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＊新しく図書館に入った本の紹介＊
作品名
1 美女と野獣~運命のとびら~ 上・下

作品名
リズ ブラスウェル 37 ことわざ生活こっち篇

2 ハリーポッターと呪いの子

J.K.ローリング

No.

著者

No.

38 ハイキュー!! ショーセツバン!! VII～Ⅷ

3 都会のトム&ソーヤ(14)《夢幻》上巻・下巻 はやみね かおる 39 お弁当を作ったら

著者
あかいわ しゅうご
古舘 春一
竹下和男

4 なつみはなんにでもなれる

ヨシタケ シンスケ 40 みるみる上達！スポーツ練習メニュー サッカー

5 つまんない つまんない

ヨシタケ シンスケ 41 みるみる上達！スポーツ練習メニュー バレーボール

6 レッツがおつかい

ひこ・田中

7

原田 剛

小学生のボクは、鬼のようなお母さんにナスビを売らされました。

42 ユニバーサルデザイン 第1期 全3巻
以下は、読書感想画・文の課題図書、指定図書です♪

8 世界でいちばん貧しい大統領からきみへ くさば よしみ

43

9 おばけマンションシリーズ

むらいかよ

44 なにがあっても ずっといっしょ ※低学年課題図書 くさの たき

上重✩さゆり

45

10 熱血! 故事成語道場1

ばあばばは、だいじょうぶ ※低学年課題図書(感想文)

アランの歯は でっかいぞ こわーいぞ ※低学年課題図書

楠 章子

ジャーヴィス

11 人体迷宮を調査せよ! めぐる血液の冒険編 山吹 ショウマ

46 すばこ ※低学年課題図書

キム・ファン

12 ヒマラヤのサバイバル2

洪在徹

47 くろねこのどん ※中学年課題図書

岡野 かおる子

13 エネルギー危機のサバイバル2

洪在徹

48 空にむかってともだち宣言 ※中学年課題図書 茂木 ちあき

14 タンタンの冒険シリーズ(めざすは月ほか、３冊） エルジェ

49 耳の聞こえないメジャーリーガー ※中学年課題図書

ナンシー・チャーニン

15

50 干したから・・・ ※中学年課題図書

森枝 卓士

16 どっちが強い!? ライオンvsトラ 陸の最強王者バトル スライウム

51 チキン！ ※高学年課題図書

いとう みく

17 怪談オウマガドキ学園 ６～10巻

常光 徹

52 ぼくたちのリアル ※高学年課題図書 戸森 しるこ

18

はじめてのミニチュアクラフト―ねん土や身近な素材で作る

及川 久美

53 霧の中の白い犬 ※高学年課題図書

19

ねんドル岡田ひとみのはじめてのねんど―子どもとつくる年中行事

岡田 ひとみ

54 転んでも、大丈夫 ※高学年課題図書 臼井 二美男

20 おしりたんてい かいとう VS たんてい

トロル

55 くれよんがおれたとき ※低学年指定図書(感想画) かさい まり

21 光とともに ３巻

戸部けいこ

56 きょうしつはおばけがいっぱい ※低学年指定図書 さとう まきこ

22 ONE PIECE STRONG WORDS 上巻

尾田 栄一郎

57 うみのそこたんけん ※低学年指定図書 中川 ひろたか

冒険!発見!大迷路シリーズ（巨大昆虫の島、ほか１冊）

原 裕朗

23 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ＳＴＲＯＮＧ ＷＯＲＤＳ 下巻 尾田 栄一郎

アン・ブース

58 しましまかしてください ※低学年指定図書 林 なつこ

24 ええことするのは、ええもんや!

くすのき しげのり 59 みてろよ！父ちゃん！！ ※低学年指定図書 くすのき しげのり

25 ともだちやもんな、ぼくら

くすのき しげのり 60 さあ、しゃしんをとりますよ ※低学年指定図書 ナンシー・ウィラード

26 絵本 「弁当の日」がやってきた! !

竹下和男

27 きもち

ジャナン・ケイン 62

28 生きる (日本傑作絵本シリーズ)

谷川 俊太郎

29 Life(ライフ)

柳田 国男／原作
くすのき しげのり 64 えほん遠野物語 まよいが ※中学年指定図書 京極 夏彦／文

61 青い空がつながった ※中学年指定図書 毛利 まさみち
子犬のきららと捨て犬・未来まあるいシッポ ※中学年指定図書

今西 乃子

63 ねこまつりの しょうたいじょう ※中学年指定図書 いとう みく

30 学校では教えてくれない大切なこと 14 自信の育て方 旺文社 (編集)

65 なきむしに かんぱい！ ※中学年指定図書 宮川 ひろ

31 世界のモンスター図鑑〈1〉幻獣と魔獣

榎本事務所

66 「水辺の楽校」の所くん ※中学年指定図書 本田 有明

32 バムとケロのおいしい絵本

八木佳奈

67 夏の猫 ※高学年指定図書

北森 ちえ

33 浜内千波の親子でうれしい! カンタン1分おうちパン 浜内 千波

68 庭のマロニエ ※高学年指定図書

ジェフ・ゴッテスフェルド

34 はなちゃん12歳の台所

69 いっしょにアんべ！ ※高学年指定図書 髙森 美由紀

安武 はな

35 心にひびくマンガの名言 第1巻 心が強くなる 学研教育出版
36 ことわざ生活あっち篇

70 ぼくが消えないうちに ※高学年指定図書 A.F.ハロルド

あかいわ しゅうご 71

最後のゲーム ※高学年指定図書

ホリー・ブラック

72 いくたのこえたみ ※高学年指定図書 堀田 けい

以下は、読書感想画・文の課題図書、指定図書です♪

