
年度 書名 著者名 出版者名 資料コード

ぼくがきょうりゅうだったとき まつおか たつひで／作・絵 ポプラ社 E ﾏﾂ 322110628

またおいで もりやま みやこ／作 あかね書房 J F ﾓﾘ 322142225

パンケーキをたべるサイなんていない?アンナ・ケンプ／ぶん BL出版 E ｵｷﾞ 322142233

へいわってどんなこと? 浜田 桂子／作 童心社 E ﾊﾏ 322142241

メガネをかけたら くすのき しげのり／作 小学館 E ﾀﾙ 322168006

なみだひっこんでろ 岩瀬 成子／作 岩崎書店 J F ｲﾜ 322168014

わたしのいちばんあのこの1ばん アリソン・ウォルチ／作 ポプラ社 E ﾊﾞﾄ 322168022

いっしょだよ 小寺 卓矢／写真・文 アリス館 E ｺﾃﾞ 322168030

まよなかのたんじょうかい 西本 鶏介／作 鈴木出版 E ﾜﾀ 323090050

どこかいきのバス 井上 よう子／作 文研出版 J F ｲﾉ 322177452

ミルクこぼしちゃだめよ! スティーヴン・デイヴィーズ／文 ほるぷ出版 E ｺ 323102814

ひまわり 荒井 真紀／文・絵 金の星社 E ｱﾗ 323102822

あしたあさってしあさって もりやま みやこ／作 小峰書店 J F ﾓﾘ 323133215

かあさんのしっぽっぽ 村中 李衣／作 BL出版 J F ﾑﾗ 323098137

クレヨンからのおねがい! ドリュー・デイウォルト／文 ほるぷ出版 E ｼﾞｴ 323114645

はこぶ 鎌田 歩／作・絵 教育画劇 E ｶﾏ 323133462

ボタンちゃん 小川 洋子／作 PHP研究所 E ｵｶ 323162875

ひみつのきもちぎんこう ふじもと みさと／作 金の星社 J F ﾌｼﾞ 323162867

みずたまのたび アンヌ・クロザ／さく 西村書店 E ｸﾛ 323129353

アリとくらすむし 島田 たく／写真・文 ポプラ社 J 48 ｼﾏ 323162859

ばあばは、だいじょうぶ 楠 章子／作 童心社 Eｾ ｲｼ 323187484

なにがあってもずっといっしょ くさの たき／作 金の星社 J F ｸｻ 323163378

アランの歯はでっかいぞこわーいぞジャーヴィス／作 BL出版 E ｼﾞﾔ 323187500

すばこ キム ファン／文 ほるぷ出版 E ｲ 323158352

小学校　低学年

請求記号

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年



ルラルさんのだいくしごと いとう ひろし／作 ポプラ社 E ｲﾄ 323199869

きみ、なにがすき? はせがわ さとみ／作 あかね書房 J F ﾊｾ 323203802

なずずこのっぺ? カーソン・エリス／さく フレーベル館 E ｴﾘ 323214536

がっこうだってどきどきしてる アダム・レックス／文 WAVE出版 E ﾛﾋﾞ 323214544

魔女ののろいアメ 草野 あきこ／作 PHP研究所 J F ｸｻ 324030501

スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ／作 あすなろ書房 E ｼﾞｴ 323220368

心ってどこにあるのでしょう? こんの ひとみ／作 金の星社 E ｲﾓ 323216242

もぐらはすごい アヤ井 アキコ／著 アリス館 Eﾘ ｱﾔ 324030535

山のちょうじょうの木のてっぺん 最上 一平／作 新日本出版社 J F ﾓｶﾞ 324047034

タヌキのきょうしつ 山下 明生／作 あかね書房 J F ﾔﾏ 324037696

おれ、よびだしになる 中川 ひろたか／文 アリス館 E ｲｼ 324058171

ながーい5ふん みじかい5ふん リズ・ガートン・スキャンロン／文 光村教育図書 E ﾀﾚ 324058197

みずをくむプリンセス スーザン・ヴァーデ／文 さ・え・ら書房 E ﾚｲ 324063338

あなふさぎのジグモンタ とみなが まい／作 ひさかたチャイルド E ﾀｶ 324067321

そのときがくるくる すず きみえ／作 文研出版 J F ｽｽﾞ 324087246

どこからきたの?おべんとう 鈴木 まもる／作・絵 金の星社 E ｽｽﾞ 324087261

2021年

2018年

2019年

2020年



年度 書名 著者名 出版者名 資料コード

ココロ屋 梨屋 アリエ／作 文研出版 J F ﾅｼ 322142258

チョコレートと青い空 堀米 薫／作 そうえん社 J F ﾎﾘ 322142266

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 J 933 ｽﾋﾟ 322142274

カモのきょうだいクリとゴマ なかがわ ちひろ／作・絵 アリス館 J 48 ﾅｶ 322114562

くりぃむパン 濱野 京子／作 くもん出版 J F ﾊﾏ 322170994

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 J 953 ｵｽ 322171000

こおり 前野 紀一／文 福音館書店 J 45 ﾏｴ 322145202

ゾウの森とポテトチップス 横塚 眞己人／しゃしんとぶん そうえん社 E ﾖｺ 322168071

ともだちは、サティー! 大塚 篤子／作 小峰書店 J F ｵｵ 322175852

ただいま!マラング村 ハンナ・ショット／作 徳間書店 J 943 ｼﾖ 322180431

ちきゅうがウンチだらけにならないわけ松岡 たつひで／さく 福音館書店 Eﾘ ﾏﾂ 322171661

よかたい先生 三枝 三七子／文・絵 学研教育出版 J 28 ﾊﾗ 322176298

かぐやのかご 塩野 米松／作 佼成出版社 J F ｼｵ 323118067

パオズになったおひなさま 佐和 みずえ／著 くもん出版 J F ｻﾜ 323135533

お話きかせてクリストフ ニキ・コーンウェル／作 文研出版 J 933 ｺﾝ 323133256

ぼくはうちゅうじん 中川 ひろたか／ぶん アリス館 E ﾊﾀ 323133264

二日月 いとう みく／作 そうえん社 J F ｲﾄ 323162909

さかさ町 F.エマーソン・アンドリュース／作 岩波書店 J 933 ｱﾝ 323162917

木のすきなケイトさん H.ジョゼフ・ホプキンズ／文 BL出版 ﾘ E ﾏﾂ 323139980

コロッケ先生の情熱!古紙リサイクル授業中村 文人／文 佼成出版社 J 51 ﾅｶ 323162891

くろねこのどん 岡野 かおる子／作 理論社 J F ｵｶ 323160697

空にむかってともだち宣言 茂木 ちあき／作 国土社 J F ﾓﾃ 323187609

耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイナンシー・チャーニン／文 光村教育図書 Eｾ ﾂﾔ 323171561

干したから… 森枝 卓士／写真・文 フレーベル館 Eﾘ ﾓﾘ 323187542

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

小学校　中学年

請求記号



レイナが島にやってきた! 長崎 夏海／作 理論社 J F ﾅｶﾞ 323214551

森のおくから レベッカ・ボンド／作 ゴブリン書房 E ﾎﾞﾝ 323198994

最後のオオカミ マイケル・モーパーゴ／作 文研出版 J 933 ﾓﾊﾟ 323202390

すごいね!みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー／文 西村書店 E ｽｺﾞ 323195792

かみさまにあいたい 当原 珠樹／作 ポプラ社 J F ﾄｳ 324030543

子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース／文 さ・え・ら書房 J 933 ﾋﾟﾀ 324030550

そうだったのか!しゅんかん図鑑 伊知地 国夫／写真 小学館 J 74 ｲﾁ 323208868

ハチごはん 横塚 眞己人／写真と文 ほるぷ出版 J 38 ﾖｺ 324030451

青いあいつがやってきた!? 松井 ラフ／作 文研出版 J F ﾏﾂ 324058205

ねこと王さま ニック・シャラット／作・絵 徳間書店 J 933 ｼﾔ 324058213

ポリぶくろ、1まい、すてた ミランダ・ポール／文 さ・え・ら書房 Eﾘ ｽﾞﾉ 324036664

北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと中山 由美／文・写真 学研プラス J 40 ﾅｶ 324058239

わたしたちのカメムシずかん 鈴木 海花／文 福音館書店 J 48 ｽｽﾞ 324066703

ゆりの木荘の子どもたち 富安 陽子／作 講談社 J F ﾄﾐ 324058023

ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー／作 徳間書店 J 943 ｴﾝ 324087295

カラスのいいぶん 嶋田 泰子／著 童心社 J 48 ｼﾏ 324087303

2021年

2018年

2019年

2020年



年度 書名 著者名 出版者名 資料コード

心の森 小手鞠 るい／作 金の星社 J F ｺﾃﾞ 322142290

走れ!マスワラ グザヴィエ=ローラン・プティ／作 PHP研究所 J 953 ﾌﾟﾃ 322118738

わたしのひかり モリー・バング／作 評論社 Eﾘ ﾊﾞﾝ 322142316

ピアノはともだち こうやま のりお／著 講談社 J 76 ﾂｼﾞ 322142324

オムレツ屋へようこそ! 西村 友里／作 国土社 J F ﾆｼ 322168089

有松の庄九郎 中川 なをみ／作 新日本出版社 J F ﾅｶ 322163452

はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ／著 講談社 ﾔ 933 ｸﾚ 322139288

永遠に捨てない服が着たい 今関 信子／著 汐文社 J 51 ｲﾏ 322168121

ふたり 福田 隆浩／著 講談社 J F ﾌｸ 323102871

マッチ箱日記 ポール・フライシュマン／文 BL出版 E ｲﾊﾞ 323102889

時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ／作 あかね書房 J 933 ﾓﾊﾟ 322171935

カブトムシ山に帰る 山口 進／著 汐文社 J 48 ﾔﾏ 322178567

ぼくの、ひかり色の絵の具 西村 すぐり／作 ポプラ社 J F ﾆｼ 323133280

ぼくとテスの秘密の七日間 アンナ・ウォルツ／作 フレーベル館 J 949 ｳｵ 323133298

ちいさなちいさな ニコラ・デイビス／文 ゴブリン書房 E ｻﾂ 323133306

レジェンド! 城島 充／著 講談社 J 78 ｶｻ 323133272

茶畑のジャヤ 中川 なをみ／作 鈴木出版 J F ﾅｶ 323162933

ワンダー R.J.パラシオ／作 ほるぷ出版 J 933 ﾊﾟﾗ 323136903

ここで土になる 大西 暢夫／著 アリス館 J 29 ｵｵ 323140996

大村智ものがたり 馬場 錬成／著 毎日新聞出版 J 28 ｵｵ 323144212

チキン! いとう みく／作 文研出版 J F ｲﾄ 323173435

ぼくたちのリアル 戸森 しるこ／著 講談社 J F ﾄﾓ 323163246

霧のなかの白い犬 アン・ブース／著 あかね書房 J 933 ﾌﾞｽ 323187575

転んでも、大丈夫 臼井 二美男／著 ポプラ社 J 49 ｳｽ 323187583

小学校　高学年

請求記号

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年



奮闘するたすく まはら 三桃／著 講談社 J F ﾏﾊ 323214593

こんぴら狗 今井 恭子／作 くもん出版 J F ｲﾏ 323214601

ぼくとベルさん フィリップ・ロイ／著 PHP研究所 J 933 ﾛｲ 323214619

クニマスは生きていた! 池田 まき子／著 汐文社 J 66 ｲｹ 323214627

ぼくとニケ 片川 優子／著 講談社 J F ｶﾀ 324030469

かべのむこうになにがある? ブリッタ・テッケントラップ／作 BL出版 E ﾃﾂ 323210062

マンザナの風にのせて ロイス・セパバーン／作 文研出版 J 933 ｾﾊﾟ 324030485

もうひとつの屋久島から 武田 剛／著 フレーベル館 J 29 ﾀｹ 324030493

ヒロシマ消えたかぞく 指田 和／著 ポプラ社 E ｽｽﾞ 324058247

月と珊瑚 上條 さなえ／著 講談社 J F ｶﾐ 324058254

飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ／作 岩崎書店 ﾔ 973 ﾌｴ 324058262

風を切って走りたい! 高橋 うらら／著 金の星社 J 53 ﾀｶ 324058270

エカシの森と子馬のポンコ 加藤 多一／作 ポプラ社 J F ｶﾄ 324087311

サンドイッチクラブ 長江 優子／作 岩波書店 J F ﾅｶﾞ 324065523

おいで、アラスカ! アンナ・ウォルツ／作 フレーベル館 J 949 ｳｵ 324087337

オランウータンに会いたい 久世 濃子／著 あかね書房 J 48 ｸｾﾞ 324087345

2021年

2018年

2019年

2020年



年度 書名 著者名 出版者名 資料コード

地をはう風のように 高橋 秀雄／作 福音館書店 J F ﾀｶ 322103557

怪物はささやく シヴォーン・ダウド／原案 あすなろ書房 ﾔ 933 ﾈｽ 322125386

地球の声に耳をすませて 大木 聖子／著 くもん出版 J 45 ｵｵ 322134487

チャーシューの月 村中 李衣／作 小峰書店 J F ﾑﾗ 322160011

フェリックスとゼルダ モーリス・グライツマン／著 あすなろ書房 ﾔ 933 ｸﾞﾗ 322167834

ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢 真也／著 旬報社 ﾔ 440 ﾅﾙ 322150186

星空ロック 那須田 淳／著 あすなろ書房 J F ﾅｽ 323091389

語りつぐ者 パトリシア・ライリー・ギフ／作 さ・え・ら書房 J 933 ｷﾞﾌ 322168931

ホタルの光は、なぞだらけ 大場 裕一／著 くもん出版 J 46 ｵｵ 323104976

夏の朝 本田 昌子／著 福音館書店 J F ﾎﾝ 323105775

ブロード街の12日間 デボラ・ホプキンソン／著 あすなろ書房 ﾔ 933 ﾎﾌﾟ 323118778

うなぎ一億年の謎を追う 塚本 勝巳／著 学研教育出版 J 66 ﾂｶ 323116475

ABC! 市川 朔久子／著 講談社 ﾔ F ｲﾁ 323126300

白いイルカの浜辺 ジル・ルイス／作 評論社 J 933 ﾙｲ 323137562

生きる 森越 智子／作 童心社 J 36 ﾓﾘ 323162958

円周率の謎を追う 鳴海 風／作 くもん出版 J 28 ｾｷ 323172478

ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト／著 あすなろ書房 J 933 ｱﾍﾟ 323170597

月はぼくらの宇宙港 佐伯 和人／作 新日本出版社 J 53 ｻｲ 323175141

一〇五度 佐藤 まどか／著 あすなろ書房 ﾔ F ｻﾄ 323205898

太陽と月の大地 コンチャ・ロペス=ナルバエス／著 福音館書店 J 963 ﾛﾍﾟ 323186171

千年の田んぼ 石井 里津子／著 旬報社 J 61 ｲｼ 323213959

星の旅人 小前 亮／著 小峰書店 J 28 ｲﾉ 323236794

ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい／著 偕成社 ﾔ F ｺﾃﾞ 323222745

サイド・トラック ダイアナ・ハーモン・アシャー／作 評論社 J 933 ｱｼ 323230631

2018年

2019年

中学校

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

請求記号



天使のにもつ いとう みく／著 童心社 ﾔ F ｲﾄ 324030147

11番目の取引 アリッサ・ホリングスワース／作 鈴木出版 J 933 ﾎﾘ 324035419

平和のバトン 弓狩 匡純／著 くもん出版 ﾔ 320 ﾕｶﾞ 324038942

アーニャは、きっと来る マイケル・モーパーゴ／作 評論社 J 933 ﾓﾊﾟ 324065192

牧野富太郎 清水 洋美／文 汐文社 J 28 ﾏｷ 324069616

ウィズ・ユー 濱野 京子／作 くもん出版 ﾔ F ﾊﾏ 324081447

2020年

2021年



年度 書名 著者名 出版者名 資料コード

オン・ザ・ライン 朽木 祥／著 小学館 ﾔ F ｸﾂ 322550377

ダーウィンと出会った夏 ジャクリーン・ケリー／作 ほるぷ出版 ﾔ 933 ｹﾘ 322550666

パスタでたどるイタリア史 池上 俊一／著 岩波書店 ﾌﾞJ 38 ｲｹ 322125543

歌え!多摩川高校合唱部 本田 有明／著 河出書房新社 ﾔ F ﾎﾝ 322170366

ジョン万次郎 マーギー・プロイス／著 集英社 ﾔ 933 ﾌﾟﾛ 322167842

宇宙へ「出張」してきます 古川 聡／著 毎日新聞社 ﾔ 539 ｳﾁ 322146275

アヴェ・マリアのヴァイオリン 香川 宜子／著 KADOKAWA ﾔ F ｶｶﾞ 323102541

路上のストライカー マイケル・ウィリアムズ／作 岩波書店 ﾔ 933 ｳｲ 323093971

生命とは何だろう? 長沼 毅／著 集英社インターナショナルﾔ 460 ﾅｶﾞ 323102558

希望の海へ マイケル・モーパーゴ／作 評論社 J 933 ﾓﾊﾟ 323112268

マララ マララ・ユスフザイ／著 岩崎書店 J 28 ﾕｽ 323116467

ペンギンが教えてくれた物理のはなし渡辺 佑基／著 河出書房新社 ﾔ 482 ﾜﾀ 323133009

タスキメシ 額賀 澪／著 小学館 F ﾇｶ 323356709

ハーレムの闘う本屋 ヴォーンダ・ミショー・ネルソン／著 あすなろ書房 ﾔ 933 ﾈﾙ 323129437

シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン／著 河出書房新社 289 ﾚｲ 323322628

フラダン 古内 一絵／作 小峰書店 J F ﾌﾙ 323172387

ストロベリーライフ 荻原 浩／著 毎日新聞出版 ﾔ F ｵｷﾞ 323187310

犬が来る病院 大塚 敦子／著 KADOKAWA ﾔ 494 ｵｵ 323187328

わたしがいどんだ戦い1939年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー／作評論社 J 933 ﾌﾞﾗ 323834390

車いす犬ラッキー 小林 照幸／著 毎日新聞出版 ﾔ 646 ｺﾊﾞ 323214056

いのちは贈りもの フランシーヌ・クリストフ／著 岩崎書店 J 956 ｸﾘ 323214635

この川のむこうに君がいる 濱野 京子／作 理論社 ﾔ F ﾊﾏ 323232124

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー・トーマス／作 岩崎書店 ﾔ 933 ﾄﾏ 323218214

ヒマラヤに学校をつくる 吉岡 大祐／著 旬報社 ﾔ 372 ﾖｼ 323238840

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

高等学校

請求記号

2012年

2013年

2014年



廉太郎ノオト 谷津 矢車／著 中央公論新社 F ﾔﾂ 323697755

フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ／作 小学館 ﾔ 933 ﾓﾊﾟ 324048156

キャパとゲルダ マーク・アロンソン／著 あすなろ書房 740 ｷﾔ 323717363

兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン／著 あすなろ書房 ﾔ 933 ﾎﾞｲ 324065598

科学者になりたい君へ 佐藤 勝彦／著 河出書房新社 ﾔ 407 ｻﾄ 324073865

水を縫う 寺地 はるな／著 集英社 F ﾃﾗ 324450063

2020年

2021年


