
さどしりつとしょかん えほん ぼりすとこお ディック　ブルーナ∥ぶん　え 福音館書店

ちびクワくんおとうとなんてだいきらい やました　こうへい∥作 ほるぷ出版

たなばたパーティーきらきらきらきら すとう　あさえ∥文 ほるぷ出版

えほん てるてるぼうずさん 西村　敏雄∥さく 白泉社 ひみつのさくせん ニコロ　カロッツィ∥さく 化学同人

きらきらぼし 武鹿　悦子∥訳詞 ひさかたチャイルド アリのメアリ いわた　まいこ∥作 ＢＬ出版

おやすみなさいの１分えほん いぬつか　まどか∥〔ほか〕著 ポプラ社 ２ひきのカエル クリス　ウォーメル∥作　絵 徳間書店

おんぷちゃんとたいこ とよた　かずひこ∥作　絵 ひさかたチャイルド 世界の市場 マリヤ　バーハレワ∥文 河出書房新社

戦争が町にやってくる ロマナ　ロマニーシン∥作 ブロンズ新社 わたしたちの家が火事です ジャネット　ウィンター∥文　絵 鈴木出版

あるあさ、ぼくは… マリー　ホール　エッツ∥さく 好学社 ありがとうなかよし しもかわら　ゆみ∥作 講談社

アンパンマンとムシバラス やなせ　たかし∥作　絵 フレーベル館 こちらムシムシ新聞社 三輪　一雄∥作　絵 偕成社

ゆかしたのワニ ねじめ　正一∥文 福音館書店 きみの地球を守って フィリップ　バンティング∥著 光文社

おばけのジョージーたからさがし ロバート　ブライト∥さく 好学社 さかなくん しおたに　まみこ∥著 偕成社

おふろのなかのジャングルたんけん まつおか　たつひで∥作　絵 童心社 ミッフィーのかくれんぼ ディック　ブルーナ∥絵 講談社

Ｍｉｃｈｉ　みち ｊｕｎａｉｄａ∥著 福音館書店 ミッフィーのおやすみなさい ディック　ブルーナ∥絵 講談社

もしかしたら コビ　ヤマダ∥さく パイインターナショナル たのしいうみのいきものずかん 今泉　忠明∥監修 ナツメ社

いっしょにいこう ルース　リップハーゲン∥作 マイクロマガジン社 ここからおいしいよかんがするよ たな∥え　ぶん パイインターナショナル

いろんなでんしゃはっしゃしまーす 岡本　雄司∥作 アリス館 つむちゃんとあそぼう ｍｉｎｃｈｉ∥作　絵 岩崎書店

戦争をやめた人たち 鈴木　まもる∥文　絵 あすなろ書房 ヤングさんのオーケストラ なかえ　よしを∥作 ポプラ社

くみたて 田中　達也∥作 福音館書店 めねぎのうえんのガ・ガ・ガーン 多屋　光孫∥文　絵 合同出版

いい一日ってなあに？ ミーシャ　アーチャー∥作 ＢＬ出版 ぱんだんす やまぐち　りりこ∥ぶん アリス館

ねこのこね 石津　ちひろ∥詩 アリス館 へんしん　うみのいきもの 三浦　太郎∥作 ほるぷ出版

ちびちびパンダ みやにし　たつや∥作絵 金の星社 うろおぼえ一家のパーティー 出口　かずみ∥作 理論社

あるひくじらがやってきた ニック　ブランド∥作 小学館 せーのっ！にらめっこせかいたいかい 山本　コミチ∥文 文芸社

かえるのほんや やぎ　たみこ∥作　絵 ＰＨＰ研究所 ゆらしてごらんひつじさん ニコ　シュテルンバウム∥さく サンマーク出版

ぼうやはどこ？ アン　ハンター∥さく 化学同人 ハチのテオ、おてつだいのレシピ 香川　照之∥作 講談社

ゾウのじょおうさま ジューン　スモールズ∥ぶん イマジネイション・プラス Ｄｉｓｎｅｙおいしいまちがいさがし 講談社∥編集 講談社

水がすきじゃなかったアヒル スティーブ　スモール∥絵と文 化学同人 ハッピーハッピーバースデー！ 岡村　志満子∥作 くもん出版

ぼんさいじいさま 木葉井　悦子∥作 瑞雲舎 絵本はたらく細胞　　３ 清水　茜∥原作 講談社

おとうとがおおきくなったら ソフィー　ラグーナ∥文 徳間書店

神社のえほん 羽尻　利門∥作 あすなろ書房 そうき ゾロリクエスト 原　ゆたか∥原作 ポプラ社

アフガニスタンのひみつの学校 ジャネット　ウィンター∥作 さ・え・ら書房

ぬいぐるみきゅうじょたい ティエリー　ロブレヒト∥文 岩崎書店

パパのかえりがおそいわけ キム　ヨンジン∥さく　え 岩崎書店

みらいのえんそく ジョン　ヘア∥作 あすなろ書房

らんらんランドセル モリナガ　ヨウ∥著 めくるむ

おなおしやのミケばあちゃん 尾崎　玄一郎∥作 偕成社

おいなりさん もとした　いづみ∥文 アリス館 学校クイズ ワン　ステップ∥編 金の星社

カメくんとアップルパイ 谷口　智則∥作 アリス館 クイズで８８本ノック ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ∥著 朝日新聞出版

野ばらの村のふねのたび ジル　バークレム∥作　絵 出版ワークス すみっコぐらしのんびりなぞなぞ キャラぱふぇ編集部∥編集 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ぼくとかあさん いもと　ようこ∥作　絵 金の星社

ぼりすそらをとぶ ディック　ブルーナ∥ぶん　え 福音館書店

１２歳までに身につけたい
　　　ネット・スマホルールの超きほん 遠藤　美季∥監修 朝日新聞出版

あたまがよくなる！
　　　最強なぞなぞだいじてんデラックス 近野　十志夫∥出題 学研プラス

あたまがよくなる！！かわいい！！
　　　　　　　　　　　　なぞなぞ大事典 瀧　靖之∥監修 成美堂出版

大きな写真で楽しむ
　　　　　　　はじめてのわくわく図鑑

キャサリン
　　Ｄ．ヒューズ∥著 エムディエヌコーポレーション

６がつ あたらしくはいったほん



てつがく卒業しよう！めんどくさがり 名越　康文∥監修 日本図書センター ぎじゅつはたらくくるまさいきょうずかん 小賀野　実∥写真　文 ポプラ社

もうふりまわされない！怒り・イライラ 名越　康文∥監修 日本図書センター キッチン実験室 オレンジページ

もう投げださない！続けるチカラ 深谷　圭助∥監修 日本図書センター

れきし ももちゃんのピアノ 柴田　昌平∥文 ポプラ社 げんご １２歳までに知っておきたい語彙力図鑑 齋藤　孝∥著 日本能率協会マネジメントセンター

エリザベス・ブラックウェル 大谷　智子∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ひらめき！英語迷言教室 右田　邦雄∥著 岩波書店

野口英世 野口英世記念会∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

小学生のための世界地図帳 学習地理研究会∥著 メイツユニバーサルコンテンツ ぶんがく短歌部、ただいま部員募集中！ 小島　なお∥著 岩波書店

小梅の七つのお祝いに 愛川　美也∥著 講談社

しゃかい少年のための少年法入門 山下　敏雅∥監修 旬報社 シャンシャン、夏だより 浅野　竜∥作 講談社

ジャレットのミント〓コレクション あんびる　やすこ∥作　絵 ポプラ社

ちいさな宇宙の扉のまえで いとう　みく∥作 童心社

すっきり解決！人見知り 名越　康文∥監修 日本図書センター なかよくなれるかな 今井　福子∥作 文研出版

もうモヤモヤしない！気もちの伝え方 名越　康文∥監修 日本図書センター 人魚の夏 嘉成　晴香∥作 あかね書房

声優になるには 山本　健翔∥著 ぺりかん社 本当はこわい話　　９ 小林　丸々∥作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

調べるって、おもしろい！！ 図書館振興財団∥監修 岩崎書店 ハッピー・クローバー！ 高田　由紀子∥作 あかね書房

歯学部 橋口　佐紀子∥著 ぺりかん社 はりねずみのノート屋さん ななもり　さちこ∥作 福音館書店

ぺんたと小春のはじめての歳時記 有沢　ゆう希∥文 講談社 かみさまのベビーシッター　　２ 廣嶋　玲子∥作 理論社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　　１７ 廣嶋　玲子∥作 偕成社

しぜん 実験対決　　４１ 洪　鐘賢∥絵 朝日新聞出版 マスクと黒板 濱野　京子∥作 講談社

ウルトラマンと学ぶ宇宙と生命体 高水　裕一∥著 講談社 都会のトム＆ソーヤ　　１９ はやみね　かおる∥〔著〕 講談社

星座と神話大じてん 永田　美絵∥著 成美堂出版 たぶんみんなは知らないこと 福田　隆浩∥著 講談社

しゅくだいドッジボール 福田　岩緒∥作　絵 ＰＨＰ研究所

あそび室の日曜日 村上　しいこ∥作 講談社

もっとすごすぎる天気の図鑑 荒木　健太郎∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

みんなが知りたい！「日本の山」のすべて 「日本の山のすべて」編集室∥著メイツユニバーサルコンテンツ

里山の生き物図鑑 学研プラス 黄色い竜 村上　康成∥作　絵 徳間書店

空想科学昆虫図鑑 柳田　理科雄∥著 西東社 生まれかわりのポオ 森　絵都∥作 金の星社

どっちが強い！？リカオンｖｓモリイノシシ スライウム∥ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 魔法のほね 安田　登∥著 亜紀書房

どっちが強い！？オランウータンｖｓセンザンコウ ジノ∥ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 恋愛問題は止まらない 吉野　万理子∥作 小学館

本おじさんのまちかど図書館 ウマ　クリシュナズワミー∥作 フレーベル館

ぼくたちのスープ運動 ベン　デイヴィス∥作 評論社

おもちゃ屋のねこ リンダ　ニューベリー∥作 徳間書店
さんぎょうかわいい花 小池　安比古∥監修 学研プラス ベサニーと屋根裏の秘密　　１ ジャック　メギット　フィリップス∥著 静山社

目で見ることばで話をさせて アン　クレア　レゾット∥作 岩波書店
げいじゅつ自動販売機・ふくびきをつくろう いしかわ　まりこ∥作 汐文社

頭がよくなる！ちょいムズおりがみ 山田　勝久∥著 西東社

アニメコミックおしりたんてい　　１１ ポプラ社

ぴょこたんのまちがいえさがし　　１ このみ　ひかる∥作　絵 あかね書房
すこしずるいパズル　　２ たつなみ∥著 アリス館

みんなで調べよう・考えよう！
　　小学生からのＳＤＧｓ丸わかりＢＯＯＫ 上田　隼也∥監修 主婦と生活社

星空教室
　　　春の星座・秋の星座・冬の星座 藤井　旭∥著 誠文堂新光社

小学生の
サッカー実力アップのための最強トレーニング バディサッカークラブ∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ

みけねえちゃんにいうてみな
　　　　　　　　　　ぼくはおにいちゃん 村上　しいこ∥作 理論社

１０歳からの
　　学校では教えてくれない健康とからだ 野口　緑∥監修 池田書店


