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No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111502589 007 /ｲｹ / 絵でわかるコンピューターとプログラムのしくみ いけだ　としお∥著 ジャムハウス

2 111502126 021 / / ぼくのわたしの著作権ずかん 森田　盛行∥監修 ほるぷ出版

3 111502571 289 / / 北条義時 加来　耕三∥企画　構成　監修 ポプラ社

4 111502563 330 /ﾌｨ / お金ってなんだろう？ ジェイコブ　フィールド∥文 玉川大学出版部

5 111502555 382 /ｵｶ /1 ちがいがわかるとおもしろい！東日本と西日本 １ 岡部　敬史∥編著 汐文社

6 111502548 404 /ﾔﾅ /18 ジュニア空想科学読本 １８ 柳田　理科雄∥著 汐文社

7 111502100 443 /ｱﾗ / ブラックホールと宇宙の謎 荒舩　良孝∥構成　文 岩崎書店

8 111502118 451 /ﾀｶ / こども気候変動アクション３０ 高橋　真樹∥著 かもがわ出版

9 111502530 470 /ｸﾚ / 植物がハエを食べるってホント？ アンナ　クレイボーン∥作 化学同人

10 111502522 480 /ｸﾚ / どうしてペンギンは飛べないの？ アンナ　クレイボーン∥作 化学同人

11 111502514 491 /ｸﾚ / どうして目玉は落っこちないの？ アンナ　クレイボーン∥作 化学同人

12 111502506 627 / / 知りたいおぼえたい季節をめぐる花言葉 川崎　景介∥監修 汐文社

13 111502498 783 /ﾑﾗ / ノーサイド 村上　晃一∥著 あかね書房

14 111502480 814 / / そら 神永　曉∥監修 講談社

15 111502464 913 / / おばけずかんクイズＢＯＯＫ ちょいムズへん 斉藤　洋∥原作 講談社

16 111502472 913 / /25 ほねほねザウルス ２５ カバヤ食品株式会社∥原案　監修 岩崎書店

17 111502456 913 /ﾀﾁ /2 銀杏堂 〔２〕 橘　春香∥作　絵 偕成社

18 111502217 913 /ﾂﾎ / りすとかしのみ 坪田　譲治∥文 岩波書店

19 111502449 913 /ﾉﾘ / かえるのエルのお母さんになりたい！ 乗松　葉子∥さく ポプラ社

20 111502431 913 /ﾊﾗ / かいけつゾロリきょうふのダンジョン 原　ゆたか∥さく　え ポプラ社

21 111502423 913 /ﾎﾝ / 電車でスタンプラリーへＧＯ！ 本田　有明∥作 金の星社

22 111502167 913 /ﾐﾔ / 今夜は眠れない 宮部　みゆき∥作 講談社

23 111502415 913 /ﾐﾔ /4 たまごの魔法屋トワ ４ 宮下　恵茉∥作 文響社

24 111502381 933 /ｼｮ /10 ミオととなりのマーメイド １０ ミランダ　ジョーンズ∥作 ポプラ社

25 111502399 933 /ﾃｲ /2 イアリーの魔物 ２ トーマス　テイラー∥作 小学館

26 111502407 933 /ﾜﾅ /20 暗号クラブ ２０ ペニー　ワーナー∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

27 111502233 983 /ﾏﾙ / こねこのおひげちゃん マルシャーク∥文 岩波書店

28 111502340 E /ｱｲ / アイスクリームのピクニック Ｌ．Ｍ．モンゴメリ∥原作 講談社

29 111502357 E /ｱｲ / あいたいあいたいあいうえお 聞かせ屋。けいたろう∥文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

30 111502282 E /ｱﾝ / アンパンマンとさばくのたから やなせ　たかし∥作　絵 フレーベル館

31 111502258 E /ｴﾎ / 絵本で知ろう二十四節気　秋 ふじもと　みさと∥文 文研出版

32 111502332 E /ｵｼ /5 おしえて！エコロジー生きもののつながり ５ グレイス　ハンセン∥著 子どもの未来社
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33 111502324 E /ｵｼ /6 おしえて！エコロジー生きもののつながり ６ グレイス　ハンセン∥著 子どもの未来社

34 111502266 E /ｵﾃ / おててがぱっ！ 豆塚　さよ∥作 文芸社

35 111502225 E /ｵﾌ / おふろばをそらいろにぬりたいな ルース　クラウス∥文 岩波書店

36 111502183 E /ｸﾘ / ぐりとぐらのえんそく 中川　李枝子∥さく 福音館書店

37 111502159 E /ｸﾛ / クロべぇ ふくだ　いわお∥作 光村教育図書

38 111502209 E /ｺﾈ / こねこのぴっち ハンス　フイッシャー∥おはなしとえ 岩波書店

39 111502241 E /ｻﾁ / サチコさんのドレス 桜木　紫乃∥さく 北海道新聞社

40 111502316 E /ｼｬ / 若冲の絵本 〔伊藤　若冲∥画〕 小学館

41 111502373 E /ﾀﾀ / ただいま、おうち！ おおで　ゆかこ∥作 あかね書房

42 111502142 E /ﾀﾋ /10 旅の絵本 １０ 安野　光雅∥〔著〕 福音館書店

43 111502191 E /ﾁｲ / ちいさいおうち バージニア　リー　バートン∥文　絵 岩波書店

44 111502274 E /ﾅｾ / なぜおいしゃさんへいくの？ カーラ　フローランス∥作　絵 文響社

45 111502134 E /ﾅｿ /3 なぞなぞはじまるよ ３ おおなり　修司∥なぞなぞ文 絵本館

46 111502365 E /ﾌｧ / ファーガスどーこだ？ マイク　ボルト∥作 偕成社

47 111502290 E /ﾎｸ / ボクサー ハサン　ムーサヴィー∥作 トップスタジオＨＲ

48 111502175 E /ﾔｻ / やさいのおしゃべり 泉　なほ∥作 金の星社

49 111502308 E /ﾜｼ / ワシントン・アーヴィングのリップ・ヴァン・ウィンクル ワシントン　アーヴィング∥原作 小鳥遊書房
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