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No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111503074 007 / /1 データで変わる！産業とくらし １ 稲田　修一∥監修 小峰書店

2 111503066 007 / /2 データで変わる！産業とくらし ２ 稲田　修一∥監修 小峰書店

3 111503058 007 / /3 データで変わる！産業とくらし ３ 稲田　修一∥監修 小峰書店

4 111503041 021 /ｺﾃ /1 学校で知っておきたい著作権 １ 小寺　信良∥著 汐文社

5 111503033 289 / / 北里柴三郎 森　孝之∥監修 小学館

6 111503025 366 / /2 ＳＤＧｓを実現する２０３０年の仕事未来図 ２巻 ＳＤＧｓを実現する２０３０年の仕事未来図編集委員会∥著 文溪堂

7 111502597 402 /ｳｨ / わたしの科学ＳＣＩＥＮＣＥ　ＡＮＤ　ＭＥ アリ　ウィンター∥文 かもがわ出版

8 111503017 407 / /2 わくわく自由研究 ３年生 辻　健∥監修 国土社

9 111503009 480 / /1 動物はわたしたちの大切なパートナー １ 谷田　創∥監修 ＷＡＶＥ出版

10 111502993 482 /ｺﾐ /3 人と動物の日本史図鑑 ３ 小宮　輝之∥著 少年写真新聞社

11 111502985 489 /ｸﾝ / キリン解剖記 郡司　芽久∥著 ナツメ社

12 111502977 538 /ｱﾗ / 地球を飛び出せ！宇宙探査 荒舩　良孝∥著 誠文堂新光社

13 111502969 612 / /3 おいしく安心な食と農業 〔３〕 小泉　光久∥制作　文 文研出版

14 111502951 913 /ｲｼ /3 ひみつのおばけ一家 ３ 石崎　洋司∥作 岩崎書店

15 111502944 913 /ｲﾀ / ほんとのママはゴールドマリー 板橋　雅弘∥作 岩崎書店

16 111502662 913 /ｲﾄ / よそんちの子 いとう　みく∥文 ほるぷ出版

17 111502654 913 /ｳﾁ /5 大どろぼうジャム・パン 〔５〕 内田　麟太郎∥作 文研出版

18 111502936 913 /ｸﾄ /4 リトル☆バレリーナ ４ 工藤　純子∥作 学研プラス

19 111502928 913 /ｺﾏ / 飼育委員はアキラめない 小松原　宏子∥作 静山社

20 111502613 913 /ｿｳ / 探検！いっちょかみスクール 怪盗の後継者編 宗田　理∥作 静山社

21 111502621 913 /ﾅｶ / あしたへの翼 中島　信子∥著 汐文社

22 111501722 913 /ﾅｽ /6 笑い猫の５分間怪談 6 那須田　淳∥責任編集　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

23 111502738 913 /ﾊﾔ / あやかし修学旅行 はやみね　かおる∥作 講談社

24 111502787 913 /ﾊﾔ / 亡霊（ゴースト）は夜歩く はやみね　かおる∥作 講談社

25 111502720 913 /ﾊﾔ / 笛吹き男とサクセス塾の秘密 はやみね　かおる∥作 講談社

26 111502746 913 /ﾊﾔ / 『ミステリーの館』へ、ようこそ はやみね　かおる∥作 講談社

27 111502696 913 /ﾊﾔ / 徳利長屋の怪 はやみね　かおる∥作 講談社

28 111502795 913 /ﾊﾔ / そして五人がいなくなる はやみね　かおる∥作 講談社

29 111502712 913 /ﾊﾔ / ハワイ幽霊城の謎 はやみね　かおる∥作 講談社

30 111502779 913 /ﾊﾔ / 消える総生島 はやみね　かおる∥作 講談社

31 111502704 913 /ﾊﾔ / 卒業 はやみね　かおる∥作 講談社

32 111502753 913 /ﾊﾔ / 機巧（からくり）館のかぞえ唄 はやみね　かおる∥作 講談社

33 111502761 913 /ﾊﾔ / 踊る夜光怪人 はやみね　かおる∥作 講談社
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34 111502803 913 /ﾏﾂ / なぞなぞのすきな女の子 松岡　享子∥さく 学研プラス

35 111503082 931 / /1 マザー・グースのうた 第１集 谷川　俊太郎∥訳 草思社

36 111502670 933 /ｶﾈ / エルマーのぼうけん ルース　スタイルス　ガネット∥さく 福音館書店

37 111502860 併記 E /ｶﾒ / カメレオンくんきみのいろにへ～んしん！ アニータ　ビスタボシュ∥文　絵 パイインターナショナル

38 111502845 E /ｲｷ /10 いきものづくしものづくし １０ 田中　豊美∥〔ほか作〕 福音館書店

39 111502811 E /ｱﾌ / アブナイこうえん 山本　孝∥作 ほるぷ出版

40 111502886 E /ｶｻ / かさじぞう いもと　ようこ∥文　絵 金の星社

41 111502837 E /ｸﾘ / クリスマスのたね おかい　みほ∥さく 文研出版

42 111502852 E /ﾄｹ / トゲトゲくんはね、 クォン　ジャギョン∥ぶん パイインターナショナル

43 111502605 E /ﾈｺ / ねこのオーランドー毛糸のズボン キャスリーン　ヘイル∥さく 好学社

44 111502829 E /ﾈｺ / ねこまたごよみ 石黒　亜矢子∥作　絵 ポプラ社

45 111502878 E /ﾊｹ / ばけもの 柳田　国男∥原作 汐文社

46 111502639 E /ﾔｻ / やさいのがっこう　いちごちゃんはやさいなの？ なかや　みわ∥さく 白泉社

47 111502902 ｱ E /ｱﾅ / あなたのおなまえは？ きたやま　ようこ∥さく あすなろ書房

48 111502910 ｱ E /ｺｯ / こっちとこっちどっち？ きたやま　ようこ∥さく あすなろ書房

49 111502688 ｱ E /ﾃﾝ / でんしゃ バイロン　バートン∥さく　え 金の星社

50 111502894 ｱ E /ﾄﾝ / とんとん「はいってます」 きたやま　ようこ∥さく あすなろ書房
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