2022.6.11
新着資料一覧表

【児童】

No. 資料コード 背ラベル 資料名
★ちしき★

著者名

出版社

1 111516977 289 /ｲｼ / 「オードリー・タン」の誕生

石崎 洋司∥著

講談社

2 111516654 443 /ﾅｶ / 星座と神話大じてん

永田 美絵∥著

成美堂出版

3 111516969 459 /ｽﾜ / 宝石のひみつ図鑑

諏訪 久子∥著

世界文化社

4 111516951 486 /ﾔﾅ / 空想科学昆虫図鑑

柳田 理科雄∥著 西東社

5 111516662 491 /ｳｯ / 寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ

ヴィッキー ウッドゲート∥文と絵

創元社

6 111516753 645 /ｵｵ / 名犬チロリ

大木 トオル∥著

岩崎書店

7 111516761 645 /ｵｵ / １００グラムのいのち

太田 京子∥著

岩崎書店

8 111516985 694 / /

佐々木 成三∥監修 主婦と生活社

マンガでわかる！小学生のためのスマホ・ＳＮＳ防犯ガイド

9 111516944 754 /ﾔﾏ / 頭がよくなる！ちょいムズおりがみ
★よみもの★

山田 勝久∥著

西東社

10 111516936 913 /ｱｻ / リメイク！

あさだ りん∥作

フレーベル館

11 111516928 913 /ｸﾄ / とりかえっこちびぞう

工藤 直子∥作

学研プラス

12 111516910 913 /ﾃﾙ / 海ヤカラ

照屋 年之∥作

ポプラ社

13 111516688 913 /ﾌｸ / たぶんみんなは知らないこと

福田 隆浩∥著

講談社

14 111516670 913 /ﾑﾗ / あそび室の日曜日

村上 しいこ∥作

講談社

アビー ロングスタッフ∥作

ほるぷ出版

15 111516902 933 /ﾛﾝ /1 ひみつの地下図書館
★がいこくごとしょ★

１

16 111517017 E /TA / Ｔｈｅ ｔａｌｅ ｏｆ ｌｉｔｔｌｅ ｐｉｇ Ｒｏｂｉｎｓｏｎ

ｂｙ Ｂｅａｔｒｉｘ Ｐｏｔｔｅｒ Ｆ． Ｗａｒｎｅ

17 111517025 E /TA / Ｔｈｅ ｔａｌｅ ｏｆ Ｍｒ． Ｔｏｄ
★えほん★

ｂｙ Ｂｅａｔｒｉｘ Ｐｏｔｔｅｒ Ｆ． Ｗａｒｎｅ

18 111516845 E /ｱﾙ / あるあさ、ぼくは…

マリー ホール エッツ∥さく

好学社

19 111516837 E /ｵｵ / おおきなかぶ

三木 卓∥文

講談社

20 111516803 E /ｵﾄ /

ジェシカ サンダーズ∥文

すばる舎

男の子は強くなきゃだめ？

21 111516746 E /ｻｲ /1 西遊記

１

〔呉 承恩∥原作〕 偕成社

22 111516738 E /ｻｲ /2 西遊記

２

〔呉 承恩∥原作〕 偕成社

23 111516720 E /ｻｲ /3 西遊記

３

〔呉 承恩∥原作〕 偕成社

24 111516258 E /ｾｶ / 世界の市場

マリヤ バーハレワ∥文 河出書房新社

25 111516704 E /ｿﾘ /

そりあそび

さとう わきこ∥さく え 福音館書店

26 111516795 E /ﾄｳ /

とうちゃんはりょうりにん

はしもと えつよ∥作絵 ニコモ

27 111516787 E /ﾊﾔ / 「はやく」と「ゆっくり」

張 輝誠∥文

光村教育図書

28 111516878 E /ﾊﾙ / はるとスミレ

ｅｔｏ∥〔作〕

偕成社

29 111516712 E /ﾌｼ /

安野 光雅∥さく

福音館書店

ふしぎなえ

30 111516829 E /ﾎｸ / ぼくらのサブウェイ・ベイビー

ピーター マキューリオ∥作 サウザンブックス社

31 111516993 E /ﾏｱ / まあちゃんのながいかみ

たかどの ほうこ∥さく 福音館書店
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32 111517009 E /ﾏｱ / まあちゃんのまほう

たかどの ほうこ∥さく 福音館書店

33 111516894 E /ﾐﾗ /

ジョン ヘア∥作

あすなろ書房

34 111516852 E /ﾔｾ / やせいのママ

フィリップ バンティング∥作

化学同人

35 111516860 E /ﾔｾ / やせいのパパ
★あかちゃんえほん★

フィリップ バンティング∥作

化学同人

36 111516811 ｱ E /ﾁｮ / ちょっちょっちょきーん

たあ先生∥作

サニーサイド

37 111516696 ｱ E /ﾋﾝ / ピンポーン！つぎとまります

五味 ヒロミ∥ぶん 交通新聞社

みらいのえんそく
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出版社

