
書名 著者名 出版社 請求記号

1 ちいさなあかちゃん、こんにちは!
リヒャルト・デ・レーウ∥作
マーイケ・シーガル∥作

講談社 493

2 エリちゃんでておいで あまん きみこ∥作 佼成出版社 913-ア

3 2年2くみのがんばりゆかちゃん 赤木 由子∥作 金の星社 913-ア

4 きえたとのさま 今江 祥智∥作 小峰書店 913-イ

5 モンスター・ホテルであいましょう 柏葉 幸子∥作 小峰書店 913-カ

6 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 りすのきょうだいとふしぎなたね 小手鞠 るい∥作 金の星社 913-コ

8 なぞなぞライオン 佐々木 マキ∥作 理論社 913-サ

9 まいごのアローおうちにかえる 竹下 文子∥作 佼成出版社 913-タ

10 はらぺこプンタ 武井 博∥作 講談社 913-タ

11 サラとピンキー ヒマラヤへ行く 富安 陽子∥作　絵 講談社 913-ト

12 こぎつねコンチ 中川 李枝子∥さく のら書店 913-ナ

13 かえるのエルタ 中川 李枝子∥さく 福音館書店 913-ナ

14 しゃくしゃくけむしくん ねじめ 正一∥作 福音館書店 913-ネ

15 マコチンとマコタン 灰谷 健次郎∥著 あかね書房 913-ハ

16 どらねこ そらきた 間所 ひさこ∥作 ひさかたチャイルド 913-マ

17 ミナクローと公平じいさん 最上 二郎∥作 草炎社 913-モ

18 雨のじょうろとあなぐまモンタン 茂市 久美子∥作 学習研究社 913-モ

19 このはのおかね、つかえます 茂市 久美子∥作 佼成出版社 913-モ

20 こひつじクロ エリザベス・ショー∥作・絵 岩崎書店 933-シ

21 トラー木にのぼる A.A.ミルン∥ぶん 岩波書店 933-ミ

22 トラーのあさごはん A.A.ミルン∥さく 岩波書店 933-ミ

23 ちびくまくんの森のぼうけん イングリート=ユーベ∥さく 偕成社 943-ユ

24 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

25 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

26 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 いばらひめ グリム∥[原作] 評論社 E-オ

28 バランティヌと小犬のツッキー ボリス・モアサール∥文 文化出版局 E-ゲ

29 さんぽがえる 高橋 宏一∥ぶん・え 新日本出版社 E-タ

30 茂吉のねこ 松谷 みよ子∥文 ポプラ社 E-ツ
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 ちいさなあかちゃん、こんにちは!
リヒャルト・デ・レーウ∥作
マーイケ・シーガル∥作

講談社 493

2 かぜでねてるの 今村 葦子∥作 教育画劇 913-イ

3 でんわにでたのはだれ 岡野 薫子∥作 あかね書房 913-オ

4 森のネズミとおばけたち 岡野 薫子∥作 ポプラ社 913-オ

5 夕やけ色のトンネルで 北原 宗積∥作 岩崎書店 913-キ

6 魔女ののろいアメ 草野 あきこ∥作 PHP研究所 913-ク

7 風の子たちのとりで 後藤 竜二∥作 童心社 913-ゴ

8 またたびねこまつり 白阪 実世子∥作 講談社 913-シ

9 はねのあるキリン 寺村 輝夫∥作 あかね書房 913-テ

10 王さまうらない大あたり 寺村 輝夫∥作 理論社 913-テ

11 てじなのかんげいかい 宮川 ひろ∥さく PHP研究所 913-ミ

12 とっておきの詩 村上 しいこ∥作 PHP研究所 913-ム

13 子だぬきタンタ化け話 森山　京∥作 教育画劇 913-モ

14 おはなしぽっちり もりやま みやこ∥さく 小峰書店 913-モ

15 くじらじゃくし 安田 夏菜∥作 講談社 913-ヤ

16 イワキチ目をさます 山口 勇子∥さく 新日本出版社 913-ヤ

17 クイールはもうどう犬になった こわせ・たまみ∥文 ひさかたチャイルド 916-コ

18 こひつじクロ エリザベス・ショー∥作：・絵 岩崎書店 933-シ

19 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

20 はんてんをなくしたヒョウ アニタ・ヒューエット∥さく 大日本図書 933-ヒ

21 カンガとルー 森にくる A.A.ミルン∥ぶん 岩波書店 933-ミ

22 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

23 ちびくまくんのたんじょう日 イングリート=ユーベ∥さく 偕成社 943-ユ

24 あおい目のこねこ エゴン・マチーセン∥さく・え 福音館書店 949-マ

25 こねずみとえんぴつ ステーエフ∥さく・え 福音館書店 983-ス

26 フェリックス・クルーソーのふしぎなえ ジョン・エイジー∥さく 福武書店 E-ア

27 きんつばじへい おおかわ えっせい∥ぶん ポプラ社 E-ア

28 小さな乗合い馬車 グレアム・グリーン∥文 文化出版局 E-ア

29 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

30 おおはくちょうのそら 手島 圭三郎∥絵と文 福武書店 E-テ
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 ちいさなあかちゃん、こんにちは!
リヒャルト・デ・レーウ∥作
マーイケ・シーガル∥作

講談社 493

2 エリちゃんでておいで あまん きみこ∥作 佼成出版社 913-ア

3 ももいろのひよこ 岡野 薫子∥著 大日本図書 913-オ

4 あいつなんかともだちじゃない 川北 亮司∥作 金の星社 913-カ

5 ふしぎなあの子 佐藤 さとる∥作 あかね書房 913-サ

6 えんぴつ太郎のぼうけん 佐藤 さとる∥作 鈴木出版 913-サ

7 王さまなぜなぜ戦争 寺村 輝夫∥作 理論社 913-テ

8 魔女のワナムケ 寺村 輝夫∥作 あかね書房 913-テ

9 やっぱりおとうさんがだいすき 西本 鶏介∥さく PHP研究所 913-ニ

10 なんでもはかせのなんでもパンツ 舟崎 克彦∥ぶん 瑞雲舎 913-フ

11 ももたろう ばけくらべほか 松谷 みよ子∥文 講談社 913-マ

12 アバね、ゲンさん!! 宮下 全司∥作 岩崎書店 913-ミ

13 子だぬきタンタ化け話 森山　京∥作 教育画劇 913-モ

14 おはなしぽっちり もりやま みやこ∥さく 小峰書店 913-モ

15 ビーズのてんとうむし 最上 一平∥作 童心社 913-モ

16 ママはおしゃべり 山中 恒∥作 小峰書店 913-ヤ

17 夕やけケーキをやく三人のまじょ 渡 洋子∥作 大日本図書 913-ワ

18 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

19 みつばちじいさんのたび フランク=ストックトン∥さく 学研 933-ス

20 三つの小さなクリスマス パール・バック∥さく 旺文社 933-バ

21 きょうはかぜでおやすみ パトリシア・マクラクラン∥ぶん 大日本図書 933-マ

22 コブタと大こうずい A.A.ミルン∥ぶん 岩波書店 933-ミ

23 トラーのあさごはん A.A.ミルン∥ぶん 岩波書店 933-ミ

24 マクシィぼうやのいえで イリーナ・コルシュノウ∥作 金の星社 943-コ

25 ワーシャとまほうのもくば Ｃ・プロコフィエバ∥作 金の星社 983-プ

26 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

27 もしも… 神沢 利子∥文 童心社 E-オ

28 ブレーメンの楽隊 グリム∥[原作] 評論社 E-オ

29 わらしべちょうじゃ さいごう たけひこ∥ぶん ポプラ社 E-サ

30 うさぎのギイ 神沢 利子∥作 ポプラ社 E-ワ
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 あめんぼがとんだ 高家 博成∥ぶん 新日本出版社 486

2 なきむしつよがりきつねのズズト 金森 三千雄∥作 大日本図書 913-カ

3 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

4 いぬうえくんのおきゃくさま きたやま ようこ∥作 あかね書房 913-キ

5 まいこはまいごじゃありません 菊地 ただし∥作 草炎社 913-キ

6 さよならキタキツネ 高橋 健∥さく 小峰書店 913-タ

7 シュワッチ!!のキリンさん 高井 節子∥作 草炎社 913-タ

8 わたしのこねこ 田中 澄江∥作 小学館 913-タ

9 ポンポンすいえいきょうしつ 長 新太∥さく 文研出版 913-チ

10 妖怪いじわるシャンプー 土屋 富士夫∥作・絵 PHP研究所 913-ツ

11 あやうしポケット 寺村 輝夫∥作 あかね書房 913-テ

12 マコチン 灰谷 健次郎∥著 あかね書房 913-ハ

13 にわとり城 松野 正子∥作 こぐま社 913-マ

14 セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治∥作 福音館書店 913-ミ

15 天使のいる教室 宮川 ひろ∥作 童心社 913-ミ

16 走れ!ブルートレインアパート号 宮川 ひろ∥作 ポプラ社 913-ミ

17 すっとびこぞうとふしぎなくに 椋 鳩十∥作 金の星社 913-ム

18 ヤギになっちゃうぞ 最上 一平∥さく 新日本出版社 913-モ

19 大きなリュックのサンタクロース 山口 節子∥作 文渓堂 913-ヤ

20 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

21 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

22 カンガとルー 森にくる A.A.ミルン∥ぶん 岩波書店 933-ミ

23 海賊ブルモドキ ジョン・ライアン∥さく 国土社 933-ラ

24 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

25 こねずみとえんぴつ ステーエフ∥さく・え 福音館書店 983-ス

26 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 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

28 ふしぎなともだち サイモン・ジェームズ∥さく 評論社 E-ジ

29 五助じいさんのキツネ 馬場 のぼる∥著 こぐま社 E-バ

30 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
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 オコジョのすむ谷 増田 戻樹∥写真・文 あかね書房 489

2 おばあちゃんの犬ジョータン 安藤 美紀夫∥作 岩崎書店 913-ア

3 ちょっとおんぶ 岩瀬 成子∥作 講談社 913-イ

4 おじいちゃんとあくしゅ 奥田 継夫∥作 あかね書房 913-オ

5 モンスター・ホテルでパーティーだ 柏葉 幸子∥作 小峰書店 913-カ

6 日がさ雨がさくもりがさ 佐藤 まどか∥作 フレーベル館 913-サ

7 しろいセーターのおとこの子 杉 みき子∥作 金の星社 913-ス

8 きょうはとくべつ 武井 直紀∥作 あかね書房 913-タ

9 だれもしらない大ニュース 長 新太∥作・絵 ほるぷ出版 913-チ

10 王さまスパイじけん 寺村 輝夫∥作 理論社 913-テ

11 クロベのトロッコ電車 浜口 駿介・節子∥著 けやき書房 913-ハ

12 かあさんのしっぽっぽ 村中 李衣∥作 BL出版 913-ム

13 ヤギになっちゃうぞ 最上 一平∥さく 新日本出版社 913-モ

14 かみなり雲がでたぞ 最上 一平∥さく 新日本出版社 913-モ

15 このはのおかね、つかえます 茂市 久美子∥作 佼成出版社 913-モ

16 ひだまり村のあなぐまモンタン 茂市 久美子∥作 学研 913-モ

17 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

18 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

19 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

20 フランチェスコとフランチェスカ ベッティーナ∥さく・え 福音館書店 933-ベ

21 コブタのおてがら A.A.ミルン∥ぶん 岩波書店 933-ミ

22 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

23 ぐるぐるっと町 ミラ＝ローベ∥さく 学研 943-ロ

24 木いちごの王さま サカリアス・トペリウス∥原作 集英社 949-ト

25 はんぶんのおんどり ジャンヌ・ロッシュ=マゾン∥さく 瑞雲舎 953-ロ

26 バイバイベイビー ジャネット＆アラン・アルバーグ∥作 文化出版局 E-ア

27 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

28 おおかみと七ひきの子やぎ グリム∥[原作] 評論社 E-オ

29 ソメコとオニ 斎藤 隆介∥作 岩崎書店 E-タ

30 子うさぎましろのお話 佐々木 たづ∥文 ポプラ社 E-ミ
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 オコジョのすむ谷 増田 戻樹∥写真・文 あかね書房 489

2 ともだちのときちゃん 岩瀬 成子∥作 フレーベル館 913-イ

3 トラベッド 角野 栄子∥さく 福音館書店 913-カ

4 なきむしつよがりきつねのズズト 金森 三千雄∥作 大日本図書 913-カ

5 きつね三吉 佐藤 さとる∥著 大日本図書 913-サ

6 ちゃっかりぎつねとお地蔵さん 清水 達也∥作 ひさかたチャイルド 913-シ

7 プレゼントはごしごしザブン 鈴木 清子∥作 文研出版 913-ス

8 へんてこもりのなまえもん たかどの ほうこ∥作・絵 偕成社 913-タ

9 王さまゆめのひまわり 寺村 輝夫∥作 理論社 913-テ

10 きらわれもののこがらしぼうや 仁科 幸子∥作・絵 PHP研究所 913-ニ

11 鳥怪人たんていになった日 前川 康男∥さく PHP研究所 913-マ

12 かちかち山 とうふのびょうき ほか 松谷 みよ子∥文 講談社 913-マ

13 走れ!ブルートレインおばけ号 宮川 ひろ∥作 ポプラ社 913-ミ

14 かあさんのしっぽっぽ 村中 李衣∥作 BL出版 913-ム

15 ミナクローと公平じいさん 最上 二郎∥作 草炎社 913-モ

16 しんぞうぴっかぴか 山末 やすえ∥作 大日本図書 913-ヤ

17 くじゃくのはなび チョン ズマン∥作 偕成社 923-チ

18 きをつけて、チャーリー アリキ∥作・絵 岩崎書店 933-ブ

19 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 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

21 フランチェスコとフランチェスカ ベッティーナ∥さく・え 福音館書店 933-ベ

22 イーヨーのあたらしいうち A.A.ミルン∥ぶん 岩波書店 933-ミ

23 なんでもただ会社 ニコラ=ド=イルシング∥作 講談社 953-イ

24 のうさぎのフルー リダ∥ぶん 福音館書店 953-フ

25 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

26 とうげでであったおとこのこ 梅田 俊作・佳子∥さく・え PHP研究所 E-ウ

27 花さき山 斎藤 隆介∥作 岩崎書店 E-タ

28 うさぎのマシュマロ クレア・ターレー・ニューベリー∥作 講談社 E-ニ

29 おじいちゃんだいすき ロブ・ルイス∥さく ほるぷ出版 E-ル

30 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
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