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No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111503132 289 /ｺﾙ / 女王さまのワードローブ ジュリア　ゴールディング∥文 ＢＬ出版

2 111503108 329 /ｲﾅ / 国連ファミリー・パーフェクトガイド 稲葉　茂勝∥著 新日本出版社

3 111503595 366 / /3 ＳＤＧｓを実現する２０３０年の仕事未来図 ３巻 ＳＤＧｓを実現する２０３０年の仕事未来図編集委員会∥著 文溪堂

4 111503587 366 / /4 ＳＤＧｓを実現する２０３０年の仕事未来図 ４巻 ＳＤＧｓを実現する２０３０年の仕事未来図編集委員会∥著 文溪堂

5 111503579 367 / /3 人間と性の絵本 ３ 柿崎　えま∥絵 大月書店

6 111503116 376 / / 中学校ってどんなとこ？ 升野　伸子∥監修 世界文化ブックス

7 111503561 431 /ｸﾚ / はじめてのせかいでいちばんうつくしいげんそずかん セオドア　グレイ∥著 創元社

8 111503553 451 / / 異常気象図鑑 平井　信行∥監修 金の星社

9 111503140 451 /ｱﾗ / 天気を知って備える防災雲図鑑 荒木　健太郎∥著 文溪堂

10 111503546 481 / /1 うんこでつながる世界とわたし １ 湯澤　規子∥編 農山漁村文化協会

11 111503538 611 /ｾｷ /2 家族農業が世界を変える ２ 関根　佳恵∥監修　著 かもがわ出版

12 111503520 727 / /1 ポスターで伝えよう見るコツつくるコツ １ 冨樫　忠浩∥監修 汐文社

13 111503512 780 / /7 写真で見るオリンピック大百科 ７ 舛本　直文∥監修 ポプラ社

14 111503504 814 / / いろ 神永　曉∥監修 講談社

15 111503090 814 / / たのしく学ぼう！！ことわざ大図鑑 青山　由紀∥監修 国土社

16 111503496 837 /ﾀｲ /2 ３語で話せる！英語で日本を紹介しよう ２ 大門　久美子∥編著 汐文社

17 111503223 913 /ｲﾄ / おさるになるひ いとう　ひろし∥作　絵 講談社

18 111503488 913 /ﾀｶ / 白いのはらのこどもたち たかどの　ほうこ∥作 理論社

19 111503181 913 /ﾀｶ / へんてこもりのきまぐれろ たかどの　ほうこ∥作　絵 偕成社

20 111503215 913 /ﾀｶ / へんてこもりにいこうよ たかどの　ほうこ∥作　絵 偕成社

21 111503199 913 /ﾀｶ / へんてこもりのなまえもん たかどの　ほうこ∥作　絵 偕成社

22 111503207 913 /ﾀｶ / へんてこもりのコドロボー たかどの　ほうこ∥作　絵 偕成社

23 111503298 913 /ﾃﾗ / なぞのたから島 寺村　輝夫∥作 あかね書房

24 111503330 913 /ﾃﾗ / はねのあるキリン 寺村　輝夫∥作 あかね書房

25 111503363 913 /ﾃﾗ / こおったポケット 寺村　輝夫∥作 あかね書房

26 111503322 913 /ﾃﾗ / 人魚となぞの木 寺村　輝夫∥作 あかね書房

27 111503314 913 /ﾃﾗ / うらないのひみつ 寺村　輝夫∥作 あかね書房

28 111503355 913 /ﾃﾗ / アイコのじゅもん 寺村　輝夫∥作 あかね書房

29 111503348 913 /ﾃﾗ / うちゅう人間ケン 寺村　輝夫∥作 あかね書房

30 111503306 913 /ﾃﾗ / 魔女のワナムケ 寺村　輝夫∥作 あかね書房

31 111503637 913 /ﾊﾔ / 怪盗クイーン　ケニアの大地に立つ はやみね　かおる∥作 講談社

32 111503157 913 /ﾊﾔ / 人形は笑わない はやみね　かおる∥作 講談社

33 111503660 913 /ﾊﾔ / ギヤマン壺の謎 はやみね　かおる∥作 講談社
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34 111503165 913 /ﾊﾔ / 魔女の隠れ里 はやみね　かおる∥作 講談社

35 111503470 913 /ﾊﾝ / ソラモリさんとわたし はんだ　浩恵∥作 フレーベル館

36 111503462 913 /ﾎｼ / ふしぎな声が町じゅうで ほしお　さなえ∥作 徳間書店

37 111503264 913 /ﾓﾘ / ぼくだけしってる もりやま　みやこ∥作 あかね書房

38 111503256 913 /ﾓﾘ / たからものとんだ もりやま　みやこ∥作 あかね書房

39 111503272 913 /ﾓﾘ / つりばしゆらゆら もりやま　みやこ∥作 あかね書房

40 111503249 913 /ﾓﾘ / あのこにあえた もりやま　みやこ∥作 あかね書房

41 111503280 913 /ﾓﾘ / きいろいばけつ もりやま　みやこ∥作 あかね書房

42 111503173 915 / / 写真で読み解くおくのほそ道大辞典 佐藤　勝明∥監修 あかね書房

43 111503769 923 /ｺ / 西遊記 呉　承恩∥〔著〕 集英社

44 111503629 931 / /2 マザー・グースのうた 第２集 谷川　俊太郎∥訳 草思社

45 111503611 931 / /3 マザー・グースのうた 第３集 谷川　俊太郎∥訳 草思社

46 111503603 931 / /4 マザー・グースのうた 第４集 谷川　俊太郎∥訳 草思社

47 111503686 932 /ｼｪ / ロミオとジュリエット ウィリアム　シェークスピア∥〔著〕 集英社

48 111503694 933 / / ロビン・フッドの冒険 生田　信夫∥訳 集英社

49 111503819 933 /ｳｪ / 足ながおじさん ジーン　ウェブスター∥〔著〕 集英社

50 111503678 933 /ｵﾙ / 若草物語 ルイザ　メイ　オルコット∥〔著〕 集英社

51 111503702 933 /ｷｬ / 不思議の国のアリス ルイス　キャロル∥〔著〕 集英社

52 111503447 933 /ｺﾙ /1 ア・テイル・オブ・マジック １ クリス　コルファー∥著 平凡社

53 111503744 933 /ｽﾃ / 宝島 ロバート　ルイス　スチーブンソン∥〔著〕 集英社

54 111503777 933 /ﾃｨ / クリスマス・キャロル チャールズ　ディケンズ∥〔著〕 集英社

55 111503850 933 /ﾄｲ / シャーロック・ホームズの冒険 アーサー　コナン　ドイル∥〔著〕 集英社

56 111503736 933 /ﾄｳ / トム・ソーヤの冒険 マーク　トウェイン∥〔著〕 集英社

57 111503710 933 /ﾊﾈ / 秘密の花園 フランシス　Ｅ　Ｈ　バーネット∥〔著〕 集英社

58 111503751 933 /ﾊﾈ / 小公女 フランシス　Ｅ　Ｈ　バーネット∥〔著〕 集英社

59 111503454 933 /ﾌﾙ / ＭＩＮＥＣＲＡＦＴつながりの山 マックス　ブルックス∥作 竹書房

60 111503645 933 /ﾎｶ / まいごのふたご あいねす　ほーがん∥おはなし 岩波書店

61 111503827 933 /ﾓﾝ / 赤毛のアン ルーシー　モード　モンゴメリ∥〔著〕 集英社

62 111503793 949 /ｱﾝ / 絵のない絵本 ハンス　クリスチャン　アンデルセン∥〔著〕 集英社

63 111503843 953 /ｳｪ / 十五少年漂流記 ジュール　ベルヌ∥〔著〕 集英社

64 111503785 953 /ﾃｭ / 巌窟王 アレクサンドル　デュマ∥〔著〕 集英社

65 111503835 953 /ﾕｺ / ああ無情 ビクトル　ユゴー∥〔著〕 集英社

66 111503868 953 /ﾙﾌ / 怪盗ルパン モーリス　ルブラン∥〔著〕 集英社

67 111503728 963 /ｾﾙ / ドン・キホーテ ミゲール　デ　セルバンテス∥〔著〕 集英社

68 111503801 983 /ﾊｼ / 石の花 パーベル　ペトロービッチ　バジョーフ∥〔著〕 集英社
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69 111503876 C /ﾜｶ / ねこのでしになったとら 津田　真一∥脚本 童心社

70 111503413 E /ﾓﾘ / もりの１００かいだてのいえ いわい　としお∥〔作〕 偕成社

71 111503371 E /ｱｶ / あかるいほうへあかるいほうへ 金子　みすゞ∥童謡 ＪＵＬＡ出版局

72 111503397 E /ｵﾆ / おにたくんのおにぎり はしもと　えつよ∥作　絵 ひさかたチャイルド

73 111503439 E /ｼｱ / しあわせぎゅ～っ！ ジーン　リーディ∥文 岩崎書店

74 111503652 E /ｽﾐ / すみれ島 今西　祐行∥文 偕成社

75 111503405 E /ｾｶ / せかいでいちばんのばしょ ペトル　ホラチェック∥さく ＢＬ出版

76 111503389 E /ﾁｷ / ちきゅうのための１じかん ナネット　ヘファーナン∥さく 評論社

77 111503124 E /ﾖﾝ / ４・５・６さいのなぜなにＳＤＧｓ 汐見　稔幸∥監修 世界文化ワンダークリエイト

78 111503231 ｱ E /ｵｼ / おしくら・まんじゅう かがくい　ひろし∥さく ブロンズ新社

79 111503421 ｱ E /ｵﾒ /3 おめんです ３ いしかわ　こうじ∥作　絵 偕成社
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