
【児童書】

書名 著者名 請求記号

大村智ものがたり 　馬場　錬成∥著 ２８９　オ

よかたい先生 　三枝　三七子∥文　絵 ２８９　ハ

クニマスは生きていた！ 　池田　まき子∥著 ６６４　イ

建具職人の千太郎 　岩崎　京子∥作 ９１３　イ

どこかいきのバス 　井上　よう子∥作 ９１３　イ

ザリガニ同盟 　今村　葦子∥作 ９１３　イ

チキン！ 　いとう　みく∥作 ９１３　イ

こんぴら狗 　今井　恭子∥作 ９１３　イ

歩きだす夏 　今井　恭子∥作 ９１３　イ

なみだひっこんでろ 　岩瀬　成子∥作 ９１３　イ

二日月 　いとう　みく∥作 ９１３　イ

すみ鬼にげた 　岩城　範枝∥作 ９１３　イ

こども電車 　岡田　潤∥作・挿画 ９１３　オ

ともだちは、サティー！ 　大塚　篤子∥作 ９１３　オ

くろねこのどん 　岡野　かおる子∥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

なにがあってもずっといっしょ 　くさの　たき∥作 ９１３　ク

心の森 　小手鞠　るい∥作 ９１３　コ

パオズになったおひなさま 　佐和　みずえ∥著 ９１３　サ

むねとんとん 　さえぐさ　ひろこ∥作 ９１３　サ

りんごあげるね 　さえぐさ　ひろこ∥作 ９１３　サ

かぐやのかご 　塩野　米松∥作 ９１３　シ

七草小屋のふしぎなわすれもの 　島村　木綿子∥作 ９１３　シ

アリクイにおまかせ 　竹下　文子∥作 ９１３　タ

風をおいかけて、海へ！ 　高森　千穂∥作 ９１３　タ

地をはう風のように 　高橋　秀雄∥作 ９１３　タ

ココロ屋 　梨屋　アリエ∥作 ９１３　ナ

有松の庄九郎 　中川　なをみ∥作 ９１３　ナ
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書名 著者名 請求記号

茶畑のジャヤ 　中川　なをみ∥作 ９１３　ナ

かわいいこねこをもらってください 　なりゆき　わかこ∥作 ９１３　ナ

レイナが島にやってきた！ 　長崎　夏海∥作 ９１３　ナ

ぼくの、ひかり色の絵の具 　西村　すぐり∥作 ９１３　ニ

オムレツ屋へようこそ！ 　西村　友里∥作 ９１３　ニ

点子ちゃん 　野田　道子∥作 ９１３　ノ

きみ、なにがすき？ 　はせがわ　さとみ∥作 ９１３　ハ

くりぃむパン 　濱野　京子∥作 ９１３　ハ

天風の吹くとき 　福　明子∥作 ９１３　フ

ふたり 　福田　隆浩∥著 ９１３　フ

ひみつのきもちぎんこう 　ふじもと　みさと∥作 ９１３　フ

チョコレートと青い空 　堀米　薫∥作 ９１３　ホ

奮闘するたすく 　まはら　三桃∥著 ９１３　マ

８分音符のプレリュード 　松本　祐子∥作 ９１３　マ

しっぱいにかんぱい！ 　宮川　ひろ∥作 ９１３　ミ

かあさんのしっぽっぽ 　村中　李衣∥作 ９１３　ム

とっておきの詩 　村上　しいこ∥作 ９１３　ム

またおいで 　もりやま　みやこ∥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

がっこうかっぱのイケノオイ 　山本　悦子∥作 ９１３　ヤ

チームふたり 　吉野　万理子∥作 ９１３　ヨ

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

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

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

ここがわたしのおうちです 　アイリーン　スピネリ∥文 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
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ぼくの羊をさがして 　ヴァレリー・ハブズ∥著 ９３３　ハ

リキシャ★ガール 　ミタリ・パーキンス∥作 ９３３　パ

ワンダー 　Ｒ．Ｊ．パラシオ∥作 ９３３　パ

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　ブ

耳の聞こえない子がわたります 　マーリー・マトリン∥作 ９３３　マ

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

最後のオオカミ 　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

ぼくとベルさん 　フィリップ　ロイ∥著 ９３３　ロ

ただいま！マラング村 　ハンナ　ショット∥作 ９４３　シ

ぼくとテスの秘密の七日間 　アンナ　ウォルツ∥作 ９４９　ウ

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　プ

ピトゥスの動物園 　サバスティア・スリバス∥著 ９５９　ス

【E　絵本】

書名 著者名 請求記号

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　バ

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

わたしのとくべつな場所 　パトリシア・マキサック∥文 Ｅ２　ピ

木のすきなケイトさん 　Ｈ．ジョゼフ　ホプキンズ∥文 Ｅ２　マ

すごいね！みんなの通学路 　ローズマリー　マカーニー∥文 Ｅ３　ス

ともだちのしるしだよ 　カレン・リン・ウィリアムズ∥作 Ｅ３　チ

おじいちゃんのごくらくごくらく 　西本　鶏介∥作 Ｅ３　ハ

へいわってどんなこと？ 　浜田　桂子∥作 Ｅ３　ハ

今日からは、あなたの盲導犬 　日野　多香子∥文 Ｅ３　マ

がっこうだってどきどきしてる 　アダム　レックス∥文 Ｅ３　ロ

ひまわり 　荒井　真紀∥文　絵 Ｅ４　ア

はっぱじゃないよぼくがいる 　姉崎　一馬∥文・写真 Ｅ４　ア
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すばこ 　キム　ファン∥文 Ｅ４　イ

みずたまのたび 　アンヌ　クロザ∥さく Ｅ４　ク

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

ぼくはうちゅうじん 　中川　ひろたか∥ぶん Ｅ４　ハ

森のおくから 　レベッカ　ボンド∥作 Ｅ４　ボ

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　バ

エディのやさいばたけ 　サラ　ガーランド∥さく Ｅ６　ガ

おこだでませんように 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ９　イ

ルラルさんのだいくしごと 　いとう　ひろし∥作 Ｅ９　イ

なずずこのっぺ？ 　カーソン　エリス∥さく Ｅ９　エ

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 Ｅ９　オ

ミリーのすてきなぼうし 　きたむら　さとし∥作 Ｅ９　キ

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

いじわるなないしょオバケ 　ティエリー・ロブレヒト∥作 Ｅ９　ゴ

ぼくのパパはおおおとこ 　カール・ノラック∥文 Ｅ９　ゴ

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　ジ

こぶとりたろう 　たかどの　ほうこ∥作 Ｅ９　ス

メガネをかけたら 　くすのき　しげのり∥作 Ｅ９　タ

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
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【YA　ヤングアダルト】

書名 著者名 請求記号

パスタでたどるイタリア史 　池上　俊一∥著 Ｙ　３８３　イ

ＡＢＣ！ 　市川　朔久子∥著 Ｙ　９１３　イ

オン・ザ・ライン 　朽木　祥∥著 Ｙ　９１３　ク

一〇五度 　佐藤　まどか∥著 Ｙ　９１３　サ

星空ロック 　那須田　淳∥著 Ｙ　９１３　ナ

チャーシューの月 　村中　李衣∥作 Ｙ　９１３　ム

路上のストライカー 　マイケル　ウィリアムズ∥作 Ｙ　９３３　ウ

語りつぐ者 　パトリシア　ライリー　ギフ∥作 Ｙ　９３３　ギ

フェリックスとゼルダ 　モーリス　グライツマン∥著 Ｙ　９３３　グ

怪物はささやく 　シヴォーン　ダウド∥原案 Ｙ　９３３　ネ

わたしがいどんだ戦い１９３９年
　キンバリー　ブルベイカー　ブラッ
ドリー∥作

Ｙ　９３３　ブ

ブロード街の１２日間 　デボラ　ホプキンソン∥著 Ｙ　９３３　ホ

少年は戦場へ旅立った 　ゲイリー・ポールセン∥著 Ｙ　９３３　ポ

希望の海へ 　マイケル　モーパーゴ∥作 Ｙ　９３３　モ

白いイルカの浜辺 　ジル　ルイス∥作 Ｙ　９３３　ル

ぼくたちの砦 　エリザベス・レアード∥作 Ｙ　９３３　レ

マルカの長い旅 　ミリヤム・プレスラー∥作 Ｙ　９４３　プ

いのちは贈りもの 　フランシーヌ　クリストフ∥著 Ｙ　９５６　ク

聖夜 　佐藤　多佳子∥著 Ｙ　Ｆ　サト

歌え！多摩川高校合唱部 　本田　有明∥著 Ｙ　Ｆ　ホン
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