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No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111521621  031 /ﾅｶ /5 学校なぞなぞ ５ ながた　みかこ∥文 汐文社

2 111521605  033 /ﾋｭ / 大きな写真で楽しむはじめてのわくわく図鑑 世界の鳥編 キャサリン　Ｄ．ヒューズ∥著 エムディエヌコーポレーション

3 111521217  210 /ｻｼ / 「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと 指田　和∥著 ポプラ社

4 111521191  296 /ﾌﾗ / アマゾン川 サングマ　フランシス∥文 徳間書店

5 111521597  367 / /2 みんなで知りたいＬＧＢＴＱ＋ ２ 電通ダイバーシティ　ラボ∥企画 文研出版

6 111521589  367 /ｼﾓ / 女子サッカー選手です。そして、彼女がいます 下山田　志帆∥〔著〕 偕成社

7 111521571  407 /ｼｭ / わくわく科学実験図鑑 工作編 クリスティーナ　ハーカート　シュール∥〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン

8 111521563  480 /ｲﾏ / いきものとくらすための７つの約束 今泉　忠明∥作 講談社

9 111521555  482 /ﾋﾗ / 見たことのないものをつかまえたい！世界の変な生き物探訪記 平坂　寛∥〔著〕 偕成社

10 111521548  494 /ｴﾝ / だれよりも速く走る義足の研究 遠藤　謙∥〔著〕 偕成社

11 111521365  726 /ﾅﾊ / こびと大図鑑 なばた　としたか∥さく ロクリン社

12 111521530  913 /ｴﾝ / 風さわぐ北のまちから 遠藤　みえ子∥著 佼成出版社

13 111521522  913 /ｸﾄ /5 リトル☆バレリーナ ５ 工藤　純子∥作 学研プラス

14 111521266  913 /ｺﾏ / ノレノレかるた こまつ　あやこ∥著 毎日新聞出版

15 111521514  913 /ｻﾜ / じいちゃんの山小屋 佐和　みずえ∥作 小峰書店

16 111521506  913 /ﾀﾃ / 金曜日のヤマアラシ 蓼内　明子∥著 アリス館

17 111521233  913 /ﾊﾏ / 空と大地に出会う夏 濱野　京子∥作 くもん出版

18 111521498  913 /ﾏﾉ / へそ茶の自由研究 万乃華　れん∥作 佼成出版社

19 111521258  933 /ｶﾄ / 海のこびととひみつの島 サリー　ガードナー∥作 ポプラ社

20 111521480  933 /ｸﾘ / 名探偵ポアロ　アクロイド殺し アガサ　クリスティー∥著 早川書房

21 111521613  933 /ｽﾄ / ポリーとはらぺこオオカミ キャサリン　ストー∥作 岩波書店

22 111610127  933 /ﾊｲ / 銀のうでのオットー ハワード＝パイル∥作 童話館出版

23 111521241  933 /ﾚﾅ /2 列車探偵ハル ２ Ｍ．Ｇ．レナード∥著 早川書房

24 111521472  933 /ﾛﾝ /2 ひみつの地下図書館 ２ アビー　ロングスタッフ∥作 ほるぷ出版

25 111521274  E /ｱｶ / 赤りすナトキンのおはなし ビアトリクス　ポター∥作　絵 早川書房

26 111521464  E /ｳﾏ / うまれてくるよ海のなか 高久　至∥しゃしん アリス館

27 111521381  E /ｴﾎ / 絵本で知ろう二十四節気　春 ふじもと　みさと∥文 文研出版

28 111521183  E /ｷｭ / 給食室のいちにち 大塚　菜生∥文 少年写真新聞社

29 111521415  E /ｷｮ / 恐竜トリケラトプスとウミトカゲ 黒川　みつひろ∥作　絵 小峰書店

30 111521282  E /ｸﾛ / グロスターの仕たて屋 ビアトリクス　ポター∥作　絵 早川書房

31 111521456  E /ﾁｲ / ちいさなハチドリのちいさないってき ウノサワ　ケイスケ∥え イマジネイション・プラス

32 111521423  E /ﾄﾝ / どんぐりポーとどんぐりプー 藤本　ともひこ∥作 講談社

新着資料一覧表　【児童】
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33 111521290  E /ﾆﾋ / ２ひきのわるいねずみのおはなし ビアトリクス　ポター∥作　絵 早川書房

34 111521639  E /ﾊﾊ / ババールとサンタクロース ジャン　ド　ブリュノフ∥さく 評論社

35 111521332  E /ﾊﾊ / ババールのしんこんりょこう ジャン　ド　ブリュノフ∥さく 評論社

36 111521407  E /ﾊﾊ / パパかいぞくのこもりうた アントン　ロマーエフ∥作 成山堂書店

37 111521324  E /ﾊﾊ / ババールのひっこし ロラン　ド　ブリュノフ∥さく 評論社

38 111521340  E /ﾊﾊ / ババールとグリファトンきょうじゅ ロラン　ド　ブリュノフ∥さく 評論社

39 111521357  E /ﾊﾊ / ババールといたずらアルチュール ロラン　ド　ブリュノフ∥さく 評論社

40 111521647  E /ﾊﾊ / ババールのこどもたち ジャン　ド　ブリュノフ∥さく 評論社

41 111521209  E /ﾋｶ / ひがたはたからばこ よしの　ゆうすけ∥写真　文 徳間書店

42 111521308  E /ﾋﾀ / ピーターラビットのおはなし ビアトリクス　ポター∥作　絵 早川書房

43 111521316  E /ﾍﾝ / ベンジャミン・バニーのおはなし ビアトリクス　ポター∥作　絵 早川書房

44 111521431  E /ﾎｸ / ぼくはひこうき はっとり　ひろき∥作 講談社

45 111521225  E /ﾒｵ / めをさませ 五味　太郎∥作 絵本館

46 111521399  E /ﾖｳ / ようかいのもり　たぬきクリニック 長谷川　あかり∥さく 大日本図書

47 111521449  E /ﾖｸ / よくみると… もっと！ ｓｈｉｍｉｚｕ∥作　絵 学研プラス

48 111521373  E /ﾜﾀ / わたしのぼうし 佐野　洋子∥作　絵 ポプラ社
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