
№ 図　書　名 著者名 出版社

1 スマート農業の大研究 梅津　裕 PHP研究所

2 お蚕さんから糸と綿と 大西　暢夫 アリス館

3 雷のあとに 中山聖子 文研出版

4 ハロー、ここにいるよ エリン エントラーダ 評論社

5 ドラえもん科学ワールド未来のくらし 藤子  F  不二雄 小学館

6 にんげんクラッシャー、さんじょう！ 最上 一平 新日本出版社

7 ことりとねこのものがたり なかえ よしを 金の星社

8 ねこのジョン なかえ よしを 金の星社

9 しば太こたのしっぽっぽ 影山 直美 神宮館

10 いちにちうんち ふくべ あきひろ PHP研究所

11 じゅぎょうにしゅうちゅうしたいのに NHK Eテレ「u & i」制作班 ほるぷ出版

12 おすしときどきおに くさなりさく みらいパブリッシング

13 朔と新 いとう みく 講談社

14 窓 小手毬 るい 小学館

15 さくらの谷 富安 陽子 偕成社

16 さくらがさくと とうごう なりさ 福音館書店

17 47都道府県で本当にあった怖い話 久田 樹生 あかね書房

18 しらゆりちりか　ちっちゃいな 薫 くみこ PHP研究所

19 みつきの雪 眞島 めいり 講談社

20 はるのうた もち なおみ イマジネイション・プラス

21 おおかみせんせい　はじめてのしょうがっこう きむら ゆういち 学研プラス

22 オニガシマラソン トロル 教育画劇

23 にくのくに はらぺこめがね 教育画劇

24 はじめくんがっこうへいく もりかわ しげみ ナツメ社

25 100 名久井 直子 福音館書店

26 きらきらもりでまってるよ！ 矢部 美智代 フレーベル館

27 あいにゆくよ ひだの かな代 みらいパブリッシンング

28 グレーテルの白い小鳥 斉藤 洋 偕成社
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29 もっと知りたいさくらの世界　1　さくらってどんな木？ 勝木 俊雄 汐文社

30 日本女子レスリング 布施 鋼治 汐文社

31 なまこのぽんぽん 内田 麟太郎 銀の鈴社

32 もしものせかい ヨシタケ シンスケ 赤ちゃんとママ社

33 いろんなでんしゃはっしゃしまーす 岡本 雄司 アリス館

34 ぼくたちのきせき 中川 ひろたか 鈴木出版

35 空とぶ船とゆかいななかま バレリー ゴルバチョフ 光村教育図書

36 たったひとりのあなたへ エイミー リード 光村教育図書

37 やさしいしろくま しろさめ KADOKAWA

38 おひめさまになったワニ ローラエイミーシュリッツ 福音館書店

39 プレストとゼスト アーサー  ヨーリンクス 岩波書店

40 きっとあえる 鎌田 暢子 福音館書店

41 AIって何だろう？ 関 和之 旺文社

42 恐竜キングダム　12　マンモスVSスミドロン エアーチームまんが KADOKAWA

43 恐竜ガールと情熱博士と 祓川 学 小学館

44 おおきくしてはっけん！ざりがにのひみつ ひさかたチャイルド

45 どっちが強い！？　ゾウアザラシVSホッキョクグマ ジノストーリー  ブラックインクチーム KADOKAWA

46 追跡！ごみのゆくえ　ペットボトル 吉田 忠文 ほるぷ出版

47 うりぼうウリタ おくやま ゆか 偕成社

48 ゆるびーくんゆうえんちにいく 斉藤 洋 ほるぷ出版

49 いつつごうさぎのきっさてん まつお りかこ 岩崎書店

50 こんなおおきなかず、みたことある？ セス フィッシュマン 偕成社

51 ムーミン谷のなかまたち トーベ ヤンソン 徳間書店

52 どこへいったの？いちごちゃん のし さやか ひさかたチャイルド

53 青いヌプキナの沼 かこ さとし 復刊ドットコム

54 まざっちゃおう！ アリー チャン フレーベル館

55 あかいかさ ロバート ブライト ほるぷ出版

56 まいごのしにがみ いとう みく 理論社

57 フラワーショップの亡霊 斉藤 洋 あかね書房

58 サブキャラたちのグリム童話 斉藤 洋 偕成社



№ 図　書　名 著者名 出版社

59 へんなともだちマンホーくん 村上 しいこ 講談社

60 パパトラ 平田 昌広 アリス館

61 こはるとちはる 白石　一文 岩崎書店

62 へんかしらそうかしら 内田 麟太郎 鈴木出版

63 そもそもオリンピック アーサー  ビナード 玉川大学出版部

64 スキップスキップ あまん きみこ ひさかたチャイルド

65 おやくそくえほん 高濱 正伸 日本図書センター

66 本能寺の変へタイムワープ イセケヌ 朝日新聞出版

67 恐竜のサイエンス 藤子  F  不二雄キャラクター 小学館

68 ゴミの島サバイバル ゴムドリco. 朝日新聞出版

69 りんごだんだん 小川 忠博 あすなろ書房

70 マジック大図鑑 DK社 新星出版社

71 ぼくだけのファインプレー あさの あつこ 講談社

72 くちばしだーれ？ 穂高 順也 岩崎書店

73 月ようびはなにたべる？ エリック カール 偕成社

74 いちご 荒井 真紀 小学館

75 しばふって、いいな！ レオーネ アデルソン 瑞雲舎

76 ねえねえなにはこんでるの？ スズキ サトル ほるぷ出版


