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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

562 2021 冬 ぼくのまつり縫い　手芸男子とカワイイ後輩 神戸遥真 偕成社

561 2021 冬 ろくぶんの、ナナ 林けんじろう 岩崎書店

560 2021 冬 チェリーシュリンプ　わたしは、わたし ファン・ヨンミ、吉原育子 金の星社

599 2021 冬 あしたのことば 森絵都 小峰書店

598 2021 冬 七不思議神社　白い影を追え 緑川聖司 あかね書房

597 2021 冬 わたしの気になるあの子 朝比奈蓉子 ポプラ社

596 2021 冬 夜明けをつれてくる犬 吉田桃子 講談社

595 2021 夏 つなげ！アヒルのバトン 麦野圭 文研出版

594 2021 夏 雷のあとに 中山聖子 文研出版

593 2021 夏 科学でナゾとき！　わらう人体模型事件 あさだりん 偕成社

592 2021 夏 感染爆発　見えざる敵＝ウイルスに挑む デイビット・ゲッツ、西村秀一 金の星社

591 2021 夏 夏休みに、ぼくが図書館で見つけたもの 濱野京子 あかね書房

590 2021 夏 ライラックのワンピース 小川雅子 ポプラ社

589 2021 夏 保健室経由、かねやま本館。 松素めぐり 講談社

588 2020 冬  故郷の味は海をこえて「難民」として日本に生きる 安田菜津紀、認定NPO法人難民支援協会 ポプラ社

587 2020 冬  七不思議神社森に消えた宝 緑川聖司 あかね書房

586 2020 冬 蝶の羽ばたき、その先へ 森埜こみち 小峰書店

585 2020 冬 赤はな先生に会いたい！ 副島賢和 金の星社

584 2020 冬  災害救助犬じゃがいも１１回の挑戦－あきらめない！ 山口常夫 岩崎書店

583 2020 冬  まっしょうめん！胴を打つ勇気 あさだりん 偕成社

582 2020 冬 友だちをやめた二人 今井福子 文研出版

581 2020 夏  あやかしの保健室学校のジバクレイ 染谷果子 小峰書店

580 2020 夏 昔はおれと同い年だった田中さんとの友情 椰月美智子 小峰書店

579 2020 夏 占い屋敷と消えた夢ノート 西村友里 金の星社

578 2020 夏 またね、かならず 草野たき 岩崎書店

577 2020 夏 おれんち、動物病院 山口理 文研出版

576 2020 夏 あした、また学校で 工藤純子 講談社

575 2020 夏  龍之介先生、走る！熊本地震で人とペットを救った動物病院 片野ゆか ポプラ社

574 2019 冬 ビター・ステップ 高田由紀子 ポプラ社

573 2019 冬 手紙　ふたりの奇跡 福田隆浩 講談社

572 2019 冬 災害にあったペットを救え　 高橋うらら 小峰書店

571 2019 冬 クローンドッグ 今西乃子 金の星社

570 2019 冬 こちら妖怪お悩み相談室 清水温子 岩崎書店

569 2019 冬 さよなら、ぼくらの千代商店 中山聖子 岩崎書店

568 2019 冬 まっしょうめん！　小手までの距離 あさだりん 偕成社

567 2019 夏  みんなちがって、それでいいパラ陸上から私が教わったこと 宮崎恵理 ポプラ社

566 2019 夏 僕は上手にしゃべれない 椎野直弥 ポプラ社

565 2019 夏 バアちゃんと、とびっきりの三日間 三輪裕子 あかね書房

564 2019 夏 星を見あげたふたりの夏 シンシア・ロード、吉井知代子 あかね書房

563 2019 夏 救助犬エリーの物語 Ｗ・ブルース・キャメロン、西本かおる 小峰書店

562 2019 夏 まっしょうめん！ あさだりん 偕成社

561 2019 夏 ビワイチ！　自転車で琵琶湖一周 横山充男 文研出版

560 2018 冬 髪がつなぐ物語 別司芳子 文研出版

559 2018 冬 となりの火星人 工藤純子 講談社

558 2018 冬 ぼくたち負け組クラブ アンドリュー・クレメンツ、田中奈津子 講談社

557 2018 冬 珍獣ドクターのドタバタ診察日記 動物の命に「まった」なし！ 田向健一 ポプラ社

556 2018 冬 シロクマが家にやってきた！ マリア・ファラー、ダニエル・リエリー、杉本詠美 あかね書房

555 2018 冬 いつも心の中に 小手鞠るい 金の星社

554 2018 冬 めざせ！災害救助犬 被災犬「じゃがいも」の挑戦 山口常夫 岩崎書店

553 2018 夏 ダニーの学校大革命 ラッシェル・オスファテール、ダニエル遠藤みのり、風川恭子 文研出版
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年度 夏冬 書名 著者名 出版社

552 2018 夏 マイナス・ヒーロー 落合由佳 講談社

551 2018 夏 青いスタートライン 高田由紀子 ポプラ社

550 2018 夏 ビブリオバトルへ、ようこそ！ 濱野京子 あかね書房

549 2018 夏 妖怪道中三国志　炎の風吹け妖怪大戦 三田村信行 あかね書房

548 2018 夏 光をくれた犬たち盲導犬の一生 今西乃子 金の星社

547 2018 夏 幽霊ランナー 岡田潤 金の星社

546 2017 冬 森の石と空飛ぶ船 岡田淳 偕成社

545 2017 冬 グッドジョブガールズ 草野たき ポプラ社

544 2017 冬 宿題ロボット、ひろったんですけど トーマス・クリストス、もりうちすみこ あかね書房

543 2017 冬 妖怪道中三国志　幻影の町から大脱出 三田村信行 あかね書房

542 2017 冬 狐霊の檻 廣嶋玲子 小峰書店

541 2017 冬 不可能とは、可能性だ　パラリンピック金メダリスト　新田佳浩の挑戦 笹井恵里子 金の星社

540 2017 冬 ナンシー探偵事務所　呪いの幽霊屋敷 小路すず 岩崎書店

539 2017 夏 捨て犬・未来、天国へのメッセージ 今西乃子 岩崎書店

538 2017 夏 きかせたがりやの魔女 岡田淳 偕成社

537 2017 夏 五七五の夏 万乃華れん 文研出版

536 2017 夏 ぼくが消えないうちに Ａ．Ｆ．ハロルド、エミリー・グラヴェット、こだまともこ ポプラ社

535 2017 夏 流れ星キャンプ 嘉成晴香 あかね書房

534 2017 夏 真田十勇士　外伝　忍び里の兄弟 小前亮 小峰書店

533 2017 夏 学校犬バディが教えてくれたこと 吉田太郎 金の星社

532 2016 冬  １００グラムのいのちペットを殺処分から救う奇跡の手 太田京子 岩崎書店

531 2016 冬  歴史探偵アン＆リック壇ノ浦に消えた剣 小森香折 偕成社

530 2016 冬 チポロ 菅野雪虫 講談社

529 2016 冬 てんからどどん 魚住直子 ポプラ社

528 2016 冬  妖怪道中三国志壁画にひそむ罠 三田村信行 あかね書房

527 2016 冬  真田十勇士１　参上、猿飛佐助 小前亮 小峰書店

526 2016 冬 なみだの穴 まはら三桃 小峰書店

525 2016 夏 風のヒルクライム 加部鈴子 岩崎書店

524 2016 夏 シノダ！夏休みの秘密の友だち 富安陽子 偕成社

523 2016 夏 タイムストーリー 3日間の物語 日本児童文学者協会 偕成社

522 2016 夏 100年後の水を守る　～水ジャーナリストの20年～ 橋本淳司 文研出版

521 2016 夏 幽霊魚 福田隆浩 講談社

520 2016 夏 お願い！フェアリー　ゴーゴー！お仕事体験 みずのまい ポプラ社

519 2016 夏 妖怪道中三国志　奪われた予言書 三田村信行 あかね書房

518 2015 冬 ひらめきちゃん 中松まるは あかね書房

517 2015 冬 図書室のふしぎな出会い 小原麻由美 文研出版

516 2015 冬 空へ いとうみく 小峰書店

515 2015 冬 捨て犬･未来、命の約束 今西乃子 岩崎書店

514 2015 冬 渋谷ギャル店員　ひとりではじめたアフリカボランティア 栗山さやか 金の星社

513 2015 冬 シロガラス１　パワー・ストーン 佐藤多佳子 偕成社

512 2015 冬 ウォルト・ディズニー 中祥人、星井博文 ポプラ社

511 2015 夏 ぼくらのコブラ記念日 宗田　理 ポプラ社

510 2015 夏 しあわせな動物園 井上夕香 国土社

509 2015 夏 魔法がくれた時間 トビー・フォワード、浜田かつこ 金の星社

508 2015 夏 捨て犬･未来と捨てネコ･未来 今西乃子 岩崎書店

507 2015 夏 ロード　キャンピングカーは北へ 山口理 文研出版

506 2015 夏 歴史探偵アン＆リック　里美家の宝をさがせ！ 小森香折 偕成社

505 2015 夏 妖怪道中膝栗毛　旅の終わりは妖怪ワールド 三田村信行 あかね書房

504 2014 冬 ラスト・スパート 横山充男 あかね書房

503 2014 冬 妖怪道中膝栗毛　時空をこえて魔境マジック 三田村信行 あかね書房

502 2014 冬 焼き上がり５分前！ 星はいり ポプラ社
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年度 夏冬 書名 著者名 出版社

501 2014 冬 ストグレ！ 小川智子 講談社

500 2014 冬 てのひら咲いた 別司芳子 文研出版

499 2014 冬 風になった名犬チロリ　余命３カ月・いのちの記録 大木トオル 岩崎書店

498 2014 冬 旅するウサギ 竹下文子 小峰書店

497 2014 夏 ３人のパパとぼくたちの夏 井上林子 講談社

496 2014 夏 進め！サムライブルー　サッカー日本代表　感動の20年ヒストリー 林壮一 講談社

495 2014 夏 狛犬の佐助 伊藤遊 ポプラ社

494 2014 夏 ひみつの花便り 田村理江 国土社

493 2014 夏 さくら　原発被災地にのこされた犬たち 馬場国敏 金の星社

492 2014 夏 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋玲子 偕成社

491 2014 夏 妖怪道中膝栗毛　夜の迷路で妖怪パニック 三田村信行 あかね書房

490 2013 冬 教室　消えない虹 真田コジマ 金の星社

489 2013 冬 いのちをつなぐ　セライードッグをめざす被災地の犬たち 大木トオル 岩崎書店

488 2013 冬 夜の小学校で 岡田　淳 偕成社

487 2013 冬 ロボット魔法部はじめます 中松まるは あかね書房

486 2013 冬 ふたつの月の物語 富安陽子 講談社

485 2013 冬 コクハク大パニック！　お願い！フェアリー みずのまい ポプラ社

484 2013 冬 ブンダバーと会ったなら くぼしまりお ポプラ社

483 2013 夏 ぼくらの秘密結社 宗田　理 ポプラ社

482 2013 夏 戦争を取材する　子どもたちは何を体験したのか 山本美香 講談社

481 2013 夏 妖怪道中膝栗毛　船で空飛ぶ妖怪クルーズ 三田村信行 あかね書房

480 2013 夏 夜の学校 田村理江 文研出版

479 2013 夏 捨て犬・未来　命のメッセージ　東日本大震災・犬たちが避難した学校 今西乃子　浜田一男 岩崎書店

478 2013 夏 トモダチックリの守り人　希望をかなえる実 吉富多美 金の星社

477 2013 夏 １１号室のひみつ ヘザー・ダイヤー 小峰書店

476 2012 冬 東京スカイツリーの秘密 瀧井宏臣 講談社

475 2012 冬 旅はみちづれ地獄ツアー　妖怪道中膝栗毛 三田村信行 あかね書房

474 2012 冬 吸血鬼の牙　ホラー横丁13番地① トミー・ドンババンド 偕成社

473 2012 冬 あいたい 光丘真理 文研出版

472 2012 冬 名犬チロリ　日本初のセラピードックになった捨て犬の物語 大木トオル 岩崎書店

471 2012 冬 車いすバスケで夢を駆けろ 京谷和幸 金の星社

470 2012 冬 ローゼンヒルのばら姫　見習いプリンセスポーリーン 円山夢久 国土社

469 2012 夏 妖怪道中膝栗毛 　よろずトラブル妖怪におまかせ 三田村信行 あかね書房

468 2012 夏 シノダ！ 　キツネたちの宮へ 富安陽子 偕成社

467 2012 夏 あの時間に、クスノキの上で 中尾三十里 文研出版

466 2012 夏 モーツァルトはおことわり マイケル・モーパーゴ　マイケル・フォアマン 岩崎書店

465 2012 夏 捨て犬・未来と子犬のマーチ　もう、安心していいんだよ 今西乃子 岩崎書店

464 2012 夏 秘密のゴンズイクラブ 広瀬寿子 国土社

463 2012 夏 秘密のスイーツ はやしまりこ ポプラ社

462 2011 冬 イーゲル号航海記３　女王と一角獣の都 斉藤洋 偕成社

461 2011 冬 クルーの空 熊谷千世子 文研出版

460 2011 冬 いつもトンボとにらめっこ　田んぼに赤いなぞを追う 谷本雄治 岩崎書店

459 2011 冬 ＮＨＫスポーツ大陸　石川遼・福原愛・高橋大輔 ＮＨＫ「スポーツ大陸」制作班 金の星社

458 2011 冬 ミクロ家出の夜に 金治直美 国土社

457 2011 冬 ピアノはともだち　奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密 こうやまのりお 講談社

456 2011 冬 旅のはじまりはタイムスリップ　妖怪道中膝栗毛 １ 三田村信行 あかね書房

455 2011 夏 １１をさがして パトリシア・ライリー・ギフ 文研出版

454 2011 夏 まぼろしの大陸へ　白瀬中尉南極探検物語 池田まき子 岩崎書店

453 2011 夏 マック動物病院ボランティア日誌　セラピー犬からのおくりもの ローリー・ハルツ・アンダーソン 金の星社

452 2011 夏 ぼくの夏休み革命 つつもととしえ 国土社

451 2011 夏 ぼくらの奇跡の七日間 宗田　理 ポプラ社
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年度 夏冬 書名 著者名 出版社

450 2011 夏 きみは怪物を見たか 中村　計 講談社

449 2011 夏 シゲコ 菅　聖子 偕成社

448 2010 冬 ぼくは恐竜造形家　夢を仕事に 荒木一成 岩崎書店

447 2010 冬 百年の蝶 深月ともみ 岩崎書店

446 2010 冬 マック動物病院ボランティア日誌　逃げおくれた猫を救え ローリー・ハルツ・アンダーソン 金の星社

445 2010 冬 誰かがうしろに 新美てるこ 金の星社

444 2010 冬 山人奇談録 六条仁真 国土社

443 2010 冬 雪だるまの雪子ちゃん 絵國香織 偕成社

442 2010 冬 思い出のマーシュフィールド ラルフ・フレッチャー 文研出版

441 2010 夏 しあわせのバトンタッチ　障がいを負った犬・未来、学校へ行く 今西乃子 岩崎書店

440 2010 夏 シャチのラビ―ママになる　日本発！水族館生まれ３世誕生まで 井上こみち 国土社

439 2010 夏 地球の真ん中わたしの島 杉本りえ ポプラ社

438 2010 夏 恐竜がくれた夏休み はやみねかおる 講談社

437 2010 夏 想魔のいる街 たからしげる あかね書房

436 2010 夏 チンパンジーはいつか人間になるの？　おどろき動物進化学 熊谷さとし 偕成社

435 2010 夏 ああ保戸島国民学校 小林しげる 文研出版

434 2009 冬 命の教室 池田まき子 岩崎書店

433 2009 冬 ドリーム・ギバー ロイス・ローリー 金の星社

432 2009 冬 キャットとアラバスターの石 ケイト・ソーンダズ 小峰書店

431 2009 冬 野犬物語　戸川幸夫動物物語 戸川幸夫 国土社

430 2009 冬 ナニワのMANZAIプリンセス 荒井寛子 ポプラ社

429 2009 冬 花ざかりの家の魔女 河原潤子 あかね書房

428 2009 冬 流れ行く者　守り人短編集 上橋菜穂子 偕成社

427 2009 夏 こはく色の目 R・ランゲベック 文研出版

426 2009 夏 わたしは海獣のお医者さん 勝俣悦子 岩崎書店

425 2009 夏 チェンジング 吉富多美 金の星社

424 2009 夏 七草小屋のふしぎな写真集 島村木綿子 国土社

423 2009 夏 走れUMI 篠原勝之 講談社

422 2009 夏 チャンプ　風になって走れ！ M・S・ジョーンズ あかね書房

421 2009 夏 漂泊の王の伝説 R・G・ガルシア 偕成社

420 2008 冬 星空へようこそ 横山充男 文研出版

419 2008 冬 わたし、獣医になります！　アメリカ動物病院記 井上夕香 ポプラ社

418 2008 冬 青いチューリップ、永遠に 新藤悦子 講談社

417 2008 冬 イサナ　龍宮の闘いへ たつみや章 講談社

416 2008 冬 頭のうちどころが悪かった熊の話 安東みきえ 理論社

415 2008 冬 空からおちてきた男 G・マコックラン 偕成社

414 2008 冬 夢をあきらめない　全盲のランナー・高橋勇市物語 池田まき子 岩崎書店

413 2008 夏 旅ねずみ 松居スーザン 金の星社

412 2008 夏 犬たちがくれた音　聴導犬誕生物語 高橋うらら 金の星社

411 2008 夏 耳の中のアブ ただのゆみこ 国土社

410 2008 夏 無愛想なアイドル 杉本りえ ポプラ社

409 2008 夏 カゼヲキル１　助走 増田明美 講談社

408 2008 夏 ベストフレンド　あたしと犬と！ 堀直子 あかね書房

407 2008 夏 鬼の市 鳥野美知子 岩崎書店

406 2007 冬 ヒューゴ・ペッパーとハートのコンパス ポール・スチュワート ポプラ社

405 2007 冬 MITSUKI　キラキラ、シテイタクテ 久保田里花 ポプラ社

404 2007 冬 風の館の物語① あさのあつこ 講談社

403 2007 冬 ぼくらは「コウモリ穴」をぬけて 広瀬寿子 あかね書房

402 2007 冬 夢の守り人 上橋菜穂子 偕成社

401 2007 冬 命のバトンタッチ 今西乃子 岩崎書店

400 2007 冬 龍のすむ森 竹内もと代 小峰書店

小学５、６年生4/12



埼玉県立久喜図書館
子ども読書支援センター作成

2022.2.1更新

年度 夏冬 書名 著者名 出版社

399 2006 夏 風のシャトル 山崎玲子 国土社

398 2006 夏 ファーガス・クレインと空飛ぶ鉄の馬 Ｐ・スチュワート ポプラ社

397 2006 夏 走れ、セナ！ 香坂直 講談社

396 2006 夏 谷本記者のむしむし通信 谷本雄治 あかね書房

395 2006 夏 子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津実 偕成社

394 2006 夏 TOKYOステーション・キッド 森下真理 小峰書店

393 2005 冬 あぶくアキラのあわの旅 いとうひろし 理論社

392 2005 冬 蒼路の旅人 上橋菜穂子 偕成社

391 2005 冬 クジラ　大海をめぐる巨人を追って 水口博也 金の星社

390 2005 冬 ぼくはジョシュア ジャン・マイケル 小峰書店

389 2005 冬 ゴリラに会いに行こう 阿部ちさと 国土社

388 2005 冬 うそつき大ちゃん 阿部夏丸 ポプラ社

387 2005 冬 トンでるカラス 梅田俊作　梅田佳子 ポプラ社

386 2005 夏 ねずみの騎士　デスペローの物語 ケイト・ディカミロ ポプラ社

385 2005 夏 ＨＯＯＴホー カール・ハイアセン 理論社

384 2005 夏 めざせ！秘密のコッパ島 白金ゆみこ あかね書房

383 2005 夏 盲導犬が日本に生まれた日 竹内恒之 偕成社

382 2005 夏 ニュースの現場で考える 池上彰 岩崎書店

381 2005 夏 時を飛ぶＵＦＯ　ペンションＵＦＯの怪事件 高橋克雄 金の星社

380 2005 夏 クロシオ小島のヤギをすくえ 漆原智良 国土社

379 2004 冬 西遊記１　天の巻 斉藤洋 理論社

378 2004 冬 こちらマガーク探偵団 Ｅ・W・ヒルディック あかね書房

377 2004 冬 ミミズ博士と生きている土 谷本雄治 偕成社

376 2004 冬 おっちゃんの長い夏休み 岸川悦子 金の星社

375 2004 冬 この素晴らしい世界に生まれて 福田隆浩 小峰書店

374 2004 冬 バックホーム 廣畑澄人 国土社

373 2004 冬 天使の翼 倉橋燿子 ポプラ社

372 2004 夏 ジェレミーとドラゴンの卵 ブルース・コウヴィル 講談社

371 2004 夏 ぼくは、ぼく。　不思議なチカラをもつ、ある犬の物語 大島まや 講談社

370 2004 夏 大ちゃん 星あかり 大日本図書

369 2004 夏 ハングマン・ゲーム ジュリア・ジャーマン 偕成社

368 2004 夏 ホバート アニタ・ブリッグス 金の星社

367 2004 夏 大地のめぐみ　土の力　大作戦 かこさとし 小峰書店

366 2004 夏 永遠の夏休み 折原みと ポプラ社

365 2003 冬 どうしてわかるきょうりゅうのすがた 工藤晃司 大日本図書

364 2003 冬 大空へ　ジョージとガンの王子 Ｊ・ラングトン あかね書房

363 2003 冬 空へつづく神話 富安陽子 偕成社

362 2003 冬 三日月ジョリー 竹下文子 岩崎書店

361 2003 冬 ひみつの小屋のマデリーフ フース・コイヤー 国土社

360 2003 冬 寿司屋の小太郎 佐川芳枝 ポプラ社

359 2003 冬 このすばらしい世界　ロバが語った宇宙飛行士の話 山口タオ 講談社

358 2003 夏 頭の大きなロボット 星新一 理論社

357 2003 夏 ポピーとライ アヴィ あかね書房

356 2003 夏 夢がかなう日 清水久美子 偕成社

355 2003 夏 リトル・ウィング 吉富多美 金の星社

354 2003 夏 リューンノールの庭 松本裕子 小峰書店

353 2003 夏 どこにでもある青い空 杉本りえ ポプラ社

352 2002 冬 ねむりウサギ 星新一 理論社

351 2002 冬 ベンガル虎の少年は・・・・・ 斉藤洋 あかね書房

350 2002 冬 ぼくらの心は国境を越えた 和田登 岩崎書店
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年度 夏冬 書名 著者名 出版社

349 2002 冬 おらは、岩木山になる！ 鈴木喜代春 国土社

348 2002 冬 父と娘の日本横断　　３００ｋｍ・自転車の旅 山口理 ポプラ社

347 2002 冬 こちら「ランドリー新聞」編集部 Ａ・クレメンツ 講談社

346 2002 冬 ｒｕｎ！ｒｕｎ！ｒｕｎ！（ラン！ラン！ラン！） 廣畑澄人 大日本図書

345 2002 夏 ジーク　　月のしずく日のしずく 斉藤洋 偕成社

344 2002 夏 幸せをはこぶ使者　　盲導犬からリタイア犬へ 日野多香子 岩崎書店

343 2002 夏 イソップ 青木和雄 金の星社

342 2002 夏 あの戦争のなかにぼくもいた 石浜みかる 国土社

341 2002 夏 翼のない天使たち 折原みと ポプラ社

340 2002 夏 ファミリー・ツリー Ｊ・ゴドウィン 講談社

339 2002 夏 土は地球のエアコンだ 塚本明美 大日本図書

338 2001 冬 葉の裏で冬を生きぬくチョウ 高柳芳恵 偕成社

337 2001 冬 ハードル　　真実と勇気の間で 青木和雄 金の星社

336 2001 冬 モンテ・クリスト伯 Ａ・デュマ 講談社

335 2001 冬 はかる！心から物の重さまで 大竹三郎 大日本図書

334 2001 冬 はじまりの樹の神話 岡田淳 理論社

333 2001 冬 へんな怪獣 星新一 理論社

332 2001 夏 国境をこえた子どもたち 今西乃子 あかね書房

331 2001 夏 白狐魔記　　蒙古の波 斉藤洋 偕成社

330 2001 夏 ルーム・ルーム Ｃ・ロドースキー 金の星社

329 2001 夏 海辺のペレットをさがして 大竹千代子 小峰書店

328 2001 夏 月夜野に 森下真理 国土社

327 2001 夏 生命の樹 江崎雪子 ポプラ社

326 2001 夏 漁師さんの森づくり 畠山重篤 講談社

325 2000 冬 大望遠鏡「すばる」誕生物語 小平桂一 金の星社

324 2000 冬 坂本竜馬　　飛べ！ペガスス 古川薫 小峰書店

323 2000 冬 盲導犬ボランティア物語 長谷島妙子 ポプラ社

322 2000 冬 合言葉はフリンドル Å・クレメンツ 講談社

321 2000 冬 やまさきしょうてんひとくちもなか 村中季衣 大日本図書

320 2000 冬 ポピー　　ミミズクの森をぬけて アヴィ あかね書房

319 2000 夏 タガメはなぜ卵をこわすのか？ 市川憲平 偕成社

318 2000 夏 シマが基地になった日－沖縄伊江島二度目の戦争－　 真鍋和子 金の星社

317 2000 夏 地震をしらべる 茅野一郎 小峰書店

316 2000 夏 バスカビル家の犬 大沢在昌・文　Ｃ・ドイル・原作 講談社

315 2000 夏 身勝手な飼い方をされるペットたち 本田三緒子 大日本図書

314 2000 夏 ミカ！ 伊藤たかみ 理論社

313 1999 冬 クレヨン色の川の町で 上條さなえ 岩崎書店

312 1999 冬 ベトナムの「子どもの家」 岡本文良 金の星社

311 1999 冬 チャリンコ・ライダー 浅野竜 国土社

310 1999 冬 「無言館」ものがたり 窪島誠一郎 講談社

309 1999 冬 ふるさとはヤギの島に 漆原智良 あかね書房

308 1999 冬 闇の守り人 上橋菜穂子 偕成社

307 1999 夏 イグアナくんのおじゃまな毎日 佐藤多佳子 偕成社

306 1999 夏 映画版　赤毛のアン モンゴメリ 金の星社

305 1999 夏 湖の世界をさぐる 西條八束・村上哲生 小峰書店

304 1999 夏 どうしたらへらせるかこの有害なダイオキシン 長崎武昭・鈴木康之 大日本図書

303 1999 夏 はるかニライ・カナイ 灰谷健次郎 理論社

302 1999 夏 なんでも相談ひきうけます 及川和男 岩崎書店

301 1998 冬 スクルッル谷のニッセ オーヴェ・ロスバック 金の星社

300 1998 冬 パーシーとアラビアの王子さま ウルフ・スタルク 小峰書店

299 1998 冬 悪魔の兵器・地雷 名倉睦夫 ポプラ社
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298 1998 冬 ぼく、とうふやの営業部長です 小川陽子 ポプラ社

297 1998 冬 アルマジロのしっぽ 岩瀬成子 あかね書房

296 1998 冬 草原の風になりたい 村尾靖子 岩崎書店

295 1998 冬 満月の夜古池で 坂東眞砂子 偕成社

294 1998 夏 あした月夜の庭で 中沢晶子 国土社

293 1998 夏 ゴリラを描きたくて 阿部知暁 ポプラ社

292 1998 夏 カチーナの石 戸井十月 講談社

291 1998 夏 コップの中の大火山 佐藤早苗 大日本図書

290 1998 夏 タートル・ストーリー 樋口千重子 理論社

289 1998 夏 レンゲ畑のまんなかで 富安陽子 あかね書房

288 1998 夏 友情の二つの花 手島悠介 岩崎書店

287 1997 冬 さんまロックンロール 上条さなえ 国土社

286 1997 冬 アイガモ家族 佐藤一美 ポプラ社

285 1997 冬 ぼくのフェラーリ 坂本純 講談社

284 1997 冬 ブルートレインでいこう！ 三輪裕子 あかね書房

283 1997 冬 犬になった少年 アラン・アルバーグ 偕成社

282 1997 冬 友だちは、いじめられっこ 日本児童文芸家協会・編著 金の星社

281 1997 夏 インカノミイラは黄金を見たか たかしよいち 国土社

280 1997 夏 犬はなぜ足をあげてオシッコをするのか 林良博 ポプラ社

279 1997 夏 ぼくらの、いきなり漂流記 菊池俊 講談社

278 1997 夏 上野動物園サル山物語 川口幸男 大日本図書

277 1997 夏 六年四組ズッコケ一家 山中恒 理論社

276 1997 夏 ハートボーイズ　いつか翔べる日 青木和雄 金の星社

275 1996 冬 アマゾンにかけた夢 藤崎泰夫 国土社

274 1996 冬 ズッコケ三人組の神様体験 那須正幹 ポプラ社

273 1996 冬 過去からとどいた手紙 和田登 岩崎書店

272 1996 冬 ひとりでいらっしゃい　　七つの怪談 斉藤洋 偕成社

271 1996 冬 超おもしろ環境クイズ Ｓ・スキッドモア 金の星社

270 1996 冬 チチカカ湖めざして 関野吉晴 小峰書店

269 1996 夏 四季の彩り　　秩父路の民話 市川栄一 さきたま出版会

268 1996 夏 よみがえれムサシトミヨ 川内松男 国土社

267 1996 夏 原爆ドームの祈り 長谷川敬 講談社

266 1996 夏 キャプテン・クックの動物たち 羽田節子 大日本図書

265 1996 夏 この船じごく行き 山中恒 理論社

264 1996 夏 グフグフグフフ 上野暸 あかね書房

263 1996 夏 リトルベアー　　小さなインディアンの秘密 リン・リードバンクス 小峰書店

262 1995 冬 おばあちゃん泣いて笑ってシャッターをきる 楠山忠之 ポプラ社

261 1995 冬 海賊の心臓 B・プルードラ 大日本図書

260 1995 冬 ふしぎな木の実の料理法 岡田淳 理論社

259 1995 冬 わたしたちの学校をなくさないで J・リンガード 金の星社

258 1995 冬 野の花ベロニカ 角田光男 小峰書店

257 1995 冬 石切り山の少年たち 橋尾信子 国土社

256 1995 夏 おれふぁんと 那須田淳 講談社

255 1995 夏 ぼくの象をかえして！ キャロル・キャリック 大日本図書

254 1995 夏 森へ帰ったラッちゃん 増田戻樹 あかね書房

253 1995 夏 土俵の鬼たち 岡本文良 金の星社

252 1995 夏 森の昆虫博士 松居友 小峰書店

251 1995 夏 ゆめ夢かいます 泉久恵 国土社

250 1994 冬 埼玉のむかしばなし（第二集） 小沢重雄 さきたま出版会

249 1994 冬 こげよブランコもっと高く ゆうきえみ 大日本図書

248 1994 冬 潜水海賊キャプテン・グック 斉藤洋 岩崎書店
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247 1994 冬 大おばさんの不思議なレシピ 柏葉幸子 偕成社

246 1994 冬 レーナ・マリヤ物語 レーナ・マリア 金の星社

245 1994 冬 風のふく青い星 ジャン・F・ソマン 小峰書店

244 1994 冬 ９００回のありがとう 綾野まさる ポプラ社

243 1994 夏 スペースマイマイあらわる！ ますだあきこ 講談社

242 1994 夏 難民少女ランちゃん 吹浦忠正 大日本図書

241 1994 夏 アニメ絵本　おばけ煙突のうた 早乙女勝元 理論社

240 1994 夏 ９月０日大冒険 さとうまきこ 偕成社

239 1994 夏 泥棒とよばれて J・ニードル 金の星社

238 1994 夏 ど真ん中、もう一球 馬場伸浩 ポプラ社

237 1993 冬 １８番目の大ピンチ Ｂ・バイアーズ あかね書房

236 1993 冬 ４０本のカーネーションにつつまれて 坂見紀子 偕成社

235 1993 冬 チョッちゃん物語 黒柳朝 金の星社

234 1993 冬 黒いチョウの秘密 中野幸隆 小峰書店

233 1993 冬 名取先生のおもしろゴミ授業 名取弘文 ポプラ社

232 1993 冬 さびしい犬 フィリス・レノルズ・ネイラー 講談社

231 1993 夏 ブレインストーム教授大あわて Ｎ．ハンター 大日本図書

230 1993 夏 テーオバルトの騎士道入門 斎藤洋 理論社

229 1993 夏 まもれ！物見山のオオタカ 鈴木伸 偕成社

228 1993 夏 ブーゲンビリアの咲く町で 山田もと 金の星社

227 1993 夏 ズッコケ三人組対怪盗Ｘ 那須正幹 ポプラ社

226 1993 夏 ぼくの・稲荷山戦記 たつみや章 講談社

225 1992 冬 麦原博士の犬語辞典 原田京子 岩崎書店

224 1992 冬 盲導犬カンナ　わたしと走って！ 坂井ひろ子 偕成社

223 1992 冬 ウエルカム！スカイブルーへ 金の星社

222 1992 冬 飛べよ！赤い翼 ごうどうちあき 小峰書店

221 1992 冬 夢のズッコケ修学旅行 那須正幹 ポプラ社

220 1992 冬 ふたりの星 ロイス＝ローニー 講談社

219 1992 夏 星モグラサンジの伝説 岡田淳 理論社

218 1992 夏 かごめかごめかごめがまわる 高田桂子 あかね書房

217 1992 夏 ロアー氏の休日 滝平加根 岩崎書店

216 1992 夏 ゴミから地球をかんがえる 石沢清史 偕成社

215 1992 夏 植村直己・地球冒険６２万キロ 岡本文良 金の星社

214 1992 夏 短針だけの時計 野本淳一 国土社

213 1992 夏 ぼくたちの９月マリーの１０月 新井教夫 大日本図書

212 1991 冬 ヘンショーさんへの手紙 Ｂ・クリアリー あかね書房

211 1991 冬 はるかなるクオン 澤田徳子 岩崎書店

210 1991 冬 先生は笑わせマン 大沢宏子・渡辺嘉孝 偕成社

209 1991 冬 心をつなぐ糸 武井照子 金の星社

208 1991 冬 花の館に 三輪裕子 講談社

207 1991 冬 星野くんの二塁打 吉田甲子太郎 大日本図書

206 1991 冬 吉野ヶ里・首なし人骨のなぞ たかしよいち 理論社

205 1991 夏 クヌギ林のザワザワ荘 富安陽子 あかね書房

204 1991 夏 人と動物たちのふれあい 戸川幸夫 金の星社

203 1991 夏 マンモス少年ヤム 高崎広幸 小峰書店

202 1991 夏 ズッコケ山岳救助隊 那須正幹 ポプラ社

201 1991 夏 あした、億万長者 ルイーズ・フィッツヒュー 講談社

200 1991 夏 ともだちは海のにおい 工藤直子 理論社

199 1990 冬 夢はつばさにのせて 泉・ブラーシュ 国土社

198 1990 冬 雪山のひみつ基地 三輪裕子 講談社

197 1990 冬 ムギワラ脱走団 芹澤清美 さきたま出版会
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196 1990 冬 新版　マヤの一生 椋鳩十 大日本図書

195 1990 冬 デイゴの花かげ 赤座憲久 小峰書店

194 1990 冬 少年トトイとアザラシ Ｇ・パドアン 金の星社

193 1990 冬 木の学校の三人組 小納弘 理論社

192 1990 冬 かあさんは看護婦さん 及川和男 岩崎書店

191 1990 夏 海辺の家の秘密 大塚篤子 岩崎書店

190 1990 夏 母さんのじん臓をあげる 馬場錬成 偕成社

189 1990 夏 あじさいの咲く家 生源寺美子 小峰書店

188 1990 夏 恋と虹のファンファーレ 上条さなえ 国土社

187 1990 夏 きっと明日は 江崎雪子 ポプラ社

186 1990 夏 夢にむかって飛べ 毛利恒之 講談社

185 1989 冬 びりっかすの神さま 岡田淳 偕成社

184 1989 冬 ちょっと、おとなに Ｐ・ハーミース 金の星社

183 1989 冬 県別歴史シリーズ（埼玉県） 市川健夫　小俣盛男 ポプラ社

182 1989 冬 ようこそスイング家族 大谷美和子 講談社

181 1989 冬 あたしたちの時間 堀直子 理論社

180 1989 冬 サムライでござる 広瀬寿子 あかね書房

179 1989 夏 ゴリラの山に生きる　ダイアン・フォッシー物語 戸川幸夫 金の星社

178 1989 夏 ちちお屋ﾊﾟﾊﾟやコオカシヤ 江藤初生 小峰書店

177 1989 夏 先生は天才発明狂 Ａ・ロワイエとＥ・ボドリ 国土社

176 1989 夏 驚異のズッコケ大時震 那須正幹 ポプラ社

175 1989 夏 カッコウはずるい鳥か？ 天野明 大日本図書

174 1989 夏 ほほ笑みへかけのぼれ 灰谷健次郎 理論社

173 1989 夏 海からとどいたプレゼント 上崎美恵子 岩崎書店

172 1988 冬 おしゃべり三人少女湖のひみつ 福永令三 金の星社

171 1988 冬 ネズミの中の宇宙人 浜たかや 小峰書店

170 1988 冬 灰色やしきのネズミたち Ｗ・フェアマン 国土社

169 1988 冬 とおる・マイウェイ 山口恵美子 理論社

168 1988 冬 ＵＦＯリンゴと宇宙ネコ エム・ナマエ あかね書房

167 1988 冬 巨人の国へ 吉橋通夫 岩崎書店

166 1988 冬 人間はすばらしい 椋鳩十 偕成社

165 1988 夏 うれしいときにも涙がでる 岸武雄 小峰書店

164 1988 夏 イヌのシロくん３キロの海をおよぐ 岩附信紀 ポプラ社

163 1988 夏 まぼろしの難波宮ー山根徳太郎物語ー 浜田けい子 講談社

162 1988 夏 昆虫たちの住める街－東京と札幌を結んでー 松山史郎 大日本図書

161 1988 夏 宿題ひきうけ株式会社 古田足日 理論社

160 1988 夏 ミッドナイト.ステーション 八束澄子 岩崎書店

159 1988 夏 森の小さな家 金森三千雄 金の星社

158 1987 冬 ルビー色の旅 堀内純子 講談社

157 1987 冬 六年二組の”金のがちょう” 真鍋タヨ子 大日本図書

156 1987 冬 今日をけとばせ 灰谷健次郎 理論社

155 1987 冬 坂田くんにナイスピッチ 糸賀美賀子 あかね書房

154 1987 冬 ぼくのお姉さん 丘修三 偕成社

153 1987 冬 妹　　-中国残留孤児をさがしてー 小中沢小夜子 金の星社

152 1987 夏 うわさのズッコケ株式会社 那須正幹 ポプラ社

151 1987 夏 ぼくらの夏は山小屋で 三輪裕子 講談社

150 1987 夏 消えた２ページ 寺村輝夫 理論社

149 1987 夏 二分間の冒険 岡田淳 偕成社

148 1987 夏 犬の消えた日 井上こみち 金の星社

147 1987 夏 宿題お化け 筒井敬介 小峰書店

146 1987 夏 「Ｘ」危機いっぱつ？　名たんていそばかすジギー H　・クラウス 国土社
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145 1986 冬 エゾシカの悲劇 松田忠徳 大日本図書

144 1986 冬 ジャングル・タイム 草山万兎 理論社

143 1986 冬 ぼくらのミステリー学園 さとうまきこ 偕成社

142 1986 冬 久美のいちばん星 和巻耿介 金の星社

141 1986 冬 いなずま走るとき 安藤美紀夫 国土社

140 1986 冬 友情へのキックオフ 伊東信 ポプラ社

139 1986 夏 どらねこ潜水艦 ‘ＢＢ’ 大日本図書

138 1986 夏 紙のお月さま 今江祥智 理論社

137 1986 夏 海に向かってとんだよ 斎藤貢一 あかね書房

136 1986 夏 うしろの正面だあれ 海老名香葉子 金の星社

135 1986 夏 原爆の図物語 宇佐美承 小峰書店

134 1986 夏 風雲祖谷のかずら橋 原田一美 国土社

133 1986 夏 カバ園長のおもしろカバ日記 西山登志雄 ポプラ社

132 1985 冬 かあさん、死ぬなんていや 村上和子 岩崎書店

131 1985 冬 きらくにいこうぜキックオフ 佐々木赫子 偕成社

130 1985 冬 ブラックウッド館の謎 Ｃ・キーン 金の星社

129 1985 冬 昆虫パトロール隊ゆうかい事件 木暮正夫 小峰書店

128 1985 冬 霧に消えた少女 わたりむつこ 国土社

127 1985 冬 花のズッコケ児童会長 那須正幹 ポプラ社

126 1985 冬 地図からきえた町 和田英昭 講談社

125 1985 夏 片耳の大鹿 椋鳩十 理論社

124 1985 夏 小さなジュンのすてきなともだち 広瀬寿子 あかね書房

123 1985 夏 少年は流氷にのって ショームシキン 岩崎書店

122 1985 夏 こちら妖怪クラブ 那須正幹 偕成社

121 1985 夏 ぼくが燃えてしまう 岡本文良 金の星社

120 1985 夏 荒野のコヨーテ マイクル・フォックス 国土社

119 1985 夏 ボクの先生はカバだった 西山登志雄 ポプラ社

118 1985 夏 ハンカチ形の海の思い出 森百合子 講談社

117 1984 冬 ふぶきの家のノンコ 加藤多一 岩崎書店

116 1984 冬 チョウの舞う学園 望月正子 偕成社

115 1984 冬 愛をもとめて動物たちと 藤原英司 国土社

114 1984 冬 星になったチロ 藤井旭 ポプラ社

113 1984 冬 小さな国のつづきの話 佐藤さとる 講談社

112 1984 夏 夕焼けの姉妹 鶴島美智子 岩崎書店

111 1984 夏 半分人間 おざわとしお 小峰書店

110 1984 夏 北国の愛の物語 鈴木喜代春 国土社

109 1984 夏 宇宙のなぞ 草下英明 ポプラ社

108 1984 夏 ドリトル先生は一年生 神戸俊平 講談社

107 1984 夏 「ふぁあん」「ふぁあん」宿題せんならん 灰谷健次郎 理論社

106 1983 冬 お父さんはおこりんぼ 河野貴子 偕成社

105 1983 冬 レンゲの季節 はまみつお 小峰書店

104 1983 冬 あのこはやっぱり黄色いＵＦＯ 浜野卓也 ポプラ社

103 1983 冬 はるかな鐘の音 堀内純子 講談社

102 1983 冬 にげだした魔女のほうき 末吉暁子 岩崎書店

101 1983 夏 お星さまのレール 小林千登勢 金の星社

100 1983 夏 雪原のオオカミ M.フォックス 国土社

99 1983 夏 ズッコケ時間漂流記 那須正幹 ポプラ社

98 1983 夏 風と戦う雑草 おの・ちゅうこう 講談社

97 1983 夏 魔女のいる教室 大石真 岩崎書店

96 1983 夏 おれたちの夏休み 川北亮司 偕成社

95 1982 冬 みちのくの勇者たち たかしよいち 国土社
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94 1982 冬 たべものがほしい 真杉道子 ポプラ社

93 1982 冬 風の中の地図 芳川幸造 岩崎書店

92 1982 冬 五年二組の宿題戦争 浜野卓也 偕成社

91 1982 冬 こがね谷の秘密 小暮正夫 金の星社

90 1982 夏 ズッコケ心霊学入門 那須正幹 ポプラ社

89 1982 夏 森は生きている 富山和子 講談社

88 1982 夏 卵のかたちから 岡野薫子 大日本図書

87 1982 夏 ぼくのおやじ 吉田とし あかね書房

86 1982 夏 横笛ふく小さな天使 山本和夫 岩崎書店

85 1982 夏 ようこそ、おまけの時間に 岡田淳 偕成社

84 1982 夏 前畑ガンバレ 兵藤秀子 金の星社

83 1981 冬 青葉学園物語・まっちくれ、涙 吉本直志郎 ポプラ社

82 1981 冬 ベロ出しチョンマ 斎藤隆介 理論社

81 1981 冬 暗闇にうかぶ顔 Ｊ・エイケン あかね書房

80 1981 冬 水色のジュン 中島信子 岩崎書店

79 1981 冬 魔球 後藤竜二 金の星社

78 1981 冬 塩の道 横田進 小峰書店

77 1981 夏 ぼくの太平洋大航海 岡本篤 講談社

76 1981 夏 つづり方兄妹 野上丹治　他 理論社

75 1981 夏 白銀の夜をこえて Ｓ・フレミング あかね書房

74 1981 夏 放課後の時間割 岡田淳 偕成社

73 1981 夏 泣き虫先生とムカデ君たち 浜野卓也 金の星社

72 1981 夏 恵子 吉田とし 国土社

71 1981 夏 あやうしズッコケ探険隊 那須正幹 ポプラ社

70 1980 冬 あしたの海 松下竜一 理論社

69 1980 冬 はらぺこの歌 山本真理子 岩崎書店

68 1980 冬 トム＝ソーヤーの冒険 Ｍ・トウェーン 偕成社

67 1980 冬 妹 小中沢小夜子 金の星社

66 1980 冬 友よメキシコよ 内藤誠 小峰書店

65 1980 夏 宿題ひきうけ株式会社 古田足日 理論社

64 1980 夏 金色のランプ 生源寺美子 あかね書房

63 1980 夏 先生しごいたる 肥田美代子 偕成社

62 1980 夏 燃える川 木村セツ子 金の星社

61 1980 夏 浅間火の山鬼の山 角田光男 小峰書店

60 1980 夏 女人堤防 いながきがん 国土社

59 1980 夏 火の瞳 早乙女勝元 講談社

58 1979 冬 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 岩崎書店

57 1979 冬 元禄の白い塩 神戸淳吉 金の星社

56 1979 冬 月の輪の子どもたち たかしよいち 国土社

55 1979 冬 キャプテンはつらいぜ 後藤竜二 講談社

54 1979 冬 兎の眼 灰谷健次郎 理論社

53 1979 夏 水_____めぐる水のひみつ 塚本治弘 あかね書房

52 1979 夏 注文の多い料理店 宮沢賢治 岩崎書店

51 1979 夏 イギーの家 Ｊ・ブルーム 偕成社

50 1979 夏 オーロラの下で 戸川幸夫 金の星社

49 1979 夏 動物とこころ 小川隆 大日本図書

48 1978 冬 宇宙からの声がきこえる 金子務 大日本図書

47 1978 冬 雪の中の炎 高橋忠治 小峰書店

46 1978 冬 首里の町がきえる日 山田もと 金の星社

45 1978 冬 ルルの家の絵かきさん 宇佐美承 偕成社

44 1978 冬 オホーツクの歌 菊地慶一 岩崎書店
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43 1978 夏 踊り子マヌ 山本和夫 理論社

42 1978 夏 人類誕生のなぞをさぐる 河合雅雄 大日本図書

41 1978 夏 ぼくらの埼玉県 福島正、平野禎一 ポプラ社

40 1978 夏 インディアン日本をめざす 内藤誠 小峰書店

39 1978 夏 ガラスのうさぎ 高木敏子 金の星社

38 1978 夏 山へいく牛 川村たかし 偕成社

37 1978 夏 象とカレーライスの島 庄野英二 あかね書房

36 1977 冬 せんせいけらいになれ 灰谷健次郎 理論社

35 1977 冬 マヤの一生 椋鳩十 大日本図書

34 1977 冬 冬のかしの木 Ｙ・ナギーピン 国土社

33 1977 冬 日本列島　そのおいたちをさぐる 渡部景隆 岩崎書店

32 1977 冬 火山は生きている 青木章 あかね書房

31 1977 夏 少年動物誌 河合雅雄 福音館書店

30 1977 夏 女王ヒミコのなぞ たかしよいち 大日本図書

29 1977 夏 ひとりぼっちの海はきらいだ 後藤竜二 金の星社

28 1977 夏 新島の飛騨んじい 赤座憲久 講談社

27 1977 夏 人類の祖先 岡本明郎 岩崎書店

26 1977 夏 ノア船長はこぶね航海記 Ｋ・ウォーカー あかね書房

25 1976 冬 薫は少女 中島信子 岩崎書店

24 1976 冬 大草原の小さな家 ワイルダー 福音館書店

23 1976 冬 泥棒っ子 川竹嵯峨夫 偕成社

22 1976 冬 ゆき 斎藤隆介 講談社

21 1976 冬 赤い月 吉田とし 金の星社

20 1976 冬 走れ！白いオオカミ M.エリス あかね書房

19 1976 夏 霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子 講談社

18 1976 夏 カロンの船に祈りをのせて 高橋蝶子 講談社

17 1976 夏 神がくしの八月 さねとうあきら 偕成社

16 1976 夏 きみはサヨナラ族か 森忠明 金の星社

15 1976 夏 泣き虫先生とムカデ君たち 浜野卓也 金の星社

14 1976 夏 岩宿遺跡のなぞ たかしよいち 国土社

13 1976 夏 忠誠登録 藤島泰輔 国土社

12 1975 冬 ふしぎの国のアリス Ｌ・キャロル 福音館書店

11 1975 冬 大地に歌は消えない Ｗ・Ｈ・アームストロング 大日本図書

10 1975 冬 庭にくる鳥 佐伯敏子　・　桜井信夫 小峰書店

9 1975 冬 どろんこの餅 岸武雄 偕成社

8 1975 冬 二十四の瞳 壺井栄 ポプラ社

7 1975 冬 あの雲の下で 赤木由子 金の星社

6 1975 冬 縄文・弥生時代の日本人 岡本明郎 岩崎書店

5 1975 夏 アケミの門出 早船ちよ ポプラ社

4 1975 夏 ふんどし校長 川村たかし 偕成社

3 1975 夏 秩父困民党物語 真鍋元之 国土社

2 1975 夏 大仏建立物語 神戸淳吉 小峰書店

1 1975 夏 飛べよトミー 飯田栄彦 講談社
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