
鎌ケ谷市立図書館

資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 200060120 クリミアの天使 　 　セシル　ウッダム　スミス∥著 　学研      289     /ナ             

2 300102878 科学発見シリーズ 　2 　アイザック　アシモフ∥著 　教育社      408    

3 000074514 不屈の人 ベートーベン 　 　北畠 八穂∥文 　音楽之友社      760   

4 001151977 かかみ野の風 　 　赤座 憲久∥作 　小峰書店      913     /ア              

5 500267031 少年探偵 　11 　江戸川 乱歩∥著 　ポプラ社      913     /エ              

6 200070691 神かくしの村 　 　岸 武雄∥作 　ほるぷ出版      913     /キ              

7 500336406 豆つぶほどの小さないぬ 　 　佐藤 さとる∥作 　講談社      913     /サ              

8 000155274 少年探偵事件ノート 　 　砂田 弘∥作 　岩崎書店      913     /ス              

9 000981910 友情は海をこえて 　 　竹野 栄∥作 　金の星社      913     /タ              

10 000242315 ゲンのいた谷 　 　長崎 源之助∥著 　実業之日本社      913     /ナ              

11 500381573 ズッコケ三人組と学校の怪談 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

12 500381555 ズッコケ三人組の未来報告 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

13 300098597 小さいベッド 　 　村中 李衣∥著 　偕成社      913     /ム              

14 001171192 イリリアの冒険 　 　ロイド　アリグザンダー∥作 　評論社      933     /ア              

15 000979897 コヨーテ老人とともに 　 　ジェイム　デ　アングロ∥作　画 　福音館書店      933     /ア              

16 000134102 鏡のなかのねこ 　 　メアリ=シュトルツ∥作 　偕成社      933     /シ              

17 001800770 風、つめたい風 　 　レズリー　ノリス∥著 　小峰書店      933     /ノ              

18 001069528 もうひとつの家族 　 　キャサリン=パターソン∥作 　偕成社      933     /パ              

19 500338160 あしのささやき号 　 　BB∥作 　大日本図書      933     /ビ              

20 000074390 青さぎ牧場 　 　ヘブサ　F　ブリンズミード∥作 　富山房      933     /ブ              

21 000091382 シャーロットのおくりもの 　 　E.B.ホワイト∥著 　法政大学出版局      933     /ホ              

22 200048171 魔術師のおい 　 　C　S　ルイス∥作 　岩波書店      933     /ル              

23 001359330 はてしない物語 　 　ミヒャエル　エンデ∥作 　岩波書店      943     /エ              

24 200078653 のどか森の動物会議 　 　B.ロルンゼン∥著 　あかね書房      943     /ロ              

25 500266698 二年間の休暇 　 　J　ベルヌ∥作 　福音館書店      950     /ヴ              

26 000976240 転校生レンカ 　 　В 　ジェレーズニコフ∥作 　福音館書店      983     /ジ              

27 000209473 めざめの季節 　 　G.ミハイロフスキー∥著 　理論社      983     /ミ             

28 200095298 ほしになったりゅうのきば 　 　君島 久子∥再話 　福音館書店      E       /ア              

29 500123579 わすれられないおくりもの 　 　スーザン　バーレイ∥さく え 　評論社      E       /ヴ              

30 000961337 セロ弾きのゴーシュ 　 　宮沢 賢治∥文 　福武書店      E       /サ              

高学年 い



鎌ケ谷市立図書館

資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 300102869 科学発見シリーズ 　1 　アイザック　アシモフ∥著 　教育社      408     

2 300108479 少年少女シートン動物記 　8 　アーネスト　トムソン　シートン∥著 　あかね書房      480          

3 000074505 ミューズの子 モーツァルト 　 　高橋 英郎∥文 　音楽之友社      760     

4 500334493 鬼の橋 　 　伊藤 遊∥作 　福音館書店      913     /イ              

5 500266983 少年探偵 　6 　江戸川 乱歩∥著 　ポプラ社      913     /エ             

6 100223976 いやしんぼ 　 　奥田 継夫∥作 　理論社      913     /オ             

7 000899114 坂道は風の通り道 　 　川越 文子∥作 　くもん出版      913     /カ              

8 000561596 はみだしの席 　 　岸 武雄∥[作] 　PHP研究所      913     /キ              

9 000679433 日本の怪奇ばなし 　3 　木暮 正夫∥著 　岩崎書店      913     /コ              

10 000766350 東京幽霊物語 　 　木暮 正夫∥作 　旺文社      913     /コ              

11 000151963 おかあちゃんごめんね 　 　早乙女 勝元∥作 　草土文化      913     /サ             

12 002529865 古典文学全集 　23 　 　ポプラ社      913     /タ              

13 500381528 ズッコケ三人組のダイエット講座 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

14 500381519 ズッコケ発明狂時代 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

15 000133811 星の童話集 　 　宮沢 賢治∥作 　童心社      913     /ミ              

16 300084896 ハンカチ形の海の思い出 　 　森 百合子∥著 　講談社      913     /モ              

17 000149061 小さな反逆者 　 　C　W　ニコル∥著 　福音館書店      933     /ニ              

18 200048091 さよなら風のまにまに号 　 　BB∥作 　大日本図書      933     /ビ              

19 000074677 海辺のたから 　 　ヘレン　ブッシュ∥作 　ぬぷん児童図書出版      933     /ブ              

20 000181891 ウルフ谷の兄弟 　 　デーナ　ブルッキンズ∥[著] 　評論社      933     /ブ              

21 000095621 馬と少年 　 　C　S　ルイス∥作 　岩波書店      933     /ル              

22 000178680 スタッグ・ボーイ 　 　ウィリアム　レイナー∥作 　評論社      933     /レ              

23 100105391 ほのおの無人島 　 　ロン　ロイ∥作 　佑学社      933     /ロ             

24 200356779 ハリー・ポッターと賢者の石 　 　J.K.ローリング∥作 　静山社      933     /ロ             

25 000851219 神秘の島 　上 　J　ベルヌ∥作 　福音館書店      953     /ヴ              

26 000175802 神秘の島 　下 　J　ベルヌ∥作 　福音館書店      953     /ヴ              

27 100103780 小さな鏡 　 　パーヴェル　バジョーフ∥作 　童心社      983     /バ              

28 001358594 へこき三良 　 　儀間 比呂志∥作　絵 　岩崎書店      E       /ギ             

29 000206462 ジョン・ギルピンのゆかいなお話 　 　ウィリアム　クーパー∥ぶん 　ほるぷ出版      E       /コ             

30 002145590 運命の王子 　 　リーセ　マニケ∥文 絵 　岩波書店      E       /マ              

高学年 ろ



鎌ケ谷市立図書館

資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 001064227 海の王ポセイドーン 　 　瀬川 昌男∥著 　小峰書店      160     

2 100287534 豊臣秀吉 ぞうりとりから戦国の英雄に 　 　岡田 章雄∥作 　講談社      289     /ト                

3 300102887 科学発見シリーズ 　3 　アイザック　アシモフ∥著 　教育社      408    

4 300108450 少年少女シートン動物記 　6 　アーネスト　トムソン　シートン∥著 　あかね書房      480   

5 000123172 さらば、おやじどの 　 　上野 瞭∥作 　理論社      913     /ウ             

6 001453305 少年探偵 　8 　江戸川 乱歩∥著 　ポプラ社      913     /エ              

7 002580652 霧のむこうのふしぎな町 　 　柏葉 幸子∥著 　講談社      913     /カ              

8 200072524 二人のからくり師 　 　木暮 正夫∥著 　金の星社      913     /コ              

9 100230952 海からとどいたプレゼント 　 　上崎 美恵子∥作 　岩崎書店      913     /コ              

10 000185317 埼玉県の民話 　 　日本児童文学者協会∥編 　偕成社      913     /サ              

11 000155087 にげだした兵隊 　 　竹崎 有斐∥作 　岩崎書店      913     /タ              

12 500040037 ガラスのうさぎ 　 　高木 敏子∥著 　金の星社      913     /タ              

13 400094803 忘れられた島へ 　 　長崎 源之助∥著 　偕成社      913     /ナ              

14 500381582 ズッコケ三人組対怪盗X 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

15 500381644 ズッコケ海底大陸の秘密 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

16 100200550 お江戸の百太郎 　 　那須 正幹∥作 　岩崎書店      913     /ナ              

17 300095361 花をくわえてどこへゆく 　 　森 忠明∥作 　文研出版      913     /モ              

18 000575850 百まいのきもの 　 　エリノア　エスティーズ∥文 　岩波書店      933     /エ              

19 000177736 ヘンリーくんとビーザス 　 　ベバリイ=クリアリー∥作 　学研      933     /ク              

20 500070410 魔法の城 　 　E　ネズビット∥作 　富山房      933     /ネ              

21 500059502 パディントンのクリスマス 　 　マイケル　ボンド∥作 　福音館書店      933     /ボ              

22 000950772 ふたりの星 　 　ロイス=ローリー∥作 　講談社      933     /ラ              

23 002449586 ハリー・ポッターと死の秘宝 　下 　J.K.ローリング∥作 　静山社      933     /ロ              

24 500469019 ハリー・ポッターと死の秘宝 　上 　J.K.ローリング∥作 　静山社      933     /ロ              

25 000095668 さいごの戦い 　 　C　S　ルイス∥作 　岩波書店      933    /ラ              

26 400089213 白いあざらし 　 　ユーリー　ストリジェフスキー∥再話 　童心社      983     /ス              

27 000210017 木の馬 　 　A.リハーノフ∥著 　童心社      983     /リ              

28 000171877 におい山脈 　 　椋 鳩十∥著 　あすなろ書房      E       /カ              

29 100048698 カラスの四季 　 　デボラ　キング∥作　絵 　佑学社      E       /キ              

30 000205886 おしゃかさま ものがたり 　 　パニヤ　チャイヤカム∥え 　ほるぷ出版      E       /チ              

高学年 は



鎌ケ谷市立図書館

資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 300103042 科学発見シリーズ 　19 　アイザック　アシモフ∥著 　教育社      408        

2 000149482 星と星座の伝説 　夏 　瀬川 昌男∥著 　小峰書店      440            

3 300108423 少年少女シートン動物記 　3 　アーネスト　トムソン　シートン∥著 　あかね書房      480     

4 500050614 運命は扉をたたく 　 　ひの まどか∥作 　リブリオ出版      760     

5 100224113 さらば、おやじどの 　 　上野 瞭∥作 　理論社      913     /ウ              

6 200230169 少年探偵 　13 　江戸川 乱歩∥著 　ポプラ社      913     /エ          

7 100230818 扉のむこうの物語 　 　岡田 淳∥作　絵 　理論社      913     /オ           

8 300079359 雪の夜に語りつぐ 　 　笠原 政雄∥語り 　福音館書店      913     /カ           

9 200090433 ひとりぼっちの海はきらいだ 　 　後藤 竜二∥著 　金の星社      913     /ゴ              

10 000151981 アウシュビッツからの手紙 　 　早乙女 勝元∥作 　草土文化      913     /サ          

11 500109462 猫は生きている 　 　早乙女 勝元∥作 　理論社      913     /サ          

12 500059315 2級魔法使い 黒ばらさん 　 　末吉 暁子∥作 　文研出版      913     /ス      

13 500065321 二死満塁 　 　砂田 弘∥著 　ポプラ社      913     /ス              

14 500381626 ズッコケ愛の動物記 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ     

15 500381635 ズッコケ脅威の大震災 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

16 100540857 筆箱の中の暗闇 　 　那須 正幹∥作 　偕成社      913     /ナ             

17 000790740 白旗の少女 　 　比嘉 富子∥著 　講談社      916     /ヒ             

18 000178340 ヒルズ・エンド 　 　アイバン　サウスオール∥作 　評論社      933     /サ              

19 200200105 鳥が、また歌う日 　 　M.トールバート∥作 　金の星社      933     /ト              

20 000134194 ガラスの家族 　 　キャサリン=パターソン∥作 　偕成社      933     /パ             

21 100159006 パディントンのクリスマス 　 　マイケル　ボンド∥作 　福音館書店      933     /ボ             

22 000095541 ライオンと魔女 　 　C.S.ルイス∥作 　岩波書店      933     /ル             

23 000095588 朝びらき丸東の海へ 　 　C　S　ルイス∥作 　岩波書店      933     /ル              

24 100191809 モモ 　 　ミヒャエル　エンデ∥作 　岩波書店      943     /エ              

25 200048903 点子ちゃんとアントン 　 　ケストナー∥作 　岩波書店      943     /ケ              

26 000134158 ヨーンじいちゃん 　 　ペーター=ヘルトリング∥作 　偕成社      943     /ヘ             

27 200500246 としょかんライオン 　 　ミシェル　ヌードセン∥さく 　岩崎書店      E       /ホ              

28 000214384 いしになったかりゅうど 　 　大塚 勇三∥再話 　福音館書店 W    E       /ア             

29 000200807 三コ 　 　斎藤 隆介∥作 　福音館書店 W    E       /タ             

30 001844649 ハリー・ポッターと秘密の部屋 　 　J.K.ローリング∥作 　静山社 YA   933     /ロ            

高学年 に



鎌ケ谷市立図書館

資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 300103024 科学発見シリーズ 　17 　アイザック　アシモフ∥著 　教育社      408       

2 000149491 星と星座の伝説 　秋 　瀬川 昌男∥著 　小峰書店      440          

3 300108414 少年少女シートン動物記 　2 　アーネスト　トムソン　シートン∥著 　あかね書房      480         

4 000074597 音の版画家 ドビュッシー 　 　伊藤 海彦∥文 　音楽之友社      760          

5 001622112 かかみ野の土 　 　赤座 憲久∥作 　小峰書店      913     /ア              

6 000123216 ボクちゃんの戦場 　 　奥田 継夫∥作 　理論社      913     /オ              

7 200171578 森は呼んでいる 　 　及川 和男∥作 　岩崎書店      913     /オ              

8 400376919 選ばなかった冒険 　 　岡田 淳∥作 　偕成社      913     /オ              

9 400153145 人間らしく生きたい 　 　岸 武雄∥作 　小峰書店      913     /キ              

10 000115223 故郷 　 　後藤 竜二∥著 　偕成社      913     /ゴ              

11 100232204 ベンガル虎の少年は…… 　 　斉藤 洋∥作 　あかね書房      913     /サ             

12 500381500 ズッコケ三人組のミステリーツアー 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

13 500381493 夢のズッコケ修学旅行 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

14 000173728 ベル・リア 　 　シーラ　バンフォード∥著 　評論社      933     /バ              

15 500338189 船のクリスマス 　 　BB∥作 　大日本図書      933     /ビ              

16 001625043 少年と黒魔女の淵 　 　BB∥作 　大日本図書      933     /ビ              

17 000538883 サティン入江のなぞ 　 　フィリパ　ピアス∥作 　岩波書店      933     /ピ              

18 500338287 ペパーミント・ピッグのジョニー 　 　ニーナ　ボーデン∥作 　評論社      933     /ボ              

19 100158976 パディントンとテレビ 　 　マイケル　ボンド∥作 　福音館書店      933     /ボ              

20 000095532 ライオンと魔女 　 　C.S.ルイス∥作 　岩波書店      933     /ル              

21 100326383 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 　上 　J.K.ローリング∥作 　静山社      933     /ロ              

22 100556187 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 　下 　J.K.ローリング∥作 　静山社      933     /ロ              

23 400076500 怪盗ルパン全集 　28 　ルブラン∥原作 　ポプラ社      950     /ル              

24 000175698 海底二万海里 　 　J　ベルヌ∥作 　福音館書店      953     /ヴ              

25 001628930 ジャン・ヴァルジャン物語 　上 　ユーゴー∥作 　岩波書店      953     /ユ             

26 001628949 ジャン・ヴァルジャン物語 　下 　ユーゴー∥作 　岩波書店      953     /ユ              

27 001016220 きりの国の王女 　 　フィツォフスキ∥再話 　福音館書店      989     /フ              

28 000961328 なめとこ山の熊 　 　宮沢 賢治∥文 　福武書店      E       /ゲ             

29 001478897 100万回生きたねこ 　 　佐野 洋子∥作　絵 　講談社      E       /サ              

30 500105070 八郎 　 　斎藤 隆介∥作 　福音館書店      E       /タ              

高学年 ほ



鎌ケ谷市立図書館

資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 100287543 徳川家康 　 　松本 清張∥著 　講談社      289     /ト            

2 300103033 科学発見シリーズ 　18 　アイザック　アシモフ∥著 　教育社      408    

3 000149508 星と星座の伝説 　冬 　瀬川 昌男∥著 　小峰書店      440          

4 300108441 少年少女シートン動物記 　5 　アーネスト　トムソン　シートン∥著 　あかね書房      480    

5 100223985 ひげよ、さらば 　 　上野 瞭∥作 　理論社      913     /ウ              

6 200230211 少年探偵 　18 　江戸川 乱歩∥著 　ポプラ社      913     /エ              

7 100540472 ドードー鳥の小間使い 　 　柏葉 幸子∥作 　偕成社      913     /カ              

8 002580661 地下室からのふしぎな旅 　 　柏葉 幸子∥[著] 　講談社      913     /カ              

9 000679531 日本の怪奇ばなし 　6 　木暮 正夫∥著 　岩崎書店      913     /コ              

10 000529294 はだかの山脈 　 　木暮 正夫∥作 　岩崎書店      913     /コ              

11 000132494 算数病院事件 　 　後藤 竜二∥著 　新日本出版社      913     /ゴ              

12 200096769 目の中の父 　 　柴田 克子∥[著] 　PHP研究所      913     /シ              

13 000117068 空を泳ぐコイ 　 　鈴木 喜代春∥作 　あすなろ書房      913     /ス              

14 500381617 謎のズッコケ海賊島 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

15 500381537 ズッコケ文化祭事件 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

16 300095290 悪友ものがたり 　 　森 忠明∥作 　文研出版      913     /モ              

17 500123381 かぎりなくやさしい花々 　 　星野 富弘∥著 　偕成社      916     /ホ              

18 000184848 黒ネコジェニーのおはなし 　1 　エスター　アベリル∥作　絵 　福音館書店      933     /ア              

19 200048233 黒ネコジェニーのおはなし 　2 　エスター　アベリル∥作　絵 　福音館書店      933     /ア              

20 200073639 やぎのあたまに 　 　アランカ　シーガル∥著 　草土文化      933     /シ              

21 500069071 パディントンフランスへ 　 　マイケル　ボンド∥作 　福音館書店      933     /ボ              

22 000095597 銀のいす 　 　C　S　ルイス∥作 　岩波書店      933     /ル              

23 001359377 はてしない物語 　 　ミヒャエル　エンデ∥作 　岩波書店      943     /エ              

24 100227115 ぼくは英雄を見た 　 　コレット=ヴィヴィエ∥作 　偕成社      953     /ヴ              

25 200074233 森の精のいる村 　 　ラージー　パゴージン∥作 　童心社      983     /パ              

26 100102540 大好きなパパ 　 　V.パノーワ∥著 　理論社      983     /パ              

27 400089287 けわしい坂 　 　アリベルト　リハーノフ∥作 　童心社      983     /リ              

28 500270387 スーホの白い馬 　 　大塚 勇三∥再話 　福音館書店      E       /ア              

29 000528484 わすれられないおくりもの 　 　スーザン　バーレイ∥さく え 　評論社      E       /ヴ              

30 500068593 へらない稲たば 　 　李 錦玉∥作 　岩崎書店      E       /バ              

高学年 へ



鎌ケ谷市立図書館

資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 300103051 科学発見シリーズ 　20 　アイザック　アシモフ∥著 　教育社      408             

2 000149517 やさしい天体観察 　 　瀬川 昌男∥著 　小峰書店      442         

3 300108405 少年少女シートン動物記 　1 　アーネスト　トムソン　シートン∥著 　あかね書房      480      

4 000074523 歌曲王シューベルト 　 　庄野 英二∥文 　音楽之友社      760           

5 200091403 燃える川 　 　木村 セツ子∥著 　金の星社      913     /キ              

6 000135567 少年たち 　 　後藤 竜二∥著 　講談社      913     /ゴ              

7 200162953 ぼくの・稲荷山戦記 　 　たつみや 章∥著 　講談社      913     /タ              

8 400466159 わたしたちの帽子 　 　高楼 方子∥作 　フレーベル館      913     /タ              

9 000138818 オーロラの下で 　 　戸川 幸夫∥著 　金の星社      913     /ト             

10 100247833 クヌギ林のザワザワ荘 　 　富安 陽子∥作 　あかね書房      913     /ト             

11 500381591 参上!ズッコケ忍者軍団 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

12 500381608 ズッコケ三人組と死神人形 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

13 200196835 もう一度アップルパイ 　 　中川 なをみ∥作 　講談社      913     /ナ              

14 500359106 水底の棺 　 　中川 なをみ∥作 　くもん出版      913     /ナ              

15 100313643 平家物語 　 　高野 正巳∥訳 　講談社      913     /ヘ              

16 300111723 おおやさんはねこ 　 　三木 卓∥作 　福音館書店      913     /ミ            

17 500339300 ぼくが恐竜だったころ 　 　三田村 信行∥作 　ほるぷ出版      913     /ミ              

18 001368142 アバラーのぼうけん 　 　ベバリイ=クリアリー∥作 　学研      933     /ク              

19 500337860 桜草をのせた汽車 　 　ジリアン　クロス∥作 　ぬぷん児童図書出版      933     /ク              

20 000134130 海は知っていた 　 　キャサリン=パターソン∥作 　偕成社      933     /パ              

21 100158958 パディントンの一周年記念 　 　マイケル　ボンド∥作 　福音館書店      933     /ボ              

22 000095560 カスピアン王子のつのぶえ 　 　C　S　ルイス∥作 　岩波書店      933     /ル              

23 200048912 ふたりのロッテ 　 　ケストナー∥作 　岩波書店      943     /ケ              

24 100308554 長くつ下のピッピ 　 　リンドグレーン∥作 　岩波書店      949     /リ              

25 400076494 怪盗ルパン全集 　27 　ルブラン∥原作 　ポプラ社      950     /ル              

26 000965720 にじ色のガラスびん 　 　M.ピクマル∥作 　あかね書房      953     /ピ              

27 500110098 銀のひづめ 　 　パーヴェル　バジョーフ∥作 　童心社      983     /バ              

28 300010954 かぜのおまつり 　 　いぬい とみこ∥さく 　福音館書店      E       /カ             

29 400036194 水の旅 　 　エレノア　シュミット∥絵と文 　西村書店      E       /シ              

30 500046120 ヨリンデとヨリンゲル 　 　グリム∥[原作] 　ほるぷ出版      E       /ワ              

高学年 と



鎌ケ谷市立図書館

資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 100229058 福沢諭吉 　 　土橋 俊一∥著 　国土社      289     /フ              

2 300103015 科学発見シリーズ 　16 　アイザック　アシモフ∥著 　教育社      408         

3 000149473 星と星座の伝説 　春 　瀬川 昌男∥著 　小峰書店      440     

4 300108432 少年少女シートン動物記 　4 　アーネスト　トムソン　シートン∥著 　あかね書房      480     

5 200230178 少年探偵 　14 　江戸川 乱歩∥著 　ポプラ社      913     /エ              

6 300098621 二分間の冒険 　 　岡田 淳∥著 　偕成社      913     /オ             

7 300137372 流れのほとり 　 　神沢 利子∥[著] 　福音館書店      913     /カ              

8 100217825 天使で大地はいっぱいだ 　 　後藤 竜二∥作 　講談社      913     /ゴ            

9 000118468 消えた国旗 　 　斎藤 尚子∥作 　岩崎書店      913     /サ              

10 000123154 笛鬼 　 　滋野 透子∥作 　理論社      913     /シ              

11 500227662 八犬伝 　 　滝沢 馬琴∥[著] 　講談社      913     /タ              

12 500381564 ズッコケ三人組ハワイに行く 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

13 500381662 ズッコケ怪盗Xの再挑戦(リターンマッチ) 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

14 000880963 ホーン岬まで 　 　森 忠明∥作 　くもん出版      913     /モ             

15 001073941 あばれ天竜を恵みの流れに 　 　赤座 憲久∥作 　PHP研究所      916     /ア            

16 200048396 ウィロビー・チェースのおおかみ 　 　ジョーン　エイケン∥作 　富山房      933     /エ              

17 500049097 運命の子供たち 　 　ピーター　カーター∥作 　ぬぷん児童図書出版      933     /カ              

18 000651138 オズの魔法使い 　 　L　F　バウム∥作 　福音館書店      933     /バ             

19 100545129 イシスの灯台守 　 　モニカ　ヒューズ∥作 　すぐ書房      933     /ヒ              

20 500338170 どらねこ潜水艦 　 　BB∥作 　大日本図書      933     /ビ            

21 100158967 パディントンフランスへ 　 　マイケル　ボンド∥作 　福音館書店      933     /ボ             

22 400341889 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 　 　J.K.ローリング∥作 　静山社      933     /ロ            

23 001359321 モモ 　 　ミヒャエル　エンデ∥作 　岩波書店      943     /エ              

24 200048879 五月三十五日 　 　ケストナー∥作 　岩波書店      943     /ケ            

25 000177870 小さなバイキング 　 　ルーネル=ヨンソン∥著 　学研      949     /ヨ              

26 000115519 プークとオオカミ団 　 　レオンス　ブールリアゲ∥著 　大日本図書      953     /ブ              

27 000134176 なぜ、おとなになるの? 　 　リハーノフ∥作 　偕成社      983     /リ              

28 000955901 セロ弾きのゴーシュ 　 　宮沢 賢治∥文 　福武書店      E       /サ              

29 000200790 三コ 　 　斎藤 隆介∥作 　福音館書店      E       /タ             

30 200069180 オロロンチョウの島 　 　松原 巌樹∥さく 　小峰書店      E       /マ              

高学年 ち



鎌ケ谷市立図書館

資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 300102967 科学発見シリーズ 　11 　アイザック　アシモフ∥著 　教育社      400        

2 400371627 はじめてであう すうがくの絵本 　1 　安野 光雅∥[著] 　福音館書店      410          

3 300108460 少年少女シートン動物記 　7 　アーネスト　トムソン　シートン∥著 　あかね書房      480         

4 500069527 永遠の画像 　 　藤沢 友一∥著 　童心社      720    

5 000074532 ピアノの詩人 ショパン 　 　立原 えりか∥文 　音楽之友社      760             

6 000332753 ぼくたちの放課後 　 　岡本 泰生∥作 　ポプラ社      913     /オ             

7 000075665 走れ! ネコ先生 　 　岸 武雄∥さく 　学校図書      913     /キ            

8 300115992 こがね谷の秘密 　 　木暮 正夫∥作 　金の星社      913     /コ              

9 000151954 死んでもブレストを 　 　早乙女 勝元∥作 　草土文化      913     /サ              

10 200090738 アルファベット群島 　 　庄野 英二∥著 　偕成社      913     /シ              

11 000123860 いななく高原 　上巻 　庄野 英二∥著 　偕成社      913     /シ              

12 000123870 いななく高原 　下巻 　庄野 英二∥著 　偕成社      913     /シ              

13 100550414 ほこらの神さま 　 　富安 陽子∥作 　偕成社      913     /ト              

14 500381546 ズッコケ三人組の神様体験 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

15 100217960 少年時代の画集 　 　森 忠明∥著 　講談社      913     /モ              

16 500153353 三国志 　上 　羅 貫中∥作 　岩波書店      923     /ラ              

17 500153362 三国志 　下 　羅 貫中∥作 　岩波書店      923     /ラ             

18 000097161 三国志 　中 　羅 貫中∥作 　岩波書店      923     /ラ              

19 001368133 ヘンリーくんと秘密クラブ 　 　ベバリイ=クリアリー∥作 　学研      933     /ク              

20 500338456 海賊のしゅうげき 　 　BB∥作 　大日本図書      933     /ビ              

21 200247175 床下の古い時計 　 　K　ピアソン∥作 　金の星社      933     /ピ              

22 100228159 ガラスのくつ 　 　ファージョン∥作 　岩波書店      933     /フ              

23 000779359 パディントン妙技公開 　 　マイケル　ボンド∥作 　福音館書店      933     /ボ              

24 002577755 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 　上 　J.K.ローリング∥作 　静山社      933     /ロ              

25 400301337 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 　下 　J.K.ローリング∥作 　静山社      933     /ロ              

26 500086760 エーミールと探偵たち 　 　ケストナー∥作 　岩波書店      943     /ケ              

27 400076510 怪盗ルパン全集 　29 　ルブラン∥原作 　ポプラ社      950     /ル             

28 500123597 わすれられないおくりもの 　 　スーザン　バーレイ∥さく え 　評論社      E       /ヴ             

29 200494265 こぶとりたろう 　 　たかどの ほうこ∥作 　童心社      E       /ス             

30 300120571 運命の王子 　 　リーセ　マニケ∥文 絵 　岩波書店      E       /マ              

高学年 り


