
えほん さんぽ 杉浦　さやか∥絵 フレーベル館

どんないろがすき １００％ＯＲＡＮＧＥ∥絵 フレーベル館

おにのパンツ 長谷川　義史∥絵 フレーベル館

えほん とうもろこしぬぐぞう はらしま　まみ∥作　絵 ポプラ社 きょうりゅうバスでとしょかんへ リウ　スーユエン∥文 世界文化ブックス

ママだいすき まど　みちお∥文 こぐま社 たまごのうた 市原　淳∥絵 フレーベル館

ないしょないしょのももんちゃん とよた　かずひこ∥さく　え 童心社 胎内記憶図鑑 のぶみ∥作 東京ニュース通信社

へんしん！いろいろれっしゃ ふくなが　じゅんぺい∥さく 交通新聞社 アンパンマンとたけとんぼまん やなせ　たかし∥作　絵 フレーベル館

にゃおにゃおにゃお ひろた　あきら∥作　絵 ヨシモトブックス やさいのうた 田代　卓∥絵 フレーベル館

オリーともりのがっこう ニコラ　キルン∥作 化学同人 こころがやさしくなるえほん フランチェスカ　ピローネ∥さく　え パイインターナショナル

オリーとクリスマスのまほう ニコラ　キルン∥作 化学同人 難問すみっコぐらしまちがいさがし 主婦と生活社∥編 主婦と生活社

オリーとはるかぜのまほう ニコラ　キルン∥作 化学同人 恐竜バス いとう　みちろう∥著 永岡書店

ライラックどおりのおひるごはん フェリシタ　サラ∥作 ＢＬ出版 おむすびころりん さいとう　しのぶ∥作 あすなろ書房

た 田島　征三∥作 佼成出版社 ももたろう 西村　敏雄∥作 あすなろ書房

すみっこのかくれんぼ うえだ　しげこ∥作　絵 教育画劇 いるいる！みずべのいきもの 鎌田　歩∥さく 教育画劇

１０ぴきのおばけとすすおばけ にしかわ　おさむ∥作　絵 ひかりのくに おなまえおしえて 新井　洋行∥作 偕成社

せかいのくにでいただきます！ 野村　たかあき∥作　絵 講談社 アヒルちゃんまって！ マグナス　ウェイトマン∥作 ひさかたチャイルド

れいぞうこのおくのおく うえだ　しげこ∥作　絵 教育画劇 おだんごころころ 中脇　初枝∥再話 偕成社

ジェニーのぼうし エズラ　ジャック　キーツ∥さく 好学社 ごめんねゆきのバス むらかみ　さおり∥作 文溪堂

わたしはいいこ？ えがしら　みちこ∥作 小学館 のせのせせーの！ 斉藤　倫∥文 ブロンズ新社

すずばあちゃんのおくりもの 最上　一平∥文 新日本出版社 いたずらぎつね いもと　ようこ∥文　絵 金の星社

くらやみのなかのゆめ クリス　ハドフィールド∥作 小学館 ポケモンをさがせ！サン＆ムーン 吉野　恵美子∥絵 小学館

さくら こが　ようこ∥ぶん　え 大日本図書

ばななせんせい 得田　之久∥ぶん 童心社 そうき

やっぱりじゃない！ チョー　ヒカル∥作 フレーベル館

この世でいちばんすばらしい馬 チェン／ジャンホン∥作・絵 徳間書店 ぼくのわたしの著作権ずかん 森田　盛行∥監修 ほるぷ出版

いちにち ひろた　あきら∥さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ようかいむらのどきどきひなまつり たかい　よしかず∥作　絵 国土社 てつがく こども哲学図鑑 河野　哲也∥監修 あかね書房

あげる はらぺこめがね∥著 佼成出版社

ワニのワッフルケーキやさんワニッフル 谷口　智則∥作 アリス館

くいしんぼうのクジラ 谷口　智則∥作 あかね書房

神社のえほん 羽尻　利門∥作 あすなろ書房

いのちの水 八百板　洋子∥再話 福音館書店 続ける力 鳥居　志帆∥マンガ　イラスト 旺文社

はるなつあきふゆのたからさがし 矢原　由布子∥作　絵 ＫＴＣ中央出版

せん スージー　リー∥作 岩波書店 れきし 大坂城へタイムワープ 細雪　純∥マンガ 朝日新聞出版

ノウサギの家にいるのはだれだ？ さくま　ゆみこ∥再話 玉川大学出版部 キャサリン・ジョンソン 田中　ほさな∥漫画 ポプラ社

ことりのデパート 苅田　澄子∥文 世界文化ワンダークリエイト

へそもち 渡辺　茂男∥さく 福音館書店

たかくとびたて女の子 ラケル　ディアス　レゲーラ∥作 汐文社

さどしりつとしょかん

『桃太郎電鉄』で学ぶ
　　４７都道府県地理・歴史攻略

学研プラス

１０歳の君に贈る、
　　　　心を強くする２６の言葉

岩村　太郎∥著 えほんの杜

ホンこわ！
　　　あなたの後ろの本当は怖い場所

野宮　麻未∥著 理論社

サイバーセキュリティー会社図鑑
ＮＲＩセキュア
　テクノロジーズ∥監修

日経ＢＰ

５がつ あたらしくはいったほん



しゃかい日本国憲法で鬼ケ島を救え！ 河村　万理∥マンガ 朝日新聞出版

ＳＤＧｓキャラクター図鑑 秋山　宏次郎∥監修 日本図書センター

土木技術者になるには 三上　美絵∥著 ぺりかん社

ドラゴン最強王図鑑 健部　伸明∥監修 学研プラス

しぜん もっとすごすぎる天気の図鑑 荒木　健太郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

宝石のひみつ図鑑 諏訪　久子∥著 世界文化社

やっぱり　ざんねんないきもの事典 今泉　忠明∥監修 高橋書店

じぶんでよめるとりずかん 成美堂出版編集部∥編著 成美堂出版

女の子のからだえほん マティルド　ボディ∥作　絵 パイインターナショナル

はたらく細胞ワクチン＆おくすり図鑑 講談社∥編 講談社

ぎじゅつ

わら細工　生活用具としめ飾り 瀧本　広子∥編 農山漁村文化協会

げいじゅつ しずくちゃん　　３８ ぎぼ　りつこ∥作　絵 岩崎書店

げんご どれだけ知ってる？対義語類義語 三田村　信行∥文 童心社

ぶんがく作家たちの１７歳 千葉　俊二∥著 岩波書店

おどる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ　みつこ∥編 冨山房インターナショナル

ようかいとりものちょう乙　　１３～１５ 大崎　悌造∥作 岩崎書店

ないしょの五日間 岡田　淳∥作 偕成社

科学探偵ＶＳ．ミステリートレイン 佐東　みどり∥作 朝日新聞出版

スペシャルＱトなぼくら 如月　かずさ∥著 講談社

オン・ステージ！　　３ 高田　由紀子∥作 ポプラ社

落語少年サダキチ　　よん 田中　啓文∥作 福音館書店

南総里見八犬伝 森　有子∥マンガ くもん出版

草のふえをならしたら 林原　玉枝∥作 福音館書店

十年屋　　６ 廣嶋　玲子∥作 静山社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　　１７ 廣嶋　玲子∥作 偕成社

ふしぎな図書館と魔王グライモン 廣嶋　玲子∥作 講談社

ふしぎ町のふしぎレストラン　　５ 三田村　信行∥作 あかね書房

フルーツふれんずイガグリくん 村上　しいこ∥作 あかね書房

タブレット・チルドレン 村上　しいこ∥作 さ・え・ら書房

赤毛のアン Ｌ．Ｍ．モンゴメリ∥作 講談社

ドリトル先生航海記 ヒュー　ロフティング∥著 竹書房

としょかん・としょしつに　あたらしくはいったほんです。
よやくすることができます。

ゼロからわかる！
　　　　　　電気のはたらき　　３～５

寺本　貴啓∥監修 偕成社


