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1 りんごちゃんと、おひさまの森のなかまたち③　なかよしになろう 太田知子 1万年堂出版

2 りんごちゃんと、おひさまの森のなかまたち④　もちものをたいせつに 太田知子 1万年堂出版

3 大迫力！世界の妖怪大百科 山口敏太郎 西東社

4 すみっコぐらし　ここがおちつくんです よこみぞゆり 主婦と生活社

5 ほねほねザウルス　19　ひかりのきょじんとやみのドラゴン ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店

6 ドクター・ヨッシーのほねほねザウルス恐竜博物館1　ティラノサウルスのひみつたんけん 福井県立恐竜博物館＋カバヤ食品(株) 岩崎書店

7 ミッケ！　ゴーストハウス― I SPY 6　 ジーン・マルゾーロ/文 ウォルター・ウィック/写真 小学館

8 オレはどうくつ探検家 𠮷田勝次 ポプラ社

9 宇宙のサバイバル　1 洪在徹 朝日新聞出版

10 宇宙のサバイバル　2 洪在徹 朝日新聞出版

11 宇宙のサバイバル　3 洪在徹 朝日新聞出版

12 猛獣学園! アニマルパニック 百獣の王ライオンから逃げきれ! 緑川聖司 集英社みらい文庫

13 猛獣学園! アニマルパニック 最強の巨獣ヒグマから学校を守れ! 緑川聖司 集英社みらい文庫

14 まいごのたまご アレックス・ラティマー KADOKAWA

15 おさるのジョージ　おもちゃやさんへいく M.レイ / H.A.レイ 岩波書店

16 ポポくんのミックスジュース accototo　ふくだとしお+あきこ PHP研究所

17 どっちの てに はいってるか？(あてて・あててえほん） 新井洋行 偕成社

18 おめんです いしかわこうじ 偕成社

19 ばけばけばけばけ　ばけたくん 岩田明子 大日本図書

20 いなばのしろうさぎ いもとようこ 金の星社

21 パンダかぞえたいそう いりやまさとし 講談社

22 そらの100かいだてのいえ いわいとしお 偕成社

23 なんの　ぎょうれつ？ オームラトモコ ポプラ社

24 みみかきめいじん かがくいひろし 講談社

25 ワタナベさん 北村直子 偕成社

26 ノラネコぐんだん　おばけのやま 工藤ノリコ 白泉社

27 ピヨピヨ　はじめてのキャンプ 工藤ノリコ 佼成出版社

28 はみがきれっしゃ　しゅっぱつしんこう！ くぼまちこ アリス館

29 まほうのでんしレンジ さいとうしのぶ/たかおかまりこ ひかりのくに

30 オニじゃないよおにぎりだよ シゲタサヤカ えほんの杜

31 かばんうりのガラゴ 島田ゆか 文溪堂

32 くずかごおばけ せなけいこ 童心社

33 カブクワれっしゃ タツトミカオ 佼成出版社
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34 ももんちゃん　し～ とよたかずひこ 童心社

35 おしりたんてい　ププッ　おおどろぼう　あらわる！ トロル ポプラ社

36 おたすけこびととハムスター なかがわちひろ 徳間書店

37 歯がぬけた 中川ひろたか PHP研究所

38 おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 長谷川義史 BL出版

39 いちにちぶんぼうぐ ふくべあきひろ PHP研究所

40 ちっちゃなトラック　レッドくんとグリーンくん みやにしたつや ひさかたチャイルド

41 ハロウィンドキドキおばけの日 ますだゆうこ 文溪堂

42 はなちゃんのみそ汁 安武信吾･千恵･はな/原作　 魚戸おさむ/文･絵 講談社

43 おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケシンスケ PHP研究所

44 みえるとか　みえないとか ヨシタケシンスケ アリス館

45 それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ 白泉社

46 ちはやふる　38 末次由紀 講談社コミックプラス

47 ちはやふる　39 末次由紀 講談社コミックプラス

48 ちはやふる　40 末次由紀 講談社コミックプラス

49 ちはやふる　41 末次由紀 講談社コミックプラス

50 名探偵コナン　95 青山剛昌 小学館

51 名探偵コナン　96 青山剛昌 小学館

52 ハイキュー！！　32 古舘春一 集英社

53 ハイキュー！！　33 古舘春一 集英社

54 ハイキュー！！　34 古舘春一 集英社

55 ハイキュー！！　35 古舘春一 集英社

56 ハイキュー！！　36 古舘春一 集英社

57 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　89 尾田栄一郎 集英社

58 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　90 尾田栄一郎 集英社

59 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　91 尾田栄一郎 集英社

60 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　92 尾田栄一郎 集英社

61 ドラゴンボール　6 鳥山明 集英社

62 ドラゴンボール　7 鳥山明 集英社

63 ドラゴンボール　8 鳥山明 集英社

64 ドラゴンボール　9 鳥山明 集英社

65 ドラゴンボール　10 鳥山明 集英社

66 僕のヒーローアカデミア　1 堀越耕平 集英社

67 僕のヒーローアカデミア　2 堀越耕平 集英社
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68 僕のヒーローアカデミア　3 堀越耕平 集英社

69 僕のヒーローアカデミア　4 堀越耕平 集英社

70 僕のヒーローアカデミア　5 堀越耕平 集英社

71 僕のヒーローアカデミア　6 堀越耕平 集英社

72 僕のヒーローアカデミア　7 堀越耕平 集英社

73 僕のヒーローアカデミア　8 堀越耕平 集英社

74 僕のヒーローアカデミア　9 堀越耕平 集英社

75 僕のヒーローアカデミア　10 堀越耕平 集英社


