
【児童】

書名 著者名 請求記号

十五少年漂流記 　Ｊ．ベルヌ∥作 ９０８　ポ　１２

ちびまる子ちゃんの古典教室 　貝田　桃子∥著 ９１０　カ

きみのなまえ 　あんず　ゆき∥作 ９１３　ア

ぼくらの一歩 　いとう　みく∥作 ９１３　イ

パパはステキな男のおばさん 　石井　睦美∥文 ９１３　イ

おねえちゃんって、いっつもがまん！？ 　いとう　みく∥作 ９１３　イ

雨やどりはすべり台の下で 　岡田　淳∥作 ９１３　オ

わすれものの森 　岡田　淳∥作 ９１３　オ

満月のさじかげん 　樫崎　茜∥著 ９１３　カ

ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 　工藤　ノリコ∥著 ９１３　ク

リトル☆バレリーナ　２ 　工藤　純子∥作 ９１３　ク　２

ぐるぐるの図書室 　工藤　純子∥著 ９１３　グ

森のとしょかんのひみつ 　小手鞠　るい∥作 ９１３　コ　４

サブキャラたちのグリム童話 　斉藤　洋∥作 ９１３　サ

シュークリーム星のオヒメサマ 　高山　栄子∥作 ９１３　タ

かみさまにあいたい 　当原　珠樹∥作 ９１３　ト

ハンカチともだち 　なかがわ　ちひろ∥作 ９１３　ナ

めいたんていサムくん 　那須　正幹∥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

スイーツ駅伝 　二宮　由紀子∥作 ９１３　ニ

本屋さんのルビねこ 　野中　柊∥作 ９１３　ノ

せなかのともだち 　萩原　弓佳∥作 ９１３　ハ

うさぎの庭 　広瀬　寿子∥作 ９１３　ヒ

星に語りて 　山本　おさむ∥原作 ９１３　ヒ

ちいさいアカネちゃん 　松谷　みよ子∥著 ９１３　マ

七不思議神社 　緑川　聖司∥作 ９１３　ミ

ハートのレオナ 　ＭＩＳＩＡ∥さく ９１３　ミ

ふしぎ町のふしぎレストラン　１ 　三田村　信行∥作 ９１３　ミ　１

先生、しゅくだいわすれました 　山本　悦子∥作 ９１３　ヤ

ラスト・スパート！ 　横山　充男∥作 ９１３　ヨ

チームふたり 　吉野　万理子∥作 ９１３　ヨ
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ルイジンニョ少年 　かどの　えいこ∥文 ９１５　カ

わたし、がんばったよ。 　岩貞　るみこ∥文 ９１６　イ

禎子の千羽鶴 　佐々木　雅弘∥著 ９１６　サ

エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット∥さく ９３３　ガ

ザ・ランド・オブ・ストーリーズ　１ 　クリス　コルファー∥著 ９３３　コ　１

赤毛のアン 　モンゴメリ∥原作 ９３３　モ

吟遊詩人ビードルの物語 　Ｊ．Ｋ．ローリング∥作 ９３３　ロ

鏡のなかの迷宮　１ 　カイ・マイヤー∥著 ９４３　マ　１

リスのたんじょうび 　トーン　テレヘン∥著 ９４９　テ

桜の木の見える場所 　パオラ　ペレッティ∥作 ９７３　ペ

聖夜のおくりもの 　トリシャ・ロマンス∥文・絵 Ｅ１　ロ

“弁当の日”がやってきた！！ 　竹下　和男∥原作 Ｅ３　ウ

開運えほん 　かんべ　あやこ∥作 Ｅ３　カ

おばあちゃんのおはぎ 　野村　たかあき∥作・絵 Ｅ３　ノ

タヌキとキツネ冬のおはなし 　アタモト∥著 Ｅ４　ア

もぐらはすごい 　アヤ井　アキコ∥著 Ｅ４　ア

オタマジャクシつかまえた！ 　いしい　つとむ∥作 Ｅ４　イ

なにがみえるかな 　かわ　はらり∥さく　え Ｅ４　カ

しろいやさしいぞうのはなし 　かこ　さとし∥作　絵 Ｅ４　カ

さわれるまなべるやせいのどうぶつ 　グザヴィエ　ドヌー∥絵 Ｅ４　ド

ドラえもんとどうぶつたち 　藤子 Ｆ 不二雄∥キャラクター原作 Ｅ４　ド

ベッドのなかはきょうりゅうのくに 　まつおか　たつひで∥作　絵 Ｅ４　マ

いちごちゃん 　さとう　めぐみ∥作　絵 Ｅ５　サ

いちごだいふくちゃん 　わたなべ　あや∥作・絵 Ｅ５　ワ

高尾山の木にあいにいく 　ゆのき　ようこ∥文 Ｅ６　ジ

やさいのがっこう
　　　　　　　とうもろこしちゃんのながいかみ

　なかや　みわ∥さく Ｅ６　ナ

このドアだれのドア？ 　鈴木　翼∥作 Ｅ７　イ

おべんとうばこのなかから 　中川　ひろたか∥文 Ｅ７　オ

ポケモンをさがせ！サン＆ムーン 　吉野　恵美子∥絵 Ｅ７　ヨ

バッドキャット　トップハットでダンス
　トレーシー＝リー　マクギネス＝ケ
リー∥さく

Ｅ８　マ

おひるのアヒル 　中川　ひろたか∥文 Ｅ８　ム

かべのあっちとこっち 　ジョン　エイジー∥さく Ｅ９　ア

いろいろいろんなかぞくのほん 　メアリ　ホフマン∥ぶん Ｅ９　ア

１４ひきのあさごはん 　いわむら　かずお∥作 Ｅ９　イ
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ふねのとしょかん 　いしい　つとむ∥作 Ｅ９　イ

ぞうのヘンリエッタさん 　リズ　ウォン∥作　絵 Ｅ９　ウ

たいせつなてがみ 　マックス・ベルジュイス∥絵と文 Ｅ９　ウ゛

ライオンになるには 　エド　ヴィアー∥さく Ｅ９　ウ゛

はらぺこれいぞうこ 　桜木　紗綾∥ぶん Ｅ９　エ

ゆうれいなっとう 　苅田　澄子∥文 Ｅ９　オ

どろぼうねこのおやぶんさん 　小松　申尚∥ぶん Ｅ９　カ

こんこんさまにさしあげそうろう 　森　はな∥さく Ｅ９　カ

１０このちいさなおもちゃのあひる 　エリック　カール∥さく Ｅ９　カ

ぼくのイスなのに！ 　ロス　コリンズ∥作　絵 Ｅ９　コ

ゆめぎんこう 　コンドウ　アキ∥著 Ｅ９　コ

一日だけうさぎ 　原　知子∥ぶん Ｅ９　コ

人形の家にすんでいたネズミ一家のおはなし 　マイケル　ボンド∥文 Ｅ９　サ

チャーリー、こっちだよ 　キャレン　レヴィス∥さく Ｅ９　サ

よだかの星 　宮沢　賢治∥文 Ｅ９　サ

わかってるって 　しもかわら　ゆみ∥さく Ｅ９　シ

だれのパンツ？ 　シゲリ　カツヒコ∥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

ぼくらはいつもいっしょだよ 　サム　マクブラットニィ∥さく Ｅ９　ジ

なにしてるの？ 　鈴木　まもる∥作 Ｅ９　ス

星のひとみ 　せな　けいこ∥絵 Ｅ９　セ

フンころがさず 　大塚　健太∥作 Ｅ９　タ

うしとざん 　高畠　那生∥作 Ｅ９　タ

すきなことにがてなこと 　新井　洋行∥作 Ｅ９　ダ

チコちゃんに叱られる 　海老　克哉∥文 Ｅ９　チ

もうじゅうはらへりくま 　塚本　やすし∥作 Ｅ９　ツ

ファビアンのふしぎなおまつり マリット　テルンクヴィスト∥作　絵 Ｅ９　テ

わたしのワンピース 　にしまき　かやこ∥えとぶん Ｅ９　ニ

森のゲオルグ 　ノーブスミー∥さく　え Ｅ９　ノ

１０かいだてのおひめさまのおしろ 　のはな　はるか∥作　絵 Ｅ９　ノ

いいからいいから　５ 　長谷川　義史∥作 Ｅ９　ハ　５

パリのエマ 　クレール　フロッサール∥文　絵 Ｅ９　フ

もりのかばんやさん 　ふくざわ　ゆみこ∥作　絵 Ｅ９　フ

うんちっち 　ステファニー　ブレイク∥作 Ｅ９　ブ
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オレ、ねたくないからねない 　デヴ　ペティ∥ぶん Ｅ９　ボ

ねこはるすばん 　町田　尚子∥作 Ｅ９　マ

ほげちゃん 　やぎ　たみこ∥作 Ｅ９　ヤ

フォックスさんのにわ 　ブライアン　リーズ∥さく Ｅ９　リ

イヌと友だちのバイオリン 　デイビッド　リッチフィールド∥作 Ｅ９　リ

ききいっぱつねこざかな 　わたなべ　ゆういち∥作　絵 Ｅ９　ワ

おばけとかくれんぼ 　新井　洋行∥作 ＥＡ　ア

きらきら 　新井　洋行∥作　絵 ＥＡ　ア

パンダオリンピックたいそう 　いりやま　さとし∥作 ＥＡ　イ

まあるくなーれわになれ 　真珠　まりこ∥作　絵 ＥＡ　シ

おんなじだあれ？ 　しもかわら　ゆみ∥作 ＥＡ　シ

カどこいった？ 　鈴木　のりたけ∥作　絵 ＥＡ　ス

あかちゃんみーつけた！ 　ひらぎ　みつえ∥作 ＥＡ　ヒ

ころりん・ぱ！ 　ひらぎ　みつえ∥作 ＥＡ　ヒ

ゴリラのおとうちゃん 　三浦　太郎∥作 ＥＡ　ミ

すてきなのりもの 　オリバー　ラティック∥絵 ＥＡ　ラ
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