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物 語 ４３ 太陽の子 灰谷 健次郎 ８４ のうさぎ にげろ 伊藤 政顕

低学年 １ かずあそび ウラパン・オコサ 谷川 晃一 ４４ ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー ８５ 月の満ちかけ絵本 大枝 史郎

２ あなたがとってもかわいい みやにし たつや ４５ イクバルの闘い フランチェスコ・ダダモ ８６ 絵本版シートン動物記 サンドヒルのおじか 小林 清之介

３ かこさとしおはなしのほんシリーズ かこ さとし ４６ 風が強く吹いている 三浦 しをん ８７ 世界あちこちゆかいな家めぐり 小松 義夫

４ おこだでませんように くすのき しげのり ４７ きみの友だち 重松 清 ８８ ひとしずくの水 ウォルター・ウィック

５ きつねのかみさま あまん きみこ ４８ 楽隊のうさぎ 中沢 けい ８９ 花のたね･木の実のちえ２ スミレとアリ 多田 多恵子・監修

６ ぼちぼちいこうか メアリ・マーフィー ４９ キッドナップ・ツアー 角田 光代 ９０ 鳥の巣の本 鈴木 まもる

７ とべバッタ 田島 征三 ５０ 二百年の子供 大江 健三郎 ９１ チリメンモンスターをさがせ！ 日下部 敬之

８ わたしのワンピース にしまき かやこ ５１ 今夜は眠れない 宮部 みゆき ９２ 富士山にのぼる 石川 直樹

９ まほうのじどうはんばいき やまだ ともこ ５２ 僕は、そして僕たちはどう生きるか 梨木 香歩 ９３ 宇宙においでよ！ 野口 聡一

１０ アライグマのあらいくん たかやま えいこ ５３ 機関車先生 伊集院 静 ９４ 地球の声に耳をすませて 大木 聖子

１１ つみつみニャー 長 新太 ５４ くちびるにうたを 中田 永一 ９５ 空と天気のふしぎ１０９ 森田 正光

１２ くまのこうちょうせんせい こんの ひとみ ５５ ツナグ 辻村 深月 ９６ マダガスカルがこわれる 藤原 幸一

１３ 黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース ５６ 戸村飯店青春100連発 瀬尾 まい子 ９７ いのちの食べかた 森 達也

１４ 小犬のピピン ローズマリ・サトクリフ ５７ ４TEEN 石田 衣良 ９８ 海はどうしてできたのか 藤岡 換太郎

１５ かいじゅうでんとう 木村 裕一 ５８ 宇宙のみなしご 森 絵都 中学生 ９９ 生物と無生物のあいだ 福岡 伸一

１６ じごくのそうべえ 田島 征彦 ５９ ブンナよ、木からおりてこい 水上 勉 詩・郷土
よしおくんが ぎゅうにゅうをこぼして 及川 賢治

１７ ６０ また次の春へ 重松 清 低学年 １００ そばのねはなぜあかい 石川県児童文化協会
しまったおはなし 竹内 繭子

１８ わんわん探偵団 杉山 亮 ６１ 夜のピクニック 恩田 陸 １０１ いもほり藤五郎 石川県児童文化協会

１９ のらねこソクラテスシリーズ 山口 タオ ６２ 永遠の０(ゼロ) 百田 尚樹 １０２ せんねんまんねん まど・みちお

２０ 宇宙人のいる教室 さとう まきこ ６３ 銀の匙 中 勘助 １０３ なぞなぞあそびうた Ⅰ・Ⅱ 角野 栄子

２１ ねずみのアナトール タイタス 中学生 ６４ こころ 夏目 漱石 １０４ 弥七のまめがらだいこ 石川県児童文化協会再話

２２ イソップのおはなし 小出 正吾 伝記・人物 １０５ たいようのおなら 灰谷 健次郎 編

２３ ぼくの・稲荷山戦記 たつみや 章 中学年 ６５ 雪の写真家 ベントレー ジャクリーン･ブリッグズ・マーティン １０６ ふるさと偉人絵本館シリーズ ふるさと偉人絵本館編集委員会

２４ りかさん 梨木 香歩 ６６ 化石をみつけた少女 キャサリン・ブライトン １０７ 動物詩集 室生 犀星

スーパーパティシエ物語 ケーキ職人・
２５ 百まいのドレス エレナー・エスティス ６７ 輔老 心 １０８ 天保の人びと かつおきんや

辻口博啓の生き方

２６ 蜘蛛の糸 芥川 龍之介 ６８ 松井秀喜物語 広岡 勲 １０９ ほしとたんぽぽ 金子 みすゞ

２７ 小さな山神スズナ姫 富安 陽子 ６９ アラスカたんけん記 星野 道夫 １１０ 富士山うたごよみ 俵 万智

２８ 火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル･Ｅ・エリクソン ７０ レーナ・マリア物語 レーナ・マリア １１１ 雪は天からの手紙 中谷宇吉郎エッセイ集 池内 了 編

２９ 魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒ ７１ 悲劇の少女 アンネ シュナーベル １１２ 詩のこころを読む 茨木 のり子

３０ やかまし村の子どもたち アストリッド・リンドグレーン ７２ ＴＮ君の伝記 なだいなだ １１３ 少年少女のための日本名詩選集６ 室生犀星 荻原 昌好 編

３１ おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン ７３ 星の使者 ガリレオ・ガリレイ ピーター・シス １１４ 逆風に立つ 松井秀喜の美しい生き方 伊集院 静

３２ 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー ７４ マララさん こんにちは ローズマリー・マカーニー １１５ ランドセル俳人の五・七・五 小林 凛

３３ まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス ７５ 約束の国への長い旅 篠 輝久 中学生 １１６ 化鳥 泉 鏡花

３４ 鬼の橋 伊藤 遊 ７６ 旅をする木 星野 道夫 その他

３５ ぼくがぼくであること 山中 恒 ７７ 自分を愛する力 乙武 洋匡 小学生 １１７ 絵で見る日本の歴史 西村 繁男

３６ におい山脈 椋 鳩十 中学生 ７８ 山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた 山中 伸弥 １１８ ガラスの地球をすくえ 手塚 治虫

３７ みどりのゆび モーリス・ドリュオン 科 学 １１９ ランドセルは海を越えて 内堀 タケシ

３８ おじいちゃんの桜の木 アンジェラ・ナネッティ 低学年 ７９ きらきら 谷川 俊太郎 １２０ 八月の光 朽木 祥

３９ ホビットの冒険 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン ８０ しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ １２１ 13歳は二度あるか 吉本 隆明

４０ 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさば よしみ ８１ 棚田を歩けば 青柳 健二 １２２ 父の詫び状 向田 邦子

４１ ヒットラーのむすめ ジャッキー・フレンチ ８２ さくら はせがわ せつこ 中学生 １２３ 14歳の法律相談所 野田 和寿

４２ 夕暮れのマグノリア 安東 きみえ ８３ ちのはなし 堀内 誠一


