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No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111506002 021 /ｺﾃ /2 学校で知っておきたい著作権 ２ 小寺　信良∥著 汐文社

2 111505350 031 /ｻｲ / 小学生なら知っておきたいもっともっと教養３６６ 齋藤　孝∥著 小学館

3 111505996 104 / / こども哲学図鑑 河野　哲也∥監修 あかね書房

4 111505285 281 /ｶﾜ / お札になった２１人の偉人なるほどヒストリー 河合　敦∥監修　著 あすなろ書房

5 111505988 289 /ｲﾏ / 昭和の犬ジョンとの約束 今西　乃子∥著 合同出版

6 111505632 291 / /22 見て、学んで、力がつく！こども日本地図 ２０２２年版 永岡書店

7 111505962 369 / / 防災サバイバル図鑑 国崎　信江∥監修 金の星社

8 111505970 369 / /2 ビジュアルブック∞障害のある人とともに生きる ２ 障害のある人とともに生きる本編集委員会∥編著 合同出版

9 111505301 369 /ﾌｼ / ひとりでがんばらない！ 藤田　孝典∥著 クレヨンハウス

10 111505954 382 /ｵｶ /2 ちがいがわかるとおもしろい！東日本と西日本 ２ 岡部　敬史∥編著 汐文社

11 111505368 400 / /1 信じられない現実の大図鑑 〔１〕 ＤＫ社∥編著 東京書籍

12 111505434 407 / /1 小学生の自由研究パーフェクト １．２年生 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

13 111505426 407 / /2 小学生の自由研究パーフェクト ３．４年生 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

14 111505418 407 / /3 小学生の自由研究パーフェクト ５．６年生 成美堂出版編集部∥編 成美堂出版

15 111505640 453 / / 火山の大研究 鎌田　浩毅∥監修 ＰＨＰ研究所

16 111505947 480 /ﾊﾝ / 世界のおとぼけいきもの図鑑 フィリップ　バンティング∥著 恒星社厚生閣

17 111505731 540 / / 電気・ガスはどこから来るのか？ 江田　健二∥監修 ＰＨＰ研究所

18 111506036 547 / /1 インターネットサバイバル １ 鈴木　朋子∥監修 日本図書センター

19 111506028 547 / /2 インターネットサバイバル ２ 鈴木　朋子∥監修 日本図書センター

20 111506010 547 / /3 インターネットサバイバル ３ 鈴木　朋子∥監修 日本図書センター

21 111505939 548 / /3 未来が広がる最新ロボット技術 ３ 古田　貴之∥監修 汐文社

22 111505400 588 /ｵｸ / 夏休み！発酵菌ですぐできるおいしい自由研究 小倉　ヒラク∥文　絵 あかね書房

23 111505657 596 / / 日本食の大研究 ＰＨＰ研究所∥編 ＰＨＰ研究所

24 111505343 596 / /1 季節のスイーツ 春 荻田　尚子∥監修 ほるぷ出版

25 111505665 619 / / お茶の大研究 大森　正司∥監修 ＰＨＰ研究所

26 111505921 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

27 111505913 721 / /2 楽しく読みとく鳥獣戯画 ２ 三戸　信惠∥監修 ＷＡＶＥ出版

28 111505905 837 /ﾀｲ /3 ３語で話せる！英語で日本を紹介しよう ３ 大門　久美子∥編著 汐文社

29 111505327 913 /ｷﾀ / クーちゃんとぎんがみちゃん 北川　佳奈∥作 岩崎書店

30 111505830 913 /ｸﾗ /11 夜カフェ １１ 倉橋　燿子∥作 講談社

31 111506119 913 /ｺﾔ /1 彦一とんちばなし 上 小山　勝清∥著 偕成社

32 111506101 913 /ｺﾔ /2 彦一とんちばなし 下 小山　勝清∥著 偕成社

33 111505319 913 /ﾀﾙ / まよなかのサイクリング たるいし　まこ∥作 あかね書房

34 111505384 913 /ﾆｲ / 新美南吉童話集 新美　南吉∥著 世界文化ブックス
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35 111505376 913 /ﾐﾔ / 宮沢賢治童話集 宮沢　賢治∥著 世界文化ブックス

36 111506077 933 /ｳｧ / しりたがりやのこぶたくん ジーン　バン　ルーワン∥さく 童話館出版

37 111506168 933 /ﾄｳ /1 王子とこじき 上 マーク　トウェイン∥作 偕成社

38 111506150 933 /ﾄｳ /2 王子とこじき 下 マーク　トウェイン∥作 偕成社

39 111506051 933 /ﾊﾝ /2 ちびくろ・さんぼ ２ ヘレン　バンナーマン∥文 瑞雲舎

40 111506044 933 /ﾊﾝ /3 ちびくろ・さんぼ ３ へれん　ばんなーまん∥原案 瑞雲舎

41 111506242 933 /ﾎ /1 エドガー＝アラン＝ポー　怪奇・探偵小説集 １ エドガー＝アラン＝ポー∥作 偕成社

42 111506234 933 /ﾎ /2 エドガー＝アラン＝ポー　怪奇・探偵小説集 ２ エドガー＝アラン＝ポー∥作 偕成社

43 111506143 933 /ﾓﾝ /1 エミリー 上 モンゴメリ∥作 偕成社

44 111506135 933 /ﾓﾝ /2 エミリー 中 モンゴメリ∥作 偕成社

45 111506127 933 /ﾓﾝ /3 エミリー 下 モンゴメリ∥作 偕成社

46 111506192 933 /ﾛﾘ /1 子鹿物語 上 ローリングズ∥作 偕成社

47 111506184 933 /ﾛﾘ /2 子鹿物語 中 ローリングズ∥作 偕成社

48 111506176 933 /ﾛﾘ /3 子鹿物語 下 ローリングズ∥作 偕成社

49 111506226 953 /ﾏﾛ /1 家なき子 上 エクトール　マロ∥作 偕成社

50 111506218 953 /ﾏﾛ /2 家なき子 中 エクトール　マロ∥作 偕成社

51 111506200 953 /ﾏﾛ /3 家なき子 下 エクトール　マロ∥作 偕成社

52 111506259 C /ｳｴ / ぼくはぼくのおいしゃさん うえだ　しげこ∥作　絵 教育画劇

53 111506275 C /ｻｲ / ネルコハソダツネルコハソダツ… 宮崎　総一郎∥作 教育画劇

54 111506291 C /ｼｮ / がんばれ！おなかのなかのゼンダマン しもとり　えり∥作 教育画劇

55 111506267 C /ﾀﾅ / フーコとライタのにんじゃしゅぎょう 田中　六大∥作　絵 教育画劇

56 111506309 C /ﾂﾎ / いえでおふろ つぼい　ひろき∥作　絵 教育画劇

57 111506283 C /ﾓﾅ / ツヤツヤホカホカニコニコほっぺ もなみ　なみこ∥作　絵 教育画劇

58 111505897 E /ﾉｯ / のっているのはだあれ？ 新井　洋行∥作　絵 偕成社

59 111506085 E /ｲﾀ / いたちのこもりうた 松谷　みよ子∥作 ポプラ社

60 111506093 E /ｵﾊ / おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ わかやま　けん∥作　絵 ポプラ社

61 111505335 E /ｶｲ / カイマンのクロ マリア　エウヘニア　マンリケ∥文 福音館書店

62 111506069 E /ｷｶ / 機関車シュッポと青いしんがり貨車 リディア　フリーマン∥作 ＢＬ出版

63 111505822 E /ｺﾝ / ごんぎつね 新美　南吉∥文 ポプラ社

64 111505392 E /ｻｶ / さかさまライオン 内田　麟太郎∥文 童心社

65 111505889 E /ｼｯ / しーっ！みみをすまして ニコラ　キニア∥さく 化学同人

66 111505293 E /ｼｭ / 出動せよ！世界の緊急車両図鑑 サイモン　タイラー∥作 あすなろ書房
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67 111505871 E /ｽﾂ / スーツケース クリス　ネイラー　バレステロス∥作 化学同人

68 111505814 E /ﾃﾌ / てぶくろをかいに にいみ　なんきち∥ぶん ポプラ社

69 111505848 E /ﾄｳ / どうしてパパとけっこんしたの？ 桃戸　栗子∥作 福音館書店

70 111505806 E /ﾋﾄ / 一つの花 今西　祐行∥文 ポプラ社

71 111505855 E /ﾑﾐ / ムーミン谷のなかまたち トーベ　ヤンソン∥原案 徳間書店

72 111505863 E /ﾕｳ / ゆうきをだしてよ、ローガン！ ニコラ　キニア∥さく 化学同人
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