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令和２年９月１８日 

岡山県立図書館サービス第一課児童資料班 作成 

○解説およびリストに掲載されている資料についてまとめるにあたり、次の資料を参考にしています。 

● 『出版指標年報 2020 年版』全国出版協会出版科学研究所，2020 

●「2019 年子どもの本この一年」『子どもと読書』No.440，親子読書地域文庫全国連絡会，2020.2 

●「2019 年子どもの本をふりかえって」『子どもの本棚』第 49 巻第 5 号，日本子どもの本研究会，2020.5 

●「子どもの本 この 1 年 2019 年 本を選ぶということ」『こどもの図書館』第 67 巻第 3 号，児童図書館研究会，2020.3 

●「第 12 回ＭＯＥ絵本屋さん大賞 2019」『ＭＯＥ』第 42 巻第 2 号，白泉社，2019.12 

●「第 1 回読み聞かせの達人が選ぶ親子で読んでほしい絵本大賞」『この本読んで』第 20 巻第 1 号，出版文化産業振興財団，2020.3 

●『こどもとしょかん』No.161-164，東京子ども図書館，2019.4-2020.1 

●「子どもの本この１年を振り返って 2019」『図書館の学校』2020 年春号，図書館振興財団，2020.3 

●「２０２０えほん５０」『学校図書館 速報版』第 2053 号，全国学校図書館協議会，2020.4 

●「子どもの文学この一年」『日本児童文学』第 66 巻第 3 号，日本児童文学者協会，2020.6 

●講座「第 20 回 子どもの本この１年を振り返って 2019 年」（主催：図書館振興財団） 

●講座「講演と新刊紹介 2019 年に出版された子どもの本」（主催：大阪府立中央図書館国際児童文学館） 

このリストは、おすすめの本ではありません。 

以下に記した複数のメディアで取り上げられたものを抽出して、 

作成したものであり、高評価だけでなく、考えさせられたものを含んでいます。 

よい本、向く本というのは各現場で違います。このリストを参考にして、 

各現場でどう生かすのか考えてみてください。 

★印のついている本は、講座のなかで解説します。 



１．よみもの
書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

＜家族＞

★ 1 こわいオオカミのはなしをしよう ウィリアム・マクリーリー／作，佐竹 美保／絵 岩波書店 2019.3 C933/ﾏｸ/ ￥1,500 小低

2 八月のひかり 中島 信子／著 汐文社 2019.7 C913/ﾅｶ/ ￥1,400 小中／小高

3 きつねの時間 蓼内 明子／作，大野 八生／絵 フレーベル館 2019.9 C913/ﾀﾃ/ ￥1,400 小高

4 手紙 福田 隆浩／著，えがしら みちこ／装画 講談社 2019.6 C913/ﾌｸ/ ￥1,400 小高

5 ぼくがいちばんききたいことは アヴィ／著，青山 南／訳 ほるぷ出版 2019.5 C933/ｱﾋ/ ￥1,500 小高

6 ほんとうの願いがかなうとき バーバラ・オコーナー／著，中野 怜奈／訳 偕成社 2019.12 C933/ｵｺ/ ￥1,600 小高

7 引っ越しなんてしたくない! カリーナ・ヤン・グレーザー／作・絵，田中 薫子／訳 徳間書店 2019.11 C933/ｸﾚ/ ￥1,700 小高

8 中くらいの幸せの味 みとみ とみ／作，岡田 千晶／絵 国土社 2019.10 C913/ﾐﾄ/ ￥1,400 小高

★ 9 クレンショーがあらわれて キャサリン・アップルゲイト／作，こだま ともこ／訳 フレーベル館 2019.10 C933/ｱﾂ/ ￥1,400 小高

10 もうひとつの曲がり角 岩瀬 成子／著 講談社 2019.9 C913/ｲﾜ/ ￥1,400 小高/ＹＡ

★ 11 徳治郎とボク 花形 みつる／著 理論社 2019.4 C913/ﾊﾅ/ ￥1,400 小高/ＹＡ

12 羊の告解 いとう みく／著 静山社 2019.3 C913/ｲﾄ/ ￥1,300 ＹＡ

13 スアレス一家は、今日もにぎやか メグ・メディナ／著，橋本 恵／訳 あすなろ書房 2019.12 C933/ﾒﾃ/ ￥1,500 ＹＡ

＜学校・友達＞

14 きみひろくん いとう みく／作，中田 いくみ／絵 くもん出版 2019.11 C913/ｲﾄ/ ￥1,100 小低

15 ふでばこから空 北川 チハル／作，よしざわ けいこ／絵 文研出版 2019.5 C913/ｷﾀ/ ￥1,200 小低

16 ハンカチともだち なかがわ ちひろ／作 アリス館 2019.11 C913/ﾅｶ/ ￥1,400 小低

17 やぎこ先生いちねんせい ななもり さちこ／文，大島 妙子／絵 福音館書店 2019.1 C913/ﾅﾅ/ ￥1,700 小低

18 やまねこのこんにちは はせがわ さとみ／作 あかね書房 2019.10 C913/ﾊｾ/ ￥1,200 小低

19 はるかちゃんが、手をあげた 服部 千春／作，さとう あや／絵 童心社 2019.11 C913/ﾊﾂ/ ￥1,000 小低

20 しゅくだいかけっこ 福田 岩緒／作・絵 PHP研究所 2019.8 C913/ﾌｸ/ ￥1,200 小低

★ 21 となりはリュウくん 松井 ラフ／作，佐藤 真紀子／絵 PHP研究所 2019.8 C913/ﾏﾂ/ ￥1,200 小低

22 がっこうかっぱのおひっこし 山本 悦子／作，市居 みか／絵 童心社 2019.12 C913/ﾔﾏ/ ￥1,200 小低

23 うそつきタケちゃん 白矢 三恵／作，たかおか ゆみこ／絵 文研出版 2019.7 C913/ｼﾗ/ ￥1,300 小中

★ 24 あららのはたけ 村中 李衣／作，石川 えりこ／絵 偕成社 2019.7 C913/ﾑﾗ/ ￥1,400 小中

25 金魚ははらぺこっ!! H.M.ボウマン／作，渋谷 弘子／訳 文研出版 2019.10 C933/ﾎｳ/ ￥1,300 小中

26 トクベツな日 白矢 三恵／作，スカイエマ／絵 PHP研究所 2019.7 C913/ｼﾗ/ ￥1,400 小中／小高
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

★ 27 チギータ! 蒔田 浩平／作，佐藤 真紀子／絵 ポプラ社 2019.3 C913/ﾏｷ/ ￥1,300 小中／小高

28 ベストマン リチャード・ペック／作，千葉 茂樹／訳 小学館 2019.7 C933/ﾍﾂ/ ￥1,500 小中／小高

29 しずかな魔女 市川 朔久子／作 岩崎書店 2019.6 C913/ｲﾁ/ ￥1,300 小高

30 月と珊瑚 上條 さなえ／著 講談社 2019.7 C913/ｶﾐ/ ￥1,400 小高

31 あした、また学校で 工藤 純子／著 講談社 2019.10 C913/ｸﾄ/ ￥1,400 小高

32 世界は「 」で満ちている 櫻 いいよ／著，げみ／イラスト PHP研究所 2019.5 C913/ｻｸ/ ￥1,200 小高

★ 33 夏休みに、ぼくが図書館で見つけたもの 濱野 京子／作，森川 泉／絵 あかね書房 2019.11 C913/ﾊﾏ/ ￥1,200 小高

34 ぼくは本を読んでいる。 ひこ・田中／著 講談社 2019.1 C913/ﾋｺ/ ￥1,400 小高

35 あの子の秘密 村上 雅郁／作，カシワイ／絵 フレーベル館 2019.12 C913/ﾑﾗ/ ￥1,400 小高

36 今、空に翼広げて 山本 悦子／著，くまおり 純／絵 講談社 2019.10 C913/ﾔﾏ/ ￥1,500 小高

★ 37 貸出禁止の本をすくえ! アラン・グラッツ／著，ないとう ふみこ／訳 ほるぷ出版 2019.7 C933/ｸﾗ/ ￥1,500 小高

38 バレエシューズ ノエル・ストレトフィールド／著，朽木 祥／訳 福音館書店 2019.2 C933/ｽﾄ/ ￥2,400 小高

39 プログラミングガールズ! ステイシア・ドイツ／作，美馬 しょうこ／訳 偕成社 2019.7 C933/ﾄｲ/1 ￥1,200 小高

40 みかん、好き? 魚住 直子／著 講談社 2019.9 C913/ｳｵ/ ￥1,400 小高/ＹＡ

41 天才ルーシーの計算ちがい ステイシー・マカナルティ／著，田中 奈津子／訳 講談社 2019.4 C933/ﾏｶ/ ￥1,500 小高/ＹＡ

42 天使のにもつ いとう みく／著，丹下 京子／絵 童心社 2019.2 C913/ｲﾄ/ ￥1,300 ＹＡ

43 天を掃け 黒川 裕子／著，中村 ユミ／絵 講談社 2019.7 C913/ｸﾛ/ ￥1,500 ＹＡ

44 ネッシーはいることにする 長薗 安浩／著 ゴブリン書房 2019.8 C913/ﾅｶ/ ￥1,500 ＹＡ

45 スベらない同盟 にかいどう 青／著 講談社 2019.9 C913/ﾆｶ/ ￥1,500 ＹＡ

46 部長会議はじまります 吉野 万理子／作 朝日学生新聞社 2019.2 C913/ﾖｼ/ ￥1,400 ＹＡ

＜スポーツ・芸術＞

47 バドミントン★デイズ 赤羽 じゅんこ／作，さかぐち まや／絵 偕成社 2019.2 C913/ｱｶ/ ￥900 小高

48 アドリブ 佐藤 まどか／著 あすなろ書房 2019.10 C913/ｻﾄ/ ￥1,400 小高

49 その声は、長い旅をした 中澤 晶子／著，ささめや ゆき／装画・カット・地図 国土社 2019.10 C913/ﾅｶ/ ￥1,400 小高

★ 50 ゴースト ジェイソン・レノルズ／作，ないとう ふみこ／訳 小峰書店 2019.7 C933/ﾚﾉ/ ￥1,500 小高

51 キャプテンマークと銭湯と 佐藤 いつ子／作，佐藤 真紀子／絵 KADOKAWA 2019.3 C913/ｻﾄ/ ￥1,300 ＹＡ

＜動物＞

52 あらいぐまのせんたくもの 大久保 雨咲／作，相野谷 由起／絵 童心社 2019.11 C913/ｵｵ/ ￥1,100 小低

53 ちいさなハンター 佐藤 まどか／作，あべ 弘士／絵 講談社 2019.3 C913/ｻﾄ/ ￥1,200 小低
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

★ 54 嵐をしずめたネコの歌 アントニア・バーバー／作，ニコラ・ベイリー／絵 徳間書店 2019.3 C933/ﾊﾊ/ ￥1,700 小低

55 ハヤクさん一家とかしこいねこ マイケル・ローゼン／作，トニー・ロス／絵 徳間書店 2019.8 C933/ﾛｾ/ ￥1,300 小低／小中

56 ブランの茶色い耳 八束 澄子／作，小泉 るみ子／絵 新日本出版社 2019.4 C913/ﾔﾂ/ ￥1,400 小中

57 とねりこ通り三丁目 ねこのこふじさん 山本 和子／作，石川 えりこ／絵 アリス館 2019.6 C913/ﾔﾏ/ ￥1,400 小中

58 イナバさん! 野見山 響子／作 理論社 2019.12 C913/ﾉﾐ/ ￥1,500 小中／小高

59 おれんち、動物病院 山口 理／作，岡本 順／画 文研出版 2019.4 C913/ﾔﾏ/ ￥1,400 小高

＜東日本大震災＞

★ 60 いつか、太陽の船 村中 李衣／作，こしだ ミカ／絵 新日本出版社 2019.3 C913/ﾑﾗ/ ￥1,500 小高

＜アイデンティティ・ジェンダー＞

★ 61 思いはいのり、言葉はつばさ まはら 三桃／著，まめふく／装画 アリス館 2019.7 C913/ﾏﾊ/ ￥1,400 小中／小高

62 ぼくのまつり縫い 神戸 遙真／作，井田 千秋／絵 偕成社 2019.11 C913/ｺｳ/ ￥900 小高

63 この海を越えれば、わたしは ローレン・ウォーク／作，中井 はるの／訳 さ・え・ら書房 2019.10 C933/ｳｵ/ ￥1,800 小高

64 希望の図書館 リサ・クライン・ランサム／作，松浦 直美／訳 ポプラ社 2019.11 C933/ｸﾗ/ ￥1,500 小高

65 オオカミが来た朝 ジュディス・クラーク／著，ふなと よし子／訳 福音館書店 2019.9 C933/ｸﾗ/ ￥1,600 小高

66 ある日、透きとおる 三枝 理恵／作，しんや ゆう子／絵 岩崎書店 2019.10 C913/ｻｴ/ ￥1,300 小高/ＹＡ

67 お絵かき禁止の国 長谷川 まりる／著 講談社 2019.6 C913/ﾊｾ/ ￥1,400 ＹＡ

★ 68 moja 吉田 桃子／著 講談社 2019.5 C913/ﾖｼ/ ￥1,300 ＹＡ

69 アンチ ヨナタン・ヤヴィン／作，鴨志田 聡子／訳 岩波書店 2019.9 C929/ﾔﾋ/ ￥1,700 ＹＡ

70 リスタート ゴードン・コーマン／著，千葉 茂樹／訳 あすなろ書房 2019.7 C933/ｺﾏ/ ￥1,600 ＹＡ

71 ぼくにだけ見えるジェシカ アンドリュー・ノリス／作，橋本 恵／訳 徳間書店 2019.2 C933/ﾉﾘ/ ￥1,500 ＹＡ

★ 72 夢見る人 パム・ムニョス・ライアン／作，ピーター・シス／絵 岩波書店 2019.2 C961/ﾗｲ/ ￥2,400 ＹＡ

＜いのち・病気・障がい等・その他＞

★ 73 ねこの小児科医ローベルト 木地 雅映子／作，五十嵐 大介／絵 偕成社 2019.3 C913/ｷｼ/ ￥1,500 小中

74 手と手をぎゅっとにぎったら 横田 明子／作，くすはら 順子／絵 佼成出版社 2019.6 C913/ﾖｺ/ ￥1,300 小中

75 桜の木の見える場所 パオラ・ペレッティ／作，関口 英子／訳 小学館 2019.11 C973/ﾍﾚ/ ￥1,500 小中／小高

★ 76 秘密をもてないわたし ペニー・ジョエルソン／著，河井 直子／訳 KADOKAWA 2019.2 C933/ｼﾖ/ ￥1,400 小高

77 ぼくの帰る場所 S.E.デュラント／作，杉田 七重／訳 鈴木出版 2019.10 C933/ﾃﾕ/ ￥1,600 小高

78 星くずクライミング 樫崎 茜／作，杉山 巧／画 くもん出版 2019.11 C913/ｶｼ/ ￥1,300 小高/ＹＡ

79 飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ／作，杉本 あり／訳 岩崎書店 2019.8 C973/ﾌｴ/ ￥1,400 小高/ＹＡ

★ 80 きみの存在を意識する 梨屋 アリエ／作 ポプラ社 2019.8 C913/ﾅｼ/ ￥1,500 ＹＡ
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

81 蝶の羽ばたき、その先へ 森埜 こみち／作 小峰書店 2019.10 C913/ﾓﾘ/ ￥1,400 ＹＡ

82 どこまでも亀 ジョン・グリーン／作，金原 瑞人／訳 岩波書店 2019.4 C933/ｸﾘ/ ￥1,800 ＹＡ

＜生活等・行事＞

★ 83 しぶがきほしがきあまいかき 石川 えりこ／さく・え 福音館書店 2019.9 C913/ｲｼ/ ￥1,100 小低

84 ウィリーのぼうけん マーガレット・ワイズ・ブラウン／さく，上條 由美子／やく 福音館書店 2019.1 C933/ﾌﾗ/ ￥1,100 小低

85 ヤナギ通りのおばけやしき ルイス・スロボドキン／作，小宮 由／訳 瑞雲舎 2019.9 C933/ｽﾛ/ ￥1,500 小低／小中

86 たのしいまきばのイースター ロイス・レンスキー／作・絵，佐藤 淑子／訳 徳間書店 2019.2 C933/ﾚﾝ/ ￥1,700 小低／小中

＜異文化＞

87 となりのアブダラくん 黒川 裕子／作，宮尾 和孝／絵 講談社 2019.11 C913/ｸﾛ/ ￥1,400 小高
88 11番目の取引 アリッサ・ホリングスワース／作，もりうち すみこ／訳 鈴木出版 2019.6 C933/ﾎﾘ/ ￥1,600 小高

★ 89 5000キロ逃げてきたアーメット オンジャリ Q.ラウフ／作，久保 陽子／訳 学研プラス 2019.12 C933/ﾗｳ/ ￥1,500 小高
★ 90 ソンジュの見た星 リ ソンジュ／著，スーザン・マクレランド／著 徳間書店 2019.5 C936/ﾘ/ ￥2,000 小高/ＹＡ

＜戦争・平和＞

91 タヌキのきょうしつ 山下 明生／作，長谷川 義史／絵 あかね書房 2019.7 C913/ﾔﾏ/ ￥1,100 小低

92 夏に降る雪 あんず ゆき／作，佐藤 真紀子／絵 フレーベル館 2019.7 C913/ｱﾝ/ ￥1,400 小高

★ 93 昔はおれと同い年だった田中さんとの友情 椰月 美智子／作，早川 世詩男／絵 小峰書店 2019.8 C913/ﾔｽ/ ￥1,400 小高

94 ブライアーヒルの秘密の馬 メガン・シェパード／作，リーヴァイ・ピンフォールド／絵 小峰書店 2019.3 C933/ｼｴ/ ￥2,000 小高

★ 95 明日をさがす旅 アラン・グラッツ／作，さくま ゆみこ／訳 福音館書店 2019.11 C933/ｸﾗ/ ￥2,200 小高/ＹＡ

96 フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ／作，杉田 七重／訳 小学館 2019.10 C933/ﾓﾊ/ ￥1,500 小高/ＹＡ

★ 97 瓶に入れた手紙 ヴァレリー・ゼナッティ／作，伏見 操／訳 文研出版 2019.4 C953/ｾﾅ/ ￥1,500 小高/ＹＡ

＜空想・ファンタジー・冒険＞

98 カイとティムよるのぼうけん 石井 睦美／作，ささめや ゆき／絵 アリス館 2019.3 C913/ｲｼ/ ￥1,400 小低

99 よるのまんなか おくはら ゆめ／作絵 理論社 2019.9 C913/ｵｸ/ ￥1,200 小低

★ 100 セミクジラのぬけがら 如月 かずさ／作，コマツ シンヤ／絵 偕成社 2019.8 C913/ｷｻ/ ￥1,200 小低

101 ねこと王さま ニック・シャラット／作・絵，市田 泉／訳 徳間書店 2019.12 C933/ｼﾔ/ ￥1,600 小低／小中

102 秘密に満ちた魔石館 廣嶋 玲子／作，佐竹 美保／絵 PHP研究所 2019.8 C913/ﾋﾛ/ ￥1,000 小中

103 もえぎ草子 久保田 香里／作，tono／画 くもん出版 2019.7 C913/ｸﾎ/ ￥1,500 小中／小高

104 イマジナリーフレンドと ミシェル・クエヴァス／作，杉田 七重／訳 小学館 2019.4 C933/ｸｴ/ ￥1,400 小中／小高

105 図書館からの冒険 岡田 淳／作 偕成社 2019.12 C913/ｵｶ/ ￥1,500 小高

★ 106 月白青船山 朽木 祥／作 岩波書店 2019.5 C913/ｸﾂ/ ￥1,900 小高

107 きつねの橋 久保田 香里／作，佐竹 美保／絵 偕成社 2019.9 C913/ｸﾎ/ ￥1,400 小高
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108 魔法使いマーリンの犬 エリック・カーン・ゲイル／作，大山 泉／訳 評論社 2019.1 C933/ｹｲ/ ￥1,600 小高

★ 109 月の光を飲んだ少女 ケリー・バーンヒル／著，佐藤 見果夢／訳 評論社 2019.5 C933/ﾊﾝ/ ￥1,600 小高

110 湖の国 柏葉 幸子／作，佐竹 美保／絵 講談社 2019.10 C913/ｶｼ/ ￥1,700 小高/ＹＡ

111 つくられた心 佐藤 まどか／作，浦田 健二／絵 ポプラ社 2019.2 C913/ｻﾄ/ ￥1,400 小高/ＹＡ

112 ネバームーア ジェシカ・タウンゼント／著，田辺 千幸／訳 早川書房 2019.12 C933/ﾀｳ/ ￥1,900 小高/ＹＡ

113 ポーン・ロボット 森川 成美／作，田中 達之／絵 偕成社 2019.3 C913/ﾓﾘ/ ￥1,200 ＹＡ

114 オリシャ戦記　PART1　 トミ・アデイェミ／著，三辺 律子／訳 静山社 2019.5 C933/ｱﾃ/1 ￥2,700 ＹＡ

＜ミステリー＞

★ 115 からくり探偵団  茶運び人形の秘密 藤江 じゅん／作，三木 謙次／絵 KADOKAWA 2019.3 C913/ﾌｼ/ ￥850 小高

116 名探偵カッレ 城跡の謎 アストリッド・リンドグレーン／作，菱木 晃子／訳 岩波書店 2019.9 C949/ﾘﾝ/ ￥2,000 小中／小高

＜神話・昔話＞

117 ワンダ・ガアグ グリムのゆかいなおはなし グリム／[著] のら書店 2019.5 C943/ｸﾘ/ ￥1,300 小低

★ 118 ノウサギのムトゥラ ビヴァリー・ナイドゥー／作，ピート・フロブラー／絵 岩波書店 2019.3 C994/ﾅｲ/ ￥1,600 小中

＜シリーズ続刊＞

119 サムとぶらぶら アリソン・アトリー／作，すがはら ひろくに／訳 福音館書店 2019.3 C933/ｱﾄ/ ￥1,200 小低

★ 120 あたまをつかった小さなおばあさんがんばる ホープ・ニューウェル／作，松岡 享子／訳 福音館書店 2019.11 C933/ﾆﾕ/ ￥1,500 小低

121 あたまをつかった小さなおばあさんのんびりする ホープ・ニューウェル／作，松岡 享子／訳 福音館書店 2019.11 C933/ﾆﾕ/ ￥1,500 小低

122 作家になりたい!　５ 小林 深雪／作，牧村 久実／絵 講談社 2019.5 C913/ｺﾊ/5 ￥680 小中

123 落語少年サダキチ　さん 田中 啓文／作，朝倉 世界一／画 福音館書店 2019.5 C913/ﾀﾅ/3 ￥1,400 小中

124 菜の子ちゃんとマジムンの森 富安 陽子／作，蒲原 元／画 福音館書店 2019.10 C913/ﾄﾐ/ ￥1,400 小中

125 ヤービの深い秋 梨木 香歩／著，小沢 さかえ／画 福音館書店 2019.8 C913/ﾅｼ/ ￥1,700 小中

126 ハートウッドホテル　２ ケイリー・ジョージ／作，久保 陽子／訳 童心社 2019.1 C933/ｼﾖ/2 ￥1,300 小中

127 ハートウッドホテル　３ ケイリー・ジョージ／作，久保 陽子／訳 童心社 2019.10 C933/ｼﾖ/3 ￥1,300 小中

128 夜カフェ　３ 倉橋 燿子／作，たま／絵 講談社 2019.5 C913/ｸﾗ/3 ￥680 小高/ＹＡ

129 わたしがいどんだ戦い1940年 キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー／作，大作 道子／訳 評論社 2019.7 C933/ﾌﾗ/ ￥1,800 ＹＡ

＜復刊など＞

130 もりのともだち、ひみつのともだち 原 京子／作，高橋 和枝／絵 ポプラ社 2019.5 C913/ﾊﾗ/ ￥1,100 小低

131 もりのゆうびんポスト 原 京子／作，高橋 和枝／絵 ポプラ社 2019.5 C913/ﾊﾗ/ ￥1,100 小低

132 ふしぎなようせい人形 ルーマー・ゴッデン／作，久慈 美貴／訳 徳間書店 2019.1 C933/ｺﾂ/ ￥1,400 小低／小中

★ 133 物語たくさんのお月さま ジェームズ・サーバー／作，ルイス・スロボドキン／絵 徳間書店 2019.4 C933/ｻﾊ/ ￥1,700 小低／小中
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134 しずくの首飾り ジョーン・エイキン／作，猪熊 葉子／訳 岩波書店 2019.6 C933/ｴｲ/ ￥640 小中

135 キバラカと魔法の馬 さくま ゆみこ／編訳 岩波書店 2019.3 C994/ｻｸ/ ￥640 小中

136 ムーミン全集　1 トーベ・ヤンソン／著 講談社 2019.6 C949/ﾔﾝ/1 ￥1,600 小中／小高

137 シェーラ姫の冒険　上 村山 早紀／著，佐竹 美保／絵 童心社 2019.3 C913/ﾑﾗ/1 ￥1,800 小高

138 シェーラ姫の冒険　下 村山 早紀／著，佐竹 美保／絵 童心社 2019.3 C913/ﾑﾗ/2 ￥1,800 小高
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