
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

569 2016 冬 山田県立山田小学校 山田の殿さま、おしのび参観！？ 山田マチ あかね書房

568 2016 冬 男子☆弁当部 あけてびっくり！オレらのおせち大作戦！ イノウエミホコ ポプラ社

567 2016 冬 ２分の１　成人式 井上林子 講談社

566 2016 冬 電車でノリノリ 新井けいこ 文研出版

565 2016 冬 あらしをよぶ名探偵 杉山亮 偕成社

564 2016 冬 おばけ道、ただいま工事中！？ 草野あきこ 岩崎書店

563 2016 冬 妖精のベーグル 斉藤栄美 金の星社

562 2016 夏 山田県立山田小学校　山田山でサバイバル！？ 山田マチ あかね書房

561 2016 夏 お昼の放送の時間です 乗松葉子 ポプラ社

560 2016 夏 ケロニャンヌ 安田夏菜 講談社

559 2016 夏 へんしん！へなちょこヒーロー 野泉マヤ 文研出版

558 2016 夏 子犬のきららと捨て犬・未来 今西乃子 岩崎書店

557 2016 夏 大パニック！よみがえる恐竜 ニック・フォーク 金の星社

556 2016 夏 クッキーとコースケ　-犬と走る日- さとうまきこ 小峰書店

555 2015 冬 ゆれるシッポの子犬・きらら 今西乃子　 岩崎書店

554 2015 冬 山田県立山田小学校　見学禁止！？山田センターのひみつ 山田マチ あかね書房

553 2015 冬 モーモー村のおくりもの 堀米薫 文研出版

552 2015 冬 魔女バジルと魔法のつえ 茂市久美子 講談社

551 2015 冬 ミルキー杉山のあなたも命探偵　ふりかえれば名探偵 杉山亮 偕成社

550 2015 冬 しろくまだって 斉藤洋 小峰書店

549 2015 冬 きつね音楽教室のゆうれい 小手毬るい 金の星社

548 2015 夏 まよなかのぎゅうぎゅうネコ 葦原かも 講談社

547 2015 夏 透明人間になった男の子のはなし サリー・ガードーナー 小峰書店

546 2015 夏 妖精のパン屋さん 斉藤栄美 金の星社

545 2015 夏 なんでも魔女商会　おきゃくさまはルルとララ あんびるやすこ 岩崎書店

544 2015 夏 犬をかうまえに 赤羽じゅんこ 文研出版

543 2015 夏 そこから逃げだす魔法のことば 岡田淳 偕成社

542 2015 夏 山田県立山田小学校　はだかでどっきり！？山田まつり 山田マチ あかね書房

541 2014 冬 サンドイッチの日 吉田道子 文研出版

540 2014 冬 となりの鉄子 田森庸介 偕成社

539 2014 冬 小学校の秘密の通路　カメレオンのレオン 岡田淳 偕成社

538 2014 冬 お母さん取扱説明書 キム・ソンジン 金の星社

537 2014 冬 カラスネコチャック 野田道子 小峰書店

536 2014 冬 青い舌の怪獣をさがせ！　名探偵犬バディ ドリー・ヒルスタッド・バトラー 国土社

535 2014 夏 恋する和パディシエール　キラリ！海のゼリーパフェ大作戦 工藤純子　うっけ ポプラ社

534 2014 夏 なぞの火災報知器事件　名探偵犬バディ ドリー・ヒルスタッド・バトラー 国土社

533 2014 夏 ジュディ・モード、探偵になる！ メーガン・マクドナルド 小峰書店

532 2014 夏 おかあさんのそばがすき　犬が教えてくれた大切なこと 今西乃子　浜田一男 金の星社

531 2014 夏 夜空のダイヤモンド　なんでも魔女商会19 あんびるやすこ 岩崎書店

530 2014 夏 ぼくって女の子？？ ルイス・サッカー 文研出版

529 2014 夏 おならゴリラ もりやしげやす 偕成社

528 2013 冬 名探偵犬バディ　なぞのワゴン車を追え！ ドリー・Ｈ・バトラー 国土社

527 2013 冬 赤いヤッケの駅長さん はまみつを 小峰書店

526 2013 冬 友だちは1/2ゆうれい 中田陽子 金の星社

525 2013 冬 ハンナの学校 グロリア・ウィーラン 文研出版

524 2013 冬 しあわせなら名探偵 杉山　亮 偕成社

523 2013 冬 ほんとういあったお話３年生　読む　知る　話す 笠原良郎　浅川陽子 講談社

522 2013 冬 オーボラーラ男爵の大冒険　イシシとノシシのスッポコヘッポコへんてこ話 原京子　原ゆたか ポプラ社

521 2013 夏 わたしはみんなに好かれてる 令丈ヒロ子 ポプラ社
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年度 夏冬 書名 著者名 出版社

520 2013 夏 博物館の一日 いわた慎二郎 講談社

519 2013 夏 犬とまほうの人さし指！ 掘　直子 あかね書房

518 2013 夏 タネオがきた すとうあさえ 文研出版

517 2013 夏 くろくまレストランのひみつ 小手鞠るい 金の星社

516 2013 夏 世界一ちいさな女の子のはなし サリー・ガードナー 小峰書店

515 2012 冬 きみの声がききたいよ ルイス・サッカー 文研出版

514 2012 冬 ゆれるシッポの子犬・きらら 今西乃子　浜田一男 岩崎書店

513 2012 冬 うわさのとんでも魔女商会　なんでも魔女商会18 あんびるやすこ 岩崎書店

512 2012 冬 宇宙人のいる教室　新装版 さとうまきこ 金の星社

511 2012 冬 世界一力もちの女の子のはなし　マジカル・チャイルド サリー・ガードナー 小峰書店

510 2012 冬 消えた少年のひみつ　名探偵犬バディ ドリー・Ｈ・バトラー 国土社

509 2012 冬 恋する和パティシエール　夢みるハートのさくらもち 工藤純子　うっけ ポプラ社

508 2012 夏 犬といっしょに。 山口節子 あかね書房

507 2012 夏 秘密の魔女　魔法のタイムトラベル クニスター 金の星社

506 2012 夏 オガサワラオオコウモリ　森をつくる 有川美紀子　鈴木創 小峰書店

505 2012 夏 ぼくらのムササビ大作戦 深山さくら 国土社

504 2012 夏 ぼくとあいつのラストラン 佐々木ひとみ ポプラ社

503 2012 夏 パンプキン！ 　模擬原爆の夏 令丈ヒロ子 講談社

502 2012 夏 米村でんじろうのイッキによめる！ おもしろ科学 小学３年生 米村でんじろう 講談社

501 2011 冬 土手をかけおりよう！ あんずゆき 文研出版

500 2011 冬 かばた医院のひみつ 中島和子 金の星社

499 2011 冬 海をわたった折り鶴 石倉欣二 小峰書店

498 2011 冬 どんぐり銀行は森の中　どんぐりあつめて里山づくり 大塚菜生 国土社

497 2011 冬 男子★弁当部　弁当バトル！野菜で勝負だ！！ イノウエミホコ ポプラ社

496 2011 冬 ひとりぼっちのガブ　シリーズあらしのよるに きむらゆういち 講談社

495 2011 冬 おばあちゃんがいなくなっても… ルーシー・シャーレンベルク あかね書房

494 2011 夏 ちゃわん虫とぽんこつラーメン 早川真知子 文研出版

493 2011 夏 エレベータは秘密のとびら 三野誠子 岩崎書店

492 2011 夏 れっつ！ランニング 次郎丸忍 金の星社

491 2011 夏 デイジーのこまっちゃうまいにち ケス・グレイ 小峰書店

490 2011 夏 グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー ポプラ社

489 2011 夏 音楽室の日曜日 村上しいこ 講談社

488 2011 夏 うさぎの庭 広瀬寿子 あかね書房

487 2010 冬 ヒックとドラゴン⑥　迷宮の図書館 ヒック・ホレンダス・ハドック三世 小峰書店

486 2010 冬 こねこのモモちゃん美容室 なりゆきわかこ ポプラ社

485 2010 冬 つるばら村の大工さん 茂市久美子 講談社

484 2010 冬 キョーレツ科学者フラニー⑥　フラニー対ロボフラニー ジム・ベントン あかね書房

483 2010 冬 せかいいちの名探偵 杉山亮 偕成社

482 2010 冬 ケルップの友だち サリ・ベルトニエミ 文研出版

481 2010 夏 なんでも魔女商会⑬　星くずのブラックドレス あんびるやすこ 岩崎書店

480 2010 夏 れっつ！スイミング 次良丸忍 金の星社

479 2010 夏 ヒックとドラゴン②　深海の秘宝 ヒック・ホレンダス・ハドック三世 小峰書店

478 2010 夏 わたしはなんでも知っている 令丈ヒロ子 ポプラ社

477 2010 夏 月の剣の物語　抜けなくなった剣 かとうじゅんこ 理論社

476 2010 夏 キョーレツ科学者フラニー⑤　ミクロフラニー危機一髪 ジム・ベントン あかね書房

475 2010 夏 どうしてぼくをいじめるの？ ルイス・サッカー 文研出版

474 2009 冬 アキンボとクロコダイル アレクサンダー・マコール・スミス 文研出版

473 2009 冬 うみのダンゴムシ・やまのダンゴムシ 皆越ようせい 岩崎書店

472 2009 冬 キジ猫キジと　ののかの約束 竹内もと代 小峰書店

471 2009 冬 無人島の冒険 ロン・ロイ 国土社
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年度 夏冬 書名 著者名 出版社

470 2009 冬 おつきさまのやくそく いとうひろし 講談社

469 2009 冬 ピピンとトムトム　怪盗ダンダンのひみつ たかどのほうこ 理論社

468 2009 冬 プルｰと満月のむこう たからしげる あかね書房

467 2009 夏 とんだトラブル！？タイムトラベル 友乃雪 岩崎書店

466 2009 夏 リストとゆかいなラウハおばさん1　謎のきょうはくじょうの巻 S・ﾉﾎﾟﾗ＆T・ﾉﾎﾟﾗ 小峰書店

465 2009 夏 ジュディ・モードとなかまたち・6　ジュディ・モード独立宣言 メーガン・マクドナルド 小峰書店

464 2009 夏 バニラとみもの物語　　犬と私の10の約束 さとうまきこ ポプラ社

463 2009 夏 西遊記　竜の巻 斉藤洋 理論社

462 2009 夏 なぎさのなみのりチャンピオン にのみやゆきこ 理論社

461 2009 夏 キョーレツ科学者・フラニー③透明フラニー大作戦！ ジム・ベントン あかね書房

460 2008 冬 すっとび犬　指名手配 J・ストロング 文研出版

459 2008 冬 六つの魔法のおはなし イングリット・ユーベ 小峰書店

458 2008 冬 風をおいかけて、海へ！ 高森千穂 国土社

457 2008 冬 うわさの雨少年 宮下恵茉 ポプラ社

456 2008 冬 リトル・レトロ・トラム 天沼春樹 理論社

455 2008 冬 キョーレツ科学者・フラニー②　ドデカビームで大あばれ！ ジム・ベントン あかね書房

454 2008 冬 コドモときどきあくま こやま峰子 金の星社

453 2008 夏 ジュディ・モードとなかまたち・⑤　ジュディ・モード、医者になる！ メーガン・マクドナルド 小峰書店

452 2008 夏 怪談図書館②　プールの底から魔女がよぶ 怪談図書館編集委員会 国土社

451 2008 夏 イシシとノシシのスッポコペッポコへんてこ話　へいきのヘイタ 原ゆたか／原案　原京子／文 ポプラ

450 2008 夏 はたらきもののナマケモノ 斉藤洋 理論社

449 2008 夏 キョーレツ科学者・フラニー①　モンスターをやっつけろ！ ジム・ベントン あかね書房

448 2008 夏 ドリーム・アドベンチャー　ピラミッドの迷宮へ テレサ・ブレスリン 偕成社

447 2008 夏 かめきちのなくな！王子様 村上しいこ 岩崎書店

446 2007 冬 つるばら村の理容師さん 茂市久美子 講談社

445 2007 冬 宇宙スパイウサギ大作戦　油断大敵！キケンなぼうし 岡田貴久子 理論社

444 2007 冬 妖怪ハンター・ヒカル　花ふぶきさくら姫 斉藤洋 あかね書房

443 2007 冬 子ネズミチヨロの冒険 さくらいともか 偕成社

442 2007 冬 なんでも魔女紹介⑧　火曜日はトラブル あんびるやすこ 岩崎書店

441 2007 冬 西遊記 呉承恩 金の星社

440 2007 冬 のら犬物語 戸川幸夫 金の星社

439 2006 夏 ぼくはにんじゃのあやし丸 広瀬寿子 国土社

438 2006 夏 アビーとテスのペットはおまかせ　金魚はあわのおふろに入らない！？ Ｔ・ウィーブ ポプラ社

437 2006 夏 やまんばあさんの大運動会 富安陽子・大島妙子 理論社

436 2006 夏 妖怪ハンター･ヒカル　霧の幽霊船 斉藤洋 あかね書房

435 2006 夏 なんでも魔女商会5　きえた魔法のダイヤ あんびるやすこ 岩崎書店

434 2006 夏 事件ハンターマリモ　ひみつのケイタイ きむらゆういち 金の星社

433 2006 夏 ジュディ・モードとなかまたち2 ジュディ・モード、有名になる！ Ｍ・マクドナルド 小峰書店

432 2005 　冬 ぼくらは、信じる 大島まや 講談社

431 2005 　冬 つるばら村のはちみつ屋さん 茂市久美子 講談社

430 2005 　冬 宇宙スパイウサギ大作戦　ファラオの呪い危機一髪 岡田貴久子 理論社

429 2005 　冬 いちごムースでいつもの元気 令丈ヒロ子 あかね書房

428 2005 　冬 てんぐのそばや　本日開店 伊藤充子 偕成社

427 2005 　冬 かめきちのたてこもり大作戦 村上しいこ 岩崎書店

426 2005 　冬 アニメ版　ガラスのうさぎ　 高木敏子 金の星社

425 2005 夏 あだ名はシャンツァイ 上條さなえ ポプラ社

424 2005 夏 もしも日本人がみんな米つぶだったら 山口タオ 講談社

423 2005 夏 宇宙スパイウサギ大作戦 岡田貴久子 理論社

422 2005 夏 まんじゅうこわい 斉藤洋 あかね書房

421 2005 夏 ゆうれいレンタル株式会社 山田陽美 岩崎書店
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年度 夏冬 書名 著者名 出版社

420 2005 夏 ジュディ・モードはごきげんななめ メーガン・マクドナルド 小峰書店

419 2005 夏 こぎだせ！ぼくらのカワセミ号 横山充男 国土社

418 2004 冬 つるばら村の家具屋さん 茂市久美子 講談社

417 2004 冬 いっしょに遊ぼ、バーモスブリンカル！ 山本悦子 あかね書房

416 2004 冬 かえってきた名探偵 杉山亮 偕成社

415 2004 冬 宇宙ダコ　ミシェール ながたみかこ 岩崎書店

414 2004 冬 事件ハンターマリモ　地下室から愛をこめて きむらゆういち 金の星社

413 2004 冬 虹を下から見上げたら 山口理 国土社

412 2004 冬 ぼくの・トモダチのつくりかた さとうまきこ ポプラ社

411 2004 夏 恐竜の世界ベロキラプトル 工藤晃司 大日本図書

410 2004 夏 やまんばあさん海へ行く 富安陽子 理論社

409 2004 夏 フルーツゼリーではっきり勇気 令丈ヒロ子 あかね書房

408 2004 夏 わんわん探偵団　おかわり 杉山亮 偕成社

407 2004 夏 なんでも魔女商会　お洋服リフォーム支店 あんびるやすこ 岩崎書店

406 2004 夏 四国へＧＯ！　サンライズエクスプレス 高森千穂 国土社

405 2004 夏 机のなかの竜の森 ほんだみゆき ポプラ社

404 2003 冬 もも子・ぼくの妹 星あかり 大日本図書

403 2003 冬 およげるぞ！フタバスズキリュウ たかしよいち 理論社

402 2003 冬 ママがこわれた 後藤みわこ 岩崎書店

401 2003 冬 おっちょこチョイ姫　ちょっとまった！ご婚礼の巻 西本七星 金の星社

400 2003 冬 月からきたラブレター 早川真知子 小峰書店

399 2003 冬 クジラのウォルドーとココナツ島の魔女 アラン・テンバリー ポプラ社

398 2003 冬 つるばら村のくるみさん 茂市久美子 講談社

397 2003 夏 女の子に負けないぞ物語 上條さなえ 大日本図書

396 2003 夏 天使のかいかた なかがわちひろ 理論社

395 2003 夏 ラブユニット　恐怖のコマンド・メール 川北亮司 金の星社

394 2003 夏 恐竜トリケラトプスと恐怖の大王 黒川みつひろ 小峰書店

393 2003 夏 けんか屋わたるがゆく！ 高橋秀雄 国土社

392 2003 夏 こねこムーのおくりもの 江崎雪子 ポプラ社

391 2003 夏 オレンジ・シティに風ななつ 松原秀行 講談社

390 2002 冬 とかいじゅうシーシー　ウタブタコブタ事件 角野栄子 理論社

389 2002 冬 走れ！飛べ！小てんぐ三郎 広瀬寿子 あかね書房

388 2002 冬 しまのないトラ 斉藤洋 偕成社

387 2002 冬 ドルフィン・エクスプレス 竹下文子 岩崎書店

386 2002 冬 じんじろべえ 岸川悦子 金の星社

385 2002 冬 湊先生危機一髪 那須正幹 小峰書店

384 2002 冬 ゆめみるトランク 安房直子 講談社

383 2002 夏 花のふる日　　るりの花まつり 青木雅子 さきたま出版会

382 2002 夏 八月がくるたびに おおえひで 理論社

381 2002 夏 がんばるぞ！メガロサウルス たかしよいち 理論社

380 2002 夏 カエルのくれたおくりもの ウィルソン あかね書房

379 2002 夏 １０００の風　１０００のチェロ いせひでこ 偕成社

378 2002 夏 こぞうのパウのだいぼうけん 木村裕一 金の星社

377 2002 夏 天地のドラマ　すごい雷大研究 かこさとし 小峰書店

376 2002 夏 つるばら村の三日月屋さん 茂市久美子 講談社

375 2001 冬 子リスをそだてた森 増田戻樹 あかね書房

374 2001 冬 かぎばあさん、犯人はぼくなの 手島悠介 岩崎書店

373 2001 冬 こぞうのパウのたびだち 木村裕一 金の星社

372 2001 冬 怪盗まだら仮面 那須正幹 小峰書店

371 2001 冬 灰色やしきのネズミたち ヴィリー・フェアマン 国土社
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370 2001 冬 ぼくは未来（あした）の七冠王 竹田まゆみ ポプラ社

369 2001 冬 おふろのなかからモンスター Ｄ・キング＝スミス 講談社

368 2001 夏 わおう先生、勝負！ 村中季衣 あかね書房

367 2001 夏 ココナッツ 大島真寿美 偕成社

366 2001 夏 北の島だより 杣田美野里・文と写真 岩崎書店

365 2001 夏 口で歩く 丘修三 小峰書店

364 2001 夏 あらしのよるに きむらゆういち 講談社

363 2001 夏 水生こん虫タイコウチの１年 湯浅政治・文と写真 大日本図書

362 2001 夏 山の太郎グマ 椋鳩十 理論社

361 2000 冬 小さな山神スズナ姫 富安陽子 偕成社

360 2000 冬 こぶたのポインセチア フェリシア・ボンド 岩崎書店

359 2000 冬 はたらきもののリスのトーニャ スクレビッキー 金の星社

358 2000 冬 ダンスをする魚のなぜなぜなぜ？ かこさとし 小峰書店

357 2000 冬 ちびドラゴンのおくりもの イリーナ・コルシュノフ 国土社
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356 2000 冬 ワニのライルのクリスマス Ｂ・ウェーバー 大日本図書

355 2000 冬 カッパのぬけがら なかがわちひろ 理論社

354 2000 夏 みんなのいいぶん　－生きものピラミッド－ かみやしん 岩崎書店

353 2000 夏 きみはタヌキモを知っているか かこさとし 小峰書店

352 2000 夏 タンポポ空地のツキノワ あさのあつこ 国土社

351 2000 夏 ぼくの学校ぼくひとり 宮川ひろ ポプラ社

350 2000 夏 おねがいはウィッシュボーンで デイック・キング＝スミス 講談社

349 2000 夏 きまぐれロボット 星新一 理論社

348 2000 夏 金色やどかり 竹下文子 あかね書房

347 1999 冬 ハムスターのチュー 茨木昭 岩崎書店

346 1999 冬 富士山大ばくはつ かこさとし 小峰書店

345 1999 冬 チエと和男 丘修三 国土社

344 1999 冬 花をかう日 あまんきみこ ポプラ社

343 1999 冬 野ウサギは魔法使い ディック・キング＝スミス 講談社

342 1999 冬 メダカのたんじょう 岩松鷹司 大日本図書

341 1999 冬 チョコレート戦争 大石真 理論社

340 1999 夏 おとうさんＸ先生＝タヌキ 山中恒 偕成社

339 1999 夏 ぼくはスーパー転校生！？ ベッツィ・ダフィ 金の星社

338 1999 夏 ドライアイスであそぼう 板倉聖宣・藤沢千之共著 国土社

337 1999 夏 動物園は心の学校 亀井一成 ポプラ社

336 1999 夏 つるばら村のパン屋さん 茂市久美子 講談社

335 1999 夏 ひめさまと二十日（はつか）ねずみ 佐藤さとる 大日本図書

334 1999 夏 パンやのくまちゃん 森山京 あかね書房

333 1998 冬 こうしはそりにのって Ａ・リンドグレーン 金の星社

332 1998 冬 やっぱりしろくま 斉藤洋 小峰書店

331 1998 冬 アップルパイのなぞを追え！ 早川真知子 国土社

330 1998 冬 オオカミチビ太のわるい子ノート イアン・ホライブラウ 講談社

329 1998 冬 オオタカのひなのそだつ里 松山史郎 大日本図書

328 1998 冬 ぼくにはしっぽがあったらしい なかがわちひろ 理論社

327 1998 冬 こもれび村のあんぺい先生 茂市久美子 あかね書房

326 1998 夏 ペンギンじるしれいぞうこ 竹下文子 金の星社

325 1998 夏 くらやみの物語 武鹿悦子 小峰書店

324 1998 夏 がんばれっていわないで 藤田千津 国土社

323 1998 夏 タヌキまるごと図鑑 盛口満 大日本図書

322 1998 夏 とかいじゅうシーシー 角野栄子 理論社

321 1998 夏 空をとんだＱネズミ 今村葦子 あかね書房

320 1998 夏 ぼく先生のこときらいです 宮川ひろ 偕成社

319 1997 冬 ドラゴン伝説　秘宝の玉 しかたしん 小峰書店

318 1997 冬 極楽たんていシャカモトくん 横田順彌 国土社

317 1997 冬 わたし、五等になりたい！ 岸川悦子 大日本図書

316 1997 冬 おにの赤べえ 寺村輝夫 理論社

315 1997 冬 木の上のお城 Ｇ・クロス あかね書房

314 1997 冬 テル、ごめんね 及川和男 岩崎書店

313 1997 冬 金曜日の怪談 日本児童文学者協会編 偕成社

312 1997 夏 ゲーターガールズ　ふたりはなかよし ジョアンナ・コール＋ステファニー・カルメンソン 小峰書店

311 1997 夏 ふたりのカメラちゃん かんどりのぶお 国土社

310 1997 夏 にこりん村のふしぎな郵便 茂市久美子 ポプラ社

309 1997 夏 ハリーのひみつのオウム ディック・キング・スミス 講談社

308 1997 夏 おてがみもらったおへんじかいた 森山京 あかね書房

307 1997 夏 日曜日は、なっちゃんちの犬 木村裕一　磯みゆき 岩崎書店
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306 1997 夏 死をよぶゲームソフト 日本児童文学者協会編 偕成社

305 1996 冬 ねえちゃんはプロレスラー 牧野節子 国土社

304 1996 冬 ふたりはチビ山同盟 田辺みゆき 講談社

303 1996 冬 ぼく、とうさんの足になる 岸川悦子 大日本図書

302 1996 冬 イヌのヒロシ 三木卓 理論社

301 1996 冬 ときには風になって 堀内純子 あかね書房

300 1996 冬 ふしぎなおしゃべり自転車 たかしよいち 岩崎書店

299 1996 冬 アニメ版　チョッちゃん物語 黒柳朝　原作 金の星社

298 1996 夏 じしん大きらい　あの瞬間阪神大震災 奥田富子編 国土社

297 1996 夏 ４年２組の人魚姫 高山栄子 ポプラ社

296 1996 夏 大空に飛べコウノトリ 佐藤一美 講談社

295 1996 夏 椋鳩十の愛犬物語 椋鳩十 理論社

294 1996 夏 土曜日は、だんご虫 木村裕一　磯みゆき 岩崎書店

293 1996 夏 学校の怪談のなぞ 日本児童文学者協会編 偕成社

292 1996 夏 お母さんはアダン林でねむってる 真尾悦子 金の星社

291 1995 冬 ピアニャン 小川英子 講談社

290 1995 冬 福引きはネコの手をかりて 山中恒 理論社

289 1995 冬 マクブルームさんのすてきな畑 S・フライシュマン あかね書房

288 1995 冬 にんげんのたまご 内田浩示 岩崎書店

287 1995 冬 学校ウサギをつかまえろ 岡田淳 偕成社

286 1995 冬 アニメ版　グスコーブドリの伝記 宮沢賢治原作 金の星社

285 1995 冬 恐竜絶滅のなぞ 近野十志夫編 小峰書店

284 1995 夏 うっかり魔女ばあさん 川村たかし編 ポプラ社

283 1995 夏 まねやのオイラ 森山京 講談社

282 1995 夏 アニメ絵本　ライヤンツーリーのうた たかしよいち原作 理論社

281 1995 夏 合いことばはなんじゃ・もんじゃ 上條さなえ 岩崎書店

280 1995 夏 夜の学校はミステリー・ゾーン 日本児童文学者協会編 偕成社

279 1995 夏 恐竜大行進 S・スピルバーグ提供 金の星社

278 1995 夏 モモタとおとぼけゴンベエ 川越文子 国土社

277 1994 冬 すてネコのらネコうちのネコ 田辺みゆき 講談社

276 1994 冬 新版・注文の多い料理店 宮沢賢治 大日本図書

275 1994 冬 七人のいろいろな魔法使い タカシトシコ 理論社

274 1994 冬 ゆうかんなハリネズミマックス Ｄ・キング＝スミス あかね書房

273 1994 冬 半月館のひみつ ポール・フライシュマン 偕成社

272 1994 冬 むかむかの一週間 山中恒 金の星社

271 1994 冬 もう口ぶえはふかない あかね・るつ 国土社

270 1994 夏 森に生きる 立松和平 講談社

269 1994 夏 ピンボケ５人－ファイブ－のゆうれい探検 古世古和子 大日本図書

268 1994 夏 アニメ絵本　北極のムーシカミーシカ いぬいとみこ 理論社

267 1994 夏 トカゲになった日 東君平 あかね書房

266 1994 夏 ダーサンとクロヒョウ 斉藤洋 岩崎書店

265 1994 夏 さまよえる幽霊船 森下研 小峰書店

264 1994 夏 やさしさ色のユニホーム 藤田千津 国土社

263 1993 冬 けむし先生はなき虫か 水内喜久雄 大日本図書

262 1993 冬 ゆうだちの森 いわむらかずお 理論社

261 1993 冬 子どもたちの森 岩瀬成子 あかね書房

260 1993 冬 けいどろやろうぜ 石井宏 岩崎書店

259 1993 冬 赤いヤッケの駅長さん はまみつを 小峰書店

258 1993 冬 89番目のネコ エレノア・ニルソン 国土社

257 1993 冬 親友証明カードあげます 国松俊英 ポプラ社
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256 1993 夏 トガリ山のぼうけん①風の草原 いわむらかずお 理論社

255 1993 夏 ねこっ原のぶちねこ 征矢清 あかね書房

254 1993 夏 親切キップだかぎばあさん 手島悠介 岩崎書店

253 1993 夏 コロンブス　－海の冒険者－ 加藤輝男 金の星社

252 1993 夏 草刈り十字軍 伊藤真智子 小峰書店

251 1993 夏 おじいちゃんのテーマソング 上條さなえ 国土社

250 1993 夏 へそまがりパパに花たばを 朝比奈蓉子 ポプラ社

249 1992 冬 七人のいろいろな魔法使い タカシトシコ 理論社

248 1992 冬 かいぞくポケット７　魔女のワナムケ 寺村輝夫 あかね書房

247 1992 冬 チャーリー・ブラウン　なぜなんだい？ チャールズ・Ｍ・シュルツ 岩崎書店

246 1992 冬 先生は魔法使い？ オトフリート＝プロイスラー 偕成社

245 1992 冬 くまのこのやくそく 鶴見正夫 国土社

244 1992 冬 小さなトロールと大きな洪水 トーベ・ヤンソン 講談社

243 1992 冬 ピンボケ５人－ファイブ－のすてきな探偵 古世古和子 大日本図書

242 1992 　夏 タモちゃん 那須正幹 理論社

241 1992 　夏 行け！名警察犬アルフ号 三田村信行 偕成社

240 1992 　夏 名犬ラッシーはじめての友情 ナンシー・クラリック 金の星社

239 1992 　夏 ふわり太平洋 赤座憲久 小峰書店

238 1992 　夏 おばあさんなんでも相談所 那須正幹 ポプラ社

237 1992 　夏 ゆめみるトランク 安房直子 講談社

236 1991 　冬 あやうしポケット 寺村輝夫 あかね書房

235 1991 　冬 カラスのいるゆうびん局 杉みき子 小峰書店

234 1991 　冬 シチューのばんのおきゃくさま 堀内純子 国土社

233 1991 　冬 ４年３組★石山カンタ　ちょっとかわった変なやつ 高山栄子 ポプラ社

232 1991 　冬 ぎょろ目のジェラルド アン＝ファイン 講談社

231 1991 　冬 虫をたおすキノコ 吉見昭一 大日本図書

230 1991 　冬 北極のムーシカミーシカ いぬいとみこ 理論社

229 1991 　夏 カブトムシがほしい かみやしん あかね書房

228 1991 　夏 ギョッ 安藤正子 岩崎書店

227 1991 　夏 車いすの犬「花子」とその仲間たち 坂井ひろ子 偕成社

226 1991 　夏 火の雨がふる 有原誠治・今泉俊昭　編/文 金の星社

225 1991 　夏 ふしぎなタオルのなぞ 鈴木喜代春 国土社

224 1991 　夏 アライグマ又三郎 畑山博 講談社

223 1991 　夏 リトル・カーのぼうけん Ｌ・バーグ 大日本図書

222 1990 　冬 わんぱくリトルノーズ Ｊ・グラント 大日本図書

221 1990 　冬 身がわり王子と大どろぼう フライシュマン 偕成社

220 1990 　冬 火の玉とゆうれいの正体をさぐれ 鈴木喜代春 国土社

219 1990 　冬 ７人のおかしな妖怪たち たかしよいち 理論社

218 1990 　冬 テンはロッジのお客さん 今井万岐子 あかね書房

217 1990 　冬 テストどろぼう、犯人はだれだ？ 松本聰美 ポプラ社

216 1990 　冬 アニメ版　チロヌップのきつね 高橋宏幸 金の星社

215 1990 　冬 三塁打だよ、かぎばあさん 手島悠介 岩崎書店

214 1990 　夏 へんてこな一週間 山中恒 金の星社

213 1990 　夏 アオバナ追跡ごっこ 丘修三 小峰書店

212 1990 　夏 石あたま！恐竜パキケファロサウルス たかしよいち 国土社

211 1990 　夏 ロビンソンおじさん 今村葦子 講談社

210 1990 　夏　 さよならいじめられっ子 溝井英雄 大日本図書

209 1990 　夏 七人のゆかいな大どろぼう たかしよいち 理論社

208 1990 　夏 空とぶかいぞくせん 寺村輝夫 あかね書房

207 1989   冬 ほんとのおばけがやってきた リンドクヴィスト 岩崎書店
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206 1989 　冬 いつか、おかあさんを追いこす日 安藤美紀夫 小峰書店

205 1989   冬 また、風になろうね 中島信子 国土社

204 1989   冬 転校生のふしぎなペンダント 鈴木清子 ポプラ社

203 1989 　冬 ぼくの屋上にカンガルーがやってきた 近藤尚子 講談社

202 1989 　冬 マカロンだいすき カニンガム 大日本図書

201 1989 　冬 ケッコーけだらけおれどろだらけ 梅田俊作・桂子 あかね書房

200 1989  　夏 しゃっくり百万べん 矢玉四郎 偕成社

199 1989 　夏 もじゃもじゃあたまのかいぞくたち Ｍ・レティッヒ 金の星社

198 1989 　夏 ぬすまれたパンダのひみつ 神鳥統夫 国土社

197 1989 　夏 忍者コマル　コロッケだけはやめられない 田中成和 ポプラ社

196 1989 　夏 天国へいったサーブ 手島悠介 講談社

195 1989 　夏 ともだちは緑のにおい 工藤直子 理論社

194 1989 　夏 ねこねこ大行進 砂田弘 あかね書房

193 1988   冬 きえろなきむしソーセージ Ｇ・メブス 国土社

192 1988 　冬 おにいちゃんのヒミツは一日３００えん 赤木由子 ポプラ社

191 1988 　冬 おばあちゃんとあたし Ａ・ブレーガー 講談社

190 1988   冬 新版・きつねみちは天のみち あまんきみこ 大日本図書

189 1988 　冬 花咲き山ものがたり 斎藤隆介 理論社

188 1988 　冬 ユッコとヨリコとノラ犬ワンくん 芳川幸造 岩崎書店

187 1988 　冬 走れ！車いすの犬「花子」 坂井ひろ子 偕成社

186 1988 　夏 お楽しみ会はお化けでいこう ひしいのりこ 小峰書店

185 1988 　夏 バーティーとなかよしゆうれい キャサリン・セフトン 国土社

184 1988 　夏 ドルオーテ　－はつかねずみは異星人ー 斉藤洋 講談社

183 1988 　夏 チョコレート戦争 大石真 理論社

182 1988 　夏 真夏のランナー 飯田栄彦 あかね書房

181 1988 　夏 ぼくときどきぶた 矢玉四郎 岩崎書店

180 1988 　夏 ゆうれいママ危機いっぱつ！ 堀直子 偕成社

179 1988 　夏 空とぶ大どろぼう・空気売ります！ 渋谷重夫 金の星社

178 1987 　冬 いないいない、いない 大野允子 国土社

177 1987 　冬 ひとりぼっちのコロ 朝海さちこ ポプラ社

176 1987 　冬 わらいじょうごのお姫さま G　・ロダーリ 大日本図書

175 1987 　冬 にせもののかぎばあさん 手島悠介 岩崎書店

174 1987 　冬 学校ウサギをつかまえろ 岡田淳 偕成社

173 1987 　冬 先生たいへん事件です 岸武雄 金の星社

172 1987 　冬 ぼくら三人原始ゴリラ 赤木由子 小峰書店

171 1987 　夏 おしゃまな宿題かんとくがかり 高井節子 ポプラ社

170 1987 　夏 わたし、五等になりたい！ 岸川悦子 大日本図書

169 1987 　夏 まほうつかいのチョモチョモ 寺村輝夫 理論社

168 1987 　夏 おーい、ざしきぼっこ！ 浜野卓也 あかね書房

167 1987 　夏 ネコがパンツをはいたなら いわままりこ 岩崎書店

166 1987 　夏 日曜日は魔女びより 竹田まゆみ 小峰書店

165 1987 夏 かいぞくノンとかいぞくドン 吉田仁子 国土社

164 1986 冬 めいたんていスキーに行く Ｍ・Ｂ・クリスチャン 大日本図書

163 1986 冬 白鳥のふたごものがたり いぬいとみこ 理論社

162 1986 冬 いたずらラッコのロッコ 神沢利子 あかね書房

161 1986 冬 かぎばあさんアメリカへいく 手島悠介 岩崎書店

160 1986 冬 ぼくら三人天才だまし 赤木由子 小峰書店

159 1986 冬 おばあちゃん星みいつけた 日野多香子 国土社

158 1986 冬 オタスケ事務所・本日開店！ 井口直子 講談社

157 1986 夏 おねがい！明日を 手島悠介 講談社
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156 1986 夏 親カバ子カバカバダバダ 森山京 あかね書房

155 1986 夏 ねこにかかったでんわ 星谷仁 岩崎書店

154 1986 夏 空にむかってうて 征矢清 偕成社

153 1986 夏 こまった神さま大さくせん 那須正幹 小峰書店

152 1986 夏 あやしいＵＦＯのなぞ Ｄ・Ａ・アドラー 国土社

151 1986 夏 わたしのママへ・・・　　さやか10歳の日記 沢井いづみ ポプラ社

150 1985 冬 だから、ぼくは強いクマなんだ Ｉ・コルシュノウ 大日本図書

149 1985 冬 海のコウモリ 山下明生 理論社

148 1985 冬 おとうさんけらいになってあげる 西本鶏介 あかね書房

147 1985 冬 きょうりゅうが学校にやってきた Ａ・フォーサイス 金の星社

146 1985 冬 いたずら子ラッコ　　－チャチャとコウタロウー 岡野薫子 小峰書店

145 1985 冬 山のじいちゃんと動物たち 椋鳩十 ポプラ社

144 1985 冬 青と金色のつばさ 立原えりか 講談社

143 1985 夏 まんだくんとマンガキン 矢玉四郎 岩崎書店

142 1985 夏 おとうさんのおんぶ 宮川ひろ 偕成社

141 1985 夏 とべ、ぼくの鳩よ 下嶋哲朗 金の星社

140 1985 夏 ぼうけんをしたシマリスプル たかはしけん 小峰書店

139 1985 夏 ぬすまれたダイヤのなぞ ディビッド・アドラー 国土社

138 1985 夏 ガッツとおさげの転校生 間所ひさこ ポプラ社

137 1985 夏 そらおせ！おやねこ子ねこ 田辺みゆき 講談社

136 1985 夏 誕生日の青い自転車 Ａ・ホルム 大日本図書

135 1984 冬 ねこっ原のぶちねこ 征矢清 あかね書房

134 1984 冬 まってました、転校生！ 布勢博一 金の星社

133 1984 冬 こんにちはＵＦＯ さとうまきこ 小峰書店

132 1984 冬 のらねこムチャラの黒い夢 しかたしん 国土社

131 1984 冬 金色の足あと 椋鳩十 ポプラ社

130 1984 冬 ひとりぼっちの砂時計 中島信子 大日本図書

129 1984 夏 ずっこけはつめいクラマはかせのなぜ 山中恒 偕成社

128 1984 夏 ぼくがサムライになった日 北村けんじ 金の星社

127 1984 夏 さよならキタキツネ 高橋健 小峰書店

126 1984 夏 ボルペニーおじさんのいっちょやってみよう Ｊ・バウカー 国土社

125 1984 夏 がんばれ！盲導犬サーブ 手島悠介 講談社

124 1984 夏 くじらをすきになった潜水艦 Ｍ・アルジッリ 大日本図書

123 1984 夏 はだしで走れ 灰谷健次郎 理論社

122 1984 夏 さくら子といおじいさん 今西祐行 あかね書房

121 1983 冬 机の中のひみつ 河野貴子 偕成社

120 1983 冬 クリーキーと９わの子どもたち Ａ．シュタイナー 金の星社

119 1983 冬 おてんばとも子とライオン先生 大谷正紀 国土社

118 1983 冬 おねしょ消防隊 那須正幹 ポプラ社

117 1983 冬 海賊の大ﾊﾟｰﾃｨ Ｍ．マヘイ 大日本図書

116 1983 冬 よわむしおばけとサンタクロース わたなべめぐみ 理論社

115 1983 冬 魔神島の秘密 やなせたかし あかね書房

114 1983 夏 がんばれクリーキー Ａ．シュタイナー 金の星社

113 1983 夏 小海女のふきちゃん 北村けんじ 小峰書店

112 1983 夏 手すきの卒業証書 赤座憲久 国土社

111 1983 夏 かれ草色の風をありがとう 伊沢由美子 講談社

110 1983 夏 対馬丸ーさよなら沖縄ー 大城立裕 理論社

109 1983 夏 ちいちゃんのかげおくり あまんきみこ あかね書房

108 1983 夏 さいならヘイちゃん 中島ヒロ子 岩崎書店

107 1982 冬 エゾリスのヌップ 高橋健 小峰書店
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106 1982 冬 小さいおかあさん 宮川ひろ ポプラ社

105 1982 冬 とべ、ぼくのつばくろ・さんぼ そややすこ 大日本図書

104 1982 冬 ヤンボウ　ニンボウ　トンボウ１ 飯沢匡 理論社

103 1982 冬 ももの木アパート青い風 広瀬寿子 あかね書房

102 1982 冬 先生はおちこぼれ 肥田美代子 偕成社

101 1982 夏 まる池のひみつ 生源寺美子 国土社

100 1982 夏 あんﾊﾟﾝ１１０番 槻野けい 講談社

99 1982 夏 みどりの魔法の城 Ｌ．ボストン 大日本図書

98 1982 夏 王さまレストラン 寺村輝夫 理論社

97 1982 夏 きえた火星ロボット 中尾明 岩崎書店

96 1982 夏 かもめ団地の三振王 国松俊英 偕成社

95 1982 夏 先生たいへん事件です 岸武雄 金の星社

94 1982 夏 おしゃべりねこ大かつやく 森山京 小峰書店

93 1981 冬 うみがめ丸漂流記 庄野英二 ポプラ社

92 1981 冬 きつねっ子先生 池原はな 講談社

91 1981 冬 きみはダックス先生がきらいか 灰谷健次郎 大日本図書

90 1981 冬 プゥ１等あげます 灰谷健次郎 理論社

89 1981 冬 おとうさんのつうしんぼ 宮川ひろ 偕成社

88 1981 冬 おかあさんがいっぱい 東君平 金の星社

87 1981 冬 さなえちゃんの金魚すくい 皿海達哉 国土社

86 1981 夏 利根川 佐島群已 講談社

85 1981 夏 チョウとアリのいそっぷ 蛭川憲男 大日本図書

84 1981 夏 北極のムーシカミーシカ いぬいとみこ 理論社

83 1981 夏 はれときどきぶた 矢玉四郎 岩崎書店

82 1981 夏 フー子とママのふたり 福沢美和 偕成社

81 1981 夏 ケヤキの下に本日開店です 宮川ひろ 金の星社

80 1981 夏 ひろしまのピカ 丸木俊 小峰書店

79 1980 冬 雪の花のひらく音 角田光男 大日本図書

78 1980 冬 まぼろしのカエル Ｅ・Ｗ・ヒルディック あかね書房

77 1980 冬 ナミの海をかえして 吉村証子 岩崎書店

76 1980 冬 カモシカチームにあつまれ 小宮山佳 金の星社

75 1980 冬 かっぱの目は星の色 菊池敬一 小峰書店

74 1980 冬 エーミールと大どろぼう Ａ・リンドグレーン 講談社

73 1980 冬 Ａ・Ｈ博士のふしぎな時計 伊東信 ポプラ社

72 1980 夏 のこされたゴン助さま 藤田博保 大日本図書

71 1980 夏 絵本・東京大空襲 早乙女勝元 理論社

70 1980 夏 小さな船長の大ぼうけん Ｐ・ビーゲル あかね書房

69 1980 夏 こんや円盤がやってくる 福島正実 岩崎書店

68 1980 夏 埼玉県の民話 日本児童文学者協会編 偕成社

67 1980 夏 ミリ子は泣かない 吉村輝夫 金の星社

66 1980 夏 山と川のようかい 民話の研究会編 ポプラ社

65 1979 冬 かおるのたからもの 征矢清 あかね書房

64 1979 冬 つうしんぼのない学校 おかもとよしこ 岩崎書店

63 1979 冬 やくそくの赤いビー玉 赤木由子 金の星社

62 1979 冬 鬼がクスクスわらってる 赤木由子 小峰書店

61 1979 冬 なきむし魔女先生 浅川じゅん 講談社

60 1979 冬 かもめ分校は大さわぎ 後藤竜二 ポプラ社

59 1979 夏 少年ツイガのぼうけん しかたしん 岩崎書店

58 1979 夏 がんばれクリーキー Ａ・シュタイナー 金の星社

57 1979 夏 仙人になったカン先生 柴田道子 国土社
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56 1979 夏 ぼくは小さなサメ博士 矢野憲一 講談社

55 1979 夏 まぬけなおばけ 民話の研究会編 ポプラ社

54 1979 夏 こんなことできる？やってごらん 折井英治 大日本図書

53 1979 夏 おねえさんといっしょ 筒井敬介 理論社

52 1978 冬 チョコレート戦争 大石真 理論社

51 1978 冬 ふしぎなカセットテープ 生源寺美子 ポプラ社

50 1978 冬 とんでけしゅくだい虫 高井省司 講談社

49 1978 冬 かじやの鬼コ 北畠八穂 国土社

48 1978 冬 キタキツネのチロン 高橋健 小峰書店

47 1978 冬 ふえふきとうげ 谷真介 金の星社

46 1978 夏 ゆめみるカネじいさん 上崎美恵子 理論社

45 1978 夏 口の中の戦争 落合靖一 大日本図書

44 1978 夏 このいぬをさがしてください 遠藤寛子 講談社

43 1978 夏 走れあまんじゃく しかたしん 国土社

42 1978 夏 手紙のなかの一学期 高橋道子 偕成社

41 1978 夏 こんや円盤がやってくる 福島正実 岩崎書店

40 1978 夏 ひとりぼっちの動物園 灰谷健次郎 あかね書房

39 1977 冬 王さまめいたんてい 寺村輝夫 理論社

38 1977 冬 三つ子のおねえちゃん 菊池澄子 ポプラ社

37 1977 冬 かあさんの歌 山下夕美子 大日本図書

36 1977 冬 ドンが見た風の鳥 北村けんじ 小峰書店

35 1977 冬 ちいさなビーバーと友だち Ｋ・レヒアイス 金の星社

34 1977 冬 おてんばショコちゃん 川村たかし 偕成社

33 1977 冬 巨人アレックスのぼうけん Ｆ・ハーマン あかね書房

32 1977 夏 ぼくは魔法学校三年生 佐藤さとる 大日本図書

31 1977 夏 やでもか女医先生 鶴見正夫 国土社

30 1977 夏 ふしぎな石と魚の島 椋鳩十 ポプラ社

29 1977 夏 海からきた少女 立原えりか ポプラ社

28 1977 夏 また七ぎつね自転車にのる 小暮正夫 小峰書店

27 1977 夏 ホタルとぶ 沖井千代子 講談社

26 1977 夏 子ねずみラルフ第二のぼうけん Ｂ・クリアリー あかね書房

25 1976 冬 でてきたドジマサ 山中恒 大日本図書

24 1976 冬 ヘムロック山のくま デルグレーシュ 福音館書店

23 1976 冬 四年三組のはた 宮川ひろ 偕成社

22 1976 冬 なむくしゃら信平どん 寺村輝夫 講談社

21 1976 冬 はばたけ流星 福川祐司 金の星社

20 1976 冬 ペンギンロトのぼうけん しかたしん 小峰書店

19 1976 夏 ひびけおにだいこ 角田光男 国土社

18 1976 夏 アシナガバチ 小川宏 あかね書房

17 1976 夏 ミリ子は負けない 寺村輝夫 金の星社

16 1976 夏 アジアの昔話2 アジア地域共同出版計画編集委員会編 福音館書店

15 1976 夏 アイスクリームのてんぷら 折井英治 大日本図書

14 1976 夏 わたしがふたりいた話 手島悠介 講談社

13 1976 夏 がき大将と18人 菅原道彦 ポプラ社

12 1975 冬 雪わたり 宮沢賢治 福音館書店

11 1975 冬 小さな赤いめんどり Ａ・アトリー 大日本図書

10 1975 冬 片耳の大シカ 椋鳩十 ポプラ社

9 1975 冬 モグラ原っぱのなかまたち 古田足日 あかね書房

8 1975 冬 あし船ラー号の大冒険 加藤秀俊 講談社

7 1975 冬 ゆうれいがそだてた子 大石真 小峰書店
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6 1975 冬 おかあさんＳＯＳ 竹崎有斐 金の星社

5 1975 夏 ミス3年2組のたんじょう会 大石真 偕成社

4 1975 夏 シラサギの森 田中徳太郎 あかね書房

3 1975 夏 サンゴしょうに飛び出せ 一色次郎 金の星社

2 1975 夏 パパとやきいも 代田昇 岩崎書店

1 1975 夏 メダカの歌 水上美佐雄 ポプラ社
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