
2020.12.26作成

No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111460796 031 / / いちばん！の図鑑 今泉　忠明∥〔ほか〕監修 学研プラス

2 111461430 031 / /1 なぜなラボ ＃１ 学研プラス

3 111461422 031 /ｻｲ / 小学生なら知っておきたいもっと教養３６６ 齋藤　孝∥著 小学館

4 111461414 031 /ﾄﾓ / かいけつゾロリのまいにちおもしろクイズ１年分 土門　トキオ∥作 ポプラ社

5 101886265 049 /ﾅﾊ / 日本のこびと大全 山や森林編 なばた　としたか∥さく ロクリン社

6 111461406 147 / / ３分後にゾッとする話 野宮　麻未∥著 理論社

7 111461398 159 /ｻｸ /2-3 きみを変える５０の名言 ２期〔３〕 佐久間　博∥文 汐文社

8 111461380 210 / / 戦国最強武将へタイムワープ 柏葉　比呂樹∥マンガ 朝日新聞出版

9 111461372 242 /ﾎﾝ /3 ピラミッドのサバイバル ３ 洪　在徹∥文 朝日新聞出版

10 111461364 290 / / 地球・宇宙探検 吉川　真∥監修 学研プラス

11 111461356 333 /ｲｼ /3 地球村の子どもたち ３ 石井　光太∥著 少年写真新聞社

12 111460812 333 /ｲﾅ /9 ＳＤＧｓのきほん ９ 稲葉　茂勝∥著 ポプラ社

13 111460804 333 /ｲﾅ /10 ＳＤＧｓのきほん １０ 稲葉　茂勝∥著 ポプラ社

14 111461349 335 /ｼｺ /1 はじまりはひとつのアイデアから １ ローウィ　バンディ　シコル∥著 鈴木出版

15 111461331 367 /ﾀｶ / サッコ先生と！からだこころ研究所 高橋　幸子∥著 リトルモア

16 111461323 375 / /2 じぶんプレゼン！ ２ 長田　徹∥監修 フレーベル館

17 111460788 383 /ｴﾘ /1 世界の家　世界のくらし １ ＥＲＩＫＯ∥著 汐文社

18 111461315 388 /ﾎｷ / 妖精図鑑 エミリー　ホーキンス∥著 河出書房新社

19 111461307 407 / /36 実験対決 ３６ 洪　鐘賢∥絵 朝日新聞出版

20 111461299 407 /ﾓﾙ / みんなをおどろかせよう科学マジック図鑑 スティーブ　モールド∥著 化学同人

21 111459863 421 /ﾌｪ / はじめまして量子力学 シェダード　カイド＝サラーフ　フェロン∥著 化学同人

22 111459723 421 /ﾌｪ / はじめまして相対性理論 シェダード　カイド＝サラーフ　フェロン∥著 化学同人

23 111461281 440 /ﾔﾏ / 宇宙に行ったらこうだった！ 山崎　直子∥著 ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ

24 111461273 459 / / 鉱物・岩石・化石 松原　聰∥〔ほか〕監修 学研プラス

25 111461265 465 /ﾓﾙ / バクテリアブック スティーブ　モールド∥著 化学同人

26 111460713 473 /ｱﾗ / きれいでふしぎな粘菌 新井　文彦∥著 文一総合出版

27 111461646 479 /ｸﾎ / れんげのおきゃくさま 久保　秀一∥写真 偕成社

28 111461257 480 / / もふかわ★ミニミニ動物 小宮　輝之∥監修 学研プラス

29 111461240 487 / / 爬虫類・両生類 学研プラス

30 111460697 488 /ｼﾏ / カラスのいいぶん 嶋田　泰子∥著 童心社

31 111461232 491 / / 人体 学研プラス

32 111461224 493 / /2 教えて！感染症 ２ 土井　洋平∥監修 小峰書店

33 111461216 493 /ｵｶ / まんがで学ぶ！新型コロナ知る知るスクール 岡田　晴恵∥著 ポプラ社

34 111461208 507 / / ドラえもん探究ワールドすごい！発明のひみつ 藤子　Ｆ　不二雄∥まんが 小学館

新着資料一覧表　【児童】
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35 111461190 507 /ｵｵ /2 学校で知っておきたい知的財産権 ２ おおつか　のりこ∥著 汐文社

36 111461182 585 / /3 和紙ってなに？ ３ 「和紙ってなに？」編集室∥〔編〕 理論社

37 111461174 585 / /4 和紙ってなに？ ４ 「和紙ってなに？」編集室∥〔編〕 理論社

38 111460705 590 / /1 プロから学ぶ修理ずかん １ フレーベル館

39 111461166 596 / /1 １０歳からのキッチンの教科書 １ 佐々森　典恵∥料理監修 ＮＨＫ出版

40 111461158 596 / /2 １０歳からのキッチンの教科書 ２ 佐々森　典恵∥料理監修 ＮＨＫ出版

41 111461786 610 /ﾏｴ / カレーライスを一から作る 前田　亜紀∥著 ポプラ社

42 111461141 754 /ｲｼ /1 ５回で折れるかざれる！あそべる！おりがみ １ いしかわ　まりこ∥作 汐文社

43 111461133 814 / / 慣用句大百科 深谷　圭助∥監修 成美堂出版

44 111462099 830 / /1 「英語」で夢を追うアスリート １ くもん出版

45 111462073 830 / /2 「英語」で夢を追うアスリート ２ くもん出版

46 111462065 830 / /3 「英語」で夢を追うアスリート ３ くもん出版

47 111462081 830 / /5 「英語」で夢を追うアスリート ５ くもん出版

48 111461117 834 / / 名探偵コナンの１２才までに覚えたい英熟語３００ 青山　剛昌∥原作 小学館

49 111461125 834 / / 名探偵コナンの１２才までに覚えたい英単語１２００ 青山　剛昌∥原作 小学館

50 111462321 908 / /6 子どものための世界文学の森 ６ 集英社

51 111462313 908 / /7 子どものための世界文学の森 ７ 集英社

52 111462305 908 / /8 子どものための世界文学の森 ８ 集英社

53 111462297 908 / /9 子どものための世界文学の森 ９ 集英社

54 111462289 908 / /10 子どものための世界文学の森 １０ 集英社

55 111461471 911 /ﾈｼ / がっこうのうた ねじめ　正一∥作 偕成社

56 111461026 913 / / レイワ怪談 十六夜の章 ありがとう　ぁみ∥原作 学研プラス

57 111461927 913 / / まぼろしの犬 日本児童文学者協会∥編 新日本出版社

58 111461901 913 / / 傘の舞った日 日本児童文学者協会∥編 新日本出版社

59 111461919 913 / / 空はつながっている 日本児童文学者協会∥編 新日本出版社

60 111461794 913 /ｱｻ / あかね色の風 あさの　あつこ∥作 新日本出版社

61 111461505 913 /ｱﾜ / ハンカチの上の花畑 安房　直子∥作 あかね書房

62 111461653 913 /ｲﾏ / さくら子とおじいさん 今西　祐行∥作 あかね書房

63 111461109 913 /ｶｼ / 竜が呼んだ娘　魔女の産屋 柏葉　幸子∥作 朝日学生新聞社

64 111461612 913 /ｶﾄ / スパゲッティがたべたいよう 角野　栄子∥さく ポプラ社

65 111461083 913 /ｶﾝ / おかあさんおめでとう 神沢　利子∥作 ポプラ社

66 111461091 913 /ｶﾝ / さかなにはなぜしたがない 神沢　利子∥作 ポプラ社

67 111461067 913 /ｶﾝ / こんにちはウーフ 神沢　利子∥作 ポプラ社
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68 111461075 913 /ｶﾝ / くまの子ウーフ 神沢　利子∥作 ポプラ社

69 111461059 913 /ｶﾝ / ウーフとツネタとミミちゃんと 神沢　利子∥作 ポプラ社

70 111461802 913 /ｺﾏ / ホテルやまのなか小学校 小松原　宏子∥作 ＰＨＰ研究所

71 111461554 913 /ｻｲ / なん者ひなた丸ねことんの術の巻 斉藤　洋∥作 あかね書房

72 111461547 913 /ﾄﾐ / 空へつづく神話 富安　陽子∥作 偕成社

73 111460739 913 /ﾅｶ / おとのさま、まほうつかいになる 中川　ひろたか∥作 佼成出版社

74 111461737 913 /ﾅｶ / けんた・うさぎ 中川　李枝子∥さく のら書店

75 111461570 913 /ﾌﾙ / モグラ原っぱのなかまたち 古田　足日∥作 あかね書房

76 111461042 913 /ﾏﾂ / ごいっしょさん 松本　聰美∥作 国土社

77 111462339 913 /ﾐﾔ / 風の又三郎 宮沢　賢治∥作 岩波書店

78 111462347 913 /ﾔﾏ / おとうさん×先生＝タヌキ 山中　恒∥作 偕成社

79 111461034 913 /ﾔﾏ /8 山田県立山田小学校 ８ 山田　マチ∥作 あかね書房

80 111461729 913 /ﾖｼ / ネコジャラシはらっぱのモグラより 吉田　道子∥作 くもん出版

81 111461448 923 / / けものたちのないしょ話 君島　久子∥編訳 岩波書店

82 111461679 923 / / 白いりゅう黒いりゅう 賈　芝∥編 岩波書店

83 111461596 929 / / ジャータカ物語 辻　直四郎∥訳 岩波書店

84 111461604 931 / / 木はえらい 谷川　俊太郎∥編訳 岩波書店

85 111460762 933 / /6 アーサー王の世界 ６ 斉藤　洋∥作 静山社

86 111460986 933 /ｳｫ / ミッドナイトギャングの世界へようこそ デイヴィッド　ウォリアムズ∥作 小学館

87 111461539 933 /ｴﾘ / ＳＯＳ！あやうし空の王さま号 ラッセル　Ｅ．エリクソン∥作 評論社

88 111461695 933 /ｴﾘ / ウォートンのとんだクリスマス・イブ ラッセル　Ｅ．エリクソン∥作 評論社

89 111461513 933 /ｴﾘ / ウォートンとカラスのコンテスト ラッセル　Ｅ．エリクソン∥作 評論社

90 111461521 933 /ｴﾘ / ウォートンとモリネズミの取引屋 ラッセル　Ｅ．エリクソン∥作 評論社

91 111462388 933 /ｶﾄ / 気むずかしやの伯爵夫人 サリー　ガードナー∥作絵 偕成社

92 111462370 933 /ｸﾗ / ペニーの日記読んじゃだめ ロビン　クライン∥作 偕成社

93 111460994 933 /ｼｮ / ぞうくんかいぞくになる セシル　ジョスリン∥作 出版ワークス

94 111461489 933 /ﾃｨ / びりっかすの子ねこ マインダート＝ディヤング∥作 偕成社

95 111460721 933 /ﾋｱ / 彼方の光 シェリー　ピアソル∥作 偕成社

96 111461661 933 /ﾋｱ / 丘の家、夢の家族 キット　ピアソン∥作 徳間書店

97 111461463 933 /ﾌｪ / バクのバンバン、船にのる ポリー　フェイバー∥作 徳間書店

98 111461018 933 /ﾏｸ / かるいお姫さま ジョージ　マクドナルド∥作 岩波書店

99 111461000 933 /ﾏｸ / 金の鍵 ジョージ　マクドナルド∥作 岩波書店

100 111461687 933 /ﾓﾜ / ぼくとくらしたフクロウたち ファーレイ　モワット∥作 評論社

101 111461638 933 /ﾕﾄ / あのね、わたしのたからものはね ジャニス＝メイ＝ユードリイ∥作 偕成社

★よみもの★
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No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

新着資料一覧表　【児童】

102 111461588 933 /ﾘｳ / 月曜日に来たふしぎな子 ジェイムズ　リーブズ∥作 岩波書店

103 111462362 943 /ﾌｪ / かみ舟のふしぎな旅 ヴェーラ＝フェラミークラ∥作 偕成社

104 111462354 943 /ﾌｪ / はらぺこのえんそく ヴェーラ＝フェラミークラ∥作 偕成社

105 111461455 943 /ﾏﾝ / シュトッフェルの飛行船 エーリカ　マン∥作 岩波書店

106 111461497 943 /ﾛﾍ / なまけものの王さまとかしこい王女のお話 ミラ　ローベ∥作 徳間書店

107 111461703 949 /ﾘﾝ / ロッタちゃんのひっこし アストリッド＝リンドグレーン∥作 偕成社

108 111461711 949 /ﾘﾝ / ちいさいロッタちゃん アストリッド＝リンドグレーン∥作 偕成社

109 111462230 993 /ﾉﾎ /5 リストとゆかいなラウハおばさん ５ Ｓ．ノポラ∥作 小峰書店

110 111462248 993 /ﾉﾎ /6 リストとゆかいなラウハおばさん ６ Ｓ．ノポラ∥作 小峰書店

111 111462222 993 /ﾉﾎ /7 リストとゆかいなラウハおばさん ７ Ｓ．ノポラ∥作 小峰書店

112 111460945 ④ E /ﾃｷ / できるかな？ エリック　カール∥さく 偕成社

113 111460846 E /ｱｵ / 青い羽みつけた！ Ｎｏｏｖｏ　Ｉｎｃ．∥著 パイインターナショナル

114 111460903 E /ｱｶ / あかいてぶくろ いりやま　さとし∥作 講談社

115 111462149 E /ｱﾏ / あまがえるのてんきよほう 松井　孝爾∥ぶん　え 新日本出版社

116 111461810 E /ｱﾘ / ありのごちそう 高家　博成∥ぶん 新日本出版社

117 111462024 E /ｱﾚ / あれからそれから 高田　桂子∥作 文研出版

118 111462123 E /ｲｼ / いしがけちょう日記 杉浦　和貴子∥ぶん 新日本出版社

119 111462107 E /ｵｵ / おおばことなかよし 真船　和夫∥ぶん 新日本出版社

120 111460770 E /ｵﾄ / おともだちになってくれる？ サム　マクブラットニィ∥ぶん 評論社

121 111460861 E /ｵﾋ / おひめさまになれるまほうのとびら 真瀬　ひかる∥著 永岡書店

122 111460978 E /ｵﾔ / おやすみなさいどうぶつたち ケイト　プレンダーガスト∥さく 潮出版社

123 111462008 E /ｶｸ / かくれんぼうさぎ 松野　正子∥作　文 文研出版

124 111460911 E /ｶﾅ / 悲しみのゴリラ ジャッキー　アズーア　クレイマー∥文 クレヨンハウス

125 111462214 E /ｶﾊ / かばくんのいちにち ひろかわ　さえこ∥さく　え あかね書房

126 111462198 E /ｶﾊ / かばくんのはるなつあきふゆ ひろかわ　さえこ∥さく　え あかね書房

127 111462206 E /ｶﾊ / かばくんのおかいもの ひろかわ　さえこ∥さく　え あかね書房

128 111462180 E /ｶﾊ / かばくんとおかあさん ひろかわ　さえこ∥さく　え あかね書房

129 111460960 E /ｷｽ / きづいてパンダさん カンタン　グレバン∥さく 潮出版社

130 111460747 E /ｷｮ / きょうはおかねがないひ ケイト　ミルナー∥さく 合同出版

131 111461869 E /ｸﾘ / クリスマスのころわん 間所　ひさこ∥作 ひさかたチャイルド

132 111462172 E /ｺﾌ / こぶしのいえのこもりうた ひろかわ　さえこ∥さく　え あかね書房

133 111461877 E /ｺﾛ / ころわんは　おにいちゃん 間所　ひさこ∥作 ひさかたチャイルド

★よみもの★
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134 111461935 E /ｼｬ / じゃむじゃむどんくまさん 柿本　幸造∥絵 至光社

135 111461760 E /ｼｭ / しゅっぱつ　しんこう！ 山本　忠敬∥さく 福音館書店

136 111460937 E /ｼﾝ / しんかんせん！ 穂村　弘∥ぶん くもん出版

137 111460879 E /ｽｯ / すっとびこぞう！ 大島　妙子∥作 小学館

138 111460895 E /ｽﾊ / スーパー恋ものがたり 三遊亭　白鳥∥作 講談社

139 111460838 E /ｾｶ / 世界にひとつしかクリスマスツリーがなかったら 池谷　剛一∥文　絵 Ｐ－Ｂｏｏｋ　ｐｒｏｊｅｃｔ

140 111462016 E /ｿｺ / そこがちょっとちがうんだ 今江　祥智∥作 文研出版

141 111462032 E /ﾀｲ / だいじなものは？ うめだ　よしこ∥ぶん 新日本出版社

142 111460754 E /ﾀｯ / だっこさんかいサンタクロース 角野　栄子∥作 小学館

143 111462115 E /ﾀﾇ / たぬきの子 増井　光子∥ぶん 新日本出版社

144 111461620 E /ﾀﾝ / だんご　どっこいしょ 大川　悦生∥作 ポプラ社

145 111462057 E /ﾄｲ / トイレさくせん うめだ　よしこ∥ぶん 新日本出版社

146 111462164 E /ﾄﾝ / どんぐりざかのあそびうた ひろかわ　さえこ∥さく　え あかね書房

147 111462263 E /ﾄﾝ / どんくまさんとおたんじょうび 柿本　幸造∥絵 至光社

148 111462271 E /ﾄﾝ / どんくまさんみなみのしまへ 柿本　幸造∥絵 至光社

149 111461943 E /ﾄﾝ / どんくまさんはゆうびんやさん 柿本　幸造∥絵 至光社

150 111462255 E /ﾄﾝ / どんくまさんのぱん 柿本　幸造∥絵 至光社

151 111461844 E /ﾈｽ / ねずみのえんそくもぐらのえんそく 藤本　四郎∥作　絵 ひさかたチャイルド

152 111462156 E /ﾉｲ / のいちごはらのあさのうた ひろかわ　さえこ∥さく　え あかね書房

153 111461828 E /ﾉｳ / のうさぎ　にげろ 伊藤　政顕∥ぶん 新日本出版社

154 111460820 E /ﾊﾚ / バレエはじめるの つがね　ちかこ∥さく ほるぷ出版

155 111461836 E /ﾊﾝ / ハンドトークジラファン 門　秀彦∥作 小学館

156 111462131 E /ﾌｶ / ふかい海のさかな 武田　正倫∥ぶん 新日本出版社

157 111462040 E /ﾌﾚ / プレゼントプレゼント うめだ　よしこ∥ぶん 新日本出版社

158 111460929 E /ﾍﾄ / ペーとぼく やづき　みちこ∥文 くもん出版

159 111461562 E /ﾎｸ / ぼくはねこのバーニーがだいすきだった ジュディス　ボースト∥さく 偕成社

160 111460887 E /ﾎｸ / ぼくらのまちにおいでよ 大桃　洋祐∥作 小学館

161 111461745 E /ﾐﾝ / みんなみーつけた きしだ　えりこ∥さく 福音館書店

162 111460952 E /ﾒｲ / めいわくなボール 牡丹　靖佳∥〔作〕 偕成社

163 111460853 E /ﾒｲ / 迷路探偵ピエール カミガキ　ヒロフミ∥作 永岡書店

164 111461851 E /ﾖﾅ / よなかのころわん 間所　ひさこ∥作 ひさかたチャイルド

165 111461992 ｱ E /ｱｯ / あったかいものね こわせ　たまみ∥作 鈴木出版

166 111461976 ｱ E /ｳｻ / うさぎさんのえ もろはら　じろう∥作　絵 鈴木出版

★あかちゃんえほん★
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167 111461778 ｱ E /ｵｶ / おかあさんといっしょ 藪内　正幸∥さく 福音館書店

168 111461893 ｱ E /ｺﾊ / ごはんはなあに？　いただきまーす まつお　りかこ∥著 永岡書店

169 111461968 ｱ E /ｿｳ / ぞうだぞう 川崎　洋∥作 鈴木出版

170 111461885 ｱ E /ﾅｶ / なかよしだっこ　だいすき！ぎゅっぎゅっ まつお　りかこ∥著 永岡書店

171 111461950 ｱ E /ﾅｸ / なくのはだーれ いのうえ　ようすけ∥作　絵 鈴木出版

172 111461752 ｱ E /ﾊｯ / ばったくん 五味　太郎∥作 福音館書店

173 111461984 ｱ E /ﾑﾆ / むにょ？あぱ？ はんま　けいこ∥作　絵 鈴木出版

★あかちゃんえほん★
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