
《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

お日さま　はだかんぼ 神沢　利子／作，井上　洋介／絵 ポプラ社

ゼラルダと人喰い鬼 トミー・ウンゲラー／作 評論社

さいこうのスパイス 亀岡　亜希子／作・絵 ＰＨＰ研究所

こうちゃんとぼく くすのき　しげのり／作 講談社

ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤　ノリコ／著 白泉社

ちょっとだけタイムスリップ 花田　鳩子／作 ＰＨＰ研究所

あまのじゃくにかんぱい！ 宮川　ひろ／作 童心社

ややっ、ひらめいた！奇想天外発明百科 マウゴジャタ・ミチェルスカ／文 徳間書店

だれも知らない小さな国 佐藤　さとる／作 講談社

ゲンバクとよばれた少年 中村　由一／著 講談社

詩なんか知らないけど 糸井　重里／詩 大日本図書

アリーテ姫の冒険 ダイアナ・コールス／著 大月書店

野生のロボット ピーター・ブラウン／作・絵 福音館書店

まほうのスープ ミヒャエル・エンデ／文 岩波書店

幸せとまずしさの教室 石井　光太／著 少年写真新聞社

クジラがとれた日 小島　曠太郎，えがみ　ともこ／写真・文 ポプラ社

空色勾玉 荻原　規子／作 徳間書店

右手にミミズク 蓼内　明子／作 フレーベル館

お江戸の百太郎 那須　正幹／作 岩崎書店

鳥海山の空の上から 三輪　裕子／作 小峰書店

神隠しの教室 山本　悦子／作 童心社

その魔球に、まだ名はない エレン・クレイジス／著 あすなろ書房

マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダール／著 評論社

ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス／作 岩波書店

ぐるりと 島崎　町／著 ロクリン社

１５歳、ぬけがら 栗沢　まり／著 講談社

鉄のしぶきがはねる まはら　三桃／著 講談社

文学少年と運命の書 渡辺　仙州／作 ポプラ社

どこよりも遠い場所にいる君へ 阿部　暁子／著 集英社

秘密の道をぬけて ロニー・ショッター／著 あすなろ書房

ロビンソン・クルーソー デフォー／作 岩波書店

立ち直る力 辻　仁成／著 光文社

かならずお返事書くからね ケイトリン・アリフィレンカ／著 ＰＨＰ研究所

めんそーれ！化学 盛口　満／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

みずとはなんじゃ？ かこ　さとし／作，鈴木　まもる／絵 小峰書店

みけねえちゃんにいうてみな 村上　しいこ／作 理論社

ぼくのなまえはユウユウ 小手鞠　るい／作 講談社

はらぺこペンギンのぼうけん 吉野　万理子／作 講談社

夏がきた 羽尻　利門／作 あすなろ書房

おばあちゃんのわすれもの 森山　京／作 のら書店

こだぬきコロッケ ななもり　さちこ／作 こぐま社

ねこの商売 林原　玉枝／文 福音館書店

ながいながい骨の旅 松田　素子／文，川上　和生／絵 講談社

十年屋 1・2 廣嶋　玲子／作 静山社

デニムさん 今関　信子／文 佼成出版社

シャーロック・ホームズ コナン・ドイル／著 汐文社

レイナが島にやってきた！ 長崎　夏海／作 理論社

ホオズキくんのオバケ事件簿　１ 富安　陽子／作 ポプラ社

あさって町のフミオくん 昼田　弥子／作 ブロンズ新社

キタリス・ウーと森のお医者さん 竹田津　実／文・写真 ＰＨＰ研究所

落語ねこ 赤羽　じゅんこ／作 文溪堂

ぼくらの一歩 いとう　みく／作 アリス館

こんぴら狗 今井　恭子／作 くもん出版

ことばハンター 飯間　浩明／著 ポプラ社

ぎりぎりの本屋さん まはら　三桃［ほか］／著 講談社

いいね！ 筒井　ともみ／さく あすなろ書房

科学探偵謎野真実シリーズ １～５ 佐東　みどり［ほか］／作 朝日新聞出版

夢見る犬たち クリフ・マクニッシュ／作 金の星社

そして、ぼくは旅に出た。 大竹　英洋／著 あすなろ書房

メアリ・ポピンズ トラバース／作 朝日出版社

セパ！ 虹山　つるみ／作 ポプラ社

ブロードキャスト 湊　かなえ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

少年弁護士セオの事件簿　１～６ ジョン・グリシャム／作 岩崎書店

女の子が生きていくときに、 覚えていてほしいこと 西原　理恵子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ユーチュー部！！　駅伝編 山田　明／著 学研プラス

南西の風やや強く 吉野　万理子／著 あすなろ書房

スカートはかなきゃダメですか？ 名取　寛人／著 理論社

ドリーム・プロジェクト 濱野　京子／著 ＰＨＰ研究所
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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

きりみ 長嶋　祐成／え・ぶん 河出書房新社

にゅうどうぐも 野坂　勇作／さく 福音館書店

ぼくはアイスクリーム博士 ピーター・シス／さく 西村書店

うみのとしょかん　ウミウシはじめてのこい 葦原　かも／作 講談社

かがやけいのち！みらいちゃん 今西　乃子／作 岩崎書店

サラとピンキー　たからじまへ行く 富安　陽子／作・絵 講談社

ウィリーのぼうけん マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく 福音館書店

パン屋のこびととハリネズミ アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット／作 徳間書店

うまれたよ！タコ 櫻井　季己／写真・文 岩崎書店

「いたいっ！」がうんだ大発明 バリー・ウィッテンシュタイン／文 光村教育図書

くらしの中のトイレの歴史 しおうら　しんたろう／作・絵 ポトス出版

世界のはてのペンギン・ミステリー 岡田　貴久子／作 理論社

わんこのハッピーごはん研究会！ 堀　直子／作 あかね書房

ユンボのいる朝 麦野　圭／作 文溪堂

ジャカスカ号で地中海へ 山下　明生／作 理論社

メリーメリーおとまりにでかける ジョーン・Ｇ．ロビンソン／作・絵 岩波書店

町工場のものづくり 小関　智弘／著 少年写真新聞社

クジラのおなかからプラスチック 保坂　直紀／著 旬報社

水色の不思議 斉藤　洋／作 静山社

夕焼け色のわすれもの たかの　けんいち／作 講談社

夏空に、かんたーた 和泉　智／作 ポプラ社

雨ふる本屋 日向　理恵子／作 童心社

昨日のぼくのパーツ 吉野　万理子／著 講談社

ぼくが消えないうちに Ａ．Ｆ．ハロルド／作 ポプラ社

キュリオシティ マーカス・モートン／作 ＢＬ出版

屈折万歳！ 小島　慶子／著 岩波書店

君たちは夢をどうかなえるか 松本　零士／著 ＰＨＰ研究所

世界は変形菌でいっぱいだ 増井　真那／著 朝日出版社

灰と王国　１～４ 風羽　洸海／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつ　あやこ／著 講談社

部長会議はじまります 吉野　万理子／作 朝日学生新聞社

パンツ・プロジェクト キャット・クラーク／著 あすなろ書房

秘密をもてないわたし ペニー・ジョエルソン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ロミオとジュリエット ウィリアム・シェイクスピア／原作 ＢＬ出版
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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

オリンピックのおばけずかん　ビヨヨンぼう  斉藤　洋／作 講談社

おねえちゃんって、まいにちはらはら！ いとう　みく／作 岩崎書店

おおあたり！ もとした　いづみ／作 小峰書店

おばけのソッチぞびぞびオーディション 角野　栄子／さく ポプラ社

オニのサラリーマン  富安　陽子／文，大島　妙子／絵 福音館書店

クラゲゆらゆら  楚山　いさむ／写真・文 ポプラ社　

キュウリの絵本  いなやま　みつお／へん 農山漁村文化協会　

こいぬがうまれるよ  ジョアンナ・コール／文 福音館書店

暗闇の妖怪デザイナー  斉藤　洋／作 あかね書房

転校生は忍者？！ もとした　いづみ／作 佼成出版社

すてねこたちに未来を 菅　聖子／著 汐文社

３９階だてのツリーハウス アンディ・グリフィス／作 ポプラ社　

サムとぶらぶら アリソン・アトリー／作 福音館書店　

魔女が相棒？ねぐせのヤマネ姫 柏葉　幸子／作 理論社　

秘密基地のつくりかた教えます  那須　正幹／作 ポプラ社

外来生物はなぜこわい？　１ 阿部　浩志，丸山　貴史／著 ミネルヴァ書房　

ハッピーノート  草野　たき／作 福音館書店

ひとりじゃないよ、ぼくがいる  サイモン・フレンチ／作 福音館書店

初恋まねき猫 小手鞠　るい／著 講談社

ラグビーが教えてくれること  村上　晃一／著 あかね書房

ジャンプ！ジャンプ！ジャンプ！！ イノウエ　ミホコ／作 ポプラ社

この世界のしくみ 河野 哲也[ほか]／著 毎日新聞出版　

底なし沼を脱出せよ  トレイシー・ターナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

イルカと話したい  村山　司／作 新日本出版社　

5秒後に意外な結末  アポロンの黄色い太陽 桃戸　ハル／編著 学研プラス

5分後に恋の結末 春が来たら、泣くかもしれない 橘　つばさ，桃戸　ハル／著 学研プラス

その景色をさがして  中山　聖子／著 ＰＨＰ研究所

怪盗ルパン謎の旅行者  モーリス・ルブラン／作 理論社

フローラ エミリー・バー／作 小学館

かがみの孤城 辻村　深月／著 ポプラ社　

人をつくる言葉  大村　智／著 毎日新聞出版

読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤　孝／著 ＳＢクリエイティブ

地図を広げて  岩瀬　成子／著 偕成社

あと少し、もう少し 瀬尾　まいこ／著 新潮社
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