
あんじょうし　としょじょうほうかん　に　あたらしく はいった ほん(3がつ10にちはっこう）

タイトル 著者 請求記号

順次のかたちで考えよう ケイトリン・シウ／作 007/ｼｳ/

反復のかたちで考えよう ケイトリン・シウ／作 007/ｼｳ/

くうちゃんのみぎてのおやゆび 田島かおり／作絵 K 01/ｸｳ/12

くっちゃんぺっちゃんかわうそくん こじまさくら／作絵 K 01/ｸﾂ/12

つめカミカミ! 苅田澄子／作 K 01/ﾂﾒ/12

バタバタくんあらわる!! 大串ゆうじ／作絵 K 01/ﾊﾞﾀ/12

はなくそブラザーズ accototo／作絵 K 01/ﾊﾅ/12

ぼくはパンツマン つしまひろし／作絵 K 01/ﾎﾞｸ/12

放課後の読書クラブ 小手鞠るい／著 019/ｺﾃﾞ/

著作権って何? 稲葉茂勝／著 021/ｲﾅ/

音楽の著作権のひみつ 杉谷エコ／まんが 021/ｽｷﾞ/

東大王からの挑戦!めざせ子ども東大王最強クイズ 
TBSテレビ「東大王」クイ

ズ制作チーム／著
031/ﾃｨ/

ためして!ウラ技大全 わくわく生活ラボ／編 031/ﾜｸ/

これだけは知っておきたいこども図鑑 小田島庸浩／監修 033/ｵﾀﾞ/

えんえんえーん よこみちけいこ／脚本 K 05/ｴﾝ/8

きょうはおたんじょうかい かわしまえつこ／脚本 K 05/ｷﾖ/8

こばとのかなしみ ときわひろみ／文 K 07/ｺﾊﾞ/12

じいとてんぐのとりかえっこ 藤田勝治／脚本・絵 K 07/ｼﾞｲ/12

ちょうちょのあまやどり 山西ゲンイチ／文絵 K 07/ﾁﾖ/12

てんぐのけんか りとうようい／文絵 K 07/ﾃﾝ/12

とうふとみそのケンカ チャンキー松本／文絵 K 07/ﾄｳ/12

とりとけもののかっせん カワダクニコ／文絵 K 07/ﾄﾘ/12

はなのかけたおじぞうさま 林なつこ／文絵 K 07/ﾊﾅ/12

ハシビロガモのはしろう キムファン／脚本 K 09/ﾊｼ/12

超訳こども「フロムの言葉」自分から愛せる人になる! 齋藤孝／著 152/ｻｲ/

きみがせかいとつながる絵本 1
フェリシティ・ブルックス

／ぶん
159/ﾌﾞﾙ/1

きみがせかいとつながる絵本 2
フェリシティ・ブルックス

／ぶん
159/ﾌﾞﾙ/2

きみがせかいとつながる絵本 3
フェリシティ・ブルックス

／ぶん
159/ﾌﾞﾙ/3

オタクを武器に生きていく 吉田尚記／著 159/ﾖｼ/

めん文字で楽しむ今日は何の日? 101112月
「今日は何の日?」編集委

員会／編著
204/ｾｲ/10

めん文字で楽しむ今日は何の日? 789月
「今日は何の日?」編集委

員会／編著
204/ｾｲ/7

ようこそ!おしゃべり歴史博物館 
マイク・バーフィールド／

文
209/ﾊﾞﾌ/

島原・天草一揆 小西聖一／著 210/ｺﾆ/

まんが日本の歴史大事典 矢部健太郎／監修 210/ﾔﾍﾞ/

英雄超絶バトル大図鑑 祝田秀全／監修 280/ｲﾜ/

地域の発展につくした先人大事典 柴田好章／監修 281/ｼﾊﾞ/

ラップでおぼえる!せかいのこっき Co.慶応／作 288/ｺｹ/

こっきえずかん 越川頼知／監修 288/ｺｼ/

アインシュタインのことばと人生 新堂進／監修 289/ｱｲ/

イサベル1世 迎夏生／漫画 289/ｲｻ/

ウソ!?ホント!?謎解き徳川家康 楠木誠一郎／著 289/ﾄｸ/
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和算の道をひらけ! 鳴海風／作 289/ﾖｼ/

まんが47都道府県研究レポート 1 おおはしよしひこ／作 291/ｵｵ/1

まんが47都道府県研究レポート 2 おおはしよしひこ／作 291/ｵｵ/2

都道府県別日本の地理データマップ 1 291/ｺﾐ/1

都道府県別日本の地理データマップ 2 291/ｺﾐ/2

都道府県別日本の地理データマップ 3 291/ｺﾐ/3

都道府県別日本の地理データマップ 4 291/ｺﾐ/4

都道府県別日本の地理データマップ 5 291/ｺﾐ/5

都道府県別日本の地理データマップ 6 291/ｺﾐ/6

都道府県別日本の地理データマップ 7 291/ｺﾐ/7

都道府県別日本の地理データマップ 8 291/ｺﾐ/8

ハワイのひみつ ひろゆうこ／まんが 297/ﾋﾛ/

13歳からのニューズウィーク 栗下直也／著 304/ｸﾘ/

「くうき」が僕らを呑みこむ前に 山田健太／作 311/ﾔﾏ/

人種の平等 アニータ・ガネリ／文 316/ｶﾞﾈ/

小学生から知っておきたいザ・外交 5巻 佐藤優／総監修 319/ｻﾄ/5

これならわかる!SDGsのターゲット169徹底解説 稲葉茂勝／著 333/ｲﾅ/

SDGs委員アイデアブック 山藤旅聞／監修 333/ｻﾝ/

こどもSDGsブック 古沢広祐／監修 333/ﾌﾙ/

10歳からの図解でわかる投資 谷口達也／監修 338/ﾀﾆ/

ミラクルハピネス♡魔法のことばレッスン 大野萌子／監修 361/ｵｵ/

しごとへの道 1 鈴木のりたけ／作 366/ｽｽﾞ/1

お仕事ナビ 24 お仕事ナビ編集室／[編] 366/ﾘﾛ/24

性役割/性別表現 佐々木掌子／監修 367/ｻｻ/

小学生が知っておきたいからだの話 男の子編 ソンギョンイ／著 367/ｿﾝ/

小学生が知っておきたいからだの話 女の子編 ソンギョンイ／著 367/ｿﾝ/

こどもサバイバル 1 368/ﾌﾚ/1

こどもサバイバル 2 368/ﾌﾚ/2

今こそ知りたい!水災害とSDGs 1 こどもくらぶ／編 369/ｺﾄﾞ/1

今こそ知りたい!水災害とSDGs 2 こどもくらぶ／編 369/ｺﾄﾞ/2

ビジュアルブック∞障害のある人とともに生きる 3
障害のある人とともに生き

る本編集委員会／編著
369/ｼｮ/3

海よ光れ! 田沢五月／文 369/ﾀｻﾞ/

きみの人生はきみのもの 谷口真由美／著 369/ﾀﾆ/

地球防災ラボ 
東北大学災害科学国際研究

所／著
369/ﾄｳ/

ヤングケアラー 濱島淑惠／監修 369/ﾊﾏ/

大雪のサバイバル ポドアルチング／文 369/ﾎﾟﾄﾞ/

3・4・5歳児の元気!ダンス・体操あそび歌 376/ｶﾞﾂ/

いちねんせいえほん 高濱正伸／監修 376/ﾀｶ/

草原が大好きダリアちゃん 長倉洋海／著 382/ﾅｶﾞ/

夢をそだてる科学の伝記120人 小山慶太／監修 402/ｺﾔ/

科学まちがい図鑑 左巻健男／監修 404/ｻﾏ/

家でできる!おもしろ科学の実験 ロブ・ビーティー／文 407/ﾋﾞﾃ/

4・5・6さいのかがくあそび 藤森平司／監修 407/ﾌｼﾞ/

118種すべてがわかる!元素図鑑 長谷川美貴／監修 431/ﾊｾ/

るるぶマンガとクイズで楽しく学ぶ!宇宙 的川泰宣／監修 440/ﾏﾄ/

地球の中に、潜っていくと… 入舩徹男／文 450/ｲﾘ/

ホット・プラネット アンナ・クレイボーン／作 451/ｸﾚ/

気候の大研究 仁科淳司／監修 451/ﾆｼ/

2 / 8 ページ



知りたい!カーボンニュートラル 3 藤野純一／監修 451/ﾌｼﾞ/3

大陸移動の大研究 吉田晶樹／監修 455/ﾖｼ/

きょうりゅうのたまごをさがせ たかしよいち／原作 457/ﾀｶ/

人類の進化大百科 更科功／監修 469/ｻﾗ/

はまったら抜けだせない!?食虫植物 石倉ヒロユキ／編著 471/ｲｼ/

シートン動物記 
アーネスト・トンプソン・

シートン／著
480/ｼﾄ/

みーつけた!生きものからの挑戦状 [2] 中野富美子／構成・文 480/ﾅｶ/2

世界のアニマル地図帳 
ナショナルジオグラフィッ

ク／編
482/ﾅｼ/

昆虫変態図鑑 川邊透／著 486/ｶﾜ/

潜入!世界のフィールドワーク ビッグ・キャット エリザベス・カーニー／著 489/ｶﾆ/

みんなが知りたい!不思議な「毒」のすべて 「毒のすべて」編集室／著 491/ﾒｲ/

これからも、リッキーといっしょ 片川優子／作 493/ｶﾀ/

大人になってこまらないマンガで身につく呼吸法 小林弘幸／監修 498/ｺﾊﾞ/

食べものと命を考える本 2 近藤とも子／著 498/ｺﾝ/2

10代のためのココロとカラダの整え方 吉田誠司／監修 498/ﾖｼ/

みんなが過ごしやすい町へ 1 徳田克己／監修 501/ﾄｸ/1

みんなが過ごしやすい町へ 2 徳田克己／監修 501/ﾄｸ/2

みんなが過ごしやすい町へ 3 徳田克己／監修 501/ﾄｸ/3

住まい方を考える本 妹尾理子／監修 527/ｾﾉ/

世界一おおきいのりもの図鑑 536/ｺｳ/

ウソがはびこるネット社会を生き残れ! 2 佐藤和紀／監修 547/ｻﾄ/2

未来につながる!ロボットの技術 日本ロボット学会／監修 548/ﾆﾎ/

オリヒメ 吉藤オリィ／著 548/ﾖｼ/

未来の給食、なに食べる? 楠木誠一郎／作 588/ｸｽ/

イチからつくるコーラ コーラ小林／編 588/ｺﾗ/

どうやってできるの?チョコレート 588/ﾋｻ/

食いねぇ!お寿司まるごと図鑑 阿部秀樹／写真・文 596/ｱﾍﾞ/

じぶんでできた! 杉崎聡美／著 596/ｽｷﾞ/

1年生からのらくらくレシピ 和スイーツ 若宮寿子／監修 596/ﾜｶ/

ドラえもん社会ワールド社会がよくわかる!産業とくらし 藤子・F・不二雄／まんが 602/ﾌｼﾞ/

イチからつくるラーメン 奥村彪生／編 610/ｵｸ/

農業をささえる生きもの図鑑 谷本雄治／著 613/ﾀﾆ/

くらべて発見くだものの「おなか」 1 農文協／編 625/ﾉｳ/1

ふしぎいっぱい!学校の木 高柳芳恵／文・写真 653/ﾀｶ/

おいしい魚ずかん 上田勝彦／監修 664/ｳｴ/

京阪神版鉄道地図鑑 地理情報開発／編 686/ﾁﾘ/

でんしゃでまなぶにほんちず 「旅と鉄道」編集部／編 686/ﾃﾑ/

えきにいこう 686/ﾎﾙ/

小学生のための「日本の名画」がわかる本 
「日本の名画がわかる本」

編集室／著
721/ﾒｲ/

学校でつかえるかんたんイラスト 1 たかやまふゆこ／文 726/ﾀｶ/1

都道府県別伝統工芸大事典 宮原克人／監修 750/ﾐﾔ/

毎日をかざろう!たのしいおりがみ プレゼントをおくろう 新宮文明／著 754/ｼﾝ/

毎日をかざろう!たのしいおりがみ 学校生活をたのしもう 新宮文明／著 754/ｼﾝ/

毎日をかざろう!たのしいおりがみ あそびの世界をひろげよう 新宮文明／著 754/ｼﾝ/

毎日をかざろう!たのしいおりがみ 季節の行事をもりあげよう 新宮文明／著 754/ｼﾝ/

音楽について知っておくべき100のこと 
ジェローム・マーティン／

作
760/ﾏﾃ/
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バーンスタイン ひのまどか／著 762/ﾋﾉ/

プロコフィエフ ひのまどか／著 762/ﾋﾉ/

うたのかいせつずかん 野口義修／監修 767/ﾉｸﾞ/

絵で見て楽しい!はじめての落語 櫻庭由紀子／著 779/ｻｸ/

新スポーツスーパースター伝 4
ベースボール・マガジン社

／編集
780/ﾍﾞｽ/4

やってみようソフトテニス 池村清治／著 783/ｲｹ/

おぼえようラグビーのルール 原田隆司／著 783/ﾊﾗ/

おぼえよう卓球のルール 山本道雄／監修 783/ﾔﾏ/

かいけつゾロリのおやじギャグ&なぞなぞ大じてん 原ゆたか／原作 807/ﾊﾗ/

漢字を学ぼう!!漢字あそび大図鑑 青山由紀／監修 811/ｱｵ/

四字熟語がわかる 
藤子・F・不二雄／キャラ

クター原作
814/ﾌｼﾞ/

日本語の数えかた図鑑 青木伸生／監修 815/ｱｵ/

日本の文学者18人の肖像 現代作家編 宮川健郎／編 910/ﾐﾔ/

3分間サバイバル 粟生こずえ／作 913/ｱｵ/

てのひら怪談 朝宮運河／編 913/ｱｻ/F

車のいろは空のいろ [1] あまんきみこ／作 913/ｱﾏ/1

車のいろは空のいろ [2] あまんきみこ／作 913/ｱﾏ/2

なかまカナ? 新井爽月／作 913/ｱﾗ/

リレー選手になりたい 新井けいこ／作 913/ｱﾗ/

トップ・シークレット 4 あんのまる／作 913/ｱﾝ/4

6年1組黒魔女さんが通る!! 17 石崎洋司／作 913/ｲｼ/17

6年1組黒魔女さんが通る!! 18 石崎洋司／作 913/ｲｼ/18

サイキッカーですけど、なにか? 4 石崎洋司／作 913/ｲｼ/4

ふたごの恋の事情 [3] 一ノ瀬三葉／作 913/ｲﾁ/3

コアラのなみだ 今西乃子／作 913/ｲﾏ/

キダマッチ先生! 7 今井恭子／文 913/ｲﾏ/7

神スキル!!! 大空なつき／作 913/ｵｵ/

家守神 3 おおぎやなぎちか／作 913/ｵｵ/3

逃走中 [8] 逃走中／原案 913/ｵｶﾞ/8

三まいのはがき おくやまゆか／さく 913/ｵｸ/

イコトラベリング1948- 角野栄子／著 913/ｶﾄﾞ/

願いを叶える雑貨店 黄昏堂 3 桐谷直／著 913/ｷﾘ/3

だれもみえない教室で 工藤純子／著 913/ｸﾄﾞ/

噓吹きパスワード 久米絵美里／著 913/ｸﾒ/

チョコルとおしゃべりな魔法のカップ こばやしゆかこ／著 913/ｺﾊﾞ/

晴さんのにぎりずし 佐川芳枝／作 913/ｻｶﾞ/

雪の日にライオンを見に行く 志津栄子／作 913/ｼｽﾞ/

キミにはないしょ! [2] 汐月うた／作 913/ｼｽﾞ/2

花舞鬼の剣! 3 篠田恵／作 913/ｼﾉ/3

カステラアパートのざらめさん 島村木綿子／作 913/ｼﾏ/

あやしの保健室 44959 染谷果子／作 913/ｿﾒ/2-2

星のカービィ まんぷく、まんまる、グルメフェス! 高瀬美恵／作 913/ﾀｶ/

あずきの絆 高森美由紀／作 913/ﾀｶ/

さよならは、言えない。 高杉六花／作 913/ﾀｶ/

はろー!マイベイビー 4 かわだ志乃／原作・絵 913/ﾂﾅ/4

ホオズキくんのオバケ事件簿 5 富安陽子／作 913/ﾄﾐ/5

学校の怪談5分間の恐怖 幽霊トンネル 中村まさみ／作 913/ﾅｶ/F

ふたごチャレンジ! 4 七都にい／作 913/ﾅﾅ/4
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青鬼調査クラブ 7 noprops／原作 913/ﾅﾐ/7

満天inサマラファーム 長谷川まりる／作 913/ﾊｾ/

ぞうのフニフとわにのワムくん はせがわさとみ／作・絵 913/ﾊｾ/

マリ×トラ事件ファイル 2 花井有人／作 913/ﾊﾅ/2

うさぎとハリネズミ きっとあえる はらまさかず／ぶん 913/ﾊﾗ/

ラストで君は「キュン!」とする 運命の初恋 PHP研究所／編 913/ﾋﾟｴ/

ラストで君は「キュン!」とする 涙の告白 PHP研究所／編 913/ﾋﾟｴ/

火狩りの王 2-上 日向理恵子／作 913/ﾋﾅ/2-1

火狩りの王 2-下 日向理恵子／作 913/ﾋﾅ/2-2

おもしろい話、集めました。 W ひのひまり／作 913/ﾋﾉ/

魔女犬ボンボン 廣嶋玲子／作 913/ﾋﾛ/

たぶんみんなは知らないこと 福田隆浩／著 913/ﾌｸ/

戦国姫 藤咲あゆな／作 913/ﾌｼﾞ/

勇気を出して、はじめの一歩 本田有明／作 913/ﾎﾝ/

ふしぎ町のふしぎレストラン 6 三田村信行／作 913/ﾐﾀ/6

どすこい! 森埜こみち／作 913/ﾓﾘ/

おにのしょうがっこう 山田マチ／作 913/ﾔﾏ/

アトムキャット 手塚治虫／原作 913/ﾔﾏ/

がっこうかっぱの生まれた日 山本悦子／作 913/ﾔﾏ/

5年2組ふしぎだね 吉野万理子／作 913/ﾖｼ/

渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない [15] 夜野せせり／作 913/ﾖﾙ/15

命のスケッチブック 中谷加代子／語り 916/ﾅｶ/

紀貫之と古今和歌集 川村裕子／監修 918/ｶﾜ/

紫式部と源氏物語 川村裕子／監修 918/ｶﾜ/

紫禁城の秘密のともだち 2 常怡／作 923/ﾁｬ/2

ア・テイル・オブ・マジック 4 クリス・コルファー／著 933/ｺﾙ/4

おとなになれたら ニキ・コーンウェル／作 933/ｺﾝ/

デビルズ・スクール 2 ジャック・シャベール／作 933/ｼｬ/2

こひつじクロ エリザベス・ショー／作・絵 933/ｼｮ/

MINECRAFT3つの試練 スイー・デイヴィース／作 933/ﾃﾞｲ/

オズの魔法使い L.F.ボーム／原作 933/ﾊﾞｳ/

ウィリアムの子ねこ 
マージョリー・フラック／

作・絵
933/ﾌﾗ/

ふたごハムスター友だちさがし 
デビ・ミチコ・フローレン

ス／作
933/ﾌﾛ/

木のうえのおはなし3にんぐみ 
ジェイムズ・マーシャル／

さく
933/ﾏｼ/

パフィン島の灯台守 マイケル・モーパーゴ／作 933/ﾓﾊﾟ/

パップという名の犬 ジル・ルイス／作 933/ﾙｲ/

金のゆびわのスープ グリム／原作 943/ｸﾞﾘ/

わたしおねえちゃんになります あいざわふみ／作 E/ｱｲ/

ホッキョクグマのプック あずみ虫／作 E/ｱｽﾞ/

タコとだいこん 伊佐久美／作 E/ｲｻ/

庭にくるとり 石川えりこ／作・絵 E/ｲｼ/

しんやくんのマラカス 石川えりこ／さく E/ｲｼ/

てくてくとことこ いしかわこうじ／絵 E/ｲｼ/

バンバンバンバンバンソウコウ いとうひろし／作 E/ｲﾄ/

ねこライオン 梅田真理／作 E/ｲﾓ/

パンダなかよしたいそう いりやまさとし／作 E/ｲﾘ/

みんなみてみて 入村　定子／さく E/ｲﾘ/

5 / 8 ページ



おかしのまちのおかしなはなし いわさきさとこ／作・絵 E/ｲﾜ/

あずきのあんちゃんずんちゃんきんちゃん とみながまい／文 E/ｳｴ/

どうぶつたちのやさしいきもちって? 
アン・ウィットフォード・

ポール／ぶん
E/ｳｫ/

すきとおりすけのすけ 大槻あかね／[作] E/ｵｵ/

おいしいおやつをくださいな 大塚　たえこ／さく E/ｵｵ/

ほのかちゃんえき うどんあこ／文 E/ｵｶ/

よるのどうぶつえん おかだこう／作 E/ｵｶ/

ねこねむる 楓真知子／作 E/ｶｴ/

ぼくとクッキーのなかなおり かさいまり／作・絵 E/ｶｻ/

ナンティー・ソロ子どもたちを鳥にかえたひと 
デイヴィッド・アーモンド

／作
E/ｶﾘ/

ごちゃまぜカメレオン エリック・カール／さく E/ｶﾙ/

ひみつのさくせん ニコロ・カロッツィ／さく E/ｶﾛ/

チビのおねがい 室井滋／作 E/ｶﾜ/

ぼくは話があるんだ、きみたち、子どもたちだけが信じる話が 
アフマド=レザー・アフマ

ディー／文
E/ｷｱ/

ねこのおふろや くさかみなこ／文 E/ｷﾀ/

パッポー 北村人／作 E/ｷﾀ/

スプーンのおうじさま 黒崎美穂／文 E/ｷﾄ/

きょうのコロンペク クリハラタカシ／著 E/ｸﾘ/

なっちゃんもついてこーい こいで　やすこ／さく E/ｺｲ/

とんでやすんでかんがえて… 五味太郎／[作] E/ｺﾞﾐ/

かげええほん 
こんどう　りょうへい／さ

く
E/ｺﾝ/

ホットプレートよ～いどん! さいとうしのぶ／著 E/ｻｲ/

チェンチェンとクゥクゥ さくら　せかい／さく E/ｻｸ/

ぼく、トイレ 飯野由希代／作 E/ｻｻ/

さかなかにゃ? さとうめぐみ／作・絵 E/ｻﾄ/

つきよのアイスホッケー ポール・ハーブリッジ／文 E/ｼﾞｪ/

どこにいってたの?ちびねこちゃん 
リチャード・ジョーンズ／

作
E/ｼﾞﾖ/

くすのきだんちのひ・み・つ 武鹿悦子／作 E/ｽｴ/

わたしがあんであげる せなけいこ／作・絵 E/ｾﾅ/

ボボンバボンボン 高畠純／作・装丁 E/ﾀｶ/

ひみつのえんそく かわしまえつこ／作 E/ﾀｹ/

みんなのいちねん たけうちちひろ／作 E/ﾀｹ/

ばんごはんえき 石崎なおこ／作 E/ﾀﾅ/

すしん たなかひかる／作 E/ﾀﾅ/

いよいよあしたは ナターシャ・ウィング／文 E/ﾀﾞﾚ/

ちいさなはりねずみ 八百板洋子／文 E/ﾁﾔ/

なにになれちゃう? チョーヒカル／著 E/ﾁｮ/

おいしかったおいしかった 岡本　良雄／さく E/ﾁﾖ/

てじなのやかた 土屋　富士夫／作 E/ﾂﾁ/

ことりのメルおっこちる 
コーリー・R.テイバー／さ

く
E/ﾃｲ/

ゆっくりのんのちゃん わたり　むつこ／作 E/ﾃﾞｸ/

わくわくどうぶつアパート マリアンヌ・デュブク／作 E/ﾃﾞｭ/

ワニのクロッカスなにができる? 
ロジャー・デュボアザン／

さく
E/ﾃﾞｭ/
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おふろはいってらっしゃい とよたかずひこ／作・絵 E/ﾄﾖ/

だいじなくつ にしむらあつこ／さく E/ﾆｼ/

ケンカオニ 富安　陽子／文 E/ﾆｼ/

ねむいねむい 西村敏雄／作 E/ﾆｼ/

ご先祖さまからきみへ のぶみ／作 E/ﾉﾌﾞ/

ぞうのおまわりさん 長谷川町子／著 E/ﾊｾ/

ふゆのお山 長谷川町子／著 E/ﾊｾ/

ぶたのせんせい 長谷川町子／著 E/ﾊｾ/

もうじきたべられるぼく はせがわゆうじ／作 E/ﾊｾ/

マッテオじいさんのふしぎなジェラート 花屋光昭／さく E/ﾊﾅ/

さわってもいい? はまのゆか／著 E/ﾊﾏ/

こっちとあっち 谷川俊太郎／文 E/ﾋｶ/

おばけのやだもん だいすき!ソフトクリーム ひらのゆきこ／さく・え E/ﾋﾗ/

ふたごのたまごとうさぎたち 石津ちひろ／文 E/ﾌｸ/

ブルくんのおうち ふくざわ　ゆみこ／さく E/ﾌｸ/

じゃがいもヒーロースーパーポテイトゥ スー・ヘンドラ／作 E/ﾍﾝ/

みかんきょうだいのたんけん ホソカワレイコ／作 E/ﾎｿ/

きつねのトッドのおはなし 
ビアトリクス・ポター／

作・絵
E/ﾎﾟﾀ/

フロプシーのこどもたち 
ビアトリクス・ポター／

作・絵
E/ﾎﾟﾀ/

ぼくにはひみつがあります 羽仁進／さく E/ﾎﾘ/

バスが来ましたよ 由美村嬉々／文 E/ﾏﾂ/

からっぽのにくまん まつながもえ／著 E/ﾏﾂ/

ふっと… 内田麟太郎／文 E/ﾏﾂ/

ちいさなくろいいし マレーク・ベロニカ／作 E/ﾏﾚ/

わらってわにさん 水野　翠／さく E/ﾐｽﾞ/

のせてくださいな みやけゆま／作 E/ﾐﾔ/

ただいまねこ ミヤザーナツ／著 E/ﾐﾔ/

どうぞどうぞ こさかまさみ／文 E/ﾔﾏ/

ひとくちどーぞ 山崎　克己／さく E/ﾔﾏ/

木箱の蝶 藪口莉那／さく E/ﾖｺ/

ぼくはびっくりマーク 
エイミー・クラウス・ロー

ゼンタール／作
E/ﾘﾋ/

あくたれラルフのバレンタイン ジャック・ガントス／さく E/ﾙﾍﾞ/

エリザとさくらのものがたり 小手鞠るい／文 E28/ｼﾄﾞ/

絵で旅する国境 クドル／文 E32/ﾍﾗ/

聴導犬ふく家族ができた! 鈴木びんこ／作 E36/ｽｽﾞ/

障害があってもいっしょだよ! 5 マリ・シュー／文 E36/ﾑﾆ/5

キリムからの手紙 桐山エツコ／さく・え E38/ｷﾘ/

あいさつ・敬語のえほん 1 飯間浩明／監修 E38/ﾋﾛ/1

たいようけい ジル・マクドナルド／著 E44/ﾏｸ/

かせい 
ステイシー・マカナル

ティー／原作
E44/ﾙｲ/

てんき ジル・マクドナルド／著 E45/ﾏｸ/

ぎざぎざくるくる葉っぱのカタチ 上原巌／監修 E47/ｻﾄ/

あしたの動物園 野坂悦子／作 E48/ｲﾀ/

クジラの進化 水口博也／文 E48/ｵﾀﾞ/

ONE WORLDたったひとつの地球 ニコラ・デイビス／作 E48/ﾃﾞｽﾞ/

ナマケモノヨガ 新井洋行／作 E49/ｱﾗ/
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からだたんけんれっしゃ 浜田真理／文 E49/ｵｵ/

吸入器ってなんだろう? 
ハリエット・ブランドル／

作
E49/ﾌﾞﾗ/

ストーマパウチってなんだろう? 
ハリエット・ブランドル／

作
E49/ﾌﾞﾗ/

うさぎぴこん! 松橋利光／写真 E64/ﾏﾂ/

おくちのたいそうあいうえお 木坂涼／文 E81/ｽｷﾞ/

そつえんセブン もとしたいづみ／作 EC/ﾌｸ/

おひなさまのいえ ねぎしれいこ／作 EC/ﾖｼ/

国生みイザナギ イザナミ 飯野和好／文・絵 EJ/ｲｲ/

ごぶじろう 稲田　和子／再話 EJ/ｲﾅ/

みやこかがみ いもとようこ／文・絵 EJ/ｲﾓ/

かまどろぼう 桂文我／ぶん EJ/ｷﾀ/

へんしんロボット あきやまただし／作・絵 EL/ｱｷ/

はやくはやく!早口小学校 間部香代／作 EL/ｲｼ/

早口城はやくちツアー 間部香代／作 EL/ｳﾗ/

ハヤクチさんとギナタさん 間部香代／作 EL/ﾀﾅ/

ぱんだちゃん MAYA MAXX／えとぶん EN/ﾏﾔ/

ママとマハ 高橋美香／文・写真 EP/ﾀｶ/

しっちはっちきゅうきゅうしゃ 視覚デザイン研究所／さく EV/ｸﾆ/

どこでもタクシー 鈴木まもる／さく・え EV/ｽｽﾞ/

バスはっしゃしまあす 三宮　麻由子／ぶん EV/ﾀｼ/

寓話に生きた人イソップ イアン・レンドラー／文 EW/ｻﾞｶﾞ/

英語で読める『おおきな木』 
シェル・シルヴァスタイン

／作
YE3093/S/
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