未来へのつばさ みおちづる　作永盛綾子　画 童心社 913
真犯人はそこにいる 楠木誠一郎 ジャイブ 913
透明人間あらわる！ 楠木誠一郎 ジャイブ 913
動機なき殺人者たち 楠木誠一郎 ジャイブ 913
人造人間あらわる！ 楠木誠一郎 ジャイブ 913
解かれた封印 池田美代子 岩崎書店 913
人魚のすむ町 池田美代子 岩崎書店 913
黒い森の迷路 池田美代子 岩崎書店 913
火をふく魔物 池田美代子 岩崎書店 913
光と影の戦い 池田美代子 岩崎書店 913
赤い花の精霊 池田美代子 岩崎書店 913
青き龍の秘宝 池田美代子 岩崎書店 913
白銀に光る剣 池田美代子 岩崎書店 913
なぞの黒い杖 池田美代子 岩崎書店 913
黄金に輝く月 池田美代子 岩崎書店 913
リトル・プリンセス〔１〕 ケイティ・チェイス ポプラ社 933
リトル・プリンセス〔２〕 ケイティ・チェイス ポプラ社 933
リトル・プリンセス〔３〕 ケイティ・チェイス ポプラ社 933
リトル・プリンセス〔４〕 ケイティ・チェイス ポプラ社 933
リトル・プリンセス〔５〕 ケイティ・チェイス ポプラ社 933
地球たんけんたい1 パトリシア・ローバー リブリオ出版 450
地球たんけんたい2 キャスリン・Ｗ．ゾーフェルト リブリオ出版 450
地球たんけんたい3 フランクリン・Ｍ．ブランリー リブリオ出版 450
地球たんけんたい4 フランクリン・Ｍ．ブランリー リブリオ出版 450
地球たんけんたい5 アーサー・ドロス リブリオ出版 450
地球たんけんたい6 ローマ・ガンズ リブリオ出版 450
実物大恐竜図鑑 デヴィッド・ベルゲン 小峰書店 457
ほんとのおおきさ動物園 福田豊文 学習研究社 480
まんが＊驚異の小宇宙・人体第１巻 ひきの真二 小学館 491
最後の空想科学大戦！ 柳田理科雄 ジャイブ 404
西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮社 913
タンポポのわたげ ネイチャー・プロ編集室 偕成社 479
あるひあひるがあるいていると 二宮由紀子 理論社 913
スラムダンク勝利学 辻秀一 集英社インターナショナル 726
かげ 武田美穂 理論社 913
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及川賢治 岩崎書店 913
悪魔のりんご 舟崎克彦 小学館 913
ふってきました もとしたいづみ 講談社 913
ぼくらの七日間戦争 宗田理 ポプラ社 913
ぼくらの天使ゲーム 宗田理 ポプラ社 913
ぼくらの大冒険 宗田理 ポプラ社 913
ぼくらと七人の盗賊たち 宗田理 ポプラ社 913
ぼくらのデスマッチ 宗田理 ポプラ社 913
ぼくらの秘島探険隊 宗田理 ポプラ社 913
ぼくらの（危）（ヤ）バイト作戦 宗田理 ポプラ社 913
ぼくらのＣ（クリーン）計画 宗田理 ポプラ社 913
ぼくらの修学旅行 宗田理 ポプラ社 913
ぼくらの（秘）学園祭 宗田理 ポプラ社 913
ぼくらの最終戦争 宗田理 ポプラ社 913



メダカのたまごはなぜまるい 七尾純 国土社 481
あさきゆめみし1 大和和紀 講談社 913
ガールズインティアーズ ジャクリーン・ウィルソン 著 理論社 933
ガールズインラブ ジャクリーン・ウィルソン 著 理論社 933
忍剣花百姫伝　６ 越水　利江子 著 ポプラ社 913
卒業。 豊島　ミホ 著 ジャイブ 913
ビースト・クエスト　１ アダム・ブレード 著 ゴマブックス 933
ビースト・クエスト　２ アダム・ブレード 著 ゴマブックス 933
ビースト・クエスト　３ アダム・ブレード 著 ゴマブックス 933
ビースト・クエスト　５ アダム・ブレード 著 ゴマブックス 933
ビースト・クエスト　６ アダム・ブレード 著 ゴマブックス 933
ビースト・クエスト　７ アダム・ブレード 著 ゴマブックス 933
ビースト・クエスト　８ アダム・ブレード 著 ゴマブックス 933
ビースト・クエスト　９ アダム・ブレード 著 ゴマブックス 933
ビースト・クエスト　１０ アダム・ブレード 著 ゴマブックス 933
ビースト・クエスト　１１ アダム・ブレード 著 ゴマブックス 933
ビースト・クエスト　１２ アダム・ブレード 著 ゴマブックス 933
ノロイの怪魔 加藤　一 著 あかね書房 913
ウラミの車輪 加藤　一 著 あかね書房 913
恐怖の教室 加藤　一 著 あかね書房 913
かりのけいこ 吉田　遠志 著 リブリオ出版 913
リトルサイエンス　－風姿－ 三邨　実城 文芸社 913
ムーンゲイザー 高見　ゆかり 著 ＰＨＰ研究所 913
源平盛衰記　巻の１ 三田村　信行 著 ポプラ社 913
源平盛衰記　巻の２ 三田村　信行 著 ポプラ社 913
源平盛衰記　巻の３ 三田村　信行 著 ポプラ社 913
チームあした 吉野　万理子 著 学習研究社 913
織田信長 すぎた　とおる 原著 ポプラ社 289
豊臣秀吉 すぎた　とおる 原著 ポプラ社 289
徳川家康 すぎた　とおる 原著 ポプラ社 289
武田信玄と上杉謙信 すぎた　とおる 原著 ポプラ社 289
加藤清正 すぎた　とおる 原著 ポプラ社 289
宮本武蔵 すぎた　とおる 原著 ポプラ社 289
長篠・設楽原の合戦 すぎた　とおる 原著 ポプラ社 210
関ヶ原の合戦 すぎた　とおる 原著 ポプラ社 210
大坂冬の陣・夏の陣 すぎた　とおる 原著 ポプラ社 210
しずかな日々 椰月　美智子 著 講談社 913
天山の巫女ソニン　１ 菅野　雪虫 著 講談社 913
天山の巫女ソニン　２ 菅野　雪虫 著 講談社 913
ベロ出しチョンマ 斎藤　隆介 著 理論社 913
かぶと三十郎　きみのために生きるの巻 宮西　達也 著 教育画劇 913
１０ぴきのかえるのうんどうかい 間所　ひさこ 著 ＰＨＰ研究所 913
オオカミグーのはずかしいひみつ きむら　ゆういち 著 童心社 913
でりばりぃＡｇｅ 梨屋　アリエ 著 講談社 913
夏の階段 梨屋　アリエ 著 ジャイブ 913
放課後。 草野　たき 著 ジャイブ 913
よわむしおばけ わたなべ　めぐみ 著 理論社 913
よわむしおばけとサンタクロース わたなべ　めぐみ 著 理論社 913
よわむしおばけのたんじょうび わたなべ　めぐみ 著 理論社 913
てじなでどっきりおおさわぎ わたなべ　めぐみ 著 理論社 913
なぞのおばけカレー わたなべ　めぐみ 著 理論社 913
ひみつのおばけやしき わたなべ　めぐみ 著 理論社 913
びっくりだいサーカス わたなべ　めぐみ 著 理論社 913
あやしいまほうつかい わたなべ　めぐみ 著 理論社 913
映画ＲＯＯＫＩＥＳ－卒業 森田　まさのり 原著 集英社 913
ちゃっくりがきぃふ 桂　文我 著 福音館書店 913
１００かいだてのいえ 岩井　俊雄 著 偕成社 913
フェアリー・レルム　１ エミリー・ロッダ 著 童心社 933
フェアリー・レルム　２ エミリー・ロッダ 著 童心社 933



フェアリー・レルム　３ エミリー・ロッダ 著 童心社 933
フェアリー・レルム　４ エミリー・ロッダ 著 童心社 933
フェアリー・レルム　５ エミリー・ロッダ 著 童心社 933
フェアリー・レルム　６ エミリー・ロッダ 著 童心社 933
フェアリー・レルム　７ エミリー・ロッダ 著 童心社 933
フェアリー・レルム　８ エミリー・ロッダ 著 童心社 933
フェアリー・レルム　９ エミリー・ロッダ 著 童心社 933
フェアリー・レルム　１０ エミリー・ロッダ 著 童心社 933
余命１ヶ月の花嫁 ＴＢＳテレビ報道局 編 マガジンハウス 916
パリと四人の魔術師 メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 933
ユニコーン奇跡の救出 メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 933
復活！！虹北学園文芸部 はやみね　かおる　 講談社 913
原色ワイド図鑑 顕微鏡の世界 木谷 要治 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 天体・気象 藤井 旭 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 地球と岩石・化石 斎藤 靖二 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 科学の世界 原井 健三 監修 学習研究社 31
原色ワイド図鑑 総索引 学習研究社 31
英語で読む日本昔ばなし ジャパンタイムズ「週刊ＳＴ」　編 ジャパンタイムズ 837
英語で読む日本昔ばなし ジャパンタイムズ「週刊ＳＴ」　編 ジャパンタイムズ 837
英語で読む日本昔ばなし ジャパンタイムズ「週刊ＳＴ」　編 ジャパンタイムズ 837
英語で読む日本昔ばなし ジャパンタイムズ「週刊ＳＴ」　編 ジャパンタイムズ 837
英語で読む日本昔ばなし ジャパンタイムズ「週刊ＳＴ」　編 ジャパンタイムズ 837
夏はおばけがいっぱい 那須正幹　作 ポプラ社 913
たんじょう日のびっくりプレゼント 那須正幹　作 ポプラ社 913
しまのないトラ 斉藤洋　作 偕成社 913
クリ－ニングやさんのふしぎなカレンダ－ 伊藤充子　作 偕成社 913
わるがきノ－トン ディック・キング＝スミス　作 偕成社 933
ぼくはアフリカにすむキリンといいます 岩佐めぐみ　作 偕成社 913
歌うねずみウルフ ディック・キング＝スミス　作 偕成社 933
わたしはクジラ岬にすむクジラといいます 岩佐めぐみ　作 偕成社 913
てんぐのそばや 伊藤充子　作 偕成社 913
オットッ島のせいちゃん、げんきですか？ 岩佐めぐみ　作 偕成社 913
子ネズミチヨロの冒険 さくらいともか　作・画 偕成社 913
若おかみは小学生！ 令丈ヒロ子　作 講談社 913
若おかみは小学生！ 令丈ヒロ子　作 講談社 913
負けに不思議の負けなし 野村克也　著 朝日新聞出版 783
負けに不思議の負けなし 野村克也　著 朝日新聞出版 783
ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ　作 ポプラ社 933
ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ　作 ポプラ社 933
未熟者 藤川球児　著 ベースボール・マガジン社 783
死者の学園祭 赤川次郎　作 角川書店 913
上達法がよくわかる・完全図解少年サッカー池内豊 早川直樹　監修 集英社 783
サッカ－ 田嶋幸三　監修 ポプラ社 780
バレーボール 寺廻太　監修 ポプラ社 780
水泳 青木剛　監修 ポプラ社 780
卓球 前原正浩　監修 ポプラ社 780
２１世紀こども百科もののはじまり館 小学館 31
藤川球児ストレートという名の魔球 松下雄一郎　著 ワニブックス 783
なっとうぼうや わたなべあや　作 学習研究社 913
消えた探偵犬の秘密 楠木誠一郎　作 ポプラ社 913
ジキルとハイドあらわる！ 楠木誠一郎　作 ポプラ社 913
人魚のマリッサ姫 ケイティ・チェイス　作 ポプラ社 933
エジプトのアイシャ姫 ケイティ・チェイス　作 ポプラ社 933
愛のまほうとイシドラ姫 ケイティ・チェイス　作 ポプラ社 933
大地のめぐみ土の力大作戦 かこさとし　作 小峰書店 613
かいぶつトンボのおどろきばなし かこさとし　作 小峰書店 486
天地のドラマすごい雷大研究 かこさとし　作 小峰書店 451
クラゲのふしぎびっくりばなし かこさとし　作 小峰書店 483
ダンスをする魚のなぜなぜなぜ？ かこさとし　作 小峰書店 487



怪盗ファントム＆ダークネスＥＸ－ＧＰ５ 藤野恵美　作 ジャイブ 913
まさかさかさま 伊藤文人　絵・文 サンマーク出版 726
やさしい日本の淡水プランクトン 滋賀の理科教材研究委員会　編合同出版 468
インゲンマメの絵本 十勝農業試験場菜豆グループ　へん農山漁村文化協会 616
はじめまして 新沢としひこ　作 鈴木出版 837
歌でおぼえる手話ソングブック 新沢としひこ 中野佐世子 松田泉　著鈴木出版 369
早おきからはじめよう 鈴木みゆき　著 ほるぷ出版 498
にせニセことわざずかん 荒井良二　作 のら書店 913
Ｓｈｏｇｉ　ｋｉｄｓ！ 川北亮司　作 そうえん社 913
くちぶえ番長 重松清　著 新潮社 913
リリーと海賊の身代金 エミリー・ダイアモンド　著 ゴマブックス 933
リリーと海賊の身代金 エミリー・ダイアモンド　著 ゴマブックス 933
みんなでうどんづくり 菊池日出夫 福音館書店 400
こまったさんのシチュー 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
ふえふきとうげ 谷 真介 作 金の星社 913
アサガオ 小田 英智 文・解説 偕成社 479
花さき山 斎藤 隆介 作 岩崎書店 913
かえってきた名探偵 杉山亮 偕成社 913
香川県の民話 日本児童文学者協会 偕成社 388
子供でんきお料理絵本 596
こぞうさんのおきょう 新美 南吉 作 大日本図書 913
王さまたんけんたい 寺村 輝夫 〔著〕 理論社 913
アガサ・クリスティー探偵名作集８ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店 938
アガサ・クリスティー探偵名作集１ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店 938
牛をつないだつばきの木 新美 南吉 〔著〕 大日本図書 913
鳥右エ門諸国をめぐる 新美 南吉 作 大日本図書 913
花のき村と盗人たち 新美 南吉 著 大日本図書 913
ランプと胡弓ひき 新美 南吉 〔著〕 大日本図書 913
うた時計と狐 新美 南吉 著 大日本図書 913
こどものすきなかみさま 新美 南吉 著 大日本図書 913
あかいろうそく 新美 南吉 作 大日本図書 913
三国志絵巻１ 王 矛 文 岩崎書店 920
三国志絵巻２ 王 矛 文 岩崎書店 920
三国志絵巻３ 王 矛 文 岩崎書店 920
三国志絵巻４ 王 矛 文 岩崎書店 920
三国志絵巻５ 王 矛 文 岩崎書店 920
三国志絵巻６ 王 矛 文 岩崎書店 920
三国志絵巻７ 王 矛 文 岩崎書店 920
三国志絵巻８ 王 矛 文 岩崎書店 920
三国志絵巻９ 王 矛 文 岩崎書店 920
三国志絵巻１０ 王 矛 文 岩崎書店 920
三国志絵巻１１ 王 矛 文 岩崎書店 920
三国志絵巻１２ 王 矛 文 岩崎書店 920
坊っちゃん 夏目 漱石 著 講談社 913
まんが総合学習ガイドブック 有田 和正 監修 ほるぷ出版 375
まんが総合学習ガイドブック 有田 和正 監修 ほるぷ出版 375
まんが総合学習ガイドブック 有田 和正 監修 ほるぷ出版 375
まんが総合学習ガイドブック 有田 和正 監修 ほるぷ出版 375
まんが総合学習ガイドブック 有田 和正 監修 ほるぷ出版 375
まんが総合学習ガイドブック 有田 和正 監修 ほるぷ出版 375
まんが総合学習ガイドブック 有田 和正 監修 ほるぷ出版 375
まんが総合学習ガイドブック 有田 和正 監修 ほるぷ出版 375
盲導犬ものがたり 吉原 順平 文 金の星社 369
きょうりゅう 千地 万造 著 保育社 457
生物の消えた島 田川 日出夫 文 福音館書店 468
絵でみる動物地図 ケネス・リリー、バーバラ・テイラー同朋舎出版 480
絵でみる宇宙大地図 ヒーザー・クーパー 〔ほか〕著 同朋舎出版 440
祭りと生活　５ 芳賀 日出男 写真・文 小峰書店 386
祭りと生活２ 芳賀 日出男 写真・文 小峰書店 386



祭りと生活３ 芳賀 日出男 写真・文 小峰書店 386
祭りと生活４ 芳賀 日出男 写真・文 小峰書店 386
昆虫の図鑑 学研 486
たんぽぽ 平山和子：文･絵　北村四郎：監修福音館書店 479
ジュニア手芸全集９ 学研 594
ジュニア手芸全集３ 学研 594
ナスカ地上絵のなぞ 桜井 信夫 文 あすなろ書房 298
ごんぎつね 新美 南吉 作 偕成社 913
どんぐりと山猫 宮沢 賢治 作 偕成社 913
注文の多い料理店 宮沢 賢治 作 偕成社 913
太郎とクロ 椋 鳩十 作 岩崎書店 913
注文の多い料理店 宮沢 賢治 作 岩崎書店 913
花のき村と盗人たち 新美 南吉 作 岩崎書店 913
がんばれ！　盲導犬サーブ 手島 悠介 文 講談社 916
ならの大仏さま 加古 里子 文・絵 福音館書店 210
地図の探検シリーズ３ 山口裕一 リブリオ出版 290
地図の探検シリーズ１ 山口裕一 リブリオ出版 290
地図の探検シリーズ２ 山口裕一 リブリオ出版 290
地図の探検シリーズ４ 山口裕一 リブリオ出版 290
地図の探検シリーズ５ 山口裕一 リブリオ出版 290
目で見る日本の歴史５ 学研 210
目で見る日本の歴史８ 学研 210
自然の中の人間シリーズ　川と人間編 農山漁村文化協会 517
自然の中の人間シリーズ　川と人間編 農山漁村文化協会 517
自然の中の人間シリーズ　川と人間編 農山漁村文化協会 517
自然の中の人間シリーズ　川と人間編 農山漁村文化協会 517
自然の中の人間シリーズ　川と人間編 農山漁村文化協会 517
自然の中の人間シリーズ　川と人間編 農山漁村文化協会 517
自然の中の人間シリーズ　川と人間編 農山漁村文化協会 517
自然の中の人間シリーズ　川と人間編 農山漁村文化協会 517
自然の中の人間シリーズ　川と人間編 農山漁村文化協会 517
山のいのち 立松 和平 作 ポプラ社 913
山のいのち 立松 和平 作 ポプラ社 913
山のいのち 立松 和平 作 ポプラ社 913
アサガオ 佐藤 有恒 写真 あかね書房 479
ヘチマのかんさつ 佐藤 有恒 著 あかね書房 479
ジャガイモ 鈴木 公治 著 あかね書房 479
アサガオ 佐藤 有恒 写真 あかね書房 479
イネの一生 守矢 登 著 あかね書房 479
高山植物の一年 白籏 史朗 著 あかね書房 471
サボテンのふしぎ 埴 沙萠 著 あかね書房 479
リンゴ 小池 洋男 著 あかね書房 479
ツクシのかんさつ 鈴木 公治 著 あかね書房 476
キノコの世界 伊沢 正名 著 あかね書房 474
たねのゆくえ 埴 沙萠 著 あかね書房 471
ジャガイモ 鈴木 公治 著 あかね書房 479
植物は動いている 清水 清 著 あかね書房 471
水草のひみつ 守矢 登 著 あかね書房 471
紅葉のふしぎ 佐藤 有恒 著 あかね書房 471
ムギの一生 鈴木 公治 著 あかね書房 479
ユリのふしぎ 今井 国勝 著 あかね書房 479
花の色のふしぎ 佐藤 有恒 著 あかね書房 471
小学なぜなぜふしぎサイエンス 学研 408
花いっぱいになあれ 松谷 みよ子 さく 大日本図書 913
ババールとサンタクロース ジャン・ド・ブリュノフ 評論社 933
さようならカバくん 早乙女 勝元 原作 金の星社 913
さようならカバくん 早乙女 勝元 作 金の星社 913
ふしぎな玉 椋 鳩十 さく 大日本図書 913
稲むらの火 金の星社 913



えんぴつびな 長崎 源之助 作 金の星社 913
ぞうをください 鶴見 正夫 作 金の星社 913
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 913
小学なぜなぜふしぎサイエンス１９ 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス１７ 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス１４ 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス１１ 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス８ 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス７ 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス６ 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス５ 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス３ 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス２ 学研 408
車いすのマティアス トーマス＝ベリイマン 写真 文 偕成社 378
愛犬ボタンはぼくの耳 リンダ＝イェトマン 作 偕成社 933
絵でわかるジュニアスポーツ２ 学研 780
絵でわかるジュニアスポーツ３ 学研 780
絵でわかるジュニアスポーツ５ 学研 780
絵でわかるジュニアスポーツ６ 学研 780
母よ誰が 渋谷 清視 編 金の星社 911
絵でわかるジュニアスポーツ４ 学研 780
チロヌップのきつね 高橋 宏幸 原作 金の星社 913
ガラスのうさぎ 高木 敏子 作 金の星社 913
白い町ヒロシマ 木村 靖子 作 金の星社 913
沖縄少年漂流記 谷 真介 著 金の星社 913
東京大空襲ものがたり 早乙女 勝元 作 金の星社 913
東京大空襲ものがたり 早乙女 勝元 作 金の星社 913
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 316
わたしのヒロシマ 森本 順子 作・絵 金の星社 913
盲導犬フロックスのてがみ 福沢 美和 著 偕成社 916
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 370
小学なぜなぜふしぎサイエンス 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス 学研 408
小学なぜなぜふしぎサイエンス 学研 408
ジュニア地図帳（アトラス） 高木 実 構成 文 平凡社 290
学習図説小学校社会科全集 国土社 750
みんなで守ろう世界の文化・自然遺産 学研 709
みんなで守ろう世界の文化・自然遺産 学研 709
みんなで守ろう世界の文化・自然遺産 学研 709
みんなで守ろう世界の文化・自然遺産 学研 709
みんなで守ろう世界の文化・自然遺産 学研 709
みんなで守ろう世界の文化・自然遺産 学研 709
日本の鬼ども５ 山下 清三 著 けやき書房 388
日本の鬼ども４ 山下 清三 著 けやき書房 388
日本の鬼ども３ 山下 清三 著 けやき書房 388
日本の鬼ども２ 山下 清三 著 けやき書房 388
日本の鬼ども１ 山下 清三 作 けやき書房 388
シロとたけし 山本 典人 原作 金の星社 913
しびとのよめさん 吉沢 和夫 文 フレーベル館 388
セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治 作 福音館書店 913
おっこちゃんとタンタンうさぎ あまん きみこ さく 福音館書店 913
フフンなるほどなぜなぜ話 木暮 正夫 文 岩崎書店 388
ももの子たろう おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 388
ひこいちばなし おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 388
白い鳥 椋 鳩十 文 ポプラ社 913



カンペぎつねのたからもの 渡辺 節子 文 フレーベル館 388
かあさんのうた 大野 允子 文 ポプラ社 913
かたあしだちょうのエルフ おのき がく 　ぶん・え ポプラ社 913
一つの花 今西 祐行 文 ポプラ社 913
さけのおおすけ 水谷 章三 文 フレーベル館 388
おにのくび 水谷 章三 文 フレーベル館 388
ねしょんべんたろう 渋谷 勲 文 フレーベル館 388
やまんばと３にんのこども 樋口 淳 文 フレーベル館 388
てんにがんがんちにどうどう 松谷 みよ子 文 フレーベル館 388
おにをくったじっちゃ 渡辺 節子 文 フレーベル館 388
とんちのきっちょむさん 望月 新三郎 文 フレーベル館 388
まんが化石動物記１ たかし よいち 原作 理論社 457
小学生のための理科の自由研究ヒント集小学１・２・３年愛知県刈谷市児童生徒理科研究推進グループ 編誠文堂新光社 407
動物飼育図鑑６ マーク・エバンズ 著 偕成社 645
ちょっとかわったおりがみ たきがわ たかし 著 草土文化 754
昔のおもちゃをつくろう 大賀 弘章 著 草土文化 759
ちょう 斎藤 光一 絵 フレーベル館 400
おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 フレーベル館 486
おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 フレーベル館 486
おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 フレーベル館 486
おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 フレーベル館 486
おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 フレーベル館 486
みず フレーベル館 452
おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 フレーベル館 486
おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 フレーベル館 486
おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》 フレーベル館 486
はっけよいのびんぼうがみ 松谷 みよ子 文 フレーベル館 388
白鳥のコタン あんどう みきお ぶん ポプラ社 388
わたしいややねん 吉村 敬子 文 偕成社 913
日本の昔話１ おざわ としお 再話 福音館書店 388
日本の昔話２ おざわ としお 再話 福音館書店 388
日本の昔話３ おざわ としお 再話 福音館書店 388
日本の昔話５ おざわ としお 再話 福音館書店 388
日本の昔話４ おざわ としお 再話 福音館書店 388
調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑７ ポプラ社 210
自由研究発明とくふう小学１・２・３年生 山中 実 著 誠文堂新光社 507
方言をしらべよう１ 福武書店 818
方言をしらべよう２ 福武書店 818
方言をしらべよう３ 福武書店 818
方言をしらべよう４ 福武書店 818
方言をしらべよう５ 福武書店 818
方言をしらべよう 福武書店 818
方言をしらべよう７ 福武書店 818
方言をしらべよう８ 福武書店 818
方言をしらべよう９ 福武書店 818
方言をしらべよう１０ 福武書店 818
自由研究小学６年生 小笠原 豊 〔ほか〕著 誠文堂新光社 407
自由研究小学４年生 小笠原 豊 〔ほか〕著 誠文堂新光社 407
自由研究小学３年生 小笠原 豊 著 誠文堂新光社 407
小学生のための理科の自由研究ヒント集 愛知県刈谷市児童生徒理科研究推進グループ 編誠文堂新光社 407
まんが化石動物記５ たかし よいち 原作 理論社 457
はじめてであう短歌の本冬と春の歌 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
はじめてであう短歌の本夏と秋の歌 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
はじめてであう短歌の本心の歌　１ 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
はじめてであう短歌の本心の歌　２ 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
はじめてであう俳句の本冬の句 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
はじめてであう俳句の本春の句 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
はじめてであう俳句の本秋の句 桜井 信夫 編著 あすなろ書房 911
つくって遊ぼう紙を四角の輪にして 八木 紘一郎 著 誠文堂新光社 754



つくって遊ぼう紙をまるめて 八木 紘一郎 著 誠文堂新光社 754
紙ねんどで作るドキドキ恐竜時代 黒川 幹雄 著 誠文堂新光社 751
紙ねんどで作るウキウキ水族館 黒川 幹雄 著 誠文堂新光社 751
紙ねんどで作るゲラゲラおもちゃ箱 黒川 幹雄 著 誠文堂新光社 751
紙ねんどで作るクスクス人間博物館 黒川 幹雄 著 誠文堂新光社 751
紙ねんどで作るイキイキ動物園 黒川 幹雄 著 誠文堂新光社 751
船を作ろう 枝常 弘 著 誠文堂新光社 750
自動車を作ろう 枝常 弘 著 誠文堂新光社 750
おばけやしきを作ろう 枝常 弘 著 誠文堂新光社 750
自由研究発明とくふう小学４・５・６年生 山中 実 著 誠文堂新光社 507
マヤの一生 椋 鳩十 作 大日本図書 913
注文の多い料理店 宮沢 賢治 作 大日本図書 913
ワルのぽけっと 灰谷 健次郎 作 理論社 913
いえでぼうや 灰谷 健次郎 作 理論社 913
てぶくろを買いに 新美 南吉 著 大日本図書 913
ごんぎつね 新美 南吉 著 全国学校図書館協議会 913
ポプラ社・ゲーム大百科６ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編ポプラ社 781
学習図説小学校社会科全集 国土社 750
２１世紀こども百科大図解 小学館 31
みんなで守ろう世界の文化・自然遺産 学研 709
がんばれ！恐竜アパトサウルス たかし よいち 文 国土社 457
それいけ！恐竜メガロサウルス たかし よいち 文 国土社 457
やったね！恐竜ドロミケイオミムス たかし よいち 文 国土社 457
すすめっ！恐竜アンキロサウルス たかし よいち 文 国土社 457
まけるな！恐竜ステゴサウルス たかし よいち 文 国土社 457
はばたけ！恐竜プテラノドン 国土社 457
どうぶつのおめん 神戸 憲治 作 ポプラ社 754
おりがみブロック 佐藤 芳夫 作 ポプラ社 754
おりがみえあそび 寺門 保夫 作・絵 ポプラ社 754
はこをつくろう 神戸 憲治 作 ポプラ社 754
色セロハンでつくろう 渡辺 叡 作 ポプラ社 754
とびだすおりがみ 茶谷 正洋 作 ポプラ社 754
とびだすカード たしろ こうじ 作 ポプラ社 754
うきだし　はりえ 寺門 保夫 作・絵 ポプラ社 726
まんが化石動物記７ たかし よいち 原作 理論社 457
まんが化石動物記３ たかし よいち 原作 理論社 457
まんが化石動物記８ たかし よいち 原作 理論社 457
まんが化石動物記２ たかし よいち 原作 理論社 457
石あたま！恐竜パキケファロサウルス たかし よいち 文 国土社 457
たたかえ！恐竜イノストランケビア たかし よいち 文 国土社 457
つよいぞ！恐竜フタバスズキリュウ たかし よいち 文 国土社 457
あぶない！恐竜パラサウロロフス たかし よいち 文 国土社 457
クリスマスってなんなの？ ヘレン・モンセル さく 大日本図書 933
たのしいはりえ 寺門 保夫 作 ポプラ社 726
貝と水の生物 旺文社 481
恐竜ファンタジーランド１ 多賀 もちゆき 作 金の星社 457
恐竜ファンタジーランド２ 多賀 もちゆき 作 金の星社 457
恐竜ファンタジーランド３ 多賀 もちゆき 作 金の星社 457
「障害」について考えよう１ 増田 美加 文 ポプラ社 369
「障害」について考えよう２ 増田 美加 文 ポプラ社 369
「障害」について考えよう３ 増田 美加 文 ポプラ社 369
「障害」について考えよう４ 増田 美加 文 ポプラ社 369
「障害」について考えよう５ 増田 美加 文 ポプラ社 369
やさいのうえかたそだてかた 小宮山 洋夫 文・絵 岩崎書店 626
ふれあいの手話４ 丸山 浩路 著・監修 学研 378
ふれあいの手話３ 丸山 浩路 著・監修 学研 378
ふれあいの手話２ 丸山 浩路 著・監修 学研 378
ふれあいの手話１ 丸山 浩路 著・監修 学研 378
世界を救う国際組織５ 偕成社 319



世界を救う国際組織４ 偕成社 319
世界を救う国際組織３ 偕成社 319
世界を救う国際組織２ 偕成社 319
動物・小鳥のかいかたそだてかた 成島 悦雄 文 岩崎書店 480
中国・四国の伝統工業 北　俊夫　監修 国土社 509
町とくらしのうつりかわり２ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり４ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり３ 小峰書店 210
町とくらしのうつりかわり１ 小峰書店 210
世界を救う国際組織１ 偕成社 319
あなただけの手作りおしゃれ ポプラ社 594
べんりなインテリア小物 ポプラ社 594
みんなに贈る手作りプレゼント ポプラ社 594
かんたんなごはん作り ポプラ社 596
みんなでアウトドアクッキング ポプラ社 596
手作りパーティークッキング ポプラ社 596
毎日のおやつ ポプラ社 596
まんが化石動物記６ たかし よいち 原作 理論社 457
まんが化石動物記４ たかし よいち 原作 理論社 457
まんが化石動物記９ たかし よいち 原作 理論社 457
風の生まれるかなたに 茂市 久美子 作 くもん出版 913
せみを鳴かせて 巽 聖歌 作 大日本図書 911
ぽんこつマーチ 阪田 寛夫 作 大日本図書 911
てんぷらぴりぴり まど みちお 作 大日本図書 911
動物のうた 室生 犀星 作 大日本図書 911
野ゆき山ゆき 与田 準一 作 大日本図書 911
ペットボトルで作るファンシーペット 摺本 好作 著 誠文堂新光社 750
ペットボトルで作る風車村 摺本 好作 著 誠文堂新光社 750
ペットボトルで作るボトルシップ 摺本 好作 著 誠文堂新光社 750
ペットボトルで作る水公園 摺本 好作 著 誠文堂新光社 750
船を作ろう 枝常 弘 著 誠文堂新光社 750
自動車を作ろう 枝常 弘 著 誠文堂新光社 750
牛乳パックで作るへんしん・からくり 芳賀 哲 著 誠文堂新光社 750
牛乳パックで作るまわる・からくり 芳賀 哲 著 誠文堂新光社 750
１２歳、ぼくの夏 江崎 雪子 作 ポプラ社 913
あめんぼのゆめ 牧野 文子 著 理論社 911
ありがとう 有馬 敲 著 理論社 911
いいけしき まど みちお 著 理論社 911
ガラスの月 平野 威馬雄 著 理論社 911
こえがする みずかみ かずよ 著 理論社 911
サイロのそばで 友田 多喜雄 著 理論社 911
しかられた神さま 川崎 洋 著 理論社 911.56
てつがくのライオン 工藤 直子 著 理論社 911
どきん 谷川 俊太郎 著 理論社 911.56
空から来たひと 吉田 瑞穂 著 理論社 911
子ども闘牛士 竹中 郁 著 理論社 911
油屋のジョン 松永 伍一 著 理論社 911
通学やお出かけ用バッグ ポプラ社 594
大地震が学校をおそったら 学研 369
大地震が学校をおそったら 学研 369
大地震が学校をおそったら 学研 369
恐竜大図鑑 Ｄ・ディクソン 著 金の星社 457
植物 旺文社 470
植物の育て方 旺文社 620
うたが　みえる　きこえるよ エリック＝カール さく 偕成社 933
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 933
月ようびはなにたべる？ エリック・カール え 偕成社 933
もりへさがしに 村田 清司 え 偕成社 913
くまさんくまさんなにみてるの？ エリック・カール え 偕成社 933



しりたがりのこひつじ エリック＝カール え 偕成社 933
きみのこころのあじがする 村田 清司 え 偕成社 913
やってみようたのしい伝承あそび６ 学研 781
やってみようたのしい伝承あそび５ 学研 781
やってみようたのしい伝承あそび４ 学研 781
やってみようたのしい伝承あそび３ 学研 781
やってみようたのしい伝承あそび２ 学研 781
たいいくのずかん７ 竹井 史郎 作 あかね書房 770
たいいくのずかん６ 竹井 史郎 作 あかね書房 770
たいいくのずかん５ 竹井 史郎 作 あかね書房 770
たいいくのずかん４ 竹井 史郎 作 あかね書房 770
たいいくのずかん２ 竹井 史郎 作 あかね書房 770
たいいくのずかん３ 竹井 史郎 作 あかね書房 770
たいいくのずかん１ 竹井 史郎 作 あかね書房 770
子どもの笑顔を消さないで 止揚学園 作詩・作曲 偕成社 378
やってみようたのしい伝承あそび１ 学研 781
さびしがりやのほたる エリック・カール さく 偕成社 933
ぼくのねこみなかった？ エリック・カール さく 偕成社 933
ちいさなくも エリック・カール さく 偕成社 933
調べて学ぶ日本の伝統２ 大日本図書 210
日本の川を調べる６ 犬井 正 監修・執筆 理論社 517
日本の川を調べる５ 犬井 正 監修・執筆 理論社 517
日本の川を調べる４ 犬井 正 監修・執筆 理論社 517
日本の川を調べる３ 犬井 正 監修・執筆 理論社 517
日本の川を調べる２ 犬井 正 監修・執筆 理論社 517
日本の川を調べる１ 犬井 正 著 理論社 517
世界の祭りと子ども８ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども５ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども６ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども７ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども４ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども３ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども２ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
世界の祭りと子ども１ 西田 敬 写真・文 大日本図書 386
学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ８本間 昇 作 岩崎書店 384
学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ７本間 昇 作 岩崎書店 384
学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ６本間 昇 作 岩崎書店 384
学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ５本間 昇 作 岩崎書店 384
学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ４本間 昇 作 岩崎書店 384
学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ３本間 昇 作 岩崎書店 384
学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ２本間 昇 作 岩崎書店 384
学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ１本間 昇 作 岩崎書店 384
図解むかしのくらし１ 学研 382
図解むかしのくらし５ 学研 382
図解むかしのくらし６ 学研 382
図解むかしのくらし７ 学研 382
調べて学ぶ日本の伝統４ 大日本図書 210
調べて学ぶ日本の伝統３ 大日本図書 210
大帆船 Ｓ・ビースティー 画 岩波書店 552
ヨーロッパの城 Ｓ・ビースティー 画 岩波書店 230
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 520
飛行 ドナルド・ロペス 編集顧問 金の星社 538
海洋 フランク・Ｈ．タルボット 編集顧問金の星社 452
テクノロジー アリソン・ポーター 編集顧問 金の星社 500
安心して食べる知恵第１巻 増尾 清 監修・執筆 学研 498
安心して食べる知恵第２巻 増尾 清 監修・執筆 学研 498
安心して食べる知恵第３巻 増尾 清 監修・執筆 学研 498
安心して食べる知恵第４巻 増尾 清 監修・執筆 学研 498
スイッチョの歌 原田直友 教育出版センター 911



星の美しい村 鈴木敏史 教育出版センター 911
はるおのかきの木 吉田瑞穂 教育出版センター 911
ゆめみることば 与田準一 教育出版センター 911
虹　村の風景 原田直友 教育出版センター 911
地球へのピクニック 谷川俊太郎 教育出版センター 911
枯れ葉と星 高田敏子 教育出版センター 911
ヤｱ！ヤナギの木 新川和江 教育出版センター 911
あくたれぼうずのかぞえうた 後藤れい子 教育出版センター 911
おとのかだん のろさかん 教育出版センター 911
あかちんらくがき 北村蔦子 教育出版センター 911
ほしのゆうえんち 池田 大作 さく 学研 913
絵でわかる英語じてん 学研 830
絵でわかる英語じてん２ 学研 830
絵でわかる英語じてん３ 学研 830
絵でわかる英語じてん４ 学研 830
絵でわかる英語じてん５ 学研 830
２１世紀こども英語館 小学館 830
２１世紀こども英語館 小学館 830
野のまつり 新川 和江 著 教育出版センター 911
シリア沙漠の少年 井上 靖 著 教育出版センター 911
大きくなったら 津坂 治男 詩 教育出版センター 911
オホーツク海の月 吉田 瑞穂 詩 銀の鈴社 911
げんげと蛙 草野 心平 詩 教育出版センター 911
counting colours and shapes 830
time seaons and weather 830
first 100 words 830
first dictionary 830
everyday english 830
first 100 verds 830
調べて学ぶ日本の伝統１ 大日本図書 210
２１世紀こども人物館 小学館 280
２１世紀こども人物館 小学館 280
２１世紀こども人物館 小学館 280
２１世紀こども人物館 小学館 280
２１世紀こども百科大図解 小学館 31
２１世紀こども百科大図解 小学館 31
２１世紀こども百科大図解 小学館 31
２１世紀こども百科大図解 小学館 31
えぞまつ 神沢 利子 ぶん 福音館書店 653
なつやすみ虫ずかん 稲田 務 え　宮武頼夫 ぶん 福音館書店 486
ピーナッツなんきんまめらっかせい こうや すすむ 文 福音館書店 626
あげは 小林 勇 ぶん・え 福音館書店 486
めだか 吉崎 正巳 さく 福音館書店 487
ここんぷいぷい 織田 道代 作 福音館書店 807
かみであそぼう　きる・おる こすぎ けいこ さく 福音館書店 781
だましっこ 佐伯 俊男 さく 福音館書店 781
せんせい 大場 牧夫 ぶん 福音館書店 361
ひらがなのほん まつい のりこ ぶん・え 福音館書店 811
おっかなどうぶつえんのちず 西内 久典 ぶん 福音館書店 290
サンタクロースってほんとにいるの？ てるおか いつこ 文 福音館書店 113
ことばあそびうた 谷川 俊太郎 詩 福音館書店 911
ことばあそびうたまた 谷川 俊太郎 詩 福音館書店 911
マーヤの植物だより レーナ・アンデション 作 小峰書店 949
きこえるきこえる マーガレット・ワイズ・ブラウン 作小峰書店 933
おおきなかぶ Ａ．トルストイ 再話 福音館書店 983
きこえるきこえるふゆのおと マーガレット・ワイズ・ブラウン 作小峰書店 933
もうどうけんドリーナ 土田 ヒロミ さく 福音館書店 378
花いっぱいになあれ 松谷 みよ子 さく 大日本図書 913
ヘスターとまじょ バイロン・バートン 作 絵 小峰書店 933



かさじぞう 山谷 泰子 文 ポプラ社 388
キャサリンとライオン クレア・ジャレット さく 小峰書店 933
しろばらとべにばら ワンダ・ガアグ 再話 福音館書店 933
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 933
ちいさないえがありました エヴァ・エリクソン 絵 小峰書店 949
おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲジャンヌ・ロッシュ＝マゾン さく 福音館書店 953
しろいくに 村田 清司 え 偕成社 913
はっぱのおうち 征矢 清 さく 福音館書店 913
トラベッド 角野 栄子 さく 福音館書店 913
こども版　西遊記巻１ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 923
こども版　西遊記巻２ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 923
こども版　西遊記巻３ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 923
こども版　西遊記巻４ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 923
こども版　西遊記巻５ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 923
こども版　西遊記巻６ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 923
ベーロチカとタマーロチカのおはなし Ｌ・パンテレーエフ さく 福音館書店 983
くまのローラ トルード・デ・ヨング さく 福音館書店 949
シャーロック・ホームズ２ コナン・ドイル 原作 くもん出版 726
こども版　西遊記巻１０ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 923
こども版　西遊記巻９ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 923
こども版　西遊記巻８ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 923
こども版　西遊記巻７ 〔呉 承恩 原著〕 あすなろ書房 923
しらんぷり 梅田 俊作 作・絵 ポプラ社 913
日本の職人さん１０ ポプラ社 502
トロッコ 芥川 竜之介 作 偕成社 913
蜘蛛の糸 芥川 竜之介 作 偕成社 913
やまなし 宮沢 賢治 作 偕成社 913
注文の多い料理店 宮沢 賢治 作 偕成社 913
狼森（オイノもり）と笊森、盗森（ぬすともり） 宮沢 賢治 作 偕成社 913
虔十公園林 宮沢 賢治 作 偕成社 913
土神と狐 宮沢 賢治 作 偕成社 913
双子の星 宮沢 賢治 作 偕成社 913
どんぐりと山猫 宮沢 賢治 作 偕成社 913
なめとこ山の熊 宮沢 賢治 作 偕成社 913
猫の事務所 宮沢 賢治 作 偕成社 913
オツベルと象 宮沢 賢治 作 偕成社 913
雪渡り 宮沢 賢治 作 偕成社 913
月夜のでんしんばしら 宮沢 賢治 作 偕成社 913
よだかの星 宮沢 賢治 作 偕成社 913
セロ弾きのゴーシュ 宮沢 賢治 作 偕成社 913
ヒロシマのうた 日本児童文学者協会 編 小峰書店 913
大造じいさんとガン 椋 鳩十 作 大日本図書 913
宮沢賢治童話全集４ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 913
雪わたり 宮沢 賢治 著 福音館書店 913
セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治 作 福音館書店 913
雨はこびの来る沼 筒井 頼子 作 福音館書店 913
シャーロック・ホームズ１ コナン・ドイル 原作 くもん出版 726
障害を知る本１ 稲沢 潤子 文 大月書店 369
ふれあいの手話２期４ 丸山 浩路 著・監修 学研 378
ふれあいの手話２期２ 丸山 浩路 著・監修 学研 378
生物のすみかをみんなでつくる５ 星の環会 519
生物のすみかをみんなでつくる４ 星の環会 519
生物のすみかをみんなでつくる３ 星の環会 519
生物のすみかをみんなでつくる２ 星の環会 519
生物のすみかをみんなでつくる１ 星の環会 519
障害を知る本７ 稲沢 潤子 文 大月書店 369
障害を知る本５ 稲沢 潤子 文 大月書店 369
障害を知る本６ 稲沢 潤子 文 大月書店 369
障害を知る本４ 稲沢 潤子 文 大月書店 369



障害を知る本３ 稲沢 潤子 文 大月書店 369
障害を知る本２ 稲沢 潤子 文 大月書店 369
学校に自然を再現しよう 学研 519
わたしたちのハクチョウを守ろう 学研 519
ムツゴロウはなぜだいじか 学研 519
サケよ生まれた川へ元気に戻れ 学研 519
アサガオで知る町の環境 学研 519
タンポポが教えてくれる環境 学研 519
日本の職人さん５ ポプラ社 502
日本の職人さん６ ポプラ社 502
日本の職人さん７ ポプラ社 502
日本の職人さん１ ポプラ社 502
日本の職人さん２ ポプラ社 502
日本の職人さん３ ポプラ社 502
日本の職人さん８ ポプラ社 502
日本の職人さん９ ポプラ社 502
日本の職人さん４ ポプラ社 502
調べ学習にやくだつ日本の地理９ ポプラ社 291
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 33
解剖断面図鑑 スティーブン・ビースティー 絵 偕成社 33
比較大図鑑 ラッセル・アッシュ 作 偕成社 33
自然断面図鑑 モイラ・バターフィールド 作 偕成社 480
動物のくらし図鑑 シャイラ・アワーン 文 偕成社 481
図解いきいき日本の産業５ 学研 602
あいうえおの本 安野 光雅 〔作〕 福音館書店 911
宮沢賢治 西本 鶏介 著 講談社 289
海のいのち 立松 和平 作 ポプラ社 913
てぶくろを買いに 新美 南吉 作 大日本図書 913
言葉図鑑１０ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑９ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑８ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑７ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑６ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑５ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑４ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑３ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑２ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
言葉図鑑１ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 814
つりに挑戦！ 灰崎 武浩 著 金の星社 787
川づりに挑戦！ 藤谷 立自 著 金の星社 787
ゲンジボタルが光ったよ 学研 519
木を植えた男 ジャン・ジオノ 原作 あすなろ書房 953
ヒマワリのかんさつ 叶沢 進 写真 あかね書房 479
ふれあいの手話 丸山 浩路 著・監修 学研 378
サワッテゴランナンノハナ？ なかつか ゆみこ さく・え 岩崎書店 378
さわってごらんいまなんじ？ なかつか ゆみこ さく・え 岩崎書店 378
さわってごらんだれのかお？ なかつか ゆみこ さく・え 岩崎書店 378
ポプラこどもずかん８ ポプラ社 546
おちたのだあれ ブライアン・ワイルドスミス 原作 画学研 933
夢の国のちびっこバク 高円宮妃久子殿下 作 学研 933
１ ２ ３どうぶつえんへ エリック・カール さく 偕成社 411
レオくんいつまでも 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
レオくんうみのなかへ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
レオくんなぞの花 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
レオくんまほうのかぎ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
レオくんたちあがる 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
レオくんゆきのなか 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
レオくんおばけたいじ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
レオくんゆめをみる 寺村 輝夫 作 あかね書房 913



レオくん空をとぶ 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
わたしのヒロシマ 森本 順子 作・絵 金の星社 913
おこりじぞう 山口 勇子 原作 金の星社 913
また！ねずみくんのチョッキ なかえ よしを 作 ポプラ社 913
またまた！ねずみくんのチョッキ なかえ よしを 作 ポプラ社 913
ねずみくんのチョッキ なかえ よしを 作 ポプラ社 913
りんごがたべたいねずみくん なかえ よしを 作 ポプラ社 913
ねずみくんのひみつ なかえ よしを 作 ポプラ社 913
ねずみくんとおんがくかい なかえ よしを 作 ポプラ社 913
コップをわったねずみくん なかえ よしを 作 ポプラ社 913
ねずみくんねずみくん なかえ よしを 作 ポプラ社 913
ねずみくんのたんじょうび なかえ よしを 作 ポプラ社 913
ねずみくんとブランコ なかえ よしを 作 ポプラ社 913
ねみちゃんとねずみくん なかえ よしを 作 ポプラ社 913
ぞうさんとねずみくん なかえ よしを 作 ポプラ社 913
やくそく王さまたんじょうび 寺村 輝夫 作 理論社 913
はらぺこ王さま　ふとりすぎ 寺村 輝夫 作 理論社 913
そっくり王さま　大さわぎ 寺村 輝夫 作 理論社 913
まちがい王さま本になる 寺村 輝夫 作 理論社 913
うそつき王さまいぬをかう 寺村 輝夫 作 理論社 913
あわてた王さまきしゃにのる 寺村 輝夫 作 理論社 913
わすれた王さまうみのなか 寺村 輝夫 作 理論社 913
おりこう王さまおとしもの 寺村 輝夫 作 理論社 913
さむがり王さまおばけの子 寺村 輝夫 作 理論社 913
くやしい王さまがいこつじけん 寺村 輝夫 作 理論社 913
王さまでかけましょう 寺村 輝夫 作 理論社 913
王さまひみつのボタン 寺村 輝夫 作 理論社 913
王さまくじらのズボン 寺村 輝夫 著 理論社 913
チロヌップのきつね たかはし ひろゆき 文・絵 金の星社 913
チロヌップのにじ たかはし ひろゆき 文・絵 金の星社 913
なぞなぞのすきな女の子 松岡 享子 さく 学研 913
学研の英語ずかん５ 学研 830
アゲハチョウ 七尾 純 構成・文 あかね書房 486
タンポポ 七尾 純 構成・文 あかね書房 479
アサガオ 七尾 純 構成・文 あかね書房 479
メダカ 七尾 純 構成・文 あかね書房 487
ザリガニ 七尾 純 構成・文 あかね書房 485
カブトムシ 七尾 純 構成・文 あかね書房 486
チロヌップのきつね 高橋 宏幸 作　画 金の星社 913
ガラスのうさぎ 高木 敏子 作 金の星社 913
白い町ヒロシマ 木村 靖子 作 金の星社 913
おもしろ雑学事典１ Ａ・リーオウクム 著 金の星社 33
おもしろ雑学事典３ Ａ・リーオウクム 著 金の星社 33
おもしろ雑学事典５ Ａ・リーオウクム 著 金の星社 33
おもしろ雑学事典６ Ａ・リーオウクム 著 金の星社 33
おもしろ雑学事典４ Ａ・リーオウクム 著 金の星社 33
かわいそうなぞう 土家 由岐雄 作 金の星社 913
お星さまのレール 小林 千登勢 作 金の星社 916
セロ弾きのゴーシュ 宮沢 賢治 原作　監修：天沢退二郎　英語：Ｒｏｇｅｒ　Ｐｕｌｖｅｒｓラボ教育センター 837
ざしき童子のはなし 宮沢 賢治 日本語 ラボ教育センター 837
雪渡り 宮沢 賢治 原作 ラボ教育センター 837
注文の多い料理店 宮沢 賢治 原作 ラボ教育センター 837
学研の英語ずかん６ 学研 830
学研の英語ずかん４ 学研 834
学研の英語ずかん３ 学研 834
学研の英語ずかん２ 学研 837
学研の英語ずかん１ 学研 837
車いすからこんにちは 嶋田 泰子 著 あかね書房 916
ペペとチッチ わたり むつこ 著 あかね書房 913



こもれび村のあんぺい先生 茂市 久美子 著 あかね書房 913
一休 木暮 正夫 文 ポプラ社 289
坂本竜馬 横山 充男 文 ポプラ社 289
徳川家康 西本 鶏介 文 ポプラ社 289
キリスト 谷 真介 文 ポプラ社 289
アルマジロのしっぽ 岩瀬 成子 著 あかね書房 913
はらっぱのおはなし 松居 スーザン 著 あかね書房 913
レンゲ畑のまんなかで 富安 陽子 著 あかね書房 913
なん者ひなた丸まぼろし衣切りの術の巻 斉藤 洋 作 あかね書房 913
なん者ひなた丸むささび城封じの術の巻 斉藤 洋 作 あかね書房 913
なん者ひなた丸南蛮づくしの術の巻 斉藤 洋 作 あかね書房 913
なん者ひなた丸ばけねこ鏡わりの術の巻 斉藤 洋 作 あかね書房 913
ズッコケ三人組のダイエット講座 那須 正幹 作 ポプラ社 913
自然環境と人間とのかかわり１ 山岡 寛人 編著 ＰＨＰ研究所 519
自然環境と人間とのかかわり２ 山岡 寛人 編著 ＰＨＰ研究所 519
自然環境と人間とのかかわり３ 山岡 寛人 編著 ＰＨＰ研究所 519
自然環境と人間とのかかわり４ 山岡 寛人 編著 ＰＨＰ研究所 519
自然環境と人間とのかかわり５ 山岡 寛人 編著 ＰＨＰ研究所 519
自然環境と人間とのかかわり６ 山岡 寛人 編著 ＰＨＰ研究所 519
たまごのひみつ 清水 清 著 あかね書房 488
シラサギの森 田中 徳太郎 著 あかね書房 488
タンチョウの四季 林田 恒夫 著 あかね書房 488
ライチョウの四季 右高 英臣 著 あかね書房 488
モズのくらし 菅原 光二 著 あかね書房 488
ハヤブサの四季 伊藤 正清 写真 あかね書房 488
キツツキの森 右高 英臣 著 あかね書房 488
カラスのくらし 菅原 光二 著 あかね書房 488
ウミネコのくらし 右高 英臣 著 あかね書房 488
フクロウ 福田 俊司 著 あかね書房 488
人体の図詳図鑑 学研 491
四季の野鳥かんさつ 菅原 光二 写真 あかね書房 488
自然環境と人間とのかかわり７ 山岡 寛人 編著 ＰＨＰ研究所 519
野口英世 浜野 卓也 文 ポプラ社 289
エジソン 桜井 信夫 文 ポプラ社 289
ナイチンゲール 早野 美智代 文 ポプラ社 289
ライト兄弟 早野 美智代 文 ポプラ社 289
織田信長 吉本 直志郎 文 ポプラ社 289
ファーブル 砂田 弘 文 ポプラ社 289
宮沢賢治 西本 鶏介 文 ポプラ社 289
二宮金次郎 木暮 正夫 文 ポプラ社 289
アンネ・フランク 加藤 純子 文 ポプラ社 289
キュリー夫人 伊東 信 文 ポプラ社 289
夢につばさを こやま 峰子 作 金の星社 913
レオくんたたかう 寺村 輝夫 作 あかね書房 913
赤んぼ大将さようなら 佐藤 さとる 著 あかね書房 913
なん者ひなた丸ねことんの術の巻 斉藤 洋 作 あかね書房 913
２１世紀こども百科歴史館 小学館 210
２１世紀こども百科歴史館 小学館 210
２１世紀こども百科歴史館 小学館 210
２１世紀こども百科歴史館 小学館 210
地球・宇宙の図詳図鑑 学研 450
ツバメのくらし 菅原 光二 著 あかね書房 488
カワセミ 青い鳥見つけた 嶋田忠　文・写真 新日本出版社 488
アカショウビン 火の鳥に出会った 嶋田忠　文・写真 新日本出版社 488
アカゲラ キツツキの森へ 嶋田忠　文・写真 新日本出版社 488
モズ 不思議なわすれもの 嶋田忠　文・写真 新日本出版社 488
シジュウカラ 庭にくる小鳥 嶋田忠　文・写真 新日本出版社 488
ほねほねザウルス２ なぞのオオウミガメをさがせ！ぐるーぷ・アンモナイツ　作・絵 岩崎書店 913
ほねほねザウルス３ ぐるぐるジャングルで大ピンチ！ぐるーぷ・アンモナイツ　作・絵 岩崎書店 913



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ぐるーぷ・アンモナイツ　作・絵 岩崎書店 913
ほねほねザウルス５ ティラノ・ベビー、おおぞらをとぶ！ぐるーぷ・アンモナイツ　作・絵 岩崎書店 913
「和」の行事えほん 春と夏の巻 高野紀子　作 あすなろ書房 386
「和」の行事えほん 秋と冬の巻 高野紀子　作 あすなろ書房 386
知って楽しい花火のえほん 冴木一馬　作 あすなろ書房 575
着物のえほん 高野紀子　作 あすなろ書房 383
和菓子の絵本 和菓子っておいしい！ 平野恵理子　作 あすなろ書房 596
楽しいバスレクアイデアガイド オオカミがきたぞほか神代洋一　編著 汐文社 790
楽しいバスレクアイデアガイド ハラハラどきどきリレーほか神代洋一　編著 汐文社 790
楽しいバスレクアイデアガイド 恐怖の３０ほか神代洋一　編著 汐文社 790
日本の医療 こどもくらぶ　編さん ほるぷ出版 302
日本のコンピュータ・ＩＴ こどもくらぶ　編さん ほるぷ出版 302
日本の宇宙技術 こどもくらぶ　編さん ほるぷ出版 302
日本の環境技術 こどもくらぶ　編さん ほるぷ出版 302
若おかみは小学生！ 花の湯温泉ストーリー令丈ヒロ子　作 亜沙美　絵 講談社 913
エコカーのしくみ見学 ハイブリッドカー 市川克彦　著 ほるぷ出版 360
エコカーのしくみ見学 電気自動車 市川克彦　著 ほるぷ出版 360
エコカーのしくみ見学 クリーンディーゼル 市川克彦　著 ほるぷ出版 360
エコカーのしくみ見学 自動車のエコ 市川克彦　著 ほるぷ出版 360
天草の霧 白狐魔記 斉藤洋　作 偕成社 913
豆腐小僧その他 京極夏彦  〔著〕 角川書店 913
ラストラン 角野栄子  〔著〕 角川書店 913
デイジーのこまっちゃうまいにち グレイ，ケス  作 吉上恭太　訳 小峰書店 933
デイジーのおおさわぎ動物園 グレイ，ケス  作 吉上恭太　訳 小峰書店 933
デイジーのおさわがせ巨人くん グレイ，ケス  作 吉上恭太　訳 小峰書店 933
たった３語で話せる！はじめての英会話 １ あいさつほか 汐文社 837
たった３語で話せる！はじめての英会話 ３ 質問する・こたえるほか 汐文社 837
たった３語で話せる！はじめての英会話 ２ 気持ちを伝えるほか 汐文社 837
さかさのこもりくんとこふくちゃん あきやまただし  作・絵 教育画劇 913
さかさのこもりくんとおおもり あきやまただし  作・絵 教育画劇 913
さかさのこもりくんとてんこもり あきやまただし  作・絵 教育画劇 913
さかさのこもりくんともりもり あきやまただし  作・絵 教育画劇 913
展覧会の絵  ムソルグスキー友情の組曲 セレンザ，アンナ・ハーウェル  文 キッチェル，ジョーアン・Ｅ．　絵評論社 933
「告別」交響曲  ハイドン別れのシンフォニー セレンザ，アンナ・ハーウェル  文 キッチェル，ジョーアン・Ｅ．　絵評論社 933
英雄  ベートーヴェン勇者に捧げる交響曲 セレンザ，アンナ・ハーウェル  文 キッチェル，ジョーアン・Ｅ．　絵評論社 933
ゴルトベルク変奏曲  バッハ音のよろこび セレンザ，アンナ・ハーウェル  文 キッチェル，ジョーアン・Ｅ．　絵評論社 933
Let s try！学校の行事 下薫　監修 あかね書房 830
発音が身につくしりとり英語　ｓｔｅｐ２ パーク・ケイヂ　文字がちがう！いなばしげかつ　文 ほるぷ出版 831
おもしろい話が読みたい！ 白虎編 令丈ヒロ子  〔ほか〕作 講談社 913
おもしろい話が読みたい！ マジカル編 石崎洋司  作 倉橋燿子　作 講談社 913
おもしろい話が読みたい！ ワンダー編 松原秀行  作 香谷美季　作 講談社 913
おもしろい話が読みたい！ ラブリー編 あさのあつこ  作 越水利江子　作講談社 913
都会のトム＆ソーヤ ５　上 Ｉｎ塀戸 はやみねかおる  〔著〕 講談社 913
都会のトム＆ソーヤ ５　下 Ｉｎ塀戸 はやみねかおる  〔著〕 講談社 913
都会のトム＆ソーヤ ６ ぼくの家へおいで はやみねかおる  〔著〕 講談社 913
都会のトム＆ソーヤ ７ 怪人は夢に舞う はやみねかおる  〔著〕 講談社 913
Ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｌｏｎｄｏｎ  三善 933
Ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ  三善 933
Ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｒｏｍｅ  三善 933
Ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ  三善 933
Ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｐａｒｉｓ  三善 933
都会のトム＆ソーヤ ８ 怪人は夢に舞う はやみねかおる  〔著〕 講談社 913
いんちきおもちゃ大図鑑  中国・香港・台湾・韓国のアヤシイ玩具いんちき番長  著 社会評論社 759
日本男児 長友佑都  著 ポプラ社 914
チビまじょチャミーとにじのプリンセス 藤真知子  作 岩崎書店 913
チビまじょチャミーとおかしバースデー 藤真知子  作 岩崎書店 913
くらべる図鑑クイズブック 加藤由子  監修・指導 小学館 31
日本語力アップ！深谷式辞書引き １ 大門久美子  文　川上潤　絵 汐文社 813
日本語力アップ！深谷式辞書引き ２ 大門久美子  文　川上潤　絵 汐文社 813



日本語力アップ！深谷式辞書引き ３ 大門久美子  文　川上潤　絵 汐文社 813
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第１巻 ビジュアルブック安斎育郎  文／監修 新日本出版社 210
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第２巻 ビジュアルブック安斎育郎  文／監修 新日本出版社 210
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第３巻 ビジュアルブック安斎育郎  文／監修 新日本出版社 210
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第４巻 ビジュアルブック安斎育郎  文／監修 新日本出版社 210
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第５巻 ビジュアルブック安斎育郎  文／監修 新日本出版社 210
ねこやのみいちゃん 竹下文子 アリス館 913
やさしい女の子とやさしいライオン ふくだすぐる  著 アリス館 913
くものむこうになにがいる？ 田中てるみ  作 アリス館 913
串かつやよしこさん 長谷川義史 アリス館 913
てんとうむしのはじめてのレストラン さいとうしのぶ  作 アリス館 913
微生物の世界を探検しよう  顕微鏡を使って楽しむ阿達直樹  著 誠文堂新光社 465
微生物の世界を探検しよう  顕微鏡を使って楽しむ阿達直樹  著 誠文堂新光社 465
微生物の世界を探検しよう  顕微鏡を使って楽しむ阿達直樹  著 誠文堂新光社 465
微生物の世界を探検しよう  顕微鏡を使って楽しむ阿達直樹  著 誠文堂新光社 465
微生物の世界を探検しよう  顕微鏡を使って楽しむ阿達直樹  著 誠文堂新光社 465
微生物の世界を探検しよう  顕微鏡を使って楽しむ阿達直樹  著 誠文堂新光社 465
微生物の世界を探検しよう  顕微鏡を使って楽しむ阿達直樹  著 誠文堂新光社 465
微生物の世界を探検しよう  顕微鏡を使って楽しむ阿達直樹  著 誠文堂新光社 465
微生物の世界を探検しよう  顕微鏡を使って楽しむ阿達直樹  著 誠文堂新光社 465
微生物の世界を探検しよう  顕微鏡を使って楽しむ阿達直樹  著 誠文堂新光社 465
とらばあちゃんのうめしごと いちかわけいこ  文 アリス館 913
チョコレートがおいしいわけ はんだのどか  作 アリス館 913
いないいないいるよ 近藤薫美子  著 アリス館 486
昆虫の迷路  秘密の穴をとおって虫の世界へ香川元太郎  作・絵 ＰＨＰ研究所 798
伝説の迷路  ヤマタノオロチの世界から神話と物語の旅へ香川元太郎  作・絵 ＰＨＰ研究所 798
進化の迷路  原始の海から人類誕生まで 香川元太郎  作・絵 ＰＨＰ研究所 798
自然遺産の迷路  屋久島発世界一周旅行へ香川元太郎  作・絵 ＰＨＰ研究所 798
文明の迷路  古代都市をめぐってアトランティスへ香川元太郎  作・絵 ＰＨＰ研究所 798
時の迷路  恐竜時代から江戸時代まで 香川元太郎  作・絵 ＰＨＰ研究所 798
時の迷路 続 香川元太郎  作・絵 ＰＨＰ研究所 798
天の岩戸 西野綾子  文 ひくまの出版 388
ヤマタノオロチ 西野綾子  文 ひくまの出版 388
イナバの白うさぎ 西野綾子  文 ひくまの出版 388
地のそこの国 西野綾子  文 ひくまの出版 164
ちいさな神さま 西野綾子  文 ひくまの出版 388
ちからじまんの神さま 西野綾子  文 ひくまの出版 388
コノハナサクヤヒメ 西野綾子  文 ひくまの出版 388
ウミサチとヤマサチ 西野綾子  文 ひくまの出版 388
まぼろしの白いクマ 西野綾子  文 ひくまの出版 388
ヤマトタケル 西野綾子  文 ひくまの出版 388
おばけのなつまつり 山本和子  作 ＰＨＰ研究所 913
おばけうんどうかい 矢玉四郎  著 ＰＨＰ研究所 913
どうぶつびょういん トビイ・ルツ  作・絵 ＰＨＰ研究所 913
すずをならすのはだれ 安房直子  作 ＰＨＰ研究所 913
ネコのすけっと わたなべひろみ  著 ＰＨＰ研究所 913
しりとりのくに 深見春夫  作・絵 ＰＨＰ研究所 913
よいはちゃん歯なし国へ 丸橋裕子  さく ＰＨＰ研究所 913
あるくのがきらいな王さまのはなし 松野正子  作 ＰＨＰ研究所 913
はらっぱのおはなし 椋鳩十  作 ＰＨＰ研究所 913
とっておきの詩 村上しいこ  作 ＰＨＰ研究所 913
しまうまのしごとさがし トビイルツ  作・絵 ＰＨＰ研究所 913
妖精の家具、おつくりします。  フェアリーストーリーあんびるやすこ  作・絵 ＰＨＰ研究所 913
ドラえもんの国語おもしろ攻略 〔３〕 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略 〔３〕 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略 〔３〕 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略 〔３〕 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略 〔３〕 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略 〔３〕 小学館 810



ドラえもんの国語おもしろ攻略 〔３〕 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略 〔３〕 小学館 810
ドラえもんの国語おもしろ攻略 〔３〕 小学館 810
もっとくらべる図鑑 加藤由子  監修・指導 小学館 400
びっくり！！トリックアート　１ 竹内　龍人 編著 汐文社 145
びっくり！！トリックアート　２ 竹内　龍人 編著 汐文社 145
びっくり！！トリックアート　３ 竹内　龍人 編著 汐文社 145
ゴッホの絵本 結城　昌子 著 小学館 723
モネの絵本 結城　昌子 著 小学館 723
ピカソの絵本 結城　昌子 著 小学館 723
ルノワールの絵本 結城　昌子 著 小学館 723
ルソーの絵本 結城　昌子 著 小学館 723
スーラの絵本 結城　昌子 著 小学館 723
シャガールの絵本 結城　昌子 著 小学館 723
ゴーギャンの絵本 結城　昌子 著 小学館 723
クレーの絵本 結城　昌子 著 小学館 723
マティスの絵本 結城　昌子 著 小学館 723
ひらめき美術館　第１館 結城　昌子 著 小学館 720
ひらめき美術館　第２館 結城　昌子 著 小学館 720
ひらめき美術館　第３館 結城　昌子 著 小学館 720
ローランサンの絵本 結城　昌子 著 小学館 723
モディリアニの絵本 結城　昌子 著 小学館 723
ミロの絵本 結城　昌子 著 小学館 723
自給力でわかる日本の産業　１ 学習研究社 602
自給力でわかる日本の産業　２ 学習研究社 602
自給力でわかる日本の産業　３ 学習研究社 602
自給力でわかる日本の産業　４ 学習研究社 602
自給力でわかる日本の産業　５ 学習研究社 602
自給力でわかる日本の産業　６ 学習研究社 602
自給力でわかる日本の産業　７ 学習研究社 602
自給力でわかる日本の産業　８ 学習研究社 602
ドラえもんの地震はなぜ起こるどう身を守る三谷　幸広 画 小学館 369
親子のための地震イツモノート 寄藤　文平 画 地震イツモプロジェクト 編ポプラ社 369
しらべよう！りかいしよう！点字の世界　１ こどもくらぶ 編 岩崎書店 378
しらべよう！りかいしよう！点字の世界　２ こどもくらぶ 編 岩崎書店 378
しらべよう！りかいしよう！点字の世界　３ こどもくらぶ 編 岩崎書店 378
本草学者平賀源内 土井　康弘 著 講談社 289
こわい！あぶない！お酒はキケン！？ 近藤　とも子 著 大森　眞司 画 国土社 493
こわい！あぶない！たばこはキケン！？ 近藤　とも子 著 大森　眞司 画 国土社 498
こわい！あぶない！シンナー・薬物はキケン！？近藤　とも子 著 大森　眞司 画 国土社 493
ちゅうしゃなんかこわくない 穂高　順也 著 長谷川　義史 画 岩崎書店 913
お笑い！大喜利何々とかけて何ととく？　１ 高村　忠範 著 汐文社 807
お笑い！大喜利何々とかけて何ととく？　２ 高村　忠範 著 汐文社 807
お笑い！大喜利何々とかけて何ととく？　３ 高村　忠範 著 汐文社 807
ほまれ 澤　穂希 著 河出書房新社 783
大阪うまいもんのうた 長谷川　義史 著 佼成出版社 913
ぺんぎんのたまごにいちゃん あきやま　ただし 著 すずき出版 913
探Ｑ！日本のひみつ～歴史あるまちなみ 青山　邦彦 画 帝国書院 291
探Ｑ！日本のひみつ～いろいろなしごと 青山　邦彦 画 帝国書院 366
探Ｑ！日本のひみつ～日本のきせつ 青山　邦彦 画 帝国書院 291
探Ｑ！日本のひみつ～世界いさん 青山　邦彦 画 帝国書院 709
探Ｑ！日本のひみつ～日本のまつり 青山　邦彦 画 帝国書院 386
あさがお 荒井　真紀 著 金の星社 479
時計のひみつ 望月恭子 学研 449
まちづくりのひみつ 橘悠紀 学研 527
じぶんの木 最上一平　作　松成真理子　絵　　岩崎書店 913
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 748
ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮由紀子  文中新井純子  絵 教育画劇 913
１００万回生きたねこ 佐野洋子 講談社 913



海をわたった折り鶴 佐々木禎子　著 小峰書店 913
アントン　命の重さ エリザベート・ツェラー　著 主婦の友社 943
森・川・海つながるいのち 畠山重篤　著 童心社 519
雑草のくらし 甲斐信枝 福音館書店 470
アイヌ　ネノアン　アイヌ 萱野茂 福音館書店 382
ぼくとあいつのラストラン 佐々木ひとみ　作　スカイエマ　絵　　ポプラ社 913
リトル・トリー フォレスト・カーター めるくまーる 913
かんづめのひみつ 田川滋 学習研究社 588
かがやく先輩からのメッセージ 井出幸亮 916
イチロー　進化する天才の奇跡 佐藤健 講談社 289
地震のサバイバル 洪在徹　文　文情厚　絵 朝日新聞社 369
ディズニー名作１００話７ 講談社 933
ディズニー名作１００話２ 講談社 933
ディズニー名作１００話３ 講談社 933
ディズニー名作１００話４ 講談社 933
ディズニー名作１００話５ 講談社 933
ディズニー名作１００話６ 講談社 933
ディズニー名作１００話８ 講談社 933
ディズニー名作１００話９ 講談社 933
ディズニー名作１００話１０ 講談社 933
ぼくがきょうりゅうだったとき まつおか　たつひで 著 ポプラ社 913
ぼくがきょうりゅうだったとき まつおか　たつひで 著 ポプラ社 913
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 913
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 913
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 933
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 933
へいわってどんなこと？ 浜田　桂子 著 童心社 913
へいわってどんなこと？ 浜田　桂子 著 童心社 913
ココロ屋 梨屋　アリエ 著 菅野　由貴子 画文研出版 913
ココロ屋 梨屋　アリエ 著 菅野　由貴子 画文研出版 913
チョコレートと青い空 堀米　薫 著 小泉　るみ子 画 そうえん社 913
チョコレートと青い空 堀米　薫 著 小泉　るみ子 画 そうえん社 913
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 931
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 931
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 488
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 488
心の森 小手鞠　るい 著 金の星社 913
心の森 小手鞠　るい 著 金の星社 913
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 953
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 953
わたしのひかり モリー・バング 著 さくま　ゆみこ 訳評論社 933
わたしのひかり モリー・バング 著 さくま　ゆみこ 訳評論社 933
ピアノはともだち こうやま　のりお 著 講談社 762
ピアノはともだち こうやま　のりお 著 講談社 762
地球の声に耳をすませて 大木　聖子 著 くもん出版 453
日本と世界のおもしろことわざ　第１巻 学研教育出版//学研マーケティング814
日本と世界のおもしろことわざ　第２巻 学研教育出版//学研マーケティング814
日本と世界のおもしろことわざ　第３巻 学研教育出版//学研マーケティング814
日本と世界のおもしろことわざ　第４巻 学研教育出版//学研マーケティング814
日本と世界のおもしろことわざ　第５巻 学研教育出版//学研マーケティング814
日本と世界のおもしろことわざ　第６巻 学研教育出版//学研マーケティング814
嵐の夜の幽霊海賊 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 933
ふしぎの国の誘拐事件 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 933
ロンドンのゴースト 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 933
義経 木下　順二 著 瀬川　康男 画 ほるぷ出版 913
ギネス世界記録　２０１２ クレイグ・グレンディ 編 角川マガジンズ//角川グループパブリッシング33
のねずみチッチとほしのみずうみ ふくざわ　ゆみこ のら書店 913
つるばら村の理容師さん 茂市　久美子 著 柿田　ゆかり 画講談社 913
つるばら村の洋服屋さん 茂市　久美子 著 柿田　ゆかり 画講談社 913



つるばら村の大工さん 茂市　久美子 著 柿田　ゆかり 画講談社 913
つるばら村のレストラン 茂市　久美子 著 柿田　ゆかり 画講談社 913
少年探偵ブラウン　１ ドナルド・ソボル 著 花輪　莞爾 訳偕成社 933
少年探偵ブラウン　２ ドナルド・ソボル 著 花輪　莞爾 訳偕成社 933
少年探偵ブラウン　３ ドナルド・ソボル 著 花輪　莞爾 訳偕成社 933
かみなり 内田　麟太郎 著 よしなが　こうたく 画ポプラ社 913
うそなき 内田　麟太郎 著 マスリラ 画 ポプラ社 913
おじさんのかさ 佐野　洋子 著 講談社 913
おぼえていろよおおきな木 佐野　洋子 著 講談社 913
ヨーロッパの小学生　１ 学研教育出版//学研マーケティング376
ヨーロッパの小学生　２ 学研教育出版//学研マーケティング376
ヨーロッパの小学生　３ 学研教育出版//学研マーケティング376
ヨーロッパの小学生　４ 学研教育出版//学研マーケティング376
ヨーロッパの小学生　５ 学研教育出版//学研マーケティング376
ヨーロッパの小学生　６ 学研教育出版//学研マーケティング376
ヴァンパイレーツ　１ ジャスティン・ソンパー 著 海後　礼子 訳岩崎書店 933
ヴァンパイレーツ　２ ジャスティン・ソンパー 著 海後　礼子 訳岩崎書店 933
ヴァンパイレーツ　３ ジャスティン・ソンパー 著 海後　礼子 訳岩崎書店 933
ヴァンパイレーツ　４ ジャスティン・ソンパー 著 海後　礼子 訳岩崎書店 933
ヴァンパイレーツ　５ ジャスティン・ソンパー 著 海後　礼子 訳岩崎書店 933
ヴァンパイレーツ　６ ジャスティン・ソンパー 著 海後　礼子 訳岩崎書店 933
ヴァンパイレーツ　７ ジャスティン・ソンパー 著 海後　礼子 訳岩崎書店 933
ヴァンパイレーツ　８ ジャスティン・ソンパー 著 海後　礼子 訳岩崎書店 933
ヴァンパイレーツ　９ ジャスティン・ソンパー 著 海後　礼子 訳岩崎書店 933
ヴァンパイレーツ　１０ ジャスティン・ソンパー 著 海後　礼子 訳岩崎書店 933
百人一首大事典 あかね書房 911
日本の風景松 ゆのき　ようこ 著 阿部　伸二 画 理論社 913
春の主役桜 ゆのき　ようこ 著 早川　司寿乃 画理論社 913
日本の材木杉 ゆのき　ようこ 著 阿部　伸二 画 理論社 913
ぶかぶかティッチ パット・ハッチンス 著 石井　桃子 訳福音館書店 933
日本一おいしい給食レシピ 宝島社 596
三省堂例解小学漢字辞典　第４版 月本　雅幸，濱口　富士雄 編 三省堂 813
願いのかなうまがり角 岡田　淳 著 田中　六大 画 偕成社 913
江戸の怪談絵事典 ＰＨＰ研究所 388
ミツバチたちのとんだ災難 ハンナ・リード 著 立石　光子 訳 原書房 933
ハスの花の精リアン チェン　ジャンホン 著 平岡　敦 訳徳間書店 933
おかあちゃんがつくったる 長谷川　義史 著 講談社 913
てんごくのおとうちゃん 長谷川　義史 著 講談社 913
オレ・ダレ 越野　民雄 著 高畠　純 画 講談社 913
ダレ・ダレ・ダレダ 越野　民雄 著 高畠　純 画 講談社 913
おこる 中川　ひろたか 著 長谷川　義史 画金の星社 913
先生のための百科事典ノート 赤木　かん子 著 ポプラ社 31
読書力アップ！学校図書館のつかい方 赤木　かん子 著 光村図書出版 17
１２歳たちの伝説　２ 後藤　竜二 著 ジャイブ 913
１２歳たちの伝説　３ 後藤　竜二 著 ジャイブ 913
１２歳たちの伝説　４ 後藤　竜二 著 ジャイブ 913
１２歳たちの伝説　５ 後藤　竜二 著 ジャイブ 913
ぼくらのサイテーの夏 笹生　陽子 著 講談社 913
１０５にんのすてきなしごと カーラ・カスキン 著 マーク・シーモント 画 なかがわ　ちひろ 訳あすなろ書房 933
ハブテトルハブテトラン 中島　京子 著 ポプラ社 913
いいからいいから　４ 長谷川　義史 著 絵本館
でっこりぼっこり 高畠　那生 著 絵本館
おしゃべりどうぶつえん あべ　まいこ 著 高畠　那生 画 絵本館 913
飼育係長 よしながこうたく 長崎出版 913
あいさつ団長 よしながこうたく 長崎出版 913
なでしこジャパン スポーツ伝説研究会 著 汐文社 783
Ｕ・ボルト スポーツ伝説研究会 著 汐文社 782
四国旅マガジン　ＧＡＪＡ ジェーアール四国 エスピーシー出版 218
都会のトム＆ソーヤ　９ はやみね　かおる　 講談社 913



都会のトム＆ソーヤ　１０ はやみね　かおる 講談社 913
都会のトム＆ソーヤゲーム・ブック はやみね　かおる 講談社 913
さんぽのき サトシン 著 真珠　まりこ 画 文渓堂 913
どこ？とびらのむこうのさがしもの 山形　明美 著 講談社 798
どこ？もりのなかのさがしもの 山形　明美 著 講談社 798
どこ？ 山形　明美 著 講談社 798
どこ？ながいたびのさがしもの 山形　明美 著 講談社 798
どこ？ふしぎなまちのさがしもの 山形　明美 著 講談社 798
劇場版イナズマイレブン最強軍団オーガ襲来冨岡　淳広 著 レベルファイブ 原著小学館 913
劇場版イナズマイレブンＧＯ究極の絆グリフォン冨岡　淳広 著 小学館 913
ビクティニと黒き英雄ゼクロム 水稀　しま，園田　英樹 著 田尻　智 原著小学館 913
ビクティニと白き英雄レシラム 水稀　しま，園田　英樹 著 田尻　智 原著小学館 913
イースターラビットのキャンディ工場 水稀　しま，他 著 小学館 913
ロックわんこの島 水稀　しま，他 著 小学館 913
レイトン教授と永遠の歌姫 松井　亜弥 著 レベルファイブ 原著小学館 913
ウルルの森の物語 世良　ふゆみ，他 著 小学館 913
きな子 水稀　しま，他 著 小学館 913
ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ珍獣島のチョッパー王国 尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画集英社 913
ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ローグタウン編 尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画集英社 913
ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ千年竜伝説 尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画集英社 913
ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥねじまき島の冒険 尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画集英社 913
ＣＲＡＳＨ！　１ 藤原　ゆか 原著 広瀬　晶 著 集英社 913
ＣＲＡＳＨ！　２ 藤原　ゆか 原著 広瀬　晶 著 集英社 913
ねこタクシー 山田　佳子 著 加藤　アカツキ 画集英社 913
ドッグポリス 金巻　ともこ 著 やまもり　三香 画 大石　哲也 著集英社 913
ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－白の童子、血風の鬼人岸本　斉史 原著 日下部　匡俊 著集英社 913
トリコＢＢコーンを手にいれろ！ 島袋　光年 原著 村山　功 著 東映アニメーション 画集英社 913
トリコ 島袋　光年 原著 村山　功 著 東映アニメーション 画集英社 913
君に届け　１ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著集英社 913
君に届け　２ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著集英社 913
君に届け　３ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著集英社 913
君に届け　４ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著集英社 913
君に届け　５ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著集英社 913
ちびまる子ちゃん　１ さくら　ももこ 著 集英社 913
ちびまる子ちゃん　２ さくら　ももこ 著 集英社 913
ちびまる子ちゃん　３ さくら　ももこ 著 集英社 913
ちびまる子ちゃん　４ さくら　ももこ 著 集英社 913
ちびまる子ちゃん　５ さくら　ももこ 著 集英社 913
さあ、ひっぱるぞ！ ケイト・マクマラン 著 ジム・マクマラン 画 さくま　ゆみこ 訳評論社 933
さあ、たべてやる！ ケイト・マクマラン 著 ジム・マクマラン 画 さくま　ゆみこ 訳評論社 933
サカサかぞくのだんなしぶいぶしなんだ 宮西　達也 著 ほるぷ出版 913
サカサかぞくのだんなキスがスキなんだ 宮西　達也 著 ほるぷ出版 913
サカサかぞくのだんながなんだ 宮西　達也 著 ほるぷ出版 913
ぼちぼちいこか マイク・セイラー 著 ロバート・グロスマン 画 いまえ　よしとも 訳偕成社 933
カラー図解楽器から見る吹奏楽の世界 佐伯　茂樹 著 河出書房新社 764
カラー図解楽器から見るオーケストラの世界佐伯　茂樹 著 河出書房新社 764
カラー図解楽器の歴史 佐伯　茂樹 著 河出書房新社 763
地球のかたちを哲学する ギヨーム・デュプラ 著 博多　かおる 訳西村書店 450
本のれきし５０００年 辻村　益朗 著 福音館書店 20
ＮＨＫ大科学実験　１ ＮＨＫエデュケーショナル 編 汐文社 407
ＮＨＫ大科学実験　２ ＮＨＫエデュケーショナル 編 汐文社 407
ＮＨＫ大科学実験　３ ＮＨＫエデュケーショナル 編 汐文社 407
ＮＨＫ大科学実験　４ ＮＨＫエデュケーショナル 編 汐文社 407
ＮＨＫ大科学実験　５ ＮＨＫエデュケーショナル 編 汐文社 407
昭和のくらしがわかる事典 ＰＨＰ研究所 382
郷土をつくった偉人事典 ＰＨＰ研究所 281
ごみの大研究 ＰＨＰ研究所 518
１つぶのおこめ デミ 著 さくま　ゆみこ 訳 光村教育図書 913
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 933



都道府県を語呂あわせでおぼえよう　１　北海道・東北・関東編ながた　みかこ 著 森のくじら 画 汐文社 291
都道府県を語呂あわせでおぼえよう　２　中部・近畿編ながた　みかこ 著 森のくじら 画 汐文社 291
都道府県を語呂あわせでおぼえよう　３　中国・四国・九州編ながた　みかこ 著 森のくじら 画 汐文社 291
Ｗｈａｔ ｓ　ｔｈｉｓ？ 中本　幹子 著 掛川　日出子 画 アプリコット出版 913
成田国際空港フライト準備ＯＫ！ 深光　富士男 著 佼成出版社 687
なんでも魔女商会３　いちばん星のドレス あんびるやすこ　著 岩崎書店 913
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　著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会５　きえた魔法のダイヤ あんびるやすこ　著 岩崎書店 913
ルルとララのカップケーキ あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店 913
ルルとララのホットケーキ あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店 913
ルルとララのアイスクリーム あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店 913
ルルとララのしらたまデザート あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店 913
若おかみは小学生！ 令丈ヒロ子　作 亜沙美　絵 講談社 913
若おかみは小学生！１７ 令丈ヒロ子　作 亜沙美　絵 講談社 913
絵本作家という仕事 講談社　編 講談社 726
しごとば 鈴木のりたけ　作 ブロンズ新社 366
しごとば 鈴木のりたけ　作 ブロンズ新社 366
どうぶつ フレーベル館 480
生き物のくらし 学習研究社 480
鬼ぞろぞろ 舟崎克彦　文 赤羽末吉　絵 偕成社 913
よしのがわ 村松昭　さく 偕成社 291
地獄の使いをよぶ呪文 オトフリート・プロイスラー　作 佐々木田鶴子　訳小峰書店 943
魂をはこぶ船 オトフリート・プロイスラー　作 佐々木田鶴子　訳小峰書店 943
妖怪横丁 広瀬克也　作 絵本館 913
妖怪遊園地 広瀬克也　作 絵本館 913
しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー　作 Ｓ．Ｄ．シンドラー　絵セーラー出版 933
ぶたのたね 佐々木マキ　作・絵 絵本館 913
銀のうでわ 君島久子　文 小野かおる　絵 岩波書店 388
巨人グミヤーと太陽と月 君島久子　文 小野かおる　絵 岩波書店 388
ふろしき大研究 宮井株式会社　監修 ＰＨＰ研究所 383
着物の大研究 馬場まみ　監修 ＰＨＰ研究所 593
和菓子の絵事典 俵屋吉富，ギルドハウス京菓子京菓子資料館　監修ＰＨＰ研究所 588
箸の絵本 兵左衛門　へん つちはしとしこ　え農山漁村文化協会 383
テーブルマナーの絵本 高野紀子　作 あすなろ書房 596
はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 726
はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 726
はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 726
はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 726
はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 726
はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 726
はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 726
はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 726
はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 726
はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 726
盲導犬不合格物語 沢田俊子　文 学習研究社 916
今こそ考えよう！エネルギーの危機 藤野純一総監修　小椋正己　著 文溪堂 501
今こそ考えよう！エネルギーの危機 藤野純一総監修　小宮山涼一　著文溪堂 501
今こそ考えよう！エネルギーの危機 藤野純一総監修　櫻井啓一郎，牛山泉　著文溪堂 501
今こそ考えよう！エネルギーの危機 藤野純一総監修　木下健，坂西欣也　著文溪堂 501
今こそ考えよう！エネルギーの危機 藤野純一総監修　藤野純一　著 文溪堂 501
いきているひかり モリー・バング，ペニー・チザム　作 さくまゆみこ　訳評論社 933
アライバル ショーン・タン　著 河出書房新社 726
遠い町から来た話 ショーン・タン　著 岸本佐知子　訳河出書房新社 933
はたらくロボット 富山健　監修 汐文社 548
はたらくロボット 富山健　監修 汐文社 548
はたらくロボット 富山健　監修 汐文社 548
しばわんこの和のこころ 川浦良枝　絵と文 白泉社 386
しばわんこの和のこころ 川浦良枝　絵と文 白泉社 386
しばわんこの和のこころ 川浦良枝　絵と文 白泉社 386



ＮＨＫマテマティカ　初級編 ＮＨＫ「マテマティカ」制作班　編 金の星社 410
ＮＨＫマテマティカ　中・上級編 ＮＨＫ「マテマティカ」制作班　編 金の星社 410
てのひらの味 村井康司　編 とくだみちよ　絵 岩崎書店 911
力いっぱいきりぎりす 村井康司　編 ｎａｋａｂａｎ　絵 岩崎書店 911
ボールコロゲテ 村井康司　編 吉田尚令　絵 岩崎書店 911
うしろすがた 村井康司　編 のりたけ　絵 岩崎書店 911
三つかぞえて 村井康司　編 メリンダ・パイノ　絵岩崎書店 911
助けあう生き物の話 伊藤年一　文 今泉忠明　監修 学研教育出版 481
すみれとあり 矢間芳子　さく 森田竜義　監修 福音館書店 468
ロンド国物語 エミリー・ロッダ　作 神戸万知　訳岩崎書店 930
ロンド国物語 エミリー・ロッダ　作 神戸万知　訳岩崎書店 930
ロンド国物語 エミリー・ロッダ　作 神戸万知　訳岩崎書店 930
ロンド国物語 エミリー・ロッダ　作 神戸万知　訳岩崎書店 930
ロンド国物語 エミリー・ロッダ　作 神戸万知　訳岩崎書店 930
ロンド国物語 エミリー・ロッダ　作 神戸万知　訳岩崎書店 930
三毛猫ホームズの夢紀行 赤川次郎　著 光文社 913
カクレクマノミは大きいほうがお母さん 鈴木克美　作 石井聖岳　絵 あかね書房 487
赤鬼エティン 東京子ども図書館　編纂 東京子ども図書館 908
ホットケーキ 東京子ども図書館　編纂 東京子ども図書館 908
まめたろう 東京子ども図書館　編 東京子ども図書館 908
子どもに語る北欧の昔話 福井信子，湯沢朱実　編訳 こぐま社 388
子どもに語るイギリスの昔話 松岡享子　編・訳 こぐま社 388
いのちをいただく 内田美智子　文 諸江和美　絵 西日本新聞社 498
だれのたまご 斉藤洋　作 高畠那生　絵 フレーベル館 913
働く犬大全 イカロス出版 645
災害救助犬ものがたり スザンナ・チャールソン　著 峰岸計羽　訳ハート出版 369.3
ぞうのひめちゃん 内山晟　写真撮影 椎名修　監修ひさかたチャイルド 489
かばががばー 内山晟　写真撮影 堀浩　監修 ひさかたチャイルド 489
ころころパンダ 内山晟　写真撮影 林輝昭　監修ひさかたチャイルド 489
ねことライオンにてる？にてない？ 内山晟　写真撮影 堀浩　監修 ひさかたチャイルド 489
とらってすごい！ 内山晟　写真撮影 今泉忠明　監修ひさかたチャイルド 489
願いのかなうまがり角 岡田淳　作 田中六大　絵 偕成社 913
ハッピーになれるバースデー占い 鏡リュウジ　著 金の星社 148
ハッピーになれる夢占い 鏡リュウジ　著 金の星社 148
ハッピーになれる手相占い 宮沢みち　著 金の星社 148
ぼくのこえがきこえますか 田島征三　作 童心社 913
写真で読み解くことわざ大辞典 あかね書房 814
うそつきにかんぱい！ 宮川ひろ　作 小泉るみ子　絵 童心社 913
ずるやすみにかんぱい！ 宮川ひろ　作 小泉るみ子　絵 童心社 913
わすれんぼうにかんぱい！ 宮川ひろ　作 小泉るみ子　絵 童心社 913
けんかにかんぱい！ 宮川ひろ　作 小泉るみ子　絵 童心社 913
東海道中膝栗毛 土田よしこ　著 中央公論新社 726
どうぶつどのみちいっぽんみち 中村牧江　文 林健造　絵 大日本図書 913
とんねるとんねる 岩田明子　ぶん・え 大日本図書 913
ぶたのトントン キャロライン・ジェイン・チャーチ　さく 石津ちひろ　やく大日本図書 913
ばけばけばけばけばけたくん 岩田明子　ぶん・え 大日本図書 913
かみちゃん たにうちつねお　さく 大日本図書 913
おはいんなさい 西平あかね　ぶん・え 大日本図書 913
ねえおかあさん 下田冬子　ぶん・え 大日本図書 913
まなちゃん 森田雪香　作 大日本図書 913
おばけのチョウちゃん 長野ヒデ子　ぶん・え 大日本図書 913
ぬすまれたおくりもの うえつじとしこ　ぶん・え 大日本図書 913
ドラキュラ・キューラに気をつけろ！ 山口理　作 北田哲也　絵 文溪堂 913
ドラキュラ・キューラはネコぎらい？ 山口理　作 北田哲也　絵 文溪堂 913
ドラキュラ・キューラあらしにほえる！？ 山口理　作 北田哲也　絵 文溪堂 913
ドラキュラ・キューラ人間なんか大きらい！ 山口理　作 北田哲也　絵 文溪堂 913
ドラキュラ・キューラ！最後のたたかい 山口理　作 北田哲也　絵 文溪堂 913
音楽室の日曜日 村上しいこ　作 田中六大　絵 講談社 913
理科室の日曜日 村上しいこ　作 田中六大　絵 講談社 913



図書室の日曜日 村上しいこ　作 田中六大　絵 講談社 913
給食室の日曜日 村上しいこ　作 田中六大　絵 講談社 913
ティナのおるすばん イリ－ナ・コルシュノフ　作 石川素子　訳徳間書店 943
ルルと魔法のぼうし スーザン・メドー　作 おおつかのりこ　訳徳間書店 933
おばあちゃん、ぼしゅう中！ アーニャ・トゥッカーマン　作 齋藤尚子　訳徳間書店 943
しょうぼうしょは大いそがし ハネス・ヒュットナー　作 ゲルハルト・ラール　絵徳間書店 943
なまけものの王さまとかしこい王女のお話 ミラ・ロ－ベ　作 ズ－ジ・ヴァイゲル　絵徳間書店 943
ゴハおじさんのゆかいなお話 デニス・ジョンソン－デイヴィーズ　再話 ハグ－ハムディ・モハンメッド・ファトゥーフ，ハーニ・エル－サイード・アハマド　絵徳間書店 933
日本各地食べもの地図　西日本編 帝国書院編集部　著 帝国書院 383
日本各地食べもの地図　東日本編 帝国書院編集部　著 帝国書院 383
こども大百科　キッズペディア大図解 小学館 31
小学生のクッキングで自由研究 尾嶋好美，神みよ子　監修 成美堂出版 596
小学生のキッチンでおやつマジック 村上祥子　料理製作・監修 学習研究社 407
もっとかわいくなりたい 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社 913
夢中になりたい 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社 913
とこやにいったライオン サトシン　作 おくはらゆめ　絵 教育画劇 913
絵本地獄 白仁成昭　［ほか］構成 風涛社 913
絵本極楽 西川隆範　文 桝田英伸　監修 風濤社 913
アネゴンたいタロラ あきやまただし　作・絵 鈴木出版 913
ひつじぱん あきやまただし　作・絵 鈴木出版 913
もっとひつじぱん あきやまただし　作・絵 鈴木出版 913
まめうしくんとものまね～ あきやまただし　作・絵 ＰＨＰ研究所 913
おひさまやのおへんじシール 茂市久美子　作 よしざわけいこ　絵講談社 913
くらくてあかるいよる ジョン・ロッコ　作 千葉茂樹　訳 光村教育図書 933
トンネルをほる ライアン・アン・ハンター　文 エドワード・ミラー　絵ほるぷ出版 933
お父ちゃんの音や！ 大野圭子　作 古味正康　絵 文研出版 913
お父さんのバイオリン ほしおさなえ　作 高橋和枝　絵 徳間書店 913
ぞわぞわした生きものたち  古生代の巨大節足動物金子隆一  著 ソフトバンククリエイティブ 457
ケーキの歴史物語 ニコラ・ハンブル  著 堤理華　訳 原書房 383
もう一度キックオフ 風野潮  作 真咲ナオ　絵 岩崎書店 913
すぐに使えるかわいいイラストカット集４０００ＭＳ企画  著 ナツメ社 727
お菓子の由来物語 猫井登  著 幻冬舎ルネッサンス 383
ススメおにぎりコロコロ その２（野菜の巻） おぐまこうじ  さく・え ほりえいくよ　さく・え偕成社 596
ススメおにぎりコロコロ その３（魚（さかな）の巻）おぐまこうじ  さく・え ほりえいくよ　さく・え偕成社 596
ススメおにぎりコロコロ その４（豆の巻） おぐまこうじ  さく・え ほりえいくよ　さく・え偕成社 596
ススメおにぎりコロコロ その５（梅の巻） おぐまこうじ  さく・え ほりえいくよ　さく・え偕成社 596
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 933
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 933
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 933
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 933
みさき食堂へようこそ 香坂直  作 北沢平祐　絵 講談社 913
オバケちゃんとはしるおばあさん 松谷みよ子  作 いとうひろし　絵 講談社 913
さるすべりランナーズ 浅田宗一郎  作 渡瀬のぞみ　絵岩崎書店 913
ほねほねザウルス７　すすめ！ちていのあべこべランド大﨑悌造　構成・文 ぐるーぷ・アンモナイツ  作・絵岩崎書店 913
オバケちゃんねこによろしく 松谷みよ子  作 いとうひろし　絵 講談社 913
ゴールライン 秋木真  作 ゴツボ×リュウジ　絵岩崎書店 913
もくもくやかん かがくいひろし  作 講談社 913
はっきよい畑場所 かがくいひろし  作 講談社 913
おもちのきもち かがくいひろし  作・絵 講談社 913
みみかきめいじん かがくいひろし  作 講談社 913
ふしぎなでまえ かがくいひろし  作 講談社 913
心に響くあの人のことば １ 押谷由夫  監修 学研教育出版 159
心に響くあの人のことば ２ 押谷由夫  監修 学研教育出版 159
心に響くあの人のことば ３ 押谷由夫  監修 学研教育出版 159
心に響くあの人のことば ４ 押谷由夫  監修 学研教育出版 159
心に響くあの人のことば ５ 押谷由夫  監修 学研教育出版 159
筆であそぼう書道入門 １ 角田恵理子  指導 佐々木和童　指導小峰書店 728
筆であそぼう書道入門 ２ 角田恵理子 佐々木和童　指導 小峰書店 728
筆であそぼう書道入門 ３ 角田恵理子  指導 佐々木和童　指導小峰書店 728



筆であそぼう書道入門 ４ 角田恵理子  指導 佐々木和童　指導小峰書店 728
調べ学習の基礎の基礎  だれでもできる赤木かん子の魔法の図書館学赤木かん子  著 五十嵐晃　イラストポプラ社 375
本で調べてほうこくしよう 赤木かん子  著 ｍｉｔｔｙ　絵 ポプラ社 375
夢をそだてるみんなの仕事１０１  決定版 講談社 366
あんこの本  何度でも食べたい。 姜尚美  著 京阪神エルマガジン社 596
外郎売 齋藤孝　編 長野ヒデ子  絵 ほるぷ出版 913
生麦生米生卵 長谷川義史  作 齋藤孝　編 ほるぷ出版 913
教室はまちがうところだ 蒔田晋治  作 長谷川知子　絵 子どもの未来社 913
かばんうりのガラゴ 島田ゆか  作／絵 文溪堂 913
馬の耳に念仏 はたこうしろう  作 齋藤孝　編 ほるぷ出版 913
バムとケロのおかいもの 島田ゆか  作／絵 文溪堂 913
おそうじ隊長 よしながこうたく  さく 長崎出版 913
デイビッドがっこうへいく デイビッド・シャノン  さく 小川仁央　やく評論社 933
日本の国土とくらし 第６巻 渡辺一夫　文・写真 千葉昇  監修ポプラ社 291
かわいい！楽しい！壁面実例１２カ月 浅野ななみ  監修 成美堂出版 376
宇宙の迷路  太陽系をめぐって銀河のかなたへ！香川元太郎  作・絵 縣秀彦　監修ＰＨＰ研究所 798
おばけのバーティーよ～いドロン！ エリザベス・バグリー  ぶん マリオン・リンジー　えＢＬ出版 933
あめふりのおおさわぎ デイビッド・シャノン  さく 小川仁央　やく評論社 933
とおい国からきたタシ アナ・ファインバーグ，バーバラ・ファインバーグ 著 キム・ギャンブル 画朝日学生新聞社 933
タシとふたりの巨人 アナ・ファインバーグ，バーバラ・ファインバーグ 著 キム・ギャンブル 画朝日学生新聞社 933
タシとひみつのゆうれいパイ アナ・ファインバーグ，バーバラ・ファインバーグ 著 キム・ギャンブル 画朝日学生新聞社 933
タシとぐうたらランプの精 アナ・ファインバーグ，バーバラ・ファインバーグ 著 キム・ギャンブル 画朝日学生新聞社 933
タシと魔女バーバ・ヤーガ アナ・ファインバーグ，バーバラ・ファインバーグ 著 キム・ギャンブル 画朝日学生新聞社 933
あしなが あきやま　ただし 著 講談社
船・ボートのひみつ たまだ　まさお ガッケン 683
花粉症のひみつ もちつき　かつみ ガッケン 499
テレビ放送のひみつ 藤みき生 ガッケン 699
そうじのひみつ 鳥飼規世 ガッケン 598
旅行のひみつ 山口　育孝 ガッケン 689
めんのひみつ 吉野恵美子 学研 588
しつもん！ドラえもん　ポケットブック 黒川和彦 小学館 779
しつもん！ドラえもん　ポケットブック 黒川和彦 小学館 779
光ファイバー通信のひみつ 田川滋 学研 694
デジタルカメラのひみつ 鳥飼規世 学研 535
クレジットカードのひみつ たまだまさお 学研 365
香料のひみつ ひろゆうこ 学研 580
給食のひみつ たまだ　まさお ガッケン 596
航空会社のひみつ 青木　萌 学研 687
ポンプのひみつ おぎのひとし 学研 534
道づくりのひみつ 学研 514
インドのひみつ 大石容子 学研 225
天然ガス開発のひみつ 山口　育孝 学研 561
仏教のひみつ 松本　義弘 学研 187
郵便局のひみつ 学研 693
阿波のタヌキのお話 石川　のぶ子 東銀座出版社 913
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 913
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 913
なみだひっこんでろ 岩瀬　成子 著 上路　ナオ子 画 岩崎書店 913
なみだひっこんでろ 岩瀬　成子 著 上路　ナオ子 画 岩崎書店 913
わたしのいちばんあのこの１ばん 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 933
わたしのいちばんあのこの１ばん 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 933
いっしょだよ 小寺　卓矢 写真 アリス館 913
いっしょだよ 小寺　卓矢 写真 アリス館 913
くりぃむパン 濱野　京子 著 黒須　高嶺 画 くもん出版 913
くりぃむパン 濱野　京子 著 黒須　高嶺 画 くもん出版 913
ジャコのお菓子な学校 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 953
ジャコのお菓子な学校 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 953
こおり 前野　紀一 著 斉藤　俊行 画 福音館書店 451
こおり 前野　紀一 著 斉藤　俊行 画 福音館書店 451



ゾウの森とポテトチップス 横塚　眞己人 写真 そうえん社 913
ゾウの森とポテトチップス 横塚　眞己人 写真 そうえん社 489
オムレツ屋へようこそ！ 西村　友里 著 鈴木　びんこ 画 国土社 913
オムレツ屋へようこそ！ 西村　友里 著 鈴木　びんこ 画 国土社 913
有松の庄九郎 中川　なをみ 著 こしだ　ミカ 画 新日本出版社 913
有松の庄九郎 中川　なをみ 著 こしだ　ミカ 画 新日本出版社 913
はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ 著 田中　奈津子 訳講談社 933
はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ 著 田中　奈津子 訳講談社 933
永遠に捨てない服が着たい 今関　信子 著 汐文社 519
永遠に捨てない服が着たい 今関　信子 著 汐文社 519
自然科学読み物生き物のちえ　２ 伊藤　年一 著 学研教育出版//学研マーケティング481
自然科学読み物生き物のちえ　３ 伊藤　年一 著 学研教育出版//学研マーケティング481
自然科学読み物生き物のちえ　４ 伊藤　年一 著 学研教育出版//学研マーケティング481
自然科学読み物生き物のちえ　５ 伊藤　年一 著 学研教育出版//学研マーケティング481
動物と話せる少女リリアーネ　１ 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943
動物と話せる少女リリアーネ　２ 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943
動物と話せる少女リリアーネ　３ 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943
動物と話せる少女リリアーネ　４ 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943
動物と話せる少女リリアーネ　５ 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943
こころやさしいワニ ルチーア・パンツィエーリ 著 アントン・ジョナータ・フェッラーリ 画 さとう　のりか 訳岩崎書店 933
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 913
はだしのゲンわたしの遺書 中沢　啓治 著 朝日学生新聞社 726
まないたにりょうりをあげないこと シゲタ　サヤカ 著 講談社 913
りょうりをしてはいけないなべ シゲタ　サヤカ 著 講談社 913
コックのぼうしはしっている シゲタ　サヤカ 著 講談社 913
ぶた ユリア・ヴォリ 著 森下　圭子 訳 文渓堂 933
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 527
いぬがかいたかったのね サトシン 著 細川　貂々 画 集英社 913
小林一三 海野　そら太 画 石川　憲二 著 集英社 289
竜が呼んだ娘 柏葉　幸子 著 佐竹　美保 画 朝日学生新聞社 913
あさきゆめみし　３ 大和　和紀 原著 時海　結以 著 講談社 913
あさきゆめみし　４ 大和　和紀 原著 時海　結以 著 講談社 913
あさきゆめみし　５ 大和　和紀 原著 時海　結以 著 講談社 913
ちはやと覚える百人一首 末次　由紀 画 あんの　秀子 著 講談社 911
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 913
くものすおやぶんとりものちょう 秋山　あゆ子 著 福音館書店 913
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 814
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 933
ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋 著 講談社 913
ルドルフともだちひとりだち 斉藤　洋 著 講談社 913
ルドルフといくねこくるねこ 斉藤　洋 著 杉浦　範茂 画 講談社 913
ルドルフとスノーホワイト 斉藤　洋 著 杉浦　範茂 画 講談社 913
小さな命とあっちとこっち 楠　章子 著 日置　由美子 画 毎日新聞社 913
てんやわんや名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社 913
しあわせなら名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社 913
たかこ 清水　真裕 著 青山　友美 画 童心社 913
赤いポストとはいしゃさん 薫　くみこ 著 黒井　健 画 ポプラ社 913
松下幸之助 阿部　高明 画 石川　憲二 著 集英社 289
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社 913
「大好き！」を見つけよう 中原　一歩 著 講談社 366
トマスと図書館のおねえさん パット・モーラ 著 ラウル・コローン 画 藤原　宏之 訳さえら書房 933
ぼくのブック・ウーマン ヘザー・ヘンソン 著 デイビッド・スモール 画 藤原　宏之 訳さえら書房 933
釣魚１４００種図鑑 小西　英人 編著 エンターブレイン//角川グループパブリッシング787
うどんのうーやん 岡田　よしたか 著 ブロンズ新社 913
ちくわのわーさん 岡田　よしたか 著 ブロンズ新社 913
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 913
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 913
なんでも魔女商会８　火曜日はトラブル あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会９　ルビーの魔法マスターあんびる　やすこ 著 岩崎書店 913



かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート 原　ゆたか 著 ポプラ社 913
かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう 原　ゆたか 著 ポプラ社 913
かいけつゾロリのはちゃめちゃテレビ局 原　ゆたか 著 ポプラ社 913
ジュディ・モード、未来をうらなう！ メーガン・マクドナルド 著 ピーター・レイノルズ 画 宮坂　宏美 訳小峰書店 933
ジュディ・モードの独立宣言 メーガン・マクドナルド 著 ピーター・レイノルズ 画 宮坂　宏美 訳小峰書店 933
グレッグのダメ日記なんとか、やっていくよ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳ポプラ社 933
グレッグのダメ日記もう、がまんできない！ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳ポプラ社 933
黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ１４　５年生は、つらいよ！の巻石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 913
黒魔女さんのひなまつり 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 913
いろはのかるた奉行 長谷川　義史 著 講談社 913
英雄の書 宮部　みゆき 著 光文社 913
防波堤づりに挑戦　図書館版 千坂　隆男 著 金の星社 787
かいけつゾロリなぞのスパイと１００本のバラ原　ゆたか 著 ポプラ社 913
若おかみは小学生！⑱ 令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画 講談社 913
若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１９ 令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画 講談社 913
若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ２０ 令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画 講談社 913
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 933
このよでいちばんはやいのは ロバート・フローマン 原著 天野　祐吉 訳 あべ　弘士 画福音館書店 933
ぐんぐんせがのびるひみつ 大久保　友博 画 少年写真新聞社 491
行ってみよう！京都・奈良図鑑 公益財団法人全国修学旅行研究協会ポプラ社 709
写真で見るオリンピック大百科　１ ポプラ社 780
写真で見るオリンピック大百科　２ ポプラ社 780
写真で見るオリンピック大百科　３ ポプラ社 780
写真で見るオリンピック大百科　４ ポプラ社 780
写真で見るオリンピック大百科　５ ポプラ社 780
都会のトム＆ソーヤ　１１上 はやみね　かおる 講談社 913
都会のトム＆ソーヤ　１１下 はやみね　かおる 講談社 913
ギネス世界記録　２０１４ クレイグ・グレンディ 角川書店 916
ひまわりのおか ひまわりをうえた八人のお母さん，葉方　丹 著 松成　真理子 画岩崎書店 913
どろぼうがっこう　だいうんどうかい かこさとし 偕成社 913
コメの歴史を変えたコシヒカリ 小泉　光久 著 汐文社 616
空飛ぶのらネコ探険隊 大原　興三郎 著 こぐれ　けんじろう 画文渓堂 913
パンづくりの科学 吉野　精一 著 誠文堂新光社 596
ドキドキ！はじめてのかわいいお菓子づくり堀川　望美 著 成美堂出版 596
１０歳からのお菓子づくりステップアップレシピ須賀　祐子 著 日東書院 596
海のサバイバル 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版 557
続・しごとば 鈴木のりたけ　作 ブロンズ新社 366.29
続々・しごとば 鈴木のりたけ　作 ブロンズ新社 366.29
旅のはじまりはタイムスリップ 三田村信行　作 十々夜　　絵 あかね書房 913.6
水のコレクション 内山りゅう　写真・文 フレーベル館 452
おちゃのじかん 土橋とし子　作・絵 佼成出版社 913
クモの巣図鑑 新海明　著 谷川明男　写真 偕成社 485
こぎつねボック いまむらあしこ　作 鎌田暢子　絵文研出版 913
おまかせ自由研究＆調べ学習 朝日小学生新聞編集部　編・著 朝日学生新聞社 2.7
ヒックとドラゴン５ クレシッダ・コーウェル　作 相良倫子　［ほか］訳小峰書店 933
ヒックとドラゴン６ クレシッダ・コーウェル　作 相良倫子　［ほか］訳小峰書店 933
ヒックとドラゴン７ クレシッダ・コーウェル　古ノルド語訳 相良倫子　日本語共訳小峰書店 933
ヒックとドラゴン８ クレシッダ・コーウェル　古ノルド語訳 相良倫子　日本語共訳小峰書店 933
ヒックとドラゴン９ クレシッダ・コーウェル　古ノルド語訳 相良倫子，陶浪亜希　日本語共訳小峰書店 933
ヒックとドラゴン１０ クレシッダ・コーウェル　古ノルド語訳 相良倫子，陶浪亜希　日本語共訳小峰書店 933.7
からすのおかしやさん かこさとし　作・絵 偕成社 913
からすのやおやさん かこさとし　作・絵 偕成社 913
からすのてんぷらやさん かこさとし　作・絵 偕成社 913
からすのそばやさん かこさとし　作・絵 偕成社 913
ぼくは満員電車で原爆を浴びた 由井りょう子　文 米澤鐡志　語り小学館 210.75
さくら 田畑精一　著 童心社 913.6
滝廉太郎ものがたり 楠木しげお　作 日向山寿十郎　絵銀の鈴社 916
深海の怪物ダイオウイカを追え！ 窪寺恒己　著 ポプラ社 484
すいか！ 石津ちひろ　文 村上康成　絵 小峰書店 913.6



わるいことがしたい！ 沢木耕太郎　作 ミスミヨシコ　絵 講談社 913.6
ウリオ 室井滋　著・文 長谷川義史　絵 世界文化社 913
鳴く虫の科学 高嶋清明　著 誠文堂新光社 460
うさぎのいえ エフゲーニー・Ｍ・ラチョフ　絵 まきはらようこ　訳カランダーシ 983
リンゴの木の上のおばあさん ミラ・ローベ　著 塩谷太郎　訳 岩波書店 943
テラプト先生がいるから ロブ・ブイエー　作 西田佳子　訳 静山社 933.7
ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡たつひで　さく 福音館書店 468
一生懸命 貴乃花光司　著 ポプラ社 916
ハナミズキのみち 淺沼ミキ子　文 黒井健　絵 金の星社 913.6
フランスの１２の怖い昔話 大澤千加　再話 長崎出版 388.35
仕事発見！生きること働くことを考える 毎日新聞社　著 毎日新聞社 366.29
日本史の大事件１００ 楠木誠一郎　著 関口たか広　イラスト毎日新聞社 210
もっとおおきなたいほうを 二見正直　作 福音館書店 913
６人のお姫さま 二宮由紀子　作 たんじあきこ　　絵理論社 913.6
スズムシくん 木坂涼　文 廣野研一　絵 福音館書店 486
雑草の呼び名事典 亀田龍吉　著 世界文化社 479.038
おかあさんのそばがすき 今西乃子　著 金の星社 916
木曜日は曲がりくねった先にある 長江優子　著 講談社 913.6
さいこうのスパイス 亀岡亜希子　作・絵 ＰＨＰ研究所 913.6
ローワンとゼバックの黒い影 エミリ－・ロッダ　作 さくまゆみこ　訳あすなろ書房 933
しげちゃん 室井滋　作 長谷川義史　絵 金の星社 913
世界を変えるデザインの力 ナガオカケンメイ　監修 教育画劇 757
世界を変えるデザインの力 ナガオカケンメイ　監修 教育画劇 757
世界を変えるデザインの力 ナガオカケンメイ　監修 教育画劇 757
アルフレートの時計台 斉藤洋　著 偕成社 913.6
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　責任編集童心社 913068
バナナじけん 高畠那生　作 ＢＬ出版 913
学校行事に役立つ楽しい切り紙 寺西恵里子　デザイン 汐文社 375
学校行事に役立つ楽しい切り紙 寺西恵里子　デザイン 汐文社 375
学校行事に役立つ楽しい切り紙 寺西恵里子　デザイン 汐文社 375
うまれたよ！モンシロチョウ 小杉みのり　構成・文 安田守　写真岩崎書店 486
うまれたよ！オタマジャクシ 小杉みのり　構成・文 関慎太郎　写真岩崎書店 487
うまれたよ！アリ 小杉みのり　構成・文 山口進　写真岩崎書店 486
うまれたよ！テントウムシ 小杉みのり　構成・文 中瀬潤　写真岩崎書店 486
うまれたよ！ダンゴムシ 小杉みのり　構成・文 皆越ようせい　写真岩崎書店 485
うまれたよ！メダカ 小杉みのり　構成・文 松沢陽士　写真岩崎書店 487
うまれたよ！カブトムシ 小杉みのり　構成・文 新開孝　写真岩崎書店 486
うまれたよ！カマキリ 小杉みのり　構成・文 新開孝　写真岩崎書店 486
うまれたよ！ヤゴ 小杉みのり　構成・文 中瀬潤　写真岩崎書店 486
うまれたよ！ザリガニ 小杉みのり　構成・文 関慎太郎　写真岩崎書店 485
調べてナットク！みんなの博物館 「みんなの博物館」編集委員会　編集河出書房新社 69
調べてナットク！みんなの博物館２ 「みんなの博物館」編集委員会　編集河出書房新社 69
調べてナットク！みんなの博物館 「みんなの博物館」編集委員会　編集河出書房新社 69
調べてナットク！みんなの博物館 「みんなの博物館」編集委員会　編集河出書房新社 69
調べてナットク！みんなの博物館 「みんなの博物館」編集委員会　編河出書房新社 69
調べてナットク！みんなの博物館 「みんなの博物館」編集委員会　編集河出書房新社 69
見学しよう工事現場 溝渕利明　監修 ほるぷ出版 360
見学しよう工事現場 溝渕利明　監修 ほるぷ出版 360
見学しよう工事現場 溝渕利明　監修 ほるぷ出版 360
見学しよう工事現場 溝渕利明　監修 ほるぷ出版 360
新島八重 柊ゆたか　漫画 三上修平　シナリオ集英社 289
ターシャ・テューダー ノセクニコ　漫画 黒沢翔　シナリオ集英社 289
スティーブ・ジョブズ 八坂考訓　漫画 堀ノ内雅一　シナリオ集英社 289
アメリア・イヤハート 佐野未央子　漫画 堀ノ内雅一　シナリオ集英社 289
マリア・フォン・トラップ 萩岩睦美　漫画 和田奈津子　シナリオ集英社 289
しっぽをなくしたイルカ 岩貞るみこ　作 加藤文雄　写真 講談社 913
トイプードル警察犬カリンとフーガ 中村文人 佼成出版 913
深夜特急 １ 沢木耕太郎  著 新潮社 915
深夜特急 ２ 沢木耕太郎  著 新潮社 915



深夜特急 ３ 沢木耕太郎  著 新潮社 915
深夜特急 ４ 沢木耕太郎  著 新潮社 915
深夜特急 ５ 沢木耕太郎  著 新潮社 915
しゃばけ 畠中恵  著 新潮社 913
しろばんば 井上靖  著 新潮社 913
魔天使マテリアル １０ 藤咲あゆな  作 藤丘ようこ  画 ポプラ社 913
魔天使マテリアル １１ 藤咲あゆな  作 藤丘ようこ  画 ポプラ社 913
魔天使マテリアル １２ 藤咲あゆな  作 藤丘ようこ  画 ポプラ社 913
白旗の少女 比嘉富子  作 依光隆  絵 講談社 289
科学と科学者のはなし  寺田寅彦エッセイ集寺田寅彦  著 池内了  編 岩波書店 914
名探偵コナン推理ファイル世界遺産の謎 青山剛昌  原作 阿部ゆたか  まんが小学館 709
名探偵コナン推理ファイル日本史の謎 ２ 青山剛昌  原作 阿部ゆたか  まんが小学館 210
名探偵コナン推理ファイル日本史の謎 ３ 青山剛昌  原作 阿部ゆたか  まんが小学館 210
名探偵コナン推理ファイル日本史の謎 ４ 青山剛昌  原作 阿部ゆたか  まんが小学館 210
名探偵コナン推理ファイル日本史の謎 ５ 青山剛昌  原作 阿部ゆたか  まんが小学館 210
インド大帝国の冒険 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 933
アルプスの救助犬バリー 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 933
大統領の秘密 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 933
太田雄貴「騎士道」  北京五輪フェンシング銀メダリスト太田雄貴  著 小学館 789
イチロー果てしなき夢  少年の想い遥かに 義田貴士  著 学研教育出版 783
ほねほねザウルス８　ティラノ・ベビーのオニたいじ！？ぐるーぷ・アンモナイツ  作・絵 カバヤ食品株式会社  監修岩崎書店 913
ほねほねザウルス９　まぼろし山のほねほねキングぐるーぷ・アンモナイツ  作・絵 カバヤ食品株式会社  監修岩崎書店 913
忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 １３ なすだみのる  作 あべはじめ  絵ひくまの出版 913
忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 １４ なすだみのる  作 あべはじめ  絵ひくまの出版 913
忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 １５ なすだみのる  作 あべはじめ  絵ひくまの出版 913
忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 １６ なすだみのる  作 あべはじめ  絵ひくまの出版 913
忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 １７ なすだみのる  作 あべはじめ  絵ひくまの出版 913
忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 １８ なすだみのる  作 あべはじめ  絵ひくまの出版 913
ルルとララのおしゃれクッキー  Ｍａｐｌｅ　ｓｔｒｅｅｔあんびるやすこ  作・絵 岩崎書店 913
ルルとララの天使のケーキ  Ｍａｐｌｅ　ｓｔｒｅｅｔあんびるやすこ  作・絵 岩崎書店 913
ルルとララのスイートポテト  Ｍａｐｌｅ　ｓｔｒｅｅｔあんびるやすこ  作・絵 岩崎書店 913
ルルとララのシャーベット  Ｍａｐｌｅ　ｓｔｒｅｅｔ あんびるやすこ  作・絵 岩崎書店 913
ルルとララのわくわくクレープ  Ｍａｐｌｅ　Ｓｔｒｅｅｔあんびるやすこ  作・絵 岩崎書店 913
種蒔きもせず  花の詩画集 星野富弘  著 偕成社 720
ゾウの長い鼻には、おどろきのわけがある！山本省三  文 喜多村武  絵 くもん出版 480
カステラ、カステラ！ 明坂英二  文 齋藤芽生  絵 福音館書店 383
うちは精肉店 本橋成一  写真と文 農山漁村文化協会 648
新幹線のたび  はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断コマヤスカン  作 坂正博　監修 講談社 290
ヤクーバとライオン １ ティエリー・デデュー  作 柳田邦男  訳講談社 950
ヤクーバとライオン ２ ティエリー・デデュー  作 柳田邦男  訳講談社 950
ワニくんのおおきなあし みやざきひろかず  さく・え ＢＬ出版 913
ワニくんのふしぎなよる みやざきひろかず  さく・え ＢＬ出版 913
未来をつくるＢＯＯＫ  東日本大震災をふりかえり、今を見つめ、対話する みくに出版 369
ハリセンボンがふくらんだ 鈴木克美  作 石井聖岳  絵 あかね書房 487
物語の迷路  アンデルセンから宮沢賢治の世界まで香川元太郎  作・絵 ＰＨＰ研究所 798
かずの冒険 野山編 自然の中でかず・かたち遊び香川元太郎  作・絵 小学館 798
かずの冒険 海編 自然の中でかず・かたち遊び香川元太郎  作・絵 小学館 798
かずの冒険 空編 自然の中でかず・かたち遊び香川元太郎  作・絵 小学館 798
ふるさと６０年  戦後の日本とわたしたちの歩み道浦母都子  文 金斗鉉  絵 福音館書店 210
数えてみよう・無限を調べる 瀬山士郎  文 田島董美  絵 さ・え・ら書房 410
全部でいくつ・たしたりひいたり 瀬山士郎  文 中村広子  絵 さ・え・ら書房 410
いろいろな形・きれいな形 瀬山士郎  文 中村広子  絵 さ・え・ら書房 410
ハトと「ハトの巣」 瀬山士郎  文 コナガイ香  絵 さ・え・ら書房 410
ふしぎな形・表とうら 瀬山士郎  文 田島董美  絵 さ・え・ら書房 410
こども論語塾  親子で楽しむ 安岡定子　著 田部井文雄　監修明治書院 123
こども論語塾　その２  親子で楽しむ 安岡定子　著 田部井文雄　監修明治書院 123
こども論語塾　その３  親子で楽しむ 安岡定子　著 田部井文雄　監修明治書院 123
江戸の算数 １ 西田知己  著 たごもりのりこ  絵 汐文社 410
江戸の算数 ３ 西田知己  著 たごもりのりこ  絵 汐文社 410



江戸の算数 ２ 西田知己  著 たごもりのりこ  絵 汐文社 410
数字ってこ～んなにオモシロい！！ １巻 松田幸子　ほか編 教育画劇 410
数字ってこ～んなにオモシロい！！ ２巻 松田幸子　ほか編 教育画劇 410
数字ってこ～んなにオモシロい！！ ３巻 松田幸子　ほか編 教育画劇 410
さんすうだいすき １ 遠山啓  著 日本図書センター 410
さんすうだいすき ２ 遠山啓  著 日本図書センター 410
さんすうだいすき ３ 遠山啓  著 日本図書センター 410
さんすうだいすき ４ 遠山啓  著 日本図書センター 410
さんすうだいすき ５ 遠山啓  著 日本図書センター 410
さんすうだいすき ６ 遠山啓  著 日本図書センター 410
さんすうだいすき ７ 遠山啓  著 日本図書センター 410
さんすうだいすき ８ 遠山啓  著 日本図書センター 410
さんすうだいすき ９ 遠山啓  著 日本図書センター 410
さんすうだいすき １０ 遠山啓  著 日本図書センター 410
ゴナンとかいぶつ  モンゴルの昔話より イチンノロブ・ガンバートル  文 バーサンスレン・ボロルマー  絵偕成社 726
マリアンは歌う パム・ムニョス・ライアン  文 ブライアン・セルズニック  絵光村教育図書 933
そのままのきみがすき マックス・ルケード  作 セルジオ・マルティネス  絵いのちのことば社 933
眠る盃 向田邦子  著 講談社 914
野性の呼び声 ロンドン  著 深町眞理子  訳 光文社 933
ドラえもんの算数おもしろ攻略 〔９〕 日能研　指導 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略 〔１０〕 日能研　指導 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略 〔３〕 小林敢治郎  著 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略 〔８〕 小林敢治郎  著 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略 〔１〕 小林敢治郎  著 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略 〔２〕 小林敢治郎  著 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略 〔４〕 小林敢治郎  著 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略 〔５〕 小林敢治郎  著 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略 〔６〕 小林敢治郎  著 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略 〔７〕 小林敢治郎  著 小学館 411
ドラえもんの算数おもしろ攻略 〔１１〕 長嶋清　著 小学館 411
わくわく数（かず）の世界の大冒険  親子で楽しむ！桜井進  著 ふわこういちろう　絵 日本図書センター 410
わくわく数（かず）の世界の大冒険 ２ 親子で楽しむ！桜井進  著 ふわこういちろう　絵 日本図書センター 410
わくわく漢字の世界の大冒険  親子で楽しむ！馬場雄二  著 ふわこういちろう　絵日本図書センター 811
さんすうくんがやってくる 五味太郎  著 学習研究社 410
はじめてであうすうがくの絵本　１ 安野光雅　作 福音館書店 411
はじめてであうすうがくの絵本　２ 安野光雅　作 福音館書店 411
はじめてであうすうがくの絵本　３ 安野光雅　作 福音館書店 411
くりあがりのあるたしざん 石井孝子  ぶん 高橋由為子  え 大月書店 410
くりさがりのあるひきざん 石井孝子  ぶん 高橋由為子  え 大月書店 410
ながさ 石井孝子  ぶん 高橋由為子  え 大月書店 410
かけざん 石井孝子  ぶん 高橋由為子  え 大月書店 410
おおきなかず 石井孝子  ぶん 高橋由為子  え 大月書店 410
さんすうサウルス ミッシェル・マーケル  ぶん ダグ・クシュマン  え福音館書店 410
回転寿司のひみつ 齋藤友佳子 学研 667
みそのひみつ 大岩ビュン 学研 596
美術ぷらす2013 小林義隆 国民みらい出版 700
日蓮 田中正雄 郵便出版社 289
詩集　おかあさん 大和書房 911
ファッションのひみつ あすみきり 学研 593
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 699
毎日つかえるバッグと布小物　かわいい！かんたん！手づくり小物　１　ひとりでつくれるポプラ社 594
デルトラ・クエスト　モンスターブック エミリー・ロッダ 岩崎書店 930
ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933
白川静さんに学ぶ漢字は楽しい 小山鉄郎　編白川静　監修 共同通信社 811
デルトラ・クエストⅢ　④最後の歌姫 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933
めいろ＆パズル　３・４年生 黒子光子　作・絵 高橋書店 798
なぞなぞわかるかな３年生 たまごきかく　編 日東書院 798
じょうぶな頭とかしこい体になるために 五味太郎　著 ブロンズ新社 159
なぞなぞ２年３年生 角田美里 西東社 798



せかいいちの名探偵 杉山　亮　作　　　 偕成社 913
グレッグのダメ日記 あ～あ、どうしてこうなるの!?ジェフ・キニー　作　中井はるの　訳　　ポプラ社 933
グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー　作 ポプラ社 933
グレッグのダメ日記　ボクの日記があぶない！ジェフ・キニー　作 ポプラ社 933
１００人にききましたなぜなにランキング　１年生ぎもんランキング編集委員会　編学習研究社 2
あまんきみこ童話集　１ あまんきみこ  作渡辺洋二  絵 ポプラ社 913
大研究！お香のすべて 工藤ケン 講談社 792
パスワード悪の華　中学生編 松原秀行　作 講談社 913
アイスクリームのひみつ 宮原　美香 学研 588
歯と歯みがきのひみつ 山口育孝 学習研究社 497
アンデルセンのメルヘン文庫 アンデルセン 913
図鑑・事典でひみつをさがせ！ 松下 清 学研ネクスト 400
なりたい！知りたい！調べたい！人命救助のプロ 1 消防のレスキュー隊こどもくらぶ 岩崎書店 361
なりたい！知りたい！調べたい！人命救助のプロ ２ 海のレスキュー隊こどもくらぶ 岩崎書店 361
なりたい！知りたい！調べたい！人命救助のプロ ３ 山のレスキュー隊こどもくらぶ 岩崎書店 361
なりたい！知りたい！調べたい！人命救助のプロ ４ ドクターヘリのレスキュー隊こどもくらぶ 岩崎書店 361
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市村 均 岩崎書店 70
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市村 均 岩崎書店 70
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市村 均 岩崎書店 70
恐竜のつくりかた 竹内しんぜん グラフィック社 751
接着剤のひみつ たまだまさお 学研 430
スポーツクラブのひみつ 鳥飼規世 学研 781
燕石さん 鈴木浩 90
ひとりぼっちじゃじゃないんだよ 横井 913
ﾖひとりぼっちじゃないんだよ 横井恵子 913
思い出行きの電車にのって なるみやますみ ひくまの出版 913
金のさかな Ａ．プーシキン　作　松谷さやか　訳　　　　　　Ｖ．ワシーリエフ　絵偕成社 388
さぬき・人ここにあり 90
カーくんと森のなかまたち 吉沢誠 ワイズ・アウル 913
プルーンのひみつ 工藤ケン 学研 588
美術ぷらす2014 小林義隆 国民みらい出版 700
保険のすべて 小川京美 講談社 339
馬は友だち 野本トロ 481
水と健康 大塚ホールディングス株式会社 498
香川の歴史物語 香川県中学校社会科研究会 90
未来からの宿題 ＬＰガス協会 575
まよなかのたんじょうかい 西本鶏介 すずき出版 913
まよなかのたんじょうかい 西本鶏介 すずき出版 913
どこかいきのバス 井上　よう子 著 くすはら　順子 画文研出版 913
どこかいきのバス 井上　よう子 著 くすはら　順子 画文研出版 913
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 933
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 933
ひまわり 荒井　真紀 著 金の星社 479
ひまわり 荒井　真紀 著 金の星社 479
ともだちは、サティー！ 大塚　篤子 著 タムラ　フキコ 画 小峰書店 913
ともだちは、サティー！ 大塚　篤子 著 タムラ　フキコ 画 小峰書店 913
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 943
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 943
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 468
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 468
よかたい先生 三枝　三七子 著 学研教育出版//学研マーケティング289
よかたい先生 三枝　三七子 著 学研教育出版//学研マーケティング289
ふたり 福田　隆浩 著 講談社 913
ふたり 福田　隆浩 著 講談社 913
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 933
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 933
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 933
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 933
カブトムシ山に帰る 山口　進 著 汐文社 486



カブトムシ山に帰る 山口　進 著 汐文社 486
ひみつの花便り 田村　理江 著 高山　まどか 画 国土社 913
ドキドキッズ小学校　１時間目 川北　亮司 編 佐藤　佳代，他 著 寺島　ゆか，他 画文渓堂 913
怪談オウマガドキ学園　２ 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 913
怪談オウマガドキ学園　３ 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 913
怪談オウマガドキ学園　４ 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 913
怪談オウマガドキ学園　５ 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 913
はれときどきあまのじゃく 矢玉　四郎 著 岩崎書店 913
好奇心をそだて考えるのが好きになる科学のふしぎな話３６５ ナツメ社 404
日本のキノコ２６２ 柳沢　まきよし 著 文一総合出版 474
石の巨人 ジェーン・サトクリフ 著 ジョン・シェリー 画 なかがわ　ちひろ 訳小峰書店 933
どこかいきのバス 井上　よう子 著 くすはら　順子 画文研出版 913
ジュディ・モード、探偵になる！ メーガン・マクドナルド 著 ピーター・レイノルズ 画 宮坂　宏美 訳小峰書店 933
讃岐の古城跡と豪族たち 細川頼之と讃岐 草創の会 201
やぎのしずかのたいへんなたいへんないちにち田島　征三 著 偕成社 913
ゴインキョとチーズどろぼう 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 933
クツカタッポと三つのねがいごと 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 933
フィーフィーのすてきな夏休み 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 933
レインボーとふしぎな絵 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 933
チャイブとしあわせのおかし 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 933
クイックと魔法のスティック 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 933
レトロと謎のボロ車 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 933
マージともう一ぴきのマージ 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 933
セーラと宝の地図 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 933
スタンプに来た手紙 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 933
親子で楽しむこども料理塾 りん　くんび 著 明治書院 596
かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ 原　ゆたか 著 ポプラ社 913
みんなどきどき動物園　ライオン、パンダ、サルほか松橋　利光 写真 池田　菜津美 著新日本出版社 480
みんなどきどき動物園　キリン、ゾウ、コアラほか松橋　利光 写真 池田　菜津美 著新日本出版社 480
みんなわくわく水族館　お魚いっぱい編 松橋　利光 写真 池田　菜津美 著新日本出版社 480
みんなわくわく水族館　海の動物いっぱい編松橋　利光 写真 池田　菜津美 著新日本出版社 480
ぐっとくるまんがのセリフ１０１ すずき出版 159
ぐっとくる文学のセリフ１０１ すずき出版 159
ぐっとくる映画のセリフ１０１ すずき出版 159
ずら～りウンチならべてみると… 西川　寛 著 友永　たろ 画 アリス館 481
ずら～りキンギョならべてみると… 松橋　利光 写真 高岡　昌江 著 アリス館 666
ずら～りマメならべてみると… 深石　隆司 写真 高岡　昌江 著 アリス館 479
ずら～りイモムシならべてみると… 安田　守 写真 高岡　昌江 著 アリス館 486
ママはびようしさん アンナ・ベングトソン 著 オスターグレン　晴子 訳福音館書店 933
世界のおもしろ地形 白尾　元理 著 誠文堂新光社 454
地形探検図鑑 目代　邦康 著 誠文堂新光社 454
地球の不思議を科学する 誠文堂新光社 450
南極大陸のふしぎ 武田　康男 著 誠文堂新光社 402
地図の「読み方」術 渡辺　一夫 編 誠文堂新光社 448
観察して楽しむ天体入門 沼澤　茂美，脇屋　奈々代 著 誠文堂新光社 442
ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた宇宙の不思議沼澤　茂美，脇屋　奈々代 著 誠文堂新光社 442
雲の不思議がわかる本 森田　正光 著 誠文堂新光社 451
月と太陽ってどんな星？ 縣　秀彦 著 誠文堂新光社 446
深海の不思議な生物 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社 481
よくわかる電気のしくみ 伊藤　尚未 著 誠文堂新光社 540
飛行機のしくみ 白鳥　敬 著 誠文堂新光社 538
世界の葉と根の不思議 湯浅　浩史 著 誠文堂新光社 471
ココがスゴい新幹線の技術 梅原　淳 著 誠文堂新光社 516
海へ出るつもりじゃなかった　上 アーサー・ランサム 著 神宮　輝夫 訳岩波書店 933
海へ出るつもりじゃなかった　下 アーサー・ランサム 著 神宮　輝夫 訳岩波書店 933
図書館に児童室ができた日 ジャン・ピンボロー 著 デビー・アトウェル 画 張替　恵子 訳徳間書店 16
ねこじゃら商店世界一のプレゼント 富安　陽子 著 平澤　朋子 画 ポプラ社 913
千の種のわたしへ さとう　まきこ 著 偕成社 913
あたまのうえにとりがいますよ モー・ウィレムズ 著 落合　恵子 訳クレヨンハウス 933



青い一角の龍王 西沢　杏子 著 あらき　あいこ 画朝日学生新聞社 913
青い一角の少女 西沢　杏子 著 あらき　あいこ 画朝日学生新聞社 913
ガラパゴスに木を植える 藤原　幸一 著 岩崎書店 519
ドキドキッズ小学校　２時間目 川北　亮司 編 寺島　ゆか，他 画文渓堂 913
りんご畑の１２か月 松本　猛 著 中武　ひでみつ 画 講談社 913
ざぼんじいさんのかきのき すとう　あさえ 著 織茂　恭子 画 岩崎書店 913
香川県の歴史散歩 香川県の歴史散歩編集委員会 編山川出版社 291
洞くつの世界大探検 庫本　正 著 ＰＨＰ研究所 454
古代エジプトのものがたり ロバート・スウィンデルズ 著 スティーブン・ランバート 画 百々　佑利子 訳岩波書店 933
ギリシア神話オリュンポスの書 斉藤　洋 著 佐竹　美保 画 理論社 164
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 159
いつもみていた ジャネット・ウィンター 著 まえざわ　あきえ 訳福音館書店 933
せかいでいちばん大きなおいも 二宮　由紀子 著 村田　エミコ 画佼成出版社 913
進め！サムライブルー 林　壮一 著 講談社 783
氷の海とアザラシのランプ ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン 著 ベス・クロムス 画 千葉　茂樹 訳ビーエル出版 933
まじょ子と黒ネコのケーキやさん 藤　真知子 著 ゆーち　みえこ 画ポプラ社 913
らくだい魔女と闇の宮殿 成田　サトコ 著 杉浦　た美 画 ポプラ社 913
若おかみは小学生！スペシャル短編集　１ 令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画 講談社 913
おとうさんがいっぱい 三田村　信行 著 佐々木　マキ 画理論社 913
やいたやいた まどか　ななみ 著 みやにし　たつや 画すずき出版 913
劇団６年２組 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913
スーパーキッズ 佐藤　まどか 著 講談社 913
怪盗クイーンと悪魔の錬金術師 はやみね　かおる 講談社 913
怪盗クイーンと魔界の陰陽師 はやみね　かおる 講談社 913
さがしてみよう！まちのバリアフリー 高橋儀平　監修 小峰書店 369
さがしてみよう！まちのバリアフリー 高橋儀平　監修 小峰書店 369
さがしてみよう！まちのバリアフリー 高橋儀平　監修 小峰書店 369
さがしてみよう！まちのバリアフリー 高橋儀平　監修 小峰書店 369
さがしてみよう！まちのバリアフリー 高橋儀平　監修 小峰書店 369
さがしてみよう！まちのバリアフリー 高橋儀平　監修 小峰書店 369
ちきゅうはみんなのいえ リンダ・グレイザー　文 エリサ・クレヴェン　絵，加島葵　訳くもん出版 933
ひみつのプクプクハイム村 ミヒャエル・ゾーヴァ　作・絵 木本栄　訳講談社 943
花びら姫とねこ魔女 朽木祥　作 こみねゆら　絵 小学館 913
マングローブの木 スーザン・Ｌ・ロス　文 松沢あさか　訳さ・え・ら書房 933
美術館にもぐりこめ！ さがらあつこ　文 さげさかのりこ　　絵福音館書店 706
ぼくは「つばめ」のデザイナー 水戸岡鋭治　著 講談社 536
だいすき！人気メニュー さくらももこ　原作 神みよ子　料理金の星社 596
おりがみにんじゃ つきおかゆみこ　作 あかね書房 913
だじゃれ日本一周 長谷川義史　作 理論社 913
昭和の子ども生活絵図鑑 奥成達　文 ながたはるみ　絵 金の星社 210
ホームヘルパー犬ミルキー 井上夕香　文 川崎宏子　監修 国土社 916
ほねほねザウルス１０　ティラノ・ベビー４人のまほうつかいぐるーぷ・アンモナイツ　作・絵 岩崎書店 913
ほねほねザウルス１１　だいぼうけん！ボコボコン・ホールぐるーぷ・アンモナイツ　作・絵 岩崎書店 913
日ざかり村に戦争がくる フアン・ファリアス　作 宇野和美　訳福音館書店 963
からっぽぽっぽ！ うどんあこ　作 やまもとゆか　絵 文研出版 913
タンポポあの日をわすれないで 光丘真理　作 山本省三　絵 文研出版 913
ミヒャルスキィ夫妻のお絵かきと工作 ウーテ・ミヒャルスキィ，　ティルマン・ミヒャルスキィ　著 横山洋子　訳アトリエニキティキ 750
クリスマスのりんご ルース・ソーヤー，アリソン・アトリー　ほか　文 上條由美子　編・訳福音館書店 933
ぴったりのクリスマス バーディ・ブラック　作 ロザリンド・ビアードショー　絵，たなかあきこ　訳小学館 933
大天狗先生の（秘）妖怪学入門 富安陽子　著 山村ヒデト　イラスト少年写真新聞社 387
けしつぶクッキー マージェリー・クラーク　作 渡辺茂男　訳童話館出版 933
負けないパティシエガール ジョーン・バウアー　作 灰島かり　訳小学館 933
メルリック デビッド・マッキー　作 なかがわちひろ　訳光村教育図書 933
坂本廣子のつくろう！食べよう！行事食 坂本廣子　著 少年写真新聞社 596
ツン子ちゃん、おとぎの国へ行く 松本裕子　作 佐竹美保　絵 小峰書店 913
ファンタージエン ウルリケ・シュヴァイケルト　著 酒寄進一　訳ソフトバンククリエイティブ 933
本屋さんのすべてがわかる本 稲葉茂勝　文 ミネルヴァ書房 24
和食のすべてがわかる本 こどもくらぶ　編 ミネルヴァ書房 596
和食のすべてがわかる本 こどもくらぶ　編 ミネルヴァ書房 596



和食のすべてがわかる本 こどもくらぶ　編 ミネルヴァ書房 596
和食のすべてがわかる本 こどもくらぶ　編 ミネルヴァ書房 596
黒田官兵衛 小沢章友　作 流石景　絵 講談社 913
黒田官兵衛は名探偵！！ 楠木誠一郎　作 岩崎美奈子　絵講談社 913
まるごと観察富士山 鎌田浩毅　編著 誠文堂新光社 450
都道府県の持ちかた バカリズム　著 ポプラ社 291
大きな木のような人 いせひでこ　作 講談社 913
どーしたどーした 天童荒太　文 荒井良二　絵 集英社 913
打てるもんなら打ってみろ！ 中村計　著 講談社 916
世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさばよしみ　編著 中川学　絵 汐文社 933
ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。 石井光太　文 ポプラ社 916
いきのびる魔法 西原理恵子　著 小学館 159
３万冊の本を救ったアリーヤさんの大作戦 マーク・アラン・スタマティー　作 徳永里砂　訳国書刊行会 160
よろずトラブル妖怪におまかせ 三田村信行　作 十々夜　　絵 あかね書房 913
月の少年 沢木耕太郎　作 浅野隆広　絵 講談社 913
魔女がまちにやってきた 村上勉　作 偕成社 913
１年生からひとりでお弁当を作ろう 坂本廣子　著 共同通信社 596
熱闘！激闘！スポーツクイズ選手権 スポーツクイズ研究会　編 ポプラ社 783
元気がでる日本人１００人のことば 脇坂敦史　執筆 ポプラ社 159
行ってみよう！社会科見学 国土社編集部　編 国土社 374
行ってみよう！社会科見学 国土社編集部　編 国土社 374
行ってみよう！社会科見学 国土社編集部　編 国土社 374
行ってみよう！社会科見学 国土社編集部　編 国土社 374
すばらしき犬たち メアリー・ポープ・オズボーン，ナタリー・ポープ・ボイス　著 高畑智子　訳メディアファクトリー 646
へなちょこ くすのきしげのり　作 ふるしょうようこ　絵学研教育出版 913
ええところ くすのきしげのり　作 ふるしょうようこ　絵学研教育出版 913
なりたい二人 令丈ヒロ子　作 ＰＨＰ研究所 913
税ってなに？ 三木義一　監修 かもがわ出版 345
税ってなに？ 三木義一　監修 かもがわ出版 345
税ってなに？ 三木義一　監修 かもがわ出版 345
税ってなに？ 三木義一　監修 かもがわ出版 345
じぶんでつくろうこどものしゅげい 大月ヒロ子　構成・文 木村愛　絵福音館書店 594
図書館のトリセツ 福本友美子　著 講談社 15
みどりの小鳥 イタロ・カルヴィーノ　作 川島英昭　訳岩波書店 973
柴犬マイちゃんへの手紙 柳原三佳　著 講談社 916
パックンのＡｒｅ　ｙｏｕ　ａ　国際人？ パトリック・ハーラン　著 毎日新聞社 361
妖怪ぞろぞろ俳句の本 古館綾子　文 山口マオ　絵 童心社 911
あたしゆきおんな 富安陽子　文 飯野和好　絵 童心社 913
妖怪探検図鑑 村上健司　文 天野行雄　絵 あかね書房 387
風の館の物語 あさのあつこ　作 百瀬ヨシユキ　絵講談社 913
風の館の物語 あさのあつこ　作 百瀬ヨシユキ　絵講談社 913
風の館の物語 あさのあつこ　作 百瀬ヨシユキ　絵講談社 913
縄文人がぼくの家にやってきたら！？ 山田康弘　著 実業之日本社 210
マンガで覚える図解将棋の基本 矢内理絵子　監修 土屋書店 796
マンガで覚える図解チェスの基本 小島慎也　監修 土屋書店 796
「好き」をつらぬこう ＢＬＡＣＫ ＰＨＰ研究所 159
子どものための防災訓練ガイド 松尾知純　著 汐文社 369
子どものための防災訓練ガイド 松尾知純　著 汐文社 369
子どものための防災訓練ガイド 松尾知純　著 汐文社 369
おすしのせかいりょこう 竹下文子　文 鈴木まもる　絵 金の星社 913
盆栽えほん 大野八生　作 あすなろ書房 627
うれしい！おかし・デザート さくらももこ  原作 大森いく子  料理金の星社 596
熱戦！激闘！スポーツクイズ スポーツクイズ研究会  編 ポプラ社 783
サーティーナイン・クルーズ １ リック・リオーダン  著 小浜杳  訳メディアファクトリー 933
サーティーナイン・クルーズ ２ ゴードン・コーマン  著 小浜杳  訳メディアファクトリー 933
サーティーナイン・クルーズ ３ ピーター・ルランジス  著 小浜杳  訳メディアファクトリー 933
サーティーナイン・クルーズ ４ ジュード・ワトソン  著 小浜杳  訳メディアファクトリー 933
サーティーナイン・クルーズ ５ パトリック・カーマン  著 小浜杳  訳メディアファクトリー 933
サーティーナイン・クルーズ ６ ジュード・ワトソン  著 小浜杳  訳メディアファクトリー 933



サーティーナイン・クルーズ ７ ピーター・ルランジス  著 小浜杳  訳メディアファクトリー 933
サーティーナイン・クルーズ ８ ゴードン・コーマン  著 小浜杳  訳メディアファクトリー 933
サーティーナイン・クルーズ ９ リンダ・スー・パーク  著 小浜杳  訳メディアファクトリー 933
サーティーナイン・クルーズ １０ 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 933
サーティーナイン・クルーズ １０ 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 933
サーティーナイン・クルーズ １１ リック・リオーダン  著 ピーター・ルランジス  著メディアファクトリー 933
サーティーナイン・クルーズ １２ ゴードン・コーマン  著 小浜杳  訳メディアファクトリー 933
サーティーナイン・クルーズ １３ ジュード・ワトソン  著 小浜杳  訳メディアファクトリー 933
サーティーナイン・クルーズ １４ ピーター・ルランジス  著 小浜杳  訳メディアファクトリー 933
サーティーナイン・クルーズ １５ ローランド・スミス  著 小浜杳  訳メディアファクトリー 933
船で空飛ぶ妖怪クル～ズ 三田村信行  作 十々夜  絵 あかね書房 913
夜の迷路で妖怪パニック 三田村信行  作 十々夜  絵 あかね書房 913
時空をこえて魔鏡マジック 三田村信行  作 十々夜  絵 あかね書房 913
なぞかけ動物園  江戸のなぞなぞ ねづっち  著 理論社 798
なぞかけ食堂  江戸のなぞなぞ ねづっち  著 理論社 798
なぞかけ運動会  江戸のなぞなぞ ねづっち  著 理論社 798
ヒマラヤのサバイバル １ 生き残り作戦 洪在徹  文 鄭俊圭  絵 朝日新聞出版 786
ヒマラヤのサバイバル ２ 生き残り作戦 洪在徹  文 鄭俊圭  絵 朝日新聞出版 786
台風のサバイバル  生き残り作戦 洪在徹  文 鄭俊圭  絵 朝日新聞出版 451
エネルギー危機のサバイバル １ 生き残り作戦金政郁  文 韓賢東  絵 朝日新聞出版 501
エネルギー危機のサバイバル ２ 生き残り作戦金政郁  文 韓賢東  絵 朝日新聞出版 501
ことばキャンプ １ 高取しづか  著 ＪＡＭネットワーク  著合同出版 376
ことばキャンプ ２ 高取しづか  著 ＪＡＭネットワーク  著合同出版 376
ことばキャンプ ３ 高取しづか  著 ＪＡＭネットワーク  著合同出版 376
ことばキャンプ ４ 高取しづか  著 ＪＡＭネットワーク  著合同出版 376
ことばキャンプ ５ 高取しづか  著 ＪＡＭネットワーク  著合同出版 376
見てびっくり野菜の植物学  ゲッチョ先生の野菜コレクション盛口満  文・絵 少年写真新聞社 626
元気がでる日本人１００人のことば ２ 晴山陽一  監修 ポプラ社 159
元気がでる日本人１００人のことば ３ 晴山陽一  監修 ポプラ社 159
元気がでる日本人１００人のことば ４ 晴山陽一  監修 ポプラ社 159
元気がでる日本人１００人のことば ５ 晴山陽一  監修 ポプラ社 159
風立ちぬ 宮崎駿  原作・脚本・監督 徳間書店 778
かぐや姫の物語 高畑勲  原案・脚本・監督 坂口理子  脚本徳間書店 778
坂本廣子のつくろう！食べよう！行事食 ２ 坂本廣子  著 奥村彪生  監修 少年写真新聞社 596
坂本廣子のつくろう！食べよう！行事食 ３ 坂本廣子  著 奥村彪生  監修 少年写真新聞社 596
うちにかえったガラゴ 島田ゆか  作／絵 文溪堂 913
じゅっぴきでござる エクトル・シエラ  作 高畠純  絵 佼成出版社 913
ぐるんぐるんつむじかぜ アーノルド・ローベル　作 ふしみみさを　訳ほるぷ出版 933
リンカーン大統領のせいじつなことば  エイブラハム・リンカーンの生涯ドリーン・ラパポート  文 カディア・ネルソン  絵国土社 930
えんそくごいっしょに 小竹守道子  さく ひだきょうこ  えアリス館 913
旅の終わりは妖怪ワ～ルド 三田村信行  作 十々夜  絵 あかね書房 913
闇の本  番外編忘れていた怪談 緑川聖司  作 竹岡美穂  絵 ポプラ社 913
金の本  時をこえた怪談 緑川聖司  ポプラ社 913
人生はワンチャンス！  「仕事」も「遊び」も楽しくなる６５の方法水野敬也  著 長沼直樹  著 文響社 159
人生はニャンとかなる！  明日に幸福をまねく６８の方法水野敬也  著 長沼直樹  著 文響社 159
ドラえもんの小学校の勉強おもしろ攻略 〔２〕藤子・Ｆ・不二雄  キャラクター原作小学館 31
動物のおじいさん、動物のおばあさん 高岡昌江  文 学研教育出版 916
ボールペンでかんたん！まねするだけで四季のプチかわイラストが描ける本カモ  著 メイツ出版 726
明日は、いずこの空の下 上橋菜穂子  著 講談社 914
ユキコちゃんのしかえし 星新一  作 ひがしちから  絵 偕成社 913
月へ行きたい 松岡徹  文・絵 福音館書店 538
本屋さんのすべてがわかる本 ２ 稲葉茂勝  文 秋田喜代美  監修ミネルヴァ書房 24
本屋さんのすべてがわかる本 ３ 稲葉茂勝  文 秋田喜代美  監修ミネルヴァ書房 24
ファスナーのひみつ たまだまさお 学研 589
ドラッグストアと調剤のひみつ 青木　萌 学研 499
正露丸のひみつ おぎの　ひとし 学研 499
レジのひみつ おがたたかはる 学研 582
星空へようこそ 横山充男　作　えびなみつる　絵文研出版 913
目と目薬のひみつ 山口育孝 学研 496



ベスト教科事典 社会１ 地域のくらし 斎藤 雄三 学研ネクスト 31
ベスト教科事典 社会２ 国土と産業 北 俊夫 学研ネクスト 31
ベスト教科事典 社会３ 日本の歴史 政治と国際社会北 俊夫 学研ネクスト 31
ベスト教科事典 総合学習 金子 美智雄 学研ネクスト 31
ベスト教科事典 野外遊び大図鑑 朝比奈 潔 学研ネクスト 31
スポーツナビゲーターのひみつ 宮原美香 学研 780
紙芝居　おさむらいさんのはなし全６巻 教育画劇
大研究！化学せんいのちから 森脇葵 講談社 586
美術ぷらす2015 小林義隆 国民みらい出版 700
れんげのおきゃくさま 七尾　純 著 久保　秀一 写真 偕成社 479
ひまわり 和歌山　静子 著 福音館書店 913
ことり まど　みちお 著 南塚　直子 画 小峰書店 911
おかえし 村山　桂子 著 織茂　恭子 画 福音館書店 913
とんことり 筒井　頼子 著 林　明子 画 福音館書店 913
月のかがく えびな　みつる 画 中西　昭雄 写真旬報社 446
その手に１本の苗木を クレア　Ａ．ニヴォラ 著 柳田　邦男 訳評論社 933
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 949
ヘンゼルとグレーテルのおはなし 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 943
シップ船長とうみぼうず 角野　栄子 著 オームラ　トモコ 画偕成社 913
ちびっこ大せんしゅ シド・ホフ 著 光吉　夏弥 訳 大日本図書 933
ホネホネたんけんたい 大西　成明 写真 松田　素子 著 アリス館 481
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 943
シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン 著 脇　明子 訳岩波書店 943
盆まねき 富安　陽子 著 高橋　和枝 画 偕成社 913
不思議 金子　みすゞ 著 /崎　節夫 編 岩崎書店 911
セミ神さまのお告げ 宇梶　静江 著 福音館書店 929
なんでもただ会社 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 953
小さなバイキングビッケ 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 949
しあわせネコ 東　君平 著 新日本出版社 913
ぼんぼん 今江　祥智 著 岩波書店 913
パタポン　２ 田中　和雄 編 童話屋 911
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 933
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 933
ひみつのひきだしあけた？　新装版 あまん　きみこ 著 やまわき　ゆりこ 画ＰＨＰ研究所 913
道は必ずどこかに続く 日野原　重明 著 講談社 159
おちゃのじかんにきたとら　改訂新版 ジュディス・カー 著 晴海　耕平 訳童話館出版 933
ながいながいよる 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 933
あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ 著 藤田　圭雄 訳至光社 933
ふようどのふよこちゃん 飯野　和好 著 理論社 913
地図からわかる日本 学研教育出版//学研マーケティング291
新幹線・特急１０００　全国名車決定版 学研教育出版//学研マーケティング546
日本の電車１５００　全国完全版 学習研究社 546
やまんばあかちゃん 富安　陽子 著 大島　妙子 画 理論社 913
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 147
くまの楽器店 安房　直子 著 こみね　ゆら 画 小学館 913
スミレとアリ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 479
モミジのつばさ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 479
ドングリとリス ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 657
オナモミのとげ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 479
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 933
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49
のら犬 新美　南吉 著 鶴田　陽子 画 大日本図書 913
せんねんまんねん まど　みちお 著 工藤　直子 編 童話屋 911
鹿よおれの兄弟よ 神沢　利子 著 Ｇ．Ｄ．パヴリーシン 画福音館書店 933
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 481
北の馬と南の馬 前川　貴行 写真 あかね書房 645
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 933
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 933
Ｔｗｏ　Ｔｒａｉｎｓ 魚住　直子 著 あずみ虫 画 学習研究社 913



希望への扉リロダ 渡辺　有理子 著 小淵　もも 画 アリス館 913
鉄は魔法つかい 畠山　重篤 著 スギヤマ　カナヨ 画小学館 663
煮干しの解剖教室 小林　眞理子 著 仮説社 487
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 933
支度 黒田　三郎 著 伊藤　英治 編 岩崎書店 911
高田敏子 萩原　昌好 編 中島　梨絵 画 あすなろ書房 911
伝統工芸 ポプラ社 750
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913
森の絵本 長田　弘 著 荒井　良二 画 講談社 913
生物多様性の大研究 ＰＨＰ研究所 468
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 933
ＣＯＳＭＯＳ　上 カール・セーガン 著 木村　繁 訳朝日新聞出版 440
ＣＯＳＭＯＳ　下 カール・セーガン 著 木村　繁 訳朝日新聞出版 440
ぼくたちはなく 内田　麟太郎 著 小柏　香 画 ＰＨＰ研究所 911
約束 窪島　誠一郎 著 かせ　りょう 画 アリス館 913
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 933
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 933
こども「学問のすすめ」 齋藤　孝 著 筑摩書房 2
みんなのユニバーサルデザイン　３ 学研教育出版//学研マーケティング369
おかえりコウノトリ 佐竹　節夫 著 山口　達也 画 童心社 488
あしたあさってしあさって もりやま　みやこ 著 はた　こうしろう 画小峰書店 913
あしたあさってしあさって もりやま　みやこ 著 はた　こうしろう 画小峰書店 913
かあさんのしっぽっぽ 村中　李衣 著 藤原　ヒロコ 画 ビーエル出版 913
かあさんのしっぽっぽ 村中　李衣 著 藤原　ヒロコ 画 ビーエル出版 913
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 933
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 933
はこぶ 鎌田　歩 著 教育画劇 680
はこぶ 鎌田　歩 著 教育画劇 680
かぐやのかご 塩野　米松 著 はまの　ゆか 画 佼成出版社 913
かぐやのかご 塩野　米松 著 はまの　ゆか 画 佼成出版社 913
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 913
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 913
お話きかせてクリストフ ニキ・コーンウェル 著 渋谷　弘子 訳 中山　成子 画文研出版 933
お話きかせてクリストフ ニキ・コーンウェル 著 渋谷　弘子 訳 中山　成子 画文研出版 933
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 913
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 913
ぼくの、ひかり色の絵の具 西村　すぐり 著 大野　八生 画 ポプラ社 913
ぼくの、ひかり色の絵の具 西村　すぐり 著 大野　八生 画 ポプラ社 913
ぼくとテスの秘密の七日間 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 933
ぼくとテスの秘密の七日間 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 933
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 465
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 465
レジェンド！ 城島　充 著 講談社 784
レジェンド！ 城島　充 著 講談社 784
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 著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会１２　セールス魔女はおことわりあんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会１３　星くずのブラックドレスあんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会１４　ナナのたんぽぽカーニバルあんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会１５　８５パーセントの黒猫あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
ごはん 平野　恵理子 著 福音館書店
スポーツ年鑑　２０１５ ポプラ社 780
ギネス世界記録　２０１５ クレイグ・グレンディ 編 角川アスキー総合研究所//ＫＡＤＯＫＡＷＡ33
童のおつかい ほりかわ　りまこ 著 偕成社 913
シノダ！チビ竜と魔法の実 富安　陽子 著 大庭　賢哉 画 偕成社 913
シノダ！樹のことばと石の封印 富安　陽子 著 大庭　賢哉 画 偕成社 913
シノダ！鏡の中の秘密の池 富安　陽子 著 大庭　賢哉 画 偕成社 913
シノダ！魔物の森のふしぎな夜 富安　陽子 著 大庭　賢哉 画 偕成社 913
シノダ！時のかなたの人魚の島 富安　陽子 著 大庭　賢哉 画 偕成社 913
お徳用毎日かあさん　１＋２巻 西原　理恵子 著 毎日新聞出版 726



お徳用毎日かあさん　３＋４巻 西原　理恵子 著 毎日新聞出版 726
日本の鉄道技術 秋山　芳弘 著 こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 302
日本の国際協力 こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 302
日本の音楽 こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 302
日本のマンガ・アニメ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 302
めざせ！世界にはばたく若き職人　１ こどもくらぶ 編 ＷＡＶＥ出版 502
めざせ！世界にはばたく若き職人　２ こどもくらぶ 編 ＷＡＶＥ出版 502
めざせ！世界にはばたく若き職人　３ こどもくらぶ 編 ＷＡＶＥ出版 502
めざせ！世界にはばたく若き職人　４ こどもくらぶ 編 ＷＡＶＥ出版 502
怪談オウマガドキ学園　６ 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 913
怪談オウマガドキ学園　７ 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 913
怪談オウマガドキ学園　８ 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 913
怪談オウマガドキ学園　９ 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 913
怪談オウマガドキ学園　１０ 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 913
メイドインどこ？　１ 斉藤　道子 編 大月書店 678
メイドインどこ？　２ 斉藤　道子 編 大月書店 678
メイドインどこ？　３ 斉藤　道子 編 大月書店 678
お徳用毎日かあさん　５＋６巻 西原　理恵子 著 毎日新聞出版 726
まぼろし写真館 福　明子 著 小泉　るみ子 画 学研教育出版//学研マーケティング913
ドングリ・ドングラ コマヤスカン 著 くもん出版 913
エラゴン　［１］ クリストファー・パオリーニ 著 大嶌　双恵 訳静山社 933
そらまめくんのあたらしいベッド なかや　みわ 著 小学館 913
月夜とめがね 小川　未明 著 高橋　和枝 画 あすなろ書房 913
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 913
超でっかいウツボとへんてこウナギたち ケイシー・ランド 著 吉上　恭太 訳すずき出版 487
超ながーいカグラザメとおかしなサメのなかまたちレイチェル・リネット 著 吉上　恭太 訳すずき出版 487
超ぱっくり口のアンコウとおっかな顔の魚たちレイチェル・リネット 著 吉上　恭太 訳すずき出版 487
超ふしぎなダイオウグソクムシとびっくりエビたちハイディ・ムーア 著 吉上　恭太 訳すずき出版 485
超とうめいなガラスイカとおもしろイカのなかまたちケイシー・ランド 著 吉上　恭太 訳すずき出版 484
ねっけつ！怪談部 林家　彦いち 著 加藤　休ミ 画 ばば　けんいち 編あかね書房 913
自然体験学習に役立つアウトドアガイド　１ 教育画劇 786
自然体験学習に役立つアウトドアガイド　２ 教育画劇 786
自然体験学習に役立つアウトドアガイド　３ 教育画劇 786
れっつ！スイミング 次良丸　忍 著 琴月　綾 画 金の星社 913
れっつ！ランニング 次良丸　忍 著 琴月　綾 画 金の星社 913
れっつ！シュート！！ 次良丸　忍 著 琴月　綾 画 金の星社 913
れっつ！ダンス！！ 次良丸　忍 著 琴月　綾 画 金の星社 913
医者になりたい 島田　和子 著 北住　ユキ 画 新日本出版社 490
漁業国日本を知ろう北海道の漁業 渡辺　一夫 著 ほるぷ出版 662
漁業国日本を知ろう東北の漁業 吉田　忠正 著 ほるぷ出版 662
漁業国日本を知ろう関東の漁業 吉田　忠正 著 ほるぷ出版 662
漁業国日本を知ろう中部の漁業 渡辺　一夫 著 ほるぷ出版 662
漁業国日本を知ろう近畿の漁業 渡辺　一夫 著 ほるぷ出版 662
漁業国日本を知ろう中国の漁業 吉田　忠正 著 ほるぷ出版 662
漁業国日本を知ろう四国の漁業 渡辺　一夫 著 ほるぷ出版 662
漁業国日本を知ろう九州・沖縄の漁業 吉田　忠正 著 ほるぷ出版 662
漁業国日本を知ろう　資料編 吉田　忠正，渡辺　一夫 著 ほるぷ出版 662
はじめての手づくり科学あそび　１ 西　博志 著 こば　ようこ 画 アリス館 407
はじめての手づくり科学あそび　２ 西　博志 著 こば　ようこ 画 アリス館 407
はじめての手づくり科学あそび　３ 西　博志 著 こば　ようこ 画 アリス館 407
おばけのジョージーのハロウィーン ロバート・ブライト 著 なかがわ　ちひろ 訳徳間書店 933
おばけのジョージーてじなをする ロバート・ブライト 著 なかがわ　ちひろ 訳徳間書店 933
おばけのジョージーとさわがしいゆうれい ロバート・ブライト 著 なかがわ　ちひろ 訳徳間書店 933
さがしてみよう！まちのしごと　１ 小峰書店 366
さがしてみよう！まちのしごと　２ 小峰書店 366
さがしてみよう！まちのしごと　３ 小峰書店 366
さがしてみよう！まちのしごと　４ 小峰書店 366
さがしてみようまちのしごと　５ 小峰書店 366
さがしてみよう！まちのしごと　６ 小峰書店 366



うまれたよ！アゲハ 安田　守 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店 486
うまれたよ！カイコ 新開　孝 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店 486
うまれたよ！カタツムリ 武田　晋一 写真 ボコヤマ　クリタ 著岩崎書店 484
うまれたよ！アリジゴク 安田　守 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店 486
うまれたよ！セミ 新開　孝 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店 486
うまれたよ！バッタ 新開　孝 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店 486
うまれたよ！コオロギ 中瀬　潤 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店 486
うまれたよ！アメンボ 中瀬　潤 写真 小杉　みのり 著 岩崎書店 486
うまれたよ！サンショウウオ 松沢　陽士 写真 岩崎書店 487
うまれたよ！カナヘビ 関　慎太郎 写真 小杉　みのり 著岩崎書店 487
サッカーボーイズ はらだ　みずき 著 ゴツボ×リュウジ 画角川書店//角川グループパブリッシング913
サッカーボーイズ１３歳 はらだ　みずき 著 ゴツボ×リュウジ 画角川書店//角川グループパブリッシング913
みんなからみえないブライアン トルーディ・ラドウィッグ 著 パトリス・バートン 画 さくま　ゆみこ 訳くもん出版 913
とびばこバーン 升井　純子 著 おくはら　ゆめ 画講談社 913
わたしはガリレオ ボニー・クリステンセン 著 渋谷　弘子 訳さえら書房 933
ＮＨＫタイムスクープハンター　１ ポプラ社 210
ＮＨＫタイムスクープハンター　２ ポプラ社 210
ＮＨＫタイムスクープハンター　３ ポプラ社 210
ＮＨＫタイムスクープハンター　４ ポプラ社 210
ＮＨＫタイムスクープハンター　５ ポプラ社 210
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 486
あまがえる先生まよなかのびっくりコンサートまつおか　たつひで 著 ポプラ社 913
こりゃたいへん！！あまがえる先生ミドリ池きゅうしゅつ大作戦まつおか　たつひで 著 ポプラ社 913
あまがえる先生みつけてたべよう！野いちご教室まつおか　たつひで 著 ポプラ社 913
あまがえる先生１ねんずかん まつおか　たつひで 著 ポプラ社 913
幕末・維新人物大百科　上　ビジュアル版　薩長土肥編 ポプラ社 281
幕末・維新人物大百科　中　ビジュアル版　幕府・朝廷編 ポプラ社 281
幕末・維新人物大百科　下　ビジュアル版　事件編 ポプラ社 281
グレッグのダメ日記どうかしてるよ！ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳ポプラ社 933
グレッグのダメ日記どんどん、ひどくなるよ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳ポプラ社 933
グレッグのダメ日記わけがわからないよ！ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳ポプラ社 933
グレッグのダメ日記とんでもないよ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳ポプラ社 933
赤毛のアン ルーシー・モード・モンゴメリ 著 村岡　花子 編訳 村岡　恵理 編著学研教育出版//学研マーケティング933
トム・ソーヤの冒険 マーク・トウェイン 著 那須田　淳 編訳 朝日川　日和 画学研教育出版//学研マーケティング933
オズのまほうつかい ライマン・フランク・ボーム 著 立原　えりか 編訳 清瀬　赤目 画学研教育出版//学研マーケティング933
ガリバー旅行記 ジョナサン・スウィフト 著 芝田　勝茂 編訳 大塚　洋一郎 画学研教育出版//学研マーケティング933
若草物語 ルイザ・メイ・オルコット 著 小松原　宏子 編訳 あさま　基恵 画学研教育出版//学研マーケティング933
名探偵シャーロック・ホームズ コナン・ドイル 著 芦辺　拓 編訳 城咲　綾 画学研教育出版//学研マーケティング933
小公女セーラ フランシス・ホジソン・バーネット 著 岡田　好惠 編訳 佐々木　メエ 画学研教育出版//学研マーケティング933
シートン動物記「オオカミ王ロボ」 アーネスト・トンプソン・シートン 著 千葉　茂樹 編訳 姫川　明月 画学研教育出版//学研マーケティング933
おばけトリックアートおばけやしきのきょうふグループ・コロンブス 著 あかね書房 145
おかあさんがおかあさんになった日 長野　ヒデ子 著 童心社 913
おばあちゃんがおばあちゃんになった日 長野　ヒデ子 著 童心社 913
しんかんせんいま・むかし 持田　昭俊 著 小峰書店 546
放課後の怪談　２ 日本児童文学者協会 編 今井　ヨージ，黒須　高嶺 画偕成社 913
放課後の怪談　３ 日本児童文学者協会 編 今井　ヨージ，池田　八惠子 画偕成社 913
放課後の怪談　４ 日本児童文学者協会 編 今井　ヨージ，小西　美鈴 画偕成社 913
放課後の怪談　５ 日本児童文学者協会 編 今井　ヨージ，石川　秀紀 画偕成社 913
放課後の怪談　６ 日本児童文学者協会 編 今井　ヨージ，翠静　藍 画偕成社 913
放課後の怪談　７ 日本児童文学者協会 編 今井　ヨージ，石川　秀紀 画偕成社 913
放課後の怪談　８ 日本児童文学者協会 編 今井　ヨージ，岩清水　さやか 画偕成社 913
放課後の怪談　９ 日本児童文学者協会 編 今井　ヨージ，川野　郁代 画偕成社 913
放課後の怪談　１０ 日本児童文学者協会 編 今井　ヨージ，黒須　高嶺 画偕成社 913
かいけつゾロリのようかい大うんどうかい 原　ゆたか 著 ポプラ社 913
ぞくぞく村のランプの精ジンジン 末吉　暁子 著 垂石　眞子 画 あかね書房 913
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黒川　みつひろ 著 小峰書店 913
雨ふる本屋の雨ふらし 日向　理恵子 著 吉田　尚令 画 童心社 913
切り紙昆虫館 今森　光彦 著 童心社 754
わくわく切り紙昆虫館 今森　光彦 著 童心社 754



切り紙１２か月 今森　光彦 著 童心社 754
むしたちのおんがくかい 得田　之久 著 久住　卓也 画 童心社 913
むしたちのおまつり 得田　之久 著 久住　卓也 画 童心社 913
むしたちのえんそく 得田　之久 著 久住　卓也 画 童心社 913
むしたちのかくれんぼ 得田　之久 著 久住　卓也 画 童心社 913
水の国の迷路 香川元太郎 著 ＰＨＰ研究所 798
ふまんがあります ヨシタケ　シンスケ 著 ＰＨＰ研究所 913
火垂るの墓 野坂　昭如 原著 徳間書店 913
準備いらずのクイック教室＆外遊び大集合ＢＯＯＫ木村　研 編著 いかだ社 374
手づくりおもちゃを１００倍楽しむ本 木村　研 編著 いかだ社 376
簡単＆かわいくペットを描こう！ 日本放送協会，ＮＨＫ出版 編 ＮＨＫ出版 726
夢の名作レシピ　１ 日本図書センター 596
夢の名作レシピ　３ 日本図書センター 596
夢の名作レシピ　２ 日本図書センター 596
きえた！？かいけつゾロリ 原　ゆたか 著 ポプラ社 913
かいけつゾロリのクイズ王 原　ゆたか 著 ポプラ社 913
かいけつゾロリの大まじんをさがせ！！ 原　ゆたか 著 ポプラ社 913
きらいじゃないよ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社 913
ずっといっしょにいようよ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社 913
やっぱりきらいじゃないよ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社 913
大好きがやってくる　七星編 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社 913
大好きをつたえたい　北斗編 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社 913
もうぬげない ヨシタケ　シンスケ 著 ブロンズ新社 913
むしたちのサーカス 得田　之久 著 久住　卓也 画 童心社 913
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 913
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481
火垂るの墓 スタジオジブリ，文春文庫 編 文藝春秋 778
せかいいちおいしいスープ マーシャ・ブラウン　文・絵 こみやゆう　訳岩波書店 933
８月６日のこと 中川ひろたか　文 長谷川義史　絵河出書房新社 913
おきなわ島のこえ 丸木俊，丸木位里　絵・文 小峰書店 916
パンプキン！ 令丈ヒロ子　作 宮尾和孝　　絵 講談社 913
どうしてぼくをいじめるの？ ルイス・サッカー　著 はらるい　訳文研出版 933
ちびドラゴンのおくりもの イリ－ナ・コルシュノフ　作 酒寄進一　訳国土社 943
ディック・ウイッティントンとねこ マーシャ・ブラウン　さいわ・え まつおかきょうこ　やくアリス館 933
かもさんおとおり ロバート・マックロスキー　作 わたなべしげお　やく福音館書店 933
民族衣装絵事典 朝倉敏夫　［ほか］執筆 ＭＣＤプロジェクト　　編集ＰＨＰ研究所 383
半日村 斎藤隆介　作 滝平二郎　絵 岩崎書店 913
エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー　作 池田香代子　訳岩波書店 943
子どもに語るアラビアンナイト 西尾哲夫　訳・再話 茨木啓子　再話こぐま社 929
日本のくらしの知恵事典 岩崎書店 383
りんごの花 後藤竜二　文 長谷川知子　絵 新日本出版社 913
りんご畑の九月 後藤竜二　ぶん 長谷川知子　え新日本出版社 913
アキンボとアフリカゾウ アレグザンダー・マコール・スミス　作 もりうちすみこ　訳文研出版 933
アキンボとライオン アレグザンダー・マコール・スミス　作 もりうちすみこ　訳文研出版 933
アキンボとクロコダイル アレグザンダー・マコール・スミス　作 もりうちすみこ　訳文研出版 933
アキンボと毒ヘビ アレグザンダー・マコール・スミス　作 もりうちすみこ　訳文研出版 933
アキンボとマントヒヒ アレグザンダー・マコール・スミス　作 もりうちすみこ　訳文研出版 933
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　訳文溪堂 361
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　　訳文溪堂 361
池上彰のなるほど！現代のメディア ローラー・ヘンズレー　　著 浜田勝子　訳文溪堂 361
池上彰のなるほど！現代のメディア ローリー・ハイル　　著 生方頼子　訳文溪堂 361
シノダ！消えた白ギツネを追え 富安陽子　著 大庭賢哉　絵 偕成社 913
ウォートンとモリネズミの取引屋 ラッセル・Ｅ．エリクソン　作 ローレンス・ディ・フィオリ　絵評論社 933
ウォートンとモートンの大ひょうりゅう ラッセル・Ｅ．エリクソン　作 ローレンス・ディ・フィオリ　絵評論社 933
ウォートンとカラスのコンテスト ラッセル・Ｅ．エリクソン　作 ローレンス・ディ・フィオリ　絵評論社 933
おかえりなさいはやぶさ 吉川真　監修 講談社 538
すごいぞ！「しんかい６５００」 山本省三　著 友永たろ　絵 くもん出版 916
能・狂言 別役実，谷川俊太郎　著 講談社 913
和菓子のほん 中山圭子　文 阿部真由美　絵 福音館書店 383



調べてみよう！日本の職人伝統のワザ 学研教育出版 366
神谷美恵子 大谷美和子　著 くもん出版 916
宮沢賢治 西本鶏介　文 黒井健　絵 ミネルヴァ書房 281
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インターネット協会　著 インターネット協会 694
天山の巫女ソニン 菅野雪虫　著 講談社 913
天山の巫女ソニン 菅野雪虫　著 講談社 913
天山の巫女ソニン 菅野雪虫　著 講談社 913
まぼろしの犬 日本児童文学者協会　編 北見葉胡　絵新日本出版社 913
三つのまほうのおくりもの ジェイムズ・リオーダン　文 エロール・ル・カイン　絵ほるぷ出版 933
ゆめみの駅遺失物係 安東みきえ　作 ポプラ社 913
さがしています アーサー・ビナード　作 岡倉禎志　写真童心社 319
おとうとねずみチロのはなし 森山京　作 門田律子　絵 講談社 913
おりづるの旅 うみのしほ　作 狩野富貴子　絵 ＰＨＰ研究所 913
哲学のおやつ仕事とお金 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 366
新１３歳のハローワーク 村上龍　著 はまのゆか　絵 幻冬舎 366
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 366
サーティーナイン・クルーズ 小浜杳　訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
サーティーナイン・クルーズ デヴィッド・バルダッチ　　著 小浜杳　訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
サーティーナイン・クルーズ デヴィッド・バルダッチ　　著 小浜杳　訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
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ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
旅はみちづれ地獄ツアー 三田村信行　作 十々夜　　絵 あかね書房 913
超カンタンけん玉教室 日本けん玉協会　監修 金の星社 798
ないしょにかんぱい！ 宮川ひろ　作 小泉るみ子　絵 童心社 913
おきたらごはん 岩合光昭　著 福音館書店 480
１０才までに知っておきたい日本まるごとガイドブック小学館国語辞典編集部　編 小学館 302
ハーメルンのふえふき グリム  原作 グリム  原作 金の星社 940
賢者のおくりもの オー・ヘンリー  原作 いもとようこ  文絵金の星社 933
さいごの一葉 オー・ヘンリー  原作 いもとようこ  文絵金の星社 949
アリババと４０にんのとうぞく  アラビアン・ナイトよりいもとようこ  文絵 金の星社 929
帽子とヘアスタイル ヘレン・レイノルズ　文 徳井淑子　監修ほるぷ出版 383
ドレスとスカート ヘレン・レイノルズ　文 徳井淑子　監修ほるぷ出版 383
上着とズボン ヘレン・レイノルズ　文 徳井淑子　監修ほるぷ出版 383
下着 ヘレン・レイノルズ　文 徳井淑子　監修ほるぷ出版 383
くつ ヘレン・レイノルズ　文 徳井淑子　監修ほるぷ出版 383
虫ロボのぼうけん  カブトムシに土下座！？吉野万理子  作 安部繭子  絵 理論社 913
虫ロボのぼうけん ０２ 吉野万理子  作 安部繭子  絵 理論社 913
虫ロボのぼうけん ０３ 吉野万理子  作 安部繭子  絵 理論社 913
フットボール・アカデミー １ トム・パーマー  作 石崎洋司  訳 岩崎書店 930
フットボール・アカデミー ２ トム・パーマー  作 石崎洋司  訳 岩崎書店 930
フットボール・アカデミー ３ トム・パーマー  作 石崎洋司  訳 岩崎書店 930
フットボール・アカデミー ４ トム・パーマー  作 石崎洋司  訳 岩崎書店 930
フットボール・アカデミー ５ トム・パーマー  作 石崎洋司  訳 岩崎書店 930
フットボール・アカデミー ６ トム・パーマー  作 石崎洋司  訳 岩崎書店 930
フローラとパウラと妖精の森 １ タニヤ・シュテーブナー  著 中村智子  訳学研教育出版 943
フローラとパウラと妖精の森 ２ タニヤ・シュテーブナー  著 中村智子  訳学研教育出版 943
フローラとパウラと妖精の森 ３ タニヤ・シュテーブナー  著 中村智子  訳学研教育出版 943
やさいむらのなかまたち 春 ひろかわさえこ  さく 偕成社 626
やさいむらのなかまたち 夏 ひろかわさえこ  さく 偕成社 626
やさいむらのなかまたち 秋 ひろかわさえこ  さく 偕成社 626
やさいむらのなかまたち 冬 ひろかわさえこ  さく 偕成社 626
ぐりとぐら 中川李枝子  さく 大村百合子  え福音館書店 378
うそ 中川ひろたか 金の星社 913
いわんこっちゃない スギヤマカナヨ  著 少年写真新聞社 913
極寒のサバイバル  生き残り作戦 洪在徹  文 鄭俊圭  絵 朝日新聞出版 786
人体のサバイバル １ 生き残り作戦 ゴムドリｃｏ．  文 韓賢東  絵 朝日新聞出版 491
人体のサバイバル ２ 生き残り作戦 ゴムドリｃｏ．  文 韓賢東  絵 朝日新聞出版 491
人体のサバイバル ３ 生き残り作戦 ゴムドリｃｏ．  文 韓賢東  絵 朝日新聞出版 491
植物世界のサバイバル １ 生き残り作戦 スウィートファクトリー  文 韓賢東  絵朝日新聞出版 470
植物世界のサバイバル ２ 生き残り作戦 スウィートファクトリー  文 韓賢東  絵朝日新聞出版 470



とっておきの名探偵 杉山亮  作 中川大輔  絵 偕成社 913
ふりかえれば名探偵 杉山亮  作 中川大輔  絵 偕成社 913
ドキドキッズ小学校 ３時間目 ５つのおはなしが入ってるよ！川北亮司  編 文溪堂 913
ドキドキッズ小学校 ４時間目 ５つのおはなしが入ってるよ！川北亮司  編 文溪堂 913
ドキドキッズ小学校 ５時間目 ５つのおはなしが入ってるよ！川北亮司  編 文溪堂 913
空へ いとうみく  作 小峰書店 913
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ２ 廣嶋玲子  作 ｊｙａｊｙａ  絵 偕成社 913
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ３ 廣嶋玲子  作 ｊｙａｊｙａ  絵 偕成社 913
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ４ 廣嶋玲子  作 ｊｙａｊｙａ  絵 偕成社 913
怖い本  色のない怪談 緑川聖司  作 竹岡美穂  絵 ポプラ社 913
紫の本  封じられた怪談 緑川聖司  作 竹岡美穂  絵 ポプラ社 913
黄色い本  学校の怪談 緑川聖司  作 竹岡美穂  絵 ポプラ社 913
白い本  待っている怪談 緑川聖司  作 竹岡美穂  絵 ポプラ社 913
内村航平 本郷陽二  編 汐文社 781
吉田麻也 本郷陽二  編 汐文社 783
澤穂希 本郷陽二  編 汐文社 783
錦織圭 本郷陽二  編 汐文社 783
はなちゃんのみそ汁 安武信吾  著 安武千恵  著 文藝春秋 916
教室の日曜日 村上しいこ  作 田中六大  絵 講談社 913
体育館の日曜日 村上しいこ  作 田中六大  絵 講談社 913
保健室の日曜日 村上しいこ  作 田中六大  絵 講談社 913
びっくり！！トリックアート 第４巻 おまけたらふく舎  編著 汐文社 145
びっくり！！トリックアート 第５巻 おまけたらふく舎  編著 汐文社 145
びっくり！！トリックアート 第６巻 おまけたらふく舎  編著 汐文社 145
気をつけよう！子どもの肥満・ダイエット １ 佐藤美由紀  著 片山隆司  監修汐文社 493
気をつけよう！子どもの肥満・ダイエット ２ 佐藤美由紀  著 片山隆司  監修汐文社 493
気をつけよう！子どもの肥満・ダイエット ３ 佐藤美由紀  著 片山隆司  監修汐文社 493
ちこく姫 よしながこうたく  さく 好学社 913
すてきな切り紙コレクション  折って、写して、切って、開くだけ！桜まあち  著 ブティック社 754
なぜ？どうして？科学のふしぎな話  絵で楽しくわかるみぢかなぎもん１００日本科学未来館  監修 ナツメ社 407
三匹のおっさん 有川浩  著 新潮社 913
三匹のおっさんふたたび 有川浩  著 新潮社 913
国境の本 １ 平和・環境・歴史を考える 稲葉茂勝  構成・文 池上彰  監修岩崎書店 319
国境の本 ２ 平和・環境・歴史を考える 稲葉茂勝  構成・文 池上彰  監修岩崎書店 319
国境の本 ３ 平和・環境・歴史を考える 稲葉茂勝  構成・文 池上彰  監修岩崎書店 319
国境の本 ４ 平和・環境・歴史を考える 稲葉茂勝  構成・文 池上彰  監修岩崎書店 319
国境の本 ５ 平和・環境・歴史を考える 稲葉茂勝  構成・文 池上彰  監修岩崎書店 319
ハロウィンナー デーヴ・ピルキー　作　かねはらみずと　訳アスラン書房 933
コンピューターのひみつ ひろゆうこ 学研 548
ひろがる印刷の世界 やまざきまこと 講談社 22
化粧品のちから 香山　梨緒 講談社 384
航空会社の仕事 加藤広史 講談社 686
詩集おかあさん 新川和江 大和書房 911
はたらくロボットのひみつ 大岩ピュン 学研 530
アニメ版　フランダースの犬 ウィーダ 金の星社 933
ガムってすごい！ 兎谷しぇぱこ 講談社 588
チャレンジミッケ！　①おもちゃばこ ウィック ウォルター 小学館 798
チャレンジミッケ！ ３ ウォルター・ウィック　作糸井重里　訳小学館 798
チャレンジミッケ！ ４ ウォルター・ウィック　作糸井重里　訳小学館 798
リボンやビーズでシュシュとアクセサリー　かわいい！かんたん！手づくり小物　３　ひとりでつくれるポプラ社 594
くまときつね  日本むかしばなし いもとようこ  文・絵 金の星社 913
どがんね古賀常次郎詳伝 佐保圭 289
シノダ！キツネたちの宮へ 富安陽子 偕成社 913
あこがれのお仕事！７つのお話 魔女のいる花屋さん芝田勝茂　編著　　　 ポプラ社 913
おいしいたべもの屋さんの７つのお話 この世でいちばん好きなのは、回転ずし芝田勝茂　編著　　　 ポプラ社 913
魔女の魔法アイテム☆７つのお話 空とぶ魔法、おしえます！芝田勝茂　編著　　　 ポプラ社 913
魔女の宅急便 角野栄子　原作　宮崎駿　監督 徳間書店 778
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　作　中村妙子　訳　　　　エリック・ブレグバッド　絵　　　偕成社 933
こぞうのはつゆめ 長谷川摂子　著 岩波書店 388



はなたれこぞうさま 長谷川摂子　文 岩波書店 388
だんだんのみ 岩波書店 388
しおふきうす 長谷川摂子　文 岩波書店 388
へっこきあねさ 長谷川摂子 岩波書店 388
さばうりどん 岩波書店 913
うばのかわ 長谷川摂子　文 岩波書店 388
くわばら　くわばら 長谷川摂子　 岩波書店 913
なんでも魔女商会１１　魔女スピカからの手紙あんびるやすこ　さく 岩崎書店 913
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 913
なんでも魔女商会２　ただいま魔法旅行中 あんびるやすこ　著 岩崎書店 913
ヒックとドラゴン外伝 クレッシュダ・コーウェル 小峰書店 933
マジカル少女レイナ不吉なアニメーション 石崎洋司　作栗原一実　画 岩崎書店 913
マジカル少女レイナⅡ－１　呪われたピアニスト石崎洋司　作　栗原一実　画　　 岩崎書店 913
天使のいる教室 宮川ひろ　著 フォア文庫 913
ベスト教科事典 理科１ 生物とその環境 中山 周平 学研ネクスト 31
ベスト教科事典 理科２ 物質とエネルギー 地球と宇宙関 利一郎 学研ネクスト 31
ベスト教科事典 国語４ 話し方・聞き方 読み方と作文森久保 安美 学研ネクスト 31
ベスト教科事典 国語３ 文字とことば 金田一 春彦 学研ネクスト 31
ベスト教科事典 算数３ 数と計算・式と２つの量矢野 健太郎 学研ネクスト 31
ベスト教科事典 算数４ 量と測定・図形・グラフ・文章題矢野 健太郎 学研ネクスト 31
貼り薬のひみつ 望月恭子 学研 499
３Ｄプリンターのひみつ 大岩ピュン 学研 530
進化の迷路 香川元太郎 ＰＨＰ研究所 798
熱闘！激闘！スポーツクイズ選手権 スポーツクイズ研究会 ポプラ社 783
バムとケロのさむいあさ 島田ゆか 文渓堂 913
ルパン対ホームズ ルブラン　原作　南洋一郎　文 ポプラ社 953
エラゴン 〔２〕 遺志を継ぐ者 クリストファー・パオリーニ　著大嶌双恵　訳ヴィレッジブックス 933
エラゴン 〔３〕 遺志を継ぐ者 クリストファー・パオリーニ　著大嶌双恵　訳ヴィレッジブックス 933
くまのプーさん 森はるな　文・解説 講談社 933
旅の絵本２ 安野光雅・作 福音館書店 913
旅の絵本３ 安野光雅・作 福音館書店 913
１００の扉 １ Ｎ．Ｄ．Ｗｉｌｓｏｎ  作大谷真弓  訳 小学館 933
グラノーラ・コーンフレークのひみつ 山口育孝 学研 596
大研究！チョコレートって楽しい！ 小川京美 講談社 588
冠婚葬祭儀式のひみつ 鳥飼規世 学研 385
お金のホントを知る 岡野進 朝日学生新聞社 330
お化粧のひみつ 宮原美香 学研 595
化学のひみつ おがたたかはる 学研 571
電気で走るクルマのひみつ もちつきかつみ 学研 537
黒魔女さんが通る！！⑬ 石崎洋司　 講談社 913
若おかみは小学生！スペシャル短編集１ 令丈ヒロ子 講談社 913
若おかみは小学生！２０ 令丈ヒロ子 講談社 913
黒魔女さんのホワイトデー 石崎洋司 講談社 913
黒魔女の騎士ギューバッド① 石崎洋司 講談社 913
ウッドストーリー２０１５ 日本木材青壮年団体連合会 650
電気で走るクルマのひみつ もちつきかつみ 学研 537
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813



新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
新レインボー小学国語辞典改訂第４版　ミッキーマウス版金田一 春彦 金田一 秀穂 学研教育出版 813
ほしをもったひめ 八百板洋子 小沢さかえ 福音館書店 388
まねきねこがっこう きたあいり ＰＨＰ研究所 913
あしをなくしたウミガメ悠ちゃん 中谷詩子 蔵前りつ子 学研プラス 487
おなやみ相談部 みうらかれん 講談社 913
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ぐるーぷ・アンモナイツ カバヤ食品株式会社岩崎書店 913
ほねほねザウルス１３　ティラノ・ベビーとミラクルツリーぐるーぷ・アンモナイツ カバヤ食品株式会社岩崎書店 913
ほねほねザウルス１４　大けっせん！ガルーダｖｓヒドラ 前編ぐるーぷ・アンモナイツ カバヤ食品株式会社岩崎書店 913
ほねほねザウルス１５　大けっせん！ガルーダｖｓヒドラ 後編ぐるーぷ・アンモナイツ カバヤ食品株式会社岩崎書店 913
ギネス世界記録  2016 クレイグ・グレンディ 角川アスキー総合研究所 30
与謝野晶子 神宮寺一 三上修平 集英社 911
新・坂本龍馬 西公平 三上修平 集英社 289
オードリー・ヘプバーン 東園子 堀ノ内雅一 集英社 778
諸葛孔明 井上大助 三上修平 集英社 289
ドラえもんのびっくり日本（にっぽん）の歴史  戦乱・大事件編　２田中道明 峰岸純夫 小学館 210
宇宙飛行士若田光一物語 上川敦志 小学館 289
八田與一 みやぞえ郁雄 平良隆久 小学館 289
ならべてくらべる動物進化図鑑 川崎悟司 ブックマン社 467
ものすごくながいちょんまげのとのさまとものすごくながいおひげのおうさま石崎なおこ 教育画劇 913
氷のひみつ 学研 588
知っておこう！がんのこと 講談社 493
ＬＥＤのひみつ 谷　豊 学研 545
大学ここが知りたい！ 名古屋裕 文芸春秋 377
サイバーセキュリティーのひみつ ひろゆうこ 学研 691
未来の車のひみつ おぎのひとし 学研 537
踊る詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ編 富山房インターナショナル 911
わたしの沖縄戦２ 行田稔彦 新日本出版社 219
アラビアン・ナイトのおはなし 中川正文 のら書店 929
ぼくからみると 高木仁三郎 のら書店 913
食べているのは生きものだ 森枝卓志 福音館書店 383
ふしぎなともだち たじまゆきひこ くもん出版 913
ミツバチの童話と絵本のコンクール 913
ＬＥＤのひみつ 谷豊 学研 545



きれいな空気のひみつ 出口由美子 学研 534
告白ＤＡＹＳ モモソン 日本文学館 913
はたらく機械レンタルのひみつ たまだまさお 学研 670
薬剤師のひみつ 大石容子 学研 499
ボタンちゃん 小川　洋子 著 岡田　千晶 画 ＰＨＰ研究所 913
ボタンちゃん 小川　洋子 著 岡田　千晶 画 ＰＨＰ研究所 913
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 913
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 913
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 953
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 953
アリとくらすむし 島田　たく 写真 ポプラ社 486
アリとくらすむし 島田　たく 写真 ポプラ社 486
二日月 いとう　みく 著 丸山　ゆき 画 そうえん社 913
二日月 いとう　みく 著 丸山　ゆき 画 そうえん社 913
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 933
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 933
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 913
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 913
コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 中村　文人 著 佼成出版社 518
コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 中村　文人 著 佼成出版社 518
茶畑のジャヤ 中川　なをみ 著 すずき出版 913
茶畑のジャヤ 中川　なをみ 著 すずき出版 913
ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ 著 中井　はるの 訳ほるぷ出版 933
ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ 著 中井　はるの 訳ほるぷ出版 933
ここで土になる 大西　暢夫 著 アリス館 291
ここで土になる 大西　暢夫 著 アリス館 291
大村智ものがたり 馬場　錬成 著 毎日新聞出版 289
大村智ものがたり 馬場　錬成 著 毎日新聞出版 289
怪談オウマガドキ学園　１１ 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 913
怪談オウマガドキ学園　１２ 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 913
怪談オウマガドキ学園　１３ 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 913
怪談オウマガドキ学園　１４ 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 913
怪談オウマガドキ学園　１５ 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 913
あらしをよぶ名探偵 杉山　亮 偕成社 913
食べるちえ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 481
身を守るちえ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 481
育てるちえ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 481
眠るちえ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 481
ともに生きるちえ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 481
スポーツ年鑑　２０１６ ポプラ社 780
朝日ジュニア学習年鑑　２０１６ 朝日新聞出版 59
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 913
ありとすいか たむら　しげる 著 ポプラ社 913
希望の牧場 森　絵都 著 吉田　尚令 画 岩崎書店 645
妖怪一家九十九さん 富安　陽子 著 山村　浩二 画 理論社 913
妖怪一家の夏まつり 富安　陽子 著 山村　浩二 画 理論社 913
ひそひそ森の妖怪 富安　陽子 著 山村　浩二 画 理論社 913
妖怪きょうだい学校へ行く 富安　陽子 著 山村　浩二 画 理論社 913
遊園地の妖怪一家 富安　陽子 著 山村　浩二 画 理論社 913
ふしぎ駄菓子屋銭天堂　５ 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社 913
ふしぎ駄菓子屋銭天堂　６ 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社 913
わたしたちのくらしと日本国憲法　１ 市村　均 著 伊東　浩司 画 岩崎書店 323
わたしたちのくらしと日本国憲法　２ 市村　均 著 伊東　浩司 画 岩崎書店 323
わたしたちのくらしと日本国憲法　３ 市村　均 著 伊東　浩司 画 岩崎書店 323
絵で見てわかるはじめての古典　１巻 学研教育出版//学研マーケティング910
絵で見てわかるはじめての古典　２巻 学研教育出版//学研マーケティング910
絵で見てわかるはじめての古典　３巻 学研教育出版//学研マーケティング910
絵で見てわかるはじめての古典　４巻 学研教育出版//学研マーケティング910
絵で見てわかるはじめての古典　５巻 学研教育出版//学研マーケティング910



絵で見てわかるはじめての古典　６巻 学研教育出版//学研マーケティング910
絵で見てわかるはじめての古典　７巻 学研教育出版//学研マーケティング910
絵で見てわかるはじめての古典　８巻 学研教育出版//学研マーケティング910
絵で見てわかるはじめての古典　９巻 学研教育出版//学研マーケティング910
絵で見てわかるはじめての古典　１０巻 学研教育出版//学研マーケティング910
５分後に意外な結末　１ 学研教育出版//学研マーケティング913
５分後に意外な結末　２ 学研教育出版//学研マーケティング913
５分後に意外な結末　３ 学研教育出版//学研マーケティング913
５分後に意外な結末　４ 学研教育出版//学研マーケティング913
５分後に意外な結末　５ 学研教育出版//学研マーケティング913
りんごかもしれない ヨシタケ　シンスケ 著 ブロンズ新社 913
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 913
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 913
草の名前が葉っぱでわかる 近田　文弘 著 おくやま　ひさし，かわうち　やよい 画大日本図書 470
文房具図鑑 山本　健太郎 画 いろは出版 589
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 933
オオカミ王ロボ アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
わたしの愛犬ビンゴ アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
ワタオウサギのラグ アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
銀ギツネのドミノ アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
リスのバナーテイル アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
子グマのジョニー アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
野生のヒツジクラッグ アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
イノシシの勇者フォーミィ アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
カラスのシルバースポット アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
クマ王モナーク アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
大草原のウマペイサー アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
コウモリの妖精アタラファ アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
アライグマのワイアッチャ アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
下町のネコキティ アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
サンドヒルのシカスタッグ アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳童心社 480
ＮＥＷマーク・記号の大百科　１ 学研プラス 727
ＮＥＷマーク・記号の大百科　２ 学研プラス 727
ＮＥＷマーク・記号の大百科　３ 学研プラス 727
ＮＥＷマーク・記号の大百科　４ 学研プラス 727
ＮＥＷマーク・記号の大百科　５ 学研プラス 727
ＮＥＷマーク・記号の大百科　６ 学研プラス 727
ずかん宝石 川嶋　隆義 写真 技術評論社 459
ずかんプランクトン 清水　洋美 編著 技術評論社 468
ずかんたね 近田　文弘 著 久保　秀一 写真 技術評論社 471
パンダのひみつ 松橋　利光 写真 池田　菜津美 著新日本出版社 489
ライオンのひみつ 松橋　利光 写真 池田　菜津美 著新日本出版社 489
ラッコのひみつ 松橋　利光 写真 池田　菜津美 著新日本出版社 489
ゾウのひみつ 松橋　利光 写真 池田　菜津美 著新日本出版社 489
キリンのひみつ 松橋　利光 写真 池田　菜津美 著新日本出版社 489
イルカのひみつ 松橋　利光 写真 池田　菜津美 著新日本出版社 489
はじめての草花あそび　１ ポプラ社 384
はじめての草花あそび　２ ポプラ社 384
はじめての草花あそび　２ ポプラ社 384
はじめての草花あそび　２ ポプラ社 384
あきのあそび 竹井　史郎 著 笹沼　香 画 岩崎書店 750
あきのあそび 竹井　史郎 著 笹沼　香 画 岩崎書店 750
あきのあそび 竹井　史郎 著 笹沼　香 画 岩崎書店 750
かばくん 岸田　衿子 著 中谷　千代子 画 福音館書店 913
世界の国旗図鑑　改訂版 苅安　望 著 偕成社 288
銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 著 田原　田鶴子 画 偕成社 913
天と地を測った男 岡崎　ひでたか 著 高田　勲 画 くもん出版 289
はたらく車 元浦　年康，他 写真 ネイチャー＆サイエンス 編著偕成社 536
くらしをまもる車 元浦　年康，他 写真 ネイチャー＆サイエンス 編著偕成社 536



電車やてつ道 元浦　年康，他 写真 ネイチャー＆サイエンス 編著偕成社 536
いろいろな船 元浦　年康，他 写真 ネイチャー＆サイエンス 編著偕成社 536
ひこうきやうちゅう船 元浦　年康，他 写真 ネイチャー＆サイエンス 編著偕成社 536
怪談オウマガドキ学園　１６ 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 913
怪談オウマガドキ学園　１７ 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 913
怪談オウマガドキ学園　１８ 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 913
怪談オウマガドキ学園　１９ 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 913
怪談オウマガドキ学園　２０ 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 913
少年少女日本文学館　１３　２１世紀版 新美　南吉，木下　順二 著 講談社 913
オズの魔法使い Ｌ．Ｆ．バウム 著 渡辺　茂男 訳 福音館書店 933
びりのきもち 阪田　寛夫 著 和田　誠 画 童話館出版 911
きみが考える・世の中のしくみ１ 峯村良子//作・絵 偕成社 307
きみが考える・世の中のしくみ２ 峯村良子//作・絵 偕成社 307
きみが考える・世の中のしくみ３ 峯村良子//作・絵 偕成社 307
きみが考える・世の中のしくみ４ 峯村良子//作・絵 偕成社 307
男の子が大人になるとき 中村光宏//絵　岩室紳也//監修少年写真新聞社 491
女の子が大人になるとき いがらしあや//絵　早乙女智子//監修少年写真新聞社 491
大切なからだ・こころ いがらしあや//絵　村瀬幸浩//監修少年写真新聞社 491
赤ちゃんはどこからくるの？ 井元ひろい//絵　平原史樹//監修少年写真新聞社 491
はじめてのおさいほう１ 寺西恵里子 汐文社 594
はじめてのおさいほう２ 寺西恵里子//作 汐文社 594
はじめてのおさいほう３ 寺西恵里子 汐文社 594
はじめてのおさいほう４ 寺西恵里子//作 汐文社 594
きっずジャポニカ 尾木直樹//監修　平田オリザ//監修小学館 31
ことわざ 倉島節尚//監修 ポプラ社 814
共生する生き物たち 鷲谷いづみ//監修 ＰＨＰ研究所 468
きのこの不思議 保坂健太郎//著 誠文堂新光社 474
葉っぱで調べる身近な樹木 濱野周泰//著 誠文堂新光社 653
さわるめいろ 村山純子//著 小学館 378
ビジュアル版戦国武将大百科３　合戦編 二木謙一　監修 ポプラ社 281
グレッグのダメ日記１０ やっぱり、むいてないよ！ジェフ・キニー//作　中井はるの//訳ポプラ社 933
ラオス山の村に図書館ができた 安井清子//著 福音館書店 916
暗号クラブ１ ペニー・ワーナー//著　番由美子//訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
暗号クラブ２ ペニー・ワーナー//著　番由美子//訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
暗号クラブ３ ペニー・ワーナー//著　番由美子//訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
暗号クラブ４ ペニー・ワーナー//著　番由美子//訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
暗号クラブ４．５ ペニー・ワーナー//著　番由美子//訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
暗号クラブ５ ペニー・ワーナー//著　番由美子//訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
暗号クラブ６ ペニー・ワーナー//著　番由美子//訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
勇者ライと３つの扉１ エミリー・ロッダ//著　岡田好惠//訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
勇者ライと３つの扉２ エミリー・ロッダ//著　岡田好惠//訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
勇者ライと３つの扉３ エミリー・ロッダ//著　岡田好惠//訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
やろうよソフトテニス 宮下徹//著 ベースボール・マガジン社 780
やろうよソフトボール 齊藤優季//著 ベースボール・マガジン社 780
やろうよバレーボール 熊田康則//著 ベースボール・マガジン社 780
やろうよミニバスケットボール 西山充//著 ベースボール・マガジン社 780
やろうよ卓球 近藤欽司//共著 ベースボール・マガジン社 780
やろうよサッカー 西川陽介//著 ベースボール・マガジン社 780
やろうよテニス 竹内映二//著 ベースボール・マガジン社 780
やろうよ陸上競技 中田有紀//著 ベースボール・マガジン社 780
やろうよバドミントン 能登則男//著 ベースボール・マガジン社 780
やろうよ野球 関口勝己//著 ベースボール・マガジン社 780
怪盗ショコラ１ 杉山亮 あかね書房 913
怪盗ショコラ２ 杉山亮 あかね書房 913
怪盗ショコラ３ 杉山亮 あかね書房 913
怪盗ショコラ４ 杉山亮 あかね書房 913
怪盗ショコラ５ 杉山亮 あかね書房 913
アンティークＦＵＧＡ１ あんびるやすこ 岩崎書店 913
アンティークＦＵＧＡ２ あんびるやすこ 岩崎書店 913



アンティークＦＵＧＡ３ あんびるやすこ 岩崎書店 913
アンティークＦＵＧＡ４ あんびるやすこ 岩崎書店 913
アンティークＦＵＧＡ５ あんびるやすこ 岩崎書店 913
アンティークＦＵＧＡ６ あんびるやすこ 岩崎書店 913
アンティークＦＵＧＡ７ あんびるやすこ 岩崎書店 913
学研まんがＮＥＷ世界の歴史１ 近藤二郎//監修 学研プラス 209
学研まんがＮＥＷ世界の歴史２ 近藤二郎//監修 学研プラス 209
学研まんがＮＥＷ世界の歴史３ 近藤二郎//監修 学研プラス 209
学研まんがＮＥＷ世界の歴史４ 近藤二郎//監修 学研プラス 209
学研まんがＮＥＷ世界の歴史５ 近藤二郎//監修 学研プラス 209
学研まんがＮＥＷ世界の歴史６ 近藤二郎//監修 学研プラス 209
学研まんがＮＥＷ世界の歴史７ 近藤二郎//監修 学研プラス 209
学研まんがＮＥＷ世界の歴史８ 近藤二郎//監修 学研プラス 209
学研まんがＮＥＷ世界の歴史９ 近藤二郎//監修 学研プラス 209
学研まんがＮＥＷ世界の歴史１０ 近藤二郎//監修 学研プラス 209
学研まんがＮＥＷ世界の歴史１１ 近藤二郎//監修 学研プラス 209
学研まんがＮＥＷ世界の歴史１２ 近藤二郎//監修 学研プラス 209
学研まんがＮＥＷ日本の歴史１ 大石学//総監修 学研マーケティング 210
学研まんがＮＥＷ日本の歴史２ 大石学//総監修 学研マーケティング 210
学研まんがＮＥＷ日本の歴史３ 大石学//総監修 学研マーケティング 210
学研まんがＮＥＷ日本の歴史４ 大石学//総監修 学研マーケティング 210
学研まんがＮＥＷ日本の歴史５ 大石学//総監修 学研マーケティング 210
学研まんがＮＥＷ日本の歴史６ 大石学//総監修 学研マーケティング 210
学研まんがＮＥＷ日本の歴史７ 大石学//総監修 学研マーケティング 210
学研まんがＮＥＷ日本の歴史８ 大石学//総監修 学研マーケティング 210
学研まんがＮＥＷ日本の歴史９ 大石学//総監修 学研マーケティング 210
学研まんがＮＥＷ日本の歴史１０ 大石学//総監修 学研マーケティング 210
学研まんがＮＥＷ日本の歴史１１ 大石学//総監修 学研マーケティング 210
学研まんがＮＥＷ日本の歴史１２ 大石学//総監修 学研マーケティング 210
学研まんがＮＥＷ日本の歴史　別巻 大石学//監修 学研マーケティング 210
日本のすがた　２０１６ 矢野恒太記念会//編 矢野恒太記念会 351
現代用語の基礎知識学習版２０１７ 現代用語検定協会//監修 自由国民社 31
学研まんがＮＥＷ日本の歴史　別巻２ 大石学  監修 学研マーケティング 210
ウエズレーの国 ポール・フライシュマン  作  ケビン・ホークス  絵あすなろ書房 933
これはのみのぴこ 谷川俊太郎  作  和田誠  絵 サンリード 913
パンダ銭湯 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ  さく 絵本館 913
木のうた イエラ・マリ  作 ほるぷ出版 973
雪の結晶ノート マーク・カッシーノ  作  ジョン・ネルソン  作あすなろ書房 451
木と日本人 １ ゆのきようこ  監修・文  長谷川哲雄  樹木画理論社 653
木と日本人 ２ ゆのきようこ  監修・文  長谷川哲雄  樹木画理論社 653
木と日本人 ３ ゆのきようこ  監修・文  長谷川哲雄  樹木画理論社 653
めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた １ こどもくらぶ  編 日本農業教育学会  監修ポプラ社 627
めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた ２ こどもくらぶ  編 日本農業教育学会  監修ポプラ社 627
めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた ３ こどもくらぶ  編 日本農業教育学会  監修ポプラ社 626
めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた ４ こどもくらぶ  編 日本農業教育学会  監修ポプラ社 626
めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた ５ こどもくらぶ  編 日本農業教育学会  監修ポプラ社 626
めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた ６ こどもくらぶ  編 日本農業教育学会  監修ポプラ社 626
めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた ７ こどもくらぶ  編 日本農業教育学会  監修ポプラ社 627
めざせ！栽培名人花と野菜の育てかた ８ こどもくらぶ  編 日本農業教育学会  監修ポプラ社 617
調べてみよう！日本の職人伝統のワザ ２ 学研プラス 366
調べてみよう！日本の職人伝統のワザ ３ 学研プラス 366
調べてみよう！日本の職人伝統のワザ ４ 学研プラス 366
調べてみよう！日本の職人伝統のワザ ５ 学研プラス 366
調べてみよう！日本の職人伝統のワザ ６ 学研プラス 366
調べてみよう！日本の職人伝統のワザ ７ 学研プラス 366
はれときどきぶた 矢玉四郎  作・絵 岩崎書店 913
死神うどんカフェ１号店 １杯目 石川宏千花  〔著〕 講談社 913
死神うどんカフェ１号店 ２杯目 石川宏千花  〔著〕 講談社 913
死神うどんカフェ１号店 ３杯目 石川宏千花  〔著〕 講談社 913



死神うどんカフェ１号店 ４杯目 石川宏千花  〔著〕 講談社 913
死神うどんカフェ１号店 ５杯目 石川宏千花  〔著〕 講談社 913
死神うどんカフェ１号店 ６杯目 石川宏千花  〔著〕 講談社 913
森は生きている サムイル・マルシャーク  作  湯浅芳子  訳岩波書店 982
かいけつゾロリのおいしい金メダル 原ゆたか  さく・え ポプラ社 913
いえでをしたくなったので リーゼル・モーク・スコーペン ほるぷ出版 933
ぞうのエルマー デビッド・マッキー  ぶんとえ きたむらさとし  やくＢＬ出版 934
どこいったん ジョン・クラッセン  作 長谷川義史  訳クレヨンハウス 935
すてきな日本の伝統 １巻 知ろう！遊ぼう！ 教育画劇 382
すてきな日本の伝統 ２巻 知ろう！遊ぼう！ 教育画劇 382
すてきな日本の伝統 ３巻 知ろう！遊ぼう！ 教育画劇 382
ずかん武具  見ながら学習調べてなっとく 小和田泰経  編 技術評論社 559
かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原ゆたか  さく・え ポプラ社 913
「悩み部」の結成と、その結末。 麻希一樹  著 学研マーケティング 913
「悩み部」の栄光と、その慢心。 麻希一樹  著 学研マーケティング 913
「悩み部」の焦燥と、その暗躍。 麻希一樹  著 学研プラス 913
「悩み部」の成長と、その緊張。 麻希一樹  著 学研プラス 913
マイルール  自立のすすめ 辰巳渚  著 朝倉世界一 毎日新聞出版 159
都会のトム＆ソーヤ １２ はやみねかおる  〔著〕 講談社 913
都会のトム＆ソーヤ １３ はやみねかおる  〔著〕 講談社 913
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 588
ビタミン剤のひみつ おぎのひとし 学研プラス 499
食物アレルギーのひみつ 工藤ケン 学研プラス 492
梅パワーのひみつ 田川滋 学研プラス 616
家電量販店のひみつ たまだまさお 学研プラス 673
詩集　おかあさん ハナマルキ 911
鳥海山の空の上から 三輪裕子 小峰書店 913
おばあちゃんの時計 ジェラルディン・マッコーリーン 評論社 933
船員さんのひみつ おがたたかはる 学研プラス 683
船員さんのひみつ おがたたかはる 学研プラス 683
おしごと年鑑2016 谷和樹　監修 朝日新聞社 366
下水道のひみつ ひろゆうこ 学研プラス 518
下水道のひみつ ひろゆうこ 学研プラス 518
惣一じいちゃんの知っているかい？農業のこと山下惣一 家の光協会 610
10歳の質問箱 日本ペンクラブ「子どもの本」委員会小学館 159
給食室のはるちゃん先生 佼成出版社 374
ぼく 生きたかったよ… すずきまいこ かりん舎 913
おいでよ森へ 「おいでよ森へ」プロジェクト編 ダイヤモンド社 650
タケノコごはん 大島渚 ポプラ社 913
ハリネズミと金貨 ウラジーミル・オルロフ　原作　田中潔　文偕成社 983
空のふしぎ図鑑 武田康男　監修 ＰＨＰ研究所 451
わたしの沖縄戦３ 行田稔彦 新日本出版社 219
ベアリングのひみつ 田中久志 学研プラス 531
ベアリングのひみつ 田中久志 学研プラス 531
讃岐うどんのひみつ 山口育孝 学研プラス 588
讃岐うどんのひみつ 学研プラス 588
石けんのひみつ 宮原美香 学研プラス 499
石けんのひみつ 宮原美香 学研プラス 499
耳と補聴器のひみつ 谷　豊 学研プラス 496
耳と補聴器のひみつ 谷　豊 学研プラス 496
鉄道会社　ここが知りたい！ 久松ゆのみ 文藝春秋企画出版部 686
歯ブラシづくりのひみつ たまだまさお 学研プラス 497
歯ブラシづくりのひみつ たまだまさお 学研プラス 497
深海のサバイバル ゴムドリＣＯ　著 朝日新聞社 452
かいけつゾロリのメカメカ大さくせん 原ゆたか　著 ポプラ社 913
かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん　前編原ゆたか ポプラ社 913
コンピューターのひみつ ひろゆうこ 学研 548
これが内航海運だ 日本内航海運組合総連合会 日本内航海運組合総連合会683
えほん高松空襲 高松空襲を子どもたちに伝える会高松市平和を願う市民団体協議会90
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えほん高松空襲 高松空襲を子どもたちに伝える会高松市平和を願う市民団体協議会90
ぶつからないクルマのひみつ 山口育孝 学研プラス 537
いっしょに　２０１６ 詩と絵が出会う詩集絵本「いっしょに2016」制作委員会 911
ぶつからないクルマのひみつ 山口育孝 学研プラス 537
窓のひみつ 松野千歌 学研プラス 527
窓のひみつ 松野千歌 学研プラス 527
弁護士のひみつ おがたたかはる 学研プラス 320
弁護士のひみつ おがたたかはる 学研プラス 320
なぜ雨が酸性雨にかわるのか？ トニー・ヘアー作　安部喜也監修偕成社 519
森はどのように地球を守っているか？ トニー・ヘアー作　安部喜也監修偕成社 519
海はなぜよごれてしまうのか？ トニー・ヘアー作　安部喜也監修偕成社 519
ゴミはどのように地球をよごすのか？ トニー・ヘアー作　安部喜也監修偕成社 519
放射能はなぜおそろしいのか？ トニー・ヘアー作　安部喜也監修偕成社 519
地球環境はなぜよごれてしまうのか？ トニー・ヘアー作　安部喜也監修偕成社 519
つるばら村の魔法のパン 茂市久美子  作　中村悦子  絵 講談社 913
あるはれたひに 木村 裕一 作 講談社 913
くものきれまに 木村 裕一 作 講談社 913
うみのおばけずかん 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
やまのおばけずかん 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
まちのおばけずかん 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
がっこうのおばけずかん 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
がっこうのおばけずかんワンデイてんこうせい斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
がっこうのおばけずかんあかずのきょうしつ斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
いえのおばけずかん 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
がっこうのおばけずかんおきざりランドセル 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
のりものおばけずかん 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
がっこうのおばけずかんおばけにゅうがくしき斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
いえのおばけずかんゆうれいでんわ 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
どうぶつのおばけずかん 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
びょういんのおばけずかんおばけきゅうきゅうしゃ斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
いえのおばけずかん　おばけテレビ 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
サーティーナイン・クルーズ　２０ ジュード・ワトソン 著 小浜　杳 訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
サーティーナイン・クルーズ　２１ ジェフ・ハーシュ 著 小浜　杳 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
サーティーナイン・クルーズ　２２ ナタリー・スタンディフォード 著 小浜　杳 訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
サーティーナイン・クルーズ　２３ ナタリー・スタンディフォード 著 小浜　杳 訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
ルルとララのふんわりムース あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
ルルとララのにこにこクリーム あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913



ルルとララのクリスマス あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
ルルとララのコットンのマカロン あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
ルルとララのフレンチトースト あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
ルルとララのミルキープリン あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
ルルとララのようこそタルト あんびる　やすこ 岩崎書店 913
透視＆断面イラスト日本の城 西ヶ谷　恭弘 著 香川　元太郎 画世界文化社 521
深海 クレール・ヌヴィアン 著 晋遊舎 481
ギネス世界記録　２０１７ クレイグ・グレンディ 編 角川アスキー総合研究所//ＫＡＤＯＫＡＷＡ31
おしりたんてい トロル 著 ポプラ社 913
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 913
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 913
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 913
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 913
なんでも魔女商会１６　にっこりおいしい大作戦あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会１７　きらめきハートのドレスあんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会１８　うわさのとんでも魔女商会あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会１９　夜空のダイヤモンド あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会２０　運命のウエディングドレスあんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
死神うどんカフェ１号店　別腹編☆ 石川　宏千花 著 講談社 913
暗号クラブ７ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
暗号クラブ８ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
ぼくのかえりみち ひがし　ちから 著 ビーエル出版 913
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ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店 913
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ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店 913
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 913
獣の奏者　５　探求編　上 上橋　菜穂子 著 武本　糸会 画 講談社 913
獣の奏者　６　探求編　下 上橋　菜穂子 著 武本　糸会 画 講談社 913
獣の奏者　７　完結編　上 上橋　菜穂子 著 武本　糸会 画 講談社 913
獣の奏者　８　完結編　下 上橋　菜穂子 著 武本　糸会 画 講談社 913
ぞくぞく村のにじ色ドラゴン 末吉　暁子 著 垂石　眞子 画 あかね書房 913
ふしぎ駄菓子屋銭天堂　７ 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社 913
都会のトム＆ソーヤ　１４上 はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画講談社 913
都会のトム＆ソーヤ　１４下 はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画講談社 913
はれときどきアハハ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 913
はれたまたまこぶた 矢玉　四郎 著 岩崎書店 913
ルルとララのアロハ！パンケーキ あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
動物と話せる少女リリアーネ　６ 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943
動物と話せる少女リリアーネ　７ 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943
動物と話せる少女リリアーネ　８ 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943
動物と話せる少女リリアーネ　９　上巻 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943
動物と話せる少女リリアーネ　９　下巻 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943
ランドセルのはるやすみ 村上　しいこ 著 長谷川　義史 画ＰＨＰ研究所 913
すいはんきのあきやすみ 村上　しいこ 著 長谷川　義史 画ＰＨＰ研究所 913
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 913
せつぶんのひのおにいっか 青山　友美 著 講談社 913
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 913
そらいろのたね 中川　李枝子 著 おおむら　ゆりこ 画福音館書店 913
いるのいないの 京極　夏彦 著 町田　尚子 画 岩崎書店 913
アルプスの少女ハイジ ヨハンナ・シュピリ 著 松永　美穂 編訳 柚希　きひろ 画学研教育出版//学研マーケティング943
西遊記 呉　承恩 著 芝田　勝茂 編訳 脚　次郎 画学研教育出版//学研マーケティング923
ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル 著 石井　睦美 編訳 森川　泉 画学研教育出版//学研マーケティング933
怪盗アルセーヌ・ルパン モーリス・ルブラン 著 芦辺　拓 編訳 清瀬　のどか 画学研教育出版//学研マーケティング953
ひみつの花園 フランシス・ホジソン・バーネット 著 日当　陽子 編訳 朝日川　日和 画学研教育出版//学研マーケティング933
宝島 ロバート・ルイス・スティーヴンソン 著 吉上　恭太 編訳 館尾　冽 画学研教育出版//学研マーケティング933
あしながおじさん ジーン・ウェブスター 著 小松原　宏子 編訳 脚　次郎 画学研教育出版//学研マーケティング933
アラビアンナイトシンドバッドの冒険 みお　ちづる 編著 飯田　要 画 学研教育出版//学研マーケティング929
つぎ、なにをよむ？　１・２年生 秋山　朋恵 編 偕成社 19
つぎ、なにをよむ？　３・４年生 秋山　朋恵 編 偕成社 19
つぎ、なにをよむ？　５・６年生 秋山　朋恵 編 偕成社 19



これなんてよむ？どうぶつのかんじ 砂山　恵美子 著 ポトス出版//地方・小出版流通センター811
これなんてよむ？たべもののかんじ 砂山　恵美子 著 ポトス出版//地方・小出版流通センター811
茶道・華道・書道の絵事典 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 791
池上彰のよくわかる世界の宗教アメリカの宗教池上　彰 著 こどもくらぶ 編 丸善 160
池上彰のよくわかる世界の宗教イスラム教 池上　彰 著 こどもくらぶ 編 丸善 160
池上彰のよくわかる世界の宗教仏教 池上　彰 著 こどもくらぶ 編 丸善 160
池上彰のよくわかる世界の宗教キリスト教 池上　彰 著 こどもくらぶ 編 丸善 160
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ１ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ２ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ３ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ４ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ５ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ６ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ７ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ８ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ９ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ１０ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ１１ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ１２ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ１３ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
日本の歴史 1 集英社 210
日本の歴史 2 集英社 210
日本の歴史 3 集英社 210
日本の歴史 4 集英社 210
日本の歴史 5 集英社 210
日本の歴史 6 集英社 210
日本の歴史 7 集英社 210
日本の歴史 8 集英社 210
日本の歴史 9 集英社 210
日本の歴史 10 集英社 210
日本の歴史 11 集英社 210
日本の歴史 12 集英社 210
日本の歴史 13 集英社 210
日本の歴史 14 集英社 210
日本の歴史 15 集英社 210
日本の歴史 16 集英社 210
日本の歴史 17 集英社 210
日本の歴史 18 集英社 210
日本の歴史 19 集英社 210
日本の歴史 20 集英社 210
ビジュアル宇宙大図鑑 キャロル／ストット 日経ナショナルジオグラフィック社440
まんがで読む古事記 竹田／恒泰 学研プラス 910
まんがで読む竹取物語・宇治拾遺物語 谷口／孝介 学研プラス 910
まんがで読む源氏物語 小川／陽子 学研プラス 910
まんがで読む平家物語 山野井／健五 学研プラス 910
まんがで読む徒然草・おくのほそ道 島内／裕子 学研教育出版 910
まんがで読む万葉集・古今和歌集・新古今和歌集吉野／朋美 学研プラス 910
まんがで読む枕草子 中島／和歌子 学研プラス 910
まんがで読む百人一首 吉海／直人 学研教育出版 910
まんがで読む南総里見八犬伝 板坂／則子 学研プラス 910
まんがで読む四谷怪談・雨月物語 板坂／則子 学研教育出版 910
ルイ・ブライユと点字をつくった人びと 高橋／昌巳 岩崎書店 378
賢治童話ビジュアル事典 中地／文 岩崎書店 910
日本の地理　1 井田／仁康∥監修 学研教育出版 291
日本の地理　2 井田／仁康∥監修 学研教育出版 291
日本の地理　3 井田／仁康∥監修 学研教育出版 291
日本の地理　4 井田／仁康∥監修 学研教育出版 291
日本の地理　5 井田／仁康∥監修 学研教育出版 291
日本の地理　6 井田／仁康∥監修 学研教育出版 291



日本の地理　7 井田／仁康∥監修 学研教育出版 291
日本の地理　8 井田／仁康∥監修 学研教育出版 291
再発見!くらしのなかの伝統文化　1 市川／寛明∥監修 ポプラ社 382
再発見!くらしのなかの伝統文化　2 市川／寛明∥監修 ポプラ社 382
再発見!くらしのなかの伝統文化　3 市川／寛明∥監修 ポプラ社 382
再発見!くらしのなかの伝統文化　4 市川／寛明∥監修 ポプラ社 382
再発見!くらしのなかの伝統文化　5 市川／寛明∥監修 ポプラ社 382
再発見!くらしのなかの伝統文化　6 市川／寛明∥監修 ポプラ社 382
再発見!くらしのなかの伝統文化　7 市川／寛明∥監修 ポプラ社 382
辞書びきえほんもののはじまり 陰山／英男∥監修 ひかりのくに 31
世界に誇る日本の世界遺産　1 西村／幸夫∥監修 ポプラ社 709
世界に誇る日本の世界遺産　2 西村／幸夫∥監修 ポプラ社 709
世界に誇る日本の世界遺産　3 西村／幸夫∥監修 ポプラ社 709
世界に誇る日本の世界遺産　4 西村／幸夫∥監修 ポプラ社 709
世界に誇る日本の世界遺産　5 西村／幸夫∥監修 ポプラ社 709
世界に誇る日本の世界遺産　6 西村／幸夫∥監修 ポプラ社 709
世界に誇る日本の世界遺産　7 西村／幸夫∥監修 ポプラ社 709
世界に誇る日本の世界遺産　8 西村／幸夫∥監修 ポプラ社 709
いきもののしいく 小宮／輝之∥監修 フレーベル館 480
しょくぶつのさいばい 肥土／邦彦∥監修 フレーベル館 620
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813



新レインボー小学漢字辞典　改訂第５版　小型版加納　善光/監修 学研プラス 813
もののけ屋 廣嶋　玲子 著 東京モノノケ 画 静山社 913
もののけ屋二丁目の卵屋にご用心 廣嶋　玲子 著 東京モノノケ 画 静山社 913
おおきなかぼちゃ 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 933
動物と話せる少女リリアーネ　１０ 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943
これなんてよむ？しょくぶつのかんじ 砂山　恵美子 著 ポトス出版//地方・小出版流通センター811
ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子 著 いしい　つとむ 画 童心社 913
ばあばは、だいじょうぶ 楠　章子 著 いしい　つとむ 画 童心社 913
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 913
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 913
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 933
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 933
すばこ キム　ファン 著 イ　スンウォン 画ほるぷ出版 488
すばこ キム　ファン 著 イ　スンウォン 画ほるぷ出版 488
くろねこのどん 岡野　かおる子 著 上路　ナオ子 画理論社 913
くろねこのどん 岡野　かおる子 著 上路　ナオ子 画理論社 913
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 913
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 913
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 933
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 933
干したから… 森枝　卓士 写真 フレーベル館 619
干したから… 森枝　卓士 写真 フレーベル館 619
チキン！ いとう　みく 著 こがしわ　かおり 画文研出版 913
チキン！ いとう　みく 著 こがしわ　かおり 画文研出版 913
ぼくたちのリアル 戸森　しるこ 著 佐藤　真紀子 画講談社 913
ぼくたちのリアル 戸森　しるこ 著 佐藤　真紀子 画講談社 913
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 933
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 933
転んでも、大丈夫 臼井　二美男 著 ポプラ社 494
転んでも、大丈夫 臼井　二美男 著 ポプラ社 494
スポーツ年鑑　２０１７ ポプラ社 780
朝日ジュニア学習年鑑　２０１７ 朝日新聞出版 59
ふしぎ？なるほど！西洋美術たんけん　第１巻 日本図書センター 702
ふしぎ？なるほど！西洋美術たんけん　第２巻 日本図書センター 702
ふしぎ？なるほど！西洋美術たんけん　第３巻 日本図書センター 702
ふしぎ？びっくり！ニッポン美術たんけん　第１巻 日本図書センター 702
ふしぎ？びっくり！ニッポン美術たんけん　第２巻 日本図書センター 702
ふしぎ？びっくり！ニッポン美術たんけん　第３巻 日本図書センター 702
日本の美しい色の鳥 大橋　弘一 著 エクスナレッジ 488
超ビジュアル！戦国武将大事典 西東社 210
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  作 偕成社 460
ロンと海からきた漁師 チェン・ジャンホン  作・絵 徳間書店 953
王さまと王さま リンダ・ハーン  絵と文 ポット出版 949
ウメ・モモ・サクラ  どこがちがうか、わかる？赤木かん子  作 新樹社 479
カボチャのなかにたねいくつ？ マーガレット・マクナマラ  作 フレーベル館 626
なまけてなんかない！  ディスレクシアの男の子のはなし品川裕香北原明日香 岩崎書店 378
図書館へいこう！ １ 赤木かん子  文 ポプラ社 10
図書館へいこう！ ２ 赤木かん子  文 ポプラ社 10
図書館へいこう！ ３ 赤木かん子  文 ポプラ社 10
ビジュアルデータブック日本の地理 井田仁康  監修 学研プラス 291
りゆうがあります ヨシタケシンスケ  作・絵 ＰＨＰ研究所 913
みんなでつくる１本の辞書 飯田朝子  文 福音館書店 815
たんけんはっけんじぶんの歯  新しい歯のみがき方丸森英史  著 少年写真新聞社 497
どんどんはえるじぶんの歯  新しい歯のみがき方丸森英史  著 少年写真新聞社 497
みんなそろったじぶんの歯  新しい歯のみがき方丸森英史  著 少年写真新聞社 497
おおかみだあ！ セドリック・ラマディエ  ぶん ポプラ社 953
山田県立山田小学校 ３ 山田マチ  作 あかね書房 913
山田県立山田小学校 ２ 山田マチ  作 あかね書房 913
山田県立山田小学校 １ 山田マチ  作 あかね書房 913



山田県立山田小学校 ６ 山田マチ  作 あかね書房 913
山田県立山田小学校 ５ 山田マチ  作 あかね書房 913
山田県立山田小学校 ４ 山田マチ  作 あかね書房 913
みどりいろのたね たかどのほうこ  作 福音館書店 913
現代用語の基礎知識学習版 現代用語検定協会 自由国民社 31
ふたりユースケ 三田村信行  作 理論社 913
お父さんが教える作文の書きかた 赤木かん子  著 自由国民社 816
お父さんが教える読書感想文の書きかた 赤木かん子  著 自由国民社 816
「悩み部」の平和と、その限界。 麻希一樹  著 学研プラス 913
１１歳のバースデーあたしだけのスマイル・リップ  ５月８日春山ましろ井上林子  作 くもん出版 913
１１歳のバースデーわたしの空色プール  ８月１０日夏木アンナ井上林子  作 くもん出版 913
１１歳のバースデーおれのバトル・デイズ  １０月７日伊地知一秋井上林子  作 くもん出版 913
１１歳のバースデーぼくらのスマイル・リップ  １２月２５日冬馬晶井上林子  作 くもん出版 913
１１歳のバースデーぼくたちのみらい  ３月３１日四季和也井上林子  作 くもん出版 913
もののけ屋 三度の飯より妖怪が好き 廣嶋玲子  作 静山社 913
ずかん細菌  見ながら学習調べてなっとく ネイチャー＆サイエンス  編 技術評論社 465
はじめての日々  泣いちゃいそうだよ 小林深雪  〔著〕 講談社 913
大人への階段 Ｓｔｅｐ２ 泣いちゃいそうだよ 小林深雪  〔著〕 講談社 913
七つの願いごと  泣いちゃいそうだよ 小林深雪  作 講談社 913
泣いてないってば！  泣いちゃいそうだよ 小林深雪  作 講談社 913
転校生は魔法使い  泣いちゃいそうだよ 小林深雪  作 講談社 913
消えた自転車は知っている  探偵チームＫＺ事件ノート藤本ひとみ  原作 講談社 913
大好きな人がいる  北斗＆七星編 小林深雪  作 講談社 913
信じられない現実の大図鑑 ドーリング・キンダースリー  編 東京書籍 31
日本のすがた ２０１７ 表とグラフでみる 矢野恒太記念会  編 矢野恒太記念会 351
りこうな子ども  アジアの昔話 松岡享子  編・訳 こぐま社 388
ライフタイム  いきものたちの一生と数字 ローラ・Ｍ．シェーファー  ぶん ポプラ社 480
ほね、ほね、きょうりゅうのほね バイロン・バートンかけがわやすこポプラ社 457
子どものための美術史  世界の偉大な絵画と彫刻ヘザー・アレグザンダーメレディス・ハミルトン西村書店 702
ながいながい骨の旅 松田素子  文 講談社 481
たんぽぽ 荒井真紀  文・絵 金の星社 479
つまんないつまんない ヨシタケシンスケ 白泉社 913
生きる 谷川俊太郎  詩 福音館書店 911
セミの羽化 赤木かん子北島英雄 新樹社 486
綱渡りの男 モーディカイ・ガースティン  作 小峰書店 933
昆虫って、どんなの？  地球でいちばん繁栄しているいきもの石森愛彦 ハッピーオウル社 486
結晶・宝石図鑑 伊藤恵夫  日本語版監修 あすなろ書房 459
いのちと未来を守る防災 １ 鎌田和宏  監修 学研プラス 369
いのちと未来を守る防災 ２ 鎌田和宏  監修 学研プラス 369
いのちと未来を守る防災 ３ 鎌田和宏  監修 学研プラス 369
いのちと未来を守る防災 ５ 鎌田和宏  監修 学研プラス 369
いのちと未来を守る防災 ４ 鎌田和宏  監修 学研プラス 369
ルーマニア  アナ・マリアの手づくり生活 長倉洋海  写真・文 偕成社 384
韓国  ソウルの下町っ子ピョンジュン 裴昭  写真・文 偕成社 384
ブラジル  陽気なカリオカ　ミゲル 永武ひかる  写真・文 偕成社 384
フィンランド  雪と森の国のカオリ 松岡一哲  写真・文 偕成社 384
モンゴル  草原でくらすバタナー 清水哲朗  写真・文 偕成社 384
アメリカ  西海岸の太陽とコリン 鈴木智子  写真・文 偕成社 384
ネパール  祈りの街のアヌスカ 公文健太郎  写真・文 偕成社 384
カンボジア  スレイダー家族と生きる 古賀絵里子  写真・文 偕成社 384
ベトナム  ふたごのソンとチュン 鎌澤久也  写真・文 偕成社 384
フランス  おしゃれ大好き！プリュンヌ ＭＩＫＡ　ＰＯＳＡ  写真・文 偕成社 384
バングラデシュ  わんぱくアシフと青い自転車石川直樹  写真・文 偕成社 384
ケニア  大地をかけるアティエノ 桜木奈央子  写真・文 偕成社 384
空をつくる 村尾亘 小さい書房 913
歴史をつくった偉人のことば３６６  誕生日別「天神」編集部  編 ＷＡＶＥ出版 159
妖怪一家のハロウィン 富安陽子山村浩二 理論社 913
５秒後に意外な結末  ミノタウロスの青い迷宮桃戸ハルｕｓｉ 学研プラス 913
５秒後に意外な結末  パンドラの赤い箱 桃戸ハル  編著 学研プラス 913



はじめての編み物ゆびあみ 寺西　恵里子 著 汐文社 594
はじめての編み物棒針編み 寺西　恵里子 著 汐文社 594
はじめての編み物かぎ針編み 寺西　恵里子 著 汐文社 594
はじめての編み物道具を使って 寺西　恵里子 著 汐文社 594
３びきのくま 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 983
かいけつゾロリのかいていたんけん 原　ゆたか 著 ポプラ社 913
ざんねんないきもの事典 下間　文恵，他 画 高橋書店 480
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 480
ときめく和菓子図鑑 高橋　マキ 著 内藤　貞保 写真 山と溪谷社 588
ジュニアイラスト英語辞典 ジョン・マッキルウェーン 著 日東書院 833
親子で学ぶ！統計学はじめて図鑑 青山　和裕，他 著 日本図書センター 417
じしん・つなみどうするの？ せべ　まさゆき 画 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著金の星社 369
たいふうどうするの？ せべ　まさゆき 画 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著金の星社 369
かじどうするの？ せべ　まさゆき 画 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著金の星社 369
ゆうかい・まいごどうするの？ せべ　まさゆき 画 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著金の星社 369
こうつうあんぜんどうするの？ せべ　まさゆき 画 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著金の星社 369
エネルギーと人びとのくらし 文研出版 501
かぎりあるエネルギー資源 文研出版 501
エネルギーと環境問題 文研出版 501
エネルギー自給率を考える 文研出版 501
エネルギー問題にたちむかう 文研出版 501
本当に怖いスマホの話 金の星社 694
レッド マイケル・ホール 著 上田　勢子 訳子どもの未来社 933
ふくはなにからできてるの？ 佐藤　哲也 著 網中　いづる 画 福音館書店 586
ことわざブック　１ あかね書房 814
ことわざブック　２ あかね書房 814
ことわざブック　３ あかね書房 814
ことわざブック　４ あかね書房 814
ことわざブック　５ あかね書房 814
図説知っておきたい！スポット５０岩石と鉱物スティーブ・パーカー 著 六耀社 458
図説知っておきたい！スポット５０サメ カミラ・ド・ラ・ベドワイエール 著 六耀社 487
外来生物ずかん ネイチャー＆サイエンス 編著 ほるぷ出版 468
日本と世界のくらしどこが同じ？どこがちがう？　衣 汐文社 383
日本と世界のくらしどこが同じ？どこがちがう？　食 汐文社 383
日本と世界のくらしどこが同じ？どこがちがう？　住 汐文社 383
ルルとララのハロウィン あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
にちようびは名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社 913
かいけつゾロリのちていたんけん 原　ゆたか ポプラ社 913
ふしぎ駄菓子屋銭天堂　８ 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社 913
暗号クラブ９ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
暗号クラブ１０ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933
グレッグのダメ日記　にげだしたいよ！ ジェフ・キニー ポプラ社 933
トキメキ・図書館　ＰＡＲＴ１４ 服部　千春 著 ほおのき　ソラ 画講談社 913
どうぶつの目 ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 481
どうぶつの鼻 ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 481
どうぶつの口 ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 481
どうぶつの耳 ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 481
どうぶつの手と足 ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 481
どうぶつのしっぽ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 481
怪談オウマガドキ学園　２１ 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 913
怪談オウマガドキ学園　２２ 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 913
怪談オウマガドキ学園　２３ 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 913
怪談オウマガドキ学園　２４ 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 913
怪談オウマガドキ学園　２５ 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 913
ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター 著 サンクチュアリ・パブリッシング933
知ってハナダカ！文房具のひみつ箱 スタジオ２４８ 編 六耀社 589
切られたページは知っている 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 著 駒形 画講談社 913
安藤百福 海野　そら太 画 石川　憲二 著 集英社 289
サリバン先生 奥良　モト 画 堀ノ内　雅一 著 集英社 289



ギネス世界記録　２０１８ クレイグ・グレンティ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 31
オリンピック・パラリンピックまるごと大百科 筑波大学オリンピック教育プラットフォーム（ＣＯＲＥ）  責任編集　真田久  監修学研プラス 780
はたらくじどう車 １ ／ しごととつくり 小峰書店編集部  編 小峰書店 537
はたらくじどう車 ２ ／ しごととつくり 小峰書店編集部  編 小峰書店 537
はたらくじどう車 ３ ／ しごととつくり 小峰書店編集部  編 小峰書店 537
はたらくじどう車 ４ ／ しごととつくり 小峰書店編集部  編 小峰書店 537
はたらくじどう車 ５ ／ しごととつくり 小峰書店編集部  編 小峰書店 537
はたらくじどう車 ６ ／ しごととつくり 小峰書店編集部  編 小峰書店 537
だじゃれ世界一周 長谷川義史 理論社 913
世界中からいただきます！ 中山茂大  文　阪口克  写真 偕成社 383
５分後に思わず涙。 ／ 世界が赤らむ、その瞬間に桃戸ハル田中寛崇 学研プラス 913
５分後に思わず涙。 ／ 青い星の小さな出来事桃戸ハル田中寛崇 学研プラス 913
動物と話せる少女リリアーネ １１ タニヤ・シュテーブナー  著　中村智子  訳学研プラス 943
動物と話せる少女リリアーネ１２ タニヤ・シュテーブナー中村智子学研プラス 943
ジェネリックのひみつ 吉野恵美子 学研プラス 499
ジェネリックのひみつ 吉野恵美子 学研プラス 499
漢検のひみつ　新版 アサミネ鈴 学研プラス 810
漢検のひみつ　新版 アサミネ鈴 学研プラス 810
巻寿司のひみつ 望月恭子 学研プラス 596
大研究！　きずなでつなぐ日本の儀式 野本トロ 講談社ビーシー 385
詩集おかあさん　２０１６ 新川和江・八木幹夫監修 ハナマルキ 911
トラネコとクロネコ 宮西達也 鈴木出版 913
文藝もず　第１５号 90
こども論語塾 安岡定子  著　田部井文雄  監修明治書院 123
こども論語塾 その２ 安岡定子  著　田部井文雄  監修明治書院 123
こども論語塾 その３ 安岡定子  著　田部井文雄  監修明治書院 123
日本の職人さん ２ 小川洋  文 ポプラ社 502
中国・四国の伝統工業 国土社 750
レインボー英会話辞典 羽鳥博愛　監修 学習研究社 837
名探偵コナン理科ファイル昆虫の秘密 青山剛昌  原作　太田勝  まんが小学館 486
名探偵コナン推理ファイル恐竜の謎 青山剛昌  原作　太田勝  まんが小学館 457
ブッダがせんせい ／ 心を育てるこども仏教塾宮下真  著　名取芳彦  監修 永岡書店 184
おしえてブッダせんせいこころのふしぎ 宮下真 著 まつおかたかこ 絵 永岡書店 184
巻寿司のひみつ 望月恭子 学研プラス 596
かつお節とだしのひみつ たまだまさし 学研プラス 596
広岡浅子 原口泉 監修 大谷じろう まんが 小学館 289
古写真に見る日本の名城 新人物往来社 90
インターネット広告のひみつ 鳥飼規世 学研プラス 694
インターネット広告のひみつ 鳥飼規世 学研プラス 694
警備と安全　ここが知りたい！ 名古屋　裕 文藝春秋企画出版部 673
文藝もず　第１８号 菊池寛記念館 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90



高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 90
水素社会　ここが知りたい！ みずなともみ 文藝春秋企画出版部 519
ふたりはともだち アーノルド・ローベル 作　三木卓 訳文化出版局 933
すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー さく　いまえよしとも やく偕成社 933
すてきな三にんぐみ トミー・アンゲラー さく　いまえよしとも やく偕成社 933
作文大すき４ 畑島喜久生 編 国土社 816
キウイフルーツのひみつ おがたたかはる 学研プラス 616
お好み焼のひみつ たまだまさお 学研プラス 596
お好み焼のひみつ たまだまさお 学研プラス 596
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛児童文学作品集（小学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90



菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池寛　高松市教育委員会編集高松市教育委員会 90
薬が届くまでここが知りたい！ くろにゃこ。 文藝春秋企画出版部 685
キウイフルーツのひみつ おがたたかはる 学研プラス 616
スーホの白い馬 ／ モンゴル民話 大塚勇三  再話　赤羽末吉  画 福音館書店 388
フリーズドライのひみつ 山口育孝 学研プラス 588
フリーズドライのひみつ 山口育孝 学研プラス 588
インターネットのひみつ　新版 かんようこ 学研プラス 694
ファッションビルのひみつ まさやようこ 学研プラス 673
ファッションビルのひみつ まさやようこ 学研プラス 673
港のひみつ たまだまさお 学研プラス 558
港のひみつ たまだまさお 学研プラス 558
学校の樹木 平田利明 653
ピクチャーペディア スミソニアン協会 河出書房新社 31
理系アタマがぐんぐん育つ科学の実験大図鑑ロバート・ウィンストン 新星出版社 407
世界の乗りもの大図鑑 クライブ・ギフォード 河出書房新社 536
散歩で見かける草木花の雑学図鑑 金田洋一郎 実業之日本社 470
空想科学「理科」読本 柳田理科雄 大和書房 404
ズーム イシュトバン・バンニャイ ブッキング 726
魚 福井篤 講談社 31
鳥 川上和人 講談社 31
動物 山極寿一 講談社 31
植物 天野誠 講談社 31
恐竜 小林快次 講談社 31
は虫類・両生類 矢部隆 講談社 31
昆虫 養老孟司 講談社 31
寿命図鑑 いろは出版 いろは出版 461
しくじり動物大集合 新宅広二 永岡書店 480
まんがでわかる日本の古典大事典 吉野朋美 学研プラス 910
生きものの持ちかた 松橋利光 大和書房 480
ふつうじゃない生きものの飼いかた 松橋利光 大和書房 480
ふつうじゃない生きものの見つけかた 松橋利光 大和書房 480
星座の神話伝説大図鑑 グラフィオ 金の星社 443
十一月のマーブル 戸森しるこ 講談社 913
サイエンスコナン防災の不思議 青山剛昌 小学館 369
お父さんが教える図書館の使いかた 赤木かん子 自由国民社 15
お父さんが教える自由研究の書きかた 赤木かん子 自由国民社 2
なんでもまる見え大図鑑 ジャクリーン・ミットン 河出書房新社 31
ケチャップマン 鈴木のりたけ ブロンズ新社 913
およばれのテーブルマナー フィリップ・デュマ 西村書店東京出版編集部596
牡羊座 石井ゆかり WAVE出版 148
牡牛座 石井ゆかり WAVE出版 148
双子座 石井ゆかり WAVE出版 148
蟹座 石井ゆかり WAVE出版 148
獅子座 石井ゆかり WAVE出版 148
乙女座 石井ゆかり WAVE出版 148



天秤座 石井ゆかり WAVE出版 148
蠍座 石井ゆかり WAVE出版 148
射手座 石井ゆかり WAVE出版 148
山羊座 石井ゆかり WAVE出版 148
水瓶座 石井ゆかり WAVE出版 148
魚座 石井ゆかり WAVE出版 148
ハッピーになれる心理テスト 森冬生 金の星社 140
夜の神社の森のなか 大野隆介 ロクリン社 913
雪ふる夜の奇妙な話 大野隆介 ロクリン社 913
まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ ポプラ社 953
とんでもない 鈴木のりたけ アリス館 913
パン屋のイーストン 巣山ひろみ 出版ワークス 913
こども孫子の兵法 齋藤孝 日本図書センター 399
こども菜根譚 齋藤孝 日本図書センター 159
こども君主論 齋藤孝 日本図書センター 311
ちがうねん ジョン・クラッセン クレヨンハウス 933
みつけてん ジョン・クラッセン クレヨンハウス 933
事前学習に役立つみんなの修学旅行 奈良・大阪山田邦和 小峰書店 291
事前学習に役立つみんなの修学旅行 京都山田邦和 小峰書店 291
少女ポリアンナ エレナ・ポーター 著 立原　えりか 編訳 鯉沼　菜奈 画学研プラス 933
ロビンソン・クルーソー ダニエル・デフォー 著 芝田　勝茂 編訳 小玉 画学研プラス 933
フランダースの犬 ウィーダ 著 那須田　淳 編訳 佐々木　メエ 画学研プラス 933
岩くつ王 アレクサンドル・デュマ 著 岡田　好惠 編訳 オズノ　ユミ 画学研プラス 953
家なき子 エクトール・アンリ・マロ 著 小松原　宏子 編訳 木野　陽 画学研プラス 953
三銃士 アレクサンドル・デュマ 著 岡田　好惠 編訳 山田　一喜 画学研プラス 953
王子とこじき マーク・トウェイン 原著 村岡　花子 編訳 村岡　美枝 編著学研プラス 933
海底二万マイル ジュール・ベルヌ 原著 芦辺　拓 編訳 藤城　陽 画学研プラス 953
いちにちおもちゃ ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画ＰＨＰ研究所 913
いちにちぶんぼうぐ ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画ＰＨＰ研究所 913
いちにちのりもの ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画ＰＨＰ研究所 913
いちにちおばけ ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画ＰＨＰ研究所 913
いちにちどうぶつ ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画ＰＨＰ研究所 913
いちにちむかしばなし ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画ＰＨＰ研究所 913
いちにちこんちゅう ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画ＰＨＰ研究所 913
いちにちじごく ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画ＰＨＰ研究所 913
びょういんのおばけずかんなんでもドクター 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
こうえんのおばけずかんおばけどんぐり 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
いえのおばけずかんざしきわらし 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
なんでも魔女商会２１　おきゃくさまはルルとララあんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会２２　リフォーム支店本日休業あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会２３　あたらしいわたしの探し方あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会２４　ハムスターのすてきなお仕事あんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
なんでも魔女商会２５　ピンクのドラゴンをさがしていますあんびる　やすこ 著 岩崎書店 913
お願い！フェアリー１　ダメ小学生、恋をする。みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー２　はじめてのデートっ！？みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー３　告白は、いのちがけ！！みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー４　１日だけの永遠のトモダチみずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー５　転校生は王子さま！？みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー６　恋のライバルのヒミツ★みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー７　恋の真剣勝負！ みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー８　海辺の恋の大作戦！みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー９　ファッションショーでモデルデビュー！？みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー１０　コクハク・大パニック！みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー１１　修学旅行でふたりきり！？みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー１２　ゴーゴー！お仕事体験みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー１３　キミと・オーディションみずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー１４　山ガールとなぞのラブレターみずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー１５　キスキス！ホームラン！みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー１６　キセキの運動会！ みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913



お願い！フェアリー１７　１１歳のホワイトラブみずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
お願い！フェアリー１８　好きな人のとなりで。みずの　まい 著 カタノ　トモコ 画ポプラ社 913
流れ行く者 上橋　菜穂子 著 二木　真希子 画偕成社 913
炎路を行く者 上橋　菜穂子 著 佐竹　美保，二木　真希子 画偕成社 913
ほねほねザウルスティラノ・ベビーのぼうけんぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店 913
女の子ってなんでできてる？ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社 913
男の子ってなんでできてる？ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社 913
ちゃんと言わなきゃ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社 913
もしきみが泣いたら 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社 913
魔法の一瞬で好きになる 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社 913
黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ１７ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 913
黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ１８　とつぜんの絶交宣言！？の巻石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 913
黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ１９　「あゆみ」の呪い！？の巻石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 913
黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ２０ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 913
山のサバイバル 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版 786
火山のサバイバル 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版 453
異常気象のサバイバル　１ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版 451
異常気象のサバイバル　２ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版 451
そうじきのつゆやすみ 村上　しいこ 著 長谷川　義史 画ＰＨＰ研究所 913
とびばこのひるやすみ 村上　しいこ 著 長谷川　義史 画ＰＨＰ研究所 913
テレビのずるやすみ 村上　しいこ 著 長谷川　義史 画ＰＨＰ研究所 913
緑の本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社 913
青い本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社 913
銀の本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社 913
うぶめ 京極　夏彦 著 井上　洋介 画 東　雅夫 編岩崎書店 913
つくもがみ 京極　夏彦 著 城芽　ハヤト 画 東　雅夫 編岩崎書店 913
あずきとぎ 京極　夏彦 著 町田　尚子 画 東　雅夫 編岩崎書店 913
とうふこぞう 京極　夏彦 著 石黒　亜矢子 画 東　雅夫 編岩崎書店 913
ことりぞ 京極　夏彦 著 山科　理絵 画 東　雅夫 編岩崎書店 913
ホラー横丁１３番地　１ トミー・ドンババンド 著 伏見　操 訳 ヒョーゴノスケ 画偕成社 933
ホラー横丁１３番地　２ トミー・ドンババンド 著 伏見　操 訳 ヒョーゴノスケ 画偕成社 933
ホラー横丁１３番地　３ トミー・ドンババンド 著 伏見　操 訳 ヒョーゴノスケ 画偕成社 933
ホラー横丁１３番地　４ トミー・ドンババンド 著 伏見　操 訳 ヒョーゴノスケ 画偕成社 933
ホラー横丁１３番地　５ トミー・ドンババンド 著 伏見　操 訳 ヒョーゴノスケ 画偕成社 933
ホラー横丁１３番地　６ トミー・ドンババンド 著 伏見　操 訳 ヒョーゴノスケ 画偕成社 933
真田幸村 大谷　じろう 画 三条　和都 著 小学館 289
ルイ・ブライユ 新井　隆広 画 小学館 289
日本地理データ年鑑　２０１７ 小峰書店 291
都道府県別日本の地理データマップ　１　第３版 小峰書店 291
都道府県別日本の地理データマップ　２　第３版 小峰書店 291
都道府県別日本の地理データマップ　３　第３版 小峰書店 291
都道府県別日本の地理データマップ　４　第３版 小峰書店 291
都道府県別日本の地理データマップ　５　第３版 小峰書店 291
都道府県別日本の地理データマップ　６　第３版 小峰書店 291
都道府県別日本の地理データマップ　７　第３版 小峰書店 291
都道府県別日本の地理データマップ　８　第３版 小峰書店 291
辞書びきえほん日本地図　改訂新版 ひかりのくに 291
辞書びきえほん世界地図　改訂新版 ひかりのくに 290
辞書びきえほんことわざ　改訂新版 ひかりのくに 814
タンポポ 赤木　かん子 著 藤井　英美 写真新樹社 479
山田県立山田小学校 ７ 山田　マチ 著 杉山　実 画 あかね書房 913
ほねほねザウルス６　ティラノ・ベビー、かいぞくになる！？ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店 913
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ぐるーぷ・アンモナイツ 著 岩崎書店 913
グレッグのダメ日記１１　いちかばちか、やるしかないね！ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳ポプラ社 933
オリンピックのおばけずかん 斉藤　洋 著 宮本　えつよし 画 講談社 913
わたしのおべんとう スギヤマ　カナヨ 著 アリス館 913
暗号クラブ１１ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ933
データと地図で見る日本の産業 1　農業 ポプラ社 602
データと地図で見る日本の産業 2　農業 ポプラ社 602



データと地図で見る日本の産業 3　水産業 ポプラ社 602
データと地図で見る日本の産業 4　工業 ポプラ社 602
データと地図で見る日本の産業 5　工業 ポプラ社 602
データと地図で見る日本の産業 6　貿易・運輸 ポプラ社 602
データと地図で見る日本の産業 7　情報・通信 ポプラ社 602
世界の国ぐに 小学館 290
キッズクラウン和英辞典 下薫 三省堂 833
キッズクラウン英和辞典 下薫 三省堂 833
ぶんぶくちゃがま あかぎかんこ 埼玉福祉会 388
漫画君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス 159
パタポン 1 田中和雄 童話屋 911
イソップのおはなし イソップ のら書店 991
エルシー・ピドック、ゆめでなわとびをする エリナー・ファージョン 岩波書店 933
すき 谷川俊太郎 理論社 911
花のき村と盗人たち 新美南吉 小学館 913
がちょうのたんじょうび 新美南吉 にっけん教育出版社 913
銀のくじゃく 安房直子 偕成社 913
のねずみくんのおはなしとんこととん 武鹿悦子 フレーベル館 913


