
　　　　　　　　あさしょう　ライブラリー

請求記号 タイトル 作者 出版者

1 4817 P1 あまがえるりょこうしゃ 松岡　たつひで／〔作〕 福音館書店

2 4879 P1 おかえり、ウミガメ 高久　至／写真・文 アリス館

3 91 O8 どうぶつえん物語 あべ　弘士／作 絵本館

4 F1 ｱｲ 野ねずみきょうだいの草花あそび　初夏から秋まで 相澤　悦子／さく 福音館書店

5 F1 ｱﾗ バスにのって 荒井　良二／作・絵 偕成社

6 F1 ｲﾜ ぼくは気の小さいサメ次郎といいます 岩佐　めぐみ／作 偕成社

7 F1 ｺｻ オニタロウ こさか　まさみ／文 福音館書店

8 F1 ｾﾀ おんちょろちょろ 瀬田　貞二／再話 福音館書店

9 F1 ﾀｹ みけねこレストラン 竹下　文子／さく 偕成社

10 F1 ﾀﾃ あまがえるのぼうけん たての　ひろし／作 世界文化ブックス

11 F1 ﾅｶ かえるのエルタ 中川　李枝子／さく 福音館書店

12 F1 ﾌﾙ 大きい１年生と小さな２年生 古田　足日／さく 偕成社

13 F1 ﾎｼ きまぐれロボット 星　新一／作 理論社

14 F1 ﾐｽ ゲゲゲの鬼太郎と妖怪ドライブ 水木　しげる／著 メディアファクトリー

15 F1 ﾐﾔ 注文の多い料理店 宮沢　賢治／作 講談社

16 F9 ｲ 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 福音館書店

17 F9 ｴｲ こすずめのぼうけん ルース・エインワース／さく 福音館書店

18 F9 ｶﾌ くしゃみおじさん オルガ・カブラル／作 岩波書店

19 F9 ｼﾔ ぼくはめいたんてい　１ マージョリー・Ｗ・シャーマット／ぶん 大日本図書

20 F9 ｽｽ 王さまの竹うま ドクター・スース／さく・え 偕成社

21 F9 ﾃﾕ ペチューニアのだいりょこう ロジャー・デュボワザン／作 富山房

22 F9 ﾌﾛ パリのエマ クレール・フロッサール／文・絵 福音館書店

23 F9 ﾏﾘ くんちゃんのはじめてのがっこう ドロシー・マリノ／さく ペンギン社

24 F9 ﾘﾝ カタカタカタ リン　シャオペイ／さく ほるぷ出版

請求記号 タイトル 作者 出版者

25 20 O1 アイスマン デイビッド・ゲッツ／著 金の星社

26 28 ｹﾗ ヘレン＝ケラー自伝 ヘレン＝ケラー／〔著〕 講談社

27 40 O1 帰り道の１年 たかはし　きよし／絵・文 偕成社

28 48 N6 素数ゼミの謎 吉村　仁／著 文芸春秋

29 48 N6 素数ゼミの謎 吉村　仁／著 文芸春秋

30 66 P1 くじらの子 石川　梵／写真と文 少年写真新聞社

31 F1 ｲｽ 旅のお供はしゃれこうべ 泉田　もと／作 岩崎書店

32 F1 ｲｾ マキちゃんのえにっき いせ　ひでこ／著 平凡社

33 F1 ｲｾ マキちゃんのえにっき いせ　ひでこ／著 平凡社

34 F1 ｲﾉ 飛べ金色のハト 井上　猛／作 理論社

35 F1 ｵｵ ジャリおじさん おおたけ　しんろう／えとぶん 福音館書店

36 F1 ｵｶ 選ばなかった冒険 岡田　淳／作 偕成社

37 F1 ｶﾄ ズボン船長さんの話 角野　栄子／作 福音館書店

38 F1 ｻｲ 冒険者たち 斎藤　惇夫／作 岩波書店

39 F1 ｽｷ あいがあれば名探偵 杉山　亮／作 偕成社

40 F1 ﾀｶ いたずらおばあさん 高楼　方子／作 フレーベル館

41 F1 ﾄﾐ 菜の子ちゃんとマジムンの森 富安　陽子／作 福音館書店

42 F1 ﾋﾉ かえるの平家ものがたり 日野　十成／文 福音館書店

43 F1 ﾋﾑ 雨ふる本屋 日向　理恵子／作 童心社
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請求記号 タイトル 作者 出版者

44 F1 ﾌﾙ モグラ原っぱのなかまたち 古田　足日／〔著〕 あかね書房

45 F1 ﾐﾔ 天使たちのたんじょう会 宮川　ひろ／作 童心社

46 F1 ﾑｶ 昔話法廷 ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班／編 金の星社

47 F9 ｱﾃ 時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ／作 こぐま社

48 F9 ｴﾘ ＳＯＳ、あやうし空の王さま号 ラッセル・エリクソン／作 評論社

49 F9 ｺﾌ ピアノ調律師 Ｍ．Ｂ．ゴフスタイン／作・絵 現代企画室

50 F9 ｺﾙ ティナのおるすばん イリーナ・コルシュノフ／作 徳間書店

51 F9 ｽｺ ぼくは川のように話す ジョーダン・スコット／文 偕成社

52 F9 ｽﾄ 町にきたヘラジカ フィル・ストング／作 徳間書店

53 F9 ｽﾍ かわいいゴキブリのおんなの子メイベルのぼうけん ケイティ・スペック／作 福音館書店

54 F9 ﾀﾙ ロアルド・ダールコレクション　１ ロアルド・ダール／著 評論社

55 F9 ﾊｳ 海ガラスの夏 ミシェル・ハウツ／文 ＢＬ出版

56 F9 ﾌﾗ 空とぶじゅうたん マーシャ・ブラウン／再話・絵 アリス館

57 F9 ﾌﾛ 大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート＝プロイスラー／著 偕成社

58 F9 ﾍｽ ロサリンドの庭 エルサ・ベスコフ／作 あすなろ書房

59 F9 ﾎﾀ 15 ピーターラビットの絵本　１５ ビアトリクス・ポター／さく・え 福音館書店

60 F9 ﾏﾌ 魔女学校の一年生 ジル・マーフィ／作・絵 評論社

61 F9 ﾘﾝ やねの上のカールソン リンドグレーン／作 岩波書店

62 F9 ﾙｲ とぶ船 ヒルダ・ルイス／作 岩波書店

63 F9 ﾙｲ とぶ船 ヒルダ・ルイス／作 岩波書店

64 F9 ﾛﾌ ドリトル先生アフリカゆき ロフティング／〔著〕 岩波書店

請求記号 タイトル 作者 出版者

65 480 O1 ワタオウサギのラグ アーネスト・Ｔ．シートン／文・絵 童心社

66 486 N2 教えてゲッチョ先生！昆虫の？（ハテナ）が！（ビックリ）になる本 盛口　満／著 山と渓谷社

67 53 N6 ライト兄弟はなぜ飛べたのか 土佐　幸子／著 さ・え・ら書房

68 F1 ｱｻ わたしの苦手なあの子 朝比奈　蓉子／作 ポプラ社

69 F1 ｱﾍ 泣けない魚たち 阿部　夏丸／〔著〕 講談社

70 F1 ｲﾉ ３人のパパとぼくたちの夏 井上　林子／著 講談社

71 F1 ｴｸ ホテルカクタス 江国　香織／著 ビリケン出版

72 F1 ｵｵ プンクマインチャ 大塚　勇三／再話 福音館書店

73 F1 ｵｶ チョコレートのおみやげ 岡田　淳／文 ＢＬ出版

74 F1 ｵｶ 博士の愛した数式 小川　洋子／著 新潮社

75 F1 ｵｶ ライオンのおやつ 小川　糸／著 ポプラ社

76 F1 ｶﾝ 銀のほのおの国 神沢　利子／作 福音館書店

77 F1 ｻｲ さいごのゆうれい 斉藤　倫／著 福音館書店

78 F1 ｻﾄ 佐藤さとる全集　８ 佐藤　さとる／〔著〕 講談社

79 F1 ﾀｶ 青いスタートライン 高田　由紀子／作 ポプラ社

80 F1 ﾀﾏ インスタント・ジャーニー 田丸　雅智／著 実業之日本社

81 F1 ﾂｼ あの日の交換日記 辻堂　ゆめ／著 中央公論新社

82 F1 ﾃﾗ 水を縫う 寺地　はるな／著 集英社

83 F1 ﾊﾔ 1 都会（まち）のトム＆ソーヤ　１ はやみね　かおる／〔著〕 講談社

84 F1 ﾋﾛ 妖怪の子預かります 廣嶋　玲子／著 東京創元社

85 F1 ﾎﾘ 海のアトリエ 堀川　理万子／著 偕成社

86 F1 ﾐﾀ ぼくが恐竜だったころ 三田村　信行／作 ほるぷ出版

87 F9 ｸﾚ たのしい川べ ケネス・グレーアム／作 岩波書店

88 F9 ﾀｳ 十三番目の子 シヴォーン・ダウド／作 小学館

89 F9 ﾄﾙ 指輪物語　 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン／〔著〕 評論社

90 F9 ﾌﾛ クラバート オトフリート＝プロイスラー／作 偕成社

91 F9 ﾍﾆ エリザベス女王のお針子 ケイト・ペニントン／作 徳間書店

92 F9 ﾓﾝ 赤毛のアン モンゴメリ／原作 ポプラ社

●高学年用


