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No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111490553 031 / /2 なぜなラボ ＃２ 学研プラス

2 111490546 159 /ｻｲ / １０歳のミッション 齋藤　孝∥著 幻冬舎

3 111490538 289 / / ジェンナー 十常　アキ∥漫画 ポプラ社

4 111490520 312 / / １０歳から読める・わかるいちばんやさしい民主主義 五野井　郁夫∥監修 東京書店

5 111490512 333 /ｽﾋ / みんなで学ぼう１７のゴールイラストブックＳＤＧｓ ルイーズ　スピルズベリー∥文 岩崎書店

6 111490116 369 / / 災害伝承の大研究 佐藤　翔輔∥監修 ＰＨＰ研究所

7 111490090 383 / / ずかん世界のくつ・はきもの 鈴木　絵美留∥監修 技術評論社

8 111490504 383 / / ドラえもん探究ワールド衣服と制服のひみつ 藤子　Ｆ　不二雄∥まんが 小学館

9 111490082 383 /ﾏｴ / 古典がおいしい！平安時代のスイーツ 前川　佳代∥著 かもがわ出版

10 111490496 453 /ﾉｳ / Ｄｒ．ナダレンジャーの防災実験教室 納口　恭明∥著 子どもの未来社

11 111490488 460 /ﾃｲ / 生きものはみんなちがっておもしろい ニコラ　デイビス∥文 化学同人

12 111490470 487 / / はっけん！オオサンショウウオ 関　慎太郎∥写真 緑書房

13 111490462 504 / / ドラえもん科学ワールド未来をつくる生き物と技術 藤子　Ｆ　不二雄∥まんが 小学館

14 111490454 516 /ﾊｼ / ずかん美しい世界の線路 ヨーロッパ編 橋爪　智之∥著 技術評論社

15 111490447 521 /ﾔﾌ / 日本の城２００ 藪内　成基∥写真　文 講談社

16 111490439 653 /ﾃｲ / 木はおどろきでいっぱい ニコラ　デイビス∥文 化学同人

17 111490421 750 / / 図画工作ｄｅたのしい作品づくり　うごくおもちゃ 柴田　芳作∥監修 国土社

18 111490413 754 / / 図画工作ｄｅたのしい作品づくり　紙でつくる彫刻 柴田　芳作∥監修 国土社

19 111490405 781 /ｱｲ / 季節の草花あそび 冬 相澤　悦子∥著 汐文社

20 111490108 796 / / ５さいからはじめるしょうぎ 杉本　昌隆∥監修 日東書院本社

21 111490397 910 /ﾌｸ /2 いにしえの言葉に学ぶきみを変える古典の名言 〔２〕 福井　蓮∥文 汐文社

22 111490389 911 /ｵｵ /1 わくわく子ども俳句スクール １ おおぎやなぎ　ちか∥著 国土社

23 111490371 911 /ｵｵ /2 わくわく子ども俳句スクール ２ おおぎやなぎ　ちか∥著 国土社

24 111490363 911 /ｵｵ /3 わくわく子ども俳句スクール ３ おおぎやなぎ　ちか∥著 国土社

25 111490587 913 /ｲﾏ / こぎつねキッペのはるのうた 今村　葦子∥作 ポプラ社

26 111490579 913 /ｵｻ / うさぎのぱんとぶたのぱん 小沢　正∥作 小峰書店

27 111490355 913 /ｶﾄ / おばけのソッチぞびぞびどうぶつえん 角野　栄子∥さく ポプラ社

28 111490207 913 /ｸﾄ / プンスカジャム くどう　れいん∥作 福音館書店

29 111490124 913 /ｻｲ / ジークメーア 斉藤　洋∥作 偕成社

30 111490348 913 /ﾊﾔ /2 新選林芙美子童話集 第２巻 林　芙美子∥著 論創社

31 111490264 913 /ﾋﾛ /1 もののけ屋 〔１〕 廣嶋　玲子∥作 ほるぷ出版

32 111490173 913 /ﾌｸ / しゅくだいがっしょう 福田　岩緒∥作　絵 ＰＨＰ研究所

33 111490330 913 /ﾐﾔ /3 たまごの魔法屋トワ ３ 宮下　恵茉∥作 文響社
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34 111490132 913 /ﾖｼ / 崖の下の魔法使い 吉野　万理子∥作 学研プラス

35 111490140 933 /ｼｬ /2 ねこと王さま 〔２〕 ニック　シャラット∥作　絵 徳間書店

36 111490231 933 /ﾐﾙ / クマのプーさん　プー横丁にたった家 Ａ　Ａ　ミルン∥作 岩波書店

37 111490645 C /ｲｼ / おおあめ、ゆだんしないで！ キム　ファン∥脚本 童心社

38 111490629 C /ｲｿ / まっくらていでんどうするどうする？ 礒　みゆき∥脚本　絵 童心社

39 111490652 C /ｷﾀ / ウイルスにまけないぞ！ 津田　真一∥脚本 童心社

40 111490603 C /ｽｽ / ピエリーノとまじょ さえぐさ　ひろこ∥脚本 童心社

41 111490637 C /ﾂﾁ / ポンポコぽんきちまちにいく よこみち　けいこ∥脚本 童心社

42 111490678 C /ﾅｶ / あ、あぶない！ すとう　あさえ∥脚本 童心社

43 111490611 C /ﾔﾍ / うさぎとかめ やえがし　なおこ∥脚本 童心社

44 111490272 E /ｱﾆ / アニマルバスとくものうえ あさの　ますみ∥ぶん ポプラ社

45 111490306 E /ｲﾀ / いただきまーす ａｃｃｏｔｏｔｏ∥さく 大日本図書

46 111490660 夏 C /ｲﾁ / あついひのおばけさん 苅田　澄子∥脚本 童心社

47 111490215 E /ｲｯ / いっぱいさんせーい！ 宮西　達也∥作絵 フレーベル館

48 111490199 E /ｵﾊ / おばけと友だちになる方法 レベッカ　グリーン∥作 福音館書店

49 111490157 E /ｵﾓ / おもちゃびょういん 木島　誠悟∥著 白泉社

50 111490595 E /ｵﾔ / おやゆびこぞう グリム∥〔原作〕 評論社

51 111490280 E /ｼｭ / ジュゴンの帰る海 浦島　悦子∥作 ハモニカブックス

52 111490249 E /ﾄﾅ / ドーナツやさんはじめました 関根　知未∥作　絵 教育画劇

53 111490561 E /ﾅｿ /1 謎解きパズルヒーローズ １ アナ　ニールセン∥作 文溪堂

54 111490322 E /ﾊﾝ / パンツのなかのまほう なかがわ　さやこ∥さく かもがわ出版

55 111490181 E /ﾋﾅ / ヒナゲシの野原で マイケル　モーパーゴ∥作 評論社

56 111490298 E /ﾎｸ / ぼくはほんやさんになる 菊池　壮一∥さく ニコモ

57 111490165 E /ﾎｯ / ポッポポーン たまむら　さちこ∥著 白泉社

58 111490314 E /ﾖｳ / ようかいむらのずんちゃかおんがくかい たかい　よしかず∥作　絵 国土社

59 111490223 ｱ E /ｵﾏ / おまつりおばけ くろだ　かおる∥作 フレーベル館
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