
2021.1.9作成

No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111462990 007 /ﾏﾂ / プログラミングでＳＴＥＡＭな学びＢＯＯＫ 松田　孝∥著 フレーベル館

2 111462982 159 /ﾊﾗ /2 世界に勇気と希望をくれたメッセージ ２ パトリック　ハーラン∥著　監修 岩崎書店

3 111463220 209 / /1 世界史探偵コナン １ 青山　剛昌∥原作 小学館

4 111463212 209 / /2 世界史探偵コナン ２ 青山　剛昌∥原作 小学館

5 111463204 209 / /3 世界史探偵コナン ３ 青山　剛昌∥原作 小学館

6 111462974 291 / / るるぶ地図でよくわかる４７都道府県の歴史大百科 ＪＴＢパブリッシング

7 111463022 299 /ﾍｲ / コンチキ号漂流記 ハイエルダール∥著 偕成社

8 111462966 302 /ｳﾁ / アフガニスタン勇気と笑顔 内堀　タケシ∥写真　文 国土社

9 111462958 317 /ｽｽ / 警察犬アンズの事件簿 鈴木　博房∥著 岩崎書店

10 111462941 320 / /4 小学生からのなんでも法律相談 ４巻 小島　洋祐∥監修 文研出版

11 111462933 337 / /3 かしこく学ぼう！はじめてのお金教室 ３ 玉置　崇∥監修 文研出版

12 111462404 367 /ﾄﾓ / すし屋のすてきな春原さん 戸森　しるこ∥作 講談社

13 111462412 368 /ﾔｽ / みんなはアイスをなめている 安田　夏菜∥作 講談社

14 111463162 382 /ｳﾒ / ブタとサツマイモ 梅崎　昌裕∥著 小峰書店

15 111462925 404 /ﾔﾅ /13 ジュニア空想科学読本 １３ 柳田　理科雄∥著 汐文社

16 111462917 410 / /1 算数まるわかり辞典 １～３年生 藤子　Ｆ　不二雄∥キャラクター原作 小学館

17 111462909 410 / /2 算数まるわかり辞典 ４～６年生 藤子　Ｆ　不二雄∥キャラクター原作 小学館

18 111463147 457 / / 恐竜研究所へようこそ 林原自然科学博物館∥著 童心社

19 111462883 457 /ｷｬ / きみがまだ知らないティラノサウルス ベン　ギャロッド∥著 早川書房

20 111462875 457 /ｷｬ / きみがまだ知らないトリケラトプス ベン　ギャロッド∥著 早川書房

21 111462891 457 /ｷｬ / きみがまだ知らないステゴサウルス ベン　ギャロッド∥著 早川書房

22 111463311 468 /ｸｲ / ミイラになったブタ スーザン　Ｅ　クインラン∥著 さ・え・ら書房

23 111462867 482 / /1 日本の固有種 １ 今泉　忠明∥監修 汐文社

24 111462859 486 /ﾖｳ / 虫っておもしろい！さがしてみよう！虫のかくれんぼ 養老　孟司∥文 新日本出版社

25 111463139 488 /ｽｽ / 世界の鳥の巣の本 鈴木　まもる∥著 岩崎書店

26 111463121 488 /ｽｽ / 鳥の巣の本 鈴木　まもる∥著 岩崎書店

27 111462842 493 /ｲﾅ /3 ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活 ３ 稲葉　茂勝∥著 新日本出版社

28 111462834 501 / /3 ユニバーサルデザインでみんなが過ごしやすい町へ ３ 白坂　洋一∥監修 汐文社

29 111462826 538 /ｵﾉ / 宇宙の話をしよう 小野　雅裕∥作 ＳＢクリエイティブ

30 111463113 626 /ｺﾐ / やさいのずかん 小宮山　洋夫∥作 岩崎書店

31 111462396 667 /ｱﾍ /2 和食のだしは海のめぐみ ２ 阿部　秀樹∥写真　文 偕成社

32 111462818 721 / / 宗達と光琳 金子　信久∥監修 東京美術

33 111462800 751 /ｼﾊ / しばたたかひろのヘンテコねんど教室 しばた　たかひろ∥著 マイナビ出版

34 111462792 754 /ｼﾝ / るるぶ楽しく折って親子で世界一周！旅のおりがみ１００ 新宮　文明∥〔著〕 ＪＴＢパブリッシング

新着資料一覧表　【児童】

★ちしき★
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35 111462784 780 / /4 きみも体育がすきになる ４ 遠山　健太∥監修 岩崎書店

36 111462776 780 / /6 パラスポーツ大百科 ６ 藤田　紀昭∥監修 岩崎書店

37 111462768 783 / / 小学生のサッカー最強のテクニックが身につく本 バディサッカークラブ∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ

38 111462750 911 /ｱﾏ / しょんぼり百人一首 天野　慶∥著 幻冬舎

39 101889947 911 /ｲｼ / あしたのあたしはあたらしいあたし 石津　ちひろ∥詩 理論社

40 111462743 913 /ｱｵ / ３分間サバイバル 粟生　こずえ∥作 あかね書房

41 111463378 913 /ｱｶ / ゆうきメガネ 赤羽　じゅんこ∥作 あかね書房

42 111463386 913 /ｱｶ / わらいボール 赤羽　じゅんこ∥作 あかね書房

43 111463394 913 /ｱｶ / より道はふしぎのはじまり 赤羽　じゅんこ∥作 文研出版

44 111462735 913 /ｱｿ / およぐ！ 麻生　かづこ∥作 文研出版

45 111463188 913 /ｱﾏ / ふうたのゆきまつり あまん　きみこ∥著 あかね書房

46 111463170 913 /ｱﾏ / ふうたのはなまつり あまん　きみこ∥作 あかね書房

47 111463196 913 /ｱﾏ / ふうたのほしまつり あまん　きみこ∥作 あかね書房

48 111462727 913 /ｵｵ / おはなしごほん 大川　久乃∥作 あかね書房

49 111463436 913 /ｶｼ / かいとうドチドチ雪のよるのプレゼント 柏葉　幸子∥作 日本標準

50 111463444 913 /ｶｼ / かいとうドチドチびじゅつかんへいく 柏葉　幸子∥作 日本標準

51 111462719 913 /ｶﾝ / はねるのだいすき 神沢　利子∥文 絵本塾出版

52 111463279 913 /ｸﾝ / ちかちゃんのはじめてだらけ 薫　くみこ∥作 日本標準

53 111463345 913 /ｻｲ / ベンガル虎の少年は…… 斉藤　洋∥作 あかね書房

54 111462701 913 /ｻｻ / Ｑ部あるいはＣＵＢＥの展開 ささき　かつお∥著 ＰＨＰ研究所

55 111463154 913 /ｽｷ / 小さな町の風景 杉　みき子∥著 偕成社

56 111463428 913 /ﾃﾗ /1 おばけのはなし １ 寺村　輝夫∥文 あかね書房

57 111463410 913 /ﾃﾗ /2 おばけのはなし ２ 寺村　輝夫∥文 あかね書房

58 111463402 913 /ﾃﾗ /3 おばけのはなし ３ 寺村　輝夫∥文 あかね書房

59 111462446 913 /ﾄﾓ / しかくいまち 戸森　しるこ∥作 理論社

60 111462503 913 /ﾅｶ / らいおんみどりの日ようび 中川　李枝子∥さく 福音館書店

61 111462511 913 /ﾅｶ / かえるのエルタ 中川　李枝子∥さく 福音館書店

62 111462693 913 /ﾊﾗ / かいけつゾロリきょうふのエイリアン 原　ゆたか∥さく　え ポプラ社

63 111462685 913 /ﾋﾛ /2 おっちょこ魔女先生 〔２〕 廣嶋　玲子∥作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

64 111462677 913 /ﾐﾔ / 精霊人、はじめました！ 宮下　恵茉∥作 ＰＨＰ研究所

65 111463303 913 /ﾑｸ /2 椋鳩十動物童話集 第２巻 椋　鳩十∥著 小峰書店

66 111462453 913 /ﾑﾗ / みけねえちゃんにいうてみな　ともだちのひみつ 村上　しいこ∥作 理論社

67 111463337 933 /ｱﾄ / ポッパーさんとペンギン・ファミリー Ｒ　アトウォーター∥著 文溪堂
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68 111463089 933 /ｴｽ / すえっ子のルーファス エレナー　エスティス∥作 岩波書店

69 111463097 933 /ｴｽ / ジェーンはまんなかさん エレナー　エスティス∥作 岩波書店

70 111463287 933 /ｼｬ / ベントリー・ビーバーのものがたり マージョリー　Ｗ　シャーマット∥ぶん のら書店

71 111463030 933 /ｽﾀ / ぬすまれた宝物 ウィリアム　スタイグ∥作 評論社

72 111463063 933 /ﾌｧ / 天国を出ていく ファージョン∥作 岩波書店

73 111462461 933 /ﾌｪ / バクのバンバン、町にきた ポリー　フェイバー∥作 徳間書店

74 111463360 933 /ﾐﾙ / やったね、ジュリアス君 クラウディア　ミルズ∥作 さ・え・ら書房

75 111463261 933 /ﾑｱ / ネズの木通りのがらくたさわぎ リリアン　ムーア∥作 童話館出版

76 111462669 943 / / 塔の上のラプンツェル ＫＡＤＯＫＡＷＡ

77 111462479 943 /ｸﾘ /2 グリム童話集 下 グリム∥〔著〕 岩波書店

78 111463071 949 / / 太陽の東月の西 アスビョルンセン∥編 岩波書店

79 111463014 949 /ﾎﾙ / ヤンネ、ぼくの友だち ペーテル　ポール∥作 徳間書店

80 111463055 949 /ﾘﾝ / 山賊のむすめローニャ アストリッド　リンドグレーン∥作 岩波書店

81 111463295 949 /ﾘﾝ / さすらいの孤児ラスムス アストリッド　リンドグレーン∥作 岩波書店

82 111463006 952 /ﾒﾃ / 青い鳥 メーテルリンク∥作 講談社

83 111463550 C /ｲｿ / かぜヒッキーをやっつけろ！ 礒　みゆき∥脚本　絵 童心社

84 111463543 C /ｲﾄ / てあらいぴっかぴか いとう　みき∥脚本　絵 童心社

85 111462560 E /ｱｧ / あぁ、アジのひらきがたべたいっ！ かねまつ　すみれ∥作 文研出版

86 111463048 E /ｱｶ / あかたろうの１・２・３の３・４・５ 北山　葉子∥作　絵 偕成社

87 111463329 E /ｱｶ / 赤い目のドラゴン アストリッド　リンドグレーン∥文 岩波書店

88 111463105 E /ｱﾂ / あつおのぼうけん 田島　征彦∥作 童心社

89 111463246 E /ｲｯ / いっぽんばしにほんばし 中川　ひろたか∥作 アリス館

90 111462420 E /ｳｼ / うしとざん 高畠　那生∥作 小学館

91 111462552 E /ｵｳ / おうさまのさる くすはら　順子∥〔作〕 文研出版

92 111462529 E /ｵﾊ / お化けの冬ごもり 川端　誠∥作 ＢＬ出版

93 111462651 E /ｶｹ / かけだしたイス サトシン∥作 あわわ

94 111462610 E /ｶﾏ / カマキリのシャルロットとすずらんでんわ 香川　照之∥作 講談社

95 111463253 E /ｼｱ / しあわせなどんくまさん 柿本　幸造∥絵 至光社

96 111462545 E /ｼｮ / ジョナスのかさ ジョシュ　クルート∥文 光村教育図書

97 111463485 E /ﾀｲ / だいすきなおはなし ひろかわ　さえこ∥作 あかね書房

98 111463469 E /ﾄﾋ / とびっきりのおはなし ひろかわ　さえこ∥作 あかね書房

99 111462537 E /ﾈｺ / ネコとなかよくなろうよ トミー　デ　パオラ∥作 光村教育図書
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100 111462602 E /ﾊｼ / はじめてのバレエきょうしつ 朝比奈　かおる∥作 講談社

101 111462628 E /ﾋﾀ / ピーターラビットのふるさとをまもりたい リンダ　エロビッツ　マーシャル∥文 廣済堂あかつき

102 111463238 E /ﾌｳ / ふうせん 湯浅　とんぼ∥作 アリス館

103 111463477 E /ﾌﾜ / ふわふわのおはなし ひろかわ　さえこ∥作 あかね書房

104 111462636 E /ﾎｸ / ぼくがふえをふいたら 阿部　海太∥作 岩波書店

105 111462438 E /ﾕｷ / ゆきだるまとかがみもち 林　木林∥作 鈴木出版

106 111463451 E /ﾕｯ / ゆっくりのおはなし ひろかわ　さえこ∥作 あかね書房

107 111462586 E /ﾗﾌ / ラプンツェル ベサン　ウルヴィン∥作 文化学園文化出版局

108 111462578 E /ﾘﾄ / リトルレッド ベサン　ウルヴィン∥作 文化学園文化出版局

109 111462594 ｱ E /ｶﾎ / かぼちゃのすーぷうまうまううう！ もりなが　あけの∥作 ニジノ絵本屋

110 111463493 ｱ E /ｺﾉ / このあしだれのあし いのうえ　ようすけ∥作　絵 鈴木出版

111 111463501 ｱ E /ｺﾉ / このゆびとーまれ 香山　美子∥作 鈴木出版

112 111463519 ｱ E /ｻｶ / さかさかさ 浜野木　碧∥作　絵 鈴木出版

113 111463352 ｱ E /ﾊﾛ / ハロウィンなあに わだ　ことみ∥作 岩崎書店

114 111463535 ｱ E /ﾐﾂ / みーつけた 武鹿　悦子∥作 鈴木出版

115 111462495 ｱ E /ﾑﾆ / むにゅくらべ 新井　洋行∥〔作〕 偕成社

116 111462487 ｱ E /ﾑﾆ / むにゅとにゃみー 新井　洋行∥〔作〕 偕成社

117 111463527 ｱ E /ﾔｻ / やさい 川上　越子∥作　絵 鈴木出版

★あかちゃんえほん★

★えほん★
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