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No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111483079 209 / /7 世界史探偵コナン ７ 青山　剛昌∥原作 小学館

2 111483061 304 / /3 ニュース探偵コナン ３ 青山　剛昌∥原作 小学館

3 111483053 333 / /1 みんなでつくろう！サステナブルな社会未来へつなぐＳＤＧｓ １ 九里　徳泰∥監修 小峰書店

4 111483046 333 / /2 みんなでつくろう！サステナブルな社会未来へつなぐＳＤＧｓ ２ 九里　徳泰∥監修 小峰書店

5 111483038 333 / /3 みんなでつくろう！サステナブルな社会未来へつなぐＳＤＧｓ ３ 九里　徳泰∥監修 小峰書店

6 111483020 367 /ｼｵ / こどもジェンダー シオリーヌ∥著 ワニブックス

7 111483087 378 / /1 手話でつながる世界 １ 全日本ろうあ連盟∥監修 小峰書店

8 111483095 378 / /2 手話でつながる世界 ２ 全日本ろうあ連盟∥監修 小峰書店

9 111483103 378 / /3 手話でつながる世界 ３ 全日本ろうあ連盟∥監修 小峰書店

10 111483111 378 / /4 手話でつながる世界 ４ 全日本ろうあ連盟∥監修 小峰書店

11 111483012 382 /ﾊﾀ / ようこそみんなの世界へ モイラ　バターフィールド∥文 化学同人

12 111483004 404 /ﾃｲ / ７歳までに知っておきたい科学えほん ケイティ　デインズ∥文 学研プラス

13 111482600 404 /ﾔﾅ / 空想科学「理科」読本 粒子・生命編 柳田　理科雄∥作 講談社

14 111482998 407 / /37 実験対決 ３７ 洪　鐘賢∥絵 朝日新聞出版

15 111482980 431 /ｸﾚ / 世界でいちばん美しいこども元素ずかん セオドア　グレイ∥著 創元社

16 111482923 451 / /2 はかって、へらそうＣＯ２　１．５℃大作戦 ２ 地球環境戦略研究機関∥監修 さ・え・ら書房

17 111482972 457 / / 恐竜 藤井　康文∥イラスト スタジオタッククリエイティブ

18 111482964 460 /ｳﾂ / 似ているけれどちがう生きもの図鑑 宇津木　聡史∥文 文一総合出版

19 111482469 486 /ｺｼ / カブトムシの音がきこえる 小島　渉∥文 福音館書店

20 111482956 488 / / たべるくちばし とりのくちばし編集委員会∥編 あかね書房

21 111482451 491 / /1 ちゃんと知りたい「がん」のこと １ 保坂　隆∥監修 汐文社

22 111482949 501 / /1 再生可能エネルギーをもっと知ろう １ 安田　陽∥監修 岩崎書店

23 111482931 501 / /3 再生可能エネルギーをもっと知ろう ３ 安田　陽∥監修 岩崎書店

24 111482915 537 / / はじめてのくるまずかん スタジオタッククリエイティブ

25 111482477 538 /ﾔﾏ / 「はやぶさ２」リュウグウからの玉手箱 山下　美樹∥文 文溪堂

26 111482907 593 /ｷﾖ /1 かんたん！へんしん！リメイク・ソーイング Ｖｏｌ．１ 清松　加奈子∥作 小峰書店

27 111482899 593 /ｷﾖ /2 かんたん！へんしん！リメイク・ソーイング Ｖｏｌ．２ 清松　加奈子∥作 小峰書店

28 111482881 593 /ｷﾖ /3 かんたん！へんしん！リメイク・ソーイング Ｖｏｌ．３ 清松　加奈子∥作 小峰書店

29 111482873 593 /ｷﾖ /4 かんたん！へんしん！リメイク・ソーイング Ｖｏｌ．４ 清松　加奈子∥作 小峰書店

30 111482865 593 /ｷﾖ /5 かんたん！へんしん！リメイク・ソーイング Ｖｏｌ．５ 清松　加奈子∥作 小峰書店

31 111482857 807 /ﾈｽ / なぞかけ昆虫館 ねづっち∥著 理論社

32 111482592 911 /ｽｽ / めぐりめぐる水のうた 鈴木　初江∥著 銀の鈴社

33 111482527 913 /ｷﾀ / しんぱいせんせい 北川　チハル∥作 佼成出版社

34 111482550 913 /ｺﾃ / おしゃべり森のものがたり 小手鞠　るい∥作 フレーベル館

35 111482840 913 /ﾆｼ / けんだましょうぶ にしひら　あかね∥作 福音館書店

36 111482584 913 /ﾉﾑ /3 世々と海くんの図書館デート ３ 野村　美月∥作 講談社

37 111482832 913 /ﾊｷ / 魔法の国の謎とき屋 萩原　弓佳∥著 ＰＨＰ研究所

38 111482824 949 /ﾛﾚ / お話のたきぎをあつめる人 ローレンティン妃∥作 徳間書店
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67 111483178 高齢者 C /ｶｽ / 恩讐の彼方に 菊池　寛∥原作 埼玉福祉会出版部

68 111483186 高齢者C /ｶﾄ / 野菊の墓 伊藤　左千夫∥原作 埼玉福祉会出版部

69 111483137 高齢者C /ｶﾄ / 名人伝 中島　敦∥原作 埼玉福祉会出版部

70 111483160 高齢者C /ｶﾄ / 夢十夜 夏目　漱石∥原作 埼玉福祉会出版部

71 111483210 高齢者C /ｶﾄ / 山椒大夫 森　鴎外∥原作 埼玉福祉会出版部

72 111483145 高齢者C /ｶﾄ / 最後の一句 森　鴎外∥原作 埼玉福祉会出版部

73 111483129 高齢者C /ｻｶ / 裸川 太宰　治∥原作 埼玉福祉会出版部

74 111483202 高齢者C /ﾂﾎ / 山月記 中島　敦∥原作 埼玉福祉会出版部

75 111483194 高齢者C /ﾏﾂ / 鼻 芥川　龍之介∥原作 埼玉福祉会出版部

76 111483152 高齢者C /ﾐｽ / トロッコ 芥川　龍之介∥原作 埼玉福祉会出版部

39 111482790 E /ｱｯ / あっ！そうなんだ！わたしのからだ 中野　久恵∥編著 エイデル研究所

40 111482634 E /ｱﾝ / アンパンマンとまほうのロープ やなせ　たかし∥作　絵 フレーベル館

41 111482741 E /ｲﾛ / 色とりどりの鳥 ほそえ　さちよ∥再話 玉川大学出版部

42 111482519 E /ｳﾐ / 海のアトリエ 堀川　理万子∥著 偕成社

43 111482535 E /ｴﾎ / 絵本江戸のくらし 太田　大輔∥作 講談社

44 111482493 E /ｵﾔ / おやまでテント ゆーち　みえこ∥作 アリス館

45 111482808 E /ｷｵ / キオスク アネテ　メレツェ∥さく 潮出版社

46 111482709 E /ｸｻ / くさをたべすぎたロバくん アヌスカ　アレプス∥さく ＢＬ出版

47 111482717 E /ｸﾛ / クロのあたらしいうち エマ　チチェスター　クラーク∥作　絵 徳間書店

48 111482782 E /ｽﾊ / すーは～ ｕｍｅｃｏ∥さく　え 学研プラス

49 111482501 E /ｿﾗ / 空よ！ 内田　麟太郎∥詩 アリス館

50 111482626 E /ﾄﾝ / どんめくり やぎ　たみこ∥作 ブロンズ新社

51 111482733 E /ﾆﾋ / ２ひきのジャッカル 愛甲　恵子∥再話 玉川大学出版部

52 111482725 E /ﾈｽ / ねずみのよめいり 田中　尚人∥再話 玉川大学出版部

53 111482667 E /ﾈﾑ / 眠り猫 宝井　琴調∥文 福音館書店

54 111482659 E /ﾊﾗ / はらぺこ横綱 宝井　琴調∥文 福音館書店

55 111482774 E /ﾊﾛ / はろるどのたからさがし クロケット　ジョンソン∥原作 出版ワークス

56 111482766 E /ﾋ / ひー りとう　ようい∥作　絵 鈴木出版

57 111482485 E /ﾋﾄ / ひとがつくったどうぶつの道 キム　ファン∥文 ほるぷ出版

58 111482543 E /ﾎｸ / ぼくのがっこう 鈴木　のりたけ∥作　絵 ＰＨＰ研究所

59 111482642 E /ﾎｸ / ぼくはひとりで フン　グエン　クアン∥作　絵 冨山房インターナショナル

60 111482568 E /ﾓｸ / モグラのモーとグーとラーコ みやにし　たつや∥作　絵 ポプラ社

61 111482816 E /ﾓﾉ / ものおもう 新井　洋行∥〔作〕 アルファポリス

62 111482691 ｱ E /ｵﾌ / おふろ 石津　ちひろ∥ぶん ＢＬ出版

63 111482683 ｱ E /ｵﾔ / おやすみ 石津　ちひろ∥ぶん ＢＬ出版

64 111482675 ｱ E /ｵﾔ / おやつ 石津　ちひろ∥ぶん ＢＬ出版

65 111482758 ｱ E /ﾄﾚ / トレトレトイレ うえだ　しげこ∥ぶん　え 大日本図書

66 111482576 ｱ E /ﾊﾅ / はないろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ∥作　絵 ポプラ社
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