
2021.3.20

No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111475984 031 / / まるみえ図鑑 伊藤　弥寿彦∥〔ほか〕監修 講談社

2 111475794 031 /ｽｷ / モノのなまえ事典 杉村　喜光∥文 ポプラ社

3 111475778 104 / / なんではだかははずかしいの？ ＮＨＫ　Ｅテレ「Ｑ～こどものための哲学」制作班∥編 ほるぷ出版

4 111475786 104 / / なんでお母さんはけしょうをするの？ ＮＨＫ　Ｅテレ「Ｑ～こどものための哲学」制作班∥編 ほるぷ出版

5 111475760 104 / / なんで夜はこわいの？ ＮＨＫ　Ｅテレ「Ｑ～こどものための哲学」制作班∥編 ほるぷ出版

6 111476123 140 /ｻｲ / 超訳こども「アドラーの言葉」 齋藤　孝∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

7 111476156 234 / / 学習まんが歴史で感動！ポーランド孤児を救った日本赤十字社 加来　耕三∥企画　構成　監修 ポプラ社

8 111475752 281 / /5 郷土の発展につくした先人 ５ 北　俊夫∥監修 偕成社

9 111476040 289 / / エリザベス女王 石井　美樹子∥監修 小学館

10 111476065 289 / / ナポレオン 小宮　正弘∥監修 小学館

11 111476057 289 / / ライト兄弟 鈴木　真二∥監修 小学館

12 111475992 289 / / ファーブル 三木　卓∥監修 小学館

13 111476032 289 / / ダイアナ 石井　美樹子∥監修 小学館

14 111475745 335 / / 渋沢栄一の論語と算盤 加地　伸行∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

15 111475737 361 / / マンガでわかる世の中の「ウソ」から身を守る 下村　健一∥監修 学研プラス

16 111475729 368 / / もしものための防犯ゼミナール 学研プラス

17 111476396 369 / / ＴＳＵＮＡＭＩをこえて アチェ　フォトジャーナリストクラブ∥写真 ポプラ社

18 111475711 369 / / 「ちがい」ってなんだ？ 井筒　節∥監修 学研プラス

19 111475968 369 /ｺﾊ / ぼくの家はかえで荘 小林　美津江∥監修　文 埼玉福祉会

20 111476388 369 /ｻﾜ / 盲導犬不合格物語 沢田　俊子∥文 講談社

21 111475182 375 /ｲﾅ / 調べるまとめる発表する調べ学習パーフェクトガイド 稲葉　茂勝∥著 新日本出版社

22 111475703 457 / / 鳥になった恐竜の図鑑 真鍋　真∥監修 学研プラス

23 111476230 458 /ﾊｶ / 岩石と鉱物 スティーブ　パーカー∥著 六耀社

24 111475190 475 /ｳｻ / あなたのあしもとコケの森 鵜沢　美穂子∥文 文一総合出版

25 111475695 480 / / ヤバいけどおいしい！？せいぶつ図鑑 成島　悦雄∥監修 世界文化社

26 111476172 480 /ﾛｹ / いまを生きる１８０万種以上の動物 ポール　ロケット∥文 玉川大学出版部

27 111475687 486 /ﾌｸ /2 日本のチョウ大図鑑 ２ 福田　晴男∥監修　著 国土社

28 111475935 491 / / からだのふしぎ にしもと　おさむ∥絵 世界文化社

29 111475679 517 / /3 いま「水」を考える ３ 沖　大幹∥監修 岩崎書店

30 111475661 518 / /3 ごみはどこへいく？ごみゼロ大事典 ３ 丸谷　一耕∥共著 少年写真新聞社

31 111476263 518 /ｵﾘ / 屋上のとんがり帽子 折原　恵∥写真と文 福音館書店

32 111476198 536 / / 鉄道 海老原　美宜男∥監修 学研プラス

33 111475653 538 / / 宇宙ロケット図鑑 吉川　真∥監修 成美堂出版

34 111475646 594 /ﾃﾗ / 手作りって楽しい！はじめての手芸　フェルトでつくる 寺西　恵里子∥作 汐文社

新着資料一覧表　【児童】
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35 111475174 596 / / お菓子はすごい！ 柴田書店∥編 柴田書店

36 111475638 596 / /2 はじめての旬やさいレシピ 夏 新谷　友里江∥監修 ほるぷ出版

37 111475620 596 / /3 はじめての旬やさいレシピ 秋 新谷　友里江∥監修 ほるぷ出版

38 111475612 596 / /4 はじめての旬やさいレシピ 冬 新谷　友里江∥監修 ほるぷ出版

39 111475604 616 /ｳﾈ /3 うねゆたかの田んぼの絵本 ３ 宇根　豊∥作 農山漁村文化協会

40 111476222 645 / / イヌのクイズ図鑑 学研プラス

41 111476180 645 / / ネコのクイズ図鑑 学研プラス

42 111475596 645 /ｻﾜ / 犬たちよ、今、助けに行くからね 沢田　俊子∥文 講談社

43 111476016 723 / / ゴッホ 圀府寺　司∥監修 小学館

44 111475588 750 / / ぽんぽんころころ　おとがなる・ころがるおもちゃ まるばやし　さわこ∥工作監修　製作 新日本出版社

45 111476099 769 /ﾏｺ / バレエ物語集 ジェラルディン　マコックラン∥著 偕成社

46 111476214 783 / / 試合で勝てる！小学生のバドミントン上達のコツ５０ 城戸　友行∥監修 メイツ出版

47 111475281 786 / / 植村直己 中出水　勲∥監修 小学館

48 111476008 911 / / 与謝野晶子 入江　春行∥監修 小学館

49 111476248 911 /ｵｵ / はてなとびっくり 大楠　翠∥著 銀の鈴社

50 111475299 930 / / ローラ・インガルス 服部　奈美∥監修 小学館

51 111476024 950 / / サン＝テグジュペリ 鈴木　一郎∥監修 小学館

52 111475570 913 /ｱｵ / ３分間サバイバル 粟生　こずえ∥作 あかね書房

53 111475562 913 /ｱｶ / 三毛猫ホームズの古時計 赤川　次郎∥著 汐文社

54 111475554 913 /ｱｻ / わたしの気になるあの子 朝比奈　蓉子∥作 ポプラ社

55 111476255 913 /ｱﾜ / 花豆の煮えるまで 安房　直子∥作 偕成社

56 111475877 913 /ｲｼ / おそばのくきはなぜあかい 石井　桃子∥文 岩波書店

57 111475323 913 /ｲｼ /13 ６年１組黒魔女さんが通る！！ １３ 石崎　洋司∥作 講談社

58 111476271 913 /ｲﾏ / ふたつの家のちえ子 今村　葦子∥著 評論社

59 111475547 913 /ｵｵ /13 ようかいとりものちょう乙 １３ 大崎　悌造∥作 岩崎書店

60 111476297 913 /ｶﾄ / おばけのアッチのおばけカレー 角野　栄子∥さく ポプラ社

61 111476362 913 /ｶﾄ / アッチとボンのいないいないグラタン 角野　栄子∥さく ポプラ社

62 111476339 913 /ｶﾄ / おこさまランチがにげだした 角野　栄子∥さく ポプラ社

63 111476347 913 /ｶﾄ / エビフライをおいかけろ 角野　栄子∥さく ポプラ社

64 111476313 913 /ｶﾄ / おばけのアッチ　スーパーマーケットのまき 角野　栄子∥さく ポプラ社

65 111476321 913 /ｶﾄ / おばけのアッチこどもプールのまき 角野　栄子∥さく ポプラ社

66 111476354 913 /ｶﾄ / アッチのオムレツぽぽぽぽぽ～ん 角野　栄子∥さく ポプラ社

67 111476289 913 /ｶﾄ / おばけのコッチあかちゃんのまき 角野　栄子∥さく ポプラ社

★よみもの★

★ちしき★

2ページ



2021.3.20

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】

68 111476305 913 /ｶﾄ / おばけのアッチねんねんねんね 角野　栄子∥さく ポプラ社

69 111476131 913 /ｶﾜ / こぶたのタミー学校へいく かわの　むつみ∥作 国土社

70 111475810 913 /ｶﾝ / ふらいぱんじいさん 神沢　利子∥作 あかね書房

71 111476420 913 /ｷﾉ /1 絵巻平家物語 １ 木下　順二∥文 ほるぷ出版

72 111476438 913 /ｷﾉ /2 絵巻平家物語 ２ 木下　順二∥文 ほるぷ出版

73 111476446 913 /ｷﾉ /3 絵巻平家物語 ３ 木下　順二∥文 ほるぷ出版

74 111476453 913 /ｷﾉ /4 絵巻平家物語 ４ 木下　順二∥文 ほるぷ出版

75 111476461 913 /ｷﾉ /5 絵巻平家物語 ５ 木下　順二∥文 ほるぷ出版

76 111476479 913 /ｷﾉ /7 絵巻平家物語 ７ 木下　順二∥文 ほるぷ出版

77 111476487 913 /ｷﾉ /8 絵巻平家物語 ８ 木下　順二∥文 ほるぷ出版

78 111476495 913 /ｷﾉ /9 絵巻平家物語 ９ 木下　順二∥文 ほるぷ出版

79 111475240 913 /ｸﾄ / ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 工藤　ノリコ∥著 白泉社

80 111475224 913 /ｸﾄ / サイコーの通知表 工藤　純子∥著 講談社

81 111475539 913 /ｺﾓ / 青の読み手 小森　香折∥作 偕成社

82 111476370 913 /ｻｸ /2 近くて遠くて、甘くて苦い 〔２〕 櫻　いいよ∥作 講談社

83 111475521 913 /ﾀｶ / いえないオニ 高森　美由紀∥作 岩崎書店

84 111475273 913 /ﾀﾁ / ５分後に恋の結末 橘　つばさ∥著 学研プラス

85 111475513 913 /ﾋﾙ / かいじんマヨネーズン 昼田　弥子∥作 岩崎書店

86 111475505 913 /ﾋﾛ /2 猫町ふしぎ事件簿 ２ 廣嶋　玲子∥作 童心社

87 111475497 913 /ﾌｼ /7 まじょのナニーさん 〔７〕 藤　真知子∥作 ポプラ社

88 111476073 913 /ﾑﾗ / ドキドキおばけの百人一首！？ むらい　かよ∥著 ポプラ社

89 111475315 913 /ﾓｴ / 両想いになりたい もえぎ　桃∥作 講談社

90 111476404 929 /ﾏｧ / ビルマのむかしばなし Ｍａｕｎｇ　Ｈｔｉｎ　Ａｕｎｇ∥テキスト 新読書社

91 111475307 933 /ｵﾙ /2 ８人のいとこ ２ オルコット∥作 講談社

92 111475836 933 /ｸﾗ / おさらをあらわなかったおじさん フィリス　クラジラフスキー∥文 岩波書店

93 111475828 933 /ﾃｭ / ものぐさトミー ペーン　デュボア∥文　絵 岩波書店

94 111475869 933 /ﾌﾚ / おつきさん　どうしたの Ｅ．Ｍ．プレストン∥文 岩波書店

95 111475976 933 /ﾒﾄ / なぞとき博物館 ダン　メトカーフ∥作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

96 111476503 943 /ｽﾋ / アルプスの少女ハイジ ヨハンナ＝スピリ∥作 講談社

97 111475208 949 /ﾍｽ / ロサリンドの庭 エルサ　ベスコフ∥作 あすなろ書房

98 111475893 963 /ｺﾛ / ねずみとおうさま コロマ神父∥ぶん 岩波書店

99 111476511 983 /ｳｽ / 新訳チェブラーシュカ エドゥアルド　ウスペンスキー∥作 平凡社
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100 111475950 E /ｱｻ / アサガオをそだてよう あかぎ　かんこ∥さく 埼玉福祉会

101 111475851 E /ｱﾅ / あなはほるもの　おっこちるとこ ルース　クラウス∥文 岩波書店

102 111476529 E /ｱﾏ / あまがえるさん、なぜなくの？ キム　ヘウォン∥文 さ・え・ら書房

103 111475216 E /ｱﾘ / ありがとう 谷川　俊太郎∥詩 講談社

104 111476412 E /ｲﾀ / いたずらうさぎチュローチュ たじま　ゆきひこ∥〔作〕 童心社

105 111475422 E /ｲﾇ / いぬとふるさと 鈴木　邦弘∥絵　文 旬報社

106 111475901 E /ｵｶ / おかあさんだいすき 〔まーじょりー　ふらっく∥文と絵〕 岩波書店

107 111475372 E /ｵﾄ / オードリー・ヘプバーン マリア　イサベル　サンチェス　ベガラ∥文 ほるぷ出版

108 111476164 E /ｶｶ / かがみのサーカス わたなべ　ちなつ∥さく 福音館書店

109 111475885 E /ｷｶ / きかんしゃやえもん 阿川　弘之∥文 岩波書店

110 111475844 E /ｷｷ / ききみみずきん 木下　順二∥文 岩波書店

111 111475448 E /ｷﾐ / きみのげんきをマモルンジャー！ よしむら　あきこ∥作　絵　デザイン 教育画劇

112 111475927 E /ｷｮ / きょうりゅうのかいかた くさの　だいすけ∥ぶん 岩波書店

113 111475257 E /ｸﾏ / クマとオオカミ ダニエル　サルミエリ∥さく 評論社

114 111475364 E /ｺｺ / ココ・シャネル マリア　イサベル　サンチェス　ベガラ∥文 ほるぷ出版

115 111476149 E /ｺﾄ / ことばあそび教室 中川　ひろたか∥作 のら書店

116 111476206 E /ｼﾛ / シロクマくんといっしょに コンスタンツェ　セミデイ∥文 ワールドライブラリー

117 111475943 E /ｾﾐ / セミがうまれるよ あかぎ　かんこ∥さく 埼玉福祉会

118 111476537 E /ｿｳ / 草原の少女プージェ 関野　吉晴∥著 小峰書店

119 111475463 E /ｿﾊ / そばにいるよ スムリティ　ホールズ∥文 化学同人

120 111475265 E /ﾀﾏ / た・ま・ご ケビン　ヘンクス∥作 光村教育図書

121 111476081 E /ﾄﾝ / とんねるをぬけると 片山　健∥さく　え 福音館書店

122 111476115 E /ﾊｽ / バスのうんてんしゅのエレフさん 中川　ひろたか∥作 講談社

123 111475414 E /ﾊﾙ / はるのひ 小池　アミイゴ∥作　絵 徳間書店

124 111475430 E /ﾌｸ / フクシマ 内堀　タケシ∥写真　文 国土社

125 111475919 E /ﾌｼ / ふしぎなたいこ 石井　桃子∥ぶん 岩波書店

126 111475331 E /ﾌﾀ / ふたりのひとりたび 山咲　めぐみ∥著 みらいパブリッシング

127 111475232 E /ﾎｶ / ぽかぽかぐ～ん 角野　栄子∥作 小学館

128 111475356 E /ﾏﾃ / マーティン・ルーサー・キング・ジュニア マリア　イサベル　サンチェス　ベガラ∥文 ほるぷ出版

129 111475349 E /ﾏﾘ / マリー・キュリー マリア　イサベル　サンチェス　ベガラ∥文 ほるぷ出版

130 111475455 E /ﾐｽ / 水がすきじゃなかったアヒル スティーブ　スモール∥絵と文 化学同人

131 111475380 E /ﾐﾁ / みち さいとう　しのぶ∥作　絵 ひさかたチャイルド

132 111475406 E /ﾑﾐ / ムーミン谷のなかまたち トーベ　ヤンソン∥原案 徳間書店

133 111475802 E /ﾓﾓ / ももたろう おざわ　としお∥さいわ くもん出版
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134 111476107 E /ﾕｳ / ゆうびんやさんのココリさん 中川　ひろたか∥作 講談社

135 111475471 E /ﾘｱ / リアスのうみべ　さんてつがゆく 宇部　京子∥作 岩崎書店

136 111476560 ｱ E /ｶｿ / かぞく ヘレン　オクセンバリー∥作 文化出版局

137 111475398 ｱ E /ｻﾝ / サンドイッチでんしゃ いりやま　さとし∥作　絵 ひさかたチャイルド

138 111476578 ｱ E /ｼｺ / しごと ヘレン　オクセンバリー∥作 文化出版局

139 111476545 ｱ E /ｼﾀ / したく ヘレン　オクセンバリー∥作 文化出版局

140 111476552 ｱ E /ﾄﾓ / ともだち ヘレン　オクセンバリー∥作 文化出版局

141 111475489 ｱ E /ﾓﾌ / もふもふちゃん ひらぎ　みつえ∥作 岩崎書店

★あかちゃんえほん★
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