
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 001138456 理科がよくわかるクイズの本 　7 　 　ポプラ社      400         

2 300370592 カメのくらし 　 　増田 戻樹∥著 　あかね書房      487             

3 000097359 のはらうた 　1 　くどうなおことのはらみんな∥作 　童話屋      911     /ク            

4 000097804 のはらうた 　2 　くどうなおことのはらみんな∥作 　童話屋      911     /ク             

5 001502230 山のトムさん 　 　石井 桃子∥作 　福音館書店      913     /イ              

6 200157345 ひとりぼっちのロビンフッド 　 　飯田 栄彦∥作 　理論社      913     /イ              

7 100112242 リクエストは星の話 　 　岡田 淳∥さく　え 　偕成社      913     /オ              

8 001175370 かっぱうたろう 　 　おの りえん∥さく 　福音館書店      913     /オ              

9 300145122 森のネズミとおばけたち 　 　岡野 薫子∥作 　ポプラ社      913     /オ              

10 100551565 くまの子ウーフ 　 　神沢 利子∥作 　ポプラ社      913     /カ              

11 100551583 トマト魔女の魔女修業 　 　柏葉 幸子∥作 　フレーベル館      913     /カ              

12 000148430 さよのいそ笛 　 　北村 けんじ∥作 　童心社      913     /キ              

13 500238049 タキノの雨ものがたり 　 　木村 セツ子∥作 　新日本出版社      913     /キ              

14 500110089 きつね三吉 　 　佐藤 さとる∥著 　大日本図書      913     /サ             

15 200189106 ふしぎなあの子 　 　佐藤 さとる∥作 　あかね書房      913     /サ             

16 400077885 おばけたんけん隊 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

17 000770068 一平さんの木 　 　西川 紀子∥著 　らくだ出版      913     /ニ              

18 100227527 ぼくらの夏は山小屋で 　 　三輪 裕子∥著 　講談社      913     /ミ              

19 002295710 はれときどきぶた 　 　矢玉 四郎∥作　絵 　岩崎書店      913     /ヤ              

20 200131699 およげなかったペンギン 　 　アンソニー=エイブラハムズ∥さく 　偕成社      933     /エ              

21 000128043 ちびとろばのとんちりょこう 　 　ジョン=エムリン=エドワーズ∥さく 　学研      933     /エ              

22 000183368 きかんぼのちいちゃいいもうと 　 　ドロシー　エドワーズ∥さく 　福音館書店      933     /エ              

23 500103960 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              

24 000092290 トラー木にのぼる 　 　A.A.ミルン∥ぶん 　岩波書店      933     /ミ              

25 000955429 あっ、ちぢんじゃった 　 　レナーテ=ヴェルシュ∥作 　講談社      943     /ヴ              

26 500063819 太陽の子と氷の魔女 　 　ジャンナ　A　ウィテンゾン∥著 　大日本図書      983     /ウ              

27 400106889 ふえふきとうげ 　 　谷 真介∥作 　金の星社      E       /ア              

28 500472927 かちかちやま 　 　瀬川 康男∥絵 　フレーベル館      E       /セ              

29 500053142 ともだち さがしに 　 　ルイーゼ　ファティオ∥作 　佑学社      E       /デ              

30 001944401 フォックスおくさまのむこえらび 　 　コリン夫妻∥ぶん 　ほるぷ出版      E       /ル             

中学年 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 001138465 理科がよくわかるクイズの本 　8 　 　ポプラ社      400            

2 300369994 太陽のふしぎ 　 　藤井 旭∥著 　あかね書房      444      

3 000093823 大昔の海と陸 　 　いといがわ じゅんじ∥著 　らくだ出版      456     

4 500441466 救出 　 　木暮 正夫∥文 　アリス館      557        

5 200355010 決め手はアル・デンテ! 　 　糸川 京子∥作 　草炎社      913     /イ             

6 200358835 ドイツ人とマメ豆カレー! 　 　糸川 京子∥作 　草炎社      913     /イ            

7 500343296 めちゃイケテル!リゾット 　 　糸川 京子∥作 　草炎社      913     /イ             

8 400235705 虫は小さな天使たち 　 　岡野 薫子∥著 　あかね書房      913     /オ             

9 500110730 アッコ先生の宿題 　 　角田 光男∥さく 　学校図書      913     /カ              

10 100164427 コロッケ天使 　 　上条 さなえ∥作 　学研      913     /カ              

11 400079001 松本先生きらいです 　 　北村 けんじ∥作 　小峰書店      913     /キ              

12 001176617 ふしぎ村へようこそ 　 　木暮 正夫∥作 　小峰書店      913     /コ              

13 001425810 ジュンとひみつの友だち 　 　佐藤 さとる∥作 　岩波書店      913     /サ             

14 000096530 やませ吹くジロの島 　 　柴村 紀代∥さく 　大日本図書      913     /シ              

15 000561498 ぼうしの好きな女の子 　 　竹下 文子∥作 　フレーベル館      913     /タ              

16 000154689 きえた火星ロボット 　 　中尾 明∥作 　岩崎書店      913     /ナ              

17 300098588 こちら妖怪クラブ 　 　那須 正幹∥著 　偕成社      913     /ナ              

18 000977426 峠をこえたふたりの夏 　 　三輪 裕子∥著 　あかね書房      913     /ミ              

19 000888980 車いすの犬「花子」とその仲間たち 　 　坂井 ひろ子∥文 　偕成社      916     /サ             

20 000183377 きかんぼのちいちゃいいもうと 　 　ドロシー　エドワーズ∥さく 　福音館書店      933     /エ              

21 000544460 ドッグフードは大きらい 　 　メアリ　B　クリスチャン∥作 　大日本図書      933     /ク              

22 000178036 いじわる夫婦が消えちゃった! 　 　ロアルド　ダール∥作 　評論社      933     /ダ             

23 000174814 ナマズ入江の七つ星 　 　B.L.バーマン∥作 　評論社      933     /バ             

24 000174799 ナマズ入江とフクロウの予言 　 　B.L.バーマン∥作 　評論社      933     /バ              

25 500064119 カンガとルー 森にくる 　 　A.A.ミルン∥ぶん 　岩波書店      933     /ミ              

26 300120437 小さな乗合い馬車 　 　グレアム　グリーン∥文 　文化出版局      E       /ア              

27 300216000 水仙月の四日 　 　宮沢 賢治∥作 　創風社      E       /ア              

28 000121347 ワニのライル、おかあさんをみつける 　 　バーナード　ウェーバー∥さく 　大日本図書      E       /ウ              

29 001504807 いばらひめ 　 　グリム∥[原作] 　ほるぷ出版      E       /ル              

30 400198432 クリスマスイヴのこと 　 　クレメント　ムーア∥作 　セーラー出版      E       /ロ              

中学年 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 001138429 理科がよくわかるクイズの本 　4 　 　ポプラ社      400  

2 100606485 テントウムシ 　 　佐藤 有恒∥著 　あかね書房      486      

3 000138854 小さな愛のうた 　 　野長瀬 正夫∥著 　金の星社      911     /ノ              

4 000131085 鬼がクスクスわらってる 　 　赤木 由子∥作 　小峰書店      913     /ア              

5 200211548 白鳥のふたごものがたり 　1 　いぬい とみこ∥作 　理論社      913     /イ              

6 200211557 白鳥のふたごものがたり 　2 　いぬい とみこ∥作 　理論社      913     /イ              

7 300019824 ぷいぷい島のすてきな春 　 　香山 彬子∥作　絵 　佑学社      913     /カ              

8 400084048 ちびっこカムのぼうけん 　 　神沢 利子∥作 　理論社      913     /カ              

9 200473292 3年2組は牛を飼います 　 　木村 セツ子∥作 　文研出版      913     /キ              

10 000561308 ドタバタかんこう宇宙船 　 　木暮 正夫∥作 　岩崎書店      913     /コ              

11 500085683 めだちたがりやのジン 　 　後藤 竜二∥さく 　偕成社      913     /ゴ              

12 000334408 ほんとのことが知りたいの 　 　生源寺 美子∥作 　ポプラ社      913     /シ              

13 400148978 かぎばあさんは名探偵 　 　手島 悠介∥作 　岩崎書店      913     /テ              

14 000957540 赤いカブトムシ 　 　那須 正幹∥さく 　偕成社      913     /ナ              

15 500331830 コロッケ探偵団 　1 　那須 正幹∥作 　小峰書店      913     /ナ              

16 100218063 ノウサギの歌 　 　前川 康男∥作 　講談社      913     /マ              

17 000579250 けっぱれ!おさげのおぼうさん 　 　村上 ひさ子∥作　絵 　あかね書房      913     /ム              

18 001368151 ビーザスといたずらラモーナ 　 　ベバリイ=クリアリー∥作 　学研      933     /ク              

19 000544441 馬にのったゆうれい 　 　メアリ　B　クリスチャン∥作 　大日本図書      933     /ク              

20 200049105 ふくろねずみのビリーおじさん 　 　ソーントン　バージェス∥作 　金の星社      933     /バ              

21 100112322 ちょっとちがった夏休み 　 　ペネロープ　ファーマー∥作 　岩波書店      933     /フ              

22 000092218 コブタと大こうずい 　 　A.A.ミルン∥ぶん 　岩波書店      933     /ミ              

23 000187090 学校へいったヘビ 　 　リリアン=ムーア∥作 　学研      933     /ム              

24 000576140 白い貝のいいつたえ 　 　ベンノー　プルードラ∥作 　評論社      943     /プ              

25 000183680 きつねものがたり 　 　ヨゼフ　ラダ∥さく　え 　福音館書店      989     /ラ              

26 000121300 ワニのライルがやってきた 　 　バーナード　ウェーバー∥さく 　大日本図書      E       /ウ              

27 200064442 おおかみと七ひきの子やぎ 　 　グリム∥[原作] 　評論社      E       /オ              

28 500268128 よだかの星 　 　宮沢 賢治∥作 　偕成社      E       /ナ              

29 000537939 パパの大飛行 　 　アリス　プロヴェンセン∥作 　福音館書店      E       /プ              

30 000957559 川はどこからながれてくるの 　 　トマス=ロッカー∥さく 　偕成社      E       /ロ              

中学年 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 200311196 世界の伝記 　4 　 　小学館      280            

2 001138400 理科がよくわかるクイズの本 　2 　 　ポプラ社      400       

3 300370529 カラスのくらし 　 　菅原 光二∥著 　あかね書房      488         

4 400085911 タヌキになりませんか 　 　新 冬二∥作 　小峰書店      913     /ア              

5 500347651 ゆめみるトランク 　 　安房 直子∥作 　講談社      913     /ア              

6 000130391 ながいながいペンギンの話 　 　いぬい とみこ∥作 　理論社      913     /イ              

7 000570067 空とびてんぐのうちわ 　 　大石 真∥文 　ポプラ社      913     /オ              

8 100149322 放課後の時間割 　 　岡田 淳∥著 　偕成社      913     /オ              

9 000130990 ドンが見た風の鳥 　 　北村 けんじ∥著 　小峰書店      913     /キ              

10 000131746 くまうちの日までに 　 　岸 武雄∥作 　金の星社      913     /キ              

11 001057741 走れ!ひまわり号 　 　岸川 悦子∥作 　ひくまの出版      913     /キ              

12 000119705 かっぱびっくり旅 　 　木暮 正夫∥作 　旺文社      913     /コ              

13 000138522 パパがお父さんになるとき 　 　砂田 弘∥作 　小峰書店      913     /ス              

14 500291707 ゆうれいワープロるすばん中 　 　杉山 径一∥作 　PHP研究所      913     /ス              

15 400020828 ふしぎなかぎばあさん 　 　手島 悠介∥作 　岩崎書店      913     /テ              

16 200195776 ぼくんち、キャンプ特訓中! 　 　那須 正幹∥作 　教育画劇      913     /ナ              

17 000561952 たったいちどの夕やけ 　 　浜 たかや∥作 　小峰書店      913     /ハ              

18 300217624 36人めは誰? 　 　三田村 信行∥作 　フレーベル館      913     /ミ              

19 200068147 まいごになったおにんぎょう 　 　A.アーディゾーニ∥文 　岩波書店      933     /ア              

20 100453457 ラモーナとおかあさん 　 　ベバリイ=クリアリー∥作 　学研      933     /ク              

21 000185095 犬の毛にご注意! 　 　メアリ　B　クリスチャン∥作 　大日本図書      933     /ク              

22 000575840 魔法のゆび 　 　ロアルド　ダール∥作 　評論社      933     /ダ              

23 000128052 はずかしがりやのスーパーマン 　 　ヨハンナ=ハーウィッツ∥さく 　学研      933     /ハ              

24 000096389 ペットねずみ大さわぎ 　 　フィリパ　ピアス∥作 　岩波書店      933     /ピ              

25 500041750 さよならおじいちゃん……ぼくはそっといった 　 　エルフィー　ドネリー∥作 　さ・え・ら書房      943     /ド              

26 400152649 山のいのち 　 　立松 和平∥作 　ポプラ社      E       /イ              

27 100358331 いばらひめ 　 　グリム∥[原作] 　評論社      E       /オ              

28 500072550 やまんばのにしき 　 　まつたに みよこ∥ぶん 　ポプラ社      E       /セ              

29 100231350 どんぐりと山猫 　 　宮沢 賢治∥作 　偕成社      E       /タ              

30 300364782 1993年のクリスマス 　 　レスリー　ブリカス∥ぶん 　ほるぷ出版      E       /ル              

中学年 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 001800500 進化ってなんだろう 　ジョアンナ　コール∥文 　リブリオ出版      467            

2 000189666 木の芽の冬ごし 　宗方 俊遃∥著 　岩崎書店      470      

3 100606378 アリの世界 　栗林 慧∥著 　あかね書房      486    

4 400496167 やんちゃ子グマがやってきた! 　あんず ゆき∥文 　フレーベル館      489             

5 500079944 なぞなぞの本 　福音館書店編集部∥編 　福音館書店      798     

6 300111779 山んば見習いのむすめ 　いぬい とみこ∥さく 　福音館書店      913     /イ       

7 200183695 学校ウサギをつかまえろ 　岡田 淳∥さく　え 　偕成社      913     /オ             

8 000154778 ふしぎなごきげん草 　木暮 正夫∥作 　岩崎書店      913     /コ             

9 500088747 たんぽぽ飛ぶころ 　後藤 竜二∥著 　ポプラ社      913     /ゴ              

10 200091851 学校で泣いたことある? 　末吉 暁子∥作 　岩崎書店      913     /ス              

11 500050516 こんやはおまつり 　杉 みき子∥著 　金の星社      913     /ス              

12 100550880 キロコちゃんとみどりのくつ 　たかどの ほうこ∥作　絵 　あかね書房      913     /タ              

13 002063180 雄也のチキン嫌いの秘密 　手島 悠介∥作 　汐文社      913     /テ              

14 500350728 ムジナ探偵局なぞの挑戦状 　富安 陽子∥作 　童心社      913     /ト              

15 000561148 UFOのおとしもの 　中尾 明∥作 　岩崎書店      913     /ナ              

16 500334537 ヨースケくん 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

17 200150442 タモちゃん 　那須 正幹∥作 　理論社      913     /ナ              

18 500497971 ココロ屋 　梨屋 アリエ∥作 　文研出版      913     /ナ              

19 300416029 ホスピタルクラウン・Kちゃんが行く 　あんず ゆき∥文 　佼成出版社      916     /ア              

20 000544450 サンタクロースはめいたんてい 　メアリ　B　クリスチャン∥作 　大日本図書      933     /ク              

21 001051363 こひつじクロ 　エリザベス　ショー∥作　絵 　岩崎書店      933     /シ              

22 000215550 白銀の夜をこえて 　S.フレミング∥作 　あかね書房      933     /フ              

23 000133858 トムのあだなは大頭脳 　J　D　フィッツジェラルド∥作 　ポプラ社      933     /フ              

24 500222610 半月館のひみつ 　ポール　フライシュマン∥作 　偕成社      933     /フ              

25 000092263 イーヨーのあたらしいうち 　A.A.ミルン∥さく 　岩波書店      933     /ミ              

26 000121310 ワニのライル、動物園をにげだす 　バーナード　ウェーバー∥さく 　大日本図書      E       /ウ             

27 500050839 アフリカで びっくり 　ルイーゼ　ファティオ∥作 　佑学社      E       /デ              

28 000203390 パパの大飛行 　アリス　プロヴェンセン∥作 　福音館書店      E       /プ              

29 000975430 ブルーベリーもりでのプッテのぼうけん 　エルサ　ベスコフ∥さく　え 　福音館書店      E       /ベ              

30 001944395 美女と野獣 　ローズマリー　ハリス∥さいわ 　ほるぷ出版      E       /ル              

中学年 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 200311258 世界の伝記 　10 　 　小学館      280     

2 001138394 理科がよくわかるクイズの本 　1 　 　ポプラ社      400      

3 100606064 キノコの世界 　 　伊沢 正名∥著 　あかね書房      474     

4 400128250 うさぎ屋のひみつ 　 　安房 直子∥作 　岩崎書店      913     /ア          

5 200355403 ざしきわらし一郎太の修学旅行　 　柏葉 幸子∥作 　あかね書房      913     /カ              

6 000523862 うたうせんめんき 　 　上崎 美恵子∥作 　講談社      913     /コ              

7 000855414 なかよし二ひきのおっちゃんさがし　 　木暮 正夫∥作 　学研      913     /コ              

8 000563035 風の子たちのとりで 　 　後藤 竜二∥作 　童心社      913     /ゴ              

9 000523960 ガリベン先生、がんばれ! 　 　後藤 竜二∥作 　講談社      913     /ゴ              

10 200165991 おさげの剣士エイヤッ! 　 　杉山 径一∥作 　PHP研究所      913     /ス              

11 400020793 にせもののかぎばあさん 　 　手島 悠介∥作 　岩崎書店      913     /テ              

12 100316903 とびだせ!とうがらし探偵団 　 　那須 正幹∥作 　小学館      913     /ナ              

13 000075843 黄金(キン)のアザミ 　 　浜田 けい子∥さく 　学校図書      913     /ハ              

14 000183751 セロひきのゴーシュ 　 　宮沢 賢治∥作 　福音館書店      913     /ミ              

15 500280641 ゆうれい運動会 　 　三田村 信行∥作 　教育画劇      913     /ミ              

16 300095325 風はおまえをわすれない 　 　森 忠明∥[著] 　文研出版      913     /モ              

17 400009894 先生たいへん事件です 　 　岸 武雄∥作 　金の星社      913     /キ              

18 500074975 まいごになったおにんぎょう 　 　A.アーディゾーニ∥文 　岩波書店      933     /ア              

19 001368071 ヘンリーくんと新聞配達 　 　ベバリイ=クリアリー∥作 　学研      933     /ク              

20 000185110 骨をかぎだせ! 　 　メアリ　B　クリスチャン∥作 　大日本図書      933     /ク              

21 300079045 魔女がいっぱい 　 　ロアルド　ダール∥作 　評論社      933     /ダ              

22 200048841 ヘムロック山のくま 　 　アリス　デルグレーシュ∥作 　福音館書店      933     /デ              

23 100158949 くまのパディントン 　 　マイケル　ボンド∥作 　福音館書店      933     /ボ              

24 000982060 なんでもただ会社 　 　ニコラ=ド=イルシング∥作 　講談社      953     /イ              

25 000124115 くじらをすきになった潜水艦 　 　マルチェッロ　アルジッリ∥作 　大日本図書      973     /ア              

26 500051380 やまんばのにしき 　 　まつたに みよこ∥ぶん 　ポプラ社      E       /セ             

27 000120896 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              

28 100230729 海べのあさ 　 　ロバート　マックロスキー∥文　絵 　岩波書店      E       /マ              

29 500268182 カイロ団長 　 　宮沢 賢治∥作 　偕成社      E       /ム              

30 300130863 アンナの赤いオーバー 　 　ハリエット　ジィーフェルト∥ぶん 　評論社      E       /ロ              

中学年 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 100066210 少年少女全集 伝記と美しいお話 　6 　 　講談社      280     /シ            

2 001138438 理科がよくわかるクイズの本 　5 　 　ポプラ社      400           

3 300370190 氷の世界 　 　東海林 明雄∥著 　あかね書房      451             

4 000161600 森の小さな家 　 　金森 三千雄∥作 　金の星社      911     /カ            

5 000561854 ネコがパンツをはいたなら 　 　いわま まりこ∥作 　岩崎書店      913     /イ             

6 100218733 北極のムーシカミーシカ 　 　いぬい とみこ∥作 　理論社      913     /イ              

7 300132895 ぼくのたまご戦争 　 　北村 けんじ∥さく 　偕成社      913     /キ             

8 400148996 えっちゃんのせんそう 　 　岸川 悦子∥作 　童心社      913     /キ              

9 400104122 長いしっぽのポテトおじさん 　 　上崎 美恵子∥作 　岩崎書店      913     /コ              

10 500288846 ルビー色のホテル 　 　上崎 美恵子∥さく 　PHP研究所      913     /コ             

11 100217754 キャプテンはつらいぜ 　 　後藤 竜二∥著 　講談社      913     /ゴ              

12 001416769 世界一おじょーひんなチリチリ姫 　 　末吉 暁子∥作 　ポプラ社      913     /ス              

13 200114606 ねこっ原のぶちねこ 　 　征矢 清∥作 　あかね書房      913     /ソ           

14 000168693 クロダイがつれたぞ 　 　たけざき ゆうひ∥さく 　偕成社      913     /タ              

15 200364940 紳士とオバケ氏 　 　たかどの ほうこ∥作 　フレーベル館      913     /タ              

16 000111799 こまった神さま大さくせん 　 　那須 正幹∥作 　小峰書店      913     /ナ             

17 000698009 すっごい転校生がくる!! 　 　浜 たかや∥作 　偕成社      913     /ハ              

18 400271434 化け猫レストラン 　 　かとう くみこ∥絵 　童心社      913     /バ              

19 001054356 プラス・トリックをとりもどせ 　 　フォレスト　ウィルソン∥作 　くもん出版      933     /ウ              

20 400036908 レジャーランドの大どろぼう 　 　フォレスト　ウィルソン∥作 　くもん出版      933     /ウ              

21 300086030 百まいのきもの 　 　エリノア　エスティーズ∥文 　岩波書店      933     /エ              

22 000177772 アバラーのぼうけん 　 　ベバリイ=クリアリー∥作 　学研      933     /ク              

23 000186806 ひとりっ子エレンと親友 　 　ベバリィ　クリアリー∥作 　学研      933     /ク              

24 200061941 コブタのおてがら 　 　A.A.ミルン∥ぶん 　岩波書店      933     /ミ              

25 500089468 動物会議 　 　ケストナー∥作 　岩波書店      943     /ケ              

26 200064460 灰かぶり 　 　グリム∥[原作] 　評論社      E       /オ             

27 100110883 羅城門 　 　あかおか えりこ∥ぶん 　国土社      E       /カ             

28 200066625 おしゃれなからす 　 　はまだ ひろすけ∥ぶん 　偕成社      E       /セ             

29 500087383 ぼくはワニのクロッカス 　 　ロジャー　デュボアザン∥作　絵 　佑学社      E       /デ            

30 300151353 まほうつかいのむすめ 　 　アントニア　バーバー∥文 　ほるぷ出版      E       /ル             

中学年 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 200311187 世界の伝記 　3 　 　小学館      280         

2 001138410 理科がよくわかるクイズの本 　3 　 　ポプラ社      400          

3 002221430 ユリのふしぎ 　 　今井 国勝∥著 　あかね書房      479     

4 200212741 三日月村の黒猫 　 　安房 直子∥作 　偕成社      913     /ア           

5 300111760 三月ひなのつき 　 　石井 桃子∥さく 　福音館書店      913     /イ         

6 500051827 優しいまなざし 　 　今江 祥智∥作 　理論社      913     /イ              

7 100550773 なあくんとちいさなヨット 　 　神沢 利子∥作 　ポプラ社      913     /カ              

8 300124300 金色のクジラ 　 　岸川 悦子∥作 　ひくまの出版      913     /キ             

9 500211804 小さな小さな海うさぎ 　 　北村 けんじ∥作 　新日本出版社      913     /キ             

10 000136733 デカおじさんと小さなともだち 　 　上崎 美恵子∥作 　ポプラ社      913     /コ              

11 000075790 お父さんはゆうれいを待っていた 　 　木暮 正夫∥さく 　学校図書      913     /コ              

12 000137875 おしゃれおばけの小さなデート 　 　上崎 美恵子∥作 　ポプラ社      913     /コ              

13 000125408 マコトくんとふしぎないす 　 　さとう さとる∥さく 　偕成社      913     /サ             

14 000613496 こうかん日記で魔法をかけて 　 　末吉 暁子∥さく 　偕成社      913     /ス             

15 400114503 かぎばあさんの魔法のかぎ 　 　手島 悠介∥作 　岩崎書店      913     /テ             

16 200373958 ドングリ山のやまんばあさん 　 　富安 陽子∥作 　理論社      913     /ト              

17 100153272 おばあさんなんでも相談所 　 　那須 正幹∥作 　ポプラ社      913     /ナ              

18 000091892 まいごになったおにんぎょう 　 　A.アーディゾーニ∥文 　岩波書店      933     /ア              

19 001368115 ラモーナは豆台風 　 　ベバリイ=クリアリー∥作 　学研      933     /ク              

20 000544423 めいたんていスキーに行く 　 　メアリ　B　クリスチャン∥作 　大日本図書      933     /ク              

21 200113995 あたまをつかった小さなおばあさん 　 　ホープ　ニューウェル∥作 　福音館書店      933     /ニ              

22 400078200 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              

23 000181962 パディントンの煙突掃除 　 　マイケル　ボンド∥作 　福音館書店      933     /ボ              

24 000183260 くまのテディ・ロビンソン 　 　ジョーン　G　ロビンソン∥さく　え 　福音館書店      933     /ロ              

25 100034155 野ばと村の長ぐつぼうや 　 　スピリドン　ワンゲリ∥作 　福音館書店      983     /ワ              

26 300109770 ブレーメンの楽隊 　 　グリム∥[原作] 　評論社      E       /オ             

27 100221229 かもとりごんべえ 　 　さいごう たけひこ∥ぶん 　ポプラ社      E       /セ              

28 400013135 月夜のでんしんばしら 　 　宮沢 賢治∥作 　偕成社      E       /ト              

29 200214737 サリーのこけももつみ 　 　ロバート　マックロスキー∥文 絵 　岩波書店      E       /マ             

30 000136018 マーリャンとまほうのふで 　 　ホン シュンタオ∥ぶん 　偕成社      E       /ワ              

中学年 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 100111423 少年少女全集 伝記と美しいお話 　9 　 　講談社      280     /シ         

2 001138447 理科がよくわかるクイズの本 　6 　 　ポプラ社      400             

3 100605998 食虫植物のひみつ 　 　清水 清∥著 　あかね書房      471             

4 200093220 あの日の空は青かった 　 　野長瀬 正夫∥著 　金の星社      911     /ノ              

5 000128366 おかあさんの目 　 　あまん きみこ∥著 　あかね書房      913     /ア              

6 000202937 べんけいとおとみさん 　 　石井 桃子∥作 　福音館書店      913     /イ              

7 200093435 いたずらラッコのロッコ 　 　神沢 利子∥作 　あかね書房      913     /カ             

8 500287660 かくれ家は空の上 　 　柏葉 幸子∥作 　講談社      913     /カ              

9 001502240 魔女の宅急便 　 　角野 栄子∥作 　福音館書店      913     /カ              

10 200070646 ぼくがサムライになった日 　 　北村 けんじ∥作 　金の星社      913     /キ              

11 300163980 子ヤギの木 　 　北村 けんじ∥作 　新日本出版社      913     /キ              

12 100156944 テーオバルトの騎士道入門 　 　斉藤 洋∥作 　理論社      913     /サ             

13 000536673 あべこべ物語 　 　サトウ ハチロー∥著 　講談社      913     /サ             

14 100551716 かぎばあさんへのひみつの手紙 　 　手島 悠介∥作 　岩崎書店      913     /テ              

15 300088044 かぎばあさんアメリカへいく 　 　手島 悠介∥作 　岩崎書店      913     /テ              

16 400309246 ムジナ探偵局 　 　富安 陽子∥作 　童心社      913     /ト             

17 000928931 子犬のロクがやってきた 　 　中川 李枝子∥作 　岩波書店      913     /ナ              

18 400086220 ふしぎな花ばたけ 　 　那須 正幹∥著 　小峰書店      913     /ナ              

19 000845472 ぼくのつくった魔法のくすり 　 　ロアルド　ダール∥作 　評論社      933     /ダ              

20 000165682 おしゃべりりすのチャタラー 　 　ソーントン　バージェス∥作 　金の星社      933     /バ              

21 000174780 ナマズ入江のうらぎりもの 　 　B　L　バーマン∥作 　評論社      933     /バ              

22 500056618 トラーのあさごはん 　 　A.A.ミルン∥さく 　岩波書店      933     /ミ             

23 300115400 大どろぼうホッツェンプロッツ 　 　オトフリート=プロイスラー∥著 　偕成社      943     /プ              

24 002885379 大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる 　 　プロイスラー∥作 　偕成社      943     /プ              

25 001062044 北風と太陽 　 　イソップ∥作 　講談社      991     /イ              

26 500268039 注文の多い料理店 　 　宮沢 賢治∥作 　偕成社      E       /シ              

27 100221158 かちかちやま 　 　まつたに みよこ∥ぶん 　ポプラ社      E       /セ              

28 001092689 時間のない島 　 　長谷川 京平∥作　絵 　汐文社      E       /ハ              

29 001944386 おどる12人のおひめさま 　 　グリム∥[原作] 　ほるぷ出版      E       /ル              

30 100242087 ハーメルンの笛ふき 　 　サラ　コリン∥ぶん 　ほるぷ出版      E       /ル              

中学年 り


