
【児童書】

書名 著者名 請求記号

マララ 　マララ　ユスフザイ∥著      289     /ﾕ 

うそつき大ちゃん 　阿部／夏丸∥著      913     /ｱ 

建具職人の千太郎 　岩崎／京子∥作      913     /ｲ

歩きだす夏 　今井／恭子∥作      913     /ｲ

すみ鬼にげた 　岩城／範枝∥作      913     /ｲ  

なみだひっこんでろ 　岩瀬　成子∥作      913     /ｲ  

どこかいきのバス 　井上　よう子∥作      913     /ｲ

チキン！ 　いとう　みく∥作      913     /ｲ 

二日月 　いとう　みく∥作      913     /ｲ 

こども電車 　岡田／潤∥作・挿画      913     /ｵ 

魔の海に炎たつ 　岡崎／ひでたか∥作      913     /ｵ

ともだちは、サティー！ 　大塚　篤子∥作      913     /ｵ

３年２組は牛を飼います 　木村／セツ子∥作      913     /ｷ

ハキちゃんの「はっぴょうします」 　薫／くみこ∥さく      913     /ｸ

心の森 　小手鞠　るい∥作      913     /ｺ

りんごあげるね 　さえぐさ／ひろこ∥作      913     /ｻ 

七草小屋のふしぎなわすれもの 　島村／木綿子∥作      913     /ｼ

かぐやのかご 　塩野　米松∥作      913     /ｼ

地をはう風のように 　高橋　秀雄∥作      913     /ﾀ

わたしたちの帽子 　高楼／方子∥作      913     /ﾀ

有松の庄九郎 　中川　なをみ∥作      913     /ﾅ

茶畑のジャヤ 　中川　なをみ∥作      913     /ﾅ

ココロ屋 　梨屋　アリエ∥作      913     /ﾅ

オムレツ屋へようこそ！ 　西村　友里∥作      913     /ﾆ

ぼくの、ひかり色の絵の具 　西村　すぐり∥作      913     /ﾆ

点子ちゃん 　野田／道子∥作      913     /ﾉ

くりぃむパン 　濱野　京子∥作      913     /ﾊ 

空のてっぺん銀色の風 　ひろはた／えりこ∥作      913     /ﾋ

ひみつのきもちぎんこう 　ふじもと　みさと∥作      913     /ﾌ

天風の吹くとき 　福／明子∥作      913     /ﾌ

ふたり 　福田　隆浩∥著      913     /ﾌ 

チョコレートと青い空 　堀米　薫∥作      913     /ﾎ

しっぱいにかんぱい！ 　宮川／ひろ∥作      913     /ﾐ  
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書名 著者名 請求記号

とっておきの詩 　村上／しいこ∥作      913     /ﾑ

かあさんのしっぽっぽ 　村中　李衣∥作      913     /ﾑ

ビーズのてんとうむし 　最上／一平∥作      913     /ﾓ

あしたあさってしあさって 　もりやま　みやこ∥作      913     /ﾓ

またおいで 　もりやま　みやこ∥作      913     /ﾓ

がっこうかっぱのイケノオイ 　山本／悦子∥作      913     /ﾔ

かげまる 　矢部／美智代∥作      913     /ﾔ

春さんのスケッチブック 　依田／逸夫∥作      913     /ﾖ

ヤマトシジミの食卓 　吉田／道子∥作      913     /ﾖ

チームふたり 　吉野／万理子∥作      913     /ﾖ

ホスピタルクラウン・Ｋちゃんが行く 　あんず／ゆき∥文      916     /ｱ

ブルーバック 　ティム・ウィントン∥作      933     /ｳ

犬どろぼう完全計画 　バーバラ・オコーナー∥作      933     /ｵ

犬ぞりの少年 　Ｊ．Ｒ．ガーディナー∥作      933     /ｶﾞ

はるかなるアフガニスタン 　アンドリュー　クレメンツ∥著      933     /ｸ

ダーウィンと出会った夏 　ジャクリーン　ケリー∥作      933     /ｹ

お話きかせてクリストフ 　ニキ　コーンウェル∥作      933     /ｺ

ビーバー族のしるし 　エリザベス・ジョージ・スピア∥著      933     /ｽ

ロボママ 　エミリー・スミス∥作      933     /ｽ

ヨハネスブルクへの旅 　ビヴァリー・ナイドゥー∥作      933     /ﾅ

ぼくの羊をさがして 　ヴァレリー・ハブズ∥著      933     /ﾊ

ワンダー 　Ｒ．Ｊ．パラシオ∥作      933     /ﾊﾟ

こんにちはアグネス先生 　Ｋ．ヒル∥作      933     /ﾋ

霧のなかの白い犬 　アン　ブース∥著      933     /ﾌﾞ

忘れないよリトル・ジョッシュ 　マイケル・モーパーゴ∥作      933     /ﾓ

時をつなぐおもちゃの犬 　マイケル　モーパーゴ∥作      933     /ﾓ  

しあわせの子犬たち 　メアリー・ラバット∥作      933     /ﾗ

花になった子どもたち 　ジャネット・テーラー・ライル∥作      933     /ﾗ

ただいま！マラング村 　ハンナ　ショット∥作      943     /ｼ

ジャコのお菓子な学校 　ラッシェル　オスファテール∥作      953     /ｵ

走れ！マスワラ 　グザヴィエ＝ローラン　プティ∥作      953     /ﾌﾟ

ピトゥスの動物園 　サバスティア・スリバス∥著      959     /ｽ

わたしのいちばんあのこの１ばん 　アリソン　ウォルチ∥作      E1      /ﾊﾞ

紅玉 　後藤／竜二∥文      E2      /ﾀ

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



書名 著者名 請求記号

わたしのとくべつな場所 　パトリシア・マキサック∥文      E2      /ﾋﾟ

木のすきなケイトさん 　Ｈ．ジョゼフ　ホプキンズ∥文      E2      /ﾏ

ともだちのしるしだよ 　カレン・リン・ウィリアムズ∥作      E3      /ﾁ

へいわってどんなこと？ 　浜田　桂子∥作      E3      /ﾊ

おじいちゃんのごくらくごくらく 　西本／鶏介∥作      E3      /ﾊ

今日からは、あなたの盲導犬 　日野／多香子∥文      E3      /ﾏ

どんなかんじかなあ 　中山／千夏∥ぶん      E3      /ﾜ

はっぱじゃないよぼくがいる 　姉崎／一馬∥文・写真      E4      /ｱ

ひまわり 　荒井　真紀∥文　絵      E4      /ｱ

すばこ 　キム　ファン∥文      E4      /ｲ

いっしょだよ 　小寺　卓矢∥写真　文      E4      /ｺ

ちいさなちいさな 　ニコラ　デイビス∥文      E4      /ｻ

てとてとてとて 　浜田／桂子∥さく      E4      /ﾊ

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      E4      /ﾏ 

ゾウの森とポテトチップス 　横塚　眞己人∥しゃしんとぶん      E4      /ﾖ

はこぶ 　鎌田　歩∥作　絵      E5      /ｶ

わたしのひかり 　モリー　バング∥作      E5      /ﾊﾞ

エディのやさいばたけ 　サラ　ガーランド∥さく      E6      /ｶﾞ 

ダニエルのふしぎな絵 　バーバラ・マクリントック∥作      E7      /ﾏ

おこだでませんように 　くすのき／しげのり∥作      E9      /ｲ

ミリーのすてきなぼうし 　きたむら／さとし∥作      E9      /ｷ

バスをおりたら… 　小泉／るみ子∥作・絵      E9      /ｺ

ミルクこぼしちゃだめよ！ 　スティーヴン　デイヴィーズ∥文      E9      /ｺ

ぼくのパパはおおおとこ 　カール・ノラック∥文      E9      /ｺﾞ

いじわるなないしょオバケ 　ティエリー・ロブレヒト∥作      E9      /ｺﾞ

ちょっとまって、きつねさん！ 　カトリーン・シェーラー∥作      E9      /ｼ

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ 　ジャーヴィス∥作      E9      /ｼﾞ

こぶとりたろう 　たかどの／ほうこ∥作      E9      /ｽ

ひ・み・つ 　たばた／せいいち∥〔作〕      E9      /ﾀ

ないた 　中川／ひろたか∥作      E9      /ﾁ

ものすごくおおきなプリンのうえで 　二宮／由紀子∥ぶん      E9      /ﾅ

ぼくがラーメンたべてるとき 　長谷川／義史∥作／絵      E9      /ﾊ

ぼくのだいすきなケニアの村 　ケリー・クネイン∥文      E9      /ﾎ

ぼくがきょうりゅうだったとき 　まつおか　たつひで∥作　絵      E9      /ﾏ

ふしぎなキャンディーやさん 　みやにし／たつや∥作絵      E9      /ﾐ

まよなかのたんじょうかい 　西本　鶏介∥作      E9      /ﾜ   


