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ヒーロー＆ヒロインと出会う名作読書きっかけ大図鑑 第1巻 愛と友情を信じて 本田 和子監修 日本図書センター 902

ヒーロー＆ヒロインと出会う名作読書きっかけ大図鑑 第2巻 夢とあこがれを追いかけて 本田 和子監修 日本図書センター 902

ヒーロー＆ヒロインと出会う名作読書きっかけ大図鑑 第3巻 不思議と冒険を探して 本田 和子監修 日本図書センター 902

エパミナンダス（愛蔵版おはなしのろうそく 1） 東京子ども図書館編 東京子ども図書館 908 あ
なまくらトック（愛蔵版おはなしのろうそく 2） 東京子ども図書館編 東京子ども図書館 908 あ
ついでにペロリ（愛蔵版おはなしのろうそく 3） 東京子ども図書館編 東京子ども図書館 908 あ
ながすねふとはらがんりき（愛蔵版おはなしのろうそく 4） 東京子ども図書館編 東京子ども図書館 908 あ
だめといわれてひっこむな（愛蔵版おはなしのろうそく 5） 東京子ども図書館編 東京子ども図書館 908 あ
ヴァイノと白鳥ひめ（愛蔵版おはなしのろうそく 6） 東京子ども図書館編纂 東京子ども図書館 908 あ
雨のち晴（愛蔵版おはなしのろうそく 7） 東京子ども図書館編纂 東京子ども図書館 908 あ
赤⿁エティン（愛蔵版おはなしのろうそく 8） 東京子ども図書館編纂 東京子ども図書館 908 あ
ホットケーキ（愛蔵版おはなしのろうそく 9） 東京子ども図書館編纂 東京子ども図書館 908 あ
まめたろう（愛蔵版おはなしのろうそく 10） 東京子ども図書館編纂 東京子ども図書館 908 あ
5分後に意外な結末ex オレンジ色に燃える呪文 桃戸 ハル編著 学研プラス 908 ご
5分後に意外な結末ex エメラルドに輝く風景 桃戸 ハル編著 学研プラス 908 ご
5分後に意外な結末ex チョコレート色のビターエンド 桃戸 ハル編著 学研プラス 908 ご
5分後に意外な結末ex バラ色の、トゲのある人生 桃戸 ハル編著 学研プラス 908 ご
5分後に意外な結末 2 第12刷 青いミステリー 学研プラス 908 ご
5分後に意外な結末 3 第10刷 白い恐怖 学研プラス 908 ご
5分後に意外な結末 4 第11刷 黒いユーモア 学研プラス 908 ご
世界のむかしばなし 瀬田 貞二訳 のら書店 908 せ
光村ライブラリー 中学校編1 赤い実ほか 光村図書出版 908

光村ライブラリー 中学校編2 車掌の本分ほか 光村図書出版 908

光村ライブラリー 中学校編3 最後の一句ほか 光村図書出版 908

光村ライブラリー 中学校編4 フシダカバチの秘密ほか 光村図書出版 908

光村ライブラリー 中学校編5 朝のリレーほか 光村図書出版 908

光村ライブラリー 1 花いっぱいになあれほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 2 空いろのたねほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 3 小さい白いにわとりほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 3 小さい白いにわとりほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 4 くまの子ウーフほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 5 からすの学校ほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 5 からすの学校ほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 6 太郎こおろぎほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 6 太郎こおろぎほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 7 つり橋わたれほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 7 つり橋わたれほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 8 小さな青い馬ほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 8 小さな青い馬ほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 9 手ぶくろを買いにほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 9 手ぶくろを買いにほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 10 空飛ぶライオンほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 10 空飛ぶライオンほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 11 ニホンザルのなかまたちほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 12 野ばらほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 12 野ばらほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 13 附子ほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 13 附子ほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908



光村ライブラリー 14 木龍うるしほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 14 木龍うるしほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 15 ガラスの小びんほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 15 ガラスの小びんほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 16 田中正造ほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 16 田中正造ほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 17 「わたし」とはだれかほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 17 「わたし」とはだれかほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

光村ライブラリー 18 おさるがふねをかきましたほか 樺島 忠夫監修 光村図書出版 908

日本の古典大事典 加藤 康子監修 あかね書房 910 に
紫式部 はなやかな源氏絵巻（学研まんが人物日本史） 樋口 清之監修 学研 910

紫式部と清少納言 貴族の栄えた時代に（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 910

宮沢賢治 銀河を旅したイーハトーブの童話詩人（小学館版学習まんが人物館） 畑山 博監修 小学館 910

ちはやと覚える百人一首 「ちはやふる」公式和歌ガイドブック あんの 秀子著 講談社 911 あ
ちはやと覚える百人一首 「ちはやふる」公式和歌ガイドブック あんの 秀子著 講談社 911 あ
うしろすがた いろんな人の俳句（めくってびっくり俳句絵本 4） 村井 康司編 岩崎書店 911 う
しかられた神さま 川崎洋少年詩集（詩の散歩道） 川崎 洋著 理論社 911 か
君になりたい 恋の短歌（めくってびっくり短歌絵本 3） 穂村 弘編 岩崎書店 911 き
地球パラダイス 工藤 直子詩 偕成社 911 く
のはらうた 1 くどうなおことのはらみんな作 童話屋 911 く
のはらうた 2 くどうなおことのはらみんな作 童話屋 911 く
のはらうた 3 くどうなおことのはらみんな作 童話屋 911 く
のはらうた 4 くどうなおことのはらみんな作 童話屋 911 く
のはらうた 5 くどうなおことのはらみんな作 童話屋 911 く
版画のはらうた 1 くどうなおことのはらみんな詩 童話屋 911 く
てつがくのライオン 工藤直子少年詩集（詩の散歩道） 工藤 直子著 理論社 911 く
のはらうた 1 くどうなおことのはらみんな作 童話屋 911 く
のはらうた 2 くどうなおことのはらみんな作 童話屋 911 く
のはらうた 3 くどうなおことのはらみんな作 童話屋 911 く
のはらうた 4 くどうなおことのはらみんな作 童話屋 911 く
のはらうた 5 くどうなおことのはらみんな作 童話屋 911 く
ポケットのはらうた くどう なおこ詩 童話屋 911 く
サキサキ オノマトペの短歌（めくってびっくり短歌絵本 2） 穂村 弘編 岩崎書店 911 さ
夕日がせなかをおしてくる 阪田寛夫童謡詩集（美しい日本の詩歌 7） 阪田 寛夫著 岩崎書店 911 さ
ほんとこうた・へんてこうた 阪田寛夫詩集（詩を読もう！） 阪田 寛夫詩 大日本図書 911 さ
てんとうむし 阪田 寛夫作 童話屋 911 さ
まんがで学ぶ俳句・短歌 白石 範孝著 国土社 911 し
そこにいますか 日常の短歌（めくってびっくり短歌絵本 1） 穂村 弘編 岩崎書店 911 そ
どきん 谷川俊太郎少年詩集（詩の散歩道） 谷川 俊太郎著 理論社 911 た
森のおしゃべり 命あふれる屋久島の心 たに けいこ詩・絵 てらいんく 911 た
力いっぱいきりぎりす 動物の俳句（めくってびっくり俳句絵本 2） 村井 康司編 岩崎書店 911 ち
てのひらの味 食べ物の俳句（めくってびっくり俳句絵本 1） 村井 康司編 岩崎書店 911 て
納豆の大ドンブリ 家族の短歌（めくってびっくり短歌絵本 5） 穂村 弘編 岩崎書店 911 な
あいうえおのうた（子どものための詩の本） 中川 ひろたか詩 のら書店 911 な
ぱぴぷぺぽっつん（詩はともだち） 神沢 利子ほか著 のら書店 911 ぱ
雲の窓（小さい詩集） 武鹿 悦子著 大日本図書 911 ぶ
ぺったんぺったん白鳥がくる 動物の短歌（めくってびっくり短歌絵本 4） 穂村 弘編 岩崎書店 911 ぺ
ボールコロゲテ スポーツの俳句（めくってびっくり俳句絵本 3） 村井 康司編 岩崎書店 911 ぼ
地球の用事 まど・みちお童謡集 まど みちお著 JULA出版局 911 ま
まめつぶうた 新装版 まど・みちお少年詩集（詩の散歩道 Part 2） まど みちお作 理論社 911 ま



まんがで読む百人一首 第5刷（学研まんが日本の古典） 吉海 直人監修 学研プラス 911 ま
まんがで読む万葉集・古今和歌集・新古今和歌集（学研まんが日本の古典） 吉野 朋美監修 学研プラス 911 ま
三つかぞえて 日常の俳句（めくってびっくり俳句絵本 5） 村井 康司編 岩崎書店 911 み
みんなで遊ぼう！！百人一首大図鑑 吉海 直人監修 国土社 911 み
みみずのたいそう（詩はともだち） 神沢 利子ほか著 のら書店 911 み
ちびまる子ちゃんの暗誦百人一首 暗誦新聞入り（満点ゲットシリーズ） 米川 千嘉子著 集英社 911 よ
ちびまる子ちゃんの暗誦百人一首 暗誦新聞入り（満点ゲットシリーズ） 米川 千嘉子著 集英社 911 よ
高村光太郎・智恵子 変わらぬ愛をつらぬいたふたつの魂（小学館版学習まんが人物館） 北川 太一監修 小学館 911

高村光太郎・智恵子 変わらぬ愛をつらぬいたふたつの魂（小学館版学習まんが人物館） 北川 太一監修 小学館 911

与謝野晶子 女性の自由を歌った情熱の歌人（小学館版学習まんが人物館） 入江 春行監修 小学館 911

まんがで読む四谷怪談・雨月物語（学研まんが日本の古典） 板坂 則子監修 学研教育出版 912 つ
近松門左衛門 日本の芝居の幕が開く（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 912

近松門左衛門 庶民の心を描ききった日本のシェークスピア（マンガ大江戸パワフル人物伝） 春樹 椋尾マンガ 草土文化 912

近松門左衛門 庶民の心を描ききった日本のシェークスピア（マンガ大江戸パワフル人物伝） 春樹 椋尾マンガ 草土文化 912

ただいま魔法旅行中。（おはなしガーデン 4） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
いちばん星のドレス（おはなしガーデン 6） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
ドラゴンの正しいしつけ方（おはなしガーデン 9） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
きえた魔法のダイヤ（おはなしガーデン 10） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
コットンの夏休み（おはなしガーデン 11） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
おきゃくさまはオバケ！（おはなしガーデン 13） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
火曜日はトラブル（おはなしガーデン 15） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
ルビーの魔法マスター（おはなしガーデン 16） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
三毛猫一座のミュージカル（おはなしガーデン 18） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
魔女スピカからの手紙（おはなしガーデン 19） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
セールス魔女はおことわり（おはなしガーデン 20） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
星くずのブラックドレス（おはなしガーデン 22） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
ナナのたんぽぽカーニバル（おはなしガーデン 23） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
85パーセントの黒猫（おはなしガーデン 25） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
にっこりおいしい大作戦（おはなしガーデン 26） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
きらめきハートのドレス（おはなしガーデン 27） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
うわさのとんでも魔女商会（おはなしガーデン 32） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
夜空のダイヤモンド（おはなしガーデン 34） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
運命のウエディングドレス（おはなしガーデン 37） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
ルルとララのカップケーキ（おはなし・ひろば 9） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのおしゃれクッキー（おはなし・ひろば 10） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのきらきらゼリー（おはなし・ひろば 13） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのしあわせマシュマロ（おはなし・ひろば 15） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのチョコレート（おはなしトントン 2） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのアイスクリーム（おはなしトントン 4） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのいちごのデザート（おはなしトントン 10） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのカスタード・プリン（おはなしトントン 11） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララの天使のケーキ（おはなしトントン 14） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのスイートポテト（おはなしトントン 17） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのシャーベット（おはなしトントン 18） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのわくわくクレープ（おはなしトントン 21） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのふんわりムース（おはなしトントン 23） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのホットケーキ（おはなしトントン 27） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのしらたまデザート（おはなしトントン 34） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのにこにこクリーム（おはなしトントン 39） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのクリスマス（おはなしトントン 43） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ



ハーブ魔女のふしぎなレシピ（ポプラ物語館 3） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
二代目魔女のハーブティー（ポプラ物語館 9） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
ペパーミントの小さな魔法（ポプラ物語館 15） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
タッジーマッジーと三人の魔女（ポプラ物語館 19） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
だれでもできるステキな魔法（ポプラ物語館 23） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
魔法の庭のピアノレッスン（ポプラ物語館 28） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
ジャレットとバラの谷の魔女（ポプラ物語館 31） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
夢みるポプリと三人の魔女（ポプラ物語館 34） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
フェアリーたちの魔法の夜（ポプラ物語館 36） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
わがまま姫と魔法のバラ（ポプラ物語館 38） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
女王さまのむらさきの魔法（ポプラ物語館 41） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
魔女のステキな冬じたく（ポプラ物語館 44） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
おまじないは魔法の香水（ポプラ物語館 47） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
ローズマリーとヴィーナスの魔法（ポプラ物語館 51） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
幽霊バスツアー 1 あいにおまかせ！？（集英社みらい文庫 あ-1-1） 赤川 次郎作 集英社 913 あ
幽霊バスツアー 2 あいにおまかせ！？（集英社みらい文庫 あ-1-2） 赤川 次郎作 集英社 913 あ
幽霊バスツアー 3 あいにおまかせ！？（集英社みらい文庫 あ-1-3） 赤川 次郎作 集英社 913 あ
あの世レストラン（怪談レストラン 13） たかい よしかず絵 童心社 913 あ
悪夢のレストラン（怪談レストラン 22） たかい よしかず絵 童心社 913 あ
魔女カフェのしあわせメニュー（ポプラ物語館 54） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
魔女カフェのしあわせメニュー（ポプラ物語館 54） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
代表監督は11歳！！ 4 激突！W杯アジア最終予選！の巻（集英社みらい文庫 あ-3-4） 秋口 ぎぐる作 集英社 913 あ
おきゃくさまはルルとララ（おはなしガーデン 44） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
おきゃくさまはルルとララ（おはなしガーデン 44） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
リフォーム支店本日休業（おはなしガーデン 47） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
リフォーム支店本日休業（おはなしガーデン 47） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
空色ハーブのふしぎなききめ（ポプラ物語館 58） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
空色ハーブのふしぎなききめ（ポプラ物語館 58） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
ルルとララのコットンのマカロン（おはなしトントン 45） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのコットンのマカロン（おはなしトントン 45） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのフレンチトースト（おはなしトントン 47） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのフレンチトースト（おはなしトントン 47） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのミルキープリン（おはなしトントン 51） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのミルキープリン（おはなしトントン 51） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
さくらいろの季節（teensʼ best selections 36） 蒼沼 洋人著 ポプラ社 913 あ
さくらいろの季節（teensʼ best selections 36） 蒼沼 洋人著 ポプラ社 913 あ
あたらしいわたしの探し方（おはなしガーデン 50） あんびる やすこ著 岩崎書店 913 あ
エイプリルと魔法のおくりもの（ポプラ物語館 68） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
ジャレットのきらきら魔法（ポプラ物語館 65） あんびる やすこ作・絵 ポプラ社 913 あ
忍たま乱太郎 56 オーマガトキのにんじゃの段（ポプラ社の新・小さな童話 274） 尼子 騒兵衛原作 ポプラ社 913 あ
忍たま乱太郎 57 豆をうつすならいの段（ポプラ社の新・小さな童話 281） 尼子 騒兵衛原作 ポプラ社 913 あ
忍たま乱太郎 58 にんじゅつ学園となぞの女の段（ポプラ社の新・小さな童話 285） 尼子 騒兵衛原作 ポプラ社 913 あ
忍たま乱太郎 59 あたらしいトカゲの段（ポプラ社の新・小さな童話 288） 尼子 騒兵衛原作 ポプラ社 913 あ
ふうたのほしまつり（新あかね幼年どうわ 14） あまん きみこ作 あかね書房 913 あ
どうぶつ句会 第11刷 あべ 弘士さく・え 学研プラス 913 あ
森の地図 阿部 夏丸文 ブロンズ新社 913 あ
天のシーソー 安東 みきえ作 理論社 913 あ
花のにおう町 第6刷 安房 直子作 岩崎書店 913 あ
ルルとララのアニバーサリー・サンド（おはなしトントン 61） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
ルルとララのアロハ！パンケーキ（おはなしトントン 56） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ



ルルとララのハロウィン（おはなしトントン 59） あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 913 あ
銀のくじゃく 童話集（偕成社文庫 3280） 安房 直子作 偕成社 913 あ
ライギョのきゅうしょく（どうわがいっぱい 46） 阿部 夏丸作 講談社 913 あ
どこかいきのバス（わくわくえどうわ） 井上 よう子作 文研出版 913 い
どこかいきのバス（わくわくえどうわ） 井上 よう子作 文研出版 913 い
すみれちゃん 石井 睦美作 偕成社 913 い
すみれちゃんは一年生 石井 睦美作 偕成社 913 い
すみれちゃんのあついなつ 石井 睦美作 偕成社 913 い
すみれちゃんのすてきなプレゼント 石井 睦美作 偕成社 913 い
黒魔女さんが通る！！ Part1 チョコ，デビューするの巻（講談社青い鳥文庫 217-7） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ Part2 チョコ，空を飛ぶの巻（講談社青い鳥文庫 217-8） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ Part3 ライバルあらわる！？の巻（講談社青い鳥文庫 217-9） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ Part4 黒魔女さんのシンデレラ（講談社青い鳥文庫 217-10） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ Part5 5年1組は大騒動！の巻（講談社青い鳥文庫 217-11） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ Part6 この学校，呪われてません？の巻（講談社青い鳥文庫 217-12） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ Part7 黒魔女さんのハロウィーン（講談社青い鳥文庫 217-13） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ part8 赤い糸が見えた！？の巻（講談社青い鳥文庫 217-14） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ part9 世にも魔界な小学校の巻（講談社青い鳥文庫 217-15） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ part10 黒魔女さんのクリスマス（講談社青い鳥文庫 217-16） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ part11 恋もおしゃれも大バトル？の巻（講談社青い鳥文庫 217-17） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ part12 黒魔女さんのお正月（講談社青い鳥文庫 217-18） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ part13 黒魔女さんのバレンタイン（講談社青い鳥文庫 217-19） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ part0 そこにきみがいなかったころの巻（講談社青い鳥文庫 217-20） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ part14 5年生は、つらいよ！の巻（講談社青い鳥文庫 217-21） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ part15 黒魔女さんのひなまつり（講談社青い鳥文庫 217-22） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ part16 黒魔女さんのホワイトデー（講談社青い鳥文庫 217-23） 石崎 洋司作 講談社 913 い
すみれちゃん 石井 睦美作 偕成社 913 い
すみれちゃんは一年生 石井 睦美作 偕成社 913 い
すみれちゃんのあついなつ 石井 睦美作 偕成社 913 い
すみれちゃんのすてきなプレゼント 石井 睦美作 偕成社 913 い
黒魔女さんが通る！！ part17 卒霊式だよ、黒魔女さん（講談社青い鳥文庫 217-25） 石崎 洋司作 講談社 913 い
黒魔女さんが通る！！ part18 とつぜんの絶交宣言！？の巻（講談社青い鳥文庫 217-27） 石崎 洋司作 講談社 913 い
一期一会恋信じてる。友信じてる。 横書きケータイ小説風（恋＊友文庫） マインドウェイブキャラクター 学研教育出版 913 い
一期一会恋信じてる。友信じてる。 横書きケータイ小説風（恋＊友文庫） マインドウェイブキャラクター 学研教育出版 913 い
一期一会恋バナ。友バナ。 横書きケータイ小説風（恋＊友文庫） マインドウェイブキャラクター 学研教育出版 913 い
一期一会恋バナ。友バナ。 横書きケータイ小説風（恋＊友文庫） マインドウェイブキャラクター 学研教育出版 913 い
一期一会真友だから。 選んでたどる友ストーリー（小学生文庫） マインドウェイブキャラクター 学研教育出版 913 い
一期一会真友だから。 選んでたどる友ストーリー（小学生文庫） マインドウェイブキャラクター 学研教育出版 913 い
一期一会スキだから。 第10刷 運命の王子さまにドキッ。（小学生文庫） 粟生 こずえ文 学研教育出版 913 い
一期一会スキだから。 第10刷 運命の王子さまにドキッ。（小学生文庫） 粟生 こずえ文 学研教育出版 913 い
黒魔女さんが通る！！ part19 「あゆみ」の呪い！？の巻（講談社青い鳥文庫 217-29） 石崎 洋司作 講談社 913 い
ハチ公物語 待ちつづけた犬（講談社青い鳥文庫 265-4） 岩貞 るみこ作 講談社 913 い
ハチ公物語 待ちつづけた犬（講談社青い鳥文庫 265-4） 岩貞 るみこ作 講談社 913 い
二日月（ホップステップキッズ！ 28） いとう みく作 そうえん社 913 い
二日月（ホップステップキッズ！ 28） いとう みく作 そうえん社 913 い
一期一会だれでもオシャレ。 ストーリー＆ファッション（小学生文庫） マインドウェイブキャラクター 学研教育出版 913 い
一期一会だれでもオシャレ。 ストーリー＆ファッション（小学生文庫） マインドウェイブキャラクター 学研教育出版 913 い
一期一会ありがとうフィナーレ。 第3刷 お得！（小学生文庫） マインドウェイブキャラクター 学研プラス 913 い
チキン！（文研じゅべにーる） いとう みく作 文研出版 913 い
チキン！（文研じゅべにーる） いとう みく作 文研出版 913 い



ねこまつりのしょうたいじょう いとう みく作 金の星社 913 い
わらいうさぎ（今江祥智ショートファンタジー 1） 今江 祥智作 理論社 913 い
こんぴら狗（くもんの児童文学） 今井 恭子作 くもん出版 913 い
こんぴら狗（くもんの児童文学） 今井 恭子作 くもん出版 913 い
サマーウォーズ（細田守作品集） 細田 守原作 汐文社 913 い
かあちゃん取扱説明書 いとう みく作 童心社 913 い
うらめしやレストラン（怪談レストラン 16） かとう くみこ絵 童心社 913 う
占いレストラン（怪談レストラン 24） かとう くみこ絵 童心社 913 う
生まれ変わりレストラン（怪談レストラン 29） かとう くみこ絵 童心社 913 う
丑三つ時レストラン（怪談レストラン 40） たかい よしかず絵 童心社 913 う
ユウレイ探偵事件簿 2 盗まれたオリオン座（集英社みらい文庫 う-1-2） 上田 千尋作 集英社 913 う
明智小五郎（はじめてのミステリー名探偵登場！） 江戸川 乱歩著 汐文社 913 え
ともだちは、サティー！（Green Books） 大塚 篤子作 小峰書店 913 お
ともだちは、サティー！（Green Books） 大塚 篤子作 小峰書店 913 お
お化け屋敷レストラン（怪談レストラン 10） たかい よしかず絵 童心社 913 お
⿁のレストラン（怪談レストラン 30） たかい よしかず絵 童心社 913 お
おまじないレストラン（怪談レストラン 35） たかい よしかず絵 童心社 913 お
お化けパソコンレストラン（怪談レストラン 46） たかい よしかず絵 童心社 913 お
きらめき12星座 9 オバケが恋の挑戦状！ 奥沢 しおり作 フレーベル館 913 お
きらめき12星座 10 恋は雨のちレインボー 奥沢 しおり作 フレーベル館 913 お
きらめき12星座 11 星のウサギとかくれんぼ 奥沢 しおり作 フレーベル館 913 お
きらめき12星座 12 夜空にかがやけ！12のジュエル 奥沢 しおり作 フレーベル館 913 お
きらめき12星座 1 ドキドキハートの告白大作戦 奥沢 しおり作 フレーベル館 913 お
きらめき12星座 2 おしゃれバトルがはじまっちゃう！ 奥沢 しおり作 フレーベル館 913 お
きらめき12星座 3 恋のゴールへ一直線！ 奥沢 しおり作 フレーベル館 913 お
きらめき12星座 5 星の迷子はヒミツがいっぱい？！ 奥沢 しおり作 フレーベル館 913 お
きらめき12星座 6 なみだのメロディ、星までとどけ！ 奥沢 しおり作 フレーベル館 913 お
きらめき12星座 7 ライオン王子とティアラのチカラ 奥沢 しおり作 フレーベル館 913 お
きらめき12星座 8 ハートの毒にご用心？！ 奥沢 しおり作 フレーベル館 913 お
ススメおにぎりコロコロ その1 米の巻 おぐま こうじ作・絵 偕成社 913 お
ススメおにぎりコロコロ その2 野菜の巻 おぐま こうじ作・絵 偕成社 913 お
ススメおにぎりコロコロ その3 魚の巻 おぐま こうじ作・絵 偕成社 913 お
ススメおにぎりコロコロ その4 豆の巻 おぐま こうじ作・絵 偕成社 913 お
ススメおにぎりコロコロ その5 梅の巻 おぐま こうじ作・絵 偕成社 913 お
森のネズミとまほうの木（ポプラ社のなかよし童話 72） 岡野 薫子作 ポプラ社 913 お
森のネズミのおるすばん（ポプラ社のなかよし童話 64） 岡野 薫子作 ポプラ社 913 お
森のネズミのケーキやさん（ポプラ社のなかよし童話 66） 岡野 薫子作 ポプラ社 913 お
おばけやさん 1 これがおばけやさんのしごとです おかべ りか作 偕成社 913 お
おばけやさん 2 ないしょのおしごとひきうけます おかべ りか作 偕成社 913 お
おばけやさん 3 ふわふわするのもしごとです おかべ りか作 偕成社 913 お
おばけやさん 4 こもりさくせんはじめます おかべ りか作 偕成社 913 お
おばけやさん 5 よるのがっこうでおしごとです おかべ りか作 偕成社 913 お
おばけやさん 6 はじめてのおみせばんです おかべ りか作 偕成社 913 お
くろねこのどん 岡野 かおる子作 理論社 913 お
くろねこのどん 岡野 かおる子作 理論社 913 お
おかあさんの木（ポプラ文庫 お14-1） 大川 悦生著 ポプラ社 913 お
金しばりレストラン（怪談レストラン 6） たかい よしかず絵 童心社 913 か
鏡のうらがわレストラン（怪談レストラン 8） たかい よしかず絵 童心社 913 か
神かくしレストラン（怪談レストラン 27） かとう くみこ絵 童心社 913 か
仮面レストラン（怪談レストラン 45） たかい よしかず絵 童心社 913 か



恋する心はクリスタル（ポプラ物語館 16） 川北 亮司作 ポプラ社 913 か
これって初恋なのかしら（ポプラ物語館 12） 川北 亮司作 ポプラ社 913 か
これって初恋なのかしら（ポプラ物語館 12） 川北 亮司作 ポプラ社 913 か
わたくしはお嬢さま！（ポプラ物語館 7） 川北 亮司作 ポプラ社 913 か
わたくしはお嬢さま！（ポプラ物語館 7） 川北 亮司作 ポプラ社 913 か
怪盗探偵山猫 1（角川文庫 か51-30） 神永 学著 角川書店 913 か
怪盗探偵山猫 2 虚像のウロボロス 神永 学著 角川書店 913 か
怪盗探偵山猫 3 鼠たちの宴 神永 学著 角川書店 913 か
怪盗探偵山猫 1（角川つばさ文庫 Bか2-1） 神永 学作 KADOKAWA 913 か
怪盗探偵山猫 2 虚像のウロボロス（角川つばさ文庫 Bか2-2） 神永 学作 KADOKAWA 913 か
怪盗探偵山猫 3 鼠たちの宴（角川つばさ文庫 Bか2-3） 神永 学作 KADOKAWA 913 か
12月の夏休み 正 ケンタとミノリの冒険日記 川端 裕人作 偕成社 913 か
12月の夏休み 続 ケンタとミノリのつづきの冒険日記 川端 裕人作 偕成社 913 か
おばけ美術館へいらっしゃい（ポプラの木かげ 24） 柏葉 幸子作 ポプラ社 913 か
ぼくとニケ 片川 優子著 講談社 913 か
ぼくとニケ 片川 優子著 講談社 913 か
じごくごくらく伊勢まいり 落語まんが 桂 文我文 童心社 913 か
がい骨レストラン（怪談レストラン 14） かとう くみこ絵 童心社 913 が
恐怖のトンネルレストラン（怪談レストラン 48） たかい よしかず絵 童心社 913 き
恐怖通信鳥肌ゾーン 1 コックリさん 東 雅夫編・監修 ポプラ社 913 き
恐怖通信鳥肌ゾーン 2 うずまき 東 雅夫編・監修 ポプラ社 913 き
恐怖通信鳥肌ゾーン 3 後ろにいるよ 東 雅夫編・監修 ポプラ社 913 き
恐怖通信鳥肌ゾーン 4 くびだけだよ 東 雅夫編・監修 ポプラ社 913 き
恐怖通信鳥肌ゾーン 5 腹話術 東 雅夫編・監修 ポプラ社 913 き
歩いて行こう 第7刷（学研の新しい創作） 北 ふうこ作 学研プラス 913 き
絶叫学級 4 ゆがんだ願い編（集英社みらい文庫 い-1-4） いしかわ えみ原作 絵 集英社 913 く
絶叫学級 5 ニセモノの親切編（集英社みらい文庫 い-1-5） いしかわ えみ原作 絵 集英社 913 く
絶叫学級 6 プレゼントの甘いワナ編（集英社みらい文庫 い-1-6） いしかわ えみ原作 絵 集英社 913 く
絶叫学級 7 いつわりの自分編（集英社みらい文庫 い-1-7） いしかわ えみ原作 絵 集英社 913 く
絶叫学級 8 ルール違反の罪と罰編（集英社みらい文庫 い-1-8） いしかわ えみ原作 絵 集英社 913 く
絶叫学級 9 終わりのない欲望編（集英社みらい文庫 い-1-9） いしかわ えみ原作 絵 集英社 913 く
絶叫学級 10 悪夢の花園編（集英社みらい文庫 い-1-10） いしかわ えみ原作 絵 集英社 913 く
絶叫学級 11 いじめの結末編（集英社みらい文庫 い-1-11） いしかわ えみ原作 絵 集英社 913 く
絶叫学級 12 家族のうらぎり編（集英社みらい文庫 い-1-12） いしかわ えみ原作 絵 集英社 913 く
絶叫学級 13 不幸を呼ぶ親友編（集英社みらい文庫 い-1-13） いしかわ えみ原作 絵 集英社 913 く
なにがあってもずっといっしょ くさの たき作 金の星社 913 く
なにがあってもずっといっしょ くさの たき作 金の星社 913 く
魔女ののろいアメ（とっておきのどうわ） 草野 あきこ作 PHP研究所 913 く
魔女ののろいアメ（とっておきのどうわ） 草野 あきこ作 PHP研究所 913 く
おにぼう（とっておきのどうわ） くすのき しげのり作 PHP研究所 913 く
ケイタイ電話レストラン（怪談レストラン 18） たかい よしかず絵 童心社 913 け
真田十勇士 1 参上、猿飛佐助 小前 亮作 小峰書店 913 こ
真田十勇士 2 決起、真田幸村 小前 亮作 小峰書店 913 こ
四年ザシキワラシ組（ジュニア文学館） こうだ ゆうこ作 学研プラス 913 こ
みさき食堂へようこそ（わくわくライブラリー） 香坂 直作 講談社 913 こ
トモ、ぼくは元気です 香坂 直著 講談社 913 こ
メリーさんの電話（ナツカのおばけ事件簿 1） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
恐怖のろくろっ手（ナツカのおばけ事件簿 2） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
ゆうれいドレスのなぞ（ナツカのおばけ事件簿 3） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
真夜中のあわせかがみ（ナツカのおばけ事件簿 4） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ



わらうピエロ人形（ナツカのおばけ事件簿 5） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
夕ぐれの西洋やしき（ナツカのおばけ事件簿 6） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
深夜のゆうれい電車（ナツカのおばけ事件簿 7） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
ゆうれいパティシエ事件（ナツカのおばけ事件簿 8） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
呪いのまぼろし美容院（ナツカのおばけ事件簿 9） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
魔界ドールハウス（ナツカのおばけ事件簿 10） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
とりつかれたバレリーナ（ナツカのおばけ事件簿 11） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
恐怖のろくろっ手（ナツカのおばけ事件簿 2） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
ゆうれいドレスのなぞ（ナツカのおばけ事件簿 3） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
真夜中のあわせかがみ（ナツカのおばけ事件簿 4） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
わらうピエロ人形（ナツカのおばけ事件簿 5） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
夕ぐれの西洋やしき（ナツカのおばけ事件簿 6） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
深夜のゆうれい電車（ナツカのおばけ事件簿 7） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
ゆうれいパティシエ事件（ナツカのおばけ事件簿 8） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
呪いのまぼろし美容院（ナツカのおばけ事件簿 9） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
魔界ドールハウス（ナツカのおばけ事件簿 10） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
とりつかれたバレリーナ（ナツカのおばけ事件簿 11） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
殺人レストラン（怪談レストラン 3） たかい よしかず絵 童心社 913 さ
テーマパークの黒髪人形（ナツカのおばけ事件簿 13） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
テーマパークの黒髪人形（ナツカのおばけ事件簿 13） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
バラの城のゆうれい（ナツカのおばけ事件簿 12） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
バラの城のゆうれい（ナツカのおばけ事件簿 12） 斉藤 洋作 あかね書房 913 さ
ゴーゴーもるもくん 斉藤 洋さく 偕成社 913 さ
ふしぎなもるもくん 斉藤 洋さく 偕成社 913 さ
パオズになったおひなさま 佐和 みずえ著 くもん出版 913 さ
パオズになったおひなさま 佐和 みずえ著 くもん出版 913 さ
思い出はブラックボックスに（ポプラ物語館 4） 斉藤 洋作 ポプラ社 913 さ
思い出はブラックボックスに（ポプラ物語館 4） 斉藤 洋作 ポプラ社 913 さ
人形は月夜にほほえむ（ポプラ物語館 8） 斉藤 洋作 ポプラ社 913 さ
人形は月夜にほほえむ（ポプラ物語館 8） 斉藤 洋作 ポプラ社 913 さ
封じられた街 北風のポリフォニー（TEENSʼENTERTAINMENT 4） 沢村 鐵著 ポプラ社 913 さ
封じられた街 薄氷のディープシャドウ（TEENSʼENTERTAINMENT 6） 沢村 鐵著 ポプラ社 913 さ
源平の風（白狐魔記 1） 斉藤 洋作 偕成社 913 さ
蒙古の波（白狐魔記 2） 斉藤 洋作 偕成社 913 さ
洛中の火（白狐魔記 3） 斉藤 洋作 偕成社 913 さ
戦国の雲（白狐魔記 4） 斉藤 洋作 偕成社 913 さ
天草の霧（白狐魔記 5） 斉藤 洋作 偕成社 913 さ
元禄の雪（白狐魔記 6） 斉藤 洋作 偕成社 913 さ
ルドルフとイッパイアッテナ（児童文学創作シリーズ） 斉藤 洋作 講談社 913 さ
ルドルフともだちひとりだち（児童文学創作シリーズ） 斉藤 洋作 講談社 913 さ
ルドルフといくねこくるねこ（児童文学創作シリーズ） 斉藤 洋作 講談社 913 さ
ルドルフとスノーホワイト（児童文学創作シリーズ） 斉藤 洋作 講談社 913 さ
ルドルフとイッパイアッテナ 映画ノベライズ（講談社青い鳥文庫 311-5） 斉藤 洋原作 講談社 913 さ
ぼくはおばけのかていきょうし きょうふのじゅぎょうさんかん（どっきん！がいっぱい 5） さとう まきこ作 あかね書房 913 さ
ぼくらのサイテーの夏（講談社青い鳥文庫 244-1） 笹生 陽子作 講談社 913 さ
ガンバとカワウソの冒険 新版（岩波少年文庫 046） 斎藤 惇夫作 岩波書店 913 さ
グリックの冒険 新版（岩波少年文庫 045） 斎藤 惇夫作 岩波書店 913 さ
冒険者たち 新版 ガンバと15ひきの仲間（岩波少年文庫 044） 斎藤 惇夫作 岩波書店 913 さ
うさぎのなぞなぞ屋（わくわくBOOKS） さとう まきこ作 教育画劇 913 さ
座敷わらしレストラン（怪談レストラン 47） かとう くみこ絵 童心社 913 ざ



心霊写真レストラン（怪談レストラン 26） たかい よしかず絵 童心社 913 し
死神レストラン（怪談レストラン 32） たかい よしかず絵 童心社 913 し
死の影レストラン（怪談レストラン 44） かとう くみこ絵 童心社 913 し
かぐやのかご（こころのつばさシリーズ） 塩野 米松作 佼成出版社 913 し
かぐやのかご（こころのつばさシリーズ） 塩野 米松作 佼成出版社 913 し
君に届け 6 つながる気持ち（集英社みらい文庫 し-1-6） 椎名 軽穂原作 絵 集英社 913 し
君に届け 7 ちかづく気持ち（集英社みらい文庫 し-1-7） 椎名 軽穂原作 絵 集英社 913 し
君に届け 8 それぞれの気持ち（集英社みらい文庫 し-1-8） 椎名 軽穂原作 絵 集英社 913 し
君に届け 9 とまどう気持ち（集英社みらい文庫 し-1-9） 椎名 軽穂原作 絵 集英社 913 し
君に届け 10 たいせつな気持ち（集英社みらい文庫 し-1-10） 椎名 軽穂原作 絵 集英社 913 し
君に届け 11 みつめる気持ち（集英社みらい文庫 し-1-11） 椎名 軽穂原作 絵 集英社 913 し
君に届け 12 ざわめく気持ち（集英社みらい文庫 し-1-12） 椎名 軽穂原作 絵 集英社 913 し
ナゾトキ姫と嘆きのしずく（小学館ジュニア文庫） 阿南 まゆき原作・イラスト 小学館 913 し
ナゾトキ姫と嘆きのしずく（小学館ジュニア文庫） 阿南 まゆき原作・イラスト 小学館 913 し
小学五年生 重松 清著 文藝春秋 913 し
きみの友だち 重松 清著 新潮社 913 し
きよしこ 重松 清著 新潮社 913 し
君の名は。（角川つばさ文庫 Cし1-1） 新海 誠作 KADOKAWA 913 し
地獄レストラン（怪談レストラン 20） たかい よしかず絵 童心社 913 じ
もしかしたら名探偵 改訂 4刷（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 1） 杉山 亮作 偕成社 913 す
いつのまにか名探偵（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 2） 杉山 亮作 偕成社 913 す
あしたからは名探偵（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 3） 杉山 亮作 偕成社 913 す
どんなときも名探偵（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 4） 杉山 亮作 偕成社 913 す
そんなわけで名探偵（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 5） 杉山 亮作 偕成社 913 す
なんだかんだ名探偵（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 6） 杉山 亮作 偕成社 913 す
まってました名探偵（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 7） 杉山 亮作 偕成社 913 す
かえってきた名探偵 改訂 第3刷（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 8） 杉山 亮作 偕成社 913 す
あめあがりの名探偵（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 9） 杉山 亮作 偕成社 913 す
よーいどんで名探偵（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 10） 杉山 亮作 偕成社 913 す
ひるもよるも名探偵（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 11） 杉山 亮作 偕成社 913 す
せかいいちの名探偵 7刷（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 12） 杉山 亮作 偕成社 913 す
事件だよ！全員集合 ミルキー杉山のあなたも名探偵（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 13） 杉山 亮作 偕成社 913 す
てんやわんや名探偵（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 14） 杉山 亮作 偕成社 913 す
しあわせなら名探偵（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 15） 杉山 亮作 偕成社 913 す
わんわん探偵団 杉山 亮作 偕成社 913 す
わんわん探偵団おかわり うなぎ病院事件の巻 杉山 亮作 偕成社 913 す
わんわん探偵団おりこう 猛犬注意事件の巻 杉山 亮作 偕成社 913 す
にゃんにゃん探偵団 杉山 亮作 偕成社 913 す
にゃんにゃん探偵団おひるね 赤いとびらの家事件の巻 杉山 亮作 偕成社 913 す
がんこちゃんはアイドル（新・ざわざわ森のがんこちゃん 1） 末吉 暁子作 講談社 913 す
うんちしたの、だーれ？（新・ざわざわ森のがんこちゃん 2） 末吉 暁子作 講談社 913 す
おばあちゃんのねがいごと（新・ざわざわ森のがんこちゃん 3） 末吉 暁子作 講談社 913 す
とっておきの名探偵（ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズ 16） 杉山 亮作 偕成社 913 す
戦争と平和のものがたり 1 ちいちゃんのかげおくり 西本 鶏介編 ポプラ社 913 せ
戦争と平和のものがたり 2 一つの花 西本 鶏介編 ポプラ社 913 せ
戦争と平和のものがたり 3 おはじきの木 西本 鶏介編 ポプラ社 913 せ
戦争と平和のものがたり 4 ヒロシマの歌 西本 鶏介編 ポプラ社 913 せ
戦争と平和のものがたり 5 やわらかい手 西本 鶏介編 ポプラ社 913 せ
ぼくらのテーマパーク決戦 3版（角川つばさ文庫 Bそ1-13） 宗田 理作 KADOKAWA 913 そ
ぼくらの天使ゲーム 23版（角川つばさ文庫 Bそ1-2） 宗田 理作 KADOKAWA 913 そ



ぼくらのいたずらバトル（角川つばさ文庫 Bそ1-17） 宗田 理作 KADOKAWA 913 そ
ぼくらの一日校⾧（角川つばさ文庫 Bそ1-16） 宗田 理作 KADOKAWA 913 そ
ぼくらの体育祭（角川つばさ文庫 Bそ1-14） 宗田 理作 KADOKAWA 913 そ
ぼくらの太平洋戦争（角川つばさ文庫 Bそ1-15） 宗田 理作 KADOKAWA 913 そ
ぼくらの〓学園祭（角川つばさ文庫 Bそ1-18） 宗田 理作 KADOKAWA 913 そ
ぼくらの消えた学校（角川つばさ文庫 Bそ1-21） 宗田 理作 KADOKAWA 913 そ
ぼくらの卒業いたずら大作戦 上（角川つばさ文庫 Bそ1-22） 宗田 理作 KADOKAWA 913 そ
ぼくらの卒業いたずら大作戦 下（角川つばさ文庫 Bそ1-23） 宗田 理作 KADOKAWA 913 そ
ぼくらのハイジャック戦争（角川つばさ文庫 Bそ1-20） 宗田 理作 KADOKAWA 913 そ
ぼくらの無人島戦争（角川つばさ文庫 Bそ1-19） 宗田 理作 KADOKAWA 913 そ
ガラスのうま 征矢 清さく 偕成社 913 そ
ゾンビのレストラン（怪談レストラン 49） かとう くみこ絵 童心社 913 ぞ
南総里見八犬伝（角川つばさ文庫 Fた2-1） 滝沢 馬琴作 角川書店 913 た
たたりじゃレストラン（怪談レストラン 21） かとう くみこ絵 童心社 913 た
竹取物語（大型版これなら読めるやさしい古典） ⾧尾 剛文 汐文社 913 た
みどりいろのたね（福音館創作童話シリーズ） たかどの ほうこ作 福音館書店 913 た
紳士とオバケ氏（ものがたりのもり） たかどの ほうこ作 フレーベル館 913 た
しっぽ！ 第4刷（新しい日本の幼年童話） 竹下 文子作 学研教育出版 913 た
星のカービィ あぶないグルメ屋敷！？の巻（角川つばさ文庫 Cた3-2） 高瀬 美恵作 アスキー・メディアワークス 913 た
星のカービィ くらやみ森で大さわぎ！の巻（角川つばさ文庫 Cた3-5） 高瀬 美恵作 KADOKAWA 913 た
星のカービィ 大盗賊ドロッチェ団あらわる！の巻（角川つばさ文庫 Cた3-7） 高瀬 美恵作 KADOKAWA 913 た
星のカービィ メタナイトとあやつり姫（角川つばさ文庫 Cた3-8） 高瀬 美恵作 KADOKAWA 913 た
星のカービィ プププランドで大レース！の巻（角川つばさ文庫 Cた3-9） 高瀬 美恵作 KADOKAWA 913 た
星のカービィ 大迷宮のトモダチを救え！の巻（角川つばさ文庫 Cた3-10） 高瀬 美恵作 KADOKAWA 913 た
星のカービィ ロボボプラネットの大冒険！（角川つばさ文庫 Cた3-11） 高瀬 美恵作 KADOKAWA 913 た
星のカービィ メタナイトと銀河最強の戦士（角川つばさ文庫 Cた3-12） 高瀬 美恵作 KADOKAWA 913 た
星のカービィ 結成！カービィハンターズZの巻（角川つばさ文庫 Cた3-13） 高瀬 美恵作 KADOKAWA 913 た
5分後に恋の結末 春が来たら、泣くかもしれない（「5分後に意外な結末」シリーズ） 橘 つばさ著 学研プラス 913 た
へんてこもりにいこうよ 29刷（へんてこもりのはなし 1） たかどの ほうこ作・絵 偕成社 913 た
走れメロス 7版 太宰治名作選（角川つばさ文庫 Fた1-1） 太宰 治作 KADOKAWA 913 だ
時をかける少女（角川つばさ文庫 Bつ1-1） 筒井 康隆作 角川書店 913 つ
パティシエ☆すばる パティシエになりたい！（講談社青い鳥文庫 256-7） つくも ようこ作 講談社 913 つ
パティシエ☆すばる ラズベリーケーキの罠（講談社青い鳥文庫 256-8） つくも ようこ作 講談社 913 つ
パティシエ☆すばる 記念日のケーキ屋さん（講談社青い鳥文庫 256-9） つくも ようこ作 講談社 913 つ
パティシエ☆すばる 誕生日ケーキの秘密（講談社青い鳥文庫 256-10） つくも ようこ作 講談社 913 つ
パティシエ☆すばる ウエディングケーキ大作戦！（講談社青い鳥文庫 256-11） つくも ようこ作 講談社 913 つ
パティシエ☆すばる キセキのチョコレート（講談社青い鳥文庫 256-12） つくも ようこ作 講談社 913 つ
パティシエ☆すばる チーズケーキのめいろ（講談社青い鳥文庫 256-13） つくも ようこ作 講談社 913 つ
パティシエ☆すばる 夢のスイーツホテル（講談社青い鳥文庫 256-14） つくも ようこ作 講談社 913 つ
12歳。 1 だけど、すきだから（小学館ジュニア文庫） まいた 菜穂原作・イラスト 小学館 913 つ
12歳。 2 てんこうせい（小学館ジュニア文庫） まいた 菜穂原作・イラスト 小学館 913 つ
12歳。 4 そして、みらい（小学館ジュニア文庫 ジま-1-4） まいた 菜穂原作・イラスト 小学館 913 つ
12歳。 5 おとなでも、こどもでも（小学館ジュニア文庫 ジま-1-5） まいた 菜穂原作・イラスト 小学館 913 つ
12歳。 3 きみのとなり（小学館ジュニア文庫 ジま-1-3） まいた 菜穂原作・イラスト 小学館 913 つ
時をかける少女 27版（角川つばさ文庫 Bつ1-1） 筒井 康隆作 KADOKAWA 913 つ
時をかける少女 27版（角川つばさ文庫 Bつ1-1） 筒井 康隆作 KADOKAWA 913 つ
こまったさんのスパゲティ（おはなしりょうりきょうしつ 1） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
こまったさんのカレーライス（おはなしりょうりきょうしつ 2） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
こまったさんのハンバーグ（おはなしりょうりきょうしつ 3） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
こまったさんのオムレツ（おはなしりょうりきょうしつ 4） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て



こまったさんのサラダ（おはなしりょうりきょうしつ 5） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
こまったさんのグラタン（おはなしりょうりきょうしつ 6） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
こまったさんのサンドイッチ（おはなしりょうりきょうしつ 7） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
こまったさんのコロッケ（おはなしりょうりきょうしつ 8） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
こまったさんのラーメン（おはなしりょうりきょうしつ 9） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
こまったさんのシチュー（おはなしりょうりきょうしつ 10） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
わかったさんのクッキー（わかったさんのおかしシリーズ 1） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
わかったさんのシュークリーム（わかったさんのおかしシリーズ 2） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
わかったさんのドーナツ（わかったさんのおかしシリーズ 3） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
わかったさんのアップルパイ（わかったさんのおかしシリーズ 4） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
わかったさんのホットケーキ（わかったさんのおかしシリーズ 5） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
わかったさんのプリン（わかったさんのおかしシリーズ 6） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
わかったさんのアイスクリーム（わかったさんのおかしシリーズ 7） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
わかったさんのショートケーキ（わかったさんのおかしシリーズ 8） 寺村 輝夫作 あかね書房 913 て
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 輝夫作 あかね書房 913 て
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 輝夫作 あかね書房 913 て
少年シャーロックホームズ 1 15歳の名探偵！！（集英社みらい文庫 と-4-2） コナン・ドイル原作 集英社 913 と
少年シャーロックホームズ 2 赤毛クラブの謎（集英社みらい文庫 と-4-3） コナン・ドイル原作 集英社 913 と
ナゾトキ姫は名探偵〓 怪盗時計うさぎからの挑戦状（ちゃおノベルズ） 阿南 まゆき原作・イラスト 小学館 913 と
ナゾトキ姫は名探偵〓 怪盗時計うさぎからの挑戦状（ちゃおノベルズ） 阿南 まゆき原作・イラスト 小学館 913 と
少年シャーロックホームズ 3 消えた生徒たち（集英社みらい文庫 と-4-4） コナン・ドイル原作 集英社 913 と
少年シャーロックホームズ 4 こわい先生たちのヒミツ（集英社みらい文庫 と-4-5） コナン・ドイル原作 集英社 913 と
少年シャーロックホームズ 5 名探偵、最大のピンチ！（集英社みらい文庫 と-4-6） コナン・ドイル原作 集英社 913 と
時をかける少女 アニメ版 筒井 康隆原作 金の星社 913 と
天と地の方程式 1 富安 陽子著 講談社 913 と
天と地の方程式 2 富安 陽子著 講談社 913 と
天と地の方程式 3 富安 陽子著 講談社 913 と
ぼくたちのリアル 戸森 しるこ著 講談社 913 と
ぼくたちのリアル 戸森 しるこ著 講談社 913 と
ムジナ探偵局 1 名探偵登場！ 富安 陽子作 童心社 913 と
ムジナ探偵局 2 なぞの挑戦状 富安 陽子作 童心社 913 と
ムジナ探偵局 3 闇に消えた男 富安 陽子作 童心社 913 と
菜の子先生がやってきた！ 学校ふしぎ案内・つむじ風の一学期（福音館創作童話シリーズ） 富安 陽子作 福音館書店 913 と
菜の子先生はどこへ行く？ 学校ふしぎ案内・花ふぶきの三学期（福音館創作童話シリーズ） 富安 陽子作 福音館書店 913 と
菜の子先生の校外パトロール 学校ふしぎ案内・番外編スペシャル（福音館創作童話シリーズ） 富安 陽子作 福音館書店 913 と
菜の子先生は大いそがし！ 学校ふしぎ案内・あらしを呼ぶ二学期（福音館創作童話シリーズ） 富安 陽子作 福音館書店 913 と
おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん（おしりたんていシリーズ） トロルさく・え ポプラ社 913 と
おしりたんてい やみよにきえるきょじん（おしりたんていシリーズ） トロルさく・え ポプラ社 913 と
おしりたんてい ふめつのせっとうだん（おしりたんていシリーズ） トロルさく・え ポプラ社 913 と
おしりたんてい かいとうVSたんてい（おしりたんていシリーズ） トロルさく・え ポプラ社 913 と
おしりたんてい いせきからのSOS（おしりたんていシリーズ） トロルさく・え ポプラ社 913 と
かみさまにあいたい（ポプラ物語館 76） 当原 珠樹作 ポプラ社 913 と
かみさまにあいたい（ポプラ物語館 76） 当原 珠樹作 ポプラ社 913 と
キツネのまいもん屋（新日本ひまわり文庫 6） 富安 陽子さく 新日本出版社 913 と
かえるのエルタ（福音館創作童話シリーズ） 中川 李枝子さく 福音館書店 913 な
かえるのエルタ（福音館創作童話シリーズ） 中川 李枝子さく 福音館書店 913 な
かわいいこねこをもらってください（ポプラちいさなおはなし 12） なりゆき わかこ作 ポプラ社 913 な
かわいいこねこをもらってください（ポプラちいさなおはなし 12） なりゆき わかこ作 ポプラ社 913 な
かわいいこねこをもらってください（ポプラちいさなおはなし 12） なりゆき わかこ作 ポプラ社 913 な
七不思議レストラン（怪談レストラン 17） たかい よしかず絵 童心社 913 な



謎のメールレストラン（怪談レストラン 36） たかい よしかず絵 童心社 913 な
かわいいこねこをもらってください（ポプラちいさなおはなし 12） なりゆき わかこ作 ポプラ社 913 な
かわいいこねこをもらってください（ポプラちいさなおはなし 12） なりゆき わかこ作 ポプラ社 913 な
こねこのモモちゃん美容室（ポプラ物語館 32） なりゆき わかこ作 ポプラ社 913 な
こねこのモモちゃん美容室（ポプラ物語館 32） なりゆき わかこ作 ポプラ社 913 な
こねこのモモちゃん美容室（ポプラ物語館 32） なりゆき わかこ作 ポプラ社 913 な
はなこ八月七日にひろったこねこ（ポプラちいさなおはなし 27） なりゆき わかこ作 ポプラ社 913 な
はなこ八月七日にひろったこねこ（ポプラちいさなおはなし 27） なりゆき わかこ作 ポプラ社 913 な
はなこ八月七日にひろったこねこ（ポプラちいさなおはなし 27） なりゆき わかこ作 ポプラ社 913 な
茶畑のジャヤ（鈴木出版の児童文学） 中川 なをみ作 鈴木出版 913 な
茶畑のジャヤ（鈴木出版の児童文学） 中川 なをみ作 鈴木出版 913 な
2歳になれなかったこねこ小太郎（角川つばさ文庫 Aな3-1） なりゆき わかこ作 KADOKAWA 913 な
2歳になれなかったこねこ小太郎（角川つばさ文庫 Aな3-1） なりゆき わかこ作 KADOKAWA 913 な
2歳になれなかったこねこ小太郎（角川つばさ文庫 Aな3-1） なりゆき わかこ作 KADOKAWA 913 な
坊っちゃん 再版（角川つばさ文庫 Fな3-1） 夏目 漱石作 KADOKAWA 913 な
ロボット魔法部はじめます（スプラッシュ・ストーリーズ 13） 中松 まるは作 あかね書房 913 な
ココロ屋（文研ブックランド） 梨屋 アリエ作 文研出版 913 な
めいちゃんの500円玉 なかがわ ちひろ作・絵 アリス館 913 な
レイナが島にやってきた！ ⾧崎 夏海作 理論社 913 な
レイナが島にやってきた！ ⾧崎 夏海作 理論社 913 な
岸辺のヤービ（Tales of Madguide Water 1） 梨木 香歩著 福音館書店 913 な
なみきビブリオバトル・ストーリー 1 本と4人の深呼吸 赤羽 じゅんこ作 さ・え・ら書房 913 な
森おばけ（福音館創作童話シリーズ） 中川 李枝子さく 福音館書店 913 な
人形レストラン（怪談レストラン 34） かとう くみこ絵 童心社 913 に
ぼくの、ひかり色の絵の具（ノベルズ・エクスプレス 25） 西村 すぐり作 ポプラ社 913 に
ぼくの、ひかり色の絵の具（ノベルズ・エクスプレス 25） 西村 すぐり作 ポプラ社 913 に
キミは宙（そら）のすべて 1 たったひとつの星（小学館ジュニア文庫） 能登山 けいこ原作・イラスト 小学館 913 に
キミは宙（そら）のすべて 2 ヒロインは眠れない（小学館ジュニア文庫 ジの-1-2） 能登山 けいこ原作・イラスト 小学館 913 に
キミは宙（そら）のすべて 3 君のためにできること（小学館ジュニア文庫 ジの-1-3） 能登山 けいこ原作・イラスト 小学館 913 に
キミは宙（そら）のすべて 4 宙いっぱいの愛をこめて（小学館ジュニア文庫 ジの-1-4） 能登山 けいこ原作・イラスト 小学館 913 に
新美南吉童話選集 1 新美 南吉作 ポプラ社 913 に
新美南吉童話選集 2 新美 南吉作 ポプラ社 913 に
新美南吉童話選集 3 新美 南吉作 ポプラ社 913 に
新美南吉童話選集 4 新美 南吉作 ポプラ社 913 に
新美南吉童話選集 5 新美 南吉作 ポプラ社 913 に
日本の名作童話 14 加代の四季 岩崎書店 913 に
呪いのレストラン（怪談レストラン 12） かとう くみこ絵 童心社 913 の
へんしん！へなちょこヒーロー（文研ブックランド） 野泉 マヤ作 文研出版 913 の
かいけつゾロリのドラゴンたいじ 1（ポプラ社の小さな童話 97） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのきょうふのやかた（ポプラ社の新・小さな童話 1） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのまほうつかいのでし（ポプラ社の新・小さな童話 5） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリの大かいぞく（ポプラ社の新・小さな童話 15） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのゆうれいせん（ポプラ社の新・小さな童話 24） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのチョコレートじょう（ポプラ社の新・小さな童話 28） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリの大きょうりゅう（ポプラ社の新・小さな童話 35） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち（ポプラ社の新・小さな童話 43） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのママだーいすき（ポプラ社の新・小さな童話 52） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリの大かいじゅう（ポプラ社の新・小さな童話 58） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん（ポプラ社の新・小さな童話 66） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのきょうふのプレゼント（ポプラ社の新・小さな童話 75） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は



かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん（ポプラ社の新・小さな童話 86） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリつかまる！！（ポプラ社の新・小さな童話 104） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリとなぞのひこうき（ポプラ社の新・小さな童話 106） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのおばけ大さくせん（ポプラ社の新・小さな童話 116） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん（ポプラ社の新・小さな童話 127） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリけっこんする！？（ポプラ社の新・小さな童話 142） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリ大けっとう！ゾロリじょう（ポプラ社の新・小さな童話 150） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのきょうふのカーレース（ポプラ社の新・小さな童話 156） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ（ポプラ社の新・小さな童話 158） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリの大金もち（ポプラ社の新・小さな童話 163） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのテレビゲームききいっぱつ（ポプラ社の新・小さな童話 167） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのきょうふの宝さがし（ポプラ社の新・小さな童話 171） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリちきゅうさいごの日（ポプラ社の新・小さな童話 174） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのめいたんていとうじょう（ポプラ社の新・小さな童話 177） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリぜったいぜつめい（ポプラ社の新・小さな童話 179） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリあついぜ！ラーメンたいけつ（ポプラ社の新・小さな童話 184） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのてんごくとじごく（ポプラ社の新・小さな童話 186） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのじごくりょこう（ポプラ社の新・小さな童話 190） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのようかい大リーグ（ポプラ社の新・小さな童話 198） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリとなぞのまほう少女（ポプラ社の新・小さな童話 201） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリとまほうのへや（ポプラ社の新・小さな童話 206） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリたべられる！！（ポプラ社の新・小さな童話 211） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリの大どろぼう（ポプラ社の新・小さな童話 215） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん 前編（ポプラ社の新・小さな童話 219） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん 後編（ポプラ社の新・小さな童話 222） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリまもるぜ！きょうりゅうのたまご（ポプラ社の新・小さな童話 226） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリたべるぜ！大ぐいせんしゅけん（ポプラ社の新・小さな童話 230） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリやせるぜ！ダイエット大さくせん（ポプラ社の新・小さな童話 233） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリカレーvs．ちょうのうりょく（ポプラ社の新・小さな童話 237） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリイシシ・ノシシ大ピンチ！！（ポプラ社の新・小さな童話 240） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリきょうふのちょうとっきゅう（かいけつゾロリシリーズ 45） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく（かいけつゾロリシリーズ 46） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
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 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
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 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのはちゃめちゃテレビ局（かいけつゾロリシリーズ 49） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう（かいけつゾロリシリーズ 50） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのメカメカ大さくせん（かいけつゾロリシリーズ 51） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート（かいけつゾロリシリーズ 52） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリなぞのスパイと100本のバラ（かいけつゾロリシリーズ 53） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ（かいけつゾロリシリーズ 54） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
森のお店やさん（おはなしさいた 2） 林原 玉枝文 アリス館 913 は
森のお店やさん（おはなしさいた 2） 林原 玉枝文 アリス館 913 は
トキメキ〓図書館 PART2 「図書館登校」の女の子？（講談社青い鳥文庫 243-14） 服部 千春作 講談社 913 は
トキメキ〓図書館 PART3 霊能少女萌！？（講談社青い鳥文庫 243-15） 服部 千春作 講談社 913 は
トキメキ〓図書館 PART4 十八年目の卒業式（講談社青い鳥文庫 243-16） 服部 千春作 講談社 913 は
トキメキ〓図書館 PART5 転校生のひみつ（講談社青い鳥文庫 243-17） 服部 千春作 講談社 913 は
トキメキ〓図書館 PART6 絵の中の女の人（講談社青い鳥文庫 243-18） 服部 千春作 講談社 913 は
トキメキ〓図書館 PART7 トキメキ〓修学旅行！（講談社青い鳥文庫 243-19） 服部 千春作 講談社 913 は
墓場レストラン（怪談レストラン 9） かとう くみこ絵 童心社 913 は
かいけつゾロリあついぜ！ラーメンたいけつ（ポプラ社の新・小さな童話 184） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は



かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく（かいけつゾロリシリーズ 46） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリけっこんする！？（ポプラ社の新・小さな童話 142） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリ大けっとう！ゾロリじょう（ポプラ社の新・小さな童話 150） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリちきゅうさいごの日（ポプラ社の新・小さな童話 174） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリの大金もち（ポプラ社の新・小さな童話 163） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのクイズ王（かいけつゾロリシリーズ 56） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのクイズ王（かいけつゾロリシリーズ 56） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのじごくりょこう（ポプラ社の新・小さな童話 190） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリの大かいぞく（ポプラ社の新・小さな童話 15） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリの大まじんをさがせ！！（かいけつゾロリシリーズ 55） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリの大まじんをさがせ！！（かいけつゾロリシリーズ 55） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのチョコレートじょう（ポプラ社の新・小さな童話 28） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのテレビゲームききいっぱつ（ポプラ社の新・小さな童話 167） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのてんごくとじごく（ポプラ社の新・小さな童話 186） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ（かいけつゾロリシリーズ 54） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのママだーいすき（ポプラ社の新・小さな童話 52） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリまもるぜ！きょうりゅうのたまご（ポプラ社の新・小さな童話 226） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリやせるぜ！ダイエット大さくせん（ポプラ社の新・小さな童話 233） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
トキメキ〓図書館 PART8 ドキドキ★校内キャンプ！（講談社青い鳥文庫 243-20） 服部 千春作 講談社 913 は
トキメキ〓図書館 PART9 一年ぶりの仲直り（講談社青い鳥文庫 243-21） 服部 千春作 講談社 913 は
トキメキ〓図書館 PART10 別荘にご招待？（講談社青い鳥文庫 243-22） 服部 千春作 講談社 913 は
かいけつゾロリカレーvs．ちょうのうりょく（ポプラ社の新・小さな童話 237） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリたべるぜ！大ぐいせんしゅけん（ポプラ社の新・小さな童話 230） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリとまほうのへや（ポプラ社の新・小さな童話 206） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのきょうふの宝さがし（ポプラ社の新・小さな童話 171） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのメカメカ大さくせん（かいけつゾロリシリーズ 51） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのゆうれいせん（ポプラ社の新・小さな童話 24） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのようかい大うんどうかい（かいけつゾロリシリーズ 57） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのようかい大うんどうかい（かいけつゾロリシリーズ 57） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのようかい大リーグ（ポプラ社の新・小さな童話 198） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリやせるぜ！ダイエット大さくせん（ポプラ社の新・小さな童話 233） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリイシシ・ノシシ大ピンチ！！（ポプラ社の新・小さな童話 240） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのきょうふのカーレース（ポプラ社の新・小さな童話 156） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのきょうふのカーレース（ポプラ社の新・小さな童話 156） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのきょうふのカーレース（ポプラ社の新・小さな童話 156） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
きえた！？かいけつゾロリ（かいけつゾロリシリーズ 58） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
きえた！？かいけつゾロリ（かいけつゾロリシリーズ 58） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリとまほうのへや 第30刷（かいけつゾロリシリーズ 35） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリとまほうのへや 第30刷（かいけつゾロリシリーズ 35） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
トキメキ〓図書館 PART11 恋の大バトル！？（講談社青い鳥文庫 243-23） 服部 千春作 講談社 913 は
トキメキ〓図書館 PART12 みんなが主役！（講談社青い鳥文庫 243-24） 服部 千春作 講談社 913 は
かいけつゾロリのおいしい金メダル（かいけつゾロリシリーズ 59） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのおいしい金メダル（かいけつゾロリシリーズ 59） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
はじめてのキャンプ（福音館創作童話シリーズ） 林 明子さく・え 福音館書店 913 は
私のスポットライト 児童書版（teensʼ best selections 40） 林 真理子著 ポプラ社 913 は
きみ、なにがすき？ はせがわ さとみ作 あかね書房 913 は
きみ、なにがすき？ はせがわ さとみ作 あかね書房 913 は
かいけつゾロリの王子さまになるほうほう（かいけつゾロリシリーズ 60） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのかいていたんけん（かいけつゾロリシリーズ 61） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は
かいけつゾロリのちていたんけん（かいけつゾロリシリーズ 62） 原 ゆたかさく・え ポプラ社 913 は



化け猫レストラン（怪談レストラン 2） かとう くみこ絵 童心社 913 ば
たらふくまんま（こぐまのどんどんぶんこ） 馬場 のぼるさく・え こぐま社 913 ば
火の玉レストラン（怪談レストラン 11） たかい よしかず絵 童心社 913 ひ
百物語レストラン（怪談レストラン 25） たかい よしかず絵 童心社 913 ひ
人食い花レストラン（怪談レストラン 37） かとう くみこ絵 童心社 913 ひ
秘密のとびらレストラン（怪談レストラン 39） かとう くみこ絵 童心社 913 ひ
雨ふる本屋 日向 理恵子作 童心社 913 ひ
雨ふる本屋の雨ふらし 日向 理恵子作 童心社 913 ひ
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 1 廣嶋 玲子作 偕成社 913 ひ
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 2 廣嶋 玲子作 偕成社 913 ひ
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 3 廣嶋 玲子作 偕成社 913 ひ
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 4 廣嶋 玲子作 偕成社 913 ひ
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 5 廣嶋 玲子作 偕成社 913 ひ
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 6 廣嶋 玲子作 偕成社 913 ひ
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 7 廣嶋 玲子作 偕成社 913 ひ
ふたり 福田 隆浩著 講談社 913 ふ
ふたり 福田 隆浩著 講談社 913 ふ
いたずらまじょ子のボーイフレンド（学年別こどもおはなし劇場 14） 藤 真知子作 ポプラ社 913 ふ
まじょ子と黒ネコのケーキやさん（学年別こどもおはなし劇場 112） 藤 真知子作 ポプラ社 913 ふ
まじょ子とこおりの女王さま（学年別こどもおはなし劇場 113） 藤 真知子作 ポプラ社 913 ふ
まじょ子とランプの中のプリンセス（学年別こどもおはなし劇場 106） 藤 真知子作 ポプラ社 913 ふ
まじょ子どんな子ふしぎな子（学年別こどもおはなし劇場 2） 藤 真知子作 ポプラ社 913 ふ
まじょ子のおはなしパーラー（学年別こどもおはなし劇場 114） 藤 真知子作 ポプラ社 913 ふ
ひみつのきもちぎんこう ふじもと みさと作 金の星社 913 ふ
ひみつのきもちぎんこう ふじもと みさと作 金の星社 913 ふ
裏庭は知っている（講談社青い鳥文庫 286-9） 藤本 ひとみ原作 講談社 913 ふ
消えた自転車は知っている（講談社青い鳥文庫 286-1） 藤本 ひとみ原作 講談社 913 ふ
キーホルダーは知っている（講談社青い鳥文庫 286-3） 藤本 ひとみ原作 講談社 913 ふ
切られたページは知っている（講談社青い鳥文庫 286-2） 藤本 ひとみ原作 講談社 913 ふ
クリスマスは知っている（講談社青い鳥文庫 286-8） 藤本 ひとみ原作 講談社 913 ふ
シンデレラ特急は知っている（講談社青い鳥文庫 286-6） 藤本 ひとみ原作 講談社 913 ふ
シンデレラの城は知っている（講談社青い鳥文庫 286-7） 藤本 ひとみ原作 講談社 913 ふ
卵ハンバーグは知っている（講談社青い鳥文庫 286-4） 藤本 ひとみ原作 講談社 913 ふ
初恋は知っている 若武編（講談社青い鳥文庫 286-10） 藤本 ひとみ原作 講談社 913 ふ
緑の桜は知っている（講談社青い鳥文庫 286-5） 藤本 ひとみ原作 講談社 913 ふ
天国の犬ものがたり 未来（小学館ジュニア文庫 ジほ-1-3） 堀田 敦子原作 小学館 913 ふ
天国の犬ものがたり 未来（小学館ジュニア文庫 ジほ-1-3） 堀田 敦子原作 小学館 913 ふ
天国の犬ものがたり 未来（小学館ジュニア文庫 ジほ-1-3） 堀田 敦子原作 小学館 913 ふ
天国の犬ものがたり ずっと一緒（小学館ジュニア文庫） 堀田 敦子原作 小学館 913 ふ
天国の犬ものがたり ずっと一緒（小学館ジュニア文庫） 堀田 敦子原作 小学館 913 ふ
天国の犬ものがたり ずっと一緒（小学館ジュニア文庫） 堀田 敦子原作 小学館 913 ふ
クリスマスケーキは知っている（講談社青い鳥文庫 286-16） 藤本 ひとみ原作 講談社 913 ふ
5月ドーナツは知っている（講談社青い鳥文庫 286-23） 藤本 ひとみ原作 講談社 913 ふ
星形クッキーは知っている（講談社青い鳥文庫 286-19） 藤本 ひとみ原作 講談社 913 ふ
しゅくだいさかあがり（とっておきのどうわ） 福田 岩緒作・絵 PHP研究所 913 ふ
ぶきみな音レストラン（怪談レストラン 38） たかい よしかず絵 童心社 913 ぶ
おおかみこどもの雨と雪（細田守作品集） 細田 守著 汐文社 913 ほ
バケモノの子（細田守作品集） 細田 守著 汐文社 913 ほ
未来のミライ（角川つばさ文庫 Cほ1-4） 細田 守作 KADOKAWA 913 ほ
亡霊レストラン（怪談レストラン 28） たかい よしかず絵 童心社 913 ぼ



ねこの魔法使い（マジカル★ストリート 1） 日本児童文学者協会編 偕成社 913 ま
二時間だけの魔女（マジカル★ストリート 2） 日本児童文学者協会編 偕成社 913 ま
妖精めがねさしあげます（マジカル★ストリート 4） 日本児童文学者協会編 偕成社 913 ま
魔法のスープめしあがれ（マジカル★ストリート 5） 日本児童文学者協会編 偕成社 913 ま
ハロウィーンの魔女（マジカル★ストリート 6） 日本児童文学者協会編 偕成社 913 ま
バレンタイン☆キューピッド（マジカル★ストリート 7） 日本児童文学者協会編 偕成社 913 ま
バースデーには、すてきな魔法を！（マジカル★ストリート 8） 日本児童文学者協会編 偕成社 913 ま
妖精のプリンセス（マジカル★ストリート 9） 日本児童文学者協会編 偕成社 913 ま
学校の魔法使い（マジカル★ストリート 10） 日本児童文学者協会編 偕成社 913 ま
魔女のレストラン（怪談レストラン 7） かとう くみこ絵 童心社 913 ま
魔界レストラン（怪談レストラン 15） たかい よしかず絵 童心社 913 ま
魔の森レストラン（怪談レストラン 33） たかい よしかず絵 童心社 913 ま
真夜中の学校レストラン（怪談レストラン 50） たかい よしかず絵 童心社 913 ま
サマーウォーズ 24版 角川つばさ文庫版（角川つばさ文庫 Cほ1-1） 細田 守原作 KADOKAWA 913 ま
まんがで読む竹取物語・宇治拾遺物語 第3刷（学研まんが日本の古典） 谷口 孝介監修 学研プラス 913 ま
くしゃみくしゃみ天のめぐみ（福音館創作童話シリーズ） 松岡 享子作 福音館書店 913 ま
奮闘するたすく まはら 三桃著 講談社 913 ま
奮闘するたすく まはら 三桃著 講談社 913 ま
銀河鉄道の夜（角川つばさ文庫 Fみ1-2） 宮沢 賢治作 角川書店 913 み
名探偵コナン銀翼の奇術師（マジシャン）（小学館ジュニア文庫 ジあ-2-11） 青山 剛昌原作 小学館 913 み
名探偵コナン業火の向日葵（小学館ジュニア文庫 ジあ-2-20） 青山 剛昌原作 小学館 913 み
ナゾトキ姫とアイドル怪人Xからの挑戦状（小学館ジュニア文庫） 阿南 まゆき原作・イラスト 小学館 913 み
ナゾトキ姫とアイドル怪人Xからの挑戦状（小学館ジュニア文庫） 阿南 まゆき原作・イラスト 小学館 913 み
ナゾトキ姫と魔本の迷宮（ラビリンス）（小学館ジュニア文庫） 阿南 まゆき原作・イラスト 小学館 913 み
ナゾトキ姫と魔本の迷宮（ラビリンス）（小学館ジュニア文庫） 阿南 まゆき原作・イラスト 小学館 913 み
名探偵コナン迷宮の十字路（クロスロード）（小学館ジュニア文庫 ジあ-2-15） 青山 剛昌原作 小学館 913 み
名探偵コナン水平線上の陰謀（ストラテジー）（小学館ジュニア文庫 ジあ-2-12） 青山 剛昌原作 小学館 913 み
風の又三郎（角川つばさ文庫 Fみ1-3） 宮沢 賢治作 KADOKAWA 913 み
名探偵コナン純黒の悪夢（ナイトメア）（小学館ジュニア文庫 ジあ-2-27） 青山 剛昌原作 小学館 913 み
銀河鉄道の夜 6版（角川つばさ文庫 Fみ1-2） 宮沢 賢治作 KADOKAWA 913 み
エリートジャック！！ 1 ミラクルガールは止まらない！！（小学館ジュニア文庫） いわおか めめ原作・イラスト 小学館 913 み
エリートジャック！！ 2 めざせ、ミラクル大逆転！！（小学館ジュニア文庫 ジい-4-2） いわおか めめ原作・イラスト 小学館 913 み
カタカナダイボウケン 宮下 すずかさく 偕成社 913 み
すうじだいぼうけん 宮下 すずかさく 偕成社 913 み
ひらがなだいぼうけん 宮下 すずかさく 偕成社 913 み
宮沢賢治童話全集 1 新装版 ツェねずみ 宮沢 賢治著 岩崎書店 913 み
宮沢賢治童話全集 2 新装版 ふた子の星 宮沢 賢治著 岩崎書店 913 み
宮沢賢治童話全集 3 新装版 どんぐりと山ねこ 宮沢 賢治著 岩崎書店 913 み
宮沢賢治童話全集 4 新装版 注文の多い料理店 宮沢 賢治著 岩崎書店 913 み
宮沢賢治童話全集 5 新装版 よだかの星 宮沢 賢治著 岩崎書店 913 み
宮沢賢治童話全集 6 新装版 なめとこ山のくま 宮沢 賢治著 岩崎書店 913 み
宮沢賢治童話全集 7 新装版 オツベルと象 宮沢 賢治著 岩崎書店 913 み
宮沢賢治童話全集 8 新装版 セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治著 岩崎書店 913 み
宮沢賢治童話全集 9 新装版 風の又三郎 宮沢 賢治著 岩崎書店 913 み
宮沢賢治童話全集 10 新装版 ポラーノの広場 宮沢 賢治著 岩崎書店 913 み
宮沢賢治童話全集 11 新装版 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治著 岩崎書店 913 み
宮沢賢治童話全集 12 新装版 雨ニモマケズ 宮沢 賢治著 岩崎書店 913 み
オツベルと象（宮沢賢治のおはなし 10） 宮沢 賢治作 岩崎書店 913 み
虔十公園林／ざしきぼっこのはなし（宮沢賢治のおはなし 6） 宮沢 賢治作 岩崎書店 913 み
すいせん月の四日（宮沢賢治のおはなし 5） 宮沢 賢治作 岩崎書店 913 み



セロひきのゴーシュ（宮沢賢治のおはなし 9） 宮沢 賢治作 岩崎書店 913 み
注文の多い料理店（宮沢賢治のおはなし 2） 宮沢 賢治作 岩崎書店 913 み
ふたごの星（宮沢賢治のおはなし 7） 宮沢 賢治作 岩崎書店 913 み
やまなし／いちょうの実（宮沢賢治のおはなし 3） 宮沢 賢治作 岩崎書店 913 み
雪わたり（宮沢賢治のおはなし 4） 宮沢 賢治作 岩崎書店 913 み
よだかの星（宮沢賢治のおはなし 8） 宮沢 賢治作 岩崎書店 913 み
黒い本 図書館版 ついてくる怪談（本の怪談シリーズ 1） 緑川 聖司作 ポプラ社 913 み
赤い本 図書館版 終わらない怪談（本の怪談シリーズ 2） 緑川 聖司作 ポプラ社 913 み
白い本 図書館版 待っている怪談（本の怪談シリーズ 3） 緑川 聖司作 ポプラ社 913 み
緑の本 図書館版 追ってくる怪談（本の怪談シリーズ 4） 緑川 聖司作 ポプラ社 913 み
青い本 図書館版 呼んでいる怪談（本の怪談シリーズ 5） 緑川 聖司作 ポプラ社 913 み
紫の本 図書館版 封じられた怪談（本の怪談シリーズ 6） 緑川 聖司作 ポプラ社 913 み
金の本 図書館版 時をこえた怪談（本の怪談シリーズ 7） 緑川 聖司作 ポプラ社 913 み
銀の本 図書館版 海をこえた怪談（本の怪談シリーズ 8） 緑川 聖司作 ポプラ社 913 み
黄色い本 図書館版 学校の怪談（本の怪談シリーズ 9） 緑川 聖司作 ポプラ社 913 み
怖い本 図書館版 色のない怪談（本の怪談シリーズ 10） 緑川 聖司作 ポプラ社 913 み
闇の本 図書館版 番外編忘れていた怪談（本の怪談シリーズ 11） 緑川 聖司作 ポプラ社 913 み
呪う本 図書館版 番外編つながっていく怪談（本の怪談シリーズ 12） 緑川 聖司作 ポプラ社 913 み
名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）（小学館ジュニア文庫 ジあ-2-30） 青山 剛昌原作 小学館 913 み
名探偵コナン ゼロの執行人（小学館ジュニア文庫 ジあ-2-32） 青山 剛昌原作 小学館 913 み
名探偵コナン瞳の中の暗殺者（小学館ジュニア文庫 ジあ-2-31） 青山 剛昌原作 小学館 913 み
紫の結び 1 源氏物語 紫式部著 理論社 913 む
紫の結び 2 源氏物語 紫式部著 理論社 913 む
紫の結び 3 源氏物語 紫式部著 理論社 913 む
紫ババアレストラン（怪談レストラン 42） たかい よしかず絵 童心社 913 む
虫の知らせレストラン（怪談レストラン 43） たかい よしかず絵 童心社 913 む
かあさんのしっぽっぽ（おはなしいちばん星） 村中 李衣作 BL出版 913 む
かあさんのしっぽっぽ（おはなしいちばん星） 村中 李衣作 BL出版 913 む
椋鳩十の名犬物語（椋鳩十まるごと動物ものがたり 1） 椋 鳩十作 理論社 913 む
椋鳩十の愛犬物語（椋鳩十まるごと動物ものがたり 2） 椋 鳩十作 理論社 913 む
椋鳩十の野犬物語（椋鳩十まるごと動物ものがたり 3） 椋 鳩十作 理論社 913 む
椋鳩十のネコ物語（椋鳩十まるごと動物ものがたり 4） 椋 鳩十作 理論社 913 む
椋鳩十のクマ物語（椋鳩十まるごと動物ものがたり 5） 椋 鳩十著 理論社 913 む
椋鳩十のキツネ物語（椋鳩十まるごと動物ものがたり 6） 椋 鳩十作 理論社 913 む
椋鳩十のイノシシ物語（椋鳩十まるごと動物ものがたり 7） 椋 鳩十作 理論社 913 む
椋鳩十のシカ物語（椋鳩十まるごと動物ものがたり 8） 椋 鳩十作 理論社 913 む
椋鳩十のサル物語（椋鳩十まるごと動物ものがたり 9） 椋 鳩十作 理論社 913 む
椋鳩十の小動物物語（椋鳩十まるごと動物ものがたり 10） 椋 鳩十作 理論社 913 む
椋鳩十の野鳥物語（椋鳩十まるごと動物ものがたり 11） 椋 鳩十著 理論社 913 む
椋鳩十の小鳥物語（椋鳩十まるごと動物ものがたり 12） 椋 鳩十作 理論社 913 む
まんがで読む源氏物語 第4刷（学研まんが日本の古典） 小川 陽子監修 学研プラス 913 む
マヤの一生（椋鳩十名作選 7） 椋 鳩十著 理論社 913 む
マヤの一生（椋鳩十名作選 7） 椋 鳩十著 理論社 913 む
モモちゃんとあかね（椋鳩十名作選 6） 椋 鳩十著 理論社 913 む
少年むくはとじゅう物語（椋鳩十の動物アニメ絵本） 宮下 和男原作 理論社 913 む
もののけレストラン（怪談レストラン 23） たかい よしかず絵 童心社 913 も
あしたあさってしあさって（おはなしだいすき） もりやま みやこ作 小峰書店 913 も
あしたあさってしあさって（おはなしだいすき） もりやま みやこ作 小峰書店 913 も
名探偵コナン江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間（小学館ジュニア文庫 ジあ-2-13） 青山 剛昌原作 小学館 913 も
にんきものをめざせ！（にんきものの本 3） 森 絵都文 童心社 913 も



にんきもののねがい（にんきものの本 2） 森 絵都文 童心社 913 も
にんきもののはつこい（にんきものの本 4） 森 絵都文 童心社 913 も
空にむかってともだち宣言 茂木 ちあき作 国土社 913 も
空にむかってともだち宣言 茂木 ちあき作 国土社 913 も
ほうきにのれない魔女（ポプラの木かげ 1） 茂市 久美子作 ポプラ社 913 も
あやとりひめ 五色の糸の物語（おはなしランドくじらの部屋 6） 森山 京作 理論社 913 も
5秒後に意外な結末 アポロンの黄色い太陽（「5分後に意外な結末」シリーズ） 桃戸 ハル編著 学研プラス 913 も
5秒後に意外な結末 ミノタウロスの青い迷宮（「5分後に意外な結末」シリーズ） 桃戸 ハル編著 学研プラス 913 も
つりばしゆらゆら（あかね幼年どうわ 38） もりやま みやこ作 あかね書房 913 も
闇のレストラン（怪談レストラン 19） かとう くみこ絵 童心社 913 や
はれときどきぶた（あたらしい創作童話 13） 矢玉 四郎作・絵 岩崎書店 913 や
おれがあいつであいつがおれで 10版（角川つばさ文庫 Bや3-2） 山中 恒作 KADOKAWA 913 や
十二歳（講談社青い鳥文庫 304-1） 椰月 美智子作 講談社 913 や
十二歳 椰月 美智子著 講談社 913 や
カモメがくれた三かくの海（シリーズ本のチカラ） 山下 明生作 日本標準 913 や
幽霊屋敷レストラン（怪談レストラン 1） たかい よしかず絵 童心社 913 ゆ
幽霊列車レストラン（怪談レストラン 4） かとう くみこ絵 童心社 913 ゆ
幽体離脱レストラン（怪談レストラン 41） かとう くみこ絵 童心社 913 ゆ
夏の庭-The Friends- 湯本 香樹実作 徳間書店 913 ゆ
チームあした 第7刷（学研の新・創作シリーズ） 吉野 万理子作 学研教育出版 913 よ
チームひとり（学研の新・創作シリーズ） 吉野 万理子作 学研教育出版 913 よ
チームふたり 第6刷（学研の新・創作シリーズ） 吉野 万理子作 学研教育出版 913 よ
チームあかり（学研の新・創作シリーズ） 吉野 万理子作 学研教育出版 913 よ
妖怪レストラン（怪談レストラン 5） たかい よしかず絵 童心社 913 よ
金田一耕助（はじめてのミステリー名探偵登場！） 横溝 正史著 汐文社 913 よ
霊界通信レストラン（怪談レストラン 31） かとう くみこ絵 童心社 913 れ
若おかみは小学生！ スペシャル短編集1（講談社青い鳥文庫 171-29） 令丈 ヒロ子作 講談社 913 れ
若おかみは小学生！ スペシャル短編集2（講談社青い鳥文庫 171-30） 令丈 ヒロ子作 講談社 913 れ
若おかみは小学生！ PART1 花の湯温泉ストーリー 1（講談社青い鳥文庫 171-7） 令丈 ヒロ子作 講談社 913 れ
若おかみは小学生！ Part2 花の湯温泉ストーリー 2（講談社青い鳥文庫 171-8） 令丈 ヒロ子作 講談社 913 れ
若おかみは小学生！ Part4 花の湯温泉ストーリー（講談社青い鳥文庫 171-10） 令丈 ヒロ子作 講談社 913 れ
わがまま魔女の大修行（マジカル★ストリート 3） 日本児童文学者協会編 偕成社 913 わ
おおかみこどもの雨と雪 第8刷（角川アニメ絵本） 細田 守原作 KADOKAWA 913 わ
キャプテン翼 1 天才サッカー少年あらわる！！（集英社みらい文庫 た-4-1） 高橋 陽一原作 絵 集英社 913 わ
キャプテン翼 2 集結！全国のライバルたち（集英社みらい文庫 た-4-2） 高橋 陽一原作 絵 集英社 913 わ
キャプテン翼 3 最終決戦！めざせ全国制覇！！（集英社みらい文庫 た-4-3） 高橋 陽一原作 絵 集英社 913 わ
名探偵コナン天国へのカウントダウン（小学館ジュニア文庫 ジあ-2-17） 青山 剛昌原作 小学館 913

赤い鳥名作童話 1 赤いお馬・湖水の女 赤い鳥の会編 小峰書店 913

赤い鳥名作童話 2 くもの糸 杜子春 赤い鳥の会編 小峰書店 913

赤い鳥名作童話 3 月夜とめがね 黒い人と赤いそり 赤い鳥の会編 小峰書店 913

赤い鳥名作童話 4 一ふさのぶどう 赤い鳥の会編 小峰書店 913

赤い鳥名作童話 5 一郎次、二郎次、三郎次 赤い鳥の会編 小峰書店 913

赤い鳥名作童話 6 手品師 天下一の馬 赤い鳥の会編 小峰書店 913

赤い鳥名作童話 7 かっぱの話・魔法 赤い鳥の会編 小峰書店 913

赤い鳥名作童話 8 ろうそくをつぐ話 赤い鳥の会編 小峰書店 913

赤い鳥名作童話 9 魔法のテーブル 赤い鳥の会編 小峰書店 913

赤い鳥名作童話 10 ごんぎつね・張紅倫 赤い鳥の会編 小峰書店 913

赤い鳥名作童話 11 からたちの花 赤い鳥の会編 小峰書店 913

角野栄子のちいさなどうわたち 1 角野 栄子作 ポプラ社 913

角野栄子のちいさなどうわたち 2 角野 栄子作 ポプラ社 913



角野栄子のちいさなどうわたち 3 角野 栄子作 ポプラ社 913

角野栄子のちいさなどうわたち 4 角野 栄子作 ポプラ社 913

角野栄子のちいさなどうわたち 5 角野 栄子作 ポプラ社 913

角野栄子のちいさなどうわたち 6 角野 栄子作 ポプラ社 913

松谷みよ子おはなし集 1 松谷 みよ子作 ポプラ社 913

松谷みよ子おはなし集 2 松谷 みよ子作 ポプラ社 913

松谷みよ子おはなし集 3 松谷 みよ子作 ポプラ社 913

松谷みよ子おはなし集 4 松谷 みよ子作 ポプラ社 913

松谷みよ子おはなし集 5 松谷 みよ子作 ポプラ社 913

あまんきみこ童話集 1 あまん きみこ作 ポプラ社 913

あまんきみこ童話集 2 あまん きみこ作 ポプラ社 913

あまんきみこ童話集 3 あまん きみこ作 ポプラ社 913

あまんきみこ童話集 4 あまん きみこ作 ポプラ社 913

あまんきみこ童話集 5 あまん きみこ作 ポプラ社 913

なみだがぽっとん（旺文社こどもの本） こうざき みえこ著 旺文社 913

しろいつばきのさくしま（旺文社こどもの本） いまにし すけゆき著 旺文社 913

猫は生きている（理論社のカラー版愛蔵本） 早乙女 勝元作 理論社 913

ヨーンの道（お母さんのカレンダー） 下嶋 哲朗文と絵 理論社 913

湖南丸と沖縄の少年たち 宮良 作文 草土文化 913

原野の学校 穂積 肇画・文 草土文化 913

てのひらの記憶 稲葉 喜久子文 草土文化 913

死んでもブレストを（愛と平和の記録 2） 早乙女 勝元作 草土文化 913

原野の少女 穂積 肇画・文 草土文化 913

おかあちゃんごめんね（愛と平和の記録 1） 早乙女 勝元作 草土文化 913

ねえちゃん！まって 東川 豊子文 草土文化 913

むくはとじゅうの名犬物語 アニメ絵本 椋 鳩十原作 理論社 913

金色の足あと（椋鳩十の動物アニメ絵本） 椋 鳩十原作 理論社 913

山の大将（椋鳩十の動物アニメ絵本） 椋 鳩十原作 理論社 913

片耳の大シカ（椋鳩十の動物アニメ絵本） 椋 鳩十原作 理論社 913

山へ帰る（椋鳩十の動物アニメ絵本） 椋 鳩十原作 理論社 913

山の太郎グマ（椋鳩十の動物アニメ絵本） 椋 鳩十原作 理論社 913

白いサメ（椋鳩十の動物アニメ絵本） 椋 鳩十原作 理論社 913

カワウソの海（椋鳩十の動物アニメ絵本） 椋 鳩十原作 理論社 913

1年生のどうわ 1 ぷりぷりぼうのおこりんぼう（椋鳩十学年別童話） 椋 鳩十作 理論社 913

2年生のどうわ 1 ひとりぼっちのつる（椋鳩十学年別童話） 椋 鳩十作 理論社 913

3年生の童話 1 母ぐま子ぐま（椋鳩十学年別童話） 椋 鳩十作 理論社 913

4年生の童話 1 大造じいさんとがん（椋鳩十学年別童話） 椋 鳩十作 理論社 913

6年生の童話 1 山の太郎グマ（椋鳩十学年別童話） 椋 鳩十作 理論社 913

山の太郎グマ（椋鳩十名作選 2） 椋 鳩十著 理論社 913

金色の足あと（椋鳩十名作選 3） 椋 鳩十著 理論社 913

アルプスの猛犬（椋鳩十名作選 4） 椋 鳩十著 理論社 913

大造じいさんとガン（椋鳩十名作選 1） 椋 鳩十著 理論社 913

椋鳩十動物童話集 第1巻 片耳の大シカ 椋 鳩十著 小峰書店 913

椋鳩十動物童話集 第5巻 屋根うらのネコ 椋 鳩十著 小峰書店 913

椋鳩十動物童話集 第8巻 金色の足あと 椋 鳩十著 小峰書店 913

椋鳩十動物童話集 第9巻 カモの友情 椋 鳩十著 小峰書店 913

椋鳩十動物童話集 第10巻 たたかうカモシカ 椋 鳩十著 小峰書店 913

椋鳩十動物童話集 第11巻 ツルのおどり 椋 鳩十著 小峰書店 913

椋鳩十動物童話集 第12巻 三日月とタヌキ 椋 鳩十著 小峰書店 913

椋鳩十動物童話集 第13巻 おかの野犬 椋 鳩十著 小峰書店 913



椋鳩十動物童話集 第14巻 太郎とクロ 椋 鳩十著 小峰書店 913

椋鳩十動物童話集 第15巻 やせ牛物語 椋 鳩十著 小峰書店 913

マヤの一生 新版（子ども図書館） 椋 鳩十作 大日本図書 913

大造じいさんとガン 新版（子ども図書館） 椋 鳩十作 大日本図書 913

まんがで読む徒然草・おくのほそ道 第3刷（学研まんが日本の古典） 島内 裕子監修 学研プラス 914 よ
六千人の命のビザ 新版 杉原 幸子著 大正出版 916 す
タロとジロ 南極で生きぬいた犬（講談社青い鳥文庫 248-11） 東 多江子文 講談社 916 ひ
タロ・ジロは生きていた 南極・カラフト犬物語（ジュニア・ノンフィクションシリーズ） 藤原 一生著 銀の鈴社 916 ふ
⾧崎を忘れない 渡辺 千恵子作 草土文化 916

きまぐれ星からの伝言 星 新一著 徳間書店 918 ほ
声に出そうはじめての漢詩 1 自然のうた 全国漢文教育学会編著 汐文社 921 こ
声に出そうはじめての漢詩 2 旅のうた 全国漢文教育学会編著 汐文社 921 こ
声に出そうはじめての漢詩 3 生きかたのうた 全国漢文教育学会編著 汐文社 921 こ
西遊記 上 悟空誕生の巻 呉 承恩作 偕成社 923 ご
西遊記 中 破邪遍歴の巻 呉 承恩作 偕成社 923 ご
西遊記 下 西天取経の巻 呉 承恩作 偕成社 923 ご
西遊記 3 水の巻（斉藤洋の西遊記シリーズ 3） 呉 承恩作 理論社 923 ご
三国志 2 臥竜出廬の巻 羅 貫中作 偕成社 923 ら
三国志 3 三国鼎立の巻 羅 貫中作 偕成社 923 ら
三国志 4 天命帰一の巻 羅 貫中作 偕成社 923 ら
三国志早わかりハンドブック 渡辺 仙州編著 偕成社 923 ら
三国志 10 子ども版 五丈原に星おちて 羅 貫中原著 あすなろ書房 923 ら
アラジン（ディズニーアニメ小説版） 橘高 弓枝文 偕成社 929 あ
アラビアン・ナイトのおはなし 中川 正文ぶん のら書店 929 あ
シンドバッドの冒険 アラビアンナイト（10歳までに読みたい世界名作 16） 横山 洋子監修 学研教育出版 929 し
シンドバッドの冒険 アラビアンナイト（10歳までに読みたい世界名作 16） 横山 洋子監修 学研教育出版 929 し
ぼくらのアラビアン・ナイト 6版 アリ・ババと四十人の盗賊 シンドバッドの冒険（角川つばさ文庫 Eそ1-1） 宗田 理文 KADOKAWA 929 ぼ
りこうな子ども アジアの昔話（こぐまのどんどんぶんこ） 松岡 享子編・訳 こぐま社 929 り
アナと雪の女王（角川アニメ絵本） KADOKAWA 933 あ
アナと雪の女王（ディズニームービーブック） 中井 はるの文 講談社 933 あ
アナと雪の女王（角川アニメ絵本） KADOKAWA 933 あ
アナと雪の女王（角川アニメ絵本） KADOKAWA 933 あ
アナと雪の女王（ディズニームービーブック） 中井 はるの文 講談社 933 あ
アナと雪の女王（ディズニームービーブック） 中井 はるの文 講談社 933 あ
アナと雪の女王（ディズニームービーブック） 中井 はるの文 講談社 933 あ
アナと雪の女王エルサのサプライズ（角川アニメ絵本） KADOKAWA 933 あ
アナと雪の女王エルサのサプライズ（角川アニメ絵本） KADOKAWA 933 あ
アナと雪の女王 エルサのサプライズ（ディズニームービーブック） ヴィクトリア・サクソン著 講談社 933 あ
アナと雪の女王 エルサのサプライズ（ディズニームービーブック） ヴィクトリア・サクソン著 講談社 933 あ
さかさ町 F．エマーソン・アンドリュース作 岩波書店 933 あ
さかさ町 F．エマーソン・アンドリュース作 岩波書店 933 あ
アリス・イン・ワンダーランド（ディズニーアニメ小説版 83） T．T．サザーランド作 偕成社 933 あ
アリス・イン・ワンダーランド～時間の旅～（ディズニーアニメ小説版 109） カリ・サザーランド作 偕成社 933 あ
カルペパー一家のおはなし マリオン・アピントン作 瑞雲舎 933 あ
インサイド・ヘッド（ディズニームービーブック） 中井 はるの文 講談社 933 い
インサイド・ヘッド（ディズニームービーブック） 中井 はるの文 講談社 933 い
WALL・Eウォーリー（ディズニーアニメ小説版 75） アイリーン・トリンブル作 偕成社 933 う
フランダースの犬 完訳版（偕成社文庫 3270） ウィーダ作 偕成社 933 う
あしながおじさん 第2刷 ある日、すてきな出会いがおとずれる！（10歳までに読みたい世界名作 15） ジーン・ウェブスター作 学研プラス 933 う
フランダースの犬 犬と少年の、ひたむきな友情物語（10歳までに読みたい世界名作 19） ウィーダ作 学研プラス 933 う



スター・ウォーズエピソード6／ジェダイの帰還 ジョージ・ルーカス原作 講談社 933 う
スター・ウォーズエピソード7／フォースの覚醒 ジョージ・ルーカス原作 講談社 933 う
スター・ウォーズエピソード5／帝国の逆襲 ジョージ・ルーカス原作 講談社 933 う
スター・ウォーズエピソード4／新たなる希望 ジョージ・ルーカス原作 講談社 933 う
フランダースの犬 新訳（角川つばさ文庫 Eう2-1） ウィーダ作 KADOKAWA 933 う
あしながおじさん（角川つばさ文庫 Eう1-1） ジーン・ウェブスター作 KADOKAWA 933 う
番ねずみのヤカちゃん（世界傑作童話シリーズ） リチャード・ウィルバーさく 福音館書店 933 う
百まいのドレス エレナー・エスティス作 岩波書店 933 え
若草物語 新訳（角川つばさ文庫 Eお1-1） L．M．オルコット作 KADOKAWA 933 お
若草物語 第5刷 ささえあい、前向きに生きていく4人姉妹（10歳までに読みたい世界名作 5） ルイザ・メイ・オルコット作 学研プラス 933 お
カーズ（ディズニーアニメ小説版 61） リーザ・パパデメトリュー作 偕成社 933 か
カーズ2（ディズニーアニメ小説版 88） アイリーン・トリンブル作 偕成社 933 か
カールじいさんの空飛ぶ家（ディズニーアニメ小説版 79） ジャスミン・ジョーンズ作 偕成社 933 か
カールじいさんの空飛ぶ家（ムービーストーリーブック） 赤坂 行雄文 講談社 933 か
カーズ2（ディズニームービーブック） 小宮山 みのり文・構成 講談社 933 か
エルマーと16ぴきのりゅう 新版 118刷（世界傑作童話シリーズ） ルース・スタイルス・ガネットさく 福音館書店 933 が
エルマーとりゅう 新版 108刷（世界傑作童話シリーズ） ルース・スタイルス・ガネットさく 福音館書店 933 が
エルマーのぼうけん 新版 136刷（世界傑作童話シリーズ） ルース・スタイルス・ガネットさく 福音館書店 933 が
ふしぎの国のアリス（ディズニーアニメ小説版 15） ルイス・キャロル原作 偕成社 933 き
ふしぎの国のアリス 第3刷 何が起こるかわからない、へんてこな世界へ！（10歳までに読みたい世界名作 11） ルイス・キャロル作 学研プラス 933 き
ジャングル・ブック（文春文庫 キ17-1） ラドヤード・キプリング著 文藝春秋 933 き
ジャングル・ブック 新訳（角川つばさ文庫 Eき2-1） キップリング作 KADOKAWA 933 き
ミス・マープル（はじめてのミステリー名探偵登場！） アガサ・クリスティー著 汐文社 933 く
ウォーリーと16人のギャング（こころのほんばこシリーズ） リチャード・ケネディぶん 大日本図書 933 け
お話きかせてクリストフ（文研ブックランド） ニキ・コーンウェル作 文研出版 933 こ
お話きかせてクリストフ（文研ブックランド） ニキ・コーンウェル作 文研出版 933 こ
魔女になりたい！（見習い魔女ベラ・ドンナ 1） ルース・サイムズ作 ポプラ社 933 さ
真夜中の図書館 1（集英社みらい文庫 し-2-1） ニック・シャドウ作 集英社 933 し
きえた犬のえ 新装版（ぼくはめいたんてい） マージョリー・W．シャーマットぶん 大日本図書 933 し
まよなかのはんにん 新装版（ぼくはめいたんてい） マージョリー・W．シャーマットぶん 大日本図書 933 し
なくなったかいものメモ 新装版（ぼくはめいたんてい） マージョリー・W．シャーマットぶん 大日本図書 933 し
きょうりゅうのきって 新装版（ぼくはめいたんてい） マージョリー・W．シャーマットぶん 大日本図書 933 し
かぎはどこだ 新装版（ぼくはめいたんてい） マージョリー・W．シャーマットぶん 大日本図書 933 し
ゆきの中のふしぎなできごと 新装版（ぼくはめいたんてい） マージョリー・W．シャーマットぶん 大日本図書 933 し
ジョージと秘密のメリッサ アレックス・ジーノ作 偕成社 933 じ
ハリーとうたうおとなりさん（こころのほんばこシリーズ） ジーン・ジオンぶん 大日本図書 933 じ
ティンカー・ベルと月の石（ディズニーフェアリーズムービーストーリーブック） エヴァン・スピリオトプロス文 講談社 933 す
恐怖の館へようこそ（グースバンプス 1） R．L．スタイン作 岩崎書店 933 す
呪われたカメラ（グースバンプス 2） R．L．スタイン作 岩崎書店 933 す
人喰いグルール（グースバンプス 3） R．L．スタイン作 岩崎書店 933 す
ぼくの頭はどこだ（グースバンプス 4） R．L．スタイン作 岩崎書店 933 す
わらう腹話術人形（グースバンプス 5） R．L．スタイン作 岩崎書店 933 す
鏡のむこう側（グースバンプス 6） R．L．スタイン作 岩崎書店 933 す
地下室にねむれ（グースバンプス 7） R．L．スタイン作 岩崎書店 933 す
ゴースト・ゴースト（グースバンプス 8） R．L．スタイン作 岩崎書店 933 す
となりにいるのは、だれ？（グースバンプス 9） R．L．スタイン作 岩崎書店 933 す
鳩時計が鳴く夜（グースバンプス 10） R．L．スタイン作 岩崎書店 933 す
宝島 海賊のうめた宝を探しに、冒険に出発！（10歳までに読みたい世界名作 14） R．L．スティーヴンソン作 学研教育出版 933 す
ガリバー旅行記 こびとの国や巨人の国を冒険する物語（10歳までに読みたい世界名作 4） ジョナサン・スウィフト作 学研教育出版 933 す
メアリと魔女の花 新訳（角川つばさ文庫 Eす1-1） メアリー・スチュアート作 KADOKAWA 933 す



ズートピア（ディズニーアニメ小説版 108） スーザン・フランシス作 偕成社 933 ず
マンザナの風にのせて（文研じゅべにーる） ロイス・セパバーン作 文研出版 933 せ
マンザナの風にのせて（文研じゅべにーる） ロイス・セパバーン作 文研出版 933 せ
子ヒツジかんさつノート（こちら動物のお医者さん） ルーシー・ダニエルズ作 ほるぷ出版 933 だ
チビ犬どんでんがえし（こちら動物のお医者さん） ルーシー・ダニエルズ作 ほるぷ出版 933 だ
カエルのおひっこし（こちら動物のお医者さん） ルーシー・ダニエルズ作 ほるぷ出版 933 だ
フェレット迷路（こちら動物のお医者さん） ルーシー・ダニエルズ作 ほるぷ出版 933 だ
ティンカー・ベルと輝く羽の秘密（ディズニーフェアリーズムービーストーリーブック） 小宮山 みのり構成・文 講談社 933 て
ロビンソン・クルーソー ただ一人、無人島で生きる…世界一有名なサバイバル物語（10歳までに読みたい世界名作 18） ダニエル・デフォー作 学研プラス 933 で
虎よ、立ちあがれ（文学の森） ケイト・ディカミロ作 小峰書店 933 で
トイ・ストーリー（ディズニーアニメ小説版 1） デュボウスキー作 偕成社 933 と
トイ・ストーリー2（ディズニーアニメ小説版 29） レスリー・ゴールドマン作 偕成社 933 と
トイ・ストーリー3（ディズニーアニメ小説版 84） ジャスミン・ジョーンズ作 偕成社 933 と
トイストーリー3（ムービーストーリーブック） 小宮山 みのり文・構成 講談社 933 と
トイ・ストーリー（ディズニームービーブック） 小宮山 みのり文・構成 講談社 933 と
王子とこじき 王子とこじきが入れかわり、ロンドンは大パニック！（10歳までに読みたい世界名作 23） マーク・トウェイン作 学研プラス 933 と
トム・ソーヤの冒険 元気いっぱいの少年が巻きおこす大そうどう（10歳までに読みたい世界名作 2） マーク・トウェイン作 学研教育出版 933 と
トム・ソーヤーの冒険（角川つばさ文庫 Eと2-1） マーク・トウェイン作 KADOKAWA 933 と
名探偵ホームズ赤毛組合（講談社青い鳥文庫 190-18） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズバスカビル家の犬（講談社青い鳥文庫 190-19） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズまだらのひも（講談社青い鳥文庫 190-20） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズ消えた花むこ（講談社青い鳥文庫 190-21） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズ緋色の研究（講談社青い鳥文庫 190-22） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズ四つの署名（講談社青い鳥文庫 190-23） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズぶな屋敷のなぞ（講談社青い鳥文庫 190-24） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズ最後の事件（講談社青い鳥文庫 190-25） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズ恐怖の谷（講談社青い鳥文庫 190-26） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズ三年後の生還（講談社青い鳥文庫 190-27） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズ囚人船の秘密（講談社青い鳥文庫 190-28） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズ六つのナポレオン像（講談社青い鳥文庫 190-29） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズ悪魔の足（講談社青い鳥文庫 190-30） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズ金縁の鼻めがね（講談社青い鳥文庫 190-31） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズサセックスの吸血⿁（講談社青い鳥文庫 190-32） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
名探偵ホームズ最後のあいさつ（講談社青い鳥文庫 190-33） コナン・ドイル作 講談社 933 ど
シャーロック・ホームズ（はじめてのミステリー名探偵登場！） コナン・ドイル著 汐文社 933 ど
ナイトメアー・ビフォア・クリスマス（ディズニームービーブック） 小宮山 みのり文・構成 講談社 933 な
名犬ラッシー 新訳（角川つばさ文庫 Eな1-1） エリック・ナイト作 KADOKAWA 933 な
怪談 日本のこわい話（角川つばさ文庫 Fこ1-1） 小泉 八雲作 角川書店 933 は
へっちゃらトーマス（こころのほんばこシリーズ） パット・ハッチンスぶん・え 大日本図書 933 は
ピーター・パン 新訳（角川つばさ文庫 Eは2-1） J．M．バリー作 アスキー・メディアワークス 933 ば
小公子（偕成社文庫 3150） バーネット作 偕成社 933 ば
オズのまほうつかい ねがいをかなえるため…まほうの国へのふしぎな旅（10歳までに読みたい世界名作 3） ライマン・フランク・ボーム作 学研教育出版 933 ば
小公女セーラ 気高さをうしなわない小さなプリンセス（10歳までに読みたい世界名作 7） フランシス・ホジソン・バーネット作 学研教育出版 933 ば
秘密の花園 再版（角川つばさ文庫 Eは1-1） バーネット作 KADOKAWA 933 ば
ひみつの花園 第3刷 あれた庭をよみがえらせ、花と友情を育てる（10歳までに読みたい世界名作 13） フランシス・ホジソン・バーネット作 学研プラス 933 ば
小公女セーラ 再版（角川つばさ文庫 Eは1-2） バーネット作 KADOKAWA 933 ば
小公子セドリック（角川つばさ文庫 Eは1-3） バーネット作 KADOKAWA 933 ば
ペンダーウィックの四姉妹 1 夏の魔法（Sunnyside Books） ジーン・バーズオール作 小峰書店 933 ば
ペンダーウィックの四姉妹 2 ささやかな奇跡（Sunnyside Books） ジーン・バーズオール作 小峰書店 933 ば
ワンダー R．J．パラシオ作 ほるぷ出版 933 ぱ



ワンダー R．J．パラシオ作 ほるぷ出版 933 ぱ
子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース文 さ・え・ら書房 933 ぴ
子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース文 さ・え・ら書房 933 ぴ
ファインディング・ニモ（ディズニーアニメ小説版 50） ゲイル・ハーマン作 偕成社 933 ふ
霧のなかの白い犬 アン・ブース著 あかね書房 933 ぶ
霧のなかの白い犬 アン・ブース著 あかね書房 933 ぶ
プリンセスと魔法のキス（ムービーストーリーブック） 赤坂 行雄文 講談社 933 ぷ
なんでももってる〈？〉男の子 イアン・ホワイブラウ作 徳間書店 933 ほ
少女ポリアンナ 少女の前向きな生き方が、みんなをかえる！（10歳までに読みたい世界名作 17） エレナ・ポーター作 学研プラス 933 ぽ
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 1 ドラゴンたいじ一年生 ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 2 ママゴンのしかえし ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 3 お宝さがしのえんそく ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 4 ウィリーのけっこん！？ ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 5 あこがれのヒーロー ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 6 きえたヒーローをすくえ ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 7 のろいのルーレット ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 8 ほろびの予言 ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 9 ドラゴンがうまれた！ ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 10 きょうふのさんかん日 ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 2-1 ドラゴンになっちゃった ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 2-2 かえってきたゆうれい ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 2-3 こわーい金曜日 ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 2-4 ケン王の病気 ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 2-5 ふたごのごたごた ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 2-6 ドラゴンじいさん ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 2-7 ドラゴン・キャンプ ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
ドラゴン・スレイヤー・アカデミー 2-8 トロールにご用心 ケイト・マクミュラン作 岩崎書店 933 ま
きょうはかぜでおやすみ（こころのほんばこシリーズ） パトリシア・マクラクランぶん 大日本図書 933 ま
イーヨーのあたらしいうち（はじめてのプーさん） A．A．ミルンぶん 岩波書店 933 み
プーあそびをはつめいする（はじめてのプーさん） A．A．ミルンぶん 岩波書店 933 み
プーのはちみつとり（はじめてのプーさん） A．A．ミルンぶん 岩波書店 933 み
読書マラソン、チャンピオンはだれ？ クラウディア・ミルズ作 文溪堂 933 み
メリダとおそろしの森（ディズニームービーブック） 高橋 美江文 講談社 933 め
時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ作 あかね書房 933 も
時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ作 あかね書房 933 も
モンスターズ・インク（ディズニーアニメ小説版 43） キキ・ソープ作 偕成社 933 も
ティンカー・ベル（ディズニーフェアリーズムービーストーリーブック） キンバリー・モリス文 講談社 933 も
ティンカー・ベルと妖精の家（ディズニーフェアリーズムービーストーリーブック） キンバリー・モリス作 講談社 933 も
モンスターズ・ユニバーシティ（ディズニームービーブック） 中井 はるの文 講談社 933 も
赤毛のアン 明るく元気に生きる女の子の物語（10歳までに読みたい世界名作 1） ルーシー・モード・モンゴメリ作 学研教育出版 933 も
赤毛のアン 上 新訳（角川つばさ文庫 Eも1-1） L．M．モンゴメリ作 KADOKAWA 933 も
アンの青春 上 新訳（角川つばさ文庫 Eも1-3） L．M．モンゴメリ作 KADOKAWA 933 も
アンの青春 下 新訳（角川つばさ文庫 Eも1-4） L．M．モンゴメリ作 KADOKAWA 933 も
赤毛のアン 下 新訳（角川つばさ文庫 Eも1-2） L．M．モンゴメリ作 KADOKAWA 933 も
最後のオオカミ（文研ブックランド） マイケル・モーパーゴ作 文研出版 933 も
最後のオオカミ（文研ブックランド） マイケル・モーパーゴ作 文研出版 933 も
モアナと伝説の海（ディズニームービーブック） 中井 はるの文 講談社 933 も
ケイン・クロニクル 1 灼熱のピラミッド リック・リオーダン著 メディアファクトリー 933 り
ケイン・クロニクル 2 ファラオの血統 リック・リオーダン著 メディアファクトリー 933 り
ケイン・クロニクル 3 最強の魔術師 リック・リオーダン著 メディアファクトリー 933 り



ケイン・クロニクル炎の魔術師たち 1 リック・リオーダン著 メディアファクトリー 933 り
ケイン・クロニクル炎の魔術師たち 2 リック・リオーダン著 KADOKAWA 933 り
リロ・アンド・スティッチ（ディズニーアニメ小説版 48） キキ・ソープ作 偕成社 933 り
ケイン・クロニクル炎の魔術師たち 3 リック・リオーダン著 KADOKAWA 933 り
リメンバー・ミー（ディズニームービーブック） 中井 はるの文 講談社 933 り
ライオンと魔女 カラー版（ナルニア国物語） C．S．ルイス作 岩波書店 933 る
カスピアン王子のつのぶえ カラー版（ナルニア国物語） C．S．ルイス作 岩波書店 933 る
朝びらき丸東の海へ カラー版（ナルニア国物語） C．S．ルイス作 岩波書店 933 る
銀のいす カラー版（ナルニア国物語） C．S．ルイス作 岩波書店 933 る
馬と少年 カラー版（ナルニア国物語） C．S．ルイス作 岩波書店 933 る
魔術師のおい カラー版（ナルニア国物語） C．S．ルイス作 岩波書店 933 る
さいごの戦い カラー版（ナルニア国物語） C．S．ルイス作 岩波書店 933 る
思い出のマーニー 新訳（角川つばさ文庫 Eろ2-1） ジョーン・G．ロビンソン作 KADOKAWA 933 ろ
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人（「ハリー・ポッター」シリーズ 3） J．K．ローリング作 静山社 933 ろ
ハリー・ポッターと賢者の石（「ハリー・ポッター」シリーズ 1） J．K．ローリング作 静山社 933 ろ
ハリー・ポッターと秘密の部屋（「ハリー・ポッター」シリーズ 2） J．K．ローリング作 静山社 933 ろ
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 上（「ハリー・ポッター」シリーズ 5-1） J．K．ローリング作 静山社 933 ろ
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 下（「ハリー・ポッター」シリーズ 5-2） J．K．ローリング作 静山社 933 ろ
ハリー・ポッターと炎のゴブレット 上（「ハリー・ポッター」シリーズ 4-1） J．K．ローリング作 静山社 933 ろ
ハリー・ポッターと炎のゴブレット 下（「ハリー・ポッター」シリーズ 4-2） J．K．ローリング作 静山社 933 ろ
ハリー・ポッターと死の秘宝 上（「ハリー・ポッター」シリーズ 7-1） J．K．ローリング作 静山社 933 ろ
ハリー・ポッターと死の秘宝 下（「ハリー・ポッター」シリーズ 7-2） J．K．ローリング作 静山社 933 ろ
ハリー・ポッターと謎のプリンス 上（「ハリー・ポッター」シリーズ 6-1） J．K．ローリング作 静山社 933 ろ
ハリー・ポッターと謎のプリンス 下（「ハリー・ポッター」シリーズ 6-2） J．K．ローリング作 静山社 933 ろ
デルトラ・クエスト 1-1 沈黙の森 エミリー・ロッダ作 岩崎書店 933 ろ
デルトラ・クエスト 1-4 うごめく砂 エミリー・ロッダ作 岩崎書店 933 ろ
デルトラ・クエスト 1-7 いましめの谷 エミリー・ロッダ作 岩崎書店 933 ろ
デルトラ・クエスト 2-1 秘密の海 エミリー・ロッダ作 岩崎書店 933 ろ
デルトラ・クエスト 2-2 幻想の島 エミリー・ロッダ作 岩崎書店 933 ろ
デルトラ・クエスト 3-1 竜の巣 エミリー・ロッダ作 岩崎書店 933 ろ
デルトラ・クエスト 3-2 影の門 エミリー・ロッダ作 岩崎書店 933 ろ
デルトラ・クエスト 1 沈黙の森（フォア文庫 C261） エミリー・ロッダ作 岩崎書店 933 ろ
デルトラ・クエスト 1-2 嘆きの湖 エミリー・ロッダ作 岩崎書店 933 ろ
デルトラ・クエスト 2 嘆きの湖（フォア文庫 C262） エミリー・ロッダ作 岩崎書店 933 ろ
デルトラ・クエスト 3 ネズミの街（フォア文庫 C265） エミリー・ロッダ作 岩崎書店 933 ろ
デルトラ・クエスト 4 うごめく砂（フォア文庫 C270） エミリー・ロッダ作 岩崎書店 933 ろ
デルトラ・クエスト 5 恐怖の山（フォア文庫 C272） エミリー・ロッダ作 岩崎書店 933 ろ
デルトラ・クエストオフィシャルガイドブック 石崎 洋司編・著 岩崎書店 933 ろ
ゴインキョとチーズどろぼう（チュウチュウ通り 1番地） エミリー・ロッダ作 あすなろ書房 933 ろ
クツカタッポと三つのねがいごと（チュウチュウ通り 2番地） エミリー・ロッダ作 あすなろ書房 933 ろ
フィーフィーのすてきな夏休み（チュウチュウ通り 3番地） エミリー・ロッダ作 あすなろ書房 933 ろ
レインボーとふしぎな絵（チュウチュウ通り 4番地） エミリー・ロッダ作 あすなろ書房 933 ろ
チャイブとしあわせのおかし（チュウチュウ通り 5番地） エミリー・ロッダ作 あすなろ書房 933 ろ
クイックと魔法のスティック（チュウチュウ通り 6番地） エミリー・ロッダ作 あすなろ書房 933 ろ
レトロと謎のボロ車（チュウチュウ通り 7番地） エミリー・ロッダ作 あすなろ書房 933 ろ
マージともう一ぴきのマージ（チュウチュウ通り 8番地） エミリー・ロッダ作 あすなろ書房 933 ろ
セーラと宝の地図（チュウチュウ通り 9番地） エミリー・ロッダ作 あすなろ書房 933 ろ
スタンプに来た手紙（チュウチュウ通り 10番地） エミリー・ロッダ作 あすなろ書房 933 ろ
ぼくとベルさん 友だちは発明王（わたしたちの本棚） フィリップ・ロイ著 PHP研究所 933 ろ
ぼくとベルさん 友だちは発明王（わたしたちの本棚） フィリップ・ロイ著 PHP研究所 933 ろ



ジャングル・ブック（ディズニーアニメ小説版 24） ラドヤード・キプリング原作 偕成社 933

かわうそのオスカーくん（旺文社こどもの本） ベンチリーさく 旺文社 933

レジーン・ミラー物語 生きぬいたユダヤ人少女の記録 ウォルター・ブッキグナーニ著 金の星社 936

盗まれた記憶の博物館 上 ラルフ・イーザウ著 あすなろ書房 943 い
飛ぶ教室 3版 新訳（角川つばさ文庫 Eけ1-1） エーリヒ・ケストナー作 KADOKAWA 943 け
エーミールと探偵たち（岩波少年文庫 018） エーリヒ・ケストナー作 岩波書店 943 け
ただいま！マラング村 タンザニアの男の子のお話 ハンナ・ショット作 徳間書店 943 し
ただいま！マラング村 タンザニアの男の子のお話 ハンナ・ショット作 徳間書店 943 し
動物と話せる少女リリアーネ 1 動物園は大さわぎ！ タニヤ・シュテーブナー著 学研教育出版 943 し
動物と話せる少女リリアーネ 2 第19刷 トラはライオンに恋してる！ タニヤ・シュテーブナー著 学研プラス 943 し
動物と話せる少女リリアーネ 3 イルカ救出大作戦！ タニヤ・シュテーブナー著 学研教育出版 943 し
動物と話せる少女リリアーネ 4 笑うチンパンジーのひみつ！ タニヤ・シュテーブナー著 学研教育出版 943 し
動物と話せる少女リリアーネ 5 走れストーム風のように！ タニヤ・シュテーブナー著 学研教育出版 943 し
動物と話せる少女リリアーネ 6 赤ちゃんパンダのママを探して！ タニヤ・シュテーブナー著 学研教育出版 943 し
動物と話せる少女リリアーネ 7 さすらいのオオカミ森に帰る！ タニヤ・シュテーブナー著 学研教育出版 943 し
動物と話せる少女リリアーネ 8 迷子の子鹿と雪山の奇跡！ タニヤ・シュテーブナー著 学研教育出版 943 し
動物と話せる少女リリアーネ 9上巻 ペンギン、飛べ大空へ！ タニヤ・シュテーブナー著 学研教育出版 943 し
動物と話せる少女リリアーネ 9下巻 ペンギン、飛べ大空へ！ タニヤ・シュテーブナー著 学研教育出版 943 し
動物と話せる少女リリアーネ 10 小さなフクロウと森を守れ！ タニヤ・シュテーブナー著 学研教育出版 943 し
アルプスの少女ハイジ 思いやりの心が起こした奇跡（10歳までに読みたい世界名作 9） ヨハンナ・シュピリ作 学研教育出版 943 す
アルプスの少女ハイジ 思いやりの心が起こした奇跡（10歳までに読みたい世界名作 9） ヨハンナ・シュピリ作 学研教育出版 943 す
アルプスの少女ハイジ（講談社青い鳥文庫 151-2） ヨハンナ＝スピリ作 講談社 943 す
塔の上のラプンツェル（ディズニームービーブック） 駒田 文子文・構成 講談社 943 と
くろグミ団は名探偵 カラス岩の宝物 ユリアン・プレス作・絵 岩波書店 943 ぷ
くろグミ団は名探偵 石弓の呪い ユリアン・プレス作・絵 岩波書店 943 ぷ
くろグミ団は名探偵 紅サンゴの陰謀 ユリアン・プレス作・絵 岩波書店 943 ぷ
リトル・マーメイド 人魚姫（ディズニーアニメ小説版 10） ハンス・クリスチャン・アンデルセン原作 偕成社 949 あ
雪の女王 新訳（角川つばさ文庫 Eあ1-1） アンデルセン作 KADOKAWA 949 あ
ぼくとテスの秘密の七日間（文学の森） アンナ・ウォルツ作 フレーベル館 949 う
ぼくとテスの秘密の七日間（文学の森） アンナ・ウォルツ作 フレーベル館 949 う
おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク作 ほるぷ出版 949 す
サン＝テグジュペリ 大空をかけぬけた「星の王子さま」の作家（小学館版学習まんが人物館 世界-13） 鈴木 一郎監修 小学館 950

サン＝テグジュペリ 大空をかけぬけた「星の王子さま」の作家（小学館版学習まんが人物館 世界-13） 鈴木 一郎監修 小学館 950

シンデレラ（角川アニメ絵本） KADOKAWA 953 し
三銃士 正義のため、最強の三銃士といっしょに、戦う！（10歳までに読みたい世界名作 22） アレクサンドル・デュマ作 学研プラス 953 で
美女と野獣（ディズニームービーブック） 岡田 好惠文 講談社 953 び
時の書 2 七枚のコイン ギヨーム・プレヴォー作 くもん出版 953 ぷ
海底二万マイル 巨大な潜水艦ノーチラス号での、おどろきの日々！（10歳までに読みたい世界名作 24） ジュール・ベルヌ作 学研プラス 953 べ
⾧ぐつをはいた猫 3版（角川つばさ文庫 Eへ1-1） シャルル・ペロー原作 KADOKAWA 953 ぺ
家なき子 つらい旅の中でも失わなかった思いやりの心（10歳までに読みたい世界名作 21） エクトール・アンリ・マロ作 学研プラス 953 ま
怪盗アルセーヌ・ルパン 第3刷 名警部をうならせる、怪盗紳士のあざやかなトリック（10歳までに読みたい世界名作 12） モーリス・ルブラン作 学研プラス 953 る
怪盗紳士アルセーヌ・ルパン（角川つばさ文庫 Eる1-1） モーリス・ルブラン作 KADOKAWA 953 る
怪盗紳士アルセーヌ・ルパン奇岩城（角川つばさ文庫 Eる1-2） モーリス・ルブラン作 KADOKAWA 953 る
カモメに飛ぶことを教えた猫（白水Uブックス 151） ルイス・セプルベダ著 白水社 963 せ
まるごとごくり！ ロシアの昔話（こころのほんばこシリーズ） シンシア・ジェイムソン再話 大日本図書 983 ま
イソップのおはなし イソップ原作 のら書店 991 い


