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No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111510442 210 /ﾑﾗ /5 シリーズ戦争　子どもたちが綴った戦争体験 第５巻 村山　士郎∥著 新日本出版社

2 111509972 308 / /1 社会科はおもしろい！ランキング！ １ 教育画劇

3 111510434 314 / /3 国会のしごと大研究 ３ 福岡　政行∥監修 岩崎書店

4 111510426 319 / /4 未来をつくる！あたらしい平和学習 ４ こどもくらぶ∥編 岩崎書店

5 111510418 319 / /5 未来をつくる！あたらしい平和学習 ５ こどもくらぶ∥編 岩崎書店

6 111509964 369 /ｶﾐ /1 遊びで防災体験 １ 神谷　明宏∥著 いかだ社

7 111510004 375 / /1 授業で活躍！タブレットＰＣで写真を撮ろう １ 並木　隆∥監修 汐文社

8 111509998 375 / /2 授業で活躍！タブレットＰＣで写真を撮ろう ２ 並木　隆∥監修 汐文社

9 111510400 375 / /1 校内放送、ネタまつり！ １ さらだ　たまこ∥監修 教育画劇

10 111510392 468 / /1 すべてがつながっている！生き物と環境 １ 岩崎書店

11 111510384 468 / /3 すべてがつながっている！生き物と環境 ３ 岩崎書店

12 111510376 504 / / ものづくりを学ぼう！ 教育画劇

13 111510368 611 / /3 食品ロス「もったいない」をみんなで考える ３ あかね書房

14 111510350 612 / /5 おいしく安心な食と農業 〔５〕 小泉　光久∥制作　文 文研出版

15 111510343 619 /ﾐﾔ /16 すがたをかえるたべものしゃしんえほん １６ 宮崎　祥子∥構成　文 岩崎書店

16 111510335 754 / /2 作ってたのしい！かざってかわいい！季節のおりがみ 夏巻 たつくりのおりがみ∥監修 文研出版

17 111510327 781 / / おにごっこ 伝承遊びを伝える会∥著 文溪堂

18 111510319 783 / / 親子で学ぶサッカー世界図鑑 イングランド編 サッカー新聞エル　ゴラッソ∥編集 スクワッド

19 111510483 908 / /13 子どものための世界文学の森 １３ 集英社

20 111510475 908 / /19 子どものための世界文学の森 １９ 集英社

21 111510269 913 / / いつも元気で自分の世界を持っている女の子 鳥野　美知子∥作 岩崎書店

22 111510301 913 /ｱｶ / クスクスムシシを追いはらえ！ 赤羽　じゅんこ∥作 国土社

23 111509980 913 /ｱﾏ / お江戸子ども捕物帳 天沢　彰∥作 文研出版

24 111509949 913 /ｶｼ / モンスター・ホテルでろてんぶろ 柏葉　幸子∥作 小峰書店

25 111510624 913 /ｻｲ / シュレミールと小さな潜水艦 斉藤　洋∥作 偕成社

26 111510632 913 /ｻｲ / アゲハが消えた日 斉藤　洋∥作 偕成社

27 111510640 913 /ｻｲ / 海にかがやく 斉藤　洋∥作 偕成社

28 111510293 913 /ﾀﾃ / ブレーメン通りのふたご 蓼内　明子∥作 フレーベル館

29 111510285 913 /ﾅﾝ / ママがブタになった日 南田　幹太∥作 講談社

30 111510277 913 /ﾋｺ / レッツもよみます ひこ　田中∥さく 講談社

31 111510616 933 /ｸﾘ / 牧師館の殺人 アガサ　クリスティ∥作 偕成社

32 111510541 933 /ｸﾘ / 大空の殺人 アガサ　クリスティ∥作 偕成社

33 111510574 933 /ﾄｲ / 恐怖の谷 コナン　ドイル∥作 偕成社

34 111510566 933 /ﾄｲ / バスカビル家の犬 コナン　ドイル∥作 偕成社
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35 111510558 933 /ﾄｲ / 四つの署名 コナン　ドイル∥作 偕成社

36 111510509 943 /ｽﾋ /1 ハイジ １ ヨハンナ　シュピーリ∥作 偕成社

37 111510491 943 /ｽﾋ /2 ハイジ ２ ヨハンナ　シュピーリ∥作 偕成社

38 111510608 953 /ｳｪ /1 神秘の島 第１部 ジュール　ヴェルヌ∥作 偕成社

39 111510590 953 /ｳｪ /2 神秘の島 第２部 ジュール　ヴェルヌ∥作 偕成社

40 111510582 953 /ｳｪ /3 神秘の島 第３部 ジュール　ヴェルヌ∥作 偕成社

41 111510533 953 /ﾕｺ /1 レ・ミゼラブル 上 ヴィクトル＝ユーゴー∥作 偕成社

42 111510525 953 /ﾕｺ /2 レ・ミゼラブル 中 ヴィクトル＝ユーゴー∥作 偕成社

43 111510517 953 /ﾕｺ /3 レ・ミゼラブル 下 ヴィクトル＝ユーゴー∥作 偕成社

44 111509923 973 /ｶﾙ / １３枚のピンぼけ写真 キアラ　カルミナーティ∥作 岩波書店

45 111510186 E /ｾｯ / ぜったいにあけちゃダメ？ ビル　コッター∥さく サンクチュアリ出版

46 111510053 E /ｱｽ / アストリッド・リンドグレーン マリア　イサベル　サンチェス　ベガラ∥文 ほるぷ出版

47 111510210 E /ｱﾛ / アーロ キャサリン　レイナー∥作 化学同人

48 111510194 E /ｲﾀ / いたずらぎつね いもと　ようこ∥文　絵 金の星社

49 111510020 E /ｵﾄ / 男らしく、女らしくがいいの？ ＮＨＫ　Ｅテレ「ｕ　＆　ｉ」制作班∥編 ほるぷ出版

50 111510459 E /ｵﾊ / おばあちゃんのたんじょうび くすのき　しげのり∥原作 佼成出版社

51 111510079 E /ｶｯ / がっこう、さらばじゃ 日本作文の会∥編 ほるぷ出版

52 111510111 E /ｷｼ / 義肢をつけたらどうなるの？ ハリエット　ブランドル∥作 ほるぷ出版

53 111510202 E /ｸﾗ / くらべるえほん　たべもの ちかつ　たけお∥さく　え 学研プラス

54 111510145 E /ｻﾜ / さわれるまなべるきょうりゅうたち ニニー∥絵 パイインターナショナル

55 111510152 E /ｻﾜ / さわれるまなべるうみのいきもの ナタリー　シュー∥絵 パイインターナショナル

56 111510046 E /ｽﾃ / スティーブン・ホーキング マリア　イサベル　サンチェス　ベガラ∥文 ほるぷ出版

57 111510244 E /ｽﾌ / スープとあめだま ブレイディみかこ∥作 岩崎書店

58 111510251 E /ｿｳ / ゾウのじょおうさま ジューン　スモールズ∥ぶん イマジネイション・プラス

59 111509931 E /ﾀﾝ / たんぽぽのちいさいたねこちゃん なかや　みわ∥さく 学研教育みらい

60 111510137 E /ﾄﾑ / トムをみつけよう！古代ギリシア ＮＯＳＹ　ＣＲＯＷ編集部∥文 ＢＬ出版

61 111510061 E /ﾅﾐ / なみだがぽとり 日本作文の会∥編 ほるぷ出版

62 111510236 E /ﾊﾅ / 花をさかせたがらない小さなキャベツ 中脇　初枝∥再話 偕成社

63 111509956 E /ﾊﾅ / ぱなしくん 柴田　ケイコ∥作　絵 ＰＨＰ研究所

64 111510103 E /ﾊﾉ / 歯の矯正をしたらどうなるの？ ハリエット　ブランドル∥作 ほるぷ出版

65 111510178 E /ﾋﾄ / ひとつからはじめよう スーザン　ヴェルデ∥文 新評論

66 111510095 E /ﾎﾁ / 補聴器をつけたらどうなるの？ ハリエット　ブランドル∥作 ほるぷ出版

67 111510160 E /ﾏｲ / まいごのモリーとわにのかばん こまつ　のぶひさ∥文 童心社

68 111510228 E /ﾏﾔ / マーヤのさるたいじ 中脇　初枝∥再話 偕成社

69 111510038 E /ﾏﾘ / マリア・モンテッソーリ マリア　イサベル　サンチェス　ベガラ∥文 ほるぷ出版

70 111510087 E /ﾒｶ / メガネをかけたらどうなるの？ ハリエット　ブランドル∥作 ほるぷ出版
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71 111510467 E /ﾕｯ / ゆっくりにっこり 木島　始∥作 偕成社

72 111510012 E /ﾜｸ / わくわくどうぶつしょうがっこう マリアンヌ　デュブク∥作 光村教育図書

73 111510129 ｱ E /ｻﾝ / さんぽ 杉浦　さやか∥絵 フレーベル館
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