
学年 タ　イ　ト　ル 作　者 出版社 発行年 本体価格 備　考

コウノトリのコウちゃん かこ　さとし 小峰書店 2017 1200
ぼーると　ぼくと　くも 加藤　休ミ 風濤社 2017 1400
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
いのちのたべもの 中川　ひろたか おむすび舎 2017 1400
いろがみ　びりびり　ぴったんこ 松田　奈那子 アリス館 2016 1100
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
なきむしこぞう 今村　葦子 理論社 2016 1500
チカチカとヘイヘイ 楠　千恵子 遊行社 2015 1600
ミウの花まる夏休み きたじま　ごうき 汐文社 2016 1200
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
オオカミから犬へ ハドソン・タルボット 岩崎書店 2016 1500
いばりんぼうのカエルくんとこわがりのガマくん 松橋　利光 アリス館 2016 1400
まよなかのせんろ 鎌田　歩 アリス館 2016 1400
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
こどものとうひょう　おとなのせんきょ かこ　さとし 復刊ドットコム 2016 1600
にっこりおすしとわさびくん 佐川　芳枝 講談社 2016 1200
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
四年変組 季巳　明代 フレーベル館 2015 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
みどりの町をつくろう アラン　ドラモンド 福音館書店 2017 1400
マザー・テレサ　愛と祈りをこめて 中井　俊己 PHP研究所 2015 1400
夜やってくる動物のお医者さん 高橋　うらら フレーベル館 2016 1200
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
ぼくのなかのほんとう パトリシア・マクラクラン リーブル 2016 1300
「水辺の楽校」の所くん 本田　有明 PHP研究所 2016 1300
ぐるぐるの図書室 工藤　純子他4名 講談社 2016 1400
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
捨て犬たちとめざす明日 今西　乃子 金の星社 2016 1400
本当はすごい森の話 田中　惣次 少年写真新聞社 2016 1600
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
夏空に、かんたーた 和泉　智 ポプラ社 2017 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
あの花火は消えない 森島　いずみ 偕成社 2015 1200
子どもたちへ、今こそ伝える戦争 19人の作家 講談社 2015 1800
天の原ふりさけみれば すずき　大和 河出書房新社 2016 1500
車いすはともだち 城島　充 講談社 2017 1200
宮沢賢治 西本　鶏介 ポプラ社 2012 880
美術ってなあに？ スージー・ホッジ 河出書房新社 2017 1900
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
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