
【児童書】

書名 著者名 請求記号

感性の育て方 　入江　久絵∥マンガ　イラスト １４１　カ

考える力の育て方 　オオタ　ヤスシ∥マンガ　イラスト １４１　カ

すっきり解決！人見知り 　名越　康文∥監修 １４１　ガ

もうふりまわされない！怒り・イライラ 　名越　康文∥監修 １４１　ガ

卒業しよう！めんどくさがり 　名越　康文∥監修 １４１　ガ

カッコよくなりたい 　はかまた０２∥マンガ　イラスト １５９　カ

自信の育て方 　藤　美沖∥マンガ　イラスト １５９　ジ

時間の使い方 　入江　久絵∥マンガ　イラスト １５９　ジ

ステキになりたい 　オオノ　マサフミ∥マンガ　イラスト １５９　ス

お金のこと 　関　和之∥マンガ　イラスト ３３７　オ

クレヨンしんちゃんの友だちづきあいに大切なこと 　臼井　儀人∥キャラクター原作 ３６１　ク

友だち関係　気持ちの伝え方 　藤　美沖∥マンガ　イラスト ３６１　ト

友だち関係　考え方の違い 　藤　美沖∥マンガ　イラスト ３６１　ト

友だち関係　自分と仲良く 　藤　美沖∥マンガ　イラスト ３６１　ト

夢のかなえ方 　関　和之∥マンガ　イラスト ３６６　ユ

身近な危険 　オオタ　ヤスシ∥マンガ　イラスト ３６９　ミ

勉強が好きになる 　入江　久絵∥マンガ　イラスト ３７５　ベ

ルールとマナー 　関　和之∥マンガ　イラスト ３８５　ル

数字に強くなる 　関　和之∥マンガ　イラスト ４１０　ス

楽しくお手伝い 　松本　麻希∥マンガ　イラスト ５９０　タ

大人になってこまらないマンガで身につく整理整頓 　辰巳　渚∥監修 ５９７　オ

クレヨンしんちゃんの自分でもできるお片づけ 　臼井　儀人∥キャラクター原作 ５９７　ク

整理整頓 　入江　久絵∥マンガ　イラスト ５９７　セ

物の流れ 　関　和之∥マンガ　イラスト ６７５　モ

英語が好きになる 　関　和之∥マンガ　イラスト ８３０　エ

だんまりうさぎときいろいかさ 　安房　直子∥作 ９１３　ア

しりとりボクシング 　新井　けいこ∥作 ９１３　ア

ちょっとおんぶ 　岩瀬　成子∥作 ９１３　イ

唐木田さんち物語 　いとう　みく∥作 ９１３　イ

ぼくはなんでもできるもん 　いとう　みく∥作 ９１３　イ

きょうはやきにく 　いとう　みく∥作 ９１３　イ

チキン！ 　いとう　みく∥作 ９１３　イ

つくえの下のとおい国 　石井　睦美∥著 ９１３　イ
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墓守りのレオ　〔２〕 　石川　宏千花∥著 ９１３　イ　２

絵物語古事記 　富安　陽子∥文 ９１３　エ

くろねこのどん 　岡野　かおる子∥作 ９１３　オ

ピアノをきかせて 　小俣　麦穂∥著 ９１３　オ

幽霊ランナー 　岡田　潤∥作 ９１３　オ

帽子から電話です 　長田　弘∥作 ９１３　オ

おばけ遊園地は大さわぎ 　柏葉　幸子∥作 ９１３　カ

キキとジジ 　角野　栄子∥作 ９１３　カ

靴屋のタスケさん 　角野　栄子∥作 ９１３　カ

えっちゃんええやん 　北川　チハル∥作 ９１３　キ

なにがあってもずっといっしょ 　くさの　たき∥作 ９１３　ク

図書館につづく道 　草谷　桂子∥著 ９１３　ク

こうちゃんとぼく 　くすのき　しげのり∥作 ９１３　ク

駅鈴（はゆまのすず） 　久保田　香里∥作 ９１３　ク

遠い国から来た少年 　黒野　伸一∥作 ９１３　ク

言葉屋　〔４〕 　久米　絵美里∥作 ９１３　ク　４

ぐるぐるの図書室 　工藤　純子∥著 ９１３　グ

ねこの町のリリアのパン 　小手鞠　るい∥作 ９１３　コ

クリスマスがちかづくと 　斉藤　倫∥作 ９１３　サ

オレンジ色の不思議 　斉藤　洋∥作 ９１３　サ

ヘッチャラくんがやってきた！ 　さえぐさ　ひろこ∥作 ９１３　サ

きんたろうちゃん 　斉藤　洋∥作 ９１３　サ

ぼくのネコがロボットになった 　佐藤　まどか∥作 ９１３　サ

妖精のあんパン 　斉藤　栄美∥作 ９１３　サ

空で出会ったふしぎな人たち 　斉藤　洋∥作 ９１３　サ

図書館の怪談 　斉藤　洋∥作 ９１３　サ

ナンシー探偵事務所 　小路　すず∥作 ９１３　シ

ちびおにビッキ 　砂山　恵美子∥作　絵 ９１３　ス

妖精のスープ 　高森　美由紀∥作 ９１３　タ

４ミリ同盟 　高楼　方子∥著 ９１３　タ

助っ人マスター 　高森　美由紀∥作 ９１３　タ

くだものっこの花 　たかどの　ほうこ∥作 ９１３　タ

グドーさんのおさんぽびより 　たかどの　ほうこ∥著 ９１３　タ

青いスタートライン 　高田　由紀子∥作 ９１３　タ

あした飛ぶ 　束田　澄江∥作 ９１３　ツ
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サラとピンキー　パリへ行く 　富安　陽子∥作　絵 ９１３　ト

さよなら、ぼくらの千代商店 　中山　聖子∥作 ９１３　ナ

おとのさま、小学校にいく 　中川　ひろたか∥作 ９１３　ナ

まほろ姫とにじ色の水晶玉 　なかがわ　ちひろ∥作 ９１３　ナ

なみきビブリオバトル・ストーリー 〔１〕 　赤羽　じゅんこ∥作 ９１３　ナ　１

ツトムとネコのひのようじん 　にしかわ　おさむ∥ぶん　え ９１３　ニ

花見べんとう 　二宮　由紀子∥作 ９１３　ニ

きらきらシャワー 　西村　友里∥作 ９１３　ニ

オムレツ屋のベビードレス 　西村　友里∥作 ９１３　ニ

占い屋敷のプラネタリウム 　西村　友里∥作 ９１３　ニ　２

せなかのともだち 　萩原　弓佳∥作 ９１３　ハ

わすれんぼっち 　橋口　さゆ希∥作 ９１３　ハ

せかいいちのねこ 　ヒグチ　ユウコ∥絵と文 ９１３　ヒ

香菜とななつの秘密 　福田　隆浩∥著 ９１３　フ

さよなら、おばけ団地 　藤重　ヒカル∥作 ９１３　フ

まじょ子とプリンセスのキッチン 　藤　真知子∥作 ９１３　フ

ひみつのきもちぎんこう
　　　　かぞくつうちょうできました

　ふじもと　みさと∥作 ９１３　フ

江戸っ子しげぞう
  　　　あたらしい友だちができたんでい！の巻

　本田　久作∥作 ９１３　ホ

ぼくの教室はふしぎ列車 　平野　累次∥作 ９１３　ボ

いたずらこやぎと春まつり 　松居　スーザン∥作 ９１３　マ

まるタンクとパイプのひみつ 　みずの　よしえ∥作 ９１３　ミ　３

まっすぐな地平線 　森島　いずみ∥著 ９１３　モ

リンちゃんとネネコさん 　森山　京∥作 ９１３　モ

ライバル・オン・アイス ３ 　吉野　万理子∥作 ９１３　ヨ　３

図書館にいたユニコーン 　マイケル　モーパーゴ∥作 ９３３　モ

この本をかくして 　マーガレット　ワイルド∥文 Ｅ０　ブ

ひとりでえほんかいました 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ０　ユ

もしぼくが本だったら 　ジョゼ　ジョルジェ　レトリア∥ぶん Ｅ０　レ

おなじそらのしたで 　ブリッタ　テッケントラップ∥作　絵 Ｅ１　テ

オレ、カエルやめるや 　デヴ　ペティ∥ぶん Ｅ１　ボ

平和って、どんなこと？ 　ウォーレス　エドワーズ∥さく Ｅ２　エ

マララのまほうのえんぴつ 　マララ　ユスフザイ∥作 Ｅ２　ケ

ホッキョクグマと南極のペンギン 　ジーン　ウィリス∥文 Ｅ２　ジ

地震がおきたら 　谷　敏行∥原案 Ｅ３　カ

アニマルズ 　エマ　ドッズ∥ぶん Ｅ４　ア
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きょうりゅうたちのクリスマス 　ジェイン　ヨーレン∥文 Ｅ４　テ

ペンギンかぞくとおそろしい山 　藤原　幸一∥著 Ｅ４　フ

どこにいるかな？のやまのむしたち 　安田　守∥写真　文 Ｅ４　ヤ

シュッシュッポッポきかんしゃチャーリー 　ベリル　エヴァンス∥作 Ｅ５　ダ

こなものがっこう 　塚本　やすし∥作　絵 Ｅ５　ツ

にじいろでんしゃはっしゃしまーす！ 　間瀬　なおかた∥作　絵 Ｅ５　マ

のら犬ボン 　たじま　ゆきひこ∥作 Ｅ６　タ

きょうのおやつはなんだろな？ 　ふじもと　のりこ∥作　絵 Ｅ８　フ

詩ってなあに？ 　ミーシャ　アーチャー∥作 Ｅ９　ア

さるとかに 　神沢　利子∥文 Ｅ９　ア

ほしじいたけほしばあたけ 　石川　基子∥作 Ｅ９　イ

おともだちできた？ 　恩田　陸∥さく Ｅ９　イ

くろっぺのおはなばたけ 　飯島　敏子∥原作 Ｅ９　イ

なずずこのっぺ？ 　カーソン　エリス∥さく Ｅ９　エ

いろいろおしたく 　えがしら　みちこ∥作 Ｅ９　エ

シロクマくつや　すてきななつやすみ 　おおで　ゆかこ∥作 Ｅ９　オ

オニのサラリーマン　しゅっちょうはつらいよ 　富安　陽子∥文 Ｅ９　オ

ウサギのすあなにいるのはだあれ？ 　ジュリア　ドナルドソン∥文 Ｅ９　オ

わたしのおひっこし 　イヴ　バンティング∥文 Ｅ９　カ

だるまちゃんとはやたちゃん 　加古　里子∥さく　え Ｅ９　カ

おもちのかみさま 　かとう　まふみ∥著 Ｅ９　カ

あたりかも 　きたじま　ごうき∥作　絵 Ｅ９　キ

ヒルダさんと３びきのこざる 　クェンティン　ブレイク∥文 Ｅ９　ク

なんでもできる！？ 　五味　太郎∥作 Ｅ９　ゴ

ビークル 　ダン　サンタット∥作 Ｅ９　サ

ねむれないおうさま 　ベンジャミン　エルキン∥原作 Ｅ９　ザ

あま～いしろくま 　柴田　ケイコ∥作　絵 Ｅ９　シ

ふしぎなどうぶつランド 　高畠　純∥え Ｅ９　タ

へんてこレストラン 　古内　ヨシ∥文 Ｅ９　タ

もうちょっともうちょっと 　きむら　ゆういち∥文 Ｅ９　タ

ブルドッグたんていときえたほし 　谷口　智則∥作　絵 Ｅ９　タ

ひとつずつ 　八木田　宜子∥文 Ｅ９　チ

もうじゅうはらへりくま 　塚本　やすし∥作 Ｅ９　ツ

だんぼーるおうじ 　長野　ヒデ子∥作　絵 Ｅ９　ナ

こだわりやのホーリー 　なごし　かおり∥え　さく Ｅ９　ナ
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おならまんざい 　長谷川　義史∥作 Ｅ９　ハ

おかしなめんどり 　林　なつこ∥作　絵 Ｅ９　ハ

ママが１０にん！？ 　天野　慶∥文 Ｅ９　ハ

ごめんなさい 　サトシン∥さく Ｅ９　ハ

おじいちゃんのふしぎなピアノ 　はまぎし　かなえ∥作 Ｅ９　ハ

くまのまあすけ 　馬場　のぼる∥作　絵 Ｅ９　バ

いえすみねずみ 　ジョン　バーニンガム∥作 Ｅ９　バ

おてんとうさまがみてますよ 　山本　省三∥作 Ｅ９　ヒ

パリのエマ 　クレール　フロッサール∥文　絵 Ｅ９　フ

しずかにあみものさせとくれー！ 　ベラ　ブロスゴル∥さく Ｅ９　ブ

はるのごほうび 　内田　麟太郎∥作 Ｅ９　ム

さあ、なげますよ 　角野　栄子∥作 Ｅ９　ヤ

わたしおべんきょうするの 　角野　栄子∥作 Ｅ９　ヨ

ええたまいっちょう！ 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ９　ヨ

アントワネット 　ケリー　ディプッチオ∥文 Ｅ９　ロ

密林一きれいなひょうの話 　工藤　直子∥おはなし Ｅ９　ワ
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