
書名 著者名 出版社 請求記号

1 キャンバスには家族の絵を 新井 けいこ∥作 文研出版 913-ア

2 あの戦争のなかにぼくもいた 石浜 みかる∥著 国土社 913-イ

3 迷い鳥とぶ 岩瀬 成子∥作 理論社 913-イ

4 ぼくは日記が書けない 宇田川 優子∥作 ポプラ社 913-ウ

5 うさぎ色の季節 緒島 英二∥作 ポプラ社 913-オ

6 きんいろの木 大谷 美和子∥作 講談社 913-オ

7 ズボン船長さんの話 角野 栄子∥作 福音館書店 913-カ

8 霧のむこうのふしぎな町 柏葉 幸子∥作 講談社 913-カ

9 みどパン協走曲 黒田 六彦∥作 BL出版 913-ク

10 きらめきのサフィール 沢田　徳子∥作 くもん出版 913-サ

11 怪奇!大東京妖怪ゾーン 佐藤 真佐美∥作 ポプラ社 913-サ

12 花田花見はつきそい家出中! しんどう ぎんこ∥著 あかね書房 913-シ

13 時をこえた約束 杉本 りえ∥作 ポプラ社 913-ス

14 かごめかごめかごめがまわる 高田 桂子∥著 あかね書房 913-タ

15 だいあもんど 長崎 夏海∥作 新日本出版社 913-ナ

16 星占いのペンがきえた 中尾 明∥作 岩崎書店 913-ナ

17 ヤマトタケル 浜田 けい子∥作 金の星社 913-ハ

18 朝がくるまで 本田 昌子∥作 講談社 913-ホ

19 江の川 村尾 靖子∥作 岩崎書店 913-ム

20 なまず 最上 一平∥作 新日本出版社 913-モ

21 少年の海 横山 充男∥作 文研出版 913-ヨ

22 パティの宇宙日記 ジル・P=ウォルシュ∥作 文研出版 933-ウ

23 荒野をこえて アドリーヌ・ジョーンズ∥作 評論社 933-ジ

24 アベルの島 ウィリアム ・スタイグ∥[著] 評論社 933-ス

25 わたしの犬を殺さないで セオドア・テイラー∥作 あかね書房 933-テ

26 ジンゴ・ジャンゴの冒険旅行 S.フライシュマン∥作 あかね書房 933-フ

27 ミセス・タッカーと小人ニムビン パトリシア・ライトソン∥作 岩波書店 933-ラ

28 15ひきのウサギ物語 F・ザルテン∥作 金の星社 943-ザ

29 かぎあなの秘密 クラピーヴィン∥作 童心社 983-ク

30 転校生レンカ В・ジェレーズニコフ∥作 福音館書店 983-ジ
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1 おとなりは魔女 赤羽 じゅんこ∥作 文研出版 913-ア

2 くらがり峠 今西 祐行∥著 偕成社 913-イ

3 どろぼう橋わたれ 一色 悦子∥作 童心社 913-イ

4 そいつの名前ははっぱっぱ 上野 瞭∥作 理論社 913-ウ

5 日の出マーケットのマーチ 木暮 正夫∥作 あかね書房 913-コ

6 12歳冬物語 澤田 徳子∥作 文研出版 913-サ

7 転校生は湖の魔術師 下川 香苗∥作 ポプラ社 913-シ

8 星の砦 芝田 勝茂∥作 理論社 913-シ

9 魔法使いのいた場所 杉本 りえ∥作 ポプラ社 913-ス

10 ぼくらの青空通信 田辺 政美∥作 文研出版 913-タ

11 みつよのいた教室 たから しげる∥作 小峰書店 913-タ

12 ゆき子はいま十二歳 辻 邦∥作 金の星社 913-ツ

13 走れ!ぼくの小さな友だち 舎川 雅子∥作 岩崎書店 913-ト

14 ラジコンカーが火をふいた 中尾 明∥作 岩崎書店 913-ナ

15 超能力があばかれた 中尾 明∥作 岩崎書店 913-ナ

16 ポケットに鎖をつめこんで 堀 直子∥作 文渓堂 913-ホ

17 ふたりのイーダ 松谷 みよ子∥著 講談社 913-マ

18 花の館に 三輪 裕子∥作 講談社 913-ミ

19 少年の海 横山 充男∥作 文研出版 913-ヨ

20 銀の馬車 C・アドラー∥作 金の星社 933-ア

21 ティーパーティーの謎 E・L・カニグズバーグ∥作 岩波書店 933-カ

22 荒野にネコは生きぬいて G.D.グリフィス∥作 文研出版 933-グ

23 台所のマリアさま ルーマー・ゴッデン∥作 評論社 933-ゴ

24 ジャカランダの花さく村 シェイラ=ゴードン∥作 講談社 933-ゴ

25 ビーバーのしるし エリザベス・スピア∥作
ぬぷん児童図書出
版

933-ス

26 クレージー・マギーの伝説 ジェリー・スピネッリ∥作 偕成社 933-ス

27 ゾウはぼくの友だちだ キャロリン・スローン∥作
ぬぷん児童図書出
版

933-ス

28 親子ネズミの冒険 ラッセル・ホーバン∥作 評論社 933-ホ

29 ぼくはレース場の持主だ! パトリシア・ライトソン∥作 評論社 933-ラ

30 動物会議 ケストナー∥作 岩波書店 943-ケ
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1 森の小さな家 金森 三千雄∥作 金の星社 911-カ

2 おとなりは魔女 赤羽 じゅんこ∥作 文研出版 913-ア

3 さよならの日のねずみ花火 今関 信子∥作 国土社 913-イ

4 ゆびぬき小路の秘密 小風 さち∥作 福音館書店 913-コ

5 天使で大地はいっぱいだ 後藤 竜二∥著 講談社 913-ゴ

6 レベル21 さとう まきこ∥作 理論社 913-サ

7 教室 斉藤 栄美∥作 ポプラ社 913-サ

8 あきかんカンカラカンコン 渋谷 愛子∥作 学研 913-シ

9 はじまりは・ごっこ・から 高科 正信∥作 岩崎書店 913-タ

10 友情は海をこえて 竹野 栄∥作 金の星社 913-タ

11 12歳、いまガラスの季節 津島 節子∥作 文渓堂 913-ツ

12 ゲーム・ソフトがぬすまれた 中尾 明∥作 岩崎書店 913-ナ

13 ひばりのいた町 長崎 源之助∥著 偕成社 913-ナ

14 歌うゆうれいがあらわれた 中尾 明∥作 岩崎書店 913-ナ

15 黒いチョウの秘密 中野 幸隆∥作 小峰書店 913-ナ

16 ど真ん中、もう一球 馬場 信浩∥作 ポプラ社 913-バ

17 プリンセスの翼 堀 直子∥作 岩崎書店 913-ホ

18 百年めの秘密 村山 早紀∥作 あかね書房 913-ム

19 風はおまえをわすれない 森 忠明∥[著] 文研出版 913-モ

20 ぼくらは春に 横山 充男∥作 文研出版 913-ヨ

21 少年たちの夏 横山 充男∥作 ポプラ社 913-ヨ

22 大丈夫！可能性は無限大 下川 香苗∥著 ポプラ社 914-シ

23 ぼくたちは国境の森でであった ダリア・B・コーヘン∥著 佑学社 929-コ

24 ニューヨークのネズミ10万ドル大作戦 T・シードラー∥作 金の星社 933-シ

25 クレージー・マギーの伝説 ジェリー・スピネッリ∥作 偕成社 933-ス

26 白銀の夜をこえて S.フレミング∥作 あかね書房 933-フ

27 夏・みじかくて長い旅 J・マーク∥作 金の星社 933-マ

28 魔法の学校 ミヒャエル・エンデ∥作 岩波書店 943-エ

29 子リスのペリー物語 F・ザルテン∥作 金の星社 943-ザ

30 わたしを置いていかないで I・スコーテ∥作 金の星社 949-ス

うすむらさき-3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌ケ谷市立図書館


