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【児童】

No. 資料コード 背ラベル 資料名
★ちしき★

著者名

出版社

1 111452793 007 /ﾂﾁ /1

ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ

１

土屋 誠司∥著

創元社

2 111452785 007 /ﾂﾁ /2

ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ

２

土屋 誠司∥著

創元社

3 111452777 007 /ﾂﾁ /3

ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ

３

土屋 誠司∥著

創元社

4 111452512 180 /ｼｬ / 教えて、釈先生！子どものための仏教入門

釈 徹宗∥著

講談社

5 111452769 369 / /

災害を知る

オオタ ヤスシ∥マンガ イラスト

旺文社

6 111452751 450 / /

地球ってすごい

すぎうら ゆう∥マンガ イラスト

旺文社

7 111452504 465 / /

ずかんウイルス

武村 政春∥監修 技術評論社

8 111452579 486 /ｲﾏ / カマキリ

今森 光彦∥文 写真

アリス館

9 111452561 486 /ｲﾏ / テントウムシ

今森 光彦∥文 写真

アリス館

伊藤 彰浩∥写真

少年写真新聞社

10 111452744 489 /ｲﾄ / 世界遺産知床の自然と人とヒグマの暮らし
11 111452496 616 / /
★よみもの★
12 111452736

913 /ｵｵ /12

お米をつくろう！

山口 誠之∥監修 岩崎書店

ようかいとりものちょう乙

１２

13 111452587 913 /ﾃﾗ / 一休さん

大崎 悌造∥作

岩崎書店

寺村 輝夫∥文

あかね書房

14 111452728 913 /ﾄﾐ /3 ホオズキくんのオバケ事件簿

３

富安 陽子∥作

ポプラ社

15 111452710 913 /ﾋﾛ /6 妖怪の子預かります

６

廣嶋 玲子∥作

東京創元社

16 111452702 913 /ﾏﾍ /1 キニ子の日記

上

間部 香代∥作

ＷＡＶＥ出版

17 111452694 913 /ﾐﾔ / トソックオマトソート！

宮下 すずか∥作 くもん出版

18 111452686 913 /ﾑﾗ / おばけのうんどうかい

むらい かよ∥著

19 111452678 949 /ﾋｱ /3 ウィリアム・ウェントン
★かみしばい★

３

ポプラ社

ボビー ピアーズ∥著 静山社

20 111452843 C /ﾊｾ / おばけのしんたいそくてい

苅田 澄子∥脚本 童心社

21 111452819 夏 C /ﾊﾔ / ちいさいプールのチャプン

津田 真一∥脚本 童心社

22 111452827 夏 C /ﾏﾂ / こんやはなつまつり

かわしま えつこ∥脚本 童心社

23 111452835 秋 C /ｲﾁ / きつねのえんそく

はせがわ さとみ∥脚本

24 111452801 秋 C /ﾅﾂ / どんぐりのうんどうかい

あべ しまこ∥脚本 童心社

25 111452850 冬 C /ｸｽ / おそうじおそうじおおそうじ
★えほん★

童心社

すとう あさえ∥脚本 童心社

26 111452520 E /ｱﾙ / アルフィー

ティラ ヒーダー∥作 絵本塾出版

27 111452595 E /ｲﾀ /

イタイイタイトンデケ

ａｃｃｏｔｏｔｏ∥作

28 111452538 E /ｲﾚ /

い～れ～て！

中川 ひろたか∥作 金の星社

29 111452611 E /ｵﾄ /

おとうふ２ちょう

くろだ かおる∥さく ポプラ社

30 111452553 E /ﾀﾛ /

たろうのおでかけ

村山 桂子∥さく
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マイクロマガジン社

福音館書店
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★えほん★
31 111452629 E /ﾄｷ /

どきどきオムライス

著者名

出版社

苅田 澄子∥作

鈴木出版

32 111452603 E /ﾎｸ / ほくほくおいもまつり

すとう あさえ∥ぶん ほるぷ出版

33 111452660 E /ﾎｸ / ぼくはいしころ

坂本 千明∥作

岩崎書店

34 111452652 E /ﾏﾎ / まほうのあめだま

安房 直子∥作

金の星社

35 111452546 E /ﾏﾝ / まんぷくよこちょう
★あかちゃんえほん★

なかざわ くみこ∥作 文溪堂

36 111452645 ｱ E /ｵｼ / おしごとつかうのだあれ？

ａｎｄ ＥＩＧＨＴ∥さく 交通新聞社

37 111452637 ｱ E /ｷｾ / きせつのぎょうじきょうはなんのひ？

ａｎｄ ＥＩＧＨＴ∥さく 交通新聞社
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