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1 青空バーベキュー パンダのポンポン[2]
野中 柊∥作
長崎 訓子∥絵

理論社 2005.4 J/913/ﾉﾅ
児童室
集密書庫

1200148029
1200423398

2 ありとすいか 名作絵本復刊シリーズ5 たむら しげる∥作  絵 ポプラ社 2002.3 ｴﾎﾝ/ﾀ 児童室 1200816898

3 アンパンマンとピラミッドののろい アンパンマン・クラシック6
やなせ たかし∥原作
トムス　エンタテインメン
ト∥作画

フレーベル館 2006.3 ｴﾎﾝ/ﾔ 児童室 1200570768

4 うさぎはやっぱり
ウサギ年のひとの絵本
/五味太郎の「干支セトラ絵
本」7

五味 太郎∥作 クレヨンハウス 2006.12 ｴﾎﾝ/ｺﾞ
児童室
集密書庫

1200804902
1200601142

5 うさこちゃんのにゅういん 子どもがはじめてであう絵本
ディック  ブルーナ
∥ぶん  え
いしい  ももこ∥やく

福音館書店 1982.5 ｴﾎﾝ/ﾌﾞ 集密書庫 1200106688

6 おばけのてんぷら 絵本のひろば29 せな けいこ∥作　絵 ポプラ社 1978 ｴﾎﾝ/ｾ 児童室 1200266540

7 おばけマンション
[おばけマンション]
/ポプラ社の新・小さな童話188

むらい かよ∥著 ポプラ社 2002.1 J/913/ﾑﾗ 児童室 1200303137

8 おひめさまがっこうへいく
学年別こどもおはなし劇場7
1年生

まだらめ 三保∥さく
国井 節∥え

ポプラ社 2003.9 J/913/ﾏﾀﾞ 児童室 1200356333

9 おやすみくまさん たのしいしかけえほん
いりやま さとし∥え
山本 和子∥ぶん

学研 2004.10 ｴﾎﾝ/ﾔ 児童室 1200384111

10 [かいけつゾロリ]シリーズ 原 ゆたか∥さく　え ポプラ社 J/913/ﾊﾗ 児童室

11 [怪談レストラン]シリーズ
怪談レストラン編集
委員会∥[編]

童心社 J/913/ｶｲ
児童室
児童書庫

12
[学研まんがでよくわかる]シリーズ
（○○のひみつ）

学研 児童室

13 カモのきょうだいクリとゴマ
なかがわ ちひろ∥作
絵
中村 玄∥写真

アリス館 2011.9 J/488/ﾅｶ 児童室 1200817912

14 ぐりとぐら こどものとも傑作集21
中川 李枝子∥さく
大村 百合子∥え

福音館書店 1980
ｴﾎﾝ/ﾅ
ｴﾎﾝ/ﾅ
ｴﾎﾝ/ﾃｲ117

児童室
児童室
集密書庫

1200811295
1200102950
1200044160

15 ぐりとぐらのしりとりうた
なかがわ りえこ∥さく
やまわき ゆりこ∥え

福音館書店 2009.9 ｴﾎﾝ/ﾅ 児童室 1200677274

16 こどもことわざ新聞 別冊家庭画報 庄司 和晃∥監修 世界文化社 2001.4 J/388/ｺﾄﾞ 児童室 1200270419

17 コンビニエンス・ドロンパ 絵本・こどものひろば
富安 陽子∥文
つちだ のぶこ∥絵

童心社 2008.6 ｴﾎﾝ/ﾄ 児童室 1200658852

18 [シェーラひめのぼうけん]シリーズ フォア文庫
村山 早紀∥作
佐竹 美保∥画

童心社 J/913/ﾑﾗ
児童室
集密書庫

19 じごくのラーメンや
苅田 澄子∥作
西村 繁男∥絵

教育画劇 2010.4 ｴﾎﾝ/ｶ 児童室 1200830659

20 すてきな三にんぐみ
トミー=アンゲラー∥さく
いまえ よしとも∥やく

偕成社 1991 ｴﾎﾝ/ｳ
児童室
集密書庫

1200113361
1200812699

21 そらまめくんのぼくのいちにち なかや みわ∥さく 小学館 2006.7 ｴﾎﾝ/ﾅ
児童室
集密書庫

1200588620
1200588067

22 だるまちゃんとてんぐちゃん こどものとも傑作集27 加古　里子∥さく　え 福音館書店 1980
ｴﾎﾝ/ｶ
ｴﾎﾝ/ｶ
ｴﾎﾝ/ﾃｲ86

児童室
集密書庫
集密書庫

1200106431
1200811287
1200043576

23 超バカウケ!!かえってきたダジャレ王 大人にはないしょだよ52
小野寺 ぴりり紳∥作
いけだ ほなみ∥絵

ポプラ社 2006.10 J/807/ｵﾉ 児童書庫 1200596698

24 つづきの図書館
柏葉 幸子∥作
山本 容子∥絵

講談社 2010.1 JK/913/ｶｼ 児童室 1200682530

25 テレビ放送のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ 藤 みき生∥漫画 学研 2012.3 J/699/ﾃﾚ 児童室 1200831962

26
[動物と話せる少女リリアーネ]
シリーズ

タニヤ　シュテーブナー
∥著
中村 智子∥訳

学研教育出
版

J/943/ｼｭ 児童室

27 どうぶつのあかちゃんうまれた 鈴木 まもる∥作 小峰書店 2008.9 ｴﾎﾝ/ｽ 児童室 1200662284

28 [ドリトル先生物語]シリーズ 岩波少年文庫
ヒュー　ロフティング∥作
井伏 鱒二∥訳

岩波書店 J/933/ﾛﾌ
児童室
集密書庫
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29 どんぐりと山猫 版画絵本宮沢賢治
宮沢 賢治∥文
佐藤 国男∥画

子どもの未来
社

2010.1 JK/ｴﾎﾝ/ﾐ 児童室 1200683686

30 [なんでも魔女商会]シリーズ おはなしガーデン あんびる やすこ∥著 岩崎書店 J/913/ｱﾝ 児童室

31 にじいろのしまうま
こやま 峰子∥作
やなせ たかし∥絵

金の星社 1996.5 ｴﾎﾝ/ｺ 児童室 1200816922

32 ねずみのチュルリひめぷるぷるプリン ポプラ社の新・小さな童話61 原 京子∥さく　え ポプラ社 1992.5
J/913/ﾃｲ
1332

集密書庫 1200193249

33 のねずみチュウチュウおくさんのおはなし ピーターラビットの絵本8
ビアトリクス　ポター
∥さく　え
いしい ももこ∥やく

福音館書店 2002.10 ｴﾎﾝ/ﾎﾟ 児童室 1200297263

34 はじめてのおるすばん ビッグ・えほん
しみず みちを∥作
山本 まつ子∥絵

岩崎書店 2004.9 ｴﾎﾝ/ｼ 大型絵本 1200389953

35 [ハリー・ポッター]シリーズ
J.K.ローリング∥作
ダン　シュレシンジャー
∥画

静山社 J/933/ﾛﾘ
児童室
集密書庫

36 パンやさんでいただきます ごちそうえほん つちだ よしはる∥さく 小峰書店 1998.1 ｴﾎﾝ/ﾂ 児童室 1200504627

37 ピアノのおけいこ うさぎのルー絵本1
ナタリー＝ナッツ∥文
モニック＝フェリ∥絵
なだ　いなだ∥訳

講談社 1985.5
ｴﾎﾝ/ﾃｲ
2046/1

集密書庫 1200051124

38 プーさんのいちにち
The book of Pooh
/ディズニーの知育えほん

西本 かおる∥ことば 世界文化社 2002.9 ｴﾎﾝ/ﾌﾟ 児童室 1200296364

39 不思議の国のアリス

ルイス　キャロル∥作
リスベート　ツヴェルガー
∥絵
石井 睦美∥訳

BL出版 2008.11 J/933/ｷｬ 児童室 1200664546

40 ふたりはいっしょ ミセスこどもの本
アーノルド　ローベル∥
作
三木　卓∥訳

文化出版局 1978 J/933/ﾛﾍﾞ
児童室
児童室
集密書庫

1200832663
1200106464
1200045647

41 ぼくのトイレ わたしのえほん 鈴木 のりたけ∥作　絵 PHP研究所 2011.8 ｴﾎﾝ/ｽ 児童室 1200698353

42 ぼくらの七日間戦争 「ぼくら」シリーズ1 宗田 理∥作 ポプラ社 2007.1 Y/913.6/ｿｳ ﾕｰｽ 1103669626

43
まじょ子とカワイイの大すき
王子さま

学年別こどもおはなし劇場104
藤 真知子∥作
ゆーち みえこ∥絵

ポプラ社 2009.12 J/913/ﾌｼﾞ 児童室 1200681953

44 「ママ、ごめんね」物語
文とさし絵による
/あっ子ちゃんの日記

植木 亜紀子∥日記
植木 誠∥編　著

教研学習社 2003.2 J/916/ｳｴ 児童室 1200318564

45 ミシンのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ あすみ きり∥漫画 学研 2008.3 J/582/ﾐｼ 児童室 1200811436

46 ももたろう 子どもとよむ日本の昔ばなし13
おざわ としお・ながさき
ももこ∥さいわ
こばやし ゆたか∥え

くもん出版 2006.11 ｴﾎﾝ/ｵ 児童室 1200603007

47 モンスター・ホテルでインターネット どうわはともだち
柏葉 幸子∥作
高畠 純∥絵

小峰書店 2001.7 JK/913/ｶｼ 児童室 1200272266

48 やねのうえのもも 絵本・こどものひろば 織茂 恭子∥作 童心社 2002.3 ｴﾎﾝ/ｵ
児童室
集密書庫

1200523569
1200123881

49 よかったねネッドくん
レミー　チャーリップ
∥文　絵
八木田　宜子∥訳

偕成社 1969.1 ｴﾎﾝ/ﾁ 児童室 1200115184

50 [らくだい魔女]シリーズ ポプラポケット文庫
成田 サトコ∥作
杉浦 た美∥絵

ポプラ社 JK/913/ﾅﾘ
児童室
児童書庫
郷土一般

51 ルルとララのホットケーキ おはなしトントン27
あんびる やすこ∥作
絵

岩崎書店 2011.12 J/913/ｱﾝ 児童室 1200700381

52
[若おかみは小学生!]
シリーズ

令丈 ヒロ子∥作
亜沙美∥絵

講談社 J/913/ﾚｲ 児童室

つぎは、きみのおすすめを 

おしえてね♪ 


