
書名 著者名 出版社 出版年

1 青いスタートライン 高田由紀子作，ふすい絵 ポプラ社 2017

2 赤はな先生に会いたい! 副島 賢和著 金の星社 2018

3 明日のランチはきみと
サラ・ウィークス作，ギーター・
ヴァラダラージャン作，久保 陽子
訳

フレーベル館 2018

4
アヤンダ　おおきくなりたくなかったおんな
のこ

ヴェロニク・タジョ文，ベルトラン・
デュボワ絵，村田 はるせ訳

風濤社 2018

5 アルフレートの時計台 斉藤洋著，森田みちよ画 偕成社 2011

6 いいたいことがあります 魚住 直子著，西村 ツチカ絵 偕成社 2018

7
いくらかな?社会がみえるねだんのはなし
1　自然と生きもののねだん

藤田千枝編 大月書店 2017

8
いくらかな?社会がみえるねだんのはなし
2　いのちと福祉のねだん

藤田千枝編 大月書店 2017

9
いくらかな?社会がみえるねだんのはなし
3　くらしと教育のねだん

藤田千枝編 大月書店 2017

10
いくらかな?社会がみえるねだんのはなし
4　スポーツと楽しみのねだん

藤田千枝編 大月書店 2017

11 大林くんへの手紙 せいのあつこ著 PHP研究所 2017

12
女の子だって、野球はできる!　「好き」を続
ける女性たち

長谷川 晶一著 ポプラ社 2018

13 カイウスはばかだ
ヘンリー・ウィンターフェルト作，
関楠生訳

岩波書店 2011

14 香菜とななつの秘密 福田隆浩著 講談社 2017

15 髪がつなぐ物語 別司芳子著 文研出版 2017

16 唐木田さんち物語 いとうみく作，平澤朋子画 毎日新聞出版 2017

17 カランポーのオオカミ王
ウィリアム・グリル作，千葉茂樹
訳

岩波書店 2017

18 きみに出会うとき
レベッカ・ステッド著，ないとうふ
みこ訳

東京創元社 2011

19
キリンの運びかた、教えます　電車と病院
も!?

岩貞 るみこ，文　たら子絵 講談社 2018

20 クニマスは生きていた! 池田まき子著 汐文社 2017

21 クマと少年 あべ 弘士作 ブロンズ新社 2018

22 獣の奏者 〈１〉 上橋菜穂子作 講談社 2008

23 獣の奏者 〈２〉 上橋菜穂子作 講談社 2009

24 獣の奏者 〈３〉 上橋菜穂子作 講談社 2009

25 獣の奏者 〈４〉 上橋菜穂子作 講談社 2009

26 獣の奏者 〈５〉 上橋菜穂子作 講談社 2011

27 獣の奏者 〈６〉 上橋菜穂子作 講談社 2011

28 獣の奏者 〈７〉 上橋菜穂子作 講談社 2011

29 獣の奏者 〈８〉 上橋菜穂子作 講談社 2011

30 ゴッホ　風がはこんだ色彩
キアーラ・ロッサーニ文，オクタ
ヴィア・モナコ絵，結城昌子監訳

西村書店 2010

31 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

32 子どもに語るグリムの昔話 〈１〉 グリム著，佐梨代子訳，野村泫訳 こぐま社 1990
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33 子どもに語るグリムの昔話 〈２〉 グリム著，佐梨代子訳，野村泫訳 こぐま社 1991

34 子どもに語るグリムの昔話 〈３〉 グリム著，佐梨代子訳，野村泫訳 こぐま社 1991

35 子どもに語るグリムの昔話 〈４〉 グリム著，佐梨代子訳，野村泫訳 こぐま社 1992

36 子どもに語るグリムの昔話 〈５〉 グリム著，佐梨代子訳，野村泫訳 こぐま社 1992

37 子どもに語るグリムの昔話 〈６〉 グリム著，佐梨代子訳，野村泫訳 こぐま社 1993

38 この本をかくして
マーガレット・ワイルド文，フレヤ・
ブラックウッド絵，アーサー・ビ
ナード訳

岩崎書店 2017

39 さよなら、ぼくらの千代商店 中山 聖子作 岩崎書店 2018

40 出発　から草もようが行く 小泉 るみ子作・絵 新日本出版社 2018

41 そのこ 谷川俊太郎詩、塚本やすし絵 晶文社 2011

42 ソロモンの白いキツネ
ジャッキー・モリス著，千葉 茂樹
訳

あすなろ書房 2018

43 タイガー・ボーイ
ミタリ・パーキンス作，ジェイミー・
ホーガン絵，永瀬比奈訳

鈴木出版 2017

44 珍獣ドクターのドタバタ診察日記 田向健一著 ポプラ社 2017

45 となりの火星人 工藤  純子著 講談社 2018

46 なぜこうなった？あの絶景のひみつ
増田明代文・構成，山口耕生監
修

講談社 2018

47 なみきビブリオバトル・ストーリー
赤羽じゅんこ作，松本聰美作，お
おぎやなぎちか作，森川成美作，
黒須高嶺絵

さ・え・ら書房 2017

48 ビター・ステップ
高田 由紀子作，おとない ちあき
絵

ポプラ社 2018

49 ひらけ蘭学のとびら 鳴海風著，関屋敏隆画 岩崎書店 2017

50
平野美宇と伊藤美誠がんばれ!ピンポン
ガールズ

城島 充著 講談社 2018

51
ふしぎな北極のせかい　犬ぞり探検家が
見た!

山崎 哲秀著 repicbook 2018

52 奮闘するたすく まはら三桃著 講談社 2017

53 ぼくたち負け組クラブ
アンドリュー・クレメンツ著，田中
奈津子訳

講談社 2017

54 ぼくとニケ 片川 優子著 講談社 2018

55 ぼくとベルさん フィリップ・ロイ著，櫛田理絵訳 PHP研究所 2017

56
星空を届けたい　出張プラネタリウム、は
じめました!

高橋 真理子文，早川 世詩男絵 ほるぷ出版 2018

57 Mr.トルネード 佐々木健一著 小学館 2017

58 モスクへおいでよ 瀧井 宏臣著 小峰書店 2018

59 モノのはじまりえほん　
荒俣宏監修，ふわこういちろうイ
ラスト

日本図書センター　 2017

60 野生のロボット
ピーター・ブラウン作・絵，前沢
明枝訳

福音館書店 2018

61 よりみち３人修学旅行 市川 朔久子著 講談社 2018

62 レイミー・ナイチンゲール ケイト・ディカミロ作，長友恵子訳 岩波書店　 2017

63 ６この点
ジェン・ブライアント文，ボリス・ク
リコフ絵，日当陽子訳

岩崎書店 2017
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