
請求記号 タイトル 作者 出版社

F1 トミ 　あなふさぎのジグモンタ 　とみなが　まい 　ひさかたチャイルド

F1 スス 　そのときがくるくる 　すず　きみえ 　文研出版

F9 ヘル 　みずをくむプリンセス 　スーザン・ヴァーデ 　さ・え・ら書房

F1 スス 　どこからきたの？おべんとう 　鈴木　まもる 　金の星社

4865 P0 　わたしたちのカメムシずかん 　鈴木　海花 　福音館書店

F1 トミ 　ゆりの木荘の子どもたち 　富安　陽子 　講談社

F9 エン 　ぼくのあいぼうはカモノハシ 　ミヒャエル・エングラー 　徳間書店

4889 P1 　カラスのいいぶん 　嶋田　泰子 　童心社

F1 カト 　エカシの森と子馬のポンコ 　加藤　多一 　ポプラ社

F1 ナカ 　サンドイッチクラブ 　長江　優子 　岩波書店

F9 ウオ 　おいで、アラスカ！ 　アンナ・ウォルツ 　フレーベル館

489 P1 　オランウータンに会いたい 　久世　濃子 　あかね書房

F1 ハマ 　ウィズ・ユー 　濱野　京子 　くもん出版

F9 モハ 　アーニャは、きっと来る 　マイケル・モーパーゴ 　評論社

28 マキ 　牧野富太郎 　清水　洋美 　汐文社

F1 テラ 　水を縫う 　寺地　はるな 　集英社

F9 ホイ 　兄の名は、ジェシカ 　ジョン・ボイン 　あすなろ書房

40  P0 　科学者になりたい君へ 　佐藤　勝彦 　河出書房新社
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請求記号 タイトル 作者 出版社

F9 ヘア 　みらいのえんそく 　ジョン・ヘア 　あすなろ書房

F1 タニ 　カメレオンのかきごおりや 　谷口　智則 　アリス館

F1 チヨ 　ぼくのすきなおじさん 　長　新太 　絵本塾出版

F1 ミナ 　わたしたちのえほん 　南谷　佳世 　文溪堂

F1 ハタ 　こんにちは！わたしのえ 　はた　こうしろう 　ほるぷ出版

F9 トフ 　ぼくのきもちはね 　コリ・ドーフェルド 　光村教育図書

F1 ハラ 　にくのくに 　はらぺこめがね 　教育画劇

F1 ヒロ 　トラブル旅行社(トラベル)砂漠のフルーツ狩りツアー 　廣嶋　玲子 　金の星社

F1 ヒロ 　鬼遊び　鬼よぶわらべ歌 　廣嶋　玲子 　小峰書店

F1 キム 　花のすきなおおかみ 　きむら　ゆういち 　新日本出版社

F9 エン 　ぼくのあいぼうはカモノハシ 　ミヒャエル・エングラー 　徳間書店

F9 ウイ 　みんな、星のかけらから 　ジーン・ウィリス 　フレーベル館

F9 クリ 　宿題ロボット、ひろったんですけど 　トーマス・クリストス 　あかね書房

F1 ツケ 　トップラン 　つげみさお 　国土社

F1 コテ 　ぼくたちの緑の星 　小手鞠　るい 　童心社

F9 レア 　イルカと少年の歌－海を守りたい－ 　エリザベス・レアード 　評論社

F1 タカ 　青いスタートライン 　高田　由紀子 　ポプラ社

F1 ノミ 　イナバさん！ 　野見山　響子 　理論社

F1 サエ 　ある日、透きとおる 　三枝　理恵 　岩崎書店

F1 ミツ 　赤毛証明 　光丘　真理 　くもん出版

F1 ナカ 　ワタシゴト　14歳のひろしま 　中澤　明子 　汐文社
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請求記号 タイトル 作者 出版社

F1 ハタ 　こんにちは！わたしのえ 　はた　こうしろう 　ほるぷ出版

29 P1 　ねむろんろん 　村中　李衣 　新日本出版社

F1 カト 　リンゴちゃんのいえで 　角野　栄子 　ポプラ社

F1　ナス 　めいたんていサムくんとあんごうマン 　那須　正幹 　童心社

F1 ホリ 　ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん 　堀　直子 　ポプラ社

F1 ムロ 　会いたくて会いたくて 　室井　滋 　小学館

64 P1 　ブタとともに　A Life with Pigs 　山地　としてる 　幻冬舎

F9 テイ 　ぼくの犬スーザン 　ニコラ・デイビス 　あすなろ書房

4889 P1 　カラスのいいぶん 　嶋田　泰子 　童心社

F1 イワ 　ネムノキをきらないで 　岩瀬　成子 　文研出版

F1 アサ 　化学でナゾとき！ 　あさだ　りん 　偕成社

F1 スヤ 　バウムクーヘンとヒロシマ 　巣山　ひろみ 　くもん出版

F9 スタ 　おじいちゃんとの最後の旅 　ウルフ・スタルク 　徳間書店

4896 P0 　クジラをめぐる冒険 　石川　創 　旬報社

4804 P0
　あべ弘士のシートン動物記１
　おおかみ王ロボ

　E．T．シートン 　学研プラス
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