
書名 著者名 出版社 請求記号

1 ハンナのかばん カレン・レビン∥著 ポプラ社 316

2 ゆりかご通信 今村 葦子∥作 偕成社 913-イ

3 あんちゃんが行く 丘 修三∥作 岩崎書店 913-オ

4 ともだちは、サティー! 大塚 篤子∥作 小峰書店 913-オ

5 少年の日々 丘 修三∥著 偕成社 913-オ

6 こども電車 岡田 潤∥作・挿画 金の星社 913-オ

7 ぼくらの、いきなり漂流記 菊池 俊∥作 講談社 913-キ

8 風と夏と11歳 薫 くみこ∥作 ポプラ社 913-ク

9 風のラヴソング 越水 利江子∥作 岩崎書店 913-コ

10 ナナエ 佐野 久子∥作 新日本出版社 913-サ

11 ぼくのおじさん 斉藤 洋∥作 偕成社 913-サ

12 わたしたちの帽子 高楼 方子∥作 フレーベル館 913-タ

13 クヌギ林のザワザワ荘 富安 陽子∥作 あかね書房 913-ト

14 ムジナ探偵局 富安 陽子∥作 童心社 913-ト

15 ぼっこ 富安 陽子∥作 偕成社 913-ト

16 ぼくたちのリアル 戸森 しるこ∥著 講談社 913-ト

17 ヨースケくん 那須 正幹∥作 ポプラ社 913-ナ

18 光年のかなたデヴォ 長谷川 集平∥作 理論社 913-ハ

19 だって女の子やるじゃん白書 弥生 まゆ∥作 岩崎書店 913-ヤ

20 八月の金貨 山中 恒∥作 あかね書房 913-ヤ

21 トンボの国をまもる 望月 正子∥作 小峰書店 916-モ

22 カナリーズ・ソング ジェニファー・アームストロング∥作 金の星社 933-ア

23 ドミニック ウィリアム・スタイグ∥作・絵 評論社 933-ス

24 空をとんだおんぼろ校舎 ルイス=ソーヤー∥著 学研 933-ソ

25 名探偵しまうまゲピー ウイリアム・デュボア∥著 学研 933-デ

26 18番目の大ピンチ B.バイアーズ∥作 あかね書房 933-バ

27 ジャクソンねこのほんとうの家 ブライアン・ボール∥作 童話館出版 933-ボ

28 パウレの夏がはじまる モニカ=ハルティッヒ∥作 佑学社 943-ハ

29 ひいおばあちゃん モニカ=ハルティヒ∥作 講談社 943-ハ

30 カモメがおそう島 ロベルト・ピウミーニ∥作 文研出版 973-ピ
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1 アライグマのコンチェルト あかね・るつ∥作 新日本出版社 913-ア

2 発掘屋おフミさん あかね・るつ∥作 新日本出版社 913-ア

3 ラブ・レター あさの あつこ∥作 新日本出版社 913-ア

4 じゃんけんポンじゃきめられない 伊東 信∥作 ポプラ社 913-イ

5 空とぶ木のひみつ いいだ よしこ∥作 新日本出版社 913-イ

6 ザリガニ同盟 今村 葦子∥作 学習研究社 913-イ

7 月曜日のかくれんぼ 泉 啓子∥作 草土文化 913-イ

8 かあさんは看護婦さん 及川 和男∥作 岩崎書店 913-オ

9 かくれ家は空の上 柏葉 幸子∥作 講談社 913-カ

10 しあわせのゆでたまご 上条 さなえ∥作 ポプラ社 913-カ

11 昆虫パトロール隊ゆうかい事件 木暮 正夫∥作 小峰書店 913-コ

12 はみだし軍団大作戦 小林 しげる∥作 岩崎書店 913-コ

13 野菊 ― 川原で会った少年のなぞ 佐藤 州男∥作 文研出版 913-サ

14 ゆうれい城にごしょうたい! 杉山 径一∥作 PHP研究所 913-ス

15 とびだせ!とうがらし探偵団 那須 正幹∥作 小学館 913-ナ

16 ヨースケくん 那須 正幹∥作 ポプラ社 913-ナ

17 スペースマイマイあらわる! ますだ あきこ∥作 講談社 913-マ

18 ニコラのすてきな夏休み 山口 智子∥作 福音館書店 913-ヤ

19 霧に消えた海峡 山口 裕一∥作 筑摩書房 913-ヤ

20 さくらがさいた! 木暮 正夫∥著 ポプラ社 916-コ

21 スクーターでジャンプ! ベラ・B・ウィリアムズ∥作・絵 あかね書房 933-ウ

22 アバラーのぼうけん ベバリイ・クリアリー∥作 学習研究社 933-ク

23 荒野をかける銀色のたてがみ G.D.グリフィス∥作 文研出版 933-グ

24 動物お断り、こどもお断り ベバリー・ケラー∥作 評論社 933-ケ

25 ドミニック ウィリアム・スタイグ∥作・絵 評論社 933-ス

26 都会にきた天才コオロギ ジョージ=セルデン∥著 学習研究社 933-セ

27 さびしい犬 フィリス=レノルズ=ネイラー∥作 講談社 933-ネ

28 時をさまようタック ナタリー・バビット∥作 評論社 933-バ

29 すえっ子O(オー)ちゃん エディト・ウンネルスタード∥著 学習研究社 949-ウ

30 おじいちゃんの休暇 イヴォン・モーフレ∥作 偕成社 953-モ
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1 よかたい先生 三枝 三七子∥文・絵 学研教育出版 289-ハ

2 ほたる館物語 あさの あつこ∥作 新日本出版社 913-ア

3 オーガイおじさんの馬がいく 新 冬二∥作 PHP研究所 913-ア

4 なつかげの丘 今村 葦子∥作 あかね書房 913-イ

5 反則先生 宇田川 優子∥作 ポプラ社 913-ウ

6 そいつの名前はエイリアン 上野 瞭∥著 あかね書房 913-ウ

7 0マン熱帯雨林へいく 大原 興三郎∥作 国土社 913-オ

8 天井うらのふしぎな友だち 柏葉 幸子∥作 講談社 913-カ

9 おれたちの村 小林 しげる∥作 文渓堂 913-コ

10 野菊 佐藤 州男∥作 文研出版 913-サ

11 ケベランとぎんなん 下村 昇∥作 岩崎書店 913-シ

12 ゆうれいワープロるすばん中 杉山 径一∥作 PHP研究所 913-ス

13 かおるが見つけた小さな家 征矢 清∥著 あかね書房 913-ソ

14 ゴールゴールレッズGO 田中舘 哲彦∥作 汐文社 913-タ

15 アチュベちゃんちはオレの家 東條 泰子∥作 PHP研究所 913-ト

16 そよかぜ野菜村 とき ありえ∥作 偕成社 913-ト

17 たったいちどの夕やけ 浜 たかや∥作 小峰書店 913-ハ

18 ジグザグトラック家族 ひろた みを∥作 講談社 913-ヒ

19 奮闘するたすく まはら 三桃∥著 講談社 913-マ

20 海で見つけたこと 八束 澄子∥作 講談社 913-ヤ

21 消えた道標のなぞ 山口 裕一∥作 筑摩書房 913-ヤ

22 先生のわすれられないピアノ 矢崎 節夫∥著 ポプラ社 916-ヤ

23 ラモーナは豆台風 ベバリイ・クリアリー∥作 学研 933-ク

24 密猟者を追え アルプ・クマル・ダッタ∥作 佑学社 933-ダ

25 魔女がいっぱい ロアルド・ダール∥作 評論社 933-ダ

26 ジャクソンねこのほんとうの家 ブライアン・ボール∥作 童話館出版 933-ボ

27 大力のワーニャ オトフリート＝プロイスラー∥著 学研 943-プ

28 ボビのふしぎな発明 レオニ＝コーイケル∥著 学研 949-コ

29 にじ色のガラスびん M・ピクマル∥作 あかね書房 953-ピ

30 ジャングルの少年 チボール・セケリ∥作 福音館書店 999-セ
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