
№ 著者名

1 ティム・マーシャル

2 青木　健

3 いとう　みく

4 小手鞠　るい

5 松成　真理子

6 とうごう　なりさ

7 リビー・ドイチュ

8 篠　真希

9 幸運社

10 高木　まさき

11 高木　まさき

12 薫　くみこ

13 眞島　めいり

14 日本児童文学者協会

15 はらぺこめがね

16 ジャネット・ウィンター

17 やまにし　ゲンイチ

18 つるた　ようこ

19 にき　まゆ

20 ローラ・エイミー・シュリッツ

21 モーリス・センダック

22 鎌田　暢子

23 関　和之

24 大竹　英洋

25 森崎　達也

26 スティーブ・モールド

27 キャロル・ボーダマン

28 鹿島建設株式会社

大人になるまでに読みたい１５歳の海外の詩　２ ゆまに書房

朔と新 講談社

窓 小学館

大飯図書館新着図書　【児童書】

図　書　名 出版社

地政学でわかるわたしたちの世界 評論社

大人になってもこまらない！キモチの整理術 ポプラ社

地球が危ない！プラスチックごみ　３ 汐文社

やってみよう！楽しいずかんづくり　１ 光村教育図書

さくらの谷 偕成社

さくらがさくと 福音館書店

旅でみる世の中のしくみ大図鑑 ポプラ社

さらに、物語は迷いこむ 偕成社

にくのくに 教育画劇

わたしたちの家が火事です 鈴木出版

やってみよう！楽しいずかんづくり　2 光村教育図書

しらゆきちりか　ちっちゃいな PHP研究所

みつきの雪 講談社

おひめさまになったワニ 福音館書店

プレストとゼスト 岩波書店

きっとあえる 福音館書店

はじめくんがっこうにいく ナツメ社

やさいのおにたいじ 福音館書店

きらきらもりでまってるよ！ フレーベル館

科学者になろう！ 化学同人

エンジニアになろう！ 化学同人

だんだんできてくる　２ フレーベル館

ＡＩって何だろう？ 旺文社

春をさがして 福音館書店

日本のこと 旺文社



№ 著者名図　書　名 出版社

29 吉田　忠正

30 廣嶋　玲子

31 ギルバート・キース

32 マリーヴォイト

33 イザベル・グリーンバーグ

34 ケイティ・ハーネット

35 アリー・チャン

36 アリソン・コルポイズ

37 鈴木　のりたけ

38 ほりかわ　りまこ

39 いとう　みく

40 森島　いずみ

41 スズキ　コージ

42 黒井　健

43 日経パソコン

44

45 林　将之

46 林　将之

47 宋　美玄

48 小川　忠博

49 蓼内　明子

50 しもかわら　ゆみ

51 ロジャー・デュボアザン

52 とよた　かずひこ

53 アンナ･ピロッリ

54 おくはら　ゆめ

55 川端　誠

56 工藤　純子

57 はた　こうしろう

58 斎藤　多加子

ひかりのぼうけん 岩崎書店

こんなおおきなかず、みたことある？ 偕成社

フランクリンとルナ、本のなかへ ＢＬ出版

追跡！ごみのゆくえ　ペットボトル ほるぷ出版

作り直し屋－児童版- ほるぷ出版

ブラウン神父呪いの書 理論社

おひなさまの平安生活えほん あすなろ書房

まいごのしにがみ 理論社

ずっと見つめていた 偕成社

まざっちゃおう！ フレーベル館

おもいではきえないよ 文研出版

しごとば　やっぱり ブロンズ新社

いざというとき使えるために緊急のものトリセツ図鑑　１　たてもの 教育画劇

里山のかんさつ ほるぷ出版

まちのかんさつ ほるぷ出版

そもそもオリンピック 玉川大学出版部

スキップスキップ ひさかたチャイルド

小中学生からはじめるプログラミングの本 日経ＢＰ

ねえねえあのね 講談社

しばふって、いいな！はじまるよはじまるよ 瑞雲舎（発売）

はじまるよはじまるよ 世界文化社

女子も！男子も！生理を知ろう　２ 汐文社

りんごだんだん あすなろ書房

魔女ラグになれた夏 ＰＨＰ研究所

てのひらに未来 くもん出版

いたずらのすきなけんちくか 小学館

あったらいいな、こんな義手 汐文社

うちのネコがきらいです 評論社

うんめぇめぇし ほるぷ出版

ごんべえだぬき ＫＡＤＯＫＡＷＡ



№ 著者名図　書　名 出版社

59 高山　リョウ

60 高山　リョウ

61 高山　リョウ

62 高山　リョウ

63 和合　亮一

64 クレーン謙

65 サトウ　マサノリ

66 スーザン・カウフマン

67 ブリッタ・テッケントラップ

68 岡田　千晶

69 マヌエル・マルソル

70 ニシワキ　タダシ

71 柴田　ケイコ

72 岡村　優太

73 高山　リョウ

74 ケイト・ソーンダズ

75 青山　由紀

76 三田村　信行

77 戸森　しるこ

78 森川　成美

79 降矢　なな

80 いもと　ようこ

81 高畠　那生

82 南塚　直子

83 ザ・キャビンカンパニー

84 とよた　かずひこ

85 柴田　ケイコ

86 末崎　茂樹

87 垂石　眞子

88 やなせ　たかし

大接近！スポーツものづくり　4 岩崎書店

詩をつくろう　２ 汐文社

あくびしてるのだーれ？ 岩崎書店

大接近！スポーツものづくり　1 岩崎書店

大接近！スポーツものづくり　2 岩崎書店

大接近！スポーツものづくり　3 岩崎書店

こもれび 光村教育図書

まひるのけっとう 光村教育図書

浦島太郎が語る浦島太郎 高陵社書店

あしあしだーれ？ 岩崎書店

ようこそ！ここはみんなのがっこうだよ 鈴木出版

ブルーがはばたくとき ＢＬ出版

エミリーとはてしない国 ポプラ社

伝統工芸のよさを伝えよう　２ 汐文社

ふしぎ町のふしぎレストラン　２ あかね書房

シンデレラが語るシンデレラ 高陵社書店

桃太郎が語る桃太郎 高陵社書店

大接近！スポーツものづくり　５ 岩崎書店

ぞうさん 講談社

こんぺいとうはゆめみてた ＪＵＬＡ出版局

きみが、この本、読んだなら　ざわめく教室編 さ・え・ら書房

きみが、この本、読んだなら　とまどう放課後編 さ・え・ら書房

ピーターとオオカミ 偕成社

ぽめちゃんとだっくすちゃん 白泉社

くすのきだんちのねむりいす ひかりのくに

あっくんとデコやしき 福音館書店

うさぎのバレエだん 小学館

ポケモンのしま 小学館

ぱかぱかももんちゃん 童心社

アンパンマンとカレンのもり フレーベル館



№ 著者名図　書　名 出版社

89 クライヴ・ギフォード

90 廣嶋　玲子

91 村上　しいこ

92 吉田　桃子

93 ぎぼ　りつこ

94 小寺　信良

95 クイズ法人カプリティオ

96 クイズ法人カプリティオ

97 クイズ法人カプリティオ

98 藤田　能成

99 藤田　晋一

100 船木　妙子

101 大澤　裕司

102 小林　寛則

103 青山　由紀

104 ロベルト・ピウミーニ

105 デイヴィッド・ウォーカー

106 リチャード・スキャリー

107 豊福　まきこ

108 庄野　ナホコ

109 田村　セツコ

110 いぬんこ

111 トーベ・ヤンソン

ちょきんばこのたびやすみ PHP研究所

ばかみたいって言われてもいいよ　１ 講談社

しずくちゃん　３４ 岩崎書店

くさい！ 河出書房新社

トラブル旅行社 金の星社

うんこなぞなぞ　２年生 文響社

魚の雨が降ってきた 金の星社

ネッシーはいるのか？ 金の星社

気をつけよう！ネット動画　２ 汐文社

うんこなぞなぞ　４～６さい 文響社

うんこなぞなぞ　１ねんせい 文響社

伝統工芸のよさを伝えよう　３ 汐文社

ピノピノよもうよ 学研プラス

どうぶつたちのがっこうって？ 岩崎書店

ポルターガイスト 金の星社

モノのねだん事典 ポプラ社

観光を考える　２ ミネルヴァ書房

星のなる木 星の環会

はっけよーい ポプラ社

春がきたよ、ムーミントロール 徳間書店

うさぎがいっぱい 好学社

おくりもの BL出版

バレエのおけいこ ブロンズ新社


