
分類 書名 作者 出版社 応募数

絵本 あたらしいあたらしいあたらしいあたらしい新幹線新幹線新幹線新幹線ずかんずかんずかんずかん

松本典久／ぶん

ＲＧＧ／しゃしん

小峰書店 1

絵本 あっあっあっあっ！！！！じしんじしんじしんじしん 金子　章／文　鈴木　まもる／絵 学研 1

絵本 うちにかえったうちにかえったうちにかえったうちにかえったガラゴガラゴガラゴガラゴ 島田ゆか／作・絵 文渓堂 1

絵本

『『『『おいしいともだちおいしいともだちおいしいともだちおいしいともだち』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ

（『（『（『（『とうふさんがねとうふさんがねとうふさんがねとうふさんがね・・・・・・・・・・・・』』』』などなどなどなど））））

とよたかずひこ／さく・え 童心社 1

絵本 おじゃるおじゃるおじゃるおじゃる丸丸丸丸をみつけようをみつけようをみつけようをみつけよう！！！！ 小学館 1

絵本 おちばいちばおちばいちばおちばいちばおちばいちば 西原みのり/ 作 ブロンズ新社 1

絵本 おとうさんはおとうさんはおとうさんはおとうさんはウルトラマンウルトラマンウルトラマンウルトラマン みやにし　たつや／作・絵 学研 1

絵本 おなかのなかのおなかのなかのおなかのなかのおなかのなかの、、、、なかのなかなかのなかなかのなかなかのなか

あさのますみ／文

長谷川義史／絵

学研 1

絵本 おれはおれはおれはおれはワニワニワニワニだぜだぜだぜだぜ 渡辺有一／文・絵 文研出版 1

絵本 がっこうのきらいなきょうりゅうがっこうのきらいなきょうりゅうがっこうのきらいなきょうりゅうがっこうのきらいなきょうりゅう

マイケル・サーモン／文・絵

戸田早紀／訳

文渓堂 1

絵本 からすのからすのからすのからすのパンパンパンパンやさんやさんやさんやさん かこ　さとし／絵と文 偕成社 1

絵本 きつねのきつねのきつねのきつねのホイティホイティホイティホイティ シビル・ウェッタシンハ／さく 福音館書店 1

絵本 ぎゅっぎゅっぎゅっぎゅっ ｼﾞｪｽﾞ･ｵｰﾙﾊﾞﾗ/作 徳間書店 1

絵本 きょうりゅうとあそんだきょうりゅうとあそんだきょうりゅうとあそんだきょうりゅうとあそんだジュンジュンジュンジュンくんくんくんくん 小野寺悦子/作　 教育画劇 1

絵本 キングスマーフキングスマーフキングスマーフキングスマーフ

スマーフ　ペヨ／作

村松定史／訳

小峰書店 1

絵本 ぐりとぐらぐりとぐらぐりとぐらぐりとぐら

なかがわりえこ/さく

やまわきゆりこ/え

福音館書店 1

絵本 こびとづかんこびとづかんこびとづかんこびとづかん なばたとしたか／さく 長崎出版 1

絵本 ごぶごぶごぼごぼごぶごぶごぼごぼごぶごぶごぼごぼごぶごぶごぼごぼ 駒形克巳／作 福音館書店 1

絵本 さくらのさくひさくらのさくひさくらのさくひさくらのさくひ 矢崎節夫／作　福原ゆきお／絵 フレーベル館 1

絵本 たまごねえちゃんたまごねえちゃんたまごねえちゃんたまごねえちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 1

絵本 だるまさんのだるまさんのだるまさんのだるまさんの かがくいひろし／さく ブロンズ新社 1

絵本 たんぽぽたいへんたんぽぽたいへんたんぽぽたいへんたんぽぽたいへん！！！！ シャーロット・ミドルトン／作・絵 鈴木出版 1

絵本 チムチムチムチムとゆうかんなせんちょうさんとゆうかんなせんちょうさんとゆうかんなせんちょうさんとゆうかんなせんちょうさん ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ｱｰﾃﾞｨｿﾞｰﾆ／さく 福音館書店 1

絵本 ともだちやともだちやともだちやともだちや 内田麟太郎／作　降矢なな／絵 偕成社 1

みんなのおすすめみんなのおすすめみんなのおすすめみんなのおすすめ本一覧本一覧本一覧本一覧

平成平成平成平成25252525年度年度年度年度　　　　

こどものこどものこどものこどもの読書週間読書週間読書週間読書週間　「　「　「　「大大大大すきすきすきすき！！！！このこのこのこの本本本本　　　　みんなのおすすめをみんなのおすすめをみんなのおすすめをみんなのおすすめを大募集大募集大募集大募集！」！」！」！」



絵本 トリケラタンクトリケラタンクトリケラタンクトリケラタンクののののタイムマシンタイムマシンタイムマシンタイムマシンめいろめいろめいろめいろ 黒川みつひろ/作 小峰書店 1

絵本 にじいろのさかなにじいろのさかなにじいろのさかなにじいろのさかな マーカス・フィスター／作・絵 講談社 1

絵本 にゃにゃにゃにゃーーーーごごごご 宮西達也／作・絵 鈴木出版 1

絵本 ねこざかなねこざかなねこざかなねこざかな わたなべ　ゆういち／作・絵 フレーベル館 1

絵本 のはらののはらののはらののはらのスカートスカートスカートスカート 赤羽じゅんこ／作　南塚直子／絵 岩崎書店 1

絵本 ノンタンボールノンタンボールノンタンボールノンタンボールまてまてまてまてまてまてまてまて キヨノ　サチコ／作・絵 偕成社 1

絵本 はなさかうさぎのはなさかうさぎのはなさかうさぎのはなさかうさぎのポッポポッポポッポポッポ　　　　あえてよかったあえてよかったあえてよかったあえてよかった はまちゆりこ／作・絵 ポプラ社 1

絵本

『『『『バムバムバムバムととととケロケロケロケロ』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ

（（（（おかいものおかいものおかいものおかいもの・・・・さむいあささむいあささむいあささむいあさ））））

島田ゆか／作・絵 文溪堂 2

絵本 １００１００１００１００かいだてのいえかいだてのいえかいだてのいえかいだてのいえ いわい　としお／作 偕成社 1

絵本 ピンクピンクピンクピンクがすきってきめないでがすきってきめないでがすきってきめないでがすきってきめないで

ナタリー・オンス／文

イリヤ・グリーン／絵

講談社 1

絵本 ふたごのしろくまふたごのしろくまふたごのしろくまふたごのしろくま　　　　くるくるぱっちんのまきくるくるぱっちんのまきくるくるぱっちんのまきくるくるぱっちんのまき あべ弘士／作 講談社 1

絵本 『『『『ペネロペペネロペペネロペペネロペ』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ

ｱﾝ･ｸﾞｯﾄﾏﾝ/ぶん

ｹﾞｵﾙｸﾞ･ﾊﾚﾝｽﾚｰﾍﾞﾝ/え

岩崎書店 1

絵本 ぼくぼくぼくぼく、、、、仮面仮面仮面仮面ライダーライダーライダーライダーになるになるになるになる！！！！ のぶみ/さく 講談社 2

絵本 ぼちぼちいこかぼちぼちいこかぼちぼちいこかぼちぼちいこか

マイク・セイヤー／作

ロバート・グロスマン／絵

偕成社 1

絵本 『『『『まめうしまめうしまめうしまめうし』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ あきやまただし/作・絵 ＰＨＰ研究所 1

絵本 むしむしむしむしサッカーサッカーサッカーサッカーはらっぱはらっぱはらっぱはらっぱカップカップカップカップ 杵川希／文　近藤薫美子／絵 教育画劇 1

絵本 めっきらもっきらどおんどんめっきらもっきらどおんどんめっきらもっきらどおんどんめっきらもっきらどおんどん

長谷川摂子／作

ふりやなな／画

福音館書店 1

絵本 もったいないばあさんもったいないばあさんもったいないばあさんもったいないばあさん 真珠まりこ／作･絵 講談社 1

絵本 もりのかくれんぼうもりのかくれんぼうもりのかくれんぼうもりのかくれんぼう

末吉暁子／作

林明子／絵

偕成社 1

絵本 妖怪温泉妖怪温泉妖怪温泉妖怪温泉 広瀬　克也／作 絵本館 1

絵本 よもぎだんごよもぎだんごよもぎだんごよもぎだんご さとう　わきこ／作 福音館書店 1

絵本 わがはいはのっぺらぼうわがはいはのっぺらぼうわがはいはのっぺらぼうわがはいはのっぺらぼう 富安陽子／文　飯野和好／絵 童心社 1

科学

自然史自然史自然史自然史ミュージアムミュージアムミュージアムミュージアムののののサバイバルサバイバルサバイバルサバイバル

（（（（１１１１巻巻巻巻・・・・２２２２巻巻巻巻））））

ゴムドリｃｏ．／文　韓賢東／絵 朝日新聞出版 1

物語 あめあがりのあめあがりのあめあがりのあめあがりの名探偵名探偵名探偵名探偵 杉山亮／作　中川大輔／絵 偕成社 1

物語 いたずらまじょいたずらまじょいたずらまじょいたずらまじょ子子子子ととととカレーカレーカレーカレーのののの王子王子王子王子さまさまさまさま 藤真知子／作　 ポプラ社 1

物語 大大大大どろぼうどろぼうどろぼうどろぼうホッツェンプロッツホッツェンプロッツホッツェンプロッツホッツェンプロッツ プロイスラー／著 偕成社 1

物語

『『『『かいけつかいけつかいけつかいけつゾロリゾロリゾロリゾロリ』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ

（（（（きょうふのきょうふのきょうふのきょうふの宝宝宝宝さがしさがしさがしさがし・・・・じごくりょこうじごくりょこうじごくりょこうじごくりょこう・・・・ようかいようかいようかいようかい

大大大大リーグリーグリーグリーグ））））

原ゆたか／作・絵 ポプラ社 7



物語 『『『『黒魔女黒魔女黒魔女黒魔女さんがさんがさんがさんが通通通通るるるる！！』！！』！！』！！』シリーズシリーズシリーズシリーズ 石崎洋司/作 講談社 1

物語 十角館十角館十角館十角館のののの殺人殺人殺人殺人 綾辻行人／著 講談社 1

物語 じっぽじっぽじっぽじっぽ　　　　まいごのかっぱはくいしんぼうまいごのかっぱはくいしんぼうまいごのかっぱはくいしんぼうまいごのかっぱはくいしんぼう たつみや章／作 あかね書房 1

物語 『『『『少年探偵団少年探偵団少年探偵団少年探偵団』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ 江戸川乱歩／作 ポプラ社 1

物語 ででででーーーーれれれれーガールズーガールズーガールズーガールズ 原田マハ／作 祥伝社 1

物語 どうにかしたいどうにかしたいどうにかしたいどうにかしたい！！！！ 黒野伸一／作 理論社 1

物語 パスワードパスワードパスワードパスワードはひはひはひはひ・・・・みみみみ・・・・つつつつ 松原秀行／作 講談社 1

物語 母母母母なるなるなるなる大地父大地父大地父大地父なるなるなるなる空空空空　　　　上巻上巻上巻上巻・・・・下巻下巻下巻下巻 スー・ハリソン／著 晶文社 1

物語 『『『『ハリーハリーハリーハリー・・・・ポッターポッターポッターポッター』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ

Ｊ．Ｋ．ローリング／作

松岡佑子／訳

静山社 1

物語 秘密秘密秘密秘密のののの花園花園花園花園 バーネット／著 1

物語 『『『『ブンダバーブンダバーブンダバーブンダバー』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ くぼしまりお／作 ポプラ社 1

物語

『『『『マジックマジックマジックマジック・・・・ツリーツリーツリーツリー・・・・ハウスハウスハウスハウス』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ

（「（「（「（「ロンドンロンドンロンドンロンドンののののゴーストゴーストゴーストゴースト」」」」などなどなどなど））））

ﾒｱﾘｰ･ﾎﾟｰﾌﾟ･ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ／著 メディアファクトリー 3

物語 『『『『都会都会都会都会（（（（まちまちまちまち））））ののののトムトムトムトム＆＆＆＆ソーヤソーヤソーヤソーヤ』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ はやみねかおる／著 講談社 1

物語 ミリーミリーミリーミリー・・・・モリーモリーモリーモリー・・・・マンデーマンデーマンデーマンデーのおはなしのおはなしのおはなしのおはなし ｼﾞｮｲｽ･L・ﾌﾞﾘｽﾘｰ／さく　 福音館書店 1

物語 妖精妖精妖精妖精めがねさしあげますめがねさしあげますめがねさしあげますめがねさしあげます 日本児童文学者協会／編 偕成社 1

物語 『『『『らくだいらくだいらくだいらくだい魔女魔女魔女魔女』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ 成田サトコ／作 ポプラ社 1

物語 ランプランプランプランプのののの精精精精　（　（　（　（全全全全３３３３巻巻巻巻）））） Ｐ．B．カー／著 集英社 1

物語 ルルルルルルルルととととララララララララのおしゃれのおしゃれのおしゃれのおしゃれクッキークッキークッキークッキー あんびるやすこ／作・絵 岩崎書店 1

物語 わんわんわんわんわんわんわんわん探偵団探偵団探偵団探偵団 杉山亮／作　広川沙映子／絵 偕成社 1

マンガ 『『『『あたしあたしあたしあたしンンンンちちちち』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ けらえいこ／著 メディアファクトリー 1

マンガ うちのうちのうちのうちの３３３３姉妹姉妹姉妹姉妹 松本ぷりっつ／著 主婦の友社 2

マンガ クレヨンクレヨンクレヨンクレヨンしんちゃんしんちゃんしんちゃんしんちゃん 臼井儀人／著 双葉社 1

マンガ ちびまるちびまるちびまるちびまる子子子子ちゃんちゃんちゃんちゃん さくらももこ／著 集英社 1

マンガ

てぶくろてっちゃんてぶくろてっちゃんてぶくろてっちゃんてぶくろてっちゃん２２２２

（（（（藤子藤子藤子藤子・・・・ＦＦＦＦ・・・・不二雄大全集不二雄大全集不二雄大全集不二雄大全集１８１８１８１８－－－－２２２２））））

藤子・Ｆ・不二雄／著 小学館 1

マンガ 『『『『ドカベンドカベンドカベンドカベン』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ 水島新司／著 秋田書店 1

マンガ 『『『『ドラドラドラドラえもんえもんえもんえもん』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ 藤子不二雄／著 小学館 3

伝記 おおおお江江江江　　　　戦国戦国戦国戦国のののの世世世世をををを生生生生きぬいてきぬいてきぬいてきぬいて 国松俊英／著 岩崎書店 1

伝記 ビジュアルビジュアルビジュアルビジュアル戦国英雄伝戦国英雄伝戦国英雄伝戦国英雄伝　　　　全全全全５５５５巻巻巻巻 学研教育出版 1



科学 名探偵名探偵名探偵名探偵コナンコナンコナンコナン理科理科理科理科ファイルファイルファイルファイル　　　　力力力力とととと動動動動きのきのきのきの秘密秘密秘密秘密 青山剛昌／原作 小学館 1

恐竜 恐竜恐竜恐竜恐竜なんでもなんでもなんでもなんでも事典事典事典事典 集英社 2

言葉 みんなでつなごうしりとりあそびみんなでつなごうしりとりあそびみんなでつなごうしりとりあそびみんなでつなごうしりとりあそび

ながたみかこ／作

どいまき／絵

汐文社 1


