
《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

かわ 加古　里子／作／画 福音館書店

くまとやまねこ 湯本　香樹実／ぶん，酒井　駒子／え 河出書房新社

しばはま 野村　たかあき／文／絵 教育画劇

どっち？ まつおか　たつひで／さく ハッピーオウル社

ていでん★ちゅういほう いとう　みく／作 文研出版

ふらいぱんじいさん 神沢　利子／作 あかね書房

ジェンと星になったテリー 草野　あきこ／作 岩崎書店

ちょきんばこのたびやすみ 村上　しいこ／さく ＰＨＰ研究所

チビ竜と魔法の実（シノダ！シリーズ） 富安　陽子／著 偕成社

ヤービの深い秋 梨木　香歩／著 福音館書店

なぞかけときじろう もとした　いづみ／作 岩崎書店

５０００キロ逃げてきたアーメット オンジャリ　Ｑ．ラウフ／作 学研プラス

のどか森の動物会議 ボイ・ロルンゼン／作 童話館出版

チョコレート物語 佐和　みずえ／著 くもん出版

旅する動物図鑑　１～3 大渕　希郷／著　ほか 筑摩書房

お蚕さんから糸と綿と 大西　暢夫／著 アリス館

病気の魔女と薬の魔女　１～４ 岡田　晴恵／著 学研
ぼくがゆびをぱちんとならして、
きみがおとなになるまえの詩集

斉藤　倫／著 福音館書店

アドリブ 佐藤　まどか／著 あすなろ書房

ゆっくりおやすみ、樹の下で 高橋　源一郎／著 朝日新聞出版

こんとんじいちゃんの裏庭 村上　しいこ／作 小学館

ネバームーア ジェシカ・タウンゼント／著 早川書房

お金さえあればいい？ 浜　矩子／著 クレヨンハウス

ランドセルは海を越えて 内堀　タケシ／写真・文 ポプラ社

月の影影の海　上・下 小野　不由美／著 新潮社

ドエクル探検隊 草山　万兎／作 福音館書店

カザアナ 森　絵都／著 朝日新聞出版

まだなにかある　上・下 パトリック・ネス／著 辰巳出版

イルカの歌 カレン・ヘス／著 白水社

その情報はどこから？ 猪谷　千香／著 筑摩書房

やらなきゃゼロ！ 鈴木　直道／著 岩波書店

２０３０年のハローワーク 図子　慧／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

食べるとはどういうことか 藤原　辰史／著 農山漁村文化協会

空気は踊る 結城　千代子，田中　幸／著 太郎次郎社エディタス
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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

ライオンになるには エド・ヴィアー／さく ＢＬ出版

いたずらのすきなけんちくか 安藤　忠雄／原作， はた　こうしろう／絵 小学館

くじらのくじらん 市川　宣子／さく リーブル

ふしぎ町のふしぎレストラン　１・２ 三田村　信行／作 あかね書房

イソップ童話 イソップ／著 成美堂出版

学校へ行こう いとう　ひろし／作 理論社

まよなかのくしゃみたいかい 中村　翔子／作 ＰＨＰ研究所

くらやみのなかのゆめ
クリス・ハドフィールド／作，
ザ・ファン・ブラザーズ／絵

小学館

ゴッホの星空
バーブ・ローゼンストック／文，
メアリー・グランプレ／絵

ほるぷ出版

プーさんとであった日
リンジー・マティック／ぶん，
ソフィー・ブラッコール／え

評論社

はりねずみのルーチカ　シリーズ10冊 かんの　ゆうこ／作 講談社

いろどり屋 廣嶋　玲子／作 静山社

みちのく妖怪ツアー　１・２ 佐々木　ひとみ　ほか／作 新日本出版社

しあわせなハリネズミ 藤野　恵美／作 講談社

盲導犬引退物語 沢田　俊子／文 講談社

しごとば：やっぱり 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社

サブキャラたちの日本昔話 斉藤　洋／作 偕成社

ぼくは本を読んでいる。 ひこ・田中／著 講談社

天保の虹（白狐魔記　７） 斉藤　洋／作 偕成社

今、空に翼広げて 山本　悦子／著 講談社

おれんち、動物病院 山口　理／作 文研出版

望みがかなう魔法の日記 本田　有明／著 ＰＨＰ研究所

グッドジョブガールズ 草野　たき／著 ポプラ社

お札に描かれる偉人たち 楠木　誠一郎／著 講談社

朔と新 いとう　みく／著 講談社

貸出禁止の本をすくえ！ アラン・グラッツ／著 ほるぷ出版

火狩りの王　１～３ 日向　理恵子／作 ほるぷ出版

また、同じ夢を見ていた 住野　よる／著 双葉社

まぁちんぐ！（吹部！　＃２） 赤澤　竜也／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

本と鍵の季節 米澤　穂信／著 集英社

線は、僕を描く 砥上　裕將／著 講談社

戦場の秘密図書館 マイク・トムソン／著 文溪堂

風に乗って、跳べ 川端　裕人／著 朝日学生新聞社

絵物語古事記 富安　陽子／文 偕成社
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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

あまがえるのかくれんぼ たての　ひろし／作，かわしま　はるこ／絵 世界文化社

しろちゃんとはりちゃん　なつのいちにち たしろ　ちさと／作・絵 ひかりのくに

コリンのお店びらき ひこ・田中／文 , 山西　ゲンイチ／絵 ＢＬ出版

おばけとしょかん 斉藤　洋／作 講談社

らくだいおばけがやってきた やまだ　ともこ／作 金の星社

ハヤクさん一家とかしこいねこ マイケル・ローゼン／作 徳間書店

ぼくはめいたんてい　１～６ マージョリー・Ｗ・シャーマット／ぶん 大日本図書

りんごだんだん 小川　忠博／写真と文 あすなろ書房

フェルムはまほうつかい スギヤマ　カナヨ／文・絵 小学館

転校生はかがくぶっしつかびんしょう 武濤　洋／さく，吉野　あすも／え ジャパンマシニスト社

つるばら村のパン屋さん 茂市　久美子／作 講談社

トラブル旅行社（トラベル） 廣嶋　玲子／文 金の星社

世界一の三人きょうだい グードルン・メプス／作 徳間書店

学校犬バディが教えてくれたこと 吉田　太郎／著 金の星社

ロウソクの科学 ファラデー／原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

奈良　鹿ものがたり 中村　文人／文 佼成出版社

ＪＡＺＺ　ＤＯＧ マリー・フォークト／作 世界文化社

ぼくたちのリアル 戸森　しるこ／著 講談社

べんり屋、寺岡の夏。 中山　聖子／作 文研出版

夏休みに、ぼくが図書館で見つけたもの 濱野　京子／作 あかね書房

七不思議神社　１・２ 緑川　聖司／作 あかね書房

夏の庭－Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ－ 湯本　香樹実／作 徳間書店

地球について知っておくべき１００のこと ジェローム・マーティン　ほか／文 小学館

災害にあったペットを救え 高橋　うらら／著 小峰書店

星空ロック 那須田　淳／著 あすなろ書房

あと少し、もう少し 瀬尾　まいこ／著 新潮社

十四歳日和 水野　瑠見／著 講談社

本屋さんのダイアナ 柚木　麻子／著 新潮社

そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー／著 早川書房

ブロード街の１２日間 デボラ・ホプキンソン／著 あすなろ書房

地底旅行 ジュール・ヴェルヌ／作 岩波書店

１４歳からの天文学 福江　純／著 日本評論社

化石ハンター 小林　快次／著 ＰＨＰ研究所

死体が教えてくれたこと 上野　正彦／著 河出書房新社
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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

おねえちゃんって、すっごくもやもや！ いとう　みく／作 岩崎書店

ふしぎないどうどうぶつえん くさの　たき／作 金の星社

ラブレターをもらったら
アニカ・アルダムイ・デニス／文，
ルーシー・ルース・カミンズ／絵

ＢＬ出版

かみさまのおはなし 藤田　ミツ／原作 講談社

物語たくさんのお月さま ジェームズ・サーバー／作 徳間書店

ぞうのたまごのたまごやき 寺村　輝夫／作 理論社

どんぐりカプセル 市川　宣子／作 講談社

みつけた!こんちゅう 鎌田　歩／さく 教育画劇

すてねこたちに未来を 菅　聖子／著 汐文社

ぼくらの地図旅行 那須　正幹／ぶん 福音館書店

ヒラメキ公認ガイドブックようこそ宇宙へ キャロル・ストット／文 化学同人

美術館ってどんなところ？ フロランス・デュカトー／文 西村書店

魔法のたいこと金の針 茂市　久美子／作 あかね書房

ホオズキくんのオバケ事件簿　１・２ 富安　陽子／作 ポプラ社

おはようスーちゃん ジョーン・Ｇ．ロビンソン／作・絵 アリス館

食虫植物のわな 木谷　美咲／文 偕成社

ほんとうの願いがかなうとき バーバラ・オコーナー／著 偕成社

希望の海へ マイケル・モーパーゴ／作 評論社

明日をさがす旅 アラン・グラッツ／作 福音館書店

チャーシューの月 村中　李衣／作 小峰書店

桃太郎は盗人なのか？ 倉持　よつば／著 新日本出版社

易経　青龍の巻 竹村　亞希子，都築　佳つ良／著 新泉社

都道府県別にっぽんオニ図鑑 山崎　敬子／ぶん じゃこめてい出版

宇宙探検えほん 宇宙航空研究開発機構／監修協力 小学館

青春サプリ。：自分を変えてくれる場所 安藤　隆人　ほか／文 ポプラ社

「論理的に考える力」を伸ばす５０の方法 小野田　博一／著 ＰＨＰ研究所

なぜ僕らは働くのか 池上　彰／監修 学研プラス

１０１人が選ぶ「とっておきの言葉」 河出書房新社／編 河出書房新社

「悩み部」の復活と、その証明。 麻希　一樹／著 学研プラス

湖の国 柏葉　幸子／作 講談社

大地のランナー ジェイムズ・リオーダン／作 鈴木出版

境い目なしの世界 角野　栄子／著 理論社

がんばっ！卓球部 横沢　彰／作 新日本出版社

鷹のように帆をあげて まはら　三桃／著 講談社
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