
書名 著者名 出版社 請求記号

1 エープリルフールは雨のちくもり 安藤 美紀夫・山脇 あさ子∥作 国土社 913-ア

2 グラタンおばあさんとまほうのアヒル 安房 直子∥作 小峰書店 913-ア

3 虹の谷のスーパーマーケット 池川 恵子∥作 ひくまの出版 913-イ

4 ともだちばんざい 江崎 雪子∥作 ポプラ社 913-エ

5 モモタとおとぼけゴンベエ 川越 文子∥作 国土社 913-カ

6 ふしぎなごきげん草 木暮 正夫∥作 岩崎書店 913-コ

7 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

8 人魚となぞの木 寺村 輝夫∥作 あかね書房 913-テ

9 ガブリちゃん なかがわ りえこ∥さく 福音館書店 913-ナ

10 らいおんみどりの日ようび 中川 李枝子∥作 福音館書店 913-ナ

11 まきちゃん、おはよう! ばん ひろこ∥さく 新日本出版社 913-バ

12 ライオンの考えごと 増本 勲∥作 ブックローン出版 913-マ

13 天使のいる教室 宮川 ひろ∥作 童心社 913-ミ

14 オオカミ少年の夜 三田村 信行∥文 国土社 913-ミ

15 屋根うらべやにきた魚 山下 明生∥作 岩波書店 913-ヤ

16 きいろいタクシーそらをとぶ わたなべ しげお∥さく 福音館書店 913-ワ

17 百まいのきもの エリノア・エスティーズ∥文 岩波書店 933-エ

18 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

19 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

20 かしこいポリーとまぬけなおおかみ キャサリン・ストー∥作 金の星社 933-ス

21 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 あとでまた ものがたり ドナルド・ビセット∥作 岩波書店 933-ビ

23 ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン∥文 あすなろ書房 933-ブ

24 サンタ・クルスへの長い旅 ミヒャエル・エンデ∥文 岩波書店 943-エ

25 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

26 ぬまばばさまのさけづくり イブ・スパング・オルセン∥さく　え 福音館書店 E-オ

27 ばんどりだいこ みやした かずお∥ぶん ポプラ社 E-キ

28 山ねこおことわり あまん きみこ∥文 ポプラ社 E-キ

29 グースにあった日 キャリ・ベスト∥ぶん 福音館書店 E-ミ

30 いばらひめ グリム∥[原作] ほるぷ出版 E-ル
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書名 著者名 出版社 請求記号

1 世界の伝記　モーツァルト 立原 えりか∥著 小学館 280

2 おかしな魔女っこ1年生 浅川 じゅん∥作 ポプラ社 913-ア

3 三月ひなのつき 石井 桃子∥さく 福音館書店 913-イ

4 のこのこ村の車たち 大海 赫∥さく・え 偕成社 913-オ

5 かっぱうたろう おの りえん∥さく 福音館書店 913-オ

6 あなじゃくしのおたまちゃん 神沢 利子∥作 サンリード 913-カ

7 いたずらラッコのロッコ 神沢 利子∥作 あかね書房 913-カ

8 とけいのはりのハ 香山 美子∥著 大日本図書 913-コ

9 かんぱい!おとうさん 古世古 和子∥作 金の星社 913-コ

10 うめき島の奇怪な事件 杉山 径一∥文 国土社 913-ス

11 赤いカブトムシ 那須 正幹∥さく 偕成社 913-ナ

12 50年まえのプレゼント 浜 たかや∥作 PHP研究所 913-ハ

13 日曜日の朝はジケンです 原 のぶ子∥作 偕成社 913-ハ

14 チョコレートと青い空 堀米 薫∥作 そうえん社 913-ホ

15 しっぱいにかんぱい! 宮川 ひろ∥作 童心社 913-ミ

16 ぼくの犬キング サンドール・ウォーバーグ∥[作] 偕成社 933-ウ

17 百まいのきもの エリノア・エスティーズ∥文 岩波書店 933-エ

18 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

19 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

20 はじめてのおてつだい ジャネット・マクネイル∥作 岩波書店 933-マ

21 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

22 ただいま!マラング村 ハンナ・ショット∥作 徳間書店 943-シ

23 おねえちゃんはドキドキ1年生 シャスティン=スンド∥作 講談社 949-ス

24 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

25 空にうかんだお城 山口 智子∥訳 岩波書店 953-ソ

26 おおきなもののすきなおうさま 安野 光雅∥作・絵 講談社 E-ア

27 やまんばの木 木暮 正夫∥作 佼成出版社 E-イ

28 むぎばたけ アリスン・アトリー∥作 福音館書店 E-カ

29 バランティヌの夏休み ボリス・モアサール∥文 文化出版局 E-ゲ

30 バランティヌとあかちゃん ボリス・モアサール∥文 文化出版局 E-ゲ
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1 さくら子とおじいさん 今西 祐行∥作 あかね書房 913-イ

2 虹の谷のスーパーマーケット 池川 恵子∥作 ひくまの出版 913-イ

3 ともだちばんざい 江崎 雪子∥作 ポプラ社 913-エ

4 虫は小さな天使たち 岡野 薫子∥著 あかね書房 913-オ

5 3年2組は牛を飼います 木村 セツ子∥作 文研出版 913-キ

6 とびうおルルンのぼうけん 久保 喬∥作 岩崎書店 913-ク

7 よっちゃんのビー玉 児玉 辰春∥作 新日本出版社 913-コ

8 どうぶつえんのいっしゅうかん 斉藤 洋∥さく 講談社 913-サ

9 学校で泣いたことある? 末吉 暁子∥作 岩崎書店 913-ス

10 わかったさんのクッキー 寺村 輝夫∥作 あかね書房 913-テ

11 人魚となぞの木 寺村 輝夫∥作 あかね書房 913-テ

12 ねこなき山小学校 富安 陽子∥作 教育画劇 913-ト

13 ガブリちゃん なかがわ りえこ∥さく 福音館書店 913-ナ

14 めいたんていワープくん 武馬 美恵子∥作 岩崎書店 913-ブ

15 ほんとにほんとのくまたろうくん 森山 京∥作 偕成社 913-モ

16 ぼくのキング・エメット M.ストールズ∥作 あかね書房 933-シ

17 愛犬ボタンはぼくの耳 リンダ=イェトマン∥作 偕成社 933-イ

18 骨をかぎだせ! メアリ・B・クリスチャン∥作 大日本図書 933-ク

19 みつばちじいさんの旅 フランク・ストックトン∥作 童話館出版 933-ス

20 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

21 あとでまた ものがたり ドナルド・ビセット∥作 岩波書店 933-ビ

22 町にきたドラゴンたち ジャネット・マクネイル∥作 岩波書店 933-マ

23 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

24 森からのプレゼント ヨー=テンフィヨール∥さく 偕成社 949-テ

25 くまのローラ トルード・デ・ヨング∥さく 福音館書店 949-ヨ

26 アーブージラーのオニたいじ 笠原 梢∥作 草炎社 E-イ

27 えすがた あねさま 大川 悦生∥文 ポプラ社 E-ウ

28 ピーターの自転車 ヴァージニア・アレン・イェンセン∥文 文化出版局 E-オ

29 パパの大飛行
アリスとマーティン・プロヴェンセン∥
作

福音館書店 E-プ

30 水の旅人 末谷 真澄∥文 フジテレビ出版 E-ワ
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1 ゆめみるトランク 安房 直子∥作 講談社 913-ア

2 べんけいとおとみさん 石井 桃子∥作 福音館書店 913-イ

3 虫は小さな天使たち 岡野 薫子∥著 あかね書房 913-オ

4 六ちょうめのまひるのゆうれい 木暮 正夫∥作 岩崎書店 913-コ

5 コカリナの海 鈴木 ゆき江∥作 ひくまの出版 913-ス

6 でこぼこラッパの鳴る牧場 鈴木 喜代春∥作 PHP研究所 913-ス

7 ものしりプクイチ たかどの ほうこ∥作 教育画劇 913-タ

8 かぎばあさんアメリカへいく 手島 悠介∥作 岩崎書店 913-テ

9 とざんでんしゃとモンシロチョウ 長崎 源之助∥作 あかね書房 913-ナ

10 山本先生新聞です 藤田 のぼる∥作 岩崎書店 913-フ

11 白い犬の大きなおくりもの 堀内 純子∥作 小峰書店 913-ホ

12 しっぱいにかんぱい! 宮川 ひろ∥作 童心社 913-ミ

13 ヤマトシジミの食卓 吉田 道子∥作 くもん出版 913-ヨ

14 すっとび三太とさびぃんぼ 吉橋 通夫∥作 岩崎書店 913-ヨ

15 ねこたち町 わしお としこ∥文 アリス館 913-ワ

16 アルフはひとりぼっち コーラ・アネット∥作 童話館出版 933-ア

17 帰ってきたむく犬 ウィーダ∥さく 旺文社 933-ウ

18 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

19 しあわせなモミの木 シャーロット・ゾロトウ∥文 童話屋 933-ゾ

20 魔法のゆび ロアルド・ダール∥作 評論社 933-ダ

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 しっぽをかえたうさぎ ロバート=ローソン∥さく・え 学研 933-ロ

23 まほうのスープ ミヒャエル・エンデ∥文 岩波書店 943-エ

24 ただいま!マラング村 ハンナ・ショット∥作 徳間書店 943-シ

25 北風と太陽 イソップ∥作 講談社 991-イ

26 あやの ねがい 黒河 松代∥作 金の星社 E-ア

27 ロッタのひみつのおくりもの アストリッド・リンドグレーン∥文 岩波書店 E-ヴ

28 ぶな森のキッキ 今村 葦子∥作 童心社 E-エ

29 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川 義史∥作・絵 教育画劇 E-ハ

30 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

みかん-4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌ケ谷市立図書館



書名 著者名 出版社 請求記号

1 おかあさんの目 あまん きみこ∥著 あかね書房 913-ア

2 だあれもいない? あまん きみこ∥著 講談社 913-ア

3 あさごはんひるごはんばんごはん 今江 祥智∥作 福武書店 913-イ

4 すきでーす、ケンとモモ 大野 允子∥作 岩崎書店 913-オ

5 虫は小さな天使たち 岡野 薫子∥著 あかね書房 913-オ

6 こん虫博士の大冒険 小林 しげる∥作 文研出版 913-コ

7 ないしょにしてね 末吉 暁子∥作 文渓堂 913-ス

8 風の子ピュータ 竹田 まゆみ∥作 岩崎書店 913-タ

9 人魚となぞの木 寺村 輝夫∥作 あかね書房 913-テ

10 たかたか山のたかちゃん 中川 李枝子∥さく のら書店 913-ナ

11 ココロ屋 梨屋 アリエ∥作 文研出版 913-ナ

12 しっぱいにかんぱい! 宮川 ひろ∥作 童心社 913-ミ

13 ぼくのじしんえにっき 八起 正道∥作 岩崎書店 913-ヤ

14 まん月に花火三ぱつ 山本 和夫∥作 佼成出版社 913-ヤ

15 ねこたち町 わしお としこ∥文 アリス館 913-ワ

16 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

17 ぼくはスーパー転校生!? ベッツィ・ダフィ∥作 金の星社 933-ダ

18 ジムのおばけキャベツ ディヤング∥作 文研出版 933-デ

19 89番めのネコ エレノア・ニルソン∥作 国土社 933-ニ

20 こんどまたものがたり ドナルド・ビセット∥作 岩波書店 933-ビ

21 ベッツィーとテイシイ モード・ハート・ラブレイス∥作 福音館書店 933-ラ

22 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-ロ

23 ゴミおばけ町を大そうじ? エアハルト・ディートル∥作・絵 偕成社 943-デ

24 きかんしゃ1414 フリードリヒ=フェルト∥作 偕成社 943-フ

25 うそつきウサギ セルゲイ・V・ミハルコフ∥著 大日本図書 983-ミ

26 なきたろう 松野 正子∥作・文 文研出版 E-ア

27 おかあさんのたからばこ まつい すーざん∥さく あかね書房 E-イ

28 いずみの森のカル いしい つとむ∥さく 佑学社 E-イ

29 もくたんじどうしゃ もくべえ 渡辺 茂男∥文 岩波書店 E-オ

30 バランティヌのおしゃれ作戦 ボリス・モアサール∥文 文化出版局 E-ゲ
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