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1 E かこ あさですよよるですよ かこ　さとし　さく 福音館書店 2017
2 E バー いえすみねずみ ジョン・バーニンガム　作 谷川　俊太郎　訳 ＢＬ出版 2017
3 E ユ きみはライオン！ ユ・テウン 作／絵 竹下　文子　訳 偕成社 2017
4 EK さと このあいだになにがあった？ 佐藤　雅彦　作 ユーフラテス　作 福音館書店 2017
5 E たし すずめくんどこでごはんたべるの？ たしろ　ちさと　ぶん・え 福音館書店 2016
6 EK いま ちょう いまもり　みつひこ　著 アリス館 2016
7 E やま ねこどけい きしだ　えりこ　さく やまわき　ゆりこ　え 福音館書店 2016
8 E ふ ひよこさん 征矢　清　さく 林　明子　え 福音館書店 2017
9 E ニイ ピーレットのやさいづくり ウルリカ・ヴィドマーク　文 イングリッド・ニイマン　絵 高橋　麻里子　訳 岩波書店 2016
10 E デユ みみずくのナイトとプードルのデイ ロジャー・デュボアザン　さく 安藤　紀子　やく ロクリン社 2016
11 E ロイ イードのおくりもの ファウズィア・ギラニ・ウィリアムズ　文 プロイティ・ロイ　絵 前田　君江　訳 光村教育図書 2017
12 E フレ エルマーとブルーベリーパイ ジェーン・セアー　さく シーモア・フレイシュマン　え おびか　ゆうこ　やく ほるぷ出版 2017
13 EM イ 王さまになった羊飼い 松瀬　七織　再話 イ　ヨンギョン　絵 福音館書店 2018
14 E バー サイモンは、ねこである。 ガリア・バーンスタイン　作 なかがわ　ちひろ　訳 あすなろ書房 2017
15 E サツ 人形の家にすんでいたネズミ一家のおはなし マイケル・ボンド　文 エミリー・サットン　絵 早川　敦子　訳 徳間書店 2016
16 EK かま 路線バスしゅっぱつ！ 鎌田　歩　作 福音館書店 2016
17 913 ま にわとり城 松野　正子　作 大社　玲子　絵 こぐま社 2016
18 933 て サンタクロースのはるやすみ ロジャー・デュボアザン　ぶん・え 小宮　由　やく 大日本図書 2017
19 933 ま たんけんクラブ　シークレット・スリー ミルドレッド・マイリック　ぶん アーノルド・ローベル　え 小宮　由　やく 大日本図書 2017
20 990 わ プーカの谷　 渡辺　洋子　編・訳 野田　智裕　絵　 こぐま社 2017
21 EK たて つちはんみょう 舘野　鴻　作／絵 偕成社 2016
22 E ブラ 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 山口　文生　やく 評論社 2016
23 E ボン 森のおくから レベッカ・ボンド　作 もりうち　すみこ　訳 ゴブリン書房 2017
24 913 い 春くんのいる家 岩瀬　成子　作 坪谷　令子　絵 文溪堂 2017
25 913 う キワさんのたまご 宇佐美　牧子　作 藤原　ヒロコ　絵 ポプラ社 2017
26 913 み ぼくらは鉄道に乗って 三輪　裕子　作 佐藤　真紀子　絵 小峰書店 2016
27 933 か アルバートさんと赤ちゃんアザラシ ジュディス・カー　作・絵 三原　泉　訳 徳間書店 2017
28 933 ま まいごのまいごのアルフィーくん ジル・マーフィ　作 松川　真弓　訳 評論社 2016
29 933 も 図書館にいたユニコーン マイケル・モーパーゴ　作 ゲーリー・ブライズ　絵 おびか　ゆうこ　訳 徳間書店 2017

30 949 し 犬とおばあさんのちえくらべ アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット　作 西村　由美　訳 たちもと　みちこ　絵 徳間書店 2017
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31 E ブラ ３００年まえから伝わるとびきりおいしいデザート エミリー・ジェンキンス　文 ソフィー・ブラッコール　絵 横山　和江　訳 あすなろ書房 2016
32 E フロ 走れ！！機関車 ブライアン・フロッカ　作／絵 日暮　雅通　訳 偕成社 2017
33 913 お さっ太の黒い子馬 小俣　麦穂　著 ささめや　ゆき　絵 講談社 2016
34 913 と ぼくたちのリアル 戸森　しるこ　著 佐藤　真紀子　絵 講談社 2016
35 913 ふ 日小見不思議草紙 藤重　ヒカル　作 飯野　和好　絵 偕成社 2016
36 913 よ はっけよい！雷電 吉橋　通夫　著 講談社 2017
37 933 こ レモンの図書室 ジョー・コットリル　作 杉田　七重　訳 小学館 2018
38 933 し ジョージと秘密のメリッサ アレックス・ジーノ　作 島村　浩子　訳 偕成社 2016
39 933 は タイガー・ボーイ ミタリ・パーキンス　作 ジェイミー・ホーガン　絵 永瀬　比奈　訳 鈴木出版 2017
40 933 ら メキシコへ　わたしをさがして パム・ムニョス・ライアン　作 神戸　万知　訳 偕成社 2017
41 E スミ うみべのまちで ジョアン・シュウォーツ　文 シドニー・スミス　絵 いわじょう　よしひと　訳 BL出版 2017
42 913 く Ｑ→Ａ 草野　たき　著 講談社 2016
43 913 く 駅鈴（はゆまのすず） 久保田　香里　作 坂本　ヒメミ　画 くもん出版 2016
44 913 ふ フラダン 古内　一絵　作 小峰書店 2016
45 933 き ぼくはＯ・Ｃ・ダニエル ウェスリー・キング　作 大西　昧　訳 鈴木出版 2017
46 933 す セブン・レター・ワード キム・スレイター　作 武富　博子　訳 評論社 2017
47 933 せ 凍てつく海のむこうに ルータ・セペティス　作 野沢　佳織　訳 岩波書店 2017
48 933 ふ スピニー通りの秘密の絵 Ｌ．Ｍ．フィッツジェラルド　著 千葉　茂樹　訳 あすなろ書房 2016
49 949 ま ミスターオレンジ トゥルース・マティ　作 野坂　悦子　訳 平澤　朋子　絵 朔北社 2016
50 953 へ ３つ数えて走りだせ エリック・ペッサン　著 平岡　敦　訳 あすなろ書房 2017
51 160 い イスラム世界やさしいＱ＆Ａ 岩永　尚子　著 講談社 2017
52 281 ち 知里幸恵物語 金治　直美　著 ＰＨＰ研究所 2016
53 297 く シャクルトンの大漂流 ウィリアム・グリル　作 千葉　茂樹　訳 岩波書店 2016
54 369 へ 髪がつなぐ物語 別司　芳子　著 文研出版 2017
55 380 ま ざざ虫 松沢　陽士　写真・文 フレーベル館 2016
56 440 ち お月さまのこよみ絵本 千葉　望　文 阿部　伸二　絵 理論社 2016
57 486 ほ 空を飛ぶ昆虫のひみつ 星　輝行　写真・文 少年写真新聞社 2017
58 530 た 自転車ものがたり 高頭　祥八　文・絵 福音館書店 2016
59 610 ま カレーライスを一から作る 前田　亜紀　著 ポプラ社 2017
60 929 へ ファニー１３歳の指揮官 ファニー・ベン＝アミ　作 ガリラ・ロンフェデル・アミット　編 伏見　操　訳 岩波書店 2017
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