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児童

タイトル 著者　 出版社 松阪 嬉野 備考

日本の歴史 ー 集英社 ー 210ニ シリーズ

みんなを支える生命保険　生き方と自助のひみつ こめ助/まんが 学研プラス K339ミ 339ミ

星座　 石川勝也 メイツ出版 K443イ ー

わかったさんのこんがりおやつ 寺村輝夫/原文　永井 郁子/企画 構成 絵 あかね書房 K596ワ 596ワ シリーズ

走れトラック、ねがいをのせて!　おはなしSDGs 飢餓をゼロに 森埜こみち/作　小林良佳/絵 講談社 K611モ 611モ

命のバトンタッチ　障がいを負った犬・未来 今西乃子 岩崎書店 K645イ 645イ

精霊の守人 上橋菜穂子/作　二木 真希子/絵 偕成社 K913ウ 913ウ

少年探偵２　少年探偵団 江戸川乱歩 ポプラ社 K913エ 913エ シリーズ

ようかいとりものちょう 大崎悌造/作　ありが ひとし/画 岩崎書店 K913オ ー シリーズ

ともだちは海のにおい 工藤直子/作　長新太/絵　　 理論社 K913ク 913ク

言葉屋 久米絵美里/作　もとやま まさこ/絵 朝日学生新聞社 K913ク ー シリーズ

1% このはなさくら/作　高上 優里子/絵 KADOKAWA K913コ ー シリーズ

真田十勇士 小前亮 小峰書店 K913コ ー シリーズ

いえのおばけずかん 斎藤洋/作　宮本 えつよし/絵 講談社 K913サ 913サ シリーズ

がっこうのおばけずかん　おばけににゅうがくしき 斎藤洋/作　宮本 えつよし/絵 講談社 K913サ 913サ

どんなときも名探偵 杉山亮/作　中川 大輔/絵 偕成社 K913ス 913ス

電車で行こう！ 豊田巧/作　裕龍 ながれ/絵 集英社 K913ト 913ト（５，１１のみ）シリーズ

天使のかいかた なかがわちひろ 理論社 K913ナ ー

かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん 原ゆたか ポプラ社 K913ハ 913ハ

妖怪の子預かります 廣嶋玲子/作　Minoru/絵 東京創元社 K913ヒ 913ヒ シリーズ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋玲子/作　jyajya/絵 偕成社 K913ヒ 913ヒ シリーズ

しりとりのくに 深見春夫 PHP研究所 K913フ 913ム

探偵チームKZ事件ノート 藤本ひとみ/原作　住滝 良/文 講談社 K913フ ー シリーズ

奮闘するたすく まはら三桃 講談社 K913マ 913マ

怖い本　色のない怪談 緑川聖司/作　竹岡 美穂/絵 ポプラ社 K913ミ ー

銀河鉄道の夜 宮澤賢治 ー K913ミ(岩波書店） 913ミ（くもん出版）

フルーツふれんずスイカちゃん 村上しいこ/作　角 裕美/絵 あかね書房 K913ム 913ム

家庭科室の日曜日　ももたろうがおおすぎる！ 村上しいこ/作　田中 六大/絵 講談社 K913ム 913ム

給食室の日曜日　ゆれるバレンタインデー 村上しいこ/作　田中 六大/絵 講談社 K913ム 913ム

職員室の日曜日　図書魔女ちゃんとバクちゃん 村上しいこ/作　田中 六大/絵 講談社 K913ム 913ム

みつばちと少年 村上しいこ 講談社 K913ム 913ム（ティーン）

昔話法廷season2 NHK Eテレ「昔話法廷」制作班/編   他 金の星社 K913ム 913ム

チームふたり 吉野万里子/作　宮尾 和孝/絵 学研 K913ヨ 913ヨ シリーズ

ザ・ランド・オブ・ストーリーズ クリス・コルファー/著　田内 志文/訳 平凡社 K933コ 933コ シリーズ

クロニクル　千古の闇 ミシェル・ペイヴァー/作　さくま ゆみこ/訳 評論社 K933ペ ー シリーズ

ハリー・ポッター J ・K・ローリング/著　松岡 佑子/訳 静山社 K933ロ 933ロ シリーズ

ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー 岩波書店 K943ケ 943ケ

うまれてきてくれてありがとう にしもとよう/ぶん　黒井健/え 童心社 Eクロ Eウ

おかあちゃんがつくったる 長谷川義史 講談社 Eハセ Eオ

おなまえおしえて 新井洋行 偕成社 Eアラ Eオ

おふろだいすき 松岡享子/作　林明子/絵 福音館書店 Eハヤ Eオ

おみせやさんでくださいな! さいとうしのぶ リーブル Eサイ Eオ

おやつなんだろう？ 山本和子/作　国松 エリカ/絵 ひさかたチャイルド ー Eオ

カメレオンどろぼうドロン 苅田澄子/作　伊藤 夏紀/絵 あかね書房 Eイト Eカ

この世界の片隅に こうの史代/原作　片淵須直/監督 徳間書店 Eコノ

こんやはどんなゆめをみる？ 工藤ノリコ 学研 Eクド Eコ

さよならようちえん さこももみ 講談社 Eサコ ー

１４ひきのさむいふゆ いわむらかずお 童心社 Eイワ Eジ

だいすきだよおつきさまにとどくほど　 ティム・ワーンズ/絵　アメリア・ヘプワース/文 パイインターナショナルEワン ー

どこいったん ジョン・クラッセン/作　長谷川 義史/訳 クレヨンハウス Eクラ Eド

にゃんのてがみ　わんのてがみ いもとようこ 岩崎書店 Eイモ Eニ

八方にらみねこ 武田英子/文　清水耕蔵/絵 講談社 Eシミ Eハ

バムとケロのおかいもの 島田ゆか 文渓堂 Eシマ Eバ

バムとケロのそらのたび 島田ゆか 文渓堂 Eシマ Eバ

パンツいっちょうめ 苅田澄子/作　やぎたみこ/絵 金の星社 Eヤギ Eパ

ピヨピヨもりのゆうえんち 工藤ノリコ 校成出版社 Eクド Eピ

ほげちゃん やぎたみこ 偕成社 Eヤギ Eホ

むしたちのうんどうかい 得田之久/文　久住 卓也/絵 童心社 Eクス Eム

めっきらもっきらどおんどん 長谷川摂子/作　ふりやなな/画 福音館書店 Eフリ Eメ

はたらく細胞 清水茜/原作　　他 講談社 ー ー 小説・絵本

ひみつシリーズ ー 学研 ー ー シリーズ


