
書名 著者名 出版社 請求記号

1 ドイツ人とマメ豆カレー! 糸川 京子∥作 草炎社 913-イ

2 山のトムさん 石井 桃子∥作 福音館書店 913-イ

3 さやかさんからきた手紙 大塚 篤子∥作 佼成出版社 913-オ

4 やさしい花火 上条 さなえ∥作 PHP研究所 913-カ

5 ぼくがサムライになった日 北村 けんじ∥作 金の星社 913-キ

6 雪女のスケッチブック 北原 宗積∥作 小峰書店 913-キ

7 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

8 ピリカの星 さねとう あきら∥作 サンリード 913-サ

9 歌うゆうれいがあらわれた 中尾 明∥作 岩崎書店 913-ナ

10 雪はちくたく 長崎 源之助∥著 銀河社 913-ナ

11 転校生とぼくの秘密 野矢 一郎∥作 小峰書店 913-ノ

12 あした呼ぶ海へ 灰谷 健次郎∥作 金の星社 913-ハ

13 ときには風になって 堀内 純子∥作 あかね書房 913-ホ

14 おかあさん、わたし家出します 松村 美樹子∥作 ポプラ社 913-マ

15 鬼にされた男 三田村 信行∥著 あかね書房 913-ミ

16 信玄の山が消えた 山口 裕一∥作 筑摩書房 913-ヤ

17 はじめてのともだち ドロシー・エドワーズ∥作 福音館書店 933-エ

18 ひとりっ子エレンと親友 ベバリィ＝クリアリー∥作 学研 933-ク

19 ルーシーのぼうけん キャサリン・ストーア∥作 子ども文庫の会 933-ス

20 いじわる夫婦が消えちゃった! ロアルド・ダール∥作 評論社 933-ダ

21 チャーリー・ムーンとべっぴんさん シャーリー・ヒューズ∥作　絵 佑学社 933-ヒ

22 きのうのぼくにさようなら ポーラ・フォックス∥作 あかね書房 933-フ

23 忘れないよリトル・ジョッシュ マイケル・モーパーゴ∥作 文研出版 933-モ

24 チョコレートとバナナの国で カーリン・ギュンディッシュ∥作 さ・え・ら書房 943-ギ

25 がんばれクリーキー A・シュタイナー∥作 金の星社 943-シ

26 山のいのち 立松 和平∥作 ポプラ社 E-イ

27 ゆうかんなちびの仕立屋さん グリム∥[原作] 評論社 E-オ

28 けやきの木の下で 三輪 裕子∥作 PHP研究所 E-ス

29 ふしぎの森のミンピン ロアルド・ダール∥さく 評論社 E-ベ

30 ながいかみのむすめ 王 敏∥文 小峰書店 E-リ

みずいろ-1                                                　　鎌ケ谷市立図書館



書名 著者名 出版社 請求記号

1 北の森にヒグマを追って 青井 俊樹∥著 大日本図書 489

2 パパは名優 浅見 美穂子∥作 新日本出版社 913-ア

3 こちら夢売り株式会社 いわま まりこ∥作 岩崎書店 913-イ

4 学校ウサギをつかまえろ 岡田 淳∥さく・え 偕成社 913-オ

5 山が呼んでいる 太田 政巳∥さく 学校図書 913-オ

6 ざしきわらし一郎太の修学旅行 柏葉 幸子∥作 あかね書房 913-カ

7 電話BOXのむこうがわ 北原 宗積∥著 佼成出版社 913-キ

8 わすれるもんか! 佐藤 州男∥著 文研出版 913-サ

9 はしれカヌー,冒険の海へ! しかた しん∥作 金の星社 913-シ

10 ボク、ただいまレンタル中 長崎 源之助∥作 ポプラ社 913-ナ

11 くりぃむパン 濱野 京子∥作 くもん出版 913-ハ

12 さいごの夏休み 平方 浩介∥文 童心社 913-ヒ

13 まってました、転校生! 布勢 博一∥作 金の星社 913-フ

14 青い花のさく島 堀内 純子∥著 小峰書店 913-ホ

15 墓場にとぶ火の玉 三田村 信行∥著 あかね書房 913-ミ

16 消えた夜を追って 山口 裕一∥作 筑摩書房 913-ヤ

17 ラモーナとおとうさん ベバリイ=クリアリー∥著 学研 933-ク

18 ナマズ入江のうらぎりもの B・L・バーマン∥作 評論社 933-バ

19 マガーク少年探偵団　銀行強盗をつかまえろ E・W・ヒルディック∥作 あかね書房 933-ヒ

20 ゆかいななかま南の国へ ウォルター＝ブルックス∥著 学研 933-ブ

21 へんなネコのセラピナ ホワイト∥著 学研 933-ホ

22 魔法のぼうしはどこ? ルードルフ＝ノイマン∥著 学研 943-ノ

23 ジャコのお菓子な学校 ラッシェル　オスファテール∥作 文研出版 953-オ

24 ジスランさんとうそつきお兄ちゃん ブリジット・スマッジャ∥作 文研出版 953-ス

25 野ばと村の長ぐつぼうや
スピリドン・ステパーノヴィチ・ワンゲリ
∥作

福音館書店 983-ワ

26 ふしぎなやどや はせがわ せつこ∥文 福音館書店 E-イ

27 灰かぶり グリム∥[原作] 評論社 E-オ

28 くさはらのこびと エルンスト・クライドルフ∥ぶん・え 福音館書店 E-ク

29 ぼくたちのかしの木 ゲルダ・ミューラー∥作 文化出版局 E-ミ

30 やい トカゲ 舟崎 靖子∥作 あかね書房 E-ワ
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1 やんちゃ子グマがやってきた! あんず ゆき∥文 フレーベル館 489

2 三日月村の黒猫 安房 直子∥作 偕成社 913-ア

3 とんでも電車大脱線 安藤 美紀夫∥作 国土社 913-ア

4 こちら夢売り株式会社 いわま まりこ∥作 岩崎書店 913-イ

5 風の音をきかせてよ 泉 啓子∥作 岩崎書店 913-イ

6 つうしんぼのない学校 おかもと よしこ∥作 岩崎書店 913-オ

7 テル、ごめんね 及川 和男∥作 岩崎書店 913-オ

8 ぷいぷい島のすてきな春 香山 彬子∥作　絵 佑学社 913-カ

9 広海くん 薫 くみこ∥作 ポプラ社 913-ク

10 わすれんぼ天才と宇宙人 小林 しげる∥作 岩崎書店 913-コ

11 雪の日のりんご 皿海 達哉∥作 金の星社 913-サ

12 ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子∥作 理論社 913-ト

13 子犬のロクがやってきた 中川 李枝子∥作 岩波書店 913-ナ

14 くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡 享子∥作 福音館書店 913-マ

15 ぬすまれた教室 光瀬 龍∥作 岩崎書店 913-ミ

16 ゆうれい美女 三田村 信行∥著 あかね書房 913-ミ

17 がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー∥作 学研 933-ク

18 ここがわたしのおうちです アイリーン・スピネリ∥文 さ・え・ら書房 933-ス

19 Miko　小さな北の狩人 ブルース=ダンハウアー∥作 講談社 933-ダ

20 ナマズ入江とフクロウの予言 B.L.バーマン∥作 評論社 933-バ

21 マガーク少年探偵団　まぼろしのカエル E・W・ヒルディック∥作 あかね書房 933-ヒ

22 ふしぎなマチルダばあや ブランド∥著 学研 933-ブ

23 くまのパディントン マイケル・ボンド∥作 福音館書店 933-ボ

24 あっ、ちぢんじゃった レナーテ=ヴェルシュ∥作 講談社 943-ヴ

25 きょうだいトロルのぼうけん ガンヒルド・セーリン∥著 学研 949-セ

26 とうさんからのてがみ 赤坂 三好∥ぶん・え 小峰書店 E-ア

27 1000の風1000のチェロ いせ ひでこ∥作 偕成社 E-イ

28 星のかけらの首かざり 木暮 正夫∥作 岩崎書店 E-エ

29 いばらひめ グリム∥[原作] 評論社 E-オ

30 つるになった少年 アローン・レイモンド・ミークス∥文・絵 河出書房新社 E-ミ
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1 ハンカチの上の花畑 安房 直子∥作 あかね書房 913-ア

2 真夜中のピクニック 秋川 ゆみ∥作 文研出版 913-ア

3 海がぼくをよんでいる 伊東 信∥作 サンリード 913-イ

4 決め手はアル・デンテ! 糸川 京子∥作 草炎社 913-イ

5 山んば見習いのむすめ いぬい とみこ∥さく 福音館書店 913-イ

6 コロッケ天使 上条 さなえ∥作 学研 913-カ

7 夕やけ色のトンネルで 北原 宗積∥作 岩崎書店 913-キ

8 1・2・3(ワンツースリー)でなかなおり さとう まきこ∥作 小峰書店 913-サ

9 いかだ流しの子守歌 清水 達也∥さく 学校図書 913-シ

10 おばあちゃんのヒマワリ 征矢 清∥作 あかね書房 913-ソ

11 ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子∥作 理論社 913-ト

12 まきちゃんとノミじいさん 中村 賀昭∥さく ハート出版 913-ナ

13 ぼくんちのゆうれい 浜 たかや∥さく 偕成社 913-ハ

14 馬ぬすびと 平塚 武二∥作 福音館書店 913-ヒ

15 生き霊ののろい 三田村 信行∥著 あかね書房 913-ミ

16 失われたへそ大陸 森下 研∥作 小峰書店 913-モ

17 ほがらか号のぼうけん
アーシュラ=モーレイ=ウィリアムズ∥
著

学研 933-ウ

18 ペニーの手紙「みんな、元気?」 ロビン・クライン∥作 偕成社 933-ク

19 ヘンリーくんとアバラー ベバリイ=クリアリー∥作 学研 933-ク

20 ここがわたしのおうちです アイリーン・スピネリ∥文 さ・え・ら書房 933-ス

21 ナマズ入江の七つ星 B.L.バーマン∥作 評論社 933-バ

22 マガーク少年探偵団 9 木の上のたからもの E・W・ヒルディック∥作 あかね書房 933-ヒ

23 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

24 忘れないよリトル・ジョッシュ マイケル・モーパーゴ∥作 文研出版 933-モ

25 きつねものがたり ヨセフ・ラダ∥さく・え 福音館書店 989-ラ

26 ねずみのけっこん ジュディス・デュプレ∥文 童話館 E-ヴ

27 あほろくの川だいこ 岸 武雄∥文 ポプラ社 E-カ

28 だいすき!ブラッカード マルタ・コチ∥作・絵 絵本の家 E-コ

29 おやゆびトム　ペロー童話 リディア・ポストマ∥ぶん・え 福音館書店 E-ポ

30 おんがくねずみジェラルディン レオ=レオニ∥作 好学社 E-レ
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1 もう口ぶえはふかない あかね・るつ∥作 国土社 913-ア

2 めちゃイケテル!リゾット 糸川 京子∥作 草炎社 913-イ

3 ぼくらのカマキリくん いずみだ まきこ∥文 童心社 913-イ

4 アオギリよ芽をだせ 大川 悦生∥作 新日本出版社 913-オ

5 泣くなつちのこ 北川 幸比古∥作 岩崎書店 913-キ

6 マウンテンバイクしんちゃん 木村 隆夫∥著 けやき書房 913-キ

7 まけない一組めげないあいつ 菊池 俊∥作 学研 913-キ

8 海からとどいたプレゼント 上崎 美恵子∥作 岩崎書店 913-コ

9 このさき危険区域(デンジャラス・ゾーン) 香月 日輪∥作 ポプラ社 913-コ

10 ねこっ原のぶちねこ 征矢 清∥作 あかね書房 913-ソ

11 ボク、ただいまレンタル中 長崎 源之助∥作 ポプラ社 913-ナ

12 あした呼ぶ海へ 灰谷 健次郎∥作 金の星社 913-ハ

13 妖怪にのろわれた村 三田村 信行∥著 あかね書房 913-ミ

14 さまよえる幽霊船 森下 研∥作 小峰書店 913-モ

15 友だちごっこもわるくない 森山 京∥作 小峰書店 913-モ

16 ホスピタルクラウン・Kちゃんが行く あんず ゆき∥文 佼成出版社 916-ア

17 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

18 ビーザスといたずらラモーナ ベバリイ=クリアリー∥作 学研 933-ク

19 ラモーナとおかあさん ベバリイ=クリアリー∥作 学研 933-ク

20 おばけのボロジャグチ メアリー=シューラ∥作 学研 933-シ

21 トウモロコシが実るころ ドロシー・ローズ∥作 文研出版 933-ロ

22 いたずら小人プムックル エリス=カウト∥著 学研 943-カ

23 たのしいゾウの大パーティー パウル・ビーヘル∥作 岩波書店 949-ビ

24 ジャコのお菓子な学校 ラッシェル=オスファテール∥作 文研出版 953-オ

25 そばかす先生のふしぎな学校 ヤン・ブジェフバ∥著 学研 989-ブ

26 あんちゃんのたんぼ 梅田 俊作∥作 童心社 E-ウ

27 おおかみと七ひきの子やぎ グリム∥[原作] 評論社 E-オ

28 ラ・タ・タ・タム ペーター・ニクル∥文 岩波書店 E-シ

29 エッフェルとうのあしおと 前川 康男∥文 小峰書店 E-ミ

30 ながいかみのむすめ 王 敏∥文 小峰書店 E-リ
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