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No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111508982 019 / /1 みんなで図書館活動この本、おすすめします！ １ 『この本、おすすめします！』編集委員会∥編著 汐文社

2 111508974 159 / / もっと生きかたルールブック 齋藤　孝∥監修 日本図書センター

3 111509220 289 /ﾑﾗ / 伝記ヘレン・ケラー 村岡　花子∥著 偕成社

4 111508966 330 / /1 池上彰と学ぶ「お金」と「社会」の学校 １ 池上　彰∥監修 学研プラス

5 111508941 330 / /1 お金ＲＰＧ １巻 あんびる　えつこ∥監修 学研プラス

6 111508933 330 / /2 お金ＲＰＧ ２巻 あんびる　えつこ∥監修 学研プラス

7 111508958 330 / /2 池上彰と学ぶ「お金」と「社会」の学校 ２ 池上　彰∥監修 学研プラス

8 111508925 333 / / 親子で学ぶＳＤＧｓ 笹谷　秀光∥監修 日本文芸社

9 111508917 367 / / １０歳からのカラダ・性・ココロのいろいろブック 性とココロのいろいろ編 アクロストン∥著 ほるぷ出版

10 111508511 372 /ｲﾉ / 未来のハッピースクール計画！ 井上　林子∥作 講談社

11 111509295 388 /ﾆｼ /1 ことわざものがたり １年生 西本　鶏介∥編著 偕成社

12 111508909 407 / /4 わくわく自由研究 ５年生 辻　健∥監修 国土社

13 111509246 443 /ﾉｼ / 星と伝説 野尻　抱影∥著 偕成社

14 111509253 488 /ﾀｹ / 家族になったスズメのチュン 竹田津　実∥著 偕成社

15 111508578 489 /ﾀｹ / 子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津　実∥著 偕成社

16 111508461 517 /ｻｸ /3 調べてわかる！日本の川 ３ 佐久間　博∥編著 汐文社

17 111508891 518 / /1 なぜ？から調べる水のじゅんかん １ 太田　猛彦∥監修 学研プラス

18 111508883 518 / /2 なぜ？から調べる水のじゅんかん ２ 太田　猛彦∥監修 学研プラス

19 111508479 518 /ｸﾚ / リサイクル・プラネット アンナ　クレイボーン∥作 評論社

20 111508875 596 / /2 季節のスイーツ 夏 荻田　尚子∥監修 ほるぷ出版

21 111508867 596 / /3 季節のスイーツ 秋 荻田　尚子∥監修 ほるぷ出版

22 111508859 596 / /4 季節のスイーツ 冬 荻田　尚子∥監修 ほるぷ出版

23 111508842 611 / /1 食品ロス「もったいない」をみんなで考える １ あかね書房

24 111508834 653 /ｽｸ / ふしぎの森のふしぎ ヤン　パウル　スクッテン∥文 化学同人

25 111508826 721 / / 伊藤若冲 山下　裕二∥監修 ほるぷ出版

26 111508800 721 / / 俵屋宗達 山下　裕二∥監修 ほるぷ出版

27 111508792 721 / / 歌川広重 山下　裕二∥監修 ほるぷ出版

28 111508818 721 / / 尾形光琳 山下　裕二∥監修 ほるぷ出版

29 111509238 908 / /2 ラング世界童話全集 ２ アンドリュー　ラング∥編著 偕成社

30 111509287 908 / /3 おばけ・ゆうれい話 ３年生 西本　鶏介∥編著 偕成社

31 111508594 913 /ｱﾜ / 遠い野ばらの村 安房　直子∥作 偕成社

32 111509261 913 /ｱﾜ / 白いおうむの森 安房　直子∥著 偕成社

33 111508586 913 /ｱﾜ / 風と木の歌 安房　直子∥著 偕成社
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34 111508784 913 /ｵｵ /2 家守神 ２ おおぎやなぎ　ちか∥作 フレーベル館

35 111508776 913 /ｶﾝ / さかさまがっこう 苅田　澄子∥作 文溪堂

36 111509105 913 /ﾊﾗ / なかなおりしようよ！ 原　京子∥さく ポプラ社

37 111509113 913 /ﾊﾗ / こわがりおばけ 原　京子∥さく ポプラ社

38 111509121 913 /ﾊﾗ / うみへいこうよ！ 原　京子∥さく ポプラ社

39 111508503 913 /ﾋﾛ / ふしぎな図書館と魔王グライモン 廣嶋　玲子∥作 講談社

40 111508768 913 /ﾋﾛ /1 妖怪の子、育てます １ 廣嶋　玲子∥作 東京創元社

41 111509212 913 /ﾌｶ / ＩＱ探偵ムー　そして、彼女はやってきた。 深沢　美潮∥作 ポプラ社

42 111508537 913 /ﾑﾗ / げたばこかいぎ 村上　しいこ∥作 ＰＨＰ研究所

43 111508750 913 /ﾔｽ / ほじょりん工場のすまこちゃん 安井　寿磨子∥さく 福音館書店

44 111508636 913 /ﾜﾀ / しゅっぱつしんこう 渡辺　茂男∥作 あかね書房

45 102021797 916 /ﾌｼ / 流れる星は生きている 藤原　てい∥著 偕成社

46 111508644 933 /ﾊﾝ / ちびくろ・さんぼ ヘレン　バンナーマン∥文 瑞雲舎

46 111508743 933 /ﾒｷ /2 ベサニーと屋根裏の秘密 ２ ジャック　メギット　フィリップス∥著 静山社

47 111508669 933 /ﾛﾍ / ふたりはしんゆう アーノルド　ローベル∥作 文化学園文化出版局

48 102023413 953 /ﾏﾛ / ロマン・カルブリス物語 エクトール　マロ∥作 偕成社

49 102023462 953 /ﾙﾌ / 奇岩城 モーリス＝ルブラン∥作 偕成社

50 102023447 953 /ﾙﾌ / カリオストロの復讐 モーリス　ルブラン∥作 偕成社

51 102023454 953 /ﾙﾌ / カリオストロ伯爵夫人 モーリス　ルブラン∥作 偕成社

52 102023439 953 /ﾙﾌ / ８１３ モーリス　ルブラン∥作 偕成社

53 102023421 953 /ﾙﾌ /2 ８１３ 続 モーリス　ルブラン∥作 偕成社

54 111509071 993 /ﾏｹ / フーさん ハンヌ　マケラ∥作 国書刊行会

55 111509055 993 /ﾏｹ / フーさん引っ越しをする ハンヌ　マケラ∥作 国書刊行会

56 111509063 993 /ﾏｹ / フーさんにお隣さんがやってきた ハンヌ　マケラ∥作 国書刊行会

57 111508727 E /ｱﾌ / あぶないときはいやです、だめです、いきません 清永　奈穂∥文 岩崎書店

58 111508628 E /ｱﾗ / あらかわ・すみだがわ 村松　昭∥さく 偕成社

59 111508693 E /ｲｯ / いっこでもにくまん ふじもと　のりこ∥作 世界文化ワンダークリエイト

60 111509022 E /ｵﾍ / おへそに　きいてごらん 七尾　純∥さく あかね書房

61 111508677 E /ｶｸ / かくれんぼべんとう 井上　よう子∥作 ひさかたチャイルド

62 111509154 E /ｷｵ / 木をかこう ブルーノ　ムナーリ∥作 至光社

63 111508719 E /ｷｮ / きょうはおうちでいちごがり 新井　悦子∥さく 岩崎書店

64 111508735 E /ｺｸ / こぐまのともだちはどこ？ ペトル　ホラチェック∥作 あすなろ書房

65 111509030 E /ｺﾛ / ごろりんごろんころろろろ 香山　美子∥作 ひさかたチャイルド

66 111509089 E /ｼｮ / しょうぼうねこ エスター　アベリル∥作 文化出版局

67 111509279 E /ｾｯ / ぜったいにおしちゃダメ？ ビル　コッター∥さく サンクチュアリ出版
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68 111508529 E /ｿﾗ / そらいっぱいのこいのぼり 羽尻　利門∥作 世界文化ワンダークリエイト

69 111509097 E /ﾁｲ / ちいさなふるいじどうしゃ マリー　ホール　エッツ∥作 富山房

70 111509006 E /ﾁﾜ / ちはたからもの 小林　まさこ∥さく あかね書房

71 111508990 E /ﾅﾐ / なみだくんありがとう 小林　まさこ∥さく あかね書房

72 111508552 E /ﾆｯ / ニッキーとヴィエラ ピーター　シス∥作 ＢＬ出版

73 111508487 E /ﾇｲ / ぬいぐるみきゅうじょたい ティエリー　ロブレヒト∥文 岩崎書店

74 111509303 E /ﾉｱ / ノアのはこ船 ピーター　スピアー∥え 評論社

75 111508495 E /ﾊﾔ / はやくしなさい！ 中川　ひろたか∥文 金の星社

76 111508701 E /ﾊﾙ / はるがきた ジーン　ジオン∥文 主婦の友社

77 111508560 E /ﾊﾙ / はるのにわで 澤口　たまみ∥文 福音館書店

78 111509139 E /ﾌﾀ / ふたり 瀬川　康男∥さく 富山房

79 111508685 E /ﾌﾙ / ブルタちゃんのコロッケ　グー！ ケロポンズ∥作 世界文化ワンダークリエイト

80 111508545 E /ﾎｸ / ぼくのねこ 鈴木　のりたけ∥作　絵 ＰＨＰ研究所

81 111509147 E /ﾏｺ / まこちゃんのおたんじょうび にしまき　かやこ∥えとぶん こぐま社

82 111509014 E /ﾑｼ / むしばくん　だいすき？ 七尾　純∥さく あかね書房

83 111508651 E /ﾗﾒ / ラーメンのおうさま 山本　祐司∥さく ほるぷ出版

84 111508610 ｱ E /ﾅﾆ / なにのこどもかな やぶうち　まさゆき∥〔作〕 福音館書店

85 111509048 ｱ E /ﾋﾀ / ぴたっ！ よねづ　ゆうすけ∥作 講談社
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