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No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111516431 289 /ｼｭ / 少女アンネ Ｅ＝シュナーベル∥作 偕成社

2 111515896 369 /ｶﾜ / ぼくは盲導犬チャンピイ 河相　洌∥著 偕成社

3 111516563 480 /ｼﾄ /1 シートン動物記 １ シートン∥作 偕成社

4 111516555 480 /ｼﾄ /2 シートン動物記 ２ シートン∥作 偕成社

5 111516548 480 /ｼﾄ /3 シートン動物記 ３ シートン∥作 偕成社

6 111515516 493 / / 高齢者を知ろう！ 平松　類∥監修 ＰＨＰ研究所

7 111515508 807 / / ことばで遊ぼう！！ことばあそび大図鑑 青山　由紀∥監修 国土社

8 111516233 911 /ｲｼ / 啄木歌集 石川　啄木∥著 偕成社

9 111516084 913 / /1 日本のむかし話 １ 坪田　譲治∥〔編〕著 偕成社

10 111516076 913 / /2 日本のむかし話 ２ 坪田　譲治∥〔編〕著 偕成社

11 111516068 913 / /3 日本のむかし話 ３ 坪田　譲治∥〔編〕著 偕成社

12 111516050 913 / /4 日本のむかし話 ４ 坪田　譲治∥〔編〕著 偕成社

13 111516043 913 / /5 日本のむかし話 ５ 坪田　譲治∥〔編〕著 偕成社

14 111516035 913 / /6 日本のむかし話 ６ 坪田　譲治∥〔編〕著 偕成社

15 111516027 913 / /7 日本のむかし話 ７ 坪田　譲治∥〔編〕著 偕成社

16 111516019 913 / /8 日本のむかし話 ８ 坪田　譲治∥〔編〕著 偕成社

17 111516597 913 /ｱｵ / 三太物語 青木　茂∥〔著〕 偕成社

18 111515979 913 /ｱﾘ / 一ふさのぶどう 有島　武郎∥著 偕成社

19 111516308 913 /ｲﾉ / しろばんば 井上　靖∥作 偕成社

20 111516217 913 /ｳﾁ /1 天の園 第１部 打木　村治∥著 偕成社

21 111516209 913 /ｳﾁ /2 天の園 第２部 打木　村治∥著 偕成社

22 111516191 913 /ｳﾁ /3 天の園 第３部 打木　村治∥著 偕成社

23 111516183 913 /ｳﾁ /4 天の園 第４部 打木　村治∥著 偕成社

24 111516175 913 /ｳﾁ /5 天の園 第５部 打木　村治∥著 偕成社

25 111516167 913 /ｳﾁ /6 天の園 第６部 打木　村治∥著 偕成社

26 111515904 913 /ｵｵ / ぼくたち緑の時間 大石　真∥著 偕成社

27 111515870 913 /ｵｵ / ミス３年２組のたんじょう会 大石　真∥著 偕成社

28 111516365 913 /ｵｶ / 少年の日々 丘　修三∥作 偕成社

29 111516290 913 /ｵｶ / 砂時計 岡野　薫子∥著 偕成社

30 111515854 913 /ｵｶ / リクエストは星の話 岡田　淳∥著 偕成社

31 111515771 913 /ｶﾄ / わたしのパパはケンタ氏 角野　栄子∥著 偕成社

32 111515847 913 /ｻﾄ / りゅうのたまご 佐藤　さとる∥著 偕成社

33 111516357 913 /ｼﾓ /1 次郎物語 第１部 下村　湖人∥著 偕成社

新着資料一覧表　【児童】
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34 111516340 913 /ｼﾓ /2 次郎物語 第２部 下村　湖人∥著 偕成社

35 111516332 913 /ｼﾓ /3 次郎物語 第３部 下村　湖人∥著 偕成社

36 111516324 913 /ｼﾓ /4 次郎物語 第４部 下村　湖人∥著 偕成社

37 111516316 913 /ｼﾓ /5 次郎物語 第５部 下村　湖人∥著 偕成社

38 111516639 913 /ｽﾅ / サインのない手紙 砂田　弘∥著 偕成社

39 111515920 913 /ﾀｹ / ビルマの竪琴 竹山　道雄∥著 偕成社

40 111516092 913 /ﾂﾎ / 二十四の瞳 壺井　栄∥著 偕成社

41 111515656 913 /ﾄﾐ / ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！　ドロロン村のなかまたち 富安　陽子∥作 理論社

42 111515888 913 /ﾅﾂ / 坊っちゃん 夏目　漱石∥著 偕成社

43 111515797 913 /ﾅﾂ /1 吾輩は猫である 上 夏目　漱石∥著 偕成社

44 111515789 913 /ﾅﾂ /2 吾輩は猫である 下 夏目　漱石∥著 偕成社

45 111515607 913 /ﾅﾅ / はりねずみのノート屋さん ななもり　さちこ∥作 福音館書店

46 111516647 913 /ﾆｲ / ごんぎつね 新美　南吉∥著 偕成社

47 111515649 913 /ﾋﾛ /2 かみさまのベビーシッター 〔２〕 廣嶋　玲子∥作 理論社

48 111516274 913 /ﾐﾔ / セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治∥著 偕成社

49 111515862 913 /ﾐﾔ / 四年三組のはた 宮川　ひろ∥著 偕成社

50 111516100 913 /ﾔﾏ / なんだかへんて子 山中　恒∥著 偕成社

51 111516225 913 /ﾖﾈ / 多毛留・おとなになれなかった弟たちに… 米倉　斉加年∥文　絵 偕成社

52 111515961 916 /ｲﾜ / ヒマラヤの孤児マヤ 岩村　史子∥著 偕成社

53 111516266 916 /ｽｶ / 戦火と死の島に生きる 菅野　静子∥著 偕成社

54 111516241 933 /ｳｪ / タイムマシン Ｈ．Ｇ．ウェルズ∥作 偕成社

55 111515813 933 /ｵﾙ /1 若草物語 上 オルコット∥作 偕成社

56 111515805 933 /ｵﾙ /2 若草物語 下 オルコット∥作 偕成社

57 111516480 933 /ｷｯ /1 ジャングル・ブック １ キップリング∥作 偕成社

58 111516472 933 /ｷｯ /2 ジャングル・ブック ２ キップリング∥作 偕成社

59 111515912 933 /ｷｬ / ふしぎの国のアリス ルイス＝キャロル∥作 偕成社

60 111516282 933 /ｷｬ / 白雁物語（スノー・グース） ギャリコ∥作 偕成社

61 111515615 933 /ｸﾘ / 本おじさんのまちかど図書館 ウマ　クリシュナズワミー∥作 フレーベル館

62 111516415 933 /ｿﾎ /1 少年探偵ブラウン １ ドナルド＝ソボル∥作 偕成社

63 111516407 933 /ｿﾎ /2 少年探偵ブラウン ２ ドナルド＝ソボル∥作 偕成社

64 111516399 933 /ｿﾎ /3 少年探偵ブラウン ３ ドナルド＝ソボル∥作 偕成社

65 111516381 933 /ｿﾎ /4 少年探偵ブラウン ４ ドナルド＝ソボル∥作 偕成社

66 111516373 933 /ｿﾎ /5 少年探偵ブラウン ５ ドナルド＝ソボル∥作 偕成社

67 111516530 933 /ﾄｲ /1 シャーロック＝ホームズの思い出 上 コナン＝ドイル∥作 偕成社

68 111516522 933 /ﾄｲ /2 シャーロック＝ホームズの思い出 下 コナン＝ドイル∥作 偕成社

69 111516514 933 /ﾄｲ /1 シャーロック＝ホームズの冒険 上 コナン＝ドイル∥作 偕成社

70 111516506 933 /ﾄｲ /2 シャーロック＝ホームズの冒険 中 コナン＝ドイル∥作 偕成社
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71 111516498 933 /ﾄｲ /3 シャーロック＝ホームズの冒険 下 コナン＝ドイル∥作 偕成社

72 111516142 933 /ﾄｳ /1 トム＝ソーヤーの冒険 上 マーク　トウェイン∥作 偕成社

73 111516134 933 /ﾄｳ /2 トム＝ソーヤーの冒険 下 マーク　トウェイン∥作 偕成社

74 111516001 933 /ﾄｳ /1 ハックルベリー＝フィンの冒険 上 マーク　トウェイン∥作 偕成社

75 111515995 933 /ﾄｳ /2 ハックルベリー＝フィンの冒険 下 マーク＝トウェイン∥作 偕成社

76 111515573 933 /ﾆｭ / おもちゃ屋のねこ リンダ　ニューベリー∥作 徳間書店

77 111516464 933 /ﾊﾈ / 小公子 バーネット∥作 偕成社

78 111515953 933 /ﾊﾈ /1 秘密の花園 上 バーネット∥作 偕成社

79 111515946 933 /ﾊﾈ /2 秘密の花園 下 バーネット∥作 偕成社

80 111516456 933 /ﾊﾈ /1 小公女 上 バーネット∥作 偕成社

81 111516449 933 /ﾊﾈ /2 小公女 下 バーネット∥作 偕成社

82 111515987 933 /ﾊﾘ / ピーター・パンとウェンディ Ｊ．Ｍ．バリ∥作 偕成社

83 111516423 933 /ﾎﾀ / 少女ポリアンナ エレノア＝ポーター∥作 偕成社

84 111516589 933 /ﾗﾑ /1 シェイクスピア物語 上 ラム∥作 偕成社

85 111516571 933 /ﾗﾑ /2 シェイクスピア物語 下 ラム∥作 偕成社

86 111516159 943 /ｹｽ / 飛ぶ教室 エーリヒ　ケストナー∥作 偕成社

87 111515938 943 /ﾍﾙ / ヒルベルという子がいた ペーター　ヘルトリング∥作 偕成社

88 111516118 949 /ﾘﾝ / 長くつ下のピッピ リンドグレーン∥作 偕成社

89 111516621 953 /ﾃｭ /1 三銃士 上 アレクサンドル＝デュマ∥著 偕成社

90 111516613 953 /ﾃｭ /2 三銃士 中 アレクサンドル＝デュマ∥著 偕成社

91 111516605 953 /ﾃｭ /3 三銃士 下 アレクサンドル＝デュマ∥著 偕成社

92 111516126 953 /ﾍﾛ / 長ぐつをはいたねこ シャルル　ペロー∥著 偕成社

93 111515821 953 /ﾙﾌ / ルパンの冒険 モーリス＝ルブラン∥作 偕成社

94 111515839 953 /ﾙﾌ / ルパン対ホームズ モーリス　ルブラン∥作 偕成社

95 111515672 E /AP / Ａｐｐｌｅｙ　Ｄａｐｐｌｙ’ｓ　ｎｕｒｓｅｒｙ　ｒｈｙｍｅｓ ｂｙ　Ｂｅａｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ Ｆ．　Ｗａｒｎｅ

96 111515664 E /CE / Ｃｅｃｉｌｙ　Ｐａｒｓｌｅｙ’ｓ　ｎｕｒｓｅｒｙ　ｒｈｙｍｅｓ ｂｙ　Ｂｅａｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ Ｆ．　Ｗａｒｎｅ

97 111515680 E /ST / Ｔｈｅ　ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｍｉｓｓ　Ｍｏｐｐｅｔ ｂｙ　Ｂｅａｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ Ｆ．　Ｗａｒｎｅ

98 111515698 E /ST / Ｔｈｅ　ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ａ　ｆｉｅｒｃｅ　ｂａｄ　ｒａｂｂｉｔ ｂｙ　Ｂｅａｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ Ｆ．　Ｗａｒｎｅ

99 111515755 E /TA / Ｔｈｅ　ｔａｌｅ　ｏｆ　Ｔｉｍｍｙ　Ｔｉｐｔｏｅｓ ｂｙ　Ｂｅａｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ Ｆ．　Ｗａｒｎｅ

100 111515722 E /TA / Ｔｈｅ　ｔａｌｅ　ｏｆ　Ｓａｍｕｅｌ　Ｗｈｉｓｋｅｒｓ，　ｏｒ，　Ｔｈｅ　ｒｏｌｙ‐ｐｏｌｙ　ｐｕｄｄｉｎｇ ｂｙ　Ｂｅａｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ Ｆ．　Ｗａｒｎｅ

101 111515706 E /TA / Ｔｈｅ　ｔａｌｅ　ｏｆ　Ｇｉｎｇｅｒ　ａｎｄ　Ｐｉｃｋｌｅｓ ｂｙ　Ｂｅａｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ Ｆ．　Ｗａｒｎｅ

102 111515748 E /TA / Ｔｈｅ　ｔａｌｅ　ｏｆ　Ｊｏｈｎｎｙ　Ｔｏｗｎ‐Ｍｏｕｓｅ ｂｙ　Ｂｅａｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ Ｆ．　Ｗａｒｎｅ

103 111515714 E /TA / Ｔｈｅ　ｔａｌｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｐｉｅ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｐａｔｔｙ‐ｐａｎ ｂｙ　Ｂｅａｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ Ｆ．　Ｗａｒｎｅ

104 111515763 E /TA / Ｔｈｅ　ｔａｌｅ　ｏｆ　Ｍｒｓ．　Ｔｉｔｔｌｅｍｏｕｓｅ ｂｙ　Ｂｅａｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ Ｆ．　Ｗａｒｎｅ

105 111515730 E /TA / Ｔｈｅ　ｔａｌｅ　ｏｆ　Ｐｉｇｌｉｎｇ　Ｂｌａｎｄ ｂｙ　Ｂｅａｔｒｉｘ　Ｐｏｔｔｅｒ Ｆ．　Ｗａｒｎｅ

★がいこくごとしょ★

★えほん★
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106 111515565 E /ｱﾙ / あるひくじらがやってきた ニック　ブランド∥作 小学館

107 111515599 E /ｶｴ / かえるのほんや やぎ　たみこ∥作　絵 ＰＨＰ研究所

108 111515524 E /ｾﾝ / 戦争をやめた人たち 鈴木　まもる∥文　絵 あすなろ書房

109 111515631 E /ﾂｷ / つきをなくしたクマくん 谷口　智則∥著 文溪堂

110 111515581 E /ﾆﾋ / ２ひきのカエル クリス　ウォーメル∥作　絵 徳間書店

111 111515532 E /ﾈｺ / ねこのこね 石津　ちひろ∥詩 アリス館

112 111515623 E /ﾋﾔ / ピヤキのママ ペク　ヒナ∥作 ブロンズ新社

113 111515540 E /ﾌﾙ / プールのくまのこ 種村　有希子∥作 アリス館

114 111515557 E /ﾎｳ / ぼうやはどこ？ アン　ハンター∥さく 化学同人
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