
ともだち・１ともだち・１ともだち・１ともだち・１（（（（１１１１年生年生年生年生））））
書名 作者 出版者 出版年
1 オオカミクン グレゴワール・ソロタレフ ポプラ社 2001
2 カメレオンを飼いたい！ 松本　祐子 小峰書店 2011
3 真夜中のカカシデイズ 宮下　恵茉 学研教育出版 2011
4 みんなのノート 金子　由美子 大月書店 2007
5 優しい音 三輪　裕子 小峰書店 2009
6 みんなで跳んだ 滝田　よしひろ 小学館 2001
7 ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 1998

ともだち・２ともだち・２ともだち・２ともだち・２　（　（　（　（１１１１年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年
1 ねずみとくじら ウィリアム・スタイグ 評論社 1976
2 カメレオンを飼いたい！ 松本　祐子 小峰書店 2011
3 真夜中のカカシデイズ 宮下　恵茉 学研教育出版 2011
4 みんなのノート 金子　由美子 大月書店 2007
5 優しい音 三輪　裕子 小峰書店 2009
6 みんなで跳んだ 滝田　よしひろ 小学館 2001
7 あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ 至光社 1979

絆絆絆絆（（（（１１１１年生年生年生年生））））
書名 作者 出版者 出版年
1 なでしこのおしえ 早草　紀子/写真と文 武田ランダムハウスジャパン2012
2 スウィング！ 横沢　彰/作 童心社 2011
3 ８分音符のプレリュード 松本　祐子/作 小峰書店 2008

4 テラプト先生がいるから ロブ・ブイエー/作 静山社 2013

5 みんなで跳んだ 角川書店 2012
6 ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 1998

何何何何になるになるになるになる！？～！？～！？～！？～職業職業職業職業のののの話話話話～（～（～（～（２２２２年生年生年生年生））））
書名 作者 出版者 出版年



1 夏の記者 福田　隆浩 講談社 2010
2 ルリユールおじさん いせ　ひでこ 理論社 2006
3 セキタン！ぶちかましてオンリー・ユー須藤　靖貴 講談社 2011
4 羊に名前をつけてしまった少年 樋口　　かおり ブロンズ新社 2011
5 新１３歳のハローワーク 村上　竜 幻冬舎 2010
6 １４歳からの仕事道　増補改訂 玄田　有史 イースト・プレス 2011
7 ぼちぼちいこか マイク　セイラー 偕成社 1980

チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ（（（（２２２２年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年
1 オフカウント 筑井　千枝子 新日本出版社 2013
2 セキタン！ぶちかましてオンリー・ユー須藤　靖貴 講談社 2011
3 新１３歳のハローワーク 村上　竜 幻冬舎 2010
4 鷹のように帆をあげて まはら　三桃/著 講談社 2012
5 １００ｋｍ！ 片川　優子/著 講談社 2010
6 ぼちぼちいこか マイク　セイラー 偕成社 1980

ともだち・３ともだち・３ともだち・３ともだち・３（（（（３３３３年生年生年生年生））））
書名 作者 出版者 出版年
1 楽園のつくりかた 笹生　陽子 講談社 2002
2 カメレオンを飼いたい！ 松本　祐子 小峰書店 2011
3 みんなのノート 金子　由美子 大月書店 2007
4 優しい音 三輪　裕子 小峰書店 2009
5 あっこと僕らが生きた夏 有村　千裕 講談社 2011
6 ロス、きみを送る旅 キース・グレイ 徳間書店 2012
7 ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 1998

ありのままでありのままでありのままでありのままで（（（（３３３３年生年生年生年生））））
書名 作者 出版者 出版年
1 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ＢＬ出版 1999
2 夢をかなえる。 澤　穂希/著 徳間書店 2011
3 自分らしさって何だろう 佐々木　宏/著 国土社 2009
4 ルーシー変奏曲 サラ・ザール/著 小学館 2014
5 佐藤さん 片川　優子/著 講談社 2004
6 ストライプ デヴィッド・シャノン/文と絵 セーラー出版 1999



夏休夏休夏休夏休みにみにみにみに何何何何かがかがかがかが起起起起こるこるこるこる！！！！・１・１・１・１（（（（図書委員会図書委員会図書委員会図書委員会））））
書名 著者 出版者 出版年
1 オフカウント 筑井　千枝子 新日本出版社 2013

2 なでしこのおしえ 早草　紀子 武田ランダムハウスジャパン2012
3 空色の地図 梨屋　アリエ 金の星社 2005

4 それはすばらしいなつのあるひ 新沢　としひこ ひかりのくに 2002

夏休夏休夏休夏休みにみにみにみに何何何何かがかがかがかが起起起起こるこるこるこる！！！！・２・２・２・２（（（（２２２２、、、、３３３３年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年
1 オフカウント 筑井　千枝子 新日本出版社 2013
2 あっこと僕らが生きた夏 有村　千裕 講談社 2011
3 なでしこのおしえ 早草　紀子 武田ランダムハウスジャパン2012
4 空色の地図 梨屋　アリエ 金の星社 2005
5 孤島のドラゴン レベッカ・ラップ 評論社 2006
6 ウエズレーの国 ポール・フライシュマン あすなろ書房 1999

夏休夏休夏休夏休みにみにみにみに何何何何かがかがかがかが起起起起こるこるこるこる！！！！・３・３・３・３（（（（２２２２、、、、３３３３年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年
1 星空ロック 那須田　淳 あすなろ書房 2013
2 あっこと僕らが生きた夏 有村　千裕 講談社 2011
3 夢をかなえる。 澤　穂希 徳間書店 2011
4 空色の地図 梨屋　アリエ 金の星社 2005
5 孤島のドラゴン レベッカ・ラップ 評論社 2006
6 ウエズレーの国 ポール・フライシュマン あすなろ書房 1999

なかまってなかまってなかまってなかまって？（？（？（？（１１１１年生年生年生年生））））
書名 著者 出版者 出版年
1 なでしこの教え　あきらめない心を作早草　紀子 武田ランダムハウスジャパン2011
2 スウィング！ 横沢　彰 童心社 2011
3 アート少女　根岸節子とゆかいな仲間花形　みつる ポプラ社 2008
4 テラプト先生がいるから ロブ・ブイエー 静山社 2013
5 みんなのノート　中学生の巻 金子　由美子、橋本　早苗 大月書店 2007
6 地球をほる 川端　誠 BL出版 2011


