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No. 資料コード 背ラベル 資料名 著者名 出版社

1 111518700 033 / / ピクチャーペディア スミソニアン協会∥監修 河出書房新社

2 111518742 480 /ｻﾄ / みんなのかお さとう　あきら∥写真 福音館書店

3 111518361 484 /ﾀｹ / 貝のふしぎ発見記 武田　晋一∥写真　文 少年写真新聞社

4 111518692 489 /ｴｽ / トラの世界 ジル　エスバウム∥著 エムディエヌコーポレーション

5 111518684 489 /ﾍｲ / イルカの世界 ベッキー　ベインズ∥著 エムディエヌコーポレーション

6 111518353 530 /ﾆｼ / 押す図鑑ボタン 西村　まさゆき∥編　著 小学館

7 111518346 594 / / 子どものハンドメイドレッスンＢＯＯＫ 松村　忍∥監修 朝日新聞出版

8 111518676 596 /ｲﾏ /1 ＳＤＧｓクッキング １ 今泉　マユ子∥著 理論社

9 111518668 596 /ｲﾏ /2 ＳＤＧｓクッキング ２ 今泉　マユ子∥著 理論社

10 111518650 596 /ｲﾏ /3 ＳＤＧｓクッキング ３ 今泉　マユ子∥著 理論社

11 111518643 759 / /2 ４７都道府県の郷土玩具 ２ 日本玩具博物館∥監修 大月書店

12 111518635 913 /ｱｻ / シャンシャン、夏だより 浅野　竜∥作 講談社

13 111518825 913 /ｳｴ / 目こぼし歌こぼし 上野　瞭∥作 童話館出版

14 111518627 913 /ｵｵ /9 空飛ぶのらネコ探険隊 〔９〕 大原　興三郎∥作 文溪堂

15 111518478 913 /ｶｼ / 霧のむこうのふしぎな町 柏葉　幸子∥作 講談社

16 111518395 913 /ｸﾄ / はじめましてのダンネバード 工藤　純子∥作 くもん出版

17 111518619 913 /ｽｷ / ミルキー杉山のあなたも名探偵ガイドブック 杉山　亮∥作 偕成社

18 111518601 913 /ｽｷ / おかげさまで名探偵 杉山　亮∥作 偕成社

19 111518445 913 /ﾄﾐ / ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！　オソロシ山のながれ星 富安　陽子∥作 理論社

20 111518593 913 /ﾅｶ / マグノリアの森 中川　なをみ∥作 あかね書房

21 111518585 913 /ﾆﾉ / きりんのまいにち 二宮　由紀子∥作 光村図書出版

22 111518460 913 /ﾉﾅ / ルビねこと旅の仲間たち 野中　柊∥作 理論社

23 111518387 913 /ﾌｸ / じゅんくんの学校 福田　隆浩∥文 あすなろ書房

24 111518486 913 /ﾐﾀ /3 ふしぎ町のふしぎレストラン ３ 三田村　信行∥作 あかね書房

25 111518403 913 /ﾑﾗ / 黄色い竜 村上　康成∥作　絵 徳間書店

26 111518452 913 /ﾑﾗ / みけねえちゃんにいうてみな　ぼくはおにいちゃん 村上　しいこ∥作 理論社

27 111518437 933 /ﾘｵ / クマのプーさんのむかしむかし ジェーン　リオーダン∥文 文化学園文化出版局

28 111518726 989 /ﾍﾁ / ぼくだってできるさ！ エドアルド　ペチシカ∥さく 冨山房インターナショナル

29 111518718 E /ｱﾏ / あまつぶぽとりすぷらっしゅ アルビン　トゥレッセルト∥さく 童話館出版

30 111518502 E /ｱﾘ / アリのメアリ いわた　まいこ∥作 ＢＬ出版

31 111518411 E /ｲｲ / いい一日ってなあに？ ミーシャ　アーチャー∥作 ＢＬ出版

32 111518544 E /ｲﾂ / いつまでも アンナ　ピンヤタロ∥さく 主婦の友社
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33 111518775 E /ｶﾗ / からすのカーさんへびたいじ オールダス　ハクスリー∥文 富山房

34 111518767 E /ｹﾝ / 賢者のおくりもの オー　ヘンリー∥文 富山房

35 111518510 E /ｺﾛ / ころころすくすく 吉田　敦子∥作 パイインターナショナル

36 111518791 E /ｻﾙ / さるとわに ポール　ガルドン∥さく ほるぷ出版

37 111518494 E /ｼﾏ / しま マルク　ヤンセン∥さく 福音館書店

38 111518429 E /ﾅﾐ / なみのむこうに ブリッタ　テッケントラップ∥作 ＢＬ出版

39 111518577 E /ﾊﾊ / パパのかえりがおそいわけ キム　ヨンジン∥さく　え 岩崎書店

40 111518536 E /ﾋﾉ / 火の山にすむゴリラ 前川　貴行∥写真　文 新日本出版社

41 111518551 E /ﾌｼ / ふしぎなかさやさん たなか　鮎子∥作 講談社

42 111518569 E /ﾍﾈ / ペネロペ　ママがだーいすき アン　グットマン∥ぶん 岩崎書店

43 111518759 E /ﾍﾝ / ベンジーのふねのたび マーガレット　ブロイ　グレアム∥さく　え 福音館書店

44 111518379 E /ﾎﾎ / ホホジロザメ 沼口　麻子∥文 福音館書店

45 111518817 E /ﾏｳ / マウス一家のふしぎなさんぽ カーラ　カスキン∥さく 童話館出版

46 111518528 E /ﾏﾖ / まよなかのバスてい 古内　ヨシ∥さく 大日本図書

47 111518809 E /ﾏﾙ / まるいちきゅうのまるいちにち 安野　光雅∥編 童話屋

48 111518734 E /ﾐﾅ / 南の国へおもちゃの旅 ハンス　ウルリッヒ　シュテーガー∥さく 童話館出版

49 111518783 E /ﾓﾘ / もりのともだち マーシャ　ブラウン∥作 富山房

50 111518833 E /ﾜﾀ / わたしのろばベンジャミン ハンス　リマー∥文 こぐま社
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