
資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 000143175 七つのぽけっと 　あまん きみこ∥作 　理論社      913     /ア 

2 100155740 どんぐりどきどきともだちだーい 　井上 よう子∥作 　文研出版      913     /イ

3 300135430 おばけ塾ひらきます 　柏葉 幸子∥作 　教育画劇      913     /カ 

4 500202082 はしれファイトだせとしおくん 　倉持 敏江∥作 　岩崎書店      913     /ク 

5 100216621 1ねん1くみ1ばんワル 　後藤 竜二∥作 　ポプラ社      913     /ゴ 

6 000982533 おつかいへっちゃら 　後藤 竜二∥文 　童心社      913     /ゴ  

7 000125426 雨ふりこぞう 　さとう さとる∥さく 　偕成社      913     /サ   

8 200211904 ポケットのはらで かくれんぼ 　竹下 文子∥作 　文研出版      913     /タ   

9 100152186 王さまゆめのひまわり 　寺村 輝夫∥作 　理論社      913     /テ  

10 400094204 子どもになりたいパパとおとなになりたいぼく 　灰谷 健次郎∥作 　あかね書房      913     /ハ  

11 000165412 つりばしゆらゆら 　もりやま みやこ∥作 　あかね書房      913     /モ  

12 500124306 ねんねこたんていじけんだよ 　矢崎 節夫∥作 　PHP研究所      913     /ヤ  

13 000570577 しゅっぱつしんこう 　渡辺 茂男∥作 　あかね書房      913     /ワ 

14 000092657 おばあちゃんがいるから 　イルズ=マーグレット　ボーゲル∥作 　岩波書店      933     /ウ゛ 

15 000183214 だいじなとどけもの 　モーリス　センダック∥え 　福音館書店      933     /ミ  

16 100103029 ロッタちゃんのひっこし 　リンドグレーン∥作 　偕成社      949     /リ  

17 000183671 おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ 　ジャンヌ　ロッシュ　マゾン∥作 　福音館書店      953     /ロ

18 400078292 うそつきウサギ 　セルゲイ　V　ミハルコフ∥著 　大日本図書      983     /ミ 

19 500080972 きんいろのきつね 　おおかわ えっせい∥ぶん 　ポプラ社      E       /ア 

20 500270805 また また!ねずみくんのチョッキ 　なかえ よしを∥作 　ポプラ社      E       /ウ

21 000116122 ピーターのめがね 　エズラ　ジャック　キーツ∥さく　え 　偕成社      E       /キ

22 300368422 バスをおりたら… 　小泉 るみ子∥作　絵 　ポプラ社      E       /コ 

23 500268370 ぼくはぞうだ 　五味 太郎∥さく 　福音館書店      E       /ゴ

24 500472720 なのはなみつけた 　ごんもり なつこ∥さく 　福音館書店      E       /ゴ

25 000123735 つりばしわたれ 　長崎 源之助∥作 　岩崎書店      E       /ス

26 100625130 おじいちゃんのごくらくごくらく 　西本 鶏介∥作 　鈴木出版      E       /ハ

27 500268600 ぼくのぱん わたしのぱん 　神沢 利子∥ぶん 　福音館書店      E       /ハ

28 000926033 もぐらとずぼん 　エドアルド　ペチシカ∥ぶん 　福音館書店      E       /ミ 

29 400466130 とくべつないちにち 　イヴォンヌ　ヤハテンベルフ∥作 　講談社      E       /ヤ 

30 500268440 リボンのかたちのふゆのせいざオリオン 　八板 康麿∥写真と文 　福音館書店      E       /ヤ

低学年 い



資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 300375374 あかちゃんてね 　星川 ひろ子∥著 　小学館      491    

2 100552150 ぼうしねこはほんとねこ 　あまん きみこ∥さく 　ポプラ社      913     /ア 

3 500118944 バーバちゃんのおきゃくさま 　かんざわ としこ∥さく 　偕成社      913     /カ

4 500116743 シップ船長はいやとはいいません 　角野 栄子∥作 　偕成社      913     /カ 

5 100216757 1ねん1くみ1とうしょう 　後藤 竜二∥作 　ポプラ社      913     /ゴ  

6 400090340 カラッポのはなし 　佐藤 さとる∥作 　あかね書房      913     /サ  

7 400496640 アリクイにおまかせ 　竹下 文子∥作 　小峰書店      913     /タ      

8 001057957 王さまなぜなぜ戦争 　寺村 輝夫∥作 　理論社      913     /テ      

9 100316215 はねのあるキリン 　寺村 輝夫∥作 　あかね書房      913     /テ     

10 500202091 ぼくはぶたじるじゃない 　松山 満夫∥作 　岩崎書店      913     /マ      

11 000154894 まだまだ ちっちゃい かばのこカバオ 　森山 京∥作 　偕成社      913     /モ      

12 100666026 またおいで 　もりやま みやこ∥作 　あかね書房      913     /モ      

13 000202946 そらをとんだ けいこのあやとり 　やまわき ゆりこ∥さく　え 　福音館書店      913     /ヤ   

14 100592352 ふたごのでんしゃ 　渡辺 茂男∥作 　あかね書房      913     /ワ      

15 500336110 エルマーと16ぴきのりゅう 　ルース　スタイルス　ガネット∥さく 　福音館書店      933     /ガ      

16 300097787 たこのオクト 　エブリン　ショー∥文 　文化出版局      933     /シ      

17 400078130 大きいゾウと小さいゾウ 　アニタ　ヒューエット∥著 　大日本図書      933     /ヒ      

18 '000183340 こぐまのくまくん 　E.H.ミナリック∥ぶん 　福音館書店 　   933     /ミ      

19 000092693 空にうかんだお城 　山口 智子∥訳 　岩波書店      953     /ソ    

20 000116113 ねずみのすもう 　神沢 利子∥文 　偕成社      E       /ア    

21 002148009 からすのパンやさん 　加古 里子∥絵と文 　偕成社      E       /カ  

22 500040402 うさぎとかめ 　ポール　ガルドン∥絵 　佑学社      E       /ガ   

23 000249316 四人のこびと 　パウストフスキー∥作 　岩崎書店      E       /サ   

24 000654846 けんかのけんた 　岡 信子∥作 　ひさかたチャイルド      E       /ス  

25 500053278 ペンギンのヘクター 　ルイーゼ　ファティオ∥作 　佑学社      E       /デ

26 300229670 むしたちのさくせん 　宮武 頼夫∥文 　福音館書店      E       /ト  

27 000245059 ちいさいモモちゃん モモちゃんとこや 　松谷 みよ子∥文 　講談社      E       /ナ

28 200501655 ものすごくおおきなプリンのうえで   二宮 由紀子∥ぶん 　教育画劇      E       /ナ    

29 100597368 しもばしら 　野坂 勇作∥さく 　福音館書店      E       /ノ  

30 500344598 おへそのひみつ 　やぎゅう げんいちろう∥さく 　福音館書店      E       /ヤ  

低学年 ろ



資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 500468281 ちいさなあかちゃん、こんにちは! 　リヒャルト　デ　レーウ∥作 　講談社      493     

2 400105765 すずをならすのはだれ 　安房 直子∥作 　PHP研究所      913     /ア   

3 000154722 あまんじゃくがやってきた 　いわま まりこ∥作 　岩崎書店      913     /イ     

4 000571215 まほうつかいのワニ 　大石 真∥作 　文研出版      913     /オ    

5 100149378 1ねん1くみ1ばんおかねもち 　後藤 竜二∥作 　ポプラ社      913     /ゴ    

6 001248959 なきむしこうさぎ 　佐藤 さとる∥さく 　ポプラ社      913     /サ    

7 000158463 ひとりっ子ジュン 　末吉 暁子∥著 　文研出版      913     /ス      

8 500119790 あおいほしをみなかった? 　竹下 文子∥作 　フレーベル館      913     /タ   

9 100163045 王さまうらない大あたり 　寺村 輝夫∥作 　理論社      913     /テ  

10 000962746 魔女のワナムケ 　寺村 輝夫∥作 　あかね書房      913     /テ    

11 100657742 なぞなぞのすきな女の子 　松岡 享子∥さく 　学研      913     /マ   

12 100552660 はりがねネコ 　三木 卓∥さく 　ポプラ社      913     /ミ   

13 100551073 きつねのきのじ 　森山 京∥さく 　ポプラ社      913     /モ    

14 000183500 きいろいタクシー 　わたなべ しげお∥さく 　福音館書店      913     /ワ  

15 002126914 “なんでもふたつ”さん 　M　S　クラッチ∥[著] 　大日本図書      933     /ク         

16 000154642 こぶたのプーと青いはた 　カーラ　スティーブンズ∥作 　岩崎書店      933     /ス         

17 001501888 ジョシィ・スミスのおはなし 　マグダレン　ナブ∥さく 　福音館書店      933     /ナ         

18 000183410 のうさぎのフルー 　リダ∥ぶん 　福音館書店      953     /フ         

19 400078176 ピストル 　ニコライ　ノーソフ∥著 　大日本図書      983     /ノ         

20 100117801 むかえじぞう 　吉本 直志郎∥ぶん 　ポプラ社      E       /エ        

21 500268487 たねがとぶ 　甲斐 信枝∥さく 　福音館書店      E       /カ        

22 300222974 わっしょい わっしょい ぶんぶんぶん 　加古 里子∥絵と文 　偕成社      E       /カ         

23 500058800 ひとりぼっちのキャンプ 　キャロル　カリック∥作 　岩崎書店      E       /キ      

24 400473082 ぼくのパパはおおおとこ 　カール　ノラック∥文 　セーラー出版      E       /ゴ             

25 500447432 ひ・み・つ 　たばた せいいち∥[作] 　童心社      E       /タ        

26 200066080 ふるやのもり 　瀬田 貞二∥再話 　福音館書店      E       /タ             

27 500092060 ともだちは くまくん 　ルイーゼ　ファティオ∥作 　佑学社      E       /デ             

28 100257268 しまふくろう 　山本 純郎∥ぶん 　福音館書店      E       /ヤ            

29 500268709 はこねのやまのとざんでんしゃ 　横溝 英一∥さく 　福音館書店      E       /ヨ             

30 000242502 ちいさいモモちゃん おんにょろにょろ 　松谷 みよ子∥文 　講談社 Q   E       /ナ      

低学年 は



資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 000534365 むしばくん だいすき? 　七尾 純∥さく 　あかね書房      490          

2 000650883 まよいご一年生 　あまん きみこ∥作 　講談社      913     /ア            

3 400120304 ゆみ子とつばめのおはか 　今西 祐行∥さく 　偕成社      913     /イ            

4 001096801 あさごはんひるごはんばんごはん 　今江 祥智∥作 　福武書店      913     /イ            

5 000186510 のぞきあなは ひ,み,つ 　遠藤 みえ子∥作 　講談社      913     /エ            

6 000136250 なきむしクラスの1とうしょう 　北村 けんじ∥作 　金の星社      913     /キ            

7 200211833 リラちゃんはまほうのきんぎょ 　上崎 美恵子∥作 　文研出版      913     /コ            

8 000563840 ズングリ林のけん玉大会 　木暮 正夫∥作 　ひさかたチャイルド      913     /コ            

9 300028654 ピンコうさぎはかんごふさん 　こぐれ まさお∥作 　小峰書店      913     /コ            

10 000186593 えんぴつたろうのひっこし 　佐藤 さとる∥作 　講談社      913     /サ            

11 000524028 とらざえもんはまじょのねこ? 　末吉 暁子∥作 　小峰書店      913     /ス            

12 100272792 竜王のたからもの 　寺村 輝夫∥作 　あかね書房      913     /テ            

13 200350837 キツネのまいもん屋 　富安 陽子∥さく 　新日本出版社      913     /ト           

14 500202028 わすれないよえりちゃんのふえ 　宮中 雲子∥作 　岩崎書店      913     /ミ           

15 400093931 なまけものはもうやめよう海 　山脇 恭∥作 　偕成社      913     /ヤ            

16 000092272 トラーのあさごはん 　A.A.ミルン∥さく 　岩波書店      933     /ミ           

17 000517337 おじいちゃんとおばあちゃん 　E.H.ミナリック∥ぶん 　福音館書店      933     /ミ          

18 100671732 ちいさいロッタちゃん 　アストリッド=リンドグレーン∥さく 　偕成社      949     /リ             

19 000127841 はんぶんのおんどり 　ジャンヌ=ロッシュマゾン∥さく 　学研      953     /ロ           

20 200062626 ジルベルトとかぜ 　マリー　ホール　エッツ∥作 　富山房      E       /エ             

21 400511693 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 　BL出版      E       /オ          

22 200457931 からだのみなさん   五味 太郎∥[作] 　福音館書店      E       /ゴ             

23 500060684 花さき山 　斎藤 隆介∥作 　岩崎書店      E       /タ         

24 300134049 すてきなサーカス 　平塚 武二∥作 　ひさかたチャイルド      E       /ナ           

25 300224520 11ぴきのねこ ふくろのなか 　馬場 のぼる∥著 　こぐま社      E       /バ            

26 000159818 たぬきむかし 　よしざわ かずお∥ぶん 　ポプラ社      E       /フ           

27 500268315 かぶとむしはどこ? 　松岡 達英∥さく 　福音館書店      E       /マ             

28 500329205 トマトのひみつ 　山口 進∥文　写真 　福音館書店      E       /ヤ           

29 001501298 ろけっとこざる 　H.A.レイ∥文 絵 　岩波書店      E       /レ           

30 200463643 どんなかんじかなあ   中山 千夏∥ぶん 　自由国民社      E       /ワ           

低学年 に



資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 500073815 からだに もしもし 　七尾 純∥さく 　あかね書房      490         

2 500107717 ももいろのひよこ 　岡野 薫子∥著 　大日本図書      913     /オ            

3 000583655 おとうさんのにちようび 　大石 真∥さく 　小峰書店      913     /オ            

4 500461137 ハキちゃんの「はっぴょうします」 　薫 くみこ∥さく 　佼成出版社      913     /ク            

5 200207877 もぐらのひこうき 　こぐれ まさお∥さく 　小峰書店      913     /コ            

6 500202073 ゆみ赤バイクで空をとんだよ 　小林 しげる∥作 　岩崎書店      913     /コ            

7 500201998 ぎゅうにゅうがきらいなんだ 　鈴木 喜代春∥作 　岩崎書店      913     /ス            

8 000570559 らいおんのまくらくん 　寺村 輝夫∥作 　あかね書房      913     /テ            

9 200354353 ぼくは王さま 　寺村 輝夫∥作 　理論社      913     /テ            

10 100552590 おばけがっこうのユータくん 　那須 正幹∥さく 　ポプラ社      913     /ナ            

11 000183161 らいおんみどりの日ようび 　中川 李枝子∥作 　福音館書店      913     /ナ            

12 400111403 たんたのたんてい 　中川 李枝子∥著 　学研      913     /ナ            

13 500202046 まほうよとけろみのるくん 　鍋島 寿美枝∥作 　岩崎書店      913     /ナ            

14 200498943 がっこうかっぱのイケノオイ 　山本 悦子∥作 　童心社      913     /ヤ           

15 000181390 やくそくをまもったインディアン 　オルコット∥さく 　旺文社      933     /オ            

16 200048073 エルマーのぼうけん 　ルース　スタイルス　ガネット∥さく 　福音館書店      933     /ガ             

17 000157045 ねこはやっぱりねこがいい 　ヘレン　ヒル∥ぶん 　大日本図書      933     /ヒ           

18 300028734 かみ舟のふしぎな旅 　ヴェーラ　フェラ　ミークラ∥作 　偕成社      943     /フ           

19 400078336 とんまなおじさん 　サムイル　Y　マルシャーク∥著 　大日本図書      981     /マ           

20 000159611 かさこじぞう 　いわさき きょうこ∥ぶん 　ポプラ社      E       /ア          

21 500323711 雪の上のなぞのあしあと 　あべ 弘士∥さく 　福音館書店      E       /ア          

22 000837434 ちえの実の木 　緒方 直青∥[作] 　あすなろ書房      E       /オ          

23 400115073 さんまいのおふだ 　水沢 謙一∥再話 　福音館書店      E       /カ          

24 000990240 あなはほるもの おっこちるとこ 　ルース　クラウス∥文 　岩波書店      E       /セ           

25 000583735 ソメコとオニ 　斎藤 隆介∥作 　岩崎書店      E       /タ          

26 100532710 よくばりぎつねのじろろっぷ   おの りえん∥さく 　福音館書店      E       /タ          

27 300229661 ぼくのわたしのすいぞくかん 　小宮 輝之∥文 　福音館書店      E       /ツ          

28 200478299 ぼくがラーメンたべてるとき 　長谷川 義史∥作 絵 　教育画劇      E       /ハ          

29 002361585 ぐりとぐらのおきゃくさま 　中川 李枝子∥さく 　福音館書店      E       /ヤ          

30 500268683
ひもほうちょうもつかわない平野レミのおりょ
うりブック 　平野 レミ∥[文] 　福音館書店      E       /ワ          

低学年 ほ



資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 300117119 ぼくがあるくと 月もあるく 　板倉 聖宣∥[著] 　岩波書店      420         

2 500347286 バンザイ!なかやまくん 　太田 京子∥作 　草炎社      913     /オ           

3 500202037 先生のきいろいパンツ 　黒瀬 圭子∥作 　岩崎書店      913     /ク           

4 200226774 あいうえおばけ学校 　木暮 正夫∥作 　ポプラ社      913     /コ           

5 500202064 おもいだすんだミミのこと 　島谷 邦子∥作 　岩崎書店      913     /シ           

6 000724305 レモンいろのちいさないす 　杉 みき子∥さく 　PHP研究所      913     /ス           

7 400094296 きょうから ともだち 　征矢 清∥作 　あかね書房      913     /ソ           

8 500104018 けんはへっちゃら 　谷川 俊太郎∥作 　あかね書房      913     /タ          

9 000249058 つなひきわっしょい 　寺村 輝夫∥著 　あかね書房      913     /テ           

10 100218644 ケムシだんちのタスケルマン 　中尾 明∥作 　岩崎書店      913     /ナ           

11 500339284 三つ子のこぶた 　中川 李枝子∥さく 　のら書店      913     /ナ           

12 100550960 1ねんサルぐみへようこそ! 　舟崎 靖子∥さく 　ポプラ社      913     /フ           

13 500202019 広太はじめてのなつやすみ 　堀野 慎吉∥作 　岩崎書店      913     /ホ          

14 100552633 かあさんのエプロンポケットふたつ 　宮川 ひろ∥さく 　ポプラ社      913     /ミ         

15 100552750 左ききのネコ 　山下 明生∥さく 　ポプラ社      913     /ヤ        

16 001785744 これならおとくいジェラルディン 　エレン　コンフォード∥文 　リブリオ出版      933     /コ       

17 100146920 おばあちゃんのすてきなおくりもの 　カーラ　スティーブンズ∥さく 　のら書店      933     /ス            

18 400182530 フランツはじめて恋をする 　クリスティーネ=ネストリンガー∥作 　偕成社      943     /ネ              

19 000181158 ちきゅうはまんまる 　ゲンナージ　ツイフェロフ∥原作 　旺文社      983     /ツ            

20 001504422 あひるのさんぽ 　ロン　ロイ∥さく 　童話館出版      E       /ガ              

21 500218162 かみであそぼう きる・おる 　こすぎ けいこ∥さく 　福音館書店      E       /コ             

22 300082701 うちがいっけんあったとさ 　ルース　クラウス∥文 　岩波書店      E       /セ             

23 200064694 茂吉のねこ 　松谷 みよ子∥文 　ポプラ社      E       /ツ             

24 200509500 へいわってどんなこと? 　浜田 桂子∥作 　童心社      E       /ハ              

25 500059173 いちごつみ 　神沢 利子∥ぶん 　童心社      E       /ヒ             

26 000073974 くんちゃんのはたけしごと 　ドロシー　マリノ∥さく 　ペンギン社      E       /マ             

27 100221040 ひこいちばなし 　おおかわ えっせい∥ぶん 　ポプラ社      E       /ミ             

28 100608819 すみれとあり 　矢間 芳子∥さく 　福音館書店      E       /ヤ             

29 500268496 めだか 　吉崎 正巳∥さく 　福音館書店      E       /ヨ             

30 000075208 とっかりこっこのこもりうた 　わたり むつこ∥文 　リブリオ出版 W   E  　   /カ              

低学年 へ



資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 100078310 きんのことり 　あまん きみこ∥さく 　PHP研究所      913     /ア          

2 500342619 ライギョのきゅうしょく 　阿部 夏丸∥作 　講談社      913     /ア            

3 000170047 きえたとのさま 　今江 祥智∥著 　小峰書店      913     /イ            

4 000989786 おそばのくきはなぜあかい 　石井 桃子∥文 　岩波書店      913     /イ            

5 400105460 さとるのじてんしゃ 　大石 真∥さく 　小峰書店      913     /オ            

6 100217315 バーバちゃんととんできたぼうし 　かんざわ としこ∥さく 　偕成社      913     /カ            

7 000168450 ひまねこさんこんにちは 　こぐれ まさお∥さく 　小峰書店      913     /コ            

8 000563957 ぼくになったフナ 　香山 美子∥作 　ひさかたチャイルド      913     /コ            

9 000967063 1ねん1くみ1ばんがんばる 　後藤 竜二∥作 　ポプラ社      913     /ゴ            

10 100552482 かみなりドドーン! 　後藤 竜二∥さく 　ポプラ社      913     /ゴ            

11 100552508 スケートねこ 　佐藤 さとる∥さく 　ポプラ社      913     /サ            

12 000114683 えかきうさぎ 　竹下 文子∥作 　フレーベル館      913     /タ           

13 000977892 あやうしポケット 　寺村 輝夫∥作 　あかね書房      913     /テ            

14 300229760 おとうふ百ちょうあぶらげ百まい 　三田村 信行∥作 　あかね書房      913     /ミ           

15 500228178 エルマーとりゅう 　ルース　スタイルス　ガネット∥さく 　福音館書店      933     /ガ            

16 500060657 だいじなとどけもの 　モーリス　センダック∥え 　福音館書店      933     /ミ           

17 000570272 まいごの小犬タップス 　ミラ　ローベ∥さく 　学研      943     /ロ            

18 000180268 ロッタちゃんのひっこし 　アストリッド=リンドグレーン∥作 　偕成社      949     /リ           

19 200065388 きんつばじへい 　おおかわ えっせい∥ぶん 　ポプラ社      E       /ア           

20 500223037 はながさいたら 　菅原 久夫∥ぶん 　福音館書店      E       /イ          

21 002719467 ねずみくんのチョッキ 　なかえ よしを∥作 　ポプラ社      E       /ウ           

22 200095055 トムテ 　ヴィクトール=リードベリ∥さく 　偕成社      E       /ウ           

23 400096414 そらいろのたね 　なかがわ りえこ∥文 　福音館書店      E       /オ           

24 000097395 もぐらのおとしあな 　いわき たかし∥ぶん 　童話屋      E       /シ           

25 000123584 そらにのぼったかさや 　高橋 宏幸∥作　絵 　岩崎書店      E       /タ          

26 002046635 ペチューニアのだいりょこう 　ロジャー　デュボワザン∥作 　冨山房      E       /デ           

27 200354980 うーらうららはるまつり 　長谷川 摂子∥ぶん 　福音館書店      E       /ヌ          

28 400017500 かぶとむしはどこ? 　松岡 達英∥さく 　福音館書店      E       /マ           

29 100608855 はしるはしるとっきゅうれっしゃ 　横溝 英一∥さく 　福音館書店      E       /ヨ          

30 000153618 てぶくろ 　エフゲーニ　ラチョフ∥え 　福音館書店      E       /ラ          

低学年 と



資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 200157292 あめんぼがとんだ 　高家 博成∥ぶん 　新日本出版社      486  

2 000216351 ゆきひらのはなし 　安房 直子∥さく 　PHP研究所      913     /ア           

3 000815992 ぼくのうたきいて 　今村 葦子∥作 　あかね書房      913     /イ              

4 000563821 くらくら山に はるがきた 　大石 真∥作 　ひさかたチャイルド      913     /オ            

5 000179310 バーバちゃんのおみまい 　かんざわ としこ∥さく 　偕成社      913     /カ              

6 100551592 いちごおいしいね 　木暮 正夫∥作 　佼成出版社      913     /コ              

7 000124330 1ねん1くみ1ばんなかよし 　後藤 竜二∥作 　ポプラ社      913     /ゴ              

8 200096150 あの日の音だよおばあちゃん 　佐野 洋子∥作　絵 　フレーベル館      913     /サ            

9 000125490 しかられぼうずのひみつ 　さとう さとる∥さく 　偕成社      913     /サ             

10 100157870 王さまスパイじけん 　寺村 輝夫∥作 　理論社      913     /テ              

11 300136132 魔女のワナムケ 　寺村 輝夫∥作 　あかね書房      913     /テ              

12 000154132 もうじき一年生 　長崎 源之助∥作 　岩崎書店      913     /ナ              

13 000584625 こぎつねコンチ 　中川 李枝子∥さく 　のら書店      913     /ナ              

14 200366194 ヤギになっちゃうぞ 　最上 一平∥さく 　新日本出版社      913     /モ              

15 100217244 くじゃくのはなび 　チョン ズマン∥さく 　偕成社      923     /チ              

16 200061807 きょうりゅう谷は大ピンチ 　ジョーン　ローリー　ニクソン∥作 　佑学社      933     /ニ              

17 500338483 小さな青いきかんしゃ 　アーシュラ　フリハン∥著 　大日本図書      933     /フ              

18 000157125 ちびっこ大せんしゅ 　シド　ホフ∥ぶんとえ 　大日本図書      933     /ホ              

19 100247628 どうぶつえんにいこうよ 　ディミーター　インキオフ∥作 　学研      943     /イ              

20 000126100 なかないで くま 　フランク　アッシュ∥作　絵 　佑学社      E       /ア              

21 002343059 だるまちゃんとうさぎちゃん 　加古 里子∥さく　え 　福音館書店      E       /カ              

22 500490522 エディのやさいばたけ 　サラ ガーランド∥さく 　福音館書店      E       /ガ              

23 400015505 よもぎだんご 　さとう わきこ∥さく 　福音館書店      E       /サ              

24 300013867 ペチューニアごようじん 　ロジャー　デュボアザン∥作　絵 　佑学社      E       /デ              

25 001502482 びゅんびゅんごまがまわったら 　宮川 ひろ∥作 　童心社      E       /ハ              

26 500468290 ふしぎなキャンディーやさん 　みやにし たつや∥作絵 　金の星社      E       /ミ             

27 400340783 かさぶたくん 　やぎゅう げんいちろう∥さく 　福音館書店      E       /ヤ             

28 500268280 しっぽのはたらき 　川田 健∥ぶん 　福音館書店      E       /ヤ             

29 500268469 えぞまつ 　神沢 利子∥ぶん 　福音館書店      E       /ヨ             

30 200065584 三ねんねたろう 　おおかわ えっせい∥ぶん 　ポプラ社      E       /ワ              

低学年 ち



資料コード 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 000525141 えっちゃんとふうせんばたけ 　あまん きみこ∥作 　フレーベル館      913     /ア             

2 200208293 きつねのちょうちん 　池田 善朗∥作 　太平出版社      913     /イ  

3 000863917 あかいながぐつ 　今村 葦子∥作 　あかね書房      913     /イ              

4 100552464 とかげのトホホ 　角野 栄子∥さく 　ポプラ社      913     /カ              

5 200206691 チョコレートのたね あげます 　木暮 正夫∥作 　岩崎書店      913     /コ              

6 002125873 しゅくだい、なくします! 　ごとう りゅうじ∥さく 　ポプラ社      913     /ゴ              

7 000215130 ふつうのくま 　佐野 洋子∥作 　文化出版局      913     /サ              

8 002237708 へんてこもりにいこうよ 　たかどの ほうこ∥作　絵 　偕成社      913     /タ              

9 000133535 そっくり王さま 大さわぎ 　寺村 輝夫∥作 　理論社      913     /テ              

10 500468272 かわいいこねこをもらってください 　なりゆき わかこ∥作 　ポプラ社      913     /ナ             

11 000563652 きつねのオートバイ 　三田村 信行∥作 　ひさかたチャイルド      913     /ミ              

12 000179294 なんでもぽい! 　山中 恒∥著 　偕成社      913     /ヤ              

13 400087344 がんばってますせいじくん 　吉本 直志郎∥作 　ポプラ社      913     /ヨ              

14 000157199 “なんでもふたつ”さん 　M　S　クラッチ∥著 　大日本図書      933     /ク              

15 400078238 ジャングルの黄色いカエルたち 　アニタ　ヒューエット∥著 　大日本図書      933     /ヒ              

16 000183321 くまくんのおともだち 　E.H.ミナリック∥ぶん 　福音館書店      933     /ミ              

17 500111999 白いふくろうと青いねずみ 　ジャン　ジュベール∥文 　国土社      953     /ジ             

18 400164908 こうさぎの白いコート 　スクレビッキー∥作 　金の星社      983     /ス              

19 100221069 かさこじぞう 　いわさき きょうこ∥ぶん 　ポプラ社      E       /ア              

20 200470755 はっぱじゃないよぼくがいる 　姉崎 一馬∥文　写真 　アリス館      E       /ア              

21 500329180 にじ 　さくらい じゅんじ∥文 　福音館書店      E       /イ              

22 500268478 なつやすみ虫ずかん 　稲田 務∥え 　福音館書店      E       /イ              

23 500442131 アリからみると 　桑原 隆一∥文 　福音館書店      E       /ク              

24 500061037 ベンジーのふねのたび 　マーガレット　ブロイ　グレアム∥さく　え　福音館書店      E       /グ              

25 000134677 まつげの海のひこうせん 　山下 明生∥作 　偕成社      E       /ス              

26 200457824 ないた 　中川 ひろたか∥作 　金の星社      E       /チ              

27 000121140 かばのベロニカ 　ロジャー　デュボアザン∥作　絵 　佑学社      E       /デ              

28 300224226 11ぴきのねこ 　馬場 のぼる∥著 　こぐま社      E       /バ              

29 500261299 ごちそうラディッシュ 　大場 牧夫∥文 　福音館書店      E       /フ              

30 001502428 おおきなきがほしい 　佐藤 さとる∥ぶん 　偕成社      E       /ム              

低学年 り


