
No. 書 名 著 者 名 出版年 出版者 IBSN 対象

1 あえるといいな ネレ モースト∥作 2002 ＢＬ出版 9784892385957 幼児

2 あかちゃんなんてだいきらい ジュリア マックレランド∥作 1995 岩崎書店 9784265055166 幼児

3 あかてぬぐいのおくさんと７にんのなかま イ ヨンギョン∥ぶん え 1999 福音館書店 9784834016338 幼児

4 あなぐまのクリーニングやさん 正岡 慧子∥文 2002 ＰＨＰ研究所 4569682979 幼児

5 あまつぶぽとりすぷらっしゅ アルビン トゥレッセルト∥さく 1997 童話館出版 4924938572 幼児

6 あめのひのえんそく 間瀬 なおかた∥作 絵 2003 ひさかたチャイルド 9784893254931 幼児

7 ありのごちそうなーに？ 得田 之久∥さく 2005 童心社 9784494001934 幼児

8 あんたがたどこさ ましま せつこ∥絵 1997 こぐま社 9784772101370 幼児

9 いーはとあーは やぎゅう げんいちろう∥さく 2004 福音館書店 4834019136 幼児

10 いぬなんてだいきらい ジョアン Ｌ ノドセット∥作 1994 講談社 9784062528542 幼児

11 いのちのまつり 草場 一寿∥作 2004 サンマーク出版 9784763197429 幼児

12 いもむしれっしゃ にしはら みのり∥作  絵 2008 PHP研究所 9784569687209 幼児

13 いろ モニック フェリックス∥作 1994 くもん出版 9784875767985 幼児

14 うしはどこでも「モ～!」
エレン  スラスキー  ワインス
ティーン∥作

2008 鈴木出版 9784790251934 幼児

15 うしろにいるのはだあれ まつい のりこ∥さく 2004 童心社 9784494001217 幼児

16 うちのなまくらさん ポール ジェラティ∥さく 1993 評論社 4566002969 幼児

17 うんてんするのはだあれ？ レオ ティマース∥さく え 2007 フレーベル館 9784577031780 幼児

18 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上 八千世∥文 2000 ほるぷ出版 9784593593521 幼児

19 おいしいおとなあに？ さいとう しのぶ∥作 2003 あかね書房 9784251039729 幼児

20 おおいびきのつちぶた ムワリム∥文 1993 西村書店 4890138536 幼児

21 オオカミのごちそう 木村 裕一∥ぶん 1999 偕成社 9784033312101 幼児

22 おかあさんがおかあさんになった日 長野 ヒデ子∥さく 1994 童心社 9784494008599 幼児

23 おつきさまはきっと ゲオルク ハレンスレーベン∥絵 2000 講談社 4062619954 幼児

24 おっきょちゃんとかっぱ 長谷川 摂子∥文 1998 福音館書店 9784834014648 幼児

25 おとぞうさん マイケル グレイニエツ∥絵と文 2005 セーラー出版 9784883301515 幼児

26 おにいちゃんとおんなじ スーザン ウィンター∥さく 1994 評論社 4566003078 幼児

27 おねえちゃんったらもう！ クリス ラシュカ∥作 絵 1999 偕成社 9784032025705 幼児

28 おふとんのくにのこびとたち おち のりこ∥さく 2005 偕成社 4032321701 幼児

29 おやすみおちびちゃん ドーン アパリー∥作 絵 2004 フレーベル館 4577026600 幼児

30 かさかしてあげる こいで やすこ∥さく 2002 福音館書店 4834018326 幼児

31 かぜのこもりうた くどう なおこ∥詩 1995 童話屋 9784924684799 幼児

32 かみなりケーキ パトリシア ポラッコ∥作 1994 あかね書房 4251005201 幼児

33 カンガルーの子どもにもかあさんいるの？ エリック カール∥さく 2001 偕成社 4032026009 幼児

34 きつねとうさぎ Ｆ．ヤールブソワ∥絵 2003 福音館書店 9784834009958 幼児

35 きみのうち、ぼくのうち ヤン ホアン∥文 2007 岩崎書店 9784265068159 幼児

36 きょうからおはし とくなが まり∥さく 1999 アリス館 4752001144 幼児

37 ぎょうざつくったの きむら よしお∥さく 1997 福音館書店 9784834010701 幼児

38 くっついた 三浦 太郎∥作 絵 2006 こぐま社 9784772101783 幼児

39 クライブはわにをたべる アリスン レスター∥さく 1995 偕成社 4032024804 幼児

40 くんくん、いいにおい たしろ ちさと∥絵 2007 グランまま社 4906195547 幼児

41 ぐんぐんぐん デービッド マレット∥文 1999 岩波書店 9784001106381 幼児

42 ゲーとピー 毛利 子来∥ぶん 1998 福音館書店 9784834015720 幼児

43 ごちそうラディッシュ 大場 牧夫∥文 1994 福音館書店 4834001776 幼児

44 こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン∥作 2004 こぐま社 9784772101745 幼児

45 さつまのおいも 中川 ひろたか∥文 1996 童心社 9784494005635 幼児

セット「この本よんだ？」　　　総合図書館（紫シール）所蔵一覧
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46 ざぼんじいさんのかきのき すとう あさえ∥文 2001 岩崎書店 9784265034642 幼児

47 サンドイッチサンドイッチ 小西 英子∥さく 2009 福音館書店 9784834023756 幼児

48 しーっ！ぼうやがおひるねしているの ミンフォン ホ∥作 1998 偕成社 4032014701 幼児

49 したのどうぶつえん あき びんご∥作 2009 くもん出版 9784774313962 幼児

50 シナの五にんきょうだい クレール Ｈ ビショップ∥ぶん 1995 瑞雲舎 9784916016065 幼児

51 ジャイアント・ジョン アーノルド ローベル∥作 2005 文化出版局 9784579404278 幼児

52 しりたがりやのふくろうぼうや マイク サラー∥さく 1993 評論社 4566003000 幼児

53 しろいはうさぎ クォン ユンドク∥文  絵 2008 福音館書店 9784834022209 幼児

54 ズーム イシュトバン バンニャイ∥著 1996 翔泳社 9784835441740 幼児

55 すりすりももんちゃん とよた かずひこ∥さく え 2003 童心社 9784494001385 幼児

56 ソフィーはとってもおこったの！ モリー バング∥さく 2002 評論社 4566007235 幼児

57 ソリちゃんのチュソク イ オクベ∥絵と文 2000 セーラー出版 9784883301393 幼児

58 大草原のとしょかんバス 岸田 純一∥作 1997 岩崎書店 9784265033362 幼児

59 タンゲくん 片山 健∥〔作〕 1992 福音館書店 9784834011630 幼児

60 ちいさいちゃん ジェシカ  ミザーヴ∥作 2008 主婦の友社 9784072543733 幼児

61 チキチキチキチキいそいでいそいで 角野 栄子∥文 1996 あかね書房 9784251030368 幼児

62 ちびすけどっこい こばやし えみこ∥案 2007 こぐま社 9784772101813 幼児

63 ちょろりんのすてきなセーター 降矢 なな∥さく え 1993 福音館書店 9784834011937 幼児

64 デイジー リサ コッパー∥さく 1996 アスラン書房 9784900656123 幼児

65 と おもったら… イエラ マリ∥さく 2005 ブロンズ新社 9784893093776 幼児

66 ともだちいっぱい 新沢 としひこ∥作 2002 ひかりのくに 9784564006777 幼児

67 トレバーはおかたづけ ロブ ルイス∥さく 1994 ほるぷ出版 4593503124 幼児

68 長い長いベッドカバー シルビア フェア∥文と絵 1991 セーラー出版 4915632687 幼児

69 なけないちっちゃいかえる エクトル シエラ∥作 2005 鈴木出版 9784790251187 幼児

70 にわとりとたまご イエラ マリ∥さく 1996 ほるぷ出版 4593503280 幼児

71 ねむりたくないトム マリーアリーン ボーウィン∥作 1997 文化出版局 9784579403677 幼児

72 ねむれないの、ほんとだよ ガブリエラ  ケセルマン∥文 2008 岩波書店 9784001112023 幼児

73 ねむれないよるは クリス ラシュカ∥作 絵 1998 偕成社 9784032025507 幼児

74 ねんころりん ジョン バーニンガム∥さく 2002 ほるぷ出版 459350404X 幼児

75 はがぬけたらどうするの？ セルビー ビーラー∥文 2000 フレーベル館 9784577019870 幼児

76 パパとママのたからもの サム マクブラットニィ∥ぶん 2005 評論社 9784566007864 幼児

77 ハンダのびっくりプレゼント アイリーン ブラウン∥作 2006 光村教育図書 9784895726511 幼児

78 パンちゃんのおさんぽ どい かや∥作 絵 1997 ブックローン出版 9784892386473 幼児

79 ピチクルピチクル 西村 繁男∥作 2001 童心社 9784494008919 幼児

80 ひとりぼっちのタツノオトシゴ サクストン フライマン∥作 2002 小峰書店 9784338126229 幼児

81 ひまわり 和歌山 静子∥作 2007 福音館書店 9784834022056 幼児

82 ふたりはふたご 田島 征彦∥作 1997 くもん出版 9784774300375 幼児

83 ぼく 竹田 まゆみ∥作 1998 教育画劇 9784876926060 幼児

84 ぼく、およげないの アンバー  スチュアート∥文 2009 徳間書店 9784198625344 幼児

85 ぼく、だんごむし 得田 之久∥ぶん 2005 福音館書店 9784834020830 幼児

86 ぼくたち１ばんすきなもの にしまき かやこ∥作 絵 2003 こぐま社 4772101683 幼児

87 ぼくとおとうさん 宮本 忠夫∥作 絵 1993 くもん出版 9784875767374 幼児

88 ぼくのおばあちゃんのてはしわしわだぞ そうま こうへい∥〔作〕 2000 架空社 9784877521189 幼児

89 まあ、なんてこと! デイビッド  スモール∥作 2008 平凡社 9784582833720 幼児

90 まあちゃんのながいかみ たかどの ほうこ∥さく 1996 福音館書店 9784834013306 幼児
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91 マルチンとかぼちゃおばけのまほうのたね
イングリート オストヘーレン∥
作

2000 あかね書房 9784251009210 幼児

92 まんまるおつきさまをおいかけて ケビン ヘンクス∥作 絵 2005 福音館書店 4834020851 幼児

93 みかんのひみつ 鈴木 伸一∥監修 2007 ひさかたチャイルド 9784893250681 幼児

94 みみずのかんたろう たじま ゆきひこ∥作 1993 くもん出版 9784875767329 幼児

95 もーいいかいまぁだだよ 平出 衛∥さく 2002 福音館書店 9784834017519 幼児

96 もりのひなまつり こいで やすこ∥さく 2000 福音館書店 9784834016543 幼児

97 もりへいったすとーぶ 神沢 利子∥ぶん 1999 ビリケン出版 4939029034 幼児

98 ゆき ユリ シュルヴィッツ∥作 1998 あすなろ書房 9784751519721 幼児

99
よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはな
し

及川 賢治∥作  絵 2007 岩崎書店 9784265069774 幼児

100 ヨセフのだいじなコート シムズ タバック∥作 2001 フレーベル館 9784577022979 幼児

101 わたしの 三浦 太郎∥作  絵 2007 こぐま社 9784772101899 幼児

102 わたしのだいすきなどうぶつは… フローラ マクダネル∥さく 1996 富山房 9784572003492 幼児

103 「弥生の村」を探しつづけた男 鈴木 喜代春∥著 1997 あすなろ書房 9784751512357 中学生

104 １３歳のハローワーク 村上 竜∥著 2003 幻冬舎 4344004299 中学生

105 6000000000個の缶飲料 今泉 みね子∥著 2002 合同出版 9784772602747 中学生

106 アースシーの風 ル＝グウィン∥作 2003 岩波書店 9784001155709 中学生

107 アグリーガール ジョイス キャロル オーツ∥作 2005 理論社 9784652077412 中学生

108 あなたが世界を変える日 セヴァン カリス＝スズキ∥著 2004 学陽書房 9784313812062 中学生

109 アンソニー、きみがいるから 櫻井 ようこ∥著 2008 ポプラ社 9784591104767 中学生

110 生きのびるために デボラ エリス∥作 2002 さ・え・ら書房 9784378007823 中学生

111 いわきふるさと大百科 2007 9784876639182 中学生

112 海辺の王国 ロバート ウェストール∥作 1995 徳間書店 9784198601249 中学生

113 エイズとＳＴＤ（性感染症） 北沢 杏子∥著 1993 岩崎書店 9784265038251 中学生

114 絵舟 川村 たかし∥著 1998 ポプラ社 9784591057650 中学生

115 おいしい話 池波 正太郎∥〔ほか〕著 2001 ポプラ社 9784591067628 中学生

116 小川は川へ、川は海へ スコット オデール∥作 1997 小峰書店 9784338144018 中学生

117 おしゃれ＆プチ整形 岡村 理栄子∥著 2006 大月書店 9784272405329 中学生

118 おばかさんに乾杯 ウルフ スタルク∥作 1992 福武書店 9784338144087 中学生

119 おもいの?かるいの? やまがみ じろう∥さく 2008 数研出版 9784410139017 中学生

120 織りものごっこ 田村 寿美恵∥作 1998 童心社 9784494008247 中学生

121 おんなのこだから レイフ クリスチャンソン∥文 1999 岩崎書店 9784265038749 中学生

122 海岸林が消える？！ 近田 文弘∥著 2000 大日本図書 9784477011554 中学生

123 解剖学教室へようこそ 養老 孟司∥著 1994 筑摩書房 9784480041739 中学生

124 崖の国物語 １ ポール スチュワート∥作 2002 ポプラ社 9784591082287 中学生

125 崖の国物語 ２ ポール スチュワート∥作 2001 ポプラ社 9784591069844 中学生

126 崖の国物語 ３ ポール スチュワート∥作 2002 ポプラ社 9784591072042 中学生

127 崖の国物語 ４ ポール スチュワート∥作 2002 ポプラ社 9784591074176 中学生

128 化石・骨・木製品を探る 平尾 良光∥編 1998 国土社 9784337211018 中学生

129 風にのれ！アホウドリ 長谷川 博∥著 1996 フレーベル館 9784480042040 中学生

130 カメラマンからカワラマンへ 山田 脩二∥著 1997 筑摩書房 9784480042040 中学生

131 川の上で ヘルマン シュルツ∥作 2001 徳間書店 9784198613457 中学生

132 祈祷師の娘 中脇 初枝∥作 2005 福音館書店 9784834020106 中学生

133 グウェンの旅だち Ｒ．Ｅ．ハリス∥作 1996 岩波書店 9784001155419 中学生

134 くじで決まった命 木内 恭子∥著 1998 けやき書房 9784874523261 中学生

135 雲のオオカミ ポール スチュワート∥作 2003 ポプラ社 9784591076064 中学生
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136 グローバル化とわたしたち 村井 吉敬∥著 2006 岩崎書店 9784265042753 中学生

137 健太がゆく! 小松 健太∥著 2007 旺文社 4010646076 中学生

138 氷石 -こおりいし- 久保田 香里∥作 2008 くもん出版 9784774313634 中学生

139 ごきげんな裏階段 佐藤 多佳子∥作 1992 理論社 9784820803997 中学生

140 心の国境をこえて
ガリラ ロンフェデル アミット∥
作

1999 さ・え・ら書房 4378007568 中学生

141 古代住居・寺社・城郭を探る 平尾 良光∥編 1999 国土社 4337211063 中学生

142 古墳・貝塚・鉄器を探る 2000 国土社 9784337211049 中学生

143 これが「わたしの顔」 村沢 博人∥著 1998 ポプラ社 9784591055588 中学生

144 これは王国のかぎ 荻原 規子∥著 2000 中央公論新社 978-4122048119 中学生

145 ザ・ギバー ロイス ローリー∥作 1996 講談社 4062616521 中学生

146 サイレントビート 泉 啓子∥作 1998 ポプラ社 459105411X 中学生

147 ささやかな魔法の物語 村山 早紀∥作 2001 ポプラ社
978-4-591-06893-
9

中学生

148 シーオグの祈り ジェイムズ  ヘネガン∥著 2007
ランダムハウス講談
社

9784270002797 中学生

149 シートン 今泉 吉晴∥著 2003 福音館書店 9784834018530 中学生

150 地震をしらべる 茅野 一郎∥著 1999 小峰書店 9784338104081 中学生

151 しずかな日々 椰月 美智子∥著 2006 講談社 9784062135870 中学生

152 シャーロット・ドイルの告白 アヴィ∥作 2000 偕成社 4030180604 中学生

153 シャバヌ スザンネ ステープルズ∥作 2004 ポプラ社 9784591085905 中学生

154 震度７ 松岡 達英∥文 絵 2005 ポプラ社 9784591085929 中学生

155 透きとおった糸をのばして 草野 たき∥著 2001 講談社 9784062754224 中学生

156 スグリ 野崎 ゆきえ∥著 2004 文芸社 9784835580333 中学生

157 図説
ズ セ ツ

 いわきの歴史 1999 9784876634385 中学生

158 青銅鏡・銅鐸・鉄剣を探る 平尾 良光∥編 1998 国土社 9784337211032 中学生

159 世界を動かした塩の物語 マーク  カーランスキー∥文 2009 BL出版 9784776403159 中学生

160 石器・土器・装飾品を探る 平尾 良光∥編 1998 国土社 4337211020 中学生

161 早春 -さはる- 佐野 久子∥作 1993 童心社 449401933X 中学生

162 ゾウの王パパ・テンボ エリック キャンベル∥作 2001 徳間書店 9784198612016 中学生

163 ソニー デーヴィッド マーシャル∥文 1997 岩崎書店 9784265050253 中学生

164 その歌声は天にあふれる ジャミラ ガヴィン∥作 2005 徳間書店 9784198621131 中学生

165 空色勾玉 荻原 規子∥作 1997 徳間書店 9784198506780 中学生

166 戦争ゲーム マイケル フォアマン∥著 1996 あすなろ書房 9784751517956 中学生

167 タイタニック号の遭難 ロバート Ｄ バラード∥著 1993 リブリオ出版 9784897843506 中学生

168 ダイブ ３ 森 絵都∥著 2002 講談社 978-4062108577 中学生

169 宝さがしの旅 スティーヴン ビースティー∥絵 2002 岩波書店 9784001108613 中学生

170 たたみの部屋の写真展 朝比奈 蓉子∥作 2008 偕成社 9784037271008 中学生

171 種をまく人 ポール フライシュマン∥著 1999 あすなろ書房 9784751518052 中学生

172 地球に生きる人間 大塚 柳太郎∥著 2004 小峰書店 9784338186063 中学生

173 地と潮の王 末吉 暁子∥作 1996 講談社 9784062080156 中学生

174 地平線にむかって 三輪 裕子∥作 1998 小峰書店 9784338107099 中学生

175 超・ハーモニー 魚住 直子∥著 1998 講談社 9784062754446 中学生

176 沈黙のはてに アラン ストラットン∥著 2006 あすなろ書房 9784751521984 中学生

177 月神の統べる森で たつみや 章∥作 1998 講談社 9784062094481 中学生

178 ティモと沼の精
アンゲラ ゾンマー＝ボーデンブ
ルク∥作

1993 くもん出版 4875767641 中学生

179 天山の巫女ソニン １ 菅野 雪虫∥作 2007 講談社 9784062134231 中学生

180 トナカイ遊牧民とくらす 関野 吉晴∥著 2002 小峰書店 9784338124102 中学生
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181 止まったままの時計 今井 福子∥作 2006 文研出版 9784580815094 中学生

182 ばかなおとなにならない脳 養老 孟司∥著 2005 理論社 9784652078112 中学生

183 夏の鼓動 長崎 夏海∥作 1995 偕成社 9784037440701 中学生

184 なまくら 吉橋 通夫∥〔著〕 2006 講談社 9784062693547 中学生

185 日本という 小熊 英二∥著 2006 理論社 9784652078143 中学生

186 ニュースの現場で考える 池上 彰∥著 2004 岩崎書店 9784265042715 中学生

187 ネコのグリシーをさがしたら…
メアリー フランシス シューラ∥
作

1995 徳間書店 9784198601416 中学生

188 ハイテクで解く縄文の謎 岩田 一平∥著 1998 大日本図書 9784477008523 中学生

189 バッテリー ３ あさの あつこ∥作 2000 教育画劇 9784774604701 中学生

190 母からの伝言
エスター・ニセンタール・クリ
ニッツ∥作

2007 光村教育図書 9784895726597 中学生

191 ヒース咲く丘のホスピスから レナーテ ヴェルシュ∥作 1996 さ・え・ら書房 9784378007465 中学生

192 ビート・キッズ 風野 潮∥作 1999 講談社 9784062092494 中学生

193 光る夏－たつひこ マオ アキラ∥作 1994 童心社 4494019348 中学生

194 病気の魔女と薬の魔女 岡田 晴恵∥著 2008 学研 9784052030741 中学生

195 フィッシュ L.S.マシューズ∥作 2008 鈴木出版 9784790232094 中学生

196 仏像・漆工芸品・染織品を探る 平尾 良光∥編 2000 国土社 4337211055 中学生

197 フュージョン 濱野 京子∥著 2008 講談社 9784062144841 中学生

198 ホームレスだったぼくから、きみたちへ 2003 実業之日本社 9784408416410 中学生

199 ぼくの・稲荷山戦記 たつみや 章∥著 1993 講談社 9784062754866 中学生

200 ぼくの生活 加藤 耕一∥作 1995 ポプラ社 9784591037492 中学生

201 また、あした 田村 理江∥作 1997 偕成社 9784037441302 中学生

202 マリアからの手紙 グレーテリース ホルム∥作 1996 徳間書店 9784198603335 中学生

203 ミシシッピ川 ニナ モーガン∥著 1995 偕成社 9784036292103 中学生

204 未来世界へようこそ 小松 左京∥〔ほか〕著 2005 ポプラ社 9784591085011 中学生

205 みんなで跳んだ 滝田 よしひろ∥文 2001 小学館 4093873542 中学生

206 やさしいメトロポリタン美術館ガイド ジョイ リチャードソン∥著 1995
ほるぷ総連合／ほる
ぷ教育開発研究所

9784892990083 中学生

207 野心あらためず 後藤 竜二∥作 1994 講談社 9784061956667 中学生

208 夢の守り人 上橋 菜穂子∥作 2001 偕成社 9784035402305 中学生

209 妖怪アパートの幽雅な日常 1 香月 日輪∥〔著〕 2003 講談社 9784062761697 中学生

210 ライオンと歩いた少年 エリック キャンベル∥作 1996 徳間書店 9784198604479 中学生

211 凛九郎  1 吉橋 通夫∥[著] 2006 講談社 9784062693752 中学生

212 ローワンと魔法の地図 エミリー ロッダ∥作 2001 あすなろ書房 9784751521113 中学生

213 ワーキング・ガール キャサリン パターソン∥作 1995 偕成社 9784030180307 中学生

214 わたしが選んだ職業
「わたしが選んだ職業」編集委
員会∥〔編〕

2002 福音館書店 9784834017656 中学生

215 ワニ 梨木 香歩∥文 2004 理論社 4652040318 中学生

216 ３びきのかわいいオオカミ ユージーン トリビザス∥文 1995 富山房 9784572003331 小学校低学年

217 アイラのおとまり バーナード ウエーバー∥作 絵 1998 徳間書店 9784893257406 小学校低学年

218 あかいせみ 福田 岩緒∥〔作〕 2007 文研出版 9784580815636 小学校低学年

219 あかちゃんがいっぱい テッサ ダール∥ぶん 1994 評論社 9784001162073 小学校低学年

220 あかんぼうがいっぱい！ ミック マニング∥作 1998 岩波書店 9784001162073 小学校低学年

221 あたしのいもうとちゃん 尾崎 美紀∥作 1998 ひさかたチャイルド 9784893255921 小学校低学年

222 アナグマのもちよりパーティ ハーウィン オラム∥文 1995 評論社 9784566003293 小学校低学年

223 あのときすきになったよ 薫 くみこ∥さく 1998 教育画劇 9784774604299 小学校低学年

224 ありがとうをいいたくて 森山 京∥作 1993 旺文社 9784010691526 小学校低学年

225 いじわるブッチー バーバラ ボットナー∥ぶん 1995 徳間書店 9784198601034 小学校低学年
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226 いじわるロージー キャサリン パターソン∥文 2000 あすなろ書房 4751518887 小学校低学年

227 いたずらいじわるとおせんぼ 宮川 ひろ∥さく 1992 ポプラ社 4591030482 小学校低学年

228 いちばん星、みっけ！ 長崎 夏海∥作 2005 ポプラ社 9784591085875 小学校低学年

229 いつもなかよし つちだ よしはる∥作絵 2004 あかね書房 4251040201 小学校低学年

230 うみのべっそう 竹下 文子∥さく 2002 佼成出版社 9784333019823 小学校低学年

231 おいしい野草 高森 登志夫∥え 1992 福音館書店 4834010902 小学校低学年

232 おさるはおさる いとう ひろし∥作 絵 1991 講談社 9784061978256 小学校低学年

233 おじいちゃんがおばけになったわけ キム フォップス オーカソン∥文 2006 あすなろ書房 9784751522783 小学校低学年

234 おじいちゃんは１０６さい 松田 もとこ∥作 1999 ポプラ社 9784591060056 小学校低学年

235 おちばのしたをのぞいてみたら… 皆越 ようせい∥写真と文 2001 ポプラ社 9784591065013 小学校低学年

236 おっと合点承知之助 斎藤 孝∥文 2003 ほるぷ出版 9784593560455 小学校低学年

237 おねしょの名人 山田 真∥著 1997 福音館書店 9784834013894 小学校低学年

238 おばあちゃんの時計
ジェラルディン マッコーリーン
∥文

2002 評論社 4566007294 小学校低学年

239 おばけパーティ ジャック デュケノワ∥さく 1996 ほるぷ出版 9784593503308 小学校低学年

240 おみやげっていいな 宮川 ひろ∥さく 2003 ＰＨＰ研究所 9784593723300 小学校低学年

241 かいじゅうでんとう 木村 裕一∥作 1995 あかね書房 4569683878 小学校低学年

242 かぜにおされる ヴィッキー カッブ∥著 2006 あづき 4901970240 小学校低学年

243 カッパのごちそう 阿部 夏丸∥文 2005 童心社 9784494007431 小学校低学年

244 カボちゃんのプリン 高山 栄子∥さく 2001 理論社 9784652008881 小学校低学年

245 かみなりドドーン！ 後藤 竜二∥さく 1997 ポプラ社 9784591053539 小学校低学年

246 がんばれプーチン おぼ まこと∥作 絵 1999
河合楽器製作所・出
版事業部

9784760945740 小学校低学年

247 がんばれモモ子 丘 修三∥作 1996 佼成出版社 9784333017904 小学校低学年

248 グースにあった日 キャリ ベスト∥ぶん 2003 福音館書店 9784834019025 小学校低学年

249 くまのベアールとちいさなタタン 原 京子∥さく 2001 ポプラ社 9784591069172 小学校低学年

250 クマよ 星野 道夫∥文 写真 1999 福音館書店 9784834016383 小学校低学年

251 くものすおやぶんとりものちょう 秋山 あゆ子∥さく 2005 福音館書店 9784834021493 小学校低学年

252 けやきの木の下で 三輪 裕子∥作 1995 ＰＨＰ研究所 9784569588865 小学校低学年

253 公爵夫人のふわふわケーキ ヴァージニア・カール∥作 2007 平凡社 9784834013634 小学校低学年

254 こうたのてんぐ山えにっき わたなべ ゆういち∥作 1992 リーブル 978-4947581037 小学校低学年

255 コッコさんのかかし 片山 健∥〔作〕 1996 福音館書店 9784834013634 小学校低学年

256 こひつじクロ エリザベス ショー∥作 絵 1993 岩崎書店 9784265019175 小学校低学年

257 これがほんとの大きさ! 続 スティーブ  ジェンキンズ∥作 2009 評論社 9784-566008939 小学校低学年

258 こんなしっぽでなにするの?
スティーブ・ジェンキンズ∥共
作

2007 評論社 9784566008595 小学校低学年

259 さくらさひめの大しごと 古田 足日∥文 2002 童心社 4494007412 小学校低学年

260 しっぱいのれんしゅう 宮川 ひろ∥さく 2000 ＰＨＰ研究所 9784569681719 小学校低学年

261 しもばしら 野坂 勇作∥さく 2004 福音館書店 4834020762 小学校低学年

262 シモンのおとしもの バーバラ・マクリントック∥作 2007 あすなろ書房 9784751525005 小学校低学年

263 白い牛をおいかけて トレイス  シーモア∥文 2008 ゴブリン書房 9784902257120 小学校低学年

264 すえっこおおかみ ラリー デーン ブリマー∥ぶん 2004 あすなろ書房 9784751519967 小学校低学年

265 杉山きょうだいのしゃぼんだまとあそぼう 杉山 弘之∥文と構成 1994 福音館書店 9784834012101 小学校低学年

266 すみれとあり 矢間 芳子∥さく 2002 福音館書店 9784834018172 小学校低学年

267 ゾウがすんでいたいわきのまち 1990 小学校低学年

268 ソルビム ペ ヒョンジュ∥絵と文 2007 セーラー出版 9784883301591 小学校低学年

269 たたんでむすんでぬのあそび 平野 恵理子∥さく 2009 福音館書店 9784834023442 小学校低学年

270 たべたらうんち 山岡 寛人∥写真と文 1999 ポプラ社 9784774606828 小学校低学年
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271 タンポポ タヌキ、もりのタネ。 しもだ ともみ∥作 絵 2006 教育画劇 9784774606828 小学校低学年

272 ちびくまくん学校へいく イングリート＝ユーベ∥さく 1993 偕成社 4035212105 小学校低学年

273 ちゃぼのバンタム ルイーズ ファティオ∥ぶん 1996 童話館出版 4924938416 小学校低学年

274 つきとうばん 藤田 雅矢∥作 2007 教育画劇 9784774607122 小学校低学年

275 天道虫 重松 えり子∥訳 1991 リブリオ出版 4897842689 小学校低学年

276 ときときとき 竹下 文子∥文 2005 小峰書店 4338180102 小学校低学年

277 時計つくりのジョニー エドワード アーディゾーニ∥作 1999 こぐま社 9784772101479 小学校低学年

278 トコロウとテンジロウ 天野 碧海∥さく 2007 農山漁村文化協会 9784540062940 小学校低学年

279 となりのせきのますだくん 武田 美穂∥作 絵 1991 ポプラ社 9784591039427 小学校低学年

280 とにかくさけんでにげるんだ ベティー ボガホールド∥作 1999 岩崎書店 9784265006168 小学校低学年

281 トロールのばけものどり イングリ ドーレア∥作 2001 福音館書店 9784834016321 小学校低学年

282 にげろ!にげろ? ジャン  ソーンヒル∥再話  絵 2008 光村教育図書 9784895726740 小学校低学年

283 にんきもののひけつ 森 絵都∥文 1998 童心社 9784494013319 小学校低学年

284 ねこのはなびや 渡辺 有一∥作 2002 フレーベル館 9784577022566 小学校低学年

285 のっぽのミニはどきどき１年生
クリスティーネ ネストリンガー
∥作

1995 くもん出版 9784875768647 小学校低学年

286 のはらクラブのこどもたち たかどの ほうこ∥作 2001 理論社 9784652008812 小学校低学年

287 のらねこソクラテス 山口 タオ∥作 1995 岩崎書店 9784265023554 小学校低学年

288 はがいたいかいじゅうくん ローズ インピ∥ぶん 1997 アスラン書房 9784900656154 小学校低学年

289 バスとロケット 魚住 直子∥さく 2006 佼成出版社 4333021995 小学校低学年

290 はなちゃんのはなまるばたけ 北川 チハル∥作 2008 岩崎書店 9784265062775 小学校低学年

291 はなやのおばさん ねじめ 正一∥文 2008 童心社 9784494007974 小学校低学年

292 はらっぱこうえんのテントウムシ 山本 さゆり∥さく 2003 新日本出版社 9784406028776 小学校低学年

293 びくびくびりー アンソニー ブラウン∥さく 2007 評論社 9784566008465 小学校低学年

294 ビバリーとしょかんへいく
アレクサンダー スタッドラー∥
作

2004 文化出版局 9784579404230 小学校低学年

295 ひゅるりとかぜがふくおかで ふくだ としお∥さく 2006 新風舎 9784289013524 小学校低学年

296 笛ふきイワーヌシカ Ｍ．ブラートフ∥再話 2002 偕成社 9784039637703 小学校低学年

297 ぼうしねこはほんとねこ あまん きみこ∥さく 1997 ポプラ社 4591053512 小学校低学年

298 ぼくはうみわたしはひかり やべ みつのり∥作 2000 童心社 9784494009657 小学校低学年

299 ボロ いそ みゆき∥作 1998 ポプラ社 9784591058329 小学校低学年

300 ほんとうのことをいってもいいの？ パトリシア Ｃ．マキサック∥文 2002 ＢＬ出版 4892385603 小学校低学年

301 マーヤのやさいばたけ レーナ アンダション∥作 1996 富山房 9784572003591 小学校低学年

302 まだかなまだかな 伊藤 正道∥作 1996 偕成社 9784034601600 小学校低学年

303 町たんけん 秋山 とも子∥作 1997 福音館書店 9784834014143 小学校低学年

304 まほうのはっぱのおまじない 泉 啓子∥さく 2002 新日本出版社 4406028293 小学校低学年

305 みえないってどんなこと？ 星川 ひろ子∥写真 文 2002 岩崎書店 9784265006229 小学校低学年

306 みんなのためのルールブック ロン クラーク∥著 2004 草思社 9784794213525 小学校低学年

307 むし歯のもんだい 北川原 健∥著 1997 福音館書店 9784834014686 小学校低学年

308 メアリー・スミス アンドレア ユーレン∥作 2005 光村教育図書 9784895726405 小学校低学年

309 森からのてがみ ２ Ｎ．スラトコフ∥文 2002 福音館書店 4834017664 小学校低学年

310 もりのくうちゅうさんぽ 松岡 たつひで∥さく 2008 福音館書店 9784834022858 小学校低学年

311 もりのてがみ 片山 令子∥さく 2006 福音館書店 9784834022391 小学校低学年

312 やぶかのはなし 栗原 毅∥ぶん 1995 福音館書店 483400211X 小学校低学年

313 やまからにげてきた・ゴミをぽいぽい 田島 征三∥〔作〕 1993 童心社 9784494008568 小学校低学年

314 やまんばやかたたんけんします！ ごとう りゅうじ∥さく 2001 ポプラ社 4591065626 小学校低学年

315 りっぱな うんち きたやま ようこ∥さく 1996 あすなろ書房 4751514490 小学校低学年
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316 わがままいもうと ねじめ 正一∥文 2005 教育画劇 9784774606835 小学校低学年

317 なかよし取扱説明書（犬式） きたやま ようこ∥作 1995 理論社 9784652008676 小学校低学年

318 オチツケオチツケこうたオチツケ さとう としなお∥作 2003 岩崎書店 9784265006243 小学校低学年

319 あかりをけして アーサー ガイサート∥作 2007 ＢＬ出版 9784776401988 小学校中学年

320 あたしが部屋から出ないわけ A.クーテュール∥作 2008 文研出版 9784580820425 小学校中学年

321 雨ごいの少年ピック デイビッド ウィズネスキー∥作 1993 偕成社 9784033283708 小学校中学年

322 ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア ポラッコ∥作 絵 2001 岩崎書店 9784265068067 小学校中学年

323 あんな雪こんな氷 高橋 喜平∥文 写真 1994 講談社 9784062525558 小学校中学年

324 いじわるブライアン マージョリー シャーマット∥作 1996 偕成社 9784034313206 小学校中学年

325 うちへ帰れなくなったパパ ラグンヒルド ニルスツン∥作 1996 徳間書店 4198603634 小学校中学年

326 イヌのいいぶんネコのいいわけ なかの ひろみ∥文 1998 福音館書店 9784834014808 小学校中学年

327 いろはのかるた奉行 長谷川 義史∥作 絵 2005 講談社 9784061323209 小学校中学年

328 いわき市市勢
シ セ イ

要覧
ヨウラン

小学校中学年

329 ウェン王子とトラ チェン ジャンホン∥作  絵 2008 徳間書店 9784198623531 小学校中学年

330 うぐいす 安房 直子∥文 1995 小峰書店 9784338105071 小学校中学年

331 うずまき・うずまき・かたつむり 津田 真帆∥ぶん え 2000 大日本図書 4477011652 小学校中学年

332 ウソがいっぱい 丘 修三∥作 2006 くもん出版 4774311472 小学校中学年

333 うそっこうさぎ 森山 京∥文 1992 文化出版局 9784579403158 小学校中学年

334 海をかえして！ 丘 修三∥さく 1998 童心社 449400880X 小学校中学年

335 絵くんとことばくん 天野 祐吉∥作 2006 福音館書店 483402136X 小学校中学年

336 エミリー マイケル ビダード∥ぶん 1994 ほるぷ出版 4593503035 小学校中学年

337 おかあさんのやさしい手 高橋 知里∥文 1991 エフエー出版
4872080165C809
5

小学校中学年

338 おこちゃん 山本 容子∥著 1996 小学館 9784101311517 小学校中学年

339 Ｏじいさんのチェロ ジェーン カトラー∥作 2001 あかね書房 4251009282 小学校中学年

340 おさらのぞうさん 森山 京∥作 2004 小峰書店 9784338192019 小学校中学年

341 お手紙レッスン Ｄ．Ｊ．ルーカス∥作 2006 あすなろ書房 9784751519042 小学校中学年

342 おばあさんのお手玉 大西 伝一郎∥作 2000 ひくまの出版 9784893172389 小学校中学年

343 お姫さまのアリの巣たんけん 秋山 亜由子∥作 2007 福音館書店 9784834022339 小学校中学年

344 おふろのなかからモンスター ディック キング＝スミス∥作 2001 講談社 9784061947504 小学校中学年

345 海中記 小林 安雅∥著 1996 福音館書店 9784834012965 小学校中学年

346 カエルのくれたおくりもの ウィルソン∥作 2001 あかね書房 9784251041371 小学校中学年

347 化石はおしえてくれる アリキ∥文 絵 2000 リブリオ出版 4897847346 小学校中学年

348 カッパの生活図鑑 ヒサ クニヒコ∥文 絵 1993 国土社 4337087028 小学校中学年

349 キツネとタヌキの大研究 木暮 正夫∥文 2002 ＰＨＰ研究所 9784569683539 小学校中学年

350 キツネのかがみをのぞいてごらん 茂市 久美子∥作 1991 あかね書房 4251037162 小学校中学年

351 きのこはともだち 松岡 達英∥構成 2001 偕成社 9784034374405 小学校中学年

352 キャシーのぼうし トルーディ  クリシャー∥ぶん 2008 評論社 9784566008731 小学校中学年

353 くっつくふしぎ 田中 幸∥文 2000 福音館書店 4834016374 小学校中学年

354 くまとやまねこ 湯本 香樹実∥ぶん 2008 河出書房新社 9784309270074 小学校中学年

355 クラシンスキ広場のねこ カレン ヘス∥作 2006 柏艪舎 4434063464 小学校中学年

356 経済がよくわかるコンビニ大図鑑 ＰＨＰ研究所∥編 2005 ＰＨＰ研究所 9784569684970 小学校中学年

357 コッコばあさんのおひっこし 橋谷 桂子∥作 1999 文化出版局 457940386X 小学校中学年

358 ごほうびは、ミステリーツアー エミリー スミス∥作 2004 文研出版 9784580815445 小学校中学年

359 こもり森のおわかれの日 今村 葦子∥文 1999 ほるぷ出版 9784593565160 小学校中学年

360 さよならエルマおばあさん 大塚 敦子∥写真 文 2001 小学館 9784097272496 小学校中学年
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361 さよならサティルン 滝田 よしひろ∥文 2000 小学館 4092902115 小学校中学年

362 しおだまりの一日 松久保 晃作∥文・写真 2008 小峰書店 9784338215022 小学校中学年

363 ジジきみと歩いた 宮下 恵茉∥作 2008 学研 4052028359 小学校中学年

364 しっぱいにかんぱい! 宮川 ひろ∥作 2009 童心社 9784494019403 小学校中学年

365 写真で綴るいわきの伝説 1977 小学校中学年

366 しょうたとなっとう 星川 ひろ子∥写真 文 2003 ポプラ社 9784591078877 小学校中学年

367 しらかわのみんか 島田 アツヒト∥文と絵 2002 小峰書店 433801024X 小学校中学年

368 しらんぷり 梅田 俊作∥作 絵 1998 ポプラ社 9784591054253 小学校中学年

369 じんじろべえ 岸川 悦子∥作 2003 金の星社 9784323052328 小学校中学年

370 シンドバッドの冒険 ルドミラ ゼーマン∥文 絵 2002 岩波書店 9784001108583 小学校中学年

371 すてネコのらネコうちのネコ 田辺 みゆき∥作 1994 講談社 9784061956636 小学校中学年

372 セイリの味方スーパームーン 高橋 由為子∥作 1999 偕成社 9784035330707 小学校中学年

373 空をとんだＱネズミ 今村 葦子∥作 1998 あかね書房 9784251040626 小学校中学年

374 タヌキまるごと図鑑 盛口 満∥作 1998 大日本図書 4477008414 小学校中学年

375 たんぽぽ先生あのね 宮川 ひろ∥作 2001 ポプラ社 9784591070468 小学校中学年

376 ちいさくなったパパ ウルフ スタルク∥作 2000 小峰書店 9784338126113 小学校中学年

377 小さな小さな海 岩瀬 成子∥作 2006 理論社 9784652007488 小学校中学年

378 地球はえらい 城 雄二∥案 1996 福音館書店 9784834013764 小学校中学年

379 ついてる、ついてないマックス
ヴァルター＝ヴィッパースベル
ク∥作

1993 講談社 9784061947245 小学校中学年

380 手で食べる？ 森枝 卓士∥文 写真 2005 福音館書店 9784834020724 小学校中学年

381 東京ガラパゴス 千世 まゆ子∥作 1995 講談社 4061956817 小学校中学年

382 トカゲになった日 東 君平∥作 1994 あかね書房 4251037235 小学校中学年

383 ナナさんはあみものやさんです 角野 栄子∥作 1994 リブロポート 9784845709564 小学校中学年

384 にゃにゃのまほうのふろしき わたり むつこ∥作 2001 ポプラ社 9784591065655 小学校中学年

385 猫吉一家物語 大島 妙子∥作 2004 金の星社 9784323035413 小学校中学年

386 はじめてみんなとかえった日 いながき ようこ∥文 2001 偕成社 4034171006 小学校中学年

387 ひとくち童話 １ 東 君平∥著 1995 フレーベル館 9784577014790 小学校中学年

388 ひとくち童話 ２ 東 君平∥著 1995 フレーベル館 9784577014806 小学校中学年

389 ひとくち童話 ３ 東 君平∥著 1996 フレーベル館 974577014813 小学校中学年

390 ひとくち童話 ４ 東 君平∥著 1996 フレーベル館 9784577014820 小学校中学年

391 ひとくち童話 ５ 東 君平∥著 1996 フレーベル館 9784577014837 小学校中学年

392 ひとくち童話 ６ 東 君平∥著 1996 フレーベル館 9784577014844 小学校中学年

393 ひとしずくの水 ウォルター ウィック∥作 1999 あすなろ書房 9784751515655 小学校中学年

394 ひとりでいらっしゃい 斉藤 洋∥作 1995 偕成社 9784035401308 小学校中学年

395 ピパルクとイルカたち ジョン ヒンメルマン∥さく 2004 岩崎書店 9784265068098 小学校中学年

396 ふたりでひとり旅 高森 千穂∥作 2002 あかね書房 9784251041418 小学校中学年

397 冬のさくら 木暮 正夫∥作 2004 どりむ社 9784925155625 小学校中学年

398 ブライデイさんのシャベル レスリー コナー∥文 2006 ＢＬ出版 9784776401360 小学校中学年

399 フランツはじめて恋をする
クリスティーネ＝ネストリン
ガー∥作

1993 偕成社 9784034311707 小学校中学年

400 ヘイスタック ボニー ガイサート∥文 1999 ＢＬ出版 9784892386848 小学校中学年

401 ペニーさん マリー ホール エッツ∥作 絵 1998 徳間書店 9784198607234 小学校中学年

402 ペニーの日記読んじゃだめ ロビン クライン∥作 1997 偕成社 9784841605013 小学校中学年

403 北緯３６度線 小林 豊∥作 絵 2000 ポプラ社 9784591061497 小学校中学年

404 ぼくの・トモダチのつくりかた さとう まきこ∥作 2004 ポプラ社 9784591081051 小学校中学年

405 ぼくの町に電車がきた 鈴木 まもる∥文 絵 2007 岩崎書店 4265043534 小学校中学年
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406 ホネホネ たんけんたい 西澤 真樹子∥監修  解説 2008 アリス館 9784752003809 小学校中学年

407 本って、どうやって探したらいいの? 赤木 かん子∥文 2008 ポプラ社 9784591096529 小学校中学年

408 まあくんすきだよ 鹿島 和夫∥文 写真 2004 ポプラ社 9784591076996 小学校中学年

409 魔女のこねこゴブリーノ アーシュラ ウィリアムズ∥作 2004 福音館書店 9784834009996 小学校中学年

410 町のけんきゅう 岡本 信也∥文 絵 2001 福音館書店 483401682X 小学校中学年

411 まねやのオイラ 森山 京∥作 1995 講談社 9784061956735 小学校中学年

412 耳がきこえないエイミーのねがい ルー アン ウォーカー∥著 1995 偕成社 9784039634702 小学校中学年

413 むかし、わたしはサカナだった 黒田 弘行∥文 図 1995 農山漁村文化協会 4540940023 小学校中学年

414 メロンのじかん まど みちお∥詩 2000 理論社 9784652071779 小学校中学年

415 もしも日本人がみんな米つぶだったら 山口 タオ∥文 2004 講談社 4062124408 小学校中学年

416 森へ 星野 道夫∥文 写真 1997 福音館書店 9784834012279 小学校中学年

417 森を育てる生きものたち 谷本 雄治∥文 2008 岩崎書店 9784265043583 小学校中学年

418 ヤクーバとライオン 1 ティエリー  デデュー∥作 2008 講談社 9784062830126 小学校中学年

419 夕ごはんまでの五分間 プロハースコヴァー∥作 1997 偕成社 9784039672100 小学校中学年

420 ゆき と トナカイ の うた ボディル ハグブリンク∥作 絵 2001 ポプラ社 9784591070208 小学校中学年

421 よるのどうぶつえん 川口 幸男∥ぶん 1997 大日本図書 4477008023 小学校中学年

422 ルリュールおじさん いせ ひでこ∥作 2007 理論社 9784652040508 小学校中学年

423 ロボママ エミリー スミス∥作 2006 文研出版 9784580815445 小学校中学年

424 わたしたちのクジラ学校 井上 こみち∥文 1995 文渓堂 4894231077 小学校中学年

425 わたしの足は車いす
フランツ＝ヨーゼフ ファイニク
∥作

2004 あかね書房 9784251009395 小学校中学年

426 ワンピース戦争 丘 修三∥文 1994 童心社 9784494003655 小学校中学年

427 わたしの夢、わたしの人びとの苦しみ 子供地球基金中部事務局∥編 2000 ポプラ社 9784591061510 小学校中学年

428 ２０本の木のノート いわさ ゆうこ∥作 1998 文化出版局 9784579403684 小学校高学年

429 合言葉はフリンドル！ アンドリュー＝クレメンツ∥作 2000 講談社 9784061947498 小学校高学年

430 アカネちゃんのなみだの海 松谷 みよ子∥著 1992 講談社 9784061335141 小学校高学年

431 赤姫さまの冒険 パウル ビーヘル∥作 1997 徳間書店 9784198605773 小学校高学年

432 あきらめないこと、それが冒険だ 野口 健∥著 2007 学研 9784052025365 小学校高学年

433 あなたの声がききたい 岸川 悦子∥文 2006 佼成出版社 9784333022038 小学校高学年

434 雨ニモマケチャウカモシレナイ 芝田 勝茂∥作 1999 小峰書店 9784338107143 小学校高学年

435 安藤
アンドウ

信
ノブ

正
マサ

の時代 1999 小学校高学年

436 いのちのふるさと・水田稲作 1991
ジャパンプレス・
フォト

9784915598258 小学校高学年

437 いわき今昔
コンジャク

写真帳 2003 小学校高学年

438 いわきの人物誌
ジンブツシ

上・下
１９９２１

９９３
小学校高学年

439 いわきの伝説と民話 2004 小学校高学年

440 うそつきの天才 ウルフ スタルク∥著 1996 小峰書店 9784338133036 小学校高学年

441 うちのおばあちゃん イルゼ クレーベルガー∥作 2000 徳間書店 9784198611491 小学校高学年

442 絵で見るナイル川ものがたり アン ミラード∥文 2004 さ・え・ら書房 437804112x 小学校高学年

443 絵で読む広島の原爆 那須 正幹∥文 1995 福音館書店 9784834012651 小学校高学年

444 エドウィナからの手紙 スーザン ボナーズ∥作 2004 金の星社 9784323063195 小学校高学年

445 絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川 達雄∥文 1994 福音館書店 9784834001938 小学校高学年

446 江戸時代入門 落合 大海∥著 1993 国土社 9784337261075 小学校高学年

447 ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ！ １ ＮＨＫ科学番組部∥編 1999 汐文社 4811372549 小学校高学年

448 えりなの青い空 あさの あつこ∥作 2004 毎日新聞社 9784620200064 小学校高学年

449 エレベーターで４階へ マリア＝グリーペ∥作 1996 講談社 9784061947375 小学校高学年

450 オーロラのひみつ 上出 洋介∥文 2003 偕成社 9784036346905 小学校高学年
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451 お金でさぐる日本史 １ 松崎 重広∥著 1993 国土社 4337261044 小学校高学年

452 お金でさぐる日本史 ２ 松崎 重広∥著 1993 国土社 4337261052 小学校高学年

453 お金でさぐる日本史 ３ 松崎 重広∥著 1993 国土社 4337261060 小学校高学年

454 お化粧大研究 石田 かおり∥著 2003 ＰＨＰ研究所 9784569684147 小学校高学年

455 おじいちゃんとの戦争 ロバート Ｋ スミス∥作 1992 文研出版 9784580809628 小学校高学年

456 課外授業ようこそ先輩 １
ＮＨＫ「課外授業ようこそ先
輩」制作グループ∥編

1999 ＫＴＣ中央出版 9784877581329 小学校高学年

457 課外授業ようこそ先輩 １０
ＮＨＫ「課外授業ようこそ先
輩」制作グループ∥編

1999 ＫＴＣ中央出版 9784338171038 小学校高学年

458 課外授業ようこそ先輩 ２
ＮＨＫ「課外授業ようこそ先
輩」制作グループ∥編

1999 ＫＴＣ中央出版 9784877581336 小学校高学年

459 課外授業ようこそ先輩 ３
ＮＨＫ「課外授業ようこそ先
輩」制作グループ∥編

2000 ＫＴＣ中央出版 9784877581343 小学校高学年

460 課外授業ようこそ先輩 ４
ＮＨＫ「課外授業ようこそ先
輩」制作グループ∥編

2000 ＫＴＣ中央出版 9784877581350 小学校高学年

461 課外授業ようこそ先輩 ５
ＮＨＫ「課外授業ようこそ先
輩」制作グループ∥編

2000 ＫＴＣ中央出版 9784877581367 小学校高学年

462 課外授業ようこそ先輩 ６
ＮＨＫ「課外授業ようこそ先
輩」制作グループ∥編

2000 ＫＴＣ中央出版 9784877581374 小学校高学年

463 課外授業ようこそ先輩 ７
ＮＨＫ「課外授業ようこそ先
輩」制作グループ∥編

2000 ＫＴＣ中央出版 9784877581381 小学校高学年

464 課外授業ようこそ先輩 ８
ＮＨＫ「課外授業ようこそ先
輩」制作グループ∥編

1999 ＫＴＣ中央出版 9784877581398 小学校高学年

465 課外授業ようこそ先輩 ９
ＮＨＫ「課外授業ようこそ先
輩」制作グループ∥編

1999 ＫＴＣ中央出版 9784877581404 小学校高学年

466 勝海舟 古川 薫∥著 2002 小峰書店 4338171030 小学校高学年

467 神さまの住む町 楠 章子∥作 2005 岩崎書店 9784265060573 小学校高学年

468 ガンってどういう病気かな？ 加藤 洋一∥著 1995 童心社 9784494007356 小学校高学年

469 キミは日本のことを、ちゃんと知っているか！ 斎藤 孝∥著 2005 ＰＨＰ研究所 9784569640488 小学校高学年

470 着物の大研究 馬場 まみ∥監修 2007 ＰＨＰ研究所 9784569686318 小学校高学年

471 キャミーの八月 ヴァジニア＝ハミルトン∥作 1995 講談社 9784061947337 小学校高学年

472 ぎりぎりトライアングル 花形 みつる∥作 2001 講談社 9784061956995 小学校高学年

473 金曜日がおわらない アニー ドルトン∥作 2005 文研出版 9784580814592 小学校高学年

474 クジラと少年の海 小島 曠太郎∥著 1998 理論社 9784652011324 小学校高学年

475 クックとタマ次郎の情報大航海術 片岡 則夫∥作 2002 リブリオ出版 9784897849485 小学校高学年

476 久保
ク ボ

姫
ヒメ

の時代上巻・下巻 1996 小学校高学年

477 ぐるッとふくしま 2009 小学校高学年

478 ケナフの絵本 ちば こうぞう∥へん 1999 農山漁村文化協会 9784540981463 小学校高学年

479 ケンスケの王国 マイケル モーパーゴ∥著 2003 評論社 9784566012998 小学校高学年

480 これ、ぼくの宝物です 山下 奈美∥作 2009 学研 9784052029820 小学校高学年

481 算数の呪い ジョン シェスカ∥文 1999 小峰書店 9784338126090 小学校高学年

482 ジャイアント・ベイビー アラン アルバーグ∥作 1997 講談社 9784062082372 小学校高学年

483 自由研究〈赤ちゃん〉 サラ エリス∥作 1996 徳間書店 9784198604837 小学校高学年

484 シキュロスの剣 泉 啓子∥作 2002 童心社 9784494019380 小学校高学年

485 障害を知る本 １ 稲沢 潤子∥文 1998 大月書店 4272402811 小学校高学年

486 障害を知る本 １０ 稲沢 潤子∥文 1999 大月書店 4272402900 小学校高学年

487 障害を知る本 ２ 稲沢 潤子∥文 1998 大月書店 427240282X 小学校高学年

488 障害を知る本 ３ 稲沢 潤子∥文 1999 大月書店 4272402838 小学校高学年

489 障害を知る本 ４ 稲沢 潤子∥文 1999 大月書店 4272402846 小学校高学年

490 障害を知る本 ５ 稲沢 潤子∥文 1999 大月書店 4272402854 小学校高学年

491 障害を知る本 ６ 稲沢 潤子∥文 1999 大月書店 4272402862 小学校高学年

492 障害を知る本 ７ 稲沢 潤子∥文 1998 大月書店 4272402870 小学校高学年

493 障害を知る本 ８ 稲沢 潤子∥文 1998 大月書店 4272402889 小学校高学年

494 障害を知る本 ９ 稲沢 潤子∥文 1998 大月書店 4272402897 小学校高学年

495 少年グッチと花マル先生 溝部 清彦∥著 2003 高文研 9784874982907 小学校高学年
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496 常磐
ジョウバン

炭田
タンデン

の時代 2002 小学校高学年

497 白いキリンを追って ローレン  セントジョン∥著 2007 あすなろ書房 9784751522059 小学校高学年

498 税金でさぐる日本史 落合 大海∥著 1993 国土社 9784337261037 小学校高学年

499 世界の食生活と栄養 足立 己幸∥著 1998 大日本図書 9784477008998 小学校高学年

500 せんせい 岸川 悦子∥作 2004 佼成出版社 9784333020171 小学校高学年

501 そらから恐竜がおちてきた ひろた みを∥作 1994 講談社 9784062064552 小学校高学年

502 空へつづく神話 富安 陽子∥作 2001 偕成社 9784037270803 小学校高学年

503 だいあもんど 長崎 夏海∥作 2000 新日本出版社 9784406026796 小学校高学年

504 大ちゃん 星 あかり∥作 2004 大日本図書 9784477016467 小学校高学年

505 平の殿さま 2006 小学校高学年

506 食べ物・衣服でさぐる日本史 長岡 清∥著 1993 国土社 9784337261020 小学校高学年

507 だまし絵であそぼう 杉原 厚吉∥文 1998 岩波書店 9784001163223 小学校高学年

508 チャンスがあれば… チャンスの会∥編・訳 2008 岩崎書店 9784265810321 小学校高学年

509 土の中からでてきたよ 小川 忠博∥写真と文 2005 平凡社 9784582832235 小学校高学年

510 伝統産業と風流 1981 小学校高学年

511 遠い海鳴り かとう たみこ∥著 2006 績文堂出版 9784881161494 小学校高学年

512 時の石 那須 正幹∥作 1995 文渓堂 9784894230316 小学校高学年

513 ドラッグなんていらない 水谷 修∥著 2004 東山書房 9784827812732 小学校高学年

514 どんな草でも紙になる 大西 秀夫∥文と写真 1997 大日本図書 9784477006864 小学校高学年

515 ながいながい旅 イロン  ヴィークランド∥絵 2009 岩波書店 9784001112092 小学校高学年

516 なぜ、めい王星は惑星じゃないの? 布施 哲治∥著 2007 くもん出版 9784774313467 小学校高学年

517 夏のとびら 泉 啓子∥作 2006 あかね書房 9784251041937 小学校高学年

518 夏の庭－The Friendｓ‐ 湯本 香樹実∥作 2002 徳間書店 9784101315119 小学校高学年

519 ナディアおばさんの予言 マリー・デプルシャン∥作 2007 文研出版 9784580820012 小学校高学年

520 名取先生のおもしろゴミ授業 名取 弘文∥著 1993 ポプラ社 9784591042175 小学校高学年

521 七日間のウォーキング・ラリー 今関 信子∥作 1996 童心社 9784494019366 小学校高学年

522 生ゴミはよみがえる 菅野 芳秀∥著 2002 講談社 9784062115377 小学校高学年

523 なるかみの午後 今村 葦子∥作 1993 あすなろ書房 9784751512296 小学校高学年

524 南極のコレクション 武田 剛∥著 2007 フレーベル館 9784577032497 小学校高学年

525 難病の子どもを知る本 １ 稲沢 潤子∥文 2001 大月書店 4272403915 小学校高学年

526 難病の子どもを知る本 ２ 稲沢 潤子∥文 2001 大月書店 4272403923 小学校高学年

527 難病の子どもを知る本 ３ 稲沢 潤子∥文 2000 大月書店 4272403931 小学校高学年

528 難病の子どもを知る本 ４ 稲沢 潤子∥文 2000 大月書店 427240394X 小学校高学年

529 難病の子どもを知る本 ５ 稲沢 潤子∥文 2000 大月書店 4272403958 小学校高学年

530 難病の子どもを知る本 ６ 稲沢 潤子∥文 2001 大月書店 4272403966 小学校高学年

531 難病の子どもを知る本 ７ 稲沢 潤子∥文 2001 大月書店 4272403974 小学校高学年

532 難病の子どもを知る本 ８ 稲沢 潤子∥文 2001 大月書店 4272403982 小学校高学年

533 日本史たのしく学ぶ法 板倉 聖宣∥〔ほか〕著 1993 国土社 9784337261082 小学校高学年

534 乗り物でさぐる日本史 長岡 清∥著 1993 国土社 9784337261013 小学校高学年

535 バアちゃんと、とびっきりの三日間 三輪 裕子∥作 2009 あかね書房 9784251044051 小学校高学年

536 はいけい女王様、弟を助けてください モーリス グライツマン∥作 1998 徳間書店 9784198608293 小学校高学年

537 発掘屋おフミさん あかね るつ∥作 1995 新日本出版社 4406022473 小学校高学年

538 パパとのぼった木 Ｃ．Ｓ．アドラー∥作 1996 文研出版 9784580811621 小学校高学年

539 浜
ハマ

通
ドオ

りの年中行事
ネンチュウギョウジ

と食べ物 2001 4897574390 小学校高学年

540 ハリスとぼくの夏 ゲイリー  ポールセン∥作 2009 文研出版 9784580820449 小学校高学年
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541 ハルモニの風 堀内 純子∥作 2000 ポプラ社 9784591061350 小学校高学年

542 ハンサム・ガール 佐藤 多佳子∥作 1993 理論社 9784652004807 小学校高学年

543 ﾋﾟﾄゥスの動物園 サバスティア スリバス∥著 2006 あすなろ書房 9784751519028 小学校高学年

544 秘密の道をぬけて ロニー ショッター∥著 2004 あすなろ書房 9784751521953 小学校高学年

545 ファーブルの夏ものがたり
マーガレット Ｊ アンダーソン∥
作

1999 くもん出版 9784774302423 小学校高学年

546 ふたりっ子 岡田 なおこ∥作 1994 岩崎書店 9784774302423 小学校高学年

547 フライング・ソロ ラルフ フレッチャー∥作 2001 文研出版 9784580812635 小学校高学年

548 フレディ ディートロフ ライヒェ∥作 2001 旺文社 9784010695579 小学校高学年

549 べんとふしぎな青いびん キャシー フープマン∥作 2003 あかね書房 9784251041449 小学校高学年

550 ポータブル・ゴースト マーガレット  マーヒー∥作 2008 岩波書店 9784001155815 小学校高学年

551 ぼくがバイオリンを弾く理由 西村 すぐり∥作 2008 ポプラ社 9784591105337 小学校高学年

552 ぼくの最高機密
ジョン・レナルズ・ガードナー
∥作

1994 佑学社 4841605029 小学校高学年

553 ぼくらのサイテーの夏 笹生 陽子∥作 1997 講談社 9784062750158 小学校高学年

554 ぼくらの進水式 長崎 源之助∥作 1993 文渓堂 4938618745 小学校高学年

555 マタビアは貝のおまもり マリオン ブルーム∥作 1997 岩波書店 4001155508 小学校高学年

556 満月の夜古池で 坂東 真砂子∥作 1997 偕成社 4035401900 小学校高学年

557 水の大研究 橋本 淳司∥著 2005 ＰＨＰ研究所 9784569685717 小学校高学年

558 みどパン協走曲 黒田 六彦∥作 2007 BL出版 9784776402121 小学校高学年

559 みどりいろの風 内海 隆一郎∥作 2000 ＰＨＰ研究所 9784569682389 小学校高学年

560 美乃里の夏 藤巻 吏絵∥作 2005 福音館書店 9784834019988 小学校高学年

561 三宅島の生きものたち ジャック Ｔ．モイヤー∥著 2002 フレーベル館 457702280X 小学校高学年

562 昔あったんだっち 1987 小学校高学年

563 目で見るいわきの100年 1996 9784876633425 小学校高学年

564 「物づくり」に見る日本人の歴史 １ 西ケ谷 恭弘∥監修 2000 あすなろ書房 9784751520819 小学校高学年

565 「物づくり」に見る日本人の歴史 ２ 西ケ谷 恭弘∥監修 2001 あすなろ書房 9784751520826 小学校高学年

566 「物づくり」に見る日本人の歴史 ３ 西ケ谷 恭弘∥監修 2001 あすなろ書房 9784751520833 小学校高学年

567 「物づくり」に見る日本人の歴史 ４ 西ケ谷 恭弘∥監修 2000 あすなろ書房 9784751520840 小学校高学年

568 ユーウツなつうしんぼ アンドリュー クレメンツ∥作 2005 講談社 9784062128377 小学校高学年

569 雄太昆虫記 中川 雄太∥作 2002 くもん出版 9784774306315 小学校高学年

570 夕映えになるまでに 竹田 まゆみ∥作 1995 岩崎書店 9784265060160 小学校高学年

571 ゆび一本でカメラマン あきもと しげる∥作 写真 1996 童心社 9784494007370 小学校高学年

572 よーするに医学えほん きむら ゆういち∥作 2009 講談社 9784062134910 小学校高学年

573 夜の神話 たつみや 章∥著 1994 講談社 9784062065306 小学校高学年

574 竜退治の騎士になる方法 岡田 淳∥作 絵 2003 偕成社 9784036460106 小学校高学年

575 ワニがうたえば雨がふる 岡田 貴久子∥作 1996 あかね書房 4251061659 小学校高学年

576 わらいの王子様 令丈 ヒロ子∥作 2002 理論社 9784652007419 小学校高学年
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