
№ 書籍名 著者名 出版社

1 100年後の水を守る 橋本淳司 文研出版

2 五七五の夏 万乃華れん 文研出版

3 8分音符のプレリュード 松本祐子 小峰書店

4 青いスタートライン 高田由紀子 ポプラ社

5 アカシア書店営業中! 濱野京子 あかね書房

6 アサギマダラの手紙 横田明子 国土社

7 あみちゃんの魔法のことば　夢をかなえる15の物語 ふじもとみさと 文研出版

8 あやしの保健室（1）　あなたの心、くださいまし 染谷果子 小峰書店

9 あやめさんのひみつの野原 島村木綿子 国土社

10 あれあれあれれ つちだのぶこ ポプラ社

11 安寿姫草紙 三田村信行 ポプラ社

12 いい人ランキング 吉野万里子 あすなろ書房

13 一ツ蝶物語 横山充男 ポプラ社

14 いつも心の中に 小手鞠るい 金の星社

15 いつも心の中に 小手鞠るい 金の星社

16 稲妻で時をこえろ! 小森香折 文研出版

17 伊能忠敬　歩いて作った初めての日本地図 たからしげる あかね書房

18 命を救われた捨て犬　夢之丞　災害救助 泥まみれの一歩 今西乃子 金の星社

19 うみべの文庫 堀米薫 文研出版

20 ええたまいっちょう! くすのきしげのり 岩崎書店

21 えっちゃんええやん 北川チハル 文研出版

22 おうちずきん こがしわかおり 文研出版

23 おかあさんのそばがすがすき　犬が教えてくれた大切なこと 今西乃子 金の星社

24 おじいちゃんの桜の木 A.ナネッティ 小峰書店

25 おたまじゃくしの101ちゃん かこさとし 偕成社

26 鬼遊び　地獄のお囃子 廣嶋玲子 小峰書店

27 おねえちゃんってほーんとつらい! いとうみく 岩崎書店

28 おばけ道、ただいま工事中!? 草野あきこ 岩崎書店

29 おばけのアッチ　スパゲッティ・ノックダウン! 角野栄子 ポプラ社

30 お昼の放送の時間です 乗松葉子 ポプラ社

31 カステラやさんのバースデーケーキ 堀直子 小峰書店

32 カレーライスを一から作る 前田亜紀 ポプラ社

33 かんけり 石川えりこ アリス館

34 がんばれ!名犬チロリ おおきとおる 岩崎書店

35 がんばれ給食委員長 中松まるは あかね書房

36 きみの声を聞かせて 小手鞠るい 偕成社

37 きみの声を聞かせて 小手鞠るい 偕成社

38 救助犬エリーの物語 W.ブルース.キャメロン 小峰書店

39 ギュレギュレ! 斉藤洋 偕成社

40 きょうからトイレさん 片平直樹 文研出版

41 きょうりゅうのサン　いまぼくはここにいる かさいまり アリス館

42 キワさんのたまご 宇佐美牧子 ポプラ社

43 金魚ははらぺこっ!! H.M.ボウマン 文研出版

44 くじゃくのジャックのだいだっそう 井上よう子 文研出版

45 クラスメイツ　前期 森絵都 偕成社

46 クローンドッグ 今西乃子 金の星社

47 警察犬になったアンズ　命を救われたトイプードルの物語 鈴木博房 岩崎書店

48 心のおくりびと　東日本大地震　復元納棺師 今西乃子 金の星社

49 子ども食堂　かみふうせん 齊藤飛鳥 国土社

50 こぶたのタミ　はじめてのえんそく かわのむつみ 国土社

51 こぶたのタミ　はじめてのえんそく かわのむつみ 国土社

52 コロッケ食堂のひみつ 西村友里 国土社

53 真田十勇士（1）　参上、猿飛佐助 小前亮 小峰書店

54 さよなら、スパイダーマン アナベル・ピッチャー 偕成社

55 さよなら、ぼくらの千代商店 中山聖子 岩崎書店

56 シャイローがきた夏 フィリス・レイノルズ・ネイラー あすなろ書房

57 ジュディ・モードのビッグな夏休み メーガン・マクドナルド、キャシー・ウォー小峰書店
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58 しらとりくんはてんこうせい 枡野浩一 あかね書房

59 しりとりボクシング 新井けいこ 小峰書店

60 シロクマが家にやってきた! マリア・ファラー あかね書房

61 しんかいたんけん!マリンスノー 山下孝 小峰書店

62 シンデレラのねずみ 斉藤洋 偕成社

63 捨て犬たちとめざす明日 今西乃子 金の星社

64 巣箱のなかで 鈴木まもる あかね書房

65 すみれちゃん 石井睦美 偕成社

66 その声は、長い旅をした 中澤晶子 国土社

67 ぞろりぞろりとやさいがね 廣川沙映子 偕成社

68 大好き!おじさん文庫 深山さくら 文研出版

69 タヌキのきょうしつ 山下明男 あかね書房

70 だるまのしゅぎょう ませぎりえこ 偕成社

71 チャーシューの月 村中李衣 小峰書店

72 中くらいの幸せの味 みとみとみ 国土社

73 聴導犬こんちゃんがくれた勇気　難病のパートナーを支えて 高橋うらら 小峰書店

74 つくられた心 佐藤まどか ポプラ社

75 トゲトゲトカゲをつかまえろ! 赤羽じゅんこ 国土社

76 となりの猫又ジュリ 金治直美 国土社

77 トリガー いとうみく ポプラ社

78 なかなおりの魔法　トゥートゥルとふしぎな友だち 湯湯 あかね書房

79 なみだの穴 まはら三桃 小峰書店

80 なんでもモッテルさん 竹下文子 あかね書房

81 なんにもできないおとうさん ひがしちから あかね書房

82 にちようびは名探偵 杉山亮 偕成社

83 ハーブ魔女とふしぎなかぎ あんびるやすこ ポプラ社

84 バイオロギングで新発見　動物たちの謎を追え 佐藤克文、中野富美子 あかね書房

85 化けて貸します! レンタルショップ八文字屋 泉田もと 岩崎書店

86 はじけろ!パットライス くすのきしげのり あかね書房

87 はじめてのゆうき そうまこうへい 小峰書店

88 発明家になった女の子マッティ エミリー・アーノルド・マッカリー 光村教育図書

89 春くんのいる家 岩瀬成子 ぶんけい

90 ハンカチともだち なかがわちひろ アリス館

91 ピアチェーレ にしがきようこ 小峰書店

92 ヒートアイランドの虫たち 藤原幸一 あかね書房

93 日小見不思議草紙 藤重ヒカル 偕成社

94 光をくれた犬たち　盲導犬の一生 今西乃子 金の星社

95 ひかり舞う 中川なをみ ポプラ社

96 ビター・ステップ 高田由紀子 ポプラ社

97 ビューティフル・ネーム 北森ちえ 国土社

98 ひらけ蘭学のとびら 鳴海風 岩崎書店

99 びりっかす神さま 岡田淳 偕成社文庫

100 ヒロシマ消えたかぞく 指田和 ポプラ社

101 ヒロシマのいのち 指田和 文研出版

102 ビワイチ!　自転車で琵琶湖一周 横山充男 文研出版

103 ピン・ポン・バス 竹下文子 偕成社

104 不可能とは可能性だ　パラリンピック金メダリスト新田佳浩の挑戦 笹井恵里子 金の星社

105 ふたりはとっても本がすき! 如月かずさ 小野書店

106 ふでばこから空 北川チハル 文研出版

107 ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。 石井光太 ポプラ社

108 ぼくと賢おじさんと山の学校 村上淳子 国土社

109 ぼくらの一歩　30人31脚 いとうみく アリス館

110 ぼくらの卒業旅行 宗田理 ポプラ社

111 星を見あげたふたりの夏 シンシア・ロード あかね書房

112 ほっとい亭のふくみちゃん　ただいま神さま修行中 伊藤充子 偕成社

113 まいにちがプレゼント いもとようこ 金の星社

114 マジックウッズ戦記（1）　闇の魔法　上 クレシッダ・コーウェル 小峰書店

115 魔法がくれた時間 トビー・フォワード 金の星社

116 まほうのバス 中島和子 金の星社

117 まほうのゆうびんポスト やまだともこ 金の星社

118 ミラクル シヴォーン・パーキンソン 金の星社



119 昔はおれと同い年だった田中さんとの友情 椰月美智子 小峰書店

120 めざせスペシャルオリンピックス・世界大会!　がんばれ、自閉症の類くん沢田俊子 文研出版

121 森の石と空飛ぶ船 岡田淳 偕成社

122 夜間中学へようこそ 山下悦子 岩崎書店

123 やくそくだよ、ミュウ 小手鞠るい 岩崎書店

124 やさしいティラノサウルス くすのきしげのり あかね書房

125 ゆうびんばこはねこのいえ 高木あきこ 金の星社

126 幽霊ランナー 岡田潤 金の星社

127 ユンボのいる朝 麦野圭 ぶんけい

128 妖精のカレーパン 斉藤栄美 金の星社

129 ライオンつかいのフレディ A.M.スミス 文研出版

130 リューンノールの庭 松本祐子 小峰書店

131 わたしたちの家は、ちょっとへんです 岡田依世子 偕成社

132 わたしの苦手なあの子 朝比奈蓉子 ポプラ社

133 笑う化石の謎 ピッパ・グッドハート あすなろ書房

134 ハナはへびが好き 蟹江杏 福音館書店

135 ぼくのまちにはもりがある 日野市の子どもたちと蟹江杏 キーステージ21


