
書名 作者名 請求記号

おじいちゃんのはげ頭 　伊藤／英治∥編 ９１１　イ

冒険に行こう、じいちゃん 　あんず／ゆき∥作 ９１３　ア

なくなタケシ 　稲本　昭治∥作 ９１３　イ

おじいちゃんが、わすれても… 　大塚／篤子∥作 ９１３　オ

月のうさぎのおかしやさん 　岡野／薫子∥作 ９１３　オ

おばあちゃん、大すき！ 　太田／京子∥作 ９１３　オ

おじいちゃん、大すき！ 　太田／京子∥作 ９１３　オ

おばあさんのお手玉 　大西／伝一郎∥作 ９１３　オ

翼のない天使たち 　折原／みと∥著 ９１３　オ

そこから逃げだす魔法のことば 　岡田　淳∥作 ９１３　オ　２

花守の話 　柏葉／幸子∥作 ９１３　カ

狛犬「あ」の話 　柏葉／幸子∥作 ９１３　カ

ぼくのおじいちゃん、ぼくの沖縄 　上條　さなえ∥作 ９１３　カ

にじ・じいさん 　くすのき　しげのり∥作 ９１３　ク

古道具ほんなら堂 　楠／章子∥作 ９１３　ク　１

小さな命とあっちとこっち 　楠　章子∥作 ９１３　ク　２

みさき食堂へようこそ 　香坂　直∥作 ９１３　コ

じいちゃんの森 　小原　麻由美∥作 ９１３　コ

くろくまレストランのひみつ 　小手鞠　るい∥作 ９１３　コ　１

黒まるパンはだれのもの？ 　後藤／みわこ∥作 ９１３　ゴ

ドラゴンのなみだ 　佐々木　ひとみ∥作 ９１３　サ

むねとんとん 　さえぐさ／ひろこ∥作 ９１３　サ

ぼくとあいつのラストラン 　佐々木／ひとみ∥作 ９１３　サ

おじいちゃんの大切な一日 　重松／清∥著 ９１３　シ

おばけのおはるさんととらねこフニャラ 　末吉／暁子∥作 ９１３　ス

わらぐつのなかの神様 　杉　みき子∥作 ９１３　ス

おばあちゃんのねがいごと 　末吉　暁子∥作 ９１３　ス

クルミ森のおはなし　〔１〕 　末吉／暁子∥作 ９１３　ス　１

天狗ノオト 　田中　彩子∥作 ９１３　タ

大きなおなべのレストラン 　竹下／文子∥文 ９１３　タ

ケンガイにっ！ 　高森　美由紀∥作 ９１３　タ

ぶなぶなもりのくまばあば 　高橋／たまき∥作 ９１３　タ

あっぱれじいちゃん 　竹内／もと代∥作 ９１３　タ

ドレミファ荘のジジルさん 　たかどの／ほうこ∥作 ９１３　タ　２
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しらぎくさんのどんぐりパン 　なかがわ／ちひろ∥作 ９１３　ナ

オバケの長七郎 　ななもり　さちこ∥作 ９１３　ナ

ふしぎなやまびこしゃしんかん 　中島　和子∥作 ９１３　ナ

徳田さんちはおばけの一家 　ねじめ／正一∥作 ９１３　ネ

山のじいちゃんとチャボのボス 　美才治／幸子∥作 ９１３　ビ

ちっこばぁばの泣いた夜 　福／明子∥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

花実の咲くまで 　堀口　順子∥作 ９１３　ホ

夏の朝 　本田　昌子∥著 ９１３　ホ

したてやのプンブルばあさん 　松居／スーザン∥作 ９１３　マ

バアちゃんと、とびっきりの三日間 　三輪／裕子∥作 ９１３　ミ

しっぱいにかんぱい！ 　宮川／ひろ∥作 ９１３　ミ　１

うそつきにかんぱい！ 　宮川　ひろ∥作 ９１３　ミ　２

あまのじゃくにかんぱい！ 　宮川　ひろ∥作 ９１３　ミ　９

やあ、やあ、やあ！おじいちゃんがやってきた 　村上　しいこ∥作 ９１３　ム

とんだ、とべた、またとべた！ 　森山　京∥作 ９１３　モ

遠めがねの海 　山下／明生∥文 ９１３　ヤ

ヤマトシジミの食卓 　吉田／道子∥作 ９１３　ヨ

四人のおばあちゃん 　ダイアナ　ウィン　ジョーンズ∥作 ９３３　ジ

トミーとティリーとタブスおばあさん 　ヒュー・ロフティング∥文と絵 ９３３　ロ

タブスおばあさんと三匹のおはなし 　ヒュー・ロフティング∥文と絵 ９３３　ロ

だいすきだよ、オルヤンおじいちゃん 　カミラ・ボルイストレム∥作 ９４９　ボ

おじいちゃんの桜の木 　アンジェラ・ナネッティ∥作 ９７３　ナ

なきすぎてはいけない 　内田／麟太郎∥作 Ｅ１　タ

みらいへ 　草場　一壽∥作 Ｅ１　ヘ

マールとおばあちゃん 　ティヌ　モルティール∥作 Ｅ３　ヴ

だいすきなおばあちゃん 　日野原　重明∥文 Ｅ３　オ

おじいちゃんの手 　マーガレット・Ｈ．メイソン∥文 Ｅ３　ク

もったいないばあさんのいただきます 　真珠／まりこ∥作・絵 Ｅ３　シ

もったいないことしてないかい？ 　真珠／まりこ∥作・絵 Ｅ３　シ

おじいちゃん、おぼえてる？ 　フィル　カミングス∥文 Ｅ３　ス

ぼくのおおじいじ 　スティバンヌ∥さく Ｅ３　ス

わすれたって、いいんだよ 　上條　さなえ∥文 Ｅ３　タ

おいっちにおいっちに 　トミー　デ　パオラ∥作 Ｅ３　デ

がんばれ、おじいちゃん 　西本／鶏介∥作 Ｅ３　ト

おばあちゃんがおばあちゃんになった日 　長野　ヒデ子∥作 Ｅ３　ナ
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ええことするのは、ええもんや！ 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ３　フ

おばあちゃんのノート 　小坂／直樹∥文 Ｅ３　ミ

ものしりひいおばあちゃん 　朝川／照雄∥作 Ｅ３　ヨ

かえるのじいさまとあめんぼおはな 　深山／さくら∥作 Ｅ４　マ

うめじいのたんじょうび 　かがくい　ひろし∥作 Ｅ５　カ

プリンちゃんとモンブランばあば 　なかがわ　ちひろ∥ぶん Ｅ５　タ

おおなべこなべ 　森山／京∥文 Ｅ５　マ

みずやりとうばん 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ６　ア

とらばあちゃんのうめしごと 　いちかわ／けいこ∥文 Ｅ６　タ

おじいちゃんのカブづくり 　つちだ／よしはる∥作・絵 Ｅ６　ツ

絵本佐賀のがばいばあちゃん 　島田／洋七∥作 Ｅ９　ア

タンポポの金メダル 　山本  早苗∥作 Ｅ９　ア

ほしじいたけほしばあたけ 　石川　基子∥作 Ｅ９　イ

おばあちゃん、まっててね！ 　いけずみ／ひろこ∥作・絵 Ｅ９　イ

おじいちゃんとぼく 　矢崎　節夫∥文 Ｅ９　イ

ジョンくんのてがみ 　新川　智子∥作 Ｅ９　イ

マッチ箱日記 　ポール　フライシュマン∥文 Ｅ９　イ

マフィーくんとジオじいさんふしぎなぼうし 　伊藤／正道∥作 Ｅ９　イ

ピーター 　バーナデット　ワッツ∥作 Ｅ９　ウ

だれのおばあちゃん？ 　スティーナ・ヴィルセン∥さく Ｅ９　ヴ

フェドーラばあさんおおよわり 　Ｋ．チュコフスキー∥作 Ｅ９　オ

かぶとむしランドセル 　ふくべ　あきひろ∥さく Ｅ９　オ

チャーリー、おじいちゃんにあう 　エイミー　ヘスト∥ぶん Ｅ９　オ

だるまちゃんとやまんめちゃん 　加古　里子∥さく　え Ｅ９　カ

おはなしばあさんと風来坊 　川端　誠∥作　絵 Ｅ９　カ

じいちゃんのよる 　きむら／よしお∥さく Ｅ９　キ

ルピナスさん 　バーバラ・クーニー∥さく Ｅ９　ク

ピヨピヨおばあちゃんのうち 　工藤　ノリコ∥著 Ｅ９　ク

むらさき色の滝 　帚木　蓬生∥作 Ｅ９　コ

ぼくのおばあちゃんはスター 　カール・ノラック∥文 Ｅ９　ゴ

くつあらいましょう 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ９　サ

よーいよーいよい 　さいとう／しのぶ∥作・絵 Ｅ９　サ

おしゃれなクララとおばあちゃんのぼうし 　エイミー　デ　ラ　ヘイ∥文 Ｅ９　サ

エイモスさんがかぜをひくと 　フィリップ・Ｃ．ステッド∥文 Ｅ９　ス

いわんこっちゃない 　スギヤマ　カナヨ∥著 Ｅ９　ス

グランパ・グリーンの庭 　レイン・スミス∥作 Ｅ９　ス
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ぼくのおじいちゃん 　カタリーナ　ソブラル∥さく Ｅ９　ソ

たまじいちゃん 　そえじま／良子∥文 Ｅ９　ソ

おばあちゃんの絵てがみ 　そうま／こうへい∥作・絵 Ｅ９　ソ

とおせんぼ 　村上　しいこ∥作 Ｅ９　タ

月夜とめがね 　小川　未明∥作 Ｅ９　タ

このみち 　内田　麟太郎∥作 Ｅ９　タ

おじいちゃんがだっこしてくれたよ 　シャーロット・ゾロトウ∥文 Ｅ９　デ

おじいちゃんのゆめのしま 　ベンジー　デイヴィス∥さく Ｅ９　デ

おばあちゃんのこもりうた 　西本／鶏介∥作 Ｅ９　ナ

まかしとき！ 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ９　ノ

さらじいさん 　はせがわ　はっち∥著 Ｅ９　ハ

ひみつのかんかん 　花山　かずみ∥〔作〕 Ｅ９　ハ

いいからいいから　〔３・４〕 　長谷川／義史∥作 Ｅ９　ハ　３

ティモシーとサラちいさなとしょかん 　芭蕉　みどり∥作　絵 Ｅ９　バ

フリードリヒばあさん 　ハインツ・ヤーニッシュ∥文 Ｅ９　バ

五助じいさんのキツネ 　馬場／のぼる∥著 Ｅ９　バ

あと、いくつ？ 　ひろかわ　さえこ∥作 Ｅ９　ヒ

とらねことらたとなつのうみ 　あまん　きみこ∥作 Ｅ９　ヒ

はらぺことらたとふしぎなクレヨン 　あまん　きみこ∥作 Ｅ９　ヒ

すてきなステッキ 　深見　春夫∥〔作〕 Ｅ９　フ

ともだちやもんな，ぼくら 　くすのき　しげのり∥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

キリンのセラフィナ 　ロラン　ド　ブリュノフ∥作 Ｅ９　ブ

リベックじいさんのなしの木 　テオドール・フォンターネ∥文 Ｅ９　ホ

おじいちゃんがきた 　久保田　昭三∥お話 Ｅ９　マ

おじいちゃんのコート 　ジム　エイルズワース∥文 Ｅ９　マ

なないろのプレゼント 　石津　ちひろ∥さく Ｅ９　マ

かみなりじいさんとぼく 　みぞぶち／まさる∥作 Ｅ９　ミ

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

ばあちゃんのおなか 　かさい／まり∥文 Ｅ９　ヨ

このあとどうしちゃおう 　ヨシタケ　シンスケ∥作 Ｅ９　ヨ

４ひきのりっぱなこぐま 　アーノルド　ローベル∥さく Ｅ９　ロ

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

まよなかのたんじょうかい 　西本　鶏介∥作 Ｅ９　ワ
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