
請求記号 タイトル 作者 出版社 資料番号

F１イト ルラルさんのだいくしごと いとう　ひろし ポプラ社 120385547

F１ハセ きみ、なにがすき？ はせがわ　さとみ あかね書房 120116405

F９エリ なずずこのっぺ？ カーソン ・ エリス フレーベル館 120387253

F９レツ がっこうだってどきどきしてる アダム ・ レックス WAVE出版 120115050

F１ナカ レイナが島にやってきた！ 長崎　夏海 理論社 120116413

F９ホン 森のおくから レベッカ ・ ボンド ゴブリン書房 120115159

F９モハ 最後のオオカミ マイケル ・ モーパーゴ 文研出版 120387964

３８　O７ すごいね！みんなの通学路 ローズマリー ・ マカーニー 西村書店 120115068

F１マハ 奮闘するたすく まはら　三桃 講談社 120382916

F１イマ こんぴら狗 今井　恭子 くもん出版 120116462

F９ロイ ぼくとベルさん フィリップ ・ ロイ PHP研究所 120116397

６６　O7 クニマスは生きていた！ 池田　まき子 汐文社 120116496

F１サト 一〇五度 佐藤　まどか あすなろ書房 120386685

F９ロヘ 太陽と月の大地 コンチャ ・ ロペス＝ナルバエス 福音館書店 120380944

H616 O7 千年の田んぼ 石井　里津子 旬報社 111961819

F９フラ わたしがいどんだ戦い1939年 キンバリー ・ ブルベイカー ・ ブラッドリー 評論社 111881843

645 6 O7 車いす犬ラッキー 小林　照幸 毎日新聞出版 111881819

９５６　クリ いのちは贈りもの フランシーヌ ・ クリストフ 岩崎書店 111881850
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請求記号 タイトル 作者 出版社 資料番号

F９ハン サイモンは、ねこである。 ガリア ・ バーンスタイン あすなろ書房 120384193

F１タマ なんにでもレナール！ 玉置　永吉 教育画劇 120115167

F１ハラ 一日だけうさぎ 原　知子 くもん出版 120115191

F1キタ ミウの花まる夏休み きたじま　ごうき 汐文社 120116389

F1ハセ ホカリさんのゆうびんはいたつ はさがわ　さとみ 文溪堂 120116488

F９キラ イードのおくりもの ファウズィア・ギラニ・ウィリアムズ 光村教育図書 120383476

F1カン だいぶつさまのうんどうかい 苅田　澄子 アリス館 120115183

F１アン なんでも魔女商会２５ あんびる　やすこ 岩崎書店 120382445

F１コテ りすのきょうだいとふしぎなたね 小手鞠　るい 金の星社 120382619

９１３　ハン 天馬のゆめ ばん　ひろこ 新日本出版社 120116520

F９ロン ちっちゃな木のおはなし ローレン ・ ロング 評論社 120383971

F１サエ シランカッタの町で さえぐさ　ひろこ フレーベル館 120386537

F１オオ 弓を引く少年 大塚　菜生 国土社 120116546

F１ヒロ 狐霊の檻 廣嶋　玲子 小峰書店 120114475

F１ヤマ 神隠しの教室 山本　悦子 童心社 120387923

F１ニシ ハルと歩いた 西田　俊也 徳間書店 120116454

F９ロイ ぼくとベルさん フィリップ ・ ロイ PHP研究所 120116397

F１アサ わたしの苦手なあの子 朝比奈　蓉子 ポプラ社 120116538

F１タカ リリコは眠れない 高楼　方子 あかね書房 120356068

F９リオ アポロンと５つの神託　１ リック ・ リオーダン ほるぷ出版 111881835

F１ハナ しばしとどめん北斎羽衣 花形　みつる 理論社 111718938
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請求記号 タイトル 作者 出版社 資料番号

F１ナカ ごはんのにおい 中川ひろたか おむすび舎 120117072

F１イワ ともだちのときちゃん 岩瀬成子 フレーベル館 120385588

F９フカ プーカの谷 渡辺洋子 こぐま社 120385463

２８ ユス マララのまほうのえんぴつ マララ・ユスフザイ ポプラ社 120387733

F１スキ ようこそ！へんてこ小学校 スギヤマカナヨ 角川書店 120117130

F９ヒア コクルおばあさんとねこ フィリパ・ピアス 徳間書店 120117205

F９ヒタ 子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース さ・え・ら書房 120117106

F１イシ つくえの下のとおい国 石井睦美 講談社 120386305

F９イト ななめねこ　まちをゆく ジェイソン・カーター・イートン マイクロマガジン社 120117213

F１ムラ マネキンさんがきた 村中李衣 BL出版 120392212

６１　O7 カレーライスを一から作る 前田亜紀 ポプラ社 120117197

F１カト 靴屋のタスケさん 角野栄子 偕成社 120382890

F１ナカ さよなら、ぼくらの千代商店 中山聖子 岩崎書店 120117098

F１マハ 青がやってきた まはら三桃 偕成社 120386370

F９ヘン ファニー　１３歳の指揮官 ファニー・ベン＝アミ 岩波書店 120384003
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