
書名 著者名 出版社 出版年

1 朝びらき丸東の海へ Ｃ．Ｓ．ルイス 岩波書店 2005

2 アラスカたんけん記 星野道夫 福音館書店 1990

3 アルフレートの時計台 斉藤洋 偕成社 2011

4 いろいろたまご図鑑 - ポプラ社 2005

5 ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン 徳間書店 2007

6 宇宙の不思議がわかる！ 甲谷保和 実業之日本社 2008

7 馬と少年 Ｃ．Ｓ．ルイス 岩波書店 2005

8 エアボ－ン ケネス・オッペル 小学館 2006

9 エジプトのミイラ アリキ・ブランデンバ－グ あすなろ書房 2000

10 王への手紙 〈上〉 トンケ・ドラフト 岩波書店 2005

11 王への手紙 〈下〉 トンケ・ドラフト 岩波書店 2005

12 鬼の橋 伊藤遊、太田大八 福音館書店 1998

13 おばけ桃が行く ロアルド・ダ－ル 評論社 2005

14 カイウスはばかだ ヘンリ・ウィンタ－フェルト 岩波書店 2011

15 海賊日誌
リチャ－ド・プラット、クリス・リデ
ル

岩波書店 2003

16 影の王 ス－ザン・ク－パ－ 偕成社 2002

17 カスピアン王子のつのぶえ Ｃ．Ｓ．ルイス 岩波書店 2005

18 きみに出会うとき レベッカ・ステッド 東京創元社 2011

19 恐竜研究所へようこそ 林原自然科学博物館 童心社 2007

20 恐竜がくれた夏休み はやみねかおる 講談社 2009

21 霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子 講談社 2004

22 銀のいす Ｃ．Ｓ．ルイス 岩波書店 2005

23 獣の奏者 〈１〉 上橋菜穂子 講談社 2008

24 獣の奏者 〈２〉 上橋菜穂子 講談社 2009

25 獣の奏者 〈３〉 上橋菜穂子 講談社 2009

26 獣の奏者 〈４〉 上橋菜穂子 講談社 2009

27 獣の奏者 〈５〉 上橋菜穂子 講談社 2011

28 獣の奏者 〈６〉 上橋菜穂子 講談社 2011

29 獣の奏者 〈７〉 上橋菜穂子 講談社 2011

30 獣の奏者 〈８〉 上橋菜穂子 講談社 2011

31 ゴーストアビー ロバート・ウェストール あかね書房 2009

32 ゴッホ　風がはこんだ色彩 キア－ラ・ロッサ－ニ 西村書店 2010

33 子どもに語るグリムの昔話 〈１〉 グリム こぐま社 1990

34 子どもに語るグリムの昔話 〈２〉 グリム こぐま社 1991

35 子どもに語るグリムの昔話 〈３〉 グリム こぐま社 1991

36 子どもに語るグリムの昔話 〈４〉 グリム こぐま社 1992

37 子どもに語るグリムの昔話 〈５〉 グリム こぐま社 1992

38 子どもに語るグリムの昔話 〈６〉 グリム こぐま社 1993

39 子どもに語るアラビアンナイト 西尾哲夫、茨木啓子 こぐま社 2011

40 子どもに語るアンデルセンのお話
ハンス・クリスチャン・アンデルセ
ン

こぐま社 2005

41 子どもに語る日本の昔話 〈１〉 稲田和子、筒井悦子 こぐま社 1995

42 子どもに語る日本の昔話 〈２〉 稲田和子、筒井悦子 こぐま社 1995
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43 子どもに語る日本の昔話 〈３〉 稲田和子、筒井悦子 こぐま社 1996

44 ことばメガネ アーサー・ビナード 大月書店 2010

45 こども文様ずかん 下中菜穂 平凡社 2010

46 さいごの戦い Ｃ．Ｓ．ルイス 岩波書店 2005

47 ササフラス・スプリングスの七不思議 ベティ・Ｇ．バーニィ 評論社 2009

48 さすらい猫ノアの伝説 重松清 講談社 2010

49 セロひきのゴ－シュ 宮沢賢治、茂田井武 福音館書店 1983

50 そのこ 谷川俊太郎、塚本やすし 晶文社 2011

51 その手に１本の苗木を クレア・Ａ．ニヴォラ 評論社 2009

52 空色勾玉 荻原規子 徳間書店 2005

53 白鳥異伝 〈上〉 荻原規子 徳間書店 2005

54 白鳥異伝 〈下〉 荻原規子 徳間書店 2005

55 薄紅天女 荻原規子 徳間書店 2005

56 空へつづく神話 富安陽子 偕成社 2000

57 地球のかたちを哲学する ギヨ－ム・デュプラ 西村書店 2010

58 注文の多い料理店 宮沢賢治、和田誠 岩崎書店 2004

59 チョコレ－ト工場の秘密 ロアルド・ダ－ル 評論社 2005

60 てのひらの味　食べ物の俳句 村井康司 岩崎書店 2009

61 天才コオロギニューヨークへ ジョージ・セルデン あすなろ書房 2004

62 ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ 岩崎書店 2009

63 どんぐりと山ねこ 宮沢賢治、高畠純 岩崎書店 2004

64 南極のコレクション 武田剛 フレーベル館 2006

65 バッテリ－ 　１ あさのあつこ 角川書店 2010

66 バッテリ－ 　２ あさのあつこ 角川書店 2010

67 バッテリ－ 　３ あさのあつこ 角川書店 2010

68 バッテリ－ 　４ あさのあつこ 角川書店 2011

69 バッテリ－ 　５ あさのあつこ 角川書店 2011

70 バッテリ－ 　６ あさのあつこ 角川書店 2012

71 歯みがきつくって億万長者 ジーン・メリル 偕成社 1997

72 秘密のマシン、アクイラ アンドリュー・ノリス あすなろ書房 2009

73 不思議の国のアリス ルイス・キャロル 岩波書店 2000

74 星と伝説 野尻抱影 偕成社 2005

75 マグナス・マクシマス、なんでもはかります キャスリ－ン・Ｔ．ペリ－ 光村教育図書 2010

76 魔術師のおい Ｃ．Ｓ．ルイス 岩波書店 2005

77 モモ ミヒャエル・エンデ 岩波書店 2005

78 ヤク－バとライオン 〈１〉 ティエリ－・デデュ－ 講談社 2008

79 ヤク－バとライオン 〈２〉 ティエリ－・デデュ－ 講談社 2008

80 床下の小人たち メアリー・ノートン 岩波書店 2000

81 ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス 岩波書店 2005

82 リキシャガール ミタリ・パーキンス 鈴木出版 2009

83 和菓子の絵本 平野恵理子 あすなろ書房 2010

84 「和」の行事えほん 〈１（春と夏の巻）〉 高野紀子 あすなろ書房 2006

85 「和」の行事えほん 〈２（秋と冬の巻）〉 高野紀子 あすなろ書房 2007
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