
書名 著者名 出版社 請求記号

1 天馬のように走れ 那須田 稔∥著 ひくまの出版 728

2 ソレマンの空間艇 石川 英輔∥著 評論社 913-イ

3 あの戦争のなかにぼくもいた 石浜 みかる∥著 国土社 913-イ

4 羊の告解 いとう みく∥著 静山社 913-イ

5 医学のたまご 海堂 尊∥作 理論社 913-カ

6 龍にたずねよ みなと 菫∥著 講談社 913-ミ

7 いつか、きっと! 横沢 彰∥作 新日本出版社 913-ヨ

8 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

9 心は高原に ウィリアム・サローヤン∥著 小峰書店 933-サ

10 ピーター・パンとウェンディ J・M・バリー∥作 福音館書店 933-バ

11 秘密の花園 フランシス・ホジソン・バーネット∥作 福音館書店 933-バ

12 モギ：ちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク∥著 あすなろ書房 933-パ

13 ぼくはスーパーマン新入生 ビル・ブリトゥン∥作 文研出版 933-ブ

14 ぼくがスカートをはく日 エイミ・ポロンスキー∥著 学研プラス 933-ポ

15 走れ!マスワラ グザヴィエ=ローラン・プティ∥作 PHP研究所 953-プ

YA-1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌ケ谷市立図書館



書名 著者名 出版社 請求記号

1 夕暮れのマグノリア 安東 みきえ∥作 講談社 913-ア

2 こんぴら狗 今井 恭子∥作 くもん出版 913-イ

3 ハッピーノート 草野 たき∥著 福音館書店 913-ク

4 ゆびぬき小路の秘密 小風 さち∥著 福音館書店 913-コ

5 ひびけ月光の曲 児玉 辰春∥著 岩崎書店 913-コ

6 空色の地図 梨屋 アリエ∥作 金の星社 913-ナ

7 メルヘン中学物語 武良 竜彦∥著 岩崎書店 913-ム

8 ダーウィンと出会った夏 ジャクリーン・ケリー∥著 ほるぷ出版 933-ケ

9 さらわれたデービッド R・L・スティーブンソン∥作 福音館書店 933-ス

10 オズの魔法使い ライマン・フランク・バウム∥作 福音館書店 933-バ

11 海は知っていた－ルイーズの青春 キャサリン=パターソン∥作 偕成社 933-パ

12 15ひきのウサギ物語 F・ザルテン∥作 金の星社 943-ザ

13 曲芸師ハリドン ヤコブ　ヴェゲリウス∥作 あすなろ書房 949-ヴ

14 わたしを置いていかないで インゲル・スコーテ∥作 金の星社 949-ス

15 アルケミスト－夢を旅した少年 パウロ・コエーリョ∥著 地湧社 969-コ
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 ひづめの音が聞こえる 宇佐見 興子∥著 国土社 913-ウ

2 魔の海に炎たつ 岡崎 ひでたか∥作 くもん出版 913-オ

3 野心あらためず 後藤 竜二∥著 講談社 913-ゴ

4 キズナキス 梨屋 アリエ∥著 静山社 913-ナ

5 ぼくたちのP にしがき ようこ∥作 小学館 913-ニ

6 あしながおじさん ジーン=ウェブスター∥[著] 講談社 933-ウ

7 見習い物語 レオン・ガーフィールド∥著 福武書店 933-ガ

8 トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン∥作 福音館書店 933-ト

9 トラベラー アン・ドルー∥作 金の星社 933-ド

10 砂の妖精 E・ネズビット∥作 福音館書店 933-ネ

11 ぼくの羊をさがして ヴァレリー・ハブズ∥著 あすなろ書房 933-ハ

12 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

13 少年は戦場へ旅立った ゲイリー・ポールセン∥著 あすなろ書房 933-ポ

14 小さな男の子の旅 エーリヒ・ケストナー∥著 小峰書店 943-ケ

15 ビターチョコレート ミリアム・プレスラー∥作 さ・え・ら書房 943-プ
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 ポンコツタイムマシン騒動記 石川 英輔∥著 評論社 913-イ

2 おじいちゃんのポッケ 月野 一匠∥著 日本図書刊行会 913-ツ

3 ソーリ! 濱野 京子∥作 くもん出版 913-ハ

4 となりのウチナーンチュ 早見 裕司∥著 理論社 913-ハ

5 リズム 森 絵都∥著 講談社 913-モ

6 ディア・ファーザー 八束 澄子∥著 PHP研究所 913-ヤ

7 空の絵本 あまん きみこ∥文 童心社 914-ア

8 犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー∥作 文溪堂 933-オ

9 若草物語 L・M・オールコット∥作 福音館書店 933-オ

10 青空のむこう アレックス・シアラー∥著 求龍堂 933-シ

11 砦 モリー・ ハンター∥作 評論社 933-ハ

12 海は知っていた－ルイーズの青春 キャサリン=パターソン∥作 偕成社 933-パ

13 タイムボックス アンドリ・S.マグナソン∥著 NHK出版 949-ア

14 うそつきの天才 ウルフ・スタルク∥著 小峰書店 949-ス

15 海底二万海里 ジュール・ベルヌ∥作 福音館書店 953-ヴ
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 ぼくらのセイキマツ 伊藤 たかみ∥著 理論社 913-イ

2 先生志願 奥田 継夫∥著 岩崎書店 913-オ

3 カミングアウト 島田 和子∥著 新日本出版社 913-シ

4 高志と孝一 篠田 勝夫∥作 ほるぷ出版 913-シ

5 となりのウチナーンチュ 早見 裕司∥著 理論社 913-ハ

6 緑色の休み時間 三輪 裕子∥著 講談社 913-ミ

7 むこう岸 安田 夏菜∥著 講談社 913-ヤ

8 スウィート・メモリーズ ナタリー・キンシー=ワーノック∥作 金の星社 933-キ

9 宝島 Ｒ・Ｌ・スティーブンソン∥作 福音館書店 933-ス

10 わたしの心のなか シャロン・M・ドレイパー∥作 鈴木出版 933-ド

11 ジュニア・ブラウンの惑星 ヴァジニア・ハミルトン∥作 岩波書店 933-ハ

12 テラビシアにかける橋 キャサリン=パターソン∥作 偕成社 933-パ

13 スピリットベアにふれた島 ベン・マイケルセン∥作 鈴木出版 933-マ

14 子リスのペリー物語 F・ザルテン∥作 金の星社 943-ザ

15 ハイジ J・シュピーリ∥作 福音館書店 943-ス
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 トリガー いとう みく∥[著] ポプラ社 913-イ

2 冬のイニシアル 竹田 まゆみ∥著 偕成社 913-タ

3 利根のみえる丘 高野 つる∥作 らくだ出版 913-タ

4 一億百万光年先に住むウサギ 那須田 淳∥作 理論社 913-ナ

5 おれたちの別れ 浜野 卓也∥著 岩崎書店 913-ハ

6 ヤマトタケル 浜田 けい子∥作 金の星社 913-ハ

7 ジャングル・ブック ラディヤード・キップリング∥作 福音館書店 933-キ

8 どこまでも亀 ジョン・グリーン∥作 岩波書店 933-グ

9 秘密の道をぬけて ロニー・ショッター∥著 あすなろ書房 933-シ

10 ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア∥著 あすなろ書房 933-ス

11 怪物はささやく シヴォーン・ダウド∥原案 あすなろ書房 933-ネ

12 もうひとつの家族 キャサリン=パターソン∥作 偕成社 933-パ

13 いにしえの少女バルイェット パトリシア・ライトソン∥作 岩波書店 933-ラ

14
ロアルド・ダールコレクション16

マチルダは小さな大天才
ロアルド・ダール∥著 評論社 938-ダ

15 狐物語 レオポルド・ショヴォー∥編・画 福音館書店 951-キ
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 奇跡のプレイボール 大社 充∥著 金の星社 319

2 おっと 部活はやめられない 赤木 由子∥作 新日本出版社 913-ア

3 スポットライトをぼくらに あさの あつこ∥作 国土社 913-ア

4 リョウ&ナオ 川端 裕人∥著 光村図書出版 913-カ

5 聖夜 佐藤 多佳子∥著 文藝春秋 913-サ

6 うたってよ、わたしのために 立原 えりか∥作 ポプラ社 913-タ

7 天使と戦争 土家 由岐雄∥著 文渓堂 913-ツ

8 時間をまきもどせ! ナンシー・エチメンディ∥作 徳間書店 933-エ

9 真夜中の森で R・カーヴェン∥作 金の星社 933-カ

10 アンネのばら咲くとき 和田 登∥作 岩崎書店 913-ワ

11 アラビアン・ナイト ケイト・D・ウィギン/ノラ・Ａ・スミス∥編 福音館書店 929-ア

12 宝さがしの子どもたち E・ネズビット∥作 福音館書店 933-ネ

13 リキシャ★ガール ミタリ・パーキンス∥作 鈴木出版 933-パ

14 ピーティ ベン・マイケルセン∥作 鈴木出版 933-マ

15 恋のダンスステップ ウルフ・スタルク∥著 小峰書店 949-ス
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 真夜中は猫のはじまり 飯野 真澄∥著 岩崎書店 913-イ

2 天使と戦争 土家 由岐雄∥著 文渓堂 913-ツ

3 この川のむこうに君がいる 濱野 京子∥作 理論社 913-ハ

4 そらから恐竜がおちてきた ひろた みを∥作 講談社 913-ヒ

5 夏の庭-The friends 湯本 香樹実∥作 福武書店 913-ユ

6 レネット 名木田 恵子∥作 金の星社 913-ナ

7 おれたちの別れ 浜野 卓也∥著 岩崎書店 913-ハ

8 ふしぎの国のアリス ルイス・キャロル∥作 福音館書店 933-キ

9 はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ∥著 講談社 933-ク

10 フェリックスとゼルダ モーリス・グライツマン∥著 あすなろ書房 933-グ

11 スマート キム・スレイター∥作 評論社 933-ス

12 ガリヴァー旅行記 J・スウィフト∥作 福音館書店 933-ス

13 とどろく雷よ、私の叫びをきけ ミルドレッド ・D ・テーラー∥[著] 評論社 933-テ

14 潮風のおくりもの パトリシア・マクラクラン∥作 偕成社 933-マ

15 ぼくたちは幽霊じゃない ファブリツィオ・ガッティ∥作 岩波書店 973-ガ
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 甦れ、ブッポウソウ 中村 浩志∥著 山と渓谷社 488

2 月のえくぼを見た男 鹿毛 敏夫∥著 くもん出版 289-ア

3 キッドナップ・ツアー 角田 光代∥作 理論社 913-カ

4 堤防のプラネタリウム 皿海 達哉∥作 あかね書房 913-サ

5 トライアングル しんどう ぎんこ∥作 講談社 913-シ

6 ぼくの・稲荷山戦記 たつみや 章∥著 講談社 913-タ

7 うたってよ、わたしのために 立原 えりか∥作 ポプラ社 913-タ

8 オルカの歌が聞こえる 高橋 健∥著 あすなろ書房 913-タ

9 地をはう風のように 高橋 秀雄∥作 福音館書店 913-タ

10 緑の指の見えた日 メイベル・アラン∥作
ぬぷん児童図書出
版

933-ア

11 あしながおじさん ウェブスター∥作 岩波書店 933-ウ

12 リバウンド E・ウォルターズ∥作 福音館書店 933-ウ

13 つっぱり魔物グロリカン モリー・ハンター∥作 評論社 933-ハ

14 おやすみなさいトムさん ミシェル・マゴリアン∥作 評論社 933-マ

15 ニワトリ号一番のり J・メイスフィールド∥作 福音館書店 933-メ
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 アーサー・ビナード詩集　ゴミの日 アーサー・ビナード∥作 理論社 911-ビ

2 千本松原 岸 武雄∥[著] あかね書房 913-キ

3 初恋まねき猫 小手鞠 るい∥著 講談社 913-コ

4 同級生たち ――　一九四八年 佐々木 赫子∥著 偕成社 913-サ

5 地をはう風のように 高橋 秀雄∥作 福音館書店 913-タ

6 夕暮れゾンビーズ 滝平 加根∥著 岩崎書店 913-タ

7 8分音符のプレリュード 松本 祐子∥作 小峰書店 913-マ

8 あしながおじさん J・ウェブスター∥作 福音館書店 933-ウ

9 ヒットラーのカナリヤ サンディー・トクスヴィグ∥作 小峰書店 933-ト

10 はしけのアナグマ ジャニ・ハウカー∥作 評論社 933-ハ

11 もうひとつの家族 キャサリン=パターソン∥作 偕成社 933-パ

12 ハティのはてしない空 カービー・ラーソン∥作 鈴木出版 933-ラ

13 メイおばちゃんの庭 C.ライラント∥著 あかね書房 933-ラ

14 少年トトイとアザラシ G・パドアン∥作 金の星社 973-パ

15 トルストイの民話 Л・トルストイ∥作 福音館書店 983-ト
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