
書　　　　　　名 作　　　者 出版社

1 あずき　（かがくのとも絵本） 荒井　真紀 福音館書店

2
あのね、サンタの国ではね…
－サンタクロースの１年のくらし－

黒井　健 偕成社

3 アンドルーのひみつきち ドリス・バーン 岩波書店

4 いいたいことがあります！ 魚住　直子 偕成社

5 いえでをしたくなったので ドリス・バーン ほるぷ出版

6
うみのおばけずかん
（どうわがいっぱい　９１）

斉藤　洋 講談社

7
うめじいのたんじょうび　（講談社の創作絵
本）

かがくい　ひろし 講談社

8 おしりたんてい トロル ポプラ社

9
おしりたんてい かいとうVSたんてい
（おしりたんていシリーズ）

トロル ポプラ社

10
おしりたんてい　ふめつのせっとうだん
（おしりたんていシリーズ）

トロル ポプラ社

11
おしりたんてい　むらさきふじんの あんごう
じけん 　（おしりたんていシリーズ）

トロル ポプラ社

12
おしりたんてい　やみよにきえるきょじん
（おしりたんていシリーズ）

トロル ポプラ社

13
おしりたんてい
ププッきえたおべんとうのなぞ！

トロル ポプラ社

14
おしりたんてい
ププッちいさなしょちょうのだいピンチ！？

トロル ポプラ社

15
おしりたんてい
ププッレインボーダイヤをさがせ！

トロル ポプラ社

16 おちゃのじかんにきたとら　改訂新版 ジュディス・カー 童話館出版

17 オックスフォード物語　－マリアの夏の日－ ジリアン・エイブリー 偕成社

18 おふとんかけたら かがくい　ひろし ブロンズ新社

19
かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう
（かいけつゾロリシリーズ　５０）

原　ゆたか ポプラ社

20
かいけつゾロリのメカメカ大さくせん
（かいけつゾロリシリーズ　５１）

原　ゆたか ポプラ社
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21
かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート
（かいけつゾロリシリーズ　５２）

原　ゆたか ポプラ社

22
かいけつゾロリなぞのスパイと100本のバラ
（かいけつゾロリシリーズ　５３）

原　ゆたか ポプラ社

23
かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ
（かいけつゾロリシリーズ　５４）

原　ゆたか ポプラ社

24
かいけつゾロリのクイズ王
（かいけつゾロリシリーズ　５６）

原　ゆたか ポプラ社

25
かいけつゾロリのようかい大うんどうかい
（かいけつゾロリシリーズ　５７）

原　ゆたか ポプラ社

26
かいけつゾロリのおいしい金メダル
（かいけつゾロリシリーズ　５９）

原　ゆたか ポプラ社

27
かいけつゾロリのかいていたんけん
（かいけつゾロリシリーズ　６１）

原　ゆたか ポプラ社

28
かいけつゾロリのちていたんけん
（かいけつゾロリシリーズ　６２）

原　ゆたか ポプラ社

29
かいけつゾロリのドラゴンたいじ　２
（かいけつゾロリシリーズ　６３）

原　ゆたか ポプラ社

30 かかし ピーター・シス ゴブリン書房

31
がっこうのおばけずかん
（どうわがいっぱい　９７）

斉藤　洋 講談社

32
きえた！？かいけつゾロリ
（かいけつゾロリシリーズ　５８）

原　ゆたか ポプラ社

33
くつしたしろくん　（たんぽぽえほんシリー
ズ）

ザ・キャビンカンパニー 鈴木出版

34
恋のギュービッド大作戦！　－黒魔女さん
が通る！！×若おかみは小学生！－

石崎　洋司 講談社

35 こぐまちゃんおはよう わかやま　けん こぐま社

36 こぐまちゃんのうんてんしゅ わかやま　けん こぐま社

37 こぐまちゃんのみずあそび わかやま　けん こぐま社

38 こねてのばして ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

39 このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

40
ごろりんごろんころろろろ
（ひさかた絵本傑作集）

柿本　幸造 ひさかたチャイルド

41
さよならともだち
（おれたち、ともだち！　１３）

降矢　なな 偕成社

42 さんかくサンタ tupera tupera 絵本館



43
ざんねんないきもの事典　続々
－おもしろい！進化のふしぎ－

今泉　忠明 高橋書店

44 しあわせなふくろう　－オランダ民話－ チェレスチーノ・ピヤッチ 福音館書店

45 失敗図鑑　－すごい人ほどダメだった！－ 大野　正人 文響社

46 しましまぐるぐる　（いっしょにあそぼ） かしわら　あきお 学研プラス

47 寿限無　（声にだすことばえほん） 工藤　ノリコ ぽるぷ出版

48
小学生のかっこいい！！自由研究
－観察！実験！調査！工作！－

成美堂出版編集部 成美堂出版

49 しろくまちゃんのほっとけーき わかやま　けん こぐま社

50
しろくまちゃんぱんかいに
（こぐまちゃんえほん　４）

わかやま　けん こぐま社

51 新魔女図鑑 角野　栄子 ブロンズ新社

52 す～べりだい 鈴木　のりたけ PHP研究所

53
スモールさんののうじょう
カラー新版　（世界傑作絵本シリーズ）

ロイス・レンスキー 福音館書店

54 そらからきたこいし しおたに　まみこ 偕成社

55
ダーウィンのミミズの研究
（たくさんのふしぎ傑作集）

新妻　昭夫 福音館書店

56 大根はエライ　（たくさんのふしぎ傑作集） 久住　昌之 福音館書店

57
だまされたトッケビ
（福音館文庫　F－１４）－韓国の昔話－

神谷　丹路 福音館書店

58
だるまちゃんとかまどんちゃん
（だるまちゃんの絵本）

加古　里子 福音館書店

59 たんぽぽ 荒井　真紀 金の星社

60
探偵チームKZ事件ノート　アイドル王子は
知っている　（講談社青い鳥文庫　２８６－２
５）

藤本　ひとみ 講談社

61
探偵チームKZ事件ノート コンビニ仮面は
知っている 　（講談社青い鳥文庫　２８６－２
８）

藤本　ひとみ 講談社

62
探偵チームKZ事件ノート ブラック教室は
知っている　（講談社青い鳥文庫　Ｅす５－２
６）

藤本　ひとみ 講談社

63
探偵チームKZ事件ノート 学校の都市伝説
は知っている　（講談社青い鳥文庫２８６－
２６）

藤本　ひとみ 講談社

64
探偵チームKZ事件ノート 危ない誕生日ブ
ルーは知っている 　（講談社青い鳥文庫　２
８６－２７）

藤本　ひとみ 講談社



65
探偵チームＫＺ事件ノート　本格ハロウィン
は知っている　（講談社青い鳥文庫　２８６－
２４）

藤本　ひとみ 講談社

66
地図でよくわかる鉄道大百科
－ＪＲ私鉄全線－

ＪＴＢパブリッシング

67 ちょうちょのために ドアをあけよう モーリス・センダック 岩波書店

68
つくもがみ貸します
（角川つばさ文庫　Bは６－１）

畠中　恵 KADOKAWA 

69 つまんないつまんない（ＭＯＥのえほん） ヨシタケ　シンスケ 白泉社

70
でんきのビリビリ
（そうえん社・日本のえほん　２９）

こしだ　ミカ そうえん社

71
トキメキ図書館 PART12 　みんなが主役！
（講談社青い鳥文庫　２４３－２４）

服部　千春 講談社

72
トキメキ図書館 PART13 　クリスマスに会い
たい 　（講談社青い鳥文庫　２４３－２６）

服部　千春 講談社

73
トキメキ図書館 PART14 　みんなだれかに
恋してる　（講談社青い鳥文庫　２４３－２７）

服部　千春 講談社

74
トキメキ図書館 PART15　トキメキのとき
（講談社青い鳥文庫　２４３－２８）

服部　千春 講談社

75
ドクター・ヨッシーのほねほねザウルス恐竜
博物館　１　ティラノサウルスのひみつのた
んけん

福井県立恐竜博物館 岩崎書店

76
どこかでだれかがねむくなる
（世界傑作絵本シリーズ）

クリストファー・サイラス・
ニー

福音館書店

77 トムテ ハラルド＝ウィーベリ 偕成社

78 ドラえもん科学ワールド　電気の不思議 藤子・Ｆ・不二雄 小学館

79
ドラえもん科学ワールド
special 食べ物とお菓子の世界

藤子・Ｆ・不二雄 小学館

80
ドラえもん科学ワールド
specialひみつ道具Q&A

藤子・Ｆ・不二雄 小学館

81 ドラえもん科学ワールド動植物の不思議 藤子・Ｆ・不二雄 小学館

82 とんでもない 鈴木　のりたけ アリス館

83 なんでもないなつの日 　－夏の夕ぐれ－ カロリーナ・ラベイ 岩崎書店

84 ネコヅメのよる 町田　尚子 WAVE出版

85 ねこの商売　（福音館創作童話シリーズ） 林原　玉枝 福音館書店

86 ネコの目からのぞいたら シルヴァーナ・ガンドルフィ 岩波書店



87
日本全国鉄道超完全図鑑　－鉄道ファンな
ら一度は乗りたい車両２３０！！－

山崎　友也 永岡書店

88
ノラネコぐんだん おすしやさん
（コドモエのえほん）

工藤　ノリコ 白泉社

89
ノラネコぐんだん きしゃぽっぽ
（コドモエのえほん）

工藤　ノリコ 白泉社

90
ノラネコぐんだんと海の果ての怪物
（コドモエのえほん）

工藤　ノリコ 白泉社

91
ノラネコぐんだんパンこうじょう
（こどもＭＯＥのえほん）

工藤　ノリコ 白泉社

92 のりもの日本一周！ 小賀野　実 ポプラ社

93
乗り物の迷路
－車、電車から船、飛行機まで－

香川　元太郎 PHP研究所

94 はじめてのミニバスケットボール エルトラック 成美堂出版

95
バナナこどもえん　ざりがにつり
（絵本・こどものひろば）

かつらこ 童心社

96 パンダ銭湯 tupera tupera 絵本館

97 ピヨピヨ おばあちゃんのうち 工藤　ノリコ 佼成出版社

98
ひんやりスイーツ
（わかったさんとおかしをつくろう　２）

寺村　輝夫 あかね書房

99
二人でなら、世界一になれる！
－金メダリスト・タカマツペア物語 －

光丘　真理 PHP研究所

100 プレッツェルのはじまり エリック・カール 偕成社

101
ふんわりケーキ
（わかったさんとおかしをつくろう　３）

寺村　輝夫 あかね書房

102
ペンギン・ハイウェイ
（角川つばさ文庫　Ｂも２－２）

森見　登美彦 KADOKAWA

103 ほーほー ザ・キャビンカンパニー 小学館

104 ぼくじょうのくまさん フィービ・ウォージントン 童話館出版

105 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

106
ほねほねザウルス　１１
だいぼうけん！ボコボコン・ホール

カバヤ食品株式会社 岩崎書店

107
ほねほねザウルス　１２
アシュラとりでのほねほねサムライ

カバヤ食品株式会社 岩崎書店

108
ほねほねザウルス　１３
ティラノ・ベビーとミラクルツリー

カバヤ食品株式会社 岩崎書店



109
ほねほねザウルス　１４
大けっせん！ガルーダＶＳヒドラ 　前編

カバヤ食品株式会社 岩崎書店

110
ほねほねザウルス　１５
大けっせん！ガルーダＶＳヒドラ 　後編

カバヤ食品株式会社 岩崎書店

111
ほねほねザウルス　１６
ティラノ・ベビーとなぞの巨大いんせき

カバヤ食品株式会社 岩崎書店

112
ほねほねザウルス　１７
はっけん！かいていおうこくホネランティス

カバヤ食品株式会社 岩崎書店

113
ほねほねザウルス　１８
たいけつ！きょうふのサーベルタイガー

カバヤ食品株式会社 岩崎書店

114
まちのおばけずかん
（どうわがいっぱい　９３）

斉藤　洋 講談社

115
魔リンピックでおもてなし 　－黒魔女さんが
通る！！×若おかみは小学生！－

石崎　洋司 講談社

116
万次郎さんとおにぎり　（福音館の幼児絵
本）

北村　人 福音館書店

117 みえるとかみえないとか ヨシタケ　シンスケ アリス館

118
名探偵コナン理科ファイル　ものと燃焼の秘
密

青山　剛昌 小学館

119 めんたべよう！　（日本傑作絵本シリーズ） 小西　英子 福音館書店

120
もうちょっともうちょっと
（日本傑作絵本シリーズ）

高畠　純 福音館書店

121 もうぬげない ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

122 やさいのせなか　（幼児絵本シリーズ） きうち　かつ 福音館書店 

123
やまのおばけずかん
（どうわがいっぱい　９２）

斉藤　洋 講談社

124 ゆきがふる 牧野　千穂 ブロンズ新社

125 よるです ザ・キャビンカンパニー 偕成社

126 リスのたんじょうび トーン・テレヘン 偕成社

127 りんごかもしれない ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社

128
ルルとララのアニバーサリー・サンド　（おは
なしトントン　６１）　（ルルとララシリーズ　２
４）

あんびる　やすこ 岩崎書店

129
ルルとララのハロウィン 　（おはなしトントン
５９）　（ルルとララシリーズ　２３）

あんびる　やすこ 岩崎書店

130
わかったさんのこんがりおやつ
（わかったさんとおかしをつくろう　１）

寺村　輝夫 あかね書房



131 ワタナベさん 北村　直子 偕成社

132 街角には物語が・・・ 高楼　方子 偕成社

133 月へ行きたい　（たくさんのふしぎ傑作集） 松岡　徹 福音館書店

134
三国志武将大百科　１　魏の巻
－ビジュアル版－

渡邉　義浩 ポプラ社

135
三国志武将大百科　２　呉の巻
－ビジュアル版－

渡邉　義浩 ポプラ社

136
三国志武将大百科　３　蜀の巻
－ビジュアル版－

渡邉　義浩 ポプラ社

137
若おかみは小学生！　PART1
（講談社青い鳥文庫　１７１－７）

令丈　ヒロ子 講談社

138
若おかみは小学生！　PART2
（講談社青い鳥文庫　１７１－８）

令丈　ヒロ子 講談社

139
若おかみは小学生！　PART3
（講談社青い鳥文庫　１７１－９）

令丈　ヒロ子 講談社

140
若おかみは小学生！　PART4
（講談社青い鳥文庫　１７１－１０）

令丈　ヒロ子 講談社

141
若おかみは小学生！　PART5
（講談社青い鳥文庫　１７１－１１）

令丈　ヒロ子 講談社

142
若おかみは小学生！　PART6
（講談社青い鳥文庫　１７１－１２）

令丈　ヒロ子 講談社

143
若おかみは小学生！　PART7
（講談社青い鳥文庫　１７１－１３）

令丈　ヒロ子 講談社

144
若おかみは小学生！　PART8
（講談社青い鳥文庫　１７１－１４）

令丈　ヒロ子 講談社

145
若おかみは小学生！　PART9
（講談社青い鳥文庫　１７１－１５）

令丈　ヒロ子 講談社

146
若おかみは小学生！　PART10
（講談社青い鳥文庫　１７１－１６）

令丈　ヒロ子 講談社


