
請求記号 タイトル 作者 出版社

F1 イト 　つくしちゃんとおねえちゃん 　いとう　みく 　福音館書店

F9 アヘ 　ばあばにえがおをとどけてあげる 　コーリン・アーヴェリス 　評論社

F9 タン 　すうがくでせかいをみるの 　ミゲル・タンコ 　ほるぷ出版

596 P1 　おすしやさんにいらっしゃい！ 　おかだ　だいすけ 　岩崎書店

F1 ムラ 　みんなのためいき図鑑 　村上　しいこ 　童心社

F9 カト 　チョコレートタッチ 　パトリック・スキーン・キャトリング 　文研出版

F9 シン 　１１１本の木 　リナ・シン 　光村教育図書

4898 P1 　この世界からサイがいなくなってしまう 　味田村　太郎 　学研プラス

F1 オオ 　りんごの木を植えて 　大谷　美和子 　ポプラ社

F1 クマ 　風の神送れよ 　熊谷　千世子 　小峰書店

F9 コイ 　ぼくの弱虫をなおすには 　Ｋ．Ｌ．ゴーイング 　徳間書店

28 タム 　捨てないパン屋の挑戦 　井出　留美 　あかね書房

F1 ヤス 　セカイを科学せよ！ 　安田　夏菜 　講談社

F9 ヘネ 　海を見た日 　Ｍ．Ｇ．ヘネシー 　鈴木出版

721 8 P2 　江戸のジャーナリスト葛飾北斎 　千野　境子 　国土社

F1 セオ 　その扉をたたく音 　瀬尾　まいこ 　集英社

520 P1 　建築家になりたい君へ 　隈　研吾 　河出書房新社

489 6 P2 　クジラの骨と僕らの未来 　中村　玄 　理論社
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請求記号 タイトル 作者 出版社

F1 トミ 　タヌキの土居くん 　富安　陽子 　福音館書店

F1 カト 　おばけのアッチあかちゃんはドドン！ 　角野　栄子 　ポプラ社

F1　ナス 　めいたんていサムくんとなぞの地図 　那須　正幹 　童心社

4804 P2
　あべ弘士のシートン動物記２
　ギザ耳ラグ

　あべ　弘士 　学研プラス

37 P2 　学校が大好きアクバルくん 　長倉　洋海 　アリス館

F9 シユ 　おてんばヨリーとひげおじさん 　アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット 　岩波書店

F1　スキ 　青空晴之助その一　鼻大蛇の巻 　杉山　亮 　仮説社

F1 イト 　ぼくんちのねこのはなし 　いとう　みく 　くもん出版

F9 オル 　くまのピエール 　イブ・スパング・オルセン 　こぐま社

F1 ムラ 　体育がある 　村中　李衣 　文研出版

913 オチ 　落窪物語 　花形　みつる 　偕成社

28 オト 　「オードリー・タン」の誕生 　石崎　洋司 　講談社

F9 チム 　熊とにんげん 　ライナー・チムニク 　徳間書店

F9 ヘイ 　エヴィーのひみつと消えた動物たち 　マット・ヘイグ 　旬報社

F1 イワ 　わたしのあのこ あのこのわたし 　岩瀬　成子 　ＰＨＰ研究所
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請求記号 タイトル 作者 出版社

F1 クサ 　ジェンと星になったテリー 　草野　あきこ 　岩崎書店

F1 ハマ 　葉っぱにのって 　濱野　京子 　金の星社

F1 マツ 　ベッドのなかはきょうりゅうのくに 　まつおか　たつひで 　童心社

F1 ミヤ 　モグラのモーとグーとラーコ 　みやにし　たつや 　ポプラ社

F9 マン 　いちばんのともだち 　ジェニファー・Ｋ・マン 　光村教育図書

F1 クマ 　そらのきっさてん 　くまくら　珠美 　理論社

F1 ムラ 　まいごのビーチサンダル 　村椿　菜文 　あかね書房

F9 ヘイ 　ちいさなこえがみらいをかえる 　アンドレア・ベイティー 　絵本塾出版

F9 フラ 　パパとタイガのとびっきりキャンプ！ 　セバスチャン・ブラウン 　教育画劇

F9 シヤ 　ねこと王さま　しごとをさがす 　ニック・シャラット 　徳間書店

F9 クレ 　となりのショセットさん 　ロイク・クレマン 　評論社

F9 シエ 　ほら、ここにいるよ 　オリヴァー・ジェファーズ 　ほるぷ出版

F1 レイ 　妖怪コンビニで、バイトはじめました 　令丈　ヒロ子 　あすなろ書房

F1 マハ 　日向丘中学校カウンセラー室 　まはら　三桃 　アリス館

F1 イマ 　縄文の狼 　今井　恭子 　くもん出版

F1 ニシ 　那木野、伝説の森で 　西村　さとみ 　国土社

F1 トミ 　幽霊屋敷貸します 　富安　陽子 　新日本出版社

F9 フリ 　小さいママと無人島 　キャロル・ライリー・ブリンク 　文溪堂

F1 モリ 　マレスケの虹 　森川　成美 　小峰書店

28 シヤ 　わたしは大統領の奴隷だった 　エリカ・アームストロング・ダンバー 　汐文社

F1 ムラ 　キャンドル 　村上　雅郁 　フレーベル館
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