
タイトル 人名 資料番号

ぼくのこえがきこえますか 田島　征三／作 120322516

ビリー・ジョーの大地 カレン・ヘス／作 120039987

いないいないばあや 神沢　利子／作 121031132

希望の牧場 森　絵都／作 120353552

タイトル 人名 資料番号

ふしぎなともだち たじま　ゆきひこ／作 120347901

いのちのまつり 草場　一寿／作 120065487

ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム／えとぶん 120104153

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ／さく　え 120103536

ともがき 久留島　武彦／作 120107446

子ぐものいのり 久留島　武彦／作 120107453

ゆめうりふくろう 久留島　武彦／作 120318159

トラの子ウーちゃん 久留島　武彦／作 120107479

タイトル 人名 資料番号

★岩瀬　成子さん　（児童文学作家、岩国市在住）

 
 いま、
　　この本がおもしろいぞ‼

★黒瀬　圭子さん　（児童文学作家、下関市在住）

★中山　聖子さん　（児童文学作家、宇部市在住）



ピーティ ベン・マイケルセン／作 120270624

ホリス・ウッズの絵 パトリシア・ライリー・ギフ／作 120223623

クレイジー・サマー リタ・ウィリアムズ＝ガルシア／作 120354154

きよしこ 重松　清／著 110561271

タイトル 人名 資料番号

なりたて中学生　初級編 ひこ・田中／著 120356712

なりたて中学生　上級編 ひこ・田中／著 120376421

カレー男がやってきた！ 赤羽　じゅんこ／作 120382544

保健室の日曜日 村上　しいこ／作 120387352

かさねちゃんにきいてみな 有沢　佳映／著 120338785

タイトル 人名 資料番号

ともだちは海のにおい 工藤　直子／作 121139943

イノシシの勇者フォーミィ アーネスト・Ｔ．シートン／文・絵 120273628

オオカミ王ロボ アーネスト・Ｔ．シートン／文・絵 120275284

カラスのシルバースポット アーネスト・Ｔ．シートン／文・絵 120273636

銀ギツネのドミノ アーネスト・Ｔ．シートン／文・絵 120275318

子グマのジョニー アーネスト・Ｔ．シートン／文・絵 120291695

野生のヒツジクラッグ アーネスト・Ｔ．シートン／文・絵 120273610

リスのバナーテイル アーネスト・Ｔ．シートン／文・絵 120275326

ワタオウサギのラグ アーネスト・Ｔ．シートン／文・絵 120275300

★保手浜　孝さん　（画家、山口市在住）

★那須　正幹さん　（児童文学作家、防府市在住）



わたしの愛犬ビンゴ アーネスト・Ｔ．シートン／文・絵 120275292

海底二万里 ジュール・ヴェルヌ／〔著〕 120136817

シロクマ号となぞの鳥 アーサー・ランサム／作 121002323

エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー／作 120049374

おおきな木 シルヴァスタイン／作 121004626

タイトル 人名 資料番号

たべられたやまんば 瀬川　康男／絵 120067707

ねこはしる 工藤　直子／作 120136197

じごくのそうべえ 田島　征彦／作 121068191

みみをすます 谷川　俊太郎／著 121122733

シャーロック＝ホームズ全集　３

バスカビル家の犬
コナン＝ドイル／著 120299557

タイトル 人名 資料番号

こどもたちへ まど　みちお／文 120345319

ながいながい骨の旅 松田　素子／文 120379888

おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのお

じいちゃん
長谷川　義史／作 120064779

せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー／作 120233234

とべバッタ 田島　征三／作 120092267

ダイヤモンドより平和がほしい 後藤　健二／著 120276753

タイトル 人名 資料番号

さぎ師たちの空 那須　正幹／作 121080071

★松田　もとこさん　（児童文学作家、岩国市在住）

★松田　素子さん　（編集者、周南市出身）

★松本　徹さん　（編集者、下関市出身）



ブラフマンの埋葬 小川　洋子／著 110615176

都市伝説セピア 朱川　湊人／著 110594462

詩ってなんだろう 谷川　俊太郎／〔編〕著 110423373

タイトル 人名 資料番号

窓ぎわのトットちゃん 黒柳　徹子／作 121119309

小説夕凪の街　桜の国 こうの　史代／原作 110881752

ドリトル先生アフリカゆき ロフティング／〔著〕 120294715

ドリトル先生航海記 ロフティング／〔著〕 120294723

ドリトル先生月へゆく ロフティング／〔著〕 120294780

ドリトル先生月から帰る ロフティング／〔著〕 120294798

ドリトル先生と月からの使い ロフティング／〔著〕 120294772

ドリトル先生と秘密の湖 ロフティング／〔著〕 120294806

ドリトル先生と緑のカナリア ロフティング／〔著〕 120294814

ドリトル先生のキャラバン ロフティング／〔著〕 120294764

ドリトル先生のサーカス ロフティング／〔著〕 120294749

ドリトル先生の楽しい家 ロフティング／〔著〕 120294822

ドリトル先生の動物園 ロフティング／〔著〕 120294756

ドリトル先生の郵便局 ロフティング／〔著〕 120294731

聖の青春 大崎　善生／著 110235728

かはたれ 朽木　祥／作 120259320

天山の巫女ソニン　１ 菅野　雪虫／作 120244546

★まはら　三桃さん　（児童文学作家、山口市在住）



天山の巫女ソニン　２ 菅野　雪虫／作 120249867

天山の巫女ソニン　３ 菅野　雪虫／作 120256342

天山の巫女ソニン　４ 菅野　雪虫／作 120260930

天山の巫女ソニン　５ 菅野　雪虫／作 121124135

天山の巫女ソニン　江南外伝 菅野　雪虫／作 120332903

天山の巫女ソニン　巨山外伝 菅野　雪虫／作 120320635

奮闘するたすく まはら　三桃／著 120382916

タイトル 人名 資料番号

スピニー通りの秘密の絵 Ｌ．Ｍ．フィッツジェラルド／著 120381173

にわとり城 松野　正子／作 120375936

クローディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ／作 121119630

おいでフレック、ぼくのところに エヴァ・イボットソン／著 120340500

ディダコイ Ｒ・ゴッデン／作 121001085

長くつ下のピッピ リンドグレーン／作 120107560

バンビ ザルテン／作 121013684

タイトル 人名 資料番号

自分におどろく たなか　かずお／文 120386636

クワガタクワジ物語 中島　みち／〔著〕 120029582

ロアルド・ダールコレクション　１

おばけ桃が行く
ロアルド・ダール／著 120071550

ヘビとトカゲきょうからともだち ジョイ・カウリー／作 120305503

★横山　眞佐子さん　（児童書専門店、下関市在住）

★村中　李衣さん　（児童文学作家、山陽小野田市在住）



センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン／著 111178109

おばけのアッチとドララちゃん 角野　栄子／さく 120096508


