
No. タ  イ  ト  ル 著者・出版社 シリーズ
1 　きしゃにのったビニ 野間亜太子
2  みいちゃんがお肉になる日 原案：坂本義喜 いのちをいただく
3 「大家さんと僕」と僕  矢部 太郎 
4 ０さいー４さい  こどもずかん  英語 学研
5 #VALUE! 暁教育図書 カラー図かん よいこの学習百科

6 １０  しゃかいのしくみ 暁教育図書 カラー図かん よいこの学習百科

7 10分で読めるお話五年生 岡信子、木暮正夫 学研 10分で読めるお話
8 10分で読めるお話四年生 岡信子、木暮正夫 学研 10分で読めるお話
9 10分で読めるお話二年生 岡信子、木暮正夫 学研 10分で読めるお話
10 10分で読めるお話六年生 岡信子、木暮正夫 学研 10分で読めるお話
11 10分で読める名作一年生 岡信子、木暮正夫 学研 10分で読めるお話
12 10分で読める名作三年生 岡信子、木暮正夫 学研 10分で読めるお話
13 １２３のほん  １１ 夢の教科書出版 ゆめの幼児全集
14 １２歳までに身につけたいSDGsの超きほん 蟹江憲史
15 １３歳のハローワーク 村上龍
16 １さい おめでとう わたなべゆうこ
17 １年生のえほん百科  講談社の年齢で選ぶ知識絵本

18 ２０  じんめいじてん 暁教育図書 カラー図かん よいこの学習百科

19 ２０世紀少年１５ 浦沢直樹
20 ５つぶのえんどうまめ 世界文化社 ワンダー名作館  ⑤
21 8割が落とされるＷｅｂテスト完全突破法！ ＳＰＩノートの会
22 A BRIDGE TO ENGLISH ＮＨＫこども英語教室
23 a day of Mitchell
24 ＡＢＣのほん  １３ 夢の教科書出版 ゆめの幼児全集
25 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　　　３ 八神ひろき
26 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　　　５ 八神ひろき
27 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　　　６ 八神ひろき
28 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　　　７ 八神ひろき
29 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　　　８ 八神ひろき
30 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　　　９ 八神ひろき
31 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　　１０ 八神ひろき
32 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　　１２ 八神ひろき
33 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　　１６ 八神ひろき
34 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　　１７ 八神ひろき
35 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　　２１ 八神ひろき
36 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　　２２ 八神ひろき
37 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　　２３ 八神ひろき
38 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　ＡＣＴⅡ　２ 八神ひろき
39 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　ＡＣＴⅡ　３ 八神ひろき
40 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　ＡＣＴⅡ　４ 八神ひろき
41 ＤＥＡＲＢＯＹＳ　ＡＣＴⅡ　５ 八神ひろき
42 ENJOY READING 2 BEST FRIENDS B/NG BANG BOOM CLUB ENJOY READING
43 ENJOY READING 3 FEELING GOOD B/NG BANG BOOM CLUB ENJOY READING
44 ENJOY READING 4 SOMETHING WONDERFUL B/NG BANG BOOM CLUB ENJOY READING
45 ENJOY READING 5 WHAT STRANGE THINGS！ B/NG BANG BOOM CLUB ENJOY READING
46 ENJOY READING 6 CREATURES FROM SPACE B/NG BANG BOOM CLUB ENJOY READING
47 ENJOY READING 7 PLEASANT DREAMS B/NG BANG BOOM CLUB ENJOY READING
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48 アーロと少年 スーザン・フランシス
49 あいうえおの ほん ゆめの幼児全集
50 あかいそりにのったウーフ くまの子ウーフの絵本 ７ ポプラ社
51 あかちゃんのあそびえほん②いないいないばああそび ０・１・２才のほん ０・１・２才のほん
52 あかちゃんのおはなし１４ 夢の教科書出版 ゆめの幼児全集
53 あそびのえほん ⑨ はみがきあそび ０・１・２才のほん ０・１・２才のほん
54 あたまにかきのき 世界文化社 ワンダー民話館
55 あたらしいのりものずかん 学研 プチカ2003  １１
56 あなたのおなまえは ひかりのくに ぴこちゃんえほん４
57 アナと雪の女王 角川書店
58 あの日起きたこと 東日本大震災 ストーリー３１１ 原作・イラスト ひうらさとる

59 あまつぶぽとりすぷらっしゅ Ａ・トゥレッセルト
60 亜未！ノンストップ　　　１ 北川みゆき
61 亜未！ノンストップ　　　２ 北川みゆき
62 亜未！ノンストップ　　　３ 北川みゆき
63 亜未！ノンストップ　　　４ 北川みゆき
64 亜未！ノンストップ　　　５ 北川みゆき
65 亜未！ノンストップ　　　６ 北川みゆき
66 亜未！ノンストップ　　　７ 北川みゆき
67 亜未！ノンストップ　　　８ 北川みゆき
68 亜未！ノンストップ　　　９ 北川みゆき
69 亜未！ノンストップ　　１０ 北川みゆき
70 亜未！ノンストップ　　１１ 北川みゆき
71 アラジンと魔法のランプ 馬場のぼる
72 アラビアンナイトのお話 小学館 世界の童話  ４
73 ありのたんけんたい 世界文化社 ワンダーブック 1１  おはなし

74 アリババと40人のとうぞく 世界文化社 ワンダー名作館  ⑦
75 アルプスの少女、最後の授業 学研 少年少女世界文学全集７
76 アルプスの少女ハイジ心を照らす１００の言葉 いろは出版
77 アンデルセンのお話 小学館 世界の童話  ７
78 イギリスのお話 小学館 世界の童話  ４８
79 いそがしあおむし 年少版こどものとも
80 イソップどうわ   ２５話  名作よんでよんで 学研
81 イソップどうわ一年生   三田村信行
82 イソップのお話 小学館 世界の童話  １
83 イソップの絵話 小学館 世界の童話  １６
84 イソップものがたり 世界文化社 ワンダー名作館
85 いただきますあそび ０・１・２才のほん ０・１・２才のほん
86 イタリアのお話 小学館 世界の童話  ４５
87 イッキによめる！おもしろ科学  小学１年生 米村でんじろう
88 イッキによめる！名作選  小学１年生 齋藤 孝
89 いっしょだね いしかわこうじ
90 一寸法師あまんじゃくとうりこひめ 日本昔話えほん全集３
91 いつもいっしょに こんのひとみ
92 いないいないばあ みやもとただお
93 いないいないばああそび  あそびのえほん ② ０・１・２才のほん ０・１・２才のほん
94 いなばのしろうさぎ ポケット絵本 9
95 うずらちゃんのかくれんぼ    幼児絵本 福音館書店
96 宇宙へ、そしてミクロの世界へ 手塚治虫監修 世界の歴史  15



97 うつくしい おくりもの 世界文化社 ワンダー名作館
98 うみでめがねをおとしたら 世界文化社 ワンダーブック ７  おはなし

99 うみにいったよ   ぴこちゃんえほん８ ひかりのくに
100 うみのどうぶつずかん 学研 プチカ2003  ９
101 うらしまたろう 渡辺節子 ワンダー民話館
102 うんこ！ サトシン
103 エジソン 子ども伝記全集
104 エネルギーの話 押田勇雄
105 エルマーとりゅう Ｒ・Ｓ・ガネット
106 エルマーのぼうけん Ｒ・Ｓ・ガネット
107 おいらは　にいちゃん 世界文化社 ワンダーブック ８  おはなし

108 黄金卿の夢 手塚治虫監修 世界の歴史 　 7
109 おーい カナブーン 福音館書店 こどものとも年少版２５７号

110 大いなる理想 手塚治虫監修 世界の歴史 　 3
111 おおきくなるっていうことは 中川ひろたか
112 大ぐいせんしゅけん 原ゆたか かいけつゾロリ
113 オーボラーラ男爵の大冒険 原ゆたか、原京子
114 おかあさんといっしょに クリストファー・ガンソン
115 おかお いろいろ あかちゃん いろいろ かこさとし
116 おかおいろいろ　あかちゃんいろいろ かこさとし
117 おかおいろいろあかちゃんいろいろ かこさとし
118 おきなさい！まーちゃん 年少版こどものとも
119 おこってる 　福音館書店 かんきょうかがくえほん
120 おこってる！ かんきょうかがくえほん
121 おしいれのぼうけん 古田足日・田畑精一
122 おしりたんてい さく・え  トロル
123 おすわりできたら  はじめてのアンパンマン   べたべた号 小学館
124 おたまじゃくしの１０１ちゃん かこさとし
125 おたまじゃくしのしょうがっこう かこさとし  偕成社
126 おたんこナース　① 佐々木倫子
127 おたんこナース　② 佐々木倫子
128 おたんこナース　③ 佐々木倫子
129 おたんこナース　④ 佐々木倫子
130 おたんこナース　⑤ 佐々木倫子
131 おでかけ版  いないいないばああそび 偕成社
132 おとうさんといっしょにおばあちゃんのうちへ こどものとも
133 オトシブミ  観察の本 千国安之輔
134 おにとアンカンぼうず 儀間 比呂志 ぶん・え こどものとも　沖縄民話
135 おにとアンカンぼうず こどものとも
136 おにのたいこ    キンダーおはなしえほん フレーベル館
137 おばけやしきでおんがくかい 世界文化社 ワンダーブック １０  おはなし

138 おはなし おひなさまは  どこ？ 世界文化社 ワンダーブック ３　おはなし

139 おはなし366 後巻: 7月1日~12月31 一日一話・読み聞かせ
140 おはよう おやすみ １ 夢の教科書出版 ゆめの幼児全集
141 おへそのあな 長谷川義史
142 おべんとうなあに？ 世界文化社 ワンダーブック ４  おはなし

143 俺、つしま おぷうのきょうだい
144 お月さまのさんぽ ブライアン・ワイルドスミス

145 お料理１年 おかずぐみ コロッケくん 千趣会
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146 かいけつゾロリ 原ゆたか
147 かえでがおか農場のいちねん プロベンセン夫妻
148 かえるのかさ ねこのかさ 世界文化社 ワンダーブック ６  おはなし

149 かくれんぼしましょ
150 家裁の人　６ （画）毛利甚八
151 家裁の人　７ （画）毛利甚八
152 家裁の人　８ （画）毛利甚八
153 家裁の人　９ （画）毛利甚八
154 家裁の人１０ （画）毛利甚八
155 カジムヌガタイ  嵐が語る沖縄戦 比嘉  慂
156 かずのほん―すてきなぼうし (小学館)わしお としこ

(著)
育児絵本

157 かぜのでんわ いもとようこ
158 がたん ごとん がたん ごとん 安西水丸
159 かちかちやま 世界文化社 ワンダー民話館
160 かちかちやま ポケット絵本10
161 カブトムシクワガタムシずかん 学研 プチカ2003  ８
162 かみきりむしの生活    少年少女ファーブル昆虫記４ ファーブル
163 かみさまからのおくりもの ひぐちみちこ
164 ガラシとクルピラ 福音館書店 こどものとも  （年中向き）
165 からすじそう たじまゆきひこ こどものとも  ３９９号
166 からすのおかしやさん かこさとし おはなしのほん
167 からすのてんぷらやさん かこさとし
168 からすのパンやさん  かこさとし おはなしのほん７ 偕成社
169 からすのゆうびんきょく  こどものくに すずき出版
170 からだにもしもし 七尾純
171 ガリバー旅行記 Ｊ・スウィフト
172 かわいい子猫たち　写真集 動物シリーズ４
173 かわいいペット    くずかん 学研 プチカ2003  ６
174 かわいそうなぞう  おはなしノンフィクション絵本 金の星社
175 かわうそと おじいさん フレーベル館 キンダーおはなしえほん
176 関東大震災・満州事変 　水木しげる コミック昭和史第１巻
177 頑張れアンズ 鈴木博房
178 きたかぜのおくりもの 世界文化社 ワンダー名作館  ①
179 きっちょむさんのはなし 望月正子 ワンダー民話館
180 きつねとかわうそ 松谷みよ子 ワンダー民話館
181 キツネとタヌキのばけばけ話 木暮正夫
182 きつねのホイティ ウエツタシンハ  福音館書店

183 きつねものがたり ヨセフ・ラ＊＊＊
184 きまぐれロボット 角川文庫
185 今日から第二の患者さん 青鹿ユウ
186 きょうふのカーレース 原ゆたか かいけつゾロリの
187 きょうりゅうが学校にやってきた Ａ・フォーサイス
188 きょうりゅうずかん 学研 プチカ２
189 きょうりゅうナンバーワン サンチャイルド  ビッグサイエンス

190 きょうりゅうのたまご 原ゆたか かいけつゾロリの
191 きょうりゅうひゃっか ひかりのくに
192 ぎょうれつのできるスパゲッティやさん ふくざわゆみこ
193 キリンとアイスクリーム 福音館書店 こどものとも年少版３９１号

194 銀河鉄道の夜 宮沢賢治



195 銀河鉄道の夜  絵本 宮澤賢治
196 キンギョとめだかさかなずかん 学研 プチカ2003  ５
197 きんぎょのおつかい 高部春市／絵 与謝野晶子／文

198 キンダーおはなしえほん ぼくのながれぼし フレーベル館
199 近代の夜明け 手塚治虫監修 世界の歴史 　 6
200 くまさぶろう もりひさし
201 くまさんくまさんなにみてるの？ ビル・マーチン ボード・ブック
202 くまのこうちょうせんせい こんのひとみ
203 暮らしに役立つ実用折り紙 山口　真
204 グリムの昔話③ 佐々木梨代子・野村＊＊

205 グリムの童話 小学館 世界の童話  ２
206 けいとだま 福音館書店 こどものとも年少版３２２号

207 げんごろうのてんのぼり 世界文化社 ワンダー民話館
208 ゴーマニズム宣言 小林よしのり
209 こぎまちゃんおやすみ こぐま社
210 こぐまちゃん　おはよう こぐま社
211 コケーナとであったチャンゴ  こどものとも  ４０６号 やなぎやけいこ こどものとも  ４０６号
212 こどものうたと名作童話 ほらふきだんしゃくのぼうけん

213 こども英語教室 A BRIDGE TO EBGLISH ＮＨＫ
214 ことりようちえんのいちねんかん たかてらかよ
215 このおと なあに  ６ 夢の教科書出版 ゆめの幼児全集
216 このゆびとーまれ あかまあきこ
217 こぶたくん Ｊ・Ｂ・ルーワン
218 こぶたほいくえん 幼児絵本 福音館書店
219 コロちゃんはどこ？ エリック・ヒル
220 ころわんとごろごろ アップル チャイルドブック
221 コロンブス  児童伝記１９ 沢田謙
222 コんガらガっち あっちこっち ユーフラテス
223 ごんぎつね 新美南吉
224 ごんたくんのたんじょうび 青木書店 ＮＨＫ できるかな  ９
225 ごんたとにげたこねこ 青木書店 ＮＨＫ できるかな  ４
226 こんとあき 福音館書店/林明子
227 こんな ことってある？ 福音館書店 年少版こどものとも１４０号

228 さいごのトマト 竹本成徳
229 さかなとみずのいきもの  フレーベル館の図鑑ナチュラ フレーベル館
230 ざっくりぶうぶうがたがたごろろ 　神戸淳吉
231 サッチンのあかいくつ 福音館書店 こどものとも年少版３１６号

232 さみしがりやのちゅうたくん リチャード・スキャリー スキャリーおじさんのどうぶつえほん

233 さよなら ママがおばけになっちゃった のぶみ  講談社
234 さるのきょうだい 松成由紀子 サンチャイルド  ビッグサイエンス

235 サンタクロース  チャレンジミッケ！（4） ウォルター・ウィック
236 サンタさんへ １２のプレゼント マウリ・クンナス
237 さんねんねたろう 世界文化社 ワンダー民話館
238 三分間サバイバル失敗か？成功か？運命の選択 栗生こずえ
239 ジーク月のしずく日のしずく 斉藤洋
240 シートン動物記、ファーブル昆虫記 学研 少年少女世界文学全集２０

241 シカの白ちゃん 岡部伊都子
242 シゲルの銀河鉄道 長崎源之助
243 じどうしゃたいしゅうごう 実業之日本社



244 じゃがいもとさつまいも 植木裕幸 サンチャイルド  ビッグサイエンス

245 ジャックとまめのき 世界文化社 ワンダー名作館  ④
246 ジャックとまめのき 世界文化社 ワンダー名作館  ⑪
247 しゃっくりヒック 福音館書店 こどものとも年少版３１４号

248 宗教の戦争 手塚治虫監修 世界の歴史 　 5
249 十二番目の天使 オグ・マンディーノ
250 自由の旗の下に 手塚治虫監修 世界の歴史 　 8
251 シュッシュッポッポ ひかりのくに ぴこちゃんえほん５
252 しょうこうじょ 小学館 世界の童話  １３
253 しりたがりやのこぶたくん Ｊ・Ｂ・ルーワン
254 シルクロード 手塚治虫監修 世界の歴史 　 4
255 しろくまちゃんのほっとけーき こぐま社
256 人類文明の始まり 手塚治虫監修 世界の歴史 　 1
257 すいしゃごや 　作： アネット・チゾン バーバパパ
258 すきすきぼうし 福音館書店 こどものとも年少版３１５号

259 ズッコケ心霊学入門 那須正幹
260 ずどんといっぱつ すていぬシンプだいかつやく ジョン・バーニンガム
261 すなはまいそのいきものずかん 学研 プチカ３
262 世界の工場 手塚治虫監修 世界の歴史　  9
263 せかいのどうぶつずかん 学研 プチカ５
264 せみとかまきりの観察  少年少女 ファーブル昆虫記３ ファーブル
265 専制への道 手塚治虫監修 世界の歴史 　 2
266 そこにいるのはだれ？ 福音館書店 年少版こどものとも１３６号

267 そらまでとんでけ 寺村輝夫
268 だーいすき  ちゅ はかた たん
269 だーいすき　ちゅ はかたたん
270 第三帝国の興亡 手塚治虫監修 世界の歴史  13
271 たいせつなこと マーガレット・ワイズ・ブラウン

272 たいよう・ちきゅう・かぜ  しぜんのちから 飯野亮一 サンチャイルド  ビッグサイエンス

273 たから島 世界名作童話全集
274 だじゃれ日本一周 長谷川義史
275 たにしちょうじゃ 高津美保子 ワンダー民話館
276 たのしい おまつり  ２ 夢の教科書出版 ゆめの幼児全集
277 たべる トンちゃん 金襴社
278 たまちゃんとひよちゃん なんのおとかな？ ベネッセ
279 だるまさんが かがくいひろし
280 だれかな　だれかな ひかりのくに ぴこちゃんえほん４
281 たろうとつばき 渡辺有一
282 たろうのともだち  村山桂子 
283 だんごむしうみへいく 松岡達英
284 だんごむしそらをとぶ 松岡達英
285 たんじょうび おめでとう こぐま社
286 ちいさいきいろいかさ   きんのほしストーリー絵本 金の星社
287 ちいさくても大丈夫 ロベルト・カルロス
288 ちいさなきいろいかさ 金の星社/もりひさし
289 ちいさなくし 福音館書店 こどものとも年少版２６４号

290 ちからたろう
291 ちびすけきらきら 五味太郎
292 チャレンジ１年生 はてなはっけんブック とくしゅう おしょうがつ ベネッセ
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293 チューリップルかほちゃん あさのあつこ
294 チョコレートじょう 原ゆたか かいけつゾロリ
295 つかまる！！ 原ゆたか かいけつゾロリ
296 つまんないつまんない ヨシタケシンスケ
297 つるのよめさま 世界文化社 ワンダー名作館
298 ディンゴはじどうしゃがだいすき ブックローン スキャリーおじいさんのどうぶつえほん

299 できるかなうんどうかい 青木書店 ＮＨＫ できるかな  ３
300 できるかなかぞくゲーム 青木書店 ＮＨＫ できるかな１０
301 てのなか なーんだ？ 福音館書店 年少版こどものとも１５７号

302 てんてんてん  ０・１・２えほん 福音館書店
303 でんでんむしのかなしみ 新美南吉
304 どうぞのいす 香山美子 ひさかたチャイルド
305 どうなっているのかな?―バス・でんしゃ しかけえほん
306 動物 旺文社 野外動物図鑑３
307 どうぶつ  ねこさんどうしてないているの？ ２・３歳保育絵本
308 どうぶつ だいすき ゆめの幼児全集
309 どうぶつあかちゃんずかん 学研 プチカ１１
310 動物園の動物たち どうぶつシリーズ
311 どうぶつシリーズ２  かわいい子犬たち  写真集 大創三号
312 どうぶつのあかちゃん いっしょにあそぼ サミ
313 どうぶつのおやこ 長岡書店
314 どうぶつのおやこ 一～三歳向き  ミッキー幼児えほん

315 どうぶつむらのソリレース② 世界文化社 ワンダーブック ２  おはなし

316 とくしゅうごう 世界文化社 ワンダーブック 1２  おはなし

317 どこかいきのバス 井上ようこ
318 とことんトシコ 原としこ
319 ドナウ川のようせい ポケット絵本11
320 トミカをさがせ！ 講談社
321 ともだちは。サティー！ 大塚篤子
322 ドラえもんとあそぼう４ てんきになあれ 藤子不二雄
323 とらねこ めいたんてい フレーベル館 キンダーおはなしえほん
324 とらは・・ 内山晟 サンチャイルド  ビッグサイエンス

325 どれい解放の日 手塚治虫監修 世界の歴史  11
326 ドン・ローロのつぼ 福音館書店 年少版こどものとも２６３号

327 どんぐりむらのぱんやさん なかやみわ  学研
328 とんちでヤッタネ！おどけもの話 木暮正夫
329 トントンとブーブー リチャード・スキャリー スキャリーおじさんのマナーえほん

330 なくむしずかん 学研 プチカ９
331 なしのこぞう 世界文化社 ワンダー名作館  ⑨
332 なずずこのっぺ？ カーソン・エリス 2018課題図書1､2年
333 なぞときえほん5　ぼくらはしょうねんたんていだん 名探偵コナン
334 なぞなぞ大さくせん 原ゆたか かいけつゾロリの
335 なぞなぞなーに あきのまき 福音館書店 年少版こどものとも１６３号

336 なぞなぞなーに はるのまき 年少版・こどものとも
337 なぞのうちゅうじん 原ゆたか かいけつゾロリ
338 なぞのおたから大さくせん（後編） 原ゆたか かいけつゾロリの
339 なぞのおたから大さくせん（前編） 原ゆたか かいけつゾロリの
340 なぞのまほう少女 原ゆたか かいけつゾロリ
341 なつ なつ なつ 福音館書店 こどものとも年少版３１７号



342 なっちゃんもついてこーい 福音館書店 こどものとも年少版３２０号

343 なつのくさばなずかん 学研 プチカ2003  ７
344 なるほど家事の面白ブック 風間茂子
345 にほんのどうぶつずかん 学研 プチカ６
346 ねえ どっちがすき？ 福音館書店 こどものとも年少版２５８号

347 ねことしっぽ 福音館書店 年少版こどものとも１６７号

348 ねずみきょう 武士田忠 ワンダー民話館
349 脳内ストレッチ！ IQ頭脳にチャレンジ！ IQ選定開発研究会
350 のって  みたいな 夢の教科書出版
351 のってみたいなでんしゃあいろいろ サンチャイルド  ビッグサイエンス

352 のっぽさんのおうち 青木書店 ＮＨＫ できるかな  ６
353 のっぽさんのおばけやしき 青木書店 ＮＨＫ できるかな  ８
354 のっぽさんはコックさん 青木書店 ＮＨＫ できるかな  １
355 のっぽじどうしゃこうじょう 青木書店 ＮＨＫ できるかな  ５
356 のっぽのっぽサーカス 青木書店 ＮＨＫ できるかな  ７
357 のっぽはかせとへんなむし 青木書店 ＮＨＫ できるかな  ２
358 のりもの このおとなあに？ 浜かおる
359 はじめての育児  新米ママ＆パパを応援します！ 主婦の友社
360 はしる・とぶ・なげる  ほねときんにく 山田貴輝 サンチャイルド  ビッグサイエンス

361 はだかのおうさま ポケット絵本12
362 はたらくうまのハンバートとロンドン市長さんのはなし ジョン・バーニンガム
363 はちみつができるまで 藤原誠太 サンチャイルド  ビッグサイエンス

364 はてな？はっけんブック  とくしゅう じしゃく ベネッセ
365 はな＊＊＊そら  ９ 夢の教科書出版 ゆめの幼児全集
366 はなのすきなうし 岩波の子供の本
367 はなまるきっず おはなしえほん 下 学研 幼児の読みもの特集
368 はなまるきっず おはなしえほん 上 学研 幼児の読みもの特集
369 はみがきあそび あかちゃんのあそびえほん

370 ハメルンのふえふき 世界文化社 ワンダー名作館  ⑥
371 はらぺこあおむし エリック・カール
372 バラライカねずみのトラブロフ ジョン・バーニンガム
373 はるかなる大地の叫び 手塚治虫監修 世界の歴史  12
374 はるちゃんのいただきます おおひらみつよ
375 はるのいきものずかん 学研 プチカ４
376 はるのはなとむしずかん 学研 プチカ2003  ４
377 はれときどきぶた 矢玉四郎
378 パンケーキをたべるサイなんていな

い？
文： アンナ・ケンプ

379 はんたいことば
380 パンダ銭湯
381 パンツぱんくろう ③ おしっこれーれーれー 講談社の開発絵本
382 ピーターと狼 小学館 世界の童話  ３８
383 光とともに・・・ 戸部けいこ 自閉症児を抱えて　1巻
384 ひかりの里のハル おおひらみつよ
385 ひげじいさん 福音館書店 こどものとも年少版３１９号

386 びっくりいきものずかん 学研 プチカ１０
387 ピックルのじどうしゃりょこう リチャード・スキャリー スキャリーおじさんのどうぶつえほん

388 ひとが否定されないルール 日木流奈
389 ひとのからだたんけんずかん 学研 プチカ１
390 ひなとかのんのおひさま日記  ２ 森山和泉



391 ピノキオ  世界の童話  ９ 小学館
392 ひみつの花園 バーネット
393 ファーブル昆虫記 アンリ・ファーブル
394 ぷう チャイルドブック
395 ブータのたんじょうび 世界文化社 ワンダーブック ５  おはなし

396 ふくろうくん アーノルド・ローベル
397 ふしぎかげえずかん 学研 プチカ2004  １
398 ふしぎ駄菓子屋 銭天童 廣嶋博房
399 ふしぎなふしぎなくうきのはなし リチャード・スキャリー スキャリーおじいさんのどうぶつえほん

400 フジ三太郎 サトウサンペイ
401 ふたり 福田隆浩
402 ふまんがあります    ４～５歳から  わたしのえほん ヨシタケシンスケ  ＰＨＰ
403 ふゆのいきものずかん 学研 プチカ１２
404 ブラックジャックによろしく　　１ 佐藤秀峰
405 ブラックジャックによろしく　　２ 佐藤秀峰
406 ブラックジャックによろしく　　３ 佐藤秀峰
407 ブラックジャックによろしく　　４ 佐藤秀峰
408 ブラックジャックによろしく　　５ 佐藤秀峰
409 ブラックジャックによろしく　　６ 佐藤秀峰
410 ブラックジャックによろしく　　７ 佐藤秀峰
411 ブラックジャックによろしく　　８ 佐藤秀峰
412 ブラックジャックによろしく　　９ 佐藤秀峰
413 ブラックジャックによろしく　１０ 佐藤秀峰
414 ブラックジャックによろしく　１１ 佐藤秀峰
415 ブラックジャックによろしく　１２ 佐藤秀峰
416 ブラックジャックによろしく　１３ 佐藤秀峰
417 フランソワーズ まりーちゃんとおおあめ 福音館書店
418 フランダースの犬    世界名作童話全集６ ウイーダ
419 ブルくんとかなちゃん 福音館書店 こどものとも年少版３１３号

420 ブレーメンのおんがくたい グリム兄弟 ワンダー名作館
421 ブレーメンの音楽隊  世界名作えほん全集１６ 童音社
422 フレッシュネーミング赤ちゃんの名前の宝箱 高帆 美旺 
423 へいきのヘイタ 原ゆたか、原京子
424 へいわってすてきだね 安里有生
425 平和への歩み 手塚治虫監修 世界の歴史  14
426 へっぴりよめこ 剣持弘子 ワンダー民話館
427 ベビーミニー  なにしてるの？ 松本ちえこ
428 ヘルプマン　　３ くさか里樹
429 ヘルプマン　　７ くさか里樹
430 ヘルプマン　　８ くさか里樹
431 ヘルプマン　　９ くさか里樹
432 ヘルプマン　１０ くさか里樹
433 ヘルプマン　１１ くさか里樹
434 ヘルプマン　１２ くさか里樹
435 ヘルプマン　１３ くさか里樹
436 ヘルプマン　１４ くさか里樹
437 ベントリー・ビーバーのものがたり Ｍ．Ｗ．シャーマット
438 ホームレス中学生 田村裕
439 ポカポカホテル  ひかりのくに傑作絵本集 松岡節



440 ぼくおなかぺっこぺこ
441 ぼくのまち ４ 夢の教科書出版 ゆめの幼児全集
442 ぼくの昆虫記 浜野栄次
443 ぼくは、ジローです 岸川悦子
444 ぼくはバックン 年少版・こどものとも
445 ポケットモンスター全わざ大図鑑
446 ポケモン おもしろ めいろ・パズル 嵩瀬 ひろし
447 ポケモンをさがせ！ ダイヤモンドパール 画／相原和典  小学館
448 ポケモンをさがせ！ ゆうえんちはおおさわぎ 相原和典
449 ほしとうちゅうのずかん 学研 プチカ2004  ３
450 ほらふきヤーノシュ 世界文化社 ワンダー名作館  ⑧
451 ポンタの　運動会 世界文化社 ワンダーブック ９  おはなし

452 ほんをつくる 作： アネット・チゾン  バーバリブ
453 マーシャとくま   ロシア民謡 福音館書店
454 まいごのピーちゃん 九州国立博物館/文、原案ネキュピィのちいさなえほん〈1 〉

455 まいにちはっけんえほん ベネッセ こどもちゃれんじ
456 まいにちはっけんえほん 10 こどもちゃれんじ
457 まいにちはっけんえほん 12 こどもちゃれんじ
458 まいにちはっけんえほん ２ こどもちゃれんじ
459 マウス一家のむすめたちのさんぽ カーラ・カスキン
460 マッチ売りの少女　雪の女王   出版社 世界文化社 少年少女世界の名作２
461 まねっこさんぽ  ワンツーマーチえほん きりんあん
462 まほうのへや 原ゆたか かいけつゾロリ
463 ママ・すれちがい 細野不二彦
464 ママお話きかせて  夏の巻 小学館 ママお話きかせて
465 ママお話きかせて  秋の巻 小学館 ママお話きかせて
466 ママお話きかせて  春の巻 小学館 ママお話きかせて
467 ママお話きかせて  冬の巻 小学館 ママお話きかせて
468 ママがおばけになっちゃった のぶみ  講談社
469 ママノート１絵本の使い方 １ （１・２・３） 夢の教科書出版 ママノート１
470 ママノート１絵本の使い方 ２ （４・５・６） 夢の教科書出版 ママノート１
471 ママノート１絵本の使い方 ３ （７・８・９） 夢の教科書出版 ママノート１
472 ママノート１絵本の使い方 ４ （10・11・12） 夢の教科書出版 ママノート１
473 ママノート１絵本の使い方 ５ （13・14） 夢の教科書出版 ママノート１
474 ママノート１幼児の健康となぜなぜ 夢の教科書出版 ママノート１
475 まるさんかくしかく  １２ 夢の教科書出版 ゆめの幼児全集
476 まんが岩手人物シリーズ６  石川啄木 くまの歩
477 満州事変・日中全面戦争 　水木しげる コミック昭和史第２巻
478 みかんのひみつ サンチャイルド  ビッグサイエンス

479 みずさいばいやさいずかん 学研 プチカ2003  １０
480 みずのいきものずかん 学研 プチカ７
481 ミッケ! ゴーストハウス マルゾーロ
482 みみちゃんえほん いっしょにいこうよ 学研
483 みゆき　１ あだち充
484 みゆき　２ あだち充
485 みゆき　３ あだち充
486 みゆき　４ あだち充
487 みゆき　５ あだち充
488 ミルクのへんしん 中山章子 サンチャイルド  ビッグサイエンス
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489 民族の怒り 手塚治虫監修 世界の歴史  10
490 みんな  ともだち  とり  さかな 夢の教科書出版
491 みんなあつまれ 福音館書店 こどものとも年少版３１８号

492 みんなたべたいな ひかりのくに ぴこちゃんえほん４
493 みんなではしろう 福音館書店 こどものとも年少版３０３号

494 みんなのおんがく  １５  ゆめの幼児全集 夢の教科書出版
495 みんなの生命くらしの化学  絵で見る化学のせかい ４ かこさとし
496 むしのからだかんさつずかん 学研 プチカ８
497 むしのにっぽんいちせかいいち 須田孫七 サンチャイルド  ビッグサイエンス

498 めいたんていとうじょう 原ゆたか かいけつゾロリ
499 もこ もこもこ 谷川俊太郎
500 もじのカタチ 祖父江 慎 (著) 月刊たくさんのふしぎ
501 もじのカタチ  月刊たくさんのふしぎ 祖父江慎
502 モチモチの木 斉藤隆介
503 モチモチの木ものがたり 斎藤隆介
504 もったいないばあさんがくるよ！ 真珠 まりこ
505 もったいないばあさんの いただきます 真珠 まりこ  講談社の創作絵本
506 もっとかんがえるカエルくん いわむらかずお
507 ものしりはかせ ワンダー名作館１１
508 もみじのいちねん サンチャイルド  ビッグサイエンス

509 もりのへなそうる わたなべしげお
510 やまなし 宮澤賢治
511 やまのたけちゃん 岩波の子どもの本
512 ゆうかんなちびの仕立屋さん スペン・オットー
513 ゆうかんなハリネズミマックス Ｄ・キング＝スミス
514 ゆきだるま レイモンド・ブリックス
515 ゆきのひのポンテ 福音館書店 こどものとも年少版３２１号

516 ユンボギの日記 イー・ユンボギ
517 よいかい大リーグ 原ゆたか かいけつゾロリ
518 よみかたりえほん  １ こどもちゃれんじ  ぷちファースト

519 よみかたりえほん  ２ こどもちゃれんじ  ぷちファースト

520 よみかたりえほん  準備号 こどもちゃれんじ  ぷちファースト

521 ラーメンたいけつ 原ゆたか かいけつゾロリ
522 ライト兄弟 白木茂
523 りすくんのａｂｃ リチャード・スキャリー スキャリーおじさんのどうぶつえほん２

524 龍之介先生走る 片野ゆか
525 りんごちゃんと、おひさまの森のなかまたち 太田知子
526 ルンペルシュテイルツヘン ポール・ガルドン

527 レイナが島にやってきた！ 長崎夏海 2018課題図書3､4年
528 ろけっとこざる Ｈ・Ａ・レイ
529 若草物語 L・Ｍ・オルコット 10歳までに読みたい世界名作

530 わがままなきょじん 世界文化社 ワンダー名作館  ③
531 わくわくチャレンジえほん  むかしばなしめいろ２４ ひやまゆみ
532 わすれないでねサンタクロース バージニア・マヨ
533 わたしのえほん いわさきちひろ
534 わたしも 年少版こどものとも
535 わたし大好き リディア・ハーディック
536 わらしことねむの花 須藤克三
537 ワンダーブック９ おはなし ポンタの運動会 世界文化社

https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E7%A5%96%E7%88%B6%E6%B1%9F+%E6%85%8E&text=%E7%A5%96%E7%88%B6%E6%B1%9F+%E6%85%8E&sort=relevancerank&search-alias=books-jp
https://www.amazon.co.jp/逵溽匠-縺ｾ繧翫％/e/B004LRWZVU/ref%3Dsr_ntt_srch_lnk_1?qid=1519643967&sr=1-1


538 陰陽師  ５  青龍 夢枕獏
539 宇宙からの声 葉祥明
540 仮面ライダーキバ フォームチェンジのひみつ！ 講談社
541 家族の食卓 柴門ふみ
542 火よう日のごちそうはひきがえる ラッセル・Ｅ・エリクソン？

543 画本 宮澤賢治 かしわばやしの夜 パロル舎
544 外国の絵話 小学館 世界の童話  ３０
545 学研の図鑑 学研
546 宮沢賢治 泉秀樹
547 宮沢賢治絵物語 支倉出版編集部
548 宮澤賢治  まんが岩手人物シリーズ３ 原作 泉秀樹
549 魚  学研の図鑑 学研
550 君たちはどう生きるか 吉野源三郎
551 原子の探検  楽しい実験 かこさとし
552 古事記、竹取物語 学研 少年少女世界文学全集２４

553 古墳の謎 日本発見 埋もれた古代権力の素顔 暁教育図書
554 吾輩は猫である（上）中学生向き 偕成社版
555 国のはじまり 読売新聞社 ジュニア版日本の歴史
556 三びきのこぶた 童話館出版
557 士・農・工・商 読売新聞社 ジュニア版日本の歴史
558 子供のあそび 高橋四郎
559 七人のゆかいな大どろぼう たかしよいち
560 手ぶくろを買いに  日本の童話名作選 新美南吉
561 小さいサムライたち 吉岡たすく
562 少年少女世界の名作 ６  家なき子 世界文化社
563 少年少女世界名作文学全集  西遊記 呉承恩
564 少年探偵団 江戸川乱歩
565 湘南爆走族 吉田聡
566 森からの贈りもの 水野政雄
567 人物日本の歴史 聖武天皇 鑑真 道鏡  学習漫画 笠原一男
568 水星  MERCURY シーモア・シーメン
569 聖書物語  旧約編 香山＊子
570 聖書物語  新約編 香山＊子
571 西先生と三十八人の子どもたち 上村貞子
572 西遊記 呉承恩 10歳までに読みたい世界名作

573 西遊記  中 呉承恩
574 舌切りすずめ  かもとりごんべい 日本昔話えほん全集
575 大どろぼうホッツエンポロッツ プロイスラー
576 大奥のことがマンガ３時間でわかる本 津田 太愚
577 池上彰の学べるニュース 池上彰
578 竹取物語 石井睦美＝編訳
579 中学生 理科の自由研究  エコ実験室 成美堂出版
580 中学生 理科の自由研修 すぐに使える実験観察ガイド 成美堂出版
581 長くつ下のピッピ リンドグレーン
582 東の空からファンタジア めるへんめーかー
583 日本の絵話 小学館 世界の童話  ２９
584 日本の神さま  にほんよいくに ① 葉室頼昭
585 日本の昔ばなし ２０話  名作よんでよんで 学研
586 日本の伝記 源頼朝 学習漫画 永原慶二



587 妊活→出産一直線！ 花津ハナヨ
588 版画のはらうた くどうなおこ
589 卑弥呼・聖徳太子・天智天皇ー大和・飛鳥時代 集英社版 学習漫画 日本の歴史
590 武士のいきおい 読売新聞社 ジュニア版日本の歴史
591 風が吹くとき ブリッグズ
592 平野レミのサラダブック 福音館書店
593 坊っちゃん 夏目漱石
594 坊っちゃん、杜子春 学研 少年少女世界文学全集２２

595 冒険者たち ガンバと十五ひきの仲間 斉藤惇夫
596 名探偵シャーロック・ホームズ、黄金虫・黒ねこ 学研 少年少女世界文学全集２
597 明治・大正・昭和 読売新聞社 ジュニア版日本の歴史
598 盲導犬グレフ誕生物語 パトリック・カーチス
599 葉っぱのフレディ  いのちの旅 レオ・パシカーリア
600 蓮如さま  本願寺絵本シリーズ３ 緒方倫子


