
番号 書名 著者 出版社 ジャンル

1
この人を見よ!歴史をつくった人

びと伝17 ベートーベン
プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 歴史

2
この人を見よ!歴史をつくった人

びと伝6 ヘレン・ケラー
プロジェクト新・偉人伝 ポプラ社 歴史

3
マリー・アントワネット 革命の
犠牲となったフランス最後の王
妃(小学館版学習まんが人物館)

石井美樹子 小学館 歴史

4
かんたんでおいしい!魔法のクッ
キングBOOK 6 わいわい食べよ

う!パーティー料理
枝元なほみ ポプラ社 料理

5
カンタン!かわいい!おりがみあ

そび1 人気のおりがみ
いしかわまりこ 岩崎書店 折り紙

6
にんタマ三にんぐみのラクして
頭がよくなる大さくせん!!(らく

だいにんじゃらんたろう12)
尼子騒兵衛 ポプラ社 物語

7
かいけつゾロリのおばけ大さく
せん(かいけつゾロリシリーズ

116)
原ゆたか ポプラ社 物語

8
かいけつゾロリつかまる!!(かい

けつゾロリシリーズ104)
原ゆたか ポプラ社 物語

9
かいけつゾロリとなぞのひこう
き(かいけつゾロリシリーズ106)

原ゆたか ポプラ社 物語

10
かいけつゾロリとなぞのひこう
き(かいけつゾロリシリーズ106)

原ゆたか ポプラ社 物語

11
かいけつゾロリのなぞなぞ大さ
くせん(かいけつゾロリシリーズ

86)
原ゆたか ポプラ社 物語

12
カッパの三平 魔法だぬき(水木

しげるのおばけ学校8)
水木しげる ポプラ社 物語

13
吸血鬼チャランポラン(水木しげ

るのおばけ学校5)
水木しげる ポプラ社 物語

14
エイプリルと魔法のおくりもの

(魔法の庭ものがたり18)
あんびるやすこ ポプラ社 物語

15
ピンクのドラゴンをさがしてい

ます(なんでも魔女商会25)
あんびるやすこ 岩崎書店 物語

16
らくだい記者と白雪のドレス(な

んでも魔女商会26)
あんびるやすこ 岩崎書店 物語

17
ルルとララのふんわりムース
(「ルルとララシリーズ」13)

あんびるやすこ 岩崎書店 物語

18
ルルとララのようこそタルト
(「ルルとララシリーズ」21)

あんびるやすこ 岩崎書店 物語

19
わがまま姫と魔法のバラ(魔法の

庭ものがたり10)
あんびるやすこ 岩崎書店 物語

20
お化けパソコンレストラン(怪談

レストラン46)
たかいよしかず 童心社 物語

21
仮面レストラン(怪談レストラン

45)
たかいよしかず 童心社 物語

22
おばけのアッチおしろのケーキ
(アッチ・コッチ・ソッチの小さ

なおばけシリーズ)
角野栄子 ポプラ社 物語

23
日本むかしばなし4(寺村輝夫の

むかし話)
寺村輝夫 あかね書房 物語

24
王さまなぞのピストル(ぼくは王

さま2-1)
寺村輝夫 理論社 物語

25
王さまゆめのひまわり(ぼくは王

さま2-3)
寺村輝夫 理論社 物語



26
わかったさんのクレープ(わかっ

たさんのおかしシリーズ9)
寺村輝夫 あかね書房 物語

27
わかったさんのマドレーヌ(わ

かったさんのおかしシリーズ10)
寺村輝夫 あかね書房 物語

28 新見南吉童話選集1 新見南吉 ポプラ社 物語

29
かいけつゾロリのだ・だ・だ・
だいぼうけん! 前編(かいけつゾ

ロリシリーズ47)
原ゆたか ポプラ社 物語

30
かいけつゾロリのだ・だ・だ・
だいぼうけん! 後編(かいけつゾ

ロリシリーズ48)
原ゆたか ポプラ社 物語

31
もりのぎんこう(もりはおもしろ

ランド13)
ふなざきやすこ 偕成社 物語

32
もりのほんやさん(もりはおもし

ろランド10)
ふなざきやすこ 偕成社 物語

33
どんぐりと山ねこ(宮沢賢治のお

はなし1)
宮沢賢治 岩崎書店 物語

34
かわいいおばけになりたいの(お

ばけマンション7)
むらいかよ ポプラ社 物語

35
こわ～い!?わる～い!?おばけ虫

(おばけマンション45)
むらいかよ ポプラ社 物語

36
つるばら村の魔法のパン(つるば

ら村シリーズ10)
茂市久美子 講談社 物語

37 エルマーのぼうけん
ルース・スタイルス・ガ

ネット
福音館書店 物語

38
ジャングルの掟(マジック・ツ

リーハウス10)
メアリー・ポープ・オズ

ボーン
メディアファクトリー 物語

39
ダ・ヴィンチ空を飛ぶ(マジッ

ク・ツリーハウス24)
メアリー・ポープ・オズ

ボーン
メディアファクトリー 物語

40
幽霊城の秘宝(マジック・ツリー

ハウス16)
メアリー・ポープ・オズ

ボーン
メディアファクトリー 物語

41
グレッグのダメ日記 いちかばち
か、やるしかないね!(グレッグ

のダメ日記11)
ジェフ・キニー ポプラ社 物語

42
グレッグのダメ日記 にげだした
いよ!(グレッグのダメ日記12)

ジェフ・キニー ポプラ社 物語

43
きえた犬のえ(ぼくはめいたんて

い)
マージョリー・W.シャー

マット
大日本図書 物語

44 へんしんマラソン あきやまただし 金の星社 絵本

45
恐竜とあそぼう!パズル・クイ

ズ・まちがいさがし(きょうりゅ
うだいぼうけん)

黒川みつひろ 小峰書店 ゲーム

46
奈良時代のサバイバル 生き残り
作戦(歴史漫画サバイバルシリー

ズ 日本史BOOK4)
細雪純 朝日新聞出版 歴史

47
ドラえもん科学ワールドspecial

はじめてのふしぎ
藤子・F・不二雄 小学館 理科

48
実験対決 学校勝ち抜き戦13 物
質の対決(かがくるBOOK実験対決

シリーズ明日は実験王)
洪鐘賢 朝日新聞出版 理科

49 いしばしなおこの折り紙あそび いしばしなおこ ブティック社 折り紙

50
おばけのこわ～いなぞなぞ超ス
ペシャル(超スペシャルなぞなぞ

王国4)
やまざきロバ ポプラ社 なぞなぞ


