
埼玉県立久喜図書館
子ども読書支援センター作成

2017.4.1更新

埼玉県学校図書館協議会推薦

年度 夏冬 書名 著者名 出版社

582 2016 冬 恐竜トリケラトプスとテリジノサウルス はらぺこきょうりゅうをたすけるまき 黒川みつひろ 小峰書店

581 2016 冬 どっきん！がいっぱい せかいでいちばんほしいもの さとうまきこ あかね書房

580 2016 冬 おしりたんてい やみよに　きえる　きょじん トロル ポプラ社

579 2016 冬 うたたねネックルとネムのくに 野田道子 文研出版

578 2016 冬 いつだって　ともだち 内田麟太郎 偕成社

577 2016 冬 ミュウとゴロンとおにいちゃん 小手鞠るい 岩崎書店

576 2016 冬 おばけのばけひめちゃん たかやまえいこ 金の星社

575 2016 夏 どっきん！がいっぱいきょうしつはおばけがいっぱい さとうまきこ あかね書房

574 2016 夏 おりょうり犬ホッピーたんじょうびのカレーじけん 丘紫真璃 ポプラ社

573 2016 夏 絵本 はなちゃんのみそ汁 安武信吾・千恵・はな 講談社

572 2016 夏 カブトムシのなつ いしいつとむ 文研出版

571 2016 夏 おばけのきもだめし 内田麟太郎 岩崎書店

570 2016 夏 まほうデパート本日かいてん！ 山野辺一記 金の星社

569 2016 夏 恐竜トリケラトプスとウミガメのしま 黒川みつひろ 小峰書店

568 2015 冬 らくだいおばけがやってきた やまだともこ 金の星社

567 2015 冬 やきざかなの　のろい 塚本やすし ポプラ社

566 2015 冬 モンスター・ホテルでひみつのへや 柏原幸子 小峰書店

565 2015 冬 くまくまパン 西村敏雄 あかね書房

564 2015 冬 がっこうのおばけずかん　おきざりランドセル 斉藤洋 講談社

563 2015 冬 おねえちゃんって、ほーんとつらい！ いとうみく 岩崎書店

562 2015 冬 うみの100かいだてのいえ いわいとしお 偕成社

561 2015 夏 職員室の日曜日 村上しいこ 講談社

560 2015 夏 おしりたんてい トロル ポプラ社

559 2015 夏 はじめてのともだち 巣山ひろみ 国土社

558 2015 夏 恐竜トリケラトプスとカルノタウルス 黒川みつひろ 小峰書店

557 2015 夏 かえってきた　まほうのじどうはんばいき やまだともこ 金の星社

556 2015 夏 がんばれ！名犬チロリ おおきとおる 岩崎書店

555 2015 夏 しょうぶだしょうぶ！ 野村一秋 文研出版

554 2014 冬 いのちの木 ブリッタ・テッケントラップ　森山京 ポプラ社

553 2014 冬 ハイジ ヨハンナ・シュピリ　平野卿子 講談社

552 2014 冬 リンちゃんのプレゼント 菊池俊 文研出版

551 2014 冬 ルルとララのクリスマス あんびるやすこ 岩崎書店

550 2014 冬 わたし小学生まじょ 中島和子 金の星社

549 2014 冬 恐竜トリケラトプスうみをわたる 黒川みつひろ 小峰書店

548 2014 冬 クットくんの大ぼうけん 工藤豪紘 国土社

547 2014 夏 それなら　いい　いえ　ありますよ 澤野秋文 講談社

546 2014 夏 のせてのせて１００かいだてのバス マイク・スミス ふしみみさを ポプラ社

545 2014 夏 おばけのナンダッケ 巣山ひろみ 国土社

544 2014 夏 まよいみちこさん もとしたいづみ 小峰書店

543 2014 夏 おねえちゃんって、もうたいへん！ いとうみく 岩崎書店

542 2014 夏 こぎつねボック いまむらあしこ 文研出版

541 2014 夏 ようこそぼくのおともだち 野中柊 あかね書房

540 2013 冬 いずみは元気のかたまりです こばやしかずこ 国土社

539 2013 冬 ちいさなやたいのカステラやさん 掘　直子 小峰書店

538 2013 冬 ふしぎなやまびこしゃしんかん 中島和子 金の星社

537 2013 冬 やくそくだよ、ミュウ 小手鞠るい 岩崎書店

536 2013 冬 かめまんねん ほんまわか 文研出版

535 2013 冬 こぎつねいちねんせい 斉藤洋 あかね書房

534 2013 冬 体育館の日曜日 村上しいこ 講談社
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年度 夏冬 書名 著者名 出版社

533 2013 夏 くまざわくんがもらったちず きたやまようこ あかね書房

532 2013 夏 ほげちゃん やぎたみこ 偕成社

531 2013 夏 ルルとララのにこにこクリーム あんびるやすこ 岩崎書店

530 2013 夏 ふしぎなイヌとぼくのひみつ くさのたき 金の星社

529 2013 夏 カステラやさんのバースデーケーキ 掘　直子 小峰書店

528 2013 夏 かえりみちはひみつのにおい ふじたなほみ 国土社

527 2013 夏 ちいさなりゅうとふしぎな木 長井るり子 国土社

526 2012 冬 おかあちゃんがつくったる はせがわよしふみ 講談社

525 2012 冬 なべぶぎょういっけんらくちゃく ほたかじゅんや　かめざわゆうや あかね書房

524 2012 冬 なぞなぞえほん　なぞなぞのみせ いしづひちろ　なかざわくみこ 偕成社

523 2012 冬 ゆめのスカイツリー たにかわしゅんたろう 金の星社

522 2012 冬 お父さんのＶサイン そうまこうへい　ふくだいわお 小峰書店

521 2012 冬 うさぎのラジオ しまむらゆうこ　いたやさとし 国土社

520 2012 冬 おばけのアッチほっぺたぺろりん かどのえいこ　ささきようこ ポプラ社

519 2012 夏 ようかいガマとの おイケにカエる よしながこうたく　 あかね書房

518 2012 夏 みんなで！いえをたてる 竹下文子　鈴木まもる 偕成社

517 2012 夏 タンポポ あの日をわすれないで 光丘真理　山本省三 文研出版

516 2012 夏 ルルとララのホットケーキ あんびるやすこ 岩崎書店

515 2012 夏 空とぶペンギン やまだともこ　いとうみき 金の星社

514 2012 夏 バスがくるまで 森山京　黒井健 小峰書店

513 2012 夏 ともだちまねきねこ 松本聰美　白土あつこ 国土社

512 2011 冬 もぐらバス 佐藤雅彦 偕成社

511 2011 冬 ルルとララのふんわりムース あんびるやすこ 岩崎書店

510 2011 冬 さよならをいえるまで マーガレット・ワイルド 岩崎書店

509 2011 冬 しげちゃん 室井茂 金の星社

508 2011 冬 ひゅーどろどろかべにゅうどう 角野栄子 小峰書店

507 2011 冬 うふふ森のあららちゃん 麻生かづこ 国土社

506 2011 冬 みてても、いい？ 磯みゆき ポプラ社

505 2011 夏 ルルとララのわくわくクレープ あんびるやすこ 岩崎書店

504 2011 夏 ふしぎなのらねこ くさのたき 金の星社

503 2011 夏 ピンコうさぎのふしぎなくすり こぐれまさお 小峰書店

502 2011 夏 ちょんまげくらのすけ もがみいぺい 国土社

501 2011 夏 はらぺこのとのさま つきおかゆみこ あかね書房

500 2011 夏 みんなで！どうろこうじ たけしたふみこ 偕成社

499 2011 夏 ともだちごっこ うちだりんたろう 偕成社

498 2010 冬 かあさんのにゅういん おおいしまこと 小峰書店

497 2010 冬 小さなりゅう空をとぶ ながいるりこ 国土社

496 2010 冬 おばけのアツチとドララちゃん かどのえいこ ポプラ社

495 2010 冬 ムーミンのふしぎ トーベ・ヤンソン 講談社

494 2010 冬 カクレクマノミはおおきいほうがお母さん すずきかつみ あかね書房

493 2010 冬 山のとしょかん ひだみよこ 文研出版

492 2010 夏 四季のえほん　なつですよ 柴田晋吾 金の星社

491 2010 夏 おいで、フクマル くどうなおこ 小峰書店

490 2010 夏 小さなりゅう 長井るり子 国土社

489 2010 夏 のらねこのポラ ふりやかよこ ポプラ社

488 2010 夏 いとしの犬ハチ いもとようこ 講談社

487 2010 夏 すごいぞプンナちゃん　ぼうけんダ・ダーンのひみつのまき いとうひろし 理論社

486 2010 夏 オオカミのおうさま きむらゆういち 偕成社

485 2009 冬 ヒラベッタイ・ザウルスうまれるよ？！ ささき・たかし 文研出版

484 2009 冬 まほうのじどうはんばいき やまだともこ 金の星社
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483 2009 冬 グラタンおばさんとまほうのアヒル あわなおこ 小峰書店

482 2009 冬 はなこ　八月七日にひろったねこ なりゆきわかこ ポプラ社

481 2009 冬 むしばいっかの　おひっこし にしもとやすこ 講談社

480 2009 冬 ソルティとボタン　うみへいく！ アンジェラ・マカリスター 理論社

479 2009 冬 ひらがな　だいぼうけん みやしたすずか 偕成社

478 2009 夏 ぼくたちのしあわせの王子 しみずちえ 文研出版

477 2009 夏 キツネのおとうさんがニッコリわらっていいました みやにしたつや 金の星社

476 2009 夏 おばけやしきなんてこわくない R・フリードマン 国土社

475 2009 夏 おばけのバケロン　　えからおばけがとびだした！ もとしたいづみ ポプラ社

474 2009 夏 キンギョのてんこうせい あべなつまる 講談社

473 2009 夏 いぬうえくんがわすれたこと きたやまようこ あかね書房

472 2009 夏 ぐるぐるうずまき みわかずお 偕成社

471 2008 冬 サンタクロースが二月にやってきた いまえよしとも 文研出版

470 2008 冬 おねえさんといもうと ル＝ホェン・ファム 小峰書店

469 2008 冬 おばけのバケロン もとしたいづみ ポプラ社

468 2008 冬 マルガリータと森のまもの くどうのりこ あかね書房

467 2008 冬 もぐらくんとオオワシ ハナ・ドスコチロヴァー 偕成社

466 2008 冬 はつゆき にしかたたくし 岩崎書店

465 2008 冬 いつもいっしょに こんのひとみ 金の星社

464 2008 夏 恐竜トリケラトプスとギガノトサウルス 黒川みつひろ 小峰書店

463 2008 夏 こまじょちゃんとふしぎのやかた こしみずりえこ ポプラ社

462 2008 夏 ペンギンかんそくたい さいとうひろし 講談社

461 2008 夏 魔女と森の友だち ゆもとかずみ 理論社

460 2008 夏 わらいボール あかはねじゅんこ あかね書房

459 2008 夏 どろぼうだっそうだいさくせん！ ほたかじゅんや 偕成社

458 2008 夏 ルルとララのアイスクリーム あんびるやすこ 岩崎書店

457 2007 冬 まじょもりのこまじょちゃん こしみずりえこ ポプラ社

456 2007 冬 のりおのふしぎなぼうえんきょう ひらたまさひろ 講談社

455 2007 冬 ファーディとおちば ジュリア・ローリンソン 理論社

454 2007 冬 マルガリータとかいぞく船 工藤ノリコ あかね書房

453 2007 冬 ぽっかぽっかのおまじない みえだみなこ 偕成社

452 2007 冬 ルルとララのチョコレート あんびるやすこ 岩崎書店

451 2007 冬 デイジー、スパイになる ケス・グレイ 小峰書店

450 2006 夏 アイスクリーム、つくります！ ごとうりゅうじ ポプラ社

449 2006 夏 耳かきのすきな王さま おそのえけいこ 講談社

448 2006 夏 ぼくとポチのシリーズ　12ヶ月のおてつだい きたやまようこ 理論社

447 2006 夏 クッキーのおうさまそらをとぶ たけしたふみこ あかね書房

446 2006 夏 イボイボガエル　ヒキガエル みわかずお 偕成社

445 2006 夏 ぼくがいっぱい いもとようこ 岩崎書店

444 2006 夏 まほういろのえのぐ つちだよしはる 金の星社

443 2005 冬 やどかりどんのおにたいじ 大島まや 講談社

442 2005 冬 のうさぎミミオ 舟橋克彦 あかね書房

441 2005 冬 ガンバレ！！まけるな！！ナメクジくん 三輪一夫 偕成社

440 2005 冬 シャンプー王子ときたないことば 名木田恵子 岩崎書店

439 2005 冬 やさいのおしゃべり 泉なほ 金の星社

438 2005 冬 恐竜トリケラトプスのジュラ紀決戦 黒川みつひろ 小峰書店

437 2005 冬 しょうぼう犬ドット リーザ・デジミニ 国土社

436 2005 夏 うちにあかちゃんがうまれるの いとうえみこ ポプラ社

435 2005 夏 しろいやみのはてで きむらゆういち 講談社

434 2005 夏 カボちゃんのかくれんぼ たかやまえいこ 理論社
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433 2005 夏 かもとりごんべえ おおいしまこと 偕成社

432 2005 夏 やかんねこ やだましろう 岩崎書店

431 2005 夏 トゲトゲぼうや いまむらあしこ 金の星社

430 2005 夏 まっくろけ きたむらそう 小峰書店

429 2004 冬 バッファローおじさんのおくりもの 岩佐めぐみ 講談社

428 2004 冬 こわいドン 武田美穂 理論社

427 2004 冬 とのさまのひげ ますだゆうこ 偕成社

426 2004 冬 そらいろマフラー 北川チハル 岩崎書店

425 2004 冬 くまのこうちょうせんせい こんのひとみ 金の星社

424 2004 冬 だめだめ、デイジー ケス・グレイ 小峰書店

423 2004 冬 子ぎつねのおくりもの 小林しげる 国土社

422 2004 夏 ともだちからともだちへ アンソニー・フランス 理論社

421 2004 夏 いぬうえくんのおきゃくさま きたやまようこ あかね書房

420 2004 夏 ありがとう　ともだち うちだりんたろう 偕成社

419 2004 夏 でんきおばけ　しんがた やだましろう 岩崎書店

418 2004 夏 キャベたまたんてい　びっくりかいてんずし みたむらのぶゆき 金の星社

417 2004 夏 恐竜トリケラトプスとアロサウルス くろかわみつひろ 小峰書店

416 2004 夏 ドラゴンはくいしんぼう もいちくみこ 国土社

415 2003 冬 カボちゃんのわすれもの たかやまえいこ 理論社

414 2003 冬 ほねほねくんとなぞの手紙 すえよしあきこ あかね書房

413 2003 冬 ごきげんななめのてんとうむし エリック・カール 偕成社

412 2003 冬 まじょのいのり なかじまかずこ 金の星社

411 2003 冬 ぼくネコになる きたむらさとし 小峰書店

410 2003 冬 大きなおなべのレストラン たけしたふみこ 国土社

409 2003 冬 しゅくだい、なくします！ ごとうりゅうじ ポプラ社

408 2003 夏 ２るいベースがぬすまれた？！ マージョリー・Ｗ・シャーマット 大日本図書

407 2003 夏 ともだち　ともだち　一ねんせい ひろはたえりこ あかね書房

406 2003 夏 ちいさなちいさなおばあちゃん エルサ・べスコフ 偕成社

405 2003 夏 オニヤンマ空へ もがみいっぺい 岩崎書店

404 2003 夏 チコのまあにいちゃん きたがわちはる 岩崎書店

403 2003 夏 ゆりくまさん たちはらえりか 国土社

402 2003 夏 オタマジャクシのうんどうかい あべなつまる 講談社

401 2002 冬 木はいいなあ ユードリイ 偕成社

400 2002 冬 ぼくは弟とあるいた こばやしゆたか 岩崎書店

399 2002 冬 おてんきてんしのおくりもの とだかずよ 金の星社

398 2002 冬 ちゃんとたべなさい ケス・グレイ 小峰書店

397 2002 冬 おちばおちばとんでいけ もいちくみこ 国土社

396 2002 冬 まほうのマフラー あまんきみこ ポプラ社

395 2002 冬 いそがしいクリスマス マージョリー・クインマン・シャーマット 大日本図書

394 2002 夏 おとうふ百ちょう　あぶらげ百まい みたむらのぶゆき あかね書房

393 2002 夏 ともだちくるかな うちだりんたろう 偕成社

392 2002 夏 ざぼんじいさんのかきのき すとうあさえ 岩崎書店

391 2002 夏 １０わのインコ　どこいった！ クェンティン・ブレイク 小峰書店

390 2002 夏 そして、トンキーもしんだ たなべまもる 国土社

389 2002 夏 コアラとお花 メアリ・マーフィー ポプラ社

388 2002 夏 ひみつの空のにわ やますえやすえ 大日本図書

387 2001 冬 ちょびひげらいおん ちょうしんた あかね書房

386 2001 冬 ツーティのうんちはどこいった？ まつおかたつひで 偕成社

385 2001 冬 ソクラテス耳をすます やまぐちたお 岩崎書店

384 2001 冬 モンスター・ホテルでインターネット かしわばさちこ 小峰書店
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383 2001 冬 小さな小さなキツネ ながさきげんのすけ 国土社

382 2001 冬 おおきなテーブル もりやまみやこ ポプラ社

381 2001 冬 おおきいツリーちいさいツリー ロバート・バリー 大日本図書

380 2001 夏 ひとまねまねっことりだらけ いのうえまさじ 岩崎書店

379 2001 夏 ちいさなくれよん しのずかかをり 金の星社

378 2001 夏 びっくりめちゃくちゃビッグなんてこわくない トニー・ロス 小峰書店

377 2001 夏 イルカにあいたい こやまみねこ・ぶん／おおしまたえこ・え 国土社

376 2001 夏 にじいろのはな マイケル・グレイニエツ ポプラ社

375 2001 夏 しょぽろタクシーのおきゃくさま おのでらえつこ 大日本図書

374 2001 夏 どうぶつニュースの時間 あべひろし 理論社

373 2000 冬 おさんぽさえこちゃん いとうみき 偕成社

372 2000 冬 ソクラテスほえる やまぐちたお 岩崎書店

371 2000 冬 きりかぶのあかちゃん まどみちお 国土社

370 2000 冬 くまのベア－ルとちいさなタタン はらきょうこ ポプラ社

369 2000 冬 ゴール！　サッカーがわかる　シュートがきまる エーリッヒ・ハリンガー 講談社

368 2000 冬 のはらクラブのこどもたち たかどのほうこ 理論社

367 2000 冬 うたいましょう　おどりましょう ベラ・ Ｂ・.ウイリアムズ あかね書房

366 2000 夏 そりになったブナの木 かんざわとしこ 国土社

365 2000 夏 あるきだした小さな木 ボルクマン 偕成社

364 2000 夏 大きな山のトロル Ａ・ヴァーレンベルイ 岩崎書店

363 2000 夏 いちばんたかいのだあれ？ マイケル・グレイニエツ 金の星社

362 2000 夏 かいじゅうトゲトゲ かどのえいこ ポプラ社

361 2000 夏 ポポがはしった！ きしかわえつこ 大日本図書

360 2000 夏 マルチンとかぼちゃおばけのまほうのたね インクリート・オストヘーレン あかね書房

359 1999 冬 さいごのまほう なかじまかずこ 金の星社

358 1999 冬 地下の国のティーパーティー そがまい 小峰書店

357 1999 冬 どかんねこ やだましろう ポプラ社

356 1999 冬 ネコが手をかすレストラン もいちくみこ 大日本図書

355 1999 冬 ダイマなぞのかいがら てらむらてるお 理論社

354 1999 冬 アーミテージさんのすてきなじてんしゃ クェンティン・ブレイク あかね書房

353 1999 冬 ピカピカ たばたせいいち 偕成社

352 1999 夏 あめあがり きむらゆういち 小峰書店

351 1999 夏 星空のシロ いのうえゆうか 国土社

350 1999 夏 １ねん１くみ1ばんこわ～い ごとうりゅうじ ポプラ社

349 1999 夏 キキあずかります たなべみゆき 講談社

348 1999 夏 かみさまおねがいします かしまかずお編 理論社

347 1999 夏 ほんとにほんとにほしいもの ベラ Ｂ.ウイリアムズ あかね書房

346 1999 夏 さよなら、ありがとう、ぼくの友だち かわはらまりこ 岩崎書店

345 1998 冬 ジュラルディンのきょうからおねえちゃん ホリー・ケラー 国土社

344 1998 冬 ペンギンおんがくたい さいとうひろし 講談社

343 1998 冬 よい歯つよい歯かわいい歯 おちあいせいいち 大日本図書

342 1998 冬 小さなＵＦＯヤドカタツムリ やましたはるお 理論社

341 1998 冬 ジョンはかせのたんじょう日 いとうひさこ あかね書房

340 1998 冬 土のふえ いまにしすけゆき 岩崎書店

339 1998 冬 かあさん、わたしのことすき？ バーバラ・ジョシー 偕成社

338 1998 夏 がんばれなきむし１ねんせい はまのたくや 金の星社

337 1998 夏 しんかんせんでおいかけろ！ よこみぞえいいち 小峰書店

336 1998 夏 お母さん、ひらけゴマ！ にしもとけいすけ ポプラ社

335 1998 夏 おとうとねずみ　チロとあそぼ もりやまみやこ 講談社

334 1998 夏 おばあちゃんといつもいっしょ いけみひろこ 岩崎書店
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333 1998 夏 いぬおことわり マーガレット・Ｗ・ブラウン 偕成社

332 1997 冬 たんぽぽヘリコプター まどみちお 小峰書店

331 1997 冬 にんタマ三人ぐみの　にんじゅつ学園八ふしぎ！？ あまこそうべえ ポプラ社

330 1997 冬 おとうとねずみチロはげんき もりやまみやこ 講談社

329 1997 冬 よるのどうぶつえん かわぐちゆきお 大日本図書

328 1997 冬 王さまひみつのボタン てらむらてるお 理論社

327 1997 冬 ニコラサウロのあしたはやるぞ Ｇ・ヴィターレ 岩崎書店

326 1997 冬 ふしぎなゆきだるま ふじまきくみこ 金の星社

325 1997 夏 のんちゃん ただゆみこ 小峰書店

324 1997 夏 ワニのライルは会社のにんきもの B・ウェーバー 大日本図書

323 1997 夏 ヤンボウ　ニンボウ　トンボウ　きけん！きんにくドラはすぐおこる いいざわただす 理論社

322 1997 夏 ふうたのほしまつり あまんきみこ あかね書房

321 1997 夏 みさきめぐりのとしょかんバス まつながいちこ 岩崎書店

320 1997 夏 へんてこもりにいこうよ たかどのほうこ 偕成社

319 1997 夏 きつねのでんわボックス とだかずよ 金の星社

318 1996 冬 かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん はらゆたか ポプラ社

317 1996 冬 とうさんのまほう「えいっ」 みきたく 講談社

316 1996 冬 ワニのライルとどろぼうじけん B・ウェーバー 大日本図書

315 1996 冬 王さまくじらのズボン てらむらてるお 理論社

314 1996 冬 ジョンはかせのどうぶつびょういん いとうひさこ あかね書房

313 1996 冬 ポケットのないカンガルー エミイ・ペイン 偕成社

312 1996 冬 まさかりどんがさあたいへん かこさとし 小峰書店

311 1996 夏 にんタマ三人ぐみのラクして頭がよくなる大さくせん！！ あまこそうべえ ポプラ社

310 1996 夏 モンシロチョウ くらかねおさむ 大日本図書

309 1996 夏 空とぶでまえおとどけします もいちくみこ あかね書房

308 1996 夏 そらをとぶふね さいごうたけひこ再話 岩崎書店

307 1996 夏 うちのテレビはちょう能力？ ネストリンガー 偕成社

306 1996 夏 バスにのってはじめてのおつかい としまかをり 金の星社

305 1996 夏 海にかえった４頭のくじら ジェルミ・エンジェル 小峰書店

304 1995 冬 にんタマ三人ぐみのくんれん山大けっとう！ あまこそうべえ ポプラ社

303 1995 冬 ペンギンおうえんだん さいとうひろし 講談社

302 1995 冬 しんぞうぴっかぴか やますえやすえ 大日本図書

301 1995 冬 ネズミのヒコーキ たむらしげる あかね書房

300 1995 冬 となりにいるのはだれ？ ヘスス・バジャス・サバルサ 岩崎書店

299 1995 冬 うんちしたのはだれよ！ ヴェルナー・ホルツヴァルト 偕成社

298 1995 冬 チビをさがしてどこまでも すずききよはる 国土社

297 1995 夏 にんタマ三人ぐみのあっとおどろくたからさがし！ あまこそうべえ ポプラ社

296 1995 夏 おのちゃんクラスのやさしい星 なかじまのぶこ 大日本図書

295 1995 夏 びっくりだいサーカス わたなべめぐみ 理論社

294 1995 夏 みみずくばあちゃん ながさきげんのすけ あかね書房

293 1995 夏 いたずら子ザルとこばけちゃん てしまゆうすけ 岩崎書店

292 1995 夏 もりのピザやさん ふなざきやすこ 偕成社

291 1995 夏 モンスター・ホテルでプレーボール かしわばさちこ 小峰書店

290 1994 冬 あんな雪こんな氷 たかはしきへい 講談社

289 1994 冬 よわむしおばけ-あやしいまほうつかい わたなべめぐみ 理論社

288 1994 冬 うさぎのごちそうめしあがれ もいちくみこ あかね書房

287 1994 冬 ピエロのかがみ おおうちようこ 岩崎書店

286 1994 冬 天使のそりあそび まついとも 小峰書店

285 1994 冬 ごっくんピーマンたべちゃった すずききよはる 国土社

284 1994 冬 らくだいにんじゃらんたろう-にんじゃやしききょーふのおるすばん！ あまこそうべえ ポプラ社

小学１、２年生6/12



埼玉県立久喜図書館
子ども読書支援センター作成

2017.4.1更新

年度 夏冬 書名 著者名 出版社

283 1994 夏 ぼくのたからもの ふるたたるひ あかね書房

282 1994 夏 ライバルは校長先生 いとうたまき 岩崎書店

281 1994 夏 大どろぼうとうちゅう人のポップコーン やまわききょう 偕成社

280 1994 夏 フラミンゴの長くつ下 オラシオ・キローガ 金の星社

279 1994 夏 モンスター・ホテルでなつやすみ かしわばさちこ 小峰書店

278 1994 夏 こぐまをあらう雨 まついとも 国土社

277 1994 夏 走れ！ブルートレインおばけ号 みやかわひろ ポプラ社

276 1993 冬 でっかくなりたいもん おのうひろし 大日本図書

275 1993 冬 うたのてんらんかい くどうなおこ 理論社

274 1993 冬 プレゼントはキツネノマゴ いっしきさちこ 岩崎書店

273 1993 冬 ふゆのほし かこさとし 偕成社

272 1993 冬 へんなてんこうせいがやってきた しみずたつや 金の星社

271 1993 冬 ふたりのテストはみんなばつ すずききよはる 国土社

270 1993 冬 ねぼすけヤマネ にしむらゆたか 講談社

269 1993 夏 ちいさなこだまぼっこ あまんきみこ 大日本図書

268 1993 夏 まほうのはっぱでおくりもの もいちくみこ あかね書房

267 1993 夏 なっちゃんとぼく うめだしゅんさく・よしこ 岩崎書店

266 1993 夏 大どろぼうはおかしなサンドイッチやさん やまわききょう 偕成社

265 1993 夏 うさぎのぱんとぶたのぱん おざわただし 小峰書店

264 1993 夏 たんていトロッパとゆめどろぼう やまもとかずこ 国土社

263 1993 夏 ついてる、ついてないマックス Ｗ・ウィッパースベルク 講談社

262 1992 冬 よわむしおばけ３　ひみつのおばけやしき わたなべめぐみ 理論社

261 1992 冬 よもぎばあちゃん 長崎源之助 あかね書房

260 1992 冬 こうさぎの白いコート スクレビッキー 金の星社

259 1992 冬 森のクンクン 森山京 小峰書店

258 1992 冬 夕やけがくれたチュウ 宮川ひろ 国土社

257 1992 冬 こんな冬みつけたよ 三崎真生子 ポプラ社

256 1992 冬 カッパのパワー 山末やすえ 大日本図書

255 1992 夏 おかあさんのたからばこ まつい　すーざん あかね書房

254 1992 夏 おとこどうしのおるすばん うめだしゅんさく・うめだよしこ 岩崎書店

253 1992 夏 モンスター・ホテルでおめでとう かしわばさちこ 小峰書店

252 1992 夏 ぞうさんのおにぎりすてきなおにぎり さくらいのぶお 国土社

251 1992 夏 みんなでキャンプ つちだよしはる ポプラ社

250 1992 夏 ペンギンたんけんたい さいとうひろし 講談社

249 1992 夏 かわいくなくていいもん おのうひろし 大日本図書

248 1991 冬 天才えりちゃん金魚を食べた たけしたりゅうのすけ 岩崎書店

247 1991 冬 テレビのすきなきょう竜くん クライン 偕成社

246 1991 冬 ほんとにほんとの１ねんせい すずききよはる 金の星社

245 1991 冬 かあさんねずみのおくりもの たにしんすけ 小峰書店

244 1991 冬 おばあさんのメリークリスマス もりやまみやこ 国土社

243 1991 冬 ふゆのよるのおくりもの ばしょうみどり ポプラ社

242 1991 冬 てじなでどっきりおおさわぎ わたなべめぐみ 理論社

241 1991 夏 てるてるぼうずがふたつ かなもりみちお 岩崎書店

240 1991 夏 １年ぼうずもらくじゃない ネストリンガー 偕成社

239 1991 夏 のどあめぽとり ひびしげき 小峰書店

238 1991 夏 クジラのハンフリー Ｗ・トクダ/R.・ホール 国土社

237 1991 夏 ぼくのともだちむしば１００ぽん まつだもとこ ポプラ社

236 1991 夏 とおいほしから さとうさとる 大日本図書

235 1991 夏 ぷりぷりぼうのおこりんぼう むくはとじゅう 理論社

234 1990 冬 まちがい王さま本になる てらむらてるお 理論社
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233 1990 冬 ちびねこチョビ かどのえいこ あかね書房

232 1990 冬 こまった神さま大さくせん なすまさもと 小峰書店

231 1990 冬 かぜひきごっこ みやかわひろ 講談社

230 1990 冬 アニメ絵本　オーロラの下で とがわゆきお 金の星社

229 1990 冬 大どろぼうはハンバーグ大王 やまわききょう 偕成社

228 1990 冬 いたずらいじわるまいったほい みやかわひろ ポプラ社

227 1990 夏 名コックだよ、おとうさん くにまつとしひで 岩崎書店

226 1990 夏 大どろぼうとこびとのプリン やまわききょう 偕成社

225 1990 夏 わたしはのらねこてんこうせい きたむらけんじ 金の星社

224 1990 夏 にちよう日のとおせんぼうず やましたゆみこ ポプラ社

223 1990 夏 王さまのアイスクリーム フランセス・ステリット 大日本図書

222 1990 夏 ヘンテコどうぶつ日記 ちょうしんた 理論社

221 1990 夏 ようこそタンポポしょくどうへ もいちくみこ あかね書房

220 1989 冬 うん、なんとかしなくっちゃ！ ふりやかよこ 岩崎書店

219 1989 冬 おばけのおはるさんはかわいこちゃん？ すえよしあきこ 偕成社

218 1989 冬 がっこうにまじょがいた！？ Ｍ・シャーマット 金の星社

217 1989 冬 ぼくのじてんしゃきりん号 しみずみちを 小峰書店

216 1989 冬 ちびドラゴンのおくりもの イリ－ナ・コルシュノフ 国土社

215 1989 冬 新版・こびとのピコ てらむらてるお 大日本図書

214 1989 冬 さむがり王さまおばけの子 てらむらてるお 理論社

213 1989 夏 大どろぼうはオムレツせんせい やまわききょう 偕成社

212 1989 夏 ゆうこはハナコのおかあさん みやかわひろ 小峰書店

211 1989 夏 いたずらいじわるへのかっぱ みやかわひろ ポプラ社

210 1989 夏 おしゃべりなカーテン あわなおこ 講談社

209 1989 夏 よるのねこ Ｄ・イプカー 大日本図書

208 1989 夏 げんきさんからのてがみ わたりむつこ あかね書房

207 1989 夏 かみなりむすめ さいとうりゅうすけ 岩崎書店

206 1988 冬 きょうりゅう　１ しみずまさる、ちぢまんぞう 金の星社

205 1988 冬 ながいるすばんできるかな なかのゆきたか 小峰書店

204 1988 冬 くまくんのくしゃみ かどのえいこ ポプラ社

203 1988 冬 わたしのエリカ号 こしのたみお 講談社

202 1988 冬 クリスマスのこねこ  C.T.ニューベリー 大日本図書

201 1988 冬 ぼく社長だよ、エヘン！ かどのえいこ あかね書房

200 1988 冬 大どろぼうはなぞのドーナツやさん やまわききょう 偕成社

199 1988 夏 おとうさんのにちようび おおいしまこと 小峰書店

198 1988 夏 こぶた・くーはすっぽんぽん ぶしかえつこ 国土社

197 1988 夏 チコちゃんのあかいチョッキ ふりやかよこ ポプラ社

196 1988 夏 コアラのぼうけんりょこう アニタ　・ヒューエット 大日本図書

195 1988 夏 たからものとんだ もりやまみやこ あかね書房

194 1988 夏 げんきだせ、かおりちゃん くにまつとしひで 岩崎書店

193 1988 夏 大どろぼうとおばけのカレーライス やまわききょう 偕成社

192 1987 冬 ２年１組わすれんぼチャンピオン ひしいのりこ 国土社

191 1987 冬 のうさぎのおかあさん むくはとじゅう ポプラ社

190 1987 冬 先生のおとおりだい！ なかのみちこ 理論社

190 1987 冬 あざらしのアンドレくん リュウ・ディーツ 講談社

189 1987 冬 ぼくだけしってる もりやまみやこ あかね書房

188 1987 冬 ともだちほしいなおおかみくん さくらともこ 岩崎書店

187 1987 冬 こうさぎのかるたつくり もりやまみやこ 小峰書店

186 1987 夏 おいしいラーメンてんこうせい おかだゆたか ポプラ社

185 1987 夏 なきべそプンタ たけいひろし 講談社
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184 1987 夏 まほうつかいへのてがみ わたりようこ 大日本図書

183 1987 夏 いたずらこぎつね しみずたつや あかね書房

182 1987 夏 いばるな、おねえちゃん くにまつとしひで 岩崎書店

181 1987 夏 大どろぼうはアイスクリームはかせ やまわききょう 偕成社

180 1987 夏 シロとたけし やまもとのりと 金の星社

179 1986 冬 おしゃれ教室いいにおい みやかわひろ あかね書房

178 1986 冬 おかあさんのサイン ふじたちづ 岩崎書店

177 1986 冬 ジップ船長はいやとはいいません かどのえいこ 偕成社

176 1986 冬 はじめてのまっしろパンツ しょうげんじはるこ 金の星社

175 1986 冬 せいくんとおねしょん やざきせつお 小峰書店

174 1986 冬 ２ねん２くみげんきのげん おじまえいじ ポプラ社

173 1986 冬 こぶたはめいたんてい？ もりやまみやこ 講談社

172 1986 夏 森のうそくいどり まつのまさこ 大日本図書

171 1986 夏 おばけのがっこうへきてください さくらともこ 岩崎書店

170 1986 夏 もりのクリーニングやさん ふなざきやすこ 偕成社

169 1986 夏 まいごのペンギンだるま わたなべゆういち 金の星社

168 1986 夏 かもしかとやぎのかあさん いぐちぶんしゅう 小峰書店

167 1986 夏 ぼくのイヌ Ｎ・ニューマン 国土社

165 1985 冬 わたしのおかあさんは世界一びじん Ｂ・ライアー 大日本図書

164 1985 冬 七つのぽけっと あまんきみこ 理論社

163 1985 冬 くいしんぼねずみチョロとガリ おおかわえっせい あかね書房

162 1985 冬 ケムシだんちのタスケルマン なかおあきら 岩崎書店

161 1985 冬 もりのとけいやさん ふなざきやすこ 偕成社

160 1985 冬 グラタンおばあさんとまほうのアヒル あわなおこ 小峰書店

159 1985 冬 吉四六さんとごさくどん とみたひろゆき 国土社

158 1985 冬 きかんしゃきゅうべえ たかはしひろゆき ポプラ社

157 1985 夏 続一年一組せんせいあのね かしまかずお編 理論社

156 1985 夏 おじいちゃんだいすき Ｗ・ハラント あかね書房

155 1985 夏 しかられぼうずのひみつ さとうさとる 偕成社

154 1985 夏 たんぽぽ かいのぶえ 金の星社

153 1985 夏 おばあちゃんはおばけとなかよし かどのえいこ 小峰書店

152 1985 夏 おならばんさい ふくだいわお ポプラ社

151 1985 夏 ワニのライルがやってきた Ｂ・ウェーバー 大日本図書

150 1984 冬 らくがきはけさないで かどのえいこ あかね書房

149 1984 冬 もりのレストラン ふなざきやすこ 偕成社

148 1984 冬 わらうことがしゅくだいだって はまみつお 金の星社

147 1984 冬 おやつにまほうをかけないで さとうまきこ 小峰書店

146 1984 冬 けちの平太ものがたり きしたけお 講談社

145 1984 冬 わにのはいた マーガレット・ドリアン 大日本図書

144 1984 冬 ラッコのコタロウ おかのかおるこ 理論社

143 1984 夏 のうさぎむらのコランとポラン アラン・ブリオ 岩崎書店

142 1984 夏 ふたりはふたり はいたにけんじろう 偕成社

141 1984 夏 まいごのきょうりゅうマイゴン こぐれまさお 金の星社

140 1984 夏 オロロンチョウの島 まつばらいわき 小峰書店

139 1984 夏 おしょうさんとあんねんさん とみたひろゆき 国土社

138 1984 夏 かにのケーキやさん たにしんすけ ポプラ社

137 1984 夏 とおいほしから さとうさとる 大日本図書

136 1984 夏 どきどきうんどうかい ひがしくんぺい あかね書房

135 1983 冬 あいつなんかともだちじゃない かわきたりょうじ 金の星社

134 1983 冬 ちびっこがえる ツウィフェロフ 国土社
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133 1983 冬 こまったこまったたんじょう会 えんどうみえこ 講談社

132 1983 冬 花いっぱいになあれ まつたにみよこ 大日本図書

131 1983 冬 まり子のおんがくかい よしはしみちお 理論社

130 1983 冬 ぼくのだいじなももたろう ひがしくんぺい あかね書房

129 1983 冬 おねぼうニコライ マリー・ブランド 岩崎書店

128 1983 夏 はじめてのおとまり しょうげんじはるこ 金の星社

127 1983 夏 くれよんおばけ やまはないくこ 小峰書店

126 1983 夏 先生のおしりがやぶけた！ やまもとなおこ ポプラ社

125 1983 夏 クレヨンぞうさん あまんきみこ 大日本図書

124 1983 夏 いえでぼうや はいたにけんじろう 理論社

123 1983 夏 こまったさんのカレーライス てらむらてるお あかね書房

122 1983 夏 かいじゅうがおふろにいるよ Ｋ・スティーブンズ 岩崎書店

121 1983 夏 あるきだした小さな木 Ｔ・ボルクマン 偕成社

120 1982 冬 まっくろローラおふろのぼうけん フィリップ・デュマ 国土社

119 1982 冬 ひょうのぼんやりおやすみをとる かどのえいこ 講談社

118 1982 冬 ももとこだぬき まつのまさこ 大日本図書

117 1982 冬 ふとったきみとやせたぼく ながさきげんのすけ 理論社

116 1982 冬 ついてないねロナルドくん パトリシア・Ｒ・ギフ あかね書房

116 1986 夏 １ねん１くみ1ばんげんき ごとうりゅうじ ポプラ社

115 1982 冬 ﾊﾟﾊﾟだいすきママだいすき やすいすえこ 岩崎書店

114 1982 冬 いたずらいたずら１ねんせい なすまさもと 金の星社

113 1982 夏 おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ わかやまけん ポプラ社

112 1982 夏 オバケちゃんといそがしおばさん まつたにみよこ 講談社

111 1982 夏 ねこのぱとろーる つついけいすけ 理論社

110 1982 夏 たんていタコタン やましたはるお あかね書房

109 1982 夏 がまんだがまんだうんちっち うめだしゅんさく　よしこ・みお 岩崎書店

108 1982 夏 びりっかすの子ねこ Ｍ・ディヤング 偕成社

107 1982 夏 うみをかけるうま にしもとけいすけ 金の星社

106 1982 夏 もりでみつけたからすのこ すずきまもる 小峰書店

105 1981 冬 でていったゴロタ かこさとし ポプラ社

104 1981 冬 ぼくたべないよ さねとうあきら 講談社

103 1981 冬 ちいさなこだまぼっこ あまんきみこ 大日本図書

102 1981 冬 ぼくととうさんのＶサイン おかもとみちお あかね書房

101 1981 冬 ぞうさんれいぞうこ すえよしあきこ 偕成社

100 1981 冬 びんのむこうはあおいうみ かとうたいち 金の星社

99 1981 冬 わにくんのたんじょうび やざきせつお 小峰書店

98 1981 冬 ねらわれたチョコレートケーキ Ｄ・マクフェイル 国土社

97 1981 夏 日曜日のパンツ つついけいすけ 講談社

96 1981 夏 王さまのアイスクリーム Ｆ・Ｒ・ステリット 大日本図書

95 1981 夏 たぬきのてん校生 つるみまさお あかね書房

94 1981 夏 ばあちゃんのなつやすみ うめだしゅんさく　他 岩崎書店

93 1981 夏 きんいろのあさ よしだとし 金の星社

92 1981 夏 大きな大きなちゃぼのひな たけいひろし 小峰書店

91 1981 夏 石になってしまったあ むくはとじゅう 国土社

90 1981 夏 おばけのソッチぞびぞびぞー かどのえいこ ポプラ社

89 1980 冬 たんじょうびのにおい やましたはるお 理論社

88 1980 冬 赤いぼうし青いぼうし おおいしまこと あかね書房

87 1980 冬 ちいさいねずみ さとうわきこ 偕成社

86 1980 冬 のんのんのんたとちびうさぎ おのかおる 小峰書店

85 1980 冬 まっくろローラ海のぼうけん Ｐ・デュマ 国土社
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84 1980 冬 おとなりさんはゆうれいさん あさかわじゅん 講談社

83 1980 冬 びんぼうがみとふくのかみ おおかわえっせい ポプラ社

82 1980 夏 りゅうになりたかったへび まつたにみよこ 大日本図書

81 1980 夏 まほうのめがね しょうげんじはるこ 岩崎書店

80 1980 夏 ゆげのくにへしゅっぱつ やまわききょう 偕成社

79 1980 夏 ネッシーのおむこさん かどのえいこ 金の星社

78 1980 夏 はしれワンダー たきらいとしゆき 小峰書店

77 1980 夏 大きいさっちゃんと小さいさっちゃん おおのみつこ 国土社

76 1980 夏 トクさんのやさい畑 おおいしまこと 講談社

75 1980 夏 ソフトクリームとっきゅう やまだしろう ポプラ社

74 1979 冬 みるくぱんぼうや かんざわとしこ あかね書房

73 1979 冬 だれがけいとをあんでるの いまにしすけゆき 偕成社

72 1979 冬 てんとうむしおばさん そやきよし 小峰書店

71 1979 冬 鬼がくれ山のソバの花 こぐれまさお 国土社

70 1979 冬 がんばりプンタ たけいひろし 講談社

69 1979 冬 ラッパをふいたくま くるすよしお ポプラ社

68 1979 冬 りすのスージー Ｍ・ヤング 大日本図書

67 1979 夏 ちび犬テモはまけないぞワン たけざきゆうひ あかね書房

66 1979 夏 紙すきのうた こぐれまさお 岩崎書店

65 1979 夏 SOS!あおいヨット やまわききょう 偕成社

64 1979 夏 のぼるはがんばる ひがしくんぺい 金の星社

63 1979 夏 ほしの子ピコまちにくる まえかわかずお 小峰書店

62 1979 夏 おほしさまへのてがみ ほりうちすみこ 講談社

61 1979 夏 いたずらごんとみほちゃん こうざきみえこ ポプラ社

60 1979 夏 よわむしおばけ わたなべめぐみ 理論社

59 1978 冬 王さまたんけんたい てらむらてるお 理論社

58 1978 冬 うさぎがいっぱい ペギー・パリシュ 大日本図書

57 1978 冬 あやちゃんとふくろう たかはし・けん ポプラ社

56 1978 冬 ばけたらふうせん みきたく 講談社

55 1978 冬 犬のちゅうしゃじょう こうやまよしこ 国土社

54 1978 冬 ばけもんじる なかむらひろし 岩崎書店

53 1978 冬 にんじゃごっこ ふなざきやすこ あかね書房

52 1978 夏 それでもおへそはだまっている おりいえいじ 大日本図書

51 1978 夏 えんとつのないきかんしゃ なかえよしを ポプラ社

50 1978 夏 １００万回生きたねこ さのようこ 講談社

49 1978 夏 海賊ヒックがやってきた はたたかし 国土社

48 1978 夏 いたずらぽんこつくん とみながひでお 小峰書店

47 1978 夏 だれがいちばんわすれんぼ たけざきゆうひ 金の星社

46 1978 夏 ねこふんじゃった いまえよしとも 偕成社

45 1978 夏 さいたまけん　＜埼玉＞ えほん風土記埼玉県刊行会 岩崎書店

44 1977 冬 ライオンさんおやすみ かがわしげる ポプラ社

43 1977 冬 花ぐるまの井戸 はやふねちよ 国土社

42 1977 冬 はらぺこプンタ たけいひろし 講談社

41 1977 冬 かえるのモモル せきねえいいち 小峰書店

40 1977 冬 すっとびこぞうとふしぎなくに むくはとじゅう 金の星社

39 1977 冬 ふしぎなかぜのこ たけざきゆうひ 偕成社

38 1977 冬 ぼくはひげにいちゃん としたかひろ 岩崎書店

37 1977 夏 ぐりとぐらのかいすいよく なかがわりえこ 福音館書店

36 1977 夏 どらねこパンツのしっぱい つついけいすけ ポプラ社

35 1977 夏 せばんごう5ばん しのじゅんこ ポプラ社
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34 1977 夏 ぼくひとりでいけるよ ムーア 偕成社

33 1977 夏 くちぶえをふくねこ さとうさとる 偕成社

32 1977 夏 はじめてのたんじょうかい しょうげんじはるこ 金の星社

31 1977 夏 くろべのツンコぎつね おおわりてるあき 小峰書店

30 1977 夏 ひとのからだ もうりたねき 岩崎書店

29 1976 冬 知らない子 宮沢章二 国土社

28 1976 冬 こびととたまご 多田ヒロシ 大日本図書

27 1976 冬 五色のしか 寒川道夫 国土社

26 1976 冬 オバケちゃんとむわむわむう 松谷みよ子 講談社

25 1976 冬 ふみきりの赤とんぼ 那須正幹 ポプラ社

24 1976 冬 トマトせんせいのじどうしゃ 鶴見正夫 ポプラ社

23 1976 冬 でんわにでたのはだれ 岡野薫子 あかね書房

22 1976 冬 一年生になったぞワン 竹崎有斐 あかね書房

21 1976 夏 昆虫 得田之久 福音館書店

20 1976 夏 うりこひめとあまんじゃく 木島始 岩崎書店

19 1976 夏 つづみをうつ少年 今西祐行 ポプラ社

18 1976 夏 おばけたんぽぽ 岡本颯子 ポプラ社

17 1976 夏 かばのこブーブ 高橋広幸 小峰書店

16 1976 夏 みんなでつくちゃった 長新太 大日本図書

15 1976 夏 がちょうのたんじょうび 新美南吉 大日本図書

14 1976 夏 きつねのかんちがい 大川悦生 偕成社

13 1975 冬 こびとのピコ 寺村輝夫 大日本図書

12 1975 冬 きりかぶのあかちゃん まどみちお 国土社

11 1975 冬 おるすばん１１０ばん 槻野けい 講談社

10 1975 冬 バクのなみだ あまんきみこ 岩崎書店

9 1975 冬 なきむしなば太郎 竹崎有斐 あかね書房

8 1975 冬 なんでもぽい！ 山中恒 偕成社

7 1975 冬 りんごがたべたいねずみくん なかえよしを ポプラ社

6 1975 夏 まほうのかみばさみ 小林実 国土社

5 1975 夏 はじめてのおこづかい 生源寺美子 金の星社

4 1975 夏 どっこどっこまつの木 今西祐行 講談社

3 1975 夏 ひこうきのかみさま 香川茂 ポプラ社

2 1975 夏 からすのパンやさん 加古里子 偕成社

1 1975 夏 いたずらラッコとおなべのほし 神沢利子 あかね書房
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