
分類記号 書名 著者名 出版社

002 本で調べてほうこくしよう 赤木　かん子 著 ｍｉｔｔｙ 画 ポプラ社
002 お金のウソ？ホント？ 学習研究社
002 調べ学習ガイドブック２０００－２００１ 神林 照道 監修 ポプラ社
002 カブト・クワガタ・昆虫のウソ？ホント？ 学習研究社
002 恐竜のウソ？ホント？ 学習研究社
002 日本史人物のウソ？ホント？ 学習研究社
002 日本と世界の国土のウソ？ホント？ 学習研究社
002 ペット動物のウソ？ホント？ 学習研究社
002 しつもん！ドラえもん 藤子Ｆ不二雄 小学館
007 パソコンにさわってみよう 学研
007 パソコンで絵を描こう 学研
007 パソコンで文章を書こう 学研
007 パソコンで学級新聞を作ろう 学研
007 パソコンでらくらく自由研究 学研
007 パソコンでインターネット探索 学研
007 パソコンを授業にも活用しよう 学研
007 パソコン用語集・ＣＤ－ＲＯＭの使い方 学研
007 プログラミングについて調べよう 川崎　純子 著 沼田　光太郎 画 岩崎書店//岩崎書店
007 やってみよう情報学習 苅宿 俊文 著 大日本図書
007 ＡＩのサバイバル　１ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版
007 パソコンが学校にやってきた ポプラ社
007 学級新聞をパソコンでつくろう ポプラ社
007 パソコンでかわる学習と学校生活 ポプラ社
007 クラスのホームページをつくろう ポプラ社
007 パソコンで学校紹介をつくろう ポプラ社
007 休み時間はパソコン天国 ポプラ社
007 コンピュータ社会ってどんな社会？ ポプラ社
007 パソコンソフトができるまで ポプラ社
007 絵で見てわかるはじめてのパソコン 佐原みね子 池田書店
007 放課後パソコンクラブ　１ 情報基礎教育を考える会 編著 リブリオ出版
007 放課後パソコンクラブ　２ 情報基礎教育を考える会 編著 リブリオ出版
007 放課後パソコンクラブ　３ 情報基礎教育を考える会 編著 リブリオ出版
007 放課後パソコンクラブ　４ 情報基礎教育を考える会 編著 リブリオ出版
010 調べ学習の基礎の基礎　改訂版 赤木　かん子 著 ポプラ社
015 図書館のトリセツ 福本友美子　著 講談社
015 学校の先生がそっと教えるじっと耳を傾ける魔法のおはなし 師尾　喜代子　編 ＰＨＰ研究所
018 香川県の歴史 松林社
019 何をどう読ませるか　第１群小学校低学年 全国学校図書館協議会必読図書委員会 全国学校図書館協議会
019 何をどう読ませるか　第２群小学校中学年 全国学校図書館協議会必読図書委員会 全国学校図書館協議会
019 何をどう読ませるか 全国学校図書館協議会必読図書委員会 全国学校図書館協議会
021 小中学生のための初めて学ぶ著作権 岡本薫　著 朝日学生新聞社
022 大研究！ひろがる印刷の世界 鈴木俊行 講談社
028 つぎ、なにをよむ？　１・２年生 秋山朋恵　編 偕成社
028 つぎ、なにをよむ？　３・４年生 秋山朋恵　編 偕成社
028 つぎ、なにをよむ？　５・６年生 秋山朋恵　編 偕成社
030 日本の祭り事典 芳賀日出男　著 汐文社
030 「なぜ？」にこたえる　かぞえ方　絵事典 村越正則　監修 ＰＨＰ
031 ふれあいしぜん図鑑　春 学研
031 ふれあいしぜん図鑑　夏 学研
031 ふれあいしぜん図鑑　秋 学研
031 ふれあいしぜん図鑑　冬 学研
031 昆虫　Ⅱ・クモ 岡島秀治　監修 学研
031 きっずジャポニカ 尾木直樹　［ほか］監修 小学館
031 電気 高橋 洋一 監修 学研
031 花 学研
031 飼育と観察 学研
031 鳥 学研
031 昆虫 学研
031 恐竜 学研
031 水の生物 学研
031 地球環境 学研
031 貝 学研
031 イヌとネコ 学研
031 鉄道・自動車 学研
031 理科の自由研究 学研
031 植物 学研
031 理科の実験 学研
031 人とからだ 学研
031 化石・岩石 学研
031 宇宙ロケット 学研
031 飛行機・ロケット・船 学研
031 カブトムシ・クワガタムシ 学研
031 顕微鏡観察 学研
031 天気・気象 学研
031 昆虫の図解 学研
031 大むかしの動物 学研
031 世界の昆虫 学研
031 魚 学研
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031 星・星座 学研
031 地球 学研
031 教科書がわかる学習用語事典 学研
031 恐竜 学研
031 昆虫 学研
031 宇宙 学研
031 こどもベスト図鑑 1 むし 1 友国 雅章 平井 信義 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 2 むし 2 友国 雅章 平井 信義 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 3 どうぶつ 今泉 忠明 平井 信義 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 4 いぬとねこ 今泉 吉典 平井 信義 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 5 とり 高野 伸二 平井 信義 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 6 さかな 堤 俊夫 平井 信義 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 7 みずべの いきもの 奥谷 喬司 平井 信義 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 8 きょうりゅう 小畠 郁生 平井 信義、真鍋 真 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 9 ひとの からだ 保志 宏 平井 信義 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 10 にわの くさばな 浅山 英一 平井 信義 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 11 のやまの くさ 大場 達之 平井 信義 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 12 きと きのこ 浅山 英一 平井 信義 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 13 やさいと くだもの 原田 良平 荻原 佐太郎、平井 信義 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 14 ひとを はこぶ のりもの 宮本 晃男 平井 信義 学研ネクスト
031 こどもベスト図鑑 15 はたらく のりもの 宮本 晃男 平井 信義、木俣 滋郎 学研ネクスト
031 もののはじまり館 小学館　編 小学館
031 自然観察図鑑 世界文化社
031 こどもベスト図鑑　16　このこえなあに　このおとなあに 学研ネクスト
031 ２１世紀こども百科 小学館
031 ２１世紀こども百科大図解 小学館
031 小学館こども大百科　キッズペディア 小学館
031 どうぶつ 学習研究社
031 せいかつの図鑑 流田直　監修 小学館
031 のりもの 学習研究社
031 なぜ？どうして？みぢかなぎもん２年生 早野美智代　［ほか］文 堀江篤史　［ほか］ 学研教育出版
031 ２１世紀こども百科　第２版 小学館
031 やさしいフィンランド ピルヨ・ホンカサロ 小学館
031 総合百科事典ポプラディア　１ ポプラ社
031 総合百科事典ポプラディア　２ ポプラ社
031 総合百科事典ポプラディア　３ ポプラ社
031 総合百科事典ポプラディア　４ ポプラ社
031 総合百科事典ポプラディア　５ ポプラ社
031 総合百科事典ポプラディア　６ ポプラ社
031 総合百科事典ポプラディア　７ ポプラ社
031 総合百科事典ポプラディア　８ ポプラ社
031 総合百科事典ポプラディア　９ ポプラ社
031 総合百科事典ポプラディア　１０ ポプラ社
031 総合百科事典ポプラディア　１１ ポプラ社
031 総合百科事典ポプラディア　１２ ポプラ社
049 お酒と健康といのち 西岡 伸紀 〔著〕 学研
049 図解！！やりかた大百科ｆｏｒ　ＫＩＤＳ サラ・ハインズ・スティーブンス　著 パイインターナショナル
049 雑学子どもにウケるたのしいクイズ 坪内　忠太 著 新講社
059 朝日ジュニア学習年鑑２００９ 朝日新聞社
059 １９９５ ジュニア朝日年鑑・社会〈学習〉 朝日新聞社
059 １９９５ ジュニア朝日年鑑・社会〈統計〉 朝日新聞社
069 広島平和記念資料館と戦跡めぐり 佐藤広基 本地桃子　イラスト・文 汐文社
070 こども１０大ニュース 1985 こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
070 こども１０大ニュース 1986 こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
070 こども１０大ニュース 1987 こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
070 こども１０大ニュース 1988 こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
070 こども１０大ニュース 1989 こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
070 こども１０大ニュース 1990 こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
070 こども１０大ニュース 1991 こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
070 こども１０大ニュース 1992 こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
070 こども１０大ニュース 1993 こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
070 こども１０大ニュース 1994 こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
090 矢島の歴史 秋田県由良郡矢島町教育委員会　編 秋田県由良郡矢島町
090 高松今昔写真帖 徳山久夫　監修 郷土出版社

113 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 子どものための哲学対話 永井均　著 講談社
114 「死ぬ」ということ ピート・サンダース ポプラ社
114 いのちの本　２ 鈴木 康明 監修 学研
114 「いのち」について考えよう！ 鈴木 康明 監修 学研
114 「死」って、なに？ ローリー・クラスニー・ブラウン 作 文渓堂
123 朋有り遠方より来たる 齋藤孝　編著 草思社
141 ５にんのぼく　５にんめのぼく かこ さとし 文 農山漁村文化協会
141 考える練習をしよう マリリン・バ－ンズ　著 晶文社
145 視覚ミステリ－えほん ウォルタ－・ウィック　作 林田康一　訳 あすなろ書房
146 兄姉弟妹（きょうだい）とくらべられても自分は自分 水井 笙子 著 岩崎書店
147 3分後にゾッとする話 並木伸一郎∥著 理論社
147 3分後にゾッとする話 2 並木伸一郎∥著 理論社
147 世界に伝わる本当に怖い話 上巻 野宮麻未∥作 理論社
159 元気がでる日本人１００人のことば 相庭泰志　執筆 ポプラ社
159 学校・友だち・先生のなやみ ポプラ社
159 勉強・成績・進学のなやみ ポプラ社
159 性格・恋愛のなやみ ポプラ社

１類　こころの本



159 クセや体調のなやみ ポプラ社
159 親や家族のなやみ ポプラ社
159 わるいさそいのなやみ ポプラ社
159 見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘　１ 教育画劇　編集 教育画劇
159 見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘　２ 教育画劇　編集 教育画劇
159 見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘　３ 教育画劇　編集 教育画劇
159 見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘　４ 教育画劇　編集 教育画劇
159 見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘　５ 教育画劇　編集 教育画劇
159 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
159 しあわせ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
159 ペンギンの教え 小菅正夫　著 講談社
159 元気がでる日本人１００人のことば 斉藤道子　執筆 ポプラ社
159 こどものための　すごい！名言 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所
159 平和の言葉 「人生の言葉」編集部　編 日本ブックエース
159 運命の言葉 「人生の言葉」編集部　編 日本ブックエース
159 人生の言葉 「人生の言葉」編集部　編 日本ブックエース
159 愛の言葉 「人生の言葉」編集部　編 日本ブックエース
159 革命の言葉 「人生の言葉」編集部　編 日本ブックエース
159 マイルール 辰巳渚　著 毎日新聞社
159 だれだって悩んだ なだいなだ　著 筑摩書房
159 十歳のきみへ 日野原重明　著 冨山房インターナショナル
159 元気がでる日本人１００人のことば 松原孝臣　執筆 ポプラ社
159 元気がでる日本人１００人のことば 山本美芽　執筆 ポプラ社
159 元気がでる日本人１００人のことば 脇坂敦志　執筆 ポプラ社
159 君たちはどう生きるか 吉野源三郎　著 ポプラ社
164 絵で読む日本の神話 出雲井　晶 明成社
187 仏教のひみつ 松本義弘 がっけん

204 ピラミッドのひみつ たかし よいち 原作 理論社
204 話のネタ３６５日　今日は何の日 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所
209 王家の谷にねむる宝 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ーメン 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 ジュニア地図帳（アトラス） 高木 実 構成 文 平凡社
209 コロンブスの航海 ジアン・パオロ・チェゼラ－ニ　文 評論社
209 まんが世界の歴史５０００年 七瀬 カイ 〔ほか〕まんが 学研
209 絵で読む広島の原爆 那須 正幹 文 福音館書店
209 絵で読む　広島の原爆 那須正幹　文 福音館書店

210
あの日、家族が消えた！　ビジュアルブック語り伝えるヒロシ
マ・ナガサキ　１

安斎育郎　文 新日本出版社

210
天主堂も友達も消えた！　ビジュアルブック語り伝えるヒロシ
マ・ナガサキ　２

安斎育郎　文 新日本出版社

210
原爆はなぜ落とされたのか？　ビジュアルブック語り伝えるヒ
ロシマ・ナガサキ　３

安斎育郎　文 新日本出版社

210
あの日を忘れない　ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナ
ガサキ　４

安斎育郎　文 新日本出版社

210
平和をひろげよう　ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガ
サキ　５

安斎育郎　文 新日本出版社

210 子どもたちの日々 飯沢耕太朗 福音館書店
210 戦国武将群雄ビジュアル百科 榎本秋　［ほか］執筆 ポプラ社
210 土の中からでてきたよ 小川忠博　写真・文 平凡社
210 日本の歴史　１　ニッポンのはじまり 小和田哲男　監修　岡本正明　まんが 成美堂出版
210 日本の歴史　２　貴族の時代から武士の時代へ 小和田哲男　監修　麻生はじめ　まんが 成美堂出版
210 日本の歴史　３　戦乱の時代から天下統一へ 小和田哲男　監修　渡部暁　まんが 成美堂出版
210 日本の歴史　４　江戸の泰平と武士の政治の終わり 小和田哲男　監修　岡本正明　まんが 成美堂出版

210 日本の歴史　５　世界の中の日本
小和田哲男　監修
松本泰光　やまだしんご　まんが

成美堂出版

210 週刊マンガ日本史　19　源義経 大島やすいち 朝日新聞出版
210 ２１世紀こども百科歴史館 小学館
210 はらっぱ 神戸光男　構成・文 童心社
210 学習図鑑日本の歴史 講談社
210 週刊マンガ日本史　20　源頼朝 清瀬のどか 朝日新聞出版
210 津波から人びとを救った稲村の火 クニ・トシロウ（作・画） 文溪堂
210 縄文人の住まい 学研
210 縄文人の衣しょうと祭り 学研
210 縄文人の道具１ 学研
210 縄文人の道具２ 学研
210 縄文人の食事 学研
210 源平争乱群雄ビジュアル百科 ポプラ社//ポプラ社
210 天下泰平の時代 集英社
210 父が、兄が戦場へ目でみる戦争とくらし百科２ 早乙女 勝元 監修 日本図書センター
210 うばわれた平和なくらし　目でみる戦争とくらし百科３ 早乙女 勝元 監修 日本図書センター
210 空襲と空腹の日々　目でみる戦争とくらし百科４ 早乙女 勝元 監修 日本図書センター
210 旧石器・縄文・弥生・古墳時代 絵や資料で調べる あかね書房
210 飛鳥・奈良・平安時代 絵や資料で調べる あかね書房
210 鎌倉・南北朝時代 絵や資料で調べる あかね書房
210 室町・戦国・安土桃山時代 絵や資料で調べる あかね書房
210 江戸時代後期 絵や資料で調べる あかね書房

２類　歴史・地理



210 明治・大正・昭和・平成時代 絵や資料で調べる あかね書房
210 知っててほしい 日本の国づくりに活躍した人びと 佐藤 和彦 監修 あかね書房
210 知っててほしい 貴族・武士の世に活躍した人びと 佐藤 和彦 監修 あかね書房
210 知っててほしい 戦乱の世に活躍した人びと 佐藤 和彦 監修 あかね書房
210 知っててほしい天下統一に活躍した人びと 佐藤 和彦 監修 あかね書房
210 知っててほしい 江戸幕府の世に活躍した人びと 佐藤 和彦 監修 あかね書房
210 知っててほしい 幕末・明治維新に活躍した人びと 佐藤 和彦 監修 あかね書房
210 知っててほしい 近代日本の歩みに活躍した人びと 佐藤和彦 あかね書房
210 アジア太平洋戦争の研究　調べ学習日本の歴史　８ ポプラ社
210 公害の研究　調べ学習日本の歴史　１６ ポプラ社
210 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
210 食物の歴史 ポプラ社
210 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
210 衣服の歴史 ポプラ社
210 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
210 住まいの歴史 ポプラ社
210 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
210 交通・通信の歴史 ポプラ社
210 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
210 農業・漁業の歴史 ポプラ社
210 商業・工業の歴史 ポプラ社
210 国際関係の歴史 ポプラ社
210 西南戦争 岩村俊哉　作画 ポプラ社
210 週刊マンガ日本史　１７　平清盛 住吉文子 朝日新聞出版
210 関ヶ原の合戦 早川大介　作画 ポプラ社
210 大阪冬の陣・夏の陣 中島健志　作画 ポプラ社
210 明治維新 中島健志　作画 ポプラ社
210 戦いで読む日本の歴史　１ そらみつ企画 著 教育画劇//教育画劇
210 日本史まんが年表 うめだ ふじお 〔ほか〕まんが 学研
210 日本にのこるなぞのミイラ たかし よいち 原作 理論社
210 安土桃山・江戸時代（前期）　地図でみる日本の歴史 竹内 誠 監修 フレーベル館
210 江戸時代（後期）　地図でみる日本の歴史 竹内 誠 監修 フレーベル館
210 明治・大正時代　地図でみる日本の歴史 竹内 誠 監修 フレーベル館
210 昭和時代・平成　地図でみる日本の歴史８ 竹内 誠 監修 フレーベル館
210 縄文・弥生・古墳時代　地図でみる日本の歴史 竹内 誠 総監修 フレーベル館
210 飛鳥・奈良・平安時代　地図でみる日本の歴史 竹内 誠 総監修 フレーベル館
210 鎌倉・南北朝時代　地図でみる日本の歴史 竹内 誠 総監修 フレーベル館
210 室町・戦国時代　地図でみる日本の歴史 竹内 誠 総監修 フレーベル館
210 絵で見るふるさとの伝統さがし 学研
210 北海道の歴史と人びとのくらし 谷口 研語 〔編著〕 あすなろ書房
210 絵で見るふるさとの伝統さがし　１ 学研
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史　１ 学研
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史　２ 学研
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史　３ 学研
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史　４ 学研
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史  ５ 学研
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史　６ 学研
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史　８ 学研
210 東北の歴史と人びとのくらし 谷口 研語 〔編著〕 あすなろ書房
210 絵で見るふるさとの伝統さがし　２ 学研
210 絵で見るふるさとの伝統さがし　３ 学研
210 絵で見るふるさとの伝統さがし　４ 学研
210 絵で見るふるさとの伝統さがし　５ 学研
210 絵で見るふるさとの伝統さがし　６ 学研
210 絵で見るふるさとの伝統さがし　７ 学研
210 関東の歴史と人びとのくらし 谷口 研語 〔編著〕 あすなろ書房
210 中部の歴史と人びとのくらし 谷口 研語 〔著〕 あすなろ書房
210 近畿の歴史と人びとのくらし 谷口 研語 〔編著〕 あすなろ書房
210 中国・四国の歴史と人びとのくらし 谷口 研語 〔編著〕 あすなろ書房
210 九州・沖縄の歴史と人びとのくらし 谷口 研語 〔編著〕 あすなろ書房
210 超ビジュアル！日本の合戦大事典 西東社//西東社
210 日本の歴史 １ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 ２ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 ３ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 ４ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 ５ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 ６ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 ７ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 ８ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 ９ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 １０ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 １１ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 １２ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 １３ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 １４ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 １５ 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 別巻 山本博文  監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 絵で見る　日本の歴史 西村　繁男（作 福音館書店
210 絵で見る日本の歴史 西村繁男　作 福音館書店
210 着るもの　日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり　１ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 食生活　日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり　２ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 住まい　日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり　３ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 家庭生活　日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり　４ 宮田 利幸 監修 小峰書店



210 遊び　日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり　５ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 小学校　日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり　６ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 交通　日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり　７ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 農業と日本人 日本生活史研究会 編 あすなろ書房
210 漁業と日本人 日本生活史研究会 編 あすなろ書房
210 工業と日本人 日本生活史研究会 編 あすなろ書房
210 商業と日本人 日本生活史研究会 編 あすなろ書房
210 狩猟・山仕事、交通・通信と日本人 日本生活史研究会 編 あすなろ書房
210 信長もビックリ!?科学でツッコむ日本の歴史 平林純∥著 集英社
210 産業の歩みと経済の発達 日本生活史研究会 編 あすなろ書房
210 人物と文化遺産で語る日本の歴史　１ 古川 清行 著 みずうみ書房
210 人物と文化遺産で語る日本の歴史　２ 古川 清行 著 みずうみ書房
210 人物と文化遺産で語る日本の歴史　３ 古川 清行 著 みずうみ書房
210 人物と文化遺産で語る日本の歴史　４ 古川 清行 著 みずうみ書房
210 人物と文化遺産で語る日本の歴史　５ 古川 清行 著 みずうみ書房
210 人物と文化遺産で語る日本の歴史　７ 古川 清行 著 みずうみ書房
210 人物と文化遺産で語る日本の歴史　８ 古川 清行 著 みずうみ書房
210 源平争乱大百科 二木謙一　監修 ポプラ社
210 源平争乱大百科 二木謙一　監修 ポプラ社
210 源平争乱大百科 二木謙一　監修 ポプラ社
210 縄文時代 原始の人々とくらし あすなろ書房
210 弥生・古墳時代 稲づくりと人びとのくらし あすなろ書房
210 飛鳥・奈良時代 都に集まるひとびととくらし あすなろ書房
210 平安時代 貴族と庶民のくらし あすなろ書房
210 鎌倉・室町時代 武士と庶民のくらし あすなろ書房
210 江戸時代 農村と都市のくらし あすなろ書房
210 歴史アルバム時代をきめた１１４のできごと　１ ＰＨＰ研究所
210 歴史アルバム時代をきめた１１４のできごと　２ ＰＨＰ研究所
210 歴史アルバム時代をきめた１１４のできごと　４ ＰＨＰ研究所
210 歴史アルバム時代をきめた１１４のできごと　５ ＰＨＰ研究所
210 歴史アルバム時代をきめた１１４のできごと　６ ＰＨＰ研究所
210 卑弥呼、邪馬台国の女王に ポプラ社
210 明治天皇、憲法を定める ポプラ社
210 太平洋戦争はじまる ポプラ社
210 日本商品、世界をかける ポプラ社
210 東大寺に日本一の大仏 ポプラ社
210 栄華をきわめる藤原氏 ポプラ社
210 頼朝、鎌倉に幕府をひらく ポプラ社
210 足利義満、金閣をたてる ポプラ社
210 秀吉、大阪城をつくる ポプラ社
210 徳川家光、鎖国令をだす ポプラ社
210 吉宗、享保の改革を行う ポプラ社
223 アンコール・ワットのサバイバル　１ 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版
225 インドのひみつ 入澤　宣幸 がっけん

227 友だちになれたら、きっと。
ガリト・フィンク メルヴェト・アクラム・シャー
バーン　作

鈴木出版

234 エリカ奇跡の命 ルース・バンダー・ジー　文 講談社
280 新選組の大常識 青木美加子　［ほか］文 ポプラ社
280 やなせたかし 圷紀子　作 講談社
280 教科書にでてくる人物１２４人　１ 稲垣 友美 編 あすなろ書房
280 教科書にでてくる人物１２４人　２ 稲垣 友美 編 あすなろ書房
280 教科書にでてくる人物１２４人　３ 稲垣 友美 編 あすなろ書房
280 教科書にでてくる人物１２４人　４ 稲垣 友美 編 あすなろ書房
280 教科書にでてくる人物１２４人　６ 稲垣 友美 編 あすなろ書房
280 教科書にでてくる人物１２４人　７ 稲垣 友美 編 あすなろ書房
280 教科書にでてくる人物１２４人　８ 稲垣 友美 編 あすなろ書房
280 まんが・写真教科書にでてくる最重要人物１８５人 学研
280 ベートーベン 神田貴幸　作 講談社
280 齋藤孝の親子で読む偉人の話　１年生 齋藤孝　著 ポプラ社
280 齋藤孝の親子で読む偉人の話　２年生 齋藤孝　著 ポプラ社
280 齋藤孝の親子で読む偉人の話　３年生 齋藤孝　著 ポプラ社
280 齋藤孝の親子で読む偉人の話　４年生 齋藤孝　著 ポプラ社
280 少年少女伝記文学館 13 ファーブル 講談社
280 野口英世 すぎたとおる　作 講談社
280 織田信長 すぎたとおる　作 講談社
280 坂本龍馬 すぎたとおる　作 講談社
280 アンネ・フランク 鈴木悦夫　作 講談社
280 ざんねんな偉人伝 真山知幸∥著 学研プラス
280 ざんねんな歴史人物 真山知幸∥著 学研プラス
280 ヘレン・ケラ－ 柳川創造　作 講談社
280 ナイチンゲ－ル 柳川茂　作 講談社
280 浅井力也 柳川茂　作 講談社
280 手塚治虫 柳川茂　作 講談社
281 ビジュアル源平１０００人 伊藤雅人他 世界文化社
281 未来を見つめた人たち ＰＨＰ研究所
281 時代をかえた武将たち ＰＨＰ研究所
281 文化をそだてた人たち ＰＨＰ研究所
281 未知の世界にいどんだ人たち ＰＨＰ研究所
281 日本と外国をむすんだ人たち ＰＨＰ研究所
288 世界の国旗図鑑 苅安望　著 偕成社
288 世界の国旗大図鑑 ヨーロッパ 松田博康 小峰書店
288 世界の国旗大図鑑 アジア 松田博康 小峰書店
288 世界の国旗大図鑑南北アメリカ・オセアニア 小峰書店//小峰書店



288 世界の国旗大図鑑アフリカ 小峰書店//小峰書店
288 世界一おもしろい国旗の本 ロバート　Ｇ．フレッソン 画 小林　玲子 訳 河出書房新社//河出書房新社
289 わたしの赤毛のアン キャサリン・Ｍ・アンドロニク 著 ポプラ社
289 ジョン・レノン 浅野有生子　作 講談社
289 福沢諭吉 東桂市　作 講談社
289 足利義満 集英社
289 北条時宗 伊東 章夫 まんが 学研
289 武田信玄と上杉謙信 学研
289 足利尊氏 学研
289 楠木正成 学研
289 オバマ ロバータ・エドワーズ　著 岩崎書店
289 マザー・テレサ 鬼海正秀　作 講談社
289 女優オードリー・ヘップバーン 古屋美登里　著 理論社
289 向井千秋 小川容子　作 講談社
289 大村智ものがたり 馬場錬成　文 横溝英一　絵 毎日新聞出版
289 西郷隆盛 学研
289 徳川吉宗 学研
289 源義経 学研
289 大久保利通 学研
289 ナイチンゲール 早野 美智代 文 ポプラ社
289 アンネ・フランク 加藤 純子 文 ポプラ社
289 ヘレン・ケラー 砂田 弘 文 ポプラ社
289 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 キリスト 谷 真介 文 ポプラ社
289 坂本竜馬 横山 充男 文 ポプラ社
289 福沢諭吉 浜野 卓也 文 ポプラ社
289 手塚治虫 国松 俊英 文 ポプラ社
289 徳川家康 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 ファーブル 砂田 弘 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 織田信長 吉本 直志郎 文 ポプラ社
289 豊臣秀吉 吉本 直志郎 文 ポプラ社
289 ライト兄弟 早野 美智代 文 ポプラ社
289 ベートーベン 加藤 純子 文 ポプラ社
289 宮沢賢治 西本 鶏介 文 ポプラ社
289 一休 木暮 正夫 文 ポプラ社
289 キュリー夫人 伊東 信 文 ポプラ社
289 ベートｰベン 加藤純子　文 ポプラ社
289 加藤清正 加来耕三　企画・構成 ポプラ社
289 宮本武蔵 加来耕三　企画・構成 ポプラ社
289 伊能忠敬 キヤマ　ミチアキ 画 ポプラ社//ポプラ社
289 ジャンヌ・ダルク 岸田恋　作・画 講談社
289 キング牧師 偕成社
289 ベーブ・ルース 久米　元一 著 講談社
289 父たちとの語らい 久保　正彰 財団法人　栗山顕彰会
289 北原白秋ものがたり 楠木 しげお 作 教育出版センター
289 旅の人芭蕉ものがたり 楠木 しげお 作 教育出版センター
289 空海 集英社
289 どがんね 佐保　圭 日経BPコンサルティング
289 キュリー夫人 小林　可多入 画 ポプラ社//ポプラ社
289 宮沢賢治 小林　可多入 画 ポプラ社//ポプラ社
289 どがんね 佐保　圭 日経BPコンサルティング
289 細川ガラシャ さかい ともみ 作 教育出版センター
289 ナイチンゲール 坂本　コウ 画 ポプラ社//ポプラ社
289 ファーブル 坂本　コウ 画 ポプラ社//ポプラ社
289 紫式部 学研
289 淀君 学研
289 ディズニー 塩谷太郎 偕成社
289 少年少女伝記文学館４ 講談社
289 少年少女伝記文学館 １ イエス 講談社
289 少年少女伝記文学館 10 ベートーベン 講談社
289 少年少女伝記文学館 14 坂本竜馬 講談社
289 少年少女伝記文学館 15 福沢諭吉 講談社
289 少年少女伝記文学館 16 エジソン 講談社
289 少年少女伝記文学館 17 キュリー夫人 講談社
289 少年少女伝記文学館 18 ライト兄弟 講談社
289 少年少女伝記文学館 19 ガンジー 講談社
289 少年少女伝記文学館 ２ 聖徳太子 講談社
289 少年少女伝記文学館 20 野口英世 講談社
289 少年少女伝記文学館 21 ヘレン＝ケラー 講談社
289 少年少女伝記文学館 22 ベーブルース 講談社
289 少年少女伝記文学館 24 アンネ＝フランク 講談社
289 少年少女伝記文学館 ３ 源頼朝 講談社
289 少年少女伝記文学館 ５ 一休 講談社
289 少年少女伝記文学館 ６ コロンブス 講談社
289 少年少女伝記文学館 ７ 織田信長 講談社
289 少年少女伝記文学館 ７ 織田信長 講談社
289 少年少女伝記文学館 ８ 豊臣秀吉 講談社
289 少年少女伝記文学館 ９ 徳川家康 講談社
289 コミック版　豊臣秀吉 すぎたとおる ポプラ社
289 杉原千畝物語 杉原 幸子 著 金の星社



289 エジソン 杉原めぐみ　作 講談社
289 ピカソ 杉原めぐみ　作 講談社
289 マイクロソフト ビル・ゲイツ 岩崎書店
289 シャネル ココ・シャネル 岩崎書店
289 コダック ジョージ・イーストマン 岩崎書店
289 フォード ヘンリー・フォード 岩崎書店
289 ソニー 盛田昭夫 岩崎書店
289 ザ・ボディショップ アニータ・ロディック 岩崎書店
289 ガンジー たかはし　まもる 画 水越　保 著 ポプラ社//ポプラ社
289 日本の伝記　武田信玄 永原慶二 集英社
289 北里柴三郎 竹林　月 画 ポプラ社//ポプラ社
289 源頼朝 田中 正雄 まんが 学研
289 徳川家光 学研
289 伊藤博文 学研
289 平清盛 学研
289 一歩・そしてまた一歩 てつ　きのこ 牟礼町教育委員会
289 マザー・テレサ　かぎりない愛の奉仕 沖守弘　著 くもん出版
289 マザー・テレサ 偕成社
289 江戸をいくアイデア・マン 平賀源内 岩崎書店
289 『坊っちゃん』をかいた人 夏目漱石 岩崎書店
289 日本ではじめての女医 楠本いね 岩崎書店
289 『怪談』をかいたイギリス人 小泉八雲 岩崎書店
289 天使の声をかきとめた人 モーツァルト 岩崎書店
289 子どもの心をうたった詩人 北原白秋 岩崎書店
289 たましいの音楽家 ベートーベン 岩崎書店
289 自由と平等をもとめた人 リンカーン 岩崎書店
289 ジャンヌ・ダルク 虎影　誠 画 ポプラ社//ポプラ社
289 野口英世 中　祥人 画 ポプラ社//ポプラ社
289 織田信長 学研
289 宮沢賢治 西本鶏介　著 講談社
289 新渡戸稲造 集英社
289 二宮金次郎 集英社
289 ガリレオ 能田　達規 画 ポプラ社//ポプラ社

289
広岡浅子 : 九転十起生-激動の明治・大正を駆けぬけた気
高き女性実業家

原口泉 監修 大谷じろう まんが 小学館

289 天智天皇 学研
289 ココ・シャネル 久松　ゆのみ 画 ポプラ社//ポプラ社
289 ザ・ビ－トルズ 広田寛治　著 講談社
289 樋口一葉ものがたり 日野 多香子 作 教育出版センター
289 盛田昭夫 氷室勲　作 講談社
289 足利義満 学研
289 平賀源内 集英社
289 真田幸村 学研
289 藤原道長 学研
289 悲劇の少女アンネ シュナーベル 著 偕成社
289 アンネ・フランクものがたり ヨハンナ・ハルウィッツ 作 金の星社
289 ファーブル 古川 晴男 著 講談社
289 ファーブル 砂村 秀治 〔著〕 ポプラ社
289 三国志諸葛孔明伝 瀬戸龍哉 小学館
289 徳川家康 学研
289 ヘレン・ケラー　伝記世界を変えた人々１４ 偕成社
289 ジョン・レノン マイケル・ホワイト 著 偕成社
289 ヘレン・ケラ－ フィオナ・マクドナルド　著 偕成社
289 牧野富太郎 氷川 瓏 〔著〕 ポプラ社
289 コロンブス 摩耶　美紗樹 画 ポプラ社//ポプラ社
289 少年・椋鳩十物語 宮下和男　著 理論社
289 宮本武蔵 砂田弘　著 ポプラ社
289 松尾芭蕉 瑞樹　奈穂 画 ポプラ社//ポプラ社
289 ベートーベン 迎　夏生 画 ポプラ社//ポプラ社
289 卑弥呼 学研
289 勝海舟 学研
289 紫式部 集英社
289 聖武天皇 学研
289 伊達政宗 学研
289 聖徳太子 学研
289 「ハリー・ポッター」の奇跡 チャールズ・Ｊ・シールズ 文溪堂
289 「チョコレート工場」からの招待状 チャールズ・Ｊ・シールズ 文溪堂
289 「かいじゅうたち」の世界ヘ ハル・マルコヴィッツ　著 文溪堂
289 「ナルニア国」への扉 ビアトリス・ゴームリー　著 文溪堂
289 渋沢栄一のこころざし 山岸 達児 作 教育出版センター新社
289 ヘレン・ケラー 山田　せいこ 画 ポプラ社//ポプラ社
289 樋口一葉 山田　せいこ 画 ポプラ社//ポプラ社
289 マザー・テレサ 谷沢　直 画 ポプラ社//ポプラ社
289 ファーブル 柳川創造　作 講談社
289 漫画人物科学の歴史 ほるぷ出版
289 エジソン 吉田　健二 画 ポプラ社//ポプラ社
289 福沢諭吉 吉田　健二 画 ポプラ社//ポプラ社
289 レイチェル・カ－ソン ジンジャ－・ワズワ－ス　著 偕成社
289 アンネ・フランク 若宮　あずさ 画 ポプラ社//ポプラ社
290 これだけはしっておきたい日本地図 稲葉茂勝　文 タカハシコウコ　絵 ＷＡＶＥ出版
290 ２１世紀こども地図館 小学館

290 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



290 アメリカ　きみにもできる国際交流９ 偕成社
290 中国　きみにもできる国際交流１ 偕成社

290 世界をぼうけん！地図の絵本
ニック・クレイン　文章 デビッド・ディーン
イラスト

実業之日本社

290 ジュニア地図帳（アトラス） 高木 実 構成 文 平凡社
290 パノラマ日本列島 次山 信男 監修・文 平凡社
290 ぼくらの地図旅行 那須正幹　ぶん 福音館書店
290 イスラエル 国土社
290 韓国 国土社
290 フィリピン 国土社
290 カナダ 国土社
290 ブラジル 国土社
290 メキシコ 国土社
290 マダカスカル 国土社
290 ヨルダン 国土社
290 オーストラリア 国土社
290 ペルー 国土社
290 トルコ 国土社
290 インド 国土社
290 エジプト 国土社
290 スウェーデン 国土社
290 レバノン 国土社
290 キューバ 国土社
290 オーストラリア 国土社
290 ポルトガル 国土社
290 フランス 国土社
290 スリランカ 国土社
290 ギリシア 国土社
290 オランダ 国土社
290 アルジェリア 国土社
290 マレーシア 国土社
290 ドイツ 国土社
290 ベトナム 国土社
290 ベルギー 国土社
290 ポーランド 国土社
290 ザイール 国土社
290 インドネシア 国土社
290 パナマ 国土社
291 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 香川県の歴史散歩 野澤伸平 株式会社山川出版社
291 香川県謎解き散歩 木原薄幸 新人物往来社
291 世界文化遺産富士山のすごいひみつ１００ グループ・コロンブス　編 主婦と生活社
291 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
291 調べ学習に役立つ宇宙から見た日本の地理と産業 あかね書房
291 調べ学習に役立つ宇宙から見た日本の地理と産業 あかね書房
291 調べ学習に役立つ宇宙から見た日本の地理と産業 あかね書房
291 調べ学習に役立つ宇宙から見た日本の地理と産業 あかね書房
291 調べ学習に役立つ宇宙から見た日本の地理と産業 あかね書房
291 調べ学習に役立つ宇宙から見た日本の地理と産業 あかね書房
291 ４７都道府県なるほどデータブック　上 教育画劇
291 ４７都道府県なるほどデータブック　下 教育画劇
291 ジュニア地図帳（アトラス） 高木 実 構成 文 平凡社
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//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//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//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//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//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//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//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//小峰書店
291 京都なるほどガイドブック ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
291 奈良がわかる絵事典 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
291 ビジュアルワイド新日本風土記 ぎょうせい
291 ビジュアルワイド新日本風土記 ぎょうせい
291 ビジュアルワイド新日本風土記 ぎょうせい
291 ビジュアルワイド新日本風土記 ぎょうせい
291 ビジュアルワイド新日本風土記 ぎょうせい
291 ビジュアルワイド新日本風土記 ぎょうせい
291 雪国のくらし　新・日本各地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社
291 低地のくらし　新・日本各地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社
291 あたたかい土地のくらし　新・日本各地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社
291 島のくらし　新・日本各地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社
291 くらべよう各地のくらし　新・日本各地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社
291 寒い土地のくらし　新・日本各地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社
291 高原のくらし　新・日本各地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社
291 台地のくらし　新・日本各地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社
291 山地のくらし　新・日本各地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社
291 海辺のくらし　新・日本各地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社
291 京都・奈良・大阪修学旅行まるわかりガイド ペンハウス 著 メイツ出版
291 みずほの国子どものための日本小百科 三木 卓 編集 みずほホールディングス
291 屋島風土記 屋島風土記編纂委員会 屋島文化協会
291 ふるさとの人と町 吉田かつよ　文 岩崎書店
291 ふるさとの遺産 児玉祥一 矢野慎一　文 岩崎書店



291 わたしのふるさと 小松亮一　編 岩崎書店
291 ふるさとの自然　テ－マで調べる日本の地理　1 小西聖一　文 岩崎書店
291 ふるさとのものづくり 清原工　文 岩崎書店
291 ふるさとの農業・漁業・林業 清野賢司　文 岩崎書店
291 ふるさとの文化 武良竜彦　文 岩崎書店
292 台湾のひみつ　日本と台湾のひみつ まんが　BIGUN　構成　橘悠紀 学研プラス
295 森へ 星野道夫　文・写真 福音館書店

300 「国際平和」につくした日本人 畠山哲明　監修 くもん出版
300 「地球環境」につくした日本人 畠山哲明　監修 くもん出版
300 「教育・学問・文化」につくした日本人 畠山哲明　監修 くもん出版
300 「産業技術」につくした日本人 畠山哲明　監修 くもん出版
300 「医療・保健衛生」につくした日本人 畠山哲明　監修 くもん出版
302 ペルーを知ろう 在ペルー日本人有志
302 アジアその日その日 飯沢耕太朗　編 福音館書店
302 深めよう国際理解 苅宿 俊文 著 大日本図書
302 ふたり・おなじ星のうえで 谷川俊太郎　文 東京書籍
302 アジアってなに？ 岩崎書店
302 東南アジアってどこ？ 岩崎書店
302 はたらくアジアの子どもたち 岩崎書店
302 かわりゆく農村のくらし 岩崎書店
302 ゆたかな森と海のくらし 岩崎書店
302 モノ・カネ・ヒトがうごく 岩崎書店
302 アジアとどうつきあうか？ 岩崎書店
302 人間が好き 長倉洋海 福音館書店
302 中国の子どもたち　世界の子どもたちはいま 学研
302 インドの子どもたち　世界の子どもたちはいま 学研
302 韓国の子どもたち　世界の子どもたちはいま 学研
302 アメリカの子どもたち　世界の子どもたちはいま 学研
302 ケニアの子どもたち　世界の子どもたちはいま 学研
302 タイのこどもたち　世界の子どもたちはいま 学研
302 ブラジルの子どもたち　世界の子どもたちはいま 学研
302 フランスの子どもたち　世界の子どもたちはいま 学研
302 手で食べる？ 福音館
304 みんなで考えよう世界を見る目が変わる５０の事実 ジェシカ・ウィリアムズ　著 草思社
304 社会の不思議 橋爪大三郎　著 朝日出版社
307 学ぼう調べ方まとめ方 苅宿 俊文 著 大日本図書
307 よもぎをみつけた、おだんごつくろう ポプラ社
307 ポストやでんわ、つたえるものさがそう ポプラ社
307 たけとんぼでかぜとあそぼう ポプラ社
307 まちでかんじたおとやにおい ポプラ社
307 まちのなかのすきなところ ポプラ社
307 まちのなかで大きさくらべ ポプラ社
307 のりものにのってみよう ポプラ社
307 おみせにいってかいもんしよう ポプラ社
307 まちのおまつり、じぶんのおまつり ポプラ社
307 ゴミを調べる ポプラ社
307 まちを探検しよう ポプラ社
307 郷土を記録しよう ポプラ社
307 まちの商店をしらべよう ポプラ社
307 まちの工場をしらべよう ポプラ社
307 まちの農家をしらべよう ポプラ社
307 まちの歴史をしらべよう ポプラ社
307 まちの偉人ををしらべよう ポプラ社
307 健康なくらしをまもる ポプラ社
307 安全なくらしをまもる ポプラ社
307 県とわたしたちのまち ポプラ社
308 くらしをまもる・くらしをささえる 岩崎書店
308 テレビ局　くらしをまもる・くらしをささえる　１０ 岩崎書店
316 人種差別 ポプラ社
316 少女マギー 吉田 ルイ子 著・写真 ポプラ社
317 消防　安全を守る仕事 国土社編集部　編 国土社
317 警察　安全を守る仕事 国土社編集部　編 国土社
317 海上保安庁　安全を守る仕事 国土社編集部　編 国土社
317 自衛隊　安全を守る仕事 国土社編集部　編 国土社
318 地震・津波防災のひみつ～東日本大震災を忘れない～ オフィス・イディオム 学研プラス
318 富山県のひみつ 松本義弘 学研プラス
318 淡路島・洲本市のひみつ まんが　小室栄子　構成　YHB編集企画 学研プラス
319 戦争はなぜおこるのか ポプラ社
319 飢える人びと ポプラ社
319 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 アレクセイと泉のおはなし 本橋　成一 2005・4
319 地雷ではなく花をください 葉 祥明 絵 自由国民社
320 弁護士のひみつ WILLこども知育研究所 学研プラス
323 イマジン９　想像してごらん、戦争のない世界を 星川　淳（文） 合同出版
329 国境なき医師団とは 梅津ちお　文 大月書店
331 経済のナゾ解き隊　お金のホントを知る 岡野進 朝日学生新聞社
335 総合商社のひみつ まんが　工藤ケン　構成　橘悠紀 学研プラス
339 大研究　保険のすべて 小川京美　漫画 講談社ビーシー
339 保険のひみつ 田川　滋　（漫画） 学習研究社
360 生ゴミはよみがえる 菅野芳秀　著 講談社

360 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

３類　社会科学



360 くらしを守る人びと 国土社
360 かんきょうを守る人びと 国土社
360 安全を守る人びと 国土社
360 健康を守る人びと 国土社
360 心と体を守る人びと 国土社
360 もったいないばあさんと考えよう世界のこと 真珠まりこ　作・絵 講談社
360 いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川俊太郎　文 福音館書店
360 ニッポンの嵐 株式会社　Ｍ．Ｃｏ．
360 ニッポンの嵐 株式会社　Ｍ．Ｃｏ．
361 花はどこから 一澤ひらり　文 福音館書店
361 自分をまもる ポプラ社
361 てとてとてとて 浜田　桂子　著 福音館書店
361 いっしょにいきるって、なに？ オスカー・ブルニフィエ　文 西宮かおり　訳 朝日出版社
365 お金とカード 宇都宮 健児 著 岩崎書店
365 たすけあいのひみつ まんが　トミイ大塚　構成　オフィスhana 学研プラス
365 クレジットカードのひみつ 佐藤　守 学研
366 どんなしごと？カップヌードルのしごと WILLこども知育研究所 学研プラス
366 仕事・職業　１ ポプラ社//ポプラ社
366 仕事・職業　２ ポプラ社//ポプラ社
366 仕事・職業　３ ポプラ社//ポプラ社
366 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 続・しごとば 鈴木のりたけ　作 ブロンズ新社
366 続々・しごとば 鈴木のりたけ　作 ブロンズ新社
366 もっとしごとば 鈴木のりたけ　作 ブロンズ新社
366 働く人たちのひみつ たまだ　まさお　漫画 学研パブリッシング
366 新１３歳のハローワーク 村上龍　著 幻冬舎
367 たいせつなかんけい ルース．Ｋ．ウェストハイマー 著 講談社
367 おとなへのパスポート 島崎 道子 編 ぱすてる書房
367 おしえて！尾木ママ　最新ＳＮＳの心得 尾木直樹　監修 ポプラ社
367 おしえて！尾木ママ　最新ＳＮＳの心得 尾木直樹　監修 ポプラ社
367 おしえて！尾木ママ　最新ＳＮＳの心得 尾木直樹　監修 ポプラ社
367 尾木ママの女の子相談室 尾木直樹　監修・文 ポプラ社
367 尾木ママの女の子相談室 尾木直樹　監修・文 ポプラ社
367 尾木ママの女の子相談室 尾木直樹　監修・文 ポプラ社
367 尾木ママの女の子相談室 尾木直樹　監修・文 ポプラ社
367 尾木ママの女の子相談室 尾木直樹　監修・文 ポプラ社
367 お年よりって　なんだ？ 岩崎書店
367 年をとってもいきいきと 岩崎書店
367 お年よりと福祉 岩崎書店
367 わたしたちにできるボランティア 岩崎書店
367 調べ学習に役立つお年より資料集 樋口 恵子 監修 岩崎書店
367 家族のつながり ポプラ社
367 離婚 ポプラ社
367 あっ！！あかちゃんがうごいた 佐賀 そおた 作 ぱすてる書房
367 おとなへのライセンス 佐賀 そおた 著 ぱすてる書房
367 「年をとる」ということ ポプラ社
367 性ってな～んだ ポプラ社
367 ６人のともだち ポプラ社
367 生命はどうやってできるか ポプラ社
367 みんな生きている ポプラ社
367 家族ってなに ポプラ社
367 自分のからだとつきあう本 ポプラ社
367 赤ちゃんが生まれる ポプラ社
369 盲導犬 アイメイト協会　監修　こどもくらぶ　編・著 すずき出版
369 ハニーが盲導犬になるまで キャロライン・アーノルド 文 国土社
369 盲導犬になったクイール 秋元良平 あすなろ書房
369 盲導犬になったクイール 秋元良平 あすなろ書房
369 防災教室災害食がわかる本 今泉　マユ子 著 理論社//理論社
369 防災教室身の守りかたがわかる本 今泉　マユ子 著 理論社//理論社
369 大災害サバイバルマニュアル 池内　了 著 実業之日本社
369 盲導犬クイールの一生 文芸春秋
369 おねえちゃんとわたし ミッシェル・エマート 文 小学館
369 介助犬タ－シャ 大塚敦子　写真・文 小学館
369 介助犬 介助犬協会　監修　こどもくらぶ　編・著 すずき出版
369 牧羊犬・そり犬・船内探知犬　など 学習研究社　編 学習研究社
369 盲導犬・聴導犬 学習研究社　編 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 学習研究社　編 学習研究社
369 介助犬・セラピー犬 学習研究社　編 学習研究社
369 みんなのユニバーサルデザイン 川内美彦　監修 学研教育出版
369 みんなのユニバーサルデザイン 川内美彦　監修 学研教育出版
369 みんなのユニバーサルデザイン 川内美彦　監修 学研教育出版
369 みんなのユニバーサルデザイン 川内美彦　監修 学研教育出版
369 みんなのユニバーサルデザイン 川内美彦　監修 学研教育出版
369 みんなのユニバーサルデザイン 川内美彦　監修 学研教育出版
369 やってみたいなこんなしごと あかね書房
369 参加しよう福祉活動 苅宿 俊文 著 大日本図書
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 訪問活動犬 こどもくらぶ　編・著 すずき出版
369 お年よりといっしょ 学研
369 障害のある人びと ポプラ社
369 きな子とあそぼ！ ジュリアン編 ジュリアン
369 きな子がいく！ ジュリアン編 ジュリアン



369 ３年目の桜 重村 力 文 住宅月間実行委員会
369 牧羊犬・そり犬　人のくらしにやくだつ犬 ポプラ社
369 訪問活動犬・タレント犬　人を元気づける犬 ポプラ社
369 盲導犬・聴導犬・介助犬 ポプラ社
369 災害救助犬・警察犬　社会でかつやくする犬 ポプラ社
369 聴導犬 田中ひろし　監修　こどもくらぶ　編・著 すずき出版
369 もうどうけんドリーナ 土田 ヒロミ さく 福音館書店
369 えらいぞサーブ！ 手島 悠介 文 講談社
369 がんばれ！　盲導犬サーブ 手島 悠介 文 講談社
369 どんなかんじかなあ 中山千夏　ぶん 自由国民社
369 ６年３組の阪神大震災 西宮市立樋ノ口小学校６年３組生徒一同 関西書院
369 今日からは、あなたの盲導犬 日野多香子　文 岩崎書店
369 宮城県気仙沼発！　ファイト新聞 ファイト新聞社 河出書房新社
369 髪がつなぐ物語 別司　芳子 著 文研出版//文研出版
369 いっしょにたのしもう お年よりとともに ポプラ社
369 友だちになろうよ 障害のある人とともに ポプラ社
369 やさしい心をとどけよう 災害にあった人に ポプラ社
369 ゆたかな自然を守ろう 環境を考える ポプラ社
369 使う、すてるを考える リサイクルの輪でつなぐ ポプラ社
369 住みよい地域をつくろう 地域社会を考える ポプラ社
369 世界の人と手をつなごう ポプラ社
369 ボランティアガイドブック ポプラ社
369 盲導犬アンドリューの一日 松井 進 作 ポトス出版
369 盲導犬ハンドブック 松井進 文芸春秋
369 ボランティアしあおうよ 松兼 功 著 岩崎書店
369 指はまほうの探知機 目に障害のある子どもたち 増田 美加 文 ポプラ社
369 目でしっかりきく 耳の障害のある子どもたち 増田 美加 文 ポプラ社
369 ひとりひとりの歩みで からだに障害のある子どもたち 増田 美加 文 ポプラ社
369 ゆっくりおとなに 知的障害のある子どもたち 増田 美加 文 ポプラ社

369 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 ありがとうシンシア 小田 哲明 写真 講談社
370 せっくすのえほん みずの つきこ えと文 あゆみ出版
370 エイズのくすりはあい みずの つきこ え あゆみ出版
371 いじめ ポプラ社
371 言いあらそい エレイン・スレベンス 著 大月書店
371 けんか エレイン・スレベンス 著 大月書店
371 いじめ エレイン・スレベンス 著 大月書店
371 活用のためのガイド エレイン・スレベンス 著 大月書店
371 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社 編 ポプラ社//ポプラ社
371 からかい スティーブ・ピット 著 大月書店
371 ネットいじめ ロビン・マッケカーン 著 大月書店
371 いじめのきもち 村山士郎　編 小泉るみ子　画 童心社
371 うわさ・かげぐち キャサリン・ロンディナ 著 大月書店
372 すごいね！みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー 著 西田　佳子 西村書店//西村書店
374 じしん・つなみどうするの? ＷＩＬＬこども知育研究所 金の星社
374 クラス全員がひとつになる学級ゲーム&アクティビティ100 甲斐﨑博史 ナツメ社
374 1ねん1くみの1にち 川島敏生∥写真・文 アリス館
374 めざせ！給食甲子園 こうやまのりお　著 講談社
374 ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん１ さくら ももこ 原作 金の星社
374 ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん２ さくら ももこ 原作 金の星社
374 ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん３ さくら ももこ 原作 金の星社
374 ちびまる子ちゃんのあんぜんえほん４ さくら ももこ 原作 金の星社

374 新入生といっしょにあそべるゲーム１
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２
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 いじめなんてへっちゃらさ トレボ－・ロメイン　著 上田勢子　訳 大月書店
374 テストなんかこわくない トレボ－・ロメイン　著 上田勢子　訳 大月書店
374 大切な人が死んじゃった トレボ－・ロメイン　著 上田勢子　訳 大月書店
374 宿題すらすらやっつけよう トレボ－・ロメイン　著 上田勢子　訳 大月書店

374 さよなら、ストレスくん
トレボ－・ロメイン，エリザベス・バ－ディッ
ク　著 上田勢子　訳

大月書店

374 仲間はずれなんて気にしない トレボー・ロメイン　著 上田勢子　訳 大月書店
375 飼育委員会　栽培委員会 ポプラ社
375 保健委員会　給食委員会 ポプラ社
375 新聞委員会　掲示委員会 ポプラ社
375 美化・環境委員会 ポプラ社
375 集会委員会 ポプラ社
375 放送委員会 ポプラ社
375 代表委員会 ポプラ社
375 平和の種をまく 大塚敦子　写真・文 岩崎書店
375 うらやまでみつけたいろんなかたち ポプラ社
375 わくわく保健委員会 ぱすてる書房
375 わくわく保健委員会２ ぱすてる書房

376
食育・健康・安全おたより文例＆イラスト集//ＣＤ－ＲＯＭ/Ｂ
ＯＯＫ

ポット編集部//編 チャイルド本社

377 大学　ここが知りたい！ 大畑英明 文藝春秋企画出版部
377 こどもノーベル賞新聞 清末浩平　文 世界文化社
378 点字のれきし 黒崎 惠津子 文 汐文社
378 点字・はじめの一歩 黒崎 惠津子 文 汐文社



378 点字について話そう 黒崎 惠津子 文 汐文社
378 手話でボランティア 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 ゲームで手話 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 おどって手話 こどもくらぶ 編・著 岩崎書店
378 いろいろなうごきの手話 名詞＋動詞手話 あすなろ書房
378 おしゃべりの手話 会話 あすなろ書房
378 音とようすの手話 擬音語＋擬態語 あすなろ書房
378 ぼくたちのコンニャク先生 星川 ひろ子 写真 文 小学館
378 となりのしげちゃん 星川 ひろ子 写真・文 小学館
379 マ－クのずかん 高瀬めぐみ　編集 鈴木出版
380 町のけんきゅう 岡本信也 岡本靖子　文・絵 福音館書店
380 日本のくらし絵事典 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所
380 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
380 あべこべものがたり 光吉夏弥　再話 箕田源二郎　絵 大日本図書
382 しばわんこと楽しく学ぼう和のせいかつ 川浦良枝∥絵と文 白泉社
382 知ろう！遊ぼう！すてきな日本の伝統　１巻 教育画劇
382 知ろう！遊ぼう！すてきな日本の伝統　２巻 教育画劇
382 知ろう！遊ぼう！すてきな日本の伝統　３巻 教育画劇
383 地球生活記 小松義夫　著 福音館書店
383 「和」の名前絵事典 三宮庄二　監修 ＰＨＰ研究所

383
日本と世界のくらしどこが同じ？どこがちがう？ 衣 教科書に
出てくる「くらしの中の和と洋」

上羽陽子  監修 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 教科書に
出てくる「くらしの中の和と洋」

日高真吾  監修 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 教科書に
出てくる「くらしの中の和と洋」

野林厚志  監修 汐文社

383 干し柿 西村豊　写真・文 あかね書房
383 昔のくらしの道具事典　新版 岩崎書店//岩崎書店
383 トイレのおかげ 森枝雄司  写真・文はらさんぺい  絵 福音館書店
383 季節のごちそうハチごはん 横塚　眞己人 写真 ほるぷ出版//ほるぷ出版
384 つつむ・むすぶ　おばあちゃんの和の知恵　１ 秋山滋　文 汐文社
384 食べる・つくる　おばあちゃんの和の知恵　２ 秋山滋　文 汐文社
384 あそぶ・楽しむ　おばあちゃんの和の知恵　３ 秋山滋　文 汐文社
384 続続・伊東家の食卓　裏わざ大全集２１世紀版 日本テレビ放送網株式会社
384 伊東家の食卓　大発見 日本テレビ放送網株式会社
384 続・伊東家の食卓　裏ワザ大全集　２０００年版 日本テレビ放送網株式会社
384 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
384 母さんの小さかったとき 越智 登代子 文 福音館書店
384 おばあちゃんの知恵袋再利用大辞典 宝島社
384 父さんの小さかったとき 塩野 米松 文 福音館書店
384 写真でみる世界の子どもたちの暮らし ペニー・スミス ザハヴィット・シェイレブ　編 あすなろ書房
384 大研究！化粧品のちから 鈴木俊行 講談社
384 草花とあそぼう 椎野 利一 作 絵 ポプラ社
384 やさいであそぼう ポプラ社
384 春の草花あそび ポプラ社
384 夏の草花あそび ポプラ社
384 秋の草花あそび ポプラ社
384 冬の草花あそび ポプラ社
384 木の実であそぼう ポプラ社
384 木の葉であそぼう ポプラ社
384 昔の子どものくらし事典 岩崎書店//岩崎書店
384 春から夏の草花あそび 学研
384 秋から冬の草花あそび 学研
384 室内でするあそび 学研
384 野外でするあそび 学研
384 音のでるおもちゃ作り 学研
384 動くおもちゃ作り 学研
385 冠婚葬祭　儀式のひみつ 構成・オフィスイディオム　漫画・鳥飼規世 学研パブリッシング
385 大研究！きずなでつなぐ日本の儀式 鈴木俊行 講談社ビーシー
385 世界のあいさつ 長　新太 福音館書店
386 つな引きのお祭り 北村皆雄　文 福音館書店
386 １２か月の絵図鑑 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所
386 知って楽しい花火のえほん 冴木一馬　作 あすなろ書房
386 日本の祭り 菅田正昭　著 実業之日本社
386 「和」の行事えほん１ 高野紀子　作 あすなろ書房
386 「和」の行事えほん２ 高野紀子　作 あすなろ書房
386 着物のえほん 高野紀子　作 あすなろ書房
386 日本の祭りと芸能　１ 小峰書店
386 日本の祭りと芸能　２ 小峰書店
386 春の祭り 芳賀 日出男 著 小峰書店
386 夏の祭り 芳賀 日出男 著 小峰書店
386 秋の祭り 芳賀 日出男 著 小峰書店
386 冬の祭り 芳賀 日出男 著 小峰書店
386 世界の祭り 芳賀 日出男 著 小峰書店
386 和菓子の絵本 平野恵理子　作 あすなろ書房
387 あなたの後ろの本当は怖い場所 屋内編 野宮麻未 理論社
387 あなたの後ろの本当は怖い場所 屋外編 野宮麻未 理論社
387 オニの生活図鑑 ヒサ クニヒコ 文・絵 国土社
388 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
388 はだかのおうさま アンデルセン 〔原作〕 フレーベル館
388 みにくいあひるのこ アンデルセン 〔原作〕 フレーベル館



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 おやゆびひめ アンデルセン さく 金の星社
388 竜宮城へいった娘 エドワード・アダムス 文 蝸牛社
388 すずの兵隊 ハンス・クリスチャン・アンデルセン さく ほるぷ出版
388 にんぎょひめ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 著 金の星社
388 みにくいあひるのこ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 著 金の星社
388 高血圧のプラタナス ベヒッチ・アック 文・絵 蝸牛社
388 鬼のうで 赤羽 末吉 文と絵 偕成社
388 おむすびころりん 青木 みのる 絵 ひかりのくに
388 おおかみと７ひきのこやぎ グリム兄弟 原作 ひかりのくに
388 みにくいあひるのこ アンデルセン 原作 ひかりのくに
388 しろいまゆげのトラ イ・ジンスク　文 瑞雲舎
388 いっすんぼうし いしい ももこ ぶん 福音館書店
388 いそっぷものがたり イソップ 〔さく〕 金の星社
388 ふるやのもり いまえ よしとも ぶん ポプラ社
388 つるのおんがえし いもと　ようこ 著 金の星社
388 いなばのしろうさぎ いもとようこ　文・絵 金の星社
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 あおい玉　あかい玉　しろい玉 稲田　和子 童話館
388 くわずにょうぼう 稲田和子　再話 福音館書店
388 イギリスとアイルランドの昔話 石井桃子　編・訳 Ｊ．Ｄ．バトン　画 福音館書店
388 ゆきむすめ 赤羽 末吉 絵 偕成社
388 イソップものがたり イソップ 原作 ひかりのくに
388 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 ちからたろう いまえ よしとも 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 こぶとり おおかわ えっせい 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 いっすんぼうし おおかわ えっせい 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 まのいいりょうし 小沢正　文 飯野和好　画 教育画劇

388 天人女房 小澤俊夫　他
独立行政法人国立オリンピック
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　他
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　他
国立オリンピック記念青少年総
合センター

388 鬼が出た 大西廣　文 福音館書店
388 さるじぞうほいほい 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 おだんごころころ 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 でっかいまめたろう 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 ゆきひめ 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 びんぼうがみとふくのかみ 大川 悦生 作 ポプラ社
388 ねずみのすもう 大川 悦生 著 ポプラ社
388 ねずみのすもう 大川 悦生 著 ポプラ社
388 へっこきあねさがよめにきて 大川悦生　文 ポプラ社
388 ももたろう 大蔵 宏之 ぶん 金の星社
388 ひこいちとんちばなし 大蔵 宏之 ぶん 金の星社
388 スーホの白い馬 大塚勇三　再話 福音館書店
388 チュルンの滝 アリナ・マセパ・デ・コバル 文・絵 蝸牛社
388 竜宮城へいった娘 エドワード・アダムス 文 蝸牛社
388 しらさぎちょうじゃ かく のぶゆき ぶん ポプラ社
388 パヨカカムイ かやのしげる　文 小峰書店
388 なしとりきょうだい かんざわ としこ ぶん 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 鳥たちの木 カンディド・ビド 文・絵 蝸牛社
388 タイのお百姓さん クリク・ユーンプン 文・絵 蝸牛社
388 象とふくろう シャム・ラル・シュレスタ 文・絵 蝸牛社
388 神さまとひきがえる ディン・ルゥク 文・絵 蝸牛社
388 音楽のたねをまいた天使 パトリシア・デュラン 文・絵 蝸牛社
388 クリシュナ物語 パンドパダヤイ・ラマナンダ 文・絵 蝸牛社
388 さるとわに ポール・ガルドン　さく ほるぷ出版
388 シジュとふくろう ミゲール・バーネット・ランツァ 文 蝸牛社
388 いなくなった少女と小人 ヤオ・ボアチ・ガナッタ 文・絵 蝸牛社
388 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
388 ヘンゼルとグレーテル ワンダ・ガアグ 再話・絵 福音館書店
388 風の神とオキクルミ 萱野茂　文 小峰書店
388 オキクルミのぼうけん 萱野茂　文 小峰書店

388 ホッタラケの島　狐の民話 金治直美 光丘真理 深山さくら　再話
角川グループパブリッシング
（発売）

388 おどりトラ 金森襄作　再話 福音館書店
388 読みがたり香川のむかし話 香川県国語教育研究会　編 日本標準
388 さるとかに 神沢 利子 文 銀河社
388 かちかちやま 川崎 洋 文 フレーベル館
388 酒呑童子 川村たかし　文 石倉欣二　絵 ポプラ社
388 うさぎのさいばん キムセシル　ぶん ハンテヒ　え 少年写真新聞社
388 さんびきのこぶた きりぶち あきら ぶん 金の星社



388 ぞうの王子 フラヴィア・ウィードゥン 絵 評論社
388 あほろくの川だいこ 岸 武雄 ぶん ポプラ社
388 ふなひき太良 儀間比呂志　作・絵 岩崎書店
388 チワンのにしき 君島 久子 文 ポプラ社
388 ほしになったりゅうのきば 君島久子　再話 福音館書店
388 王さまと九人のきょうだい 君島久子　訳 赤羽末吉　絵 岩波書店
388 わらしべ長者 木下順二　作 岩波書店
388 かにむかし 木下順二　文 岩波書店
388 ブレーメンのおんがくたい グリム 〔原作〕 フレーベル館
388 しらゆきひめ グリム 〔原作〕 フレーベル館
388 あかずきん グリム 〔原作〕 フレーベル館
388 おおかみとしちひきのこやぎ グリム 〔原作〕 フレーベル館
388 へんぜるとぐれーてる グリム さく 金の星社
388 子どもに語るグリムの昔話　１ グリム　著 こぐま社
388 子どもに語るグリムの昔話　２ 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 子どもに語るトルコの昔話 児島満子　編・訳 こぐま社
388 ぶれーめんのおんがくたい グリム 著 金の星社
388 あかずきんちゃん グリム兄弟 さく 金の星社
388 しらゆきひめ グリム兄弟 原作 ひかりのくに
388 おおかみと７ひきのこやぎ グリム兄弟 著 金の星社

388 山の上の火
ハロルド・クーランダー，ウルフ・レスロー
文 渡辺茂男　訳

岩波書店

388 日本のわらい話 久保 喬 編著 偕成社
388 あかずきん グリム兄弟 原作 ひかりのくに
388 キコと愛犬ベイク ケリナド 文・絵 蝸牛社
388 三つのオレンジ 剣持弘子　文 偕成社
388 ことわざ絵本　２ 五味 太郎 著 岩崎書店
388 ことわざ絵本〔Ｐａｒｔ１〕 五味 太郎 著 岩崎書店
388 ことわざ大百科 読売新聞東京本社教育支援部（編） 読売新聞社
388 三びきのこぶた 瀬田 貞二 やく 福音館書店
388 かもとりごんべえ さいごうたけひこ　ぶん ポプラ社
388 おこんじょうるり さねとうあきら　作 理論社
388 八郎 斎藤 隆介 作 福音館書店
388 モチモチの木 斎藤 隆介 作 岩崎書店
388 たまごからうま 酒井公子　再話 偕成社
388 風のうた シェリル・ジョーダン 文・絵 蝸牛社
388 まるごとごくり！ シンシア・ジェイムソン　再話 小宮由　やく 大日本図書
388 さんびきのこぶた 山脇 恭 文 フレーベル館
388 ありばばと４０にんのとうぞく 清水 たみ子 ぶん 金の星社
388 ジャックとまめのき 早野 美智代 文 フレーベル館
388 ハンスのしあわせ 堀尾 青史 脚本 童心社
388 ３びきのこぶた Ｊ・ジェイコブズ 原作 ひかりのくに
388 夜ねむれなくなる日本のおばけ話 横笛 太郎 文 学研
388 たなばたさま 住井 すゑ 作 河出書房新社
388 本当にあったような日本のふしぎ話 重森 孝 文 学研
388 さいごまで読めない世界のこわい話 小池 タミ子 文 学研
388 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 本当にあったような世界のふしぎ話 辻 真先 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 こわいけど知りたい世界のようかい話 藤沼 良三 文 学研
388 うれしい一日になる日本のわらい話 富田 博之 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 ゲハゲハゆかいなわらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店
388 日本のむかしばなし 瀬田貞二　文 のら書店
388 日本のむかしばなし 瀬田貞二　文 瀬川康男，梶山俊夫　絵 のら書店
388 世界のむかしばなし 瀬田貞二　訳 のら書店
388 日本ことわざ物語　３ 五味 太郎 〔ほか〕編集 玉川大学出版部
388 きんのがちょう 川崎 大治 脚本 童心社
388 ひとうち七つ 川崎 大治 脚本 童心社
388 さるかに 谷 真介 文 ポプラ社
388 蟻の目にどんぐり 谷原博信 岩田書院
388 ふるさとのお話の旅　香川 谷原博信　編著 星の環会
388 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 おにとおひめさま 堀尾 青史 脚本 童心社

388 トッケビのこんぼう
チョン　チャジュン 著 ハン　ビョンホ 画 藤
本　朝巳 訳

平凡社

388 日本のむかし話　二年生 千世繭子　著 偕成社
388 白いりゅう黒いりゅう 賈 芝 編 岩波書店
388 月の光でさらさっしゃい 津谷 タズ子 文 童心社
388 あらじんとふしぎならんぷ 土家 由岐雄 ぶん 金の星社
388 くりすます・かろる ディッケンズ さく 金の星社
388 ポルコさまちえばなし ロバート・デイヴィス　文 瀬田貞二　訳 岩波書店
388 おにのはなし 寺村 輝夫 〔著〕 あかね書房
388 一休さん 寺村 輝夫 文 あかね書房
388 わらいばなし 寺村 輝夫 文 あかね書房
388 彦一さん 寺村 輝夫 文 あかね書房
388 てんぐのはなし 寺村 輝夫 文 あかね書房
388 吉四六（キッチョム）さん 寺村 輝夫 文 あかね書房



388 ほらばなし 寺村 輝夫 文 あかね書房
388 おばけのはなし　１ 寺村 輝夫 文 あかね書房
388 おばけのはなし　２ 寺村 輝夫 文 あかね書房
388 日本むかしばなし　１ 寺村 輝夫 文 あかね書房
388 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 日本むかしばなし　4 寺村 輝夫 文 あかね書房
388 日本むかしばなし　5 寺村 輝夫 文 あかね書房
388 おおきなかぶ Ａ．トルストイ 再話 福音館書店
388 ちいさなお城 Ａ・トルストイ 再話 岩崎書店
388 吉四六さんとごさくどん とみた ひろゆき 文 国土社
388 彦市とんちくらべ とみた ひろゆき 文 国土社
388 あっぱれ　しゅじゅどん とみた ひろゆき 文 国土社
388 おもしろちえくらべ とみた ひろゆき 文 国土社
388 おしょうさんとあんねんさん とみた ひろゆき 文 国土社
388 おしょうさんとぼんねんさん とみた ひろゆき 文 国土社
388 吉四六さんと庄屋さん とみた ひろゆき 文 国土社
388 たいさくさんのちえぶくろ とみた ひろゆき 文 国土社
388 おしょうさんとちんねんさん とみた ひろゆき 文 国土社
388 吉四六さんとおとのさま とみた ひろゆき 文 国土社
388 ３びきのくま トルストイ ぶん 福音館書店
388 こびととくつや 稲庭 桂子 脚本 童心社
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 エパミナンダス 東京子ども図書館　編 東京子ども図書館

388 おはなしのろうそく　３　愛蔵版 東京子ども図書館 編
東京子ども図書館//地方・小
出版流通センター

388 おはなしのろうそく　４　愛蔵版 東京子ども図書館 編
東京子ども図書館//地方・小
出版流通センター

388 おはなしのろうそく　５　愛蔵版 東京子ども図書館 編
東京子ども図書館//地方・小
出版流通センター

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 うれしい一日になる世界のわらい話 富田 博之 文 学研
388 へっこきよめさま 冨永佳与子　文 鈴木出版
388 おいてけぼり さねとう あきら 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 十二支のはじまり 岩崎 京子 文 教育画劇
388 かぐやひめ 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
388 たからげた 香山 美子 文 教育画劇
388 あたまにかきの木 小沢 正 文 教育画劇
388 とりのみじいさん 小沢 正 文 教育画劇
388 ちからたろう 西本 鶏介 文 フレーベル館
388 天の岩戸 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 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 コノハナサクヤヒメ 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 ちいさな神さま 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
388 ヤマタノオロチ 西野 綾子 文 ひくまの出版
388 はなたれこぞうさま 川村 たかし 文 教育画劇
388 いもごろごろ 川村 たかし 文 教育画劇
388 ももたろう 日本民話の会 編 国土社
388 花さかじい 日本民話の会 編 国土社
388 ねこの正月 日本民話の会 編 国土社
388 かえるぼたもち 日本民話の会 編 国土社
388 田うえねこ 日本民話の会 編 国土社
388 かっぱのおくりもの 日本民話の会 編 国土社
388 海ぼうず 日本民話の会 編 国土社
388 あめかいゆうれい 日本民話の会 編 国土社
388 きのこのばけもの 日本民話の会 編 国土社
388 こぶとり 日本民話の会 編 国土社
388 きつねのよめさま 日本民話の会 編 国土社
388 かさじぞう 日本民話の会 編 国土社
388 てんぐのかくれみの 日本民話の会 編 国土社
388 雪むすめ 日本民話の会 編 国土社
388 あたまにさくら 日本民話の会 編 国土社
388 鬼になった子ども 小峰書店
388 てんぐのけんか 小峰書店
388 カッパとひょうたん 小峰書店
388 わらいじぞう 小峰書店
388 カボチャのばけネコ 小峰書店
388 音のでるからばこ 小峰書店
388 ゆうれいがそだてた子 小峰書店
388 夏にふった雪 小峰書店
388 ものぐさ太郎 小峰書店
388 ほらふきポンコ 小峰書店
388 キツネのチャランケ 小峰書店
388 ネコと茶がまのふた 小峰書店
388 オイノコの子もりうた 小峰書店
388 カッパのくれたつぼ 小峰書店
388 とらとほしがき パク・ジェヒョン　再話・絵 おおたけきよみ 光村教育図書



388 やまたのおろち 羽仁　進 岩崎書店
388 三まいのおふだ 長谷川　摂子 著 きむら　よしお 画 岩波書店//岩波書店
388 かちかちやま 長谷川　摂子 著 ささめや　ゆき 画 岩波書店//岩波書店
388 つるのおんがえし 長谷川　摂子 著 ながさわ　まさこ 画 岩波書店//岩波書店
388 ももたろう 長谷川　摂子 著 はた　こうしろう 画 岩波書店//岩波書店
388 したきりすずめ 長谷川　摂子 著 ましま　せつこ 画 岩波書店//岩波書店
388 さばうりどん 長谷川　摂子 著 伊藤　秀男 画 岩波書店//岩波書店
388 はなさかじい 長谷川　摂子 著 伊藤　秀男 画 岩波書店//岩波書店
388 うろこだま 長谷川　摂子 著 下田　昌克 画 岩波書店//岩波書店
388 ねずみじょうど 長谷川　摂子 著 下田　昌克 画 岩波書店//岩波書店
388 こだぬきのおんがえし 長谷川　摂子 著 菊池　日出夫 画 岩波書店//岩波書店
388 へっこきあねさ 長谷川　摂子 著 荒井　良二 画 岩波書店//岩波書店
388 いっすんぼうし 長谷川　摂子 著 荒井　良二 画 岩波書店//岩波書店
388 十二支のはじまり 長谷川　摂子 著 山口　マオ 画 岩波書店//岩波書店
388 うばのかわ 長谷川　摂子 著 小西　英子 画 岩波書店//岩波書店
388 やまんばとがら 長谷川　摂子 著 沼野　正子 画 岩波書店//岩波書店
388 こぞうのはつゆめ 長谷川　摂子 著 長谷川　義史 画 岩波書店//岩波書店
388 くわばらくわばら 長谷川　摂子 著 飯野　和好 画 岩波書店//岩波書店
388 だんだんのみ 長谷川　摂子 著 福知　伸夫 画 岩波書店//岩波書店
388 はなたれこぞうさま 長谷川　摂子 著 福知　伸夫 画 岩波書店//岩波書店
388 しおふきうす 長谷川　摂子 著 立花　まこと 画 岩波書店//岩波書店
388 きつねにょうぼう 長谷川摂子　再話 福音館書店
388 カッパの生活図鑑 ヒサ クニヒコ 文・絵 国土社
388 花さかじい 広松　由希子 著 堀川　理万子 画 岩崎書店//岩崎書店
388 かえるをのんだととさん 日野　十成 著 斎藤　隆夫 画 福音館書店
388 とりのみじさ 樋口淳　文 ほるぷ出版
388 やまなしもぎ 平野直　再話 福音館書店
388 金のさかな Ａ，プーシキン　作 松谷さやか　訳 偕成社
388 黒いお姫さま ヴィルヘルム・ブッシュ 採話 福音館書店
388 長ぐつをはいたねこ シャルル・ペロー 原作 福音館書店
388 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 笛ふきイワ－ヌシカ ミハイル・ブラ－トフ　再話 偕成社
388 鬼ぞろぞろ 舟崎克彦　文 赤羽末吉　絵 偕成社
388 しんでれらひめ シャルル・ペロー 著 金の星社
388 ながぐつをはいたねこ ペロー 原作 フレーベル館
388 シンデレラ シャルル＝ペロー 原作 ひかりのくに
388 ねむりひめ グリム 〔原作〕 福音館書店
388 カマキリと月 マーグリート・ポーランド 作 福音館書店
388 さぬきのおもしろ伝説 北条令子 松林社
388 さぬきのおもしろ伝説 北条令子 松林社
388 さぬきの民話 北条令子 財団法人香川県健康長寿財団
388 １２の月たち サムエル・マルシャーク さいわ 評論社
388 やまんばのにしき まつたに みよこ ぶん ポプラ社
388 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 こぶじいさま 松居 直 再話 福音館書店
388 だいくとおにろく 松居直　再話 福音館書店
388 おおきなかぶ 松谷 さやか 文 フレーベル館
388 さんまいのおふだ 松谷 みよ子 〔作〕 童心社
388 いたちのこもりうた 松谷 みよ子 作 ポプラ社
388 やまんばのにしき 松谷 みよ子 著 ポプラ社
388 つつじのむすめ 松谷みよこ　文 あかね書房
388 はなさかじい 松谷みよ子　文 フレーベル館
388 うらしまたろう 松谷みよ子　文 偕成社
388 ふしぎなたけのこ 松野 正子 さく 福音館書店
388 かさじぞう 三越 左千夫 ぶん 金の星社
388 にほんむかしばなし 三越 左千夫 著 金の星社
388 さるかに 三越 左千夫 文 金の星社
388 としよりいぬのズルタン 小林 純一 脚本 童心社
388 ゲゲゲの鬼太郎妖怪ファイル 水木　しげる 画 講談社//講談社
388 琴姫のなみだ 村尾 靖子 文 岩崎書店
388 きっちょむさん 森 いたる ぶん 金の星社
388 いっきゅうさん 森 いたる ぶん 金の星社
388 こんこんさまにさしあげそうろう 森 はな さく ＰＨＰ研究所
388 こんこんさまにさしあげそうろう 森はな　さく ＰＨＰ研究所
388 日本の鬼ども　１ 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　３ 山下 清三 作 けやき書房
388 日本の鬼ども　４ 山下 清三 作 けやき書房
388 日本の鬼ども　５ 山下 清三 作 けやき書房
388 日本の動物たち　１ 山下 清三 作 けやき書房
388 日本の動物たち　２ 山下 清三 作 けやき書房
388 やぎとぎんのすず 八百板洋子　文 鈴木出版
388 しんどばっどのぼうけん 矢崎 節夫 ぶん 金の星社
388 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 ライオンとやぎ ユネスコ・アジア文化センター　編 駒田和 こぐま社
388 おむすびころりん よだ じゅんいち ぶん 偕成社
388 まんがで学習　ことわざ事典　２ 吉田 ゆたか 著 あかね書房
388 まんがで学習　ことわざ事典　３ 吉田 ゆたか 著 あかね書房
388 まんがで学習　ことわざ事典　５ 吉田 ゆたか 著 あかね書房
388 まんがで学習　ことわざ事典　４ 吉田 ゆたか 著 あかね書房
388 マーシャとくま Ｅ・ラチョフ え 福音館書店
388 てぶくろ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ 福音館書店



388 てぶくろ エフゲーニ・ラチョフ え 福音館書店
388 ３びきのくま トルストイ ぶん 福音館書店
388 さんねん峠 李 錦玉 作 岩崎書店
388 へらない稲たば 李 錦玉 作 岩崎書店
388 さんねん峠 李 錦玉 作 岩崎書店
388 火をぬすまれただちょう セイフ・エディーン・ロウタ 文・絵 蝸牛社
388 おおきなかぶ 若林 利代 ぶん 金の星社
388 かちかちやま 若林 利代 ぶん 金の星社
388 だいこんどのむかし 渡辺節子　ぶん ほるぷ出版
388 ももたろう わらべ きみか 絵 ひかりのくに
391 ピカドン 講談社　編 講談社
392 よくわかる自衛隊 ＰＨＰ研究所
396 お好み焼きのひみつ 望月恭子 学研プラス

400 ふれあいしぜん図鑑　春 今泉忠明 学習研究社
400 あまいみず　からいみず かこ さとし 著 童心社
400 ひかりとおとのかけくらべ かこ さとし 著 童心社
400 なんだかぼくにはわかったぞ かこ さとし 著 童心社
400 よこにきったまるいごちそう かこ さとし 著 童心社
400 ぼくのいまいるところ かこ さとし 著 童心社
400 よわいかみ　つよいかたち かこ さとし 著　絵 童心社
400 いっしょだよ 小寺卓矢　写真・文 アリス館
400 天気図の読み方・つくり方 日本気象協会　編著 ポプラ社
400 風・雲・霧を調べる 日本気象協会　編著 ポプラ社
400 雨と雪を調べる 日本気象協会　編著 ポプラ社
400 台風・たつまき大追跡 日本気象協会　編著 ポプラ社
400 暦と天気のかかわりを探る 日本気象協会　編著 ポプラ社
400 野あそびずかん 松岡　達英（作） 福音館書店
400 ジャングル 松岡達英　作 岩崎書店
400 こおり 前野紀一　文 斉藤俊行　絵 福音館書店
400 ジュニア空想科学読本 柳田理科雄　著 藤嶋マル　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
400 ジュニア空想科学読本 柳田理科雄　著 藤嶋マル　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
400 ジュニア空想科学読本 柳田理科雄　著 藤嶋マル　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
400 ジュニア空想科学読本 柳田理科雄　著 藤嶋マル　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
404 ジュニア空想科学読本　５ 柳田　理科雄 著 藤嶋　マル 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
404 ジュニア空想科学読本　６ 柳田　理科雄 著 藤嶋　マル 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
404 ジュニア空想科学読本　７ 柳田　理科雄 著 藤嶋　マル 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
402 エイズ・現代医学の挑戦 あかね書房
402 南極大陸のふしぎ 武田　康男 著 誠文堂新光社
402 もうひとつの屋久島から 武田　剛 著 フレーベル館//フレーベル館
402 氷河のサバイバル 崔　徳熈 著 姜　境孝 画 朝日新聞出版
402 ヒマラヤのサバイバル　１ 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版
402 南極のサバイバル 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版
404 そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地　国夫 写真 小学館//小学館
406 自然史ミュージアムのサバイバル　１ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版
406 自然史ミュージアムのサバイバル　２ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

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 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 小学生のための理科の自由研究ヒント集 小学４・５・６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 作って鳴らそう！おもしろ楽器どこまでとどく？きみの声 理論社
407 太陽の光と遊ぼう！　レモンや炭でびっくり電池 理論社
407 草木染めに挑戦！ 理論社
407  巨大シャボン玉に挑戦！　忍法！氷点の術でアイスクリー 理論社
407 天高く飛べ竹とんぼ　流れの力で浮き上がれ 理論社
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５年生 小笠原 豊 〔ほか〕著 誠文堂新光社
407 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１年生 小笠原 豊 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 自由研究小学２年生 河合 伸樹 著 誠文堂新光社
407 キラ★キラ自由研究&クラフト小学生 学研プラス
407 理科工作のアイデア 実野 恒久 著 保育社
407 ２１世紀こども百科 科学館 小学館
407 みず 長谷川 摂子 文 福音館書店
407 かんたん！不思議！１００円グッズ実験＆マジック 福井広和　監修 主婦の友社
407 ２年生の自由研究 学研
407 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
407 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
408  人とそのからだ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
408 理科の体験とあそび ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
408 物の性質２ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
408 生きている地球 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
408 植物のくらし ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
408 電気・光・音のふしぎ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
408 物の性質１ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
408 理科探検の旅 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
408 水を調べる 学研
408 空気を調べる 学研
408 木を調べる 学研
408 土を調べる 学研

４類　自然科学



410 まんがで身につくめざせ！あしたの算数王　１ ゴムドリｃｏ． 著 朴　康鎬 画 猪川　なと 訳 岩崎書店//岩崎書店
410 まんがで身につくめざせ！あしたの算数王　２ ゴムドリｃｏ． 著 朴　康鎬 画 猪川　なと 訳 岩崎書店//岩崎書店
410 まんがで身につくめざせ!あしたの算数王 ３ ゴムドリｃｏ． 岩崎書店
410 まんがで身につくめざせ！あしたの算数王　４ ゴムドリｃｏ． 著 朴　康鎬 画 猪川　なと 訳 岩崎書店//岩崎書店
410 身長と体重はたし算できるかな？ 木幡寛　著 ポプラ社
410 リンゴの皮をむくとできる形は？ 木幡寛　著 ポプラ社
410 ジャングルジムは何角形？ 木幡寛　著 ポプラ社
410 丸いピザと四角いピザ、どっちが大きい？ 木幡寛　著 ポプラ社
410 かた足で体重をはかると軽くなる？ 木幡寛　著 ポプラ社
410 算数ならわってもおこられない！ 木幡寛　著 ポプラ社
410 センチやメートル、どうやってきめたの？ 木幡寛　著 ポプラ社
410 むかしといま、算数どうちがう？ 木幡寛　著 ポプラ社
410 一筆書きに秘められた算数のひ・み・つ 木幡寛　著 ポプラ社
410 きみもなれる算数パズル・チャンピオン 木幡寛　著 ポプラ社
411 なかまはずれ 安野 光雅 さく 福音館書店
411 ふしぎなたね 安野光雅　作 童話屋
411 割合っておもしろい 新居 信正 著 国土社
411 割合をとく 新居 信正 著 国土社
411 均等分布と１あたり 新居 信正 著 国土社
411 分数ってなんだ！ 新居 信正 著 国土社
411 分数たす・ひく 新居 信正 著 国土社
411 分数かける・わる 新居 信正 著 国土社
411 かずのほん まつい のりこ ぶん・え 福音館書店
419 和算 佐藤健一　文 文溪堂
420 ライト兄弟はなぜ飛べたのか 土佐幸子　著 さ・え・ら書房
431 ぜんぶわかる１１８元素図鑑 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
435 ひとしずくの水 ウォルタ－・ウィック　作 あすなろ書房
440 天動説の絵本 安野光雅　著 福音館書店
440 パノラマ大宇宙 岩崎 賀都彰 画・文 平凡社
440 ２１世紀こども百科宇宙館 小学館
440 星と星座の伝説　春 瀬川 昌男 著 小峰書店
440 星と星座の伝説　夏 瀬川 昌男 著 小峰書店
440 星と星座の伝説　秋 瀬川 昌男 著 小峰書店
440 星と星座の伝説　冬 瀬川 昌男 著 小峰書店
440 やさしい天体観察 瀬川 昌男 著 小峰書店
440 宇宙のなぞ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
440 星の一生 藤井 旭 著 あかね書房
440 月をみよう 藤井 旭 著 あかね書房
440 太陽のふしぎ 藤井 旭 著 あかね書房
440 星はスバル 藤井 旭 著 ポプラ社
440 アンドロメダ姫物語 藤井 旭 著 ポプラ社
440 流れ星に願いを 藤井 旭 著 ポプラ社
440 クリスマスの星 藤井 旭 著 ポプラ社
440 恋するオリオン座 藤井 旭 著 ポプラ社
440 北斗の七つ星 藤井 旭 著 ポプラ社
440 いちばん星みつけた 藤井 旭 著 ポプラ社
440 銀河鉄道の南十字星 藤井 旭 著 ポプラ社
440 ヘルクレスの冒険 藤井 旭 著 ポプラ社
440 七夕星まつり 藤井 旭 著 ポプラ社
440 天の川の誕生 藤井 旭 著 ポプラ社
440 十五夜お月さん 藤井 旭 著 ポプラ社
440 天文キャラクター図鑑 渡部潤一　監修 いとうみつる　イラスト 日本図書センター
442 なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 布施哲治　著 くもん出版
443 秋の星座 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 冬の星座 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 星のたんじょう 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 うちゅうの話 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 星をさがそう 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 太陽と星 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 地球・月・わく星 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 すい星・流れ星 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 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 著 あかね書房

444 たいよう
ステイシー・マカナルティー 原著 スティー
ビー・ルイス 画 千葉　茂樹 訳

小学館//小学館

445 惑星をみよう 藤井 旭 著 あかね書房
445 惑星の探検 藤井 旭 著 あかね書房
446 月のかたち 藤井旭∥監修・写真 ほるぷ出版
449 こよみのはなし 小松 恒夫 著 さ・え・ら書房

449 時計のひみつ 望月恭子
㈱学研ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾋﾞｼﾞﾈｽ事業室

450 富士山大ばくはつ かこ さとし 作 小峰書店
450 地球と宇宙 尾崎 博 〔ほか〕共著 学研
451 雷のひみつ まんが　こめ助　構成　入澤宜幸 学研プラス
451 雪の一生 片平 孝 著 あかね書房
451 おかしなゆきふしぎなこおり 片平孝　写真・文 ポプラ社
451 ゆき 清水教高 フレーベル館
451 四季のお天気かんさつ 塚本 治弘 文 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 天気図の読み方・つくり方 日本気象協会　編著 ポプラ社
451 風・雲・霧を調べる 日本気象協会　編著 ポプラ社
451 雨と雪を調べる 日本気象協会　編著 ポプラ社



451 台風・たつまき大追跡 日本気象協会　編著 ポプラ社
451 暦と天気のかかわりを探る 日本気象協会　編著 ポプラ社
451 台風のサバイバル 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版
451 竜巻のサバイバル リメ 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版
452 深海のサバイバル ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版
452 海は生きている 富山和子　著 講談社
453 火山は生きている 青木 章 著 あかね書房
453 火山のサバイバル 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版
453 地震のサバイバル 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版
454 砂漠の世界 片平 孝 著 あかね書房
454 干潟のサバイバル　１ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版
454 干潟のサバイバル　２ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版
454 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 砂漠のサバイバル 崔　徳熈 著 姜　境孝 画 朝日新聞出版
454 しょうにゅうどう探検 徳富 一光 著 あかね書房
454 洞窟のサバイバル 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版
455 あるくやま　うごくやま かこ さとし 著 童心社
457 野尻湖のぞう 井尻 正二 ぶん 福音館書店
457 きょうりゅう 小畠 郁生 著 あかね書房
457 きょうりゅう 小畠郁生 フレーベル館
457 きょうりゅう 講談社
457 きょうりゅうかぶしきがいしゃ 富田京一　作 古沢博司，　山本聖士　絵 ほるぷ出版
457 きょうりゅうのおおきさ 冨田幸光　監修 ひさかたチャイルド
457 恐竜をさがせ！２ 平山廉　監修 偕成社
457 実物大恐竜図鑑 デヴィッド・ベルゲン　著 小峰書店
457 恐竜たちの大脱出 羽田節子　文 福音館書店
458 いし 渡部国夫 フレーベル館
459 塩 片平 孝 著 あかね書房
459 水晶さがしにいこう 関屋 敏隆 作 童心社

460 生きものつかまえたらどうする？
秋山　幸也 著 松橋　利光 写真 こば　よう
こ 画

偕成社//偕成社

460 きみのからだが地球環境 小原 秀雄 編 農山漁村文化協会
460 しぜんはぼくらのともだち　春の図鑑 ひさかたチャイルド
460 しぜんはぼくらのともだち　夏の図鑑 ひさかたチャイルド
460 しぜんはぼくらのともだち　秋の図鑑 ひさかたチャイルド
460 しぜんはぼくらのともだち　冬の図鑑 ひさかたチャイルド
460 香川の自然ガイドブック 香川県環境自然保護課
460 五色台屋外学習ガイドブック 香川県自然科学館協議会 香川県自然科学館
460 いのちの木 ロシェル・ストラウス（作） 汐文社
460 化けるいきもの図鑑 宝島社
460 野外探検大図鑑 松岡 達英 絵 小学館
460 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
460 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
461 いのちのつながり 中村 運 ぶん 福音館書店
462 校庭のざっ草 有沢　重雄 福音館書店
462 雑木林のコレクション 今森光彦　著 フレ－ベル館
463 赤ちゃんのはなし マリ－・ホ－ル・エッツ　ぶん・え 福音館書店
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　文 エミリー・サットン　絵 ゴブリン書房
467 進化のはなし スティーブ・ジェンキンズ　作 評論社
468 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
468 ヘチマとアリのなぞ 佐藤 有恒 著 さ・え・ら書房
468 ゆりかごは口の中 桜井淳史　著 ポプラ社
468 生物の消えた島 田川 日出夫 文 福音館書店
468 米が育てたオオクワガタ 山口進　写真・文 岩崎書店
468 たべることはつながること パトリシア・ローバー　さく 福音館書店
470 ひまわり 荒井真紀　文・絵 金の星社
470 はっぱじゃないよぼくがいる 姉崎一馬　文・写真 アリス館
470 ２０本の木のノート いわさ ゆうこ 作 文化出版局
470 どんぐりノート いわさ ゆうこ 作 文化出版局
470 まめ 平山 和子 さく 福音館書店
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（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（秋） おくやま ひさし 解説・写真 大日本図書
470 ４　検索入門　野草図鑑 長田 武正 著 保育社
470 アサガオのすいみん時間 貝原 純子 著 さ・え・ら書房
470 たんぽぽ 甲斐信枝　作・絵 金の星社

470 植物
大場達之　総合監修　佐々木紀子・中村信
一　企画　石山金次郎　他写真

学習研究社

470 木のは木のみ 鈴木出版
470 アサガオ 佐藤 有恒 写真 あかね書房
470 はるのくさばなとむし 中山周平 がっけん
470 植物 学研
470 帰り道の１年 たかはし　きよし 偕成社
470 山野草ガイドブック 高橋秀男 永岡書店
470 夏休み植物のかんさつ　別巻 大後美保 あかね書房
470 アサガオのつぼみはどうしてできる 滝本 敦 著 さ・え・ら書房
470 アブラナ 七尾 純 構成 偕成社
470 タンポポ 七尾 純 構成・文 偕成社
470 夏休み植物のかんさつ　別冊 大後美保 あかね書房
470 植物の育て方 旺文社
470 さくら 長谷川　摂子 著 矢間　芳子 画 福音館書店//福音館書店
470 花 学習研究社//学習研究社



470 野草 平野隆久 永岡書店
470 植物 学研
470 屋外文化活動ハンドブック 社団法人青少年交友協会 社団法人青少年交友協会
470 葉形花色で木の名前がわかる事典 成美堂出版
471 木の名 梶原 洋一 著 保育社
471 木の実・草の実 甘中 照雄 著 保育社
471 雑草のくらし 甲斐 信枝 さく 福音館書店
471 ざっそう 甲斐 信枝 ぶん・え 福音館書店
471 雑草のくらし 甲斐信枝　さく 福音館書店
471 ホウセンカのぼうけん 組村 周平 著 童心社
471 やさいのずかん 小宮山 洋夫 作 岩崎書店
471 紅葉のふしぎ 佐藤 有恒 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 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 タンポポのわたげ ネイチャー・プロ編集室 偕成社
471 身近な植物となかよくなろう 田中 肇 著 さ・え・ら書房
471 花のしくみと昆虫 田中 肇 著 さ・え・ら書房
471 ふゆめがっしょうだん 長新太　文 福音館書店
471 彗星 藤井 旭 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 水草のひみつ 守矢 登 著 あかね書房
471 むしをたべるくさ 渡邉　弘晴 写真 伊地知　英信 著 ポプラ社//ポプラ社
474 キノコの世界 伊沢 正名 著 あかね書房
475 コケの世界 伊沢 正名 著 あかね書房
476 ツクシのかんさつ 鈴木 公治 著 あかね書房
477 たねからめがでて かこ さとし 著 童心社
477 ぼくは　なぜヒマワリなのかな 小松 恒夫 著 さ・え・ら書房
477 たねのゆくえ 埴 沙萠 著 あかね書房
477 あさがお 藤井 清 指導 小学館
477 四国の樹木観察図鑑 松井宏光 四国新聞社
479 アサガオ 鈴木出版
479 ユリのふしぎ 今井 国勝 著 あかね書房
479 タンポポのたびだち 太田 英博 さく 大日本図書
479 ヒマワリのかんさつ 叶沢 進 写真 あかね書房
479 どんぐり こうやすすむ　さく 福音館書店
479 どんぐりかいぎ こうやすすむ　文 福音館書店
479 リンゴ 小池 洋男 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 野草しらべ 実業之日本社
479 ジャガイモ 鈴木 公治 著 あかね書房
479 ムギの一生 鈴木 公治 著 あかね書房
479 木の本 高森 登志夫 え 福音館書店
479 サボテンのふしぎ 埴 沙萠 著 あかね書房
479 木の本 萩原信介　ぶん 福音館書店
479 ひやしんす 平山 和子 ぶん・え 福音館書店
479 たんぽぽ 平山 和子 ぶん・え 福音館書店
479 ヒマワリ 鈴木出版
479 ずら～りマメ 高岡昌江　ぶん　深石　隆司　しゃしん アリス館
479 ミニトマト 鈴木出版
479 サツマイモ 鈴木出版
479 どんどんのびる草 村山 幸三郎 ぶん 新日本出版社
479 イネの一生 守矢 登 著 あかね書房
479 サクラの一年 守矢 登 著 あかね書房
479 イネの一生 守矢 登 著 あかね書房
480 どうぶつえんガイド あべ弘士　さく・え 福音館書店
480 海の擬態生物 伊藤　勝敏 誠文堂新光社
480 みんなどきどき動物園　ライオン、パンダ、サルほか 池田菜津美　文 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 池田菜津美　文 新日本出版社
480 みんなわくわく水族館　お魚いっぱい編 池田菜津美　文 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 池田菜津美　文 新日本出版社
480 ＮＨＫダーウィンが来た！動物ふしぎクイズ ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 日本放送出版協会
480 ＮＨＫダーウィンが来た！ビックリ生きものクイズ ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 日本放送出版協会
480 いそのいきもの 近江卓 フレーベル館
480 かわいいあかちゃん かこ さとし 著 童心社
480 生き物のくらし　昆虫・水の生き物・魚 学習研究社 学習研究社
480 いそべの生物 川嶋 一成 著 あかね書房
480 動物・昆虫・魚のくらし ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
480 危険生物・外来生物大図鑑 あかね書房//あかね書房
480 コツがまるわかり！生き物の飼いかた　１ ポプラ社
480 コツがまるわかり！生き物の飼いかた　５ ポプラ社
480 コツがまるわかり！生き物の飼いかた　７ ポプラ社
480 北極ギツネ アーネスト・Ｔ・シートン 原作 フレーベル館
480 クマ王物語 アーネスト・Ｔ・シートン 原作 フレーベル館
480 灰色グマワ―ブの冒険 アーネスト・Ｔ・シートン 原作 フレーベル館
480 ぎざ耳小僧 アーネスト・Ｔ・シートン 原作 フレーベル館
480 銀ギツネ物語 アーネスト・Ｔ・シートン 原作 フレーベル館
480 蜂の大将クラッグ アーネスト・Ｔ・シートン 原作 フレーベル館
480 あぶく坊主 アーネスト・Ｔ・シートン 原作 フレーベル館
480 裏まちのすてネコ アーネスト・Ｔ・シートン 原作 フレーベル館
480 かしこくなったコヨーテティトオ アーネスト・Ｔ・シートン 原作 フレーベル館
480 旗尾リスの話 アーネスト・Ｔ・シートン 原作 フレーベル館
480 オオカミ王ロボ アーネスト・Ｔ・シートン 原作 フレーベル館



480 サンドヒルの牡ジカ物語 アーネスト・Ｔ・シートン 原作 フレーベル館
480 ざんねんないきもの事典 今泉忠明　監修 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 ざんねんないきもの事典　続々 下間　文恵 有沢　重雄 著 野島　智司 著 高橋書店//高橋書店
480 もっとざんねんないきもの事典 下間　文恵 有沢　重雄 高橋書店//高橋書店
480 動物のくらし 志村隆　編 学習研究社
480 水の生物 学研
480 動物 学研
480 ちいさないきもののかいかた 清水 潔 構成 実業之日本社
480 ３Ｄ動物ふしぎ図鑑 富田京一　監修 日本図書センター

480 動物　増補改訂
学研教育出版//学研マーケ
ティング

480 いその生物 七尾 純 構成 偕成社
480 浜辺のたからさがし 浜口 哲一 文 福音館書店
480 海辺のずかん 松岡 達英 さく 福音館書店
480 磯の生き物の飼いかた 松久保 晃作 文・写真 偕成社
480 飼ってみよう！海べの生きもの 松久保 晃作 文・写真 偕成社
480 飼ってみよう！海べの生きもの 松久保 晃作 文・写真 偕成社
480 ホネホネたんけんたい 松田　素子【文】 アリス館
480 うみのいきもの ひかりのくに
480 体験を広げる・こどものずかん ひかりのくに
480 海の生き物すみ場所別図鑑 学研
480 海の生き物実験・飼育 学研
480 海の生き物観察・採集 学研
480 川の生き物すみ場所別図鑑 学研
480 川の生き物採集・飼育 学研
480 川の生き物探検・観察 学研
480 パンダの手には、かくされたひみつがあった！ 山本省三　文 喜多村武　絵 くもん出版
480 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 すごい目玉をもったアザラシがいる！ 山本省三　文 喜多村武　絵 くもん出版
480 ペンギンの体に、飛ぶしくみを見つけた！ 山本省三　文 喜多村武　絵 くもん出版
480 アリクイの口のなぞが、ついにとけた！ 山本省三　文 喜多村武　絵 くもん出版
480 新こどもポケットずかん　むし 矢島稔 学習研究社
480 カラー写真による昆虫 矢島稔 東海大学出版会
481 戦う動物大百科 アマナ　ネイチャー＆サイエンス　編 西東社
481 地面の下のいきもの 大野 正男 ぶん 福音館書店
481 みんなうんち 五味 太郎 さく 福音館書店
481 しっぽのはたらき 川田健　文 福音館書店
481 プレゼントする動物たち 沢近 十九一 構成・文 国土社
481 道具をつかう動物たち 沢近 十九一 構成・文 国土社
481 やみを飛ぶ動物たち 沢近 十九一 構成・文 国土社
481 サーカスの動物たち 沢近 十九一 構成・文 国土社
481 どうぶつのせかい アン・シヴァルディ　ぶん ジム・チャンネル 評論社
481 深海の生物 藤倉克則 ポプラ社
481 海の生きものつかまえたらどうする？ 杉本　幹 著 松橋　利光 写真 こば　ようこ 偕成社//偕成社
481 たまごとひよこ ミリセント・Ｅ・セルサム　ぶん 福音館書店
481 ザバ～ン！オ・ド・ロ・キ海百科 なかの　ひろみ 訳 フレーベル館//フレーベル館

481 どうぶつの目
ネイチャー・プロ編集室　編著 増井光子
監修

偕成社

481 どうぶつの鼻
ネイチャー・プロ編集室　編著 増井光子
監修

偕成社

481 どうぶつの口
ネイチャー・プロ編集室　編著 増井光子
監修

偕成社

481 どうぶつの耳
ネイチャー・プロ編集室　編著 増井光子
監修

偕成社

481 どうぶつの手と足
ネイチャー・プロ編集室　編著 増井光子
監修

偕成社

481 どうぶつのしっぽ
ネイチャー・プロ編集室　編著 増井光子
監修

偕成社

481 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 みずのなかのちいさなせかい 三芳 悌吉 ぶん・え 福音館書店
482 ぼくらはみんな生きている　都市動物観察記 佐々木　洋 講談社
482 サバンナのサバイバル 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版
482 わけあって絶滅しました。 丸山貴史 ダイヤモンド社
483 サンゴ礁の世界 白井 祥平 著 あかね書房
483 イソギンチャクのふしぎ 楚山　いさむ 写真 ポプラ社//ポプラ社
483 クラゲゆらゆら 楚山　いさむ 写真 ポプラ社//ポプラ社
483 ダーウィンのミミズの研究 福音館
483 ミミズのふしぎ 皆越　ようせい 写真 ポプラ社//ポプラ社
483 サンゴの海　森の新聞⑯ ジャック・モイヤ－　著 フレ－ベル館
484 カタツムリ 鈴木出版
484 いか 桜井泰憲 フレーベル館
484 海の貝 白井 祥平 著 あかね書房
484 かたつむり 生活科を創る会 編 小峰書店
484 カタツムリ 増田 戻樹 写真 あかね書房
485 ダンゴムシ 今森光彦　文・写真 アリス館
485 ヤドカリの海辺　森の新聞⑮ 今福道夫　著 フレ－ベル館
485 ヤドカリ観察事典 小田英智　構成・文 偕成社
485 ヤドカリのマイホーム 太田 英博 さく 大日本図書
485 クモははらぺこ 太田 英博 さく 大日本図書
485 クモのひみつ 栗林 慧 著 あかね書房
485 カニのくらし 桜井 淳史 写真 あかね書房
485 クモの糸のしかけ 沢近 十九一 構成・文 国土社



485 ザリガニ 鈴木出版
485 サワガニ 七尾 純 構成 偕成社
485 ダンゴムシみつけたよ 皆越ようせい　写真・文 ポプラ社
485 ざりがに 吉崎 正巳 ぶん・え 福音館書店
486 てんてんむし あべ 弘士 作 童心社
486 ギフチョウ 青山 潤三 著 あかね書房
486 ドロバチのアオムシがり 岩田 久二雄 著 文研出版
486 チョウの庭　森の新聞⑰ 石井実　著 フレ－ベル館
486 すごい！びっくり！昆虫のふしぎパワー 海野和男 世界文化社
486 バッタ・カマキリのなかま 海野和男　写真・文 新日本出版社
486 トンボのなかま 海野和男　写真・文 新日本出版社
486 セミ・カメムシのなかま 海野和男　写真・文 新日本出版社
486 アリ・ハチのなかま 海野和男　写真・文 新日本出版社
486 むしのなかま 海野和男　写真・文 新日本出版社
486 むしのきほん 海野和男　写真・文 新日本出版社
486 カブトムシのなかま 海野和男　写真・文 新日本出版社
486 チョウのなかま 海野和男　写真・文 新日本出版社
486 さがそう！ちがう虫 海野和男　著 偕成社
486 さがそう！かくれる虫 海野和男　著 偕成社
486 さがそう！まねする虫 海野和男　著 偕成社
486 アシナガバチ 小川 宏 著 あかね書房
486 モンシロチョウ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社
486 夏休み昆虫のかんさつ 小田 英智 文 あかね書房
486 アリマキ観察事典 小田英智　構成・文 偕成社
486 シジミチョウ観察事典 小田英智　構成・文 偕成社
486 はるをまつちいさないのち 太田 英博 さく 大日本図書
486 カブトムシのきのぼり 太田 英博 さく 大日本図書
486 あおむしのへんしん 太田 英博 さく 大日本図書
486 カゲロウのけっこんしき 太田 英博 さく 大日本図書
486 バッタのひなたぼっこ 太田 英博 さく 大日本図書
486 ミズカマキリのしっぽ 太田 英博 さく 大日本図書
486 ミツバチのおつかい 太田 英博 さく 大日本図書
486 ホタルの里　森の新聞④ 大場信義　著 フレ－ベル館
486 みつばちの家族は５００００びき 大村 光良 作 文研出版
486 昆虫のふしぎ 大谷剛　［ほか］著 あかね書房
486 なく虫ずかん 大野正男　ぶん 福音館書店
486 アリのお花畑　森の新聞③ 河野昭一　著 フレ－ベル館
486 カブトムシ　セミ 鈴木出版
486 カイコ 岸田 功 著 あかね書房
486 カミキリムシ 岸田 功 著 あかね書房
486 やぶかのはなし 栗原 毅 ぶん 福音館書店
486 ミツバチ 栗林　慧　写真 リブリオ出版
486 ホタル 栗林 慧 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 アリから　みると 桑原　隆一 福音館書店
486 あり 小林 勇 ぶん・え 福音館書店
486 タマコロガシものがたり　ファ－ブルこん虫記　1 小林清之介　文 小峰書店
486 セミのうた・コオロギのうた　こども版ファ－ブルこん虫記2 小林清之介　文 小峰書店
486 かりゅうどバチのひみつ　こども版ファ－ブルこん虫記　3 小林清之介　文 小峰書店
486 カマキリとクモのふしぎ　こども版ファ－ブルこん虫記4 小林清之介　文 小峰書店
486 オサムシとカミキリムシ　こども版ファ－ブルこん虫記5 小林清之介　文 小峰書店
486 アリのくに・バッタのくに　こども版ファ－ブルこん虫記6 小林清之介　文 小峰書店
486 シデムシとゾウムシのなぞ　こども版ファ－ブルこん虫記7 小林清之介　著 小峰書店
486 むし 学研
486 昆虫　増補改訂 学習研究社//学習研究社
486 トノサマバッタ 佐藤 有恒 写真 あかね書房
486 アゲハチョウ 佐藤 有恒 写真 あかね書房
486 セミの一生 佐藤 有恒 写真 あかね書房
486 鳴く虫の世界 佐藤 有恒 写真 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 テントウムシ 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 池や川に生きる虫 沢近 十九一 構成・文 国土社
486 虫をさそう花の信号 沢近 十九一 構成・文 国土社
486 １５　動物のふしぎな世界 沢近 十九一 構成・文 国土社
486 ７　動物のふしぎな世界 沢近 十九一 構成・文 国土社
486 虫たちのふしぎ 新開孝 福音館書店
486 アリとくらすむし 島田たく　写真・文 ポプラ社
486 こん虫 学研
486 みんなでかおう　４ 生活科を創る会 編 小峰書店
486 ふしぎいっぱい擬態をする動物 サンディー・ソウラー 文 ブックローン出版
486 あめんぼがとんだ 高家 博成 ぶん 新日本出版社
486 ありのごちそう 高家博成　ぶん 新日本出版社
486 こすもすと虫たち 高家博成　ぶん 新日本出版社
486 くわがたのがたくん 高家博成・仲川道子 童心社
486 夏休みの昆虫のかんさつ 大後美保 あかね書房
486 戦うムシ大百科ムシ最強王決定戦 西東社//西東社
486 ちょう 須田孫七　監修 フレーベル館

486 こんちゅうのせかい
ル－ス・トムソン　ぶん クレイグ・オ－ス
ティン　え

評論社

486 あかとんぼ 石川一 フレーベル館
486 むしたちのえんそく 得田之久 童心社



486 ミツバチのふしぎ 栗林 慧 写真 あかね書房
486 アリマキ 七尾 純 構成 偕成社
486 コオイムシ 七尾 純 構成 偕成社
486 アマガエル 七尾 純 構成 偕成社
486 クロナガアリ 七尾 純 構成 偕成社
486 アシナガバチ 七尾 純 構成 偕成社
486 虫の冬ごし 七尾 純 構成 偕成社
486 池のこん虫 七尾 純 構成 偕成社
486 スズムシ 七尾 純 構成・文 偕成社
486 アリの一日 七尾 純 構成・文 偕成社
486 花とこん虫 七尾 純 構成・文 偕成社
486 テントウムシ 七尾 純 構成・文 偕成社
486 虫のすづくり 七尾 純 構成・文 偕成社
486 チョウのくらし 七尾 純 構成・文 偕成社
486 ギンヤンマ 七尾 純 構成・文 偕成社
486 ブーン！オ・ド・ロ・キ虫百科 仲瀬　葉子 訳 フレーベル館//フレーベル館
486 ３　むしのかいかた 斎藤 君子 構成・解説 実業之日本社
486 昆虫 長谷川 哲雄 作 岩崎書店
486 いもむしのうんち アリス館
486 ありとしでむしの話 ファーブル 〔著〕 あすなろ書房
486 かりをするはちの話 ファーブル 〔著〕 あすなろ書房
486 せみの話 ファーブル 〔著〕 あすなろ書房
486 くもとおさむしの話 ファーブル 〔著〕 あすなろ書房
486 ふんをころがすむしの話 ファーブル 〔著〕 あすなろ書房
486 かみきりむしとおとしぶみ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房
486 こおろぎとばったの話 ファーブル 〔著〕 あすなろ書房
486 こがねむしとぞうむしの話 ファーブル 〔著〕 あすなろ書房
486 かまきりとああふきむしの話 ファーブル 〔著〕 あすなろ書房
486 もんしろちょうとみのむしの話 ファーブル 〔著〕 あすなろ書房
486 糸でいきる虫たち 松山 史郎 文と写真 大日本図書
486 水生昆虫のひみつ 増田 戻樹 著 あかね書房
486 むしたちのさくせん 宮武頼夫　文 福音館書店
486 アゲハ　モンシロチョウ 鈴木出版
486 オオムラサキ 森 一彦 著 あかね書房
486 クロクサアリのひみつ 山口 進 写真・文 アリス館
486 交尾 山本直英 あゆみ出版
486 モンシロチョウ 矢島 稔 著 あかね書房
486 自然のかくし絵 矢島稔　作 偕成社
486 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
487 ドキドキワクワク生き物飼育教室 アトリエモレリ 作・絵 リブリオ出版
487 メダカ 岩松鷹司　監修 学習研究社
487 クニマスは生きていた！ 池田　まき子 著 汐文社//汐文社
487 たんぼのカエルのだいへんしん 内山　りゅう 写真 ポプラ社//ポプラ社
487 ヘビのひみつ 内山りゅう　写真・文 ポプラ社
487 ウミガメの海岸　森の新聞⑤ 内田至　著 フレ－ベル館
487 うみがめ 富田京一　監修 フレーベル館
487 ほんそめわけべら おくの りょうのすけ さく ポプラ社
487 カエル観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社
487 メダカの観察事典 小田英智　構成・文 偕成社
487 アカメアマガエル ジョイ・カウリー　文 ほるぷ出版
487 パンサーカメレオン ジョイ・カウリー　文 ほるぷ出版
487 いしがめ 金尾 恵子 さく 福音館書店
487 魚 学研
487 メダカのくらし 草野慎二　著 あかね書房
487 メダカのかいかたそだてかた 小宮輝之　文 岩崎書店
487 サケ 桜井 淳史 著 平凡社
487 サケのたんじょう 桜井 淳史 著 あかね書房
487 魚のたんじょう　動物のふしぎな世界 沢近 十九一 構成・文 国土社
487 海のさかな 館石 昭 著 あかね書房
487 ずらーりカエル 高岡昌江　ぶん アリス館
487 ずら～りキンギョ 高岡昌江　ぶん アリス館
487 カエルのたんじょう 種村 ひろし 著 あかね書房
487 めだかのがっこう 武田晋一　写真 世界文化社

487 さかなのせかい
ル－ス・トムソン　ぶん クレイグ・オ－ス
ティン　え

評論社

487 サンゴの森 なかむらこうじ　しゃしん そうえん社
487 ずら～りウンチ 西川寛　こうせい・ぶん アリス館
487 カエルの田んぼ　森の新聞⑭ 長谷川雅美　著 フレ－ベル館
487 爬虫類・両生類 学習研究社//学習研究社
487 ずら～りカエルならべてみると… 高岡 昌江 ぶん アリス館
487 さかなの森　森の新聞⑩ 松永勝彦　著 フレ－ベル館
487 イシガメの里 松久保晃作　文・写真 小峰書店
487 モリアオガエル 増田 戻樹 著 あかね書房
487 ヘビとトカゲ 増田 戻樹 著 あかね書房
487 はじめてのメダカ 山崎浩二　写真・著 どうぶつ出版
487 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 ゆらゆらチンアナゴ 横塚眞己人　写真 江口絵里　文 ほるぷ出版
488 あかいとり あべ 弘士 作 童心社
488 新　山野の鳥 安西英明 （財）日本野鳥の会
488 野鳥 山形則男 株式会社　日本文芸社
488 コウテイペンギンのおやこ 内山晟　写真・文 ポプラ社
488 森林公園の野鳥 香川県農林水産部林務課 かがわ水と緑の財団
488 かも 今泉忠明　監修 フレーベル館



488 ツバメの街　森の新聞⑬ 川道美枝子 須川恒　著 フレ－ベル館
488 鳥 学研
488 すばこ キム　ファン 著 イ　スンウォン 画 ほるぷ出版
488 わたり鳥のひみつ 行田 哲夫 著 あかね書房
488 スズメの大研究　人間にいちばん近い鳥のひみつ 国松　俊英 ＰＨＰ研究所
488 魚をとる鳥　動物のふしぎな世界 沢近 十九一 構成・文 国土社
488 ５　動物のふしぎな世界 沢近 十九一 構成・文 国土社
488 たまごのひみつ 清水 清 著 あかね書房
488 モズのくらし 菅原 光二 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 ツバメのくらし 菅原 光二 著 あかね書房
488 鳥の巣ものがたり 鈴木まもる　文・絵 偕成社
488 鶴になったおじさん 高橋 良治 文 偕成社
488 シラサギの森 田中 徳太郎 著 あかね書房
488 オールド・ブルー メアリ・テイラー 作 さ・え・ら書房
488 とりのせかい Ｒ．トムソン　文 Ｍ．プレッジャー　絵 評論社
488 スズメ 七尾 純 構成 偕成社
488 アオバズクの森 七尾 純 構成・文 偕成社
488 検索入門　野鳥の図鑑　陸の鳥 中村 登流 著 保育社
488 カケスの森　森の新聞⑪ 中村浩志　著 フレ－ベル館
488 庭に小鳥を 財団法人日本鳥類保護連盟 財団法人日本鳥類保護連盟
488 野鳥を友に 財団法人日本鳥類保護連盟 財団法人日本鳥類保護連盟
488 自然の中で 財団法人日本鳥類保護連盟 財団法人日本鳥類保護連盟
488 野鳥を見に 財団法人日本鳥類保護連盟 財団法人日本鳥類保護連盟
488 アホウドリの島　森の新聞⑨ 長谷川博　著 フレ－ベル館
488 水鳥たちの干潟　森の新聞⑧ 蓮尾純子　著 フレ－ベル館
488 庭に鳥を呼ぶ本 藤本　和典 文一総合出版
488 フクロウ 福田 俊司 著 あかね書房
488 ペンギン 今泉忠明　監修 フレーベル館
488 オシドリの木　森の新聞⑲ 星野嘉助 室伏友三　著 フレ－ベル館
488 野鳥 真木広造 永岡書店
488 キツツキの森 右高 英臣 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 ウミネコのくらし 右高 英臣 著 あかね書房
488 ハヤブサの都市　森の新聞② 宮崎学　著 フレ－ベル館
488 シジュウカラのなかまたち 日本野鳥の会 編 あすなろ書房
488 カラスのなかまたち 日本野鳥の会 編 あすなろ書房
488 キジバトのなかまたち 日本野鳥の会 編 あすなろ書房
488 ツグミのなかまたち 日本野鳥の会 編 あすなろ書房
488 モズのなかまたち 日本野鳥の会 編 あすなろ書房
488 カワラヒワのなかまたち 日本野鳥の会 編 あすなろ書房
488 ツバメのなかまたち 日本野鳥の会 編 あすなろ書房
488 スズメのなかまたち 日本野鳥の会 編 あすなろ書房
488 しまふくろう 山本 純郎 ぶん 福音館書店
488 四季の野鳥かんさつ 菅原 光二 写真 あかね書房
488 わかりやすい野鳥ガイド 財団法人日本鳥類保護連盟 チクマ秀版社
489 もぐらはすごい アヤ井　アキコ 著 アリス館//アリス館
489 北の森にヒグマを追って 青井 俊樹 文 大日本図書
489 ヒグマの原野　森の新聞⑳ 青井俊樹　著 フレ－ベル館
489 ニホンザルの山　森の新聞⑦ 伊沢紘生　著 フレ－ベル館
489 野生ゾウの世界 岩合 徳光 著 あかね書房
489 がんばれ　ひめねずみ 今泉 吉晴 ぶん 新日本出版社
489 むささびのおやこ 今泉 吉晴 ぶん 新日本出版社
489 野ネズミの森　森の新聞① 今泉吉晴　著 フレ－ベル館
489 モグラの地中　森の新聞⑱ 今泉吉晴　著 フレ－ベル館
489 いぬ 今泉忠明　監修 フレーベル館
489 うさぎ 今泉忠明　監修 フレーベル館
489 ライオン 小原解子、前田桂子　編 ますいみつこ ポプラ社
489 シマウマ 小原解子、前田桂子　編 ますいみつこ ポプラ社
489 ゾウ 小原解子、前田桂子　編 ますいみつこ ポプラ社
489 チンパンジー 小原解子、前田桂子　編 ますいみつこ ポプラ社
489 キツネ 小原解子、前田桂子　編 ますいみつこ ポプラ社
489 リス 小原解子、前田桂子　編 ますいみつこ ポプラ社
489 カンガルー 小原解子、前田桂子　編 ますいみつこ ポプラ社
489 パンダ 小原解子、前田桂子　編 ますいみつこ ポプラ社
489 アザラシ 小原解子、前田桂子　編 ますいみつこ ポプラ社
489 ペンギン 小原解子、前田桂子　編 ますいみつこ ポプラ社
489 タヌキの丘　森の新聞⑫ 小川智彦　著 フレ－ベル館
489 ひぐまの冬ごもり 加納 菜穂子 ぶん 新日本出版社
489 しっぽのはたらき 川田 健 ぶん 福音館書店
489 カワネズミの谷　森の新聞⑥ 北垣憲仁　著 フレ－ベル館
489 くま 今泉忠明　監修 フレーベル館
489 こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール　文 福音館書店

489 オオカミの森 小菅正夫　文
角川グループパブリッシング
（発売）

489 さる 今泉忠明　監修 フレーベル館
489 こんにちは、ビーバー 佐藤英治　文・写真 福音館書店
489 野生のかり 沢近 十九一 構成・文 国土社
489 オオカミ王ロボ アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社
489 カラス王銀の星 アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社
489 はい色グマ　ワープ アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社
489 ぎざ耳ウサギ　ラッグ アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社
489 キルダー川のアライグマ アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社



489 おおかみ王ロボ※カラスの大将“銀の星”ほか シートン 〔著〕 金の星社
489 野生ウマの生活 清水 洋香 著 あかね書房
489 どっちが強い！？ゴリラｖｓクマ スライウム，メング 著 ブラックインクチーム ＫＡＤＯＫＡＷＡ
489 ムササビの森 菅原 光二 著 あかね書房
489 みんなでかおう　５ 生活科を創る会 編 小峰書店
489 ぞう 今泉忠明　監修 フレーベル館
489 もぐら 手塚甫 フレーベル館
489 パンダのくらし 七尾 純 構成・文 偕成社
489 ニホンザル 西川 治 著・撮影 あかね書房
489 ヤマネのくらし 西村 豊 著 あかね書房
489 ハブの棲む島 西野嘉憲　写真・文 ポプラ社
489 ねこさんこんにちは 沼野 正子 さく 福音館書店
489 ねこ 今泉忠明　監修 フレーベル館
489 大研究　馬は友だち 野本トロ　漫画 講談社ビーシー
489 パンダ 今泉忠明　監修 フレーベル館
489 傷つけられる動物たち ポプラ社
489 ぼくじょうのどうぶつ 今泉忠明　監修 フレーベル館
489 ナヌークの贈りもの 星野道夫　写真・文 小学館
489 オコジョのすむ谷 増田 戻樹 写真・文 あかね書房
489 シカのくらし 増田 戻樹 著 あかね書房
489 コウモリ 増田 戻樹 著 あかね書房
489 森のキタキツネ 右高 英臣 著 あかね書房
489 エゾリスの森 右高 英臣 著 あかね書房
489 ニホンカモシカ 宮崎 学 著 あかね書房
489 ツキノワグマ 宮崎学　著 偕成社
489 クジラと海とぼく 水口博也　文 アリス館
489 森のスケーターヤマネ 湊 秋作 著 文研出版
489 ウサギ 鈴木出版
489 どうぶつ 無藤隆　装監修　今泉忠明　監修 フレーベル館
489 イルカの知られざる世界 ジャック・Ｔ．モイヤ－　著 フレ－ベル館
489 １　なぜなぜクイズ絵本 ゆきの ゆみこ 文 チャイルド本社
489 ネコのくらし 吉野 信 著 あかね書房
489 こんにちは！やあ、げんき？ わしお としこ 文 童心社
490 すきなものだけたべないで！ 安藤 節子 構成・文 偕成社
490 からだがすきなたべものなあに？ 安藤 節子 構成・文 偕成社
490 むしばくんにはまけないよ！！ 今西 孝博 構成・文 偕成社
490 むしばちゃんをやっつけろ！ 今西 孝博 著 偕成社
490 おんなのこ物語 佐藤 滋子 原作 小学館
490 ドラッグと健康といのち 勝野 真吾 〔著〕 学研
490 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 エイズの絵本 北沢 杏子 作 アーニ出版
490 クイズでさぐる心とからだ ぱすてる書房 編集 ぱすてる書房
490 よくみえる　いいめになろう！ 湖崎 克 構成・文 偕成社
490 子どもとエイズ 清水勉 アーニ出版
490 ほねがつよいこじょうぶなこ！ 杉浦 保夫 構成・文 偕成社
490 消化する・吸収する 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店
490 呼吸をする 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店
490 病原体とたたかう 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店
490 ささえる・うごかす 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店
490 血液はからだをめぐる 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店
490 いらないものをすてる 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店
490 いのちがうまれる 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店
490 からだのバランスをとる 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店
490 感じる・かんがえる 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店
490 みる・きく・かぐ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店
490 エイズって知ってる？ ポプラ社
490 こんなときどうするの？ 高田 芳朗 構成・文 偕成社
490 おなら 長新太　さく 福音館書店
490 病原体をつきとめた人びと あかね書房
490 伝染病とたたかう あかね書房
490 日本の医学の夜明け あかね書房
490 近代医学への道をひらく あかね書房
490 １１　おもしろ科学史ライブラリー あかね書房
490 運動のしくみ 七尾 純 著 大日本図書
490 みんなの総合学習からだと健康 七尾 純 著 大日本図書
490 みんなの総合学習　からだと健康　４ 七尾 純 著 大日本図書
490 たばこと健康といのち 野津 有司 〔著〕 学研
490 いのちのおはなし 日野原重明　文 講談社
490 せなかを　ぴんと　のばそう！ 正木 健雄 構成・文 偕成社
490 ひとのからだ 毛利子来　著 岩崎書店
490 きゅうきゅうばこ 山田 真 ぶん 福音館書店
490 からだっていいな 山本 直英 さく 童心社
490 たばこは全身病 少年写真新聞社
490 アルコールの害 少年写真新聞社
490 生活習慣病 少年写真新聞社
491 なぜいきをするの？ 横森 周信 構成・文 偕成社
491 たべたものはどうなるの？ 横森 周信 構成・文 偕成社
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 どうしてむしばになるの？ 井上裕子　作 岩崎書店
491 わたしののうとあなたのこころ かこ さとし 〔作〕 童心社



491 てとてとゆびと かこ さとし 〔作〕 童心社
491 あがりめ　さがりめ　だいじなめ かこ さとし 〔作〕 童心社
491 ほねはおれます　くだけます かこ さとし 〔作〕 童心社
491 すってはいてよいくうき かこ さとし 〔作〕 童心社
491 むしばミュータンスのぼうけん かこ さとし 〔作〕 童心社
491 たべもののたび かこ さとし 〔作〕 童心社
491 はしれますか　とべますか かこ さとし 〔作〕 童心社
491 はははのはなし 加古 里子 ぶん・え 福音館書店
491 はははのはなし 加古 里子 ぶん・え 福音館書店
491 １　こころとからだなんでもＱ＆Ａ ぱすてる書房 編集 ぱすてる書房
491 環境・衛生管理　保健実験大図鑑１ 少年写真新聞社「全国保健実験研修会」 少年写真新聞社
491 食生活と健康　保健実験大図鑑２ 少年写真新聞社「全国保健実験研修会」 少年写真新聞社
491 喫煙・飲酒・おしゃれ　保健実験大図鑑３ 少年写真新聞社「全国保健実験研修会」 少年写真新聞社
491 アレルギ－ってなあに　２ 杉山千佳　文 岩崎書店
491 はやおきはいいきもち 杉山千佳　文 岩崎書店
491 体をめぐる血とさんそ 田沢 梨枝子 絵 小峰書店
491 うんこはなんでもしっている 田沢 梨枝子 絵 小峰書店
491 やすまずはたらく心ぞうのひみつ 田沢 梨枝子 絵 小峰書店
491 口と歯のはたらき 田沢 梨枝子 絵 小峰書店
491 どうして見えるの　目のしくみ 田沢 梨枝子 絵 小峰書店
491 おしっことあせどうしてでるの 田沢 梨枝子 絵 小峰書店
491 からだを動かすほねと筋肉 田沢 梨枝子 絵 小峰書店
491 耳鼻口のどのはたらき 田沢 梨枝子 絵 小峰書店
491 みんなおとなになるんだね 田沢 梨枝子 絵 小峰書店
491 のうと心のひみつ 田沢 梨枝子 絵 小峰書店
491 ギプスでえっへん！　ナルホドからだたんけん４ 七尾 純 構成・文 国土社
491 いそげマメ記者　ナルホドからだたんけん９ 七尾 純 構成・文 国土社
491 コンコン１０１かい　ナルホドからだたんけん２ 七尾 純 構成・文 国土社
491 つなひきワッショイ！　ナルホドからだたんけん６ 七尾 純 構成・文 国土社
491 血がでたドッキン！　ナルホドからだたんけん３ 七尾 純 構成・文 国土社
491 こわい夢みちゃった　ナルホドからだたんけん１０ 七尾 純 構成・文 国土社
491 ピーマンへっちゃら　ナルホドからだたんけん１ 七尾 純 構成・文 国土社
491 ぷんぷんじろりん　ナルホドからだたんけん１２ 七尾 純 構成・文 国土社
491 ぼくの背中は世界地図　ナルホドからだたんけん８ 七尾 純 構成・文 国土社
491 みんなの総合学習　からだと健康　３ 七尾 純 著 大日本図書
491 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 生命誕生 ＮＨＫ取材班 著 日本放送出版協会
491 生命誕生/心臓・血管 ひきの 真二 まんが 小学館
491 ほね 堀内 誠一 さく 福音館書店
491 てとゆび 堀内 誠一 ぶん・え 福音館書店
491 どうしておなかはなるのかな？ 牧田栄子　文 岩崎書店
491 あるいて、あそんで、ほねぶとくん 牧田栄子　文 岩崎書店
491 かさぶたくん 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 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 おっぱいのひみつ 柳生 弦一郎 さく 福音館書店
491 ちはどんなはたらきをするの？ 横森 周信 構成・文 偕成社
492 食物アレルギーのひみつ オフィスhana 学研プラス
493 アレルギーのサバイバル　１ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版
493 エイズ ポプラ社
493 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
493 大研究！知っておこう！がんのこと 鈴木俊行 講談社
493 がんのひみつ 田川滋　漫画 学研パブリッシング
493 あかちゃんてね 星川ひろ子 星川治雄　著 小学館
494 転んでも、大丈夫 臼井　二美男 著 ポプラ社
495 赤ちゃんの誕生 ニコル・テイラ－　文 あすなろ書房
495 先生がママになった　ナルホドからだたんけん１１ 七尾 純 構成・文 国土社
495 おへそのひみつ やぎゅう　げんいちろう 福音館書店
495 ちいさなあかちゃん、こんにちは！ リヒャルト・デ・レーウ マーイケ・シーガル 講談社
496 耳と補聴器のひみつ オフィス・イディオム 学研プラス
496 よくみえる　いいめになろう！ 湖崎 克 構成・文 偕成社
496 メガネと視力のひみつ まんが　ひろゆうこ　構成　橘悠紀 学研プラス
496 眼と眼薬のひみつ 橘　悠紀（構成） 学研パブリッシング
497 歯ブラシづくりのひみつ オフィス・イディオム 学研プラス
497 歯と歯みがきのひみつ　［新版］ 橘悠起　構成　　山口育孝　漫画 学研パブリッシング
497 ネズミの歯になーれ　ナルホドからだたんけん７ 七尾 純 構成・文 国土社
498 占いってなんだろう 安斎 育郎 著 岩崎書店
498 からだがすきなたべものなあに？ 安藤 節子 構成・文 偕成社
498 命をつなげ!ドクターヘリ 2 岩貞るみこ∥文 講談社
498 お酒ってなんだろう 今成 知美 著 岩崎書店

498
運動・健康に役立つウラ技事典　クイズで学ぶ！ＮＨＫためし
てガッテン健康事典

ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社

498
病気にならない健康法事典　クイズで学ぶ！ＮＨＫためして
ガッテン健康事典

ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社

498 ぐっすりすいみん ぱすてる書房　編 織田敏夫　絵 ぱすてる書房
498 家庭用殺虫剤　ここが知りたい！ まんが　くろにゃこ。　シナリオ　大畑英明 文藝春秋企画出版部
498 きんえん山 「子どもに無煙環境を」推進協議会 編集 ぱすてる書房
498 タバコってなんだろう 北沢 杏子 著 岩崎書店
498 エイズとＳＴＤ（性感染症） 北沢 杏子 著 岩崎書店
498 もったいないばあさんのいただきます 真珠まりこ　作・絵 講談社
498 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
498 栄養素キャラクター図鑑 田中明　［ほか］監修 いとうみつる　イラス 日本図書センター
498 いきいきしせい ぱすてる書房　編 かけひろみ　絵 ぱすてる書房



498 せいかつリズム ぱすてる書房　編 西田ヒロコ　絵 ぱすてる書房
498 ダイエットってなんだろう 宮 淑子 著 岩崎書店
498 ドラッグ（薬物）ってなんだろう 水沢 都加佐 著 岩崎書店

499 漢方のひみつ 青木　萌
㈱学研ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
ﾋﾞｼﾞﾈｽ事業室

499 ドラッグストアと調剤のひみつ 青木　萌 学研パブリッシング
499 薬剤師のひみつ WILLこども知育研究所 学研プラス
499 石けんのひみつ オフィス・イディオム 学研プラス
499 花粉症のひみつ 橘　悠紀 学研
499 ジェネリックのひみつ 橘悠紀 学研プラス
499 クスリのはなし 塚本 治弘 著 さ・え・ら書房
499 貼り薬のひみつ 望月恭子 学研パブリッシング
499 ビタミン剤のひみつ 望月恭子 学研プラス
499 正露丸のひみつ ㈱ＹＨＢ編集企画 学研パブリッシング

501 エネルギー危機のサバイバル　１ 金　政郁 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版

501 よくわかる再生可能エネルギー 矢沢サイエンス・オフィス 編著
学研教育出版//学研マーケ
ティング

502 ちえのあつまり　くふうのちから かこ さとし 著 童心社
507 調べようこんなにすごいモノづくりのひみつ 中村智彦　監修 文研出版
507 調べようおいしい食べもの・飲みもの 中村智彦　監修 文研出版
507 調べようたのしいおもちゃ・文房具 中村智彦　監修 文研出版
507 調べようくらしに役立つべんりなモノたち 中村智彦　監修 文研出版
510 海をわたり夢をかなえた土木技術者たち おがた ひでき 文・編集 全国建設研修センター
510 近代土木の夜明け おがた ひでき 文・編集 全国建設研修センター
510 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 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
514 道づくりのひみつ 橘　悠紀 がっけん
514 トンネルのひみつ YHB編集企画 学研プラス
517 川と水を調べる ポプラ社
517 森は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山和子　著 講談社
518 ３Ｒでごみが生まれ変わる ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社//金の星社
518 ごみを調べよう ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社//金の星社
518 ごみのゆくえ ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社//金の星社
518 ごみはどこへ行くのか？ 熊本一規 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所
518 水はどこから来るのか？ 高堂彰二 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所
518 下水のはなし 藤田 千枝 著 さ・え・ら書房
518 わたしは町の探検記者 水越 敏行 監修 学研
518 下水道のひみつ ＹＨＢ編集企画 学研プラス
519 永遠に捨てない服が着たい 今関信子　著 汐文社
519 今「水」が危ない 内田安茂 学研
519 今「食」が危ない 内田安茂 学研
519 今「日本」が汚染されている 内田安茂 学研
519 今「地球」が危ない 内田安茂 学研
519 ５　地球環境白書 学研
519 とりくもう環境保護 苅宿 俊文 著 大日本図書
519 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさば　よしみ 編 中川　学 画 汐文社
519 わたしたちの地球環境と天然資源　２ こどもくらぶ 編 新日本出版社//新日本出版社
519 もったいないばあさん 真珠まりこ　さく・え 講談社
519 もったいないばあさんがくるよ！ 真珠まりこ　さく・え 講談社
519 もったいないことしてないかい？ 真珠まりこ　作・絵 講談社
519 Ｍｏｔｔａｉｎａｉ　Ｇｒａｎｄｍａ 真珠まりこ　作・絵 講談社
519 もったいないばあさん音頭 真珠まりこ　作・絵・作詞 講談社
519 水素社会　ここが知りたい 清水めぐみ 文藝春秋企画出版部
519 自然に学ぶくらし 2 石田秀輝 さ・え・ら書房
519 タンポポが教えてくれる環境 学研
519 アサガオで知る町の環境 学研
519 ゲンジボタルが光ったよ 学研
519 サケよ生まれた川へ元気に戻れ 学研
519 ムツゴロウはなぜだいじか 学研
519 わたしたちのハクチョウを守ろう 学研
519 学校に自然を再現しよう 学研
519 土の汚染とくらし　環境を調べる・環境を守る 塚本 治弘 著 さ・え・ら書房
519 水の汚染とくらし　環境を調べる・環境を守る 塚本 治弘 著 さ・え・ら書房
519 大気汚染と酸性雨　環境を調べる・環境を守る 塚本 治弘 著 さ・え・ら書房
519 エコアップ大作戦　家庭編 寺本 潔 著 大日本図書
519 エコアップ大作戦　地域編 寺本 潔 著 大日本図書
519 エコアップ大作戦　学校編 寺本 潔 著 大日本図書
519 もっとよく知ろう！地球温暖化ってなに？ 西岡秀三　監修 新日本出版社
519 地球環境があぶない！ 西岡秀三　監修 新日本出版社
519 温暖化はなぜ起こる？ 西岡秀三　監修 新日本出版社
519 温暖化が進めばどうなる？ 西岡秀三　監修 新日本出版社
519 やってみよう！かんきょうしらべ 西本 鶏介 作 ポプラ社
519 みんなのすむ地球 西本 鶏介 作 ポプラ社
519 1日にどれだけごみがでるかな？ 西本 鶏介 作 ポプラ社
519 おおきな木のある町 西本 鶏介 作 ポプラ社
519 がんばれ！こじか 西本 鶏介 作 ポプラ社
519 土になったねこのトラ 西本 鶏介 作 ポプラ社
519 とうちゃんの木 西本 鶏介 作 ポプラ社
519 よごれた水はどこへいくの？ 西本 鶏介 作 ポプラ社
519 川のなかのきょうりゅう 西本 鶏介 作 ポプラ社
519 じいちゃんとぼくの海 西本 鶏介 作 ポプラ社

５類　技術・工業・家庭



519 ウッドストーリー2015 日本木材青壮年団体連合会
519 うめたて処分場 本間 正樹 文 小峰書店
519 プラスチック 本間 正樹 文 小峰書店
519 衣類 本間 正樹 文 小峰書店
519 紙 本間 正樹 文 小峰書店
519 自動車と粗大ごみ 本間 正樹 文 小峰書店
519 電池 本間 正樹 文 小峰書店
519 びん 本間 正樹 文 小峰書店
519 かん 本間 正樹 文 小峰書店
519 ペットボトル 本間 正樹 文 小峰書店
519 ごみ処理場 本間 正樹 文 小峰書店
519 水のリサイクル 本間 正樹 文 小峰書店
519 暮らしとごみ 本間 正樹 文 小峰書店
519 ジュニア地球白書　2007－08 林良博　監修 ワールドウォッチジャパン
519 クジラのおなかからプラスチック 保坂　直紀 著 旬報社//旬報社
519 きょうから始めよう！燃えるごみのリサイクル 学研
519 きょうから始めよう！話題のごみのリサイクル 学研
519 みんなで取り組もう！学校でできるリサイクル活動 学研
519 きょうから始めよう！燃えないごみのリサイクル 学研
519 ほっきょくがとけちゃう！サンタからのＳＯＳ イーサン・キム・マツダ マイケル・マツダ ポプラ社
519 食べものがこわい 金の星社
519 森林がきえていく 金の星社
519 水の命があぶない 金の星社
519 天気がおかしい 金の星社
519 動物たちがいなくなる 金の星社
519 地球があつくなっていく 金の星社
519 人口がふえつづけている 金の星社
519 エネルギーがなくなる 金の星社
519 ゴミがあふれている 金の星社

519 森里川海大好き！ 『森里川海大好き！』編集委員会
環境省「つなげよう、支えよう森
里川海」プロジェクトチーム

519 １秒の世界 山本良一 ダイヤモンド・グラフィック社
519 わたしたちの地球を守ろう　地球の海を救おう 小田 英智 訳・解説　監修：不破敬一郎 偕成社
519 砂漠化から地球を守ろう　わたしたちの地球を守ろう 小田 英智 訳・解説　監修：不破敬一郎 偕成社
519 酸性雨から地球を守ろう　わたしたちの地球を守ろう 小田 英智 訳・解説　監修：不破敬一郎 偕成社
519 野生動物を保護しよう　わたしたちの地球を守ろう 小田 英智 訳・解説　監修：不破敬一郎 偕成社
519 地球の大気を守ろう　わたしたちの地球を守ろう 小田 英智 訳・解説　監修：不破敬一郎 偕成社
519 農業と環境問題　わたしたちの地球を守ろう 小田 英智 訳・解説　監修：不破敬一郎 偕成社
519 ゴミとリサイクル　わたしたちの地球を守ろう 小田 英智 訳・解説　監修：不破敬一郎 偕成社
519 熱帯雨林を救おう　わたしたちの地球を守ろう 小田 英智 訳・解説　監修：不破敬一郎 偕成社
519 みんなのスマイルアース 財団法人　日本国際博覧会協会　編集協 ゲイン
519 地球共生 月尾　嘉男　監修 講談社
519 地球共生 月尾　嘉男　監修 講談社
520 こんな家にすんでたら  世界の家の絵本 ジャイルズ・ラロッシュ  作 偕成社
521 大坂城 宮上 茂隆 著 草思社
521 平城京 宮本 長二郎 著 草思社
521 奈良の大仏 香取 忠彦 著 草思社
521 巨大古墳 森 浩一 著 草思社
521 法隆寺 西岡 常一 著 草思社
521 江戸の町（下） 内藤 昌 著 草思社
521 江戸の町　（上） 内藤 昌 著 草思社
524 あなたのいえわたしのいえ 加古 里子 ぶん・え 福音館書店
526 自転車・駐車場のひみつ 鳥飼　規世　漫画 学研パブリッシング
527 住まいのひみつ 篠木絹枝 学習研究社
527 窓のひみつ 橘悠紀 学研プラス
527 住まいのひみつ 田中久志　漫画 学習研究社

528 エクステリアのひみつ
まんが　たまだまさお　構成オフィス・イディ
オム

学研プラス

528 ゼロ・エネルギー住宅のひみつ
まんが　大岩ビュン　構成　オフィス・イディ
オム

学研プラス

528 火災報知器のひみつ まんが　藤みき生　構成　オフィス・イディ 学研プラス
528 キッチンのひみつ まんが　宮原美香　構成　オフィス・イディ 学研プラス
530 はたらくロボット オフィス・イディオム 学研パブリッシング
531 どうぐ 加古 里子 ぶん・え 福音館書店
532 ベアリングのひみつ ＹＨＢ編集企画 学研プラス
534 きれいな空気のひみつ 橘悠起 学研プラス
534 ポンプのひみつ ＹＨＢ編集企画 学研

535 ゲーム＆クリエイター　パソコンのひみつ
まんが　マンガデザイナーズラボ　構成
入澤宜幸

学研プラス

535 フラッシュメモリのひみつ
まんが　とだ勝之　原案「フラッシュメモリの
ひみつ」委員会

学研プラス

535 デジタルカメラのひみつ 橘　悠紀 学研
536 フォークリフトのひみつ まんが　おがたたかはる　構成　橘悠紀 学研プラス
537 未来の車のひみつ オフィス・イディオム 学研プラス
537 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
537 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
537 バス・トラック 小賀野実　監修・写真 ポプラ社
537 しょうぼう車 小賀野実　監修・写真 ポプラ社
537 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
537 はたらくじどう車　１ 小峰書店編集部 編 小峰書店//小峰書店
537 はたらくじどう車　２ 小峰書店編集部 編 小峰書店//小峰書店
537 はたらくじどう車　３ 小峰書店編集部 編 小峰書店//小峰書店
537 はたらくじどう車　４ 小峰書店編集部 編 小峰書店//小峰書店



537 はたらくじどう車　５ 小峰書店編集部 編 小峰書店//小峰書店
537 はたらくじどう車　６ 小峰書店編集部 編 小峰書店//小峰書店
537 多目的作業車のひみつ まんが　ドミイ大塚　構成　橘悠紀 学研プラス
537 ぶつからないクルマのひみつ 橘悠紀 学研プラス
537 電気で走るクルマのひみつ 学研パブリッシング
538 ＣＯＳＭＯＳ　上 カール・セーガン　著 木村繁　訳 朝日新聞出版
538 人工衛星のひみつ 出口　由美子　漫画 学研パブリッシング
538 宇宙をみたよ！ 松田素子　文／構成 偕成社
538 もしも宇宙でくらしたら 山本省三　作 ＷＡＶＥ出版
539 原子力のサバイバル　１ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版
539 原子力のサバイバル　２ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版
542 モーターのひみつ まんが　おぎのひとし　構成　YHB編集企 学研プラス
543 見学！自然エネルギー大図鑑　１ 飯田哲也 偕成社
543 見学！自然エネルギー大図鑑　２ 飯田哲也 偕成社
543 見学！自然エネルギー大図鑑　３ 飯田哲也 偕成社
543 エネルギーのひみつ おがた　たかはる　漫画 学研パブリッシング
543 LEDのひみつ オフィス・イディオム 学研プラス
543 燃料電池のひみつ たまだまさお　漫画 学研パブリッシング
543 太陽電池のひみつ もちつきかつみ　漫画 学研パブリッシング
548 ３Ｄプリンターのひみつ オフィス・イディオム 学研パブリッシング
548 わくわくロボットワールド 大谷 卓史 構成・文 集英社
548 ロボット世界のサバイバル　１ 金　政郁 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版
548 ロボット世界のサバイバル　２ 金　政郁 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版
548 ロボット世界のサバイバル　３ 金　政郁 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版
548 ロボットのはなし 雀部 晶 著 さ・え・ら書房
548 ロボット　１２ クライブ・ジフォード 文 丸善
548 コンピュータのひみつ 橘　悠起 学研パブリッシング
548 ロボットを作る職人さん　日本の職人さん１０ ポプラ社
548 ロボット大図鑑 福田 敏男 監修 ＰＨＰ研究所
548 ロボット世紀のとびらが開いた 本間 正樹 著 佼成出版社
557 海のサバイバル 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版
558 港のひみつ WILLこども知育研究所 学研プラス
561 天然ガス開発のひみつ 橘悠紀 がっけん
564 鉄のひみつ まんが　水木繁　構成　YHB編集企画 学研プラス
571 化学のひみつ 橘悠紀 学研パブリッシング
575 未来からの宿題 藤岡　照也 ㈱あるた出版
579 接着剤のひみつ 望月恭子　漫画 学研パブリッシング
580 香料のひみつ 入澤　宣幸 学研

580 タイヤのひみつ 大石容子　漫画　　橘　悠紀　構成
株式会社学研ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ事業室

581 工具のひみつ まんが　水木繁　構成　YHB編集企画 学研プラス
582 ミシンのひみつ あすみきり　漫画 学習研究社
582 エアコンのひみつ まんが　大富寺　航　構成　ウェルテ 学研プラス
582 大研究！思いをつなぐ！セロハンテープ 漫画　工藤ケン　構成　鈴木俊行 講談社

582 レジのひみつ 望月恭子
学研パブリッシングコミュニケー
ションビジネス事業室

586 大研究！化学せんいのちから 鈴木　俊行 講談社
588 カレーのひみつ 青木　萌　作/文 学習研究社
588 餃子のひみつ 青木　萌　文 学研パブリッシング
588 めんのひみつ オフィス・イディオム 学研
588 讃岐うどんのひみつ 入澤宜幸 学研プラス
588 氷のひみつ 入澤宣幸 学研プラス
588 冷凍食品のひみつ おぎのひとし　漫画 学研パブリッシング
588 大研究！すごいぞ！インスタントラーメン 鈴木俊行 講談社
588 大研究！チョコレートって楽しい！ 講談社
588 大研究！ガムってすごい！ 鈴木俊行 講談社ビーシー
588 大研究！おいしく食べよう！ヨーグルト 漫画　松浦まどか　構成　鈴木俊行 講談社ビーシー
588 干したから… 森枝　卓士 写真 フレーベル館
588 フリーズドライのひみつ YHB編集企画 学研プラス
589 ファッションのひみつ あすみきり　漫画　オフィス・エディオム　構 学研パブリッシング
589 学生服のひみつ 山口育孝　漫画 学習研究社
589 ファスナーのひみつ 山崎　充貴 学研パブリッシング
590 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
590 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
590 ビタミンの秘密をさぐる ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社
590 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
590 手芸クラブ　料理クラブ 横山 正 監修 ポプラ社
594 どんぐり・木の実・おち葉 岩藤しおい　著 いかだ社
594 ファッション＆アクセサリー ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 金の星社
594 バッグ＆おしゃれ小物 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 金の星社
594 インテリア小物 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 金の星社
594 プレゼント ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 金の星社
594 編み物＆もこもこ小物 ＷＩＬＬこども知育研究所　編著 金の星社
594 べんりなインテリア小物 ポプラ社
594 おしゃれなアクセサリー ポプラ社
594 通学やお出かけバッグ ポプラ社
594 あなただけの手作りおしゃれ ポプラ社
594 みんなに贈る手作りプレゼント ポプラ社
594 おもちゃ博士のかんたん！手づくりおもちゃ 佐野博志　著 子どもの未来社
594 すてずにあそぼうかんたん！手づくりおもちゃ 佐野博志　著 子どもの未来社
594 すいすいかんたん小物 イワミ カイ 著・絵 偕成社
594 ビーズでつくるスイーツ 寺西恵里子　作 汐文社
594 ちくちく布の絵本 池上 従子 著 偕成社



594 さらさら植物染め 望月 通陽 制作・監修 偕成社
594 ふわふわ布のおもちゃ 野口 光世 著 偕成社
594 フェルトでつくるスイーツ 野口光世　作 汐文社
594 ねんどでつくるスイーツ 鈴山キナコ　作 汐文社
595 理容のひみつ 学研
595 お化粧のひみつ 清水めぐみ 学研パブリッシング
596 ルルとララのかわいいデザートレシピ あんびるやすこ　監修 ぴあ
596 サイダーのひみつ【新版】 まんが　海野そら太　構成　ウェルテ 学研プラス
596 チョコレートのひみつ【新版】 まんが　春野まこと　構成　ウェルテ 学研プラス

596 中華まんのひみつ
まんが　北神諒　構成　WILLこども知育研
究所

学研プラス

596 ひとりでお弁当を作ろう 枝元なほみ／著　　竹下和男／監修 共同通信社
596 あまさけのひみつ まんが　おだぎみを　構成　望月恭子 学研プラス
596 奥薗壽子の子どものお弁当 奥薗壽子　著 金の星社
596 折原みとのお菓子の国のプリンセス 折原みと　著 ポプラ社
596 折原みとのおいしい国のプリンセス 折原みと　著 ポプラ社
596 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 すぐできるかんたんお菓子 大森いく子　著 ポプラ社
596 元気の出る体にいいお菓子 大森いく子　著 ポプラ社
596 ケーキ屋さんのあこがれお菓子 大森いく子　著 ポプラ社
596 誕生日・クリスマス・バレンタインデーのイベントお菓子 大森いく子　著 ポプラ社
596 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 毎日のおやつ ポプラ社
596 手作りパーティークッキング ポプラ社
596 みそのひみつ 大岩ピュン　漫画　オフィス・イディオム 学研パブリッシング

596
ｋａｅｒｅｎｍａｍａ×ａｓａｍｉの親子でつくろうかわいいキャラ
弁！

asami kaerenmama
アスキー・メディアワークス//角
川グループパブリッシング

596 ぼくのぱん　わたしのぱん 神沢 利子 ぶん 福音館書店
596 カンタンなのにかわいい★ポリ袋で作るお弁当　春・夏 川平　秀一 著 川平　稔己 著 理論社//理論社
596 カンタンなのにかわいい★ポリ袋で作るお弁当　秋・冬 川平　秀一 著 川平　稔己 著 理論社//理論社
596 アイスクリームのひみつ オフィス・イディオム 学研パブリッシング
596 サンジの満腹ごはん ＳＡＮＪＩ　著 集英社
596 たのしい！おべんとう・パーティーメニュー さくらももこ　原作 ダンノマリコ　料理 金の星社
596 よもぎだんご さとう わきこ さく 福音館書店
596 サンドイッチつくろう さとう わきこ さく 福音館書店
596 コーヒーのひみつ 佐藤守　構成 学習研究社
596 カンタンなのにかわいい★１０分スイーツ　春・夏 しらいし　やすこ 著 小澤　綾乃 著 理論社//理論社
596 カンタンなのにかわいい★１０分スイーツ　秋・冬 しらいし　やすこ 著 小澤　綾乃 著 理論社//理論社
596 ひとりでお弁当を作ろう 多賀正子　著 共同通信社
596 ２１世紀こども百科食べもの館 小学館
596 牛丼のひみつ ひろゆうこ　漫画 学習研究社
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 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 ガムのひみつ【新版】
まんが　マンガデザイナーラボ　構成　ス
リーシーズン

学研プラス

596 乳酸菌のひみつ【新版】 まんが　おだぎみを　構成　望月恭子 学研プラス
596 こうや豆腐のひみつ まんが　山口育孝　構成　望月恭子 学研プラス
596 食べもの記 森枝卓士　著 福音館書店
596 給食のひみつ 望月　恭子 学研
596 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 望月恭子 学研プラス
596 いなり寿司 望月恭子 学研プラス

596 回転寿司のひみつ
望月恭子　構成　斎藤友佳子　たまだまさ
お　漫画

学研パブリッシング

596 ふりかけのひみつ まんが　山口育孝　構成　望月恭子 学研プラス
596 八ツ橋のひみつ 山口　育孝　漫画 学研
596 大豆のひみつ 山口育季　漫画 学習研究社
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 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 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 たべるのだいすき！ 吉田隆子　作 金の星社
598 そうじのひみつ オフィス・イデオム 学研
598 軟こうのひみつ 田中久志（漫画） 学習研究社
598 けがのリポート ぱすてる書房　編 かけひろみ　絵 ぱすてる書房
598 グラノーラ・コーンフレークのひみつ YHB編集企画 学研パブリッシング

600 未来の乗り物を作りたい！ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 健康な生活を守る！ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 テレビやアニメが好き！ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 スポーツが好き！ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 動物や昆虫が好き！ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 くらしに役立つ物をつくりたい！ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 日本の伝統文化を守りたい！ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 コンピュータが好き！ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 ひとびとのくらしを守りたい！ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 おいしいものが好き！ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 自然をあいてに働きたい！ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 世界を見たい！ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
602 資源・エネルギーと産業 学研
603 おしごと年鑑２０１７ 朝日新聞社
603 おしごと年鑑２０１８ 朝日新聞社

６類　産業



608 車がとどくまで　きみの手にとどくまで９ 岩崎書店
608 国土と地球環境 学研
608 情報通信 学研
608 交通運輸・貿易 学研
608 新技術とハイテク製品 学研
608 伝統工芸品 学研
608 自動車・石油化学製品 学研
608 水産物・畜産物・林産物 学研
608 野菜・くだもの 学研
608 米 学研
610 魚をとる 文研出版
610 海の幸を育てる 文研出版
610 国土を守る森づくり 文研出版
610 木を育てる 文研出版
610 花をつくる 文研出版
610 家畜を育てる 文研出版
610 野菜や果物をつくる 文研出版
610 米をつくる 文研出版
610 食べものはみんな生きていた 山下惣一 講談社
612 お米は生きている 富山 和子 著 講談社
615 棚田を歩けば 青柳健二　文・写真 福音館書店
615 鳥取ナシ物語 農林水産省中国四国農政局 家の光協会
615 ドリーム 農林水産省中四国農政局 家の光協会
615 葉っぱがお金に化ける？！ 農林水産省中四国農政局 家の光協会
615 ピオーネ王国への道 農林水産省中四国農政局 家の光協会
615 食の安全・安心の実現に挑む 農林水産省中四国農政局 家の光協会
615 からり 農林水産省中四国農政局 家の光協会
615 天然ユズが村を救った 農林水産省中四国農政局 家の光協会
615 できたぞ！フルーツの森 農林水産省中四国農政局 家の光協会
615 農のはぐくむもの 農林水産省中四国農政局 家の光協会
616 キウイフルーツのひみつ 学研プラス
616 梅パワーのひみつ 橘悠紀 学研プラス
616 しぜん　おこめ 三浦理代 フレーベル館
619 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
620 エディのやさいばたけ サラ・ガーランド　さく 福音館書店
620 みんなでそだてよう　ジャガイモ～トウモロコシ 監修　中山周平 学研
620 みんなでそだてよう　ヒョウタン～ワタ 監修　中山周平 学研
620 みんなでそだてよう　ジャガイモ～トウモロコシ 監修　中山周平 学研
620 みんなでそだてよう　トマト～ヒヤシンス 監修　中山周平 学研
620 みんなでそだてよう　トマト～ヒヤシンス 監修　中山周平 学研
620 みんなでそだてよう　アサガオ～カブ 監修　中山周平 学研
620 みんなでそだてよう　ヒョウタン～ワタ 中山周平　監修 学研
620 みんなでそだてよう　カボシャ～サルビア 学研
620 みんなでそだてよう　カボシャ～サルビア 学研
625 プルーンのひみつ 工藤ケン　漫画 学研パブリッシング
625 しぜんパインアップル 日嘉照夫 フレーベル館
626 ごちそうラディッシュ 大場 牧夫 文 福音館書店
626 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 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 そだててあそぼう　２１ 佐々木　寿 編 農山漁村文化協会
626 さつまいも 生活科を創る会 編 小峰書店
626 ミニトマト 生活科を創る会 編 小峰書店
626 そだててあそぼう　４６ 高橋　英生 編 竹内　通雅 画 農山漁村文化協会
626 トマト 谷本 雄治 著 フレーベル館
626 ジャガイモ　バケツ畑で野菜づくり 谷本雄治　著 フレーベル館
626 トマト　バケツ畑で野菜づくり 谷本雄治　著 フレーベル館
626 ダイズ　バケツ畑で野菜づくり 谷本雄治　著 フレーベル館
626 イチゴ　バケツ畑で野菜づくり 谷本雄治　著 フレーベル館
626 サラダナ　ホウレンソウ　ミツバ 谷本雄治　著 フレーベル館
626 そだててあそぼう　５２ 村上　次男 編 杉田　比呂美 画 農山漁村文化協会
626 そだててあそぼう　１ 森　俊人 編 農山漁村文化協会
626 やさいのさいばいとかんさつ　１ 学研プラス//学研プラス
626 やさいのさいばいとかんさつ　２ 学研プラス//学研プラス
626 やさいのさいばいとかんさつ　３ 学研プラス//学研プラス
626 やさいのさいばいとかんさつ　４ 学研プラス//学研プラス
626 やさいのさいばいとかんさつ　５ 学研プラス//学研プラス
626 やさいのさいばいとかんさつ　６ 学研プラス//学研プラス
626 そだててあそぼう　３４ 渡辺　好孝 編 上田　みゆき 画 農山漁村文化協会
627 あさがお 生活科を創る会 編 小峰書店
627 ひまわり 生活科を創る会 編 小峰書店
627 そだててみたい　花とやさい 生活科を創る会 編 小峰書店
627 草花のうえかたそだてかた 松原 巌樹 文・絵 岩崎書店
640 みんなでかおう　アヒル～カイコ 監修　中山周平 学研
640 みんなでかおう　グッピー～シマリス 監修　中山周平 学研
640 みんなでかおう　ジュウシマツ～ハツカネズミ 監修　中山周平 学研
640 みんなでかおう５　バッタ～ヤドカリ 監修　中山周平 学研
640 みんなでかおう４　ジュウシマツ～ハツカネズミ 監修　中山周平 学研
640 みんなでかおう３　グッピー～シマリス 監修　中山周平 学研
640 みんなでかおう１　アヒル～カイコ 監修　中山周平 学研
640 みんなでかおう　バッタ～ヤドカリ 監修　中山周平 学研
640 みんなでかおう２　カタツムリ～キンギョ 学研
645 飼育栽培図鑑 有沢 重雄 文 福音館書店
645 犬がおうちにやってきた! 井原亮∥監修 学研プラス



645 ある犬のおはなし kaisei トゥーヴァージンズ
645 ウサギのかいかたそだてかた 小宮 輝之 文 岩崎書店
645 モルモット 生活科を創る会 編 小峰書店
645 動物・小鳥のかいかたそだてかた 成島 悦雄 文 岩崎書店
645 ねこがおうちにやってきた! 山本宗伸∥監修 学研プラス
647 昆虫のかいかたそだてかた 三枝 博幸 文 岩崎書店
647 カブトムシのかいかたそだてかた 三枝 博幸 文 岩崎書店
647 だんごむし 生活科を創る会 編 小峰書店
647 かってみたい生きもの 生活科を創る会 編 小峰書店
648 しぜん　ぎゅうにゅう 阿久澤良造 フレーベル館
648 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

648 いのちをいただく
文・内田美智子　　絵・魚戸おさむとゆかい
ななかまたち

西日本新聞社

648 お肉のひみつ まんが　大岩ビュン　構成　望月恭子 学研プラス
648 牛乳のひみつ まんが　深草あざみ　構成　YHB編集企画 学研プラス
650 水と土をはぐくむ森 太田猛彦　著 文研出版
650 森と人の歩み 熊崎実　著 文研出版
650 森の異変 小林富士雄　著 文研出版
650 森林のはなし 澄田　智 国土緑化推進機構
650 森の宝物 佐々木恵彦　著 文研出版
650 ぼくらのドングリランド 佐藤 ヒロシ 作・絵 佼成出版社
650 山に木を植えました スギヤマカナヨ　作 講談社
650 さまざまな木のすがた　図説－木のすべて　１ 小沢 普照 監修 大日本図書
650 木と人間の歴史　図説－木のすべて　２ 小沢 普照 監修 大日本図書
650 現代における木の利用　図説－木のすべて　３ 小沢 普照 監修 大日本図書
650 森ができるまで　図説－木のすべて　４ 小沢 普照 監修 大日本図書
650 人間を生かす森　図説－木のすべて　５ 小沢 普照 監修 大日本図書
650 森林はなぜ必要か 只木 良也 著 小峰書店
650 大気と森 只木良也　著 文研出版
650 熱帯雨林のひみつ Ａ＝ドロス 作絵 国土社
650 森は生きている 富山 和子 〔著〕 講談社
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 森の科学 七尾純　著 あかね書房
650 森といのち 七尾純　著 あかね書房
650 森が泣いている　森は地球のたからもの１ 宮脇　昭 ゆまに書房
650 森は生命の源　森は地球のたからもの２ 宮脇　昭 ゆまに書房
650 森の未来　森は地球のたからもの３ 宮脇　昭 ゆまに書房
650 木のふしぎな力 谷田貝光克　著 文研出版
653 やまおやじ 今森光彦　写真・文 小学館
653 土をつくる生きものたち 谷本雄治　文 岩崎書店
653 山のごちそうどんぐりの木 ゆのきようこ　文 理論社
653 春の主役　桜 ゆのきようこ　文 理論社
653 日本の風景　松 ゆのきようこ　文 理論社
653 日本の材木　杉 ゆのきようこ　文 理論社
654 森と木のひみつ 青木萌 学習研究社
654 ゾウの森とポテトチップス 横塚眞己人　しゃしんとぶん そうえん社
662 香川の漁業史 福田　勝 香川県農林水産部水産課
664 くらしとさかな ひかりのくに
664 魚　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
666 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 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
666 ザリガニのかいかたそだてかた 小宮 輝之 文 岩崎書店
666 ざりがに 生活科を創る会 編 小峰書店
669 塩のはなし 半田 昌之 著 さ・え・ら書房
670 はたらく機械レンタルのひみつ 学研プラス
673 百貨店のひみつ 青木　萌　　作／文 学習研究社
673 ファッションビルのひみつ WILLこども知育研究所 学研プラス
673 警備と安全　ここが知りたい 大畑英明 文藝春秋企画出版部

673 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 家電量販店のひみつ YHB編集企画 学研プラス
675 あのヒット商品はこうして生まれた！ エスプレ　編著 汐文社
675 あのヒット商品はこうして生まれた！ エスプレ　編著 汐文社
675 あのヒット商品はこうして生まれた！ エスプレ　編著 汐文社
680 のりもの 学研
680 情報通信　テレビ・新聞・インターネット 梶井貢　監 ポプラ社
680 はたらく自動車カ－ド 肥沼恵一　監修 くもん出版
680 のりものカード 鈴木一義　監修 くもん出版
680 乗りもの 小学館　編 小学館
680 のりもの　こども知育百科１０ ひかりのくに
680 空をとぶ飛行機 高橋 慎一 監修 成美堂出版
680 はたらく自動車ずかん 高島鎮雄　監修 成美堂出版
680 はたらく自動車ずかん 成美堂出版
680 ふね いけだよしほ　ぶん ひかりのくに
680 バス・トラック おがのみのる　しゃしん・ぶん ひかりのくに
680 しんかんせん・あたらしいとっきゅう まつもとけんいち　ぶん ひかりのくに
680 とっきゅう・ブル－トレイン まつもとけんいち　ぶん ひかりのくに
680 でんしゃ・ちかてつ まつもとけんいち　ぶん ひかりのくに
680 じょうききかんしゃ・ディ－ゼルきかんしゃ まつもとけんいち　ぶん ひかりのくに
680 たのしいなサファリバス 小賀野 実 写真・文・構成 あかね書房
680 いそげパトカー・消防車 小賀野 実 写真・文・構成 あかね書房
680 はやいはやい新幹線のぞみ 小賀野 実 写真・文・構成 あかね書房



680 はたらくぞバス・トラック 小賀野 実 写真・文・構成 あかね書房
680 ゴーゴー新幹線やまびこ 小賀野 実 写真・文・構成 あかね書房
680 がんばれブルドーザー・ショベルカー 小賀野 実 写真・文・構成 あかね書房
680 がんばれブルド－ザ－・ショベルカ－ 小賀野実　写真・文 あかね書房
680 いそげパトカー・消防車 小賀野実　写真・文 あかね書房
680 はたらくぞバス・トラック 小賀野実　写真・文 あかね書房
680 たのしいなサファリバス 小賀野実　写真・文・構成 あかね書房
680 はやいはやい新幹線のぞみ 小賀野実　写真・文・構成 あかね書房
680 ゴ－ゴ－新幹線やまびこ 小賀野実　写真・文・構成 あかね書房
680 かっこいい新幹線大集合 小賀野実　写真・文・構成 あかね書房
680 とびだせ新幹線 松尾定行　文 あかね書房
680 そごいぞ電車特急 松尾定行　文 あかね書房
680 はしれまちの電車 松尾定行　文 あかね書房
680 しゅっぱつＳＬ・トロッコ 松尾定行　文 あかね書房
680 のってみたいな特急列車 松尾定行　文 あかね書房
680 すすめＪＲ・私鉄電車 松尾定行　文 あかね書房
680 すすめＪＲ・私鉄電車 真島 満秀 写真 あかね書房
680 しゅっぱつＳＬ・トロッコ 真島 満秀 写真 あかね書房
680 すごいぞ電車特急 真島 満秀 写真 あかね書房
680 のってみたいな特急列車 真島 満秀 写真 あかね書房
680 はしれまちの電車 真島 満秀 写真 あかね書房
680 とびだせ新幹線 真島 満秀 写真 あかね書房
680 ようこそ世界の特急 板谷成雄　文・構成 あかね書房
680 みたいしりたい世界のおもしろ鉄道 板谷成雄　文・構成 あかね書房
680 いつかのりたい世界と日本の豪華列車 板谷成雄　文・構成 あかね書房
680 くるま 谷山武士　文 二玄社
680 でんしゃ 武内慎司　文 二玄社
680 のりものだいしゅうごう 増田義和 実業之日本社
680 Ｆ１の教科書　世界でいちばんスゴいクルマ みるみるわかるビジュアルブック 講談社
680 はしれ！サイレンカー 元浦 年康 監修・写真 成美堂出版
680 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
682 道は生きている 富山 和子 著 講談社
683 船・ボートのひみつ オフィス・イディオム 学研
683 船員さんのひみつ 橘悠起 学研プラス
685 薬が届くまで　ここが知りたい！ 清水めぐみ 文藝春秋企画出版部
686 鉄道会社　ここが知りたい！ 大畑英明（シナリオ） 文藝春秋企画出版部
686 のぼれのぼれアプト式きかんしゃ 清水 達也 作 国土社
687 航空会社のひみつ 佐藤　守 学研
687 大研究！航空会社の仕事 鈴木俊行 講談社
688 宅配ロッカー・宅配ボックスのひみつ まんが　トミイ大塚　構成　スリーシーズン 学研プラス
689 旅行のひみつ 橘　悠紀 学研
690 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　漫画　橘悠起　構成 学研パブリッシング
691 サイバーセキュリティのひみつ 入澤宣幸 学研プラス
693 郵便局のひみつ オフィス・イディオム がっけん
694 インターネットのひみつ（新版） 入澤宣幸 学研プラス
694 インターネット広告のひみつ 学研プラス
694 光ファイバー通信のひみつ 橘　悠紀 学研
699 テレビ放送のひみつ オフィス・イディオム 学研

700 かいぶつぞろぞろ 辻村益朗　構成・文 福音館書店
708 レオナルド・ダ・ヴィンチ Ｙ・パンギーリ 文 岩崎書店
708 シャガール Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店
708 ファン・ゴッホ Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店
708 ルソー Ｄ・グロスジャン 文 岩崎書店
708 ペーター・ブリューゲル Ｐ・ステルクス 文 岩崎書店
708 ピカソ Ｖ・アントワーヌ 文 岩崎書店
708 ゴーギャン Ｍ・ピエール 文 岩崎書店
708 マチス Ｙ・バイエ 文 岩崎書店
709 世界遺産ふしぎ探検大図鑑 小学館
720 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
720 トリックアートクイズ 北岡明佳　監修 あかね書房
720 トリックアートハロウィーン グループ・コロンブス あかね書房
720 だまし絵　トリックアート図鑑1 グループ・コロンブス　構成・文 あかね書房
720 ふしぎ絵　トリックアート図鑑２ グループ・コロンブス　構成・文 あかね書房
720 トリックアート図鑑　だまし絵 グループ・コロンブス　構成・文 あかね書房
720 トリックアート図鑑　ふしぎ絵 グループ・コロンブス　構成・文 あかね書房
720 トリックアートクリスマス グループ・コロンブス　構成・文 あかね書房
720 トリックアートおばけやしき グループ・コロンブス　構成・文 あかね書房
720 トリックアートたからさがし グループ・コロンブス　構成・文 あかね書房
720 トリックアートゆうえんち グループ・コロンブス　構成・文 あかね書房
720 鈴の鳴る道 星野 富弘 著 偕成社
720 速さのちがう時計 星野 富弘 著 偕成社
724 教室壁かざりアイディア集　テクニック集 学研
724 教室壁かざりアイディア集　１学期 学研
724 教室壁かざりアイディア集　２学期 学研
724 教室壁かざりアイディア集　３学期 学研
726 いわさきちひろ　こどものしあわせ画集 いわさきちひろ 岩崎書店
726 しりとりあいうえお 石津ちひろ　文 偕成社
726 池原昭治童画集 池原昭治 池原照治童画館
726 ともだちおまじない 内田麟太郎　作 偕成社
726 どろぼうがっこうぜんいんだつごく かこ　さとし 著 偕成社//偕成社
726 恩讐の彼方に 菊池寛　原作 司敬　作画 ぎょうせい
726 もったいないばあさんかわをゆく 真珠　まりこ 著 講談社//講談社

７類　芸術・スポーツ



726 いのちと向き合う仕事 手塚治虫 金の星社
726 坊っちゃん 夏目漱石　作 イースト・プレス
726 やさしいマンガの描き方 成田　早苗 著 グラフィック社
726 はだしのゲン　４ 中沢 啓治 作 汐文社
726 はだしのゲン　３ 中沢 啓治 著 汐文社
726 はだしのゲン　５ 中沢 啓治 著 汐文社
726 はだしのゲン　10 中沢啓治　著 汐文社
726 はだしのゲン　2 中沢啓治　著 汐文社
726 はだしのゲン　6 中沢啓治　著 汐文社
726 はだしのゲン　7 中沢啓治　著 汐文社
726 はだしのゲン　8 中沢啓治　著 汐文社
726 はだしのゲン　9 中沢啓治　著 汐文社

726 いじめだよ！
フランチェスコ・ピトー　ぶん ベルナデット・
ジェルベ　絵

ブロンズ新社

726 あぶないよ！
フランチェスコ・ピトー　ぶん ベルナデット・
ジェルベ　絵

ブロンズ新社

726 諸葛孔明伝 瀬戸龍哉 小学館
726 諸葛孔明伝　下巻 藤原芳秀 小学館

726 かっくん
クリスチャン・メルベイユ　文 ジョス・ゴフィ
ン　絵

講談社

726 怪人二十面相 江戸川乱歩 小学館
726 大暗室　妖怪博士 江戸川乱歩 小学館
726 あるかしら書店 ヨシタケシンスケ∥著 ポプラ社
726 漫画君たちはどう生きるか 吉野源三郎　原作 羽賀翔一　漫画 マガジンハウス
726 はだしのゲン　1 中沢啓治　著 汐文社
727 デザインあ みるほん ＮＨＫ「デザインあ」制作チーム 金の星社
748 ＮATURAL WONDERS Tony Harvey
748 Australia'ｓ　ＲAINFORESTS ＤALYS　ＮEWMAN
749 印刷のはなし 松岡 淳一 著 さ・え・ら書房
750 たのしい！てづくりおもちゃ いしかわ　まりこ 著 ポプラ社//ポプラ社
750 めいろをつくろう 井出 圭祐 著・イラスト 草土文化
750 森の工作図鑑 岩藤しおい　著 いかだ社
750 リサイクルでつくっちゃおう 金の星社
750 昔のおもちゃをつくろう 大賀 弘章 著 草土文化
750 くるくるこうさく 尾田芳子　作 小峰書店
750 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
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
750 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
750 作ってふしぎ！？トリックアート工作 グループ・コロンブス 著 あかね書房
750 うごくおもちゃをつくろう! 〔1〕 Ｋ＆Ｂ　ＳＴＵＤＩＯ あかね書房
750 のりものこうさく 柴田泰　作 小峰書店
750 音をつくってあそぼう 繁下 和雄 作 草土文化
750 ちょっとかわったおりがみ たきがわ たかし 著 草土文化
750 ストローのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店
750 あきカンのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店
750 スチロールのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店
750 かみコップのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店
750 ぎゅうにゅうパックのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店
750 しんぶんしのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店
750 いろいろないれもののこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店
750 かみざらのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店
750 あきばこのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店
750 ダンボールばこのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店
750 わりばしのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店
750 ふくろのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店
750 どんぐり・落ち葉・まつぼっくり製作ＢＯＯＫ 竹井史　著 ひかりのくに
750 こうさく大じてん 立花愛子　作 小峰書店
750 空とぶこうさく 築地製作所　作 小峰書店
750 ドレミファこうさく 築地製作所　作 小峰書店
750 工作してあそぼう 偕成社
750 えんげいかになろう 偕成社
750 にんぎょう・おめんをつくろう 偕成社
750 パーティーしよう 偕成社
750 草花あそび　春・夏の本 偕成社
750 草花あそび　秋・冬の本 偕成社
750 １０　つくってあそぼうよ！ 偕成社
750 伝統工芸のきほん　１ 伝統工芸のきほん編集室 著 理論社//理論社
750 伝統工芸のきほん　２ 伝統工芸のきほん編集室 著 理論社//理論社
750 伝統工芸のきほん　３ 伝統工芸のきほん編集室 著 理論社//理論社
750 伝統工芸のきほん　４ 伝統工芸のきほん編集室 著 理論社//理論社
750 伝統工芸のきほん　５ 伝統工芸のきほん編集室 著 理論社//理論社
750 １日でできる自由工作ヒント集 小学１・２年 堂本 保 著 誠文堂新光社
750 １日でできる自由工作ヒント集 小学３・４年 堂本 保 著 誠文堂新光社
750 １日でできる自由工作ヒント集 小学５・６年 堂本 保 著 誠文堂新光社
750 おてがみ　あそび 徳田 徳志芸 作・絵 岩崎書店
750 牛乳パックであそぼう 猶原 通正 著 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
750 草花であそぼう 辺見 泰子 著・写真 草土文化
750 かわいいこうさく 町田里美　作 小峰書店
750 びっくりこうさく 宮地明子　作 小峰書店
750 ぼくはうみわたしはひかり やべ みつのり 作 童心社
750 マジックこうさく 山下きみよ　作 小峰書店
750 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



750 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
750 紙がおもちゃになる 吉田 しげ介 著 草土文化
754 つくってたのしい！あそべるおりがみ いしかわ　まりこ 著 ポプラ社//ポプラ社
754 とってもかわいい！たべものおりがみ いしかわ　まりこ 著 ポプラ社//ポプラ社
754 かんたん！つかえる！かわいいおりがみ いしかわ　まりこ 著 ポプラ社//ポプラ社
754 おって！きって！かざろうきりがみ いしかわ　まりこ 著 ポプラ社//ポプラ社
754 切り紙１２か月 今森　光彦 著 童心社
754 とり　おりがみ2 エキグチクニオ　編・著 偕成社
754 むしやさかな　おりがみ3 エキグチクニオ　編・著 偕成社
754 にんぎょうや花　おりがみ4 エキグチクニオ　編・著 偕成社
754 いれものとぼうし　おりがみ５ エキグチクニオ　編・著 偕成社
754 のりもの・おもちゃ　おりがみ６ エキグチクニオ　編・著 偕成社
754 楽しい！どんぐりまつぼっくり落ち葉の工作ｂｏｏｋ おさだのび子　著 ナツメ社
754 きむらゆういちのエコ工作えほん きむらゆういち　作・構成 ポプラ社
754 きむらゆういちのエコ工作えほん きむらゆういち　作・構成 ポプラ社
754 きむらゆういちのエコ工作えほん きむらゆういち　作・構成 ポプラ社
754 ペーパーの芯で遊ぼう きむらゆういち，みやもとえつよし　著 チャイルド本社
754 せんたくばさみで遊ぼう きむらゆういち，みやもとえつよし　著 チャイルド本社
754 紙ぶくろで遊ぼう きむらゆういち，みやもとえつよし　著 チャイルド本社
754 ペットボトルで遊ぼう きむらゆういち，みやもとえつよし　著 チャイルド本社
754 プラ容器で遊ぼう きむらゆういち，みやもとえつよし　著 チャイルド本社
754 ポリぶくろで遊ぼう きむらゆういち，みやもとえつよし　著 チャイルド本社
754 レトルト箱で遊ぼう きむらゆういち，みやもとえつよし　著 チャイルド本社
754 いろいろな紙箱で遊ぼう きむらゆういち，みやもとえつよし　著 チャイルド本社
754 紙皿・紙コップで遊ぼう きむらゆういち，みやもとえつよし　著 チャイルド本社
754 自然物で遊ぼう きむらゆういち，みやもとえつよし　著 チャイルド本社
754 牛乳パックで遊ぼう きむらゆういち，みやもとえつよし　著 チャイルド本社
754 ティッシュ箱で遊ぼう きむらゆういち，みやもとえつよし　著 チャイルド本社
754 遊べる！使える！おりがみ 新宮　文明 著 日本文芸社
754 おりがみの本 たきがわきょうこ すずき出版
754 リサイクル品をいかそう！　初級編 偕成社
754 季節の切り紙 寺西恵里子　デザイン 汐文社
754 使える切り紙 寺西恵里子　デザイン 汐文社
754 遊べる切り紙 寺西恵里子　デザイン 汐文社
754 大好き！ペーパークイリング 日貿出版社
754 おぼえておきたい！伝承おりがみ 山口　真 著 ポプラ社//ポプラ社
754 げんき！かわいい！どうぶつおりがみ 山口　真 著 ポプラ社//ポプラ社
754 親子でつくろう遊べるおりがみ 山梨　明子 成美堂出版
755 真珠のひみつ まんが　おぎのひとし　構成　望月恭子 学研プラス
759 おもちゃであそぼう 竹井 史郎 作 ポプラ社
759 むかしのおもちゃであそぼう 竹井 史郎 作 ポプラ社
760 音楽事典と音楽あそび 国土社
760 楽器のいろいろ 国土社
760 美しい歌声 国土社
760 ピアノであそぼう 国土社
760 世界の名曲 国土社
760 音楽の歴史と音楽家 国土社
760 ３　ジュニア音楽全集 国土社
760 たのしい合奏 国土社
763 日本の伝統芸能８　日本の音と楽器 小峰書店
768 日本の伝統芸能１　雅楽 小峰書店
773 日本の伝統芸能２　能と狂言 小峰書店
774 日本の伝統芸能３　歌舞伎と舞踊 小峰書店
777 日本の伝統芸能４　人形芝居と文楽 小峰書店
778 かぐや姫の物語 高畑勲　原案・脚本・監督 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 ゲド戦記
アーシュラ・Ｋ．ル＝グウィン　原作宮崎吾
朗　脚本・監督

徳間書店

778 長靴をはいた猫 シャルル・ペロー 原作 徳間書店
778 魔女の宅急便 角野 栄子 原作 徳間書店
778 千と千尋の神隠し 宮崎 駿 原作・脚本・監督 徳間書店
778 千と千尋の神隠し 宮崎駿 徳間書店
778 平成狸合戦ぽんぽこ 高畑 勲 原作 徳間書店
778 風の谷のナウシカ　上 徳間書店
778 天空の城ラピュタ 徳間書店
778 ポケモン空想科学読本　１ 柳田　理科雄 著 姫野　かげまる 画 オーバーラップ
778 ポケモン空想科学読本　２ 柳田　理科雄 著 姫野　かげまる 画 オーバーラップ
779 日本の伝統芸能７　大道芸・寄席芸 小峰書店
779 １　こども古典落語 小島 貞二 文 アリス館
780 オリンピック・パラリンピッククイズ 2 オリパラクイズ研究会∥編 小峰書店
780 スポーツクラブのひみつ 鳥飼規世　漫画 学研パブリッシング
780 パラリンピックってなんだろう？ 日本障がい者スポーツ協会　編 文研出版
780 苦手な運動が好きになるスポーツのコツ 平川譲　著 ゆまに書房
780 苦手な運動が好きになるスポーツのコツ 松本格之祐　著 ゆまに書房
780 苦手な運動が好きになるスポーツのコツ 木下光正，清水由　著 ゆまに書房
780 苦手な運動が好きになるスポーツのコツ 山本悟　著 ゆまに書房
780 スポーツナビゲーターのひみつ 柳川裕美、遊佐佳菜子、松本義弘 ㈱学研パブリッシング
781 こまを楽しむ ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社//金の星社
781 たこを楽しむ ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社//金の星社
781 けん玉を楽しむ ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社//金の星社
781 お手玉を楽しむ ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社//金の星社
781 あやとり・おはじきを楽しむ ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社//金の星社
781 アジアの遊び１　国際理解にやくだつ世界の遊び１ ポプラ社



781 北アメリカの遊び　国際理解にやくだつ世界の遊び５ ポプラ社
781 南アメリカの遊び　国際理解にやくだつ世界の遊び６ ポプラ社
781 世界の外あそび こどもくらぶ　編 今人舎
781 すぐうまくなるなわとび 西村 義行 文 偕成社

782 運動会で１番になる方法 深代　千之 著 下平　けーすけ 画
アスキー・メディアワークス//角
川グループパブリッシング

783 Ｋａｚｕ 綾野 まさる 著 小学館

783 女子野球のひみつ
まんが　マンガデザイナーズラボ　構成
WILLこども知育研究所

学研プラス

783 エースの誇りと責任 内海哲也　監修 あかね書房
783 ぐんぐんうまくなる！硬式テニス 内山　勝 著 ベースボール・マガジン社
783 北島康介 折山淑美　著 旺文社
783 ぐんぐんうまくなる！バッティング 大島　康徳 著 ベースボール・マガジン社
783 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 親子で学ぶサッカー世界図鑑 サッカー新聞エル・ゴラッソ編集部　編 スクワッド
783 サッカー 宇野　勝　監修 ポプラ社
783 サッカーのウソ？ホント？ 学習研究社
783 柔道 鮫島元成　監修 ポプラ社
783 松井秀喜 四竃衛　著 旺文社
783 大谷翔平　二刀流 週刊ＳＰＡ！編集部　著 扶桑社
783 ベ－スボ－ル基本の「き」 清水隆一　著 ベ－スボ－ル・マガジン社
783 神様ジーコの「ワールドカップの英雄たち」 小学館
783 荻原健司 岩瀬 孝文 著 旺文社
783 イチロー 高原 寿夫 著 旺文社
783 イチロー２ 四　衛 旺文社

783 ＭＬＢに挑んだ７人のサムライ 杉浦　大介 著
楓書店//サンクチュアリ・パブ
リッシング

783 水泳 青木　剛　監修 ポプラ社
783 松江美季 鳥飼 新市 著 旺文社
783 佐々木主浩 平井 勉 著 旺文社
783 南雄太 野上 伸悟 著 旺文社
783 卓球 前原正浩　監修 ポプラ社
783 ダルビッシュ有 本郷陽二　編 汐文社
783 バレーボールがうまくなる　下 寺廻太 学習研究社
783 テニス・ソフトテニス 神和住　純　監修　田中　弘　監修 ポプラ社
783 奇跡のリーダーシップ 小学館
783 バスケットボール 阪口裕昭　監修 ポプラ社
783 バレーボール 寺廻　太　監修 ポプラ社
783 清原和博 平井勉　著 旺文社
783 田中将大 ベースボール・マガジン社　編 ベースボール・マガジン社
783 ベッカム・ジダン・ロナウド 本郷陽二　編 汐文社
783 デルピエロ・ラウル・エムボマ 本郷陽二　編 汐文社
783 カーン・バティストゥータ・フィーゴ 本郷陽二　編 汐文社
783 チラベルト・バッジョ・イルハン 本郷陽二　編 汐文社
783 錦織圭 本郷陽二　編 汐文社
783 吉田麻也 本郷陽二　編 汐文社
783 野球 ピッチング・守備 後藤寿彦　監修 ポプラ社
783 野球 バッティング・走塁 後藤寿彦　監修 ポプラ社
783 野球のひみつ 谷沢健一　監修 学習研究社
783 宮里藍 柳田道斉　著 旺文社
783 陸上競技 高野　進　監修 ポプラ社
783 読めばうまくなるスポーツまんが ５ 学習研究社
784 ウォッチング植物と昆虫 永吉 宏英 著 国土社
785 スポーツなんでも事典　水泳 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版
785 およぐ なかの ひろたか さく 福音館書店
786 集いでのゲーム 旺文社
786 おもちゃゲーム 旺文社
786 広場のゲーム 旺文社
786 運動会のゲーム 旺文社
786 遠足でのゲーム 旺文社
786 乗りものゲーム 旺文社
786 頭のゲーム 旺文社
786 コンパクト・ゲーム 旺文社
786 健康ゲーム 旺文社
786 ４　図解・世界ゲーム大事典 旺文社
786 キャンプ 川西 正志 著 国土社
786 キャンプ　オリエンテーリング 川西 正志 著 国土社
786 ウォッチング雲と星 酒井 哲雄 著 国土社
786 野口健 綾野 まさる 著 旺文社
786 アマゾンのサバイバル 崔　徳煕 著 姜　境孝 画 朝日新聞出版
786 無人島のサバイバル 崔　徳煕 著 姜　境孝 画 朝日新聞社
786 極寒のサバイバル 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版
786 山のサバイバル 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版
786 サバイバル活動 山口 泰雄 著 国土社
786 きみとオートバイ 山村 雅康 著 岩崎書店
787 防波堤づりに挑戦！ 千坂 隆男 著 金の星社
787 川づりに挑戦！ 藤谷 立自 著 金の星社
790 おにごっこいろいろ ちいさいなかま編集部　編 草土文化
790 おにごっこいろいろ ちいさいなかま編集部　編 草土文化
790 バムとケロのおいしい絵本 八木佳奈　料理・レシピ制作 文渓堂
792 大研究！お香のすべて 工藤ケン　漫画　鈴木俊行　構成 講談社
796 聖の青春 大崎　善生 著 講談社
796 一人で学べる！小学生のための将棋入門 佐藤　康光 著 日本文芸社//日本文芸社



798 恐竜王国D－1めいろブック ありがひとし　作 金の星社
798 できたよ！ひとりあやとり 有木昭久　著 ポプラ社
798 いっしょにやろう！ふたりあやとり 有木昭久　著 ポプラ社
798 チャレンジミッケ！ 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! 10 ウォルター・ウィック∥作 小学館
798 準備いらずの遊び・ゲーム大集合Ｂｏｏｋ 木村　研 編著 いかだ社//いかだ社
798 カードゲームのひみつ まんが　梅屋敷ミタ　構成　サイドランチ 学研プラス
798 イソップものがたり 杉山亮　作　佐々木マキ　絵 フレ－ベル館
798 さんびきのこぶた 杉山亮　作　長新太　絵 フレ－ベル館
798 ブレーメンのおんがくたい 杉山亮　作　長野ヒデ子　絵 フレーベル館
798 世界のじゃんけん こどもくらぶ　編 今人舎
798 世界のじゃんけん 田中ひろし　著 今人舎
798 なぞなぞ大百科 ながた　みかこ 著 大泉書店
798 かいけつゾロリのもっと！なぞなぞ２００連発 原ゆたか　原作 ポプラ社
798 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 藤原邦恭　著 いかだ社
798 超ウケキッズマジック大人気だ！休み時間・自由時間の巻 藤原邦恭　著 いかだ社
798 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 藤原邦恭　著 いかだ社
798 小さな悪い本 マグヌス・ミスト∥作 金の星社
798 カルタ 宮本貴美子　文 文溪堂
798 じゃんけあそび・ゆびあそび 嶋野 道弘 監修 ポプラ社

801 家でよく見る記号とマーク ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社//金の星社
801 学校でよく見る記号とマーク ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社//金の星社
801 町でよく見る記号とマーク ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社//金の星社
801 交通と公共施設でよく見る記号とマーク ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社//金の星社
801 スポーツやあそびでよく見る記号とマーク ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社//金の星社
801 くらしの中のマーク・記号図鑑 岩崎書店//岩崎書店
801 地球・世界・ことば 世界の国ぐに ポプラ社
801 こんにちは・おはよう 世界のあいさつ ポプラ社
801 子ども・友だち・学校 世界の子どもたち ポプラ社
801 家族・家・食事 世界の家族 ポプラ社

801
まち・店・乗りもの 世界のまちや村　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
807 まさかさかさま　動物回文集 石津ちひろ　文 長新太　絵 河出書房新社
807 ぱんだがころんで… 得田之久∥作 童心社
810 漢検のひみつ（新版） オフィス・イディオム 学研プラス
810 まんがで学ぶ百人一首 小尾真　著 国土社
810 金田一先生の使ってのばそう日本語力 金田一秀穂  監修　阪田敦子  著 あかね書房
810 きっときってかってきて ことばあそびの会　文 さ・え・ら書房
810 こくごであそぼ　本が好きになる本 斎藤孝　著 文藝春秋
810 おっと合点承知之助 齋藤孝　文 つちだのぶこ　絵 ほるぷ出版
810 えんにち奇想天外 齋藤孝　文 つちだのぶこ　絵 ほるぷ出版
810 がまの油 齋藤孝　文 長谷川義史　絵 ほるぷ出版
810 外郎売 齋藤孝　編 長野ヒデ子　絵 ほるぷ出版
810 寿限無 齋藤藤孝　文 工藤ノリコ　絵 ほるぷ出版
810 あいうえおっとせい 谷川俊太郎　文 さ・え・ら書房
810 とととおっとっと 谷川俊太郎　文 さ・え・ら書房
810 あいうえおうさま 寺村 輝夫 文 理論社
810 馬の耳に念仏 はたこうしろう　作 ほるぷ出版
810 生麦生米生卵 長谷川義史　作 ほるぷ出版

811 おっと合点承知ノ助
ＮＨＫ　Ｅテレ「にほんごであそぼ」制作班
編 齋藤孝　監修

金の星社

811 絵本　ことばあそび 五味　太郎 岩崎書店
811 漢字の絵本 五味 太郎 作 岩崎書店
811 ことばのあいうえお 五味 太郎 作 岩崎書店
811 かたかな絵本アイウエオ 五味 太郎 作 岩崎書店
811 そらとハッスルのかんじだいぼうけん第一漢すうじのもり さくら　らびっと 文芸社
811 わにがわになる 多田ヒロシ　著 こぐま社
811 あいうえおがすき 谷川 俊太郎 文 国土社
811 げんごろうをさがせ 谷川 俊太郎 文 国土社
811 かばがおこった 谷川 俊太郎 文 国土社
811 あいうえおのうた 中川ひろたか　詩 のら書店
811 こんにちワニ 中川ひろたか　文 ＰＨＰ研究所
811 おひるのアヒル 中川ひろたか　文 ＰＨＰ研究所
811 ひらがなのほん まつい のりこ ぶん・え 福音館書店
811 かばのさかだち　あいうえお よしだ ていいち 作 ポプラ社
812 ふしぎびっくり語源博物館２　衣・食・住のことば 江川 清 監修 ほるぷ出版
812 たべものの名前のひみつ 国松 俊英 文 岩崎書店
812 道具の名前のなぞ 国松 俊英 文 岩崎書店
812 生きものの名前のなぞ 国松 俊英 文 岩崎書店
812 おばけもビックリ語源の話 木暮 正夫 文 岩崎書店
812 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 ふしぎびっくり語源博物館５　動植物・自然のことば 江川 清 監修 ほるぷ出版
813 新レインボーことわざ辞典 学研辞典編集部　編 学習研究社
813 三省堂例解小学ことわざ辞典 川嶋優　編 三省堂
813 例解学習漢字辞典 藤堂 明保 編 小学館
813 三省堂例解小学漢字 林　四郎 三省堂
813 チャレンジ小学漢字辞典 湊吉正　監修 ベネッセコ－ポレ－ション

８類　ことば



813 漢字の森 吉田 瑞穂 監修 中央教育図書研究所
813 小学生用ことばの森 社団法人　日本ＰＴA全国協議会 株中央教育図書研究所
813 チャレンジ小学漢字辞典 湊吉正　監修 ベネッセコ－ポレ－ション
814 まんがで学習おぼえておきたいきまりことば（慣用句）事典 内田 玉男 著 あかね書房
814 ことばがいっぱい言葉図鑑 １ 五味太郎  監修・制作 偕成社
814 ことばがいっぱい言葉図鑑 ２ 五味太郎  監修・制作 偕成社
814 ことばがいっぱい言葉図鑑 ６ 五味太郎  監修・制作 偕成社
814 おばけがヒュ－ドロ熟語の話 木暮正夫　文 岩崎書店
814 かずのかずかず熟語の話 木暮正夫　文 岩崎書店
814 どうぶつゾロゾロ熟語の話 木暮正夫　文 岩崎書店
814 こころにズッキン熟語の話 木暮正夫　文 岩崎書店
814 できたてピカピカ熟語の話 木暮正夫　文 岩崎書店

814 新レインボー写真でわかる慣用句辞典
学研教育出版//学研マーケ
ティング

814 新レインボー写真でわかる四字熟語辞典
学研教育出版//学研マーケ
ティング

816 アジアのこどもたちの絵日記集
アジア子供アートフェスティバル実行委員
会

アジア子供アートフェスティバ
ル実行委員会

816 ドッカンぐらぐら
兵庫県国語教育連盟・兵庫県小学校教育
研究会国語部会

甲南出版社

818 あずましい
ＮＨＫ　Ｅテレ「にほんごであそぼ」制作班
編 齋藤孝　監修

金の星社

818 方言をしらべよう　中部地方 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　関東地方 福武書店
818 方言をしらべよう　東北地方 福武書店
818 方言をしらべよう　北海道地方 福武書店
818 方言をしらべよう　中国地方 福武書店
818 方言をしらべよう　近畿・北陸地方 福武書店
818 方言をしらべよう　四国地方 ベネッセコーポレーション
818 方言をしらべよう　沖縄地方 福武書店
818 方言をしらべよう　九州地方 福武書店
818 方言をしらべよう　絵でみる方言地図 福武書店
818 日本の方言大研究１　あいさつの方言大研究 ポプラ社
823 ポケモンといっしょにおぼえよう！熟語大辞典 読売新聞東京本社教育支援部 読売新聞東京本社
830 絵本　ＡＢＣ 五味 太郎 作 岩崎書店
830 Ｌｅｔｓ　ｔｒｙ！学校の行事　話せる！遊べる！英語　１ 下薫　監修 あかね書房
830 Ｈａｖｅ　ｆｕｎ！学校の１日　話せる！遊べる！英語　２ 下薫　監修 あかね書房
830 こどもの英会話 細木 孝雄 著 教学研究社
830 ＡＢＣと１２３　ゲ－ムでおぼえるはじめての英語　１ 松崎博　著 ポプラ社

830
ひとりでできる単語ゲ－ム　ゲ－ムでおぼえるはじめての英
語　２

松崎博　著 ポプラ社

830
みんなでできる単語ゲ－ム　ゲ－ムでおぼえるはじめての英
語　３

松崎博　著 ポプラ社

830 会話ゲ－ム　ゲ－ムでおぼえるはじめての英語　４ 松崎博　著 ポプラ社
833 はじめての和英じてん 田上 善浩 編 ポプラ社
837 学研の英語ずかん１　おもしろかいわ１ 羽鳥 博愛 監修 学研
837 学研の英語ずかん２　おもしろかいわ２ 羽鳥 博愛 監修 学研
837 学研の英語ずかん３　たんごあそび 羽鳥 博愛 監修 学研
837 学研の英語ずかん４　あそびことば 羽鳥 博愛 監修 学研
837 学研の英語ずかん５　アメリカンライフ 羽鳥 博愛 監修 学研
837 学研の英語ずかん６　ＡＢＣあそび 羽鳥 博愛 監修 学研
837 おばあちゃんのクリスマスのおはなし Ｄuncan　Ｂall キャンベラ・プレス

900 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

900 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

900 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

900 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

900 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

900 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

900 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

900 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

908 ははをたずねて アミーチス さく 金の星社
908 はだかのおうさま アンデルセン 〔さく〕 金の星社
908 はくちょうのおうじ アンデルセン さく 金の星社
908 まっちうりのしょうじょ アンデルセン さく 金の星社
908 クマのプーさん Ａ．Ａ．ミルン 作 岩波書店
908 魔術師のおい Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
908 魔女ジェニファとわたし Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 作 岩波書店
908 やぎと少年 Ｉ．Ｂ．シンガー 作 岩波書店
908 ホビットの冒険 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 作 岩波書店
908 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
908 ツバメ号とアマゾン号 アーサー・ランサム 作 岩波書店
908 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
908 山賊のむすめローニャ アストリッド・リンドグレーン 作 岩波書店

９類　文学



908 みどりの小鳥 イータロ・カルヴィーノ 作 岩波書店
908 いなかのねずみととかいのねずみ イソップ さく 金の星社
908 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー 作 岩波書店
908 ムギと王さま エリナー・ファージョン 作 岩波書店
908 たのしい川べ ケネス・グレーアム 作 岩波書店
908 星の王子さま サン＝テグジュペリ 作 岩波書店
908 あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒター 作 岩波書店
908 ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
908 シェパートン大佐の時計 フィリップ・ターナー 作 岩波書店
908 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 作 岩波書店
908 村は大きなパイつくり ヘレン・クレスウェル 作 岩波書店
908 トンデモネズミ大活躍 ポール・ギャリコ 作 岩波書店
908 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
908 太陽の戦士 ローズマリ・サトクリフ 作 岩波書店
908 大草原の小さな町 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 岩波書店
908 風の又三郎 宮沢 賢治 作 岩波書店
908 床下の小人たち 岩波書店
908 ふらんだーすのいぬ ウィーダ さく 金の星社
908 わかくさものがたり オルコット さく 金の星社
908 ふしぎのくにのありす キャロル さく 金の星社
908 はめるんのふえふき グリム さく 金の星社
908 こびととくつや グリム さく 金の星社
908 もりのなかのおばけ グリム さく 金の星社
908 しらゆきひめ グリム 著 金の星社
908 母をたずねて アミーチス 作 ポプラ社
908 マッチ売りの少女 アンデルセン 作 ポプラ社
908 イソップ物語 イソップ 作 ポプラ社
908 フランダースの犬 ウィーダ 作 ポプラ社
908 あしながおじさん ウエブスター 作 ポプラ社
908 若草物語 オルコット 作 ポプラ社
908 ふしぎの国のアリス キャロル 作 ポプラ社
908 赤ずきん グリム 作 ポプラ社
908 ぴのきお コルローディ さく 金の星社
908 リア王物語 シェークスピア 作 ポプラ社
908 ガリバー旅行記 スウィフト 作 ポプラ社
908 たから島 スティーブンソン 作 ポプラ社
908 アンクル・トム物語 ストー夫人 作 ポプラ社
908 アルプスの少女ハイジ スピリ 作 ポプラ社
908 ロビンソン漂流記 デフォー 作 ポプラ社
908 がんくつ王 デュマ 作 ポプラ社
908 名犬ラッシー ナイト 作 ポプラ社
908 小公子 バーネット 作 ポプラ社
908 小公女 バーネット 作 ポプラ社
908 ひみつの花園 バーネット 作 ポプラ社
908 オズの魔法使い バウム 作 ポプラ社
908 ピーター・パン バリ 作 ポプラ社
908 海底旅行 ベルヌ 作 ポプラ社
908 ねむりの森のひめ ペロー 作 ポプラ社
908 くるみわり人形 ホフマン 作 ポプラ社
908 青い鳥 メーテルリンク 作 ポプラ社
908 赤毛のアン モンゴメリ 作 ポプラ社
908 ああ無情 ユーゴー 作 ポプラ社
908 長くつしたのピッピ リンドグレーン 作 ポプラ社
908 にんじん ルナール 作 ポプラ社
908 子鹿物語 ローリングス 作 ポプラ社
908 ドリトル先生物語 ロフティング 作 ポプラ社
908 しあわせな王子 ワイルド 作 ポプラ社
908 シンドバッドの冒険 吉本 直志郎 文 ポプラ社
908 そんごくう 呉 承恩 さく 金の星社
908 そんごくう 呉 承恩 作 ポプラ社
908 ジャックと豆のつる 西本 鶏介 文 ポプラ社
908 ギリシア神話 立原 えりか 文 ポプラ社
908 じゃっくとまめのき ジョセフ・ジェイコブス 著 金の星社
908 がりばーのぼうけん ジョナサン・スウィフト 著 金の星社
908 あるぷすのしょうじょ スピリ さく 金の星社
908 タイムマシン Ｈ．Ｇ．ウェルズ　眉村　卓 講談社
908 フランケンシュタイン Ｍ．シェリー　山中恒 講談社
908 神秘島物語 原作ジュール・ベルヌ　佐藤さとる 講談社
908 十五少年漂流記 原作ジュール・ベルヌ　志水辰夫 講談社
908 真田十勇士　猿飛佐助 後藤竜二 講談社
908 聖書物語 谷 真介 文 ポプラ社
908 宝島 Ｒ．Ｌ．スティーブンソン　宗田　理 講談社
908 ぴーたー・ぱん ジェームズ・バリー 著 金の星社
908 しょうこうじょ バーネット さく 金の星社
908 ほらふきだんしゃく ビュルガー さく 金の星社
908 砂の妖精 Ｅ・ネズビット 作 福音館書店
908 宝さがしの子どもたち Ｅ・ネズビット 作 福音館書店
908 秘密の花園 Ｆ・Ｈ・バーネット 作 福音館書店
908 あしながおじさん Ｊ・ウェブスター 作・画 福音館書店
908 ハイジ Ｊ・シュピーリ 作 福音館書店
908 二年間の休暇 Ｊ・ベルヌ 作 福音館書店
908 オズの魔法使い Ｌ・Ｆ・バウム 作 福音館書店
908 若草物語 Ｌ・Ｍ・オールコット 作 福音館書店



908 ピノッキオのぼうけん カルロ・コルローディ 作 福音館書店
908 トム・ソーヤーの冒険
908 地底探検 ジュール・ベルヌ　原作 久米元一　訳 岩崎書店
908 ながぐつをはいたねこ ペロー さく 金の星社
908 ねむりのもりのおひめさま ペロー さく 金の星社
908 いえなきこ マロ さく 金の星社
908 おうさまのみみはろばのみみ 三越 左千夫 ぶん 金の星社
908 あおいとり メーテルリンク さく 金の星社
908 あかげのあん モンゴメリ さく 金の星社
908 こじかものがたり ローリングス さく 金の星社
908 しあわせのおうじ ワイルド さく 金の星社
908 三銃士 デュマ 作 ポプラ社
910 手塚治虫 石子順　作 童心社

910 雨ニモマケズ
ＮＨＫ　Ｅテレ「にほんごであそぼ」制作班
編 齋藤孝　監修

金の星社

910 古文に親しもう 金の星社//金の星社
910 声に出して楽しんで読もう１年生 小森茂　監修 学習研究社
910 声に出して楽しんで読もう２年生 小森茂　監修 学習研究社
910 声に出して楽しんで読もう３年生 小森茂　監修 学習研究社
910 声に出して楽しんで読もう４年生 小森茂　監修 学習研究社
910 声に出して楽しんで読もう５年生 小森茂　監修 学習研究社
910 声に出して楽しんで読もう６年生 小森茂　監修 学習研究社
910 知らざあ言って絶景かな 齋藤孝　編著 草思社
910 春はあけぼの祇園精舎の鐘の声 齋藤孝　編著 草思社
910 秘すれば花なり 齋藤孝　編著 草思社
910 いま何刻だい？がらぴい、がらぴい、風車 齋藤孝　編著 草思社
910 もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 土屋富士夫　作・絵 徳間書店
910 よりみちエレベ－タ－ 土屋富士夫　作・絵 徳間書店
910 きょうりゅうのたまご なかがわちひろ　さく・え 徳間書店
910 セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治　作 パロル舎
910 シグナルとシグナレス 宮沢賢治　作 パロル舎
910 よだかの星 宮沢賢治　作 パロル舎
910 かしわばやしの夜 宮沢賢治　作 パロル舎
910 蛙の消滅 宮澤賢治　作 パロル舎
911 どうぶつ句会 あべ弘士　さく・え 学習研究社
911 どうぶつ句会オノマトペ あべ弘士　作・絵 学習研究社
911 あしたはリョウちゃんがくる 赤座憲久　詩 小峰書店
911 おーい　ぽぽんた 茨木のり子　［ほか］編 福音館書店
911 ひらいてむすんで 岩崎　照皇 如月書房
911 かしま先生のおなら 鹿島 和夫 編 理論社
911 わたしお母さんになったら 鹿島 和夫 編 理論社
911 地しんなんかにまけないぞ 鹿島 和夫 編 理論社
911 なぜなの？なぜなの？ 鹿島 和夫 編 理論社
911 お母さんのこいびとはお父さんか 鹿島 和夫 編 理論社
911 われ泣きぬれて蟹とたわむる 齋藤孝　編著 草思社
911 春がぽかん うらさわ こうじ 詩 らくだ出版

911 でんでらりゅうば
ＮＨＫ　Ｅテレ「にほんごであそぼ」制作班
編 齋藤孝　監修

金の星社

911 子ども俳句歳時記 金子 兜太 監修 蝸牛新社
911 万葉のうた 大原 富枝 文 童心社
911 万葉集 さ・え・ら書房
911 なぞなぞあそびうた 角野栄子　さく のら書店
911 なぞなぞあそびうたⅡ 角野栄子　さく のら書店
911 なしのしん 金子 みすゞ ＪＵＬＬ出版局
911 おひさんあめさん 金子 みすゞ ＪＵＬＬ出版局
911 ほしとたんぽぽ 金子 みすゞ 童謡 ＪＵＬＡ出版局
911 不思議 金子みすゞ　著 岩崎書店
911 １　わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ　著 ＪＵＬＡ出版局
911 ２　明るいほうへ 金子みすゞ　著 ＪＵＬＡ出版局
911 ３　このみちをゆこうよ 金子みすゞ　著 ＪＵＬＡ出版局

911 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 おやすみなさいまたあした 神沢利子　詩 のら書店
911 だだずんじゃん 川崎洋　詩 いそっぷ社
911 海があるということは 川崎洋　著 理論社
911 ちちんぷいぷい 川崎洋 木坂涼　編 岩崎書店
911 花まつり きくなが ゆずる 詩 らくだ出版
911 どうぶつはいくあそび きしだえりこ　作 のら書店
911 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 五十センチの空 北原 宗積 詩 らくだ出版
911 のはらうたⅤ くどうなおこ　さく 童話屋
911 のはらうたⅠ 工藤直子　作 童話屋
911 のはらうたⅡ 工藤直子　作 童話屋
911 のはらうたⅢ 工藤直子　作 童話屋
911 のはらうたⅣ 工藤直子　作 童話屋
911 すてきなとき 黒井　健 小学館
911 支度 黒田　三郎 著 伊藤　英治 編 岩崎書店//岩崎書店
911 あめふりくまのこ こわせ・たまみ　編 あすなろ書房
911 ぼうしをかぶろう こわせ・たまみ　編 あすなろ書房
911 やまのこもりうた こわせ・たまみ　編 あすなろ書房
911 たまごのなかで こわせ・たまみ　編 あすなろ書房
911 ちらちらゆき こわせ・たまみ　編 あすなろ書房
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 俳句に親しもう 神野紗希 金の星社
911 百人一首をおぼえよう 佐佐木 幸綱 編著 さ・え・ら書房
911 夕日がせなかをおしてくる 阪田　寛夫 国土社
911 どっどどどどうど雨ニモマケズ 齋藤孝　編著 草思社
911 朝焼小焼だゆあーんゆよーん 齋藤孝　編著 草思社
911 母よ誰が 渋谷 清視 編 金の星社
911 いつもどこかで 新川和江　詩 大日本図書
911 空にぐ～んと手をのばせ 新沢　としひこ　著 理論社
911 ひらがなどうぶつえん 関根榮一　詩 小峰書店
911 ことばあそびうた 谷川 俊太郎 詩 福音館書店
911 どきん 谷川 俊太郎 著 理論社
911 こどもあそびうた 谷川　俊太郎 著 山田　馨 編 童話屋//童話屋
911 わらべうた　上 谷川 俊太郎 編 富山房
911 すき 谷川俊太郎　作 理論社
911 いちねんせい 谷川俊太郎　著 小学館
911 みみをすます 谷川俊太郎　著 福音館書店
911 ポケット詩集 田中和雄　編 童話屋
911 ねむねむのひつじ なるもと かずこ 詩 らくだ出版
911 はいくのえほん 西本鶏介　編・文 鈴木出版
911 続はいくのえほん 西本鶏介　編・文 鈴木出版
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 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 すかたんマーチ 畑中 圭一 詩 らくだ出版
911 心に響くはがき歌
911 ぺったんぺったん白鳥がくる 穂村弘　編 岩崎書店
911 てんぷらぴりぴり まど みちお 著 大日本図書
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 カステラへらずぐち まど・みちお 阪田寛夫　詩 小峰書店
911 だじゃれはだれじゃ まど・みちお 阪田寛夫　文 小峰書店
911 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 まど・みちお 阪田寛夫　文 小峰書店
911 キリンさん まど・みちお　詩 小峰書店
911 ちきゅうはメリ－ゴ－ラウンド まど・みちお　詩 小峰書店
911 こんなにたしかに まど・みちお　著 理論社
911 まどさんとさかたさんのことばあそび まどみちお 阪田寛夫　文 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 あがりめさがりめ 真島　節子 こぐま社
911 ことばパンのおみせ みねぎし なつめ 詩 らくだ出版
911 生きものはかなしかるらん 室生犀星　著 岩崎書店
911 ポケット俳句歳時記 山口青邨　［ほか］監修 平凡社
911 こころのうた 八木 重吉 〔ほか〕詩 童心社
911 光る砂漠 矢沢宰 童心社
911 よあけのこうま よしだ ていいち 詩 らくだ出版
911 たった一発の爆弾でヒロシマ２０万人、ナガサキ１０万人が死 労働教育センター編集部　（編） 労働教育センター
911 万葉集 古橋信孝　著　遠藤てるよ　絵 ポプラ社
911 小倉百人一首 田辺聖子　著　太田大八　絵 ポプラ社

912 ややこしや
ＮＨＫ　Ｅテレ「にほんごであそぼ」制作班
編 齋藤孝　監修

金の星社

912 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
913 名作うさぎものがたり 〔渡辺 茂男 ほか著訳〕 河出書房新社
913 うそつきロボット アイザック・アシモフ　作 小尾芙佐　訳 岩崎書店
913 キャンセル未来図 あかねるつ　作 岩崎書店
913 ニャッピーのがまんできなかったひ あきひろ　作 鈴木出版
913 ３００００このすいか あきびんご　作 くもん出版
913 ぞうのせなか あきもと　やすし　作 講談社
913 あしなが あきやま　ただし 著 講談社
913 とんとんとん あきやまただし 金の星社
913 うみキリン あきやまただし 金の星社
913 ぴかぴかドキドキ あきやまただし　　作・絵 金の星社
913 へんしんマジック あきやまただし　作 金の星社
913 ひつじぱん あきやまただし　作・絵 鈴木出版
913 いしぶたくん あきやまただし　作・絵 すずき出版
913 たまごにいちゃんぐみ あきやまただし　作・絵 鈴木出版
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 へんしんプレゼント あきやまただし　作・絵 金の星社
913 へんしんクイズ？ あきやまただし　作・絵 金の星社
913 もっとひつじぱん あきやまただし　作・絵 鈴木出版
913 ふうせんくまくん あきやまただし　作・絵 金の星社
913 たまごにいちゃん あきやまただし　作・絵 鈴木出版
913 へんしんテスト あきやまただし　作・絵 金の星社
913 へんしんたんてい あきやまただし∥作・絵 金の星社
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 真夏の悪夢 あさのあつこ　作 学習研究社
913 首つりツリーのなぞ あさのあつこ　作 学習研究社
913 バッテリーⅠ 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 きみに贈るつばさ物語 あさのあつこ，　椎名誠，　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 どうぶつニュースの時間 あべ　弘士 著 理論社
913 車のいろは空のいろ あまん きみこ 〔著〕 ポプラ社
913 ちびっこ　ちびおに あまん きみこ ・ぶん 偕成社
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 みちくさ一年生 あまん きみこ 作 講談社
913 わすれんぼ一年生 あまん きみこ 作 講談社
913 まよいご一年生 あまん きみこ 作 講談社
913 ちいちゃんのかげおくり あまん きみこ 作 あかね書房
913 かまくらかまくらゆきのいえ あまん きみこ 作 ひくまの出版
913 ぎんいろのねこ あまん きみこ 作 小学館
913 ひつじぐものむこうに あまん きみこ 作 文研出版
913 もうひとつの空 あまん きみこ 著 福音館書店
913 車のいろは空のいろ白いぼうし あまん　きみこ 著 北田　卓史 画 ポプラ社
913 ぽんぽん山の月 あまん きみこ 文 文研出版
913 よもぎのはらのおともだち あまんきみこ　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 サンリード
913 ゆうひのしずく あまんきみこ　ぶん 小峰書店
913 ゆうひのしずく あまんきみこ　ぶん 小峰書店
913 きつねのかみさま あまんきみこ　作 ポプラ社
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 おかあさんの目 あまんきみこ　作 あかね書房
913 天の町やなぎ通り あまんきみこ　作 あかね書房
913 けんかのなかよしさん あまんきみこ　作 あかね書房
913 だんだんやまのそりすべり あまんきみこ　作 福音館書店
913 おにたのぼうし あまんきみこ　文 ポプラ社
913 おばけ屋のおばけかぶ あわたのぶこ　文 小峰書店
913 ルルとララのスイートポテト あんびる　やすこ 著 岩崎書店
913 ルルとララのシャーベット あんびる　やすこ 著 岩崎書店
913 うらない師ルーナと三人の魔女 あんびる　やすこ 著 ポプラ社//ポプラ社
913 ルルとララのスイートポテト あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店
913 ルルとララのクリスマス あんびるやすこ　作・絵 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 ルルとララのおしゃれクッキー あんびるやすこ　作・絵 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　作・絵 岩崎書店
913 ルルとララのしあわせマシュマロ あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店
913 ルルとララのチョコレート 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 ルルとララのいちごのデザート 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 あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店
913 こじまのもりのはるになったらしたいこと あんびるやすこ　作・絵 ひさかたチャイルド
913 こじまのもりのかわべのピクニック あんびるやすこ　作・絵 ひさかたチャイルド
913 こじまのもりのきんいろのてがみ あんびるやすこ　作・絵 ひさかたチャイルド
913 二代目魔女のハーブティー あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 ペパーミントの小さな魔法 あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 タッジーマッジーと三人の魔女 あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 だれでもできるステキな魔法 あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 魔法の庭のピアノレッスン あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 ジャレットとバラの谷の魔女 あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 夢みるポプリと三人の魔女 あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 フェアリーたちの魔法の夜 あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 わがまま姫と魔法のバラ あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 女王さまのむらさきの魔法 あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 魔女のステキな冬じたく あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 おまじないは魔法の香水 あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 ローズマリーとヴィーナスの魔法 あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 魔女カフェのしあわせメニュー あんびるやすこ　作・絵 ポプラ社
913 ハーブ魔女のふしぎなレシピ あんびるやすこ　著 ポプラ社
913 きかんしゃやえもん 阿川弘之　文　岡部冬彦　絵 岩波書店
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 ザリガニさいばん 阿部 夏丸 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 カメをつって考えた 阿部夏丸　作 旺文社
913 カメをつって考えた 阿部夏丸　作 旺文社
913 タニシのがくげいかい 阿部夏丸　作　村上康成　絵 講談社
913 オオサンショウウオの夏 阿部夏丸　著 佼成出版社
913 うそつき大ちゃん 阿部夏丸　著 ポプラ社
913 妖奇城の秘密 芦辺拓　作 学習研究社
913 がたんごとんがたんごとん 安西　水丸 著 福音館書店
913 迷いクジラの子守歌 安東みきえ　著 ＰＨＰ研究所
913 名作ねずみものがたり 安藤 美紀夫 〔ほか〕編集 河出書房新社
913 名作らいおんものがたり 安藤 美紀夫 〔ほか〕編集 河出書房新社
913 銀のくじゃく 安房 直子 〔著〕 筑摩書房
913 花豆の煮えるまで 安房 直子 作 偕成社
913 うぐいす 安房 直子 文 小峰書店
913 ねこじゃらしの野原 安房直子　作 講談社
913 さんしょっ子 安房直子　文 いもとようこ　絵 小峰書店
913 トロッコ 芥川 竜之介 作 偕成社



913 蜘蛛の糸 芥川龍之介 偕成社

913 恋って、どんな味がするの？
芥川龍之介，伊藤左千夫，鈴木三重吉，
太宰治，新美南吉，宮沢賢治，森鴎外　作

くもん出版

913 とっておきの笑いあり［ます］！
芥川龍之介，巌谷小波，岡本一平，菊池
寛，太宰治，豊島与志雄，宮沢賢治，森鴎
外　作

くもん出版

913 不思議がいっぱいあふれだす！
芥川龍之介，小山内薫，久米正雄，小泉
八雲，太宰治，豊島与志雄，夏目漱石，夢
野久作　作

くもん出版

913 生きるって、カッコワルイこと？
芥川龍之介，有島武郎，梶井基次郎，菊
池寛，新美南吉，宮沢賢治，森鴎外，横光
利一　作

くもん出版

913 きょうはそらにまるいつき 荒井良二　著 偕成社

913 怪盗レッド　７　進級テストは、大ピンチ☆の巻 秋木　真 著 しゅー 画
角川書店//角川グループパブ
リッシング

913 怪盗レッド　８　からくり館から、大脱出☆の巻 秋木　真 著 しゅー 画
角川書店//角川グループパブ
リッシング

913 怪盗レッド 秋木真　作 しゅー　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 怪盗レッド 秋木真　作 しゅー　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 怪盗レッド 秋木真　作 しゅー　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 怪盗レッド 秋木真　作 しゅー　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 怪盗レッド 秋木真　作 しゅー　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 怪盗レッド 秋木真　作 しゅー　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ゴールライン 秋木真　著 岩崎書店
913 おめでとうおばけ 新井由木子 大日本図書
913 ハッピーバースデー 青木 和雄 原作 金の星社
913 ハートボイス 青木 和雄 作 金の星社
913 ハッピーバースデー 青木 和雄 作 金の星社
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 うみさち　やまさち 赤羽　末吉　絵 あかね書房
913 屋島のたたかい　源平絵巻物語　第６巻 赤羽 末吉 絵 偕成社
913 絵の中からＳＯＳ！ 赤羽じゅんこ　作 岩崎書店
913 雨のにおい星の声 赤座憲久　ぶん 小峰書店
913 わすれないで 赤坂 三好 文・絵 金の星社

913 三毛猫ホームズの探偵日記 赤川　次郎 著 椋本　夏夜 画
角川書店//角川グループパブ
リッシング

913 三毛猫ホームズの推理日記 赤川次郎 角川書店
913 三毛猫ホームズの推理 赤川次郎　著 角川書店

913 少年探偵と４つの謎
赤川次郎，　杉山亮，　はやみねかおる，
松原秀行　作

角川書店

913 とうちゃんだっこして 赤木 由子 さく 新日本出版社
913 二つの国の物語 赤木由子　作 理論社
913 さるすべりランナーズ 浅田宗一郎　作 岩崎書店
913 木かげの秘密 浅野竜　作 杉田比呂美　絵 学研教育出版
913 さくらいろの季節 蒼沼洋人　著 ポプラ社
913 アントン・ベリーのながいたび 天沼春樹　作 すずき出版
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 家庭教師ヒットマンｒｅｂｏｒｎ！ 天野明，子安秀明　著 集英社
913 家庭教師ヒットマンｒｅｂｏｒｎ！ 天野明，子安秀明　著 集英社
913 家庭教師ヒットマンｒｅｂｏｒｎ！ 天野明，子安秀明　著 集英社
913 家庭教師ヒットマンｒｅｂｏｒｎ！ 天野明，子安秀明　著 集英社
913 家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！ 天野明，子安秀明　著 集英社
913 忍たま乱太郎　いちばんえらいのはだれの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社

913 忍たま乱太郎　あたらしいトカゲの段
尼子　騒兵衛 原著 望月　千賀子 著 亜細
亜堂 画

ポプラ社

913 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 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 にんじゃやしききょーふのおるすばん！ 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 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 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 にんタマ三人ぐみのたすけてちょーだいおしょうさま！！ 尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社
913 とれるか１００点はしれ！にんタマ三人ぐみ 尼子 騒兵衛 作・絵 ポプラ社
913 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 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 忍たま乱太郎　サラサラヘアになりた～い！の段
尼子騒兵衛　原作　望月千賀子　文　亜細
亜堂　絵

ポプラ社

913 忍たま乱太郎　にんじゅつ学園大うんどう会の段
尼子騷兵衛　原作　田波靖男　文　亜細亜
堂　絵

ﾎﾟﾌﾟﾗ社

913 「悩み部」の復活とその証明 麻希一樹 学研
913 かぶとだ！ いけ じゅん太 作 国土社
913 ともだちっていいな いしい むつみ 〔作〕 童心社
913 ありこのおつかい いしいももこ　さく なかがわそうや　え 福音館書店
913 絶叫学級　いつわりの自分編 いしかわ　えみ 原著 桑野　和明 著 集英社
913 トラブルキャット危機一髪 いずみ玲　作 学習研究社
913 ふたりでるすばんできるかな？ いせ ひでこ 作 偕成社
913 ルリユールおじさん いせひでこ　作 理論社
913 しってるねん いちかわけいこ　文 長谷川義史　絵 アリス館
913 おさるはおさる いとう ひろし 作・絵 講談社
913 おさるがおよぐ いとう ひろし 作・絵 講談社
913 だいじょうぶだいじょうぶ 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 ルラルさんのごちそう いとう　ひろし 著 ポプラ社
913 ルラルさんのだいくしごと いとう　ひろし 著 ポプラ社//ポプラ社



913 ぼくらの一歩３０人３１脚 いとう　みく 著 イシヤマ　アズサ 画 アリス館//アリス館
913 チキン！ いとう　みく 著 こがしわ　かおり 画 文研出版
913 ねこと友だち いとうひろし　さく 徳間書店
913 トンカチぼうや いとうひろし　さく・え クレヨンハウス
913 ルラルさんのにわ いとうひろし　作 ポプラ社
913 ねこのなまえ いとうひろし　作 徳間書店
913 二日月 いとうみく　作 丸山ゆき絵 そうえん社
913 かあちゃん取扱説明書 いとうみく　作 佐藤真紀子　絵 童心社
913 北極のムーシカミーシカ いぬい とみこ 原作 理論社
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 木かげの家の小人たち いぬい とみこ 作 福音館書店
913 山んばと空とぶ白い馬 いぬい とみこ 著 福音館書店
913 男子★弁当部 イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社//ポプラ社
913 男子★弁当部弁当バトル！野菜で勝負だ！！ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社//ポプラ社
913 男子★弁当部オレらの初恋！？ロールサンド弁当！！ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社//ポプラ社
913 男子★弁当部オレらの青空おむすび大作戦！ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社//ポプラ社
913 男子★弁当部あけてびっくり！オレらのおせち大作戦！ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社//ポプラ社
913 Ｇｒａｎｄｐａ　ｆｌｏｗｅｒ　ｂｌｏｏｍ いもとようこ  文・絵 岩崎書店
913 Ｔｈｅ　ｍｏｎｋｅｙ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｃｒａｂ いもとようこ  文・絵 岩崎書店
913 Ｍｏｍｏｔａｒｏ いもとようこ  文・絵 岩崎書店
913 しゅくだい いもとようこ　文・絵 岩崎書店
913 さるじぞう いもとようこ　文絵 金の星社
913 １００かいだてのいえ いわいとしお　作 偕成社
913 うみの１００かいだてのいえ いわいとしお　作 偕成社
913 そらの100かいだてのいえ いわいとしお∥〔作〕 偕成社
913 １４ひきのぴくにっく いわむら かずお さく 童心社
913 １４ひきのさむいふゆ いわむら かずお さく 童心社
913 かんがえるカエルくん いわむら かずお 作 福音館書店
913 １４ひきのあさごはん いわむら かずお 作 童心社
913 ひとりぼっちのさいしゅうれっしゃ いわむら かずお 作 偕成社
913 てっぺんの湖 いわむら かずお 文・絵 理論社
913 雲の上の村 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 ウロロのひみつ 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 月夜のキノコ いわむら かずお 文・絵 理論社
913 風の草原 いわむらかずお 理論社
913 ゆうだちの森 いわむらかずお 理論社
913 １４ひきのせんたく いわむらかずお 童心社
913 １４ひきのかぼちゃ いわむらかずお 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 １４ひきのやまいも いわむらかずお　作 童心社
913 きょうりゅうかみなりぼうや 伊東 章夫 作 童心社
913 鬼の橋 伊藤遊　作 福音館書店
913 つくも神 伊藤遊　著 ポプラ社
913 どこかいきのバス 井上よう子　作 くすはら順子　絵 文研出版
913 月人石 乾千恵　書 福音館書店
913 打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？ 岩井　俊二 原著 大根　仁 著 永地 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷ
913 ちか１００かいだてのいえ 岩井俊雄　作 偕成社
913 ぼくはアフリカにすむキリンといいます 岩佐めぐみ 偕成社
913 カンガルーおばさんのおかいもの 岩佐めぐみ　作　オームラトモコ　絵 講談社
913 かもの卵 岩崎京子 岩崎書店
913 建具職人の千太郎 岩崎京子　作 くもん出版
913 すみ鬼にげた 岩城範枝　作 福音館書店
913 なみだひっこんでろ 岩瀬成子　作 上路ナオ子　絵 岩崎書店
913 ハチ公物語 ／ 待ちつづけた犬 岩貞るみこ  作　真斗  絵 講談社
913 恋する図書室 五十嵐美怜∥作 集英社
913 歩きだす夏 今井　恭子 学習研究社
913 ミツバチ、ともだち 今井　恭子　作 ポプラ社
913 こんぴら狗 今井　恭子 著 いぬんこ 画 くもん出版//くもん出版
913 三河のエジソン 今関信子　文 佼成出版社
913 すみやきぐま 今江　祥智 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
913 そこがちょっとちがうんだ 今江 祥智 作 文研出版
913 白ぶたピイ 今江祥智　作 理論社
913 物語１００ 今江祥智 今江祥智　著 理論社
913 いろはにほへと 今江祥智　文 ＢＬ出版
913 むしのおいうえお 今森　光彦 童心社
913 ゆみ子とつばめのおはか 今西 祐行 さく 偕成社
913 さくら子とおじいさん 今西 祐行 作 あかね書房
913 ねむり屋さん 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 にじのはしがかかるとき 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 空のひつじかい 今西 祐行 作 あすなろ書房
913 おもちは　なぜ　ふくれるの 今西 祐行 作 あすなろ書房
913 一つの花 今西 祐行 作 あすなろ書房
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 おにさんはどこにいる 今西 祐行 作 あすなろ書房
913 なたねじぞう 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 土のふえ 今西 祐行 作 岩崎書店
913 いればをしたロバの話 今西 祐行 著 偕成社



913 肥後の石工 今西 祐行 著 実業之日本社
913 すみれ島 今西 祐行 文 偕成社
913 １つの花 今西祐行く ポプラ社
913 かぜでねてるの 今村 葦子 作 教育画劇
913 はこ舟の仲間たち 今村 葦子 作 学研
913 ザリガニ同盟 今村 葦子 作 学研
913 ふみちゃんだいしっぱい 今村 洋子 作 童心社
913 ひとりたりない 今村葦子　作 理論社
913 こぎつねキッペのはるのうた 今村葦子　作 ポプラ社
913 ケイゾウさんは四月がきらいです。 市川宣子　さく 福音館書店
913 ケータイくんとフジワラさん 市川宣子　作 みずうちさとみ　絵 小学館
913 ノンちゃん雲に乗る 石井 桃子 著 福音館書店
913 ふしぎなたいこ 石井桃子　文 岩波書店
913 ビッグバンのてんじくネズミ 石井睦美　作 文渓堂
913 友だち貸します 石原 てるこ 作 ポプラ社

913
黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ０　そこにきみがいなかったこ
ろの巻

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//講談社
913 ６年１組黒魔女さんが通る！！　１ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社//講談社
913 心霊探偵ゴーストハンターズ 3 石崎洋司 岩崎書店
913 チョコ，デビューするの巻 石崎洋司　作 講談社
913 チョコ，空を飛ぶの巻 石崎洋司　作 講談社
913 ライバルあらわる！？の巻 石崎洋司　作 講談社
913 黒魔女さんのクリスマス 石崎洋司　作 講談社
913 恋もおしゃれも大バトル？の巻 石崎洋司　作 講談社
913 黒魔女さんのお正月 石崎洋司　作 講談社
913 黒魔女さんのシンデレラ 石崎洋司　作 講談社
913 ５年１組は大騒動！の巻 石崎洋司　作 講談社
913 この学校，呪われてません？の巻 石崎洋司　作 講談社
913 黒魔女さんのハロウィーン 石崎洋司　作 講談社
913 赤い糸が見えた！？の巻 石崎洋司　作 講談社
913 世にも魔界な小学校の巻き 石崎洋司　作 講談社
913 黒魔女さんが通る！！ 石崎洋司　作 藤田香　絵 講談社
913 黒魔女さんが通る！！ 石崎洋司　作 藤田香　絵 講談社
913 黒魔女さんのバレンタイン 石崎洋司　作 藤田香　絵 講談社
913 ５年生は、つらいよ！の巻 石崎洋司　作 藤田香　絵 講談社
913 黒魔女さんのひなまつり 石崎洋司　作 藤田香　絵 講談社
913 黒魔女さんノホワイトデー 石崎洋司　作 藤田香　絵 講談社
913 黒魔女さんが通る！！ 石崎洋司　作 藤田香　絵 講談社
913 阿波のタヌキのお話 石川のぶ子 東銀座出版社
913 なぞなぞのみせ 石津ちひろ　なぞなぞ なかざわくみこ　え 偕成社
913 あしたうちにねこがくるの 石津ちひろ　文 講談社
913 はるのゆきだるま 石鍋 芙佐子 作・絵 偕成社
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 いじめられっこチロ 武鹿 悦子 文 ひかりのくに
913 おいしいおかゆ 堀尾 青史 脚本 童心社
913 ゴリラのウーゴひとりでおつかい 礒みゆき　作 ポプラ社
913 みてても、いい？ 礒みゆき　作 ポプラ社
913 徒然草 くもん出版
913 チャレンジミッケ！　２ ウォルター・ウィック 著 糸井　重里 訳 小学館//小学館
913 チキンマスク　やっぱりぼくはぼくでいい 宇都木美帆　作 汐文社
913 ようこそ、冒険の国へ！ 海野重三，小酒井不木　［ほか］作 くもん出版
913 Ｔｗｏ（とぅー）　ｔｒａｉｎｓ 魚住直子  作 学研プラス
913 54字の物語 氏田雄介∥作 PHP研究所
913 虚空の旅人 上橋 菜穂子 作 偕成社
913 神の守り人　来訪編 上橋 菜穂子 作 偕成社
913 神の守り人　帰還編 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 闇の守り人 上橋 菜穂子 作 偕成社
913 精霊の守り人 上橋 菜穂子 作 偕成社
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 すみれおばあちゃんのひみつ 植垣歩子　さく 偕成社
913 ごめんねともだち 内田 麟太郎 作 偕成社
913 ともだちくるかな 内田 麟太郎 作 偕成社
913 あしたもともだち 内田 麟太郎 作 偕成社
913 ともだちひきとりや 内田 麟太郎 作 偕成社
913 ともだちや 内田 麟太郎 作 偕成社
913 ワニぼうのこいのぼり 内田 麟太郎 文 文渓堂
913 きになるともだち 内田麟太郎 偕成社
913 ちゃいますちゃいます 内田麟太郎　さく 教育画劇
913 なきすぎてはいけない 内田麟太郎　作 岩崎書店
913 ともだちごっこ 内田麟太郎　作 偕成社
913 くじらさんのーたーめならえんやこーら 内田麟太郎　作 山村浩二　絵 すずき出版
913 がたごとがたごと 内田麟太郎　文 童心社
913 かきやまぶし 内田麟太郎　文 ポプラ社
913 ありがとうもぐらのゲンさん 内田麟太郎　文 童心社
913 とうさん 内田麟太郎　文 ポプラ社
913 こわ～いおつかい 内田麟太郎　文 あかね書房
913 はなのはなうた 内田麟太郎　文 おぼまこと　絵 絵本館
913 わたしもえんそく 梅田 俊作 さく 新日本出版社



913 学校やすんでとうさんと 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店
913 しらんぷり 梅田 俊作 作・絵 ポプラ社

913 おかあさんもようちえん 梅田　俊作・佳子　作
ＮＰＯ法人　「絵本で子育て」セ
ンター

913 とらねことじいちゃん 梅田俊作　作・絵 ポプラ社
913 ５分後に涙のラスト エブリスタ　編 河出書房新社
913 ５分後に驚愕のどんでん返し エブリスタ　編 河出書房新社
913 ５分後に戦慄のラスト エブリスタ　編 河出書房新社
913 うしろの正面だあれ 海老名 香葉子 原作 金の星社
913 カマキリのぼうけん 江川 多喜雄 脚本 童心社
913 八月がくるたびに おおえ ひで 作 理論社
913 ざりがにのおうさままっかちん おおとも やすお さく 福音館書店
913 ことばのかたち おーなり由子　著 講談社
913 かたあしだちょうのエルフ おのきがく　文・絵 ポプラ社
913 ひとりぼっちのモンスター おぼ　まこと ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
913 こぶたのハーモニカ こわせ たまみ 文 ひかりのくに
913 あいさつがきらいな王さま はやし たかし 文 ひかりのくに
913 どこまでいってもはんぶんこ 安東 みきえ 文 ひかりのくに
913 あめふりこねことうんどうかい 岡 信子 作 教育画劇
913 はなのみち 岡　信子 著 土田　義晴 画 岩崎書店
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 ミュージカルスパイス 岡田 淳 作 理論社
913 森のなかの海賊船 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 まよなかの魔女の秘密 岡田 淳 作 理論社
913 びりっかすの神さま 岡田 淳 作・絵 偕成社
913 ユメミザクラの木の下で 岡田 淳 著 理論社
913 はじまりの樹の神話 岡田 淳 著 理論社
913 ふしぎの時間割 岡田　淳 著 偕成社
913 ちくわのわーさん 岡田よしたか　さく ブロンズ新社
913 こんぶのぶーさん 岡田よしたか∥さく ブロンズ新社
913 うどんのうーやん 岡田よしたか∥さく ブロンズ新社
913 ムンジャクジュは毛虫じゃない 岡田淳 偕成社
913 こども電車 岡田潤　作・挿画 金の星社
913 ぼくたちの旅　男のメンツは命がけ 岡本 泰生 作 ポプラ社
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 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 森のネズミのおわかれ会 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 森のネズミのてんらん会 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 森のネズミのおひっこし 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 森のネズミの冬ごもり 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 森のネズミとゆきだるま 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 森のネズミのおくりもの 岡野 薫子 作 ポプラ社
913 森のネズミのたんじょう会 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 森のネズミのなぞなぞあそび 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 森のネズミのケーキやさん 岡野 薫子 作 ポプラ社
913 たんぽぽみーつけた 間所 ひさこ 文 ひかりのくに
913 口で歩く 丘修三　作 小峰書店
913 いのちは見えるよ 及川 和男 作 岩崎書店
913 森は呼んでいる 及川 和男 作 岩崎書店
913 うさぎ色の季節 緒島 英二 作 ポプラ社
913 あかい　ろうそくと　にんぎょ 小川 未明 作 チャイルド本社
913 とっておきの笑いあります！もう一丁！！ 小川未明　［ほか］作 くもん出版
913 赤いろうそくと人魚 小川未明　作 偕成社
913 ボタンちゃん 小川洋子　作 岡田千晶　絵 ＰＨＰ研究所
913 ふしぎな絵かき歌 小倉明　作 教育画劇
913 とべないホタル　２ 小沢 昭巳 作 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 とべないホタル 小沢 昭巳 作 ハート出版
913 まほうのチョーク 小沢 正 作 教育画劇
913 目をさませトラゴロウ 小沢　正 著 井上　洋介 画 理論社
913 うさぎのぱんとぶたのぱん 小沢正　作 小峰書店
913 まほうのチョ－ク 小沢正　作 教育画劇
913 ふわり大おとこ 小野寺 悦子 作 教育画劇
913 のねずみのちびすけ 小野寺悦子　作 教育画劇
913 緑の森の神話 折原 みと 作絵 ポプラ社
913 バンザイ！なかやまくん 太田 京子 作 草炎社
913 くろべのツンコぎつね 大割輝明　さく 小峰書店
913 生き残りゲームラストサバイバル 大久保開∥作 集英社
913 おばあちゃん 大森 真貴乃 さく ほるぷ出版
913 このねこかってもいい？ 大石 真 作 教育画劇
913 チョコレート戦争 大石 真 作 理論社
913 生命の木 大石芳野　著 草土文化
913 うちの屋台にきてみんしゃい 大塚菜生　作 岩崎書店



913 ともだちは、サティー！ 大塚篤子　作 タムラフキコ　絵 小峰書店
913 虹をみた日 大野 允子 作 ポプラ社
913 かあさんのうた 大野允子　文 ポプラ社
913 あらいぐまとねずみたち 大友康夫　さく・え 福音館書店
913 はちみつのタネ 尾山　理津子　作 ポプラ社
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 尾田栄一郎　原作 浜崎達也　著 集英社
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 尾田栄一郎　原作 浜崎達也　著 集英社
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 尾田栄一郎　原作 浜崎達也　著 集英社
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 尾田栄一郎　原作 浜崎達也　著 集英社
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 尾田栄一郎　原作 浜崎達也　著 集英社
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 尾田栄一郎　原作 浜崎達也　著 集英社
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 尾田栄一郎　原作 浜崎達也　著 集英社
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 尾田栄一郎　原作 浜崎達也　著 集英社
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 尾田栄一郎　原作 濱崎達弥　著 集英社
913 ワンピース　みらい文庫版 尾田栄一郎　原作 浜崎達也　著 集英社
913 ひとりぼっちじゃないよ 武鹿 悦子 文 ひかりのくに
913 よかったな 矢崎 節夫 文 ひかりのくに
913 どんな花がさくんだろう 立原 えりか 文 ひかりのくに
913 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 ひゃくまんびきのねこ ガァグ 原作 童心社
913 なつのおとずれ かがくい　ひろし 著 ＰＨＰ研究所
913 だるまさんが かがくいひろし　作 ブロンズ社
913 だるまさんの かがくいひろし　作 ブロンズ新社
913 だるまさんと かがくいひろし　作 ブロンズ新社
913 おむすびさんちのたうえのひ かがくいひろし　作・絵 ＰＨＰ研究所
913 ジーくんとバケツたんけんたい かげやま まき 作・絵 岩崎書店
913 うたのすきなかえるくん かこ さとし さく・え ＰＨＰ研究所
913 からすのパンやさん かこ さとし 絵と文 偕成社
913 しろいやさしいぞうのはなし かこさとし 全国心身障害児福祉財団
913 きゅうりばあちゃんのコンサート かこさとし 全国心身障害児福祉財団
913 ホイヤヤのうた かこさとし 全国心身障害児福祉財団
913 どろぼうがっこう かこさとし　絵・文 偕成社
913 ほんとはちがうよ かさい まり 作・絵 岩崎書店
913 ぴっけやまのおならくらべ かさいまり　文 ひさかたチャイルド
913 まんまるいけのおつきみ かとう　まふみ 著 講談社
913 じっちょりんのあるくみち かとうあじゅ　作 文溪堂
913 おみせやさん かどの えいこ ぶん 童心社
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 そりになったブナの木 かんざわ としこ ぶん 国土社
913 はしれクラウス かんべじゅんきち　ぶん 偕成社
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 ならの大仏さま 加古里子　文・絵 復刊ドットコム
913 学校の怖すぎる話 2 加藤一 あかね書房
913 わらってごらんゆきだるま 加藤多一　作 新日本出版社
913 はるふぶき 加藤多一　文 童心社
913 星空点呼 嘉成　晴香 著 柴田　純与 画 朝日学生新聞社
913 セカイヲカエル 嘉成晴香　作 小倉マユコ　絵 朝日学生新聞社
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
913 チロと秘密の男の子 河原 潤子 作 あかね書房
913 怪談オウマガドキ学園 1 怪談オウマガドキ学園編集委員会∥〔編 童心社
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∥〔編 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∥〔編 童心社
913 幽霊屋敷レストラン 怪談レストラン編集委員会 童心社
913 すてごサウルス歩きだす 角田 光男 作 小峰書店
913 とかげのトホホ 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 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 ハンバーガーぷかぷかどん 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 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 おばけのコッチ　ピピピ 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 ハンバーグつくろうよ 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 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 スパゲッティがたべたいよう 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 おばけのアッチのおばけカレー 角野 栄子 さく ポプラ社
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 エビフライをおいかけろ 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 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 おばけのソッチラーメンをどうぞ 角野 栄子 さく ポプラ社
913 アイとサムの街 角野 栄子 作 ポプラ社
913 ズボン船長さんの話 角野 栄子 作 福音館書店
913 ハナさんのおきゃくさま 角野 栄子 作 福音館書店
913 魔女からの手紙 角野 栄子 著 ポプラ社
913 サラダでげんき 角野栄子　さく 長新太　え 福音館書店
913 魔女の宅急便 角野 栄子 作 福音館書店
913 魔女の宅急便　その２ 角野 栄子 作 福音館書店



913 魔女の宅急便　その３ 角野 栄子 作 福音館書店
913 魔女の宅急便４　キキの恋 角野栄子　作 福音館書店
913 魔女の宅急便６　それぞれの旅立ち 角野栄子　作 福音館書店
913 魔女の宅急便５　魔法のとまり木 角野栄子　作 福音館書店
913 ケンケンとびのけんちゃん 角野栄子　作 あかね書房
913 まんまるおつきさまおねがいよーう 角野栄子（作） ポプラ社
913 とある魔術の禁書目録 鎌池和馬　著 メディアワークス
913 はこぶ 鎌田歩　作・絵 教育画劇
913 だいぶつさまのうんどうかい 苅田　澄子 著 中川　学 画 アリス館//アリス館
913 わたしがほしいプレゼント 亀之園 智子 作 教育画劇
913 はしれ江ノ電ひかりのなかへ 金子 章 作 ＰＨＰ研究所
913 逢魔が刻のにおい 金治直美　作 学習研究社
913 あのね、サンタの国ではね… 黒井 健 絵 偕成社
913 しあわせのゆでたまご 上条 さなえ 作 ポプラ社
913 アディオスぼくの友だち 上条 さなえ 作 学研
913 コロッケ天使 上条 さなえ 作 学研
913 ひみつの猫日記 上条 さなえ 作 ポプラ社
913 銀のほのおの国 神沢 利子 さく 福音館書店
913 ちびっこカムのぼうけん 神沢 利子 原作 理論社
913 ぴかぴかのウーフ 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 ウーフはあかちゃんみつけたよ 神沢 利子 作 ポプラ社
913 おかあさん　おめでとう 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 ちびっこカムのぼうけん 神沢 利子 作 理論社
913 タランの白鳥 神沢 利子 作 福音館書店
913 いいことってどんなこと 神沢利子　さく 福音館書店
913 くまの子ウ－フ 神沢利子　作 ポプラ社
913 ゴリラのごるちゃん 神沢利子　作 ポプラ社
913 虹色ほたる 川口雅幸　著 アルファポリス
913 サーカスのライオン 川村 たかし 文 ポプラ社
913 まんじゅうこわい　落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス
913 ばけものつかい　落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス
913 おにのめん　落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス
913 はつてんじん　落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス
913 じゅげむ　落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス
913 おおおかさばき　落語絵本 川端　誠 著 クレヨンハウス
913 ときそば　落語絵本 川端　誠 著 クレヨンハウス
913 ひとめあがり　落語絵本 川端　誠 著 クレヨンハウス
913 かえんだいこ　落語絵本 川端　誠 著 クレヨンハウス
913 めぐろのさんま　落語絵本 川端　誠 著 クレヨンハウス
913 たのきゅう　落語絵本 川端　誠 著 クレヨンハウス
913 いちがんこく　落語絵本 川端　誠 著 クレヨンハウス
913 そばせい　落語絵本 川端　誠 著 クレヨンハウス
913 忍者にんにく丸 川端誠　作 ＢＬ出版
913 あっぱれアスパラ郎 川端誠　作 ＢＬ出版
913 なすの与太郎 川端誠　作 ＢＬ出版
913 オオクニヌシの宝 川北　亮司 アスラン書房
913 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 ドキドキッズ小学校　５時間目
川北　亮司 編 森山　さな，他 著 山本　祐
司，他 画

文渓堂

913 ドキドキッズ小学校　４時間目
川北　亮司 編 田部　智子，他 著 北田
哲也，他 画

文渓堂

913 地下室からのふしぎな旅 柏葉 幸子 〔著〕 講談社
913 ブレーメンバス 柏葉 幸子 作 講談社
913 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 かくれ家は空の上 柏葉 幸子 作 講談社
913 ミラクル・ファミリー 柏葉 幸子 作 講談社
913 天井うらのふしぎな友だち 柏葉 幸子 作 講談社
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 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・ホテルでおめでとう 柏葉 幸子 作 小峰書店
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・ホテルでクリスマス 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 霧のむこうのふしぎな町 柏葉 幸子 著 講談社
913 モンスター・ホテルでたんていだん 柏葉幸子 小峰書店
913 ぼくはアイドル？ 風野潮　作 岩崎書店
913 タンゲくん 片山 健 〔作〕 福音館書店
913 隅田川 片山清司　文 ＢＬ出版
913 ぼくとニケ 片川　優子 著 講談社//講談社
913 やさいのおなか きうちかつ　さく・え 福音館書店
913 おみくじ きた　あいり 著 ビーエル出版//ビーエル出版
913 ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし　作 ＢＬ出版
913 いいものひろったくまざわくん きたやまようこ  作 あかね書房
913 いぬうえくんがやってきた きたやまようこ　作 あかね書房
913 もりにてがみをかいたらね きたやまようこ　作 偕成社
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 くものきれまに きむらゆういち　作 講談社
913 きりのなかで きむらゆういち　作 講談社
913 どしゃぶりのひに きむらゆういち　作 講談社
913 ふぶきのあした きむらゆういち　作 講談社
913 まんげつのよるに きむらゆういち　作 講談社
913 ぎょうざつくったの きむらよしお　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 金色のクジラ 岸川　悦子　作 ひのくま出版
913 まあちゃん 岸川 悦子 作 ひくまの出版
913 えっちゃんのせんそう 岸川悦子　作 文溪堂
913 ジロ－、生きててよかったね 岸川悦子　作 新日本出版社
913 木いちごつみ 岸田　衿子 福音館書店
913 義経記 岸田　恋 画 くもん出版
913 ＮＡＲＵＴＯ 岸本　斉史，日下部　匡俊 著 集英社
913 オーレ！ぼくらのジェーリーグ 菊地 ただし 作 草炎社
913 三人きょうだい 菊池　寛 著 矢崎　節夫 脚色 大野　隆司 教育画劇
913 心の王冠 菊池寛　著 真珠書院

913 ほんものの友情、現在進行中！
菊池寛，国木田独歩，太宰治，新美南吉，
堀辰雄，宮沢賢治　作

くもん出版

913 家族ってどんなカタチ？ 菊池寛，牧野信一　［ほか］作 くもん出版
913 天女の里がえり 君島　久子 岩波書店
913 ねる前に読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社
913 かぜをひいた日に読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社
913 おやつを食べながら読む本 現代児童文学研究会 編 偕成社
913 ようこそなぞなぞしょうがっこうへ 北ふうこ　作 川端理絵　絵 文研出版
913 おばけのびんづめ 北川 幸比古 作 教育画劇
913 いちねんせいがあるきます！ 北川チハル　作 ポプラ社
913 義経 木下順二　文 瀬川康男　絵 ほるぷ出版
913 ぱっくんおおかみとくいしんぼん 木村 泰子 作・絵 ポプラ社
913 ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村 泰子 作・絵 ポプラ社
913 白い町ヒロシマ 木村 靖子 作 金の星社
913 ふぶきのあした 木村 裕一 作 講談社
913 もしかして先生はおおかみ！？ 木村 裕一 作　絵 教育画劇
913 ３年２組は牛を飼います 木村セツ子　作 文研出版
913 ９９９ひきのきょうだい 木村研　作 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　文 ひさかたチャイルド
913 そのままのキミがすき 木村裕一　作 ＰＨＰ研究所
913 木 木島　始 福音館書店
913 竹取物語 くもん出版
913 ゆうたはともだち きたやま ようこ 作 あかね書房
913 あらしのよるに 木村 裕一 作 講談社
913 ゆうたとさんぽする きたやま ようこ 作 あかね書房
913 あるはれたひに 木村 裕一 作 講談社
913 ゆうたのゆめをみる きたやま ようこ 作 あかね書房
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 ゆうたのおかあさん きたやま ようこ 作 あかね書房
913 どしゃぶりのひに 木村 裕一 作 講談社
913 ゆうたのおとうさん きたやま ようこ 作 あかね書房
913 こんにちはむし 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 こんにちは　いぬ きたやま ようこ 作 あかね書房
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 おこだてませんように くすのき　しげのり　著 小学館
913 ぼくのジィちゃん くすのき　しげのり 著 吉田　尚令 画 佼成出版社
913 わたし、もうすぐ２ねんせい！ くすのき　しげのり 著 江頭　路子 画 講談社

913 しょうじき５０円ぶん くすのき　しげのり 著 長野　ヒデ子 画
廣済堂あかつき//廣済堂あか
つき

913 ぼくはなきました くすのきしげのり　さく　石井聖岳 東洋館出版社
913 メガネをかけたら くすのきしげのり　作 たるいしまこ　絵 小学館
913 ええところ くすのきしげのり　作 ふるしょうようこ　絵 学研マーケティング（発売）
913 へなちょこ くすのきしげのり　作 ふるしょうようこ　絵 学研プラス
913 ジャンケンの神さま くすのきしげのり　作 岡田よしたか　　絵 小学館
913 やさしいティラノサウルス くすのきしげのり　作 日隈みさき　絵 あかね書房
913 やさしさの木の下で くすもと　みちこ 自由国民社
913 ブンダバーとモモ くぼしまりお　作 ポプラ社
913 ブンダバーとタンちゃん くぼしまりお　作 ポプラ社
913 ブンダバーのネコの手かします くぼしまりお　作 ポプラ社
913 ブンダバーとわんわんわん くぼしまりお　作 ポプラ社
913 ブンダバーのいってきまーす！ くぼしまりお　作 ポプラ社

913 ほんとにほんと
ケス・グレイ 著 ニック・シャラット 画 よしが
み　きょうた 訳

小峰書店//小峰書店

913 ぼくはきみできみはぼく
ルース・クラウス 著 モーリス・センダック
画 江國　香織 訳

偕成社

913 ゴンタとよばれた犬 熊谷 勲 作 学研
913 ２　栗良平作品集 栗 良平 著 栗っ子の会
913 １　栗良平作品集 栗 良平 著 栗っ子の会
913 あのときすきになったよ 薫くみこ　さく 教育画劇
913 ハキちゃんの「はっぴょうします」 薫くみこ　さく 佼成出版社
913 とりかえっこのちびぞう 工藤　直子 学研
913 ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤ノリコ∥著 白泉社
913 真夜中のホラー大会 国松俊英 山本省三　編 くもん出版
913 世界一しあわせな鼻くそ 国松俊英 山本省三　編 くもん出版



913 ブタのたたり 国松俊英 山本省三　編 くもん出版
913 ヒーローはだれだ 国松俊英 山本省三　編 くもん出版
913 魔女の話し相手 国松俊英 山本省三　編 くもん出版
913 恐竜トリケラトプスと巨大ガメ 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店
913 恐竜トリケラトプスと巨大ワニ 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店
913 恐竜トリケラトプスジュラ紀にいく 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店
913 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
913 恐竜リトルホーンと巨大翼竜 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店
913 恐竜トリケラトプスの大決戦 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店
913 たたかえ恐竜トリケラトプス 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店
913 恐竜トリケラトプスときけんな谷 黒川みつひろ 小峰書店
913 恐竜トリケラトプスとスピノサウルス 黒川みつひろ　作・絵 小峰書店
913 恐竜トリケラトプスの大逆襲 黒川みつひろ　作絵 小峰書店
913 「恐竜」トリケラトプスと大空の敵 黒川みつひろ　文・絵 小峰書店
913 瀬戸内海賊物語 黒田晶　著 静山社
913 ぼくたちの出発 倉橋 燿子 作 ポプラ社
913 空に続く道 倉橋 燿子 作 ポプラ社
913 いのちのまつり 草場一壽　作 平安座資尚　絵 サンマーク出版
913 さびしい時間（とき）のとなり 草谷 桂子 作 ポプラ社
913 魔女ののろいアメ 草野　あきこ 著 ひがし　ちから 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所
913 教室の祭り 草野たき　作 岩崎書店
913 ハッピーノート 草野たき　作 ともこエヴァーソン　画 福音館書店
913 かっぱの話・魔法 坪田譲二　赤い鳥の会 編 小峰書店
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 神さまの住む町 楠章子　作 岩崎書店
913 ゆずゆずきいろ 楠章子　作 ポプラ社
913 古道具ほんなら堂 楠章子　作 日置由美子　画 毎日新聞社
913 平賀源内は名探偵！！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 福沢諭吉は名探偵！！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 宮本武蔵は名探偵！！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 宮沢賢治は名探偵！！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 清少納言は名探偵！！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 豊臣秀吉は名探偵！！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 聖徳太子は名探偵！！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 新選組は名探偵！！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 坂本龍馬は名探偵！！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 大泥棒は名探偵！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 女王さまは名探偵！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 陰陽師は名探偵！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 坊っちゃんは名探偵！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 牛若丸は名探偵！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 お局さまは名探偵！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 うつけ者は名探偵！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 ご隠居さまは名探偵！ 楠木誠一郎　作 講談社
913 お宝探偵団とわがままミカド 楠木誠一郎　作 学習研究社
913 ケーキだほいほい 堀尾 青史 脚本 童心社
913 きのこのおどり 来栖 良夫 さく 新日本出版社
913 子犬をかいたい日の本 現代児童文学研究会 編 偕成社
913 パジャマをきてよむ本 現代児童文学研究会 編 偕成社
913 カレーをたべたい日の本 現代児童文学研究会 編 偕成社
913 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 ひとりでこっそりよむ本 現代児童文学研究会 編 偕成社
913 おばけにあいたい日の本 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 ゆきのひのゆうびんやさん こいでたん　ぶん こいでやすこ　え 福音館書店
913 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 うさぎのおうち こうだ のりこ さく 福音館書店
913 心ってどこにあるのでしょう？ こんの　ひとみ 著 いもと　ようこ 画 金の星社//金の星社
913 いつもいっしょに こんのひとみ　作 金の星社
913 くまのこうちょうせんせい こんのひとみ　作 金の星社
913 くまのしんぶんきしゃ こんのひとみ　作 金の星社
913 パパとあなたの影ぼうし こんのひとみ　作・文 金の星社
913 まじょもりのこまじょちゃん 越水利江子　作 ポプラ社
913 こまじょちゃんとあなぼっこ 越水利江子　作 ポプラ社
913 こまじょちゃんとふしぎのやかた 越水利江子　作 ポプラ社
913 こまじょちゃんとそらとぶねこ 越水利江子　作 ポプラ社
913 さる・るるる　Ｏｎｅ　ｍｏｒｅ 五味 太郎 作 絵本館
913 るるるるる 五味 太郎 作 偕成社
913 かかかかか 五味 太郎 作 偕成社
913 ぽぽぽぽぽ 五味 太郎 作 偕成社
913 かずの絵本 五味 太郎 作・絵 岩崎書店
913 すうじの絵本 五味 太郎 作・絵 岩崎書店
913 バスがきた 五味 太郎 作絵 偕成社
913 わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ 五味 太郎 作絵 偕成社
913 さる・るるる 五味太郎 絵本館
913 ばく・くくく 五味太郎 絵本館
913 まどから★おくりもの 五味太郎 偕成社
913 かみなりドドーン！ 後藤 竜二 さく ポプラ社
913 やったぜ！ごんちゃん 後藤 竜二 作 教育画劇
913 おかあさん、げんきですか。 後藤　竜二　作 ポプラ社
913 １ねん１くみ１ばんいいやつ 後藤 竜二 作 ポプラ社
913 １ねん１くみ１ばんがんばる 後藤 竜二 作 ポプラ社
913 １ねん１くみ１ばんびっくり 後藤 竜二 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 １ねん１くみ１ばんワル 後藤 竜二 作 ポプラ社
913 １ねん１くみ１ばんゆうき 後藤 竜二 作 ポプラ社
913 １ねん１くみもうすぐ春 後藤 竜二 作 ポプラ社
913 １ねん１くみ１ばんげんき 後藤 竜二 作 ポプラ社
913 １ねん１くみ１ばんなかよし 後藤 竜二 作 ポプラ社
913 １ねん１くみ１ばんびじん 後藤 竜二 作 ポプラ社
913 算数病院事件 後藤　竜二 著 田畑　精一 画 新日本出版社
913 ボーイズ・イン・ブラック　３　となりのミステリーサークル 後藤みわこ　［著］ 講談社
913 ぼくのプリンときみのチョコ 後藤みわこ　著 講談社
913 ボーイズ・イン・ブラック　１　美少年はエイリアン・バスター 後藤みわこ　著 講談社
913 ボーイズ・イン・ブラック　２　スーパー幼稚園児・梅ちゃん、走 後藤みわこ　著 講談社
913 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 五月は花笠！ 後藤竜二　作 新日本出版社
913 （秘）発見ノート事件　5年3組事件シリーズ 後藤竜二　作 新日本出版社
913 算数病院事件　5年3組事件シリーズ 後藤竜二　作 新日本出版社
913 のんびり転校生事件　5年3組事件シリーズ 後藤竜二　作 新日本出版社
913 １２歳たちの伝説 後藤竜二　作 新日本出版社
913 ジュン先生がやってきた！ 後藤竜二　作 新日本出版社
913 ま夏の夜は、たんけん！ 後藤竜二　作 新日本出版社
913 十一月は変身！ 後藤竜二　作 新日本出版社
913 ドンマイ！ 後藤竜二　作 新日本出版社
913 １２歳たちの伝説 後藤竜二　作 鈴木びんこ　絵 新日本出版社
913 キャプテンはつらいぜ 後藤竜二　著 講談社
913 紅玉 後藤竜二　文 新日本出版社
913 くさいろのマフラー 後藤竜二　文 草土文化
913 このさき危険区域（デンジャラス・ゾーン） 香月 日輪 作 ポプラ社
913 ワルガキ、最後の危機　地獄堂霊界通信Ⅱ 香月 日輪 作 ポプラ社
913 ワルガキ in　恐怖の花園　地獄堂霊界通信Ⅱ 香月 日輪 作 ポプラ社
913 一年生はおにいさん 香山 美子 さく 新日本出版社
913 クマおじさんのもり 香山 美子 ぶん 新日本出版社
913 ぴょんぴょんぱんのかばんです 香山 美子 ぶん 新日本出版社
913 どうぞのいす 香山美子　作 ひさかたチャイルド
913 よっちゃんのビ－玉 児玉辰春　ぶん 新日本出版社
913 心の森 小手鞠るい　作 金の星社
913 ゆか下のひみつ 小森 良子 さく 新日本出版社
913 うしろの正面 小森香折　作 岩崎書店
913 きみの家にも牛がいる 小森香折　作 解放出版社
913 バスをおりたら・・・ 小泉　るみこ ポプラ社
913 戦争で死んだ兵士のこと 小泉吉宏　作 メディアファクトリー
913 クジラと少年の海 小島 曠太郎 著 理論社
913 とべ！ちいさいプロペラき 小風さち　作 山本忠敬　絵 福音館書店
913 七つのおまじない 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社//講談社
913 作家になりたい！　１ 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社//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
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 ぼくの村にサーカスがきた 小林 豊 作・絵 ポプラ社
913 天使が味方についている 小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社
913 神様しか知らない秘密 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 泣いちゃいそうだよ 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 もっと泣いちゃいそうだよ 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 いいこじゃないよ 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 ひとりじゃないよ 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 ほんとは好きだよ 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 かわいくなりたい 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 ホンキになりたい 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 いっしょにいようよ 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 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 信じていいの？ 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 きらいじゃないよ 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 ずっといっしょにいようよ 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 やっぱりきらいじゃないよ 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 大好きがやってくる 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 大好きをつたえたい 小林深雪　作 牧村久実　絵 講談社
913 ぼくは弟とあるいた 小林豊　作・絵 岩崎書店
913 おおかみのおうさま 川崎 大治 作 童心社
913 まっ黒なおべんとう 長沢靖　絵 新日本出版社
913 心があったかくなる話　３年 日本児童文学者協会 編 ポプラ社
913 心があったかくなる話　２年 日本児童文学者協会 編 ポプラ社
913 心があったかくなる話　１年 日本児童文学者協会 編 ポプラ社
913 心があったかくなる話　４年 日本児童文学者協会 編 ポプラ社
913 こぶたのぷうのにちようびはさかなつり 木暮 正夫 さく ＰＨＰ研究所
913 こぶたのぷうのどようびはたからさがし 木暮 正夫 さく ＰＨＰ研究所
913 ゆうびんうさぎとしろくまサンタ 木暮 正夫 作 ひさかたチャイルド
913 大きなタブノキ 木暮正夫　作 教育画劇
913 心がホッとする話　３年生下 学研
913 心がホッとする話　３年生上 学研
913 心がホッとする話　４年生下 学研
913 心がホッとする話　１年生下 学研
913 心がホッとする話　１年生上 学研
913 心がホッとする話　２年生下 学研
913 心がホッとする話　２年生上 学研



913 ５分後に意外な結末 学研教育出版
913 ５分後に意外な結末 学研教育出版
913 ５分後に意外な結末 学研教育出版
913 ５分後に意外な結末 学研教育出版
913 ５分後に意外な結末 学研教育出版
913 １ねん１くみ１ばんおかねもち 後藤 竜二 作 ポプラ社

913 おべんとうばこのうた さいとう　しのぶ 画
ひさかたチャイルド//ひさかた
チャイルド

913 あっちゃんあがつく さいとうしのぶ　さく みねよう　げんあん リ－ブル
913 まほうよりもすごいもの さえぐさひろこ　作 金の星社
913 むねとんとん さえぐさひろこ　作 小峰書店
913 りんごあげるね さえぐさひろこ　文 童心社
913 つゆ草がスキたんぽぽもスキ さかい 京 作 ほるぷ出版
913 ちいさなちいさなおかしのまち さかいさちえ∥〔作〕 教育画劇
913 ピーマンマンとかぜひきキン さくら ともこ 作 岩崎書店
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　３ 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　５ さくら ももこ 原作 学研
913 子うさぎましろのお話 ささき たづ ぶん ポプラ社
913 ねむいねむいねずみのクリスマス ささき まき 作・絵 ＰＨＰ研究所
913 やっぱりおおかみ ささき　まき 著 福音館書店
913 レベル２１ さとう まきこ 作 理論社
913 クロはうちゅうねこ？ さとう まきこ 作 教育画劇
913 １・２・３（ワンツースリー）でなかなおり さとう まきこ 作 小峰書店
913 宇宙人のいる教室 さとう まきこ 作 金の星社
913 いそがしいよる さとう わきこ さく・え 福音館書店
913 とりかえっこ さとう わきこ 作 ポプラ社
913 ちいさいねずみ さとう わきこ 作・絵 偕成社
913 うさぎのなぞなぞ屋 さとうまきこ　作 教育画劇
913 やまのぼり さとうわきこ 福音館書店
913 せんたくかあちゃん さとうわきこ　さく・え 福音館書店
913 どうぶつ川柳　ぼくだーれ？ サトシン　さく ドーリー　え そうえん社
913 うそだあ！ サトシン　作 山村浩二　絵 文渓堂
913 わたしはあかねこ サトシン　作 西村敏雄　絵 文溪堂
913 ま、いっか！ サトシン 著 ドーリー 画 えほんの杜//えほんの杜
913 おじさんのかさ さの ようこ おはなし・え 銀河社
913 ねこいるといいなあ さの ようこ さく・え 小峰書店
913 わたしのぼうし さのようこ　作・絵 ポプラ社
913 なぞなぞライオン 佐々木 マキ 作 理論社
913 むく犬エルのぼうけん 佐々木 利明 作 教育画劇
913 子うさぎましろのお話 佐々木たづ　文 ポプラ社
913 少年と子だぬき 佐々木たづ　文 杉浦範茂　絵 ポプラ社
913 ムッシュ・ムニエルのサ－カス 佐々木マキ　作 絵本館
913 ぶたのたね 佐々木マキ　作・絵 絵本館
913 マコトくんとふしぎないす　きつね三吉他六編 佐藤 さとる 〔著〕 講談社
913 赤んぼ大将山へいく　タツオの島他五編 佐藤 さとる 〔著〕 講談社
913 だれも知らない小さな国　そこなし森の話　ほか二編 佐藤 さとる 〔著〕 講談社
913 スケートねこ 佐藤 さとる さく 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 おばあさんのひこうき 佐藤 さとる 作 小峰書店
913 きつね三吉 佐藤 さとる 作 偕成社
913 そこなし森の話 佐藤 さとる 作 偕成社
913 てのひら島はどこにある　雨ふりこぞうほか三編 佐藤 さとる 著 講談社
913 海へいった赤んぼ大将　だいだらぼっち　ほか４編 佐藤 さとる 著 講談社
913 ぼくのつくえはぼくのくに　コロボックルのトコちゃん　ほか四 佐藤 さとる 著 講談社
913 つくえの上のうんどうかい　大きな木がほしい　ほか七編 佐藤 さとる 著 講談社
913 おばあさんのひこうき　おしゃべりゆわかし　他六編 佐藤 さとる 著 講談社
913 豆つぶほどの小さないぬ　井戸のある谷間ほか二編 佐藤 さとる 著 講談社
913 わんぱく天国　ネムリコの話ほか二編 佐藤 さとる 著 講談社
913 ふしぎな目をした男の子　ヒノキノヒコのかくれ家ほか二編 佐藤 さとる 著 講談社
913 星からおちた小さな人　ふしぎなおばあさんほか三編 佐藤 さとる 著 講談社
913 新ちゃんがないた！ 佐藤 州男 作 文研出版
913 おばあさんの飛行機 佐藤さとる　作 偕成社
913 １００万回生きたねこ 佐野 洋子 作・絵 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 走る少女 佐野久子　作 岩崎書店
913 パオズになったおひなさま 佐和みずえ　作 宮尾和孝　画 くもん出版
913 サッカーボール先生のとんだ？！にちようび 左近 蘭子 さく ＰＨＰ研究所
913 まけうさぎ 斎藤 隆介 さく 新日本出版社
913 花さき山 斎藤 隆介 作 岩崎書店
913 ソメコとオニ 斎藤 隆介 作 岩崎書店
913 ひさの星 斎藤隆介　作 岩崎書店
913 ちさとじいたん 阪田寛夫　詩 岩崎書店
913 きみのおかげだよ 笹山久三　作 教育画劇
913 さっちゃんはマンションでワナにはまった 皿海達哉　作 教育画劇
913 ヒロシマのいのちの水 指田和　文 文研出版
913 ヒロシマのピアノ 指田和子　文 文研出版
913 教室 斉藤 栄美 作 ポプラ社
913 転校 斉藤 栄美 作 ポプラ社
913 ペンギンおんがくたい 斉藤 洋 作 講談社
913 ペンギンたんけんたい 斉藤 洋 作 講談社
913 ペンギンサーカスだん 斉藤 洋 作 講談社



913 ふしぎなクジラ 斉藤 洋 作 講談社
913 ジーク 斉藤 洋 作 偕成社
913 ひとりでいらっしゃい 斉藤 洋 作 偕成社
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 なん者ひなた丸ばけねこ鏡わりの術の巻 斉藤 洋 作 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 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 なん者ひなた丸金とん雲の術の巻 斉藤 洋 作 あかね書房
913 なん者ひなた丸津波がえしの術の巻 斉藤 洋 作 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 作 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 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 なん者ひなた丸千鳥がすみの術の巻 斉藤 洋 作 あかね書房
913 わたしがふたり 斉藤栄美　作 教育画劇
913 にんぎょのバースデーケーキ 斉藤洋 あかね書房
913 メリーさんの電話 斉藤 洋 作 あかね書房
913 恐怖のろくろっ手 斉藤 洋 作 あかね書房
913 真夜中のあわせかがみ 斉藤 洋 作 あかね書房
913 わらうピエロ人形 斉藤 洋 作 あかね書房
913 ゆうれいドレスのなぞ　ナツカのおばけ事件簿　３ 斉藤洋　作 あかね書房
913 夕ぐれの西洋やしき　ナツカのおばけ事件簿　６ 斉藤洋　作 あかね書房
913 深夜のゆうれい電車　ナツカのおばけ事件簿７ 斉藤洋　作 あかね書房
913 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋　作 杉浦範茂　絵 講談社
913 ミス・カナのゴーストログ 斉藤洋　著 偕成社
913 ミス・カナのゴーストログ 斉藤洋　著 偕成社
913 ミス・カナのゴーストログ 斉藤洋　著 偕成社
913 ミス・カナのゴーストログ 斉藤洋　著 偕成社
913 猫は生きている 早乙女勝元　作 理論社
913 千年の時をこえて 沢村凛　作 学習研究社
913 千年の時を忘れて 沢村凛　作 学習研究社
913 千年の時の彼方に 沢村凛　作 学研教育出版
913 ぼくがぼくになるまで 沢村凛　作 学習研究社
913 きみときみの自転車 沢村凛　作 学習研究社
913 アフリカの音 沢田としき　作・絵 講談社
913 表参道高校合唱部! 櫻井剛 学研プラス
913 メロスは激怒した吾輩は猫である 齋藤孝　編著 草思社
913 かんからさんしん 「かんからさんしん」制作委員会 企画・構 理論社
913 スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ 著 千葉　茂樹 訳 あすなろ書房//あすなろ書房
913 まないたにりょうりをあげないこと シゲタサヤカ　作・絵 講談社
913 りょうりをしてはいけないなべ シゲタサヤカ　作・絵 講談社
913 キャベツがたべたいのです シゲタサヤカ　作・絵 教育画劇
913 かぐやのかご 塩野米松　作 はまのゆか　　絵 佼成出版社
913 なつのいけ 塩野米松　文 ひかりのくに
913 けんかのきもち 柴田 愛子 文 ポプラ社
913 ゆうやけのじかんです 柴田 香苗 作 文研出版
913 あきかんカンカラカンコン 渋谷 愛子 作 学研
913 ロング・ロング・アゴー 重松清 新潮社
913 はじめての文学　重松清 重松清 文藝春秋
913 卒業ホームラン 重松清　著 新潮社
913 小学五年生 重松清　著 文藝春秋
913 くちぶえ番長 重松清　著 新潮社
913 やさしい木曽馬 庄野 英二 文 偕成社
913 こころの花たば 城谷英男　さく・え ＰＨＰ研究所
913 君の名は。 新海　誠 著 ちーこ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷ
913 天気の子 新海誠∥作 KADOKAWA
913 もったいないばあさんのてんごくとじごくのはなし 真珠まりこ　作・絵 講談社
913 へへへのへいき 正道かほる　文 ひさかたチャイルド
913 遠い風のなかで 清水 達也 作 ひくまの出版
913 きらめいて川は流れる 生源寺 美子 作 ポプラ社
913 やさしく川は流れて 生源寺 美子 作 ポプラ社
913 そして今日も川は流れる 生源寺 美子 作 ポプラ社
913 馬のゴン太旅日記 島崎保久　原作 小学館
913 七草小屋のふしぎな写真集 島村木綿子　作 国土社
913 七草小屋のふしぎなわすれもの 島村木綿子　作 国土社
913 トリコ 島袋光年　原作 村山功　著 集英社
913 かばんうりのガラゴ 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 バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか 作 絵 文渓堂
913 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか 作 絵 文渓堂
913 バムとケロのにちようび 島田 ゆか 作 絵 文渓堂
913 うちにかえったガラゴ 島田 ゆか 作 絵 文渓堂
913 バムとケロのもりのこや 島田ゆか　作／絵 文溪堂
913 どんぐりのあかちゃん 島本 一男 脚本 童心社
913 金のくるみ銀の星 白阪 実世子 作 偕成社
913 かぼちゃの馬車と毒りんご 白阪 実世子 作 偕成社
913 絵本地獄 白仁成昭　［ほか］構成 風涛社
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 チップのふしぎなかみひこうき すえよしあきこ　作 あかね書房
913 ？あつさのせい？ スズキコ－ジ　作 福音館書店



913 ダイヤのゆびわをさがせ！ 砂田 弘 作 ポプラ社
913 まんげつのはなし 住井 すゑ 作 河出書房新社
913 かっぱのサルマタ 住井 すゑ 作 河出書房新社
913 空になったかがみ 住井 すゑ 作 河出書房新社
913 ピーマン王国 住井すえ（文） 河出書房
913 君の膵臓をたべたい 住野　よる 著 双葉社//双葉社
913 ひみつのザリガニ 杉浦 宏 脚本 童心社
913 たからものくらべ 杉山 亮 作 福音館書店
913 もしかしたら名探偵 杉山亮　作 中川大輔　絵 偕成社
913 いつのまにか名探偵 杉山亮　作 中川大輔　絵 偕成社
913 あしたからは名探偵 杉山亮　作 中川大輔　絵 偕成社
913 あいことばは名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社//偕成社
913 にちようびは名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社//偕成社
913 あらしをよぶ名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社//偕成社
913 ふりかえれば名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社//偕成社
913 わんわん探偵団おかわり 杉山亮　作 偕成社
913 わんわん探偵団おりこう 杉山亮　作 偕成社
913 わんわん探偵団 杉山亮　作 偕成社
913 にゃんにゃん探偵団おひるね 杉山亮　作 偕成社
913 にゃんにゃん探偵団 杉山亮　作 偕成社
913 魔法使いのいた場所 杉本 りえ 作 ポプラ社
913 時をこえた約束 杉本 りえ 作 ポプラ社
913 無愛想なアイドル 杉本りえ　作 ポプラ社
913 ５億年後に意外な結末 菅原　そうた 原著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス
913 黒ばらさんの七つの魔法 末吉 暁子 作 偕成社
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 ぞくぞく村のおおかみ男 末吉 暁子 作 あかね書房
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 ぞくぞく村のミイラのラムさん 末吉 暁子 作 あかね書房
913 もりのかくれんぼう 末吉 暁子 作 偕成社
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 世界一おじょーひんなチリチリ姫 末吉 暁子 作 ポプラ社
913 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 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 もりのかくれんぼう 末吉暁子　作 偕成社
913 生まれてきてくれてありがとう 鈴木 せい子 作 ぱすてる書房
913 コカリナの海 鈴木 ゆき江 作 ひくまの出版
913 わたし１年生だもん！ 鈴木 喜代春 さく ＰＨＰ研究所
913 十三湖のばば 鈴木 喜代春 著 偕成社
913 せんろはつづくどこまでつづく 鈴木まもる　文・絵 金の星社
913 ぼうし せがわやすお　著 福音館書店
913 あめふりうさぎ せな けいこ ぶん・え 新日本出版社
913 おばけのてんぷら せな けいこ 作・絵 ポプラ社
913 めがねうさぎ せな けいこ 作・絵 ポプラ社
913 ぼくらは知床探険隊 関屋 敏隆 文・型染版画 岩崎書店
913 お日さま笑い 世良 絹子 作 ポプラ社
913 ぼくらのロストワールド 宗田理 ポプラ社
913 ぼくらの七日間戦争 宗田理　作 ポプラ社
913 ぼくらの七日間戦争 宗田理　作 はしもとしん　絵 角川書店
913 ぼくらの怪盗戦争 宗田理　作 はしもとしん　絵 角川書店
913 ぼくらの黒会社戦争 宗田理　作 はしもとしん　絵 角川書店
913 ぼくらの修学旅行 宗田理　作 はしもとしん　絵 角川書店
913 ぼくらの天使ゲーム 宗田理　作 はしもとしん　絵 角川書店
913 ぼくらの大冒険 宗田理　作 はしもとしん　絵 角川書店
913 ぼくらと七人の盗賊たち 宗田理　作 はしもとしん　絵 角川書店
913 ぼくらの学校戦争 宗田理　作 はしもとしん　絵 角川書店
913 ぼくらのデスゲーム 宗田理　作 はしもとしん　絵 角川書店
913 ぼくらの南の島戦争 宗田理　作 はしもとしん　絵 角川書店
913 ぼくらの　（ヤ）　バイト作戦 宗田理　作 はしもとしん　絵 角川書店
913 ぼくらのＣ　計画 宗田理　作 はしもとしん　絵 角川書店
913 やまぐにほいくえん 征矢 清 さく 福音館書店
913 かおるのたからもの 征矢 清 作 あかね書房
913 夏のサーカスがおわるまで 征矢 清 作 小峰書店
913 ライヤンツーリーのうた たかし よいち 原作 理論社
913 まけないぞ！フクイリュウ たかし よいち 文 理論社
913 つよいぞ！アロサウルス たかし よいち 文 理論社
913 おこったぞ！チラノサウルス たかし よいち 文 理論社
913 なかないぞ！マイアサウラ たかし よいち 文 理論社
913 やさしいぞ！マメンチサウルス たかし よいち 文 理論社
913 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
913 にげないぞ！ステゴサウルス たかし よいち 文 理論社
913 がんこだぞ！アンキロサウルス たかし よいち 文 理論社
913 のんきだぞ！パラサウロロフス たかし よいち 文 理論社
913 夜にくちぶえふいたなら たかどの ほうこ さく 旺文社
913 みどりいろのたね たかどの ほうこ 作 福音館書店
913 こぶとりたろう たかどのほうこ　作 童心社
913 ものしりプクイチ たかどのほうこ　作 教育画劇
913 きえたおかしのまき たかどのほうこ　作・絵 アリス館
913 なきむしぞうきんのまき たかどのほうこ　作・絵 アリス館
913 すごいはたきのまき たかどのほうこ　作・絵 アリス館
913 キロコちゃんとみどりのくつ たかどのほうこ　作・絵 あかね書房
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 本当にあった？世にも不思議なお話 たからしげる　編 ＰＨＰ研究所



913 本当にあった？世にも奇妙なお話 たからしげる　編 ＰＨＰ研究所
913 本当にあった？世にも不可解なお話 たからしげる　編 ＰＨＰ研究所
913 ぐうたら道をはじめます たきしたえいこ　作 大西ひろみ　絵 ＢＬ出版
913 サンポくんのたび たたら なおき 作・絵 岩崎書店
913 まじょまじょリーナ たちもとみちこ　作 ポプラ社
913 じっぽ たつみや章　作 あかね書房
913 サルくんとブタさん たどころみなみ　さく・え 汐文社
913 ひ・み・つ たばた　せいいち 童心社
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 ひ・み・つ たばたせいいち　作 童心社
913 おばけのばけひめちゃん たやまえいこ　作 いとうみき　絵 金の星社
913 ５分後に恋の結末 橘　つばさ 著 桃戸　ハル 著 かとう　れい 学研プラス//学研プラス
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 だんごむしのころちゃん 高家 博成 脚本 童心社
913 ぴょんぴょこがえる 高橋 宏一 さく 新日本出版社
913 さんぽがえる 高橋 宏一 ぶん・え 新日本出版社
913 チロヌップのきつね 高橋 宏幸 原作 金の星社
913 ゴールデン・キッズ　上 高橋陽一　著 ゴマブックス
913 ゴールデン・キッズ　下 高橋陽一　著 ゴマブックス
913 ゴールデン・キッズ　２上 高橋陽一　著 ゴマブックス
913 ゴールデン・キッズ　２下 高橋陽一　著 ゴマブックス
913 ４年２組の人魚姫 高山 栄子 作 ポプラ社
913 ばらの谷 高山貴久子 かんげき屋
913 風をおいかけて、海ヘ！ 高森　千穂　著 国土社
913 からからからが… 高田 桂子 作 文研出版
913 あれからそれから 高田 桂子 作 文研出版
913 ぼく・わたし 高畠那生　作 絵本館
913 とらねこのしましまパンツ 高木 さんご 作 ＰＨＰ研究所
913 ガラスのうさぎ 高木 敏子 作 金の星社
913 わたしたちの帽子 高楼方子　作 フレーベル館
913 ネズンタはかせの発見 高楼方子　作 教育画劇
913 めいたんてい　こん・ぴゅうたろう 多田 ヒロシ 作 童心社
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 ちょっとだけ 瀧村有子　さく 福音館書店
913 スダジイのなつ 谷口國博　文 ひさかたチャイルド
913 ウラパン・オコサ 谷川 晃一 作 童心社
913 わたし 谷川 俊太郎 ぶん 福音館書店
913 もこもこもこ 谷川 俊太郎 作 文研出版
913 これはのみのぴこ 谷川　俊太郎 著 和田　誠 画 サンリード//サンリード
913 カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文 農山漁村文化協会
913 やさいばたけのパトロールたい 竹下 文子 作 偕成社
913 そいつの名前はエメラルド 竹下　文子　著 金の星社
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 天才えりちゃんが消えた 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 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 電車にのって 竹下文子 岩崎書店
913 流れ星レース 竹下文子　作 岩崎書店
913 三日月ジョリー 竹下文子　作 岩崎書店
913 ドルフィン・エクスプレス 竹下文子　作 岩崎書店
913 波のパラダイス 竹下文子　作 岩崎書店
913 アリクイにおまかせ 竹下文子　作 小峰書店
913 ふしぎなはなや 竹下文子　作 杉浦範茂　絵 フレーベル館
913 ちいさいいすのはなし 竹下文子　文 ハッピーオウル社
913 おまかせコックさん 竹下文子　文 金の星社
913 ライオンのしごと 竹田津実　作 皆成社
913 とべバッタ 田島 征三 作 偕成社
913 ふきまんぶく 田島 征三 文・絵 偕成社
913 じごくのそうべえ 田島 征彦 作 童心社
913 はたけのともだち 田島征三　作 童心社
913 ファインディング・ドリー 俵　ゆり 講談社
913 富士山うたごよみ 俵　万智 著 Ｕ．Ｇ．サトー 画 福音館書店//福音館書店
913 はしれ、めがね犬 武井 直紀 作 教育画劇
913 はらぺこプンタ 武井 博 作 講談社
913 がんばりプンタ 武井 博 作 講談社
913 なきべそプンタ 武井 博 作 講談社
913 となりのせきのますだくん 武田 美穂 作・絵 ポプラ社
913 ふしぎのおうちはドキドキなのだ 武田 美穂 作・絵 ポプラ社
913 ますだくんのランドセル 武田 美穂 作・絵 ポプラ社
913 となりのせきのますだくん 武田 美穂 作・絵 ポプラ社
913 ますだくんの１ねんせい日記 武田 美穂 作・絵 ポプラ社
913 スーパー仮面はつよいのだ 武田 美穂 作・絵 ポプラ社
913 すみっこのおばけ 武田美穂　作・絵 ポプラ社
913 きょうはすてきなおばけの日 武田美穂　作・絵 ﾎﾟﾌﾟﾗ社
913 ますだくんとはじめてのせきがえ 武田美穂　作・絵 ﾎﾟﾌﾟﾗ社
913 ますだくんとまいごのみほちゃん 武田美穂　作・絵 ﾎﾟﾌﾟﾗ社
913 きょうはすてきなくらげの日！ 武田美穂　作・絵 ﾎﾟﾌﾟﾗ社
913 響け！ユーフォニアム 武田綾乃　著 宝島社
913 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 あんず林のどろぼう 立原えりか 岩崎書店
913 緑の星に生まれて 立松　和平 学習研究社
913 くらかけ山の熊 立松 和平 作 フレーベル館
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 山のいのち 立松 和平 作 ポプラ社
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 川のいのち 立松 和平 文 くもん出版
913 酪農家族 立松和平　著 河出書房新社

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

913 一つ目男と生首女 千葉幹夫　文 リブリオ出版
913 月夜にうかぶ百の顔 千葉幹夫　文 リブリオ出版
913 魔王あらわれる 千葉幹夫　文 リブリオ出版
913 お化けをよぶ百物語 千葉幹夫　文 リブリオ出版
913 おどるネコ化かすキツネ 千葉幹夫　文 リブリオ出版
913 ゴムあたまポンたろう 長 新太 作 童心社
913 つみつみニャー 長　新太 著 あかね書房
913 キャベツくん 長 新太 文・絵 文研出版
913 つきよのかいじゅう 長新太　さく 佼成出版社
913 へびのみこんだなにのみこんだ？ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく えほんの杜
913 パンダ銭湯 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく 絵本館
913 いろいろバス ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 著 大日本図書
913 しろくまのパンツ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 著 ブロンズ新社//ブロンズ新社
913 金色の雲になったトラ つかごし　つねじ 小峰書店
913 でこちゃん つちだ のぶこ さく・え ＰＨＰ研究所
913 ゴンタとカンタ つちだよしはる　作・絵 ＰＨＰ研究所
913 アイのことばのコップ つちだよしはる　作・絵 ＰＨＰ研究所
913 １４の心をきいて つちだよしはる　作・絵 ＰＨＰ研究所
913 ぶたたことんだ つるみ まさお 作 岩崎書店
913 学校の怪談 常光 徹 著 講談社
913 生きていくこと 槻野 けい 著 講談社
913 あいつとぼく 辻村　ノリアキ 著 羽尻　利門 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所
913 マコのゆりいす 鶴見 正夫 作 教育画劇
913 ぞうをください 鶴見 正夫 作 金の星社
913 うれしいウルくん 筒井 敬介 作 教育画劇
913 とんことり 筒井頼子　さく 林明子　え 福音館書店
913 石うすの歌 壺井栄 岩崎書店
913 二十四の瞳 壺井栄　作 武田美穂　絵 講談社
913 ちゅーとにゃーときー デハラユキノリ　再話・絵 長崎出版
913 かべのむこうになにがある？ ブリッタ・テッケントラップ 著 風木　一人 訳 ビーエル出版//ビーエル出版
913 こおったポケット 寺村 輝夫 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 うそつき王さまいぬをかう 寺村 輝夫 作 理論社
913 ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社
913 王さまゆめのひまわり 寺村 輝夫 作 理論社
913 王さまスパイじけん 寺村 輝夫 作 理論社
913 こまったさんのサラダ 寺村 輝夫 作 あかね書房
913 こまったさんのラーメン 寺村 輝夫 作 あかね書房
913 こまったさんのサンドイッチ 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 こまったさんのオムレツ 寺村 輝夫 作 あかね書房
913 こまったさんのグラタン 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 こまったさんのスパゲティ 寺村 輝夫 作 あかね書房
913 こまったさんのコロッケ 寺村 輝夫 作 あかね書房
913 こまったさんのスパゲティ 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 うちゅう人間ケン 寺村 輝夫 作 あかね書房
913 ロボット人間ポン 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 レオくんまほうのかぎ 寺村 輝夫 作 あかね書房
913 レオくんいつまでも 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 レオくんゆめをみる 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 レオくんたたかう 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 ゆうれいせんペサ 寺村 輝夫 作 あかね書房
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 のろわれたたまご 寺村 輝夫 作 あかね書房
913 あやしいほらあな 寺村 輝夫 作 あかね書房
913 うらないのひみつ 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 かみなりトッケポ 寺村 輝夫 作 あかね書房
913 あやうしポケット 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 人魚となぞの木 寺村 輝夫 作 あかね書房
913 竜王のたからもの 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 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 王さままほうが大すき 寺村 輝夫 作 理論社
913 レオくんなぞの花 寺村 輝夫 作 あかね書房
913 王さまくじらのズボン 寺村 輝夫 著 理論社
913 青いブリンク 手塚 治虫 原作 学研
913 おおはくちょうのそら 手島 圭三郎 絵と文 ベネッセコーポレーション
913 まいごのねこはどこだワン？ 手島 悠介 作 教育画劇
913 みんなのかお とだきょうこ　文 福音館書店
913 バルボンさんのおうち とよたかずひこ　作・絵 アリス館
913 おしりたんてい いせきからのSOS トロル 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 ポプラ社
913 おしりたんてい トロル　さく・え ポプラ社
913 おしりたんていかいとうＶＳたんてい トロル 著 ポプラ社//ポプラ社
913 おしりたんていやみよにきえるきょじん トロル 著 ポプラ社//ポプラ社
913 おしりたんていあやうしたんていじむしょ トロル 著 ポプラ社//ポプラ社
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//ポプラ社
913 十一月のマーブル 戸森　しるこ 著 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 理科準備室のヴィーナス 戸森しるこ　著 講談社
913 きつねのでんわボックス 戸田和代 金の星社
913 どんぐり屋 鳥野美知子　作 新日本出版社
913 かみさまにあいたい 当原　珠樹 著 酒井　以 画 ポプラ社//ポプラ社
913 むしたちのうんどうかい 得田 之久 文 童心社
913 むしたちのおんがくかい 得田之久　文 久住卓也　絵 童心社
913 むしたちのおまつり 得田之久　文 久住卓也　絵 童心社
913 キツネのまいもん屋 富安 陽子 さく 新日本出版社
913 ぼっこ 富安 陽子 作 偕成社
913 ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作 理論社
913 キツネ山の夏休み 富安 陽子 著 あかね書房
913 ほこらの神さま 富安　陽子 著 小松　良佳 画 偕成社
913 オニのサラリーマン 富安　陽子 著 大島　妙子 画 福音館書店//福音館書店
913 菜の子先生がやってきた！ 富安陽子　作 福音館書店
913 タヌキ御殿の大そうどう　内科・オバケ科ホオズキ医院 富安陽子　作 ポプラ社
913 オバケだって、カゼをひく！　内科・オバケ科ホオズキ医院 富安陽子　作 ポプラ社
913 学校のオバケたいじ大作戦　内科・オバケ科ホオズキ医院 富安陽子　作 ポプラ社
913 鬼灯先生がふたりいる！？　内科・オバケ科ホオズキ医院 富安陽子　作 ポプラ社
913 ムジナ探偵局名探偵登場！ 富安陽子　作 童心社
913 空へつづく神話 富安陽子　作 偕成社
913 ねこなき山小学校 富安陽子　作 教育画劇
913 オバケに夢を食べられる！？ 富安陽子　作 小松良佳　絵 ポプラ社
913 ぼくはオバケ医者の助手！ 富安陽子　作 小松良佳　絵 ポプラ社
913 ＳＯＳ！七化山のオバケたち 富安陽子　作 小松良佳　絵 ポプラ社
913 かくれ山の冒険 富安陽子　作・画 ＰＨＰ研究所
913 シノダ！魔物の森のふしぎな夜 富安陽子　著 偕成社
913 やまんばあかちゃん 富安陽子　文 大島妙子　絵 理論社
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 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 電車で行こう！　新幹線を追いかけろ 豊田巧　作 裕龍ながれ　絵 集英社
913 電車で行こう！　６０円で関東一周 豊田巧　作 裕龍ながれ　絵 集英社
913 電車で行こう！　逆転の箱根トレイン・ルート 豊田巧　作 裕龍ながれ　絵 集英社
913 電車で行こう！　大阪・京都・奈良ダンガンツアー 豊田巧　作 裕龍ながれ　絵 集英社
913 電車で行こう！　北斗星に願いを 豊田巧　作 裕龍ながれ　絵 集英社
913 電車で行こう！夢の「スーパーこまち」と雪の寝台特急 豊田巧　作 裕龍ながれ　絵 集英社
913 電車で行こう！走る！湾岸捜査大作戦 豊田巧　作 裕龍ながれ　絵 集英社
913 電車で行こう！　超難解！？名古屋トレインラリー 豊田巧　作 裕龍ながれ　絵 集英社
913 電車で行こう！　青春１８きっぷ・１０００キロの旅 豊田巧　作 裕龍ながれ　絵 集英社
913 まごころ、お届けいたします。 豊島与志雄，竹久夢二　［ほか］作 くもん出版
913 なぞなぞねずみくん なかえ よしを 作 ポプラ社
913 いたずらララちゃん 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 ねずみくんとブランコ 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 ねみちゃんとねずみくん なかえ よしを 作 ポプラ社
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 ぞうさんとねずみくん 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 ねずみくんのきもち なかえよしを　作 ポプラ社
913 ねずみくんといっしょはははは なかえよしを　作 ポプラ社
913 ねずみのおいしゃさま なかがわ まさふみ さく 福音館書店
913 ぐりとぐらとくるりくら なかがわ りえこ 〔さく〕 福音館書店
913 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 カモのきょうだいクリとゴマ なかがわちひろ　作・絵 アリス館
913 ぐりとぐらのかいすいよく なかがわりえこ　作 福音館書店
913 そらいろのたね なかがわりえこ　文 おおむらゆりこ　絵 福音館書店
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 そらまめくんのぼくのいちにち なかやみわ　さく 小学館
913 そらまめくんのベッド なかやみわ　さく・え 福音館書店
913 はりねずみのはりこ なかやみわ 作・絵 福音館書店
913 そらまめくんとめだかのこ なかやみわ　作・絵 福音館書店



913 そらまめくんのベッド なかやみわ　作・絵 福音館書店
913 やさいのがっこう なかやみわ∥さく 白泉社
913 どんぐりむらのぱんやさん なかやみわ∥さく 学研教育出版
913 かわいいこねこをもらってください なりゆきわかこ　作 ポプラ社
913 坊っちゃん 夏目漱石　著 新潮社
913 吾輩は猫である 夏目漱石　著 新潮社
913 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 『ないた』 中川　ひろたか 金の星社
913 きらいさきらい 中川　ひろたか 著 工藤　ノリコ 画 理論社
913 ふしぎなふうせん 中川　ひろたか 著 布川　愛子 画 すずき出版
913 おばあちゃんすごい！ 中川 ひろたか 文 童心社
913 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川 李枝子 さく 福音館書店
913 ももいろのきりん 中川 李枝子 さく 福音館書店
913 おひさまはらっぱ 中川 李枝子 さく 福音館書店
913 森おばけ 中川 李枝子 さく 福音館書店
913 わんわん村のおはなし 中川 李枝子 さく 福音館書店
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 かえるのエルタ 中川 李枝子 さく 福音館書店
913 たんたのたんけん 中川　李枝子 著 学習研究社
913 茶畑のジャヤ 中川なをみ　作 鈴木出版
913 有松の庄九郎 中川なをみ　作 こしだミカ　絵 新日本出版社
913 だじゃれレストラン 中川ひろたか 絵本館
913 ぼくはうちゅうじん 中川ひろたか　ぶん はたこうしろう　　え アリス館
913 歯がぬけた 中川ひろたか　作 ＰＨＰ研究所
913 いやいやえん 中川李枝子　さく 福音館書店
913 ねこのおんがえし 中川李枝子　文 のら書店
913 ぐりとぐらのおおそうじ 中川李枝子　文　山脇百合子　絵 福音館書店
913 しりとりのだいすきなおうさま 中村　翔子 著 はた　こうしろう 画 すずき出版//すずき出版
913 ひとり増えてる… 中村まさみ 金の星社
913 ふしぎなナイフ 中村牧江 林健造　さく 福音館書店
913 レイナが島にやってきた！ 長崎　夏海 著 いちかわ　なつこ 画 理論社//理論社
913 ゆきごんのおくりもの 長崎 源之助 さく 新日本出版社
913 えんぴつびな 長崎 源之助 作 金の星社
913 つりばしわたれ 長崎 源之助 作 岩崎書店
913 おかあさんの紙びな 長崎 源之助 作 岩崎書店
913 ふねにのっていきたいね 長崎夏海　作 ポプラ社
913 ひろしまのエノキ 長崎源之助　作 童心社
913 うそつき咲っぺ 長崎源之助　作 石倉欣二　絵 佼成出版社
913 デパ－トいきタイ 長野ヒデ子　さく 童心社
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 おばけがっこうのユータくん 那須 正幹 さく ポプラ社
913 ズッコケ三人組と学校の怪談 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 ズッコケ山賊修業中 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 とびだせズッコケ事件記者 那須 正幹 作 ポプラ社
913 こちらズッコケ探偵事務所 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 ズッコケ時間漂流記 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 ズッコケ文化祭事件 那須 正幹 作 ポプラ社
913 ズッコケ三人組の推理教室 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 大当たりズッコケ占い百科 那須 正幹 作 ポプラ社
913 謎のズッコケ海賊島 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 時の石 那須 正幹 作 文渓堂
913 ズッコケ心霊学入門 那須正幹 ポプラ社
913 それいけズッコケ三人組 那須正幹 ポプラ社
913 ぼくらはズッコケ探偵団 那須正幹 ポプラ社
913 最後のニホンオオカミ 那須正幹　作 くもん出版
913 ずいとん先生と化けの玉 那須正幹　文 童心社
913 ボルピィ物語 那須田 淳 作 ひくまの出版
913 星磨きウサギ 那須田淳　作 理論社
913 うどんやのたあちゃん 鍋田敬子∥さく 福音館書店
913 トリシア、まだまだ修業中！ 南房秀久　作 学習研究社
913 トリシア、ただいま修業中！ 南房秀久　作 学習研究社
913 トリシア、先生になる！？ 南房秀久　作 学習研究社
913 トリシア、指名手配中！？ 南房秀久　作 学習研究社
913 トリシア先生、急患です！ 南房秀久　作 学習研究社
913 トリシア先生、大逆転！？ 南房秀久　作 学習研究社
913 トリシア先生とキケンな迷宮！ 南房秀久　作 学習研究社
913 フローラと七つの秘宝　錬金術師のタマゴたち２ 南房秀久　作 学習研究社
913 水の都のフローラ　錬金術師のタマゴたち 南房秀久　作 学習研究社
913 かいじゅうトドラ・トットコ 半沢 一枝 作 童心社
913 ココロ屋 梨屋アリエ　作 菅野由貴子　絵 文研出版
913 ツー・ステップス！ 梨屋アリエ　著 岩崎書店
913 西の魔女が死んだ 梨木香歩　著 新潮社
913 ズッコケまるひ大作戦 ポプラ社
913 うんこ! サトシン∥文 文渓堂
913 ふしぎ古書店　１ にかいどう　青 著 のぶたろ 画 講談社//講談社
913 ふしぎ古書店　２ にかいどう　青 著 のぶたろ 画 講談社//講談社
913 ふしぎ古書店　３ にかいどう　青 著 のぶたろ 画 講談社//講談社



913 ふしぎ古書店　４ にかいどう　青 著 のぶたろ 画 講談社//講談社
913 ふしぎ古書店　５ にかいどう　青 著 のぶたろ 画 講談社//講談社
913 わたしのワンピース にしまき かやこ ・えとぶん こぐま社
913 むしばいっかのおひっこし にしもとやすこ　作・絵 講談社
913 牛をつないだつばきの木 新美 南吉 〔著〕 大日本図書
913 牛をつないだつばきの木 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 手ぶくろを買いに 新美 南吉 作 偕成社
913 手ぶくろを買いに 新美 南吉 作 偕成社
913 あかいろうそく 新美 南吉 作 大日本図書
913 こどものすきなかみさま 新美 南吉 作 大日本図書
913 がちょうのたんじょうび 新美 南吉 作 大日本図書
913 ごんぎつねとてぶくろ 新美 南吉 作 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 こぞうさんのおきょう 新美 南吉 作 大日本図書
913 ごんぎつね 新美 南吉 作 偕成社
913 うた時計と狐 新美 南吉 著 大日本図書
913 鳥山鳥右エ門 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 うた時計と狐 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 手ぶくろを買いに/ごんぎつね 新美南吉 学研プラス
913 おじいさんのランプ 新美南吉　作 岩崎書店
913 木の祭り 新美南吉　作 にっけん教育出版社
913 狐 新美南吉　作 偕成社
913 かにのしょうばい 新美南吉　作 山口マオ　絵 鈴木出版
913 絵本極楽 西川隆範　文 桝田英伸　監修 風濤社
913 ぼくの、ひかり色の絵の具 西村すぐり　作 大野八生　絵 ポプラ社
913 にちよういち 西村繁男　作 童心社
913 オムレツ屋へようこそ！ 西村友里　作 鈴木びんこ　絵 国土社
913 ぐるんぱのようちえん 西内ミナミ　さく 堀内誠一　え 福音館書店
913 お母さん、ひらけゴマ！ 西本 鶏介 作 ポプラ社
913 おじいちゃんのごくらくごくらく 西本鶏介　作 鈴木出版
913 まよなかのたんじょうかい 西本鶏介　作 渡辺有一　絵 鈴木出版
913 たぬきのたろべえのたこやきや 二宮由紀子　作 理論社
913 ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮由紀子　文 教育画劇

913 １時間の物語
日本児童文学者協会 編 黒須　高嶺 画 ま
はら　三桃，他 著

偕成社

913 ５分間の物語
日本児童文学者協会 編 小林　系 画 瀧
羽　麻子，他 著

偕成社

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 わすれんぼうなコックさん 日本児童文芸家協会　編 ポプラ社
913 あわてんぼうなお姫さま 日本児童文芸家協会　編 ポプラ社
913 こわがりやの忍者 日本児童文芸家協会　編 ポプラ社
913 くいしんぼうなおばけ 日本児童文芸家協会　編 ポプラ社
913 だれがアケル！？恐怖のトビラ 日本児童文芸家協会　編 ＰＨＰ研究所
913 だれがアケル！？呪いのトビラ 日本児童文芸家協会　編 ＰＨＰ研究所
913 だれがアケル！？魔のトビラ 日本児童文芸家協会　編 ＰＨＰ研究所
913 だれがアケル！？悪夢のトビラ 日本児童文芸家協会　編 ＰＨＰ研究所
913 ぼくらは少年探偵団 並木 圭子 画 偕成社
913 学校の魔女にご用心 竹咲 輝 画 偕成社
913 学校のふしぎな事件簿 栗城 しょうこ 画 偕成社
913 交換日記のミステリー 川越 幸子 画 偕成社
913 犯人はだれだ？ 佐藤 由惟 画 偕成社
913 なぞの電子メール 竹咲 輝 画 偕成社
913 学校のびっくり事件ファイル 我妻 やすみ 画 偕成社
913 名探偵ひみつ事件ノート 並木 圭子 画 偕成社
913 学校のミステリー探険 佐藤 由惟 画 偕成社
913 なぞの教室怪事件 栗城 しょうこ 画 偕成社
913 そらとぶこくばん ねじめ正一　さく 福音館書店
913 ママがおばけになっちゃった！ のぶみ 著 講談社//講談社
913 点子ちゃん 野田道子　作 毎日新聞社

913 たまごっち！　１ ＢＡＮＤＡＩ・ＷｉＺ，他 著
角川書店//角川グループパブ
リッシング

913 きみ、なにがすき？ はせがわ　さとみ 著 あかね書房//あかね書房
913 １０２ひきのねずみ はせがわかこ　作・絵 金の星社

913 青空エール
はの　まきみ 著 河原　和音 原著 持地
佑季子 著

集英社//集英社

913 ないたあかおに はまだ ひろすけ ・ぶん 偕成社
913 ラビンのふしぎなまほうゆうびん ハマダルコラ　作 ポプラ社
913 ラビンのふしぎなまほうゆうびんにんぎょうのくにへいきたい ハマダルコラ　作 ポプラ社
913 でてこいでてこい はやしあきこ  さく 福音館書店
913 奇譚ルーム はやみね　かおる 著 しきみ 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版
913 そして五人がいなくなる　名探偵夢水清志郎事件ノ－ト　１ はやみねかおる　作 講談社
913 亡霊は夜歩く　名探偵夢水清志郎事件ノ－ト　２ はやみねかおる　作 講談社
913 消える総生島　名探偵夢水清志郎事件ノ－ト　３ はやみねかおる　作 講談社
913 魔女の隠れ里　名探偵夢水清志郎事件ノ－ト　４ はやみねかおる　作 講談社
913 踊る夜光怪人　名探偵夢水清志郎事件ノ－ト　５ はやみねかおる　作 講談社
913 機巧館のかぞえ唄　名探偵夢水清志郎事件ノ－ト　６ はやみねかおる　作 講談社

913
ギヤマン壷の謎　大江戸編　上巻　名探偵夢水清志郎事件
ノ－ト外伝１

はやみねかおる　作 講談社

913
徳利長屋の怪　　大江戸編　下巻　名探偵夢水清志郎事件ノ
－ト外伝２

はやみねかおる　作 講談社



913 人形は笑わない　名探偵夢水清志郎事件ノ－ト　７ はやみねかおる　作 講談社
913 『ミステリ－の館』へ、ようこそ　名探偵夢水清志郎事件ノ－ト はやみねかおる　作 講談社
913 あやかし修学旅行鵺のなく夜　名探偵夢水清志郎事件ノート はやみねかおる　作 講談社

913
笛吹き男とサクセス塾の秘密　名探偵夢水清志郎事件ノート
１０

はやみねかおる　作 講談社

913
オリエント急行とパンドラの匣　名探偵夢水清志郎＆怪盗ク
イーンの華麗なる大冒険

はやみねかおる　作 講談社

913 ハワイ幽霊城の謎　名探偵夢水清志郎事件ノート　１１ はやみねかおる　作 講談社
913 怪盗クイ－ンはサ－カスがお好き はやみねかおる　作 講談社
913 怪盗クイーンの優雅な休暇 はやみねかおる　作 講談社
913 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
オリエント急行とパンドラの匣　名探偵夢水清志郎＆怪盗ク
イーンの華麗なる大冒険

はやみねかおる　作 講談社

913 怪盗クイーン、仮面舞踏会にて　ピラミッドキャップの謎　前 はやみねかおる　作 講談社
913 怪盗クイーンに月の砂漠を　ピラミッドキャップの謎　後編 はやみねかおる　作 講談社
913 ぼくと未来屋の夏 はやみねかおる　作 武本糸会　絵 講談社
913 ぼくと先輩のマジカル・ライフ はやみねかおる　著 庭　絵 角川書店
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 サイアク！ 花田　鳩子 著 藤原　ヒロコ 画 ＰＨＰ研究所
913 うみのきらきらやまのきらきら 花之内雅吉　作・絵 鈴木出版
913 ろくべえ　まってろよ 灰谷 健次郎 作 文研出版
913 だれもしらない 灰谷健次郎　作 あかね書房
913 ハードル　２ 吉富多美 青木和雄　作 金の星社
913 ハードル　３ 吉富多美　作 金の星社
913 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 かいけつゾロリのきょうふのプレゼント 原 ゆたか さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリの大きょうりゅう 原 ゆたか さく・え ポプラ社
913 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 かいけつゾロリの大かいじゅう 原 ゆたか さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのおばけ大さくせん 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プレゼント 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サッカー 原 ゆたか さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのテレビゲームききいっぱつ 原 ゆたか さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのチョコレートじょう 原 ゆたか さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリの大金もち 原 ゆたか さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリとなぞのひこうき 原 ゆたか さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリぜったいぜつめい 原 ゆたか さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのてんごくとじごく 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カーニバル 原 ゆたか さく・え ポプラ社
913 プカプカチョコレー島 原 ゆたか 著 あかね書房
913 プカプカチョコレー島まじょの国へ 原 ゆたか 著 あかね書房
913 プカプカチョコレー島かいぞくあらわる 原 ゆたか 著 あかね書房
913 プカプカチョコレー島めざせたから島 原 ゆたか 著 あかね書房
913 プカプカチョコレー島こおりの国のにんじゃ 原 ゆたか 著 あかね書房
913 かいけつゾロリつかまる 原　ゆたか 著 ポプラ社
913 かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原　ゆたか 著 ポプラ社
913 かいけつゾロリのおいしい金メダル 原　ゆたか 著 ポプラ社
913 かいけつゾロリうちゅう大さくせん 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社
913 かいけつゾロリロボット大さくせん 原　ゆたか 著 ポプラ社//ポプラ社
913 かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん（後編） 原ゆたか ポプラ社
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 かいけつゾロリのドラゴンたいじ 2 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 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん（前編） 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく 原ゆたか　さく・え 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　さく・え 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　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリやせるぜ！ダイエット大さくせん 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 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 かいけつゾロリきょうふのちょうとっきゅう 原ゆたか　さく・え 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　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのドラゴンたいじ 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリの大かいぞく 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ゆうえんち 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリけっこんする！？ 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリ大けっとう！ゾロリじょう 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カーレース 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大ジャンプ 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宝さがし 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのようかい大リーグ 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリとまほうのへや 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリたべられる！！ 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリの大どろぼう 原ゆたか　さく・え 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　さく・え 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　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリちきゅうさいごの日 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのメカメカ大さくせん 原ゆたか　さく・え ポプラ社
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　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリなぞのスパイと１００本のバラ 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ 原ゆたか　さく・え ポプラ社



913 かいけつゾロリのクイズ王 原ゆたか　さく・え 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　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのようかい大うんどうかい 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのじごくりょこう 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 きえた！？かいけつゾロリ 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのママだ－いすき 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 かいけつゾロリのかいていたんけん 原ゆたか　さく・え ポプラ社
913 へいきのヘイタ 原ゆたか　原案・絵 ポプラ社
913 かいけつゾロリイシシ・ノシシ大ピンチ！！ 原ゆたか　作・絵 ポプラ社
913 オーボラーラ男爵の大冒険 原京子　文 ポプラ社
913 とうちゃんのトンネル 原田 泰治 作・絵 ポプラ社
913 とうちゃんのトンネル 原田泰治　作・絵 ポプラ社
913 いさごむしのよっ子ちゃん 市川 禎男 〔絵〕 新日本出版社
913 ぼんやきゅう 指田和∥文 ポプラ社
913 絶望鬼ごっこ 〔12〕 針とら∥作 集英社
913 絶望鬼ごっこ 〔3〕 針とら∥作 集英社
913 絶望鬼ごっこ 〔2〕 針とら∥作 集英社
913 恐怖の帰り道 〔3〕 針とら∥著 学研プラス
913 ハ－ドル　１ 青木和雄　作 金の星社
913 月からきたラブレター 早川 真知子 作 小峰書店
913 ひまごはタイムトラベラー 早川 真知子 作 文渓堂
913 トリゴラス 長谷川 集平 作 文研出版
913 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川義史　さく・え 教育画劇
913 ラーメンちゃん 長谷川義史　作 絵本館
913 いいからいいから 長谷川義史　作 絵本館
913 いいからいいから2 長谷川義史　作 絵本館
913 いいからいいから3 長谷川義史　作 絵本館
913 いいからいいから4 長谷川義史　作 絵本館
913 やまださんちのてんきよほう 長谷川義史　作 絵本館
913 どこどこどこ　１ 長谷川義史　作・絵 ひかりのくに
913 どこどこどこ　２ 長谷川義史　作・絵 ひかりのくに
913 いろはのかるた奉行 長谷川義史　作・絵 講談社
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 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 きょだいなきょだいな 長谷川摂子　作 降矢なな　絵 福音館書店
913 おっきょちゃんとかっぱ 長谷川摂子　文 福音館書店
913 まほうのコップ 長谷川摂子　文 川島敏生　写真 福音館書店
913 きつねとごんろく 馬場 のぼる 作 童心社
913 １１ぴきのねことへんなねこ 馬場 のぼる 著 こぐま社
913 １１ぴきのねこどろんこ 馬場 のぼる 著 こぐま社
913 １１ぴきのねこ 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 １１ぴきのねこ　ふくろのなか 馬場 のぼる 著 こぐま社
913 １１ぴきのねことぶた 馬場 のぼる 著 こぐま社
913 ウミガメ・ゴンク動物記　（上） 畑 正憲 著 朝日出版社
913 新ぼくのくろう 畑 正憲 著 朝日出版社
913 犬ずきのひとこの指とまれ 畑 正憲 著 朝日出版社
913 オオハクチョウドンキーの空 畑 正憲 著 朝日出版社
913 でんしゃにのったチョウチョ 浜 たかや さく ＰＨＰ研究所
913 妖刀村雨丸　南総里見八犬伝　１ 浜たかや　編著 偕成社
913 五犬士走る　南総里見八犬伝　２ 浜たかや　編著 偕成社
913 妖婦三人　南総里見八犬伝　３ 浜たかや　編著 偕成社
913 八百比丘尼　南総里見八犬伝　４ 浜たかや　編著 偕成社
913 車いすのみっちゃん 浜中美千代（作） 新風社
913 泣いた赤おに 浜田 広介 作 偕成社
913 へいわってどんなこと？ 浜田桂子　作 童心社
913 卒業うどん 服部千春　作 講談社
913 友よ・夏の花・原爆詩 林 京子 〔ほか〕著 金の星社
913 はじめてのキャンプ 林 明子 さく・え 福音館書店
913 あいたかったよ、カネチン 林 洋子 作 岩崎書店
913 ひとしずくの涙、ほろり。 林芙美子，宮沢賢治　［ほか］作 くもん出版
913 こんとあき 林明子　さく 福音館書店
913 きょうはなんのひ？ 林明子　絵 福音館書店
913 くりぃむパン 濱野京子　作 黒須高嶺　絵 くもん出版
913 ぼくのかえりみち ひがしちから　作 ＢＬ出版
913 なりたて中学生　初級編 ひこ・田中　作 講談社
913 なりたて中学生　中級編 ひこ・田中　作 講談社
913 なりたて中学生　上級編 ひこ・田中　作 講談社
913 ぼくは本を読んでいる。 ひこ・田中 著 講談社//講談社
913 ゆきだるまのかぞえうた ひろかわさえこ　さく・え あかね書房
913 空のてっぺん　銀色の風 ひろはた　えりこ 小峰書店
913 そして、カエルはとぶ！ 広瀬 寿子 作 国土社
913 妖怪遊園地 広瀬克也∥作 絵本館
913 おひさまいろのきもの 広野　多珂子 福音館書店
913 ほんとはスイカ 昼田弥子　ぶん 高畠那生　え ブロンズ新社
913 ぶたぶたくんのおかいもの 土方久功　さく・え 福音館書店
913 おかあさんがいっぱい 東 君平 作・絵 金の星社
913 おかあさんはえらい！ 東 君平 作・絵 金の星社
913 おかあさんの耳、日曜 東 君平 作・絵 金の星社
913 ひとくち童話 東君平　著 フレ－ベル館
913 ちょんまげ君の借金脱出大作戦 東山 えつこ 作・絵 ポプラ社
913 かえるの平家ものがたり 日野十成　文 福音館書店



913 ゆずちゃん 肥田 美代子 作 ポプラ社
913 ドギーマギー動物学校　１ 姫川明月 角川書店
913 ドギーマギー動物学校　２ 姫川明月　作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ドギーマギー動物学校　３ 姫川明月　作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ドギーマギー動物学校　４ 姫川　明月 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 馬ぬすびと 平塚 武二 作 福音館書店
913 絵本玉虫厨子の物語 平塚武二　作 童心社
913 モジャキのくすり 平田　明子 著 高畠　純 画 ほるぷ出版//ほるぷ出版
913 つみきのいえ 平田研也　文 白泉社
913 ぱんつくったよ。 平田昌広　作 平田景　絵 国土社
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 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　４ 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　５ 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂  ６ 廣嶋玲子 偕成社
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　７ 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　９ 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　８ 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１０ 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１１ 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社//偕成社
913 十年屋 廣嶋　玲子 著 佐竹　美保 画 静山社//静山社
913 のねずみチッチ ふくざわゆみこ　さく のら書店
913 ぎょうれつのできるパンやさん ふくざわゆみこ　作・絵 教育画劇
913 りんごがひとつ ふくだすぐる　作・絵 岩崎書店
913 かぶとむしランドセル ふくべ　あきひろ 著 おおの　こうへい 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所
913 けんちゃん・ゆうちゃんのあっぷっぷう！ ふじえだ　つう 全国心身障害児福祉財団
913 ひみつのきもちぎんこう ふじもとみさと　作 田中六大　絵 金の星社
913 もりのゆうびんきょく ふなざき やすこ 〔著〕 偕成社
913 もりの　おもちゃやさん ふなざき やすこ さく 偕成社
913 もりの　はいしゃさん ふなざき やすこ さく 偕成社
913 もりのレストラン ふなざき やすこ さく 偕成社
913 もりの　じてんしゃやさん ふなざき やすこ さく 偕成社
913 もりの　おかしやさん ふなざき やすこ さく 偕成社
913 大どろぼうくまさん ふりや かよこ 作 絵 教育画劇
913 ロボット・カミイ ふるた　たるひ 福音館書店
913 おしいれのぼうけん ふるた たるひ さく 童心社

913 たいせつなこと
マーガレット・ワイズ・ブラウン 著 レナード・
ワイスガード 画 うちだ　ややこ 訳

フレーベル館//フレーベル館

913 おしいれのぼうけん 古田足日 童心社
913 モグラ原っぱのなかまたち 古田足日 あかね書房
913 大きい１年生と小さな２年生 古田足日　さく 中山正美　え 偕成社
913 ようすけ君の夢 黒岩晴子　編著 かもがわ出版（発売）
913 ぽっぺん先生のどうぶつ日記　４ 舟崎 克彦 作・構成 筑摩書房
913 ぽっぺん先生のどうぶつ日記　５ 舟崎 克彦 作・構成 筑摩書房
913 ぽっぺん先生のどうぶつ日記 舟崎 克彦 作・構成 筑摩書房
913 ぽっぺん先生と帰らずの沼 舟崎 克彦 著 筑摩書房
913 もりのとけいやさん 舟崎 靖子 作 偕成社
913 ひとまねザル 舟崎克彦 筑摩書房
913 はかまだれ 舟崎克彦　作 ひくまの出版
913 ぽっぺん先生の日曜日 舟崎克彦　著 筑摩書房
913 くにのはじまり 舟崎克彦　文 あかね書房
913 やいトカゲ 舟崎靖子　作 あかね書房
913 もりのおべんとうやさん 舟崎靖子　作　舟崎克彦　絵 偕成社
913 もりのクリーニングやさん 舟崎靖子　作　舟崎克彦　絵 偕成社
913 もりのスパゲッティやさん 舟崎靖子　作　奈良坂智子　絵 偕成社
913 もりのピザやさん 舟崎靖子　作　奈良坂智子　絵 偕成社
913 あるくおだんごくん 深見春夫　さく・え ＰＨＰ研究所
913 ＩＱ探偵タクト　密室小学校 深沢美潮　作 ジャイブ
913 ＩＱ探偵タクト　ダンジョン小学校 深沢美潮　作 ジャイブ
913 ＩＱ探偵タクト　桜の記憶 深沢美潮　作 ジャイブ
913 鏡の中の魔法使い 藤 真知子 作 ポプラ社
913 ラブレター 藤井清美　［ほか］著 汐文社
913 まじょ子どんな子ふしぎな子 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ボ－イフレンド 藤真知子　作 ポプラ社
913 まじょ子のこわがらせこうかんにっき 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 まじょ子のすてきなおうじさま 藤真知子　作 ポプラ社
913 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めざせ！スタ－ 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ヒ－ロ－はだあれ 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 いたずらまじょ子とカレ－の王子さま 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 いたずらまじょ子とおまじない女王 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３つのおねがい 藤真知子　作 ポプラ社
913 ねむりの国のまじょ子 藤真知子　作 ポプラ社
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のろわれた小学校 藤真知子　作 ポプラ社



913 いたずらまじょ子といじわるルクチひめ 藤真知子　作 ポプラ社
913 いたずらまじょ子のおうちへどうぞ 藤真知子　作 ポプラ社
913 まじょ子と７にんのちっちゃおばけ 藤真知子　作 ポプラ社
913 まじょ子と１０１ぴきのようかい 藤真知子　作 ポプラ社
913 まじょ子と３にんのこどもドラキュラ 藤真知子　作 ポプラ社
913 まじょ子の世界一かわいくなるぼうけん 藤真知子　作 ポプラ社
913 まじょ子とオオカミおとこウルルのたからさがし 藤真知子　作 ポプラ社
913 おいしい国のまじょ子 藤真知子　作 ポプラ社
913 まほう小学校のまじょ子 藤真知子　作 ポプラ社
913 まじょ子のまほうテスト 藤真知子　作 ポプラ社
913 まじょ子とハムスタ－王国 藤真知子　作 ポプラ社
913 まじょ子とドキドキの森 藤真知子　作 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 ぼくとママの黄色い自転車 藤田杏一　著 小学館
913 本当にこわーい都市伝説 藤田晋一　編 ＰＨＰ研究所
913 となりのオジー 藤本ともひこ　作絵 すずき出版
913 りえの野の旅 武鹿 悦子 作 小峰書店
913 クレヨン王国の十二か月 福永 令三 著 講談社
913 おならばんざい 福田 岩緒 作・絵 ポプラ社
913 あかいセミ 福田岩緒　著 文研出版
913 ふたり 福田隆浩　著 講談社
913 香菜とななつの秘密 福田隆浩　著 講談社
913 天風の吹くとき 福明子　作 国土社
913 ギラギラかいじゅう 筑摩書房
913 チビねずくんのあつーいいちにち ダイアナ・ヘンドリー 作 ポプラ社
913 ぼくのいのち 細谷 亮太 作 岩崎書店

913 サマーウォーズ
細田　守 原著 蒔田　陽平 著 貞本　義行
画

角川書店//角川グループパブ
リッシング

913 おおかみこどもの雨と雪 細田　守 著 喜久屋　めがね 画
角川書店//角川グループパブ
リッシング

913 盗賊会社 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 そして、だれも… 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 ねむりウサギ 星新一　作 理論社
913 ねずみ小僧六世 星新一　作 理論社
913 きまぐれロボット 星新一　作 理論社
913 ねらわれた星 星新一　作 和田誠　絵 理論社
913 宇宙の男たち 星新一　作 和田誠　絵 理論社
913 七人の犯罪者 星新一　作 和田誠　絵 理論社
913 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 どろぼうだっそうだいさくせん！ 穂高順也　作 偕成社
913 ゆうれいママ悪魔のアイドル 堀 直子 さく 偕成社
913 ねこじまくん 堀家喜久子　作 新日本出版社
913 おかのうえのカステラやさん 堀直子　作 小峰書店
913 ぼくたちのふしぎな船 堀内純子　作 教育画劇
913 チョコレートと青い空 堀米薫　作 小泉るみ子　絵 そうえん社
913 ズートピア 本多　玉乃 著 講談社
913 たたりじゃレストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 墓場レストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 がい骨レストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 魔女のレストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 うらめしやレストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 呪いのレストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 闇のレストラン かとう くみこ 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 もののけレストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 悪夢のレストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 百物語レストラン 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 地獄レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 ケイタイ電話レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 妖怪レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 お化け屋敷レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 魔界レストラン たかい よしかず 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 幽霊屋敷レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 七不思議レストラン たかい よしかず 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 あの世レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 タイキルとジョッコ まいえ かずお 作 福音館書店
913 ぼくらのきょうしつジャングルだ ますだ えつこ ぶん 新日本出版社
913 あしあと まつおかたつひで  作・絵 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　作・絵 ポプラ社
913 つとむくんのかばみがき まつたに みよこ さく 偕成社
913 きりかぶのあかちゃん まど みちお ぶん 国土社
913 いっぱいやさいさん まど・みちお　文 至光社
913 奮闘するたすく まはら　三桃 著 講談社//講談社

913 ヴィックは本なんてだいきらい
リタ・マーシャル 著 エティエンヌ・ドレセー
ル 画 うみ　ひかる 訳

西村書店

913 化け猫レストラン 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・責任編集　松
谷みよ子

童心社



913 人形レストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集　松
谷みよ子

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・責任編集　松
谷みよ子

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・責任編集　松
谷みよ子

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・責任編集　松
谷みよ子

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・責任編集　松
谷みよ子

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・責任編集　松
谷みよ子

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・責任編集　松
谷みよ子

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・責任編集　松
谷みよ子

童心社

913 秘密のとびらレストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集　松
谷みよ子

童心社

913 座敷わらしレストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集　松
谷みよ子

童心社

913 恐怖のトンネルレストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集　松
谷みよ子

童心社

913 ゾンビのレストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集　松
谷みよ子

童心社

913 真夜中の学校レストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集　松
谷みよ子

童心社

913 霊界通信レストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集　松
谷みよ子

童心社

913 死神レストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集　松
谷みよ子

童心社

913 魔の森レストラン
怪談レストラン編集委員会・責任編集　松
谷みよ子

童心社

913 かぜひきころわん 間所 ひさこ 作 ひさかたチャイルド
913 ころわんのおるすばん 間所 ひさこ 作 ひさかたチャイルド
913 ゆきのひの　ころわん 間所 ひさこ 作 ひさかたチャイルド
913 １０ぴきのかえるのおしょうがつ 間所ひさこ　作　仲川道子　絵 ＰＨＰ研究所
913 おきなわ　島のこえ 丸木　俊 小峰書店
913 ひろしまのピカ 丸木 俊 え・文 小峰書店
913 おふろだいすき 松岡 享子 作 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 ぼくのロボット大旅行 松岡 達英 さく 福音館書店
913 なぞなぞのすきな女の子 松岡享子　さく 学習研究社
913 だんごむしそらをとぶ 松岡達英　作 小学館
913 こぐまをあらう雨 松居 友 作 国土社
913 むささびのコロ 松谷 みよ子 〔著〕 童心社
913 ふうちゃんのおたんじょうび 松谷 みよ子 さく 新日本出版社
913 ふたりのイーダ 松谷 みよ子 著 講談社
913 龍の子太郎 松谷 みよ子 著 講談社
913 龍の子太郎 松谷 みよ子 著 講談社
913 ちいさいモモちゃん 松谷 みよ子 著 講談社
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 まちんと 松谷 みよ子 文 偕成社
913 とうろうながし 松谷 みよ子 文 偕成社
913 私のアンネ＝フランク 松谷みよ子 偕成社
913 花いっぱいになあれ 松谷みよ子　さく 大日本図書
913 オバケちゃん 松谷みよ子　作 いとうひろし　絵 講談社
913 幽体離脱レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社
913 紫ババアレストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社
913 虫の知らせレストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社
913 死の影レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社
913 仮面レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社
913 怪談レストランナビ霊 松谷みよ子　責任編集 童心社
913 怪談レストランナビ妖 松谷みよ子　責任編集 童心社
913 ぼうさまになったからす 松谷みよ子　文 偕成社
913 ミサコの被爆ピアノ 松谷みよ子　文 講談社
913 さきちゃんとおばあちゃん 松田 素子 作 ポプラ社
913 おばあちゃんがいるといいのにな 松田 素子 作 ポプラ社
913 ぼく、ちきゅうかんさつたい 松本聰美　作 ひがしちから　絵 出版ワークス
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 こぎつねコンとこだぬきポン 松野正子　文 童心社
913 たろうの木 真鍋 タヨ子 文 詫間町教育委員会
913 へんてこおじさん 前川 かずお 作 童心社
913 ふしぎなふろしきづつみ 前川康男　作 教育画劇
913 サンタの国の１２ヵ月 牧村則村　文　葛岡博・河野次郎　絵 アートデイズ
913 「悩み部」の焦燥と、その暗躍。 麻希　一樹 著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス
913 「悩み部」の成長と、その緊張。 麻希　一樹 著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス
913 ワールド幽霊ツアー 童心社
913 ワールドなみだツアー 童心社
913 ワールド冒険ツアー 童心社
913 ワールドわらいツアー 童心社
913 神かくしレストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 亡霊レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 へんし～んほうれんそうマン みづしま 志穂 さく ポプラ社



913 ほうれんそうマンのようかいじま みづしま 志穂 さく ポプラ社
913 ほうれんそうマンのゆうれいじょう みづしま 志穂 さく ポプラ社
913 ほうれんそうマンのおばけやしき みづしま 志穂 さく ポプラ社
913 ほうれんそうマンよいこの１年生 みづしま 志穂 さく ポプラ社
913 ほうれんそうマンのじどうしゃレース みづしま 志穂 さく ポプラ社
913 どんどんキップ ミノオカ・リョウスケ　作・絵 すずき出版
913 さあちゃんのぶどう みのしま さゆみ ぶん くもん出版
913 つるにのって ミホ・シボ 原案 金の星社
913 ワニくんのおおきなあし みやざきひろかず ブックローン出版
913 ワニくんのめざましどけい みやざきひろかず ブックローン出版
913 ワニくんのレインコート みやざきひろかず ブックローン出版
913 ワニくんとかわいい木 みやざきひろかず ブックローン出版
913 ワニくんのながいよる みやざきひろかず ブックローン出版
913 ワニくんのえにっき みやざきひろかず ブックローン出版
913 ワニくんのひるねの木 みやざきひろかず ブックローン出版
913 ワニくんのむかしばなし みやざきひろかず ブックローン出版
913 ワニくんのイス みやざきひろかず ブックローン出版
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 ワニくんのＴシャツ みやざきひろかず　作・絵 ＢＬ出版
913 ぼく、どこにでもいるカバです みやざきひろかず　作・絵 ﾌﾞｯｸﾛーﾝ出版
913 ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや　作・絵 金の星社
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 ふしぎなキャンディーやさん みやにしたつや　作・絵 金の星社
913 おいしいものたべたら みやもとただお　作・絵 鈴木出版
913 ひらがなだいぼうけん 宮下すずか　さく みやざきひろかず　え 偕成社
913 カタカナダイボウケン 宮下すずか　さく みやざきひろかず　え 偕成社
913 すうじだいぼうけん 宮下すずか　さく みやざきひろかず　え 偕成社
913 なないろレインボウ 宮下恵茉　作 ポプラ社
913 にゃーご 宮西 達也 作・絵 鈴木出版
913 はなすもんか－！ 宮西達也　作・絵 鈴木出版
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 にゃ－ご 宮西達也　作・絵 鈴木出版
913 きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西達也　作・絵 鈴木出版
913 きみはほんとうにステキだね 宮西達也　作・絵 ポプラ社
913 あなたをずっとずっとあいしてる 宮西達也　作・絵 ポプラ社
913 ぼくにもそのあいをください 宮西達也　作・絵 ポプラ社
913 わたしはあなたをあいしています 宮西達也　作・絵 ポプラ社
913 あいしてくれてありがとう 宮西達也　作・絵 ポプラ社
913 おれはティラノサウルスだ 宮西達也　作絵 ポプラ社
913 おまえうまそうだな 宮西達也　作絵 ポプラ社
913 であえてほんとうによかった 宮西達也　作絵 ポプラ社
913 ちゅーちゅー 宮西達也　作絵 鈴木出版
913 ぶたくんと１００ぴきのおおかみ 宮西達也 著 すずき出版
913 キラキラッとほしがかがやきました 宮西達也∥作絵 ポプラ社
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 うんどうかいをはじめます 宮川 ひろ ぶん 新日本出版社
913 たんじょうかいのプレゼント 宮川 ひろ ぶん 新日本出版社
913 えんそくのおみやげは 宮川 ひろ ぶん 新日本出版社
913 天使たちのたんじょう会 宮川 ひろ 作 童心社
913 天使たちのカレンダー 宮川 ひろ 作 童心社
913 かぜひきごっこ 宮川 ひろ 作 講談社
913 夕やけがくれたチュウ 宮川 ひろ 作 国土社
913 しっぱいにかんぱい！ 宮川　ひろ　著 童心社
913 天使のいる教室 宮川ひろ 童心社
913 さくら子のたんじょう日 宮川ひろ　作 童心社
913 びゅんびゅんごまがまわったら 宮川ひろ　作 童心社
913 うそつきにかんぱい 宮川ひろ　作 童心社
913 ずるやすみにかんぱい！ 宮川ひろ　作 童心社
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 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 原作 講談社
913 グスコーブドリの伝記　アニメ版 宮沢　賢治 原著 杉井　ギサブロー 著 理論社
913 猫の事務所 宮沢 賢治 作 偕成社
913 セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治 作 福音館書店
913 虔十公園林 宮沢 賢治 作 偕成社
913 花の童話集 宮沢 賢治 作 童心社
913 雪わたり 宮沢 賢治 作 講談社
913 よだかの星 宮沢 賢治 作 講談社
913 オツベルと象 宮沢 賢治 作 講談社
913 ざしき童子（ボツコ）のはなし 宮沢 賢治 作 講談社
913 狼森（オイノモリ）と笊森、盗森 宮沢 賢治 作 講談社
913 注文の多い料理店 宮沢 賢治 作 講談社
913 なめとこ山の熊 宮沢 賢治 作 偕成社
913 おきなぐさ／いちょうの実 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 やまなし 宮沢 賢治 作 偕成社
913 双子の星 宮沢 賢治 作 偕成社
913 雪渡り 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 鹿踊りのはじまり 宮沢 賢治 作 偕成社
913 土神と狐 宮沢 賢治 作 偕成社
913 虔十公園林 宮沢 賢治 作 偕成社



913 カイロ団長 宮沢 賢治 作 偕成社
913 水仙月の四日 宮沢 賢治 作 偕成社
913 雪わたり 宮沢 賢治 著 福音館書店
913 ツエねずみ 宮沢 賢治 文 講談社
913 星の童話集 宮沢賢治 童心社
913 愛の童話集 宮沢賢治 童心社
913 雪の童話集 宮沢賢治 童心社
913 虔十公園林 宮沢賢治　作 岩崎書店
913 オツベルと象 宮沢賢治　作 パロル舎
913 注文の多い料理店 宮沢賢治　作 パロル舎
913 雪わたり 宮沢賢治　作 パロル舎
913 雨ニモマケズ 宮沢賢治　作 パロル舎
913 どんぐりと山猫 宮沢賢治　作 パロル舎
913 猫の事務所 宮沢賢治　作 パロル舎
913 銀河鉄道の夜 宮沢賢治　作 パロル舎
913 やまなし 宮沢賢治　作 パロル舎
913 土神と狐 宮沢賢治　作 パロル舎
913 オツベルと象 宮沢賢治　作 岩崎書店
913 ふたごの星 宮沢賢治　作 岩崎書店
913 セロひきのゴーシュ 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 注文の多い料理店 宮沢賢治　作 岩崎書店
913 注文の多い料理店 宮沢賢治　作 岩崎書店
913 やまなし 宮沢賢治　作 岩崎書店
913 雪わたり 宮沢賢治　作 岩崎書店
913 すいせん月の四日 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 いま、戦争と平和を考えてみる。 宮沢賢治，太宰治　［ほか］作 くもん出版
913 えんとつにのぼったふうちゃん 宮本 忠夫 作・絵 ポプラ社
913 さらば、ゆきひめ 宮本忠夫　文・絵 童心社
913 風の又三郎 宮澤賢治　作 パロル舎
913 アタイ探偵局四文字のひみつ 光丘真理　作 岩崎書店
913 ひなの市 三谷亮子　作 教育画劇
913 キャベたまたんてい大ピンチ！ミクロのぼうけん 三田村　信行 著 宮本　えつよし 画 金の星社//金の星社
913 キャベたまたんていきょうりゅう島でききいっぱつ 三田村　信行 著 宮本　えつよし 画 金の星社//金の星社
913 キャベたまたんていからくりにんじゃやしきのなぞ 三田村　信行 著 宮本　えつよし 画 金の星社//金の星社
913 源平盛衰記　1 三田村信行　文 ポプラ社
913 源平盛衰記　２ 三田村信行　文 ポプラ社
913 源平盛衰記　３ 三田村信行　文 ポプラ社
913 はりがねネコ 三木 卓 さく ポプラ社
913 峠をこえたふたりの夏 三輪 裕子 著 あかね書房
913 キュレムｖｓ聖剣士ケルディオ 水稀しま 小学館
913 帰ってきたナチ 水上 美佐雄 作 学研
913 少年とイルカのいた海 水城 昭彦 作 ポプラ社
913 カッパの三平 水木 しげる 原作 金の星社
913 ブルートレインおばけ号 水木 しげる 作・絵 ポプラ社
913 吸血鬼チャランポラン 水木 しげる 作・絵 ポプラ社
913 ３年Ａ組おばけ教室 水木 しげる 作・絵 ポプラ社
913 おばけマイコンじゅく 水木 しげる 作・絵 ポプラ社
913 ゆうれい電車 水木 しげる 作・絵 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 カッパの三平　魔法だぬき 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 ラジコン大海獣 水木 しげる 著 ポプラ社
913 おばけの野球チーム 水木しげる ポプラ社
913 緑色のうさぎの話 道尾秀介　著 半崎信朗　絵 朝日出版社
913 小説ＭＡＪＯＲ　１　横浜編 満田拓也　原作 小学館
913 小説ＭＡＪＯＲ　２　福岡編 満田拓也　原作 小学館
913 小説ＭＡＪＯＲ　３　中学生編 満田拓也　原作 小学館
913 あなたの本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社
913 灰色の本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社//ポプラ社
913 黒い本 緑川聖司　作 竹岡美穂　絵 ポプラ社
913 銀の本 緑川聖司　作 竹岡美穂　絵 ポプラ社
913 黄色い本 緑川聖司　作 竹岡美穂　絵 ポプラ社
913 青い本 緑川聖司　作 竹岡美穂　絵 ポプラ社
913 金の本 緑川聖司　作 竹岡美穂　絵 ポプラ社
913 赤い本 緑川聖司　作 竹岡美穂　絵 ポプラ社
913 怖い本 緑川聖司　作 竹岡美穂　絵 ポプラ社
913 白い本 緑川聖司　作 竹岡美穂　絵 ポプラ社
913 緑の本 緑川聖司　作 竹岡美穂　絵 ポプラ社
913 つながっていく怪談呪う本 緑川聖司　作 竹岡美穂　絵 ポプラ社
913 忘れていた怪談闇の本 緑川聖司　作 竹岡美穂　絵 ポプラ社
913 紫の本 緑川聖司　作 竹岡美穂　絵 ポプラ社

913 字のないはがき
向田　邦子 原著 角田　光代 著 西　加奈
子 画

小学館//小学館

913 しげちゃん 室井　滋　作　　長谷川　義史　絵 金の星社
913 おかえし 村山桂子　さく 織茂恭子　え 福音館書店
913 約束 村山由佳　著 集英社
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 体育館の日曜日ペットショップへいくまえに 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社//講談社
913 職員室の日曜日 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社//講談社
913 れいぞうこのなつやすみ 村上　しいこ（作） PHP研究所



913 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 すいはんきのあきやすみ 村上しいこ　さく ＰＨＰ研究所
913 とびばこのひるやすみ 村上しいこ　さく 長谷川義史　え ＰＨＰ研究所
913 そうじきのつゆやすみ 村上しいこ　さく 長谷川義史　え ＰＨＰ研究所
913 ランドセルのはるやすみ 村上しいこ　作 ＰＨＰ研究所
913 とっておきの詩 村上しいこ　作 ＰＨＰ研究所
913 音楽室の日曜日 村上しいこ　作 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 フィフィのそら 村上康成　作 ひさかたチャイルド
913 はんぶんぺぺちゃん 村中李衣　作 佼成出版社
913 かあさんのしっぽっぽ 村中李衣　作 藤原ヒロコ　絵 ＢＬ出版
913 むくはとじゅうの名犬物語 椋 鳩十 原作 理論社
913 椋鳩十の小動物物語 椋 鳩十 作 理論社
913 椋鳩十の名犬物語 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 椋鳩十のシカ物語 椋 鳩十 作 理論社
913 椋鳩十の小鳥物語 椋 鳩十 作 理論社
913 椋鳩十動物童話集　２　月の輪グマ 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十動物童話集　２　月の輪グマ 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十動物童話集　４　栗野岳の主 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十動物童話集　５　屋根うらのネコ 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十動物童話集　６　大造じいさんとガン 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十動物童話集　１２　三日月とタヌキ 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十動物童話集　１１　ツルのおどり 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十動物童話集　３　きえたキツネ 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十動物童話集　９ カモの友情 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十動物童話集　７　子ザルひよし 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十動物童話集　１０　たたかうカモシカ 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十動物童話集　８　金色の足あと 椋 鳩十 著 小峰書店
913 やせ牛物語 椋 鳩十 著 小峰書店
913 マヤの一生 椋 鳩十 著 大日本図書
913 椋鳩十動物童話集　１　片耳の大シカ 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十動物童話集　１３　おかの野犬 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十動物童話集　１４　太郎とクロ 椋 鳩十 著 小峰書店
913 椋鳩十のクマ物語 椋 鳩十 著 理論社
913 ほうまんの池のカッパ 椋 鳩十 文 銀河社
913 ねしょんべんものがたり 椋 鳩十 編 童心社
913 月の輪ぐま 椋鳩十 岩崎書店
913 におい山脈 椋鳩十　著 あすなろ書房
913 おばけのバケロン もとしたいづみ　作 ポプラ社
913 おばけのバケロン　えからおばけがとびだした！ もとしたいづみ　作 ポプラ社
913 おばけのバケロンざぶとんねこがおこった！ もとしたいづみ　作 ポプラ社
913 おばけのバケロンおばけクッキーをつくろう！ もとしたいづみ　作 ポプラ社
913 おばけのバケロン　ゆうえんちのまいごおばけ！？ もとしたいづみ　作 ポプラ社
913 おばけのバケロンおばけがっこうへいこう！ もとしたいづみ　作 ポプラ社
913 まよいみちこさん もとしたいづみ　作 田中六大　絵 小峰書店
913 くまさぶろう もり ひさし 著 こぐま社
913 おはなしぽっちり　はる もりやま みやこ さく 小峰書店
913 おはなしぽっちり　なつ もりやま みやこ さく 小峰書店
913 おはなしぽっちり　あき もりやま みやこ さく 小峰書店
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 きいろいばけつ もりやま みやこ 作 あかね書房
913 おばあさんのメリークリスマス もりやま みやこ 作 国土社
913 あのこにあえた 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 きいろいばけつ 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 てんぐちゃん もりやまみやこ　作 理論社
913 またおいで もりやまみやこ　作 いしいつとむ　絵 あかね書房
913 あしたあさってしあさって もりやまみやこ　作 はたこうしろう　絵 小峰書店
913 ヤギになっちゃうぞ 最上 一平 さく 新日本出版社
913 かみなり雲がでたぞ 最上 一平 さく 新日本出版社
913 ブーちゃんの秋 最上 一平 作 新日本出版社
913 星のまつり 最上 一平 文 童心社
913 ミナクローと公平じいさん 最上 二郎 作 草炎社
913 せなかをとんとん 最上一平　作 ポプラ社
913 ビーズのてんとうむし 最上一平　作 童心社
913 カラフル 森 絵都 作 理論社
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 にんきもののはつこい 森 絵都 文 童心社
913 小さな理由 森　浩美 双葉社
913 きつねのきのじ 森山 京 さく ポプラ社
913 あやとりひめ 森山 京 作 理論社
913 友だちごっこもわるくない 森山 京 作 小峰書店
913 おとうとねずみチロのはなし 森山　京 著 講談社
913 いいものもらった 森山京　作 村上勉　絵 小峰書店



913 遥かなる紅い夕陽 森田　挙次 平和記念事業特別基金
913 遥かなる紅い夕陽 森田　挙次 平和記念事業特別基金
913 地下室の幽霊 森奈津子　作 学習研究社
913 わたしのヒロシマ 森本 順子 作・絵 金の星社
913 ５分後に意外な結末ｅｘオレンジ色に燃える呪文 桃戸　ハル 著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス
913 ５秒後に意外な結末 桃戸　ハル 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス
913 ５分後に意外な結末ｅｘエメラルドに輝く風景 桃戸　ハル 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス
913 ５分後に意外な結末ｅｘチョコレート色のビターエンド 桃戸　ハル 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス
913 ５分後に意外な結末ｅｘバラ色の、トゲのある人生 桃戸　ハル 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス
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 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス
913 よみがえれ、えりもの森 本木洋子　ぶん 新日本出版社
913 アンソニー 茂市 久美子 作 あかね書房
913 にこりん村のふしぎな郵便 茂市 久美子 作 ポプラ社
913 トチノキ村の雑貨屋さん 茂市久美子　作 あすなろ書房
913 おいなり山のひみつ 茂市久美子　作 講談社
913 つるばら村のくるみさん 茂市久美子　作 講談社
913 つるばら村の三日月屋さん 茂市久美子　作 講談社
913 つるばら村のパン屋さん 茂市久美子　作 講談社
913 クマのたんす 茂市久美子　作 教育画劇
913 ゆめをにるなべ 茂市久美子　作 教育画劇
913 ゆうすげ村の小さな旅館 茂市久美子　作 菊池恭子　絵 講談社
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 てがみをください やました はるお さく 文研出版
913 まほうのゆうびんポスト やまだ　ともこ 著 いとう　みき 画 金の星社//金の星社
913 まほうのじどうはんばいき やまだともこ　作 金の星社
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 島ひきおに 梶山 俊夫 絵 偕成社
913 島ひきおに 梶山 俊夫 絵 偕成社
913 左ききのネコ 山下 明生 さく ポプラ社
913 ねずみのかいすいよく 山下 明生 作 ひさかたチャイルド
913 ねずみのいもほり 山下 明生 作 ひさかたチャイルド
913 小さなＵＦＯヤドカタツムリ 山下 明生 作 理論社
913 まめだまめまめだみつまめだ 山下 明生 作 理論社
913 たまご＋うんち＝いくら 山下 明生 作 理論社
913 メロンのメロディー 山下 明生 作 理論社
913 島ひきおにとケンムン 山下 明生 文 偕成社
913 ありがとうをわすれると 山下明生　作 学習研究社
913 まつげの海のひこうせん 山下明生　作 偕成社
913 おこりじぞう 山口 勇子 さく 新日本出版社
913 ヒロシマの火 山口 勇子 さく 新日本出版社
913 おこりじぞう 山口 勇子 原作 金の星社
913 ぼくの一輪車は雲の上 山口 理 作 文研出版

913 おれがあいつであいつがおれで 山中　恒 著
角川書店//角川グループパブ
リッシング

913 のん・たん・ぴん 山中恒　作 理論社
913 ぼくがぼくであること 山中恒　作 庭　絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 小学校は宇宙ステーション 山田 理加子 作 ポプラ社
913 じいちゃんのないしょのうみ 山内 満豊 〔ほか〕作絵 佼成出版社
913 あきのさんぽ 山本 まつ子 ぶん・え 新日本出版社
913 なつのおきゃくさま 山本 まつ子 ぶん・え 新日本出版社
913 はるのともだち 山本 まつ子 ぶん・え 新日本出版社
913 かよこ桜 山本 典人 さく 新日本出版社
913 シロとたけし 山本 典人 原作 金の星社
913 がっこうかっぱのイケノオイ 山本悦子　作 童心社
913 おしゃれプリンセスミューナ 山本省三　作 ポプラ社
913 おしゃれプリンセスミューナ 山本省三　作 ポプラ社
913 おしゃれプリンセスミューナ 山本省三　作 ポプラ社
913 脱走ペンギンをおいかけて 山本省三　作 こまつしんや　絵 佼成出版社
913 ママのへんなメモ 山末 やすえ さく ＰＨＰ研究所
913 ようかい先生とぼくのひみつ 山野辺　一記 著 細川　貂々 画 金の星社
913 ソフトクリームになったくもくん 山脇 恭 作 偕成社
913 シンタのあめりか物語 八束 澄子 作 新日本出版社
913 海で見つけたこと 八束澄子　作 講談社
913 ねこの手もかりんと 矢玉 四郎 作 偕成社
913 ねこの手もかりんと 矢玉 四郎 作 偕成社
913 ぼくときどきぶた 矢玉 四郎 作　絵 岩崎書店
913 あしたぶたの日 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店
913 うそつきたいかい 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店
913 はれときどきぶた 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 ヒッコスでひっこす 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店
913 ぼくへそまでまんが 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店
913 かげまる 矢部　美智代 毎日新聞社
913 トンボのトンちゃんかくれんぼ 矢野 亮 脚本 童心社
913 地雷ではなく花をください 柳瀬房子　文 自由国民社
913 のどか森のリトル・ジョイ 柳川 茂 原作 金の星社
913 約束の庭 ゆうき えみ 作 ポプラ社
913 オッペルとぞう 宮沢 賢治 原作 童心社
913 夏の庭 湯本香樹実　作 徳間書店
913 エヴェレスト 夢枕　獏 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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 ふまんがあります ヨシタケ　シンスケ 著 ＰＨＰ研究所
913 もうぬげない ヨシタケ　シンスケ 著 ブロンズ新社



913 りゆうがあります ヨシタケ　シンスケ 著 ＰＨＰ研究所
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 おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ　シンスケ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所
913 みえるとかみえないとか ヨシタケ　シンスケ 著 アリス館//アリス館
913 ころべばいいのに ヨシタケ　シンスケ 著 ブロンズ新社//ブロンズ新社
913 なつみはなんにでもなれる ヨシタケシンスケ　作・絵 ＰＨＰ研究所
913 ようかいガマとのゲッコウの怪談 よしなが　こうたく 著 あかね書房
913 ちんとすあまとふしぎなくり ヨシナガ　作・絵 教育画劇
913 おそうじ隊長 よしながこうたく　さく 長崎出版
913 あいさつ団長 よしながこうたく　さく 長崎出版
913 給食番長 よしながこうたく　さく 長崎出版
913 ちこく姫 よしながこうたく　さく 長崎出版
913 飼育係長 よしながこうたく　作 長崎出版
913 春さんのスケッチブック 依田　逸夫　（著） 汐文社
913 転校６かい友だち８人 依田 逸夫 作 ポプラ社
913 しんかんせんのぞみ７００だいさくせん 横溝英一　文と絵 小峰書店
913 少年たちの夏 横山 充男 作 ポプラ社
913 少年の海 横山 充男 作 文研出版
913 自転車少年 横山　充男 著 黒須　高嶺 画 くもん出版
913 はじめてのかり 吉田遠志　絵と文 リブリオ出版
913 まいご 吉田遠志　絵と文 リブリオ出版
913 涙そうそう 吉田紀子　著 汐文社
913 おばけのおばけやしき 吉田純子∥作 あかね書房
913 ヤマトシジミの食卓 吉田道子　作 くもん出版
913 チェンジング 吉富多美　著 金の星社
913 とんでる悟空と妖怪のヒーロー 吉本 直志郎 作 ポプラ社
913 とんでる悟空の妖怪地獄 吉本 直志郎 作 ポプラ社
913 チームふたり 吉野万理子　作 学習研究社
913 チームあした 吉野万理子　作 学習研究社
913 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 学習研究社
913 風船教室 吉野万里子　作 金の星社
913 おとなになれなかった　弟たちに… 米倉 斉加年 作 偕成社
913 ひとりぼっちじゃないんだよ 横井　惠子 ＮＰＯ法人クロスワイズ
913 ひとりぼっちじゃないんだよ 横井　惠子 ＮＰＯ法人クロスワイズ
913 戦国ベースボール龍馬がくる！信長ｖｓ幕末志士！！ りょくち　真太 著 トリバタケ　ハルノブ 画 集英社
913 戦国ベースボール りょくち真太　作 トリバタケハルノブ　絵 集英社
913 すてきなすてきなアップルパイ 寮美千子　作 鈴木出版
913 マザー・テレサへの旅 寮美千子　文・写真 学習研究社
913 わたしはなんでも知っている 令丈ヒロ子　作 カタノトモコ　絵 ポプラ社
913 わたしはみんなに好かれてる 令丈ヒロ子　作 カタノトモコ　絵 ポプラ社
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１８ 令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画 講談社//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//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！PART１０ 令丈ヒロ子 講談社
913 若おかみは小学生！ＰＡＲＴ１１ 令丈ヒロ子 講談社
913 若おかみは小学生！　PART7 令丈ヒロ子　作 講談社
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ７ 令丈ヒロ子　作 講談社
913 若おかみは小学生！　PART11 令丈ヒロ子　作　　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！スペシャル 令丈ヒロ子　作　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！　PART12 令丈ヒロ子　作　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！　PART3 令丈ヒロ子　作　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ３ 令丈ヒロ子　作　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ４ 令丈ヒロ子　作　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！　PART4 令丈ヒロ子　作　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ６ 令丈ヒロ子　作　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！　PART6 令丈ヒロ子　作　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！　PART8 令丈ヒロ子　作　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！　PART9 令丈ヒロ子　作　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！　PART10 令丈ヒロ子　作　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！　PART13 令丈ヒロ子　作　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！part14 令丈ヒロ子　作 亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！part15 令丈ヒロ子　作 亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！part16 令丈ヒロ子　作 亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！part17 令丈ヒロ子　作 亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！スペシャル短編集 令丈ヒロ子　作 亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！ ｐａｒｔ　８ 令丈ヒロ子　作亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！ ｐａｒｔ　９ 令丈ヒロ子　作亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！ 令状ヒロ子　作　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！ 令状ヒロ子　著　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！　PART2 令状ヒロ子　著　亜沙美　絵 講談社
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ２ 令状ヒロ子　著　亜沙美　絵 講談社
913 くりすます やの しげこ え 女子パウロ会
913 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 さーかす わかやま しずこ ぶん・え 新日本出版社
913 げんきなこうさぎピピン わしお としこ 脚本 童心社
913 ねこたち町 わしお としこ 文 アリス館
913 鼻がにげた わだ よしおみ 作 岩崎書店
913 くまたくんのたんじょうび わたなべ しげお さく 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 ふしぎなにじ わたなべ　ちなつ 著 福音館書店
913 きょうのおやつは わたなべ　ちなつ 著 福音館書店



913 うめぼしくん わたなべあや　［作］ 学習研究社
913 こうえんのシロ　なつのてがみ わたなべひろみ　作・絵 ポプラ社
913 ねこざかな わたなべゆういち　作・絵 フレーベル館
913 はなはなみんみ物語 わたり むつこ 作 リブリオ出版
913 金色の時間 わたり むつこ 作 文渓堂
913 こぶたがずんずん 渡辺 一枝 ぶん あすなろ書房
913 ぼくはかぶとむし 渡辺 享子 脚本・画 童心社
913 おうさまのおべんとう 渡辺　有一 ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
913 しょうぼうじどうしゃじぷた 渡辺茂男　さく 福音館書店
913 はしれ、きたかぜ号 渡辺有一　さく 童心社
913 たろうとつばき 渡辺有一　作・絵 ポプラ社
913 ねこのシジミ 和田誠　作 ほるぷ出版
913 おかぐら 脇 明子 ぶん 福音館書店
913 古事記 神野志隆光　著 ポプラ社
913 今昔物語 服藤早苗　著　二俣英五郎　絵 ポプラ社
913 このはのおかね、つかえます 茂市久美子　作 佼成出版
914 空の絵本 あまんきみこ　文 童心社
914 おっ父ったんが行く 荻内 勝之 著 福音館書店
914 五体不満足 乙武洋匡　著 講談社
914 赤毛のアンに出会う旅 折原 みと 作 ポプラ社
914 おーい　ぽぽんた 大岡信　著 福音館書店
914 チョッちゃん物語 黒柳 朝 作 金の星社
914 南極のペンギン 高倉健　著 集英社
914 いのちを描く 田島征三 童心社
914 一本の絵筆から 野崎耕二 童心社
914 まんがで学習『奥の細道』を歩く 萩原 昌好 編 あかね書房
914 枕草子 黒沢弘光 ポプラ社
914 方丈記・徒然草 浜野卓也　著　赤坂三好　絵 ポプラ社
915 ベーリング海峡をわたる 関野 吉晴 著 小峰書店
916 いのちのあさがお あやの　まさる ハート出版
916 ホスピタルクラウン・Ｋちゃんが行く あんずゆき　文 佼成出版社
916 やんちゃ子グマがやってきた！ あんずゆき　文 フレーベル館
916 介助犬武蔵と学校へ行こう！ 綾野 まさる 作 ハート出版
916 父の過去を旅して 安宅 温 著 ポプラ社
916 被爆者 会田法行　写真・文 ポプラ社
916 あばれ天竜を恵みの流れに 赤座 憲久 作 ＰＨＰ研究所
916 半分のふるさと イ サンクム 著 福音館書店
916 赤ちゃん盲導犬コメット 井口　絵里 著 ハート出版
916 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 わたし、獣医になります！　アメリカ動物病院記 井上夕香　著 ポプラ社

916
ぼくらが作った「いじめ」の映画　「いじめ」を演じて知った本
当の友情

今関　信子 佼成出版社

916 犬たちをおくる日 今西乃子　著 金の星社
916 ぼくたちの生きる理由　ホスピス病棟四〇五号室 今西乃子　著 ポプラ社
916 命を救われた捨て犬夢之丞 今西乃子　著 浜田一男　写真 金の星社
916 ニュースの現場で考える 池上彰　著 岩崎書店
916 タヌキはぼくのたからもの 池田 啓 著 ポプラ社
916 車いすの犬チャンプ 池田まき子　作 ハート出版
916 命を救え！愛と友情のドラマ ＮＨＫ「プロジェクトＸ」制作班　編 汐文社
916 世界初！科学技術を創った人たち ＮＨＫ「プロジェクトＸ」制作班　編 汐文社
916 未知の世界に立ちむかった人たち ＮＨＫ「プロジェクトＸ」制作班　編 汐文社
916 前人未踏！巨大事業にいどんだ人たち ＮＨＫ「プロジェクトＸ」制作班　編 汐文社
916 スポ－ツ感動と友情のドラマ ＮＨＫ「プロジェクトＸ」制作班　編 汐文社
916 愛と勇気逆境とたたかった人たち ＮＨＫ「プロジェクトＸ」制作班　編 汐文社
916 いのち・自然を守れ！パイオニアたち ＮＨＫ「プロジェクトＸ」制作班　編 汐文社
916 はじめてへのチャレンジ！不屈の人たち ＮＨＫ「プロジェクトＸ」制作班　編 汐文社
916 新技術の開発に挑んだ人たち ＮＨＫ「プロジェクトＸ」制作班　編 汐文社
916 ゼロからの挑戦！難工事を成し遂げた人たち ＮＨＫ「プロジェクトＸ」制作班　編 汐文社
916 うしろの正面だあれ 海老名 香葉子 原作 金の星社
916 うしろの正面だあれ 海老名 香葉子 著 金の星社
916 きっと明日は 江崎 雪子 著 ポプラ社
916 １００グラムのいのち 太田京子　著 岩崎書店
916 対馬丸 大城 立裕 原作 理論社
916 目の見えない犬ダン 大西 伝一郎 文 学研
916 おばあちゃんは木になった 大西暢夫　写真・文 ポプラ社
916 ここで土になる 大西暢夫　著 アリス館
916 ありがとう！！犬のロクとナナ 角谷 智恵子 著 ポプラ社
916 ありがとう！！ヒグマの母さん 亀井 一成 著 ポプラ社
916 マタギに育てられたクマ 金治　直美　（著） 佼成出版社
916 我らなお争わず 公益財団法人　香川県老人クラブ連合会 香川県老人クラブ連合会
916 聴導犬捨て犬コータ 桑原 崇寿 作 ハート出版
916 ３本足のタロー 桑原 崇寿 作 ハート出版
916 実験犬ラッキー 桑原 崇寿 作 ハート出版
916 麻薬探知犬アーク 桑原崇寿　作 ハート出版
916 イルカのジャンプに夢をのせて　動物とのしごとは楽しい 国松俊英　編 ポプラ社
916 オランウータンのジプシー 黒鳥　英俊　（著） ポプラ社
916 窓ぎわのトットちゃん 黒柳 徹子 作 講談社
916 おばあちゃん泣いて笑ってシャッターをきる 楠山 忠之 著 ポプラ社
916 ピアノはともだち こうやまのりお　著 講談社
916 日本の「マンガの神様」 近野 十志夫 編 小峰書店
916 ヒロシマの雨はドームの涙　PARTⅠ 小川 利雄 編 教育出版センター
916 ブータンの朝日に夢をのせて 木暮 正夫 作 くもん出版
916 さくらがさいた！ 木暮 正夫 著 ポプラ社



916 救出 木暮　正夫　文 アリス館
916 アイガモ家族 佐藤一美　著 ポプラ社
916 車いすの犬「花子」とその仲間たち 坂井 ひろ子 文 偕成社
916 つなみてんでんこ　はしれ、上へ！ 指田和　文 伊藤秀男　絵 ポプラ社
916 盲導犬不合格物語 沢田俊子　文 学習研究社
916 レジェンド！ 城島充　著 講談社
916 義足でかがやく 城島充　著 講談社
916 車いすからこんにちは 嶋田 泰子 著 あかね書房
916 まけるなしんちゃん 東海林 のり子 著 ポプラ社
916 モンゴルに米ができた日 鈴木 喜代春 作 金の星社
916 救われた団地犬ダン 関　朝之 著 ハート出版
916 ぼくの見た戦争 高橋邦典　写真・文 ポプラ社
916 ぼくは農家のファーブルだ 谷本 雄治 著 岩崎書店
916 子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津 実 著 偕成社
916 １家族になったスズメのチュン 竹田津実　著 偕成社
916 写真記　野生動物診療所　森の獣医さんの動物日記 竹田津実　著 偕成社
916 かわいそうなぞう つちや ゆきお ぶん 金の星社
916 高安犬物語 戸川幸夫　著 石田武雄　画 国土社
916 とべ！！翼竜号 富永 敏治 著 ポプラ社
916 リヤカーマン　アフリカを行く 永瀬　忠志（文・写真） 学習研究社
916 永井隆 中井俊已　著 童心社
916 生きるんだポンちゃん 中村 ただし 文・写真 旺文社
916 ディロン　ずっとそばにいるよ 中村悦子　文・絵 教育画劇
916 コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 中村文人　文 佼成出版社
916 わたしがちいさかったときに 長田 新 〔ほか〕著 童心社
916 折り鶴の子どもたち 那須　正幹
916 ぼくは母さんの涙を見た 根本 順善 著 ポプラ社
916 あきらめないこと、それが冒険だ 野口健　著 学習研究社
916 葉隠ものがたり 林 一夫 作 教育出版センター
916 こころの介助犬天ちゃん 林優子　作 ハート出版

916 ここが家だ
アーサー・ビナード　構成・文 ベン・シャー
ン　絵

集英社

916 スペースシャトルものがたり 日野 多香子 著 教育出版センター
916 タロ・ジロは生きていた 藤原 一生 著 教育出版センター
916 ブラジルの大地に生きて 藤崎 康夫 作 くもん出版
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 本田圭佑 本郷陽二　編 汐文社
916 シマが基地になった日 真鍋和子　著 金の星社
916 お母さんはアダン林でねむってる 真尾 悦子 作 金の星社
916 よかたい先生 三枝三七子　文・絵 学研教育出版
916 消防犬ぶん公 水口　忠（作） 文渓堂
916 くろしお物語序曲 水上 紅 作 教育出版センター
916 母さん、ぼくに光をください 緑川 崇久 著 ポプラ社
916 高校野球のスゴイ話 『野球太郎』編集部　著 ポプラ社
916 カブトムシ山に帰る 山口進　著 汐文社
916 いのちを伝えて 山口理　著 岩崎書店
916 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 戦争を取材する 山本美香　著 講談社
916 先生のピアノが歌った 矢崎 節夫 著 ポプラ社
916 鬼太鼓座が走る ゆうき えみ 著 ポプラ社
917 家の中はなぞなぞだらけ しばはら・ち　文・絵 汐文社
917 学校はなぞなぞだらけ しばはら・ち　文・絵 汐文社
917 生き物はなぞなぞだらけ しばはら・ち　文・絵 汐文社
918 きつねの写真 あまんきみこ 岩崎書店
918 くもの糸・杜子春 芥川龍之介　赤い鳥の会 編 小峰書店
918 一ふさのぶどう・なしの実 有島武郎・小山内薫　赤い鳥の会 編 小峰書店
918 おにごっこだいすき 今江祥智 岩崎書店
918 一つの花 今西祐行 岩崎書店
918 五月のはじめ、日曜日の朝 石井睦美 岩崎書店
918 伊勢物語 くもん出版
918 今昔物語集 くもん出版
918 東海道四谷怪談 くもん出版
918 紅鯉（べんこい） 丘修三 岩崎書店
918 月よとめがね・黒い人と赤いそり 小川未明　赤い鳥の会 編 小峰書店
918 おかあさんの手 大石真 岩崎書店
918 ろうそくをつぐ話・つぼつくりの柿◎ 大木篤夫・吉田弦一郎　赤い鳥の会 編 小峰書店
918 くじらの海 川村たかし 岩崎書店
918 春のくまたち 岩崎書店
918 一郎次、二郎次、三郎次 菊地寛　赤い鳥の会 編 小峰書店
918 からたちの花 北原白秋ほか　赤い鳥の会 編 小峰書店
918 平家物語 くもん出版
918 おくのほそ道 くもん出版
918 だれにあえるかな 工藤直子 岩崎書店
918 お伽草子 くもん出版
918 更級日記 くもん出版
918 雨月物語 くもん出版
918 東海道中膝栗毛 くもん出版
918 モチモチの木 斎藤隆介 岩崎書店
918 源氏物語 くもん出版
918 サアカスの馬・童謡 安岡章太郎　吉行淳之介　ほか 講談社

918 現代児童文学傑作選１
安藤美紀夫　椋鳩十　松谷みよ子　古田
足日　ほか

講談社

918 次郎物語 下村湖人 講談社



918 吾輩は猫である　上 夏目漱石 講談社

918 ノンフィクション名作選
向田邦子　灰谷健次郎　河合雅雄　上村
直己　ほか

講談社

918 強力伝・高安犬物語 新田次郎　戸川幸夫　田辺聖子 講談社
918 かっぱのかげぼうし 清水達也 岩崎書店
918 ふるさと・野菊の墓 島崎藤村　国木田独歩　伊藤左千夫 講談社

918 現代児童文学傑作選２
与田準一　佐藤さとる　筒井敬介　神沢利
子　ほか

講談社

918 ウミヒコヤマヒコ 講談社
918 ふき子の父 砂田弘 岩崎書店
918 加代の四季 杉みき子 岩崎書店
918 赤いお馬・湖水の女 鈴木三重吉　赤い鳥の会 編 小峰書店
918 ごんぎつね・張紅倫 赤い鳥の会 編 小峰書店
918 手品師・天下一の馬 豊島与志雄　赤い鳥の会 編 小峰書店
918 つりばしわたれ 長崎源之助 岩崎書店
918 そうじ当番 那須正幹 岩崎書店
918 つきよに 安房直子 岩崎書店
918 坊ちゃん 夏目漱石 金の星社
918 さんきち 吉橋道夫 岩崎書店
918 かいぞくオネション 山下明生 岩崎書店
918 ごんぎつね 新美南吉 岩崎書店
918 魔法のテーブル・奇術師のかばん 平塚武二・塚原健二　赤い鳥の会 編 小峰書店
918 古事記・風土記 学研
918 源氏物語 学研
918 枕草子・徒然草 学研
918 今昔物語 学研
918 竹取物語 学研
918 平家物語 学研
918 東海道中膝栗毛 学研
918 奥の細道 学研
918 花いっぱいになあれ 松谷みよ子 岩崎書店
918 エッフェルとうの足音 前川康男 岩崎書店
918 おはじき 宮川ひろ 岩崎書店
918 注文の多い料理店 宮沢賢治 岩崎書店
918 グスコ－ブドリの伝記 宮沢賢治　著 くもん出版
918 走れ 村中李衣 岩崎書店
918 月の輪グマ 椋鳩十　著 ポプラ社
918 コスモス 森山京 岩崎書店
918 世間胸算用 くもん出版
918 太平記 くもん出版
918 古事記 くもん出版
918 南総里見八犬伝 くもん出版
918 枕草子 くもん出版
918 徒然草 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 おくのほそ道 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 竹取物語 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 平家物語 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 日本霊異記 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 太平記 柳川 創造 シナリオ 学校図書
920 漢文に親しもう 金の星社//金の星社
921 国破れて山河あり 齋藤孝　編著 草思社
923 封神演義（上）妖姫乱国の巻 許仲琳　著 偕成社
923 封神演義（中）仙人大戦の巻 許仲琳　著 偕成社
923 封神演義（下）降魔封神の巻 許仲琳　著 偕成社
923 三国志 1 渡邉義浩∥監修 学研プラス
923 西遊記　１ 〔呉 承恩 原作〕 あかね書房
923 西遊記　２ 〔呉 承恩 原作〕 あかね書房
923 西遊記　３ 〔呉 承恩 原作〕 あかね書房
923 西遊記　４ 〔呉 承恩 原作〕 あかね書房
923 三国志
923 りゅうのめのなみだ 浜田広介　文 いわさきちひろ　絵 偕成社
923 しんせつなともだち 方軼羣　作 福音館書店
923 あめだま ペク　ヒナ 著 長谷川　義史 訳 ブロンズ新社//ブロンズ新社
923 三国志　１ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社
923 三国志　２ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社
923 三国志　３ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社
923 三国志　４ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社
923 三国志　５ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社
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 とらはらパーティー シン・トングン　作・絵 ユン・ヘジョン　訳 岩崎書店
929 シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン 岩波書店
929 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

930 ３びきのかわいいオオカミ
ユ－ジ－ン・トリビザス　文 ヘレン・オクセ
ンバリ－　絵

富山房

930 フットボール・アカデミー 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 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 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 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 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 トム・パーマー　作 石崎洋司　訳 岩崎書店
931 マザー・グースのうた　第４集 谷川 俊太郎 訳 草思社
931 マザー・グースのうた　第５集 谷川 俊太郎 訳 草思社
931 マザー・グースのうた　第１集 谷川 俊太郎 訳 草思社
931 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 よりぬきマザ－グ－ス 谷川俊太郎　訳 岩波書店
933 さかさ町 Ｆ．エマーソン・アンドリュース　作 小宮由 岩波書店
933 もう引き返せないホーンテッドマンション アミカス・アーケイン∥語り 講談社
933 ジュニア版　青空のむこう アレックス・シアラー 求龍堂
933 どうしてカはみみのそばでぶんぶんいうの？ ヴェルナ・アールデマ ぶん ほるぷ出版
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　作 福音館書店
933 時計つくりのジョニー エドワ－ド・ア－ディゾ－ニ　作 こぐま社
933 たまごのはなし ダイアナ・アストン　文 ほるぷ出版
933 すてきな三にんぐみ トミ－＝アンゲラ－　さく いまえよしとも　や 偕成社
933 いちばんたいせつなともだち ド－ン・アパリ－　作・絵 フレ－ベル館
933 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 とらくんうみをわたる リチャード・アダムス ぶん ほるぷ出版
933 ピンクのれいぞうこ ティム・イーガン　作・絵 まえざわあきえ ひさかたチャイルド
933 おばあちゃんのはねまくら ローズ・インペイ 文 評論社
933 わたしのいちばんあのこの１ばん アリソン・ウォルチ　作 パトリス・バートン ポプラ社
933 チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック　作 糸井重里　訳 小学館
933 チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック　作 糸井重里　訳 小学館
933 チャレンジミッケ！　５ ウォルター・ウィック 著 糸井　重里 訳 小学館//小学館
933 おふろじゃ　おふろじゃ オードリー・ウッド　作 ＢＬ出版
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 ともだちのしるしだよ
カレン・リン・ウィリアムズ カードラ・モハメッ
ド　作

岩崎書店

933 とっときのとっかえっこ サリ－・ウィットマン　ぶん 童話館出版
933 バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター　絵・文 晶文社
933 ブルーバック ティム・ウィントン　作 さ・え・ら書房
933 かようびのよる デヴィッド・ウィ－ズナ－　作・絵 徳間書店
933 へびのクリクター トミ－・ウンゲラ－　著 評論社
933 ワニのライルがやってきた バ－ナ－ド・ウェ－バ－　さく 大日本図書
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 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 シロナガスクジラより大きいものっているの？ ロバート・Ｅ・ウェルズ さく 評論社
933 弟の戦争 ロバート・ウェストール　作 徳間書店
933 百まいのドレス エスティス・エレナー　作 岩波書店
933 どうぶつかけちゃうよ エド・エンバリー さく 偕成社
933 なずずこのっぺ？ カーソン・エリス 著 アーサー・ビナード 訳 フレーベル館//フレーベル館
933 月のしかえし ジョーン・エイキン 文 徳間書店
933 しずくの首飾り ジョ－ン・エイキン　作 岩波書店
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 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 ペニ－さん マリ－・ホ－ル・エッツ　作・絵 徳間書店
933 もりのなか マリー・ホール・エッツ　ぶん・え 福音館書店
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 佐藤涼子　訳 評論社
933 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 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 ゆうびんやさんはだれ？ ルース・エインワース 作 福音館書店
933 ようせいのゆりかご ル－ス・エインズワ－ス　作 岩波書店
933 火よう日のごちそうはひきがえる 評論社
933 ぼくの犬キング サンドール＝Ｓ＝ウォーバーグ 作 偕成社
933 犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー　作 文溪堂
933 ぼくはおこった ハ－ウィン・オラム　文 評論社
933 恐竜の谷の大冒険　マジック・ツリ－ハウス メアリ－・ポ－プ・オズボ－ン メディアファクトリ－
933 女王フュテピのなぞ　マジック・ツリ－ハウス メアリ－・ポ－プ・オズボ－ン メディアファクトリ－
933 ユニコーン奇跡の救出 メアリ－・ポ－プ・オズボ－ン　著 メディアファクトリ－
933 ふしぎの国の誘拐事件　マジック・ツリーハウス　２９ メアリー・ポープ・オズボーン  著食野雅子 メディアファクトリー
933 嵐の夜の幽霊海賊　マジック・ツリーハウス２８ メアリー・ホープ・オズボーン　作 メディアファクトリー
933 南極のペンギン王国　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　作 メディアファクトリー
933 アマゾン大脱出　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 マンモスとなぞの原始人　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 ＳＯＳ！海底探険　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 サバンナ決死の横断　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 ポンペイ最後の日　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 古代オリンピックの奇跡　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 タイタニック号の悲劇　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 ジャングルの掟　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 戦場にひびく歌声　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 夜明けの巨大地震　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 愛と友情のゴリラ　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 ハワイ、伝説の大津波　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 ドラゴンと魔法の水　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 幽霊城の秘宝　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 聖剣と海の大蛇　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 オオカミと氷の魔法使い　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 アラビアの空飛ぶ魔法　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 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 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　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 巨大ダコと海の神秘　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー
933 モーツァルトの魔法の笛　マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー

933 ロンドンのゴースト　マジック・ツリーハウス３０
メアリー・ポープ・オズボーン　著　　食野雅
子　訳

ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ

933 世紀のマジック・ショー
メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅
子 訳

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 砂漠のナイチンゲール
メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅
子 訳

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 インド大帝国の冒険　マジック・ツリーハウス31
メアリー・ポープ・オズボーン　著　食野雅
子　訳

ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ

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　マジック・ツリーハウス３３
メアリー・ポープ・オズボーン　著 食野雅子
訳

メディアファクトリー

933 パンダ救出作戦　マジック・ツリーハウス３４
メアリー・ポープ・オズボーン　著 食野雅子
訳

メディアファクトリー

933 アレクサンダー大王の馬
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 ベネチアと金のライオン
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 若草物語  ささえあい、前向きに生きていく４人姉妹 ルイザ・メイ・オルコット  作 学研マーケティング
933 クロ－ディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバ－グ　作 岩波書店
933 ふわふわブイブイ気球旅行 ア－サ－・ガイサ－ト　作 セ－ラ－出版

933 ことりをすきになった山
アリス＝マクレーラン　文　ゆあさふみえ
訳　　エリック・カール　絵

偕成社

933 魔法のバレエ・シューズ エリザベス・コダ＝カラン 作・画 二見書房
933 しりたがりのこひつじ エリック＝カール え 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 だんまりこおろぎ エリック＝カール さく 偕成社
933 はらぺこあおむし エリック＝カール さく 偕成社
933 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 ちいさいタネ エリック＝カール さく 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
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 おほしさまかいて！ エリック＝カール さく 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 やどかりのおひっこし 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 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
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
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 ね、ぼくのともだちになって！ エリック＝カール 作 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　作　もりひさし　訳 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 【学校図支援】はらぺこあおむし : 英語でもよめる エリック・カール さく もりひさし やく 偕成社
933 カンガルーの子どもにもかあさんいるの？ エリック・カール　作　さのようこ　訳 偕成社
933 おほしさまかいて！ エリック・カール　作　さのようこ　訳 偕成社
933 パパ、お月さまとって！ エリック・カール　作　もりひさし　訳 偕成社
933 ＴＨＥ　ＶＥＲＹ　ＨＵＮＧＲＹ　ＣＡＴＥＲＰＩＬＬＡＲ ＬＯＮＧＭＡＮ//三善
933 おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー　作 晴海耕平　訳 童話館出版
933 アンネ・フランクへの手紙 ハリエット・カスター 編 ポプラ社

933 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 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 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 エルマーのぼうけん
ルース・スタイルス・ガネット　作　わたなべ
しげお　訳　Ｒ・Ｃ・ガネット　絵

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　作　渡辺茂男
訳ルース・クリスマン・ガネット　絵

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　作　渡辺茂男
訳ルース・クリスマン・ガネット　絵

福音館書店

933 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 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 Ｆｒｏｍ　Ｈｅａｄ　ｔｏ　Ｔｏｅ Ｈａｒｐｅｒ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ//三善
933 犬ぞりの少年 Ｊ・Ｒ・ガーデｨナー 文研出版
933 ピ－タ－のいす エズラ・ジャック・キ－ツ　さく 偕成社
933 ゾウの王パパ・テンボ エリック・キャンベル　作 徳間書店
933 グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー ポプラ社
933 グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー　作 中井はるの　訳 ポプラ社
933 グレッグ・ヘフリーの記録　グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー　作 中井はるの　訳 ポプラ社
933 ボクの日記があぶない　グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー　作 中井はるの　訳 ポプラ社
933 もう、がまんできない！　グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー　作 中井はるの　訳 ポプラ社
933 あ～あ、どうしてこうなるの！？　グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー　作 中井はるの　訳 ポプラ社
933 なんとか、やっていくよ　グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー　作 中井はるの　訳 ポプラ社
933 どうかしてるよ！　グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー　作 中井はるの　訳 ポプラ社
933 どんどん、ひどくなるよ　グレッグのダメ日記 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 ぼく、カギをのんじゃった！ ジャック・ギャントス　作 徳間書店
933 グレッグのダメ日記 ジュフ・キニー　作 ポプラ社



933 ナム・フォンの風 ダイアナ・キッド　作 もりうちすみこ　訳 あかね書房
933 動物探偵ミア 〔2〕 ダイアナ・キンプトン∥作 ポプラ社
933 動物探偵ミア ダイアナ・キンプトン∥作 ポプラ社
933 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 メディエータ　ゴースト、好きになっちゃった メグ・キャボット　作 理論社

933 かがみの国のアリス ルイス・キャロル　作 河合祥一郎　訳
角川グループパブリッシング
（発売）

933 ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル　作 河合祥一郎　訳
角川グループパブリッシング
（発売）

933
嵐がやってくる！　パイレーツ・オブ・カリビアン　ジャック･ス
パロウの冒険　１

ロブ・キッド　著 講談社

933
セイレーンの歌　パイレーツ・オブ・カリビアン　ジャック・スパ
ロウの冒険　２

ロブ・キッド　著 講談社

933
海賊競争　パイレーツ・オブ・カリビアン　ジャック・スパロウの
冒険　３

ロブ・キッド　著 講談社

933
コルテスの剣　パイレーツ・オブ・カリビアン　ジャック・スパロ
ウの冒険　４

ロブ・キッド　著 講談社

933
青銅器時代　パイレーツ・オブ・カリビアン　ジャック・スパロウ
の冒険　５

ロブ・キッド　著 講談社

933
銀の時代　パイレーツ・オブ・カリビアン　ジャック・スパロウの
冒険

ロブ・キッド　著 講談社

933
黄金の都市　パイレーツ・オブ・カリビアン　ジャック・スパロウ
の冒険　７

ロブ・キッド　著 講談社

933
タイムキーパー　パイレーツ・オブ・カリビアン　ジャック・スパ
ロウの冒険　８

ロブ・キッド　著 講談社

933
踊る時間　パイレーツ・オブ・カリビアン　ジャック・スパロウの
冒険　９

ロブ・キッド　著 講談社

933 なんでもふたつさん
Ｍ．Ｓ．クラッチ 著 光吉　夏弥 訳 クルト・
ビーゼ 画

大日本図書

933 こちら『ランドリ－新聞』編集部 アンドリュ－・クレメンツ　作 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 講談社
933 もっかい エミリー・グラヴェット　さく 福本友美子　や フレーベル館
933 ヒックとドラゴン⑥迷宮の図書館 クレシッダ・コーウェル　作 小峰書店
933 ヒックとドラゴン⑧樹海の決戦 クレシッダ・コーウェル　著 小峰書店

933 伝説の怪物
クレシッダ・コーウェル　著　相良倫子　訳
陶浪亜希　訳

小峰書店

933 深海の秘宝
クレシッダ・コーウェル　著　相良倫子　訳
陶浪亜希　訳

小峰書店

933 ちゃんとたべなさい
ケス・グレイ 著 ニック・シャラット 画 よしが
み　きょうた 訳

小峰書店//小峰書店

933 だめだめ、デイジー
ケス・グレイ 著 ニック・シャラット 画 よしが
み　きょうた 訳

小峰書店//小峰書店

933 ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン　文 ＢＬ出版
933 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 グレッグのダメ日記やっぱり、むいてないよ！ ジェフ・キニー作 ポプラ社
933 ちがうねん ジョン・クラッセン　作 長谷川義史　訳 クレヨンハウス
933 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
933 宿題ロボット、ひろったんですけど トーマス・クリストス　作 もりうちすみこ　や あかね書房
933 がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー　作 学習研究社
933 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 はなをくんくん ルース・クラウス　ぶん 福音館書店
933 パンケーキをたべるサイなんていない？ アンナ・ケンプ　ぶん サラ・オギルヴィー ＢＬ出版

933 エマおばあちゃん
ウェンディ・ケッセルマン　文 バ－バラ・ク
－ニ－　絵

徳間書店

933 ウォーリーと１６人のギャング
リチャード・ケネディ　文 マーク・シーモント
絵

大日本図書

933 つる エリナー・コア　文 日本図書センター
933 つばさをもらったライオン クリス・コノヴァー　作 ほるぷ出版

933 ヒックとドラゴン
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
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
クレシッダ・コーウェル　作 相良倫子　［ほ
か］訳

小峰書店

933 お話きかせてクリストフ ニキ・コーンウェル　作 渋谷弘子　絵 文研出版

933 クリスティーナとおおきなはこ
パトリシア・リー・ゴーチ 著 ドリス・バーン
画 おびか　ゆうこ 訳

偕成社

933 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
//サンクチュアリ・パブリッシン
グ

933 嵐のティピー ポール・ゴーブル　作 千葉茂樹　訳 光村教育図書
933 人形の家 ルーマー・ゴッデン 作 岩波書店
933 ねずみ女房 ルーマー・ゴッデン 著 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 ダレン・シャン　１ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャン　２ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャン　３ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャン　４ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャン　５ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャン　６ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャン　７ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャン　８ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャン　９ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 作 小学館
933 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
シートン動物記オオカミ王ロボ  野生動物のおどろくべき知
恵、そして深い愛情

アーネスト・トンプソン・シートン  作 学研マーケティング

933 １３ヵ月と１３週と１３日と満月の夜 アレックス・シアラー 著 金原　瑞人 訳 求龍堂
933 魔法があるなら アレックス・シアラー　著 野津智子　訳 ＰＨＰ研究所
933 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
933 ふしぎなともだち サイモン・ジェームズ さく 評論社
933 どろんこハリー ジーン・ジオン ぶん 福音館書店
933 うみべのハリー ジーン・ジオン ぶん 福音館書店
933 ハリーとうたうおとなりさん ジーン・ジオン　ぶん 小宮由　やく 大日本図書
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 フィニアスとファーブ
ジャスミン・ジョーンズ　［ほか］文 杉田七
重　　訳

角川書店

933 ぼくはねこのバ－ニ－がだいすきだった
ジュディス・ボ－スト　さく エリック・ブレグ
バッド　え

偕成社

933 マリンのマジック・ポーチ　マーメイドガールズ ジュリアン・シールズ　著 あすなろ書房
933 サーシャと魔法のパールクリーム　マーメイドガールズ ジュリアン・シールズ　著 あすなろ書房
933 スイッピーと銀色のイルカ　マーメイドガールズ ジュリアン・シールズ　著 あすなろ書房
933 リコと赤いルビー　マーメイドガールズ ジュリアン・シールズ　著 あすなろ書房
933 エラリーヌとアザラシの赤ちゃん　マーメイドガールズ ジュリアン・シールズ　著 あすなろ書房
933 ウルルと虹色の光　マーメイドガールズ ジュリアン・シールズ　著 あすなろ書房
933 ア－サ－王救出作戦　タイムワ－プ三人組　1 ジョン・シェスカ　作 岩波書店
933 海賊黒ひげをやっつけろ　タイムワ－プ三人組　2 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　タイムワ－プ三人組　3 ジョン・シェスカ　作 岩波書店
933 ぼくのママはネアンデルタ－ル人　タイムワ－プ三人組　4 ジョン・シェスカ　作 岩波書店
933 ２０９５年への旅　タイムワ－プ三人組　5 ジョン・シェスカ　作 岩波書店
933 フェラオの神殿のひみつ　タイムワ－プ三人組　6 ジョン・シェスカ　作 岩波書店
933 三びきのコブタのほんとうの話 ジョン・シェスカ　文 レイン・スミス　絵 岩波書店
933 はちうえはぼくにまかせて ジ－ン・ジオン　さく ペンギン社
933 デイビッドがやっちゃった！ デイビッド・シャノン　さく 小川仁央　やく 評論社
933 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 ストライプ デヴィッド・シャノン 文と絵 セーラー出版
933 ローザ ニッキ・ジョヴァンニ　文 光村教育図書
933 アンナの赤いオ－バ－ ハリエット・ジィ－フェルト　ぶん 評論社
933 両親をしつけよう！ ピート・ジョンソン　作 文研出版
933 うちのなまくらさん ポール・ジェラティ さく 評論社
933 ゆき ユリ・シュルヴィッツ　作 あすなろ書房
933 よあけ ユリ－・シュルヴィッツ　作・画 福音館書店
933 よかったねネッドくん  英文つき レミー・チャーリップ  さく 偕成社
933 ここがわたしのおうちです アイリーン・スピネリ　文 マット・フェラン さ・え・ら書房
933 ＳＷＩＴＣＨ アリ・スパークス　作 神戸万知　訳 フレーベル館
933 ＳＷＩＴＣＨ アリ・スパークス　作 神戸万知　訳 フレーベル館
933 ＳＷＩＴＣＨ アリ・スパークス　作 神戸万知　訳 フレーベル館
933 ＳＷＩＴＣＨ アリ・スパークス　作 神戸万知　訳 フレーベル館
933 ＳＷＩＴＣＨ アリ・スパークス　作 神戸万知　訳 フレーベル館
933 ＳＷＩＴＣＨ アリ・スパークス　作 神戸万知　訳 フレーベル館

933 アキンボとライオン
アレグザンダー・マコール・スミス 著 もりう
ち　すみこ 訳 広野　多珂子 画

文研出版

933 ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・スタイグ　さく 評論社
933 ぶたのめいかしゅローランド ウィリアム・スタイグ　さく 評論社
933 ものいうほね ウィリアム・スタイグ　さく 評論社
933 ねずみとくじら ウィリアム・スタイグ　さく 評論社
933 馬車でおつかいに ウィリアム・スタイグ　さく 評論社
933 ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・スタイグ　さく せたていじ　やく 評論社
933 歯いしゃのチュ－先生 ウィリアム・スタイグ　ぶんとえ 評論社
933 おとなってじぶんでばっかりハンドルをにぎってる ウィリアム・スタイグ 作 セーラー出版
933 ぬすまれた宝物 ウィリアム・スタイグ　作 評論社
933 みにくいシュレック ウィリアム・スタイグ 文と絵 セーラー出版

933 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 まつ
おかきょうこ　訳

福音館書店

933 ロボママ エミリー・スミス　作 文研出版
933 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 掛川恭子　や のら書店
933 ぼくのクジラ キャサリン・スコウルズ 作 文研出版
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 ガリバー旅行記  こびとの国や巨人の国を冒険する物語 ジョナサン・スウィフト  作 学研マーケティング
933 サンタクロースのしろいねこ スー・ステイントン　文 アン・モーティマー 徳間書店

933 吸血鬼ドラキュラ・女吸血鬼カーミラ
ブラム・ストーカー　，　レ・ファニュ　　作 長
井那智子　絵

集英社

933 スーザンのかくれんぼ ルイス・スロボドキン　作 偕成社
933 ぼちぼちいこか マイク・セイラ－　さく 偕成社
933 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック さく 富山房

933 マンザナの風にのせて
ロイス・セパバーン 著 若林　千鶴 訳 ひだ
か　のり子 画

文研出版//文研出版

933 リュディガーとアントン　リトルバンパイア1 アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク　作 くもん出版
933 地下室のかんおけ　リトルバンパイア2 アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク　作 くもん出版
933 きけんな列車旅行　リトルバンパイア3 アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク　作 くもん出版
933 モンスターの巣くつ　リトルバンパイア4 アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク　作 くもん出版
933 魅惑のオルガ　リトルバンパイア5 アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク　作 くもん出版
933 モンスターズ・インク キキ・ソープ　作 偕成社
933 ランパンパン マギ－・ダフ　さいわ 評論社

933 魔法のゆび
ロアルド・ダール　著 クェンティン・ブレイク
絵

評論社



933 マチルダはちいさな大天才 ロアルド・ダ－ル　作 評論社

933 人食いザメ事件
ローレン・ターシス 著 河井　直子 訳 ヒョー
ゴノスケ 画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 ９．１１テロ事件
ローレン・ターシス 著 河井　直子 訳 ヒョー
ゴノスケ 画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 タイタニック号沈没事件
ローレン・ターシス 著 河井　直子 訳 ヒョー
ゴノスケ 画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 東日本大震災
ローレン・ターシス 著 河井　直子 訳 ヒョー
ゴノスケ 画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 火山の大噴火
ローレン・ターシス 著 河井　直子 訳 ヒョー
ゴノスケ 画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 巨大ハリケーン！
ローレン・ターシス 著 河井　直子 訳 ヒョー
ゴノスケ 画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 ナチスとの戦い
ローレン・ターシス 著 河井　直子 訳 ヒョー
ゴノスケ 画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 太平洋戦争・開戦の日
ローレン・ターシス 著 河井　直子 訳 ヒョー
ゴノスケ 画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 アナと雪の女王オラフはスーパースター！ エリカ・デイビッド 著 ないとう　ふみこ 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 ミルクこぼしちゃだめよ！
スティーヴン・デイヴィーズ　文 クリスト
ファー・コー　絵

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　文 オリヴァー・ジェ
ファーズ　絵

ほるぷ出版

933 ものぐさトミ－ ペ－ン・デュボア　文・絵 松岡享子　訳 岩波書店

933 サンタクロースのはるやすみ
ロジャー・デュボアザン　ぶん・え 小宮由
やく

大日本図書

933 名探偵ホームズ踊る人形 アーサー・コナン・ドイル∥作 理論社
933 モンスターズ・ユニバーシティ アイリーン・トリンブル　　作 しぶやまさこ 偕成社
933 シュガー・ラッシュ アイリーン・トリンブル　作 倉田真木　訳 偕成社
933 ベイマックス アイリーン・トリンブル 著 しぶや　まさこ 訳 偕成社
933 金曜日がおわらない アニー・ドルトン　作 岡本浜江　訳 文研出版
933 しろいゆきあかるいゆき アルビン・トレッセルト　さく ＢＬ出版

933
名探偵シャーロック・ホームズ  犯人はだれだ？するどい観
察眼で事件解決

コナン・ドイル  作 学研マーケティング

933 ホームズ最後の事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 赤毛軍団のひみつ コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 くちびるがねじれた男 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 まだらのひも事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 六つのナポレオン像 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 名馬シルバー・ブレイス号 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 いなくなったラグビー選手 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 ギリシャ語通訳のひみつ コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 さびしい自転車のり コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 第二のしみ事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 消えたカーファクス姫 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 ノーウッドの建築家 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 ボールばこのひみつ コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 死にかかった探偵 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 ホームズ最後のあいさつ コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 なぞのブナやしき コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 技師のおやゆび事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 背中のまがった男 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 ボスコム谷のなぞ コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 怪船グロリア・スコット号 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 なぞの入院患者 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 ブライオリ学園事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 シャーロック・ホームズ コナン・ドイル 著 石田　文子 訳 汐文社

933 終わらない夜
セーラ・Ｌ．トムソン　文 ロブ・ゴンサルヴェ
ス　絵

ほるぷ出版

933 真昼の夢
セーラ・Ｌ．トムソン　文 ロブ・ゴンサルヴェ
ス　絵

ほるぷ出版

933 どこでもない場所
セーラ・Ｌ．トムソン　文 ロブ・ゴンサルヴェ
ス　絵

ほるぷ出版

933 ぞうのホートンたまごをかえす ドクター・スース　さく・え しらきしげる　やく 偕成社
933 ホラー横丁１３番地 トミー・ドンババンド　作 伏見操　訳 偕成社
933 ホラー横丁１３番地 トミー・ドンババンド　作 伏見操　訳 偕成社
933 ホラー横丁１３番地 トミー・ドンババンド　作 伏見操　訳 偕成社
933 ホラー横丁１３番地 トミー・ドンババンド　作 伏見操　訳 偕成社
933 ホラー横丁１３番地 トミー・ドンババンド　作 伏見操　訳 偕成社
933 ホラー横丁１３番地 トミー・ドンババンド　作 伏見操　訳 偕成社
933 チキン・リトル トリンブル アイリーン 偕成社
933 トム・ソーヤの冒険  元気いっぱいの少年が巻きおこす大そう マーク・トウェイン  作 学研マーケティング
933 王子とこじき（上） マ－ク・トウェイン　作 偕成社
933 王子とこじき（下） マ－ク・トウェイン　作 偕成社
933 わたしのおとうと、へん…かなあ マリ＝エレーヌ・ドルバル　作 評論社
933 公園のメアリー・ポピンズ 岩波文庫
933 ヨハネスブルクへの旅 ヒヴァリー・ナイドゥー　著 さえら書房
933 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 あたまをつかった小さなおばあさん ホープ・ニューウェル 著 松岡　享子 訳 福音館書店
933 としょかんライオン ミシェル・ヌードセン　さく 岩崎書店
933 アナと雪の女王 サラ・ネイサン，　セラ・ローマン　　作 偕成社
933 ぼくのパパはおおおとこ カール・ノラック　文 セーラー出版
933 ピーター・パンとウェンディ Ｊ・Ｍ・バリー 作 福音館書店
933 ワンダー Ｒ・Ｊ・パラシオ　作 中井はるの　訳 ほるぷ出版



933 もうひとつのワンダー Ｒ・Ｊ・パラシオ　作 中井はるの　訳 ほるぷ出版
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 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 西風号の遭難 クリス・ヴァン・オ－ルズバ－グ　絵と文 河出書房新社

933 ザ・ワースト中学生
ジェームズ・パターソン，　クリス・テベッツ
作 ，たからしげる　訳

ポプラ社

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 はるなつあきふゆ ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版
933 バラライカねずみのトラブロフ 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 つなひき ジョン・バーニンガム　作 谷川俊太郎　訳 ＢＬ出版
933 ねえ、どれがいい？　新版 ジョン・バーニンガム 著 まつかわ　まゆみ 評論社
933 ねえ、どれがいい？ ジョン・バーミンガム 童話館
933 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 ウィリーのそりのものがたり ダニイル・ハルムス 文 セーラー出版
933 ピース・ブック トッド・パール　作 童心社
933 ゆきのふるよる ニック・バトワ－ス　作 金の星社
933 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 ちいさいおうち
バージニア・リー・バートン　文・絵
石井桃子　訳

岩波書店

933 しょうこうし バーネット さく 金の星社
933 風がふいたら パット・ハッチンス さく 評論社
933 ティッチ パット・ハッチンス　さく・え いしいももこ　や 福音館書店
933 へっちゃらトーマス パット・ハッチンス　ぶん・え 小宮由　やく 大日本図書

933 ヒックとドラゴン⑦復讐の航海
ヒック・ホレンダス・ハドック三世  作クレ
シッダ・コーウェル  古ノルド語訳

小峰書店

933 小公女セーラ  気高さをうしなわない小さなプリンセス フランシス・ホジソン・バーネット  作 学研マーケティング
933 リキシャ・ガール ミタリ・パーキンス　作 鈴木出版
933 わたしのひかり モリー・バング　作 さくまゆみこ　訳 評論社
933 モギ リンダ・スー・パーク　著 あすなろ書房
933 としょかんのよる ローレンツ・パウリ　文 若松宣子　訳 ほるぷ出版
933 猟人荘の怪事件ほか 花上かつみ／訳　　高松啓二／絵 講談社
933 トム・ゲイツ　トホホなまいにち Ｌ．ピーション　作 宮坂宏美　訳 小学館
933 トム・ゲイツステキないいわけ Ｌ．ピーション 著 宮坂　宏美 訳 小学館
933 こんにちはアグネス先生 カークパトリック・ヒル　著 あかね書房
933 ゆきだるまのクリスマス！ キャラリン・ビーナー　ぶん 評論社
933 妹になるんだワン！ ス－ザン・Ｅ．ヒントン　作 こだまともこ　訳 徳間書店
933 クリスマスにはやっぱりサンタ ビル・ピート さく ほるぷ出版
933 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 作 岩波書店

933 子ぶたのトリュフ
ヘレン・ピータース 著 エリー・スノードン 画
もりうち　すみこ 訳

さえら書房//さえら書房

933 ビルはたいくつ リズ・ピーション　ぶん・え くもん出版
933 ふしぎ駄菓子屋銭天堂１ 廣嶋玲子　作 ｊｙａｊｙａ　絵 偕成社
933 ちびねこグルのぼうけん アン・ピートリ　さく 福音館書店
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 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 ビースト・クエスト　２ アダム・ブレード 著 浅尾　敦則 訳 ゴマブックス
933 ビースト・クエスト　３ アダム・ブレード 著 浅尾　敦則 訳 ゴマブックス
933 ビースト・クエスト　４ アダム・ブレード 著 浅尾　敦則 訳 ゴマブックス
933 霧のなかの白い犬 アン・ブース 著 杉田　七重 訳 橋　賢亀 あかね書房
933 ボ－ルのまじゅつしウィリ－ アンソニ－・ブラウン　さく 評論社
933 ともだちからともだちへ アンソニー・フランス 理論社
933 みどりの船 クェンティン・ブレイク　作 あかね書房
933 きょうりゅうはパンツがだいすき クレア・フリードマン　文 講談社
933 ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン 文 あすなろ書房
933 天使の人形 ジュリ－・ブレッドソ－　作 偕成社
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 著 上條　由美子 福音館書店
933 インクレディブル・ファミリー スーザン・フランシス∥作 偕成社
933 こぶたは大きい ダグラス・フロリアン　作 ＢＬ出版
933 野はらの音楽家マヌエロ ドン・フリーマン　作 あすなろ書房
933 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 まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス　著 岩波書店
933 種をまく人 ポール・フライシュマン 著 あすなろ書房

933 マッチ箱日記
ポール・フライシュマン　文 バグラム・イバ
トゥーリン　絵

ＢＬ出版

933 ウエズレ－の国 ポ－ル・フライシュマン　作 あすなろ書房
933 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 にじいろのさかなとおおくじら マーカス・フィスター 作 講談社
933 にじいろのさかな マーカス・フィスター 作 講談社
933 にじいろのさかなうみのそこのぼうけん マーカス・フィスター　作 講談社
933 ぼくにげちゃうよ マーガレット・Ｗ・ブラウン ぶん ほるぷ出版
933 ワイズ・ブラウンの詩の絵本 マーガレット・ワイズ・ブラウン　詩 フレーベル館
933 アップルパイをつくりましょ マージョリー・プライスマン さく ＢＬ出版
933 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 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 ゆきだるま レイモンド・ブリッグス　作 評論社
933 このよでいちばんはやいのは ロバート・フローマン　原作 天野祐吉　翻 福音館書店
933 ビースト・クエスト １ ブレード アダム ゴマブックス
933 ほんもののプレゼント オー＝ヘンリー 作 偕成社
933 賢者の贈り物 オー・ヘンリー　作 理論社
933 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 シャ－ロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト　作 あすなろ書房



933 木のすきなケイトさん
Ｈ．ジョゼフ・ホプキンズ　文 ジル・マケル
マリー　絵

ＢＬ出版

933 なんでももってる（？）男の子
イアン・ホワイブラウ 著 石垣　賀子 訳 す
ぎはら　ともこ 画

徳間書店//徳間書店

933 ちびっこ大せんしゅ シド・ホフ　ぶんとえ 光吉夏弥　やく 大日本図書
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
933 パディントン、デパートにでかける マイケル・ボンド ほるぷ出版
933 パディントン、おふろにはいる マイケル・ボンド ほるぷ出版
933 ごきげんいかががちょうおくさん ミリアム・クラーク・ポター　さく 福音館書店

933
オズのまほうつかい  ねがいをかなえるため…まほうの国へ
のふしぎな旅

ライマン・フランク・ボーム  作 学研マーケティング

933 ジョンのふしぎなぼうけん ラッセル・ホーバン 作 金の星社
933 フランシスのいえで リリアン・ホーバン 〔絵〕 好学社
933 宇宙への秘密の鍵 ルーシー＆スティーヴン・ホーキング　作 岩崎書店
933 グリーン・ノウの子どもたち ルーシー・Ｍ．ボストン　作 評論社
933 森のおくから レベッカ・ボンド 著 もりうち　すみこ 訳 ゴブリン書房//ゴブリン書房

933 Ｐａｎｄａ　Ｂｅａｒ、Ｐａｎｄａ　Ｂｅａｒ、Ｗｈａｔ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｓｅｅ？
Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ　Ｊｒ． 著 Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ 画 ビ
ル・マーチン 著

Ｈｅｎｒｙ　Ｈｏｌｔ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ//三善

933 Ｂｒｏｗｎ　Ｂｅａｒ、Ｂｒｏｗｎ　Ｂｅａｒ、Ｗｈａｔ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｓｅｅ？
Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ　Ｊｒ． 著 Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ 画 ビ
ル・マーチン 著

Ｈｅｎｒｙ　Ｈｏｌｔ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ//三善

933 Ｐｏｌａｒ　Ｂｅａｒ、Ｐｏｌａｒ　Ｂｅａｒ、Ｗｈａｔ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｈｅａｒ？
Ｂｉｌｌ　Ｍａｒｔｉｎ　Ｊｒ． 著 Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ 画 ビ
ル・マーチン 著

Ｈｅｎｒｙ　Ｈｏｌｔ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ//三善

933 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 ことりをすきになった山 エリック＝カール 絵 偕成社
933 さあ、たべてやる！ ケイト・マクマラン　ぶん ジム・マクマラン 評論社
933 さあ、ひっぱるぞ！ ケイト・マクマラン　ぶん ジム・マクマラン 評論社
933 ドラゴンたいじ一年生　ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 ママゴンのしかえし　ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 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　ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 ウィリーのけっこん！？　ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 あこがれのヒーロー　ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 きえたヒーローをすくえ　ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 のろいのルーレット　ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 ほろびの予言　ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 ドラゴンがうまれた！　ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 きょうふのさんかん日　ドラゴン・スレイヤー・アカデミー ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 ドラゴンになっちゃった　ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 かえってきたゆうれい　ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ　２ ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 こわーい金曜日　ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ　３ ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 ケン王の病気　ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ　４ ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 ふたごのごたごた　ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ　５ ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 ドラゴンじいさん　ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ　６ ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 ドラゴン・キャンプ　ドラゴン・スレイヤー・アカデミーⅡ　７ ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店
933 どんなにきみがすきだかあててごらん　はるのおはなし サム・マクブラットニィ　ぶん 評論社
933 どんなにきみがすきだかあててごらん　なつのおはなし サム・マクブラットニィ　ぶん 評論社
933 どんなにきみがすきだかあててごらん　あきのおはなし サム・マクブラットニィ　ぶん 評論社
933 どんなにきみがすきだかあててごらん　ふゆのおはなし サム・マクブラットニィ　ぶん 評論社
933 おいしそうなバレエ ジェイムズ・マーシャル　文 徳間書店
933 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 シャチのくる日 シェリル・マクファーレン 文 文化出版局
933 雪の写真家ベントレ－ ジャクリ－ン・ブリッグズ・マ－ティン　作 ＢＬ出版
933 魔女学校の一年生 ジル・マ－フィ　作・絵 評論社
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 るすばんをしたオルリック デイビッド・マッキー ぶん・え アリス館
933 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
933 ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック　作 ほるぷ出版

933 ほんとうのことをいってもいいの？
パトリシア・Ｃ．マキサック　文 ジゼル・ポ
ター　絵

ＢＬ出版

933 わたしのとくべつな場所 パトリシア・マキサック　文 新日本出版社
933 きょうはかぜでおやすみ パトリシア・マクラクラン　作 小宮由　やく 大日本図書

933 くまさんくまさんなにみてるの？ : 英語でもよめる
ビル・マーチン ぶん エリック・カール え 偕
成社編集部 やく

偕成社

933 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 耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン　作 フレーベル館
933 かんぺきな人なんていない マーリー・マトリン　作 フレーベル館
933 悪者は夜やってくる マ－ガレット・マ－ヒ－　作 岩波書店
933 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 たんけんクラブシークレット・スリー ミルドレッド・マイリック　ぶん 小宮由　やく 大日本図書
933 ジュディ・モード、地球をすくう！ メーガン・マクドナルド　作 小峰書店
933 コブタと大こうずい Ａ．Ａ．ミルン　ぶん 岩波書店

933 だいじなとどけもの
Ｅ．Ｈ．ミナリック 著 モーリス・センダック 画
まつおか　きょうこ 訳

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 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 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 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 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 ニワトリ号一番のり Ｊ・メイスフィールド 作 福音館書店
933 九つの銅貨 Ｗ・デ・ラ・メア 作 福音館書店
933 歯みがきつくって億万長者 ジ－ン・メリル　作 偕成社
933 虹の妖精　上　レインボーマジック ディジー・メドウズ　作 ゴマブックス
933 虹の妖精　下　レインボーマジック ディジー・メドウズ　作 ゴマブックス



933 結婚式の妖精ミア　レインボーマジック デイジー・メドウズ　作 ゴマブックス
933 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 忘れないよリトル・ジョッシュ マイケル・モーパーゴ　作 文研出版
933 時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ　作 杉田七重　訳 あかね書房

933 最後のオオカミ
マイケル・モーパーゴ 著 はら　るい 訳 黒
須　高嶺 画

文研出版//文研出版

933 赤毛のアン  明るく元気に生きる女の子の物語 ルーシー・モード・モンゴメリ  作 学研マーケティング
933 いるかのカーフ ロバート・Ａ・モリス 文 文化出版局
933 からすたろう やしまたろう　ぶん・え 偕成社
933 メアリー・スミス アンドレア・ユーレン　作 光村教育図書
933 木はいいなあ ジャニス＝メイ＝ユ－ドリイ　さく 偕成社
933 ああ無情 ビクトル＝ユーゴー 〔著〕 講談社
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 月夜のみみずく ジェイン＝ヨ－レン　詩 偕成社
933 きょうりゅうたちのおやすみなさい ジェイン・ヨーレン　文 小峰書店
933 幸福な王子 オスカー・ワイルド
933 黄金の川の王さま ジョン・ラスキン
933 ものぐさドラゴン ケネス・グレアム
933 旅のマント Ｄ・Ｍ・Ｍ・クレイク
933 花になった子どもたち ジャネット・テーラー・ライル　作 福音館書店
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
933 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 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
933 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 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
933 十月のみずうみ シンシア・ライラント 作 偕成社

933 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　作 パトリス・バー
トン　絵

くもん出版

933 あと１０ぷんでねるじかん ペギ－・ラスマン　作・絵 ひがしはるみ　訳 徳間書店
933 しあわせの子犬たち メアリー・ラバット　著 文研出版
933 クマと森のピアノ デイビッド・リッチフィールド ポプラ社
933 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 １３番目の魔女 ルース・チュウ　作 フレーベル館
933 いぬおことわり！ Ｈ．Ａ．レイ え 偕成社
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 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 Ｈ．Ａ．レイ　文･絵　光吉夏弥　訳 岩波書店

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

ＷＡＶＥ出版//ＷＡＶＥ出版

933 パパのカノジョは ジャニス・レヴィ　作 岩崎書店
933 満月をまって メアリ－・リン・レイ　ぶん あすなろ出版
933 ぼくのだ！わたしのよ！ 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 じぶんだけのいろ レオ＝レオニ 作 好学社
933 マシューのゆめ レオ＝レオニ 作 好学社
933 コーネリアス 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 うさぎを　つくろう レオ＝レオニ 作 好学社
933 ペツェッティーノ レオ・レオニ 〔作〕 好学社
933 スイミー 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 ひとあし　ひとあし レオ・レオニ 〔作〕 好学社
933 さかなはさかな 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
933 あいうえおの　き 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 ここにいたい！あっちへいきたい！ レオ・レオニ 作 好学社
933 せかいいちおおきなうち 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 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 吟遊詩人ビードルの物語 Ｊ．Ｋ．ローリング　作 松岡佑子　訳 静山社
933 ハリ―･ポッターと賢者の石 J・K・ローリング　作　松岡佑子　訳 静山社
933 ハリー・ポッターと秘密の部屋 J・K・ローリング　作　松岡佑子　訳 静山社
933 ハリー・ポッターと炎のゴブレット Ｊ．Ｋ．ローリング 作松岡佑子 訳 静山社
933 ハリー・ポッターと呪いの子第一部・第二部　特別リハーサル Ｊ．Ｋ．ローリング，他 著 松岡　佑子 訳 静山社
933 ハリ－・ポッタ－と死の秘宝　上 Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 静山社
933 ハリ－・ポッタ－と死の秘宝　下 Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 静山社
933 ハリ－・ポッタ－と不死鳥の騎士団　（上）　５ Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 静山社
933 ハリ－・ポッタ－と不死鳥の騎士団　（下）　５ Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 静山社
933 ハリ－・ポッタ－と謎のプリンス　（上）　６ Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 静山社
933 ハリ－・ポッタ－と謎のプリンス　（下）　６ Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 静山社
933 ふたりはいつも アーノルド・ローベル  作 文化出版局
933 ふたりはいっしょ 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 どろんここぶた アーノルド・ローベル　作 岸田衿子　訳 文化出版局
933 ふくろうくん アーノルド・ローベル 著 三木　卓 訳 文化出版局



933 ふたりはきょうも ア－ノルド・ロ－ベル三木卓 文化出版局
933 デルトラ・クエストⅢ　２　影の門 エミリ－・ロッダ　作 岩崎書店
933 デルトラ・クエストⅢ　4　最後の歌姫 エミリ－・ロッダ　作 岩崎書店
933 影の王国　デルトラ・クエストⅡ－３ エミリ－・ロッダ　作 岡田好惠　訳 岩崎書店
933 嘆きの湖　デルトラ・クエスト　２ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 ネズミの街　デルトラ・クエスト　３ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 うごめく砂　デルトラ・クエスト　４ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 恐怖の山　デルトラ・クエスト　５ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 魔物の洞窟　デルトラ・クエスト　６ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 いましめの谷　デルトラ・クエスト　７ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 帰還　デルトラ・クエスト　８ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 デルトラ王国探検記 エミリー・ロッダ　作 岩崎書店
933 沈黙の森　デルトラ・クエスト　１ エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 ロンド国物語１　オルゴールの秘密 エミリー・ロッダ　作 岩崎書店
933 ロンド国物語２　おとぎの森 エミリー・ロッダ　作 岩崎書店
933 ロンド国物語３　ロンドの鍵 エミリー・ロッダ　作 岩崎書店
933 ロンド国物語　４ エミリー・ロッダ　作 岩崎書店
933 ロンド国物語５ エミリー・ロッダ　作 岩崎書店
933 ロンド国物語６ エミリー・ロッダ　作 岩崎書店
933 ロンド国物語７ エミリー・ロッダ　作 岩崎書店
933 ロンド国物語８ エミリー・ロッダ　作 岩崎書店
933 デルトラ・クエストⅢ　1　竜の巣 エミリー・ロッダ　作 岩崎書店
933 デルトラ・クエストⅢ　3　死の島 エミリー・ロッダ　作 岩崎書店

933 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//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//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//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//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//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//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//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//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//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//あすなろ書房

933 ル－ム・ル－ム コルビ－・ロド－スキ－　作 金の星社
933 川はどこからながれてくるの トマス・ロッカー 偕成社
933 トウモロコシが実るころ ドロシー・ローズ 作 文研出版
933 ドリトル先生アフリカゆき ヒュ－・ロフティング　作 岩波書店
933 ドリトル先生航海記 ヒュ－・ロフティング　作 岩波書店
933 ドリトル先生の郵便局 ヒュ－・ロフティング　作 岩波書店
933 ドリトル先生のサ－カス ヒュ－・ロフティング　作 岩波書店
933 ドリトル先生の動物園 ヒュ－・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－・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－・ロフティング　作 岩波書店
933 ドリトル先生月へゆく ヒュ－・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－・ロフティング　作 岩波書店
933 ドリトル先生と秘密の湖 ヒュ－・ロフティング　作 岩波書店
933 ドリトル先生と秘密の湖 ヒュ－・ロフティング　作 岩波書店
933 ドリトル先生と緑のカナリア ヒュ－・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－・ロフティング　作 岩波書店
933 ぼくとベルさん フィリップ・ロイ 著 櫛田　理絵 訳 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所
933 ドリトル先生物語 ロフティング　作　神鳥統夫　文 ﾎﾟﾌﾟﾗ社
933 消えたミステリー作家の謎 ロン・ロイ　作 八木恭子　訳 フレーベル館
933 ふくろうくん アーノルド　ローベル 作 文化出版局
933 デルトラ・クエストⅡ ① エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 デルトラ・クエストⅡ　② エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房
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 ローワンとゼバックの黒い影 エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房
933 ローワンと白い魔物 エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房

933 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
ケネス・アンダーソン　絵

鈴木出版

933 スウィート・メモリーズ ナタリー・キンシー＝ワーノック 作 金の星社
933 ぶたばあちゃん マーガレット・ワイルド 文 あすなろ書房
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 キツネ マ－ガレット・ワイルド　文 ＢＬ出版
933 大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店
933 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

936 エンデュアランス号大漂流
エリザベス・コ－ディ－・キメル　著 千葉茂
樹　訳

あすなろ書房

936 平和への手紙 マイケル・ジャコピー 偕成社
936 クジラのハンフリー ウェンディ＝トクダ 作 国土社
936 エイズと闘った少年の記録 ライアン＝ホワイト 著 ポプラ社



936 ハンナのかばん カレン・レビン 著 ポプラ社
941 まほうつかいのでし 上田　真而子 福音館書店
943 三人の旅人　ネシャン・サ－ガ　4 ラルフ・イーザウ　作 あすなろ書房
943 セダノール幽閉　ネシャン・サ－ガ　5 ラルフ・イーザウ　作 あすなろ書房
943 第七代裁き司の謎　ネシャン・サーガ　６ ラルフ・イーザウ　作 あすなろ書房
943 新たなる旅立ち　ネシャン・サーガ　７ ラルフ・イーザウ　作 あすなろ書房
943 セダノール攻防戦　ネシャン・サーガ　８ ラルフ・イーザウ　作 あすなろ書房
943 裁き司最後の戦い　ネシャン・サーガ　９ ラルフ・イーザウ　作 あすなろ書房
943 ヨナタンと伝説の杖　ネシャン・サーガ　1 ラルフ・イ－ザウ　著 あすなろ書房
943 禁断の地　ネシャン・サ－ガ　2 ラルフ・イ－ザウ　著 あすなろ書房
943 イエーヴォーの呪い　ネシャン・サ－ガ　3 ラルフ・イ－ザウ　著 あすなろ書房
943 火のくつと風のサンダル ウルズラ・ウェルフェル　作 関楠生　訳 童話館出版
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 まっくろネリノ ヘルガ＝ガルラー さく 偕成社
943 うちのおばあちゃん イルゼ・クレ－ベルガ－　作 徳間書店
943 ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー　作 岩波書店
943 小さな男の子の旅 エーリヒ・ケストナー 著 小峰書店
943 飛ぶ教室 ケストナー 作 岩波書店
943 エーミールと探偵たち ケストナー 作 岩波書店
943 ふたつの島 イエルク・シュタイナー（文） ほるぷ出版
943 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー　著 中村智子　訳 学習研究社
943 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー　著 中村智子　訳 学研教育出版
943 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー　著 中村智子　訳 学習研究社
943 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー　著 中村智子　訳 学習研究社
943 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー　著 中村智子　訳 学研教育出版
943 ただいま！マラング村 ハンナ・ショット　作 佐々木田鶴子　訳 徳間書店
943 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 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 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 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 ぼくらさんびきぼうけんたい ヘルメ・ハイネ 作 小学館

943 しょうぼうしょは大いそがし
ハネス・ヒュットナー 著 ゲルハルト・ラール
画 たかはし　ふみこ 訳

徳間書店

943 小さい魔女 オトフリート＝プロイスラー 著 学研
943 真夜中の鐘がなるとき オトフリート・プロイスラー　作 小峰書店
943 わたしの足は車いす フランツ＝ヨーゼフ・ファイニク　作 あかね書房
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 著 偕成社
943 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 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 夕ごはんまでの五分間 プロハースコヴァー 作 偕成社
943 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
943 ウルスリのすず ゼリーナ・ヘンツ　文 岩波書店
943 おばあちゃん ペーター＝ヘルトリング 作 偕成社
943 ヨーンじいちゃん ペーター＝ヘルトリング 作 偕成社
943 リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク　作 くもん出版
943 リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク　作 くもん出版
943 リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク　作 くもん出版
943 リトルバンパイア アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク　作 くもん出版
943 うんちしたのはだれよ！ ヴェルナ－・ホルツヴァルト　文 偕成社
943 パパは専業主夫 キルステン・ボイエ　作 童話館出版
943 六人の男たち デイビッド＝マッキー 作 偕成社
943 ぼくの庭ができたよ ゲルダ・ミューラー 作 文化出版局
943 ぼくたちのかしの木 ゲルダ・ミューラー 作 文化出版局
943 あおむしのぼうけん イルムガルト・ルフト 作 さ・え・ら書房
943 森を守ろう ボイ・ロルンゼン 原作 金の星社
949 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 リッランとねこ イーヴァル・アロセニウス さく 福音館書店
949 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 ぼくとテスの秘密の七日間 アンナ・ウォルツ　作 野坂悦子　訳 フレーベル館
949 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 あすなろ書房
949 もみの木 Ｈ．Ｃ．アンデルセン 作 偕成社
949 りこうなおきさき ガスター　原作 講談社
949 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 犬とおばあさんのちえくらべ アニー・Ｍ．Ｇ．　シュミット　作 西村由美 徳間書店
949 おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク 作 ほるぷ出版
949 ゴールデンハート ウルフ・スタルク 作 偕成社
949 ちいさくなったパパ ウルフ・スタルク　作 小峰書店
949 アンネの日記 アンネ・フランク 原作 理論社
949 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 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 おひさまのたまご エルサ・ベスコフ 作・絵 徳間書店
949 あおい目のこねこ エゴン・マチーセン さく・え 福音館書店
949 たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社
949 くまのローラ トルード・デ・ヨング さく 福音館書店
949 ちいさな１ アン・ランド ポ－ル・ランド　作 ほるぷ出版
949 こんにちは、長くつ下のピッピ アストリッド・リンドグレーン　作 徳間書店
949 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 やかましむらのこどもの日 リンドグレーン 作 偕成社
949 長くつ下のピッピ リンドグレ－ン　作 岩波書店
949 いじわるなないしょオバケ ティエリー・ロブレヒト　作 文溪堂
949 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



950 ３日ずつのおくりもの レミ・クルジョン　作 こだましおり　訳 文溪堂

950 走れ！マスワラ
グザヴィエ＝ローラン・プティ　作 浜辺貴絵
訳

ＰＨＰ研究所

953 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//日本標準

953 ジャコのお菓子な学校
ラッシェル・オスファテール　作 ダニエル遠
藤みのり　訳

文研出版

953 ダニーの学校大革命
ラッシェル・オスファテール　作 ダニエル遠
藤みのり　訳

文研出版

953 みずたまのたび アンヌ・クロザ　さく こだましおり　やく 西村書店
953 絵本　星の王子さま アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ　著 集英社
953 ジスランさんとうそつきお兄ちゃん ブリジット・スマッジャ 作 文研出版
953 ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン  作・絵 徳間書店
953 巌窟王 アレクサンドル＝デュマ 〔著〕 講談社
953 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
953 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
953 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 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 おばけパーティ ジャック・デュケノワ さく ほるぷ出版
953 ヤクーバとライオン　２信頼 ティエリー・デデュー　作 講談社
953 ヤクーバとライオン　１勇気 ティエリー・デデュー　作 講談社
953 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 にじ色のガラスびん Ｍ．ピクマル 作 あかね書房
953 ハガネの歯 クロ－ド・ブ－ジョン　文と絵 セ－ラ－出版

953 十五少年漂流記
ジュール・ベルヌ 著 番　由美子 訳 けーし
ん 画

ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷ
Ａ

953 十五少年漂流記 ジュール・ベルヌ作　瀬川昌男　訳 集英社
953 十五少年漂流記 ベルヌ　作　谷真介　文　村井香葉　絵 ﾎﾟﾌﾟﾗ社
953 あるきだした小さな木 テルマ＝ボルクマン 作 偕成社
953 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 テオの「ありがとう」ノート
クロディーヌ・ル・グイック＝プリエト　著 坂
田雪子　訳

ＰＨＰ研究所

953 怪盗アルセーヌ・ルパンあやしい旅行者
モーリス・ルブラン 著 二階堂　黎人 編著
清瀬　のどか 画

学研プラス//学研プラス

953 怪盗アルセーヌ・ルパンあらわれた名探偵
モーリス・ルブラン 著 二階堂　黎人 編著
清瀬　のどか 画

学研プラス//学研プラス

953 怪盗アルセーヌ・ルパン王妃の首かざり
モーリス・ルブラン 著 二階堂　黎人 編著
清瀬　のどか 画

学研プラス//学研プラス

953 怪盗アルセーヌ・ルパン少女オルスタンスの冒険
モーリス・ルブラン 著 二階堂　黎人 編著
清瀬　のどか 画

学研プラス//学研プラス

953 怪盗アルセーヌ・ルパン８１３にかくされたなぞ
モーリス・ルブラン 著 二階堂　黎人 編著
清瀬　のどか 画

学研プラス//学研プラス

958 アルセーヌ・ルパンの帰還 モーリス・ルブラン 作 岩崎書店
958 アルセーヌ・ルパンの逮捕 モーリス・ルブラン 作 岩崎書店
958 獄中のアルセーヌ・ルパン モーリス・ルブラン 作 岩崎書店
958 アルセーヌ・ルパンの脱走 モーリス・ルブラン 作 岩崎書店
958 アルセーヌ・ルパンの結婚 モーリス・ルブラン 作 岩崎書店
958 地獄のわな モーリス・ルブラン 作 岩崎書店
958 ハートの７ モーリス・ルブラン 作 岩崎書店
958 うろつく死神 モーリス・ルブラン 作 岩崎書店
958 白鳥の首のエディス モーリス・ルブラン 作 岩崎書店
959 木を植えた男 ジャン・ジオノ 原作 あすなろ書房
959 木を植えた男 ジャン・ジオノ 原作 あすなろ書房
960 クルリンたちのゆかいなくらし コンスエロ・アルミホ さく 福音館書店
963 マーリー　世界一おバカな犬が教えてくれたこと ジョン・グローガン　著 早川書房
963 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
963 カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ 白水社
973 ジョットという名の少年 パオロ・グアルニエ－リ　文 西村書店
973 トトイ ジャンニ・パドアン 原作 金の星社
973 少女探偵アガサ 4 サー・スティーヴ・スティーヴンソン 岩崎書店
973 イクバルの闘い フランチェスコ・ダダモ　作 鈴木出版
973 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 カモメがおそう島 ロベルト・ピウミーニ 作 文研出版
976 武器より一冊の本をください ヴィヴィアナ・マッツァ 著 横山　千里 訳 金の星社

980 北の森の十二か月（上）
ニコライ・スラトコフ　作 ニキータ・チャルー
シン　画

福音館書店

980 北の森の十二か月（下）
ニコライ・スラトコフ　作 ニキータ・チャルー
シン　画

福音館書店

983 おだんごぱん 瀬田貞二　訳 脇田和　画 福音館書店
983 イワンの馬鹿 レフ・トルストイ　著 あすなろ書房
983 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 お日さまをみつけたよ Ｍ．ミトゥーリチ 原案絵 福音館書店
983 一本の木の物語 Ｎ・ロマノワ 作 文化出版局
989 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
989 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 きつねものがたり ヨセフ・ラダ さく え 福音館書店
990 おばけやしきへようこそ！ キッキ・ストリ－ド　作 偕成社
990 １つぶのおこめ デミ　作 光村教育図書

990 きたないよ！
フランチェスコ・ピトー　ぶん ベルナデット・
ジェルベ　え

ブロンズ新社

993 レッド・ラッカムの宝 エルジェ 作 福音館書店
993 タンタン　チベットをゆく 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 ふしぎな流れ星 エルジェ 作 福音館書店
993 黒い島のひみつ エルジェ 作 福音館書店
993 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 どうぶつたちがねむるとき イジー・ドヴォジャーク　作 木村有子　訳 偕成社

993 ラチとらいおん
マレーク・ベロニカ　ぶん・え とくながやす
もと　やく

福音館書店

993 とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベルフ　作 講談社
993 たのしいム－ミン一家 ト－ベ・ヤンソン　作・絵 講談社
993 ムーミン谷の彗星 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社
993 ムーミン谷の思い出 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社
993 ムーミン谷の夏まつり トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社
993 ムーミン谷の冬 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社
993 ムーミン谷の仲間たち トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社
993 ムーミンパパ海にいく トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社
993 ムーミン谷の十一月 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社
993 別巻ムーミン童話全集 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社
993 にじ ジ－クフリ－ド・ピ－・ルプレヒト　作 セ－ラ－出版

000k 香川県の歴史 松林社
002k 来て見て四国　ものづくり 四国新聞社
008k 新・香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 松林社
010k 第１２回国民文化祭・かがわ９７ 詫間町実行委員会
012k さぬきのおもしろ四季ごよみ 香川県方言研究同好会 松林社
018k さぬきのおもしろ方言集 松岡　繁 株式会社松林社
018k 香川県の歴史 松林社
018k 香川県の歴史 山川出版社
018k 四国の風土と歴史 山川出版社
060k 香川の自然ガイドブック　空と緑の散歩道
080k 聞き書　香川の食事 井上タツ 社団法人農山漁村文化協会
080k, 高松の民俗 市原輝士 高松市立図書館
081k 香川の先人たち 光文書院
084k 香川県につたわるこどもの遊び 長谷川凱久 株式会社光文書院
086k 香川の歳時記３６５日 四国新聞社
088k かがわの野鳥 香川県 新日本印刷株式会社
088k 香川の野鳥 （財）日本野鳥の会香川県支部 四国新聞社
088k さぬきのおもしろ伝説　水の巻 北条令子 松林社
088k さぬきのおもしろ伝説　島の巻 北条令子 松林社
088k さぬきのおもしろ伝説　山の巻 北条令子 松林社
088k さぬきのおもしろ伝説　人の巻 北条令子 松林社
088k さぬきのおもしろ伝説　木の巻 北条令子 松林社
088k 香川の野鳥 山本正幸 高松市立図書館
089k 柴野栗山 小川　太一郎 牟礼町教育委員会

090k 新瀬戸内紀行 平山邦夫
瀬戸内・海の路ネットワーク推
進協議会
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