2022.8.13
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 111521779 002 / / 勉強は役に立つ

オオタ ヤスシ∥マンガ イラスト

旺文社

2 111522025 289 /ﾅｶ / 稲むらの火の男浜口儀兵衛

中島 望∥著

講談社

3 111521761 320 / / 知っておきたい法律

小豆だるま∥マンガ イラスト

旺文社

4 111521738 330 / / １０歳のあなたに伝えたい未来が変わるお金の教科書

八木 陽子∥監修 メディアソフト

5 111522074 375 / /1 実例でわかる！自由研究の選び方＆まとめ方 １・２・３年生

子ども学力向上研究会∥著

メイツユニバーサルコンテンツ

6 111522066 375 / /2 実例でわかる！自由研究の選び方＆まとめ方 ４・５・６年生

子ども学力向上研究会∥著

メイツユニバーサルコンテンツ

7 111522058 407 /ｵｵ / 親子で作れる！摩訶不思議なサイエンススイーツ

太田 さちか∥〔著〕 宝島社

8 111522041 407 /ｶﾜ / 親子で楽しむ！おもしろ科学実験１２か月

川村 康文∥著

メイツユニバーサルコンテンツ

9 111522033 451 /ﾀｹ / だれでもかんたん！天気観察入門ビジュアルＢＯＯＫ

武田 康男∥写真 解説

東京書店

10 111522017 470 /ｶﾜ / バナナの種はどこへいった？

川幡 智佳∥著

実務教育出版

11 111522082 480 / / 危険生物

今泉 忠明∥総監修 学研プラス

12 111522009 480 / / なんでも釣り上げてみる本

上石神井小学校しぜん探検隊∥監修

13 111522108 486 / / 昆虫

丸山 宗利∥総監修 学研プラス

14 111521993 518 /ﾀｷ / すごいゴミのはなし

滝沢 秀一∥文

15 111521654 540 / / 小学生からの電気図鑑

ＴＤＧ電気指導会∥著 オーム社

16 111521985 596 / / じぶんでよめるたべものずかん

成美堂出版編集部∥編著

成美堂出版

17 111521977 667 /ｺｻ / 宇宙食になったサバ缶

小坂 康之∥著

小学館

18 111521969 781 / / はるであそぼう
★よみもの★

成美堂出版

学研プラス

高橋 京子∥監修 国土社

19 111521753 913 / / うしろの正面だあれ

海老名 香葉子∥原作

20 111521746 913 / / お星さまのレール

小林 千登勢∥原作 金の星社

21 111521951 913 /ｺﾊ / お星さまのレール

小林 千登勢∥作 金の星社

22 111521696 913 /ｻｲ / がっこうのおばけずかん

斉藤 洋∥作

講談社

23 111521944 913 /ﾅｶ / ぼくのちぃぱっぱ

長江 優子∥作

ゴブリン書房

24 111522256 913 /ﾆｼ / まく子

西 加奈子∥著

福音館書店

25 111521936 914 /ｴﾋ / うしろの正面だあれ

海老名 香葉子∥著 金の星社

26 111521928 929 /ｳﾝ / ５番レーン

ウン ソホル∥作

27 111522306 933 /ﾀﾙ / 恋のまじない、ヨンサメカ

ロアルド ダール∥作 評論社

28 111521662 933 /ﾀﾝ / いもうとなんかいらない
★がいこくごとしょ★

金の星社

鈴木出版

ロイス ダンカン∥作 岩波書店

29 111522298 933 /LO / Ｔｈｅ ｓｔｏｒｙ ｏｆ Ｄｏｃｔｏｒ Ｄｏｌｉｔｔｌｅ

Ｈｕｇｈ Ｌｏｆｔｉｎｇ

Ｐｕｆｆｉｎ Ｂｏｏｋｓ

30 111522280 933 /MI / Ｔｈｅ ｈｏｕｓｅ ａｔ Ｐｏｏｈ Ｃｏｒｎｅｒ

Ａ．Ａ． Ｍｉｌｎｅ

Ｄｕｔｔｏｎ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’ｓ Ｂｏｏｋｓ

31 111522264 943 /KA / Ｔｈｅ ｆｌｙｉｎｇ ｃｌａｓｓｒｏｏｍ

Ｅｒｉｃｈ Ｋ〓ｓｔｎｅｒ

Ｐｕｓｈｋｉｎ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’ｓ Ｂｏｏｋｓ

32 111522272 943 /KA / Ｅｍｉｌ ａｎｄ ｔｈｅ ｄｅｔｅｃｔｉｖｅｓ

Ｅｒｉｃｈ Ｋ〓ｓｔｎｅｒ

Ｐｕｆｆｉｎ Ｂｏｏｋｓ
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著者名

出版社

33 111522132 E /ｱｵ / あおくんときいろちゃん

レオ レオーニ∥作 至光社

34 111521829 E /ｱｻ / アーサーと金いろのつな

ジョー トッド＝スタントン∥著

35 111521860 E /ｱﾂ / あつめる！はこぶ！せいそうしゃ

片平 直樹∥ぶん 交通新聞社

36 111521787 E /ｱﾉ / あの子はぼくらのスーパースター

フラン ピンタデラ∥文 評論社

37 111522157 E /ｳｻ / うさぎをつくろう

レオ＝レオニ∥作

好学社

38 111522140 E /ｳｻ / うさぎたちのにわ

レオ レオニ∥作

好学社

39 111521670 E /ｳﾁ / うちのおかあちゃん

小手鞠 るい∥作 偕成社

40 111521894 E /ｴﾘ / エリック・カールのえいごがいっぱい どうぶつあつまれ！

エリック カール∥絵 偕成社

41 111521902 E /ｵｵ / おおきくなったら、なんになる？

刀根 里衣∥著

ＮＨＫ出版

42 111522165 E /ｵﾝ / おんがくねずみジェラルディン

レオ＝レオニ∥作

好学社

43 111521720 E /ｷﾗ / きらいだからたべてくれないの？

ＮＨＫ Ｅテレ「ｕ ＆ ｉ」制作班∥編

ほるぷ出版

44 111521795 E /ｸﾘ / クリシュナのつるぎ

秋野 癸巨矢∥文 ＢＬ出版

45 111522215 E /ｺﾈ / コーネリアス

レオ＝レオニ∥作

好学社

46 111522173 E /ｻｶ / さかなはさかな

レオ レオニ∥作

好学社

47 111522223 E /ｼｵ / シオドアとものいうきのこ

レオ＝レオニ∥作

好学社

48 111521704 E /ｼｯ / １０ぴきねこちゃん

エミリー グラヴェット∥作

小学館

49 111522181 E /ｾｶ / せかいいちおおきなうち

レオ レオニ∥作

好学社

たけうち ちひろ∥文 切り絵

出版ワークス

51 111521878 E /ﾁﾛ / チロヌップのにじ

たかはし ひろゆき∥文 絵

金の星社

52 111521886 E /ﾁﾛ / チロヌップの子 さくら

たかはし ひろゆき∥文 絵

金の星社

53 111521852 E /ﾊﾝ / パンパンパンパンパンダパン

ささき みお∥作 絵 国土社

54 111522207 E /ﾋｯ / びっくりたまご

レオ＝レオニ∥作

好学社

55 111522199 E /ﾋﾄ / ひとあしひとあし

レオ レオニ∥作

好学社

56 111521712 E /ﾋﾏ / ひまわりがっきゅうってどんなとこ？

ＮＨＫ Ｅテレ「ｕ ＆ ｉ」制作班∥編

ほるぷ出版

57 111522116 E /ﾌﾚ / フレデリック

レオ レオニ∥作

好学社

58 111522124 E /ﾍﾂ / ペツェッティーノ

レオ レオニ∥作

好学社

59 111522249 E /ﾎｸ / ぼくのだ！わたしのよ！

レオ＝レオニ∥〔作〕 好学社

60 111521811 E /ﾏｼ / マーシーとスフィンクスのなぞ

ジョー トッド＝スタントン∥著

61 111521910 E /ﾐｿ / みそこちゃん

かとう まふみ∥作 あかね書房

62 111522231 E /ﾐﾄ / みどりのしっぽのねずみ

レオ レオニ∥作

好学社

63 111521688 E /ﾘｾ / リゼッテうそをつきにいく

カタリーナ ヴァルクス∥作

クレヨンハウス

有田 奈央∥文

新日本出版社

50 111521845 E /ﾀﾚ /2 だれのほね？

２

64 111521837 E /ﾜﾆ / ワニのたまごやさん
★あかちゃんえほん★
65 111521803 ｱ E /ｵｵ / おおきいちいさい

すばる舎

すばる舎

たけうち ちひろ∥作 ＢＬ出版
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