
《中央館から おすすめの本》

学年 本の名前 作者の名前 出版社

ネコの家庭教師 南部　和也／さく 福音館書店

千びきおおかみ 筒井　悦子／再話 こぐま社

かめきちのおまかせ自由研究 村上　しいこ／作 岩崎書店

くもの糸 芥川　龍之介／作 岩崎書店

ひらけ！なんきんまめ 竹下　文子／作 小峰書店

あらしのひ シャーロット・ゾロトウ／さく ほるぷ出版

ばけものつかい 川端　誠／〔作〕 クレヨンハウス

ひまわり 荒井　真紀／文・絵 金の星社

霧のむこうのふしぎな町 柏葉　幸子／作 講談社

やかまし村の子どもたち アストリッド・リンドグレーン／作 岩波書店

くじらじゃくし 安田　夏菜／作 講談社

アラビアン・ナイトのおはなし 中川　正文／ぶん のら書店

いやし犬まるこ 輔老　心／著 岩崎書店

未来を生きるきみたちへ 鎌田　實／著 小学館

１２星座とギリシャ神話の絵本 沼澤　茂美，脇屋　奈々代／作 あすなろ書房

ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。 マララ・ユスフザイ／〔述〕 ポプラ社

言葉屋　１～５ 久米　絵美里／作 朝日学生新聞社

見上げた空は青かった 小手鞠　るい／著 講談社

てのひらの味 村井　康司／編 岩崎書店

ぼくは、いつでもぼくだった。 いっこく堂／著 くもん出版

ジェミーと走る夏 エイドリアン・フォゲリン／作 ポプラ社

ダイヤモンドブラザーズ １～５ アンソニー・ホロヴィッツ／作 文溪堂

わたしは樹木のお医者さん 石井　誠治／著 くもん出版

カレーライスを一から作る 前田　亜紀／著 ポプラ社

小やぎのかんむり 市川　朔久子／著 講談社

ひかり舞う 中川　なをみ／著 ポプラ社

風の靴 朽木　祥／作 講談社

ヒトラーと暮らした少年 ジョン・ボイン／著 あすなろ書房

ＳＮＳ炎上 ＮＨＫ「オトナヘノベル」制作班／編 金の星社

汚れつちまつた悲しみに… 中原　中也／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

盗まれた記憶の博物館 上・下 ラルフ・イーザウ／著 あすなろ書房

月のえくぼを見た男 鹿毛　敏夫／著 くもん出版

ぼくは戦争は大きらい やなせ　たかし／著 小学館クリエイティブ

５アンペア生活をやってみた 斎藤　健一郎／著 岩波書店
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《三和分館から おすすめの本》
学年 本の名前 作者の名前 出版社

チトくんとにぎやかないちば アティヌーケ／文，
アンジェラ・ブルックスバンク／絵 徳間書店

きえた犬のえ
（ぼくはめいたんていシリーズ）

マージョリー・Ｗ．シャーマット
／ぶん 大日本図書

１円くんと五円じい
ハラハラきょうりゅうえんそく 久住　昌之／作 ポプラ社

空をけっとばせ 升井　純子／作 講談社

うみのとしょかん
チンアナゴ３きょうだい 葦原　かも／作 講談社

ねこの町のダリオ写真館 小手鞠　るい／作 講談社

ふしぎなよるのおんがくかい 垣内　磯子／作 小峰書店

くじゃくのジャックのだいだっそう 井上　よう子／作 文研出版

ドームがたり アーサー・ビナード／作，スズキ　コージ／画 玉川大学出版部

さよなら、おばけ団地 藤重　ヒカル／作 福音館書店

オバケ屋敷にお引っ越し 富安　陽子／作 ひさかたチャイルド

魔法学校へようこそ さとう　まきこ／作 偕成社

ほっとい亭のフクミミちゃん 伊藤　充子／作 偕成社

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １～９ 廣嶋　玲子／作 偕成社

熊とにんげん ライナー・チムニク／作・絵 徳間書店

図書館にいたユニコーン マイケル・モーパーゴ／作 徳間書店

ギョギョギョ！おしえて！さかなクン １・２ さかなクン／著・絵 朝日学生新聞社

アームストロング トーベン・クールマン／作 ブロンズ新社

青空トランペット 吉野　万理子／作 学研プラス

ソーリ！ 濱野　京子／作 くもん出版

あした飛ぶ 束田　澄江／作 学研プラス

唐木田さんち物語 いとう　みく／作 毎日新聞出版

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

シロクマが家にやってきた！ マリア・ファラー／作 あかね書房

「どうせ無理」と思っている君へ 植松　努／著 ＰＨＰエディターズ・グループ

犬が来る病院 大塚　敦子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

おとなになるってどんなこと？ 吉本　ばなな／著 筑摩書房

ＡＢＣ！ 市川　朔久子／著 講談社

君が夏を走らせる 瀬尾　まいこ／著 新潮社

ソバニイルヨ 喜多川　泰／著 幻冬舎

夜間中学へようこそ 山本　悦子／作 岩崎書店

ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ／作 ほるぷ出版

パンツ・プロジェクト キャット・クラーク／著 あすなろ書房

飛び込み台の女王 マルティナ・ヴィルトナー／作 岩波書店
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《夜久野分館から おすすめの本》
学年 本の名前 作者の名前 出版社

やもじろうとはりきち 降矢　なな／作・絵 佼成出版社

うちゅうはきみのすぐそばに
いわや　けいすけ／ぶん,
みねお　みつ／え 福音館書店

はたらく　 長倉　洋海／著 アリス館

ぼく、ちきゅうかんさつたい 松本　聰美／作 出版ワークス

めいちゃんの５００円玉 なかがわ　ちひろ／作・絵 アリス館

きらきらシャワー　 西村　友里／作　 ＰＨＰ研究所

じゃんけんのすきな女の子 松岡　享子／さく 学研教育出版

バクのバンバン、町にきた ポリー・フェイバー／作 徳間書店

ぼくは発明家 メアリー・アン・フレイザー／作 廣済堂あかつき

さかなクンの一魚一会 さかなクン／著・イラスト・題字　 講談社

サメってさいこう！ オーウェン・デイビー／作 偕成社

まほうの自由研究 如月　かずさ／作 小峰書店

拝啓、お母さん 佐和　みずえ／作 フレーベル館

もののけ屋 廣嶋　玲子／作 静山社

ぬすまれた宝物 ウィリアム・スタイグ／作 評論社

ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン／文 あすなろ書房

カランポーのオオカミ王 ウィリアム・グリル／作 岩波書店

いくらかな？社会がみえる
ねだんのはなし　1～４

藤田　千枝／編 大月書店

世界を救うパンの缶詰 菅　聖子／文 ほるぷ出版

わたしの苦手なあの子 朝比奈　蓉子／作 ポプラ社

妖精のスープ 高森　美由紀／作 あかね書房

絵物語古事記　 富安　陽子／文 偕成社

おれたちのトウモロコシ 矢嶋　加代子／作 文研出版

ぼくたち負け組クラブ アンドリュー・クレメンツ／著 講談社

人間はだまされる 三浦　準司／著 理論社

友だち幻想 菅野　仁／著 筑摩書房

１４歳からの天文学 福江　純／著 日本評論社

カブキブ！　１～３ 榎田　ユウリ／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

１００年の木の下で 杉本　りえ／〔著〕 ポプラ社

恋する熱気球 梨屋　アリエ／著 講談社

昔話法廷　１・２ ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班／編 金の星社

村木ツトムその愛と友情 福井　智／作 偕成社

神々と戦士たち　１～５ ミシェル・ペイヴァー／著 あすなろ書房

キツネのパックス サラ・ペニーパッカー／作 評論社
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《大江分館から おすすめの本》

学年 本の名前 作者の名前 出版社

それいけ!ぼっこくん   富安 陽子/作 偕成社　

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

ほうまんの池のカッパ   椋 鳩十/文 ＢＬ出版

とんでもない   鈴木 のりたけ/作・絵 アリス館　

ツトムとでんしゃのカミサマ   にしかわ おさむ/ぶん・え 小峰書店

むしをたべるくさ  渡邉 弘晴/写真，伊地知 英信/文 ポプラ社

セミたちの夏 筒井 学/写真と文 小学館

くまさんのまほうのえんぴつ  
アンソニー・ブラウンと
こどもたち/さく ＢＬ出版

なまけものの王さまとかしこい王女のお話 ミラ・ローベ/作 徳間書店　

カブトエビは不死身の生きもの!?   谷本 雄治/著 ポプラ社

建具職人の千太郎   岩崎 京子/作 くもん出版　

シャーロットのおくりもの   Ｅ．Ｂ．ホワイト／作 あすなろ書房

がむしゃら落語   赤羽 じゅんこ/作 福音館書店

チームふたり   吉野 万理子/作 学研教育出版

大どろぼうホッツェンプロッツ   プロイスラー/作 偕成社

ケイゾウさんは四月がきらいです。   市川 宣子/作 福音館書店

モギちいさな焼きもの師  リンダ・スー・パーク/著 あすなろ書房　

坊っちゃん   夏目 漱石/作 岩波書店

クローディアの秘密   Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ／作 岩波書店　

ムーミン谷の夏まつり   トーベ・ヤンソン/作・絵 講談社

モモ ミヒャエル・エンデ/作 岩波書店

恐竜がくれた夏休み   はやみね かおる/作 講談社　

命の意味命のしるし   上橋 菜穂子，齊藤 慶輔/著 講談社

ああ無情 ユーゴー/作 ポプラ社

リバウンド  Ｅ．ウォルターズ／作 福音館書店　

ライオンとであった少女   バーリー・ドハーティ/著 主婦の友社　

知らなかった、ぼくらの戦争   アーサー・ビナード/編著 小学館　

なりたい二人   令丈 ヒロ子/作 ＰＨＰ研究所　

大人になって困らない語彙力の
鍛えかた  

今野 真二/著 河出書房新社　

ヤモリの指から不思議なテープ  松田 素子・江口 絵理/文 アリス館

いのちのギフト   日野原 重明/著 小学館　

かはたれ   朽木 祥/作 福音館書店

鬼の橋   伊藤 遊/作 福音館書店

わたしの空と五・七・五  森埜 こみち/作 講談社
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