
学年 タ　イ　ト　ル 作　者 出版社 発行年 本体価格 備　考

へいわってすてきだね 安里 有生 ブロンズ新社 2014 1400

おむかえワニさん 陣崎 草子 文溪堂 2013 1500

すっきゃわん！ エド・ボクソール 世界文化社 2016 1200

くろいながい おくはら ゆめ あかね書房 2014 1200

げたにばける 新見 南吉 新樹社 2014 1200

きぃちゃん ながやま ただし BL出版 2014 1300

むしばあちゃん 苅田 澄子 佼成出版社 2014 1300

いろいろいろのほん エルヴェ・テュレ ポプラ社 2014 1300

クレヨンしりとり 高氏 雅昭 梧桐書院 2014 1200

ゾウ スージー・エスターハス さ・え・ら書房 2014 1800

ぴっかぴか　すいぞくかん なかの ひろみ ひさかたチャイルド 2014 1200

かぶと３兄弟　五十郎・六十郎・七十郎の巻 宮西 達也 教育画劇 2013 1000

チカチカとヘイヘイ 楠 千恵子 遊行社 2015 1600

はなちゃんのみそ汁 魚戸 おさむ 講談社 2015 1400

みんなからみえないブライアン トルーディ・ラドウィック くもん出版 2015 1400

ツツミマスさんと３つのおくりもの こがしわ かおり 小峰書店 2015 1100

かぜのでんわ いもと ようこ 金の星社 2014 1400

いわな　川と森の生きものたち 佐藤 成史 ポトス出版 2013 1500

はじめての　てんきえほん 武田 康男 パイインターナショナル 2013 1800

うまれたよ！カタツムリ 武田 晋一 岩崎書店 2013 2200

うちゅうへ　いこう！ 若田 光一 世界文化社 2015 1300

ぞうまうぞ　さるのるさ 石津 ちひろ ポプラ社 2014 1300

しゅくだい大なわとび 福田 岩緒 PHP研究所 2016 1100

タケノコごはん 大島 渚 ポプラ社 2015 1300

グレッグのダメ日記　とんでもないよ ジェフ・キニー ポプラ社 2014 1200

６月31日６時30分 寺村 輝夫 復刊ドットコム 2014 1800

ひつじ郵便局長のひみつ 小手鞠 るい 金の星社 2014 1200

どこにいるかな？ 松橋 利光 アリス館 2013 1400

はじめてのからだえほん 山田 真 パイインターナショナル 2014 1800

三年二組、みんなよい子です！ くすのき しげのり 講談社 2015 1100

ウミガメものがたり 鈴木 まもる 童心社 2016 1500

宇宙りょこうへでかけるえほん 斎藤 紀男 パイインターナショナル 2014 1800

ネバー　ギブアップ くすのき しげのり 小学館 2013 1200

三方一両損 宝井 琴調 福音館書店 2016 1100

おばけ道、ただいま工事中！？ 草野 あきこ 岩崎書店 2015 1200

魔法のレシピでスイーツ・フェアリー 堀 直子 あかね書房 2015 1100

おうだんほどうのムッシュトマーレ 香坂 直 小学館 2015 1300

食べて始まる　食卓のホネ探検 盛口 満 少年写真新聞社 2014 1800

マザー・テレサ　愛と祈りをこめて 中井 俊己 PHP研究所 2015 1400

10歳からのデジタル・シチズンシップ 清水 譲治 玉川大学出版部 2014 1400

草刈りをするハチ　アシナガバチの生活 須田 貢正 六耀社 2016 1400

みんな知りたい！ ドクターイエローのひみつ 飯田 守 講談社 2014 1200

ゾウがとおる村 ニコラ・デイビス さ・え・ら書房 2014 1300

ブルーとオレンジ 福田 隆浩 講談社 2014 1300

ものだま探偵団２　駅のふしぎな伝言板 ほしお さなえ 徳間書店 2014 1500

言葉屋　言箱と言珠のひみつ 久米 絵美里 朝日学生新聞社 2014 1000

石になった少女 大城 将保 高文研 2015 1400

ぼくたちいそはまたんていだん 三輪 一雄 偕成社 2013 1800

わたしたちはいのちの守人 岩貞 るみこ 講談社 2014 1200

英語でわかる！　日本・世界 松本 美江 少年写真新聞社 2015 1600

宇宙人に会いたい！ 平林 久 学研教育出版 2014 1300

永遠に捨てない服が着たい 今関 信子 汐文社 2012 1400

夏っ飛び！ 横山 充男 文研出版 2013 1300

ケンガイにっ！ 高森 美由紀 フレーベル館 2016 1400

コービーの海 ベン・マイケルセン 鈴木出版 2015 1600

世界で一番貧しい大統領のスピーチ くさば よしみ 汐文社 2014 1600

子どもたちへ、今こそ伝える戦争 19人の作家 講談社 2015 1800

不思議コレクション6　時間のコレクション 飯村 茂樹 フレーベル 2010 1600

めざせ！給食甲子園 こうやま のりお 講談社 2013 1200

宮沢賢治 西本 鶏介 ポプラ社 2012 880

被災犬「じゃがいも」の挑戦 山口 常夫 岩崎書店 2014 1300

夢へ翔けて　戦争孤児から世界的バレリーナへ エレーン・デプリンス ポプラ社 2015 1600

平成29年度版『夏の友』紹介図書一覧

1

読
み
物

知
　
識

2

読
み
物

知
　
識

3

読
み
物

知
　
識

4

読
み
物

知
　
識

5

読
み
物

知
　
識

6

読
み
物

知
　
識


