
【ものがたり】

書名 著者名 請求記号

きつねの窓 　安房　直子∥作 ９１３　ア

大さわぎ！ばけもの芝居と白いねこ 　岩崎　京子∥作 ９１３　イ

チキン！ 　いとう　みく∥作 ９１３　イ

ひいな 　いとう　みく∥作 ９１３　イ

六時の鐘が鳴ったとき 　井上　夕香∥作 ９１３　イ

くじゃくのジャックのだいだっそう 　井上　よう子∥作 ９１３　イ

坂の上の図書館 　池田　ゆみる∥作 ９１３　イ

春に訪れる少女 　今田　絵里香∥作 ９１３　イ

なくなタケシ 　稲本　昭治∥作 ９１３　イ

きかせたがりやの魔女 　岡田　淳∥作 ９１３　オ

森の石と空飛ぶ船 　岡田　淳∥作 ９１３　オ

流れ星キャンプ 　嘉成　晴香∥作 ９１３　カ

セカイヲカエル 　嘉成　晴香∥作 ９１３　カ

はいくしょうてんがい 　苅田　澄子∥作 ９１３　カ

夏の猫 　北森　ちえ∥作 ９１３　キ

ミウの花まる夏休み 　きたじま　ごうき∥作 ９１３　キ

三年一組、春野先生！ 　くすのき　しげのり∥作 ９１３　ク

おにぼう 　くすのき　しげのり∥作 ９１３　ク

みてろよ！父ちゃん！！ 　くすのき　しげのり∥作 ９１３　ク

やさしいティラノサウルス 　くすのき　しげのり∥作 ９１３　ク

三年三組黒板の花太郎さん 　草野　あきこ∥作 ９１３　ク

なにがあってもずっといっしょ 　くさの　たき∥作 ９１３　ク

ぐるぐるの図書室 　工藤　純子∥作 ９１３　グ

シナモンのおやすみ日記 　小手鞠　るい∥作 ９１３　コ

野うさぎパティシエのひみつ 　小手鞠　るい∥作 ９１３　コ　４

いつでもインコ 　斉藤　洋∥作 ９１３　サ

サバンナのいちにち 　斉藤　洋∥作 ９１３　サ

日がさ雨がさくもりがさ 　佐藤　まどか∥作 ９１３　サ

モツ焼きウォーズ 　ささき　かつお∥作 ９１３　サ

母さんの子守歌 　しみず　きょうこ∥作 ９１３　シ

ガラスの壁のむこうがわ 　せいの　あつこ∥作 ９１３　セ

銀杏堂 　橘　春香∥作 ９１３　タ

釣りに行こう！ 　高橋　秀雄∥作 ９１３　タ

ケンガイにっ！ 　高森　美由紀∥作 ９１３　タ

もりモリさまの森 　田島　征三∥作 ９１３　タ

まいごのアローおうちにかえる 　竹下　文子∥作 ９１３　タ

まんぷく寺でまってます 　高田　由紀子∥作 ９１３　タ

透明犬メイ 　辻　貴司∥作 ９１３　ツ
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書名 著者名 請求記号

笑われたくない！ 　手嶋　ひろ美∥作 ９１３　テ

星になった子ねずみ 　手島　悠介∥作 ９１３　テ

トイレのかめさま 　戸田　和代∥作 ９１３　ト

ぼくたちのリアル 　戸森　しるこ∥作 ９１３　ト

蒼とイルカと彫刻家 　長崎　夏海∥作 ９１３　ナ

茶畑のジャヤ 　中川　なをみ∥作 ９１３　ナ

ぼくたちのおばけ沼 　中村　淳∥作 ９１３　ナ

雨の日のせんたくやさん 　にしな　さちこ∥作 ９１３　ニ

４年２組がやってきた 　野村　一秋∥作 ９１３　ノ

おたんじょうび、もらったの 　服部　千春∥作 ９１３　ハ

ハルとカナ 　ひこ　田中∥作 ９１３　ヒ

もののけ屋 　廣嶋　玲子∥作 ９１３　ヒ

幽霊魚 　福田　隆浩∥作 ９１３　フ

しゅくだいとびばこ 　福田　岩緒∥作 ９１３　フ

とうちゃんとユーレイババちゃん 　藤澤　ともち∥作 ９１３　フ

いくたのこえよみ 　堀田　けい∥作 ９１３　ホ

「水辺の楽校」の所くん 　本田　有明∥作 ９１３　ホ

なかよしおまもり、きいた？ 　松井　ラフ∥作 ９１３　マ

学校の鏡は秘密のとびら？ 　三野　誠子∥作 ９１３　ミ

なきむしにかんぱい！ 　宮川　ひろ∥作 ９１３　ミ

ねこの風つくり工場 　みずの　よしえ∥作 ９１３　ミ

ぼくのつばめ絵日記 　深山　さくら∥作 ９１３　ミ

逆転！ドッジボール 　三輪　裕子∥作 ９１３　ミ

こころのともってどんなとも 　最上　一平∥作 ９１３　モ

オムライスのたまご 　森　絵都∥作 ９１３　モ

飛べ！風のブーメラン 　山口　理∥作 ９１３　ヤ

脱走ペンギンを追いかけて 　山本　省三∥作 ９１３　ヤ

いい人ランキング 　吉野　万理子∥作 ９１３　ヨ

オレさすらいの転校生 　吉野　万理子∥作 ９１３　ヨ

ジョージと秘密のメリッサ 　アレックス　ジーノ∥作 ９３３　ジ

四人のおばあちゃん 　ダイアナ　ウィン　ジョーンズ∥作 ９３３　ジ

クジラに救われた村 　ニコラ　デイビス∥作 ９３３　デ

霧のなかの白い犬 　アン　ブース∥作 ９３３　ブ

まいごのまいごのアルフィーくん 　ジル　マーフィ∥作 ９３３　マ

ミミとまいごの赤ちゃんドラゴン 　マイケル  モーパーゴ∥作 ９３３　モ

ぼくたちが越してきた日からそいつはそこにいた 　ローダ　レヴィーン∥作 ９３３　レ

世界一のランナー 　エリザベス　レアード∥作 ９３３　レ

世界一の三人きょうだい 　グードルン　メプス∥作 ９４３　メ

ダニーの学校大革命 　ラッシェル　オスファテール∥作 ９５３　オ

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∥作 ９５３　ル

２ ０ １ ７ 年４ 月　 おすすめのものがたり ・ えほん　 （ 2）
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わたしのそばできいていて 　リサ　パップ∥作 Ｅ０　パ

ぼくが見た戦争 　しまだ　ゆきお∥文 Ｅ２　ア

耳の聞こえないメジャーリーガー　ウィリアム・ホイ 　ナンシー　チャーニン∥文 Ｅ２　ツ

フローレンス・ナイチンゲール 　デミ∥作 Ｅ２　デ

あしたから１ねんせい 　きむら　ゆういち∥作 Ｅ３　ア

１００円たんけん 　中川　ひろたか∥文 Ｅ３　オ

つなみとゴンとコン 　帚木　蓬生∥作 Ｅ３　コ

おじいちゃん、おぼえてる？ 　フィル　カミングス∥文 Ｅ３　ス

こいのぼりぐんぐんこどもの日！ 　ますだ　ゆうこ∥作 Ｅ３　タ

みどりの町をつくろう 　アラン　ドラモンド∥作 Ｅ３　ド

がらくた学級の奇跡 　パトリシア　ポラッコ∥作 Ｅ３　ポ

えらいこっちゃのようちえん 　かさい　まり∥文 Ｅ３　ユ

カワセミとヒバリとヨタカ 　あべ　弘士∥作 Ｅ４　ア

すばこ 　キム　ファン∥文 Ｅ４　イ

ゆっくりゆっくりなまけものくん 　オームラ　トモコ∥作　絵 Ｅ４　オ

アリのたんけん 　栗林　慧∥写真 Ｅ４　ク

さけのかけごえどんどこせ 　菅原　たくや∥作 Ｅ４　ス

ほね・ホネ・がいこつ！ 　中川　ひろたか∥文 Ｅ４　ス

ウミガメものがたり 　鈴木　まもる∥作　絵 Ｅ４　ス

すずめくんどこでごはんたべるの？ 　たしろ　ちさと∥文　絵 Ｅ４　タ

オオカミから犬へ！ 　ハドソン　タルボット∥作　絵 Ｅ４　タ

かげはどこ 　木坂　涼∥文 Ｅ４　ツ

えぞふくろうふぶきをのりこえる 　手島　圭三郎∥絵　文 Ｅ４　テ

みちくさしようよ！ 　はた　こうしろう∥作 Ｅ４　ハ

ぞうきばやしのすもうたいかい 　広野　多珂子∥作 Ｅ４　ヒ

ぞうのなみだひとのなみだ 　藤原　幸一∥作 Ｅ４　フ

きゅうきゅうばこ 　やまだ　まこと∥文 Ｅ４　ヤ

ふくはなにからできてるの？ 　佐藤　哲也∥文 Ｅ５　ア

みどりさんのパンやさん 　おおい　じゅんこ∥作 Ｅ５　オ

路線バスしゅっぱつ！ 　鎌田　歩∥作 Ｅ５　カ

船を見にいく 　アントニオ　コック∥作 Ｅ５　カ

まいにちつかうはしってすごい！ 　柴山　ヒデアキ∥絵 Ｅ５　シ

おたからパン 　真珠　まりこ∥作　絵 Ｅ５　シ

かまくらレストラン 　真珠　まりこ∥作　絵 Ｅ５　シ

げんきいっぱいあさごはんのじゅつ 　のびこ∥絵 Ｅ５　ノ

くうちゃんのホットケーキ 　わたなべ　ゆうこ∥作　絵 Ｅ５　ワ

どででんかぼちゃ 　いわさ　ゆうこ∥作 Ｅ６　イ

ねこの看護師ラディ 　渕上　サトリーノ∥文 Ｅ６　ウ

なかないで、アーサー 　エマ　チチェスター　クラーク∥作　絵 Ｅ６　ク
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ぼくんちのシロ 　すずき　みほ∥作 Ｅ６　ス

とびっきりのともだち 　エイミー　ヘスト∥文 Ｅ６　ベ

わたしはねこ 　松田　奈那子∥絵　文 Ｅ６　マ

にぎやかなえのぐばこ 　バーブ　ローゼンストック∥文 Ｅ７　グ

かえってきたクレヨン 　オリヴァー　ジェファーズ∥絵 Ｅ７　ジ

おはなをあげる 　ジョナルノ　ローソン∥作 Ｅ７　ス

やってみよう！あいうえお 　スギヤマ　カナヨ∥作 Ｅ８　ス

かばのさら・ばらのかさ 　石津　ちひろ∥言葉 Ｅ８　タ

ロボとピュータのはいくえほん なつやすみのまき 　あらしやま　こうざぶろう∥文 Ｅ８　ミ

ぼくのいちにちどんなおと？ 　山下　洋輔∥文 Ｅ８　ム

やまとあな 　カイル　ミューバーン∥文 Ｅ９　ア

あたしときどきおひめさま 　いしづ　ちひろ∥文 Ｅ９　ア

ウォールズ 　ありま　三なこ∥作 Ｅ９　ア

きょうはそらにまるいつき 　荒井　良二∥作 Ｅ９　ア

みどりのトカゲとあかいながしかく 　スティーブ　アントニー∥作　絵 Ｅ９　ア

ジョンくんのてがみ 　新川　智子∥作 Ｅ９　イ

いもうとかいぎ 　石黒　亜矢子∥作 Ｅ９　イ

おじいちゃんとぼく 　矢崎　節夫∥文 Ｅ９　イ

ゆびさきちゃんのだいぼうけん 　いわい　としお∥作 Ｅ９　イ

もとこども 　富安　陽子∥作 Ｅ９　イ

さいごのひみつ 　いとう　ひろし∥作 Ｅ９　イ

ねずみくんとおばけ 　なかえ　よしを∥作 Ｅ９　ウ

ゆきみちさんぽ 　えがしら　みちこ∥作 Ｅ９　エ

トマとエマのとどけもの 　大庭　賢哉∥作 Ｅ９　オ

ジャック船長とちびっこかいぞく 　ピーター　ベントリー∥文 Ｅ９　オ

おばあちゃんのあかいマント 　ローレン　カスティーヨ∥作 Ｅ９　カ

クルツのごきげんしゃしんかん 　加藤　晶子∥作 Ｅ９　カ

さるとびっき 　武田　正∥再話 Ｅ９　カ

だるまちゃんとにおうちゃん 　加古　里子∥作　絵 Ｅ９　カ

おつきみ 　あまん　きみこ∥作 Ｅ９　ク

みつけてん 　ジョン　クラッセン∥作 Ｅ９　ク

なかないでなかないで 　あまん　きみこ∥作 Ｅ９　ク

もみの木のねがい 　エステル　ブライヤー∥再話 Ｅ９　コ

一日だけうさぎ 　原　知子∥文 Ｅ９　コ

とうだい 　斉藤　倫∥文 Ｅ９　コ

よだかの星 　宮沢　賢治∥文 Ｅ９　サ

にょっ！ 　ザ　キャビンカンパニー∥作 Ｅ９　ザ

わたしだけのものがたり 　パメラ　ザガレンスキー∥作　絵 Ｅ９　ザ

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ 　ジャーヴィス∥作 Ｅ９　ジ

ひろったらっぱ 　新美　南吉∥作 Ｅ９　ス
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おとうさんのクリスマスプレゼント 　スギヤマ　カナヨ∥作 Ｅ９　ス

わんぱくだんのてるてるぼうず 　ゆきの　ゆみこ∥作 Ｅ９　ス

ゆうだちのまち 　杉田　比呂美∥作 Ｅ９　ス

すなばばば 　鈴木　のりたけ∥作　絵 Ｅ９　ス

こぞうさんのおきょう 　新美　南吉∥作 Ｅ９　ス

山びこくん 　たかはし　ゆうじ∥作 Ｅ９　タ

ひゃっくん 　竹中　マユミ∥文　絵 Ｅ９　タ

くいしんぼうのクジラ 　谷口　智則∥作 Ｅ９　タ

いもさいばん 　きむら　ゆういち∥文 Ｅ９　タ

しんけんしょうぶ　だるまさんがころんだ 　武田　美穂∥作 Ｅ９　タ

ノボルくんとフラミンゴのつえ 　昼田　弥子∥作 Ｅ９　タ

かみなりどん 　武田　美穂∥作 Ｅ９　タ

おおどろぼうヌスート 　高畠　じゅん子∥作 Ｅ９　タ

クークーグーグー 　たなか　しん∥作 Ｅ９　タ

だれかぼくをぎゅっとして！ 　シモーナ　チラオロ∥作　絵 Ｅ９　チ

泣いた赤おに 　浜田　広介∥作 Ｅ９　ツ

これはすいへいせん 　谷川　俊太郎∥文 Ｅ９　ツ

みみずくのナイトとプードルのデイ 　ロジャー　デュボアザン∥作 Ｅ９　デ

みずたまり 　殿内　真帆∥作 Ｅ９　ト

モカと幸せのコーヒー 　刀根　里衣∥作 Ｅ９　ト

ねこがおおきくなりすぎた 　ハンス　トラクスラー∥作　絵 Ｅ９　ト

かあさんのまほうのかばん 　よこみち　けいこ∥文 Ｅ９　ナ

げたにばける 　新美　南吉∥作 Ｅ９　ニ

まかしとき！ 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ９　ノ

ママのスマホになりたい 　のぶみ∥作 Ｅ９　ノ

うさぎマンション 　のはな　はるか∥作 Ｅ９　ノ

どんなきもち？ 　ミース　ファン　ハウト∥作 Ｅ９　ハ

やだやだパパやだ！ 　天野　慶∥文 Ｅ９　ハ

しげちゃんとじりつさん 　室井　滋∥作 Ｅ９　ハ

しましまかしてください 　林　なつこ∥作 Ｅ９　ハ

ドライバー　マイルズ 　ジョン　バーニンガム∥作 Ｅ９　バ

おかんとおとん 　平田　昌広∥文 Ｅ９　ヒ

ぼくのにいちゃんすごいやろ！ 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ９　フ

おもちゃのかたづけできるかな 　深見　春夫∥作　絵 Ｅ９　フ

すてきなステッキ 　深見　春夫∥作 Ｅ９　フ

とびっきりのおむかえ 　ニコラ　チンクエッティ∥作 Ｅ９　ブ

まどべにならんだ五つのおもちゃ 　ケビン　ヘンクス∥作　絵 Ｅ９　ヘ

ちゃっくりかき 　中澤　智枝子∥再話 Ｅ９　ホ

ふたりはバレリーナ 　バーバラ　マクリントック∥作 Ｅ９　マ

きつねみちは、天のみち 　あまん　きみこ∥作 Ｅ９　マ
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そっと 　瀧村　有子∥作 Ｅ９　マ

どんぐりころちゃん 　正高　もとこ∥作　絵 Ｅ９　マ

おばあさんのしんぶん 　松本　春野∥文　絵 Ｅ９　マ

ふしぎなカサやさん 　みやにし　たつや∥作絵 Ｅ９　ミ

こうさぎクーとおにんぎょう 　みやにし　たつや∥作絵 Ｅ９　ミ

きょうはたんじょうび 　中川　ひろたか∥文 Ｅ９　ム

ぼくのおばあちゃんはキックボクサー 　ねじめ　正一∥作 Ｅ９　ヤ

ねこどけい 　きしだ　えりこ∥作 Ｅ９　ヤ

このあとどうしちゃおう 　ヨシタケ　シンスケ∥作 Ｅ９　ヨ

なつみはなんにでもなれる 　ヨシタケ　シンスケ∥作　絵 Ｅ９　ヨ

おばあちゃんとバスにのって 　マット　デ　ラ　ペーニャ∥作 Ｅ９　ロ

天才こども建築家、世界を救う 　アンドレア　ベイティー∥作 Ｅ９　ロ

ことりのおそうしき 　マーガレット　ワイズ　ブラウン∥文 Ｅ９　ロ

こぶたたちのあついよる 　わたなべ　ゆういち∥作　絵 Ｅ９　ワ

つんっ！ 　新井　洋行∥作 ＥＡ　ア

だーれのは？ 　新井　洋行∥作 ＥＡ　ア

おふろ 　いもと　ようこ∥作絵 ＥＡ　イ

パンダなりきりたいそう 　いりやま　さとし∥作 ＥＡ　イ

すっぽんぽんのはだかんぼう 　植垣　歩子∥作 ＥＡ　ウ

ぺんぎんたいそう 　齋藤　槙∥作 ＥＡ　サ

なでなでももんちゃん 　とよた　かずひこ∥作　絵 ＥＡ　ト

しろいちょうちょがとんでるよ 　村上　康成∥作　絵 ＥＡ　ム
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