
書名 著者名 出版社 請求記号

1 どこかいきのバス 井上 よう子∥作 文研出版 913-イ

2 なみだひっこんでろ 岩瀬 成子∥作 岩崎書店 913-イ

3 ヒツジくんのカレー 奥田 継夫∥作 岩崎書店 913-オ

4 バンザイ!なかやまくん 太田 京子∥作 草炎社 913-オ

5 うたのすきなかえるくん かこ さとし∥さく・え PHP研究所 913-カ

6 なにがあってもずっといっしょ くさの たき∥作 金の星社 913-ク

7 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

8 1ねん1くみ1ばんがんばる 後藤 竜二∥作 ポプラ社 913-ゴ

9 きつねのでんわボックス 戸田 和代∥作 金の星社 913-ト

10 ちきゅうのなかみ 長崎 夏海∥作 小峰書店 913-ナ

11 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

12 ツトムとでんしゃのカミサマ にしかわ おさむ∥ぶん・え 小峰書店 913-ニ

13 きみ、なにがすき? はせがわ さとみ∥作 あかね書房 913-ハ

14 せなかのともだち 萩原 弓佳∥作 PHP研究所 913-ハ

15 ひみつのきもちぎんこう ふじもと みさと∥作 金の星社 913-フ

16 もりのおいしゃさん 村山 桂子∥作 あかね書房 913-ム

17 あしたあさってしあさって もりやま みやこ∥作 小峰書店 913-モ

18 またおいで もりやま みやこ∥作 あかね書房 913-モ

19 がっこうかっぱのイケノオイ 山本 悦子∥作 童心社 913-ヤ

20 うさぎがいっぱい ペギー・パリシュ∥ぶん 大日本図書 933-パ

21 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

22 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

23 ぼく、ひとりでいけるよ リリアン・ムーア∥作 偕成社 933-ム

24 いるかのカーフ ロバート・モリス∥文 文化出版局 933-モ

25 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

26 きんいろのきつね おおかわ えっせい∥ぶん ポプラ社 E-ア

27 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

28 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

29 おおきなきがほしい 佐藤 さとる∥ぶん 偕成社 E-ム

30 てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ∥え 福音館書店 E-ラ
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸∥作 講談社 913-ア

2 なまえをみてちょうだい あまん きみこ∥作 フレーベル館 913-ア

3 ライバルは校長先生 伊藤 たまき∥作 岩崎書店 913-イ

4 キナコ いとう みく∥作 PHP研究所 913-イ

5 おさるのはまべ いとう ひろし∥作・絵 講談社 913-イ

6 ヒツジくんのカレー 奥田 継夫∥作 岩崎書店 913-オ

7 モンスター・ホテルでプレーボール 柏葉 幸子∥作 小峰書店 913-カ

8 ゴキブリききいっぱつ 貝賀 美智子∥作 岩崎書店 913-カ

9 ふくろうのあずけもの 川村 たかし∥作 文研出版 913-カ

10 ピエロのストンコロン 菊地 正∥作 教育画劇 913-キ

11 ジオジオのたんじょうび 岸田 衿子∥作 あかね書房 913-キ

12 100ばんめのぞうがくる さとう さとる∥さく 偕成社 913-サ

13 しのはきょろきょろ 谷川 俊太郎∥作 あかね書房 913-タ

14 おつかいたっちゃん 筒井 敬介∥作 あかね書房 913-ツ

15 らいおんのまくらくん 寺村 輝夫∥作 あかね書房 913-テ

16 そっくり王さま 大さわぎ 寺村 輝夫∥作 理論社 913-テ

17 ちきゅうのなかみ 長崎 夏海∥作 小峰書店 913-ナ

18 スカンクプイプイ 舟崎 克彦∥作 あかね書房 913-フ

19 ふしぎなゆきだるま 藤牧 久美子∥作 金の星社 913-フ

20 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

21 きいろいばけつ もりやま みやこ∥作 あかね書房 913-モ

22 “なんでもふたつ”さん M・S・クラッチ∥作 大日本図書 933-ク

23 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

24 ハリーとうたうおとなりさん ジーン・ジオン∥ぶん 大日本図書 933-ジ

25 ちびっこ大せんしゅ シド・ホフ∥ぶんとえ 大日本図書 933-ホ

26 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

27 ねこいるといいなあ さの ようこ∥さく　え 小峰書店 E-サ

28 ろばのナポレオン レギーネ・シントラー∥ぶん 福音館書店 E-シ

29 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

30 さるのひとりごと 松谷 みよ子∥文 童心社 E-ツ
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 えっちゃんの森 あまん きみこ∥作 フレーベル館 913-ア

2 なみだひっこんでろ 岩瀬 成子∥作 岩崎書店 913-イ

3 おそばのくきはなぜあかい 石井 桃子∥文 岩波書店 913-イ

4 えっちゃんとこねこムー 江崎 雪子∥さく ポプラ社 913-エ

5 さよなら、てんぐ先生 大石 真∥作 岩崎書店 913-オ

6 くまのおいしゃさん すてきなコンサート 金森 三千雄∥作 岩崎書店 913-カ

7 ぼくのおなかがしろいわけ 熊田 勇∥作　絵 講談社 913-ク

8 なみだがぽっとん こうざき みえこ∥文 旺文社 913-コ

9 むねとんとん さえぐさ ひろこ∥作 小峰書店 913-サ

10 なぞなぞライオン 佐々木 マキ∥作 理論社 913-サ

11 カラッポのはなし 佐藤 さとる∥作 あかね書房 913-サ

12 ぼくたちワンワン・レスキューたい 清水 友子∥作 金の星社 913-シ

13 どうぶつえんができた 寺村 輝夫∥作 あかね書房 913-テ

14 キツネのまいもん屋 富安 陽子∥さく 新日本出版社 913-ト

15 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

16 ねぼすけ一年生 長崎 源之助∥さく 新日本出版社 913-ナ

17 やまねこのおばけ大会 舟崎 克彦∥さく ポプラ社 913-フ

18 いたずらこやぎと春まつり 松居 スーザン∥作 佼成出版社 913-マ

19 つりばしゆらゆら もりやま みやこ∥作 あかね書房 913-モ

20 ねぼけてなんかいませんよ 森山 京∥作 フレーベル館 913-モ

21 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

22 へっちゃらトーマス パット・ハッチンス∥ぶん・え 大日本図書 933-ハ

23 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

24 こぐまのくまくん E.H.ミナリック∥ぶん 福音館書店 933-ミ

25 こうさぎの白いコート スクレビッキー∥作 金の星社 983-ス

26 そらいろのたね なかがわ りえこ∥文 福音館書店 E-オ

27 わたしのろばベンジャミン ハンス・リマー∥文 こぐま社 E-オ

28 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

29 かっぱどっくり 萩坂 昇∥文 童心社 E-ム

30 わたしの デイジーが あかちゃんを うんだの サンディニ・ラビノビッツ∥作　絵 偕成社 E-ラ

き-3                                              　　　　 　　鎌ケ谷市立図書館



書名 著者名 出版社 請求記号

1 教科書にでてくる詩のわかる本　１年生 畑島 喜久生∥編 国土社 911-キ

2 まよいご一年生 あまん きみこ∥作 講談社 913-ア

3 だんまりうさぎとおしゃべりうさぎ 安房 直子∥作 偕成社 913-ア

4 なきむしこぞう 今村 葦子∥さく 理論社 913-イ

5 みえなくなったくびかざり 大石 真∥作 あかね書房 913-オ

6 ゴキブリえんそうかい 貝賀 美智子∥作 岩崎書店 913-カ

7 バーバちゃんのおきゃくさま 神沢 利子∥さく 偕成社 913-カ

8 あかいはりのなぞ 北川 幸比古∥作 岩崎書店 913-キ

9 1ねん1くみ1ばんなかよし 後藤 竜二∥作 ポプラ社 913-ゴ

10 おばあさんのひこうき 佐藤 さとる∥作 小峰書店 913-サ

11 へんしんタヌキのふしぎなちから 佐和 夏子∥作 金の星社 913-サ

12 むねとんとん さえぐさ ひろこ∥作 小峰書店 913-サ

13 本をよんだいたずら子ネコ 清水 友子∥作 金の星社 913-シ

14 ママとふたり一ねんせい 辻 邦∥作 国土社 913-ツ

15 さいごのまほう 中島 和子∥作 金の星社 913-ナ

16 たんたのたんてい 中川 李枝子∥著 学研 913-ナ

17 もりのおいしゃさん 村山 桂子∥作 あかね書房 913-ム

18 なおとくんはるかちゃん もりやま みやこ∥作 あかね書房 913-モ

19 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

20 がっこうかっぱのイケノオイ 山本 悦子∥作 童心社 913-ヤ

21 こぶたくん ジーン・バン・ルーワン∥さく 童話館出版 933-ヴ

22 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

23 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

24 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

25 こうさぎの白いコート スクレビッキー∥作 金の星社 983-ス

26 もものき なしのき プラムのき ジャネット　アールバーグ∥さく 評論社 E-ア

27 ぞうのみずあそび いとう ひろし∥作 絵本館 E-イ

28 トムテ ヴィクトール=リードベリ∥さく 偕成社 E-ウ

29 ねずみのくれたふくべっこ 松谷 みよ子∥文 童心社 E-マ

30 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
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 きんのことり あまん きみこ∥さく PHP研究所 913-ア

2 ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸∥作 講談社 913-ア

3 ころがりおちた神さま 岡 信子∥作 旺文社 913-オ

4 バンザイ!なかやまくん 太田 京子∥作 草炎社 913-オ

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 あっちゃんのよんだ雨 さとう さとる∥さく 偕成社 913-サ

11 本をよんだいたずら子ネコ 清水 友子∥作 金の星社 913-シ

12 とらざえもんはまじょのねこ? 末吉 暁子∥作 小峰書店 913-ス

13 ノンビリすいぞくかん 長 新太∥作 理論社 913-チ

14 つなひきわっしょい 寺村 輝夫∥著 あかね書房 913-テ

15 きつねのでんわボックス 戸田 和代∥作 金の星社 913-ト

16 きみ、なにがすき? はせがわ さとみ∥作 あかね書房 913-ハ

17 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

18 おつきさまになりたい 三木 卓∥作 あかね書房 913-ミ

19 ゆめをにるなべ 茂市 久美子∥作 教育画劇 913-モ

20 なかよくなれたね 森山 京∥作 文溪堂 913-モ

21 “なんでもふたつ”さん M・S・クラッチ∥作 大日本図書 933-ク

22 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

23 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

24 だいじなとどけもの E・H・ミナリック∥ぶん 福音館書店 933-ミ

25 りすのスージー ミリアム・ヤング∥ぶん 大日本図書 933-ヤ

26 てんにんにょうぼう 渡辺 節子∥文 童心社 E-ウ

27 からすのパンやさん 加古 里子∥絵と文 偕成社 E-カ

28 あひるのさんぽ ロン・ロイ∥さく 童話館出版 E-ガ

29 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

30 ライオンとネズミ ラ・フォンテーヌ∥ぶん らくだ出版 E-ワ
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 ゆきひらのはなし 安房 直子∥さく PHP研究所 913-ア

2 みちくさ一年生 あまん きみこ∥作 講談社 913-ア

3 ライギョのきゅうしょく 阿部 夏丸∥作 講談社 913-ア

4 おしっこおばけのもっさり うの かつひこ∥さく 偕成社 913-ウ

5 なにがあってもずっといっしょ くさの たき∥作 金の星社 913-ク

6 1ねん1くみ1ばんがんばる 後藤 竜二∥作 ポプラ社 913-ゴ

7 へんしんタヌキのふしぎなちから 佐和 夏子∥作 金の星社 913-サ

8 はじめてのおこづかい 生源寺 美子∥作 金の星社 913-シ

9 ポケットのはらで かくれんぼ 竹下 文子∥作 文研出版 913-タ

10 アリクイにおまかせ 竹下 文子∥作 小峰書店 913-タ

11 三つ子のこぶた 中川 李枝子∥さく のら書店 913-ナ

12 ひみつのきもちぎんこう ふじもと みさと∥作 金の星社 913-フ

13 おとうさんの手 まはら 三桃∥作 講談社 913-マ

14 はりがねネコ 三木 卓∥さく ポプラ社 913-ミ

15 ○を□に! 宮下 すずか∥作 くもん出版 913-ミ

16 ビーズのてんとうむし 最上 一平∥作 童心社 913-モ

17 あしたあさってしあさって もりやま みやこ∥作 小峰書店 913-モ

18 ふとんかいすいよく 山下 明生∥作 あかね書房 913-ヤ

19 おいしゃさんなんかこわくない 渡辺 茂男∥作 あかね書房 913-ワ

20 ふたごのでんしゃ 渡辺 茂男∥作 あかね書房 913-ワ

21 こぶたくん ジーン・バン・ルーワン∥さく 童話館出版 933-ヴ

22 トミーは大いそぎ ヘレン・パーマー∥さく 大日本図書 933-パ

23 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

24 もりのむこうになにがあるの? リリアン=ムーア∥さく 偕成社 933-ム

25 いるかのカーフ ロバート・A・モリス∥文 文化出版局 933-モ

26 すからおちたこすずめ ロバート・フィスカー∥さく 評論社 E-オ

27 さんまいのおふだ 水沢 謙一∥再話 福音館書店 E-カ

28 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

29 11ぴきのねこ ふくろのなか 馬場 のぼる∥著 こぐま社 E-バ

30 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
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