
2022.5.21  作成

No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

★ちしき★

1 111514253 210 / /1 江戸時代大百科 １ 小酒井　大悟∥監修 ポプラ社

2 111514261 210 / /2 江戸時代大百科 ２ 小酒井　大悟∥監修 ポプラ社

3 111514279 210 / /3 江戸時代大百科 ３ 小酒井　大悟∥監修 ポプラ社

4 111514287 210 / /4 江戸時代大百科 ４ 小酒井　大悟∥監修 ポプラ社

5 111514295 210 / /5 江戸時代大百科 ５ 小酒井　大悟∥監修 ポプラ社

6 111514303 210 / /6 江戸時代大百科 ６ 小酒井　大悟∥監修 ポプラ社

7 111514147 289 /ｼﾊ / 福沢諭吉 芝田　勝茂∥文 あかね書房

8 111513727 290 / / 小学生のための世界地図帳 学習地理研究会∥著 メイツユニバーサルコンテンツ

9 111513719 316 /ｾｷ /3 止めたい！人種差別 ３ 関橋　眞理∥編著 汐文社

10 111514204 318 / /1 はっけんいっぱい！まちのしせつ １ 田村　学∥監修 ポプラ社

11 111514212 318 / /2 はっけんいっぱい！まちのしせつ ２ 田村　学∥監修 ポプラ社

12 111514220 318 / /3 はっけんいっぱい！まちのしせつ ３ 田村　学∥監修 ポプラ社

13 111514238 318 / /4 はっけんいっぱい！まちのしせつ ４ 田村　学∥監修 ポプラ社

14 111514246 318 / /5 はっけんいっぱい！まちのしせつ ５ 田村　学∥監修 ポプラ社

15 111512927 367 同意って何だろう？自分のきもちと相手のきもち 田代　美江子∥監修 金の星社

16 111513842 369 / /1 これからの防災 １ 近藤　誠司∥監修 ポプラ社

17 111513859 369 / /2 これからの防災 ２ 近藤　誠司∥監修 ポプラ社

18 111513867 369 / /3 これからの防災 ３ 近藤　誠司∥監修 ポプラ社

19 111513875 369 / /4 これからの防災 ４ 近藤　誠司∥監修 ポプラ社

20 111513271 375 / / 調べるって、おもしろい！！ 図書館振興財団∥監修 岩崎書店

21 111513735 378 / /1 知ろう！あそぼう！楽しもう！はじめての手話 １ 大杉　豊∥監修 ポプラ社

22 111513743 378 / /2 知ろう！あそぼう！楽しもう！はじめての手話 ２ 大杉　豊∥監修 ポプラ社

23 111513750 378 / /3 知ろう！あそぼう！楽しもう！はじめての手話 ３ 大杉　豊∥監修 ポプラ社

24 111513768 378 / /4 知ろう！あそぼう！楽しもう！はじめての手話 ４ 大杉　豊∥監修 ポプラ社

25 111513776 378 / /5 知ろう！あそぼう！楽しもう！はじめての手話 ５ 大杉　豊∥監修 ポプラ社

26 111513701 407 / /1 理系の職場 １ こどもくらぶ∥編 同友館

27 111513784 451 / /1 気象予報士と学ぼう！天気のきほんがわかる本 １ 武田　康男∥監修 ポプラ社

28 111513792 451 / /2 気象予報士と学ぼう！天気のきほんがわかる本 ２ 武田　康男∥監修 ポプラ社

29 111513800 451 / /3 気象予報士と学ぼう！天気のきほんがわかる本 ３ 武田　康男∥監修 ポプラ社

30 111513818 451 / /4 気象予報士と学ぼう！天気のきほんがわかる本 ４ 武田　康男∥監修 ポプラ社

31 111513826 451 / /5 気象予報士と学ぼう！天気のきほんがわかる本 ５ 武田　康男∥監修 ポプラ社

32 111513834 451 / /6 気象予報士と学ぼう！天気のきほんがわかる本 ６ 武田　康男∥監修 ポプラ社

33 111513305 454 / / みんなが知りたい！「日本の山」のすべて 「日本の山のすべて」編集室∥著 メイツユニバーサルコンテンツ

34 111513313 468 / / みんなが知りたい！プランクトンのふしぎ 「プランクトンのふしぎ」編集室∥著 メイツユニバーサルコンテンツ

35 111513909 480 /ﾇﾏ / ぬまがさワタリのゆかいないきもの超図鑑 ぬまがさ　ワタリ∥著 西東社

36 111514139 556 /ﾊﾝ / 戦争と平和の船、ナッチャン 半田　滋∥著 講談社

37 111513297 596 /ﾖｼ / はじめての子どもパン教室 吉永　麻衣子∥著 主婦の友社

38 111514113 780 /ﾎｼ / 自分らしさをつらぬく 星野　恭子∥執筆 あかね書房

39 111514121 780 /ﾎｼ / 明日への勇気 星野　恭子∥執筆 あかね書房

40 111514154 814 / /1 めざせ！ことば名人使い方９０連発！ １ 森山　卓郎∥監修 ポプラ社

41 111514162 814 / /2 めざせ！ことば名人使い方９０連発！ ２ 森山　卓郎∥監修 ポプラ社

42 111514170 814 / /3 めざせ！ことば名人使い方９０連発！ ３ 森山　卓郎∥監修 ポプラ社

43 111514188 814 / /4 めざせ！ことば名人使い方９０連発！ ４ 森山　卓郎∥監修 ポプラ社

44 111514196 814 / /5 めざせ！ことば名人使い方９０連発！ ５ 森山　卓郎∥監修 ポプラ社

新着資料一覧表　【児童】
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★よみもの★

45 111513388 913 /ｵｶ / ぼくのお姉さん 丘　修三∥作 偕成社

46 111513321 913 /ｵｶ / ないしょの五日間 岡田　淳∥作 偕成社

47 111513545 913 /ｵｶ / 雨やどりはすべり台の下で 岡田　淳∥著 偕成社

48 111513446 913 /ｵｶ / 二分間の冒険 岡田　淳∥著 偕成社

49 111513602 913 /ｶﾄ /1 魔女の宅急便 〔その１〕 角野　栄子∥作 福音館書店

50 111513594 913 /ｶﾄ /2 魔女の宅急便 その２ 角野　栄子∥作 福音館書店

51 111513586 913 /ｶﾄ /3 魔女の宅急便 その３ 角野　栄子∥作 福音館書店

52 111513578 913 /ｶﾄ /4 魔女の宅急便 その４ 角野　栄子∥作 福音館書店

53 111513560 913 /ｶﾄ /5 魔女の宅急便 その５ 角野　栄子∥作 福音館書店

54 111513552 913 /ｶﾄ /6 魔女の宅急便 その６ 角野　栄子∥作 福音館書店

55 111513354 913 /ｶﾝ / りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんの　ゆうこ∥作 講談社

56 111514105 913 /ｻﾜ / コカチン 佐和　みずえ∥作 静山社

57 111513396 913 /ﾀｻ / 走れメロス 太宰　治∥作 偕成社

58 111514097 913 /ﾀﾅ /4 落語少年サダキチ よん 田中　啓文∥作 福音館書店

59 111513487 913 /ﾅｶ / クワガタクワジ物語 中島　みち∥著 偕成社

60 111513610 913 /ﾊﾔ /3 かなしきデブ猫ちゃん 〔３〕 早見　和真∥文 愛媛新聞社

61 111514089 913 /ﾐﾀ /5 ふしぎ町のふしぎレストラン ５ 三田村　信行∥作 あかね書房

62 111513479 913 /ﾐﾔ / 先生のつうしんぼ 宮川　ひろ∥著 偕成社

63 111513461 913 /ﾑｸ / 大造じいさんとガン 椋　鳩十∥著 偕成社

64 111514352 913 /ﾓﾘ / きいろいばけつ もりやま　みやこ∥作 あかね書房

65 111513453 933 /ｽﾃ / 宝島 ロバート　ルイス　スティーブンソン∥作 偕成社

66 111513529 943 /ﾌﾛ / 大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる オトフリート＝プロイスラー∥作 偕成社

67 111513537 943 /ﾌﾛ / 大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート＝プロイスラー∥作 偕成社

68 111513511 943 /ﾌﾛ / 大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわる オトフリート＝プロイスラー∥作 偕成社

69 111513503 943 /ﾌﾛ /1 クラバート 上 プロイスラー∥作 偕成社

70 111513495 943 /ﾌﾛ /2 クラバート 下 プロイスラー∥作 偕成社

71 111513438 949 /ﾗｹ /1 ニルスのふしぎな旅 １ ラーゲルレーヴ∥作 偕成社

72 111513420 949 /ﾗｹ /2 ニルスのふしぎな旅 ２ ラーゲルレーヴ∥作 偕成社

73 111513412 949 /ﾗｹ /3 ニルスのふしぎな旅 ３ ラーゲルレーヴ∥作 偕成社

74 111513404 949 /ﾗｹ /4 ニルスのふしぎな旅 ４ ラーゲルレーヴ∥作 偕成社

★えほん★

75 111513669 E /ｱｶ / あかちゃんがうまれるまで 遠見　才希子∥作 童心社

76 111513982 E /ｱﾘ / アリのかぞく 島田　拓∥ぶん 福音館書店

77 111513933 E /ｱﾝ / アンパンマンとたけとんぼまん やなせ　たかし∥作　絵 フレーベル館

78 111513677 E /ｵｶ / おかねはどこからやってくる？ みうら　こうじ∥文 青春出版社

79 111514055 E /ｵｯ / おっぱい みやにし　たつや∥さく　え 鈴木出版

80 111513651 E /ｵﾄ / おとなになるっていうこと 遠見　才希子∥作 童心社

81 111513990 E /ｵﾊ / おばけのジョージー ロバート　ブライト∥さく　え 福音館書店

82 111514030 E /ｶﾏ / かまきりのちょん 得田　之久∥さく　え 福音館書店

83 111513958 E /ｷﾝ / きんいろのしか ジャラール　アーメド∥案 福音館書店

84 111514337 E /ｸｲ / くいしんぼのもぐら いわき　たかし∥ぶん 童話屋

85 111513974 E /ｸﾘ / クリスマスのうさぎさん ウィル∥さく　え 福音館書店

86 111513289 E /ｺﾁ / こちらムシムシ新聞社 三輪　一雄∥作　絵 偕成社

87 111514071 E /ｺﾈ / こねこのケイティ キャサリン　ジャクソン∥さく 好学社
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★えほん★

88 111514048 E /ｼｯ / １０ぴきのおばけとすすおばけ にしかわ　おさむ∥作　絵 ひかりのくに

89 111513362 E /ｽｽ / すずばあちゃんのおくりもの 最上　一平∥文 新日本出版社

90 111513347 E /ｾｶ / せかいのくにでいただきます！ 野村　たかあき∥作　絵 講談社

91 111513339 E /ﾀ / た 田島　征三∥作 佼成出版社

92 111514022 E /ﾁｲ / ちいさなたいこ 松岡　享子∥さく 福音館書店

93 111513370 E /ﾅｷ / なきむしせいとく たじま　ゆきひこ∥作 童心社

94 111513891 E /ﾊｳ / ハウルの動く城 ダイアナ　ウィン　ジョーンズ∥原作 徳間書店

95 111514006 E /ﾍｿ / へそもち 渡辺　茂男∥さく 福音館書店

96 111513941 E /ﾎｸ / ぼくがおこるとおこること 塚本　やすし∥作　絵 冨山房インターナショナル

97 111513917 E /ﾎﾁ / ポチポチのレストラン 井川　ゆり子∥文　絵 文溪堂

98 111513685 E /ﾎﾝ / ぼんさいじいさま 木葉井　悦子∥作 瑞雲舎

99 111513628 E /ﾏｯ / まって！まって！ 近藤　瞳∥〔作〕 ポプラ社

100 111513925 E /ﾏﾈ / まねっこぴたっ！どうぶつ まつした　さゆり∥ぶん ほるぷ出版

101 111513966 E /ﾏﾏ / ママ、ママ、おなかがいたいよ レミイ　シャーリップ∥ぶん 福音館書店

102 111514311 E /ﾓｸ / もぐらのおくりもの いわき　たかし∥ぶん 童話屋

103 111514329 E /ﾓｸ / もぐらとおおきなきりかぶ いわき　たかし∥ぶん 童話屋

104 111514014 E /ﾖﾙ / よるのびょういん 谷川　俊太郎∥作 福音館書店

105 111514063 E /ﾜﾆ / ワニはどうしてワニっていうの？ 大塚　健太∥作 小学館

106 111513636 ｱ E /ｲｲ / いいいろふうせんや たなか　しん∥著 早川書房

107 111513644 ｱ E /ﾅｲ / ないしょないしょのももんちゃん とよた　かずひこ∥さく　え 童心社

108 111514345 ｱ E /ﾅﾆ / なにかしら 多田　ヒロシ∥さく 文化出版局

109 111513693 ｱ E /ﾊﾝ / パンダのんびりたいそう いりやま　さとし∥作 講談社
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