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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

1 111519815 210 / / 鎌倉時代からの挑戦状！
2 111519989 407 / /2

一式 まさと∥マンガ 朝日新聞出版

こどもくらぶ∥編

同友館

3 111519971 407 /ﾊﾌ / きみもできるか！？天才科学者からの挑戦状

マイク バーフィールド∥作 絵

ポプラ社

4 111519732 451 / / かみなり

妹尾 堅一郎∥監修 ポプラ社

5 111519690 480 / / びっくり！動物園のおしごと大図鑑

ＤＫ社∥編

河出書房新社

6 111519708 482 /ｻﾜ / サバンナで野生動物を守る

沢田 俊子∥著

講談社

7 111519666 488 /ｽｽ / 鳥は恐竜だった

鈴木 まもる∥作 絵 アリス館

8 111519674 488 /ﾄｽ / お山のライチョウ

戸塚 学∥写真 文 偕成社

9 111519716 489 /ﾕｳ / 草はらをのぞいてみればカヤネズミ

ゆうき えつこ∥文

小学館

10 111519963 498 /ﾎﾘ / みんなはどう思う？感染症

堀川 晃菜∥著

くもん出版

11 111519724 750 /ﾃﾗ / どの本よりわかりやすい！おもしろしかけの貯金箱

寺西 恵里子∥〔著〕 ブティック社

12 111519955 754 /ｼﾝ / おりがみ大図鑑

新宮 文明∥著

日本文芸社

侘美 秀俊∥著

シンコーミュージック・エンタテイメント

石崎 洋司∥作

岩崎書店

13 111519948 761 /ﾀｸ /
★よみもの★
14 111519930

913 /ｲｼ /2-1

理系の職場

出版社

２

楽しくわかる！小学生のための楽譜の読み方＆リズムのきほん

ひみつのおばけ一家

２－１

15 111519922 913 /ｳｻ / はれ晴れ池をさがして

宇佐美 牧子∥作 ポプラ社

16 111519757 913 /ｵﾅ / ワニのガルド

おーなり 由子∥作 絵

偕成社

17 111519914 913 /ｶﾄ / イカにんじゅつ道場

香桃 もこ∥作

福音館書店

18 111519781 913 /ｻﾄ / トーキングドラム

佐藤 まどか∥著

ＰＨＰ研究所

19 111519906 913 /ｼﾛ / ばーちゃる

次良丸 忍∥作

金の星社

20 111519807 913 /ﾀｶ / みどりの森のなかまたち

たかどの ほうこ∥作 理論社

21 111519740 913 /ﾌｸ / ドリトル先生ガラパゴスを救う

福岡 伸一∥著

22 111520052 933 /ｱﾄ / ねずみのラットのやっかいなしっぽ

アリスン アトリー∥さく 童話館出版

23 111520045 933 /ｱﾄ / ふくろう博士のあたらしい家

アリスン アトリー∥さく 童話館出版

24 111519898

933 /ﾏｽ /2

タイム・ジャンパーズ

２

25 111520128 933 /ﾑｱ / おかあさんはおでかけ
★えほん★

朝日新聞出版

ウェンディ マス∥作 文響社
ムーア∥さく

偕成社

26 111520078 E /ｱｶ / あか毛のバンタム

ルイーズ ファティオ∥ぶん

童話館出版

27 111519765 E /ｵｳ / 王さまのおうごんのひげ

クラース フェルプランケ∥作

化学同人

28 111519823 E /ｵﾖ / およいでいえにかえりたい

おかもと かなこ∥作 絵

ＰＨＰ研究所

29 111519773 E /ｶｷ / かきごおり

石津 ちひろ∥作

講談社

30 111519872 E /ｶｷ / かきごおりおまちどおさま

ふくだ じゅんこ∥作 ＷＡＶＥ出版

31 111519880 E /ｷｮ / きょうはおうちでなつまつり

新井 悦子∥さく

32 111519682 E /ｺｳ / こうもり

アヤ井 アキコ∥作 偕成社
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33 111519856 E /ｼﾌ / 「じぶん」のはなし

ようろう たけし∥さく 講談社

34 111520086 E /ｼｬ / ジャスミン

ロジャー デュボアザン∥作 絵

35 111519997 E /ｼﾗ / 白雪姫

ジョゼフィーン プール∥文 ブックローン出版

36 111519849 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

37 111520003 E /ﾀﾏ / たまご

ガブリエル バンサン∥作

ＢＬ出版

38 111520094 E /ﾄｳ / とうさんねこのすてきなひみつ

メアリー チャルマーズ∥ぶん え

童話館出版

39 111520037 E /ﾄﾃ / とてもすてきなわたしの学校

ドクター スース∥文 童話館出版

40 111520110 E /ﾆﾜ / にわのわに

多田 ヒロシ∥著

41 111519799 E /ﾈｽ / ねずみくんはカメラマン

なかえ よしを∥作 ポプラ社

42 111520029 E /ﾉﾃ / のでのでので

五味 太郎∥作

43 111519831 E /ﾊﾅ / バナナくん

さとう めぐみ∥作 絵 ＰＨＰ研究所

44 111520060 E /ﾊﾒ / ハーメルンの笛ふき男

ロバート ブラウニング∥作

45 111519864 E /ﾓﾘ / もりの１００かいだてのいえ

いわい としお∥〔作〕 偕成社

46 111520011 E /ﾘｻ / リーサの庭の花まつり

エルサ ベスコフ∥さく え

童話館出版

47 111520102 E /ﾜﾆ / わにがわになる

多田 ヒロシ∥著

こぐま社
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出版社

童話館出版

こぐま社

絵本館

童話館出版

