
書
し ょ

名
めい

に を含
ふ く

む本
ほん

を

著者名
ちょ しゃ めい

に を含
ふ く

む本
ほん

を

シリーズ名
めい

に を含
ふ く

む本
ほん

を

分類
ぶんるい

資料名
しり ょ う め い

シリーズ名
めい

など 著者名
ちょ しゃ めい

出版社
しゅっぱんしゃ

保管場所
ほ か ん ば し ょ

100 天才のら犬、教授といっしょに哲学する。人間ってなに？ １０代の哲学さんぽ　１ セシル・ロブラン，ジャン・ロブラン 著 リオネル・コクラン 画岩崎書店 学習センター
100 自由ってなに？人間はみんな自由って、ほんとう？ １０代の哲学さんぽ　２ アニッサ・カステル 著 モルガン・ナヴァロ 画 伏見　操 訳岩崎書店 学習センター
100 なぜ世界には戦争があるんだろう。どうして人はあらそうの？１０代の哲学さんぽ　３ ミリアム・ルヴォー・ダロンヌ 著 ジョシェン・ギャルネール 画 伏見　操 訳岩崎書店 学習センター
100 動物には心があるの？人間と動物はどうちがうの？ １０代の哲学さんぽ　４ エリザベット・ド・フォントネ 著 オーロール・カリアス 画 伏見　操 訳岩崎書店 学習センター
100 怪物－わたしたちのべつの顔？ １０代の哲学さんぽ　５ ピエール・ぺジュ 著 ステファヌ・ブランケ 画 伏見　操 訳岩崎書店 学習センター
113 子どものための哲学対話 永井　均 著 講談社 学習センター
113 自分ってなんだろう 子どもだって哲学　２ 和田秀樹  〔ほか〕著 佼成出版社 学習センター
123 親子で楽しむ　こども論語塾 安岡定子　著 明治書院 学習センター
141 考える練習をしよう マリリン・バ－ンズ　著 晶文社 学習センター
146 心が元気になる本 大河原美以　監修 あかね書房 学習センター
146 心が元気になる本 大河原美以　監修 あかね書房 学習センター
146 心が元気になる本 大河原美以　監修 あかね書房 学習センター

147.1 願いごとのえほん ローズアン・ソング　文 エリサ・クレヴェン　絵 あすなろ書房 読セ（絵本）
150 ともだち あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 ひとりぼっち あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 うれしい あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 あなたがすき あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 しあわせ あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 わたしのせいじゃない あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 たんじょうび あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 たいせつなあなた あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 じぶん あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 ゆうき あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 てがみをください あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 あこがれ あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 たいせつなとき あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 おんなのこだから あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 だいすきなあなたへ あなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店 学習センター
150 名言に学ぶ生き方西洋編 名言・名作に学ぶ生き方シリーズ荒井 洌 著 あすなろ書房 学習センター
150 ことわざに学ぶ生き方東洋編 名言・名作に学ぶ生き方シリーズ稲垣 友美 著 あすなろ書房 学習センター
150 ことわざに学ぶ生き方西洋編 名言・名作に学ぶ生き方シリーズ荒井 洌 著 あすなろ書房 学習センター
150 名作に学ぶ生き方東洋編 名言・名作に学ぶ生き方シリーズ稲垣 友美 著 あすなろ書房 学習センター
150 名作に学ぶ生き方西洋編 名言・名作に学ぶ生き方シリーズ荒井 洌 著 あすなろ書房 学習センター
150 名詩に学ぶ生き方東洋編 名言・名作に学ぶ生き方シリーズ稲垣 友美 著 あすなろ書房 学習センター
150 名詩に学ぶ生き方西洋編 名言・名作に学ぶ生き方シリーズ荒井 洌 著 あすなろ書房 学習センター
150 伝記に学ぶ生き方東洋編 名言・名作に学ぶ生き方シリーズ稲垣 友美 編著 あすなろ書房 学習センター
150 伝記に学ぶ生き方西洋編 名言・名作に学ぶ生き方シリーズ稲垣 友美 編著 あすなろ書房 学習センター
150 民話に学ぶ生き方東洋編 名言・名作に学ぶ生き方シリーズ荒井 洌 編著 あすなろ書房 学習センター
150 民話に学ぶ生き方西洋編 名言・名作に学ぶ生き方シリーズ荒井 洌 編著 あすなろ書房 学習センター
159 だれだって悩んだ ちくまプリマーブックス なだいなだ 工藤直子　著 筑摩書房 学習センター
159 名言に学ぶ生き方東洋編 名言・名作に学ぶ生き方シリーズ稲垣 友美 著 あすなろ書房 学習センター
159 きみたちにおくる名言集１ ポプラ社 学習センター
159 きみたちにおくる名言集２ ポプラ社 学習センター
159 きみたちにおくる名言集３ ポプラ社 学習センター
159 きみたちにおくる名言集４ ポプラ社 学習センター
159 きみたちにおくる名言集５ ポプラ社 学習センター
159 きみたちにおくる名言集６ ポプラ社 学習センター
159 きみたちにおくる名言集７ ポプラ社 学習センター
159 きみたちにおくる名言集８ ポプラ社 学習センター
159 きみたちにおくる名言集１０ ポプラ社 学習センター
159 夢をかなえるあの人の作文　1 前田健太，松坂大輔　［ほか］文 学研教育出版 学習センター
159 夢をかなえるあの人の作文　2 大津祐樹，栗原恵　［ほか］文 学研教育出版 学習センター
159 夢をかなえるあの人の作文　3 角田光代，長野久義　［ほか］文 学研教育出版 学習センター
159 １０分で読める　一流の人の名言１００ 西沢　泰生 メイツ出版 学習センター

164.31 ギリシア神話オリュンポスの書 斉藤洋の「ギリシア神話」 斉藤洋　文 佐竹美保　絵 理論社 読書センター
164.31 ギリシア神話　ペルセウスの書 斉藤洋の「ギリシア神話」 斉藤洋　文 佐竹美保　絵 理論社 読書センター
164.31 ギリシア神話　トロイアの書 斉藤洋の「ギリシア神話」 斉藤洋　文 佐竹美保　絵 理論社 読書センター

187 仏教のひみつ 松本義弘/構成・文　谷豊/漫画 学習研究社 学習センター
193 聖書物語 こども世界名作童話 谷 真介 文 ポプラ社 読書センター
200 学習漫画　世界の発明・発見事典 集英社 学習センター
200 ２１世紀こども人物館 小学館 学習センター
200 ２１世紀こども百科歴史館 小学館 学習センター
200 世界の歴史年表 集英社版・学習漫画 集英社 学習センター
200 学習漫画　世界の歴史できごと事典 岩田 一彦 立案・構成 集英社 学習センター
200 学習漫画世界の歴史人物事典 木村 尚三郎 監修 集英社 学習センター
200 世界の歴史年表 集英社版・学習漫画 集英社 学習センター
200 学習漫画　世界の歴史できごと事典 岩田 一彦 立案・構成 集英社 学習センター
200 学習漫画　世界の歴史１ 集英社 学習センター
200 学習漫画　世界の歴史３ 集英社 学習センター
200 学習漫画　世界の歴史４ 集英社 学習センター
200 学習漫画　世界の歴史６ 集英社 学習センター
200 学習漫画　世界の歴史７ 集英社 学習センター
200 学習漫画　世界の歴史８ 集英社 学習センター
200 学習漫画　世界の歴史１０ 集英社 学習センター
200 学習漫画　世界の歴史１３ 集英社 学習センター
200 学習漫画　世界の歴史１４ 集英社 学習センター
200 学習漫画　世界の歴史１５ 集英社 学習センター
200 学習漫画　世界の歴史１６ 集英社 学習センター
200 世界の歴史５ 集英社版・学習漫画 集英社 学習センター
200 世界の歴史１２ 集英社版・学習漫画 集英社 学習センター
200 小学社会科事典 有田　和正 旺文社 ６年生教室
200 小学社会科事典 有田　和正 旺文社 ６年生教室
200 小学社会科事典 有田　和正 旺文社 ６年生教室
200 小学社会科事典 有田　和正 旺文社 ６年生教室
200 歴史をつくった女性大事典　１　古代～近世の巻 歴史をつくった女性大事典 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
200 歴史をつくった女性大事典　２　近代～現代の巻 歴史をつくった女性大事典 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
200 燕石さん 燕石会　文 学習センター
200 燕石さん 燕石会　文 美巧社 学習センター
201 手塚治虫－未来からの使者 フォア文庫　Ｂ　２００ 石子　順 著 童心社//フォア文庫の会読書センター
202 岩宿遺跡のなぞ てのり文庫 たかし よいち 著 国土社 学習センター
209 学習漫画　世界の歴史９ 集英社 ６年生教室
209 学習漫画　世界の歴史１３ 集英社 ６年生教室
209 学習漫画　世界の歴史１４ 集英社 ６年生教室
209 学習漫画　世界の歴史１５ 集英社 ６年生教室
209 学習漫画　世界の歴史１６ 集英社 ６年生教室
209 学習漫画　世界の歴史１１ 集英社 学習センター
209 世界遺産物語 工藤　父母道 ぎょうせい 学習センター
209 世界の歴史９ 集英社版・学習漫画 集英社 学習センター
209 古代文明の大常識 これだけは知っておきたい　４吉田　忠正 著 ポプラ社 読セ（30周年）
209 みんなで守ろう世界の文化・自然遺産６ 学研 学習センター
209 絵で読む広島の原爆 かがくのほん 那須 正幹 文 福音館書店 学習センター
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問１ ポプラ社 学習センター
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問２ ポプラ社 学習センター
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問３ ポプラ社 学習センター
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問４ ポプラ社 学習センター
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問５ ポプラ社 学習センター
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問６ ポプラ社 学習センター
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問７ ポプラ社 学習センター
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問８ ポプラ社 学習センター
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210 少年少女日本の歴史１ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史３ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史４ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史５ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史７ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史８ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史９ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史１３ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史１４ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史１５ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史１６ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史１７ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史１８ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史１９ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史２０ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史２１ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史別巻２ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 織田信長 学研まんが人物日本史　安土時代 学研 学習センター
210 卑弥呼 学研まんが人物日本史　原始時代 学研 学習センター
210 藤原道長 学研まんが人物日本史　平安時代 学研 学習センター
210 紫式部 学研まんが人物日本史　平安時代 学研 学習センター
210 少年少女日本の歴史６ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史別巻１ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 足利義満 学研まんが人物日本史　室町時代 学研 学習センター
210 伊藤博文 学研まんが人物日本史　明治時代 学研 学習センター
210 西郷隆盛 学研まんが人物日本史　江戸時代後期 学研 学習センター
210 ヤマトタケルノミコト 学研まんが人物日本史　大和時代 学研 学習センター
210 北条時宗 学研まんが人物日本史　鎌倉時代後期 学研 学習センター
210 源義経 学研まんが人物日本史　鎌倉時代前期 学研 学習センター
210 福沢諭吉 学研まんが人物日本史　明治時代 学研 学習センター
210 徳川家康 学研まんが人物日本史　江戸時代前期 学研 学習センター
210 天智天皇 学研まんが人物日本史　大和時代 学研 学習センター
210 平清盛 学研まんが人物日本史　平安時代 学研 学習センター
210 学習漫画世界の伝記〔１９〕ライト兄弟 集英社 学習センター
210 少年少女日本の歴史１２ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 聖徳太子 学研まんが人物日本史　大和時代 学研 学習センター
210 聖武天皇 学研まんが人物日本史　奈良時代 学研 学習センター
210 源頼朝 学研まんが人物日本史　鎌倉時代前期 学研 学習センター
210 少年少女日本の歴史１０ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 少年少女日本の歴史２ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 徳川家光 学研まんが人物日本史　江戸時代（前期） 学研 学習センター
210 勝海舟 学研まんが人物日本史　江戸時代（後期） 学研 学習センター
210 少年少女日本の歴史１１ 小学館版学習まんが 小学館 ５年生教室
210 ひとり調べができる時代別日本の歴史　１ 日本の歴史 吉羽　哲夫　著 学習研究社 学習センター
210 ひとり調べができる時代別日本の歴史　２ 日本の歴史 吉羽　哲夫　著 学習研究社 学習センター
210 ひとり調べができる時代別日本の歴史　３ 日本の歴史 吉羽　哲夫　著 学習研究社 学習センター
210 ひとり調べができる時代別日本の歴史　４ 日本の歴史 松野　泰一　著 学習研究社 学習センター
210 ひとり調べができる時代別日本の歴史　５ 日本の歴史 松野　泰一　著 学習研究社 学習センター
210 ひとり調べができる時代別日本の歴史　６ 日本の歴史 松野　泰一　著 学習研究社 学習センター
210 ひとり調べができる時代別日本の歴史　７ 日本の歴史 西脇　裕高　著 学習研究社 学習センター
210 ひとり調べができる時代別日本の歴史　８ 日本の歴史 西脇　裕高　著 学習研究社 学習センター
210 ひとり調べができる時代別日本の歴史　９ 日本の歴史 西脇　裕高　著 学習研究社 学習センター
210 ひとり調べができる時代別日本の歴史　１０ 日本の歴史 星　美登里　著 学習研究社 学習センター
210 ひとり調べができる時代別日本の歴史　１１ 日本の歴史 星　美登里　著 学習研究社 学習センター
210 ひとり調べができる時代別日本の歴史　１２ 日本の歴史 星　美登里　著 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　１　原始時代 学研まんが日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　２　大和時代 学研まんが日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　３　奈良時代 学研まんが日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　４　平安時代 学研まんが日本歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　５　鎌倉時代・前期 学研まんが日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　６　鎌倉時代・後期 学研まんが日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　７　室町時代 学研まんが日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　８　安土・桃山時代 学研まんが日本歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが　日本の歴史９　江戸時代前期　江戸幕府開く学研マンガ　日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　１０　江戸時代・中期 学研まんが日本歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　１１　江戸時代・後期 学研まんが日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　１２　明治時代・前期 学研まんが日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　１３　明治時代・後期 学研まんが日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　１４　大正時代 学研まんが日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　１５　昭和時代・前期 学研まんが日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　１６　昭和時代・後期 学研まんが日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　１７　現代 学研まんが日本の歴史 樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 学研まんが日本の歴史　別巻　古代～現代 学研まんが日本の歴史　別巻　古代～現代樋口　清之　監修 学習研究社 学習センター
210 読む日本の歴史　１ 読む日本の歴史 古川　清行 著 あすなろ書房 学習センター
210 読む日本の歴史　２ 読む日本の歴史 古川　清行 著 あすなろ書房 学習センター
210 読む日本の歴史　３ 読む日本の歴史 古川　清行 著 あすなろ書房 学習センター
210 読む日本の歴史　４ 読む日本の歴史 古川　清行 著 あすなろ書房 学習センター
210 読む日本の歴史　５ 読む日本の歴史 古川　清行 著 あすなろ書房 学習センター
210 読む日本の歴史　６ 読む日本の歴史 古川　清行 著 あすなろ書房 学習センター
210 戦争とくらしの事典 ポプラ社 学習センター
210 源義経の大常識 これだけは知っておきたい　１６河野　美智子 著 ポプラ社 読セ（30周年）
210 古代日本の大常識 これだけは知っておきたい　１９青木　滋一 著 ポプラ社 読セ（30周年）
210 忍者の大常識 これだけは知っておきたい　２８栗田　芽生 著 ポプラ社 読セ（30周年）
210 心をそだてるはじめての日本の歴史名場面１０１　決定版 講談社 学習センター
210 心をそだてるはじめての伝記１０１人　決定版 講談社 学習センター
210 読む日本の歴史　７ 読む日本の歴史 古川　清行 著 あすなろ書房 学習センター
210 読む日本の歴史　８ 読む日本の歴史 古川　清行 著 あすなろ書房 学習センター
210 読む日本の歴史　９ 読む日本の歴史 古川　清行 著 あすなろ書房 学習センター
210 土の中からでてきたよ 小川　忠博 著 平凡社 学習センター
210 ならの大仏さま ｆｕｋｋａｎ．ｃｏｍ 加古　里子 著 ブッキング 学習センター
210 幕末・維新人物大百科　上　ビジュアル版　薩長土肥編 幕末・維新人物大百科 ポプラ社 学習センター
210 幕末・維新人物大百科　中　ビジュアル版　幕府・朝廷編 幕末・維新人物大百科 ポプラ社 学習センター
210 幕末・維新人物大百科　下　ビジュアル版　事件編 幕末・維新人物大百科 ポプラ社 学習センター
210 はらっぱ 神戸光男　構成・文 童心社 学習センター
210 香川の歴史ものがたり 「香川の歴史ものがたり」刊行委員会 編 日本標準 学習センター
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史１ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史１ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史１ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史２ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史２ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史２ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史３ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史３ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史３ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史４ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史４ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史５ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史５ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史５ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史６ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史６ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史６ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史７ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史７ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史８ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史８ 学研 ６年生教室
210 新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史８ 学研 ６年生教室



210 歴史おもしろ新聞１ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞２ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞３ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞４ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞５ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞６ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞７ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞８ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞１０ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞１１ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞１２ ポプラ社 ６年生教室
210 戦国時代の村の生活 歴史を旅する絵本 勝俣 鎮夫 文 岩波書店 読書センター
210 近世のこども歳時記 歴史を旅する絵本 宮田 登 文 岩波書店 読書センター
210 江戸のあかり 歴史を旅する絵本 塚本 学 文 岩波書店 読書センター
210 河原にできた中世の町 歴史を旅する絵本 網野 善彦 文 岩波書店 読書センター
210 目で見る日本の歴史２ 学研 ６年生教室
210 目で見る日本の歴史３ 学研 ６年生教室
210 目で見る日本の歴史４ 学研 ６年生教室
210 目で見る日本の歴史５ 学研 ６年生教室
210 目で見る日本の歴史６ 学研 ６年生教室
210 目で見る日本の歴史７ 学研 ６年生教室
210 目で見る日本の歴史８ 学研 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞２ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞３ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞４ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞５ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞６ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞７ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞８ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞９ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞１０ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞１１ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞１２ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史見学にやくだつ遺跡と人物１ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史見学にやくだつ遺跡と人物２ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史見学にやくだつ遺跡と人物３ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史見学にやくだつ遺跡と人物４ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史見学にやくだつ遺跡と人物５ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史見学にやくだつ遺跡と人物６ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史見学にやくだつ遺跡と人物７ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史見学にやくだつ遺跡と人物８ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史見学にやくだつ遺跡と人物９ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史見学にやくだつ遺跡と人物１０ ポプラ社 ６年生教室
210 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑８ ポプラ社 学習センター
210 絵で見る　日本の歴史 福音館のかがくのほん 西村 繁男 作 福音館書店 学習センター
210 戦争と子どもたち１ 早乙女勝元 日本図書センター 学習センター
210 戦争と子どもたち２ 早乙女勝元 日本図書センター 学習センター
210 戦争と子どもたち３ 早乙女勝元 日本図書センター 学習センター
210 戦争と子どもたち４ 早乙女勝元 日本図書センター 学習センター
210 戦争と子どもたち５ 早乙女勝元 日本図書センター 学習センター
210 戦争と子どもたち６ 早乙女勝元 日本図書センター 学習センター
210 縄文人のくらし１ 学研 学習センター
210 縄文人のくらし２ 学研 学習センター
210 縄文人のくらし３ 学研 学習センター
210 縄文人のくらし４ 学研 学習センター
210 縄文人のくらし５ 学研 学習センター
210 縄文人のくらし６ 学研 学習センター
210 歴史おもしろ新聞１ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞２ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞３ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞４ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞５ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞６ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞７ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞８ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞９ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞１０ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞１１ ポプラ社 ６年生教室
210 歴史おもしろ新聞１２ ポプラ社 ６年生教室
210 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑７ ポプラ社 学習センター
210 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑８ ポプラ社 学習センター
210 人物日本の歴史１４ 学研 ６年生教室
210 人物日本の歴史１ 学研 ６年生教室
210 人物日本の歴史２ 学研 ６年生教室
210 人物日本の歴史３ 学研 ６年生教室
210 人物日本の歴史４ 学研 ６年生教室
210 人物日本の歴史５ 学研 ６年生教室
210 人物日本の歴史６ 学研 ６年生教室
210 人物日本の歴史７ 学研 ６年生教室
210 人物日本の歴史１０ 学研 ６年生教室
210 人物日本の歴史１１ 学研 ６年生教室
210 人物日本の歴史１２ 学研 ６年生教室
210 人物日本の歴史８ 学研 ６年生教室
210 学研まんが　日本の歴史別巻 学研 学習センター
210 学研まんが　日本の歴史２ 学研 ５年生教室
210 学研まんが　日本の歴史４ 学研 ５年生教室
210 学研まんが　日本の歴史１３ 学研 ５年生教室
210 学研まんが　日本の歴史１４ 学研 ５年生教室
210 学研まんが　日本の歴史１６ 学研 ５年生教室
210 学研まんが　日本の歴史１７ 学研 ５年生教室
210 人物日本の歴史９ 学研 ６年生教室
210 聖徳太子 学研まんが人物日本史　大和時代 学研 学習センター
210 ヤマトタケルノミコト 学研まんが人物日本史　大和時代 学研 学習センター
210 藤原道長 学研まんが人物日本史　平安時代 学研 学習センター
210 天智天皇 学研まんが人物日本史　大和時代 学研 学習センター
210 淀君 学研まんが人物日本史　桃山時代 学研 学習センター
210 織田信長 学研まんが伝記シリーズ 学研 閉架
210 聖武天皇 学研まんが人物日本史　奈良時代 学研 学習センター
210 みんなの調べ学習７ ポプラ社 学習センター
210 ビジュアル戦国英雄伝　１ ビジュアル戦国英雄伝 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
210 ビジュアル戦国英雄伝　２ ビジュアル戦国英雄伝 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
210 ビジュアル戦国英雄伝　３　徳川家康 ビジュアル戦国英雄伝 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
210 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝　著作・編集 ポプラ社 学習センター
210 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝　著作・編集 ポプラ社 学習センター
210 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝　著作・編集 ポプラ社 学習センター
210 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝　著作・編集 ポプラ社 学習センター
210 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝　著作・編集 ポプラ社 学習センター
210 源平争乱大百科　１　ビジュアル版　源氏編 源平争乱大百科 ポプラ社 学習センター
210 源平争乱大百科　２　ビジュアル版　平氏編 源平争乱大百科 ポプラ社 学習センター
210 源平争乱大百科　３　ビジュアル版　合戦編 源平争乱大百科 ポプラ社 学習センター
210 知ってびっくり！日本の歴史のお話　前編 知ってびっくり！日本の歴史のお話　前編 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
210 知ってびっくり！日本の歴史のお話　後編 知ってびっくり！日本の歴史のお話　後編 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
210 歴史なるほど新聞　１ 歴史なるほど新聞 ポプラ社 学習センター
210 歴史なるほど新聞　２ 歴史なるほど新聞 ポプラ社 学習センター
210 歴史なるほど新聞　３ 歴史なるほど新聞 ポプラ社 学習センター
210 歴史なるほど新聞　４ 歴史なるほど新聞 ポプラ社 学習センター
210 歴史なるほど新聞　５ 歴史なるほど新聞 ポプラ社 学習センター



210 歴史なるほど新聞　６ 歴史なるほど新聞 ポプラ社 学習センター
210 歴史なるほど新聞　７ 歴史なるほど新聞 ポプラ社 学習センター
210 歴史なるほど新聞　８ 歴史なるほど新聞 ポプラ社 学習センター
210 歴史なるほど新聞　９ 歴史なるほど新聞 ポプラ社 学習センター
210 歴史なるほど新聞　１０ 歴史なるほど新聞 ポプラ社 学習センター
210 ふるさと６０年　戦後の日本とわたしたちの歩み 道浦母都子　著 福音館書店 学習センター
210 新版　香川の歴史ものがたり 香川県中学校社会科研究会 学習センター
210 人物なぞとき日本の歴史　１　　　縄文～奈良時代 高野尚好  監修 小峰書店 学習センター
210 人物なぞとき日本の歴史　２　　　平安時代 高野尚好  監修 小峰書店 学習センター
210 人物なぞとき日本の歴史　３　　　鎌倉・室町時代 高野尚好  監修 小峰書店 学習センター
210 人物なぞとき日本の歴史　４　　　戦国・安土桃山・江戸時代前期 高野尚好  監修 小峰書店 学習センター
210 人物なぞとき日本の歴史　５　　　江戸時代中期・後期 高野尚好  監修 小峰書店 学習センター
210 人物なぞとき日本の歴史　６　　　幕末～明治時代前期 高野尚好  監修 小峰書店 学習センター
210 人物なぞとき日本の歴史　７　　　明治時代後期～平成時代 高野尚好  監修 小峰書店 学習センター
210 １５４０～１５６０年ごろ　戦国時代の幕開け 完全攻略！戦国合戦ビジュアル大図鑑1小和田哲男　監修 ポプラ社 学習センター
210 １５６１～１５７５年ごろ　織田信長の躍進 完全攻略！戦国合戦ビジュアル大図鑑2小和田哲男　監修 ポプラ社 学習センター
210 １５７６～１５８３年ごろ　明智光秀の三日天下 完全攻略！戦国合戦ビジュアル大図鑑3小和田哲男　監修 ポプラ社 学習センター
210 １５８４～１５９０年ごろ　豊臣秀吉の天下統一 完全攻略！戦国合戦ビジュアル大図鑑4小和田哲男　監修 ポプラ社 学習センター
210 １５９１～１６１５年ごろ　徳川家康の時代へ 完全攻略！戦国合戦ビジュアル大図鑑5小和田哲男　監修 ポプラ社 学習センター
210 日本の歴史１ 岩本佳浩　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史２ 坂元輝弥　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史３ 天神うめまる　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史４ 梅屋敷ミタ　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史５ 岩元健一　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史６ 松尾葉月　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史７ 藤森ゆゆ缶　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史８ ひらぶき雅浩　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史９ 備前やすのり　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史１０ かのえゆうし　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史１１ 石川樹　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史１２ 蔦森えん　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史１３ 水面かえる　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史１４ 久木ゆづる　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史１５ 亜円堂　まんが作画 KADOKAWA 学習センター
210 日本の歴史　別巻　おもしろ歴史ずかん 山本博文　監修 KADOKAWA 学習センター
210 ＮＨＫタイムスクープハンター　１ ＮＨＫタイムスクープハンター歴史の真実を探れ！ ポプラ社 学習センター
210 ＮＨＫタイムスクープハンター　２ ポプラ社 学習センター
210 ＮＨＫタイムスクープハンター　３ ＮＨＫタイムスクープハンター歴史の真実を探れ！ ポプラ社 学習センター
210 ＮＨＫタイムスクープハンター　４ ＮＨＫタイムスクープハンター歴史の真実を探れ！ ポプラ社 学習センター
210 ＮＨＫタイムスクープハンター　５ ＮＨＫタイムスクープハンター歴史の真実を探れ！ ポプラ社 学習センター

210.19 ウォーズ・オブ・ジャパン 宮永忠将　文 大河原一樹　［ほか］画 偕成社 学習センター
210.19 ウォーズ・オブ・ジャパン 宮永忠将　文 大河原一樹　［ほか］画 偕成社 学習センター
210.19 ウォーズ・オブ・ジャパン 宮永忠将　文 大河原一樹　［ほか］画 偕成社 学習センター
210.19 ウォーズ・オブ・ジャパン 宮永忠将　文 大河原一樹　［ほか］画 偕成社 学習センター

220 学習漫画　世界の歴史５ 集英社 ６年生教室
220 学習漫画　世界の歴史６ 集英社 ６年生教室
220 学習漫画　世界の歴史７ 集英社 ６年生教室
221 まんが朝鮮の歴史１ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史２ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史３ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史４ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史５ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史６ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史７ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史８ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史９ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史１０ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史１１ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史１２ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史１３ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史１４ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史１５ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
221 まんが朝鮮の歴史１６ 安 宇植 訳 ポプラ社 読書センター
225 インドのひみつ 大石容子/漫画　入澤宣幸/構成 学習研究社 学習センター
230 学習漫画　世界の歴史４ 集英社 ６年生教室
230 学習漫画　世界の歴史３ 集英社 ６年生教室
230 学習漫画　世界の歴史８ 集英社 ６年生教室
230 学習漫画　世界の歴史１０ 集英社 ６年生教室
230 学習漫画　世界の歴史１１ 集英社 ６年生教室
230 学習漫画　世界の歴史１２ 集英社 ６年生教室
230 学習漫画　世界の歴史２ 集英社 学習センター
240 学習漫画　世界の歴史１ 集英社 ６年生教室
253 彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ　文と絵 あすなろ書房 学習センター
280 学習漫画世界の歴史人物事典 木村 尚三郎 監修 集英社 閉架
280 やなせたかし アトムポケット人物館 圷紀子　作 講談社 学習センター
280 浅井力也 アトムポケット人物館 柳川茂　作 講談社 学習センター
280 マザー・テレサ アトムポケット人物館 鬼海正秀　作 講談社 学習センター
280 向井千秋 アトムポケット人物館 小川容子　作 講談社 学習センター
280 アインシュタイン アトムポケット人物館 氷室勲　作 講談社 学習センター
280 ベートーベン アトムポケット人物館 神田貴幸　作 講談社 学習センター
280 ファーブル アトムポケット人物館 柳川創造　作 講談社 学習センター
280 野口英世 アトムポケット人物館 すぎたとおる　作 講談社 学習センター
280 エジソン アトムポケット人物館 杉原めぐみ　作 講談社 学習センター
280 ヘレン・ケラ－ アトムポケット人物館 柳川創造　作 講談社 学習センター
280 手塚治虫 アトムポケット人物館 柳川茂　作 講談社 学習センター
280 アンネ・フランク アトムポケット人物館 鈴木悦夫　作 講談社 学習センター
280 ピカソ アトムポケット人物館 杉原めぐみ　作 講談社 学習センター
280 ジャンヌ・ダルク アトムポケット人物館 岸田恋　作・画 講談社 学習センター
280 ナイチンゲ－ル アトムポケット人物館 柳川茂　作 講談社 学習センター
280 ジョン・レノン アトムポケット人物館 浅野有生子　作 講談社 学習センター
280 新選組の大常識 これだけは知っておきたい　６青木　美加子 著 ポプラ社 読セ（30周年）
280 戦国大名の大常識 これだけは知っておきたい　２５青木　一平 著 ポプラ社 読セ（30周年）
280 心をそだてるはじめての落語１０１　決定版 講談社 学習センター
280 国際交流につくした日本人１ アジア１ くもん出版 学習センター
280 国際交流につくした日本人２ アジア２ くもん出版 学習センター
280 国際交流につくした日本人３ アジア３ くもん出版 学習センター
280 国際交流につくした日本人４ ヨーロッパ１ くもん出版 学習センター
280 国際交流につくした日本人５ ヨーロッパ２ くもん出版 学習センター
280 国際交流につくした日本人６ 北アメリカ くもん出版 学習センター
280 国際交流につくした日本人７ 南アメリカ、オセアニア くもん出版 学習センター
280 国際交流につくした日本人８ 日本を愛した外国人 くもん出版 学習センター
280 人物日本の歴史１ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史２ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史３ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史６ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史７ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史８ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史９ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史１０ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史１２ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史１４ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史１７ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史１８ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史２０ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史２１ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史２３ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史３０ 国際情報社 ５年生教室



280 人物日本の歴史３１ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史３２ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史２５ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史３３ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史３４ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史３５ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史３６ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史３７ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史３８ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史４０ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史４１ 国際情報社 ５年生教室
280 人物日本の歴史４３ 国際情報社 ５年生教室
280 教科書にでてくる人物１２４人１ 稲垣 友美 編 あすなろ書房 ５年生教室
280 教科書にでてくる人物１２４人２ 稲垣 友美 編 あすなろ書房 ５年生教室
280 教科書にでてくる人物１２４人３ 稲垣 友美 編 あすなろ書房 ５年生教室
280 教科書にでてくる人物１２４人４ 稲垣 友美 編 あすなろ書房 ５年生教室
280 教科書にでてくる人物１２４人５ 稲垣 友美 編 あすなろ書房 ５年生教室
280 教科書にでてくる人物１２４人６ 稲垣 友美 編 あすなろ書房 ５年生教室
280 教科書にでてくる人物１２４人７ 稲垣 友美 編 あすなろ書房 ５年生教室
280 教科書にでてくる人物１２４人８ 稲垣 友美 編 あすなろ書房 ５年生教室
280 手塚治虫－少女まんがの世界 フォア文庫　Ｂ　２４７ 石子　順 著 手塚　治虫 画 童心社//フォア文庫の会学習センター
281 人物日本の歴史２４ 国際情報社 ５年生教室
281 人物アルバム歴史を生きた７８人１ ＰＨＰ研究所 ５年生教室
281 人物アルバム歴史を生きた７８人２ ＰＨＰ研究所 ５年生教室
281 人物アルバム歴史を生きた７８人３ ＰＨＰ研究所 ５年生教室
281 人物アルバム歴史を生きた７８人４ ＰＨＰ研究所 ５年生教室
281 人物アルバム歴史を生きた７８人５ ＰＨＰ研究所 ５年生教室
281 人物アルバム歴史を生きた７８人６ ＰＨＰ研究所 ５年生教室
281 人物日本の歴史１３ 学研 ６年生教室
281 戦国武将５５ しらべ図鑑マナペディア 清水昇　監修 講談社 学習センター
281 宮沢賢治 よんでしらべて時代がわかるミネルヴァ日本歴史人物伝西本鶏介　文 黒井健　絵 ミネルヴァ書房 学習センター
287 少年少女伝記文学館７ 講談社 学習センター
288 ものしり絵本国旗 ひらい　ふみと 著 ＰＨＰ研究所 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔５〕徳川家康 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔９〕福沢諭吉 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔１６〕新渡戸稲造 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔３〕ナイチンゲール 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔２８〕ニュートン 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔１１〕シュバイツアー 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔２０〕マリー・アントワネット 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔２７〕アインシュタイン 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔３３〕アガサ・クリスティー 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔３６〕ショパン 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記ケネディ 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔２９〕ダビンチ 集英社 閉架
289 学習漫画世界の伝記〔２〕ヘレン・ケラー 集英社 閉架
289 学習漫画世界の伝記〔４〕エジソン 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔１８〕コロンブス 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔２６〕ガリレオ・ガリレイ 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔１０〕リンカーン 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔３８〕マリー・サンローラン 集英社 閉架
289 学習漫画世界の伝記〔８〕ベートーベン 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔３４〕モンゴメリ 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔２２〕クララ・シューマン 集英社 閉架
289 学習漫画世界の伝記〔２４〕マザー・テレサ 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔１９〕ライト兄弟 集英社 学習センター
289 科学者レイチェル・カーソン こんな生き方がしたい 小手鞠 るい 著 理論社 学習センター
289 学習漫画　世界の伝記〔３５〕アンデルセン 集英社 学習センター
289 学習漫画　世界の伝記〔１４〕二宮金次郎 集英社 学習センター
289 悲劇の少女アンネ シュナーベル 著 偕成社 学習センター
289 伝記世界を変えた人々１４ フィオナ・マクドナルド 偕成社 学習センター
289 学習漫画　世界の発明・発見事典 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔２４〕マザー・テレサ 集英社 閉架
289 学習漫画世界の伝記〔１０〕リンカーン 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔５〕徳川家康 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔１７〕ノーベル 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔１５〕モーツァルト 集英社 閉架
289 学習漫画世界の伝記〔１４〕二宮金次郎 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔２５〕チンギス・ハン 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔３７〕ケネディ 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔３３〕アガサ・クリスティー 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔２６〕ガリレオ・ガリレイ 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔２７〕アインシュタイン 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔１１〕シュバイツアー 集英社 閉架
289 学習漫画世界の伝記〔８〕ベートーベン 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔３５〕アンデルセン 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔３〕ナイチンゲール 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔１３〕キリスト 集英社 閉架
289 学習漫画世界の伝記〔３８〕マリー・ローランサン 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔７〕一休さん 集英社 閉架
289 学習漫画世界の伝記〔１６〕 集英社 学習センター
289 学習漫画世界の伝記〔３０〕新渡戸稲造 集英社 学習センター
289 学習漫画　世界の伝記〔３１〕クレオパトラ 集英社 閉架
289 学習漫画　世界の伝記〔１〕野口英世 集英社 学習センター
289 学習漫画　世界の伝記〔９〕福沢諭吉 集英社 学習センター
289 学習漫画　世界の伝記〔１２〕ベーブ・ルース 集英社 閉架
289 学習漫画　世界の伝記〔１８〕コロンブス 集英社 学習センター
289 学習漫画　世界の伝記ショパン 集英社 学習センター
289 学習漫画　世界の伝記〔２１〕ナポレオン 集英社 学習センター
289 手塚治虫 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記国松 俊英 文 ポプラ社 学習センター
289 レーナ・マリア あべ さより まんが 小学館 閉架
289 キング牧師の力づよいことば ドリーン・ラパポート 文 国土社 ５年生教室
289 宮沢賢治 小学館版学習まんが人物館村野 守美 まんが 小学館 学習センター
289 ナイチンゲール 子どもの伝記全集 土田 治男 〔著〕 ポプラ社 学習センター
289 宮沢賢治 講談社火の鳥伝記文庫 西本鶏介　著 講談社 ５年生教室
289 宮本武蔵 砂田弘　著 ポプラ社 学習センター
289 ザ・ビートルズ 火の鳥人物文庫 広田寛治　著 講談社 学習センター
289 女優オードリー・ヘップバーン こんな生き方がしたい 古屋美登里　著 理論社 学習センター
289 柴野栗山 小川太一郎 財団法人栗山顕彰会 学習センター
289 柴野栗山 小川太一郎 財団法人栗山顕彰会 学習センター
289 柴野栗山 小川太一郎 財団法人栗山顕彰会 学習センター
289 柴野栗山 小川太一郎 財団法人栗山顕彰会 学習センター
289 柴野栗山 小川太一郎 財団法人栗山顕彰会 学習センター
289 一歩・そしてまた一歩 てつきのこ 牟礼町教育委員会 学習センター
289 一歩・そしてまた一歩 てつきのこ 牟礼町教育委員会 学習センター
289 一歩・そしてまた一歩 てつきのこ 牟礼町教育委員会 学習センター
289 一歩・そしてまた一歩 てつきのこ 牟礼町教育委員会 学習センター
289 一歩・そしてまた一歩 てつきのこ 牟礼町教育委員会 学習センター
289 伝記　世界の大作曲家 学研　音楽まんがシリーズ 伊藤良子／江田二三男／堀江卓／山口太一　漫画学習研究社 学習センター
289 織田信長 日本の歴史　コミック版　１ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 豊臣秀吉 日本の歴史　コミック版　２ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 徳川家康 日本の歴史　コミック版　３ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 武田信玄と上杉謙信 日本の歴史　コミック版　４ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 加藤清正 日本の歴史　コミック版　５ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 宮本武蔵 日本の歴史　コミック版　６ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 桶狭間の合戦 日本の歴史　コミック版　７ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 長篠・設楽原の合戦 日本の歴史　コミック版　８ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）



289 関ヶ原の合戦 日本の歴史　コミック版　９ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 大坂冬の陣・夏の陣 日本の歴史　コミック版　１０すぎた　とおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 坂本龍馬 日本の歴史　コミック版１１ すぎたとおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 西郷隆盛 日本の歴史コミック版１２ すぎたとおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 吉田松陰と高杉晋作 日本の歴史　コミック版　１３すぎた　とおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 明治維新 日本の歴史コミック版　１４ すぎたとおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 西南戦争 日本の歴史　コミック版　１５すぎたとおる 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
289 豊臣秀吉 学習まんが人物館　日本　小学館版　１大林　かおる 画 小学館 読セ（30周年）
289 植村直己 学習まんが人物館　日本　小学館版　４本庄　敬 画 小学館 読セ（30周年）
289 手塚治虫 学習まんが人物館　日本　小学館版　２伴　俊男 画 小学館 読セ（30周年）
289 南方熊楠 学習まんが人物館　日本　小学館版　７みやぞえ　郁雄 画 小学館 読セ（30周年）
289 野口英世 学習まんが人物館　日本　小学館版　３みやぞえ　郁雄 画 小学館 読セ（30周年）
289 宮沢賢治 学習まんが人物館　日本　小学館版　６村野　守美 画 小学館 読セ（30周年）
289 円谷英二 学習まんが人物館　日本　小学館版　８小林　たつよし 画 小学館 読セ（30周年）
289 高村光太郎・智恵子 学習まんが人物館　日本　小学館版　１０村野　守美 画 小学館 読セ（30周年）
289 本田宗一郎 学習まんが人物館　日本　小学館版　５ひきの　真二 画 小学館 読セ（30周年）
289 与謝野晶子 学習まんが人物館　日本　小学館版　９あべ　さより 画 小学館 読セ（30周年）
289 藤子・Ｆ・不二雄 学習まんが人物館　日本　小学館版　１１さいとう　はるお 画 小学館 読セ（30周年）
289 津田梅子 学習まんが人物館　日本　小学館版　１２みやぞえ　郁雄 画 小学館 読セ（30周年）
289 杉原千畝 学習まんが人物館　日本　小学館版　１３あべ　さより 画 小学館 読セ（30周年）
289 松井秀喜 学習まんが人物館　学習まんがスペシャル　小学館版山下　東七郎 画 小学館 読セ（30周年）
289 キュリー夫人 学習まんが人物館　世界　小学館版　２あべ　さより 画 小学館 読セ（30周年）
289 エジソン 学習まんが人物館　世界　小学館版　３小林　たつよし 画 小学館 読セ（30周年）
289 モーツァルト 学習まんが人物館　世界　小学館版　５市川　能里 画 小学館 読セ（30周年）
289 ヘレン・ケラー 学習まんが人物館　世界　小学館版　４高瀬　直子 画 小学館 閉架
289 ファーブル 学習まんが人物館　世界　小学館版　７あべ　さより 画 小学館 読セ（30周年）
289 ローラ・インガルス 学習まんが人物館　世界　小学館版　６後藤　ユタカ 画 小学館 学習センター
289 アンネ・フランク 学習まんが人物館　世界　小学館版　８高瀬　直子 画 小学館 読セ（30周年）
289 ゴッホ 学習まんが人物館　世界　小学館版　９鈴木　みつはる 画 小学館 読セ（30周年）
289 ナイチンゲール 学習まんが人物館　世界　小学館版　１０真斗 画 小学館 読セ（30周年）
289 ベートーベン 学習まんが人物館　世界　小学館版　１２いちかわ　のり 画 小学館 閉架
289 サン＝テグジユペリ 学習まんが人物館　世界　小学館版　１３平松　おさむ 画 小学館 読セ（30周年）
289 マザー・テレサ 学習まんが人物館　世界　小学館版　１１あべ　さより 画 小学館 読セ（30周年）
289 ダイアナ 学習まんが人物館　世界　小学館版いちかわ　のり 画 小学館 閉架
289 レーナ・マリア 学習まんが人物館　スペシャル　小学館版あべ　さより 画 小学館 読セ（30周年）
289 エリザベス女王 学習まんが人物館　世界　小学館版　１５高瀬　直子 画 小学館 読セ（30周年）
289 マリー・アントワネット 学習まんが人物館　世界　小学館版　１６市川　能里 画 小学館 閉架
289 コロンブス 学習まんが人物館　世界　小学館版　１９みやぞえ　郁雄 画 小学館 読セ（30周年）
289 ナポレオン 学習まんが人物館　世界　小学館版　１７小林　たつよし 画 小学館 読セ（30周年）
289 ショパン 学習まんが人物館　世界　小学館版　２０市川　能里 画 小学館 読セ（30周年）
289 ライト兄弟 学習まんが人物館　世界　小学館版　１８大林　かおる 画 小学館 読セ（30周年）
289 学習漫画世界の伝記　キュリー夫人　第２版 学習漫画世界の伝記　キュリー夫人　第２版比留間　五月 著 集英社 学習センター
289 津波から人びとを救った稲むらの火 「歴画浜口梧陵伝」編集委員会 監修 文渓堂 読書センター
289 野口英世 馬場 正男 〔著〕 ポプラ社 学習センター
289 逸話に生きる菊池寛 文芸春秋 学習センター
289 逸話に生きる菊池寛 文芸春秋 学習センター
289 逸話に生きる菊池寛 文芸春秋 学習センター
289 逸話に生きる菊池寛 文芸春秋 学習センター
289 逸話に生きる菊池寛 文芸春秋 学習センター
289 逸話に生きる菊池寛 文芸春秋 学習センター
289 逸話に生きる菊池寛 文芸春秋 学習センター
289 平和と自由の理想に燃えて ＰＨＰこころのノンフィクション志村 武 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
289 マルコ＝ポーロ 学研まんが伝記シリーズ 学研 閉架
289 ベートーベン 学研まんが伝記シリーズ 学研 閉架
289 ファーブル 学研まんが伝記シリーズ 大野 進 構成 学研 学習センター
289 レーナ・マリア物語 レーナ・マリア 作 金の星社 学習センター
289 わたしの赤毛のアン 心にのこる文学 キャサリン・Ｍ・アンドロニク 著 ポプラ社 学習センター
289 半分のふるさと イ サンクム 著 福音館書店 学習センター
289 半分のふるさと イ サンクム 著 福音館書店 学習センター
289 ぼくには故郷というものがない 心にのこる文学 石亀 泰郎 作 写真 ポプラ社 学習センター
289 紫式部 学研まんが人物日本史　平安時代 学研 学習センター
289 ライト兄弟 学研まんが伝記シリーズ 学研 学習センター
289 エジソン 学研まんが伝記シリーズ 学研 閉架
289 リンカーン 学研まんが伝記シリーズ 学研 学習センター
289 ナイチンゲール 学研まんが伝記シリーズ 学研 学習センター
289 アンデルセン 学研まんが伝記シリーズ 学研 学習センター
289 少年少女伝記文学館１ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館２ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館３ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館４ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館５ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館６ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館１０ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館１２ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館１４ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館１６ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館１７ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館１８ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館１９ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館２０ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館２１ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館２３ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館２４ 講談社 学習センター
289 少年少女伝記文学館２２ 講談社 学習センター
289 ファーブル 学研まんが伝記シリーズ 大野 進 構成 学研 学習センター
289 齋藤孝のイッキによめる！世界の偉人伝 齋藤　孝∥著 講談社 学習センター
289 齋藤孝のイッキによめる！日本の偉人伝 齋藤　孝∥著 講談社 学習センター
289 齋藤孝の親子で読む偉人の話　１年生 齋藤孝の親子で読む偉人の話　１齋藤　孝∥著 ポプラ社 学習センター
289 齋藤孝の親子で読む偉人の話　２年生 齋藤孝の親子で読む偉人の話　２齋藤　孝∥著 ポプラ社 学習センター
289 齋藤孝の親子で読む偉人の話　３年生 齋藤孝の親子で読む偉人の話　３齋藤　孝∥著 ポプラ社 学習センター
289 齋藤孝の親子で読む偉人の話　４年生 齋藤孝の親子で読む偉人の話　４齋藤　孝∥著 ポプラ社 学習センター
289 ジョイ・アダムソン 集英社版・学習漫画世界の伝記高瀬直子　漫画 集英社 学習センター
289 クララ・シューマン 集英社版･学習漫画世界の伝記高瀬直子　漫画 集英社 学習センター
289 ジャンヌ・ダルク 集英社版･学習漫画世界の伝記高瀬直子　漫画 集英社 学習センター
289 決定版　心をそだてるはじめての伝記 童夢　編 講談社 学習センター
289 キュリ－夫人 伝記世界を変えた人々 ビバリ－・バ－チ　著 乾侑美子　訳 偕成社 学習センター
289 キング牧師 伝記世界を変えた人々 Ｖ．シュロ－デト，Ｐ．ブラウン　著 松村佐知子　訳 偕成社 学習センター
289 マザ－・テレサ 伝記世界を変えた人々 シャ－ロット・グレイ　著 橘高弓枝　訳 偕成社 学習センター
289 ツツ大主教 伝記世界を変えた人々 デイビッド・ウィナ－　著 箕浦万里子　訳 偕成社 学習センター
289 ナイチンゲ－ル 伝記世界を変えた人々 パム・ブラウン　著 茅野美ど里　訳 偕成社 学習センター
289 ワレンバ－グ 伝記世界を変えた人々 Ｍ．ニコルソン，Ｄ．ウィナ－　著 日暮雅通　訳 偕成社 学習センター
289 シュヴァイツァ－ 伝記世界を変えた人々 ジェ－ムズ・ベントリ－　著 菊島伊久栄　訳 偕成社 学習センター
289 ブライユ 伝記世界を変えた人々 ビバリ－・バ－チ　著 乾侑美子　訳 偕成社 学習センター
289 ガンジ－ 伝記世界を変えた人々 マイケル・ニコルソン　著 坂崎麻子　訳 偕成社 学習センター
289 パストゥ－ル 伝記世界を変えた人々 ビバリ－・バ－チ　著 菊島伊久栄　訳 偕成社 学習センター
289 ピ－タ－・スコット 伝記世界を変えた人々 ジュリア・コ－トニ－　著 乾侑美子　訳 偕成社 学習センター
289 チャップリン 伝記世界を変えた人々 パム・ブラウン　著 橘高弓枝　訳 偕成社 学習センター
289 ダ－ウィン 伝記世界を変えた人々 アンナ・スプロウル　著 乾侑美子　訳 偕成社 学習センター
289 ヘレン・ケラ－ 伝記世界を変えた人々 フィオナ・マクドナルド　著 菊島伊久栄　訳 偕成社 学習センター
289 グ－テンベルク 伝記世界を変えた人々 マイケル・ポラ－ド　著 松村佐知子　訳 偕成社 学習センター
289 エイブラハム・リンカン 伝記世界を変えた人々 アンナ・スプロウル　著 茅野美ど里　訳 偕成社 学習センター
289 ガリレオ・ガリレイ 伝記世界を変えた人々 マイケル・ホワイト　著 日暮雅通　訳 偕成社 学習センター
289 エリノア・ル－ズベルト 伝記世界を変えた人々 デイビッド・ウィナ－　著 箕浦万里子　訳 偕成社 学習センター
289 アインシュタイン 伝記世界を変えた人々 フィオナ・マクドナルド　著 日暮雅通　訳 偕成社 学習センター
289 夏目漱石 伝記世界を変えた人々 三田村信行　著 偕成社 学習センター
289 レイチェル・カーソン ジンジャー・ワズワース 著 上遠　恵子 訳 偕成社 学習センター
289 永井隆 中井　俊已 著 童心社 学習センター



289 まんがで読む日蓮 田中正雄 郵便出版社 学習センター
289 どがんね　古賀常次郎詳伝 佐保圭 日経ＢＰコンサルティング学習センター
289 どがんね　古賀常次郎詳伝 佐保圭 日経ＢＰコンサルティング学習センター
289 スティーブ・ジョブズ 学習漫画　世界の伝記NEXT八坂孝則/漫画　堀ノ内雅一/シナリオ 集英社 学習センター
289 エレノア・ルーズベルト 学習漫画　世界の伝記NEXTよしまさこ/漫画　和田奈津子/シナリオ 集英社 学習センター
289 新島八重 学習漫画　世界の伝記NEXT柊ゆたか/漫画　三上修平/シナリオ 集英社 学習センター
289 ターシャ・テューダ 学習漫画　世界の伝記NEXTノセクニコ/漫画　黒沢翔/シナリオ 集英社 学習センター
289 ロバート・キャパ 学習漫画　世界の伝記NEXT永山愛子/漫画　蛭海隆志/シナリオ 集英社 学習センター
289 安藤百福 学習漫画　世界の伝記NEXT海野そら太/漫画　石川憲二/シナリオ 集英社 学習センター
289 野口英世 講談社火の鳥伝記文庫２００２滑川道夫　作 講談社 学習センター
289 前田利家 コミック版　日本の歴史　36加来耕三  企画・構成・監修すぎたとおる  原作 ポプラ社 学習センター
289 島津義弘  コミック版　日本の歴史　37加来耕三  企画・構成・監修　すぎたとおる  原作 ポプラ社 学習センター
289 黒田官兵衛　 コミック版　日本の歴史　38　加来耕三  企画・構成・監修　水谷俊樹　原作 ポプラ社 学習センター
289 竹中半兵衛 コミック版　日本の歴史　39加来耕三  企画・構成・監修　水谷俊樹  原作 ポプラ社 学習センター
289 横井小楠　 コミック版　日本の歴史　40加来耕三　企画構成監修　すぎたとおる　作　中島健志　絵ポプラ社 学習センター
289 マルガレーテ・シュタイフ物語 礒みゆき　著 ポプラ社 学習センター
289 平清盛 コミック版 日本の歴史16 加来耕三　企画・構成・監修　水谷俊樹　作　中島健志　作画　ポプラ社 学習センター
289 源義経 コミック版 日本の歴史17 加来耕三　企画・構成・監修　水谷俊樹　作　瀧　玲子　絵　ポプラ社 学習センター
289 蒙古襲来 コミック版 日本の歴史18 加来耕三　企画・構成・監修　水谷俊樹　作　やまざきまこと　作画　ポプラ社 学習センター
289 大化の改新 コミック版 日本の歴史19 加来耕三　企画・構成・監修　水谷俊樹　作　大杉ゆきひろ　作画　ポプラ社 学習センター
289 聖徳太子 コミック版 日本の歴史20 加来耕三　企画・構成・監修　水谷俊樹　作　早川大介　作画　ポプラ社 学習センター
289 真田幸村 コミック版　日本の歴史21 加来耕三　監修 ポプラ社 学習センター
289 伊達政宗 コミック版　日本の歴史22 加来耕三　監修 ポプラ社 学習センター
289 石田光成 コミック版　日本の歴史23 加来耕三　企画・構成・監修　すぎたとおる　原作　やまざきまこと　作画ポプラ社 学習センター
289 毛利元就 コミック版　日本の歴史24 加来耕三　監修 ポプラ社 学習センター
289 明智光秀 コミック版　日本の歴史25 加来耕三　監修 ポプラ社 学習センター
289 ワンガリの平和の木 ジャネット・ウインター　作 福本友美子　訳 ＢＬ出版 読セ（絵本）
289 大村智ものがたり　苦しい道こそ楽しい人生 毎日新聞出版 学習センター
289 大村智ものがたり　苦しい道こそ楽しい人生 馬場錬成 毎日新聞出版 学習センター
290 ２１世紀こども地図館 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館 学習センター
290 高松歴史２１景 高松歴史２１景選定委員会　編集 高松大学出版会 学習センター
290 ふるさとの山と三角点 多田弘美 高松市図書館 学習センター
290 ものしり地図絵本日本 ひらい　ふみと 著 ＰＨＰ研究所 学習センター
290 ものしり地図絵本世界 ひらい　ふみと 著 ＰＨＰ研究所 学習センター
290 にっぽん探検大図鑑 小学館 学習センター
290 にっぽん探検大図鑑 小学館 学習センター
290 にっぽん探検大図鑑 小学館 学習センター
290 総合学習に役立つみんなの世界遺産　１ 総合学習に役立つみんなの世界遺産城戸　一夫 著 岩崎書店 学習センター
290 総合学習に役立つみんなの世界遺産　２ 総合学習に役立つみんなの世界遺産清野　賢司 著 岩崎書店 学習センター
290 総合学習に役立つみんなの世界遺産　３ 総合学習に役立つみんなの世界遺産小松　亮一 著 岩崎書店 学習センター
290 総合学習に役立つみんなの世界遺産　４ 総合学習に役立つみんなの世界遺産清原　工 著 岩崎書店 学習センター
290 総合学習に役立つみんなの世界遺産　５ 総合学習に役立つみんなの世界遺産原　靖一 著 岩崎書店 学習センター
290 総合学習に役立つみんなの世界遺産　６ 総合学習に役立つみんなの世界遺産鈴木　しのぶ 著 岩崎書店 学習センター
290 総合学習に役立つみんなの世界遺産　７ 総合学習に役立つみんなの世界遺産倉部　きよたか 著 岩崎書店 学習センター
290 ぼくらの地図旅行 那須正幹　ぶん 福音館書店 学習センター
290 香川の地理ものがたり 「香川の地理ものがたり」編集委員会 編 日本標準 学習センター
290 香川の地理ものがたり 「香川の地理ものがたり」編集委員会 編 日本標準 学習センター
290 地図をつくろう 新版かんさつシリーズ 遠藤 豊吉 文 フレーベル館 学習センター
290 地図と絵でみる世界の遺跡・名所 地図と絵でみる世界 ポプラ社 学習センター
290 みんなで守ろう世界の文化・自然遺産１ 学研 学習センター
290 みんなで守ろう世界の文化・自然遺産２ 学研 学習センター
290 みんなで守ろう世界の文化・自然遺産３ 学研 学習センター
290 みんなで守ろう世界の文化・自然遺産４ 学研 学習センター
290 行ってみたいなあんな国こんな国　１　新版 行ってみたいなあんな国こんな国東　菜奈∥著 岩崎書店 学習センター
290 行ってみたいなあんな国こんな国　２　新版 行ってみたいなあんな国こんな国東　菜奈∥著 岩崎書店 学習センター
290 行ってみたいなあんな国こんな国　３　新版 行ってみたいなあんな国こんな国東　菜奈∥著 岩崎書店 学習センター
290 行ってみたいなあんな国こんな国　４　新版 行ってみたいなあんな国こんな国東　菜奈∥著 岩崎書店 学習センター
290 行ってみたいなあんな国こんな国　５　新版 行ってみたいなあんな国こんな国東　菜奈∥著 岩崎書店 学習センター
290 行ってみたいなあんな国こんな国　６　新版 行ってみたいなあんな国こんな国東　菜奈∥著 岩崎書店 学習センター
290 行ってみたいなあんな国こんな国　７　新版 行ってみたいなあんな国こんな国東　菜奈∥著 岩崎書店 学習センター
290 にほんちずのえほん はじめてのちずえほん ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 すずき　あさこ 画 金の星社 学習センター
290 せかいちずのえほん はじめてのちずえほん ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 すずき　あさこ 画 金の星社 学習センター
290 たべものちずのえほん はじめてのちずえほん ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 すずき　あさこ 画 金の星社 学習センター
291 総合的な学習にやくだつＮＨＫにっぽん川紀行７ ポプラ社 学習センター
291 総合的な学習にやくだつＮＨＫにっぽん川紀行６ ポプラ社 学習センター
291 総合的な学習にやくだつＮＨＫにっぽん川紀行５ ポプラ社 学習センター
291 総合的な学習にやくだつＮＨＫにっぽん川紀行２ ポプラ社 学習センター
291 総合的な学習にやくだつＮＨＫにっぽん川紀行３ ポプラ社 学習センター
291 調べ学習にやくだつ日本の地理１ ポプラ社 学習センター
291 調べ学習にやくだつ日本の地理２ ポプラ社 学習センター
291 調べ学習にやくだつ日本の地理３ ポプラ社 学習センター
291 調べ学習にやくだつ日本の地理４ ポプラ社 学習センター
291 調べ学習にやくだつ日本の地理５ ポプラ社 学習センター
291 調べ学習にやくだつ日本の地理６ ポプラ社 学習センター
291 調べ学習にやくだつ日本の地理７ ポプラ社 学習センター
291 調べ学習にやくだつ日本の地理８ ポプラ社 学習センター
291 調べ学習にやくだつ日本の地理９ ポプラ社 学習センター
291 調べ学習にやくだつ日本の地理１０ ポプラ社 学習センター
291 みずほの国 三木卓 みずほホールディングス学習センター
291 日本の山河１１香川 奈良本　辰也 国書刊行会 学習センター
291 統計・資料で見る日本地図の本　１ 統計・資料で見る日本地図の本こどもくらぶ 編 岩崎書店 学習センター
291 統計・資料で見る日本地図の本　７ 統計・資料で見る日本地図の本こどもくらぶ 編 岩崎書店 学習センター
291 まんが４７都道府県研究レポート　１　北海道・東北地方の巻まんが４７都道府県研究レポートおおはし　よしひこ 著 偕成社 学習センター
291 まんが４７都道府県研究レポート　２　関東地方の巻 まんが４７都道府県研究レポートおおはし　よしひこ 著 偕成社 学習センター
291 まんが４７都道府県研究レポート　３　中部地方の巻 まんが４７都道府県研究レポートおおはし　よしひこ 著 偕成社 学習センター
291 まんが４７都道府県研究レポート　４　近畿地方の巻 まんが４７都道府県研究レポートおおはし　よしひこ 著 偕成社 学習センター
291 まんが４７都道府県研究レポート　５　中国・四国地方の巻まんが４７都道府県研究レポートおおはし　よしひこ 著 偕成社 学習センター
291 まんが４７都道府県研究レポート　６　九州・沖縄地方の巻まんが４７都道府県研究レポートおおはし　よしひこ 著 偕成社 学習センター
291 低地の人びとのくらし　日本の国土とくらし 第１巻 日本の国土とくらし 渡辺一夫  文・写真　千葉昇  監修 ポプラ社 学習センター
291 あたたかい土地の人びとのくらし　日本の国土とくらし 第２巻日本の国土とくらし 吉田忠正  文・写真　千葉昇  監修 ポプラ社 学習センター
291 山地の人びとのくらし　日本の国土とくらし 第３巻 日本の国土とくらし 渡辺一夫  文・写真　千葉昇  監修 ポプラ社 学習センター
291 島の人びとのくらし　日本の国土とくらし 第４巻 日本の国土とくらし 吉田忠正  文・写真　千葉昇  監修 ポプラ社 学習センター
291 高原の人びとのくらし　日本の国土とくらし 第５巻 日本の国土とくらし 吉田忠正  文・写真　千葉昇  監修 ポプラ社 学習センター
291 寒い土地の人びとのくらし　日本の国土とくらし 第６巻 日本の国土とくらし 渡辺一夫  文・写真　千葉昇  監修 ポプラ社 学習センター
291 雪国の人びとのくらし　日本の国土とくらし 第７巻 日本の国土とくらし 吉田忠正  文・写真　千葉昇  監修 ポプラ社 学習センター
291 里山の人びとのくらし　日本の国土とくらし 第８巻 日本の国土とくらし 渡辺一夫  文・写真　千葉昇  監修 ポプラ社 学習センター
291 わくわくする日本の地図 学研教育出版　編 学研 学習センター
291 わくわくする日本の地図 学研教育出版　編 学研 学習センター
291 わくわくする日本の地図 学研教育出版　編 学研 学習センター
291 わくわくする日本の地図 学研教育出版　編 学研 学習センター
291 香川県　謎解き散歩 木原溥幸 新人物往来社 学習センター
292 インド インド大使館 学習センター
292 世界各地のくらし２ ポプラ社 学習センター
292 世界各地のくらし３ ポプラ社 学習センター
292 世界各地のくらし４ ポプラ社 学習センター
292 世界各地のくらし５ ポプラ社 学習センター
292 世界各地のくらし６ ポプラ社 学習センター
292 世界各地のくらし７ ポプラ社 学習センター
292 世界各地のくらし８ ポプラ社 学習センター
293 やさしいフィンランド ピルヨ・ホンカサロ　編集 日本・フィンランド文化交流実行委員会学習センター
297 世界各地のくらし９ ポプラ社 学習センター
298 手塚治虫 にんげんの物語 小野 耕世 著 ブロンズ新社 学習センター
298 ぼくのロボット大旅行 福音館のかがくのほん 松岡 達英 さく 福音館書店 学習センター
298 ぼくのロボット大旅行 福音館のかがくのほん 松岡 達英 さく 福音館書店 学習センター
299 コンチキ号漂流記 偕成社文庫 ハイエルダ－ル　著 神宮輝夫　訳 偕成社 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター



300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会 光文書院 学習センター
300 なぜ？どうして？社会のお話 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
300 先生教えて！　社会のギモン 楽しく学べるQ＆A　4 金谷俊一郎　監修 あかね書房 学習センター
302 くらベてみよう！日本と世界のくらしと遊び 小長谷　有紀　編著 講談社 学習センター
302 ふたり・おなじ星のうえで 谷川俊太郎　文 東京書籍 学習センター
302 世界の子どもたち１ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち３ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち４ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち５ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち７ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち９ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち１０ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち１１ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち１４ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち１５ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち１７ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち１８ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち１９ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち２０ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち２１ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち２２ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち２４ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち２５ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち２７ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち２８ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち３１ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち３２ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち３３ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち３４ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち３５ 偕成社 閉架
302 世界の子どもたち１６ 偕成社 閉架
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 こどもくらぶ　編 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 こどもくらぶ　編 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 こどもくらぶ　編 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝，高橋うらら　著 こどもくらぶ　編 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 こどもくらぶ　編 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 こどもくらぶ　編 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 学習センター
302 さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 学習センター
304 ＮＨＫ週刊こどもニュース親子で総チェック！ニュースのことば×１００ ＮＨＫ週刊こどもニュースプロジェクト 編 日本放送出版協会 学習センター
307 郷土のしらべ方事典１ ポプラ社 読書センター
307 郷土のしらべ方事典２ ポプラ社 読書センター
307 郷土のしらべ方事典３ ポプラ社 読書センター
307 郷土のしらべ方事典４ ポプラ社 読書センター
307 郷土のしらべ方事典６ ポプラ社 読書センター
307 郷土のしらべ方事典７ ポプラ社 読書センター
307 郷土のしらべ方事典８ ポプラ社 読書センター
307 郷土のしらべ方事典９ ポプラ社 読書センター
307 郷土のしらべ方事典１０ ポプラ社 読書センター
307 生活科まちをたんけんしよう３ ポプラ社 学習センター
307 みんなの調べ学習８ ポプラ社 学習センター
308 新都道府県クイズ　１ 新都道府県クイズ 国土社 学習センター
308 新都道府県クイズ　２ 新都道府県クイズ 国土社 学習センター
308 新都道府県クイズ　３ 新都道府県クイズ 国土社 学習センター
308 新都道府県クイズ　４ 新都道府県クイズ 国土社 学習センター
308 新都道府県クイズ　５ 新都道府県クイズ 国土社 学習センター
308 新都道府県クイズ　６ 新都道府県クイズ 国土社 学習センター
310 教科書にでてくる法律と政治１１ ポプラ社 学習センター
310 政治ってなんだろう？ きみが考える・世の中のしくみ　１　　峯村良子　著 偕成社 学習センター
314 教科書にでてくる法律と政治４ ポプラ社 学習センター
316 世界人権宣言 アムネスティ・インターナショナル日本支部 〔著〕 金の星社 学習センター
316 子ども・平和・未来２１世紀の紛争　第１巻 子ども・平和・未来２１世紀の紛争　第１巻吉岡　攻∥編 岩崎書店 学習センター
316 子ども・平和・未来２１世紀の紛争　第２巻 子ども・平和・未来２１世紀の紛争　第２巻吉岡　攻∥編 岩崎書店 学習センター
316 子ども・平和・未来２１世紀の紛争　第３巻 子ども・平和・未来２１世紀の紛争　第３巻吉岡　攻∥編 岩崎書店 学習センター
316 子ども・平和・未来２１世紀の紛争　第４巻 子ども・平和・未来２１世紀の紛争　第４巻吉岡　攻∥編 岩崎書店 学習センター
316 子ども・平和・未来２１世紀の紛争　第５巻 子ども・平和・未来２１世紀の紛争　第５巻吉岡　攻∥編 岩崎書店 学習センター
316 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝　著作・編集 ポプラ社 学習センター
316 あなたがもし奴隷だったら 自然といのちの本セット ジュリアス・レスター　文　片岡しのぶ　訳　　　ロッド・ブラウン　絵あすなろ書房 学習センター

316.1 差別のない世界をつくる 国際社会のルール アグネス・チャン　著 旬報社 学習センター
317 まちの施設たんけん　５　消防署 まちの施設たんけん 林　義人 著 小峰書店 学習センター
317 まちの施設たんけん　６　警察署 まちの施設たんけん 林　義人 著 小峰書店 学習センター
317 教科書にでてくる法律と政治５ ポプラ社 学習センター
317 仕事場がよくわかる！社会科見学　４ 仕事場がよくわかる！社会科見学 ポプラ社 学習センター
317 仕事場がよくわかる！社会科見学　５ 仕事場がよくわかる！社会科見学 ポプラ社 学習センター
318 まちの施設たんけん　１　市役所 まちの施設たんけん 林　義人 著 小峰書店 学習センター
318 教科書にでてくる法律と政治３ ポプラ社 学習センター
319 おとなはなぜ戦争するの 子どもの声を聞く児童文学者の会 新日本出版社 学習センター
319 絵で読む広島の原爆 かがくのほん 那須 正幹 文 福音館書店 学習センター
319 きみにもできる国際交流２ 偕成社 学習センター
319 ここが家だ ベン・シャーン 画 アーサー・ビナード 著 集英社 学習センター

319.8 さがしています アーサー・ビナード　作 岡倉禎志　写真 童心社 学習センター
320 教科書にでてくる法律と政治６ ポプラ社 学習センター
320 法律と裁判ってなに？ 君が考える世の中のしくみ　3峯村良子　著 偕成社 学習センター
323 人権を考える本　１ 人権を考える本 鈴木利廣 著 岩崎書店 学習センター
323 人権を考える本　２ 人権を考える本 坪井　節子 著 岩崎書店 学習センター
323 人権を考える本　３ 人権を考える本 馬奈木昭雄 著 岩崎書店 学習センター
323 人権を考える本　４ 人権を考える本 角田　由紀子 著 岩崎書店 学習センター
323 人権を考える本　５ 人権を考える本 徳住　堅治 著 岩崎書店 学習センター
323 人権を考える本　６ 人権を考える本 小野寺　信一 著 岩崎書店 学習センター
323 人権を考える本　７ 人権を考える本 石田　武臣 著 岩崎書店 学習センター
323 井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法 シリーズ子どもたちの未来のために井上　ひさし 著 講談社 学習センター



323 教科書にでてくる法律と政治２ ポプラ社 学習センター
323 憲法ってどんなもの？ 君が考える世の中のしくみ　2峯村良子　著 偕成社 学習センター
323 井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法 井上ひさし　著 いわさきちひろ　絵 講談社 学習センター
324 教科書にでてくる法律と政治７ ポプラ社 学習センター
326 教科書にでてくる法律と政治８ ポプラ社 学習センター
326 教科書にでてくる法律と政治９ ポプラ社 学習センター
329 平和な世界に生きる 国際社会のルール 浅井基文　著 旬報社 学習センター
330 お金の大常識 これだけは知っておきたい　１４内海　準二 著 ポプラ社 読セ（30周年）
330 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝　著作・編集 ポプラ社 学習センター

333.6 国際化する経済を学ぶ 国際社会のルール 伊藤正直　著 旬報社 学習センター
338 銀行のひみつ オフィス・イディオム 学研 学習センター
338 お金のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ川村 雄介 監修 学研広告ＳＰ事業部教材資料制作室学習センター
339 保険のひみつ 田川　滋 学習研究社 学習センター
339 大研究！保険のすべて 小川京美/漫画　鈴木俊行/構成 講談社 学習センター
346 裁判のひみつ 青木萌　作／文 学研 学習センター
350 くらべてびっくり！ずかん　１ くらべてびっくり！ずかん 学習研究社 学習センター
350 くらべてびっくり！ずかん　２ くらべてびっくり！ずかん 学習研究社 学習センター
350 くらべてびっくり！ずかん　３ くらべてびっくり！ずかん 学習研究社 学習センター
350 くらべてびっくり！ずかん　４ くらべてびっくり！ずかん 学習研究社 学習センター
350 くらべてびっくり！ずかん　５ くらべてびっくり！ずかん 学習研究社 学習センター
360 いっぽんの鉛筆のむこうに たくさんのふしぎ傑作集 谷川俊太郎　文 福音館書店 学習センター
360 世界の子どもたち バーナバス・キンダスリー アナベル・キンダスリー アナベル・キンダスリー　編ほるぷ出版 学習センター
360 食糧問題ときみたち 吉田武彦 岩波書店 学習センター
360 みんなのスマイルアース ゲイン 学習センター
360 今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん 日野多香子　文 岩崎書店 学習センター
360 今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん 日野多香子　文 岩崎書店 学習センター
360 シリーズ格差を考える　１　経済格差 シリーズ格差を考える 稲葉　茂勝 著 ほるぷ出版 学習センター
360 シリーズ格差を考える　２　教育格差 シリーズ格差を考える 稲葉　茂勝 著 ほるぷ出版 学習センター
360 シリーズ格差を考える　３　情報格差 シリーズ格差を考える 武長　脩行 著 ほるぷ出版 学習センター
360 池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり　１ 池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり稲葉　茂勝 著 さえら書房 学習センター
360 池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり　２ 池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり稲葉　茂勝 著 さえら書房 学習センター
360 池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり　３ 池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり稲葉　茂勝 著 さえら書房 学習センター
360 池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり　４ 池上彰のニュースに登場する国ぐにのかげとひかり稲葉　茂勝 著 さえら書房 学習センター
360 社会のしくみとルール１ 平見 修二 著 文研出版 学習センター
360 社会のしくみとルール２ 平見 修二 著 文研出版 学習センター
360 社会のしくみとルール３ 平見 修二 著 文研出版 学習センター
360 社会のしくみとルール４ 平見 修二 著 文研出版 学習センター
360 社会のしくみとルール５ 平見 修二 著 文研出版 学習センター
360 社会のしくみとルール６ 平見 修二 著 文研出版 学習センター
360 社会のしくみとルール７ 平見 修二 著 文研出版 学習センター
360 みぢかなふしぎ絵本７ 横山 正 文 ポプラ社 学習センター
360 都道府県のひみつ もりけん　まんが 学研 学習センター
360 都道府県のひみつ もりけん　まんが 学研 学習センター
360 さがしてみよう！まちのしごと　１　交通のしごと 監修/饗庭　伸 小峰書店 学習センター
360 さがしてみよう！まちのしごと　２　消防・警察のしごと 監修/饗庭　伸 小峰書店 学習センター
360 さがしてみよう！まちのしごと　３　ごみ収集・浄水場のしごと 監修/饗庭　伸 小峰書店 学習センター
360 さがしてみよう！まちのしごと　４　農家・工場のしごと 監修/饗庭　伸 小峰書店 学習センター
360 さがしてみよう！まちのしごと　５　スーパーマーケット・商店街のしごと 監修/饗庭　伸 小峰書店 学習センター
360 さがしてみよう！まちのしごと　６　学校・図書館のしごと 監修/饗庭　伸 小峰書店 学習センター
360 水と人びとのくらし 世界と日本の水問題 橋本　淳司 著 文研出版 学習センター
360 水と環境問題 世界と日本の水問題 橋本　淳司 著 文研出版 学習センター
360 水をめぐる争い 世界と日本の水問題 橋本　淳司 著 文研出版 学習センター
360 水と人びとの健康 世界と日本の水問題 橋本　淳司 著 文研出版 学習センター
360 水問題にたちむかう 世界と日本の水問題 橋本　淳司 著 文研出版 学習センター
361 総合的な学習３・４年生まちの探検隊１ ポプラ社 学習センター
361 総合的な学習３・４年生まちの探検隊６ ポプラ社 学習センター
361 気持ちの伝え方　イラスト版 高取　しづか　著 合同出版 学習センター
361 てとてとてとて 浜田桂子　さく 福音館書店 学習センター
361 てとてとてとて 浜田桂子　さく 福音館書店 学習センター
361 花はどこから 一澤ひらり　文 福音館書店 学習センター
361 みんなの調べ学習１ ポプラ社 学習センター
361 池上彰と学ぶメディアのめ NHK「メディアのめ」制作班　池上彰 NHK出版 学習センター
361 再発見！くらしのなかの伝統文化　４ 再発見！くらしのなかの伝統文化 ポプラ社 学習センター

361.453 池上彰のなるほど！現代のメディア ジョン・ディコンシーリョ　著 笹山裕子　訳 文溪堂 学習センター
361.453 池上彰のなるほど！現代のメディア ステルギオス・ボツァキス　著 片神貴子　　訳 文溪堂 学習センター
361.453 池上彰のなるほど！現代のメディア ローラー・ヘンズレー　　著 浜田勝子　訳 文溪堂 学習センター
361.453 池上彰のなるほど！現代のメディア ローリー・ハイル　　著 生方頼子　訳 文溪堂 学習センター

364 教科書にでてくる法律と政治１０ ポプラ社 学習センター
364 社会保障ってなに？ 君が考える世の中のしくみ　４峯村良子　著 偕成社 学習センター
365 ひとりでおかいもの 生活科のえほん 竹下 昌之 作 ポプラ社 5678組
365 クレジットカードのひみつ 構成/佐藤守　作・文/鶴川たくじ　漫画/たまだまさお学習研究社 学習センター
366 ２１世紀こども百科しごと館 小学館 学習センター
366 １３歳のハローワーク 村上　龍　著 幻冬舎 学習センター
366 働く人たちのひみつ たまだまさお・漫画 学習研究社 学習センター
366 おねえさんはスチュワーデス しゃかいの絵本 まどころ ひさこ ・ぶん ポプラ社 智文庫
366 おかあさんはかんごふさん しゃかいの絵本 みやがわ ひろ ・ぶん ポプラ社 智文庫
366 しごとば 鈴木のりたけ　作 ブロンズ新社 学習センター
366 職場体験完全ガイド①医師・看護師　救急救命士 職場体験完全ガイド　全１０巻ポプラ社　編 ポプラ社 学習センター
366 職場体験完全ガイド②警察官・消防官　弁護士 職場体験完全ガイド　全１０巻ポプラ社　編 ポプラ社 学習センター
366 職場体験完全ガイド③大学教授・珠学校の先生　幼稚園の先生職場体験完全ガイド　全１０巻ポプラ社　編 ポプラ社 学習センター
366 職場体験完全ガイド④獣医師・動物園の飼育係　花屋さん職場体験完全ガイド　全１０巻ポプラ社　編 ポプラ社 学習センター
366 職場体験完全ガイド⑤パン屋さん・パティシエ　レストランのシェフ職場体験完全ガイド　全１０巻ポプラ社　編 ポプラ社 学習センター
366 職場体験完全ガイド⑥野球選手・サッカー選手　プロフィギュアスケーター職場体験完全ガイド　全１０巻ポプラ社　編 ポプラ社 学習センター
366 職場体験完全ガイド⑦電車の運転士パイロット宇宙飛行士職場体験完全ガイド　全１０巻ポプラ社　編 ポプラ社 学習センター
366 職場体験完全ガイド⑧大工・人形職人　カーデザイナー 職場体験完全ガイド　全１０巻ポプラ社　編 ポプラ社 学習センター
366 職場体験完全ガイド⑨小説家・漫画家　ピアニスト 職場体験完全ガイド　全１０巻ポプラ社　編 ポプラ社 学習センター
366 職場体験完全ガイド⑩美容師・モデル　ファッションデザイナー職場体験完全ガイド　全１０巻ポプラ社　編 ポプラ社 学習センター
366 調べてみよう！日本の職人伝統のワザ 学研教育出版 学習センター
366 哲学のおやつ仕事とお金 ブリジット・ラベ，ミシェル・ピュエシュ　著 西川葉澄　訳汐文社 学習センター
366 あこがれ仕事百科 ＮＨＫラジオ第１「きらり１０代！」制作班　編 実業之日本社 学習センター
366 調べてみよう！日本の職人伝統のワザ 学研教育出版 学習センター
366 調べてみよう！日本の職人伝統のワザ 学研教育出版 学習センター
366 調べてみよう！日本の職人伝統のワザ 学研教育出版 学習センター
366 調べてみよう！日本の職人伝統のワザ 学研教育出版 学習センター
366 調べてみよう！日本の職人伝統のワザ 学研教育出版 学習センター
366 調べてみよう！日本の職人伝統のワザ 学研教育出版 学習センター

366.29 新１３歳のハローワーク 村上龍　著 はまのゆか　絵 幻冬舎 学習センター
367 こんなのへんかな ジェンダー・フリーの絵本　１村瀬　幸浩 著 大月書店 学習センター
367 生きるってすてき ジェンダー・フリーの絵本　２橋本　紀子 著 大月書店 学習センター
367 働くってたのしい ジェンダー・フリーの絵本　３朴木　佳緒留 著 大月書店 学習センター
367 女と男これまで、これから ジェンダー・フリーの絵本４ 中嶋　みさき 著 大月書店 学習センター
367 いろんな国、いろんな生き方 ジェンダー・フリーの絵本５ 伊田　広行 著 大月書店 学習センター
367 学びのガイド ジェンダー・フリーの絵本　６田代　美江子 編 大月書店 学習センター
367 生活科ずかん夏 加藤 明 編著 ひかりのくに １年生教室
367 生活科ずかん秋 加藤 明 編著 ひかりのくに １年生教室
367 生活科ずかん冬 加藤 明 編著 ひかりのくに １年生教室
367 年を取るってどういうこと？ もっと知りたい！お年よりのこと服部万里子　監修 岩崎書店 学習センター
367 長生きってすばらしい もっと知りたい！お年よりのこと　２服部万里子　監修 岩崎書店 学習センター
367 お年よりがくらしやすい社会へ もっと知りたい！お年よりのこと　３服部万里子　監修 岩崎書店 学習センター
367 やってみよう、ボランティア もっと知りたい！お年よりのこと　４服部万里子　監修 岩崎書店 学習センター
367 お年よりの力をかりて もっと知りたい！お年よりのこと　５服部万里子　監修 岩崎書店 学習センター
367 知りたい！ネットの世界　 おしえて！尾木ママ　最新ＳＮＳの心得１尾木直樹　監修 ポプラ社 学習センター
367 どうしよう？　ＳＮＳのトラブル おしえて！尾木ママ　最新ＳＮＳの心得２尾木直樹　監修 ポプラ社 学習センター
367 ストップ依存！　ＳＮＳのかしこいつかい方 おしえて！尾木ママ　最新ＳＮＳの心得３尾木直樹　監修 ポプラ社 学習センター
369 総合学習に役立つボランティア１ こどもくらぶ 編著 偕成社 学習センター
369 総合学習に役立つボランティア２ こどもくらぶ 編著 偕成社 学習センター
369 総合学習に役立つボランティア３ こどもくらぶ 編著 偕成社 学習センター



369 総合学習に役立つボランティア４ こどもくらぶ 編著 偕成社 学習センター
369 総合学習に役立つボランティア５ こどもくらぶ 編著 偕成社 学習センター
369 総合学習に役立つボランティア６ こどもくらぶ 編著 偕成社 学習センター
369 総合学習に役立つボランティア７ こどもくらぶ 編著 偕成社 学習センター
369 総合的な学習３・４年生まちの探検隊５ ポプラ社 学習センター
369 ２１世紀版できるまで科学館２ 山田 卓三 監修 河出書房新社 学習センター
369 ハニーが盲導犬になるまで キャロライン・アーノルド 文 国土社 学習センター
369 障害を知る本１ 稲沢 潤子 文 大月書店 学習センター
369 障害を知る本３ 稲沢 潤子 文 大月書店 学習センター
369 障害を知る本４ 稲沢 潤子 文 大月書店 学習センター
369 障害を知る本５ 稲沢 潤子 文 大月書店 学習センター
369 障害を知る本６ 稲沢 潤子 文 大月書店 学習センター
369 障害を知る本８ 稲沢 潤子 文 大月書店 学習センター
369 障害を知る本９ 稲沢 潤子 文 大月書店 学習センター
369 障害を知る本１０ 稲沢 潤子 文 大月書店 学習センター
369 障害を知る本１１ 稲沢 潤子 文 大月書店 学習センター
369 盲導犬クイールの一生 石黒　謙吾 文芸春秋社 読書センター
369 「こころ」を伝えるボランティアの本１ 田中 ひろし 著 光村教育図書 学習センター
369 「こころ」を伝えるボランティアの本２ 田中 ひろし 著 光村教育図書 学習センター
369 「こころ」を伝えるボランティアの本３ 田中 ひろし 著 光村教育図書 学習センター
369 「こころ」を伝えるボランティアの本５ 田中 ひろし 著 光村教育図書 学習センター
369 子どもによる子どものための子どもの権利条約 小口　尚子 著 小学館 学習センター
369 子どもによる子どものための子どもの権利条約 小口　尚子 著 小学館 学習センター
369 子どもによる子どものための子どもの権利条約 小口　尚子 著 小学館 学習センター
369 子どもによる子どものための子どもの権利条約 小口　尚子 著 小学館 学習センター
369 子どもによる子どものための子どもの権利条約 小口　尚子 著 小学館 学習センター
369 子どもによる子どものための子どもの権利条約 小口　尚子 著 小学館 学習センター
369 介助犬 こどもくらぶ　編・著 鈴木出版 学習センター
369 盲導犬 こどもくらぶ　編・著 鈴木出版 学習センター
369 聴導犬 こどもくらぶ　編・著 鈴木出版 学習センター
369 訪問活動犬 こどもくらぶ　編・著 鈴木出版 学習センター
369 盲導犬・聴導犬 はたらく犬 日本補助犬協会　監修 学習研究社 学習センター
369 介助犬・セラピー犬 はたらく犬 日本補助犬協会　監修 学習研究社 学習センター
369 警察犬・爆発物そう査犬・麻薬犬・災害救助犬・地雷犬 はたらく犬 日本補助犬協会　監修 学習研究社 学習センター
369 牧羊犬・そり犬・船内探知犬など はたらく犬 日本補助犬協会　監修 学習研究社 学習センター
369 アレクセイと泉のはなし 本橋成一　写真・文 アリス館 学習センター
369 あっ、なあんだ かわのひでただ 障害者問題資料センターりぼん社学習センター
369 アレクセイと泉のはなし 本橋成一　写真・文 アリス館 学習センター
369 アレクセイと泉のはなし 本橋成一　写真・文 アリス館 学習センター
369 アレクセイと泉のはなし 本橋成一　写真・文 アリス館 学習センター
369 アレクセイと泉のはなし 本橋成一　写真・文 アリス館 学習センター
369 赤ちゃん海ガメ大きくなあれ ボランティアふれあいのえほん松美 里枝子 文 学研 学習センター
369 ありがとながんばろな ボランティアふれあいのえほん今関 信子 文 学研 学習センター
369 もう、死なせない！ 桃井 和馬 著 フレーベル館 学習センター
369 わたしにもできる介護のお手伝い　１ わたしにもできる介護のお手伝い 学習研究社 学習センター
369 わたしにもできる介護のお手伝い　２ わたしにもできる介護のお手伝い 学習研究社 学習センター
369 わたしにもできる介護のお手伝い　３ わたしにもできる介護のお手伝い 学習研究社 学習センター
369 わたしにもできる介護のお手伝い　４ わたしにもできる介護のお手伝い 学習研究社 学習センター
369 ぼくの夢　わたしの夢 高松グリーンロータリークラブ学習センター
369 ぼくの夢　わたしの夢 高松グリーンロータリークラブ学習センター
369 写真絵本国境なき医師団　１ 写真絵本国境なき医師団 早乙女　勝元 編 大月書店 学習センター
369 光とともに　4 戸部　けいこ 秋田書店 学習センター
369 もうどうけんドリーナ かがくのとも傑作集 土田 ヒロミ さく 福音館書店 学習センター
369 がんばれわたしのアリエル ボランティアふれあいのえほん七尾 純 文 学研 学習センター
369 ことしもさいた山の花 ボランティアふれあいのえほん松美 里枝子 文 学研 学習センター
369 みんなでのぼろう日本一高いところ ボランティアふれあいのえほん松美 里枝子 文 学研 学習センター
369 手でお話しうれしいな ボランティアふれあいのえほん七尾 純 文 学研 学習センター
369 南の島はせいえんでいっぱい ボランティアふれあいのえほん寮 美千子 文 学研 学習センター
369 あきかん大さくせん ボランティアふれあいのえほん井上 こみち 文 学研 学習センター
369 小さな学校の大きなおもいやり ボランティアふれあいのえほん宮川 ひろ 文 学研 学習センター
369 手ぶくろ人形パクパクパク ボランティアふれあいのえほん七尾 純 文 学研 学習センター
369 たいこたたいてダダンコダンチキ ボランティアふれあいのえほんゆうき えみ 文 学研 学習センター
369 一本のえんぴつありがとう ボランティアふれあいのえほんゆうき えみ 文 学研 学習センター
369 おじいさんは島のおいしゃさん ボランティアふれあいのえほん早野 美智代 文 学研 学習センター
369 やった！およげたよ！がんばったよ！ ボランティアふれあいのえほん早野 美智代 文 学研 学習センター
369 ペンギンがあぶない ボランティアふれあいのえほん井上 こみち 文 学研 学習センター
369 土よう日はおみまいの日 ボランティアふれあいのえほん今関 信子 文 学研 学習センター
369 やぁ、すてきななかまたち！ トゥリシア・ブラウン 作 偕成社 学習センター
369 筋ジストロフィーとたたかうステファン トーマス・ベリイマン 写真 文 偕成社 学習センター
369 小児糖尿病とたたかうジョニー トーマス＝ベリイマン 写真 文 偕成社 学習センター
369 いのちを守る！災害対策大百科　１　歴史と仕組み編 いのちを守る！災害対策大百科 日本図書センター 学習センター
369 いのちを守る！災害対策大百科　２　予測と備え編 いのちを守る！災害対策大百科 日本図書センター 学習センター
369 いのちを守る！災害対策大百科　３　対処と行動編 いのちを守る！災害対策大百科 日本図書センター 学習センター
369 犬とくらす犬と生きるまるごと犬百科　４ 犬とくらす犬と生きるまるごと大百科 金の星社 学習センター
369 犬とくらす犬と生きるまるごと犬百科　５ 犬とくらす犬と生きるまるごと犬百科 金の星社 学習センター
369 未来をささえる福祉の現場　１ 未来をささえる福祉の現場 岩崎書店 学習センター
369 未来をささえる福祉の現場　２ 未来をささえる福祉の現場 岩崎書店 学習センター
369 未来をささえる福祉の現場　３ 未来をささえる福祉の現場 岩崎書店 学習センター
369 未来をささえる福祉の現場　４ 未来をささえる福祉の現場 岩崎書店 学習センター
369 介助犬ターシャ 大塚　敦子 著 小学館 ３年生教室
369 ユニバーサルデザインとバリアフリーの図鑑 ポプラ社 学習センター
369 みんなのユニバーサルデザイン　１ みんなのユニバーサルデザイン 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
369 みんなのユニバーサルデザイン　２ みんなのユニバーサルデザイン 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
369 みんなのユニバーサルデザイン　３ みんなのユニバーサルデザイン 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
369 みんなのユニバーサルデザイン　４ みんなのユニバーサルデザイン 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
369 みんなのユニバーサルデザイン　５ みんなのユニバーサルデザイン 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
369 みんなのユニバーサルデザイン　６ みんなのユニバーサルデザイン 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
369 介助犬　ターシャ 続・体の不自由な人の心を知る本　２０００年版大塚敦子　著・写真 小学館 学習センター
369 さがしてみよう！まちのバリアフリー　１家のバリアフリー　さがしてみよう！まちのバリアフリー高橋儀平　監修 小峰書店 学習センター
369 さがしてみよう！まちのバリアフリー　２学校のバリアフリー　さがしてみよう！まちのバリアフリー高橋儀平　監修 小峰書店 学習センター
369 さがしてみよう！まちのバリアフリー　３交通のバリアフリー　さがしてみよう！まちのバリアフリー高橋儀平　監修 小峰書店 学習センター
369 さがしてみよう！まちのバリアフリー　４遊びとスポーツのバリアフリー　さがしてみよう！まちのバリアフリー高橋儀平　監修 小峰書店 学習センター
369 さがしてみよう！まちのバリアフリー　５店と公共施設のバリアフリー　さがしてみよう！まちのバリアフリー高橋儀平　　監修 小峰書店 学習センター
369 さがしてみよう！まちのバリアフリー　６バリアフリーなんでも事典　さがしてみよう！まちのバリアフリー高橋儀平　　監修 小峰書店 学習センター
369 ユニバーサルデザインってなに？ ユニバーサルデザイン 成松一郎　文 あかね書房 学習センター
369 くらしの中のユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン 星野恭子　文 あかね書房 学習センター
369 まちのユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン 中和正彦　文 あかね書房 学習センター
369 多様性を大切にするユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン あかね書房 学習センター
369 持続可能な社会をつくるユニバーサルデザイン あかね書房 学習センター
369 災害から学ぶユニバーサルデザイン あかね書房 学習センター
369 子どものための防災ＢＯＯＫ 夏　緑 著 たかおか　ゆみこ 画 童心社 学習センター

369.3 救助犬 社会でかつやくするイヌたちⅡこどもくらぶ　編著 鈴木出版 学習センター
369.3 警察犬 社会でかつやくするイヌたちⅡこどもくらぶ　編著 鈴木出版 学習センター
369.3 探査犬 社会でかつやくするイヌたちⅡこどもくらぶ　編著 鈴木出版 学習センター
369.3 タレント犬 社会でかつやくするイヌたちⅡこどもくらぶ　編著 鈴木出版 学習センター

370 わたしは町の探検記者１ 水越 敏行 監修 学研 学習センター
370 わたしは町の探検記者２ 水越 敏行 監修 学研 学習センター
370 わたしは町の探検記者４ 水越 敏行 監修 学研 学習センター
370 わたしは町の探検記者５ 水越 敏行 監修 学研 学習センター
370 わたしは町の探検記者６ 水越 敏行 監修・指導 学研 学習センター
370 わたしは町の探検記者７ 水越 敏行 監修 学研 学習センター
370 わたしは町の探検記者８ 水越 敏行 監修 学研 学習センター
370 この子もなれるかなボランティア犬 はじめてのボランティア こどもくらぶ 編 同友館 学習センター
370 からだといのちを感じる保健教材・教具集 全養サ書籍編集委員会 編 農山漁村文化協会 保健室
370 わたしたちのトビアス セシリア＝スベドベリ 編 偕成社 学習センター
370 かがやく先輩からのメッセージ 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構学習センター
370 こども「学問のすすめ」 齋藤孝　著 筑摩書房 学習センター



371 みんなと考える人間と地球の健康１　人間編 星の環会 読書センター
371 みんなと考える人間と地球の健康２　人間編 星の環会 読書センター
371 みんなと考える人間と地球の健康３　人間編 星の環会 読書センター
371 みんなと考える人間と地球の健康４　環境編 星の環会 読書センター
371 みんなと考える人間と地球の健康６　環境編 星の環会 読書センター
371 みんなと考える人間と地球の健康５　環境編 星の環会 学習センター
373 教科書にでてくる法律と政治１ ポプラ社 学習センター
374 安全な学校生活を考える本　１ 安全な学校生活を考える本小林　元子 著 小峰書店 学習センター
374 安全な学校生活を考える本　２ 安全な学校生活を考える本林　正樹 著 小峰書店 学習センター
374 安全な学校生活を考える本　３ 安全な学校生活を考える本池田　實 著 小峰書店 学習センター
374 安全な学校生活を考える本　４ 安全な学校生活を考える本泉　宣宏 著 小峰書店 学習センター
374 安全な学校生活を考える本　５ 安全な学校生活を考える本米山　和道 著 小峰書店 学習センター
374 安全な学校生活を考える本　６ 安全な学校生活を考える本中村　和夫 著 小峰書店 学習センター
374 安全な学校生活を考える本　７ 安全な学校生活を考える本矢萩　惠一 著 小峰書店 学習センター
374 安全な学校生活を考える本　８ 安全な学校生活を考える本久富　美智子 著 小峰書店 学習センター
374 子どもとまなぶ　いじめ・暴力克服プログラム 武田さち子 合同出版 学習センター
374 日本全国給食図鑑　西日本編 フレーベル館 学習センター
374 みんなが主役！学校レクリエーション大百科　４ みんなが主役！学校レクリエーション大百科 ポプラ社 学習センター
375 フィールドワークで総合学習自然・環境体験シリーズ１ 金の星社 学習センター
375 フィールドワークで総合学習自然・環境体験シリーズ２ 金の星社 学習センター
375 フィールドワークで総合学習自然・環境体験シリーズ３ 金の星社 学習センター
375 フィールドワークで総合学習自然・環境体験シリーズ５ 金の星社 学習センター
375 平和の種をまく いのちのえほん 大塚敦子　写真・文 岩崎書店 学習センター
375 平和の種をまく いのちのえほん 大塚敦子　写真・文 岩崎書店 学習センター
375 齋藤孝のドラえもん読み解きクイズ 小学館学習まんがシリーズ藤子　不二雄Ｆ 著 小学館 読書センター
375 齋藤孝のドラえもん読み解きクイズ　２ 小学館学習まんがシリーズ藤子　不二雄Ｆ 著 小学館 読書センター
375 ドラえもんのかん字じてん　ステップ１ ドラえもんの学習シリーズ 栗岩　英雄 著 小学館 読書センター
375 ドラえもんの漢字辞典　ステップ２ ドラえもんの学習シリーズ 栗岩英雄 著 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　ことわざ辞典　改訂新版 ドラえもんの学習シリーズ 栗岩　英雄 著 小学館 読書センター
375 ドラえもんの算数おもしろ攻略　計算がはやくできる ドラえもんの学習シリーズ 小学館 読書センター
375 ドラえもんの算数おもしろ攻略　図と絵でとける応用問題 ドラえもんの学習シリーズ 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　すらすら作文が書ける ドラえもんの学習シリーズ 方倉　陽二 画 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　四字熟語１００ ドラえもんの学習シリーズ たかや　健二 画 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　慣用句びっくりことば事典 ドラえもんの学習シリーズ 藤子プロ 画 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　俳句・短歌がわかる ドラえもんの学習シリーズ たかや　健二 画 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　漢字の書きじゅんがわかる　１～３ドラえもんの学習シリーズ 藤子プロ 画 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　詩が大すきになる ドラえもんの学習シリーズ 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　歌って書けるひらがな・カタカナドラえもんの学習シリーズ 藤子プロ 画 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　歌って書ける小学漢字１００６ドラえもんの学習シリーズ 小学館 読書センター
375 ドラえもんの算数おもしろ攻略　たしざん・ひきざん　改訂新版ドラえもんの学習シリーズ 小林　敢治郎 著 小学館 読書センター
375 ドラえもんの算数おもしろ攻略　かけ算・わり算　改訂新版ドラえもんの学習シリーズ 小林　敢治郎 著 小学館 読書センター
375 ドラえもんの算数おもしろ攻略　分数・小数がわかる　改訂新版ドラえもんの学習シリーズ 小林　敢治郎 著 小学館 読書センター
375 ドラえもんの算数おもしろ攻略　面積・体積がわかる　改訂新版ドラえもんの学習シリーズ 小林　敢治郎 著 小学館 読書センター
375 ドラえもんの算数おもしろ攻略　図形がわかる　改訂新版 ドラえもんの学習シリーズ 小林　敢治郎 著 小学館 読書センター
375 ドラえもんの算数おもしろ攻略　式とグラフがわかる　改訂版ドラえもんの学習シリーズ 小林　敢治郎 著 小学館 読書センター
375 ドラえもんの算数おもしろ攻略　文章題がわかる　改訂新版ドラえもんの学習シリーズ 小林　敢治郎 著 小学館 読書センター
375 ドラえもんの算数おもしろ攻略　文章題がわかる　続　改訂新版ドラえもんの学習シリーズ 小林　敢治郎 著 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　漢字・熟語を使い分ける ドラえもんの学習シリーズ 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　じょうずに話せ、発表できるドラえもんの学習シリーズ 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　文法力がつく ドラえもんの学習シリーズ 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　読解力がつく ドラえもんの学習シリーズ 小学館 読書センター
375 ドラえもんの国語おもしろ攻略　言葉の力がつく ドラえもんの学習シリーズ 小学館 読書センター
375 齋藤孝のドラえもん読み解きクイズ　３ 小学館学習まんがシリーズ藤子　不二雄Ｆ 著 小学館 読書センター
375 ドラえもんの算数おもしろ攻略　「ともなって変わる数」がわかるドラえもんの学習シリーズ 長嶋　清 著 小学館 読書センター
375 名探偵コナン推理ファイル　地球の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌 原著 小学館 読セ（30周年）
375 名探偵コナン推理ファイル　恐竜の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌 原著 小学館 読セ（30周年）
375 サイエンスコナン　磁石の不思議 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌 原著 小学館 読セ（30周年）
375 サイエンスコナン　レンズの不思議 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 小学館 読セ（30周年）
375 サイエンスコナン　宇宙と重力の不思議 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 小学館 読セ（30周年）
375 サイエンスコナン　食べ物の不思議 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 小学館 読セ（30周年）
375 名探偵コナン推理ファイル　昆虫の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 小学館 読セ（30周年）
375 名探偵コナン推理ファイル　環境の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 小学館 読セ（30周年）
375 名探偵コナン推理ファイル　日本史の謎　１ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 小学館 読セ（30周年）
375 名探偵コナン推理ファイル　日本史の謎　２ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 小学館 読セ（30周年）
375 名探偵コナン推理ファイル　日本史の謎　３ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 小学館 読セ（30周年）
375 サイエンスコナン　名探偵の不思議 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 小学館 読セ（30周年）
375 名探偵コナン推理ファイル　特別編江戸の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 小学館 読セ（30周年）
375 チャレンジ環境クイズ王１０１ 横山　験也 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
375 チャレンジ！日本全国お祭りクイズ王１０１ 横山　験也 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
375 チャレンジ！虫クイズ王１０１ 横山　験也 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
375 創造性を育む音楽教育　２ 創造性を育む音楽教育 谷中　優 著 明治図書出版 音楽室
375 かみひこうき かがくのとも傑作集 小林 実 ぶん 福音館書店 智文庫
375 かみひこうき かがくのとも傑作集 小林 実 ぶん 福音館書店 智文庫
375 わたしたちのクラブ活動１２ ポプラ社 ６年生教室
375 みんな新聞記者・学校新聞入門１ ポプラ社 ５年生教室
375 みんな新聞記者・学校新聞入門２ ポプラ社 ５年生教室
375 みんな新聞記者・学校新聞入門３ ポプラ社 ５年生教室
375 みんな新聞記者・学校新聞入門４ ポプラ社 ５年生教室
375 みんな新聞記者・学校新聞入門５ ポプラ社 ５年生教室
375 みんなの学校１ 子どもの特別活動研究会 編 国土社 学習センター
375 みんなの学校２ 子どもの特別活動研究会 編 国土社 学習センター
375 みんなの学校３ 子どもの特別活動研究会 編 国土社 学習センター
375 みんなの学校４ 子どもの特別活動研究会 編 国土社 学習センター
375 みんなの学校５ 子どもの特別活動研究会 編 国土社 学習センター
375 みんなの学校６ 子どもの特別活動研究会 編 国土社 学習センター
375 みんなの学校７ 子どもの特別活動研究会 編 国土社 学習センター
375 はじめての飼育と栽培１２ 生活科を創る会 編 小峰書店 学習センター
375 メリハリ生活 こども健康ずかん 大津一義　監修 少年写真新聞社 学習センター
375 すくすく育つ こども健康ずかん 大津一義　監修 少年写真新聞社 学習センター
375 むし歯バイバイ こども健康ずかん 大津一義　監修 少年写真新聞社 学習センター
375 かぜなんかひかないよ こども健康ずかん 大津一義　監修 少年写真新聞社 学習センター
375 せいけつ大好き！ こども健康ずかん 大津一義　監修 少年写真新聞社 学習センター
375 気をつけよう！けが・事故・災害 こども健康ずかん 大津一義　監修 少年写真新聞社 学習センター
375 かがやけ！いのち こども健康ずかん 大津一義　監修 少年写真新聞社 学習センター
375 夢をかなえる元気な心 こども健康ずかん 大津一義　監修 少年写真新聞社 学習センター
375 やさしいこうさく　１ やさしいこうさく 竹井　史郎 著 小峰書店 学習センター
375 学校で役立つ新聞づくり・活用大事典 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
375 名探偵コナン理科ファイル植物の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌　原著　 小学館 学習センター
375 名探偵コナン理科ファイル昆虫の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌　原著　 小学館 学習センター
375 名探偵コナン理科ファイル天気の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌　原著 小学館 学習センター
375 名探偵コナン理科ファイル星と星座の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌　原著　 小学館 学習センター
375 名探偵コナン理科ファイルデジカメで自由研究！ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌　原著 小学館 学習センター
375 名探偵コナン理科ファイル動物の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌　原著 小学館 学習センター
375 名探偵コナン理科ファイル太陽と月の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌　原著　 小学館 学習センター
375 名探偵コナン理科ファイル人のからだの秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌　原著 小学館 学習センター
375 名探偵コナン理科ファイル力と動きの秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌　原著 小学館 学習センター
375 名探偵コナン理科ファイル空気と水の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌　原著　 小学館 学習センター
375 日本のからくりアイデア工作 くもん出版　編 くもん出版 学習センター
375 みんなが主役！学校レクリエーション大百科　１ みんなが主役！学校レクリエーション大百科 ポプラ社 学習センター
375 みんなが主役！学校レクリエーション大百科　２ みんなが主役！学校レクリエーション大百科 ポプラ社 学習センター
375 みんなが主役！学校レクリエーション大百科　３ みんなが主役！学校レクリエーション大百科 ポプラ社 学習センター
376 えかきうたおに・おばけ うたってあそぼう たけい しろう さく あかね書房 5678組
376 えかきうたむし・さかな うたってあそぼう たけい しろう さく あかね書房 5678組
376 えかきうたどうぶつ うたってあそぼう たけい しろう さく あかね書房 5678組
376 ＣＤブック　ベスト５ クラスでうたうこどものうた 井上　伸子監修 音楽センター 音楽室
376 生活科ずかん春 加藤 明 編著 ひかりのくに １年生教室
377 ノーベル賞の大常識 これだけは知っておきたい　７青木　一平 著 ポプラ社 読セ（30周年）



377 大学ここが知りたい！ 文春まんが　読みとくシリーズ1名古屋裕/まんが　大畑英明/シナリオ 文藝春秋企画出版部 学習センター
378 わたしたちのトビアス大きくなる ボー＝スベドベリ 編 偕成社 学習センター
378 わたしたちのトビアス学校へいく 小学１年から読みきかせたい本ボー・スベドベリ 文・写真 偕成社 学習センター
378 ゆび一本からはじめる手話５ ポプラ社 学習センター
378 ゆび一本からはじめる手話６ ポプラ社 学習センター
378 ゆび一本からはじめる手話７ ポプラ社 学習センター
378 ゆび一本からはじめる手話１ ポプラ社 学習センター
378 ゆび一本からはじめる手話２ ポプラ社 学習センター
378 ゆび一本からはじめる手話３ ポプラ社 学習センター
378 ゆび一本からはじめる手話４ ポプラ社 学習センター
379 きみにもできる国際交流４ 偕成社 学習センター
379 きみにもできる国際交流５ 偕成社 学習センター
379 きみにもできる国際交流６ 偕成社 学習センター
379 きみにもできる国際交流７ 偕成社 学習センター
379 きみにもできる国際交流１０ 偕成社 学習センター
379 きみにもできる国際交流１１ 偕成社 学習センター
379 きみにもできる国際交流１２ 偕成社 学習センター
379 きみにもできる国際交流１４ 偕成社 学習センター
379 まちの施設たんけん　４　公民館・児童館 まちの施設たんけん 林　義人 著 小峰書店 学習センター
379 マナーをきちんとおぼえよう！ 人間性ゆたかな子どもに！浜田 恭子 構成・文 偕成社 読書センター
379 まっ黒つちまっ白もち 児玉 辰春 文 農山漁村文化協会 学習センター
379 こどもあんぜん図鑑 監修/国崎　伸江 講談社 学習センター
379 こどもあんぜん図鑑　スマホ・パソコン・SNS 監修/藤川　大祐 講談社 学習センター
380 鬼が出た たくさんのふしぎ傑作集 大西廣　文 福音館書店 読セ（むかし話）
380 妖怪の大常識 これだけは知っておきたい　１３日野　日出志 画 ポプラ社 読セ（30周年）
380 日本の食生活全集　３７ 日本の食生活全集 日本の食生活全集香川編集委員会 編 農山漁村文化協会 学習センター
380 町のけんきゅう 岡本信也 岡本靖子　文・絵 福音館書店 学習センター
380 世界の子どもたち バーナバス・キンダスリー ほるぷ出版 学習センター
380 まちとむら しゃかいの絵本 すなだ ひろし ・ぶん ポプラ社 智文庫
380 ぼくらのすむ町 しゃかいの絵本 よこたに てる ・ぶん ポプラ社 智文庫
380 ぼくらの町のまつりと行事１ 福武書店 読書センター
380 ぼくらの町のまつりと行事２ 福武書店 読書センター
380 ぼくらの町のまつりと行事３ 福武書店 読書センター
380 ぼくらの町のまつりと行事４ 福武書店 読書センター
380 ぼくらの町のまつりと行事５ 福武書店 読書センター
380 ぼくらの町のまつりと行事６ 福武書店 読書センター
380 ぼくらの町のまつりと行事７ 福武書店 読書センター
380 ぼくらの町のまつりと行事８ 福武書店 読書センター
380 写真と作文でつづる　昭和の子どもたち１ 学研 読書センター
380 写真と作文でつづる　昭和の子どもたち２ 学研 読書センター
380 写真と作文でつづる　昭和の子どもたち３ 学研 読書センター
380 写真と作文でつづる　昭和の子どもたち４ 学研 読書センター
380 写真と作文でつづる　昭和の子どもたち５ 学研 読書センター
380 母さんの小さかったとき 越智 登代子 文 福音館書店 学習センター
380 父さんの小さかったとき 塩野 米松 文 福音館書店 学習センター
380 世界の国ぐに　民話と風土１ 学研 閉架
380 世界の国ぐに　民話と風土２ 学研 閉架
380 世界の国ぐに　民話と風土３ 学研 閉架
380 世界の国ぐに　民話と風土４ 学研 閉架
380 世界の国ぐに　民話と風土５ 学研 閉架
380 世界の国ぐに　民話と風土６ 学研 閉架
380 世界の国ぐに　民話と風土７ 学研 閉架
380 世界の国ぐに　民話と風土８ 学研 閉架
380 父さんの小さかったとき 塩野 米松 文 福音館書店 学習センター
380 母さんの小さかったとき 越智 登代子 文 福音館書店 学習センター
380 写真に見るアフリカ・西アジアの風俗文化 齊藤　隆∥写真 帝国書院 学習センター
380 アフガニスタンの少女マジャミン 長倉洋海　写真・文 新日本出版社 学習センター
380 昭和の子ども生活絵図鑑 奥成　達　文　ながたはるみ　絵 金の星社 学習センター
380 道具年表をつくろう 昔のくらしと道具　6 大島建彦　監修　大角　修　文 小峰書店 学習センター
380 「モノ」のはじまり百科 １ ／ まるごとわかる 山口昌男  監修 日本図書センター 学習センター
380 「モノ」のはじまり百科 ２ ／ まるごとわかる 山口昌男  監修 日本図書センター 学習センター
380 「モノ」のはじまり百科 ３ ／ まるごとわかる 山口昌男  監修 日本図書センター 学習センター
380 「モノ」のはじまり百科 ４ ／ まるごとわかる 山口昌男  監修 日本図書センター 学習センター
380 「モノ」のはじまり百科 ５ ／ まるごとわかる 山口昌男  監修 日本図書センター 学習センター
380 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 須藤健一　監修 学研教育出版 学習センター
380 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 須藤健一　監修 学研教育出版 学習センター
380 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 須藤健一　監修 学研教育出版 学習センター
380 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 須藤健一　監修 学研教育出版 学習センター
380 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 須藤健一　監修 学研教育出版 学習センター
380 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい 須藤健一　監修 学研教育出版 学習センター
380 再発見！くらしのなかの伝統文化　５ 再発見！くらしのなかの伝統文化 ポプラ社 学習センター
382 地図と絵でみる世界の生活・文化 地図と絵でみる世界 ポプラ社 学習センター
382 読みがたり香川のむかし話 香川県国語教育研究会　編著 日本標準 学習センター
383 世界が見えてくる身近なもののはじまり１ ＰＨＰ研究所 学習センター
383 世界が見えてくる身近なもののはじまり２ ＰＨＰ研究所 学習センター
383 世界が見えてくる身近なもののはじまり３ ＰＨＰ研究所 学習センター
383 世界が見えてくる身近なもののはじまり４ ＰＨＰ研究所 学習センター
383 世界が見えてくる身近なもののはじまり５ ＰＨＰ研究所 学習センター
383 世界が見えてくる身近なもののはじまり第２期１ ＰＨＰ研究所 学習センター
383 世界が見えてくる身近なもののはじまり第２期２ ＰＨＰ研究所 学習センター
383 世界が見えてくる身近なもののはじまり第２期５ ＰＨＰ研究所 学習センター
383 世界が見えてくる身近なもののはじまり第２期３ ＰＨＰ研究所 学習センター
383 世界が見えてくる身近なもののはじまり第２期４ ＰＨＰ研究所 学習センター
383 昔のくらし ポプラディア情報館 ポプラ社 学習センター
383 昔のくらしの道具事典 小林克　監修 岩崎書店 学習センター
383 手で食べる？ 森枝卓士　文・写真 福音館書店 学習センター
383 トイレのおかげ 森枝雄司　写真・文 福音館書店 学習センター
383 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑１ ポプラ社 学習センター
383 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑２ ポプラ社 学習センター
383 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑３ ポプラ社 学習センター
383 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑１ ポプラ社 学習センター
383 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑２ ポプラ社 学習センター
383 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑３ ポプラ社 学習センター
383 日本のくらしの知恵事典 岩崎書店 学習センター
383 嵐のティピー ポール・ゴーブル 著 千葉　茂樹 訳 光村教育図書 学習センター
383 地球生活記 小松義夫　著 福音館書店 学習センター
383 農家の仕事と道具 昔のくらしと道具　1 大島建彦　監修　大角　修　文 小峰書店 学習センター
383 世界あちこちゆかいな家めぐり 小松義夫　文・写真　西山晶　絵 福音館書店 学習センター
383 民族衣装絵事典 朝倉敏夫　［ほか］執筆 ＭＣＤプロジェクト　　編集 ＰＨＰ研究所 学習センター
383 和菓子のほん たくさんのふしぎ傑作集 中山圭子　文 阿部真由美　絵 福音館書店 学習センター
383 昔の道具うつりかわり事典 三浦基弘  監修 小峰書店 学習センター
383 着物のえほん 高野紀子　作 あすなろ書房 学習センター
383 再発見！くらしのなかの伝統文化　１ 再発見！くらしのなかの伝統文化 ポプラ社 学習センター
383 再発見！くらしのなかの伝統文化　２ 再発見！くらしのなかの伝統文化 ポプラ社 学習センター

383.93 昔のくらしの道具事典 岩崎書店 学習センター
383.93 昔のくらしの道具事典 岩崎書店 学習センター
383.93 昔のくらしの道具事典 岩崎書店 学習センター
383.93 昔のくらしの道具事典 岩崎書店 学習センター
383.93 昔のくらしの道具事典 岩崎書店 学習センター
383.93 昔のくらしの道具事典 岩崎書店 学習センター
383.93 昔のくらしの道具事典 岩崎書店 学習センター

384 昭和子ども歳時記 中田　幸平 八坂書房 学習センター
384 昭和子ども歳時記 中田　幸平 八坂書房 学習センター
384 はる しぜんはともだちシリーズ 三石初雄　監修 草土文化 学習センター
384 はる しぜんはともだちシリーズ 三石初雄　監修 草土文化 学習センター
384 なつ しぜんはともだちシリーズ 三石初雄　監修 草土文化 学習センター
384 なつ しぜんはともだちシリーズ 三石初雄　監修 草土文化 学習センター



384 あき しぜんはともだちシリーズ 三石初雄　監修 草土文化 学習センター
384 あき しぜんはともだちシリーズ 三石初雄　監修 草土文化 学習センター
384 ふゆ しぜんはともだちシリーズ 三石初雄　監修 草土文化 学習センター
384 ふゆ しぜんはともだちシリーズ 三石初雄　監修 草土文化 学習センター
384 写真でみる世界の子どもたちの暮らし ペニー・スミス ザハヴィット・シェイレブ編著 あすなろ書房 学習センター
384 こんなときどうする 次山 信男 著 あすなろ書房 智文庫
384 こんなときどうする 野村 昇司 著 あすなろ書房 智文庫
384 ２年生の生活科１ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科２ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科３ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科４ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科５ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科６ 学研 学習センター
384 ２年生の生活科７ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科８ 学研 ２年生教室
384 １年生の生活科１ 学研 １年生教室
384 １年生の生活科２ 学研 １年生教室
384 １年生の生活科３ 学研 １年生教室
384 １年生の生活科４ 学研 １年生教室
384 １年生の生活科５ 学研 １年生教室
384 １年生の生活科６ 学研 １年生教室
384 １年生の生活科７ 学研 １年生教室
384 １年生の生活科８ 学研 １年生教室
384 ２年生の生活科１ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科２ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科３ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科４ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科５ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科６ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科７ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科８ 学研 ２年生教室
384 みぢかなふしぎ絵本９ 横山 正 文 ポプラ社 学習センター
384 生活科まちをたんけんしよう１ ポプラ社 学習センター
384 ２年生の生活科１ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科２ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科３ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科４ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科５ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科６ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科７ 学研 ２年生教室
384 ２年生の生活科８ 学研 ２年生教室
384 １年生の生活科１ 学研 １年生教室
384 １年生の生活科２ 学研 １年生教室
384 １年生の生活科３ 学研 １年生教室
384 １年生の生活科４ 学研 １年生教室
384 １年生の生活科６ 学研 １年生教室
384 １年生の生活科７ 学研 １年生教室
384 １年生の生活科８ 学研 １年生教室
384 つくってあそぼうよ！８ 偕成社 学習センター
384 つくってあそぼうよ！９ 偕成社 学習センター
384 つくってあそぼうよ！１０ 偕成社 学習センター
384 昔の子どものくらし事典 岩崎書店 読セ（絵本）
384 日本のくらしの知恵事典 岩崎書店 学習センター
384 農家のくらしと道具 昔のくらしと道具 大島建彦　監修　大角　修　文 小峰書店 学習センター
384 山と海辺のくらしと道具 昔のくらしと道具　3 大島建彦　監修　大角　修　文 小峰書店 学習センター
384 町のくらしと道具 昔のくらしと道具　4 大島建彦　監修　大角　修　文 小峰書店 学習センター
384 くらべる１００年「もの」がたり　1 学研教育出版 学習センター
384 くらべる１００年「もの」がたり　2 学研教育出版 学習センター
384 くらべる１００年「もの」がたり　3 学研教育出版 学習センター
384 くらべる１００年「もの」がたり　4 学研教育出版 学習センター
384 くらべる１００年「もの」がたり　5 学研教育出版 学習センター
384 大研究！化粧品のちから まんが社会見学シリーズ5 香山梨緒/漫画　鈴木俊行/構成 講談社 学習センター
384 かこさとしあそびずかん　はるのまき かこ　さとし 著 小峰書店 学習センター
384 かこさとしあそびずかん　なつのまき かこさとしあそびずかん　なつのまきかこ　さとし 著 小峰書店 学習センター
384 かこさとしあそびずかん　あきのまき かこ　さとし 著 小峰書店 学習センター
384 かこさとしあそびずかん　ふゆのまき かこ　さとし 著 小峰書店 学習センター
384 再発見！くらしのなかの伝統文化　６ 再発見！くらしのなかの伝統文化 ポプラ社 学習センター

384.5 昔の子どものくらし事典 岩崎書店 学習センター
385 １０歳からのルール１００友だちのルール・学校のルール さとう　ゆり　画 すずき出版 学習センター
385 １０歳からのルール１００メールのルール・携帯電話のルール・インターネットのルールタカクボ　ジュン　画 すずき出版 学習センター
385 １０歳からのルール１００社会のルール・家族のルール しんざき　ゆき　画 すずき出版 学習センター
385 世界のあいさつ 長新太　さく 福音館書店 学習センター
385 まつりと子ども夏の行事 菅原 道彦 著 さ・え・ら書房 学習センター
385 まつりと子ども秋から冬の行事 菅原 道彦 著 さ・え・ら書房 学習センター
385 冠婚葬祭儀式のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ102鳥飼規世／漫画　オフィス・イディオム／構成 学研 学習センター
385 マナーと敬語　完全マスター！ 親野智可等　監修 あかね書房 学習センター
385 マナーと敬語　完全マスター！ 親野智可等　監修 あかね書房 学習センター
385 マナーと敬語　完全マスター！ 親野智可等　監修 あかね書房 学習センター
386 こどもきせつのぎょうじ絵じてん 三省堂編修所 編 三省堂 学習センター
386 まつりと子ども正月の行事 菅原 道彦 著 さ・え・ら書房 学習センター
386 まつりと子ども春の行事 菅原 道彦 著 さ・え・ら書房 学習センター
386 山のおまつり しゃかいの絵本 よこたに てる ・ぶん ポプラ社 智文庫
386 生活科まちをたんけんしよう７ ポプラ社 学習センター
386 みぢかなふしぎ絵本８ 横山 正 文 ポプラ社 学習センター
386 １月のえほん ＰＨＰ研究所 学習センター
386 ２月のえほん ＰＨＰ研究所 学習センター
386 ３月のえほん ＰＨＰ研究所 学習センター
386 ４月のえほん ＰＨＰ研究所 学習センター
386 ５月のえほん ＰＨＰ研究所 学習センター
386 ６月のえほん ＰＨＰ研究所 学習センター
386 ７月のえほん ＰＨＰ研究所 学習センター
386 ８月のえほん ＰＨＰ研究所 学習センター
386 ９月のえほん ＰＨＰ研究所 学習センター
386 １０月のえほん ＰＨＰ研究所 学習センター
386 １１月のえほん ＰＨＰ研究所 学習センター
386 １２月のえほん ＰＨＰ研究所 学習センター
386 祭りと行事と道具 昔のくらしと道具　5 大島建彦　監修　大角　修　文 小峰書店 学習センター
386 きせつの図鑑 ／ はるなつあきふゆ楽しく遊ぶ学ぶ 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ長谷川康男  監修 小学館 学習センター

386.1 日本のくらし絵事典 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 学習センター
387 恐怖！！都市伝説 平川　陽一 編 汐文社 読書センター
387 恐怖！！都市伝説　パート２ 恐怖！！都市伝説　パート２平川　陽一 編 汐文社 閉架
387 恐怖！！都市伝説　パート３ 恐怖！！都市伝説　パート３平川　陽一 編 汐文社 読書センター
387 恐怖！！都市伝説　パート４ 恐怖！！都市伝説　パート４平川　陽一 編 汐文社 読書センター
387 恐怖！！都市伝説　パート５ 恐怖！！都市伝説　パート５平川　陽一 編 汐文社 閉架
387 恐怖！！都市伝説　パート６ 恐怖！！都市伝説パート６平川　陽一 編 汐文社 読書センター
387 恐怖！！都市伝説　パート７ 恐怖！！都市伝説　パート７平川　陽一 編 汐文社 閉架
387 恐怖！！都市伝説　パート８ 恐怖！！都市伝説パート８平川　陽一 編 汐文社 閉架
387 ４７都道府県あなたの県の怖い話　上巻 並木伸一郎 理論社 読書センター
387 ４７都道府県あなたの県の怖い話　下巻 並木伸一郎 理論社 読書センター
387 恐怖！！都市伝説　9 平川　陽一　編 汐文社 読書センター
387 恐怖！！都市伝説　10 平川　陽一　編 汐文社 読書センター
387 恐怖！！都市伝説　11 平川　陽一　編 汐文社 読書センター
387 恐怖！！都市伝説　12 平川　陽一　編 汐文社 読書センター
387 恐怖！！都市伝説　13 平川　陽一　編 汐文社 読書センター
387 恐怖！！都市伝説　14 平川　陽一　編 汐文社 読書センター
387 恐怖！！都市伝説　15 平川　陽一　編 汐文社 読書センター
387 恐怖！！都市伝説　16 平川　陽一　編 汐文社 読書センター



388 トルストイの民話 偕成社文庫 トルストイ 作 偕成社 読セ（むかし話）
388 マーシャとくま 世界傑作絵本シリーズ Ｅ・ラチョフ え 福音館書店 読セ（むかし話）
388 ブーツをはいたネコ 児童図書館・絵本の部屋 シャルル・ペロー 〔作〕 評論社 読セ（絵本）
388 てぶくろ 世界傑作絵本シリーズ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ え 福音館書店 １年生教室
388 こども世界の民話上 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社 読セ（むかし話）
388 こども世界の民話下 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社 読セ（むかし話）
388 ふしぎなたいこ 岩波の子どもの本 石井 桃子 ぶん 岩波書店 読セ（むかし話）
388 ぞうの王子 評論社の児童図書館・絵本の部屋フラヴィア・ウィードゥン 絵 評論社 読セ（むかし話）
388 おむすびころりん よだ じゅんいち ぶん 偕成社 読セ（むかし話）
388 ゆきおんな むかしむかし絵本 まつたに みよこ ぶん ポプラ社 読書センター
388 びんぼうがみとふくのかみ 大川悦生・子どもがはじめてであう民話大川 悦生 作 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 ねずみのすもう アニメむかしむかし絵本 谷 真介 文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 だまされたトッケビ 世界傑作童話シリーズ 神谷 丹路 編・訳 福音館書店 読セ（むかし話）
388 中国のむかし話 偕成社文庫 君島 久子 共訳 偕成社 読セ（むかし話）
388 朝鮮の民話上 偕成社文庫 瀬川 拓男 著 偕成社 読セ（むかし話）
388 朝鮮の民話下 偕成社文庫 瀬川 拓男 著 偕成社 読セ（むかし話）
388 おばけのトッカビと朝鮮人参 絵本＝かんこく・ちょうせんのみんわ水谷 章三 作 太平出版社 読セ（むかし話）
388 さるかに アニメむかしむかし絵本 谷 真介 文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 かちかちやま 日本むかしばなしライブラリー川崎 洋 文 フレーベル館 読セ（むかし話）
388 しらゆきひめ 評論社の児童図書館・文学の部屋ベリンダ・ダウンズ 刺繍 評論社 読セ（むかし話）
388 さんまいのおふだ 松谷みよ子むかしばなし 松谷 みよ子 〔作〕 童心社 読セ（むかし話）
388 絵で読む日本の神話 出雲井　晶 名城社 読セ（むかし話）
388 やまたのおろち 復刊・日本の名作絵本　１ 羽仁　進 著 岩崎書店 読セ（むかし話）
388 かぐやひめ 復刊・日本の名作絵本　２ 円地　文子 著 岩崎書店 読セ（むかし話）
388 にほんたんじょう 復刊・日本の名作絵本　３ 岸田　衿子 著 岩崎書店 読セ（むかし話）
388 うりこひめとあまんじゃく 復刊・日本の名作絵本　４ 木島　始 著 岩崎書店 読セ（むかし話）
388 うらしま 復刊・日本の名作絵本　５ 平岩　弓枝 著 岩崎書店 読セ（むかし話）
388 かもとりごんべえ 復刊・日本の名作絵本　６ 堀尾　青史 著 岩崎書店 読セ（むかし話）
388 おおくにぬしのぼうけん 復刊・日本の名作絵本　７ 福永　武彦 著 岩崎書店 読セ（むかし話）
388 うみひこやまひこ 復刊・日本の名作絵本　８ 与田　凖一 著 岩崎書店 読セ（むかし話）
388 ゆきむすめ 復刊・日本の名作絵本　９ 木島　始 著 岩崎書店 読セ（むかし話）
388 てんにんのはごろも 復刊・日本の名作絵本　１０堀尾　青史 著 岩崎書店 読セ（むかし話）
388 日本・中国・韓国の昔話集１ 国立オリンピック記念青少年総合センター読書センター
388 日本・中国・韓国の昔話集２ 国立オリンピック記念青少年総合センター読セ（むかし話）
388 日本・中国・韓国の昔話集３ 国立オリンピック記念青少年総合センター読セ（むかし話）
388 講談社のおはなし絵本館１ 講談社 読セ（むかし話）
388 日本のふしぎ話 川崎大治民話選 川崎 大治 著 童心社 読セ（むかし話）
388 さんまいのおふだ 松谷みよ子むかしばなし 松谷 みよ子 〔作〕 童心社 ２年生教室
388 おおきなかぶ 《こどものとも》傑作集 Ａ．トルストイ 再話 福音館書店 読セ（むかし話）
388 てぶくろ 世界傑作絵本シリーズ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ え 福音館書店 読セ（むかし話）
388 さるとかに 銀河社の創作絵本 神沢 利子 文 銀河社 読セ（むかし話）
388 みんなが知っている世界おとぎ話６ 石森　延男 国際情報社 読セ（むかし話）
388 つるのおんがえし アニメむかしむかし絵本 谷 真介 文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 おうさまのみみはロバのみみ せかいむかしばなし 山室 静 文 フレーベル館 読セ（むかし話）
388 だいこんどのむかし 日本みんわ絵本 渡辺節子　ぶん ほるぷ出版 １年生教室
388 へっこきあねさがよめにきて おはなし名作絵本 大川悦生　文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 ほしになったりゅうのきば 日本傑作絵本シリ－ズ 君島久子　再話 福音館書店 ３年生教室
388 ふしぎなたいこ 岩波の子どもの本 石井桃子　文 岩波書店 読セ（むかし話）
388 すんだことはすんだこと 世界傑作童話シリーズ ワンダ・ガアグ　再話・え 福音館書店 読セ（むかし話）
388 川の民話集 財団法人　河川環境管理財団読書センター
388 ランパンパン マギー・ダフ　さいわ 評論社 読セ（むかし話）
388 おどりトラ こどものとも世界昔ばなしの旅金森襄作　再話 福音館書店 読セ（むかし話）
388 笛ふきイワーヌシカ 世界の昔話傑作選 ミハイル・ブラートフ　再話 偕成社 読セ（むかし話）
388 三つのオレンジ 世界の昔話傑作選 剣持弘子　文 偕成社 読セ（むかし話）
388 読みがたり　香川のむかし話 香川県国語教育研究会 日本標準 学習センター
388 ちょうちんまつり 世界傑作絵本シリーズ 唐 亜明 文 福音館書店 読セ（むかし話）
388 かえるをのんだととさん こどものとも絵本 日野　十成 著 福音館書店 読セ（むかし話）
388 こめぶき・あわぶき 日本の民話えほん 川村　たかし 著 教育画劇 読セ（30周年）
388 ゆきおんな 日本の民話えほん 川村　たかし 著 教育画劇 読セ（30周年）
388 うみぼうず 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 教育画劇 読セ（30周年）
388 やまのねこやしき 日本の民話えほん さねとう　あきら 著 教育画劇 読セ（30周年）
388 おにのここづな 日本の民話えほん さねとう　あきら 著 教育画劇 読セ（30周年）
388 ばけものでら 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 教育画劇 読セ（30周年）
388 てんぐのはうちわ 日本の民話えほん 香山　美子 著 教育画劇 読セ（30周年）
388 しっぺいたろう 日本の民話えほん 香山　美子 著 教育画劇 読セ（30周年）
388 たびびとうま 日本の民話えほん 小沢　正 著 教育画劇 読セ（30周年）
388 かみそりぎつね 日本の民話えほん 小沢　正 著 教育画劇 読セ（30周年）
388 ことわざの大常識 これだけは知っておきたい　１高橋　由美子 著 ポプラ社 学習センター
388 トイレの大常識 これだけは知っておきたい　３６グループ・コロンブス 著 ポプラ社 読セ（30周年）
388 たまごからうま 酒井公子　再話 偕成社 読セ（むかし話）
388 かにむかし 岩波の子どもの本 木下 順二 文 岩波書店 読セ（むかし話）
388 やまなしもぎ 日本傑作絵本シリーズ 平野 直 再話 福音館書店 読セ（むかし話）
388 三びきのやぎのがらがらどん 世界傑作絵本シリーズ マーシャ・ブラウン え 福音館書店 読セ（むかし話）
388 三びきのこぶた こどものとも傑作集 瀬田 貞二 やく 福音館書店 読セ（むかし話）
388 三びきのこぶた こどものとも傑作集 瀬田 貞二 やく 福音館書店 読セ（むかし話）
388 さぬきのおもしろ伝説１ 北條　玲子 松林社 学習センター
388 さぬきのおもしろ伝説２ 北條　玲子 松林社 学習センター
388 さぬきのおもしろ伝説３ 北條　玲子 松林社 学習センター
388 さぬきのおもしろ伝説４ 北條　玲子 松林社 学習センター
388 さぬきのおもしろ伝説５ 北條　玲子 松林社 学習センター
388 おおきなかぶ 《こどものとも》傑作集 Ａ．トルストイ 再話 福音館書店 読セ（むかし話）
388 香川の伝説 香川県小学校国語教育研究会 共編 日本標準 学習センター
388 香川のむかし話 香川県小学校教育研究会国語部会 編 日本標準 学習センター
388 しらゆきひめと七人の小人たち ワンダ・ガアグ 再話・え 福音館書店 読セ（むかし話）
388 さるかに ものがたり絵本 松谷 みよ子 文 岩崎書店 読セ（むかし話）
388 えすがた　あねさま おはなし名作絵本 大川 悦生 文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 茂吉のねこ おはなし名作絵本 松谷 みよ子 文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 へっこきあねさがよめにきて おはなし名作絵本 大川 悦生 文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 きつねの花火 おはなし名作絵本 なすだ みのる ・ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 かもとりごんべえ むかしむかし絵本 さいごう たけひこ ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 兵六ものがたり むかしむかし絵本 さいごう たけひこ ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 きんつばじへい むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 うらしまたろう むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 ちからたろう むかしむかし絵本 いまえ よしとも ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 つるにょうぼう むかしむかし絵本 かんざわ としこ ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 ひこいちばなし むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 やまんばのにしき むかしむかし絵本 まつたに みよこ ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 りゅうぐうのおよめさん むかしむかし絵本 まつたに みよこ ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 なしとりきょうだい むかしむかし絵本 かんざわ としこ ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 かさこじぞう むかしむかし絵本 いわさき きょうこ ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 三ねんねたろう むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 ききみみずきん むかしむかし絵本 いわさき きょうこ ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 ふるやのもり むかしむかし絵本 いまえ よしとも ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 ももの子たろう むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 閉架
388 はなさかじい むかしむかし絵本 よしざわ かずお ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 したきりすずめ むかしむかし絵本 まつたに みよこ ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 わらしべちょうじゃ むかしむかし絵本 さいごう たけひこ ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 こぶとり むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 ふえをふく岩 おはなし名作絵本 君島 久子 文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 つるのあねさ おはなし名作絵本 大川 悦生 文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 さぬきのおもしろ伝説　１ 北條　令子 松林社 学習センター
388 さぬきのおもしろ伝説２ 北條　令子 松林社 学習センター
388 さぬきのおもしろ伝説３ 北條　令子 松林社 学習センター
388 さぬきのおもしろ伝説４ 北條　令子 松林社 学習センター
388 さぬきのおもしろ伝説５ 松林社 学習センター
388 おだんごぱん 日本傑作絵本シリーズ 瀬田 貞二 訳 福音館書店 読セ（むかし話）
388 ほしになったりゅうのきば 日本傑作絵本シリーズ 君島 久子 再話 福音館書店 読セ（むかし話）



388 ふしぎなたけのこ こどものとも傑作集 松野 正子 さく 福音館書店 読セ（むかし話）
388 だごだごころころ 日本傑作絵本シリーズ 石黒 　子 再話 福音館書店 読セ（むかし話）
388 うさぎのみみはなぜながい 日本傑作絵本シリーズ 北川 民次 ぶんとえ 福音館書店 読書センター
388 だいくとおにろく こどものとも傑作集 松居 直 再話 福音館書店 読セ（むかし話）
388 つるにょうぼう 日本傑作絵本シリーズ 矢川 澄子 再話 福音館書店 読セ（むかし話）
388 ふるやのもり こどものとも傑作集 瀬田 貞二 再話 福音館書店 読セ（むかし話）
388 きつねの花火 おはなし名作絵本 なすだ みのる ・ぶん ポプラ社 読セ（むかし話）
388 火くいばあ おはなし名作絵本 清水 達也 文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 茂吉のねこ おはなし名作絵本 松谷 みよ子 文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 えすがた　あねさま おはなし名作絵本 大川 悦生 文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 つるのあねさ おはなし名作絵本 大川 悦生 文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 ふえをふく岩 おはなし名作絵本 君島 久子 文 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 １２の月たち 児童図書館・絵本の部屋 サムエル・マルシャーク さいわ 評論社 読セ（むかし話）
388 日本の神話６ 西野 綾子 文 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 日本の神話４ 西野 綾子 文 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 日本の神話５ 西野 綾子 文 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 うりこひめ 松谷みよ子むかしばなし 松谷 みよ子 〔作〕 童心社 読セ（むかし話）
388 こぶとり 松谷みよ子むかしばなし 松谷 みよ子 〔作〕 童心社 読セ（むかし話）
388 ももたろう 松谷みよ子むかしばなし 松谷 みよ子 〔作〕 童心社 読セ（むかし話）
388 したきりすずめ 松谷みよ子むかしばなし 松谷 みよ子 〔作〕 童心社 読セ（むかし話）
388 日本の神話８ 西野 綾子 文 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 日本の神話９ 西野 綾子 文 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 おばあちゃんをすてちゃいやだ！！ 福井 達雨 文 偕成社 読セ（むかし話）
388 おだんごころころ 子どもがはじめてであう民話大川悦生　作 伊勢英子　絵 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 ぼうさまのき 日本むかし話 松谷みよ子　文 瀬川康男　絵 フレーベル館 読セ（むかし話）
388 日本のむかしばなし 瀬田貞二　文 瀬川康男，梶山俊夫　絵 のら書店 読書センター
388 しっぽのつり 日本みんわ絵本 水谷章三　文 松谷春男　絵 ほるぷ出版 読セ（むかし話）
388 はつゆめはひみつ 行事むかしむかし 谷真介　文 赤坂三好　絵 佼成出版社 読セ（むかし話）
388 子どもに語るトルコの昔話 児島　満子 編訳 こぐま社 読書センター
388 とらとほしがき パク　ジェヒョン 著 おおたけ　きよみ 訳 光村教育図書 読書センター
388 さんねん峠 新・創作絵本　２１ 李　錦玉 著 朴　民宜 画 岩崎書店 読書センター
388 酒呑童子 日本の物語絵本　３ 川村　たかし 著 石倉　欣二 画 ポプラ社 読書センター
388 日本のむかしばなし 瀬田　貞二 著 のら書店 読書センター
388 天の岩戸 日本の神話　１ 西野　綾子 著 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 ヤマタノオロチ 日本の神話　２ 西野　綾子 著 ひくまの出版 閉架
388 イナバの白うさぎ 日本の神話　３ 西野　綾子 著 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 地のそこの国 日本の神話　４ 西野　綾子 著 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 ちいさな神さま 日本の神話　５ 西野　綾子 著 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 ちからじまんの神さま 日本の神話　６ 西野　綾子 著 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 コノハナサクヤヒメ 日本の神話　７ 西野　綾子 著 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 ウミサチとヤマサチ 日本の神話　８ 西野　綾子 著 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 まぼろしの白いクマ 日本の神話　９ 西野　綾子 著 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 ヤマトタケル 日本の神話　１０ 西野　綾子 著 ひくまの出版 読セ（むかし話）
388 だんごどっこいしょ 子どもがはじめてであう民話長谷川知子　絵 大川悦生　作 ポプラ社 読セ（むかし話）
388 銀のうでわ 大型絵本 君島久子　文 小野かおる　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 いっすんぼうし てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 荒井良二　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 三まいのおふだ てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 きむらよしお　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 はなたれこぞうさま てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 福知伸夫　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 はなさかじい てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 伊藤秀男　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 ねずみじょうど てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 下田昌克　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 しおふきうす てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 立花まこと　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 こぞうのはつゆめ てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 長谷川義史　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 こだぬきのおんがえし てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 菊池日出夫　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 うばのかわ てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 小西英子　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 くわばらくわばら てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 飯野和好　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 さばうりどん てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 伊藤秀男　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 十二支のはじまり てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 山口マオ　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 だんだんのみ てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 福知伸夫　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 つるのおんがえし てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 ながさわまさこ　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 やまんばとがら てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 沼野正子　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 へっこきあねさ てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 荒井良二　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 うろこだま てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 下田昌克　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 したきりすずめ てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 ましませつこ　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 かちかちやま てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 ささめやゆき　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388 ももたろう てのひらむかしばなし 長谷川摂子　文 はたこうしろう　絵 岩波書店 読セ（むかし話）

388.1 新・学校の怪談　1 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
388.1 新・学校の怪談　2 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
388.1 新・学校の怪談　3 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
388.1 新・学校の怪談　4 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
388.1 新・学校の怪談　5 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
388.1 学校の怪談「Ａ」　小学校の非常階段 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
388.1 学校の怪談「Ｂ」　組にきた転校生 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
388.1 学校の怪談「Ｃ」　池の伝説 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
388.1 学校の怪談「Ｄ」　高原のきもだめし 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
388.1 学校の怪談「Ｅ」　丑三つ時の大鏡 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター

388.22 王さまと九人のきょうだい 大型絵本 君島久子　訳 赤羽末吉　絵 岩波書店 読セ（むかし話）
388.22 王さまと九人のきょうだい 大型絵本 君島久子　訳 赤羽末吉　絵 岩波書店 読セ（むかし話）

391 ピカドン シリーズ子どもたちの未来のために 講談社 学習センター
391 被爆者 シリーズ・自然いのちひと 会田法行　写真・文 ポプラ社
399 Ｐｏｌａｒ　Ｂｅａｒ，Ｐｏｌａｒ　Ｂｅａｒ，Ｗｈａｔ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｈｅａｒ？ Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ 三善 読書センター
400 ２１世紀こども百科科学館 小学館 学習センター
400 かんたん！不思議！１００円グッズ実験＆マジック 福井広和 主婦の友生活シリーズ 学習センター
400 木のうた イエラ・マリ 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
400 ５分で好きになる理科４年生 三石　巌 著 講談社 学習センター
400 いのちにぎわうふゆのみずたんぼ 呉地正行・著 童心社 学習センター
400 理科の自由研究 学研の図鑑 学研 智文庫
400 水の生物 学研の図鑑 学研 智文庫
400 飼育と観察 学研の図鑑 学研 智文庫
400 顕微鏡観察 学研の図鑑 学研 智文庫
400 宇宙 学研の図鑑 学研 智文庫
400 理科の実験 学研の図鑑 学研 智文庫
400 星・星座 学研の図鑑 堀 源一郎 指導・執筆 学研 智文庫
400 昆虫 学研の図鑑 学研 智文庫
400 爬虫・両生類 学研の図鑑 学研 智文庫
400 海 学研の図鑑 学研 智文庫
400 大むかしの動物 学研の図鑑 学研 智文庫
400 鳥 学研の図鑑 学研 智文庫
400 植物の観察 旺文社図鑑 旺文社 編 旺文社 智文庫
400 化石・岩石 学研の図鑑 学研 智文庫
400 植物 学研の図鑑 学研 智文庫
400 天気・気象 学研の図鑑 学研 智文庫
400 魚 学研の図鑑 学研 学習センター
400 水の生物 学研の図鑑 学研 学習センター
400 鳥 学研の図鑑 学研 学習センター
400 花 学研の図鑑 学研 学習センター
400 飼育と観察 学研の図鑑 学研 学習センター
400 昆虫のくらし 学研の図鑑 学研 学習センター
400 動物のくらし 学研の図鑑 学研 学習センター
400 植物のくらし 学研の図鑑 学研 学習センター
400 こおり 前野　紀一/著　斎藤　俊之/絵 福音館書店 学習センター
400 こおり 前野　紀一/著　齋藤俊之/絵　 福音館書店 学習センター
400 知ってびっくり！世界のなぞ・ふしぎ物語 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
400 おどろきいっぱいかがくのとびら　１ おどろきいっぱいかがくのとびら小森　栄治 著 光村教育図書 学習センター
400 なぜ？の図鑑 ニューワイド学研の図鑑ｉ 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
400 身のまわりのふしぎサイエンス　1食べ物をかがくする　パート1身のまわりのふしぎサイエンス内田麻理香/監修 岩崎書店 学習センター
400 身のまわりのふしぎサイエンス　２食べ物を科学するパート2身のまわりのふしぎサイエンス内田麻理香 岩崎書店 学習センター
400 身のまわりのふしぎサイエンス　３くらしを科学する 身のまわりのふしぎサイエンス内田麻理香 岩崎書店 学習センター



400 のりもの ふしぎ・びっくり！？こども図鑑志村隆　編 学研 学習センター
400 びっくり！！トリックアート　４ びっくり！！トリックアート おまけたらふく舎 編著 汐文社 学習センター
400 びっくり！！トリックアート　５ びっくり！！トリックアート おまけたらふく舎 編著 汐文社 学習センター
400 びっくり！！トリックアート　６ びっくり！！トリックアート おまけたらふく舎 編著 汐文社 学習センター
400 先生教えて！　理科のギモン 楽しく学べるQ＆A　3　 米村でんじろう　監修 あかね書房 学習センター
400 くさばな ふしぎ・びっくり！？こども図鑑志村隆　編 学習研究社 学習センター
400 助けあう生き物の話 自然科学読み物生き物のちえ伊藤年一　文 学研教育出版 学習センター
400 別の生き物を利用する話 自然科学読み物生き物のちえ伊藤年一　文 学習研究社 学習センター
400 寄生する生き物の話 自然科学読み物生き物のちえ伊藤年一　文 学習研究社 学習センター
400 ともに進化する動物と植物の話 自然科学読み物生き物のちえ伊藤年一　文 学習研究社 学習センター
400 だましあう生き物の話 自然科学読み物生き物のちえ伊藤年一　文 学習研究社 学習センター
400 ドラえもん科学ワールド宇宙の不思議 ビッグ・コロタン 藤子・Ｆ・不二雄　まんが 小学館 学習センター
400 ドラえもん科学ワールド恐竜と失われた動物たち ビッグ・コロタン 藤子・Ｆ・不二雄　まんが 小学館 学習センター
400 ドラえもん科学ワールド光と音の不思議 ビッグ・コロタン 藤子・Ｆ・不二雄　まんが 小学館 学習センター
400 ドラえもん科学ワールドｓｐｅｃｉａｌひみつ道具Ｑ＆Ａ ビッグ・コロタン 藤子・Ｆ・不二雄　まんが 小学館 学習センター
400 ドラえもん科学ワールド地球の不思議 ビッグ・コロタン 藤子・Ｆ・不二雄　まんが 小学館 学習センター
400 ドラえもん科学ワールドｓｐｅｃｉａｌはじめてのふしぎ ビッグ・コロタン 藤子・Ｆ・不二雄　まんが 小学館 学習センター
400 ドラえもん科学ワールドロボットの世界 ビッグ・コロタン 藤子・Ｆ・不二雄　まんが 小学館 学習センター
400 ドラえもん科学ワールド天気と気象の不思議 ビッグ・コロタン 藤子・Ｆ・不二雄　まんが 小学館 学習センター
400 ドラえもん科学ワールドミクロの世界 ビッグ・コロタン 藤子・Ｆ・不二雄　まんが 小学館 学習センター
401 くらやみでもへっちゃら かがくだいすき 桃井 和馬 ぶん 大日本図書 学習センター
403 学研版学習科学図鑑昆虫１ 学研 智文庫
403 だいすきしぜん　かげ だいすきしぜん　かがく　1 立花愛子　指導 フレーベル館 学習センター
404 かがくなぜどうして　二年生 新おはなし文庫二年生 久道健三　著 偕成社 学習センター

404.9 米村でんじろうのイッキによめる！おもしろ科学小学１年生 米村でんじろう　著 講談社 学習センター
404.9 米村でんじろうのイッキによめる！おもしろ科学小学２年生 米村でんじろう　著 講談社 学習センター
404.9 米村でんじろうのイッキによめる！おもしろ科学小学３年生 米村でんじろう　著 講談社 学習センター

407 わくわく・びっくりサイエンス教室　小学校３年生 わくわく・びっくりサイエンス教室　小学校３年生山崎　健一 著 国土社 学習センター
407 わくわく・びっくりサイエンス教室　小学校４年生 わくわく・びっくりサイエンス教室　小学校４年生山崎　健一 著 国土社 学習センター
407 わくわく・びっくりサイエンス教室　小学校５年生 わくわく・びっくりサイエンス教室　小学校５年生山崎　健一 著 国土社 学習センター
407 わくわく・びっくりサイエンス教室　小学校６年生 わくわく・びっくりサイエンス教室　小学校６年生山崎　健一 著 国土社 学習センター
407 わくわく・びっくりサイエンス教室　小学校チャレンジ編 山崎　健一 著 国土社 学習センター
407 自由研究図鑑 有沢　重雄　著 福音館書店 学習センター
407 みず かがくのとも傑作集 長谷川 摂子 文 福音館書店 学習センター
407 生活科まちをたんけんしよう２ ポプラ社 学習センター
407 生活科まちをたんけんしよう４ ポプラ社 学習センター
408 総合的学習調べよう身近な自然１ 学研 学習センター
408 総合的学習調べよう身近な自然２ 学研 学習センター
408 総合的学習調べよう身近な自然５ 学研 学習センター
408 総合的学習調べよう身近な自然６ 学研 学習センター
408 公園でできる身近な自然観察１ 文研出版 学習センター
408 公園でできる身近な自然観察２ 文研出版 学習センター
408 公園でできる身近な自然観察３ 文研出版 学習センター
408 公園でできる身近な自然観察４ 文研出版 学習センター
408 公園でできる身近な自然観察６ 文研出版 学習センター
408 公園でできる身近な自然観察７ 文研出版 学習センター
408 はてな　なるほど　サイエンス１１ 実野 恒久 著 保育社 学習センター
408 はてな　なるほど　サイエンス１５ 実野 恒久 著 保育社 学習センター
408 はてな　なるほど　サイエンス１７ 実野 恒久 著 保育社 学習センター
408 はてな　なるほど　サイエンス１９ 実野 恒久 著 保育社 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球１ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球２ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球３ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球５ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球６ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球７ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球８ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球９ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球１１ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球１２ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球１３ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球１４ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球１６ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球１７ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球１８ 岩崎書店 学習センター
408 ぼくらの天文・気象・地球２０ 岩崎書店 学習センター
408 公園でできる身近な自然観察５ 文研出版 学習センター
408 はてな　なるほど　サイエンス９ 実野 恒久 著 保育社 学習センター
410 さんすうえほん１ 伊藤 俊次 さく ブックローン出版 学習センター
410 さんすうえほん２ 伊藤 俊次 さく ブックローン出版 学習センター
410 さんすうえほん３ 伊藤 俊次 さく ブックローン出版 学習センター
410 わくわくさんすう忍者　入門編 学力ぐ～んとあっぷシリーズ田中　博史 著 文渓堂 学習センター
410 わくわくさんすう忍者　修行編 学力ぐ～んとあっぷシリーズ田中　博史 著 文渓堂 学習センター
410 数の大常識 これだけは知っておきたい　２７笠原　秀 著 ポプラ社 読セ（30周年）
410 マンガでわかる小学生の発展算数　１　１年生 マンガでわかる小学生の発展算数黒澤　俊二 著 学習研究社 学習センター
410 マンガでわかる小学生の発展算数　２　２年生 マンガでわかる小学生の発展算数黒澤　俊二 著 学習研究社 学習センター
410 マンガでわかる小学生の発展算数　３　３年生 マンガでわかる小学生の発展算数黒澤　俊二 著 学習研究社 学習センター
410 マンガでわかる小学生の発展算数　４　４年生 マンガでわかる小学生の発展算数黒澤　俊二 著 学習研究社 学習センター
410 マンガでわかる小学生の発展算数　５　５年生・上 マンガでわかる小学生の発展算数黒澤　俊二 著 学習研究社 学習センター
410 マンガでわかる小学生の発展算数　６　５年生・下 マンガでわかる小学生の発展算数黒澤　俊二 著 学習研究社 学習センター
410 マンガでわかる小学生の発展算数　７　６年生・上 マンガでわかる小学生の発展算数黒澤　俊二 著 学習研究社 学習センター
410 マンガでわかる小学生の発展算数　８　６年生・下 マンガでわかる小学生の発展算数黒澤　俊二 著 学習研究社 学習センター
410 算数ゲーム 新しい算数教室 マニス　キャロッシュ 著 さ・え・ら書房 智文庫
410 数のたんけん さんすう文庫 藤沢市算数教育研究会 著 太平出版社 学習センター
410 じゅもんは九九 さんすう文庫 藤沢市算数教育研究会 著 太平出版社 学習センター
410 分数のたべかた さんすう文庫 藤沢市算数教育研究会 著 太平出版社 学習センター
410 まほうの式 さんすう文庫 藤沢市算数教育研究会 著 太平出版社 学習センター
410 おかしなおかしな計算 さんすう文庫 藤沢市算数教育研究会 著 太平出版社 学習センター
410 なんでもはかろう さんすう文庫 藤沢市算数教育研究会 著 太平出版社 学習センター
410 時計でさんすう さんすう文庫 藤沢市算数教育研究会 著 太平出版社 学習センター
410 はやさのひみつ さんすう文庫 藤沢市算数教育研究会 著 太平出版社 学習センター
410 つみ木であそぼう さんすう文庫 藤沢市算数教育研究会 著 太平出版社 学習センター
410 図形がおどる さんすう文庫 藤沢市算数教育研究会 著 太平出版社 学習センター
410 数のせいくらべ さんすう文庫 藤沢市算数教育研究会 著 太平出版社 学習センター
410 さんすうゲーム さんすう文庫 藤沢市算数教育研究会 著 太平出版社 学習センター
410 さらわれた６ぴきのいぬ いじわる魔女のさんすうえほん長崎 武昭 さく 大日本図書 １年生教室
410 ５にんのおひめさま いじわる魔女のさんすうえほん長崎 武昭 さく 大日本図書 １年生教室
410 ぬすまれたうま いじわる魔女のさんすうえほん長崎 武昭 さく 大日本図書 １年生教室
410 おりのなかのおうさま いじわる魔女のさんすうえほん長崎 武昭 さく 大日本図書 １年生教室
410 おうさまのみちくさ いじわる魔女のさんすうえほん長崎 武昭 さく 大日本図書 １年生教室
410 ふえるじゅうす いじわる魔女のさんすうえほん長崎 武昭 さく 大日本図書 １年生教室
410 算数であそぼう１ 長嶺 太 絵 岩崎書店 学習センター
410 算数であそぼう２ 長嶺 太 絵 岩崎書店 学習センター
410 算数であそぼう３ 長嶺 太 絵 岩崎書店 学習センター
410 算数であそぼう４ 長嶺 太 絵 岩崎書店 学習センター
410 算数であそぼう５ 長嶺 太 絵 岩崎書店 学習センター
410 算数であそぼう６ 長嶺 太 絵 岩崎書店 学習センター
410 算数であそぼう７ 長嶺 太 絵 岩崎書店 学習センター
410 算数であそぼう８ 長嶺 太 絵 岩崎書店 学習センター
410 算数であそぼう９ 長嶺 太 絵 岩崎書店 学習センター
410 算数であそぼう１０ 長嶺 太 絵 岩崎書店 学習センター
410 秋山仁先生のたのしい算数教室８ 木幡 寛 著 ポプラ社 ３年生教室
410 秋山仁先生のたのしい算数教室１０ 木幡 寛 著 ポプラ社 ３年生教室
410 さんすうだいすき 遠山啓　著 日本図書センター 学習センター
410 さんすうだいすき 遠山啓　著 日本図書センター 学習センター
410 さんすうだいすき 遠山啓　著 日本図書センター 学習センター
410 さんすうだいすき 遠山啓　著 日本図書センター 学習センター



410 さんすうだいすき 遠山啓　著 日本図書センター 学習センター
410 さんすうだいすき 遠山啓　著 日本図書センター 学習センター
410 さんすうだいすき 遠山啓　著 日本図書センター 学習センター
410 さんすうだいすき 遠山啓　著 日本図書センター 学習センター
410 さんすうだいすき 遠山啓　著 日本図書センター 学習センター
410 さんすうだいすき 遠山啓　著 日本図書センター 学習センター
410 遊んで学べる算数マジック　１計算のふしぎ　 遊んで学べる算数マジック 庄司タカヒト　　著 小峰書店 学習センター
410 遊んで学べる算数マジック　２数のトリック　 遊んで学べる算数マジック 庄司タカヒト　　著 小峰書店 学習センター
410 遊んで学べる算数マジック　３図形のなぞ 遊んで学べる算数マジック 庄司タカヒト　　著 小峰書店 学習センター
410 遊んで学べる算数マジック　４算数ゲーム　 遊んで学べる算数マジック 庄司タカヒト　　著 小峰書店 学習センター
410 先生教えて！　算数のギモン 楽しく学べるQ＆A　2 ピーターフランクル　監修 あかね書房 学習センター
410 時計がわかる本 矢玉四郎　著 岩崎書店 学習センター
410 かず・かたちの図鑑 ／ 楽しく遊ぶ学ぶ 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ黒澤俊二  監修 小学館 学習センター
411 はじめてのかずあそび かわりえ・えほん たけい しろう さく 国土社 5678組
411 ２のだん・３のだん 九九パ－フェクトゲ－ムブックこのみひかる　さく 大日本図書 学習センター
411 ４のだん・５のだん 九九パ－フェクトゲ－ムブックこのみひかる　さく 大日本図書 学習センター
411 ６のだん・７のだん 九九パ－フェクトゲ－ムブックこのみひかる　さく 大日本図書 学習センター
411 ８のだん・９のだん 九九パ－フェクトゲ－ムブックこのみひかる　さく 大日本図書 学習センター
411 これでパ－フェクト 九九パ－フェクトゲ－ムブックこのみひかる　さく 大日本図書 学習センター
411 ニュートン算元祖マンガ攻略法 塾の算数なんかモ～こわくないマンガ塾 太郎 原作 学漫 ６年生教室
411 塩水算元祖マンガ攻略法 塾の算数なんかモ～こわくないマンガ塾 太郎 原作 学漫 ６年生教室
411 数のひみつ 新しい算数教室 Ｍ．キャロッシュ 著 さ・え・ら書房 智文庫
411 数のおいたち 新しい算数教室 ミンデル　シトマー 共著 さ・え・ら書房 智文庫
411 どのくらいかな？ 新しい算数教室 チャールズ　Ｆ．リン 著 さ・え・ら書房 智文庫
411 かずのほん かがくのとも傑作集 まつい のりこ ぶん・え 福音館書店 智文庫
411 かずのほん かがくのとも傑作集 まつい のりこ ぶん・え 福音館書店 学習センター
411 秋山仁先生のたのしい算数教室１ 木幡 寛 著 ポプラ社 ３年生教室
411 秋山仁先生のたのしい算数教室６ 木幡 寛 著 ポプラ社 ３年生教室
411 わかって楽しい算数教室４ 関沢 正躬 著 岩波書店 学習センター
411 わかって楽しい算数教室４ 関沢 正躬 著 岩波書店 学習センター
411 わかって楽しい算数教室４ 関沢 正躬 著 岩波書店 学習センター
411 わかって楽しい算数教室４ 関沢 正躬 著 岩波書店 学習センター
411 わかって楽しい算数教室４ 関沢 正躬 著 岩波書店 学習センター
411 わかって楽しい算数教室４ 関沢 正躬 著 岩波書店 学習センター
411 わかって楽しい算数教室４ 関沢 正躬 著 岩波書店 学習センター
411 わかって楽しい算数教室４ 関沢 正躬 著 岩波書店 学習センター
411 わかって楽しい算数教室４ 関沢 正躬 著 岩波書店 学習センター
411 わかって楽しい算数教室４ 関沢 正躬 著 岩波書店 学習センター
411 九九パーフェクトゲームブック　１ 九九パーフェクトゲームブックこのみ　ひかる 著 モピートさんさん 画 大日本図書 学習センター
411 九九パーフェクトゲームブック　２ 九九パーフェクトゲームブックこのみ　ひかる 著 モピートさんさん 画 大日本図書 学習センター
411 九九パーフェクトゲームブック　３ 九九パーフェクトゲームブックこのみ　ひかる 著 モピートさんさん 画 大日本図書 学習センター
411 九九パーフェクトゲームブック　４ 九九パーフェクトゲームブックこのみ　ひかる 著 モピートさんさん 画 大日本図書 学習センター
411 九九パーフェクトゲームブック　５ 九九パーフェクトゲームブックこのみ　ひかる 著 モピートさんさん 画 大日本図書 学習センター

411.1 くりあがりのあるたしざん かならずわかるさんすうえほん低学年石井孝子　ぶん 高橋由為子　え 大月書店 学習センター
411.1 くりさがりのあるひきざん かならずわかるさんすうえほん低学年石井孝子　ぶん 高橋由為子　え 大月書店 学習センター
411.1 ながさ かならずわかるさんすうえほん低学年いしいたかこ　ぶん たかはしゆいこ　え 大月書店 学習センター
411.1 かけざん かならずわかるさんすうえほん低学年いしいたかこ　ぶん たかはしゆいこ　え 大月書店 学習センター
411.1 おおきなかず かならずわかるさんすうえほん低学年石井孝子　ぶん 高橋由為子　え 大月書店 学習センター

414 うずまき 新しい算数教室 ミンデル・シトマー 共著 さ・え・ら書房 智文庫
414 だ円のふしぎ 新しい算数教室 マニス・キャロッシュ 著 さ・え・ら書房 智文庫
414 ふしぎな平行線 新しい算数教室 前原 昭二 著 さ・え・ら書房 智文庫
414 円・えん 新しい算数教室 ハリー　シトマー 共著 さ・え・ら書房 智文庫
414 線のいろいろ 新しい算数教室 マニス　キャロッシュ 著 さ・え・ら書房 智文庫
414 秋山仁先生のたのしい算数教室２ 木幡 寛 著 ポプラ社 ３年生教室
414 秋山仁先生のたのしい算数教室３ 木幡 寛 著 ポプラ社 ３年生教室
414 秋山仁先生のたのしい算数教室４ 木幡 寛 著 ポプラ社 ３年生教室
414 秋山仁先生のたのしい算数教室９ 木幡 寛 著 ポプラ社 ３年生教室
418 わくわく算数忍者　３　カードゲーム編 学力ぐ～んとあっぷシリーズ田中　博史 著 文渓堂 学習センター
419 和算 佐藤　健一 著 文渓堂 学習センター
420 ライト兄弟はなぜ飛べたのか やさしい科学 土佐 幸子 著 さ・え・ら書房 学習センター
420 みんなで実験楽しく科学あそび　１　改訂 みんなで実験楽しく科学あそび村田　道紀 著 偕成社 学習センター
420 みんなで実験楽しく科学あそび　２　改訂 みんなで実験楽しく科学あそび村田　道紀 著 偕成社 学習センター
420 みんなで実験楽しく科学あそび　３　改訂 みんなで実験楽しく科学あそび関戸　勇 著 偕成社 学習センター
420 みんなで実験楽しく科学あそび　４　改訂 みんなで実験楽しく科学あそび関戸　勇 著 偕成社 学習センター
420 みんなで実験楽しく科学あそび　５　改訂 みんなで実験楽しく科学あそび斎藤　靖二 著 偕成社 学習センター
420 みんなで実験楽しく科学あそび　６　改訂 みんなで実験楽しく科学あそび山下　恵子 著 偕成社 学習センター
420 みんなで実験楽しく科学あそび　７　改訂 みんなで実験楽しく科学あそび村田　道紀 著 偕成社 学習センター
420 みんなで実験楽しく科学あそび　８　改訂 みんなで実験楽しく科学あそび牧　衷 著 偕成社 学習センター
420 みんなで実験楽しく科学あそび　９　改訂 みんなで実験楽しく科学あそび村田　道紀 著 偕成社 学習センター
420 みんなで実験楽しく科学あそび　１０　改訂 みんなで実験楽しく科学あそび牧　衷 著 偕成社 学習センター
420 小学なぜなぜふしぎサイエンス１９ 学研絵とき科学シリーズ 学研 学習センター
420 小学なぜなぜふしぎサイエンス２０ 学研絵とき科学シリーズ 学研 学習センター
420 小学なぜなぜふしぎサイエンス１６ 学研絵とき科学シリーズ 学研 学習センター
420 秋山仁先生のたのしい算数教室５ 木幡 寛 著 ポプラ社 ３年生教室
420 秋山仁先生のたのしい算数教室７ 木幡 寛 著 ポプラ社 ３年生教室
420 原子力のサバイバル1 科学漫画サバイバルシリーズゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版 5678組
420 原子力のサバイバル2 科学漫画サバイバルシリーズゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版 5678組
420 エネルギー危機のサバイバル1 科学漫画サバイバルシリーズ金政郁　　文 朝日新聞出版 5678組
420 エネルギー危機のサバイバル2 科学漫画サバイバルシリーズ金政郁　文 朝日新聞出版 5678組
421 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝　著作・編集 ポプラ社 学習センター
423 空気の重さをはかるには いたずらはかせのかがくの本板倉 聖宣 著 国土社 学習センター
425 総合的学習調べよう身近な自然３ 学研 学習センター
425 かげ かがくのとも傑作集 中川 正文 ぶん 福音館書店 智文庫
430 たしかめてみよう かがくのほん ローズ・ワイラー ぶん 福音館書店 学習センター
430 接着剤のひみつ たまだまさお/漫画　望月恭子/構成 学研パブリッシング//学研マーケティング学習センター
435 ひとしずくの水 ウォルタ－・ウィック　作 あすなろ書房 学習センター
436 鉄は魔法つかい ／ 命と地球をはぐくむ「鉄」物語 畠山重篤  著　スギヤマカナヨ  絵 小学館 学習センター

436.81 鉄は魔法つかい 畠山重篤　著 スギヤマカナヨ　絵 小学館 学習センター
440 太陽のふしぎ 科学のアルバム 藤井 旭 著 あかね書房 学習センター
440 惑星をみよう 科学のアルバム 藤井 旭 著 あかね書房 学習センター
440 星の一生 科学のアルバム 藤井 旭 著 あかね書房 学習センター
440 月をみよう 科学のアルバム 藤井 旭 著 あかね書房 学習センター
440 宇宙の謎を知りたい！ 集英社版・学習漫画 戎崎 俊一 監修 集英社 学習センター
440 宇宙人に会いたい！ 集英社版・学習漫画 宇宙開発事業団　ＮＡＳＤＡ文庫研究会 監修 集英社 学習センター
440 宇宙飛行士になりたい！ 集英社版・学習漫画 毛利 衛 監修 集英社 学習センター
440 宇宙の大常識 これだけは知っておきたい　２０安延　尚文 著 ポプラ社 読書センター
440 地球の大常識 これだけは知っておきたい　２１久保田　曉 著 ポプラ社 読書センター
440 夜空の星をさぐる こども・ものしりゼミナール 増田 富士雄 訳・著 岩崎書店 学習センター
440 じぶんでできる天気予報 天文ブックス 塚本 治弘 著 ポプラ社 学習センター
440 恋するオリオン座 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 学習センター
440 北斗の七つ星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 学習センター
440 いちばん星みつけた チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 学習センター
440 銀河鉄道の南十字星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 学習センター
440 ヘルクレスの冒険 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 学習センター
440 七夕星まつり チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 学習センター
440 十五夜お月さん チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 学習センター
440 アンドロメダ姫物語 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 学習センター
440 流れ星に願いを チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 学習センター
440 クリスマスの星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 学習センター
440 宇宙 かがくのほん 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 学習センター
440 じかんがどんどん 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいジェームズ・ダンバー∥著//せな　あいこ∥訳 評論社 学習センター
440 空のうえにはなにがある 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいマイク・マニング ブライタ・グランストローム∥著//せな　あいこ∥訳評論社 学習センター
440 星と宇宙がわかる本　１ 星と宇宙がわかる本 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
440 星と宇宙がわかる本　２ 星と宇宙がわかる本 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
440 星と宇宙がわかる本　３ 星と宇宙がわかる本 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
440 星と宇宙がわかる本　４ 星と宇宙がわかる本 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
440 なぜ？どうして？宇宙のお話 上浪　春海 著 ホネスタ 画 学研教育出版//学研マーケティング学習センター



440 宇宙 ジュニア学研の図鑑 志村隆　編 学習研究社 学習センター
440 星空の大研究　４　　季節の星座を観る　秋・冬 星空の大研究　4 藤井旭　著 岩崎書店 学習センター
440 ＣＯＳＭＯＳ（上） カール・セーガン　著 木村繁　訳 朝日新聞出版 学習センター
440 ＣＯＳＭＯＳ（下） カール・セーガン　著 木村繁　訳 朝日新聞出版 読書センター
440 竜巻のサバイバル 科学漫画サバイバルシリーズリメ　文 朝日新聞出版 5678組
440 台風のサバイバル 科学漫画サバイバルシリーズ洪在徹　文 朝日新聞出版 5678組
440 大気汚染のサバイバル 科学漫画サバイバルシリーズスウィートファクトリー　文 朝日新聞出版 5678組
442 なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 布施哲治　著 くもん出版 学習センター
442 なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 布施哲治　著 くもん出版 学習センター
442 星座を見つけよう 科学の本 Ｈ・Ａ・レイ 文・絵 福音館書店 学習センター
442 月のかがく えびなみつる　絵と文 中西昭雄　写真 旬報社 学習センター
443 星座をさがそう 科学のアルバム 藤井 旭 著 あかね書房 学習センター
443 星雲星団をみよう 科学のアルバム 藤井 旭 著 あかね書房 学習センター
443 北斗七星と北極星 いたずらはかせのかがくの本板倉 聖宣 著 国土社 学習センター
443 星と星座の大常識 これだけは知っておきたい　３５安延　尚文 著 ポプラ社 読書センター
443 春・夏の星座 カラー版自然と科学 藤井 旭 著 岩崎書店 智文庫
443 秋・冬の星座 カラー版自然と科学 藤井 旭 著 岩崎書店 智文庫
443 リボンのかたちのふゆのせいざオリオン かがくのとも傑作集 八板 康麿 写真と文 福音館書店 学習センター
443 かならず見つかる星座の本春の星座を手でさがそう 藤井　旭∥著 偕成社 学習センター
443 かならず見つかる星座の本夏の星座を手でさがそう 藤井　旭∥著 偕成社 学習センター
443 かならず見つかる星座の本秋の星座を手でさがそう 藤井　旭∥著 偕成社 学習センター
443 かならず見つかる星座の本冬の星座を手でさがそう 藤井　旭∥著 偕成社 学習センター
443 星空の大研究　１　　星座の神話を探る 星空の大研究　1 藤井旭　著 岩崎書店 学習センター
443 星空の大研究　２　　天体について知る 星空の大研究　2 藤井旭　著 岩崎書店 学習センター
443 星空の大研究　３　　季節の星座を観る　春・夏 星空の大研究　3 藤井旭　著 岩崎書店 学習センター
444 太陽系のおいたち カラー版自然と科学 小森 長生 著 岩崎書店 智文庫
445 惑星の探検 科学のアルバム 藤井 旭 著 あかね書房 学習センター
447 彗星 科学のアルバム 藤井 旭 著 あかね書房 学習センター
447 流れ星・隕石 科学のアルバム 藤井 旭 著 あかね書房 学習センター
449 時計のひみつ 望月恭子/構成　田中久志/漫画 学習研究社 学習センター
450 富士山大ばくはつ かこさとし大自然のふしぎえほんかこ さとし 作 小峰書店 学習センター
450 富士山大ばくはつ かこさとし大自然のふしぎえほんかこ さとし 作 小峰書店 学習センター
450 富士山大ばくはつ かこさとし大自然のふしぎえほんかこ さとし 作 小峰書店 学習センター
450 富士山大ばくはつ かこさとし大自然のふしぎえほんかこ さとし 作 小峰書店 学習センター
450 化石・岩石 学研の図鑑 学研 学習センター
450 台風 世界の災害の今を知る クリス・オクスレード　著 文溪堂 学習センター
450 天気の大常識 これだけは知っておきたい　１２吉田　忠正 著 ポプラ社 読書センター
450 小学なぜなぜふしぎサイエンス１２ 学研絵とき科学シリーズ 学研 学習センター
450 はじめての発見６ 重松 えり子 訳 リブリオ出版 学習センター
450 わたしたちの地球を守ろう３ 小田 英智 訳・解説 偕成社 学習センター
450 地図と絵でみる世界の地形・気候 地図と絵でみる世界 ポプラ社 学習センター
450 やまをつくったものやまをこわしたもの かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　１巻加古　里子∥著 農山漁村文化協会 学習センター
450 かわはながれるかわははこぶ かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　２巻加古　里子∥著 農山漁村文化協会 学習センター
450 うみはおおきいうみはすごい かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　３巻加古　里子∥著 農山漁村文化協会 学習センター
450 あめ、ゆき、あられくものいろいろ かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　４巻加古　里子∥著 農山漁村文化協会 学習センター
450 ささやくかぜうずまくかぜ かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　５巻加古　里子∥著 農山漁村文化協会 学習センター
450 じめんがふるえるだいちがゆれる かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　６巻加古　里子∥著 農山漁村文化協会 学習センター
450 ひをふくやまマグマのばくはつ かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　７巻加古　里子∥著 農山漁村文化協会 学習センター
450 よあけゆうやけにじやオーロラ かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　８巻加古　里子∥著 農山漁村文化協会 学習センター
450 せかいあちこちちきゅうたんけん かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　９巻加古　里子∥著 農山漁村文化協会 学習センター
450 あさよる、なつふゆちきゅうはまわる かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　１０巻加古　里子∥著 農山漁村文化協会 学習センター
450 ベッドのしたにはなにがある 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいマイク・マニング ブライタ・グランストローム∥著//せな　あいこ∥訳評論社 学習センター
450 ピチャン、ボチャン、ザブ～ン 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいマイク・マニング ブライタ・グランストローム∥著//せな　あいこ∥訳評論社 学習センター
450 地球の環境 ジュニア学研の図鑑Ｂセット西岡秀三　・　川上紳一　監修　　 学研 学習センター
450 ヒマラヤのサバイバル1 科学漫画サバイバルシリーズ洪在徹　文 朝日新聞出版 5678組
450 ヒマラヤのサバイバル2 科学漫画サバイバルシリーズ洪在徹　文 朝日新聞出版 5678組
450 アンコール・ワットのサバイバル 科学漫画サバイバルシリーズ洪在徹　文 朝日新聞出版 5678組
451 氷の世界 科学のアルバム 東海林 明雄 著 あかね書房 学習センター
451 雪の一生 科学のアルバム 片平 孝 著 あかね書房 学習センター
451 雲と天気 科学のアルバム 塚本 治弘 著 あかね書房 学習センター
451 天気と気象 ポプラディア情報館 ポプラ社 学習センター
451 雨とくも なぜなぜはかせのかがくの本小林 実 著 国土社 学習センター
451 雲のいろいろ カラー版自然と科学 湯山 生 著 岩崎書店 智文庫
451 霧をさぐる カラー版自然と科学 伊東 俊明 著 岩崎書店 智文庫
451 たいふうがやってくる しゃかいの絵本 さくらい のぶお ・ぶん ポプラ社 智文庫
451 ゆきおこし かがくのとも傑作集 瀬田 貞二 ぶん 福音館書店 智文庫
451 ゆきおこし かがくのとも傑作集 瀬田 貞二 ぶん 福音館書店 智文庫
451 小学校理科の教室１０ 大日本図書 学習センター
451 あめはどうしてふるの 絵本のおくりもの 串田 孫一 文 金の星社 学習センター
451 みぢかなふしぎ絵本１０ 横山 正 文 ポプラ社 学習センター
451 空と天気のふしぎ 超はっけん大図鑑　全１５巻武田康男　監 ポプラ社 学習センター
451 天気の変化をしらべよう お天気博士になろう！ 日本気象協会　監修 ポプラ社 学習センター
451 雲の大研究 お天気博士になろう！ 日本気象協会　監修 ポプラ社 学習センター
451 雨と雪の大研究 お天気博士になろう！ 日本気象協会　監修 ポプラ社 学習センター
451 台風とたつまきの大研究 お天気博士になろう！ 日本気象協会　監修 ポプラ社 学習センター
451 日本列島天気しらべ お天気博士になろう！ 日本気象協会　監修 ポプラ社 学習センター

451.66 ゆきのかたち しぜんにタッチ！ 高橋健司　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
452 雑木林のコレクション ふしぎコレクション 今森光彦　著 フレーベル館 ３年生教室
452 水 科学のアルバム 塚本 治弘 著 あかね書房 学習センター
452 小学なぜなぜふしぎサイエンス１３ 学研絵とき科学シリーズ 学研 学習センター
452 海 かがくのほん 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 学習センター
453 火山は生きている 科学のアルバム 青木 章 著 あかね書房 学習センター
453 地震の大常識 これだけは知っておきたい　２３佐々木　ときわ 著 ポプラ社 読書センター
453 地震はなぜおこる 新版かんさつシリーズ 伊藤 和明 文 フレーベル館 学習センター
453 世界一おいしい火山の本　チョコやココアで噴火実験 平成１９年度　中学校（課題図書）林　信太郎　著 小峰書店 学習センター
453 地球の声に耳をすませて　地震の正体を知り、命を守る 第５８回課題図書中学校 大木聖子 くもん出版 学習センター
454 しょうにゅうどう探検 科学のアルバム 徳富 一光 著 あかね書房 学習センター
454 砂漠の世界 科学のアルバム 片平 孝 著 あかね書房 学習センター
454 ふところにいだく生命の水・富士の自然 子ども科学図書館 近田 文弘 著 大日本図書 学習センター
454 ふところにいだく生命の水・富士の自然 子ども科学図書館 近田 文弘 著 大日本図書 学習センター
454 ふところにいだく生命の水・富士の自然 子ども科学図書館 近田 文弘 著 大日本図書 学習センター
454 ふところにいだく生命の水・富士の自然 子ども科学図書館 近田 文弘 著 大日本図書 学習センター
454 ふところにいだく生命の水・富士の自然 子ども科学図書館 近田 文弘 著 大日本図書 学習センター
454 ふところにいだく生命の水・富士の自然 子ども科学図書館 近田 文弘 著 大日本図書 学習センター
454 ふところにいだく生命の水・富士の自然 子ども科学図書館 近田 文弘 著 大日本図書 学習センター
455 地球 福音館のかがくのほん 加古 里子 ぶん え 福音館書店 学習センター
455 ダーウィンのミミズの研究 たくさんのふしぎ傑作集（しぜん）新妻昭夫　文　杉田比呂美　絵 福音館書店 学習センター
455 さんご礁のなぞをさぐって 武田正倫　著 文研社 学習センター
457 きょうりゅう 科学のアルバム 小畠 郁生 著 あかね書房 閉架
457 恐竜 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター
457 きょうりゅうのおおきさ おおきなかがく 冨田幸光　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
457 実物大恐竜図鑑 デヴィッド・ベルゲン　著 小峰書店 学習センター
457 ぼくのともだちきょうりゅうムスサウルス きょうりゅうだいすき やすい　すえこ 著 教育画劇 読セ（30周年）
457 きょうりゅうとあそんだジュンくん きょうりゅうだいすき 小野寺　悦子 著 教育画劇 読セ（30周年）
457 くいしんぼうのステゴッチー きょうりゅうだいすき 間所　ひさこ 著 教育画劇 読セ（30周年）
457 きょうりゅうチャンピオンはだあれ きょうりゅうだいすき 多田　ヒロシ 著 教育画劇 読セ（30周年）
457 まいごのたまごはだれだろな きょうりゅうだいすき 山脇　恭 著 教育画劇 読セ（30周年）
457 わたしきょうりゅうマイちゃんよ きょうりゅうだいすき 塩田　守男 著 教育画劇 読セ（30周年）
457 なかよしきょうだいトリケとトリプ きょうりゅうだいすき こわせ　たまみ 著 教育画劇 読セ（30周年）
457 そらをとびたいエラスモサウルス きょうりゅうだいすき 木暮　正夫 著 教育画劇 読セ（30周年）
457 恐竜の大常識 これだけは知っておきたい　５西川　寛 著 ポプラ社 読書センター
457 小学なぜなぜふしぎサイエンス１４ 学研絵とき科学シリーズ 学研 学習センター
457 恐竜にあいにいこう アリキ 文・絵 佑学社 学習センター
457 恐竜のなぞ アリキ 文・絵 佑学社 学習センター
457 恐竜のけんきゅう アリキ 文・絵 佑学社 学習センター
457 化石はおしえてくれる アリキ 文・絵 佑学社 学習センター
457 日本の恐竜 福音館のかがくのほん 長谷川 善和 文 福音館書店 学習センター



457 くびながりゅうの発見 新版かんさつシリーズ 小畠 郁生 文 フレーベル館 学習センター
457 恐竜 ジュニア学研の図鑑Ａセット岡俊彦　発行人 学習研究社 学習センター
457 生きている！？恐竜の世界　１　ビジュアル版 生きている！？恐竜の世界デイヴィッド・ウェスト 画 ロニー・ランドール 著 池田　比佐子 訳岩崎書店 学習センター
457 生きている！？恐竜の世界　２　ビジュアル版 生きている！？恐竜の世界デイヴィッド・ウェスト 画 ロニー・ランドール 著 池田　比佐子 訳岩崎書店 学習センター
457 生きている！？恐竜の世界　３　ビジュアル版 生きている！？恐竜の世界デイヴィッド・ウェスト 画 ロニー・ランドール 著 池田　比佐子 訳岩崎書店 学習センター
457 生きている！？恐竜の世界　４　ビジュアル版 生きている！？恐竜の世界デイヴィッド・ウェスト 画 ロニー・ランドール 著 池田　比佐子 訳岩崎書店 学習センター
457 生きている！？恐竜の世界　５　ビジュアル版 生きている！？恐竜の世界デイヴィッド・ウェスト 画 ロニー・ランドール 著 池田　比佐子 訳岩崎書店 学習センター
457 生きている！？恐竜の世界　６　ビジュアル版 生きている！？恐竜の世界デイヴィッド・ウェスト 画 ロニー・ランドール 著 池田　比佐子 訳岩崎書店 学習センター
459 鉱物 科学のアルバム 塚本 治弘 著 あかね書房 学習センター
459 塩 科学のアルバム 片平 孝 著 あかね書房 学習センター
460 いきもの探検大図鑑 小学館 学習センター
460 いきもの探検大図鑑 小学館 学習センター
460 いきもの探検大図鑑 小学館 学習センター
460 校庭の科学生きもの観察ランド 遊ブックス 江川 多喜雄 編著 いかだ社 学習センター
460 森へ たくさんのふしぎ傑作集 星野 道夫 文・写真 福音館書店 学習センター
460 絵ときゾウの時間とネズミの時間 たくさんのふしぎ傑作集 本川達雄　文 福音館書店 ５年生教室
460 冬虫夏草を探しに行こう 盛口　満 日経サイエンス社 学習センター
460 花と昆虫、不思議なだましあい発見記 田中肇 講談社 学習センター
460 マングローブの生き物たち 吉見光治 ニライ社 学習センター
460 香川県レッドデータブック 香川県希少野生生物保護対策検討会 香川県環境森林部環境・水政策課学習センター
460 いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん　１ いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん 学習研究社 学習センター
460 いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん　３ いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん 学習研究社 学習センター
460 いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん　４ いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん 学習研究社 学習センター
460 飼育と観察 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター
460 自然図鑑 さとうち　藍　著 福音館書店 学習センター
460 メダカがすめるのはどんな川？ すぐ調べられる｢環境と生き物｣内山裕之　監修 学習研究社 学習センター
460 山に木を植えました スギヤマナカヨ 講談社 読書センター
460 根室原野 カラー版自然と科学 高田 勝 著 岩崎書店 智文庫
460 サバンナに生きる カラー版自然と科学 神戸 俊平 著 岩崎書店 智文庫
460 小学なぜなぜふしぎサイエンス４ 学研絵とき科学シリーズ 学研 学習センター
460 小学なぜなぜふしぎサイエンス７ 学研絵とき科学シリーズ 学研 学習センター
460 小学なぜなぜふしぎサイエンス９ 学研絵とき科学シリーズ 学研 学習センター
460 海辺のずかん 福音館のかがくのほん 松岡 達英 さく 福音館書店 学習センター
460 森のずかん かがくのほん 松岡 達英 さく 福音館書店 学習センター
460 生きもの大図鑑 富樫 裕 監著 文一総合出版 学習センター
460 生きもの大図鑑 富樫 裕 監著 文一総合出版 学習センター
460 生きもの大図鑑 富樫 裕 監著 文一総合出版 学習センター
460 生きもの大図鑑 富樫 裕 監著 文一総合出版 学習センター
460 生きもの大図鑑 富樫 裕 監著 文一総合出版 閉架
460 生きもの大図鑑 富樫 裕 監著 文一総合出版 学習センター
460 生きもの大図鑑 富樫 裕 監著 文一総合出版 学習センター
460 ふしぎ！なぜ？大図鑑 主婦と生活生活シリーズ 主婦と生活社 学習センター
460 ふしぎ！なぜ？大図鑑 主婦と生活生活シリーズ 主婦と生活社 学習センター
460 ふしぎ！なぜ？大図鑑 主婦と生活生活シリーズ 主婦と生活社 学習センター
460 ふしぎ！なぜ？大図鑑 主婦と生活生活シリーズ 主婦と生活社 学習センター
460 ふしぎ！なぜ？大図鑑 主婦と生活生活シリーズ 主婦と生活社 閉架
460 ふしぎ！なぜ？大図鑑 主婦と生活生活シリーズ 主婦と生活社 学習センター
460 ふしぎ！なぜ？大図鑑 主婦と生活生活シリーズ 主婦と生活社 学習センター
460 生きもの大図鑑 富樫 裕 監著 文一総合出版 閉架
460 みんなの調べ学習４ ポプラ社 学習センター
460 いつでもふたり 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいカレン・ウォーラス∥著//ロス・コリンズ∥画//せな　あいこ∥訳評論社 学習センター
460 外国から来た魚 松沢陽士　著 フレーベル館 学習センター
460 陸の生きもの新伝説　２ ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの新伝説大自然ふしぎ図鑑ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 編 金の星社 学習センター
460 ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡たつひで  さく 福音館書店 学習センター
460 ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡たつひで  さく 福音館書店 学習センター
460 自然史ミュージアムのサバイバル1 科学漫画サバイバルシリーズゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版 5678組
460 自然史ミュージアムのサバイバル2 科学漫画サバイバルシリーズゴムドリｃｏ．　文 朝日新聞出版 5678組
460 寄生虫の奇妙な世界 子供の科学　サイエンスブックス第Ⅶ期斎藤勝司　著 成文堂新光社 学習センター
460 ドラえもん科学ワールド動植物の不思議 ビッグ・コロタン １１５ 藤子・Ｆ・不二雄  まんが　小学館ドラえもんルーム  編小学館 学習センター
461 お母さんが話してくれた生命の歴史１ 柳沢 桂子 文 岩波書店 学習センター
461 お母さんが話してくれた生命の歴史２ 柳沢 桂子 文 岩波書店 学習センター
461 お母さんが話してくれた生命の歴史３ 柳沢 桂子 文 岩波書店 学習センター
461 お母さんが話してくれた生命の歴史４ 柳沢 桂子 文 岩波書店 学習センター
461 いのちのつながり かがくのほん 中村 運 ぶん 福音館書店 学習センター
462 校庭のざっ草 有沢重雄　さく 福音館書店 学習センター
462 森へ 星野道夫　文・写真 福音館書店 ６年生教室
462 道ばたの四季 福音館のかがくのほん 高橋 清 え 福音館書店 学習センター
462 夏の虫夏の花 福音館のかがくのほん たかはし きよし 絵 福音館書店 学習センター
462 冬の虫冬の自然 福音館のかがくのほん たかはし きよし 絵 福音館書店 学習センター
462 昼の虫夜の虫 かがくのほん たかはし きよし 絵 福音館書店 学習センター
465 ちいさなちいさなめにみえないびせいぶつのせかい ニコラ・デイビス　文 ゴブリン書房 学習センター
465 ちいさなちいさなめにみえないびせいぶつのせかい ニコラ・デイビス　文 ゴブリン書房 学習センター
467 進化のはなし スティーブ・ジェンキンズ　作 評論社 学習センター
468 ゆりかごは口の中 地球ふしぎはっけんシリーズ桜井淳史　著 ポプラ社 学習センター
468 ゆりかごは口の中 地球ふしぎはっけんシリーズ桜井淳史　著 ポプラ社 学習センター
468 やさしい日本の淡水プランクトン図解ハンドブック　普及版　改訂版 滋賀の理科教材研究委員会 編 合同出版 学習センター
468 やさしい日本の淡水プランクトン図解ハンドブック　普及版　改訂版 滋賀の理科教材研究委員会 編 合同出版 学習センター
468 やさしい日本の淡水プランクトン図解ハンドブック　普及版　改訂版 滋賀の理科教材研究委員会 編 合同出版 学習センター
468 土をつくる生きものたち 谷本雄治　文 岩崎書店 学習センター
468 米が育てたオオクワガタ 山口進　写真・文 岩崎書店 学習センター
468 クマノミとサンゴの海の魚たち ちしきのぽけっと 大方洋二　写真・文 岩崎書店 学習センター
468 生物の消えた島 福音館の科学の本 田川 日出夫 文 福音館書店 学習センター
468 生物の消えた島 福音館の科学の本 田川 日出夫 文 福音館書店 学習センター
468 生物の消えた島 福音館の科学の本 田川 日出夫 文 福音館書店 学習センター
468 生物の消えた島 福音館の科学の本 田川 日出夫 文 福音館書店 学習センター
468 生物の消えた島 福音館の科学の本 田川 日出夫 文 福音館書店 学習センター
468 生物の消えた島 福音館の科学の本 田川 日出夫 文 福音館書店 学習センター
468 地球環境と私たちのくらし４ 学研 学習センター
468 なつやすみ虫ずかん かがくのとも傑作集 稲田 務 え 福音館書店 学習センター
468 どんぐり かがくのとも傑作集 こうや すすむ さく 福音館書店 学習センター
468 生態系を蘇らせる NHKブックス 鷲谷いづみ　著 日本放送出版協会 学習センター
468 生物多様性の大研究 小泉武栄　監修 ＰＨＰ研究所 学習センター
468 共生する生き物たち 楽しい調べ学習シリーズ 鷲谷いづみ　監修 ＰＨＰ研究所 学習センター
470 夏休み植物のかんさつ 科学のアルバム 石原 幸夫 文 あかね書房 学習センター
470 図説－木のすべて１ 小沢 普照 監修 大日本図書 学習センター
470 図説－木のすべて３ 小沢 普照 監修 大日本図書 学習センター
470 図説－木のすべて４ 小沢 普照 監修 大日本図書 学習センター
470 図説－木のすべて５ 小沢 普照 監修 大日本図書 学習センター
470 図説－木のすべて２ 小沢 普照 監修 大日本図書 学習センター
470 野に咲く花 林　弥栄 山と渓谷社 学習センター
470 日本のスミレ いがりまさし 山と渓谷社 学習センター
470 山に咲く花 永田芳男 山と渓谷社 学習センター
470 夏の花 鈴木康夫 山と渓谷社 学習センター
470 小豆島賛花 橋本　薫 月刊「ＰＥＯＰＬＥ」 学習センター
470 きのこ 本郷　次雄 山と渓谷社 学習センター
470 野草事典 渡辺章悟 栃の葉書房 学習センター
470 春の花 鈴木庸夫 山と渓谷社 学習センター
470 秋の花 鈴木庸夫 山と渓谷社 学習センター
470 学校のまわりの草木図鑑春 おくやまひさし 大日本図書 学習センター
470 植物記 埴 沙萠 著 福音館書店 学習センター
470 生活科学級でできる飼育と栽培 学研 学習センター
470 植物 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター
470 植物 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター
470 むしをたべるくさ ふしぎいっぱい写真絵本　９渡邉　弘晴 写真 ポプラ社 学習センター
470 植物の大常識 これだけは知っておきたい　２２大地　佳子 著 ポプラ社 読書センター
470 そだててあそぼう　３４ そだててあそぼう 渡辺　好孝 編 農山漁村文化協会 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑春　ハンディ版 学校のまわりでさがせる植物図鑑　春　ハンディ版平野　隆久 写真 金の星社 学習センター



470 学校のまわりでさがせる植物図鑑夏　ハンディ版 平野　隆久 写真 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑秋冬　ハンディ版 平野　隆久 写真 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑樹木　ハンディ版 平野　隆久 写真 金の星社 学習センター
470 山の植物 自然観察と生態シリーズ 牧野 晩成 〔著〕 小学館 学習センター
470 野山の草花 学研の観察図鑑 学研 学習センター
470 花と実のなぞ いたずらはかせのかがくの本板倉 聖宣 著 国土社 学習センター
470 高山・海岸の植物 自然観察と生態シリーズ 牧野 晩成 著 小学館 学習センター
470 きのこ・こけ・しだ 自然観察と生態シリーズ 井上 浩 著 小学館 学習センター
470 まめ かがくのとも傑作集 平山 和子 さく 福音館書店 智文庫
470 植物 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
470 植物 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
470 植物 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
470 植物 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
470 植物 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
470 植物 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
470 植物 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
470 植物 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
470 植物 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
470 植物 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編１ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編２ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編３ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編４ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編５ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編６ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編７ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編８ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編９ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編１０ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 小学なぜなぜふしぎサイエンス６ 学研絵とき科学シリーズ 学研 学習センター
470 小学なぜなぜふしぎサイエンス８ 学研絵とき科学シリーズ 学研 学習センター
470 くさばなのかんさつ かんさつとしいく図鑑 斎藤 君子 構成・解説 実業之日本社 学習センター
470 くさばなのかんさつ かんさつとしいく図鑑 斎藤 君子 構成・解説 実業之日本社 学習センター
470 くさばなのかんさつ かんさつとしいく図鑑 斎藤 君子 構成・解説 実業之日本社 学習センター
470 くさばなのかんさつ かんさつとしいく図鑑 斎藤 君子 構成・解説 実業之日本社 学習センター
470 くさばなのかんさつ かんさつとしいく図鑑 斎藤 君子 構成・解説 実業之日本社 学習センター
470 くさばなのかんさつ かんさつとしいく図鑑 斎藤 君子 構成・解説 実業之日本社 学習センター
470 ヒマワリ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
470 ヒマワリ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
470 ヒマワリ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
470 ヒマワリ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
470 ヒマワリ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
470 ヒマワリ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
470 ヒマワリ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
470 ヒマワリ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
470 ヒマワリ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
470 ヒマワリ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
470 たんぽぽ 絵本のおくりもの 甲斐 信枝 作・絵 金の星社 学習センター
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編１ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編２ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編３ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編４ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編５ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編６ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編７ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編８ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編９ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 シリーズ〈自然とあそぼう〉植物編１０ 農山漁村文化協会 １年生教室
470 図解観察シリーズ１ 旺文社 学習センター
470 図解観察シリーズ２ 旺文社 学習センター
470 図解観察シリーズ３ 旺文社 学習センター
470 図解観察シリーズ４ 旺文社 学習センター
470 図解観察シリーズ５ 旺文社 学習センター
470 図解観察シリーズ６ 旺文社 学習センター
470 図解観察シリーズ７ 旺文社 学習センター
470 図解観察シリーズ８ 旺文社 学習センター
470 図解観察シリーズ９ 旺文社 学習センター
470 図解観察シリーズ１０ 旺文社 学習センター
470 野の草花 福音館のかがくのほん 古矢 一穂 ぶん 福音館書店 学習センター
470 木の本 福音館のかがくのほん 高森 登志夫 え 福音館書店 学習センター
470 こめ なるほどたべものサイエンス 鈴木出版 学習センター
470 こめ なるほどたべものサイエンス 鈴木出版 学習センター
470 こめ なるほどたべものサイエンス 鈴木出版 学習センター
470 こめ なるほどたべものサイエンス 鈴木出版 学習センター
470 野の草花 福音館のかがくのほん 古矢 一穂 ぶん 福音館書店 学習センター
470 野の草花 福音館のかがくのほん 古矢 一穂 ぶん 福音館書店 学習センター
470 野の草花 福音館のかがくのほん 古矢 一穂 ぶん 福音館書店 学習センター
470 野の草花 福音館のかがくのほん 古矢 一穂 ぶん 福音館書店 学習センター
470 野の草花 福音館のかがくのほん 古矢 一穂 ぶん 福音館書店 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター



470 人里の植物　１ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 人里の植物　２ 長田　武正 保育社 学習センター
470 みぢかないきものみつけようそだてよう１０ ポプラ社 学習センター
470 生活科学級でできる飼育と栽培６ 学研 学習センター
470 生活科学級でできる飼育と栽培７ 学研 学習センター
470 生活科学級でできる飼育と栽培８ 学研 学習センター
470 生活科学級でできる飼育と栽培１０ 学研 学習センター
470 はじめての飼育と栽培７あさがお 生活科を創る会 編 小峰書店 学習センター
470 はじめての飼育と栽培８ひまわり 生活科を創る会 編 小峰書店 学習センター
470 はじめての飼育と栽培９ミニトマト 生活科を創る会 編 小峰書店 学習センター
470 はじめての飼育と栽培１０さつまいも 生活科を創る会 編 小峰書店 学習センター
470 はじめての草花あそび１ ポプラ社 学習センター
470 はじめての草花あそび３ ポプラ社 学習センター
470 はじめての草花あそび４ ポプラ社 学習センター
470 はじめての草花あそび５ ポプラ社 学習センター
470 はじめての草花あそび６ ポプラ社 学習センター
470 はじめての草花あそび７ ポプラ社 学習センター
470 みぢかないのち・生活科のほん６ 鈴木出版 学習センター
470 みぢかないのち・生活科のほん７ 鈴木出版 学習センター
470 みぢかないのち・生活科のほん８ 鈴木出版 学習センター
470 みぢかないのち・生活科のほん９ 鈴木出版 学習センター
470 みぢかないのち・生活科のほん１０ 鈴木出版 学習センター
470 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培１ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
470 １年生の生活科５ 学研 １年生教室
470 つくってあそぼうよ！７ 偕成社 学習センター
470 やってみようたのしい伝承あそび１ 学研 学習センター
470 やってみようたのしい伝承あそび２ 学研 学習センター
470 学校のまわりの草木図鑑夏 おくやま ひさし 解説・写真 大日本図書 学習センター
470 学校のまわりの草木図鑑秋 おくやま ひさし 解説・写真 大日本図書 学習センター
470 学校のまわりの草木図鑑冬 おくやま ひさし 解説・写真 大日本図書 学習センター
470 かんさつ名人はじめての栽培 大角修　文 菊池東太，高橋尚紀　写真 小峰書店 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑春　ハンディ版 学校のまわりでさがせる植物図鑑　春　ハンディ版平野　隆久 写真 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑夏　ハンディ版 平野　隆久 写真 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑秋冬　ハンディ版 平野　隆久 写真 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑樹木　ハンディ版 平野　隆久 写真 金の星社 学習センター
470 いっしょだよ 小寺卓矢　著 アリス館 学習センター
470 いっしょだよ 小寺卓矢　著 アリス館 学習センター
470 植物 ジュニア学研の図鑑 志村隆　編 学研 学習センター
470 ひまわり 荒井　真紀 金の星社 学習センター
470 ひまわり 荒井真紀 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　春 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　夏 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　秋冬 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　樹木 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　春 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　夏 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　秋冬 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　樹木 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　春 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　夏 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　秋冬 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　樹木 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　春 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　夏 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　秋冬 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 学校のまわりでさがせる植物図鑑　樹木 学校のまわりでさがせる植物図鑑近田文弘　監修 金の星社 学習センター
470 たんぽぽ だいすきしぜん　しょくぶつ　1小川潔　指導 フレーベル館 学習センター
470 やさいのはな だいすきしぜん　しょくぶつ　3斎藤光一　構成 フレーベル館 学習センター
470 くだもののはな だいすきしぜん　しょくぶつ　4柳宗民　指導 フレーベル館 学習センター
470 あさがお かんさつ名人になろう！ 横山正　監修 ポプラ社 学習センター
470 ひまわり かんさつ名人になろう！ 横山正　監修 ポプラ社 学習センター
470 植物世界のサバイバル1 科学漫画サバイバルシリーズスウィートファクトリー　文 朝日新聞出版 5678組
470 植物世界のサバイバル2 科学漫画サバイバルシリーズスウィートファクトリー　文 朝日新聞出版 5678組

470.38 学校のまわりでさがせる植物図鑑　　春 平野隆久　写真 金の星社 学習センター
470.38 学校のまわりでさがせる植物図鑑　夏 平野隆久　写真 金の星社 学習センター
470.38 学校のまわりでさがせる植物図鑑　秋冬 平野隆久　写真 金の星社 学習センター
470.38 学校のまわりでさがせる植物図鑑　樹木 平野隆久　写真 金の星社 学習センター

471 植物は動いている 科学のアルバム 清水 清 著 あかね書房 学習センター
471 水草のひみつ 科学のアルバム 守矢 登 著 あかね書房 学習センター
471 紅葉のふしぎ 科学のアルバム 佐藤 有恒 著 あかね書房 学習センター
471 花の色のふしぎ 科学のアルバム 佐藤 有恒 著 あかね書房 学習センター
471 食虫植物のひみつ 科学のアルバム 清水 清 著 あかね書房 学習センター
471 ブナの森は緑のダム 太田 威 文・写真 あかね書房 学習センター
471 植物たちの富士登山 清水 清 文・写真 あかね書房 学習センター
471 ブナの森は緑のダム 太田 威 文・写真 あかね書房 学習センター
471 タンポポのわたげ ネイチャー・プロ編集室　編著 偕成社 学習センター
471 スミレとアリ ネイチャー・プロ編集室　編著 偕成社 学習センター
471 モミジのつばさ ネイチャー・プロ編集室　編著 偕成社 学習センター
471 ドングリとリス ネイチャー・プロ編集室　編著 偕成社 学習センター
471 オナモミのとげ ネイチャー・プロ編集室　編著 偕成社 学習センター
471 ねっこ 平山　和子　さく 福音館書店 学習センター



471 タンポポ カラー版自然と科学 平野 隆久 著 岩崎書店 智文庫
471 木の芽の冬ごし カラー版自然と科学 宗方 俊　 著 岩崎書店 智文庫
471 種と芽ばえ カラー版自然と科学 浅野 明 著 岩崎書店 智文庫
471 日本のキノコ カラー版自然と科学 吉見 昭一 著 岩崎書店 智文庫
471 寄生植物 カラー版自然と科学 清水 清 著 岩崎書店 智文庫
471 野菜の花 カラー版自然と科学 埴 沙萠 著 岩崎書店 智文庫
471 カキの木の一年 カラー版自然と科学 宗方 俊　 著 岩崎書店 智文庫
471 山の花・高原の花 カラー版自然と科学 剣持 猛 著 岩崎書店 智文庫
471 アサガオ カラー版自然と科学 猪瀬 友吉 著 岩崎書店 智文庫
471 ざっそう かがくのとも傑作集 甲斐 信枝 ぶん・え 福音館書店 智文庫
471 野をいろどる植物 身近な植物の一生 南光 重毅 写真と解説 誠文堂新光社 学習センター
471 鳥やチョウとの出会い 身近な植物の一生 南光 重毅 写真と解説 誠文堂新光社 学習センター
471 がくも花びらもない植物 身近な植物の一生 南光 重毅 写真と解説 誠文堂新光社 学習センター
471 水辺に咲く植物 身近な植物の一生 南光 重毅 写真と解説 誠文堂新光社 学習センター
471 大むかしからの植物 身近な植物の一生 南光 重毅 写真と解説 誠文堂新光社 学習センター
471 木かげに咲く植物 身近な植物の一生 南光 重毅 写真と解説 誠文堂新光社 学習センター
471 木かげに咲く植物 身近な植物の一生 南光 重毅 写真と解説 誠文堂新光社 学習センター
471 おいしい実のなる植物 身近な植物の一生 南光 重毅 写真と解説 誠文堂新光社 学習センター
471 朝に咲く花・夕に咲く花 身近な植物の一生 南光 重毅 写真と解説 誠文堂新光社 学習センター
471 風で種を散らす植物 身近な植物の一生 南光 重毅 写真と解説 誠文堂新光社 学習センター
471 地中に養分をたくわえる植物 身近な植物の一生 南光 重毅 写真と解説 誠文堂新光社 学習センター
471 ざっそう かがくのとも傑作集 甲斐 信枝 ぶん・え 福音館書店 学習センター
471 ふゆめがっしょうだん かがくのとも傑作集 富成 忠夫 写真 福音館書店 学習センター
471 えぞまつ かがくのとも傑作集 神沢 利子 ぶん 福音館書店 学習センター
471 たねがとぶ かがくのとも傑作集 甲斐 信枝 さく 福音館書店 学習センター
471 雑草のくらし 福音館の科学の本 甲斐 信枝 さく 福音館書店 学習センター
471 ジャガイモの花と実 科学の本 板倉 聖宣 著 福音館書店 学習センター
471 じめんのうえとじめんのした かがくのほん アーマ　Ｅ．ウェバー ぶん・え 福音館書店 学習センター
471 雑草のくらし 福音館の科学の本 甲斐 信枝 さく 福音館書店 学習センター
471 雑草のくらし 福音館の科学の本 甲斐 信枝 さく 福音館書店 学習センター
471 雑草のくらし 福音館の科学の本 甲斐 信枝 さく 福音館書店 学習センター
471 雑草のくらし 福音館の科学の本 甲斐 信枝 さく 福音館書店 学習センター
471 雑草のくらし 福音館の科学の本 甲斐 信枝 さく 福音館書店 学習センター
471 みぢかなふしぎ絵本３ 横山 正 文 ポプラ社 学習センター
471 みぢかないきものみつけようそだてよう１２ ポプラ社 学習センター
471 拾って楽しむ紅葉と落ち葉 片桐啓子　文　平野隆久　写真 山と渓谷社 学習センター
471 食べられたがる果物のヒミツ 盛口満　文・絵 少年写真新聞社 学習センター
471 見てびっくり野菜の植物学 盛口満　文・絵 少年写真新聞社 学習センター
472 地図と絵でみる世界の植物 地図と絵でみる世界 ポプラ社 閉架

472.135 帰り道の１年 たかはしきよし　絵・文 偕成社 学習センター
474 キノコの世界 科学のアルバム 伊沢 正名 著 あかね書房 学習センター
474 キノコの世界 科学のアルバム 伊沢 正名 著 あかね書房 学習センター
474 きのこのひみつ 橘悠紀 学研 学習センター
474 おどるキノコ カラー版自然と科学 吉見 昭一 著 岩崎書店 智文庫
475 コケの世界 科学のアルバム 伊沢 正名 著 あかね書房 学習センター
475 ここにも、こけが… 越智典子　文 伊沢正名　写真 福音館書店 学習センター
476 ツクシのかんさつ 科学のアルバム 鈴木 公治 著 あかね書房 学習センター
476 つくし かがくのとも絵本 甲斐信枝　作 福音館書店 学習センター
477 葉の形でさがせるみぢかな木 学校のまわりの植物ずかんおくやまひさし　文・写真 ポプラ社 学習センター
477 山のごちそうどんぐりの木 ゆのきようこ　文 理論社 学習センター
477 たんぽぽ フレーベルの科学えほん 浅山 英一 指導 フレーベル館 学習センター
477 たんぽぽ フレーベルの科学えほん 浅山 英一 指導 フレーベル館 学習センター
477 たんぽぽ フレーベルの科学えほん 浅山 英一 指導 フレーベル館 学習センター
477 たんぽぽ フレーベルの科学えほん 浅山 英一 指導 フレーベル館 学習センター
477 たんぽぽ フレーベルの科学えほん 浅山 英一 指導 フレーベル館 学習センター
477 たんぽぽ フレーベルの科学えほん 浅山 英一 指導 フレーベル館 学習センター
477 たんぽぽ フレーベルの科学えほん 浅山 英一 指導 フレーベル館 学習センター
477 たんぽぽ フレーベルの科学えほん 浅山 英一 指導 フレーベル館 学習センター
477 たんぽぽ フレーベルの科学えほん 浅山 英一 指導 フレーベル館 学習センター
477 たんぽぽ フレーベルの科学えほん 浅山 英一 指導 フレーベル館 学習センター
477 とまと フレーベルの科学えほん 藤井 健雄 指導 フレーベル館 学習センター
477 すいか フレーベルの科学えほん 森田 欣一 指導 フレーベル館 学習センター
477 木の実・草の実 せんせい！これなあに？　３亀田　龍吉 写真 有沢　重雄 著 偕成社 学習センター
477 野原の葉っぱ せんせい！これなあに？　４亀田　龍吉 写真 有沢　重雄 著 偕成社 学習センター
479 イネの一生 科学のアルバム 守矢 登 著 あかね書房 学習センター
479 アサガオ 科学のアルバム 佐藤 有恒 写真 あかね書房 学習センター
479 高山植物の一年 科学のアルバム 白籏 史朗 著 あかね書房 学習センター
479 サクラの一年 科学のアルバム 守矢 登 著 あかね書房 学習センター
479 ヘチマのかんさつ 科学のアルバム 佐藤 有恒 著 あかね書房 学習センター
479 リンゴ 科学のアルバム 小池 洋男 著 あかね書房 学習センター
479 たねのゆくえ 科学のアルバム 埴 沙萠 著 あかね書房 学習センター
479 ジャガイモ 科学のアルバム 鈴木 公治 著 あかね書房 学習センター
479 ムギの一生 科学のアルバム 鈴木 公治 著 あかね書房 学習センター
479 ユリのふしぎ 科学のアルバム 今井 国勝 著 あかね書房 学習センター
479 ドングリ 科学のアルバム 埴 沙萠 著 あかね書房 学習センター
479 サボテンのふしぎ 科学のアルバム 埴 沙萠 著 あかね書房 学習センター
479 ヒマワリのかんさつ 科学のアルバム 叶沢 進 写真 あかね書房 学習センター
479 イネの一生 科学のアルバム 守矢 登 著 あかね書房 学習センター
479 花の色でさがせる春の草花 学校のまわりの植物ずかんおくやまひさし　文・写真 ポプラ社 学習センター
479 花の色でさがせる夏の草花 学校のまわりの植物ずかんおくやまひさし　文・写真 ポプラ社 学習センター
479 花の色でさがせる秋の草花 学校のまわりの植物ずかんおくやまひさし　文・写真 ポプラ社 学習センター
479 冬ごしのすがたでさがせる冬の草花 学校のまわりの植物ずかんおくやまひさし　文・写真 ポプラ社 学習センター
479 竹とぼくとおじいちゃん ふしぎいっぱい写真絵本　１３星川　ひろ子 著 ポプラ社 学習センター
479 アサガオ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
479 たんぽぽ かがくのとも傑作集 平山 和子 ぶん・え 福音館書店 智文庫
479 ハエトリグサ カラー版自然と科学 清水 清 著 岩崎書店 智文庫
479 たべられるしょくぶつ かがくのとも傑作集 森谷 憲 ぶん 福音館書店 智文庫
479 たべられるしょくぶつ かがくのとも傑作集 森谷 憲 ぶん 福音館書店 智文庫
479 ひやしんす かがくのとも傑作集 平山 和子 ぶん・え 福音館書店 智文庫
479 たんぽぽ かがくのとも傑作集 平山 和子 ぶん・え 福音館書店 智文庫
479 ひがんばな かがくのとも傑作集 甲斐 信枝 さく 福音館書店 智文庫
479 ひがんばな かがくのとも傑作集 甲斐 信枝 さく 福音館書店 智文庫
479 あさがお 小学館こども文庫・科学シリーズ藤井 清 指導 小学館 学習センター
479 アサガオ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
479 アサガオ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
479 アサガオ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
479 アサガオ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
479 アサガオ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
479 アサガオ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
479 アサガオ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
479 アサガオ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
479 アサガオ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
479 アサガオ そだててみよう 小野 隆 構成・文 あかね書房 学習センター
479 どんどんのびる草 新日本動物植物えほん 村山 幸三郎 ぶん 新日本出版社 学習センター
479 どんどんのびる草 新日本動物植物えほん 村山 幸三郎 ぶん 新日本出版社 学習センター
479 どんどんのびる草 新日本動物植物えほん 村山 幸三郎 ぶん 新日本出版社 学習センター
479 どんどんのびる草 新日本動物植物えほん 村山 幸三郎 ぶん 新日本出版社 学習センター
479 どんどんのびる草 新日本動物植物えほん 村山 幸三郎 ぶん 新日本出版社 学習センター
479 どんどんのびる草 新日本動物植物えほん 村山 幸三郎 ぶん 新日本出版社 学習センター
479 たべられるしょくぶつ かがくのとも傑作集 森谷 憲 ぶん 福音館書店 学習センター
479 たんぽぽ かがくのとも傑作集 平山 和子 ぶん・え 福音館書店 学習センター
479 ピーナッツなんきんまめらっかせい かがくのとも傑作集 こうや すすむ 文 福音館書店 学習センター
479 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培３ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
479 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培８ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
479 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培１２ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
479 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培１６ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
479 れんげのおきゃくさま 自然・きらきら 七尾純　文 久保秀一　写真 偕成社 学習センター



479.565 どんぐりころころ しぜんにタッチ！ 大久保茂徳　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
480 いそべの生物 科学のアルバム 川嶋 一成 著 あかね書房 学習センター
480 どうぶつえん ３５０シリーズ 内山 晟 写真 ポプラ社 5678組
480 動物・小鳥のかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん成島 悦雄 文 岩崎書店 学習センター
480 体験を広げるこどものずかん１０ ひかりのくに 学習センター
480 川の生き物 水辺の自然・遊んで学ぼう 木村義志　著 学習研究社 学習センター
480 川の生き物 水辺の自然・遊んで学ぼう 木村義志　著 学習研究社 学習センター
480 川の生き物 水辺の自然・遊んで学ぼう 武田正倫　監修 学習研究社 学習センター
480 みんなうんち かがくのとも傑作集 五味 太郎 さく 福音館書店 学習センター
480 どうぶつえんガイド かがくのほん あべ弘士　さく・え 福音館書店 学習センター
480 うみべのいきもの かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 閉架
480 うみべのいきもの かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 うみべのいきもの かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 うみべのいきもの かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 学校のまわりの生きものずかん　春 学校のまわりの生きものずかんおくやまひさし　文・写真 ポプラ社 学習センター
480 学校のまわりの生きものずかん　夏 学校のまわりの生きものずかんおくやまひさし　文・写真 ポプラ社 学習センター
480 学校のまわりの生きものずかん　秋 学校のまわりの生きものずかんおくやまひさし　文・写真 ポプラ社 学習センター
480 学校のまわりの生きものずかん　冬 学校のまわりの生きものずかんおくやまひさし　文・写真 ポプラ社 学習センター
480 魚 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター
480 水の生物 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター
480 シートン動物記　１ シートン動物記 アーネスト・トンプソン・シートン　著 福音館書店 学習センター
480 シートン動物記　２ シートン動物記 アーネスト・トンプソン・シートン　著 福音館書店 学習センター
480 シートン動物記　３ シートン動物記 アーネスト・トンプソン・シートン　著 福音館書店 学習センター
480 シートン動物記　４ シートン動物記 アーネスト・トンプソン・シートン　著 福音館書店 学習センター
480 シートン動物記　５ シートン動物記 アーネスト・トンプソン・シートン　著 福音館書店 学習センター
480 シートン動物記　６ シートン動物記 アーネスト・トンプソン・シートン著 福音館書店 学習センター
480 シートン動物記　７ シートン動物記 アーネスト・トンプソン・シートン　著 福音館書店 学習センター
480 魚 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター
480 動物の大常識 これだけは知っておきたい　２佐々木　聖 著 ポプラ社 読書センター
480 クワガタムシ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　１佐藤　裕 写真 集英社 学習センター
480 カエル 育てて、しらべる日本の生きものずかん　２前田　憲男 写真 集英社 学習センター
480 ザリガニ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　３佐藤　裕 写真 集英社 学習センター
480 ダンゴムシ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　４佐藤　裕 写真 集英社 学習センター
480 カブトムシ 育てて、しらべる日本の生きものずかん５佐藤　裕 写真 集英社 学習センター
480 カメ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　６佐藤　裕 写真 集英社 学習センター
480 イモムシ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　７安東　浩 写真 集英社 学習センター
480 メダカ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　８安東　浩 写真 集英社 学習センター
480 ヤドカリ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　９佐藤　裕 写真 集英社 学習センター
480 ヤモリ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　１０佐藤　裕 写真 集英社 学習センター
480 なくむし 育てて、しらべる日本の生きものずかん　１１安東　浩 写真 集英社 学習センター
480 ナマズ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　１２若田部　美行 写真 集英社 学習センター
480 カマキリ 育てて、しらべる日本の生きものずかん１３若田部　美行 写真 集英社 学習センター
480 金魚 育てて、しらべる日本の生きものずかん１４星野　達郎 写真 集英社 学習センター
480 ウサギ 育てて、しらべる日本の生きものずかん　１５佐藤　裕 写真 集英社 学習センター
480 海の擬態生物 伊藤勝敏　写真・文 誠文堂新光社 学習センター
480 昆虫　１ 学研の観察図鑑 学研 学習センター
480 昆虫　１ 学研の観察図鑑 学研 学習センター
480 どうぶつえんのおいしゃさん かがくのとも傑作集 降矢 洋子 さく 福音館書店 智文庫
480 海べの危険な生物 カラー版自然と科学 白井 祥平 著 岩崎書店 学習センター
480 小学なぜなぜふしぎサイエンス２ 学研絵とき科学シリーズ 学研 閉架
480 ちいさないきもののかいかた かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 ちいさないきもののかいかた かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 ちいさないきもののかいかた かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 ちいさないきもののかいかた かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 うみべのいきもの かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 うみべのいきもの かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 うみべのいきもの かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 うみべのいきもの かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 うみべのいきもの かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 あさがお・ひまわりのそだてかた かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 あさがお・ひまわりのそだてかた かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 あさがお・ひまわりのそだてかた かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 あさがお・ひまわりのそだてかた かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 あさがお・ひまわりのそだてかた かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 あさがお・ひまわりのそだてかた かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 あさがお・ひまわりのそだてかた かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 あさがお・ひまわりのそだてかた かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 あさがお・ひまわりのそだてかた かんさつとしいく図鑑 清水 潔 構成 実業之日本社 学習センター
480 どうぶつのかいかた かんさつとしいく図鑑 斎藤 君子 構成・解説 実業之日本社 学習センター
480 はじめての発見２ 重松 えり子 訳 リブリオ出版 学習センター
480 シートン動物記４ シートン 〔著〕 集英社 閉架
480 みんなうんち かがくのとも傑作集 五味 太郎 さく 福音館書店 学習センター
480 魚 旺文社 閉架
480 図解観察シリーズ１ 旺文社 学習センター
480 図解観察シリーズ２ 旺文社 学習センター
480 図解観察シリーズ３ 旺文社 学習センター
480 図解観察シリーズ４ 旺文社 学習センター
480 図解観察シリーズ６ 旺文社 学習センター
480 図解観察シリーズ７ 旺文社 学習センター
480 わたしたちの地球を守ろう１ 小田 英智 訳・解説 偕成社 学習センター
480 動物・小鳥のかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん成島 悦雄 文 岩崎書店 学習センター
480 水のいきものかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん浅井 ミノル 文 岩崎書店 学習センター
480 生活科学級でできる飼育と栽培１ 学研 学習センター
480 生活科学級でできる飼育と栽培２ 学研 学習センター
480 生活科学級でできる飼育と栽培３ 学研 学習センター
480 生活科学級でできる飼育と栽培４ 学研 学習センター
480 生活科学級でできる飼育と栽培５ 学研 学習センター
480 はじめての飼育と栽培１１ 生活科を創る会 編 小峰書店 学習センター
480 少年少女シートン動物記１ Ｅ・Ｔ・シートン 著 金の星社 ４年生教室
480 少年少女シートン動物記２ Ｅ・Ｔ・シートン 著 金の星社 ４年生教室
480 少年少女シートン動物記３ Ｅ・Ｔ・シートン 著 金の星社 ４年生教室
480 少年少女シートン動物記４ Ｅ・Ｔ・シートン 著 金の星社 ４年生教室
480 少年少女シートン動物記５ Ｅ・Ｔ・シートン 著 金の星社 ４年生教室
480 少年少女シートン動物記６ Ｅ・Ｔ・シートン 著 金の星社 ４年生教室
480 少年少女シートン動物記７ Ｅ・Ｔ・シートン 著 金の星社 ４年生教室
480 からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち 山本 直英 さく 童心社 読セ（絵本）
480 ふしぎいっぱいよろいを着た動物 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ サンディー・ソウラー 文 ブックローン出版 学習センター
480 ふしぎいっぱい擬態をする動物 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ サンディー・ソウラー 文 ブックローン出版 学習センター
480 ふしぎいっぱい毒をもつ動物 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ アレクサンドラ・パーソンズ 文 ブックローン出版 学習センター
480 ふしぎいっぱい動物の赤ちゃん Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ クリストファー・メイナード 文 ブックローン出版 学習センター
480 ライオンのおもさはかれる 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいロバート　Ｅ．ウェルズ∥著//せな　あいこ∥訳 評論社 学習センター
480 チビトガリネズミより小さいものなあんだ 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいロバート　Ｅ．ウェルズ∥著//せな　あいこ∥訳 評論社 学習センター
480 シロナガスクジラより大きいものっているの 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいロバート　Ｅ．ウェルズ∥著//せな　あいこ∥訳 評論社 学習センター
480 チーターよりはやくはしるのはだあれ 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいロバート　Ｅ．ウェルズ∥著//せな　あいこ∥訳 評論社 学習センター
480 ちいさないきもののかいかた かんさつとしいく図鑑 清水潔，斎藤君子　構成 実業之日本社 学習センター
480 うまれたよ！モンシロチョウ よみきかせいきものしゃしんえほん小杉みのり　構成・文 安田守　写真 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！オタマジャクシ よみきかせいきものしゃしんえほん小杉みのり　構成・文 関慎太郎　写真 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！アリ よみきかせいきものしゃしんえほん小杉みのり　構成・文 山口進　写真 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！テントウムシ よみきかせいきものしゃしんえほん小杉みのり　構成・文 中瀬潤　写真 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！ダンゴムシ よみきかせいきものしゃしんえほん小杉みのり　構成・文 皆越ようせい　写真 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！メダカ よみきかせいきものしゃしんえほん小杉みのり　構成・文 松沢陽士　写真 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！カブトムシ よみきかせいきものしゃしんえほん小杉みのり　構成・文 新開孝　写真 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！カマキリ よみきかせいきものしゃしんえほん小杉みのり　構成・文 新開孝　写真 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！ヤゴ よみきかせいきものしゃしんえほん小杉みのり　構成・文 中瀬潤　写真 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！ザリガニ よみきかせいきものしゃしんえほん小杉みのり　構成・文 関慎太郎　写真 岩崎書店 学習センター
480 どうぶつ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 学習研究社 学習センター
480 学校のまわりでさがせる生きもの図鑑水の生きもの　ハンディ版 桜井　淳史，他 写真 金の星社 学習センター



480 学校のまわりでさがせる生きもの図鑑昆虫　１　ハンディ版学校のまわりでさがせる生きもの図鑑昆虫新開　孝，他 写真 金の星社 学習センター
480 学校のまわりでさがせる生きもの図鑑昆虫　２　ハンディ版学校のまわりでさがせる生きもの図鑑昆虫新開　孝，他 写真 金の星社 学習センター
480 学校のまわりでさがせる生きもの図鑑動物・鳥　ハンディ版 吉野　俊幸，他 写真 金の星社 学習センター
480 なぜ？どうして？動物のお話 こざき　ゆう 著 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
480 タニシ 田んぼの生きものたち 増田　修 著 農山漁村文化協会 学習センター
480 はじめての飼育　１ザリガニ はじめての飼育 本間　正樹 著 菊池　東太 写真 小峰書店 学習センター
480 はじめての飼育　２メダカ はじめての飼育 本間　正樹 著 菊池　東太 写真 小峰書店 学習センター
480 はじめての飼育　３カタツムリ はじめての飼育 本間　正樹 著 菊池　東太 写真 小峰書店 学習センター
480 はじめての飼育　４ダンゴムシ はじめての飼育 本間　正樹 著 菊池　東太 写真 小峰書店 学習センター
480 はじめての飼育　５コオロギ はじめての飼育 本間　正樹 著 菊池　東太 写真 小峰書店 学習センター
480 はじめての飼育　６モンシロチョウ はじめての飼育 本間　正樹 著 菊池　東太 写真 小峰書店 学習センター
480 はじめての飼育　７ハムスター はじめての飼育 本間　正樹 著 菊池　東太 写真 小峰書店 学習センター
480 はじめての飼育　８かってみたい生きもの はじめての飼育 本間　正樹 著 菊池　東太 写真 小峰書店 学習センター
480 ダンゴムシ いきものとなかよしはじめての飼育 金の星社 学習センター
480 ザリガニ いきものとなかよしはじめての飼育 金の星社 学習センター
480 アゲハ いきものとなかよしはじめての飼育 金の星社 学習センター
480 カタツムリ いきものとなかよしはじめての飼育 金の星社 学習センター
480 ウサギ いきものとなかよしはじめての飼育 金の星社 学習センター
480 動物 ジュニア学研の図鑑 志村隆　編 学研 学習センター
480 うまれたよ！　アゲハ よみきかせ　いきもの　しゃしんえほん　11安田　守　写真　小杉みのり　構成文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！　カイコ よみきかせ　いきもの　しゃしんえほん新開　孝　写真　小杉みのり　構成文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！　カタツムリ よみきかせ　いきもの　しゃしんえほん　13武田晋一　写真　ボコヤマクリタ　構成文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！　アリジゴク よみきかせ　いきもの　しゃしんえほん　14安田　守　写真　小杉みのり　構成文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！　セミ よみきかせ　いきもの　しゃしんえほん　15新開　孝　写真　小杉みのり　構成文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！　バッタ よみきかせ　いきもの　しゃしんえほん　16新開　孝　写真　小杉みのり　構成文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！　コオロギ よみきかせ　いきもの　しゃしんえほん　17中瀬　潤　写真　小杉みのり　構成文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！　アメンボ よみきかせ　いきもの　しゃしんえほん　18中瀬　潤　写真　小杉みのり　構成文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！　サンショウウオ よみきかせ　いきもの　しゃしんえほん　19松沢陽士　写真文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！　カナヘビ よみきかせ　いきもの　しゃしんえほん　20関　慎太郎　写真　小杉みのり　構成文 岩崎書店 学習センター
480 動物のくらし ニューワイド学研の図鑑　Ｄセット　6巻志村隆　編 学習研究社 学習センター
480 ひよこ だいすきしぜん　どうぶつ　4柿澤亮三　指導 フレーベル館 学習センター
480 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　１　　ライオン 増井光子  監修 ポプラ社 学習センター
480 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　２　　シマウマ 増井光子  監修 ポプラ社 学習センター
480 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　３　　ゾウ 増井光子  監修 ポプラ社 学習センター
480 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　４　　チンパンジー 増井光子  監修 ポプラ社 学習センター
480 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　５　　キツネ 増井光子  監修 ポプラ社 学習センター
480 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　６　　リス 増井光子  監修 ポプラ社 学習センター
480 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　７　　カンガルー 増井光子  監修 ポプラ社 学習センター
480 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　８　　パンダ 増井光子  監修 ポプラ社 学習センター
480 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　９　　アザラシ 増井光子  監修 ポプラ社 学習センター
480 生きものつかまえたらどうする？ 秋山幸也  文松橋利光  写真 偕成社 学習センター
480 ホネホネたんけんたい 松田素子　ぶん 大西成明　しゃしん アリス館 学習センター
480 こども大図鑑動物 リチャード・ウォーカー　著 河出書房新社 学習センター
480 ダンゴムシ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 ザリガニ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 アゲハ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 カタツムリ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 ウサギ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 ダンゴムシ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 ザリガニ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 アゲハ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 カタツムリ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 ウサギ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 ダンゴムシ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 ザリガニ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 アゲハ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 カタツムリ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 ウサギ いきものとなかよし　はじめての飼育今泉忠明　監修 金の星社 学習センター
480 うまれたよ！ホタル よみきかせいきものしゃしんえほん中瀬潤　写真・文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！ヤドカリ よみきかせいきものしゃしんえほんボコヤマクリタ　構成・文 武田晋一　写真 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！クワガタムシ よみきかせいきものしゃしんえほん山口進　写真・文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！クモ よみきかせいきものしゃしんえほん新開孝　写真・文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！カメ よみきかせいきものしゃしんえほん関慎太郎　写真・文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！オトシブミ よみきかせいきものしゃしんえほん安田守　写真・文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！ボウフラ よみきかせいきものしゃしんえほん中瀬潤　写真・文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！カメムシ よみきかせいきものしゃしんえほん新開孝　写真・文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！タガメ よみきかせいきものしゃしんえほん松沢陽士　写真・文 岩崎書店 学習センター
480 うまれたよ！クマノミ よみきかせいきものしゃしんえほん大方洋二　写真・文 岩崎書店 学習センター
480 ありがとう実験動物たち ノンフィクション・生きるチカラ　２１太田　京子 著 岩崎書店 読書センター
480 ＮＨＫダーウィンが来た！おどろき写真ストーリー　１ ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの新伝説おどろき写真ストーリーＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 編 ポプラ社 学習センター
480 ＮＨＫダーウィンが来た！おどろき写真ストーリー　２ ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの新伝説おどろき写真ストーリーＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 編 ポプラ社 学習センター
480 ＮＨＫダーウィンが来た！おどろき写真ストーリー　３ ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの新伝説おどろき写真ストーリーＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 編 ポプラ社 学習センター
480 ＮＨＫダーウィンが来た！おどろき写真ストーリー　４ ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの新伝説おどろき写真ストーリーＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 編 ポプラ社 学習センター
480 ＮＨＫダーウィンが来た！おどろき写真ストーリー　５ ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの新伝説おどろき写真ストーリーＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 編 ポプラ社 学習センター
480 ＮＨＫダーウィンが来た！おどろき写真ストーリー　６ ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの新伝説おどろき写真ストーリーＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 編 ポプラ社 学習センター
481 かいぶつあつまれ シリ－ズ｢自然とあそぼう｣動物篇中嶋博和　構成 農山漁村文化協会 学習センター
481 おへそがないよ シリ－ズ｢自然とあそぼう｣動物篇中嶋博和　構成 農山漁村文化協会 学習センター
481 どんなおうちかな シリ－ズ｢自然とあそぼう｣動物篇中嶋博和　構成 農山漁村文化協会 学習センター
481 おいしいかい シリ－ズ｢自然とあそぼう｣動物篇中嶋博和　構成 農山漁村文化協会 学習センター
481 とんだりおよいだり シリ－ズ｢自然とあそぼう｣動物篇中嶋博和　構成 農山漁村文化協会 学習センター
481 さむくてもまけない シリ－ズ｢自然とあそぼう｣動物篇中嶋博和　構成 農山漁村文化協会 学習センター
481 さびしがりやはだれ シリ－ズ｢自然とあそぼう｣動物篇中嶋博和　構成 農山漁村文化協会 学習センター
481 すみかがほしい シリ－ズ｢自然とあそぼう｣動物篇中嶋博和　構成 農山漁村文化協会 学習センター
481 今森光彦昆虫記 今森　光彦 著 福音館書店 学習センター
481 しっぽのはたらき かがくのとも傑作集 川田 健 ぶん 福音館書店 智文庫
481 雪の日記帳 カラー版自然と科学 高田 勝 著 岩崎書店 智文庫
481 しっぽのはたらき かがくのとも傑作集 川田 健 ぶん 福音館書店 智文庫
481 おなら かがくのとも傑作集 長 新太 さく 福音館書店 智文庫
481 おなら かがくのとも傑作集 長 新太 さく 福音館書店 智文庫
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編１ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編２ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編３ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編９ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編４ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編６ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編８ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編１０ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編１ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編２ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編３ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編４ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編５ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編６ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編７ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編８ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編９ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編１０ 農山漁村文化協会 １年生教室
481 しっぽのはたらき かがくのとも傑作集 川田 健 ぶん 福音館書店 １年生教室
481 どうぶつえんのおいしゃさん かがくのとも傑作集 降矢 洋子 さく 福音館書店 学習センター
481 みぢかないきものみつけようそだてよう９ ポプラ社 学習センター
481 いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ アリス館 学習センター
481 いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ アリス館 学習センター
481 いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ アリス館 学習センター
481 いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ アリス館 学習センター
481 いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ アリス館 学習センター
481 いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ アリス館 学習センター
481 生き物のくらし ニューワイド学研の図鑑 学習研究社 学習センター



481 大研究！馬は友だち 野本トロ/漫画　鈴木俊行/構成 講談社 学習センター
481 食べるちえ　　動物のちえ１ 成島悦雄　監修　ネイチャープロ編集室　編著 偕成社 読書センター
481 身を守るちえ　　動物のちえ２ 成島悦雄　監修　ネイチャープロ編集室　編著 偕成社 読書センター
481 育てるちえ　　動物のちえ３ 成島悦雄　監修　ネイチャープロ編集室　編著 偕成社 読書センター
481 眠るちえ　　動物のちえ４ 成島悦雄　監修　ネイチャープロ編集室　編著 偕成社 読書センター
481 ともに生きるちえ　　動物のちえ５ 成島悦雄　監修　ネイチャープロ編集室　編著 偕成社 読書センター
481 どうやってみをまもるのかな やぶうちまさゆき 福音館書店 学習センター

481.7 動物生態大図鑑 デイヴィッド・バーニー　著 西尾香苗　訳 東京書籍 学習センター
482 ぼくらはみんな生きている 佐々木洋　文・写真 講談社 学習センター
482 ぼくらはみんな生きている 佐々木洋　文・写真 講談社 読書センター
482 ぼくらはみんな生きている 佐々木洋　文・写真 講談社 学習センター
482 ぼくらはみんな生きている 佐々木洋　文・写真 講談社 学習センター
482 北の森の十二か月　上 福音館文庫　Ｎ　１３ ニコライ・スラトコフ 著 福音館書店 読セ（30周年）
482 北の森の十二か月　下 福音館文庫　Ｎ　１４ ニコライ・スラトコフ 著 福音館書店 読セ（30周年）
482 北から南へ 福音館のかがくのほん ニコライ・スラトコフ 作 福音館書店 学習センター
483 サンゴ礁の世界 科学のアルバム 白井 祥平 著 あかね書房 学習センター
483 サンゴの海 森の新聞　１６ ジャック・モイヤー 著 フレーベル館 学習センター
483 みんなほねなし？ 絵本・すいぞくかん　たんけん編　３なかの　ひろみ　文 アリス館 学習センター
483 ミミズのふしぎ ふしぎいっぱい写真絵本　３皆越　ようせい 著 ポプラ社 学習センター
483 クラゲの一生 新版かんさつシリーズ 稗田 一俊 文・写真 フレーベル館 学習センター
483 カイコの一生 新版かんさつシリーズ 佐々木 崑 文・写真 フレーベル館 学習センター
483 ふしぎいっぱいクモ Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ アレクサンドラ・パーソンズ 文 ブックローン出版 学習センター
483 水の生きもの ジュニア学研の図鑑Ｂセット武田正倫　監修　　　 学研 学習センター
484 海の貝 科学のアルバム 白井 祥平 著 あかね書房 学習センター
484 カタツムリ 科学のアルバム 増田 戻樹 写真 あかね書房 学習センター
484 クラゲゆらゆら ふしぎいっぱい写真絵本　１０楚山　いさむ 著 ポプラ社 学習センター
484 みぢかないきものみつけようそだてよう３ ポプラ社 学習センター
484 はじめての飼育と栽培２かたつむり 生活科を創る会 編 小峰書店 学習センター
484 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培４ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
484 みぢかないのち・生活科のほん４ 鈴木出版 学習センター
484 かたつむり かんさつ名人になろう！ 横山正　監修 ポプラ社 学習センター
485 クモのひみつ 科学のアルバム 栗林 慧 著 あかね書房 学習センター
485 ヤドカリ 科学のアルバム 川嶋 一成 著 あかね書房 学習センター
485 カニのくらし 科学のアルバム 桜井 淳史 写真 あかね書房 学習センター
485 ザリガニのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん小宮 輝之 文 岩崎書店 学習センター
485 ダンゴムシ やあ！出会えたね 今森 光彦 文・写真 アリス館 読書センター
485 ダンゴムシ やあ！出会えたね 今森 光彦 文・写真 アリス館 読書センター
485 ダンゴムシ やあ！出会えたね 今森 光彦 文・写真 アリス館 読書センター
485 ダンゴムシ やあ！出会えたね 今森 光彦 文・写真 アリス館 読書センター
485 ヤドカリの海辺 森の新聞　１５ 今福　道夫 著 フレーベル館 学習センター
485 ダンゴムシみつけたよ ふしぎいっぱい写真絵本 皆越ようせい　写真・文 ポプラ社 ２年生教室
485 ぼくはざりがに おおきなかがく 武田正倫　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
485 にんじゃあまがえる 松井孝爾　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
485 まるまるだんごむし しぜんにタッチ！ 須田孫七　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
485 ダンゴムシみつけたよ ふしぎいっぱい写真絵本　１皆越　ようせい 著 ポプラ社 学習センター
485 ザリガニ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
485 ざりがに かがくのとも傑作集 吉崎 正巳 ぶん・え 福音館書店 智文庫
485 ざりがに かがくのとも傑作集 吉崎 正巳 ぶん・え 福音館書店 学習センター
485 みぢかないきものみつけようそだてよう１ ポプラ社 学習センター
485 はじめての飼育と栽培３だんごむし 生活科を創る会 編 小峰書店 学習センター
485 はじめての飼育と栽培１ざりがに 生活科を創る会 編 小峰書店 学習センター
485 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培９ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
485 みぢかないのち・生活科のほん３ 鈴木出版 学習センター
485 カブトエビは不死身の生きもの！？ いきものだいすき　２ 谷本　雄治 著 下田　智美 画 ポプラ社 学習センター
485 だいすきしぜん　やどかり だいすきしぜん　みずのいきもの　3武田正倫　指導 フレーベル館 学習センター
485 だいすきしぜん　ざりがに だいすきしぜん　みずのいきもの　4武田正倫　指導 フレーベル館 学習センター
485 ざりがに かんさつ名人になろう！ 横山正　監修 ポプラ社 学習センター
485 だんごむし かんさつ名人になろう！ 横山正　監修 ポプラ社 学習センター
486 夏休み昆虫のかんさつ 科学のアルバム 小田 英智 文 あかね書房 学習センター
486 アリの世界 科学のアルバム 栗林 慧 著 あかね書房 学習センター
486 ミツバチのふしぎ 科学のアルバム 栗林 慧 写真 あかね書房 学習センター
486 トノサマバッタ 科学のアルバム 佐藤 有恒 写真 あかね書房 学習センター
486 アシナガバチ 科学のアルバム 小川 宏 著 あかね書房 学習センター
486 鳴く虫の世界 科学のアルバム 佐藤 有恒 写真 あかね書房 学習センター
486 カイコ 科学のアルバム 岸田 功 著 あかね書房 学習センター
486 テントウムシ 科学のアルバム 佐藤 有恒 著 あかね書房 学習センター
486 オオムラサキ 科学のアルバム 森 一彦 著 あかね書房 学習センター
486 高山チョウのくらし 科学のアルバム 斎藤 嘉明 著 あかね書房 学習センター
486 昆虫のふしぎ 科学のアルバム 栗林 慧 写真 あかね書房 学習センター
486 ギフチョウ 科学のアルバム 青山 潤三 著 あかね書房 学習センター
486 水生昆虫のひみつ 科学のアルバム 増田 戻樹 著 あかね書房 学習センター
486 ホタル 科学のアルバム 栗林 慧 著 あかね書房 学習センター
486 カミキリムシ 科学のアルバム 岸田 功 著 あかね書房 学習センター
486 クワガタムシ 科学のアルバム 林 長閑 構成・文 あかね書房 学習センター
486 カマキリのかんさつ 科学のアルバム 栗林 慧 著 あかね書房 学習センター
486 セミの一生 科学のアルバム 佐藤 有恒 写真 あかね書房 学習センター
486 アカトンボの一生 科学のアルバム 佐藤 有恒 著 あかね書房 学習センター
486 カブトムシ 科学のアルバム 岸田 功 著 あかね書房 学習センター
486 モンシロチョウ 科学のアルバム 矢島 稔 著 あかね書房 学習センター
486 チョウが消えた！？ 原 聖樹 著 あかね書房 学習センター
486 トンボの楽園 杉村 光俊 文・写真 あかね書房 学習センター
486 昆虫のかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん三枝 博幸 文 岩崎書店 学習センター
486 カブトムシのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん三枝 博幸 文 岩崎書店 学習センター
486 アリのお花畑 森の新聞 河野昭一　著 フレ－ベル館 学習センター
486 ホタルの里 森の新聞 大場信義　著 フレ－ベル館 学習センター
486 カブトムシ そだてるずかん 久保 秀一 写真 フレーベル館 学習センター
486 いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ アリス館 学習センター
486 あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社 学習センター
486 チョウの庭 森の新聞　１７ 石井　実 著 フレーベル館 学習センター
486 アリからみると かがくのとも傑作集 桑原隆一　文 福音館書店 学習センター
486 アリからみると かがくのとも傑作集 桑原隆一　文 福音館書店 学習センター
486 アリからみると かがくのとも傑作集 桑原隆一　文 福音館書店 学習センター
486 アリからみると かがくのとも傑作集 桑原隆一　文 福音館書店 学習センター
486 トンボ王国へようこそ 岩波ジュニア新書 杉村 光俊 著 岩波書店 学習センター
486 香川の昆虫 立石清 高松市図書館 学習センター
486 香川の昆虫 立石清 高松市図書館 学習センター
486 ドクトル・ムッシーの昆虫おもしろふしぎ探検記 矢島稔　文 小学館 学習センター
486 さあへんしんだ シリ－ズ｢自然とあそぼう｣動物篇中嶋博和　構成 農山漁村文化協会 学習センター
486 にんじゃだぞ シリ－ズ｢自然とあそぼう｣動物篇中嶋博和　構成 農山漁村文化協会 学習センター
486 昆虫 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター
486 昆虫 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター
486 つのとはさみ おおきなかがく 須田孫七　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
486 海野和男のさがしてムシハカセ　１ 海野和男のさがしてムシハカセ海野　和男　著 偕成社 学習センター
486 海野和男のさがしてムシハカセ　２ 海野和男のさがしてムシハカセ海野　和男　著 偕成社 学習センター
486 海野和男のさがしてムシハカセ　３ 海野和男のさがしてムシハカセ海野　和男　著 偕成社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター



486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　チョウ・ハチ・トンボ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 いろいろなむし　甲虫・セミ・バッタ 松原　巖樹　著 旺文社 学習センター
486 昆虫たちの超能力 自然の中の人間シリ－ズ[昆虫と人間編]梅谷献二　著 農山漁村文化協会 学習センター
486 カブトムシ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館伊地知英信　文 ポプラ社 学習センター
486 モンシロチョウ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館伊地知英信　文 ポプラ社 学習センター
486 トンボ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館伊地知英信　文 ポプラ社 学習センター
486 バッタ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館伊地知英信　文 ポプラ社 学習センター
486 アリ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館伊地知英信　文 ポプラ社 学習センター
486 セミ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館伊地知英信　文 ポプラ社 学習センター
486 テントウムシ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館伊地知英信　文 ポプラ社 学習センター
486 カマキリ ドキドキいっぱい！虫のくらし写真館伊地知英信　文 ポプラ社 読書センター
486 ミツバチ 栗林慧 リブリオ出版 学習センター
486 うんちレストラン ふしぎいっぱい写真絵本　５新開　孝 写真 ポプラ社 学習センター
486 どこにいるの？シャクトリムシ ふしぎいっぱい写真絵本　８新開　孝 著 ポプラ社 学習センター
486 ハサミムシのおやこ ふしぎいっぱい写真絵本　１１皆越　ようせい 著 ポプラ社 学習センター
486 いのちのカプセルまゆ ふしぎいっぱい写真絵本　１２新開　孝 著 ポプラ社 学習センター
486 昆虫の大常識 これだけは知っておきたい　９山内　ススム 著 ポプラ社 読書センター
486 発見 栗林さんの虫めがね　１ 栗林　慧 著 フレーベル館 学習センター
486 変身 栗林さんの虫めがね　２ 栗林　慧 著 フレーベル館 学習センター
486 瞬間 栗林さんの虫めがね　３ 栗林　慧 著 フレーベル館 学習センター
486 色形 栗林さんの虫めがね　４ 栗林　慧 著 フレーベル館 学習センター
486 さがしてみよう ムシとあそぼう海野和男のムシシシシ　１海野　和男 著 新日本出版社 学習センター
486 おおきくなると ムシとあそぼう海野和男のムシシシシ　２海野　和男 著 新日本出版社 学習センター
486 さわってみよう ムシとあそぼう海野和男のムシシシシ　３海野　和男 著 新日本出版社 学習センター
486 なにたべてるの ムシとあそぼう海野和男のムシシシシ　４海野　和男 著 新日本出版社 学習センター
486 よくみてみよう ムシとあそぼう海野和男のムシシシシ　５海野　和男 著 新日本出版社 学習センター
486 世界昆虫記 今森　光彦 著 福音館書店 学習センター
486 テントウムシ観察記 写真絵本ぼくの庭にきた虫たち　１佐藤　信治 著 農山漁村文化協会 学習センター
486 アゲハチョウ観察記 写真絵本ぼくの庭にきた虫たち　２佐藤　信治 著 農山漁村文化協会 学習センター
486 セミ観察記 写真絵本ぼくの庭にきた虫たち　３佐藤　信治 著 農山漁村文化協会 学習センター
486 カタツムリ観察記 写真絵本ぼくの庭にきた虫たち　４佐藤　信治 著 農山漁村文化協会 学習センター
486 カマキリ観察記 写真絵本ぼくの庭にきた虫たち　５佐藤　信治 著 農山漁村文化協会 学習センター
486 クモ観察記 写真絵本ぼくの庭にきた虫たち　６佐藤　信治 著 農山漁村文化協会 学習センター
486 クサカゲロウ観察記 写真絵本ぼくの庭にきた虫たち　７佐藤　信治 著 農山漁村文化協会 学習センター
486 アリジゴクほか観察記 写真絵本ぼくの庭にきた虫たち８佐藤　信治 著 農山漁村文化協会 学習センター
486 自然のかくし絵 矢島稔　作 偕成社 学習センター
486 むしたちのさくせん 宮武頼夫　文 福音館書店 学習センター
486 こすもすと虫たち 新日本動物植物えほん 高家博成　ぶん 新日本出版社 学習センター
486 ミツバチ　花にあつまる昆虫 藤丸篤夫・写真　岡島秀治・監修 あかね書房 学習センター
486 テントウムシの誕生 動物の記録 古出 俊子 著 学研 学習センター
486 草むらの小さな友だち 写真絵本 小川 宏 写真・文 新日本出版社 5678組
486 ハチのおかあさん 写真動物記 小川 宏 著 新日本出版社 学習センター
486 アゲハの一生 なぜなぜはかせのかがくのほん小林 実 著 国土社 学習センター
486 むしのかいかた かんさつとしいく図鑑 斎藤 君子 構成・解説 実業之日本社 閉架
486 あげは かがくのとも傑作集 小林 勇 ぶん・え 福音館書店 智文庫
486 あげは かがくのとも傑作集 小林 勇 ぶん・え 福音館書店 智文庫
486 ミツバチのくらし カラー版自然と科学 浜野 栄次 著 岩崎書店 智文庫
486 アメンボのくらし カラー版自然と科学 坂水 健祐 著 岩崎書店 智文庫
486 ゲンジボタル カラー版自然と科学 片野 隆司 著 岩崎書店 智文庫
486 カブトムシ カラー版自然と科学 小川 宏 著 岩崎書店 智文庫
486 ギンヤンマ カラー版自然と科学 藤丸 篤夫 著 岩崎書店 智文庫
486 動物のふしぎな世界１４ 沢近 十九一 構成・文 国土社 智文庫
486 少年少女ファーブル昆虫記１ アンリ・ファーブル 著 あかね書房 智文庫
486 少年少女ファーブル昆虫記３ アンリ・ファーブル 著 あかね書房 智文庫
486 少年少女ファーブル昆虫記４ アンリ・ファーブル 著 あかね書房 智文庫
486 少年少女ファーブル昆虫記５ アンリ・ファーブル 著 あかね書房 智文庫
486 少年少女ファーブル昆虫記６ アンリ・ファーブル 著 あかね書房 智文庫
486 少年少女ファーブル昆虫記７ アンリ・ファーブル 著 あかね書房 智文庫
486 かいこ かがくのとも傑作集 熊谷 元一 ぶん・え 福音館書店 智文庫
486 かいこ かがくのとも傑作集 熊谷 元一 ぶん・え 福音館書店 智文庫
486 あり かがくのとも傑作集 小林 勇 ぶん・え 福音館書店 智文庫
486 あり かがくのとも傑作集 小林 勇 ぶん・え 福音館書店 智文庫
486 昆虫 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
486 昆虫 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
486 昆虫 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
486 昆虫 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
486 昆虫 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
486 昆虫 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
486 昆虫 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
486 昆虫 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
486 昆虫 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
486 昆虫 旺文社学習図鑑　携帯版 旺文社 智文庫
486 小学なぜなぜふしぎサイエンス１ 学研絵とき科学シリーズ 学研 学習センター
486 糸でいきる虫たち みつけた！しぜんのなかで松山 史郎 文と写真 大日本図書 ２年生教室
486 糸でいきる虫たち みつけた！しぜんのなかで松山 史郎 文と写真 大日本図書 ２年生教室
486 糸でいきる虫たち みつけた！しぜんのなかで松山 史郎 文と写真 大日本図書 学習センター
486 糸でいきる虫たち みつけた！しぜんのなかで松山 史郎 文と写真 大日本図書 学習センター
486 糸でいきる虫たち みつけた！しぜんのなかで松山 史郎 文と写真 大日本図書 学習センター
486 糸でいきる虫たち みつけた！しぜんのなかで松山 史郎 文と写真 大日本図書 学習センター
486 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編５ 農山漁村文化協会 １年生教室
486 シリーズ〈自然とあそぼう〉動物編７ 農山漁村文化協会 １年生教室
486 あり フレーベルの科学えほん 矢島 稔 指導 フレーベル館 学習センター
486 ちょう フレーベルの科学えほん 矢島 稔 指導 フレーベル館 学習センター
486 はてな　なるほど　サイエンス１６ 実野 恒久 著 保育社 学習センター
486 糸でいきる虫たち みつけた！しぜんのなかで松山 史郎 文と写真 大日本図書 学習センター
486 スズムシ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
486 カブトムシ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
486 アゲハ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
486 クワガタムシ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
486 あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社 学習センター
486 あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社 学習センター



486 あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社 学習センター
486 あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社 学習センター
486 あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社 学習センター
486 あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社 学習センター
486 あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社 ２年生教室
486 ファーブルこんちゅう記１ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 ２年生教室
486 ファーブルこんちゅう記２ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 ２年生教室
486 ファーブルこんちゅう記３ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 ２年生教室
486 ファーブルこんちゅう記４ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 ２年生教室
486 ファーブルこんちゅう記５ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 ２年生教室
486 ファーブルこんちゅう記７ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 ２年生教室
486 ファーブルこんちゅう記９ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 ２年生教室
486 ファーブルこんちゅう記１０ ファーブル 〔著〕 あすなろ書房 ２年生教室
486 ホタルの一生 新版かんさつシリーズ 佐々木 崑 文 フレーベル館 学習センター
486 アリジゴクのひみつ 新版かんさつシリーズ 坂水 健祐 文・写真 フレーベル館 学習センター
486 オオムラサキの四季 新版かんさつシリーズ 山口 進 文・写真 フレーベル館 学習センター
486 あげは かがくのとも傑作集 小林 勇 ぶん・え 福音館書店 学習センター
486 おとしぶみ かがくのとも傑作集 岡島 秀治 ぶん 福音館書店 学習センター
486 昆虫 かがくのほん 得田 之久 ぶん・え 福音館書店 学習センター
486 昆虫２ 福音館のかがくのほん 得田 之久 ぶん え 福音館書店 学習センター
486 ファーブル昆虫記１ ファーブル 〔著〕 集英社 ５年生教室
486 ファーブル昆虫記３ ファーブル 〔著〕 集英社 ５年生教室
486 ファーブル昆虫記４ ファーブル 〔著〕 集英社 ５年生教室
486 ファーブル昆虫記６ ファーブル 〔著〕 集英社 ５年生教室
486 ファーブル昆虫記７ ファーブル 〔著〕 集英社 ５年生教室
486 にわさきのむし かがくのとも傑作集 小林 俊樹 ぶん 福音館書店 学習センター
486 かぶとむしはどこ？ かがくのとも傑作集 松岡 達英 さく 福音館書店 学習センター
486 図解観察シリーズ５ 旺文社 学習センター
486 やぶかのはなし かがくのとも傑作集 栗原 毅 ぶん 福音館書店 学習センター
486 やぶかのはなし かがくのとも傑作集 栗原 毅 ぶん 福音館書店 学習センター
486 やぶかのはなし かがくのとも傑作集 栗原 毅 ぶん 福音館書店 学習センター
486 やぶかのはなし かがくのとも傑作集 栗原 毅 ぶん 福音館書店 学習センター
486 やぶかのはなし かがくのとも傑作集 栗原 毅 ぶん 福音館書店 学習センター
486 やぶかのはなし かがくのとも傑作集 栗原 毅 ぶん 福音館書店 学習センター
486 昆虫 自然ふしぎ観察シリーズ 松原 巌樹 著 旺文社 学習センター
486 昆虫 自然ふしぎ観察シリーズ 松原 巌樹 著 旺文社 学習センター
486 昆虫 自然ふしぎ観察シリーズ 松原 巌樹 著 旺文社 学習センター
486 昆虫 自然ふしぎ観察シリーズ 松原 巌樹 著 旺文社 学習センター
486 昆虫 自然ふしぎ観察シリーズ 松原 巌樹 著 旺文社 学習センター
486 昆虫 自然ふしぎ観察シリーズ 松原 巌樹 著 旺文社 学習センター
486 昆虫 自然ふしぎ観察シリーズ 松原 巌樹 著 旺文社 学習センター
486 みぢかなふしぎ絵本４ 横山 正 文 ポプラ社 学習センター
486 みぢかないきものみつけようそだてよう２ ポプラ社 学習センター
486 みぢかないきものみつけようそだてよう４ ポプラ社 学習センター
486 みぢかないきものみつけようそだてよう８ ポプラ社 学習センター
486 みぢかないきものみつけようそだてよう７ ポプラ社 学習センター
486 昆虫のかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん三枝 博幸 文 岩崎書店 学習センター
486 はじめての飼育と栽培４こおろぎ 生活科を創る会 編 小峰書店 学習センター
486 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培２ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
486 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培７ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
486 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培１１ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
486 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培１４ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
486 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培１５ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
486 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培１０ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
486 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培１３ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
486 みぢかないのち・生活科のほん２ 鈴木出版 学習センター
486 みぢかないのち・生活科のほん５ 鈴木出版 学習センター
486 ファーブル昆虫記１ ファーブル 〔著〕 集英社 学習センター
486 ファーブル昆虫記２ ファーブル 〔著〕 集英社 学習センター
486 ファーブル昆虫記３ ファーブル 〔著〕 集英社 学習センター
486 ファーブル昆虫記４ ファーブル 〔著〕 集英社 学習センター
486 ファーブル昆虫記５ ファーブル 〔著〕 集英社 学習センター
486 ファーブル昆虫記６ ファーブル 〔著〕 集英社 学習センター
486 ファーブル昆虫記７ ファーブル 〔著〕 集英社 学習センター
486 ファーブル昆虫記８ ファーブル 〔著〕 集英社 学習センター
486 ふしぎいっぱい昆虫 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ ローレンス・マウンド 文 ブックローン出版 学習センター
486 ふしぎいっぱい甲虫 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ ジョン・スティル 文 ブックローン出版 学習センター
486 ふしぎいっぱいチョウとガ Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ ジョン・スティル 文 ブックローン出版 学習センター
486 クロクサアリのひみつ ふしぎ発見シリーズ 山口 進 写真・文 アリス館 学習センター
486 クロクサアリのひみつ ふしぎ発見シリーズ 山口 進 写真・文 アリス館 ３年生教室
486 クロクサアリのひみつ ふしぎ発見シリーズ 山口 進 写真・文 アリス館 学習センター
486 虫さがし 虫の飼いかた・観察のしかた海野和男，筒井学　文・写真 偕成社 学習センター
486 虫を採る・虫を飼う・標本をつくる 虫の飼いかた・観察のしかた海野和男，筒井学　文・写真 偕成社 学習センター
486 近所の虫の飼いかた 虫の飼いかた・観察のしかた海野和男，筒井学，高嶋清明　文・写真 偕成社 学習センター
486 近所の虫の飼いかた 虫の飼いかた・観察のしかた海野和男，筒井学，高嶋清明　文・写真 偕成社 学習センター
486 雑木林の虫の飼いかた 虫の飼いかた・観察のしかた海野和男，筒井学，高嶋清明　文・写真 偕成社 学習センター
486 水辺の虫の飼いかた 虫の飼いかた・観察のしかた海野和男，筒井学，高嶋清明　文・写真 偕成社 学習センター
486 虫たちのふしぎ 新開孝　写真・文 福音館書店 学習センター
486 昆虫のふしぎパワ－ 海野和男　著 世界文化社 学習センター
486 こん虫のどうぐ こん虫のふしぎ　１ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 学習センター
486 こん虫のかくれんぼ こん虫のふしぎ　２ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 学習センター
486 こん虫のことば こん虫のふしぎ　３ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 学習センター
486 こん虫のへんしん こん虫のふしぎ　４ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 学習センター
486 こん虫のおやこ こん虫のふしぎ　５ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 学習センター
486 昆虫 ジュニア学研の図鑑　 志村隆　編 学習研究社 学習センター
486 カブトムシ山に帰る 第６０回課題図書高学年 山口　進 汐文社 読書センター
486 てんとうむし だいすきしぜん　むし　１ 野村周平  指導寺越慶司  絵 フレーベル館 学習センター
486 だんごむし だいすきしぜん　むし　２ 布村昇  指導寺越慶司  絵 フレーベル館 学習センター
486 かぶとむし だいすきしぜん　むし　３ 安永一正  文・絵 フレーベル館 学習センター
486 くわがたむし だいすきしぜん　むし　４ 安永一正  文・絵 フレーベル館 学習センター
486 ばった だいすきしぜん　むし　６ 安永一正  文・絵 フレーベル館 学習センター
486 キノコを育てるアリ　　ハキリアリのふしぎなくらし ドキュメント地球のなかまたち多摩動物公園ハキリアリ飼育展示グループ  編高家博成  監修新日本出版社 学習センター
486 共生する生きものたち 蛭川　憲男 ほおずき書籍 学習センター
486 アリとくらすむし 島田たく ポプラ社 学習センター
486 アリとくらすむし 島田たく ポプラ社 学習センター

486.43 花になったカマキリ ドキュメント地球のなかまたち海野和男　写真・文 新日本出版社 学習センター
487 カエルのたんじょう 科学のアルバム 種村 ひろし 著 あかね書房 学習センター
487 モリアオガエル 科学のアルバム 増田 戻樹 著 あかね書房 学習センター
487 メダカのくらし 科学のアルバム 草野 慎二 著 あかね書房 学習センター
487 カメのくらし 科学のアルバム 増田 戻樹 著 あかね書房 学習センター
487 サケのたんじょう 科学のアルバム 桜井 淳史 著 あかね書房 学習センター
487 カメのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん小宮 輝之 文 岩崎書店 学習センター
487 メダカのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん小宮 輝之 文 岩崎書店 学習センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター



487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 光村こども図書館４年・６ 新読書シリーズ ヒサク　ニヒコ 光村図書出版 読書センター
487 ウミガメの海岸 森の新聞 内田至　著 フレ－ベル館 学習センター
487 さかなの森 森の新聞 松永勝彦　著 フレ－ベル館 学習センター
487 カエルの田んぼ 森の新聞　１４ 長谷川　雅美 著 フレーベル館 学習センター
487 イシガメの里 わたしのワンダー 松久保 晃作 文・写真 小峰書店 学習センター
487 イシガメの里 わたしのワンダー 松久保 晃作 文・写真 小峰書店 学習センター
487 へんしんおたまじゃくし しぜんにタッチ！ 福山欣司　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
487 さかなのかお 絵本・すいぞくかん　１ なかの　ひろみ　文 アリス館 学習センター
487 さかなのかたち 絵本・すいぞくかん　２ なかの　ひろみ　文 アリス館 学習センター
487 さかなのじかん 絵本・すいぞくかん　３ なかの　ひろみ　文 アリス館
487 しんかいぎょっ！ 絵本・すいぞくかん　たんけん編　２なかの　ひろみ　文 アリス館 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 さかなと水のいきもの 松原　巖樹 あさい　くめお　著 旺文社 学習センター
487 めだかのぼうけん ふしぎいっぱい写真絵本　６渡辺　昌和 写真 ポプラ社 学習センター
487 ヘビのひみつ ふしぎいっぱい写真絵本　１４内山　りゅう 著 ポプラ社 学習センター
487 たんぼのカエルのだいへんしん ふしぎいっぱい写真絵本　１５内山りゅう 写真 ポプラ社 学習センター
487 魚の大常識 これだけは知っておきたい　３１安延　尚文 著 ポプラ社 読書センター
487 ずら～りカエルならべてみると・・・ 高岡昌江　ぶん アリス館 学習センター
487 サンゴの森 キャサリン・ミュジック　ぶん そうえん社 学習センター
487 かえる アルセアのかがくえほん小さないのちアルセア 構成・絵 偕成社 学習センター
487 メダカの誕生 カラー版自然と科学 稗田 一俊 著 岩崎書店 智文庫
487 カエルのくらし カラー版自然と科学 大塚 高雄 著 岩崎書店 智文庫
487 おおさんしょううお かがくのとも傑作集 三芳 悌吉 ぶん・え 福音館書店 智文庫
487 いしがめ かがくのとも傑作集 金尾 恵子 さく 福音館書店 智文庫
487 メダカ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
487 メダカ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
487 メダカ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
487 メダカ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
487 メダカ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
487 メダカ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
487 メダカ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
487 メダカ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
487 メダカ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
487 小さないのち 新版かんさつシリーズ 佐々木 崑 文・写真 フレーベル館 学習センター
487 めだか かがくのとも傑作集 吉崎 正巳 さく 福音館書店 学習センター
487 みぢかないきものみつけようそだてよう６ ポプラ社 学習センター
487 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培５ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
487 オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかがく 山本 かずとし ぶん 大日本図書 学習センター
487 オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかがく 山本 かずとし ぶん 大日本図書 ３年生教室
487 オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかがく 山本 かずとし ぶん 大日本図書 学習センター
487 オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかがく 山本 かずとし ぶん 大日本図書 学習センター
487 オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかがく 山本 かずとし ぶん 大日本図書 学習センター
487 オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかがく 山本 かずとし ぶん 大日本図書 学習センター
487 ふしぎいっぱい魚 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ メアリー・リング 文 ブックローン出版 学習センター
487 ふしぎいっぱいカエル Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ バリー・クラーク 文 ブックローン出版 学習センター
487 ふしぎいっぱいトカゲ Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ トレバー・スミス 文 ブックローン出版 学習センター
487 ふしぎいっぱいは虫類 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ メアリー・リング 文 ブックローン出版 学習センター
487 煮干しの解剖教室 小林眞理子　文 泉田謙　写真 仮説社 学習センター
487 魚 ジュニア学研の図鑑 志村隆　編 学習研究社 学習センター
488 セキセイインコのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん小宮 輝之 文 岩崎書店 学習センター
488 シラサギの森 科学のアルバム 田中 徳太郎 著 あかね書房 学習センター
488 タンチョウの四季 科学のアルバム 林田 恒夫 著 あかね書房 学習センター
488 ライチョウの四季 科学のアルバム 右高 英臣 著 あかね書房 学習センター
488 ツバメのくらし 科学のアルバム 菅原 光二 著 あかね書房 学習センター
488 ウミネコのくらし 科学のアルバム 右高 英臣 著 あかね書房 学習センター
488 カラスのくらし 科学のアルバム 菅原 光二 著 あかね書房 学習センター
488 キツツキの森 科学のアルバム 右高 英臣 著 あかね書房 学習センター
488 モズのくらし 科学のアルバム 菅原 光二 著 あかね書房 学習センター
488 ハヤブサの四季 科学のアルバム 伊藤 正清 写真 あかね書房 学習センター
488 フクロウ 科学のアルバム 福田 俊司 著 あかね書房 学習センター
488 たまごのひみつ 科学のアルバム 清水 清 著 あかね書房 学習センター
488 ハヤブサの都市 森の新聞 宮崎学　著 フレ－ベル館 学習センター
488 水鳥たちの干潟 森の新聞 蓮尾純子　著 フレ－ベル館 学習センター
488 アホウドリの島 森の新聞 長谷川博　著 フレ－ベル館 学習センター
488 カケスの森 森の新聞　１１ 中村　浩志 著 フレーベル館 学習センター
488 ツバメの街 森の新聞　１３ 川道　美枝子 著 フレーベル館 学習センター
488 オシドリの木 森の新聞　１９ 星野　嘉助 著 フレーベル館 学習センター
488 コウテイペンギンのおやこ 親と子の写真絵本 内山晟　写真・文 ポプラ社 学習センター
488 水鳥たちの干潟 森の新聞 蓮尾純子　著 フレーベル館 学習センター
488 キジのくらし カラー自然シリーズ 遠藤 公男 文・解説・写真 偕成社 学習センター
488 ライチョウ カラー自然シリーズ 高橋 敬市 文・写真 偕成社 学習センター
488 カワセミ カラー自然シリーズ 林 大作 文・解説・写真 偕成社 学習センター
488 ハヤブサ カラー自然シリーズ 熊谷 勝 文・写真 偕成社 学習センター
488 ヒバリ カラー自然シリーズ 本若 博次 文・写真 偕成社 学習センター
488 カッコウ カラー自然シリーズ 吉野 俊幸 文・写真 偕成社 学習センター
488 オロロンチョウの島 カラー自然シリーズ 寺沢 孝毅 構成・文 偕成社 学習センター
488 スズメ カラー自然シリーズ 七尾 純 構成 偕成社 学習センター
488 アオバズクの森 カラー自然シリーズ 七尾 純 構成・文 偕成社 学習センター
488 ウミネコ カラー自然シリーズ 寺沢 孝毅 文・写真 偕成社 学習センター
488 せきれい 舟崎克彦 世界文化社 学習センター
488 しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん 福音館書店 学習センター
488 キツツキの森 科学のアルバム 右高 英臣 著 あかね書房 学習センター
488 モズのくらし 科学のアルバム 菅原 光二 著 あかね書房 学習センター
488 ハヤブサの四季 科学のアルバム 伊藤 正清 写真 あかね書房 学習センター
488 わたり鳥のひみつ 科学のアルバム 行田 哲夫 著 あかね書房 学習センター
488 タンチョウの四季 科学のアルバム 林田 恒夫 著 あかね書房 学習センター



488 シラサギの森 科学のアルバム 田中 徳太郎 著 あかね書房 学習センター
488 ウミネコのくらし 科学のアルバム 右高 英臣 著 あかね書房 学習センター
488 フクロウ 科学のアルバム 福田 俊司 著 あかね書房 学習センター
488 写真集日本の鳥１９９２ 文一総合出版 学習センター
488 写真集日本の鳥１９９３ 文一総合出版 学習センター
488 写真集日本の鳥１９９４ 文一総合出版 学習センター
488 写真集日本の鳥１９９５ 文一総合出版 学習センター
488 写真集日本の鳥１９９６ 文一総合出版 学習センター
488 写真集日本の鳥１９９７ 文一総合出版 学習センター
488 写真集日本の鳥１９９８ 文一総合出版 学習センター
488 写真集日本の鳥１９９９ 文一総合出版 学習センター
488 写真集日本の鳥２０００ 文一総合出版 学習センター
488 写真集日本２００１ 文一総合出版 学習センター
488 写真集日本の野鳥２００２ 文一総合出版 学習センター
488 写真集日本の鳥２００３ 文一総合出版 学習センター
488 写真集日本の鳥２００４ 文一総合出版 学習センター
488 アオバズク物語 佐久間孝夫 高文研 学習センター
488 気ままにバードウォッチング 日本野鳥の会埼玉県支部編 幹書房 学習センター
488 かがわの野鳥 「全国野鳥保護のつどい」記念誌編集委員会 香川県 学習センター
488 鷲鷹ひとり旅 宮崎　学 東京印書館 学習センター
488 野鳥の観察 小学館の学習百科図鑑 高野 伸二 著 小学館 学習センター
488 検索入門　野鳥の図鑑② 中村 登流 著 保育社 学習センター
488 検索入門　野鳥の図鑑① 中村 登流 著 保育社 学習センター
488 検索入門　野鳥の図鑑② 中村 登流 著 保育社 学習センター
488 検索入門　野鳥の図鑑① 中村 登流 著 保育社 学習センター
488 香川の野鳥ウオッチングガイド （財）日本野鳥の会香川県支部編 四国新聞社 学習センター
488 日本の探鳥地　西日本 （財）日本野鳥の会・編 （財）日本野鳥の会 学習センター
488 日本の探鳥地　東日本編 （財）日本野鳥の会・編 （財）日本野鳥の会 学習センター
488 コンサイス鳥名事典 吉井正 三省堂 学習センター
488 フクロウの不思議な生活 クリス・ミード 晶文社 学習センター
488 あなたもバードウォッチング 日本野鳥の会レンジャー 日本野鳥の会 学習センター
488 森の鳥たち リチャード・Ｈ・ウッド 近代文芸社 学習センター
488 かがわの野鳥 「全国野鳥保護のつどい」記念誌編集委員会 香川県 学習センター
488 かがわの野鳥 「全国野鳥保護のつどい」記念誌編集委員会 香川県 学習センター
488 鳥 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター
488 鳥 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター
488 鳥の巣ものがたり 鈴木まもる　文・絵 偕成社 学習センター
488 コアジサシの親子 カラー版自然と科学 国松 俊英 著 岩崎書店 智文庫
488 雪国のハクチョウ カラー版自然と科学 松井 繁 著 岩崎書店 智文庫
488 シジュウカラ カラー版自然と科学 小川 巌 著 岩崎書店 智文庫
488 シラサギのくらし カラー版自然と科学 国松 俊英 著 岩崎書店 智文庫
488 鳥・空をとぶ カラー版自然と科学 吉良 幸世 著 岩崎書店 智文庫
488 オジロワシ カラー版自然と科学 森 信也 著 岩崎書店 智文庫
488 キセキレイ カラー版自然と科学 長谷川 博 著 岩崎書店 智文庫
488 カワセミのすむ川 カラー版自然と科学 川野 惇 著 岩崎書店 智文庫
488 ムクドリ カラー版自然と科学 菅原 光二 著 岩崎書店 智文庫
488 出水（いずみ）のツル カラー版自然と科学 赤尾 譲 著 岩崎書店 智文庫
488 北国のカモメ カラー版自然と科学 江川 正幸 著 岩崎書店 智文庫
488 しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん 福音館書店 学習センター
488 しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん 福音館書店 学習センター
488 しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん 福音館書店 学習センター
488 しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん 福音館書店 学習センター
488 しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん 福音館書店 学習センター
488 しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん 福音館書店 学習センター
488 しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん 福音館書店 学習センター
488 図解観察シリーズ９ 旺文社 学習センター
488 みぢかないきものみつけようそだてよう５ ポプラ社 学習センター
488 ペンギン はじめてであうどうぶつえほんナディヌ・ソーニエ ぶん 大日本図書 学習センター
488 校外学習に役立つみぢかな飼育と栽培６ 七尾 純 構成・文 国土社 学習センター
488 ふしぎいっぱい肉食の鳥 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ ジマイマ・パリー・ジョーンズ 文 ブックローン出版 学習センター
488 ふしぎいっぱい熱帯の鳥 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ ジェラルド・レッグ 文 ブックローン出版 学習センター
488 鳥 ジュニア学研の図鑑 志村隆　編 学研 学習センター
488 くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　１０　　ペンギン 増井光子  監修 ポプラ社 学習センター
488 おかえりコウノトリ 守ってのこそう!いのちつながる日本の自然佐竹節夫　著 童心社 学習センター
489 ニホンカモシカ 科学のアルバム 宮崎 学 著 あかね書房 学習センター
489 ムササビの森 科学のアルバム 菅原 光二 著 あかね書房 学習センター
489 エゾリスの森 科学のアルバム 右高 英臣 著 あかね書房 学習センター
489 シカのくらし 科学のアルバム 増田 戻樹 著 あかね書房 学習センター
489 森のキタキツネ 科学のアルバム 右高 英臣 著 あかね書房 学習センター
489 コウモリ 科学のアルバム 増田 戻樹 著 あかね書房 学習センター
489 ヤマネのくらし 科学のアルバム 西村 豊 著 あかね書房 学習センター
489 ネコのくらし 科学のアルバム 吉野 信 著 あかね書房 学習センター
489 ウサギのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん小宮 輝之 文 岩崎書店 学習センター
489 森のスケーターヤマネ 文研科学の読み物 湊 秋作 著 文研出版 学習センター
489 森のスケーターヤマネ 文研科学の読み物 湊 秋作 著 文研出版 学習センター
489 森のスケーターヤマネ 文研科学の読み物 湊 秋作 著 文研出版 学習センター
489 森のスケーターヤマネ 文研科学の読み物 湊 秋作 著 文研出版 学習センター
489 こおりのくにのシロクマおやこ 親と子の写真絵本 前川 貴行 写真・文 ポプラ社 5678組
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 光村こども図書館６年・６ 新読書シリーズ 生きてる森編集委員会 光村図書出版 読書センター
489 野ネズミの森 森の新聞 今泉吉晴　著 フレ－ベル館 学習センター
489 カワネズミの谷 森の新聞 北垣憲仁　著 フレ－ベル館 学習センター
489 ニホンザルの山 森の新聞 伊沢紘生　著 フレ－ベル館 学習センター
489 タヌキの丘 森の新聞　１２ 小川　智彦 著 フレーベル館 学習センター
489 モグラの地中 森の新聞　１８ 今泉　吉晴 著 フレーベル館 学習センター
489 ヒグマの原野 森の新聞　２０ 青井　俊樹 著 フレーベル館 学習センター
489 イルカの知られざる世界 モイヤーさんと海のなかまたちジャック・Ｔ．モイヤー　著 フレーベル館 学習センター
489 ナヌークの贈りもの 星野道夫　写真・文 小学館 学習センター
489 動物 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター
489 動物 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター



489 このはなだれの？ おおきなかがく 堀浩　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 どうぶつととり 松原　巖樹 梅田　紀代志　著 旺文社 学習センター
489 爪と牙で生きるライオン アフリカの動物たち 黒田弘行　写真・文 農山漁村文化協会 学習センター
489 スピ－ドで生きるチ－タ－ アフリカの動物たち 黒田弘行　写真・文 農山漁村文化協会 学習センター
489 群れで生きるブチハイエナ アフリカの動物たち 黒田弘行　写真・文 農山漁村文化協会 学習センター
489 鼻で生きるアフリカゾウ アフリカの動物たち 黒田弘行　写真・文 農山漁村文化協会 学習センター
489 食いわけで生きるシマウマたち アフリカの動物たち 黒田弘行　写真・文 農山漁村文化協会 学習センター
489 だいすきハムスター しぜんにタッチ！ 堀浩　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
489 まちのコウモリ ふしぎいっぱい写真絵本　７中川　雄三 著 ポプラ社 学習センター
489 ハブの棲む島 西野嘉憲　写真・文 ポプラ社 学習センター
489 ツキノワグマ 宮崎学　著 偕成社 学習センター
489 森のにぎやか家族サル 世界の野生動物 田中 光常 写真・文 小峰書店 ２年生教室
489 下北半島のサル カラー版自然と科学 江川 正幸 著 岩崎書店 智文庫
489 チンパンジーの世界 カラー版自然と科学 上原 重男 著 岩崎書店 智文庫
489 エゾシカの島 カラー版自然と科学 松田 忠徳 著 岩崎書店 智文庫
489 ヒグマを育てる カラー版自然と科学 富士元 寿彦 著 岩崎書店 智文庫
489 森のシマリス カラー版自然と科学 川道 美枝子 著 岩崎書店 智文庫
489 ナキウサギの谷 カラー版自然と科学 松井 繁 著 岩崎書店 智文庫
489 うさぎ フレーベルの科学えほん 尾崎 豊秋 指導 フレーベル館 学習センター
489 うさぎ フレーベルの科学えほん 尾崎 豊秋 指導 フレーベル館 学習センター
489 うさぎ フレーベルの科学えほん 尾崎 豊秋 指導 フレーベル館 学習センター
489 うさぎ フレーベルの科学えほん 尾崎 豊秋 指導 フレーベル館 学習センター
489 うさぎ フレーベルの科学えほん 尾崎 豊秋 指導 フレーベル館 学習センター
489 うさぎ フレーベルの科学えほん 尾崎 豊秋 指導 フレーベル館 学習センター
489 うさぎ フレーベルの科学えほん 尾崎 豊秋 指導 フレーベル館 学習センター
489 うさぎ フレーベルの科学えほん 尾崎 豊秋 指導 フレーベル館 学習センター
489 ゆかいなちきゅうのなかまたち１ 創育しぜんの本 創育 学習センター
489 ゆかいなちきゅうのなかまたち３ 創育しぜんの本 創育 学習センター
489 ゆかいなちきゅうのなかまたち４ 創育しぜんの本 創育 学習センター
489 ゆかいなちきゅうのなかまたち５ 創育しぜんの本 創育 学習センター
489 ゆかいなちきゅうのなかまたち６ 創育しぜんの本 創育 学習センター
489 ゆかいなちきゅうのなかまたち７ 創育しぜんの本 創育 学習センター
489 ゆかいなちきゅうのなかまたち８ 創育しぜんの本 創育 学習センター
489 ゆかいなちきゅうのなかまたち１０ 創育しぜんの本 創育 学習センター
489 ゆかいなちきゅうのなかまたち１１ 創育しぜんの本 創育 学習センター
489 ムササビを飼う 自然科学シリーズ 小森 厚 著 小峰書店 学習センター
489 ゆかいなちきゅうのなかまたち２ 創育しぜんの本 創育 学習センター
489 ザリガニ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
489 ザリガニ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
489 ザリガニ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
489 ザリガニ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
489 ザリガニ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
489 ザリガニ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
489 ザリガニ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
489 ザリガニ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
489 ザリガニ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
489 ザリガニ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 あかね書房 学習センター
489 北の森にヒグマを追って 子ども科学図書館 青井 俊樹 文 大日本図書 学習センター
489 北の森にヒグマを追って 子ども科学図書館 青井 俊樹 文 大日本図書 学習センター
489 北の森にヒグマを追って 子ども科学図書館 青井 俊樹 文 大日本図書 学習センター
489 北の森にヒグマを追って 子ども科学図書館 青井 俊樹 文 大日本図書 学習センター
489 北の森にヒグマを追って 子ども科学図書館 青井 俊樹 文 大日本図書 学習センター
489 北の森にヒグマを追って 子ども科学図書館 青井 俊樹 文 大日本図書 学習センター
489 北の森にヒグマを追って 子ども科学図書館 青井俊樹 大日本図書 学習センター
489 北の森にヒグマを追って 子ども科学図書館 青井 俊樹 文 大日本図書 学習センター
489 北の森にヒグマを追って 子ども科学図書館 青井 俊樹 文 大日本図書 学習センター
489 はじめての発見２０ 重松 えり子 訳 リブリオ出版 学習センター
489 シートン動物記１ シートン 〔著〕 集英社 閉架
489 シートン動物記３ シートン 〔著〕 集英社 閉架
489 シートン動物記５ シートン 〔著〕 集英社 閉架
489 シートン動物記６ シートン 〔著〕 集英社 閉架
489 ぼくはぞうだ かがくのとも傑作集 五味 太郎 さく 福音館書店 学習センター
489 ねこさんこんにちは かがくのとも傑作集 沼野 正子 さく 福音館書店 学習センター
489 どうぶつえんのどうぶつあんない 福音館のかがくのほん 木村 しゅうじ え 福音館書店 学習センター
489 こいぬがうまれるよ かがくのほん ジョアンナ・コール 文 福音館書店 １年生教室
489 みぢかないきものみつけようそだてよう１１ ポプラ社 学習センター
489 はじめての飼育と栽培５うさぎ 生活科を創る会 編 小峰書店 学習センター
489 はじめての飼育と栽培６モルモット 生活科を創る会 編 小峰書店 学習センター
489 みぢかないのち・生活科のほん１ 鈴木出版 学習センター
489 ライオン はじめてであうどうぶつえほんナディヌ・ソーニエ ぶん 大日本図書 学習センター
489 キリン はじめてであうどうぶつえほんナディヌ・ソーニエ ぶん 大日本図書 学習センター
489 ウサギ はじめてであうどうぶつえほんナディヌ・ソーニエ ぶん 大日本図書 学習センター
489 パンダ はじめてであうどうぶつえほんナディヌ・ソーニエ ぶん 大日本図書 学習センター
489 ゾウ はじめてであうどうぶつえほんナディヌ・ソーニエ ぶん 大日本図書 学習センター
489 シマウマ はじめてであうどうぶつえほんナディヌ・ソーニエ ぶん 大日本図書 学習センター
489 リス はじめてであうどうぶつえほんナディヌ・ソーニエ ぶん 大日本図書 学習センター
489 カンガルー はじめてであうどうぶつえほんナディヌ・ソーニエ ぶん 大日本図書 学習センター
489 イルカ はじめてであうどうぶつえほんナディヌ・ソーニエ ぶん 大日本図書 学習センター
489 ふしぎいっぱいほ乳類 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ アレクサンドラ・パーソンズ 文 ブックローン出版 学習センター
489 ふしぎいっぱいネコの仲間 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ アレクサンドラ・パーソンズ 文 ブックローン出版 学習センター
489 ふしぎいっぱいイヌの仲間 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ メアリー・リング 文 ブックローン出版 学習センター
489 ふしぎいっぱいクマ Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ テレサ・グリーナウェイ 文 ブックローン出版 学習センター
489 ふしぎいっぱいコウモリ Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ フランク・グリーナウェイ 文 ブックローン出版 学習センター
489 ふしぎいっぱいサル Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ スコット・スティードマン 文 ブックローン出版 学習センター
489 こんにちは、ビーバー たくさんのふしぎ傑作集 佐藤　英治 著 福音館書店 学習センター
489 こいぬがうまれるよ 福音館のかがくのほん ジョアンナ・コール 著 ジェローム・ウェクスラー 写真 つぼい　いくみ 訳福音館書店 １年生教室
489 ゾウの森とポテトチップス 横塚眞己人　著 そうえん社 学習センター
489 ゾウの森とポテトチップス 横塚眞己人　著 そうえん社 学習センター
489 こいぬがうまれるよ 福音館　科学の本ｂ ジョアンナ・コール　文　つぼいいくみ　訳　　　ジェローム・ウェクスラー　写真　福音館書店 読セ（絵本）
489 らっこ だいすきしぜん　どうぶつ　2藤巻康年　指導 フレーベル館 学習センター
489 どうぶつ　 フレーベルの館の図鑑 無藤隆　装監修　今泉忠明　監修 フレーベル館 学習センター
489 モルモット・ハムスター かんさつ名人になろう！ 横山正　監修 ポプラ社 学習センター
489 WONDA　イヌ・ネコ ポプラディア大図鑑 ポプラ社 学習センター

489.8 北の馬と南の馬 前川貴行　写真・文 あかね書房 学習センター
489.95 さるのあかちゃん しぜんにタッチ！ さえぐさひろこ　文 ひさかたチャイルド 学習センター

490 ドクター・トミーのからだの本９ 田沢 梨枝子 絵 小峰書店 学習センター
490 総合学習こころとからだといのちの保健室１ 細谷 亮太 監修 あかね書房 学習センター
490 総合学習こころとからだといのちの保健室２ 細谷 亮太 監修 あかね書房 学習センター



490 やってみたい総合学習１０ 関口 シュン 絵 草土文化 学習センター
490 女の子のからだの絵本 こんにちは！からだとこころシリーズ北沢 杏子 文 アーニ出版 保健室
490 男の子のからだの絵本 こんにちは！からだとこころシリーズ北沢 杏子 文 アーニ出版 保健室
490 すぐに役だつ保健シリーズ１０ ポプラ社 学習センター
490 性教育の絵本 シルビア・シュナイダー 文 アーニ出版 学習センター
490 からだを知る本１２ 草土文化 学習センター
490 みんなの総合学習からだと健康５ 七尾 純 著 大日本図書 保健室
490 人体のふしぎ子どものなぜ？に答える科学の本 遊ブックス 江川 多喜雄 編著 いかだ社 学習センター
490 ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ第１巻 光村教育図書 保健室
490 ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ第２巻 光村教育図書 保健室
490 ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ第３巻 光村教育図書 保健室
490 ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ第４巻 光村教育図書 保健室
490 ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ第５巻 光村教育図書 保健室
490 マンガ大人も知らないからだの本 武藤芳照 学習研究社 学習センター
490 女の子 こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 保健室
490 あかちゃんはどこからきたの こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 智文庫
490 男の子 こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 智文庫
490 あなたがうまれるまで こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 智文庫
490 人とからだ 学研の図鑑 学研 智文庫
490 教科書がよくわかるからだシリーズ１ 学研 ６年生教室
490 教科書がよくわかるからだシリーズ１ 学研 ６年生教室
490 教科書がよくわかるからだシリーズ２ 学研 ６年生教室
490 教科書がよくわかるからだシリーズ２ 学研 ６年生教室
490 教科書がよくわかるからだシリーズ３ 学研 ６年生教室
490 教科書がよくわかるからだシリーズ４ 学研 ６年生教室
490 教科書がよくわかるからだシリーズ４ 学研 ６年生教室
490 からだと病気の本１ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 保健室
490 からだと病気の本１ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 ５年生教室
490 からだと病気の本３ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 ５年生教室
490 からだと病気の本３ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 保健室
490 からだと病気の本４ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 ５年生教室
490 からだと病気の本４ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 保健室
490 からだと病気の本５ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 ５年生教室
490 からだと病気の本５ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 保健室
490 からだと病気の本６ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 ５年生教室
490 からだと病気の本６ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 保健室
490 からだと病気の本７ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 ５年生教室
490 からだと病気の本７ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 保健室
490 からだと病気の本８ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 ５年生教室
490 からだと病気の本８ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 保健室
490 からだと病気の本９ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 ５年生教室
490 からだと病気の本９ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 保健室
490 男の子 こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 保健室
490 生きることと　愛すること こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 読書センター
490 あかちゃんはどこからきたの こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 学習センター
490 おとうさん こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 学習センター
490 からだと病気の本２ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 保健室
490 からだと病気の本２ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 ５年生教室
490 からだと病気の本１０ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 保健室
490 からだと病気の本１０ 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 学習センター
490 小学なぜなぜふしぎサイエンス１０ 学研絵とき科学シリーズ 学研 保健室
490 あなたがうまれるまで こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 学習センター
490 女の子と男の子の本１ 小形 桜子 〔ほか〕文 ポプラ社 読書センター
490 女の子と男の子の本３ 小形 桜子 〔ほか〕文 ポプラ社 読書センター
490 女の子と男の子の本４ 小形 桜子 〔ほか〕文 ポプラ社 保健室
490 きゅうきゅうばこ かがくのとも傑作集 山田 真 ぶん 福音館書店 学習センター
490 おかあさん こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 学習センター
490 おとうさん こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 学習センター
490 あいしあう動物たち こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 学習センター
490 あかちゃんはどこからきたの こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 保健室
490 男の子 こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 学習センター
490 生きることと　愛すること こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 保健室
490 あなたがうまれるまで こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 学習センター
490 女の子 こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著 岩崎書店 閉架
490 生きているわたし　体と心１ 学習に役立つビジュアルシリーズ 文研出版 学習センター
490 生きているわたし　体と心２ 学習に役立つビジュアルシリーズ 文研出版 学習センター
490 生きているわたし　体と心３ 学習に役立つビジュアルシリーズ 文研出版 学習センター
490 生きているわたし　体と心４ 学習に役立つビジュアルシリーズ 文研出版 学習センター
490 生きているわたし　体と心５ 学習に役立つビジュアルシリーズ 文研出版 学習センター
490 生きているわたし　体と心６ 学習に役立つビジュアルシリーズ 文研出版 学習センター
490 生きているわたし　体と心７ 学習に役立つビジュアルシリーズ 文研出版 学習センター
490 生きているわたし　体と心８ 学習に役立つビジュアルシリーズ 文研出版 学習センター
490 生きているわたし　体と心１０ 学習に役立つビジュアルシリーズ 文研出版 学習センター
490 生きているわたし　体と心９ 学習に役立つビジュアルシリーズ 文研出版 保健室
490 からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち 山本 直英 さく 童心社 読書センター
490 からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち 山本 直英 さく 童心社 読書センター
490 からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち 山本 直英 さく 童心社 読書センター
490 からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち 山本 直英 さく 童心社 学習センター
490 お日さまにおはよう 子どもの生活習慣を考える絵本　１高橋秀雄 ベースボール・マガジン社学習センター
490 幸運をよぶ朝ごはん 子どもの生活習慣を考える絵本　２最上一平 ベースボール・マガジン社学習センター
490 とまらない　やめられない 子どもの生活習慣を考える絵本　３高橋秀雄 ベースボール・マガジン社学習センター
490 今日はあそぼう！ 子どもの生活習慣を考える絵本　４最上一平 ベースボール・マガジン社学習センター
490 ヒトの親指はエライ！  ふしぎ・おもしろ・科学入門 山本省三  文喜多村武  絵 講談社 学習センター
491 かさぶたくん かがくのとも傑作集 やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 学習センター
491 かさぶたくん かがくのとも傑作集 やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 学習センター
491 かさぶたくん かがくのとも傑作集 やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 学習センター
491 かさぶたくん かがくのとも傑作集 やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 学習センター
491 すぐに役だつ保健シリーズ１ ポプラ社 学習センター
491 からだというふしぎな「機械」４ サラ・アングリス 著 小峰書店 学習センター
491 ＳＴＥＰＨＥＮ　ＢＩＥＳＴＹ’Ｓ人体透視図鑑 スティーブン・ビースティー 画 あすなろ書房 学習センター
491 やさしいからだのえほん１ せべ まさゆき 絵 学研 保健室
491 やさしいからだのえほん２ せべ まさゆき 絵 学研 保健室
491 やさしいからだのえほん３ せべ まさゆき 絵 学研 保健室
491 やさしいからだのえほん４ せべ まさゆき 絵 学研 保健室
491 やさしいからだのえほん５ せべ まさゆき 絵 学研 保健室
491 みんなの総合学習からだと健康 みんなの総合学習からだと健康七尾　純 著 大日本図書 保健室
491 みんなの総合学習からだと健康 みんなの総合学習からだと健康七尾　純 著 大日本図書 保健室
491 みんなの総合学習からだと健康 みんなの総合学習からだと健康七尾　純 著 大日本図書 保健室
491 みんなの総合学習からだと健康 みんなの総合学習からだと健康七尾　純 著 大日本図書 保健室
491 みんなの総合学習からだと健康 みんなの総合学習からだと健康七尾　純 著 大日本図書 保健室
491 足のうらをはかる ポプラ社の少年文庫 平沢 弥一郎 文 ポプラ社 学習センター
491 まんが驚異の小宇宙・人体　１ ひきの　真二 画 小学館 学習センター
491 まんが驚異の小宇宙・人体　２ ひきの　真二 画 小学館 学習センター
491 すばらしい人間のからだ１ アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版 学習センター
491 すばらしい人間のからだ２ アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版 学習センター
491 すばらしい人間のからだ３ アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版 学習センター
491 すばらしい人間のからだ４ アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版 学習センター
491 すばらしい人間のからだ５ アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版 学習センター
491 すばらしい人間のからだ６ アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版 学習センター
491 すばらしい人間のからだ７ アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版 学習センター
491 すばらしい人間のからだ８ アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版 学習センター
491 すばらしい人間のからだ９ アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版 学習センター
491 すばらしい人間のからだ10 アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版 学習センター
491 すばらしい人間のからだ11 アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版 学習センター
491 すばらしい人間のからだ12 アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版 学習センター
491 からだの大常識 これだけは知っておきたい　３山内　ススム 著 ポプラ社 読書センター
491 病気の大常識 これだけは知っておきたい　３９山内　ススム 著 ポプラ社 読書センター



491 すっきり　うんち からだのえほん 七尾 純 さく あかね書房 読セ（絵本）
491 はははのはなし かがくのとも傑作集 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 智文庫
491 はははのはなし かがくのとも傑作集 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 智文庫
491 てとゆび かがくのとも傑作集 堀内 誠一 ぶん・え 福音館書店 智文庫
491 ちのはなし かがくのとも傑作集 堀内 誠一 ぶんとえ 福音館書店 智文庫
491 ちのはなし かがくのとも傑作集 堀内 誠一 ぶんとえ 福音館書店 智文庫
491 はなのあなのはなし かがくのとも傑作集 やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 智文庫
491 あしのうらのはなし やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 智文庫
491 あしのうらのはなし やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 智文庫
491 おへそに　きいてごらん からだのえほん 七尾 純 さく あかね書房 学習センター
491 からだに　もしもし からだのえほん 七尾 純 さく あかね書房 学習センター
491 教科書がよくわかるからだシリーズ５ 学研 ６年生教室
491 教科書がよくわかるからだシリーズ５ 学研 学習センター
491 せなかをぴん からだのえほん 小林 まさこ さく あかね書房 学習センター
491 はじめての発見１７ 重松 えり子 訳 リブリオ出版 学習センター
491 おっぱいのひみつ かがくのとも傑作集 柳生 弦一郎 さく 福音館書店 学習センター
491 ちのはなし かがくのとも傑作集 堀内 誠一 ぶんとえ 福音館書店 学習センター
491 はなのあなのはなし かがくのとも傑作集 やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 学習センター
491 あしのうらのはなし かがくのとも傑作集 やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 学習センター
491 はははのはなし かがくのとも傑作集 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 学習センター
491 あせあせがんばれ しってるかなからだのふしぎ宮本 忠夫 作 童心社 ２年生教室
491 あるけばあるある しってるかなからだのふしぎ夏目 尚吾 作 童心社 学習センター
491 なみだがポロロン しってるかなからだのふしぎ篠崎 三朗 作 童心社 ２年生教室
491 モジャモジャくんとパラパラくん しってるかなからだのふしぎむかい ながまさ 作 童心社 ２年生教室
491 ちなんてへへんのへーんだ しってるかなからだのふしぎ福田 岩緒 作 童心社 ２年生教室
491 ぱくぱくもぐもぐじょうぶなは しってるかなからだのふしぎ藤本 四郎 作 童心社 ２年生教室
491 ぼくのきもちわかってね しってるかなからだのふしぎむかい ながまさ 作 童心社 ２年生教室
491 げんきなうんちくん しってるかなからだのふしぎ若山 憲 作 童心社 学習センター
491 みぢかなふしぎ絵本１ 横山 正 文 ポプラ社 閉架
491 実物大人体図鑑　１ 実物大人体図鑑 野口　賢司∥画 ベースボール・マガジン社学習センター
491 実物大人体図鑑　２ 実物大人体図鑑 野口　賢司∥画 ベースボール・マガジン社学習センター
491 実物大人体図鑑　３ 実物大人体図鑑 野口　賢司∥画 ベースボール・マガジン社学習センター
491 赤ちゃんはどこからくるの？ ドキドキワクワク性教育 井元ひろい　絵 平原史樹　監修 少年写真新聞社 保健室
491 大切なからだ・こころ ドキドキワクワク性教育 いがらしあや　絵 村瀬幸浩　監修 少年写真新聞社 保健室
491 女の子が大人になるとき ドキドキワクワク性教育 いがらしあや　絵 早乙女智子　監修 少年写真新聞社 保健室
491 男の子が大人になるとき ドキドキワクワク性教育 中村光宏　絵 岩室紳也　監修 少年写真新聞社 保健室
491 がんのひみつ 田川滋/漫画　橘悠紀/構成 学研パブリッシング//学研マーケティング保健室
491 人のからだ ジュニア学研の図鑑Ａセット志村隆　編 学研 学習センター
491 ドラえもん科学ワールドからだと生命の不思議 ビッグ・コロタン １２０ 藤子・Ｆ・不二雄  まんが　小学館ドラえもんルーム  編小学館 学習センター
492 覚えておこう応急手当 ビジュアル版　新体と健康シリーズ　加藤啓一　監著 少年写真新聞社 学習センター
492 食物アレルギーのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ113工藤ケン/漫画　オフィスhana/構成 学研 学習センター
493 カゼ・インフルエンザしくみ大図解１ 角田 史朗 著 汐文社 保健室
493 カゼ・インフルエンザしくみ大図解２ 角田 史朗 著 汐文社 保健室
493 早ね早おき朝ごはん　１ 早ね早おき朝ごはん はらだ　ゆうこ　著 汐文社 学習センター
493 早ね早おき朝ごはん　２ 早ね早おき朝ごはん はらだ　ゆうこ　著 汐文社 学習センター
493 早ね早おき朝ごはん　３ 早ね早おき朝ごはん はらだ　ゆうこ　著 汐文社 学習センター
493 知ろう！防ごう！インフルエンザ　１ 知ろう！防ごう！インフルエンザ 岩崎書店 保健室
493 知ろう！防ごう！インフルエンザ　２ 知ろう！防ごう！インフルエンザ 岩崎書店 保健室
493 知ろう！防ごう！インフルエンザ　３ 知ろう！防ごう！インフルエンザ 岩崎書店 保健室
493 びょうきのほん１ 福音館のかがくのほん 山田 真 文 福音館書店 学習センター
493 びょうきのほん２ 福音館のかがくのほん 山田 真 文 福音館書店 学習センター
493 びょうきのほん３ 福音館のかがくのほん 山田 真 文 福音館書店 学習センター
493 よかたい先生  水俣から世界を見続けた医師－原田正純 三枝三七子  文・絵 学研マーケティング 読書センター
493 よかたい先生  水俣から世界を見続けた医師－原田正純 三枝三七子  文・絵 学研マーケティング 読書センター
493 知って防ごう　かぜとインフルエンザ ビジュアル版　新からだと健康シリーズ岡部信彦　著 少年写真新聞社 学習センター
493 知って防ごう熱中症 ビジュアル版　新体と健康シリーズ田中英登　著 少年写真新聞社 学習センター
493 知って防ごう食中毒 ビジュアル版　新体と健康シリーズ甲斐　明美　著 少年写真新聞社 学習センター
494 知って防ごう有害紫外線 ビジュアル版　新体と健康シリーズ佐々木政子　著 少年写真新聞社 学習センター
495 赤ちゃんの誕生 ニコル・テイラー 著 あすなろ書房 学習センター
495 赤ちゃんの誕生 ニコル・テイラー 著 あすなろ書房 学習センター
495 赤ちゃんの誕生 ニコル・テイラー 著 あすなろ書房 学習センター
495 ちいさなあかちゃん、こんにちは！ リヒャルト・デ・レーウ マーイケ・シーガル　作 講談社 学習センター
495 ちいさなあかちゃん、こんにちは！ リヒャルト・デ・レーウ マーイケ・シーガル　作 講談社 学習センター
495 おへそのひみつ やぎゅうげんいちろう　さく 福音館書店 学習センター
495 赤ちゃんのはなし 福音館のかがくのほん マリー・ホール・エッツ ぶん・え 福音館書店 学習センター
496 なみだくんありがとう からだのえほん 小林 まさこ さく あかね書房 学習センター
497 はみがきだいすき かわりえ・えほん たけい しろう さく 国土社 5678組
497 むしばくん　だいすき？ からだのえほん 七尾 純 さく あかね書房 学習センター
497 歯と歯みがきのひみつ 学研パブリッシング//学研マーケティング学習センター
498 うんこダスマン うんこのえほん 村上 八千世 文 ほるぷ出版 学習センター
498 クイズで学ぶ！ＮＨＫためしてガッテン健康事典１ ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社 保健室
498 クイズで学ぶ！ＮＨＫためしてガッテン健康事典２ ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社 保健室
498 クイズで学ぶ！ＮＨＫためしてガッテン健康事典３ ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社 保健室
498 クイズで学ぶ！ＮＨＫためしてガッテン健康事典４ ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社 保健室
498 うんぴ・うんにょ・うんち・うんご 村上　八千世 著 ほるぷ出版 学習センター
498 うんこダスマン 村上　八千世 著 ほるぷ出版 学習センター
498 総合学習こころとからだといのちの保健室 細谷 亮太 監修 あかね書房 学習センター
498 地球のためにわたしたちにできること４ 環境教育実践シリーズ ポプラ社 学習センター

498.36 ぐっすりすいみん 健やかサポーター ぱすてる書房　編 織田敏夫　絵 ぱすてる書房 保健室
499 漢方のひみつ 佐藤守・構成　青木萌・作　おだぎみを・漫画 学習研究社 保健室
499 花粉症のひみつ もちつきかつみ/漫画　橘悠紀/構成 学習研究社 保健室
499 知っておきたい　くすりの正しい使い方 ビジュアル版　新体と健康シリーズ加藤哲太　著 少年写真新聞社 学習センター
499 ビタミン剤のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ112望月恭子/漫画　おぎのひとし/構成 学研 学習センター
499 薬剤師のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ・仕事のひみつ編４大石容子/まんが　WILLこども知育研究所/構成 学研プラス 学習センター
499 石けんのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ120宮原美香/漫画　オフィス・イディオム/構成 学研プラス 学習センター
500 飛行機・ロケット 学研の図鑑 学研 智文庫
500 機関車・電車 学研の図鑑 学研 智文庫
500 ロボット世界のサバイバル1 科学漫画サバイバルシリーズ)金政郁　文 朝日新聞出版 5678組
500 ロボット世界のサバイバル2 科学漫画サバイバルシリーズ金政郁　文 朝日新聞出版 5678組
500 ロボット世界のサバイバル3 科学漫画サバイバルシリーズ金政郁　文 朝日新聞出版 5678組
500 これでわかった！いろんなモノのできるまで コスモピア　著 メイツ出版 学習センター
501 １　太陽光・風力発電 見学！自然エネルギー大図鑑　１飯田哲也　監修 偕成社 学習センター
501 ２　地熱・小水力・発電　ほか 見学！自然エネルギー大図鑑　２飯田哲也　監修 偕成社 学習センター
501 ３　バイオマス・温度差発電　ほか 見学！自然エネルギー大図鑑　３飯田哲也　監修 偕成社 学習センター
501 知ろう！再生可能エネルギー 馬上丈司　著 少年写真新聞社 学習センター
501 今こそ考えよう！エネルギーの危機 第１巻 小椋正己  著　藤野純一  総監修 文溪堂 学習センター
501 今こそ考えよう！エネルギーの危機 第２巻 小宮山涼一  著　藤野純一  総監修 文溪堂 学習センター
501 今こそ考えよう！エネルギーの危機 第３巻 櫻井啓一郎  著　牛山泉  著　藤野純一  総監修 文溪堂 学習センター
501 今こそ考えよう！エネルギーの危機 第４巻 木下健  著　坂西欣也  著　藤野純一  総監修 文溪堂 学習センター
501 今こそ考えよう！エネルギーの危機 第５巻 藤野純一  著　藤野純一  総監修 文溪堂 学習センター
507 くまくんのがらくたあそび つくろうあそぼう きむら ゆういち 作・構成 ポプラ社 学習センター
507 調べてわかる身のまわりのモノのふしぎ第１巻 中村 智彦 監修 文研出版 学習センター
507 調べてわかる身のまわりのモノのふしぎ第３巻 中村 智彦 監修 文研出版 学習センター
507 調べてわかる身のまわりのモノのふしぎ第４巻 中村 智彦 監修 文研出版 学習センター
507 調べてわかる身のまわりのモノのふしぎ第２巻 中村 智彦 監修 文研出版 学習センター
507 発明・発見の大常識 これだけは知っておきたい　１８青木　一平 著 ポプラ社 読セ（30周年）
507 どうぐがじょうずにつかえる本２ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本３ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本４ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本５ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本６ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本７ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本９ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本１０ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本８ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本１ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本２ ポプラ社 １年生教室



507 どうぐがじょうずにつかえる本３ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本４ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本６ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本７ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本９ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本１０ ポプラ社 １年生教室
507 どうぐがじょうずにつかえる本８ ポプラ社 １年生教室
507 生活科まちをたんけんしよう９ ポプラ社 学習センター
507 きせつの行事あそび＆うた・おり紙 プレｎｅｏ　ｂｏｏｋｓ 小学館 学習センター
507 発明図鑑  世界をかえた１００のひらめき！ トレーシー・ターナー  文アンドレア・ミルズ  文 主婦の友社 学習センター
508 子どもに伝えたい和の技術 子どもに伝えたい和の技術和の技術を知る会 著 文渓堂 学習センター
508 子どもに伝えたい和の技術　２ 子どもに伝えたい和の技術和の技術を知る会 著 文渓堂 学習センター
508 子どもに伝えたい和の技術　３ 子どもに伝えたい和の技術和の技術を知る会 著 文渓堂 学習センター
508 子どもに伝えたい和の技術　４ 子どもに伝えたい和の技術和の技術を知る会 著 文渓堂 学習センター
508 子どもに伝えたい和の技術　５ 子どもに伝えたい和の技術和の技術を知る会 著 文渓堂 学習センター
508 子どもに伝えたい和の技術　６ 子どもに伝えたい和の技術和の技術を知る会 著 文渓堂 学習センター
509 地図と絵でみる世界の工業・資源 地図と絵でみる世界 ポプラ社 学習センター
509 地図と絵でみる世界の伝統産業・軽工業 地図と絵でみる世界 ポプラ社 学習センター
509 みんなの調べ学習６ ポプラ社 学習センター
510 海をわたり夢をかなえた土木技術者たち 土木の絵本 おがた ひでき 文・編集 全国建設研修センター 学習センター
510 おやとい外国人とよばれた人たち 土木の絵本 かこ さとし 画・構成 全国建設研修センター 学習センター
510 人をたすけ国をつくったお坊さんたち 土木の絵本 おがたひでき　文　かこさとし　画 全国建設研修センター 学習センター
510 近代土木の夜明け 土木の絵本 おがたひでき・文　かこさとし・画 全国建設研修センター 学習センター
514 道づくりのひみつ 中尾雄吉/漫画　橘悠紀/構成 学習研究社 学習センター
515 橋をかける 日本の科学・技術史ものがたり大竹 三郎 著 大日本図書 学習センター
517 川の総合学習　１ 川の総合学習 岡崎　務　著 ポプラ社 学習センター
517 川の総合学習　２ 川の総合学習 岡崎　務　著 ポプラ社 学習センター
517 川の総合学習　３ 川の総合学習 岡崎　務　著 ポプラ社 学習センター
517 森は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 道は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 道は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
517 みんなの調べ学習３ ポプラ社 学習センター
517 森は生きている 富山和子 講談社 学習センター
518 総合的な学習３・４年生まちの探検隊２ ポプラ社 学習センター
518 だれでもできる生ごみ堆肥化大作戦 有機農産物普及・堆肥化推進協会 編 合同出版 学習センター
518 だれでもできるミミズで生ごみリサイクル メアリー・アッペルホフ 著 合同出版 学習センター
518 だれでもできるごみダイエット 崎田 裕子 著 合同出版 学習センター
518 だれでもできるデポジット デポジット法制定全国ネットワーク〈デポネット〉 編 合同出版 学習センター
518 だれでもできるベランダ太陽光発電 自然エネルギー推進市民フォーラム 編 合同出版 学習センター
518 だれでもできるやさしい水のしらべかた 河辺 昌子 著 合同出版 学習センター
518 やさしくできる手作り石けん入門 アン・ブラムソン 著 合同出版 学習センター
518 これでわかるごみ問題Ｑ＆Ａ 熊本 一規 著 合同出版 学習センター
518 みんなでつくるビオトープ入門 合同出版 学習センター
518 「いい環境」をハイテクでつくる１ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 学習センター
518 「いい環境」をハイテクでつくる２ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 学習センター
518 「いい環境」をハイテクでつくる４ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 学習センター
518 「いい環境」をハイテクでつくる５ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 学習センター
518 「いい環境」をハイテクでつくる１ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 学習センター
518 「いい環境」をハイテクでつくる２ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 学習センター
518 「いい環境」をハイテクでつくる３ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 学習センター
518 「いい環境」をハイテクでつくる４ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 学習センター
518 「いい環境」をハイテクでつくる５ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 学習センター
518 まちの施設たんけん　７　ごみ処理場・リサイクルセンター まちの施設たんけん 林　義人 著 小峰書店 学習センター
518 まちの施設たんけん　８　水道・下水道 まちの施設たんけん 林　義人 著 小峰書店 学習センター
518 ごみとリサイクル ポプラディア情報館 ポプラ社 学習センター
518 地球のためにわたしたちにできること２ 環境教育実践シリーズ ポプラ社 学習センター
518 地球のためにわたしたちにできること３ 環境教育実践シリーズ ポプラ社 学習センター
518 地球のためにわたしたちにできること３ 環境教育実践シリーズ ポプラ社 学習センター
518 地球のためにわたしたちにできること２ 環境教育実践シリーズ ポプラ社 学習センター
518 みんなの調べ学習２ ポプラ社 学習センター
518 仕事場がよくわかる！社会科見学　６ 仕事場がよくわかる！社会科見学 ポプラ社 学習センター
518 仕事場がよくわかる！社会科見学　７ 仕事場がよくわかる！社会科見学 ポプラ社 学習センター
518 土はいのちのみなもと　生ゴミはよみがえる 菅野芳秀　著　長谷川健郎　写真 講談社 学習センター
518 下水道のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ117ひろゆうこ/漫画　YHB編集企画/構成 学研プラス 学習センター
519 だれでもできる地球を守る３Ｒ大作戦 山本 耕平 著 合同出版 学習センター
519 エコアップ大作戦１ 環境学習シリーズ 寺本 潔 著 大日本図書 学習センター
519 エコアップ大作戦２ 環境学習シリーズ 寺本 潔 著 大日本図書 学習センター
519 エコアップ大作戦３ 環境学習シリーズ 寺本 潔 著 大日本図書 学習センター
519 総合的な学習にやくだつＮＨＫにっぽん川紀行４ ポプラ社 学習センター
519 写真とデータで考える２１世紀の地球環境２ 総合学習に役立つシリーズ山極 隆 日本語版監修 文渓堂 学習センター
519 写真とデータで考える２１世紀の地球環境３ 総合学習に役立つシリーズ山極 隆 日本語版監修 文渓堂 学習センター
519 写真とデータで考える２１世紀の地球環境４ 総合学習に役立つシリーズ山極 隆 日本語版監修 文渓堂 学習センター
519 写真とデータで考える２１世紀の地球環境６ 総合学習に役立つシリーズ山極 隆 日本語版監修 文渓堂 学習センター
519 写真とデータで考える２１世紀の地球環境７ 総合学習に役立つシリーズ山極 隆 日本語版監修 文渓堂 学習センター
519 写真とデータで考える２１世紀の地球環境８ 総合学習に役立つシリーズ山極 隆 日本語版監修 文渓堂 学習センター
519 写真とデータで考える２１世紀の地球環境５ 総合学習に役立つシリーズ山極 隆 日本語版監修 文渓堂 学習センター
519 マンガで見る環境白書 財務省印刷局 学習センター
519 マンガで見る環境白書Ⅲ 大蔵省印刷局 学習センター
519 マンガで見る環境白書Ⅴ 大蔵省印刷局 学習センター
519 マンガで見る環境白書Ⅳ 大蔵省印刷局 学習センター
519 マンガで見る環境白書Ⅵ 大蔵省印刷局 学習センター
519 マンガで見る環境白書Ⅷ 財務省印刷局 学習センター
519 森と環境 森の総合学習 七尾純　著 あかね書房 学習センター
519 リサイクルと環境問題 みんなでできるリサイクル 本多淳裕　監修 学習研究社 学習センター
519 最先端のリサイクル技術 みんなでできるリサイクル 本多淳裕　監修 学習研究社 学習センター
519 学校に広がるリサイクル みんなでできるリサイクル 本多淳裕　監修 学習研究社 学習センター
519 地域でがんばるリサイクル みんなでできるリサイクル 本多淳裕　監修 学習研究社 学習センター
519 宇宙からみた地球環境 宇宙航空研究開発機構 大月書店 学習センター
519 地球環境のひみつ 学研まんがひみつシリーズ 学研 学習センター
519 川や海で調べよう すぐできる環境調査 学習研究社 学習センター
519 地球ＳＯＳ図鑑 ＰＨＰ研究所 学習センター
519 もったいないからはじめよう！　１ もったいないからはじめよう！Ｌａ　ＺＯＯ　著 学習研究社 学習センター
519 もったいないからはじめよう！　２ もったいないからはじめよう！Ｌａ　ＺＯＯ　著 学習研究社 学習センター
519 もったいないからはじめよう！　３ もったいないからはじめよう！Ｌａ　ＺＯＯ　著 学習研究社 学習センター
519 もったいないからはじめよう！　４ もったいないからはじめよう！Ｌａ　ＺＯＯ　著 学習研究社 学習センター
519 もったいないからはじめよう！　５ もったいないからはじめよう！Ｌａ　ＺＯＯ　著 学習研究社 学習センター
519 もったいないからはじめよう！　６ もったいないからはじめよう！Ｌａ　ＺＯＯ　著 学習研究社 学習センター
519 地球環境はみんなで守る 国際社会のルール 北山雅昭　著 旬報社 学習センター
519 ストップ！地球温暖化私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　１松井　京子 著 金の星社 学習センター
519 ごみ問題・森林破壊私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　２永山　多恵子 著 金の星社 学習センター
519 大気・水を汚さないために私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　３水迫　尚子 著 金の星社 学習センター
519 学校ではじめるエコ活動私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　４灰崎　武浩 著 金の星社 学習センター
519 家庭ではじめるエコ活動私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　５竹内　聖子 著 金の星社 学習センター
519 ごみはいかせる！へらせる！　１ ごみはいかせる！へらせる！ 岩崎書店 学習センター
519 ごみはいかせる！へらせる！　２ ごみはいかせる！へらせる！ 岩崎書店 学習センター
519 ごみはいかせる！へらせる！　３ ごみはいかせる！へらせる！ 岩崎書店 学習センター



519 エコＱ＆Ａ１００　５ エコＱ＆Ａ１００ 佐々木　ときわ 写真 ポプラ社 学習センター
519 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　１ 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題稲葉　茂勝 訳 さえら書房 学習センター
519 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　２ 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題稲葉　茂勝 訳 さえら書房 学習センター
519 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　３ 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題稲葉　茂勝 訳 さえら書房 学習センター
519 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　４ 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題稲葉　茂勝 訳 さえら書房 学習センター
519 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　５ 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題稲葉　茂勝 訳 さえら書房 学習センター
519 みんなができる地球にいいこと！ eco impact!プロジェクト事務局 宣伝会議 読書センター
519 ほいくえんのひっこし しゃかいの絵本 よしむら あかしこ ・ぶん ポプラ社 智文庫
519 やさしい図解・地球があぶない１ トニー・ヘアー 文 偕成社 閉架
519 やさしい図解・地球があぶない２ トニー・ヘアー 文 偕成社 閉架
519 やさしい図解・地球があぶない３ トニー・ヘアー 文 偕成社 閉架
519 やさしい図解・地球があぶない６ トニー・ヘアー 文 偕成社 閉架
519 やさしい図解・地球があぶない７ トニー・ヘアー 文 偕成社 閉架
519 やさしい図解・地球があぶない８ トニー・ヘアー 文 偕成社 閉架
519 社会のしくみとルール８ 平見 修二 著 文研出版 学習センター
519 地球のためにわたしたちにできること５ 環境教育実践シリーズ ポプラ社 学習センター
519 地球のためにわたしたちにできること７ 環境教育実践シリーズ ポプラ社 学習センター
519 地球のためにわたしたちにできること１ 環境教育実践シリーズ ポプラ社 学習センター
519 地球のためにわたしたちにできること５ 環境教育実践シリーズ ポプラ社 学習センター
519 わたしたちの地球を守ろう２ 小田 英智 訳・解説 偕成社 学習センター
519 わたしたちの地球を守ろう４ 小田 英智 訳・解説 偕成社 学習センター
519 わたしたちの地球を守ろう５ 小田 英智 訳・解説 偕成社 学習センター
519 わたしたちの地球を守ろう６ 小田 英智 訳・解説 偕成社 学習センター
519 わたしたちの地球を守ろう８ 小田 英智 訳・解説 偕成社 学習センター
519 みんなで考える地球環境シリーズ１ 金の星社 学習センター
519 みんなで考える地球環境シリーズ２ 金の星社 学習センター
519 みんなで考える地球環境シリーズ３ 金の星社 学習センター
519 みんなで考える地球環境シリーズ４ 金の星社 学習センター
519 みんなで考える地球環境シリーズ５ 金の星社 学習センター
519 これはたいへん！ゴミの話１ 平見 修二 文 文研出版 学習センター
519 これはたいへん！ゴミの話３ 平見 修二 文 文研出版 学習センター
519 これはたいへん！ゴミの話４ 平見 修二 文 文研出版 学習センター
519 これはたいへん！ゴミの話７ 平見 修二 文 文研出版 学習センター
519 これはたいへん！ゴミの話８ 平見 修二 文 文研出版 学習センター
519 いま、地球になにがおこっているの？２ 文研出版 学習センター
519 いま、地球になにがおこっているの？３ 文研出版 学習センター
519 いま、地球になにがおこっているの？５ 文研出版 学習センター
519 これはたいへん！ゴミの話６ 平見 修二 文 文研出版 学習センター
519 いま、地球になにがおこっているの？６ 文研出版 学習センター
519 わたしにもできるリサイクル１ 学研 学習センター
519 わたしにもできるリサイクル２ 学研 学習センター
519 わたしにもできるリサイクル４ 学研 学習センター
519 わたしにもできるリサイクル３ 学研 学習センター
519 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝　著作・編集 ポプラ社 学習センター
519 永遠に捨てない服が着たい 今関　信子　著 汐文社 学習センター
519 永遠に捨てない服が着たい 今関　信子　著 汐文社 学習センター
519 マンガ　地球を救う大変革 比嘉　照夫 サンマーク出版 学習センター
519 EMで生ゴミを活かす 比嘉照夫 サンマーク出版 学習センター
519 重曹・酢・EMでエコ家事ライフ ユーイーピー　編 永岡書店 学習センター
519 ストップ！地球温暖化私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　１松井　京子，竹内　聖子 著 金の星社 学習センター
519 ごみ問題・森林破壊私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　２永山　多恵子 著 金の星社 学習センター
519 大気・水を汚さないために私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　３水迫　尚子 著 金の星社 学習センター
519 学校ではじめるエコ活動私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　４灰崎　武浩 著 金の星社 学習センター
519 家庭ではじめるエコ活動私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　５竹内　聖子 著 金の星社 学習センター
524 あなたのいえわたしのいえ かがくのとも傑作集 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 智文庫
524 あなたのいえわたしのいえ かがくのとも傑作集 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 智文庫
524 あなたのいえわたしのいえ かがくのとも傑作集 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 学習センター
526 自転車駐車場のひみつ 鳥飼　規世　漫画 学習研究社 学習センター
527 住まいのひみつ 篠木絹枝　構成 学研 学習センター
527 住まいのひみつ 篠木絹枝　構成 学研 学習センター
527 ぼくのおうち しゃかいの絵本 よこたに てる ・ぶん ポプラ社 智文庫
527 まちづくりのひみつ ひろゆうこ/漫画　橘悠紀/構成 学習研究社 学習センター
527 再発見！くらしのなかの伝統文化　３ 再発見！くらしのなかの伝統文化 ポプラ社 学習センター
528 トイレのひみつ 橘悠紀　構成 学研 学習センター
530 はたらくじどうしゃ フォト絵本 小学館 学習センター
530 宇宙探査機・ロケット 最先端ビジュアル百科「モノ」の仕組み図鑑　１スティーブ・パーカー 著 ゆまに書房 学習センター
530 自動車・バイク 最先端ビジュアル百科「モノ」の仕組み図鑑　２スティーブ・パーカー 著 ゆまに書房 学習センター
530 デジタル機器 最先端ビジュアル百科「モノ」の仕組み図鑑　３スティーブ・パーカー 著 ゆまに書房 学習センター
530 乗りもの 学習研究社　編 学習研究社 学習センター
530 ソーラーカーで未来を走る くもんジュニアサイエンス 木村英樹　著 くもん出版 学習センター
530 はたらくロボットのひみつ 学研　まんがでよくわかるシリーズ100大岩ピュン/漫画　オフィス・イディオム/構成 学研 学習センター
530 ３Ｄプリンターのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ101大岩ピュン／漫画　オフィス・イディオム／構成 学研 学習センター
531 まちではたらくじどうしゃ のりものえほん 関口 猪一郎 ぶん・え 小峰書店 読セ（絵本）
531 どうぐ かがくのとも傑作集 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 智文庫
531 どうぐ かがくのとも傑作集 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 智文庫
531 どうぐ かがくのとも傑作集 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 学習センター
531 どうぐ かがくのえほん 加古里子　ぶん・え 瑞雲舎 学習センター
532 ベアリングのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ118田中久志/漫画　YHB編集企画/構成 学研プラス 学習センター
534 ポンプのひみつ おぎのひとし/漫画　ＹＨＢ編集企画/構成 学習研究社 学習センター
534 きれいな空気のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ110出口由美子/漫画　橘悠紀/構成 学研 学習センター
535 デジタルカメラのひみつ 漫画/鳥飼規世　構成/橘悠紀 学習研究社 学習センター
536 エレベーター・エスカレーターのひみつ おぎのひとし 学研 学習センター
536 乗りものの大常識 これだけは知っておきたい　１７山内　ススム 著 ポプラ社 読セ（30周年）
536 ぼくのじてんしゃ しゃかいの絵本 にしな ことじ ・ぶん ポプラ社 智文庫
537 はたらくじどうしゃ１ 海老原 美宜男 監修 国土社 学習センター
537 はたらくじどうしゃ２ 海老原 美宜男 監修 国土社 学習センター
537 はたらくじどうしゃ３ 海老原 美宜男 監修 国土社 学習センター
537 はたらくじどうしゃ５ 海老原 美宜男 監修 国土社 学習センター
537 あつまれサイレンカー 小学館の保育絵本 小学館 学習センター
537 はたらく自動車ずかん のりもの写真えほん 高島鎮雄　監修 成美堂出版 学習センター
537 燃料電池車のひみつ 御堀直嗣　監修 学研 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　１ はたらくじどう車スーパーずかん小賀野　実 写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　２ はたらくじどう車スーパーずかん小賀野　実 写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　３ はたらくじどう車スーパーずかん小賀野　実 写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　４ はたらくじどう車スーパーずかん小賀野　実 写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　５ はたらくじどう車スーパーずかん小賀野　実 写真 ポプラ社 学習センター
537 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業５ 飯島 博 著 ポプラ社 学習センター
537 くらべてみよう！はたらくじどう車　１ くらべてみよう！はたらくじどう車市瀬　義雄∥写真 金の星社 学習センター
537 くらべてみよう！はたらくじどう車　２ くらべてみよう！はたらくじどう車市瀬　義雄∥写真 金の星社 学習センター
537 くらべてみよう！はたらくじどう車　３ くらべてみよう！はたらくじどう車市瀬　義雄∥写真 金の星社 学習センター
537 くらべてみよう！はたらくじどう車　４ くらべてみよう！はたらくじどう車市瀬　義雄∥写真 金の星社 学習センター
537 くらべてみよう！はたらくじどう車　５ くらべてみよう！はたらくじどう車市瀬　義雄∥写真 金の星社 学習センター
537 人びとをまもるのりもののしくみ こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 学習センター
537 人びとをまもるのりもののしくみ こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 学習センター
537 人びとをまもるのりもののしくみ こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 学習センター
537 はたらく自動車ずかん 高島鎮雄　監修 成美堂出版 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　１　　しょうぼう車 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　２　　パトロールカー・きゅうきゅう車 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　３　　ブルドーザー・パワーショベル 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　４　　バス・トラック 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　５　　せいそう車・いどうとしょかん車 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　１　　しょうぼう車 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　２　　パトロールカー・きゅうきゅう車 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　３　　ブルドーザー・パワーショベル 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　４　　バス・トラック 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　５　　せいそう車・いどうとしょかん車 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　１　　しょうぼう車 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター



537 はたらくじどう車スーパーずかん　２　　パトロールカー・きゅうきゅう車 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　３　　ブルドーザー・パワーショベル 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　４　　バス・トラック 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　５　　せいそう車・いどうとしょかん車 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　１　　しょうぼう車 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　２　　パトロールカー・きゅうきゅう車 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　３　　ブルドーザー・パワーショベル 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　４　　バス・トラック 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらくじどう車スーパーずかん　５　　せいそう車・いどうとしょかん車 小賀野実  監修・写真 ポプラ社 学習センター
537 はたらく自動車カード くもん出版　編 くもん出版 学習センター
537 はたらく自動車カード くもん出版　編 くもん出版 学習センター
537 はたらく自動車カード くもん出版　編 くもん出版 学習センター
537 はたらく自動車カード くもん出版　編 くもん出版 学習センター
537 はたらく自動車カード くもん出版　編 くもん出版 学習センター
537 はたらく自動車カード くもん出版　編 くもん出版 学習センター
537 はたらく自動車カード くもん出版　編 くもん出版 学習センター
537 はたらく自動車カード くもん出版　編 くもん出版 学習センター
537 電気で走るクルマのひみつ～EV・PHV～ 学研まんがでよくわかるシリーズ106もちつきかつみ・漫画　橘悠紀・構成 学研 学習センター
537 しょうぼう車 よみきかせのりものしゃしんえほん五味零　作 市瀬義雄　写真 岩崎書店 学習センター
537 バス よみきかせのりものしゃしんえほん五味零　作 市瀬義雄　写真 岩崎書店 学習センター
537 せいそう車 よみきかせのりものしゃしんえほん五味零　作 市瀬義雄　写真 岩崎書店 学習センター
537 こうじ車りょう よみきかせのりものしゃしんえほん五味零　作 市瀬義雄　写真 岩崎書店 学習センター
537 はたらくじどう車　１ はたらくじどう車 小峰書店編集部 編 小峰書店 学習センター
537 はたらくじどう車　２ はたらくじどう車 小峰書店編集部 編 小峰書店 学習センター
537 はたらくじどう車　３ はたらくじどう車 小峰書店編集部 編 小峰書店 学習センター
537 はたらくじどう車　４ はたらくじどう車 小峰書店編集部 編 小峰書店 学習センター
537 はたらくじどう車　５ はたらくじどう車 小峰書店編集部 編 小峰書店 学習センター
537 はたらくじどう車　６ はたらくじどう車 小峰書店編集部 編 小峰書店 学習センター
537 未来の車のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ109おぎのひとし/漫画　オフィス・イディオム/構成 学研 学習センター
538 ライト兄弟はなぜ飛べたのか やさしい科学 土佐 幸子 著 さ・え・ら書房 学習センター
538 人工衛星のひみつ 出口由美子・漫画　入澤宣幸・構成 学習研究社 学習センター
538 宇宙をみたよ 松田　素子 著 偕成社 学習センター

538.94 おかえりなさいはやぶさ 吉川真　監修 講談社 学習センター
540 電池のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ関口　たか広 学習研究社 学習センター
540 よくわかる再生可能エネルギー  地球と人にやさしい発電＆節電＆省エネ社会 矢沢サイエンスオフィス  編著 学研マーケティング 学習センター
543 エネルギーのひみつ おがた　たかはる　漫画 学習研究社 学習センター
543 燃料電池のひみつ たまだ　まさお　漫画 学習研究社 学習センター
543 太陽電池のひみつ もちつき　かつみ　漫画 学習研究社 学習センター
545 ＬＥＤのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ108谷豊/漫画　オフィス・イディオム/構成 学研 学習センター
546 鉄道の大常識 これだけは知っておきたい　３７梅原　淳 著 ポプラ社 読セ（30周年）
546 はこねのやまのとざんでんしゃ かがくのとも傑作集 横溝 英一 さく 福音館書店 学習センター
547 インターネットのひみつ 坂元 章 監修 学習研究社 学習センター
548 ロボットのはなし 人間の知恵 雀部 晶 著 さ・え・ら書房 学習センター
548 日本の職人さん１０ ポプラ社 学習センター
548 ロボットの大常識 これだけは知っておきたい　４０小林　雅子 著 ポプラ社 読書センター
548 コンピュータのひみつ 学研　まんがでよくわかるシリーズ99ひろゆうこ/漫画　橘悠紀/構成 学研 学習センター
556 ふね よみきかせのりものしゃしんえほん五味零　作 市瀬義雄　写真 岩崎書店 学習センター
561 天然ガス開発のひみつ 山口育孝/漫画　橘悠紀/構成 学習研究社 学習センター
571 化学ひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ104おがたたかはる・漫画　橘悠紀・構成 学研 学習センター
573 こっぷ かがくのとも傑作集 谷川 俊太郎 文 福音館書店 智文庫
573 こっぷ かがくのとも傑作集 谷川 俊太郎 文 福音館書店 智文庫
573 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業４ 飯島 博 著 ポプラ社 学習センター
575 未来からの宿題 藤岡照也/漫画 学習センター
576 みんなでためす洗剤と水汚染 合成洗剤研究会 編 合同出版 学習センター
580 タイヤのひみつ 大石容子・漫画　橘悠紀・構成 学習研究社 読書センター
580 香料のひみつ 漫画/ひろゆうこ　構成/入澤宣幸 学習研究社 学習センター
582 レジのひみつ 学研　まんがでよくわかるシリーズ　95漫画/おがたたかはる　構成/望月恭子 学研 学習センター
583 森とくらし 森の総合学習 七尾純　著 あかね書房 学習センター
585 紙のひみつ おぎのひとし　漫画 学研 学習センター
585 段ボールのひみつ 粟生こずえ 学研 学習センター
585 紙すきの村 しゃかいの絵本 にしな ことじ ・ぶん ポプラ社 智文庫
586 学生服のひみつ 橘悠紀　構成 学研 学習センター
586 化学せんいのちから まんが社会見学シリーズ４ 森脇葵/まんが　鈴木俊行/構成 講談社ビーシー 学習センター
588 サイダーのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ田中　久志 学習研究社 学習センター
588 日本茶のひみつ 青木萌　作／文 学研 学習センター
588 乳酸菌のひみつ 望月恭子　構成 学研 閉架
588 コーヒーのひみつ 青木萌　作／文 学研 学習センター
588 大豆のひみつ 橘悠紀　構成 学研 学習センター
588 ハム・ソーセージのひみつ 青木萌　作／文 学研 学習センター
588 野菜ジュースのひみつ 橘悠紀 学研 学習センター
588 餃子のひみつ 佐藤守・作／文　青木萌・漫画 学習研究社 学習センター
588 冷凍食品のひみつ おぎのひとし・漫画 学習研究社 読書センター
588 お米のひみつ やさしい科学 小竹 千香子 著 さ・え・ら書房 学習センター
588 お米のひみつ やさしい科学 小竹 千香子 著 さ・え・ら書房 学習センター
588 お米のひみつ やさしい科学 小竹 千香子 著 さ・え・ら書房 学習センター
588 お米のひみつ やさしい科学 小竹 千香子 著 さ・え・ら書房 学習センター
588 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業９ 飯島 博 著 ポプラ社 学習センター
588 お米のひみつ やさしい科学 小竹 千香子 著 さ・え・ら書房 学習センター
588 かんづめのひみつ まんがでよくわかるシリーズ佐藤守・構成　鶴川たくじ・作/文　田川滋・漫画 学習研究社 学習センター
588 めんのひみつ 吉野恵美子/漫画　オフィス・イディオム/構成 学習研究社 学習センター
588 アイスクリームのひみつ 宮原美香/漫画　オフィス・イディオム/構成 学研パブリッシング//学研マーケティング学習センター
588 仕事場がよくわかる！社会科見学　３ 仕事場がよくわかる！社会科見学 ポプラ社 学習センター
588 プルーンのひみつ 学研　まんがでよくわかるシリーズ　91工藤ケン/漫画　YHB編集企画/構成 学研 学習センター
588 大研究！ガムってすごい！ まんが社会見学シリーズ8 兎谷しぇぱこ/漫画　鈴木俊行/構成 講談社 学習センター
588 大研究！チョコレートって楽しい！ まんが社会見学シリーズ９ 小川京美／漫画　鈴木俊行／構成 講談社 学習センター
588 氷のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ１０７大岩ピュン/漫画　入澤宣幸/構成 学研 学習センター
588 大研究！すごいぞ！インスタントラーメン まんが　社会見学シリーズ11月路よなぎ/まんが　　鈴木俊行/構成 講談社 学習センター
588 讃岐うどんのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ119山口育孝/漫画　入澤宣幸/構成 学研プラス 学習センター

588.36 和菓子の絵事典 俵屋吉富，ギルドハウス京菓子京菓子資料館　監修ＰＨＰ研究所 学習センター
589 ペットフードのひみつ 鵺　りつき　漫画 学習研究社 学習センター
589 ファスナーのひみつ たまだまさお/漫画　オフィス・イディオム/構成 学研 学習センター
590 世界の料理いただきまーす。ロシア・モンゴル 尾崎 曜子 編＋絵 アリス館 学習センター
590 世界の料理いただきまーす。中国・韓国 尾崎 曜子 編＋絵 アリス館 学習センター
590 世界の料理いただきまーす。タイ・インド 尾崎 曜子 編＋絵 アリス館 学習センター
590 世界の料理いただきまーす。ドイツ・フランス 尾崎 曜子 編＋絵 アリス館 学習センター
590 ２１世紀版できるまで科学館１ 山田 卓三 監修 河出書房新社 学習センター
590 ２１世紀版できるまで科学館３ 山田 卓三 監修 河出書房新社 学習センター
590 ２１世紀版できるまで科学館４ 山田 卓三 監修 河出書房新社 学習センター
590 ２１世紀版できるまで科学館５ 山田 卓三 監修 河出書房新社 学習センター
590 家庭用殺虫剤のひみつ 佐藤守 学研 学習センター
590 生活図鑑 おち　とよこ　著 福音館書店 学習センター
590 かんたんかわいい手芸・工作　１ かんたんかわいい手芸・工作シゲ　トモコ 著 岩崎書店 学習センター
590 かんたんかわいい手芸・工作　２ かんたんかわいい手芸・工作シゲ　トモコ 著 岩崎書店 学習センター
590 かんたんかわいい手芸・工作　３ かんたんかわいい手芸・工作シゲ　トモコ 著 岩崎書店 学習センター
590 おかあさんの一日 しゃかいの絵本 まどころ ひさこ ・ぶん ポプラ社 智文庫
590 地球のためにわたしたちにできること４ 環境教育実践シリーズ ポプラ社 学習センター
590 せいかつの図鑑 ／ 楽しく遊ぶ学ぶ 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ流田直  監修 小学館 学習センター
591 いまの地球、ぼくらの未来 枝廣淳子 PHP研究所 学習センター
591 夢をかなえるひみつ 内海準二　構成 学研 学習センター
593 ミシンのひみつ オフィス・イディオム　構成 学研 学習センター
593 ファッションのひみつ あすみきり/漫画　オフィス・イディオム/構成 学研パブリッシング//学研マーケティング学習センター
594 女の子と男の子のための料理と手芸８ ポプラ社 学習センター
594 女の子と男の子のための料理と手芸１０ ポプラ社 学習センター
594 女の子と男の子のための料理と手芸６ ポプラ社 学習センター
594 女の子と男の子のための料理と手芸７ ポプラ社 学習センター
594 女の子と男の子のための料理と手芸８ ポプラ社 学習センター
594 女の子と男の子のための料理と手芸９ ポプラ社 学習センター



594 女の子と男の子のための料理と手芸１０ ポプラ社 学習センター
594 かんたん手芸　１　　フェルトでつくろう かんたん手芸 寺西恵里子　著 小峰書店 学習センター
594 かんたん手芸　５　　毛糸でつくろう かんたん手芸 寺西恵里子　著 小峰書店 学習センター
594 かんたん手芸　６　　ぬのでつくろう かんたん手芸 寺西恵里子　著 小峰書店 学習センター
594 かんたん手芸　７　　なるほど！手芸大じてん かんたん手芸 寺西恵里子　著 小峰書店 学習センター
594 超かわいい！女の子の手作り自由工作ｂｏｏｋ いしかわ・まりこ  〔著〕 主婦と生活社 学習センター
595 理容のひみつ 内海準二　構成 学研 学習センター
595 お化粧のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ105宮原美香・漫画　清水めぐみ・シナリオ 学研 学習センター
596 くまちゃんのおやつ つちだ よしはる 作・料理 国土社 学習センター
596 「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう！３ 池田 良一 監修 金の星社 学習センター
596 お米なんでも大百科５ 保岡 孝之 監修 ポプラ社 学習センター
596 宅配ピザのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズおだぎ　みを漫画 学習研究社 閉架
596 どんな国？どんな味？世界のお菓子　４ どんな国？どんな味？世界のお菓子服部　幸應 著 岩崎書店 学習センター
596 どんな国？どんな味？世界のお菓子　５ どんな国？どんな味？世界のお菓子服部　幸應 著 岩崎書店 学習センター
596 カレーのひみつ 佐藤守 学研 学習センター
596 塩のひみつ 大岩ﾋﾟｭﾝ 学研 学習センター
596 平野レミのおりょうりブック 平野レミ 福音館書店 学習センター
596 食べもの記 森枝卓士　著 福音館書店 学習センター
596 天然水のひみつ 望月恭子　構成 学研 学習センター
596 ごはんのはなし たのしくたべようたべもの絵本　１農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 学習センター
596 やさいのはなし たのしくたべようたべもの絵本　２農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 学習センター
596 おいものはなし たのしくたべようたべもの絵本　３農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 学習センター
596 おまめのはなし たのしくたべようたべもの絵本　４農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 学習センター
596 さかなのはなし たのしくたべようたべもの絵本　５農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 学習センター
596 かいそうのはなし たのしくたべようたべもの絵本　６農山漁村文化協会　編 農山漁村文化協会 学習センター
596 さかなをたべる 絵本・すいぞくかん　たんけん編　１なかの　ひろみ　文 アリス館 学習センター
596 みんな大好き　おやつ　お菓子 赤堀千恵美 家の光協会 学習センター
596 たべものがたり 山本良一　企画監修 ダイヤモンド社 学習センター
596 食育にやくだつ食材図鑑　１　野菜 ポプラ社 学習センター
596 食育にやくだつ食材図鑑　２　くだもの 食育にやくだつ食材図鑑 ポプラ社 学習センター
596 食育にやくだつ食材図鑑　３　魚・貝 食育にやくだつ食材図鑑 ポプラ社 学習センター
596 食育にやくだつ食材図鑑　４　肉・たまご 食育にやくだつ食材図鑑 ポプラ社 学習センター
596 食育にやくだつ食材図鑑　５　米・麦・豆 食育にやくだつ食材図鑑 ポプラ社 学習センター
596 食べものの大常識 これだけは知っておきたい　３２青木　一平 著 ポプラ社 読セ（30周年）
596 子どもと一緒にごはんづくり ｅ－ＭＯＯＫ 宝島社 読セ（30周年）
596 絵本からうまれたおいしいレシピ　２ ｅ－ＭＯＯＫ 宝島社 読セ（30周年）
596 絵本からうまれたおいしいレシピ　３ ｅ－ＭＯＯＫ 宝島社 読セ（30周年）
596 インスタントラーメンのひみつ 望月　恭子 学習研究社 学習センター
596 八ッ橋のひみつ 山口育孝・漫画　橘悠紀・構成 学習研究社 読書センター
596 よもぎだんご かがくのとも傑作集 さとう わきこ さく 福音館書店 5678組
596 パンのひみつ 学研まんがひみつシリーズ 学研 学習センター
596 ぼくのぱん　わたしのぱん かがくのとも傑作集 神沢 利子 ぶん 福音館書店 智文庫
596 ぼくのぱん　わたしのぱん かがくのとも傑作集 神沢 利子 ぶん 福音館書店 智文庫
596 わたしたちのクラブ活動１０ ポプラ社 学習センター
596 お料理あそび あそびの絵本 寺門 保夫 作・絵 岩崎書店 学習センター
596 ぼくのぱん　わたしのぱん かがくのとも傑作集 神沢 利子 ぶん 福音館書店 学習センター
596 よもぎだんご かがくのとも傑作集 さとう わきこ さく 福音館書店 学習センター
596 ひもほうちょうもつかわない平野レミのサラダブック かがくのとも傑作集 平野 レミ 〔文〕 福音館書店 学習センター
596 サンドイッチつくろう かがくのとも傑作集 さとう わきこ さく 福音館書店 学習センター
596 子供でんきお料理絵本 辻　守　編集 四国電力株式会社 学習センター
596 たべもの教室２ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 学習センター
596 たべもの教室４ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 学習センター
596 たべもの教室９ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 学習センター
596 たべもの教室別巻２ 家庭科教育研究者連盟 編 大月書店 学習センター
596 かこさとしの食べごと大発見１ 加古 里子 絵と文 農山漁村文化協会 学習センター
596 ひとりでできるもん！１ 金の星社 学習センター
596 ひとりでできるもん！８ 金の星社 学習センター
596 生活科まちをたんけんしよう８ ポプラ社 学習センター
596 女の子と男の子のための料理と手芸４ ポプラ社 学習センター
596 ひとりでできるもん！２ 金の星社 学習センター
596 女の子と男の子のための料理と手芸１ ポプラ社 学習センター
596 女の子と男の子のための料理と手芸２ ポプラ社 学習センター
596 女の子と男の子のための料理と手芸３ ポプラ社 学習センター
596 女の子と男の子のための料理と手芸４ ポプラ社 学習センター
596 女の子と男の子のための料理と手芸５ ポプラ社 学習センター
596 給食のひみつ 構成/望月恭子　漫画/たまだまさお 学習研究社 学習センター
596 みそのひみつ 大岩ピョン/漫画　オフィス・イディオム/構成 学習研究社 学習センター
596 朝ごはん 坂本廣子の食育自立応援シリーズ　1坂本廣子　著 少年写真新聞社 学習センター
596 お弁当 坂本廣子の食育自立応援シリーズ　2坂本廣子　著 少年写真新聞社 学習センター
596 おやつごはん 坂本廣子の食育自立応援シリーズ　3坂本廣子　著 少年写真新聞社 学習センター
596 １年生からひとりでお弁当を作ろう 坂本廣子　著 共同通信社 学習センター
596 ひとりでお弁当を作ろう 枝元ほなみ 共同通信社 学習センター
596 バランス抜群　かんたん弁当 新　今日から使えるシリーズ 講談社 学習センター
596 １０分スイーツ　春・夏 しらいしやすこ　　小澤綾乃　著 理論社 学習センター
596 １０分スイーツ　秋・冬 しらいしやすこ　　小澤綾乃　著 理論社 学習センター
596 ポリ袋で作るお弁当　春・夏 川平秀一　　川平稔己　著 理論社 学習センター
596 ポリ袋で作るお弁当　秋・冬 川平秀一　　川平稔己　著 理論社 学習センター
596 わかったさんのホットケーキ わかったさんのおかしシリーズ寺村　輝夫 あかね書房 読書センター
596 日本の伝統文化和食　1 学研教育出版 学習センター
596 日本の伝統文化和食　2 学研教育出版 学習センター
596 日本の伝統文化和食　3 学研教育出版 学習センター
596 日本の伝統文化和食　4 学研教育出版 学習センター
596 日本の伝統文化和食　5 学研教育出版 学習センター
596 日本の伝統文化和食　6 学研教育出版 学習センター
596 夢の名作レシピ　１ マンガに出てくるお菓子とごはん マンガ・絵本・アニメのあの料理がつくれる！星谷菜々  監修 日本図書センター 学習センター
596 夢の名作レシピ　２　絵本に出てくるお菓子とごはん マンガ・絵本・アニメのあの料理がつくれる！星谷菜々　監修 日本図書センター 学習センター
596 夢の名作レシピ ３ アニメに出てくるお菓子とごはん マンガ・絵本・アニメのあの料理がつくれる！星谷菜々  監修 日本図書センター 学習センター
596 グラノーラ・コーンフレークのひみつ 学研　まんがでよくわかるシリーズ103山口育孝／漫画　YHB編集企画／構成 学研 学習センター
596 おべんとう 中津川　かおり 著 国土社 学習センター
596 おべんとう 中津川　かおり 著 国土社 学習センター
596 おべんとう 中津川　かおり 著 国土社 学習センター
596 おべんとう 中津川　かおり 著 国土社 学習センター
598 軟こうのひみつ 望月　恭子 学習研究社 保健室
598 そうじのひみつ 鳥飼規世/漫画　オフィス・イディオム/構成 学研 学習センター
598 ぶりっぺ・すかっぺ 村上　八千世 著 せべ　まさゆき 画 ほるぷ出版 学習センター
600 生活科ブック・はたらく人びと 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 生活科ブック・はたらく人びと 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 夢をそだてるみんなの仕事１０１　決定版 講談社 学習センター
600 生活科ブック・はたらく人びと１４ 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 生活科ブック・はたらく人びと１ 菊池 東太 写真 小峰書店 学習センター
600 生活科ブック・はたらく人びと２ 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 生活科ブック・はたらく人びと３ 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 生活科ブック・はたらく人びと５ 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 生活科ブック・はたらく人びと６ 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 生活科ブック・はたらく人びと７ 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 生活科ブック・はたらく人びと９ 菊池 東太 写真 小峰書店 学習センター
600 生活科ブック・はたらく人びと１０ 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 生活科ブック・はたらく人びと１１ 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 生活科ブック・はたらく人びと１２ 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 生活科ブック・はたらく人びと１３ 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 生活科ブック・はたらく人びと１５ 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 生活科ブック・はたらく人びと１７ 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 生活科ブック・はたらく人びと１８ 菊池 東太 写真 小峰書店 学習センター
600 生活科ブック・はたらく人びと１９ 菊池 東太 写真 小峰書店 ２年生教室
600 世界とともに生きる日本の産業１ リブリオ出版 学習センター
600 世界とともに生きる日本の産業２ リブリオ出版 学習センター
600 世界とともに生きる日本の産業３ リブリオ出版 学習センター



600 世界とともに生きる日本の産業４ リブリオ出版 学習センター
600 世界とともに生きる日本の産業５ リブリオ出版 学習センター
600 世界とともに生きる日本の産業６ リブリオ出版 学習センター
600 世界とともに生きる日本の産業７ リブリオ出版 学習センター
600 世界とともに生きる日本の産業８ リブリオ出版 学習センター
600 世界とともに生きる日本の産業９ リブリオ出版 学習センター
600 世界とともに生きる日本の産業１０ リブリオ出版 学習センター
600 世界とともに生きる日本の産業１１ リブリオ出版 学習センター
600 世界とともに生きる日本の産業１２ リブリオ出版 学習センター
600 農林水産業はすてきな仕事１ 文研出版 学習センター
600 農林水産業はすてきな仕事２ 文研出版 学習センター
600 農林水産業はすてきな仕事３ 文研出版 学習センター
600 農林水産業はすてきな仕事５ 文研出版 学習センター
600 農林水産業はすてきな仕事６ 文研出版 学習センター
600 農林水産業はすてきな仕事８ 文研出版 学習センター
600 米をつくる 文研出版 学習センター
600 農林水産業はすてきな仕事２ 文研出版 学習センター
600 農林水産業はすてきな仕事３ 文研出版 学習センター
600 農林水産業はすてきな仕事４ 文研出版 学習センター
600 農林水産業はすてきな仕事７ 文研出版 学習センター
600 農林水産業はすてきな仕事８ 文研出版 学習センター
600 農林水産業の未来 日本の農林水産業 白石正彦　監修 鈴木出版 学習センター
600 ①情報を伝える「放送」 産業とくらしを変える情報化堀田龍也　監修 学研マーケティング 学習センター
600 ②情報を伝える「新聞」 産業とくらしを変える情報化堀田龍也　監修 学研マーケティング 学習センター
600 ③「医療」を変える情報ネットワーク 産業とくらしを変える情報化堀田龍也　監修 学研マーケティング 学習センター
600 ④「防災」を変える情報ネットワーク 産業とくらしを変える情報化堀田龍也　監修 学研マーケティング 学習センター
600 ⑤「教育・福祉」を変える情報ネットワーク 産業とくらしを変える情報化堀田龍也　監修 学研マーケティング 学習センター
600 ⑥「くらし」を変える情報ネットワーク 産業とくらしを変える情報化堀田龍也　監修 学研マーケティング 学習センター
602 産業の発達に見る日本の歴史１ 日本生活史研究会 編 あすなろ書房 学習センター
602 産業の発達に見る日本の歴史２ 日本生活史研究会 編 あすなろ書房 学習センター
602 産業の発達に見る日本の歴史３ 日本生活史研究会 編 あすなろ書房 学習センター
602 産業の発達に見る日本の歴史４ 日本生活史研究会 編 あすなろ書房 学習センター
602 産業の発達に見る日本の歴史５ 日本生活史研究会 編 あすなろ書房 学習センター
602 産業の発達に見る日本の歴史６ 日本生活史研究会 編 あすなろ書房 学習センター
602 地図と絵でみる世界の農業・漁業 地図と絵でみる世界 ポプラ社 学習センター
602 日本の産業まるわかり大百科　６ 日本の産業まるわかり大百科 ポプラ社 学習センター
608 図解　みんなの産業シリーズ３ 学研 学習センター
608 トヨタ自動車 見学！日本の大企業 こどもくらぶ  編さん ほるぷ出版 学習センター
608 日清食品 見学！日本の大企業 こどもくらぶ  編さん ほるぷ出版 学習センター
608 任天堂 アダム・サザーランド  原著こどもくらぶ  編さん ほるぷ出版 学習センター
608 ＴＯＴＯ 見学！日本の大企業 こどもくらぶ  編さん ほるぷ出版 学習センター
608 ソニー 見学！日本の大企業 こどもくらぶ  編さん ほるぷ出版 学習センター
608 ブリヂストン 見学！日本の大企業 こどもくらぶ  編さん ほるぷ出版 学習センター
610 トマトの絵本 そだててあそぼう もりとしひと　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 ナスの絵本 そだててあそぼう やまだきよし　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 サツマイモの絵本 そだててあそぼう たけだひでゆき　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 ジャガイモの絵本 そだててあそぼう よしだみのる　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 トウモロコシの絵本 そだててあそぼう とざわひでお　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 トマトの絵本 そだててあそぼう もりとしひと　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 トマトの絵本 そだててあそぼう もりとしひと　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 ナスの絵本 そだててあそぼう やまだきよし　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 ナスの絵本 そだててあそぼう やまだきよし　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 トウモロコシの絵本 そだててあそぼう とざわひでお　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 トウモロコシの絵本 そだててあそぼう とざわひでお　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 キュウリの絵本 そだててあそぼう いなやまみつお　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 キュウリの絵本 そだててあそぼう いなやまみつお　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 イチゴの絵本 そだててあそぼう きむらまさゆき　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 イチゴの絵本 そだててあそぼう きむらまさゆき　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 ピーマンの絵本 そだててあそぼう たかはしひでお　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 ピーマンの絵本 そだててあそぼう たかはしひでお　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 ホウレンソウの絵本 そだててあそぼう かがわあきら　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 ホウレンソウの絵本 そだててあそぼう かがわあきら　へん 農山漁村文化協会 学習センター
610 たのしい野菜づくり育てて食べよう　１ たのしい野菜づくり育てて食べよう林　義人 著 小峰書店 学習センター
610 たのしい野菜づくり育てて食べよう　２ たのしい野菜づくり育てて食べよう林　義人 著 小峰書店 学習センター
610 たのしい野菜づくり育てて食べよう　３ たのしい野菜づくり育てて食べよう林　義人 著 小峰書店 学習センター
610 たのしい野菜づくり育てて食べよう　４ たのしい野菜づくり育てて食べよう林　義人 著 小峰書店 学習センター
610 たのしい野菜づくり育てて食べよう　５ たのしい野菜づくり育てて食べよう林　義人 著 小峰書店 学習センター
610 たのしい野菜づくり育てて食べよう　６ たのしい野菜づくり育てて食べよう林　義人 著 小峰書店 学習センター
610 たのしい野菜づくり育てて食べよう　７ たのしい野菜づくり育てて食べよう林　義人 著 小峰書店 学習センター
610 たのしい野菜づくり育てて食べよう　８ たのしい野菜づくり育てて食べよう林　義人 著 小峰書店 学習センター
610 たのしい野菜づくり育てて食べよう　９ たのしい野菜づくり育てて食べよう林　義人 著 小峰書店 学習センター
610 たのしい野菜づくり育てて食べよう　１０ たのしい野菜づくり育てて食べよう林　義人 著 小峰書店 学習センター
610 そだててあそぼう　６ そだててあそぼう 山本　隆一 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 そだててあそぼう　２１ そだててあそぼう 佐々木　寿 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 そだててあそぼう　２２ そだててあそぼう 堀　保男 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 そだててあそぼう　２７ そだててあそぼう 高橋　英生 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 そだててあそぼう　３２ そだててあそぼう 塚田　元尚 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 そだててあそぼう　４１ そだててあそぼう 川城　英夫 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 そだててあそぼう　４８ そだててあそぼう 元木　悟 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 そだててあそぼう　５１ そだててあそぼう 藤枝　國光 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 そだててあそぼう　７５ そだててあそぼう 藤目　幸擴 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 そだててあそぼう　８６ そだててあそぼう 森　源治郎 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 そだててあそぼう　８７ そだててあそぼう 菅原　眞治 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 田んぼの生きものおもしろ図鑑 湊　秋作 編著 農山漁村文化協会 学習センター
610 そだててあそぼう　３６ そだててあそぼう 日本土壌肥料学会 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 日本の農業　２ 岩崎書店 学習センター
610 写真でわかるぼくらのイネつくり　１ 写真でわかるぼくらのイネつくり農山漁村文化協会 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 写真でわかるぼくらのイネつくり　２ 写真でわかるぼくらのイネつくり農山漁村文化協会 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 写真でわかるぼくらのイネつくり　３ 写真でわかるぼくらのイネつくり農山漁村文化協会 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 写真でわかるぼくらのイネつくり　４ 写真でわかるぼくらのイネつくり農山漁村文化協会 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 写真でわかるぼくらのイネつくり　５ 写真でわかるぼくらのイネつくり農山漁村文化協会 編 農山漁村文化協会 学習センター
610 お米のひみつ 学研まんがひみつシリーズ宇津木　聡史　構成 学研 学習センター
610 のうかのくらし しゃかいの絵本 よこたに てる ・ぶん ポプラ社 智文庫
610 お茶のふるさと しゃかいの絵本 しみず たつや ・ぶん ポプラ社 智文庫
610 農林水産業はすてきな仕事４ 文研出版 学習センター
610 イネという作物 農山漁村文化協会 学習センター
610 いのちのふるさと・水田稲作 ジャパンプレス・フォト 学習センター
610 いのちのふるさと・水田稲作 ジャパンプレス・フォト 学習センター
610 いのちのふるさと・水田稲作 ジャパンプレス・フォト 学習センター
610 いのちのふるさと・水田稲作 ジャパンプレス・フォト 学習センター
610 いのちのふるさと・水田稲作 ジャパンプレス・フォト 学習センター
610 いのちのふるさと・水田稲作 ジャパンプレス・フォト 学習センター
610 心のふるさと稲作文化 ジャパンプレス・フォト 編 ジャパンプレス・フォト 学習センター
610 心のふるさと稲作文化 ジャパンプレス・フォト 編 ジャパンプレス・フォト 学習センター
610 心のふるさと稲作文化 ジャパンプレス・フォト 編 ジャパンプレス・フォト 学習センター
610 心のふるさと稲作文化 ジャパンプレス・フォト 編 ジャパンプレス・フォト 学習センター
610 心のふるさと稲作文化 ジャパンプレス・フォト 編 ジャパンプレス・フォト 学習センター
610 心のふるさと稲作文化 ジャパンプレス・フォト 編 ジャパンプレス・フォト 学習センター
610 心のふるさと稲作文化 ジャパンプレス・フォト 編 ジャパンプレス・フォト 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編１ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編１ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編１ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編１ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編１ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編１ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編１ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編１ 農山漁村文化協会 学習センター



610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編２ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編２ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編２ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編２ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編２ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編３ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編４ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編５ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編７ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編８ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編９ 農山漁村文化協会 学習センター
610 自然と踊ろう米まつり 竹の内 淳 絵と文 農山漁村文化協会 学習センター
610 農林水産業はすてきな仕事５ 文研出版 学習センター
610 みんなの調べ学習５ ポプラ社 学習センター
610 大判　図解家庭園芸　用土と肥料の選び方・使い方 加藤哲郎　著 農文協 5678組
610 大判　プロの手ほどき　家庭菜園コツのコツ 水口　文夫 農文協 5678組
610 自然農薬のつくり方と使い方 農山漁村文化協会 農文協 5678組
610 図解　おもしろこども菜園 竹村　久生 農文協 5678組
610 図解学校園の運営コツのコツ  段取り・栽培・学びのヒント 毛利澄夫  著中村章伯  絵 農山漁村文化協会 5678組
610 学校園の栽培便利帳 学校菜園　ビックリ教室 日本農業教育学会 農文協 5678組
610 家庭菜園の病気と害虫 米山　伸吾 農文協 5678組
610 プランターで有機栽培１ 安藤　康夫 農文協 5678組
610 プランターで有機栽培２ 安藤　康夫 農文協 5678組
611 「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう！２ 池田 良一 監修 金の星社 学習センター
611 「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう！４ 池田 良一 監修 金の星社 学習センター
612 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑５ ポプラ社 学習センター
612 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑５ ポプラ社 学習センター
612 お米は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
612 お米は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
612 お米は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
612 お米は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
612 お米は生きている 富山 和子 著 講談社 学習センター
612 お米は生きている 富山 和子 著 講談社 ５年生教室
612 仕事場がよくわかる！社会科見学　２ 仕事場がよくわかる！社会科見学 ポプラ社 学習センター
612 米と野菜　日本の農林水産業 農業　１ 日本の農林水産業 小泉光久  編 鈴木出版 学習センター
612 果樹と畜産農産物図鑑　日本の農林水産業 農業　２ 日本の農林水産業 小泉光久  編 鈴木出版 学習センター
615 棚田を歩けば 青柳健二　文・写真 福音館書店 学習センター
616 「米」で総合学習みんなで調べて育てて食べよう！１ 池田 良一 監修 金の星社 学習センター
616 お米なんでも大百科１ 保岡 孝之 監修 ポプラ社 学習センター
616 お米なんでも大百科２ 保岡 孝之 監修 ポプラ社 学習センター
616 お米なんでも大百科３ 保岡 孝之 監修 ポプラ社 学習センター
616 お米なんでも大百科４ 保岡 孝之 監修 ポプラ社 学習センター
616 米 ポプラディア情報館 ポプラ社 学習センター
616 米・そば 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 学習センター
616 大豆・落花生・さやいんげん 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 学習センター
616 さといも・じゃがいも・さつまいも 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 学習センター
616 グラフで調べる日本の産業　３ グラフで調べる日本の産業 小峰書店 学習センター
616 まめ かがくのとも傑作集 平山 和子 さく 福音館書店 智文庫
616 かこさとしのたべものえほん１ かこ さとし 文 農山漁村文化協会 学習センター
616 お米なんでも図鑑 もっと知りたい！図鑑 ポプラ社 学習センター
616 とうもろこし だいすきしぜん　たべもの　３麻生健  指導寺越慶司  絵 フレーベル館 学習センター
616 だいず　　みそ・しょうゆ だいすきしぜん　たべもの　６平春枝  指導山本明義  写真 フレーベル館 学習センター
616 梅パワーのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ114田川滋/まんが　橘悠紀/構成 学研プラス 学習センター
617 ミント・バジル・ローズマリー・ジャーマンカモミール・フェンネル育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 学習センター
618 フィールドワークで総合学習自然・環境体験シリーズ４ 金の星社 学習センター
619 しょうたとなっとう 星川ひろ子・星川治雄 ポプラ社 学習センター
619 しょうたとなっとう ふしぎいっぱい写真絵本　２星川　ひろ子 著 ポプラ社 学習センター
620 学校園芸百科３ 学研 5678組
620 学校園芸百科５ 学研 5678組
620 学校園芸百科６ 学研 5678組
620 学校園芸百科７ 学研 5678組
620 学校園芸百科８ 学研 5678組
620 学校園芸百科１ 学研 5678組
620 学校園芸百科２ 学研 5678組
620 学校園芸百科４ 学研 5678組
620 りんごのうた しゃかいの絵本 うえまつ ようさく ・ぶん ポプラ社 智文庫
620 スクール園芸１ 学研 学習センター
620 スクール園芸２ 学研 学習センター
620 スクール園芸３ 学研 学習センター
620 スクール園芸４ 学研 学習センター
620 スクール園芸５ 学研 学習センター
620 スクール園芸６ 学研 学習センター
620 かんさつ名人はじめての栽培 大角修　文 菊池東太，高橋尚紀　写真 小峰書店 学習センター
620 かんさつ名人はじめての栽培 大角修　文 菊池東太，高橋尚紀　写真 小峰書店 学習センター
620 かんさつ名人はじめての栽培 大角修　文 菊池東太，高橋尚紀　写真 小峰書店 学習センター
620 かんさつ名人はじめての栽培 大角修　文 菊池東太，高橋尚紀　写真 小峰書店 学習センター
620 かんさつ名人はじめての栽培 大角修　文 菊池東太，高橋尚紀　写真 小峰書店 学習センター
620 かんさつ名人はじめての栽培 大角修　文 菊池東太，高橋尚紀　写真 小峰書店 学習センター
620 かんさつ名人はじめての栽培 大角修　文 菊池東太，高橋尚紀　写真 小峰書店 学習センター
623 野菜と花　タネのひみつ 鳥飼　規世　漫画 学習研究社 学習センター

625.32 みかんのひみつ しぜんにタッチ！ 鈴木伸一　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
626 やさいのうえかたそだてかた かいかたそだてかたずかん小宮山 洋夫 文・絵 岩崎書店 学習センター
626 トマト・なす・ゴーヤ 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 学習センター
626 だいこん・にんじん・たまねぎ 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 学習センター
626 キャベツ・こまつな・モロヘイヤ 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 学習センター
626 いちご・すいか・しいたけ 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ　編・著 ポプラ社 学習センター
626 やさいはいきている しぜんにタッチ！ 藤田智　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
626 あさがおさいた しぜんにタッチ！ 大久保茂徳　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
626 カボチャの絵本 そだててあそぼう 伊藤　喜三男　編 農山漁村文化協会 学習センター
626 メロンの絵本 そだててあそぼう 瀬古　龍雄　編 農山漁村文化協会 学習センター
626 オクラの絵本 そだててあそぼう 村上　次男　編 農山漁村文化協会 学習センター
626 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業１ 飯島 博 著 ポプラ社 学習センター
626 やさいのうえかたそだてかた かいかたそだてかたずかん小宮山 洋夫 文・絵 岩崎書店 学習センター
626 ミニトマト かんさつ名人になろう！ 横山正　監修 ポプラ社 学習センター
627 草花のうえかたそだてかた かいかたそだてかたずかん松原 巌樹 文・絵 岩崎書店 学習センター
627 草花のうえかたそだてかた かいかたそだてかたずかん松原 巌樹 文・絵 岩崎書店 学習センター
629 総合的な学習３・４年生まちの探検隊３ ポプラ社 学習センター
629 園芸図鑑 さとうち　藍　著 福音館書店 学習センター
640 ぼくじょうにきてね ふしぎいっぱい写真絵本　４星川　ひろ子 著 ポプラ社 学習センター
640 ぶたにく 大西暢夫・写真／文 幻冬舎 学習センター
640 つとむの子うし しゃかいの絵本 あんどう みきお ・ぶん ポプラ社 智文庫
645 飼育栽培図鑑 有沢　重雄　著 福音館書店 学習センター
645 イヌの大常識 これだけは知っておきたい　２４合津　玲子 著 ポプラ社 読書センター
645 ネコの大常識 これだけは知っておきたい　３３野中　祐 著 ポプラ社 読書センター
645 しらべよう！はたらく犬たち　１ しらべよう！はたらく犬たち ポプラ社 学習センター
645 ゆれるシッポの子犬・きらら 今西乃子　著 岩崎書店 読書センター
645 いのちをつなぐ　セラピードッグをめざす被災地の犬たち 大木トオル　著 岩崎書店 読書センター
645 １００グラムのいのち  ペットを殺処分から救う奇跡の手 太田京子  著 岩崎書店 読書センター
645 イヌとネコのふしぎ１０１ 武内ゆかり　文 福田豊文　写真 偕成社 学習センター
645 コツがまるわかり！生き物の飼いかた　１ コツがまるわかり！生き物の飼いかた ポプラ社 学習センター
645 コツがまるわかり！生き物の飼いかた　２ コツがまるわかり！生き物の飼いかた ポプラ社 学習センター
646 コツがまるわかり！生き物の飼いかた　３ コツがまるわかり！生き物の飼いかた ポプラ社 学習センター
646 コツがまるわかり！生き物の飼いかた　４ コツがまるわかり！生き物の飼いかた ポプラ社 学習センター
646 コツがまるわかり！生き物の飼いかた　７ コツがまるわかり！生き物の飼いかた ポプラ社 学習センター
646 コツがまるわかり！生き物の飼いかた　８ コツがまるわかり！生き物の飼いかた ポプラ社 学習センター
648 牛乳のひみつ 田川　滋　漫画 日本酪農乳業協会 学習センター
650 森林のはなし 社団法人国土緑化推進機構学習センター



650 森林のはなし 社団法人国土緑化推進機構学習センター
650 森林のはなし 社団法人国土緑化推進機構学習センター
650 林業 日本の農林水産業 宮林茂幸　監修 鈴木出版 学習センター
652 日本の林業　１　　　木を植える・森を育てる 日本の林業　１　 Ｍｏｒｉｍｏｒｉネットワーク  編白石則彦  監修 岩崎書店 学習センター
652 日本の林業　２　　　木を使う・木に親しむ 日本の林業　２　　 Ｍｏｒｉｍｏｒｉネットワーク  編白石則彦  監修 岩崎書店 学習センター
652 日本の林業　３　　　森にくらす・森を守る 日本の林業　３　 Ｍｏｒｉｍｏｒｉネットワーク  編白石則彦  監修 岩崎書店 学習センター
652 日本の林業　４　　　森の環境・森の生きもの 日本の林業　４ Ｍｏｒｉｍｏｒｉネットワーク  編白石則彦  監修 岩崎書店 学習センター
653 森の科学 森の総合学習 七尾純　著 あかね書房 学習センター
653 やまおやじ 今森光彦　写真・文 小学館 学習センター
653 山のごちそうどんぐりの木 ゆのきようこ 理論社 読セ（絵本）
653 日本の風景　松 ゆのきようこ　文 理論社 読セ（絵本）
653 春の主役　桜 絵本〈気になる日本の木〉シリーズゆのきようこ　文 理論社 読セ（絵本）
653 日本の材木　杉 絵本〈気になる日本の木〉シリーズゆのきようこ　文 理論社 読セ（絵本）
654 森といのち 森の総合学習 七尾純　著 あかね書房 学習センター
654 森が泣いている 宮脇昭 ゆまに書房 学習センター
654 森は生命の源 宮脇昭 ゆまに書房 学習センター
654 森の未来 宮脇昭 ゆまに書房 学習センター
654 森と木のひみつ 青木萌 学研 学習センター
654 森の総合学習　１ 森の総合学習 七尾　純 著 あかね書房 学習センター
660 かつおぶね しゃかいの絵本 にしな ことじ ・ぶん ポプラ社 智文庫
660 おじいさんのさくらえび しゃかいの絵本 なすだ みのる ・ぶん ポプラ社 智文庫
660 水産業 日本の農林水産業 社団法人大日本水産会　監修 鈴木出版 学習センター
662 総合的な学習にやくだつＮＨＫにっぽん川紀行１ ポプラ社 学習センター
664 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業３ 飯島 博 著 ポプラ社 学習センター
666 コツがまるわかり！生き物の飼いかた　５ コツがまるわかり！生き物の飼いかた ポプラ社 学習センター
666 コツがまるわかり！生き物の飼いかた　６ コツがまるわかり！生き物の飼いかた ポプラ社 学習センター
667 明太子のひみつ 野島けんじ　構成 学研 学習センター
667 回転寿司のひみつ たまだまさお/漫画　斎藤友佳子/作・文　望月恭子/構成学習研究社 学習センター
669 天の塩 宇多津塩田株式会社１００年史編纂委員会 宇多津塩田株式会社 学習センター
669 天の塩 宇多津塩田株式会社１００年史編纂委員会 宇多津塩田株式会社 学習センター
669 天の塩 宇多津塩田株式会社１００年史編纂委員会 宇多津塩田株式会社 学習センター
669 天の塩 宇多津塩田株式会社１００年史編纂委員会 宇多津塩田株式会社 学習センター
669 天の塩 宇多津塩田株式会社１００年史編纂委員会 宇多津塩田株式会社 学習センター
669 世界を動かした塩の物語 マーク・カーランスキー　文 Ｓ．Ｄ．シンドラー　絵 ＢＬ出版 読セ（絵本）
670 ストアでかいもの しゃかいの絵本 あたらし ふゆじ ぶん ポプラ社 智文庫
670 さかなやの一ろうくん しゃかいの絵本 つるみ まさお ・ぶん ポプラ社 智文庫
670 トラックおじさん しゃかいの絵本 さくらい のぶお ・ぶん ポプラ社 智文庫
670 はたらく機械レンタルのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ116たまだまさお/まんが　オフィス・イディオム/構成 学研プラス 学習センター
672 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑６ ポプラ社 学習センター
672 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑６ ポプラ社 学習センター
673 回転ずしまるわかり事典 ワン・ステップ 編 ＰＨＰ研究所 学習センター
673 百貨店のひみつ 山口　育孝　漫画 学習研究社 学習センター
673 コンビニのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ大林 かおる 漫画 学研広告ＳＰ事業部教材資料制作室学習センター
673 生活科まちをたんけんしよう６ ポプラ社 学習センター
673 仕事場がよくわかる！社会科見学　１ 仕事場がよくわかる！社会科見学 ポプラ社 学習センター
673 家電量販店のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ115たまだまさお/漫画　YHB編集企画/構成 学研 学習センター
678 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業７ 飯島 博 著 ポプラ社 学習センター
680 人気乗り物大集合 乗り物ワイドBOOK 学習研究社 閉架
680 のりもの 学習研究社 閉架
680 乗りもの 小学館の図鑑・NEO 小学館 学習センター
680 地図と絵でみる世界の交通・運輸・観光 地図と絵でみる世界 ポプラ社 学習センター
680 科学の実験 ジュニア学研の図鑑Ｂセット大山光晴　監修　　　 学研 学習センター
680 はたらく車 のりものくらべ ネイチャー＆サイエンス　編著 元浦年康　［ほか］写真偕成社 学習センター
680 くらしをまもる車 のりものくらべ ネイチャー＆サイエンス　編著 元浦年康　［ほか］写真偕成社 学習センター
680 電車やてつ道 のりものくらべ ネイチャー＆サイエンス　編著 元浦年康　［ほか］写真偕成社 学習センター
680 いろいろな船 のりものくらべ ネイチャー＆サイエンス　編著 元浦年康　［ほか］写真偕成社 学習センター
680 ひこうきやうちゅう船 のりものくらべ ネイチャー＆サイエンス　編著 元浦年康　［ほか］写真偕成社 学習センター
681 こうつうルールをまもろう！ 人間性ゆたかな子どもに！宇留野 藤雄 構成・文 偕成社 学習センター
682 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑４ ポプラ社 学習センター
682 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑４ ポプラ社 学習センター
683 船・ボートのひみつ たまだまさお/漫画　オフィス・イディオム/構成 学習研究社 学習センター
683 船員さんのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ　仕事のひみつ編5おがたたかはる/漫画　橘悠紀/構成 学研プラス 学習センター
685 ゴーゴーはしごしゃ 横浜市安全管理局　監修 ひさかたチャイルド 学習センター
685 最新乗用車 乗り物ワイドBOOK 学習研究社 閉架
685 はたらく自動車 乗り物ワイドBOOK 学習研究社 学習センター
685 消防車・パトカー 乗り物ワイドBOOK 学習研究社 学習センター
685 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業６ 飯島 博 著 ポプラ社 学習センター
686 はしれ　ちかてつ しゃかいの絵本 さくらい のぶお ・ぶん ポプラ社 智文庫
686 ひかり２３号はっしゃ しゃかいの絵本 さくらい のぶお ぶん ポプラ社 智文庫
686 生活科まちをたんけんしよう５ ポプラ社 学習センター
686 日本の電車１５００ ニューワイドずかん百科 学研教育出版 学習センター
687 飛行機・船 乗り物ワイドBOOK 学習研究社 閉架
687 航空会社のひみつ 佐藤守/構成　青木萌/作・文　山口育孝 学習研究社 学習センター
687 大研究！航空会社の仕事 まんが社会見学シリーズ6 加藤広史/漫画　鈴木俊行/構成 講談社 学習センター
689 旅行のひみつ 山口育孝/漫画　橘悠紀/構成 学習研究社 学習センター
690 生活科まちをたんけんしよう１０ ポプラ社 学習センター
691 サイバーセキュリティのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ111ひろゆうこ/漫画　入澤宣幸/構成 学研 学習センター
693 はい ゆうびんです しゃかいの絵本 はな ていいち ・ぶん ポプラ社 智文庫
693 郵便局のひみつ おのぎひとし/漫画　オフィス・イディオム/構成 学習研究社 学習センター
694 光ファイバー通信のひみつ 田川滋/漫画　橘悠紀/構成 学研 学習センター

694.5 インターネットにおけるルールとマナーこどもばん公式テキスト インターネット協会　著 インターネット協会 学習センター
699 地デジのひみつ 鳥飼規世・漫画 学習研究社 学習センター
699 とびたった白さぎ しゃかいの絵本 まき ひでを ぶん ポプラ社 智文庫
699 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業８ 飯島 博 著 ポプラ社 学習センター
699 衛星多チャンネル放送と衛星通信のひみつ もちつきかつみ/漫画　橘悠紀/構成 学研パブリッシング//学研マーケティング学習センター
699 テレビ放送のひみつ 藤みき生/漫画　オフィス・イディオム/構成 学研パブリッシング 学習センター
700 かこさとしあそびの大惑星　６ かこさとしあそびの大惑星 かこ　さとし 著 農山漁村文化協会 学習センター
700 あかいふうせん イエラ・マリ 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
700 かいぶつぞろぞろ 辻村益朗　構成・文 福音館書店 学習センター
700 かこさとしあそびの大宇宙１ かこ さとし 絵と文 農山漁村文化協会 １年生教室
700 かこさとしあそびの大宇宙２ かこ さとし 絵と文 農山漁村文化協会 １年生教室
700 かこさとしあそびの大宇宙３ かこ さとし 絵と文 農山漁村文化協会 １年生教室
700 かこさとしあそびの大宇宙４ かこ さとし 絵と文 農山漁村文化協会 １年生教室
700 かこさとしあそびの大宇宙５ かこ さとし 絵と文 農山漁村文化協会 １年生教室
700 かこさとしあそびの大宇宙６ かこ さとし 絵と文 農山漁村文化協会 １年生教室
700 かこさとしあそびの大宇宙７ かこ さとし 絵と文 農山漁村文化協会 １年生教室
700 かこさとしあそびの大宇宙８ かこ さとし 絵と文 農山漁村文化協会 １年生教室
700 かこさとしあそびの大宇宙９ かこ さとし 絵と文 農山漁村文化協会 １年生教室
700 かこさとしあそびの大宇宙１０ かこ さとし 絵と文 農山漁村文化協会 １年生教室
700 たのしい図画工作１ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作２ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作３ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作４ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作５ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作６ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作７ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作８ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作９ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作１０ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作１１ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作１２ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作１３ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作１４ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作１５ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 たのしい図画工作１６ 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
700 びっくり！！トリックアート　１ びっくり！！トリックアート 竹内　龍人 編著 汐文社 学習センター
700 びっくり！！トリックアート　２ びっくり！！トリックアート 竹内　龍人 編著 汐文社 学習センター



700 びっくり！！トリックアート　３ びっくり！！トリックアート 竹内　龍人 編著 汐文社 閉架
702 まんが西洋美術史１ アートコミック 馬淵 明子 〔ほか〕編集 美術出版社 学習センター
702 まんが西洋美術史３ アートコミック 馬淵 明子 〔ほか〕編集 美術出版社 学習センター
709 教科書に出てくる歴史ビジュアル実物大図鑑 ポプラ社 学習センター
709 ちえ子と仁王さま しゃかいの絵本 さくらい のぶお ・ぶん ポプラ社 智文庫
709 みんなで守ろう世界の文化・自然遺産７ 学研 学習センター
717 藤川勇造作品集 香川県文化会館 学習センター
720 親子づる 国土社の図工えほん 羽場 徳蔵 著 国土社 学習センター
720 鈴の鳴る道 花の詩画集 星野 富弘 著 偕成社 学習センター
720 速さのちがう時計 花の詩画集 星野 富弘 著 偕成社 学習センター
723 ひらめき美術館　第１館 小学館あーとぶっく 結城昌子 小学館 学習センター
726 さわってごらんいまなんじ？ バリアフリーえほん なかつか ゆみこ さく・え 岩崎書店 5678組
726 １ ２ ３どうぶつえんへ ボードブック エリック・カール さく 偕成社 5678組
726 なにを　かこうかな マーグレット・レイ 作 文化出版局 学習センター
726 マークのほん 浜田 るり子 絵 ひかりのくに 5678組
726 しーっ！ぼうやがおひるねしているの ミンフォン・ホ 作 偕成社 読セ（絵本）
726 光とともに　1 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 学習センター
726 光とともに　２ 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 学習センター
726 光とともに　３ 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 学習センター
726 光とともに　４ 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 閉架
726 くまくん 二宮由紀子　作 ひかりのくに 読セ（絵本）
726 ザガズー クエンティン・ブレイク　作 好学社 読セ（絵本）
726 木の実とともだち 下田智美　絵と文 偕成社 読書センター
726 なぞなぞギャング団 だじゃれモン次郎 石崎洋司　作 講談社 読書センター
726 なぞなぞゆうれい船 だじゃれモン次郎 石崎洋司　作 講談社 読書センター
726 なぞなぞドラゴン島 だじゃれモン次郎 石崎洋司　作 講談社 読書センター
726 ちひろの世界 松本　猛・松本由理子 講談社 学習センター
726 光とともに　６ 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 読セ（30周年）
726 光とともに　７ 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 読セ（30周年）
726 光とともに　８ 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 読セ（30周年）
726 光とともに　９ 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 読セ（30周年）
726 光とともに　１０ 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 読セ（30周年）
726 光とともに　１１ 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 読セ（30周年）
726 光とともに　１２ 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 読セ（30周年）
726 光とともに　１３ 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 読セ（30周年）
726 光とともに　１４ 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 読セ（30周年）
726 まんが・アニメの大常識 これだけは知っておきたい　２９おかだ　えみこ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
726 光とともに　４ 光とともに 戸部　けいこ 著 秋田書店 読書センター
726 もりのおたんじょうび 松村 雅子 さく 文化出版局 智文庫
726 鳥の島 川端 誠 作 文化出版局 智文庫
726 申の山 川端 誠 作 文化出版局 智文庫
726 つちにゅうどう 川端 誠 作 文化出版局 智文庫
726 やぎのびりいとふとったなかまたち ミセスこどもの本 ノニー・ホグローギアン 作 文化出版局 智文庫
726 ゴリラのジュリアス シド・ホフ 作 文化出版局 智文庫
726 ふたりはいっしょ ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 智文庫
726 ぼくのおじさん アーノルド・ローベル 作 文化出版局 智文庫
726 きりぎりすくん ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 智文庫
726 いたずらノラ ミセスこどもの本 ローズマリー・ウエルズ 作 文化出版局 智文庫
726 オンディーヌとさかな共和国 フィリップ・デュマ 作 文化出版局 智文庫
726 しょうぼうねこ エスター・アベリル 作 文化出版局 智文庫
726 おはなし　ばんざい アーノルド・ローベル 作 文化出版局 智文庫
726 ハバードおばさんといぬ ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 絵 文化出版局 智文庫
726 ふくろうくん こどもの本 アーノルド　ローベル 作 文化出版局 智文庫
726 たこのオクト エブリン・ショー 文 文化出版局 智文庫
726 たつのおとしご ロバート・モリス 文 文化出版局 智文庫
726 ふたりはいつも ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 智文庫
726 いるかのカーフ ミセスこどもの本 ロバート・Ａ・モリス 文 文化出版局 智文庫
726 とうさん　おはなしして アーノルド・ローベル 作 文化出版局 智文庫
726 ルシールはうま ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 智文庫
726 イエペ　さんぽに　いく 石亀 泰郎 写真 文化出版局 智文庫
726 イエペは　ぼうしが　だいすき 石亀 泰郎 写真 文化出版局 智文庫
726 くろぼうしちゃん なかえ よしを 文 文化出版局 智文庫
726 ぼくのどうぶつえん ミセスこどもの本 小池 徹 〔画〕 文化出版局 智文庫
726 ほしのぎんか 〔グリム 原著〕 フレーベル館 智文庫
726 しまうまになったマルコ イヴァン・ガンチェフ 作・絵 フレーベル館 智文庫
726 かばの　ビクトール ギ・クーンハイエ 作 フレーベル館 智文庫
726 ひのやま イヴァン・ガンチェフ 作・絵 フレーベル館 智文庫
726 ねずみの　レオポルド リブシェ・パレチコバー 文 フレーベル館 智文庫
726 こなひきのおやことろば 〔イソップ 作〕 フレーベル館 智文庫
726 やさしい　おおかみ ペーター・ニックル 作 フレーベル館 智文庫
726 ちいさな　いぬ デサンカ・マキシモヴィッチ 作 フレーベル館 智文庫
726 フィディブスとはらぺこライオン アンネゲルト・フクスフーバー 作・絵 フレーベル館 智文庫
726 ふたりはきょうも ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 智文庫
726 きょうりゅうたち ペギー・パリッシュ 〔著〕 文化出版局 智文庫
726 たつのおとしご ロバート・モリス 文 文化出版局 読セ（絵本）
726 とうさんおはなしして ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 読セ（絵本）
726 ぼくのおじさん アーノルド・ローベル 作 文化出版局 読セ（絵本）
726 おはなし　ばんざい アーノルド・ローベル 作 文化出版局 読セ（絵本）
726 カヌーはまんいん ナサニエル・ベンチリー 文 文化出版局 読セ（絵本）
726 かえってきたさけ フレッド・フレガー 文 文化出版局 読セ（絵本）
726 ハバードおばさんといぬ ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 絵 文化出版局 読セ（絵本）
726 ふくろうくん こどもの本 アーノルド　ローベル 作 文化出版局 読セ（絵本）
726 きりぎりすくん アーノルド・ローベル 作 文化出版局 読セ（絵本）
726 ルシールはうま ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 読セ（絵本）
726 ふたりはともだち ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 読セ（絵本）
726 ふたりはいつも ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 読セ（絵本）
726 ふたりはきょうも ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 読セ（絵本）
726 ふたりはいっしょ ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 読セ（絵本）
726 たのしいはりえ ペーパーランド 寺門 保夫 作 ポプラ社 学習センター
726 うきだし　はりえ ペーパーランド 寺門 保夫 作・絵 ポプラ社 学習センター
726 おとうさんですよ 佐々木 マキ 作・絵 ひかりのくに 5678組
726 ぴよぴよ ことばのえほん 谷川俊太郎　さく 堀内誠一　え くもん出版 読セ（絵本）
726 かっきくけっこ ことばのえほん 谷川俊太郎　さく 堀内誠一　え くもん出版 読セ（絵本）
726 あっはっは ことばのえほん 谷川俊太郎　さく 堀内誠一　え くもん出版 読セ（絵本）
726 いくつかな？ かずのえほん 谷川俊太郎　さく 堀内誠一　え くもん出版 読セ（絵本）
726 金のさかな 世界のお話傑作選 Ａ．プーシキン 著 松谷　さやか 訳 ワレーリー・ワシーリエフ 画偕成社 読セ（むかし話）
726 クリスマスのおかいもの 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本たしろ　ちさと 著 講談社 読書センター
726 かえうたかえうたこいのぼり 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本石井　聖岳 著 講談社 読書センター
726 たなばたまつり 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本松成　真理子 著 講談社 読書センター
726 ぼんちゃんのぼんやすみ 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本あおき　ひろえ 著 講談社 読書センター
726 くまのこのとしこし 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本高橋　和枝 著 講談社 読書センター
726 おじいちゃんちのたうえ 講談社の創作絵本シリーズさこ　ももみ 著 講談社 読書センター
726 まんまるいけのおつきみ 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本かとう　まふみ 著 講談社 読書センター
726 ゆめちゃんのハロウィーン 講談社の創作絵本シリーズ高林　麻里 著 講談社 読書センター
726 いもいもほりほり 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本西村　敏雄 著 講談社 読書センター
726 せつぶんのひのおにいっか 講談社の創作絵本　季節と行事のよみきかせ絵本青山　友美 著 講談社 読書センター
726 あしたもともだち 内田　麟太郎 著 降矢　なな 画 偕成社 １年生教室
726 マジシャンミロのふしぎなぼうし 講談社の翻訳絵本 ジョン・エイジー 著 石崎　洋司 訳 講談社 読書センター
726 プロジェクトＸ挑戦者たち日本初のマイカーてんとう虫町をゆく　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 木村　直巳 著 宙出版 読書センター
726 ぐっとくるまんがのセリフ１０１ ことばの力　１ すずき出版 読書センター
726 いろはのかるた奉行 長谷川義史　作・絵 講談社 読セ（絵本）
726 ムーミン谷に春がきた 絵本・ムーミン谷から　1 トーベ・ヤンソン 講談社 読書センター
726 ムーミンと空とぶ 絵本ムーミン谷から　2 トーベ・ヤンソン　作・絵 講談社 読書センター
726 ムーミン谷の大こうずい 絵本・ムーミン谷から　3 トーベ・ヤンソン　作・絵 講談社 読書センター
726 ムーミン谷のすい星 絵本・ムーミン谷から　4 トーベ・ヤンソン　作・絵 講談社 読書センター
726 ムーミン谷のふしぎな夏 絵本・ムーミン谷から　5 トーベ・ヤンソン  作・絵 講談社 読書センター
726 ムーミン一家とメイドのミーサン 絵本・ムーミン谷から　6 トーベ・ヤンソン　作・絵 講談社 読書センター



726 コんガらガっちどっちにすすむ？の本 ユーフラテス 著 小学館 読セ（絵本）
726 コんガらガっちあっちこっちすすめ！の本 ユーフラテス 著 小学館 読セ（絵本）
726 コんガらガっちおそるおそるすすめ！の本 ユーフラテス 著 小学館 読セ（絵本）
726 ブラックジャック１ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック２ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック３ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック４ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック５ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック６ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック７ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック８ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック９ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック１０ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック１１ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック１２ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック１３ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック１４ ＢＬＡＣＫＪＡＣＫ 手塚治虫 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック１５ 豪華版ＢＬＡＣＫＪＡＣＫシリーズ手塚治虫　著 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック１６ 豪華版ＢＬＡＣＫＪＡＣＫシリーズ手塚治虫　著 秋田書店 読書センター
726 ブラックジャック１７ 豪華版ＢＬＡＣＫＪＡＣＫシリーズ手塚治虫　著 秋田書店 読書センター
726 光とともに…5 戸部けいこ　著 秋田書店 読書センター
726 光とともに…15 戸部けいこ　著 秋田書店 読書センター
726 はだしのゲン愛蔵版　第１巻 はだしのゲン愛蔵版 中沢啓治 汐文社 読書センター

726.6 したのすいぞくかん あきびんご　作 くもん出版 学習センター
726.6 あいうえおべんとう 山岡ひかる　作 くもん出版 学習センター
726.6 あいうえおん あきびんご　作 くもん出版 学習センター
726.6 ぼくとかれんのかくれんぼ あきびんご　作 くもん出版 学習センター
726.6 おばけぼうやのみずじごくうたうためぐり 川北亮司　文 中谷靖彦　絵 くもん出版 学習センター

727 母と子のカードづくり 宮崎　健　著 美術出版社 学習センター
730 たのしいはんが１ねんせい 学年別図画工作シリーズ いとう やしお 編著 岩崎書店 １年生教室
730 紙はんがあそび ペーパーランド かわはら えみこ 作・絵 ポプラ社 学習センター
731 母と子のマーブリング 貴田　庄　著 美術出版社 学習センター
746 母と子の針穴写真 田所　美恵子　著 美術出版社 学習センター
748 子どもたちの日々 飯沢　耕太郎　編 福音館書店 学習センター
749 イネの一生 科学のアルバム 守矢 登 著 あかね書房 学習センター
749 イネの一生 科学のアルバム 守矢 登 著 あかね書房 学習センター
749 イネの一生 科学のアルバム 守矢 登 著 あかね書房 学習センター
749 イネの一生 科学のアルバム 守矢 登 著 あかね書房 学習センター
749 イネの一生 科学のアルバム 守矢 登 著 あかね書房 学習センター
750 実物大はじめてのおりがみ 世界文化社 学習センター
750 実物大おしゃれスタンプ 世界文化社 閉架
750 実物大あそべるおりがみ 世界文化社 学習センター
750 実物大ビーズあそび 世界文化社 学習センター
750 実物大てぶくろ人形 世界文化社 学習センター
750 作ってみようリサイクル工作６８ 成美堂出版 学習センター
750 海の工作図鑑 岩藤　しおい 著 いかだ社 学習センター
750 森の工作図鑑　ｖｏｌ．１ 森の工作図鑑　ｖｏｌ．１ 岩藤　しおい 著 いかだ社 学習センター
750 森の工作図鑑　ｖｏｌ．２ 森の工作図鑑　ｖｏｌ．２ 岩藤　しおい 著 いかだ社 学習センター
750 花の工作図鑑 岩藤　しおい 著 いかだ社 学習センター
750 クリスマス・正月の工作図鑑 岩藤　しおい 著 いかだ社 学習センター
750 かんたんかわいい手芸・工作　４ かんたんかわいい手芸・工作シゲ　トモコ 著 岩崎書店 学習センター
750 かんたんかわいい手芸・工作　５ かんたんかわいい手芸・工作シゲ　トモコ 著 岩崎書店 学習センター
750 かんたんかわいい手芸・工作　６ かんたんかわいい手芸・工作シゲ　トモコ 著 岩崎書店 学習センター
750 かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　１ かんたん！あそべる！おもちゃこうさく築地制作所 著 小峰書店 学習センター
750 かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　２ かんたん！あそべる！おもちゃこうさく柴田　泰 著 小峰書店 学習センター
750 かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　３ かんたん！あそべる！おもちゃこうさく尾田　芳子 著 小峰書店 学習センター
750 かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　４ かんたん！あそべる！おもちゃこうさく宮地　明子 著 小峰書店 学習センター
750 かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　５ かんたん！あそべる！おもちゃこうさく山下　きみよ 著 小峰書店 学習センター
750 かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　６ かんたん！あそべる！おもちゃこうさく築地制作所 著 小峰書店 学習センター
750 かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　７ かんたん！あそべる！おもちゃこうさく町田　里美 著 小峰書店 学習センター
750 かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　８ かんたん！あそべる！おもちゃこうさく 小峰書店 学習センター
750 はじめてのフェルトぬいぐるみ 浦山亜由美　作 学習研究社 学習センター
750 はじめての羊毛マスコット せとよしみ　作 学習研究社 学習センター
750 シリーズ日本の伝統工芸４ リブリオ出版 学習センター
750 シリーズ日本の伝統工芸８ リブリオ出版 学習センター
750 シリーズ日本の伝統工芸１２ リブリオ出版 学習センター
750 おばあちゃんのゆのみ しゃかいの絵本 しみず たつや ・ぶん ポプラ社 智文庫
750 やってみようたのしい伝承あそび３ 学研 学習センター
750 やってみようたのしい伝承あそび４ 学研 学習センター
750 やってみようたのしい伝承あそび５ 学研 学習センター
750 やってみようたのしい伝承あそび６ 学研 学習センター
750 やってみようたのしい伝承あそび１ 学研 学習センター
750 やってみようたのしい伝承あそび２ 学研 学習センター
750 やってみようたのしい伝承あそび３ 学研 学習センター
750 やってみようたのしい伝承あそび４ 学研 学習センター
750 やってみようたのしい伝承あそび５ 学研 学習センター
750 やってみようたのしい伝承あそび６ 学研 学習センター
750 ペットボトルおもちゃ Ｋｉｄｓ工作ＢＯＯＫ すずお　泰樹 著 いかだ社 学習センター
750 ちょこっとできるびっくり！工作　１ ちょこっとできるびっくり！工作立花　愛子，佐々木　伸 著 偕成社 学習センター
750 かんたん手芸　２　　ビーズでつくろう かんたん手芸 寺西恵里子　著 小峰書店 学習センター
750 かんたん手芸　３　　ねんどでつくろう かんたん手芸 寺西恵里子　著 小峰書店 学習センター
750 伝統工芸 ポプラディア情報館 こどもくらぶ　文・編集 ポプラ社 学習センター
750 手足でポン！スタンプペインティングｂｏｏｋ 鳥垣英子　著 いかだ社 学習センター
750 ふろしきで遊ぼう 横山功　著 いかだ社 学習センター
750 子どもと楽しむバルーンアート 大石亜由美　著 いかだ社 学習センター
750 子どもと楽しむおり紙ワンダーランド 山口真　著 いかだ社 学習センター
750 ペットボトルおもちゃ すずお泰樹　編 いかだ社 学習センター
750 わくわくクリスマス 岩藤しおい，　大井康子　著 いかだ社 学習センター
750 牛乳パック＆ペットボトルＫｉｄｓ工作図鑑 立花愛子，　佐々木伸　　著 いかだ社 学習センター
750 科学じかけの貯金箱自由研究ＢＯＯＫ 立花愛子，　佐々木伸　　著 いかだ社 学習センター
750 クリスマス・正月のハッピーマジック 藤原邦恭　著 いかだ社 学習センター
750 手づくりおもちゃを１００倍楽しむ本 木村研　著 いかだ社 学習センター
750 １００円ショップでうきうき手づくりおもちゃ 吉田未希子　著 いかだ社 学習センター
750 １００円ショップでわくわく科学実験 青野裕幸　著 いかだ社 学習センター
750 １００円ショップでどきどきマジック 藤原邦恭　著 いかだ社 学習センター
750 わゴムのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 わゴムのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 わゴムのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 わゴムのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 ストローのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 ストローのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 ストローのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 ストローのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 せんたくばさみのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 せんたくばさみのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 せんたくばさみのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 せんたくばさみのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 かいちゅうでんとうのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 かいちゅうでんとうのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 かいちゅうでんとうのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター
750 かいちゅうでんとうのふしぎ工作 ちょこっとできるびっくり工作立花愛子，佐々木伸　著 偕成社 学習センター

750.21 伝統工芸ってなに？ 日本工芸会東日本支部　編 芸艸堂 学習センター
751 楽しいねんど①ジオラマを作ろう はじめてでもかんたん！ 寺西　恵里子 汐文社 学習センター
751 楽しいねんど②ヒモとマルで作ろう はじめてでもかんたん！ 寺西　恵里子 汐文社 学習センター
751 楽しいねんど③夢の世界を作ろう はじめてでもかんたん！ 寺西　恵里子 汐文社 学習センター
751 楽しいねんど④雑貨を作ろう はじめてでもかんたん！ 寺西　恵里子 汐文社 学習センター
752 香川の漆工芸 藤田和夫 大日本印刷株式会社 学習センター



754 ユニット折り紙 ちくま少年図書館　７８　創造の広場布施知子 筑摩書房 学習センター
754 きむらゆういちのエコ工作えほん　１ きむらゆういちのエコ工作えほんきむら　ゆういち 著 ポプラ社 読書センター
754 きむらゆういちのエコ工作えほん　２ きむらゆういちのエコ工作えほんきむら　ゆういち 著 ポプラ社 学習センター
754 きむらゆういちのエコ工作えほん　３ きむらゆういちのエコ工作えほんきむら　ゆういち 著 ポプラ社 学習センター
754 とべ！かみひこうき あそびのひろば 新坂 和男 作・絵 ポプラ社 智文庫
754 母と子のおりがみ新世界 笠原　邦彦　著 美術出版社 学習センター
754 とびだすおりがみ ペーパーランド 茶谷 正洋 作 ポプラ社 学習センター
754 とびだすカード ペーパーランド たしろ こうじ 作 ポプラ社 学習センター
754 どうぶつのおめん ペーパーランド 神戸 憲治 作 ポプラ社 学習センター
754 おりがみブロック ペーパーランド 佐藤 芳夫 作 ポプラ社 学習センター
754 おりがみえあそび ペーパーランド 寺門 保夫 作・絵 ポプラ社 学習センター
754 はこをつくろう ペーパーランド 神戸 憲治 作 ポプラ社 学習センター
754 色セロハンでつくろう ペーパーランド 渡辺 叡 作 ポプラ社 学習センター
754 春のおりがみ きせつのかんたんおりがみ　１竹井　史郎 著 小峰書店 学習センター
754 夏のおりがみ きせつのかんたんおりがみ　２竹井　史郎 著 小峰書店 学習センター
754 秋のおりがみ きせつのかんたんおりがみ　３竹井　史郎 著 小峰書店 学習センター
754 冬のおりがみ きせつのかんたんおりがみ　４竹井　史郎 著 小峰書店 学習センター
754 きせつのおり紙 ／ 行事・歳時記・自然 プレｎｅｏ　ｂｏｏｋｓ 新宮文明  著 小学館 学習センター
754 遊べる！さんすうおり紙 ／ 飛ばす・回す・動かす プレｎｅｏ　ｂｏｏｋｓ 新宮文明  著 小学館 学習センター
754 あそぼう！男の子のおりがみ 山口真  著 西東社 学習センター
759 おばけあそび１ 新・あそびの絵本 長島 克夫 作・絵 岩崎書店 学習センター
759 おばけあそび３ 新・あそびの絵本 長島 克夫 作・絵 岩崎書店 学習センター
759 ちぎってきってはりえあそび 新・あそびの絵本 早坂 忠之 作 岩崎書店 学習センター
759 びっくりへんしんかめんあそび 新・あそびの絵本 小宮山 洋夫 作 岩崎書店 学習センター
759 リサイクルでつくるゆうえんち 新・あそびの絵本 早坂 忠之 作 岩崎書店 学習センター
759 おばけあそび２ 新・あそびの絵本 長島 克夫 作・絵 岩崎書店 学習センター
759 お手玉 大西 伝一郎 文 文渓堂 学習センター
759 ビー玉 森戸 祐幸 文 文渓堂 学習センター
759 万華鏡 大熊 進一 文 文渓堂 学習センター
759 工作図鑑 木内　勝　著 福音館書店 学習センター
760 和楽器にチャレンジ！１ 坪能 由紀子 監修 汐文社 音楽室
760 和楽器にチャレンジ！２ 坪能 由紀子 監修 汐文社 音楽室
760 和楽器にチャレンジ！３ 坪能 由紀子 監修 汐文社 音楽室
760 和楽器にチャレンジ！４ 坪能 由紀子 監修 汐文社 音楽室
760 かこさとしあそびの大惑星　１ かこさとしあそびの大惑星 かこ　さとし 著 農山漁村文化協会 学習センター
760 教科書にでている童謡・唱歌のふるさと　１ 教科書にでている童謡・唱歌のふるさと吉村　温子 著 岩崎書店 音楽室
760 教科書にでている童謡・唱歌のふるさと　２ 教科書にでている童謡・唱歌のふるさと吉村　温子 著 岩崎書店 音楽室
760 教科書にでている童謡・唱歌のふるさと　３ 教科書にでている童謡・唱歌のふるさと吉村　温子 著 岩崎書店 音楽室
760 「クラシック鑑賞」事典 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 音楽室
760 ピーターとおおかみ 音楽のえほん 東 竜男 文 岩崎書店 音楽室
760 どうぶつのカーニバル 音楽のえほん 東 竜男 文 岩崎書店 音楽室
760 まほうの笛 音楽のえほん 東 竜男 文 岩崎書店 音楽室
760 ダニー・ボーイ 音楽のえほん 矢沢 寛 文 岩崎書店 音楽室
760 草原情歌 音楽のえほん 矢沢 寛 文 岩崎書店 音楽室
760 風の音 音楽のえほん 繁下 和雄 文 岩崎書店 音楽室
760 弓の音 音楽のえほん 繁下 和雄 文 岩崎書店 音楽室
760 皮の音 音楽のえほん 繁下 和雄 文 岩崎書店 音楽室
760 ポプラ社の音楽シリーズ１３ ポプラ社 智文庫
760 ポプラ社の音楽シリーズ１５ ポプラ社 智文庫
760 音楽の父バッハ ジュニア音楽図書館 やなせ たかし 文・絵 音楽之友社 ６年生教室
760 ミューズの子　モーツァルト ジュニア音楽図書館 高橋 英郎 文 音楽之友社 ６年生教室
760 不屈の人　ベートーベン ジュニア音楽図書館 北畠 八穂 文 音楽之友社 ６年生教室
760 歌曲王シューベルト ジュニア音楽図書館 庄野 英二 文 音楽之友社 ６年生教室
760 ピアノの詩人　ショパン ジュニア音楽図書館 立原 えりか 文 音楽之友社 ６年生教室
760 ワルツ王　シュトラウス ジュニア音楽図書館 薩摩 忠 文 音楽之友社 ６年生教室
760 バレエの光チャイコフスキー ジュニア音楽図書館 中山 知子 文 音楽之友社 ６年生教室
760 日本の詩情　滝廉太郎 ジュニア音楽図書館 大山 真人 文 音楽之友社 ６年生教室
760 王宮のひびきヘンデル ジュニア音楽図書館 生源寺 美子 文 音楽之友社 ６年生教室
760 交響曲の父ハイドン ジュニア音楽図書館 清水 たみ子 文 音楽之友社 ６年生教室
760 スラブの星ドボルザーク ジュニア音楽図書館 砂川 しげひさ 文・絵 音楽之友社 ６年生教室
760 日本歌曲の父山田耕筰 ジュニア音楽図書館 西条 嫩子 文 音楽之友社 ６年生教室
760 音楽が好きだ！４ ポプラ社 学習センター
760 あそびうた大全集 福尾　野歩監修 クレヨンハウス 音楽室
760 あそびうた大全集 福尾　野歩監修 クレヨンハウス 音楽室
760 あそびうた大全集 福尾　野歩監修 クレヨンハウス 音楽室
760 あそびうた大全集 福尾　野歩監修 クレヨンハウス 音楽室
760 あそびうた大全集 福尾　野歩監修 クレヨンハウス 音楽室
760 あそびうた大全集 福尾　野歩監修 クレヨンハウス 音楽室
761 音楽が好きだ！１ ポプラ社 学習センター
762 音楽の父Ｊ．Ｓ．バッハ 世界の音楽家たち さいとう　みのる　著 汐文社 学習センター
762 神童モーツァルト 世界の音楽家たち さいとう　みのる　著 汐文社 学習センター
762 楽聖ベートーヴェン 世界の音楽家たち さいとう　みのる　著 汐文社 学習センター
762 ピアノの詩人ショパン 世界の音楽家たち さいとう　みのる　著 汐文社 学習センター
762 ロシア音楽の星チャイコフスキー 世界の音楽家たち さいとう　みのる　著 汐文社 学習センター
762 古典音楽の父ハイドン 世界の音楽家たち　２期 さいとう　みのる　著 汐文社 学習センター
762 歌曲王シューベルト 世界の音楽家たち　２期 さいとう　みのる　著 汐文社 学習センター
762 ロマン派の推進者シューマン 世界の音楽家たち　２期 さいとう　みのる　著 汐文社 学習センター
762 総合芸術の開拓者ワーグナー 世界の音楽家たち　２期 さいとう　みのる　著 汐文社 学習センター
762 新古典派の完成者ブラームス 世界の音楽家たち　２期 さいとう　みのる　著 汐文社 学習センター
762 音楽が好きだ！６ ポプラ社 音楽室
763 音楽がたのしくなる世界の「楽器」絵事典 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 音楽室
763 みんなのピアノ しゃかいの絵本 かんべ じゅんきち ・ぶん ポプラ社 智文庫
764 オーケストラ大図鑑 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 音楽室
764 音楽が好きだ！３ ポプラ社 学習センター
764 音楽が好きだ！５ ポプラ社 学習センター
764 オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑 佐伯茂樹　著 小峰書店 音楽室
764 オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑 佐伯茂樹　著 小峰書店 音楽室
764 オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑 佐伯茂樹　著 小峰書店 音楽室
764 オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑 佐伯茂樹　著 小峰書店 音楽室
764 オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑 佐伯茂樹　著 小峰書店 音楽室
765 サイレントナイト 評論社の児童図書館・絵本の部屋ベリンダ・ドウンズ 刺繍 評論社 読セ（絵本）
767 かわいいかくれんぼ うたのえほん こわせ たまみ 編 国土社 5678組
767 ツッピンとびうお うたのえほん こわせ たまみ 編 国土社 5678組
767 おすもうくまちゃん うたのえほん こわせ たまみ 編 国土社 5678組
767 コンコンクシャンのうた うたのえほん こわせ たまみ 編 国土社 5678組
767 こどものアンサンブル曲集 悠木　昭宏編 ドレミ楽譜出版社 音楽室
767 世界中のこどもたちが クレヨンハウス 音楽室
767 ぼくたちのうた クレヨンハウス 音楽室
767 パレード クレヨンハウス 音楽室
767 ハロー！ クレヨンハウス 音楽室
767 あしたがすき クレヨンハウス 音楽室
767 スマイル クレヨンハウス 音楽室
767 ポケットに歌をつめて クレヨンハウス 音楽室
767 地球は歌う クレヨンハウス 音楽室
767 子どもの笑顔を消さないで 止揚学園 作詩・作曲 偕成社 読セ（絵本）
768 みんなで歌える！ふるさとの民謡　１　北海道・東北・関東・甲信越編ふるさとの民謡 遠藤　賢一 画 汐文社 音楽室
768 みんなで歌える！ふるさとの民謡　２　北陸・東海・近畿・中国編みんなで歌える！ふるさとの民謡遠藤　賢一 画 汐文社 音楽室
768 みんなで歌える！ふるさとの民謡　３　四国・九州・沖縄編みんなで歌える！ふるさとの民謡遠藤　賢一 画 汐文社 音楽室
770 再発見！くらしのなかの伝統文化　７ 再発見！くらしのなかの伝統文化 ポプラ社 学習センター
771 観劇にやくだつ舞台芸術「表」「裏」絵事典 ＰＨＰ研究所 学習センター
775 新選　たのしい小学校劇 川島 吾朗 編集 小峰書店 智文庫
775 新選　たのしい小学校劇高学年　上 北島 春信 編集 小峰書店 智文庫
775 新選　たのしい小学校劇高学年　下 北島 春信 編集 小峰書店 智文庫
775 新選　たのしい小学校劇低学年　上 田中 清之助 編集 小峰書店 智文庫
775 新選　たのしい小学校劇　低学年　下 田中 清之助 編集 小峰書店 智文庫
775 楽しい子どもミュージカル１巻 汐文社 音楽室
775 楽しい子どもミュージカル２巻 汐文社 音楽室



775 楽しい子どもミュージカル３巻 汐文社 音楽室
778 火垂るの墓 徳間アニメ絵本　５ 野坂　昭如 原著 徳間書店 閉架
778 平成狸合戦ぽんぽこ 徳間アニメ絵本　１０ 高畑勲 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 おもひでぽろぽろ 徳間アニメ絵本　９ 岡本　螢 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 アルプスの少女ハイジ 徳間アニメ絵本　１２ ヨハンナ・スピリ 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 赤毛のアン 徳間アニメ絵本　１３ Ｌ．Ｍ．モンゴメリー 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 セロ弾きのゴーシュ 徳間アニメ絵本　１９ 宮沢　賢治 原著 徳間書店 閉架
778 母をたずねて三千里 徳間アニメ絵本　１８ エドモンド・デ・アミーチス 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 太陽の王子ホルスの大冒険 徳間アニメ絵本　２１ 深沢　一夫 著 徳間書店 読セ（30周年）
778 長靴をはいた猫 徳間アニメ絵本　２０ シャルル・ペロー 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 パンダコパンダ 徳間アニメ絵本　１５ 宮崎　駿 著 徳間書店 読セ（30周年）
778 風の谷のナウシカ　上 徳間アニメ絵本　１ 宮崎　駿 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 風の谷のナウシカ　下 徳間アニメ絵本　２ 宮崎　駿 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 天空の城ラピュタ 徳間アニメ絵本　３ 宮崎　駿 原著 徳間書店 閉架
778 となりのトトロ 徳間アニメ絵本　４ 宮崎　駿 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 魔女の宅急便 徳間アニメ絵本　６ 角野　栄子 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 もののけ姫　上 徳間アニメ絵本　１６ 宮崎　駿 著 徳間書店 閉架
778 もののけ姫　下 徳間アニメ絵本　１７ 宮崎　駿 著 徳間書店 閉架
778 耳をすませば 徳間アニメ絵本　１１ 柊　あおい 原著 徳間書店 閉架
778 ホーホケキョとなりの山田くん 徳間アニメ絵本　２２ いしい　ひさいち 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 未来少年コナン 徳間アニメ絵本　１４ アレグサンダー・ケイ 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 ルパン三世カリオストロの城 徳間アニメ絵本　２３ モンキー・パンチ 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 千と千尋の神隠し 徳間アニメ絵本　２４ 宮崎　駿 著 徳間書店 読セ（30周年）
778 ハウルの動く城 徳間アニメ絵本　２８ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 原著 徳間書店 閉架
778 ゲド戦記 徳間アニメ絵本　２９ アーシュラ　Ｋ．ル・グウィン 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 崖の上のポニョ 徳間アニメ絵本　３０ 宮崎　駿 原著 徳間書店 読セ（30周年）
778 猫の恩返し 徳間アニメ絵本　２５ 柊　あおい 原著 徳間書店 閉架
778 名探偵ホームズ　１　劇場版 徳間アニメ絵本　２６ コナン・ドイル 原著 徳間書店 読書センター
778 名探偵ホームズ　２　劇場版 徳間アニメ絵本　２７ コナン・ドイル 原著 徳間書店 読書センター
778 コクリコ坂から 徳間アニメ絵本　３２ 宮崎　駿，丹羽　圭子 著 徳間書店 読書センター
778 風の谷のナウシカ（上） 徳間アニメ絵本 宮崎駿 徳間書店 読書センター
778 風の谷のナウシカ（下） 徳間アニメ本（人気シリーズ）２００２年度版宮崎駿　原作 徳間書店 読書センター
778 天空の城ラピュタ 徳間アニメ本（人気シリーズ）２００２年度版宮崎駿　原作 徳間書店 読書センター
778 となりのトトロ 徳間アニメ本（人気シリーズ）２００２年度版宮崎駿　原作 徳間書店 読書センター
778 火垂るの墓 徳間アニメの本＜名作シリーズ＞野坂昭如　原作　高畠勲　監督 徳間書店 読書センター
778 魔女の宅急便 徳間アニメ本（人気シリーズ）２００２年度版角野栄子　原作　宮崎駿　監督 徳間書店 読書センター
778 ふしぎの海のナディア　上 徳間アニメ絵本 徳間書店 読書センター
778 ふしぎの海のナディア　下 徳間アニメ絵本 徳間書店 読書センター
778 おもひでぽろぽろ 徳間アニメの本＜名作シリーズ＞岡本蛍　原作 徳間書店 読書センター
778 平成狸合戦ぽんぽこ 徳間アニメの本＜名作シリーズ＞高畑勲　原作 徳間書店 読書センター
778 耳をすませば 徳間アニメ本（人気シリーズ）２００２年度版柊あおい　原作　宮崎駿　絵 徳間書店 読書センター
778 アルプスの少女ハイジ 徳間アニメの本＜名作シリーズ＞ヨハンナ・スピリ　原作　高畠勲　演出 徳間書店 読書センター
778 赤毛のアン 徳間アニメの本＜名作シリーズ＞Ｌ･Ｍ･モンゴメリー 原作 高畠勲 演出 徳間書店 読書センター
778 未来少年コナン 徳間アニメ本（人気シリーズ）２００２年度版アレグサンダー・ケイ　原作　宮崎駿　演出 徳間書店 読書センター
778 パンダコパンダ 徳間アニメの本＜名作シリーズ＞宮崎駿　原案・脚本　高畠勲　演出 徳間書店 読書センター
778 もののけ姫　上 徳間アニメ本（人気シリーズ）２００２年度版宮崎駿　原作 徳間書店 読書センター
778 もののけ姫　下 徳間アニメ本（人気シリーズ）２００２年度版宮崎駿　原作　 徳間書店 読書センター
778 母をたずねて三千里 徳間アニメの本＜名作シリーズ＞エドモンド・デ・アミーチス　原作 徳間書店 読書センター
778 セロ弾きのゴーシュ 徳間アニメの本＜名作シリーズ＞宮沢賢治　原作　高畠勲　監督 徳間書店 読書センター
778 長靴をはいた猫 徳間アニメの本＜名作シリーズ＞シャルル・ペロー 徳間書店 読書センター
778 太陽の王子　ホルスの大冒険 徳間アニメの本＜名作シリーズ＞高畑勲　演出 徳間書店 読書センター
778 ホーホケキョとなりの山田くん 徳間アニメ本（人気シリーズ）２００２年度版いしいひさいち　原作　高畑勲　脚本・監督 徳間書店 読書センター
778 ルパン三世　カリオストロの城 徳間アニメ本（人気シリーズ）２００２年度版モンキー・パンチ　原作　宮崎駿　監督 徳間書店 読書センター
778 千と千尋の神隠し 徳間アニメ本（人気シリーズ）２００２年度版宮崎駿 徳間書店 読書センター
778 猫の恩返し 柊あおい　原作　宮崎駿　企画　森田宏幸　監督 徳間書店 読書センター
778 名探偵　ホームズⅠ コナン・ドイル　原作 徳間書店 読書センター
778 名探偵　ホームズⅡ コナン・ドイル　原作　宮崎駿　絵コンテ・演出 徳間書店 読書センター
778 ハウルの動く城 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ　原作　　　　　　宮崎駿　監督徳間書店 読書センター
778 ゲド戦記 徳間アニメ絵本 アーシュラ・Ｋ．ル＝グウィン　原作宮崎吾朗　脚本・監督徳間書店 読書センター
778 崖の上のポニョ 宮崎駿　原作 徳間書店 読書センター
778 借りぐらしのアリエッティ メアリー・ノートン　原作　宮崎駿　企画・脚本 徳間書店 読書センター
778 コクリコ坂から 高橋千鶴  原作佐山哲郎  原作 徳間書店 読書センター
778 アナと雪の女王　アニメ絵本 角川アニメ絵本 小西　樹里 角川書店 読書センター
778 アナと雪の女王　アニメ絵本 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 読書センター
779 おとなもびっくりの子どもたち たかしま　風太 著 ＰＨＰ研究所 学習センター
779 のんきでゆかいな町人たち たかしま　風太 著 ＰＨＰ研究所 学習センター
779 とってもおかしな動物たち たかしま　風太 著 ＰＨＰ研究所 学習センター
779 ふしぎなへんてこ話 たかしま　風太 著 ＰＨＰ研究所 学習センター
779 こわくておかしいおばけ話 たかしま　風太 著 ＰＨＰ研究所 学習センター
779 ちょっとまぬけなわらい話 たかしま　風太 著 ＰＨＰ研究所 学習センター
779 お笑いの達人になろう！　１ お笑いの達人になろう！ ポプラ社 学習センター
779 お笑いの達人になろう！　２ お笑いの達人になろう！ ポプラ社 学習センター
779 お笑いの達人になろう！　３ お笑いの達人になろう！ ポプラ社 学習センター
779 お笑いの達人になろう！　４ お笑いの達人になろう！ ポプラ社 学習センター
779 子ども寄席〔第１集〕　初日 柳亭 燕路 文 こずえ 学習センター
779 子ども寄席〔第１集〕　２日目 柳亭 燕路 文 こずえ 学習センター
779 子ども寄席〔第１集〕　３日目 柳亭 燕路 文 こずえ 学習センター
779 子ども寄席〔第１集〕　４日目 柳亭 燕路 文 こずえ 学習センター
779 子ども寄席〔第１集〕　５日目 柳亭 燕路 文 こずえ 学習センター
779 子ども寄席〔第１集〕　千秋楽 柳亭 燕路 文 こずえ 学習センター
779 子ども寄席第２集　初日 柳亭 燕路 文 こずえ 学習センター
779 子ども寄席第２集　２日目 柳亭 燕路 文 こずえ 学習センター
779 子ども寄席第２集　３日目 柳亭 燕路 文 こずえ 学習センター
779 子ども寄席第２集　４日目 柳亭 燕路 文 こずえ 学習センター
779 子ども寄席第２集　５日目 柳亭 燕路 文 こずえ 学習センター
779 子ども寄席第２集　千秋楽 柳亭 燕路 文 こずえ 学習センター

779.14 佐賀のがばいばあちゃん 島田洋七　著 徳間書店 学習センター
779.14 俺の彼 島田洋七　著 徳間書店 学習センター

780 中村俊輔 素顔の勇者たち 北条 正士 著 旺文社 学習センター
780 サッカー日本代表物語 学研のノンフィクション 大住 良之 文 学研 学習センター
780 北島康介物語 夢かけるトップアスリート 本郷陽二　編 汐文社 学習センター
780 室伏広治物語 夢かけるトップアスリート 本郷陽二　編 汐文社 学習センター
780 谷亮子物語 夢かけるトップアスリート 本郷陽二　編 汐文社 学習センター
780 高原直泰物語 夢かけるトップアスリート 本郷陽二　編 汐文社 学習センター
780 オリンピックの大常識 これだけは知っておきたい　１１大野　益弘 著 ポプラ社 読セ（30周年）
780 チャレンジからだの探険クイズ王１０１ 横山　験也 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
780 チャレンジ！恐竜クイズ王１０１ 横山　験也 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
780 どうぶつクイズ王ｗｉｔｈペット大集合！ポチたま 横山　験也 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
780 宮里藍 シリーズ・素顔の勇者たち 柳田　通斉 著 旺文社 読セ（30周年）
780 北島康介 シリーズ・素顔の勇者たち 折山　淑美 著 旺文社 読セ（30周年）
780 清原和博 シリーズ・素顔の勇者たち 平井　勉 著 旺文社 読セ（30周年）
780 松井秀喜 シリーズ・素顔の勇者たち 四竈　衛 著 旺文社 読セ（30周年）
780 イチロー シリーズ・素顔の勇者たち 高原　寿夫 著 旺文社 読セ（30周年）
780 イチロー　２ シリーズ・素顔の勇者たち 四竈　衛 著 旺文社 読セ（30周年）
780 小野伸二 シリーズ・素顔の勇者たち 小西弘樹 著 旺文社 読セ（30周年）
780 夢をそだてるスポーツ感動名場面１０１　決定版 講談社 学習センター
780 なぞなぞ３・４年生 本間正夫/作　羽馬かおり/絵 高橋書店 読書センター
780 なぞなぞだいすき３年生 小野寺ぴりり紳/作　伊東ぢゅん子/絵 ポプラ社 読書センター
780 運動ができるようになる本 水口高志　監修 ポプラ社 学習センター
780 運動ができるようになる本 水口高志　監修 ポプラ社 学習センター
780 運動ができるようになる本 水口高志　監修 ポプラ社 学習センター
780 運動ができるようになる本 水口高志　監修 ポプラ社 学習センター
780 運動ができるようになる本 水口高志　監修 ポプラ社 学習センター
780 斎藤佑樹 SPORTS LEGEND スポーツ伝説研究会　著 汐文社 学習センター
780 長友佑都 SPORTS LEGEND スポーツ伝説研究会　著 汐文社 学習センター
780 なでしこジャパン SPORTS LEGEND スポーツ伝説研究会　著 汐文社 学習センター
780 Ｕ・ボルト SPORTS LEGEND スポーツ伝説研究会　著 汐文社 学習センター



780 忍者になろう　キミも忍者だはじめよう！わくわく入門の巻　図書館版 アフタフ・バーバン 著 いかだ社 学習センター
780 忍者になろう　仲間で修行さあ行くぞ！宝探しの巻　図書館版 アフタフ・バーバン 著 いかだ社 学習センター
780 忍者になろう　みんなと修行いざ！からくり屋敷・忍者合戦の巻　図書館版 アフタフ・バーバン 著 いかだ社 学習センター
780 ２５８本をうんだバット 記録への挑戦　１ 友成　那智 著 ポプラ社 学習センター
780 金メダリストのシューズ 記録への挑戦　２ 大野　益弘 著 ポプラ社 学習センター
780 ワールドカップをたたかうボール 記録への挑戦　３ 岩崎　龍一 著 ポプラ社 学習センター
780 勝利のラケット 記録への挑戦　４ 井山　夏生 著 ポプラ社 学習センター
780 ＮＨＫスポーツ大陸野茂英雄・松井秀喜・小笠原道大 ＮＨＫ「スポーツ大陸」制作班 編 金の星社 学習センター
780 ＮＨＫスポーツ大陸遠藤保仁・闘莉王・中村憲剛 ＮＨＫ「スポーツ大陸」制作班 編 金の星社 学習センター
780 ＮＨＫスポーツ大陸松坂大輔・金本知憲・田中将大 ＮＨＫ「スポーツ大陸」制作班 編 金の星社 学習センター
780 ＮＨＫスポーツ大陸石川遼・福原愛・高橋大輔 ＮＨＫ「スポーツ大陸」制作班 編 金の星社 学習センター
780 海を越えて羽ばたく夢　１ スポーツ感動物語　第２期 学習研究社　編 学習研究社 学習センター
780 先駆者たちの道のり　２ スポーツ感動物語　第２期 学習研究社　編 学習研究社 学習センター
780 偉大なる英雄、悲劇のヒーロー　３ スポーツ感動物語　第２期 学習研究社　編 学習研究社 学習センター
780 挫折と苦難の克服　４ スポーツ感動物語　第２期 学習研究社　編 学習研究社 学習センター
780 天才と努力　５ スポーツ感動物語　第２期 学習研究社　編 学習研究社 学習センター
780 それぞれの誇りを胸に　６ スポーツ感動物語　第２期 学習研究社　編 学習研究社 学習センター
780 頂点への挑戦、限界との戦い　７ スポーツ感動物語　第２期 学習研究社　編 学習研究社 学習センター
780 チームワークと絆　８ スポーツ感動物語　第２期 学習研究社　編 学習研究社 学習センター
780 ライバルと成長　９ スポーツ感動物語　第２期 学習研究社　編 学習研究社 学習センター
780 記録か勝利か　１０ スポーツ感動物語　第２期 学習研究社　編 学習研究社 学習センター
780 すべてはスポーツのために　１１ スポーツ感動物語　第２期 学習研究社　編 学習研究社 学習センター
780 勝利を支える愛情　１２ スポーツ感動物語　第２期 学習研究社　編 学習研究社 学習センター
780 先生教えて！　体育のギモン 楽しく学べるQ＆A　5 舞の海秀平　監修 あかね書房 学習センター
780 スポーツナビゲーターのひみつ 学研　まんがでよくわかるシリーズ宮原美香/漫画　オフィス・イディオム/構成 学研 学習センター
780 田中将大 侍メジャーリーガー列伝 本郷陽二 汐文社 学習センター
780 ダルビッシュ 侍メジャーリーガー列伝 本郷陽二 汐文社 学習センター
780 イチロー 侍メジャーリーガー列伝 本郷陽二 汐文社 学習センター
780 岩隈久志 侍メジャーリーガー列伝 本郷陽二 汐文社 学習センター
780 スポーツナビゲーターのひみつ 学研　まんがでよくわかるシリーズ宮原美香/漫画　オフィス・イディオム/構成 学研 学習センター
780 学校であそぼう！ゲームの達人 竹井史郎　著 岩崎書店 学習センター
780 学校であそぼう！ゲームの達人 竹井史郎　著 岩崎書店 学習センター
780 野原であそぼう 五感をみがくあそびシリーズ　１奥山　英治 画 こどもくらぶ 編 農山漁村文化協会 学習センター
780 水辺であそぼう 五感をみがくあそびシリーズ　２奥山　英治 画 こどもくらぶ 編 農山漁村文化協会 学習センター
780 里山であそぼう 五感をみがくあそびシリーズ　３奥山　英治 画 こどもくらぶ 編 農山漁村文化協会 学習センター
780 里海であそぼう 五感をみがくあそびシリーズ　４奥山　英治 画 こどもくらぶ 編 農山漁村文化協会 学習センター
780 自然のおくりもの 五感をみがくあそびシリーズ　５奥山　英治 画 こどもくらぶ 編 農山漁村文化協会 学習センター
781 国際理解にやくだつ世界の遊び ポプラ社 学習センター
781 遊び図鑑 奥成　達　著 福音館書店 学習センター
781 みんなでやってみよう遊びの本 財団法人　児童憲章愛の会 財団法人　児童憲章愛の会学習センター
781 小学生のためのおたのしみ会入門１ 林 克己 著 ポプラ社 ６年生教室
781 小学生のためのおたのしみ会入門２ 林 克己 著 ポプラ社 ６年生教室
781 小学生のためのおたのしみ会入門３ 林 克己 著 ポプラ社 ６年生教室
781 小学生のためのおたのしみ会入門４ 林 克己 著 ポプラ社 ６年生教室
781 小学生のためのおたのしみ会入門５ 林 克己 著 ポプラ社 ６年生教室
781 国際理解にやくだつ世界の遊び１ ポプラ社 学習センター
781 国際理解にやくだつ世界の遊び２ ポプラ社 学習センター
781 国際理解にやくだつ世界の遊び３ ポプラ社 学習センター
781 国際理解にやくだつ世界の遊び４ ポプラ社 学習センター
781 国際理解にやくだつ世界の遊び６ ポプラ社 学習センター
781 国際理解にやくだつ世界の遊び７ ポプラ社 学習センター
781 スポーツクラブのひみつ 鳥飼規世/漫画　橘悠紀/構成 学研パブリッシング//学研マーケティング学習センター
781 きせつの草花あそび＆うた・おり紙 プレｎｅｏ　ｂｏｏｋｓ 小学館 学習センター
781 必ずできる！とび箱・鉄棒・マット運動　上達のコツ５０ 米田　功 メイツ出版 学習センター
781 みんなで楽しむ学校イベントあそび・ゲーム集　１学期のあそび・ゲームみんなで楽しむ学校イベントあそび・ゲーム集奥田　靖二 編著 八戸　さとこ 画 教育画劇 学習センター
781 みんなで楽しむ学校イベントあそび・ゲーム集　２学期のあそび・ゲームみんなで楽しむ学校イベントあそび・ゲーム集奥田　靖二 編著 八戸　さとこ 画 教育画劇 学習センター
781 みんなで楽しむ学校イベントあそび・ゲーム集　３学期のあそび・ゲームみんなで楽しむ学校イベントあそび・ゲーム集奥田　靖二 編著 八戸　さとこ 画 教育画劇 学習センター
782 やろうよ陸上競技 こどもスポーツシリーズ 中田　有紀 ベースボール・マガジン社学習センター
783 森末慎二の楽しい体操 森末慎二 小峰書店 学習センター
783 松井秀喜メジャー物語 学研のノンフィクション 広岡勲　文 学習研究社 読書センター
783 中村俊輔 スポーツノンフィクション 矢内由美子　文 学習研究社 学習センター
783 サッカーがうまくなる！　上 読めばうまくなるスポーツまんが　１小松　良佳 画 学習研究社 読セ（30周年）
783 サッカーがうまくなる！　下 読めばうまくなるスポーツまんが　２小松　良佳 画 学習研究社 読セ（30周年）
783 バスケットボールがうまくなる！　上 読めばうまくなるスポーツまんが３岩崎　つばさ 画 学習研究社 読セ（30周年）
783 バスケットボールがうまくなる！　下 読めばうまくなるスポーツまんが４岩崎　つばさ 画 学習研究社 読セ（30周年）
783 バレーボールがうまくなる！　上 読めばうまくなるスポーツまんが　５市川　能里 画 学習研究社 読セ（30周年）
783 バレーボールがうまくなる！　下 読めばうまくなるスポーツまんが　６市川　能里 画 学習研究社 読セ（30周年）
783 野球がうまくなる！　上 読めばうまくなるスポーツまんが　７出口由美子 画 学習研究社 読セ（30周年）
783 野球がうまくなる！　下 読めばうまくなるスポーツまんが　８出口由美子 画 学習研究社 読セ（30周年）
783 サッカーの大常識 これだけは知っておきたい　３０吉田　昭彦 著 ポプラ社 読セ（30周年）
783 野球の大常識 これだけは知っておきたい　３８木村　修一 著 ポプラ社 読セ（30周年）
783 奥寺康彦の楽しいサッカー ジュニア・スポーツ・セレクション奥寺 康彦 著 小峰書店 学習センター
783 岡山恭崇の楽しいバスケットボール ジュニア・スポーツ・セレクション岡山 恭崇 著 小峰書店 学習センター
783 佐藤直子の楽しいテニス ジュニア・スポーツ・セレクション佐藤 直子 著 小峰書店 学習センター
783 山下泰裕の楽しい柔道 ジュニア・スポーツ・セレクション山下 泰裕 著 小峰書店 学習センター
783 山崎浩子の楽しい新体操 ジュニア・スポーツ・セレクション山崎 浩子 著 小峰書店 学習センター
783 斎藤清の楽しい卓球 ジュニア・スポーツ・セレクション斎藤 清 著 小峰書店 学習センター
783 室伏重信の楽しい陸上競技 ジュニア・スポーツ・セレクション室伏 重信 著 小峰書店 学習センター
783 小林繁の楽しい野球 ジュニア・スポーツ・セレクション小林 繁 著 小峰書店 学習センター
783 本田圭佑 蒼きＳＡＭＵＲＡＩワールドカップをめざせ！本郷陽二  編 汐文社 学習センター
783 香川真司 蒼きＳＡＭＵＲＡＩワールドカップをめざせ！本郷陽二  編 汐文社 学習センター
783 川島永嗣 蒼きＳＡＭＵＲＡＩワールドカップをめざせ！本郷陽二  編 汐文社 学習センター
783 内田篤人 蒼きＳＡＭＵＲＡＩワールドカップをめざせ！本郷陽二  編 汐文社 学習センター
783 ぐんぐんうまくなる！バッティング 大島康徳  著 ベースボール・マガジン社学習センター
783 ぐんぐんうまくなる！サッカー 上野山信行  著 ベースボール・マガジン社学習センター
783 ぐんぐんうまくなる！野球ピッチング 鹿取義隆  著 ベースボール・マガジン社学習センター
783 ぐんぐんうまくなる！野球守備 久慈照嘉  著　山田勝彦  監修 ベースボール・マガジン社学習センター
783 ぐんぐんうまくなる！バレーボール 蔦宗浩二  著 ベースボール・マガジン社学習センター
783 ぐんぐんうまくなる！バドミントン練習メニュー 小林重徳  著 ベースボール・マガジン社学習センター
783 ぐんぐんうまくなる！ソフトボール練習メニュー 利根川勇  著 ベースボール・マガジン社学習センター
783 ぐんぐんうまくなる！バスケットボール練習メニュー 陸川章  著 ベースボール・マガジン社学習センター

783.7 イチロー果てしなき夢 義田貴士　著 学習研究社
785 およぐ かがくのとも傑作集 なかの ひろたか さく 福音館書店 智文庫
785 およぐ かがくのとも傑作集 なかの ひろたか さく 福音館書店 智文庫
785 かんたん手芸　４　　モールでつくろう かんたん手芸 寺西恵里子　著 小峰書店 学習センター
785 ぐんぐんうまくなる！水泳 竹村吉昭  著 ベースボール・マガジン社学習センター
785 ライバルに差をつける！小学生の水泳上達のポイント 森　謙一郎 メイツ出版 学習センター
786 冒険図鑑 さとうち　藍　著 福音館書店 学習センター
786 みんなが主役！学校レクリエーション大百科　５ みんなが主役！学校レクリエーション大百科 ポプラ社 学習センター
788 F１の教科書 川喜多研 講談社 学習センター
789 もっと活躍できる！小学生のための勝つ剣道 菅野　豪 メイツ出版 学習センター
790 凧 茂出木 雅章 文 文渓堂 学習センター
790 香川県につたわるこどもの遊び 香川県小学校体育連盟 光文書院 学習センター
790 遊びの本 財団法人児童憲章愛の会学習センター
790 校庭遊び たのしい放課後遊び 亀卦川茂　文 汐文社 学習センター
790 校庭遊び たのしい放課後遊び 亀卦川茂　文 汐文社 学習センター
790 室内遊び たのしい放課後遊び 亀卦川茂　文 汐文社 学習センター
790 ちびまる子ちゃんのことわざ教室 満点ゲットシリ－ズ さくらももこ　キャラクタ－原作 集英社 学習センター
790 ちびまる子ちゃんの四字熟語教室 満点ゲットシリーズ さくらももこ　キャラクター原作 集英社 学習センター
790 ちびまる子ちゃんの俳句教室 満点ゲットシリーズ さくらももこ　キャラクター原作 集英社 学習センター
790 ちびまる子ちゃんの慣用句教室 満点ゲットシリーズ さくらももこ　キャラクター原作 集英社 学習センター
790 コロコロクリリンのなぞなぞみっけ！ 辻信太郎/発行 サンリオ 読書センター
790 大迷路ジュニア みぞろぎ 孝 さく・え 偕成社 閉架
790 大迷路ジュニア２ みぞろぎ 孝 さく・え 偕成社 閉架
790 大迷路ジュニア３ みぞろぎ 孝 さく・え 偕成社 学習センター
790 １００円ショップでそろうかんたん工作マジック　１ １００円ショップでそろうかんたん工作マジック庄司　タカヒト 著 舵真　秀斗 画 岩崎書店 学習センター
790 １００円ショップでそろうかんたん工作マジック　２ １００円ショップでそろうかんたん工作マジック庄司　タカヒト 著 舵真　秀斗 画 岩崎書店 学習センター



790 １００円ショップでそろうかんたん工作マジック　３ １００円ショップでそろうかんたん工作マジック庄司　タカヒト 著 舵真　秀斗 画 岩崎書店 学習センター
790 教室レクリエーション 学校レクリエーション 奥田靖二　編著 いかだ社 学習センター
790 集会レクリエーション 学校レクリエーション 奥田靖二　編著 いかだ社 学習センター
790 手づくり工作レクリエーション 学校レクリエーション 木村研　編著 いかだ社 学習センター
790 超速ショートレクリエーション 学校レクリエーション 木村研　　編著 いかだ社 学習センター
792 大研究！お香のすべて 工藤ケン/漫画　鈴木俊行/構成 講談社 学習センター
796 こども詰め将棋入門 池田書店 学習センター
798 なぞなぞの本 福音館日曜日文庫 福音館書店編集部 編 福音館書店 学習センター
798 独楽 安藤 正樹 文 文渓堂 学習センター
798 けん玉 日本けん玉協会 監修 文渓堂 学習センター
798 クイズの学校１年生 学年別シリーズ 伊東 良延 〔ほか〕著 実業之日本社 学習センター
798 テレビゲームのひみつ 外山準一　構成 学研 学習センター
798 きな子とあそぼ！ ジュリアン　編 ジュリアン 学習センター
798 どこどこ？セブン 自由国民社 読セ（絵本）
798 どこどこ？セブン　２　クリスマス どこどこ？セブン 自由国民社 読セ（絵本）
798 どこどこ？セブン　３　ともだち どこどこ？セブン 自由国民社 読セ（絵本）
798 どこどこ？セブン　４　こわい!? どこどこ？セブン 自由国民社 読セ（絵本）
798 どこどこ？セブン　５　どうぶつ どこどこ？セブン キッズレーベル 読書センター
798 ギャラリ！ ｗｏｎｄｅｒ　ｇａｌｌｅｒｙ　１ キッズレーベル 読書センター
798 ギャラリ！クリスマス ｗｏｎｄｅｒ　ｇａｌｌｅｒｙ　２ キッズレーベル 閉架
798 どこどこ？セブン　６　ゆめ どこどこ？セブン キッズレーベル 読書センター
798 どこどこ？セブン　７　いろんなくに どこどこ？セブン キッズレーベル 読書センター
798 どこどこ？セブン　８　たからさがし どこどこ？セブン キッズレーベル 読書センター
798 どこどこ？セブン　９　おおきくなったら どこどこ？セブン キッズレーベル 読書センター
798 なぞなぞの本 福音館日曜日文庫 福音館書店編集部 編 福音館書店 学習センター
798 カルタ 宮本貴美子　［ほか］文 文溪堂 学習センター
798 カルタ 宮本　貴美子，木村　浩司 著 文渓堂 学習センター
798 カルタ 宮本　貴美子，木村　浩司 著 文渓堂 学習センター
798 カルタ 宮本　貴美子，木村　浩司 著 文渓堂 学習センター
798 クイズの王様 ことば遊びの王様　２ 廣川加代子  著 岩崎書店 学習センター
798 超カンタンけん玉教室 日本けん玉協会　監修 金の星社 学習センター
798 学校であそぼう！ゲームの達人 竹井史郎　著 岩崎書店 学習センター
798 わかるかな！？なぞなぞ小学１・２年生 なぞなぞたんけん隊  編　寺山武士  絵 日本文芸社 学習センター
798 家族であそぼう！最強なぞなぞブック600問 カルチャーランド メイツ出版 学習センター
798 チャレンジ！学校クイズ王２なんでも日本一１０１ 横山験也  著 ほるぷ出版 学習センター
801 はじめてのことばあそび かわりえ・えほん たけい しろう さく 国土社 5678組
801 新「ことば」シリーズ１６ 国立国語研究所　編集 国立国語研究所 学習センター
801 記号・マークの大常識 これだけは知っておきたい　２６鎌田　達也 著 ポプラ社 読セ（30周年）
803 例解小学国語辞典 田近　洵一 三省堂 ５年生教室
807 しりとり・ことば遊び歌の王様 ことば遊びの王様　６ 木下ひさし  著 岩崎書店 学習センター

807.9 みんなでワイワイ早口ことば ながたみかこ　文 汐文社 学習センター
807.9 みんなでワイワイ早口ことば　２ ながたみかこ　文 汐文社 学習センター
807.9 みんなでワイワイ早口ことば　３ ながたみかこ　文 汐文社 学習センター
807.9 みんなでつなごうしりとりあそび ながたみかこ　文 どいまき　絵 汐文社 学習センター
807.9 みんなでつなごうしりとりあそび ながたみかこ　文 どいまき　絵 汐文社 学習センター
807.9 みんなでつなごうしりとりあそび ながたみかこ　文 どいまき　絵 汐文社 学習センター

809 調べて、まとめて、コミュニケーション　１ 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村教育図書 ５年生教室
809 調べて、まとめて、コミュニケーション　２ 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村教育図書 ５年生教室
809 調べて、まとめて、コミュニケーション　３ 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村教育図書 ５年生教室
809 調べて、まとめて、コミュニケーション　４ 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村教育図書 ５年生教室
809 調べて、まとめて、コミュニケーション　５ 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村教育図書 ５年生教室
809 みんなでグルグル回文あそび ながたみかこ　文 汐文社 学習センター
809 みんなでグルグル回文あそび ながたみかこ　文 汐文社 学習センター
809 みんなでグルグル回文あそび ながたみかこ　文 汐文社 学習センター
810 がらすこつこつからすのこ 石津 ちひろ 文 文化出版局 学習センター
810 読んでみようわくわく俳句 国語がもっとすきになる本 辻 桃子 著 偕成社 学習センター
810 作ってみようらくらく短歌 国語がもっとすきになる本 今野 寿美 著 偕成社 学習センター
810 読んでみようわくわく短歌 国語がもっとすきになる本 今野 寿美 著 偕成社 学習センター
810 書いてみようらくらく作文 国語がもっとすきになる本 武良 竜彦 著 偕成社 学習センター
810 国語っておもしろい４ 井関 義久 監修 学研 学習センター
810 国語っておもしろい５ 井関 義久 監修 学研 学習センター
810 国語っておもしろい６ 井関 義久 監修 学研 学習センター
810 国語っておもしろい１ 井関 義久 監修 学研 学習センター
810 国語っておもしろい２ 井関 義久 監修 学研 学習センター
810 国語っておもしろい３ 井関 義久 監修 学研 学習センター
810 ことわざ絵本〔Ｐａｒｔ１〕 五味 太郎 著 岩崎書店 読書センター
810 ことわざ絵本Ｐａｒｔ２ 五味 太郎 著 岩崎書店 読書センター
810 あいうえおっとせい ことばあそびえほん 谷川　俊太郎 著 さえら書房 １年生教室
810 きっときってかってきて ことばあそびえほん ことばあそびの会 著 さえら書房 学習センター
810 とととおっとっと ことばあそびえほん 谷川　俊太郎 著 さえら書房 学習センター
810 ぽたぽたとぷん ことばあそびえほん 谷川　俊太郎 著 さえら書房 学習センター
810 くろいはかげさ ことばあそびえほん ことばあそびの会 著 さえら書房 学習センター
810 そらとハッスルのかんじだいぼうけん さくら・らびっと 文芸社 学習センター
810 考える力をのばす！読解力アップゲーム　１　説明文編 考える力をのばす！読解力アップゲーム 学習研究社 学習センター
810 考える力をのばす！読解力アップゲーム　２　物語編 考える力をのばす！読解力アップゲーム 学習研究社 学習センター
810 考える力をのばす！読解力アップゲーム　３　詩・短歌・俳句編考える力をのばす！読解力アップゲーム 学習研究社 学習センター
810 考える力をのばす！読解力アップゲーム　４　ことば・漢字編考える力をのばす！読解力アップゲーム 学習研究社 学習センター
810 考える力をのばす！読解力アップゲーム　５　メディア編 考える力をのばす！読解力アップゲーム 学習研究社 学習センター
810 まんがで学ぶ四字熟語 山口　理 著 国土社 学習センター
810 まんがで学ぶ百人一首 小尾　真 著 国土社 学習センター
810 まんがで学ぶことばあそび 青山　由紀 著 国土社 学習センター
810 まんがで学ぶ漢字あそび 白石　範孝 著 国土社 学習センター
810 まんがで学ぶことわざ 青山　由紀 著 国土社 学習センター
810 まんがで学ぶ語源 山口　理 著 国土社 学習センター
810 まんがで学ぶ方言 竹田　晃子 著 国土社 学習センター
810 四字熟語の大常識 これだけは知っておきたい　１０青木　一平 著 ポプラ社 学習センター
810 漢字の大常識 これだけは知っておきたい　１５神林　京子 著 ポプラ社 学習センター
810 日本語の大常識 これだけは知っておきたい　３４秩父　啓子 著 ポプラ社 学習センター
810 チャレンジ！ことわざ大王１０１ 横山　験也 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
810 かんじだいすき もじとかずのえほん こわせ たまみ 文 フレーベル館 １年生教室
810 あいうえ　おばけです もじとかずのえほん 東 君平 著 フレーベル館 学習センター
810 アイウエ　オカアサン もじとかずのえほん 東 君平 著 フレーベル館 学習センター
810 アイウエ　オイシイナ もじとかずのえほん 小薗江 圭子 文 フレーベル館 学習センター
810 日本ことわざ物語１ 五味 太郎 〔ほか〕編集 玉川大学出版部 読セ（むかし話）
810 日本ことわざ物語３ 五味 太郎 〔ほか〕編集 玉川大学出版部 読セ（むかし話）
810 とと　と　おっとっと ことばあそびえほん 谷川 俊太郎 文 さ・え・ら書房 学習センター
810 くろいは　かげさ ことばあそびえほん ことばあそびの会 文 さ・え・ら書房 学習センター
810 あいうえおっとせい ことばあそびえほん 谷川 俊太郎 文 さ・え・ら書房 学習センター
810 ぽたぽたとぷん ことばあそびえほん 谷川 俊太郎 文 さ・え・ら書房 学習センター
810 おもしろ国語ゼミナール１ ポプラ社 学習センター
810 おもしろ国語ゼミナール２ ポプラ社 学習センター
810 おもしろ国語ゼミナール３ ポプラ社 学習センター
810 おもしろ国語ゼミナール４ ポプラ社 学習センター
810 おもしろ国語ゼミナール５ ポプラ社 学習センター
810 おもしろ国語ゼミナール７ ポプラ社 閉架
810 おもしろ国語ゼミナール８ ポプラ社 学習センター
810 おもしろ国語ゼミナール１０ ポプラ社 学習センター
810 言葉図鑑１ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 学習センター
810 言葉図鑑３ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑４ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑５ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑６ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑７ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑９ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑１０ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑８ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 にほんご 安野　光雄　著 福音館書店 学習センター



810 言葉図鑑１ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑３ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑２ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑４ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑５ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑６ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑７ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑８ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑９ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 言葉図鑑１０ 五味 太郎 監修・制作 偕成社 ２年生教室
810 写真で読み解くことわざ大辞典 あかね書房 学習センター
810 金田一先生の使ってのばそう日本語力　１ 金田一先生の使ってのばそう日本語力阪田　敦子 著 あかね書房 学習センター
810 ことわざ・慣用句 国語おもしろ発見クラブ 山口　理 著 偕成社 学習センター
810 ことわざ・慣用句 国語おもしろ発見クラブ 山口　理 著 偕成社 学習センター
810 ことわざ・慣用句 国語おもしろ発見クラブ 山口　理 著 偕成社 学習センター
810 あいうえおっとせい ことばあそびえほん 谷川　俊太郎 著 白根　美代子 画 さえら書房 １年生教室
810 先生教えて！　国語のギモン 楽しく学べるQ＆A　1 齋藤　孝　監修 あかね書房 学習センター
810 ことわざ・慣用句　 国語おもしろ発見クラブ 山口理　著 偕成社 学習センター
810 声に出してあそぼう！ ことばのリズムを知る あそんで身につく日本語表現力　1半沢幹一　監修　　　 偕成社 学習センター
810 書いてあそぼう！ 文字で表現する あそんで身につく日本語表現力　2半沢幹一　監修　　　 偕成社 学習センター
810 ことばをつくってあそぼう ！単語力を広げる あそんで身につく日本語表現力　3半沢幹一　監修　　　 偕成社 学習センター
810 ひらめきであそぼう！ 表現力をのばす あそんで身につく日本語表現力　4半沢幹一　監修　　　 偕成社 学習センター
810 こくごの図鑑 ／ 楽しく遊ぶ学ぶ 小学館の子ども図鑑プレＮＥＯ青山由紀  監修 小学館 学習センター
810 どうぶつことばあそび さはらそのこ　作 岩崎書店 読書センター
811 絵本ことばあそび 五味 太郎 作 岩崎書店 学習センター
811 あなあきもじえほんあいうえお 下村昇のもじえほん 下村 昇 作 あかね書房 5678組
811 あなあきもじえほんアイウエオ 下村昇のもじえほん 下村 昇 作 あかね書房 5678組
811 あなあきもじえほんかんじ１ 下村昇のもじえほん 下村 昇 著 あかね書房 5678組
811 あなあきもじえほんかんじ２ 下村昇のもじえほん 下村 昇 作 あかね書房 5678組
811 あなあきもじえほんかんじ３ 下村昇のもじえほん 下村 昇 作 あかね書房 5678組
811 漢検のひみつ オフィス・イディオム 学研 学習センター
811 楽しいローマ字　１ 楽しいローマ字 学習研究社 学習センター
811 楽しいローマ字　２ 楽しいローマ字 学習研究社 学習センター
811 楽しいローマ字　３ 楽しいローマ字 学習研究社 学習センター
811 楽しいローマ字　４ 楽しいローマ字 学習研究社 学習センター
811 楽しいローマ字　５ 楽しいローマ字 学習研究社 学習センター
811 牛丼のひみつ ひろ　ゆうこ　漫画 学習研究社 学習センター
811 それほんとう？ 松岡享子/ぶん　長新太/絵 福音館書店 学習センター
811 漢字書き順字典 藤原 宏 編 第一法規出版 学習センター
811 ひらがなのほん かがくのとも傑作集 まつい のりこ ぶん・え 福音館書店 智文庫
811 ひらがなのほん かがくのとも傑作集 まつい のりこ ぶん・え 福音館書店 智文庫
811 ひらがなのほん かがくのとも傑作集 まつい のりこ ぶん・え 福音館書店 学習センター
811 あいうえおの本 安野 光雅 〔作〕 福音館書店 学習センター
812 こども語源じてん 山口　佳紀 編 講談社 学習センター
812 「和」の名前絵事典 ＰＨＰ研究所 学習センター
813 ことわざ大百科　ポケモといっしょにおぼえよう！ 老川祥一 読売新聞社 閉架
813 熟語大辞典　ポケモンといっしょにおぼえよう！ 老川　祥一 読売新聞社 学習センター
813 熟語大辞典　ポケモンといっしょにおぼえよう！　 老川　祥一 読売新聞社 学習センター
813 熟語大辞典　ポケモンといっしょにおぼえよう！　 老川　祥一 読売新聞社 学習センター
813 熟語大辞典　ポケモンといっしょにおぼえよう！　 老川　祥一 読売新聞社 閉架
813 熟語大辞典　ポケモンといっしょにおぼえよう！　 老川　祥一 読売新聞社 学習センター
813 熟語大辞典　ポケモンといっしょにおぼえよう！　 老川　祥一 読売新聞社 学習センター
813 チャレンジ　小学漢字辞典 福武書店 ５年生教室
813 新選漢和辞典 小林 信明 編 小学館 学習センター
813 例解小学漢字辞典 林　四郎 学習センター
813 三省堂こども漢字じてん 神鳥 武彦 編 三省堂 学習センター
813 三省堂こども漢字じてん 神鳥 武彦 編 三省堂 学習センター
813 三省堂こども漢字じてん 神鳥 武彦 編 三省堂 学習センター
813 三省堂こども漢字じてん 神鳥 武彦 編 三省堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター



813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学漢字辞典 シグマベスト 鎌田 正 編 文英堂 学習センター
813 三省堂こども漢字じてん 神鳥 武彦 編 三省堂 学習センター
813 三省堂こども漢字じてん 神鳥 武彦 編 三省堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 くわしい小学国語辞典 シグマベスト 時枝 誠記 編 文英堂 学習センター
813 新レインボー写真でわかる慣用句辞典 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
813 新レインボー写真でわかる慣用句辞典 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
813 新レインボー写真でわかる慣用句辞典 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
813 新レインボー写真でわかることわざ辞典 学習研究社 学習センター
813 新レインボー写真でわかることわざ辞典 学習研究社 学習センター
813 新レインボー写真でわかることわざ辞典 学習研究社 学習センター
814 クイズきまりことば よこた とくお 作・画 あかね書房 学習センター
814 クイズことわざ 内田 玉男 作・画 あかね書房 学習センター
814 クイズ漢字熟語 草野 公平 作・画 あかね書房 学習センター
814 なぞなぞの王様 ことば遊びの王様　１ 野中三恵子  著 岩崎書店 学習センター
814 ことわざ・漢字遊びの王様 ことば遊びの王様　４ 小山惠美子  著 岩崎書店 学習センター
814 調べて使える！ことわざブック 沖田まりこ　絵 あかね書房 学習センター
814 調べて使える！ことわざブック 久住卓也　　絵 あかね書房 学習センター
814 調べて使える！ことわざブック やまだみつこ　絵 あかね書房 学習センター
814 調べて使える！ことわざブック 常永美弥　絵 あかね書房 学習センター
814 調べて使える！ことわざブック 大西洋　絵 あかね書房 学習センター
814 はじめてのことわざ辞典 小学館　国語辞典編集部 小学館 学習センター

814.5 ちびまる子ちゃんの似たもの漢字使い分け教室 満点ゲットシリーズ さくらももこ　キャラクター原作 集英社 学習センター
815 つかまったのはだれ？ ことばのからくり 大津 由紀雄 文 岩波書店 学習センター
815 子どものための敬語の本　１ 子どものための敬語の本 ながた　みかこ 著 汐文社 学習センター
815 かぞえ方絵事典 ＰＨＰ研究所 学習センター

815.8 ちびまる子ちゃんの敬語教室 満点ゲットシリーズ さくらももこ　キャラクター原作 集英社 学習センター
816 ことばのこばこ 和田 誠 さく・え 瑞雲舎 学習センター
816 おかあさん４７集 児童憲章愛の会 学習センター
816 大震災にあった子どもたち１年生 震災をつたえる会 編 小峰書店 学習センター
816 大震災にあった子どもたち２年生 震災をつたえる会 編 小峰書店 学習センター
816 大震災にあった子どもたち３年生 震災をつたえる会 編 小峰書店 学習センター
816 大震災にあった子どもたち４年生 震災をつたえる会 編 小峰書店 学習センター
816 大震災にあった子どもたち５年生 震災をつたえる会 編 小峰書店 学習センター
816 大震災にあった子どもたち６年生 震災をつたえる会 編 小峰書店 学習センター
816 おかあさん５０集 財団法人児童憲章愛の会学習センター
816 おかあさん５１集 財団法人児童憲章愛の会学習センター
816 読書感想文の書き方おしえてよ５・６年 地球っ子ブックス 野上 員行 著 ＫＴＣ中央出版 学習センター
816 手紙を書こう！　１ 山崎順子　監修 すずき出版 学習センター
816 手紙を書こう！　２ 山崎順子　監修 すずき出版 学習センター
816 手紙を書こう！　３ 山崎順子　監修 すずき出版 学習センター
816 ちびまる子ちゃんの作文教室 満点ゲットシリーズ さくらももこ　キャラクター原作 集英社 学習センター
816 教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた６ ポプラ社 学習センター
816 教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた８ ポプラ社 学習センター
816 おかあさん４６集 児童憲章愛の会 学習センター
818 さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会 （株）松林社 学習センター
818 さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会 （株）松林社 学習センター
818 さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会 （株）松林社 学習センター
818 さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会 （株）松林社 学習センター
818 さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会 （株）松林社 学習センター
818 さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会 （株）松林社 学習センター
818 方言をしらべよう１ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう２ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう３ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう４ 佐藤 亮一 監修 ベネッセコーポレーション学習センター
818 方言をしらべよう５ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう６ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう７ ベネッセコーポレーション学習センター
818 方言をしらべよう８ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう９ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう１０ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう１ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう２ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう３ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう４ 佐藤 亮一 監修 ベネッセコーポレーション学習センター
818 方言をしらべよう５ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう６ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう７ ベネッセコーポレーション学習センター
818 方言をしらべよう８ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう９ 福武書店 学習センター
818 方言をしらべよう１０ 福武書店 学習センター
820 ２１世紀こども英語館 小学館 学習センター
820 もっと知ろうよ！中国１ 納村 公子 作・絵 汐文社 学習センター
820 もっと知ろうよ！中国２ 納村 公子 作・絵 汐文社 学習センター
820 もっと知ろうよ！中国３ 納村 公子 作・絵 汐文社 学習センター
830 英語ではじめよう国際理解 英語ではじめよう国際理解衣笠　知子 著 学習研究社 学習センター
830 シーン別英語絵事典 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 学習センター
830 ゲームでおぼえるはじめての英語　１ ゲームでおぼえるはじめての英語松崎　博 著 ポプラ社 学習センター
830 ゲームでおぼえるはじめての英語　２ ゲームでおぼえるはじめての英語松崎　博 著 ポプラ社 学習センター
830 ゲームでおぼえるはじめての英語　３ ゲームでおぼえるはじめての英語松崎　博 著 ポプラ社 学習センター
830 ゲームでおぼえるはじめての英語　４ ゲームでおぼえるはじめての英語松崎　博 著 ポプラ社 学習センター
830 ゲームでおぼえるはじめての英語　５ ゲームでおぼえるはじめての英語ジェリー・ソーレス 編 ポプラ社 学習センター
830 ２１世紀こども英語館 小学館 学習センター
831 Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｓｃａｒｒｙ ｓ　ＢＥＳＴ　ＬＩＴＴＬＥ　ＷＯＲＤ　ＢＯＯＫ　ＥＶＥＲ！ Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｓｃａｒｒｙ 三善 読書センター
831 Ｔｈｏｍａｓ 　Ｒｅａｌｌｙ　Ｕｓｅｆｕｌ　Ｗｏｒｄ　Ｂｏｏｋ Ｒｏｂｉｎ　Ｄａｖｉｅｓ 三善 読書センター
831 Ｃｕｒｉｏｕｓ　Ｇｅｏｒｇｅ ｓ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ Ｍａｒｙ　Ｏ Ｋｅｅｆｅ　Ｙｏｕｎｇ 三善 読書センター
831 ｍｙ　ｆｉｒｓｔ　ｗｏｒｄ　ｂｏｏｋ Ｊａｎｅ　Ｙｏｒｋｅ 三善 読書センター
833 ポケモンえいごじてん ウィン・グン　監修 小学館 学習センター
833 レインボー英和辞典　改訂第３版 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
833 レインボー和英辞典　改訂第３版 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
833 レインボー英和・和英辞典　改訂第３版 学研教育出版//学研マーケティング学習センター
833 レインボー英会話辞典　改訂新版 学習研究社 学習センター
833 レインボー英語図解百科 学習研究社 学習センター
833 レインボーことば絵じてん 学習研究社 学習センター
833 ポケモンえいごじてん 小学館 読書センター
833 ポケモンえいごじてん 小学館 読書センター
833 レインボー英和・和英辞典　第３版 羽鳥博愛/監修 学習研究社 学習センター
833 レインボー英和・和英辞典　第３版 羽鳥博愛/監修 学習研究社 学習センター
833 レインボー英和・和英辞典　第３版 羽鳥博愛/監修 学習研究社 学習センター
833 レインボー英和・和英辞典　第３版 羽鳥博愛/監修 学習研究社 学習センター
833 レインボー英和・和英辞典　第３版 羽鳥博愛/監修 学習研究社 学習センター
834 たのしいえいごずかん 村田さち子　作 ＰＨＰ研究所 学習センター
837 英語で広がるわたしたちの世界１ 吉村 峰子 編・著 金の星社 学習センター
837 英語で広がるわたしたちの世界２ 吉村 峰子 編・著 金の星社 学習センター
837 英語で広がるわたしたちの世界２ 吉村 峰子 編・著 金の星社 学習センター
837 英語で広がるわたしたちの世界３ 吉村 峰子 編・著 金の星社 学習センター
837 英語で広がるわたしたちの世界４ 吉村 峰子 編・著 金の星社 学習センター
837 英語で広がるわたしたちの世界５ 吉村 峰子 編・著 金の星社 学習センター
837 絵でわかる英語じてん　１ 学習研究社 学習センター
837 絵でわかる英語じてん　２ 学習研究社 学習センター
837 絵でわかる英語じてん　３ 学習研究社 学習センター
837 絵でわかる英語じてん　４ 学習研究社 学習センター
837 絵でわかる英語じてん　５ 学習研究社 学習センター



900 ギリシア神話 こども世界名作童話 立原 えりか 文 ポプラ社 学習センター
907 子どもがじっと耳を傾ける魔法のおはなし 向山洋一 ＰＨＰ研究所 読書センター
908 少年少女世界文学全集１ 学研 読書センター
908 少年少女世界文学全集２ 学研 読書センター
908 少年少女世界文学全集３ 学研 読書センター
908 少年少女世界文学全集４ 学研 読書センター
908 少年少女世界文学全集７ 学研 読書センター
908 少年少女世界文学全集８ 学研 読書センター
908 少年少女世界文学全集１２ 学研 読書センター
908 少年少女世界文学全集１７ 学研 読書センター
908 少年少女世界文学全集１８ 学研 読書センター
908 少年少女世界文学全集２０ 学研 読書センター
908 少年少女世界文学全集２１ 学研 読書センター
908 少年少女世界文学全集２３ 学研 読書センター
908 子どものための世界名作文学１９ 集英社 読書センター
908 ジャックと豆のつる 世界みんわ絵本　イギリス 木下　順二 著 ほるぷ出版 読セ（むかし話）
908 トム・ティット・トット 世界みんわ絵本　イギリス 岩倉　千春 著 ほるぷ出版 読セ（むかし話）
908 白雪姫 世界みんわ絵本　ドイツ 高津　美保子 著 ほるぷ出版 読セ（むかし話）
908 かたあしのひよこ 世界みんわ絵本　スペイン 水谷　章三 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
908 ノガモのうた 世界みんわ絵本　アメリカ 木島　始 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
908 ちびうさまいご！ ハリー・ホース 著 光村教育図書 読セ（30周年）
908 ちびうさがっこうへ！ ハリー・ホース 著 光村教育図書 読セ（30周年）
908 ちびうさいえで！ ハリー・ホース 著 光村教育図書 読セ（30周年）
908 ちびうさにいちゃん！ ハリー・ホース 著 光村教育図書 読セ（30周年）
908 ちびうさクリスマス！ ハリー・ホース 著 光村教育図書 読セ（30周年）
908 小学生・詩のくにへ２ 新川 和江 編 太平出版社 読書センター
908 小学生・詩のくにへ４ 新川 和江 編 太平出版社 読書センター
908 小学生・詩のくにへ５ 新川 和江 編 太平出版社 読書センター
908 小学生・詩のくにへ６ 新川 和江 編 太平出版社 読書センター
908 小学生・詩のくにへ７ 新川 和江 編 太平出版社 読書センター
908 小学生・詩のくにへ８ 新川 和江 編 太平出版社 読書センター
908 小学生・詩のくにへ９ 新川 和江 編 太平出版社 読書センター
908 小学生・詩のくにへ１０ 新川 和江 編 太平出版社 読書センター
908 小学生・詩のくにへ１１ 新川 和江 編 太平出版社 読書センター
908 小学生・詩のくにへ１２ 新川 和江 編 太平出版社 読書センター
908 ライオンとやぎ ユネスコ・アジア文化センター　編 駒田和　訳 こぐま社 読書センター
908 おはなしのろうそく　１　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館//地方・小出版流通センター読書センター
908 おはなしのろうそく　２　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館//地方・小出版流通センター読書センター
908 おはなしのろうそく　３　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館//地方・小出版流通センター読書センター
908 おはなしのろうそく　４　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館//地方・小出版流通センター読書センター
908 おはなしのろうそく　５　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館//地方・小出版流通センター読書センター
908 おはなしのろうそく　６　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 大社　玲子 画 東京子ども図書館//地方・小出版流通センター読書センター
908 おはなしのろうそく　７　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 大社　玲子 画 東京子ども図書館//地方・小出版流通センター読書センター
908 おはなしのろうそく　８　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館 読書センター
908 おはなしのろうそく　９　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 大社　玲子 画 東京子ども図書館//地方・小出版流通センター読書センター
908 おはなしのろうそく　１０　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 大社　玲子 画 東京子ども図書館//地方・小出版流通センター読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 光村こども図書館1年・３ 新読書シリーズ キャスリーン・スティーブンス 光村図書出版 読書センター
909 びゅんびゅんごまがまわったら 絵本・ちいさななかまたち 宮川ひろ　作 童心社 読セ（絵本）
909 心をそだてるこれだけは読んでおきたい日本の名作童話　決定版 講談社 学習センター
910 伝えたいふるさとの１００話 「伝えたいふるさとの１００話」選定委員 （財）地域活性センター 読書センター
910 日本の名作文学案内 三木 卓 監修 集英社 読書センター
910 声に出して楽しんで読もう１年生 小森茂　監修 学習研究社 読書センター
910 声に出して楽しんで読もう２年生 小森茂　監修 学習研究社 読書センター
910 声に出して楽しんで読もう３年生 小森茂　監修 学習研究社 読書センター
910 声に出して楽しんで読もう 小森茂　監修 学習研究社 読書センター
910 声に出して楽しんで読もう５年生 小森茂　監修 学習研究社 読書センター
910 声に出して楽しんで読もう６年生 小森茂　監修 学習研究社 読書センター
910 ふたりでおるすばん いとうひろし　作 徳間書店 読書センター
910 宮沢賢治「妹トシへの詩」 暮尾　淳 青蛾書房 読書センター
910 教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた１０ ポプラ社 読書センター
910 ウミガメ・ゴンク動物記上 ムツゴロウの図書館 畑 正憲 著 朝日出版社 読書センター
910 ウミガメゴンクのぼうけん ムツゴロウの図書館 畑 正憲 著 朝日出版社 読書センター
910 ぼくの友だちかみ犬ボス ムツゴロウの図書館 畑 正憲 著 朝日出版社 読書センター
910 おたすけこびと なかがわちひろ　文 コヨセ・ジュンジ　絵 徳間書店 読書センター
911 みえる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ みつこ 編 富山房 読書センター
911 まどさんとさかたさんのことばあそび こみねのえほん まど みちお 文 小峰書店 読書センター
911 まごころを伝えるはがき歌第５集 はがき歌コンテスト実行委員会　編 河出書房新社 読書センター
911 のはらうた１ くどう なおこ 作 童話屋 読書センター
911 のはらうた２ くどう なおこ 作 童話屋 読書センター
911 のはらうた３ くどうなおことのはらみんな 作 童話屋 読書センター
911 ことばあそび１年生 ことばあそびの本 青戸 かいち 〔ほか〕著 理論社 読書センター
911 ことばあそび２年生 ことばあそびの本 有馬 敲 〔ほか〕著 理論社 読書センター
911 ことばあそび３年生 ことばあそびの本 赤岡 江里子 〔ほか〕著 理論社 読書センター
911 ことばあそび４年生 ことばあそびの本 有馬 敲 〔ほか〕著 理論社 読書センター
911 ことばあそび５年生 ことばあそびの本 有馬 敲 〔ほか〕著 理論社 読書センター
911 ことばあそび６年生 ことばあそびの本 有馬 敲 〔ほか〕著 理論社 読書センター
911 心にしみるはがき歌第６集 はがき歌コンテスト実行委員会　編 河出書房新社 読書センター
911 ことばあそびうた 日本傑作絵本シリーズ 谷川 俊太郎 詩 福音館書店 読書センター
911 子ども俳句歳時記 金子 兜太 監修 蝸牛新社 読書センター
911 子ども俳句歳時記 金子 兜太 監修 蝸牛新社 読書センター
911 あたらしいうた 日航財団編 ブロンズ新社 読書センター
911 あたらしいうた 日航財団編 ブロンズ新社 読書センター
911 はじめてであう俳句の本春の句 はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう俳句の本春の句 はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう俳句の本夏の句 はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう俳句の本夏の句 はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう俳句の本秋の句 はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう俳句の本秋の句 はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター



911 はじめてであう俳句の本冬の句 はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう俳句の本冬の句 はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう短歌の本冬と春の歌 はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう短歌の本冬と春の歌 はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう短歌の本夏と秋の歌 はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう短歌の本夏と秋の歌 はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう短歌の本心の歌　１ はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう短歌の本心の歌　１ はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう短歌の本心の歌　２ はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 はじめてであう短歌の本心の歌　２ はじめてであう俳句と短歌の本桜井 信夫 編著 あすなろ書房 読書センター
911 ひらいてむすんで１ 岩崎　照皇 如月書房 読書センター
911 ひらいてむすんで２ 岩崎　照皇 如月書房 読書センター
911 ひらいてむすんで３ 岩崎　照皇 如月書房 読書センター
911 ひらいてむすんで４ 岩崎　照皇 如月書房 読書センター
911 ひらいてむすんで５ 岩崎　照皇 如月書房 読書センター
911 どきん 詩の散歩道 谷川 俊太郎 著 理論社 ５年生教室
911 詩は宇宙 水内 喜久雄 編 ポプラ社 読書センター
911 詩は宇宙 水内 喜久雄 編 ポプラ社 読書センター
911 万葉集 コミックストーリーわたしたちの古典　２水沢　遥子 脚色 学校図書 読書センター
911 百人一首 コミックストーリーわたしたちの古典１３柳川　創造 脚色 学校図書 読書センター
911 春 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 読書センター
911 春 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 読書センター
911 夏 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 読書センター
911 夏 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 読書センター
911 秋 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 読書センター
911 冬 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 読書センター
911 新年 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 読書センター
911 詩はうちゅう１年 詩はうちゅう 水内喜久雄　編 ポプラ社 読書センター
911 詩はうちゅう２年 詩はうちゅう 水内喜久雄　編 ポプラ社 読書センター
911 詩はうちゅう３年 詩はうちゅう 水内喜久雄　編 ポプラ社 読書センター
911 詩は宇宙４年 詩はうちゅう 水内喜久雄　編 ポプラ社 読書センター
911 ひいらぎの花 岩崎　照皇 (財)グリーンクロスジャパン読書センター
911 いちねんせい 谷川俊太郎　著 小学館 読書センター
911 どうぶつはいくあそび きしだえりこ　作 のら書店 読書センター
911 どうぶつはやくちあいうえお きしだえりこ　作 のら書店 読書センター
911 のはらうたⅣ 工藤直子　作 童話屋 読書センター
911 わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ童話集 金子みすゞ　著 ＪＵＬＡ出版局 読書センター
911 明るいほうへ 金子みすゞ童謡集 金子みすゞ　著 ＪＵＬＡ出版局 読書センター
911 このみちをゆこうよ 金子みすゞ童謡集 金子みすゞ　著 ＪＵＬＡ出版局 読書センター
911 あいうえおのうた 中川ひろたか　詩 のら書店 読書センター
911 なぞなぞあそびうた 角野栄子　さく のら書店 １年生教室
911 なぞなぞあそびうたⅡ 角野栄子　さく のら書店 読書センター
911 まどさんとさかたさんのことばあそび こみねのえほん まどみちお 阪田寛夫　文 小峰書店 読書センター
911 いつもどこかで 詩を読もう！ 新川和江　詩 大日本図書 読書センター
911 だだずんじゃん 川崎洋　詩 いそっぷ社 読書センター
911 おーい　ぽぽんた 声で読む日本の詩歌166 茨木のり子　［ほか］編 福音館書店 読書センター
911 わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ童話集 金子みすゞ　著 ＪＵＬＡ出版局 読書センター
911 みみずのたいそう 詩はともだち 神沢利子　著 のら書店 読書センター
911 まんがで学ぶ俳句・短歌 白石　範孝 著 国土社 学習センター
911 おとうさんはげひんです ユーモア詩のえほん・かぞくのうた　１伊藤　英治 編 岩崎書店 読セ（30周年）
911 ぼくをいじめるとねえちゃんくるぞ ユーモア詩のえほん・かぞくのうた　２伊藤　英治 編 岩崎書店 読セ（30周年）
911 おじいちゃんのはげ頭 ユーモア詩のえほん・かぞくのうた３伊藤英治 編 岩崎書店 読セ（30周年）
911 ぼくの犬は無口です ユーモア詩のえほん・かぞくのうた　４伊藤　英治 編 岩崎書店 読セ（30周年）
911 じぶんでウンチできたとき ユーモア詩のえほん・かぞくのうた　５伊藤　英治 編 岩崎書店 読セ（30周年）
911 ぐるっと地球をかかえちゃえ ユーモア詩のえほん・かぞくのうた　６伊藤　英治 編 岩崎書店 読セ（30周年）
911 百人一首の大常識 これだけは知っておきたい　８内海　準二 著 ポプラ社 学習センター
911 おひさまはいつもあったかいね くさか　はるか 著 偕成社 読書センター
911 ピアノは夢をみる 工藤　直子 著 偕成社 読書センター
911 あがりめさがりめ ましませつこ　絵 こぐま社 読書センター
911 空にぐ－んと手をのばせ 新沢としひこ　詩 理論社 読書センター
911 おやすみなさいまたあした 神沢利子　詩 のら書店 読書センター
911 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 はせみつこ　編 富山房 読書センター
911 ちちんぷいぷい 川崎洋 木坂涼　編 岩崎書店 読書センター
911 生きものはかなしかるらん 室生犀星　著 岩崎書店 読書センター
911 すき 詩の風景 谷川俊太郎　作 理論社 読書センター
911 マザー・グースのうた第１集 谷川 俊太郎 訳 草思社 読書センター
911 マザー・グースのうた第２集 谷川 俊太郎 訳 草思社 読書センター
911 マザー・グースのうた第３集 谷川 俊太郎 訳 草思社 読書センター
911 マザー・グースのうた第４集 谷川 俊太郎 訳 草思社 読書センター
911 マザー・グースのうた第５集 谷川 俊太郎 訳 草思社 読書センター
911 ことばあそびうた 日本傑作絵本シリーズ 谷川 俊太郎 詩 福音館書店 １年生教室
911 いぬのおまわりさん 国土社の詩の本 佐藤 義美 著 国土社 5678組
911 誰もしらない 国土社の詩の本 谷川 俊太郎 詩 国土社 5678組
911 あめふりくまのこ 国土社の詩の本 鶴見 正夫 詩 国土社 5678組
911 せんせいけらいになれ 理論社名作の愛蔵版 灰谷 健次郎 著 理論社 智文庫
911 てんぷらぴりぴり まど みちお 作 大日本図書 読書センター
911 動物のうた 室生 犀星 作 大日本図書 読書センター
911 せみを鳴かせて 巽 聖歌 作 大日本図書 読書センター
911 ぽんこつマーチ 阪田 寛夫 作 大日本図書 読書センター
911 野ゆき山ゆき 与田 準一 作 大日本図書 読書センター
911 赤ちゃんのお耳 国土社の詩の本 都築 益世 著 国土社 読書センター
911 とんとんともだち 国土社の詩の本 サトウ ハチロー 著 国土社 読書センター
911 いぬのおまわりさん 国土社の詩の本 佐藤 義美 著 国土社 読書センター
911 ぼくがかいたまんが 国土社の詩の本 与田 準一 著 国土社 読書センター
911 地球の病気 国土社の詩の本 藤田 圭雄 著 国土社 読書センター
911 かまきりおばさん 国土社の詩の本 柴野 民三 著 国土社 読書センター
911 みつばちぶんぶん 国土社の詩の本 小林 純一 著 国土社 読書センター
911 あまのじゃく 国土社の詩の本 清水 たみ子 著 国土社 読書センター
911 かあさん　かあさん 国土社の詩の本 三越 左千夫 詩 国土社 読書センター
911 知らない子 国土社の詩の本 宮沢 章二 詩 国土社 読書センター
911 大きなけやき 国土社の詩の本 神沢 利子 詩 国土社 読書センター
911 サッちゃん 国土社の詩の本 阪田 寛夫 詩 国土社 読書センター
911 おつかいありさん 国土社の詩の本 関根 栄一 詩 国土社 読書センター
911 あめふりくまのこ 国土社の詩の本 鶴見 正夫 詩 国土社 読書センター
911 おはなしゆびさん 国土社の詩の本 香山 美子 著 国土社 読書センター
911 こわれたおもちゃ 国土社の詩の本 武鹿 悦子 著 国土社 読書センター
911 誰もしらない 国土社の詩の本 谷川 俊太郎 詩 国土社 読書センター
911 とんぼのめがね 国土社の詩の本 国土社編集部 編 国土社 読書センター
911 きりとおとうさん 国土社の詩の本 国土社編集部 編 国土社 読書センター
911 母よ誰か 渋谷　静視・吉田　定一編 金の星社 読書センター
911 きんのストロー しのえほん みずかみ かずよ 詩 国土社 読書センター
911 いとまきのうた しのえほん 香山 美子 詩 国土社 読書センター
911 あらどこだ しのえほん 神沢 利子 詩 国土社 読書センター
911 いち しのえほん 谷川 俊太郎 詩 国土社 読書センター
911 パンツはきかえのうた しのえほん やなせ たかし ・しとえ 国土社 読書センター
911 夕日がせなかをおしてくる しのえほん 阪田 寛夫 詩 国土社 読書センター
911 てのひらをたいように しのえほん やなせ たかし ・しとえ 国土社 読書センター
911 おさるがふねをかきました しのえほん まど みちお 詩 国土社 読書センター
911 おつかい しのえほん 工藤 直子 詩 国土社 読セ（絵本）
911 らんどせるのうた しのえほん 鶴見 正夫 詩 国土社 読セ（絵本）
911 教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた９ ポプラ社 読書センター
911 教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた１ ポプラ社 読書センター
911 教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた２ ポプラ社 読書センター
911 教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた３ ポプラ社 読書センター
911 教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた４ ポプラ社 読書センター
911 お月さん舟でおでかけなされ 童心社の絵本 神沢 利子 うた 童心社 読セ（絵本）
911 みみをすます 谷川 俊太郎 著 福音館書店 読書センター



911 ことばあそびうた 日本傑作絵本シリーズ 谷川 俊太郎 詩 福音館書店 ３年生教室
911 ことばあそびうた　また 日本傑作絵本シリーズ 谷川 俊太郎 詩 福音館書店 読書センター
911 かがやけ木と草 まどさんの詩の本 まど みちお 著 理論社 読書センター
911 ものいろいろ まどさんの詩の本 まど みちお 著 理論社 読書センター
911 あのうたこのうた まどさんの詩の本 まど みちお 著 理論社 読書センター
911 かんがえる まどさんの詩の本 まど みちお 著 理論社 読書センター
911 人間いきてる まどさんの詩の本 まど みちお 著 理論社 読書センター
911 にほんごにこにこ まどさんの詩の本 まど みちお 著 理論社 読書センター
911 地球ばんざい まどさんの詩の本 まど みちお 著 理論社 読書センター
911 いきいき動物 まどさんの詩の本 まど みちお 著 理論社 読書センター
911 むしいっぱい まどさんの詩の本 まど みちお 著 理論社 読書センター
911 かぼちゃごよみ 川原田 徹 絵 福音館書店 読セ（絵本）
911 みんなで読む詩・ひとりで読む詩２ 小海 永二 編 ポプラ社 読書センター
911 みんなで読む詩・ひとりで読む詩３ 小海 永二 編 ポプラ社 読書センター
911 みんなで読む詩・ひとりで読む詩４ 小海 永二 編 ポプラ社 読書センター
911 みんなで読む詩・ひとりで読む詩５ 小海 永二 編 ポプラ社 読書センター
911 みんなで読む詩・ひとりで読む詩６ 小海 永二 編 ポプラ社 読書センター
911 みんなで読む詩・ひとりで読む詩１ 小海 永二 編 ポプラ社 読書センター
911 小学生・詩のくにへ１ 新川 和江 編 太平出版社 読書センター
911 小学生・詩のくにへ３ 新川 和江 編 太平出版社 読書センター
911 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝　著作・編集 ポプラ社 学習センター
911 しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 波瀬　満子 編 冨山房 読書センター
911 ポケット詩集 田中　和雄 編 童話屋 読書センター
911 なぞなぞあそびうた 角野　栄子 著 のら書店 １年生教室
911 百人一首大事典 あかね書房 学習センター
911 百人一首大事典 あかね書房 学習センター
911 百人一首大事典 あかね書房 読書センター
911 ぞうさん・くまさん 美しい日本の詩歌＜第１期＞まど・みちお　作 岩崎書店 読書センター
911 種蒔きもせず 星野富弘　著 偕成社 読書センター
911 武鹿悦子詩集 たけのこ ぐん！ 豊かなことば 現代日本の詩武鹿悦子　著　伊藤英治　編　七字由布　画　 岩崎書店 読書センター
911 俳句・短歌・百人一首 国語おもしろ発見クラブ 山口理　著 偕成社 学習センター
911 俳句・短歌・百人一首 国語おもしろ発見クラブ 山口理　著 偕成社 学習センター
911 俳句・短歌・百人一首 国語おもしろ発見クラブ 山口理　著 偕成社 学習センター
911 俳句・短歌・百人一首 国語おもしろ発見クラブ 山口理　著 偕成社 学習センター
911 どんな音がするでしょか 宮中雲子　詩　西真里子　絵 銀の鈴社 読書センター
911 空への質問 詩を読もう（小学校高学年～一般向）高橋杞ー　著　おーなり由子　画　水内喜久雄　編大日本図書 読書センター
911 雲の窓 小さい詩集 武鹿悦子 大日本図書 読書センター
911 あ・い・た・く・て 小さい詩集 工藤直子 大日本図書 読書センター
911 少年よ　森へ行こう 門倉さとし　著 てらいんく 読書センター
911 へんなかくれんぼ 子どものための詩の本シリーズ岸田　衿子 のら書店 読書センター
911 ポケット詩集　Ⅱ 田中和雄　編 童話屋 読書センター
911 トマトとガラス 壮司　武 かど創房 読書センター
911 たまごのなかで <季節の詩>の絵本 こわせ・たまみ　編 おのちよ　絵 あすなろ書房 読書センター
911 ことり まど・みちお詩のえほん まどみちお　詩 南塚直子　絵 小峰書店 読書センター
911 びりのきもち 阪田寛夫　詩 和田誠　絵 童話館出版 読セ（絵本）

911.167 ぺったんぺったん白鳥がくる めくってびっくり短歌絵本 穂村弘　編 岩崎書店 読書センター
911.56 がばいばあちゃんの勇気がわく５０の言葉 島田洋七　著 徳間書店 読書センター
911.56 こんなにたしかに 詩と歩こう まど・みちお　著 理論社 読書センター
911.56 海があるということは 詩と歩こう 川崎洋　著 理論社 読書センター
911.56 あまのじゃく 現代日本童謡詩全集 清水たみ子　詩 深沢邦朗　絵 国土社 読書センター
911.56 不思議 豊かなことば現代日本の詩金子みすゞ　著 岩崎書店 読書センター
911.56 埴輪たち 川崎洋　著 思潮社 読書センター
911.56 ぼくたちはなく 内田麟太郎　作 小柏香　　絵 ＰＨＰ研究所 読書センター

911.568 支度 豊かなことば現代日本の詩黒田三郎　著 岩崎書店 読書センター
912 北の国から　前編 倉本聡　著 理論社 読書センター
912 北の国から　後編 倉本聡　著 理論社 読書センター
912 赤い鳥童話劇集 富田 博之 編 東京書籍 読書センター
913 くらかけ山の熊 立松和平ファンタジー選集 立松 和平 作 フレーベル館 読書センター
913 教室 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 斉藤 栄美 作 ポプラ社 読書センター
913 教室 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 斉藤 栄美 作 ポプラ社 ６年生教室
913 教室 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 斉藤 栄美 作 ポプラ社 ６年生教室
913 教室 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 斉藤 栄美 作 ポプラ社 ６年生教室
913 王さまうらない大あたり ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さまダイマの手紙 ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 そっくり王さま　大さわぎ ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さまスパイじけん ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さまゆめのひまわり ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さま魔女のひみつ ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 たんじょう日のプレゼント 寺村輝夫の王さまシリーズ寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さまなくした時間 ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 たんけんたいと消防たい 寺村輝夫の王さまシリーズ寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 まちがい王さま本になる ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 おりこう王さまおとしもの ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 魔法使いのチョモチョモ 寺村輝夫の王さまシリーズ寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 さむがり王さまおばけの子 ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 あわてた王さまきしゃにのる ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 ハアト星の花 寺村輝夫の王さまシリーズ寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 トランプは王さまぬき 寺村輝夫の王さまシリーズ寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さまなぜなぜ戦争 ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 ２年生教室
913 王さまきえたゆびわ ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 ぞうのたまごのたまごやき 寺村輝夫の王さまシリーズ寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さまなぞのピストル ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さまかいぞくせん 寺村輝夫の王さまシリーズ寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 わすれた王さまうみのなか ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 ひみつのフライパン 寺村輝夫の王さまシリーズ寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 くやしい王さまがいこつじけん ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 はらぺこ王さま　ふとりすぎ ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さま魔法ゲーム ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 おしゃべりなたまごやき 寺村輝夫の王さまシリーズ寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 うそつき王さまいぬをかう ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 レオくん空をとぶ まほうつかいのレオくん 寺村 輝夫 作 あかね書房 閉架
913 レオくんゆめをみる まほうつかいのレオくん 寺村 輝夫 作 あかね書房 読書センター
913 レオくんなぞの花 まほうつかいのレオくん 寺村 輝夫 作 あかね書房 読書センター
913 レオくんたちあがる まほうつかいのレオくん 寺村 輝夫 作 あかね書房 読書センター
913 レオくんいつまでも まほうつかいのレオくん 寺村 輝夫 作 あかね書房 読書センター
913 レオくんおばけたいじ まほうつかいのレオくん 寺村 輝夫 作 あかね書房 読書センター
913 レオくんうみのなかへ まほうつかいのレオくん 寺村 輝夫 作 あかね書房 読書センター
913 レオくんまほうのかぎ まほうつかいのレオくん 寺村 輝夫 作 あかね書房 読書センター
913 お手玉いくつ 教育画劇みんなのえほん 長崎 源之助 作 教育画劇 読書センター
913 うぐいす 絵童話・しぜんのいのち 安房 直子 文 小峰書店 読書センター
913 ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい 阿部 夏丸 作 講談社 読書センター
913 ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい 阿部 夏丸 作 講談社 読書センター
913 ざしきわらし一郎太の修学旅行 あかね・新読み物シリーズ 柏葉 幸子 作 あかね書房 読書センター
913 ざしきわらし一郎太の修学旅行 あかね・新読み物シリーズ 柏葉 幸子 作 あかね書房 ４年生教室
913 ざしきわらし一郎太の修学旅行 あかね・新読み物シリーズ 柏葉 幸子 作 あかね書房 読書センター
913 ざしきわらし一郎太の修学旅行 あかね・新読み物シリーズ 柏葉 幸子 作 あかね書房 ４年生教室
913 もうひとりのぼくも、ぼく 教育画劇の創作文学 岡田 淳 著 教育画劇 読書センター
913 町はふしぎなことだらけ 田島 征三 作 学研 読セ（絵本）
913 おとうさんはウルトラマン みやにし たつや 作絵 学研 読セ（絵本）
913 帰ってきたおとうさんはウルトラマン みやにし たつや 作絵 学研 読セ（絵本）
913 おとうさんはウルトラマン／おとうさんの休日 みやにし たつや 作・絵 学研 読書センター
913 パパはウルトラセブン みやにし たつや 作・絵 学研 閉架
913 まえむきよこむきうしろむき 鈴木 まもる 作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 まどからおくりもの 五味太郎・しかけ絵本 五味 太郎 作・絵 偕成社 読セ（絵本）
913 ウラパン・オコサ 絵本・こどものひろば 谷川 晃一 作 童心社 読セ（絵本）
913 ウラパン・オコサ 絵本・こどものひろば 谷川 晃一 作 童心社 読セ（絵本）
913 ぶーぶーじどうしゃ ０．１．２．えほん 山本 忠敬 さく 福音館書店 読セ（絵本）



913 ともだちや 内田 麟太郎 作 偕成社 読書センター
913 帰ってきたおとうさんはウルトラマン みやにし たつや 作絵 学研 読書センター
913 オオカミのごちそう 木村 裕一 ぶん 偕成社 読セ（絵本）
913 さる・るるる 五味 太郎 作・画 絵本館 読セ（絵本）
913 ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい 阿部 夏丸 作 講談社 読書センター
913 ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい 阿部 夏丸 作 講談社 読書センター
913 きょうはなんてうんがいいんだろう ひまわりえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 読セ（絵本）
913 どきっ！恋するってこんなこと フレンド・ブック みやにし たつや 作・絵 岩崎書店 読書センター
913 ぼくは魔法学校三年生 大日本の創作どうわ 佐藤 さとる 〔著〕 大日本図書 読書センター
913 ウラパン・オコサ 絵本・こどものひろば 谷川 晃一 作 童心社 読セ（絵本）
913 にゃーご ひまわりえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 読書センター
913 少年たちの夏 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 横山 充男 作 ポプラ社 ６年生教室
913 少年たちの夏 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 横山 充男 作 ポプラ社 ６年生教室
913 少年たちの夏 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 横山 充男 作 ポプラ社 ６年生教室
913 なぞなぞのすきな女の子 新しい日本の幼年童話 松岡 享子 さく 学研 読書センター
913 おひさまどうしたの 松谷 みよ子 作 あかね書房 読書センター
913 あのこにあえた あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作 あかね書房 読書センター
913 きいろいばけつ あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作 あかね書房 読書センター
913 ぼくだけしってる あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作 あかね書房 読書センター
913 たからものとんだ あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作 あかね書房 読書センター
913 土星のわっか おはなしよむよむシリーズ 長崎 夏海 作 佼成出版社 読書センター
913 チロと秘密の男の子 あかね・ブックライブラリー 河原 潤子 作 あかね書房 ６年生教室
913 チロと秘密の男の子 あかね・ブックライブラリー 河原 潤子 作 あかね書房 ６年生教室
913 チロと秘密の男の子 あかね・ブックライブラリー 河原 潤子 作 あかね書房 ６年生教室
913 チロと秘密の男の子 あかね・ブックライブラリー 河原 潤子 作 あかね書房 ６年生教室
913 アディオスぼくの友だち 学研の新しい創作 上条 さなえ 作 学研 読書センター
913 アディオスぼくの友だち 学研の新しい創作 上条 さなえ 作 学研 読書センター
913 アディオスぼくの友だち 学研の新しい創作 上条 さなえ 作 学研 読書センター
913 アディオスぼくの友だち 学研の新しい創作 上条 さなえ 作 学研 読書センター
913 とりかえっこちびぞう 新しい日本の幼年童話 工藤 直子 さく 学研 読書センター
913 バンザイ！なかやまくん 草炎社新こども文庫 太田 京子 作 草炎社 読書センター
913 バンザイ！なかやまくん 草炎社新こども文庫 太田 京子 作 草炎社 １年生教室
913 バンザイ！なかやまくん 草炎社新こども文庫 太田 京子 作 草炎社 読書センター
913 バンザイ！なかやまくん 草炎社新こども文庫 太田 京子 作 草炎社 読書センター
913 ぞうくんのさんぽ こどものとも傑作集 なかの ひろたか さく・え 福音館書店 読セ（絵本）
913 １１ぴきのねこどろんこ 馬場 のぼる 著 こぐま社 読セ（絵本）
913 １１ぴきのねこ 馬場 のぼる 著 こぐま社 読セ（絵本）
913 １１ぴきのねことへんなねこ 馬場 のぼる 著 こぐま社 読セ（絵本）
913 めっきらもっきらどおんどん こどものとも傑作集 長谷川 摂子 作 福音館書店 読セ（絵本）
913 きつねのたんこぶ ひまわりえほんシリーズ 小沢 正 作 鈴木出版 読書センター
913 きつねのぱんとねこのぱん 絵本といっしょ 小沢 正 文 国土社 読セ（絵本）
913 黄色いボール 立松和平との絵本集 立松 和平 文 河出書房新社 読セ（絵本）
913 天とくっついた島 立松和平との絵本集 立松 和平 文 河出書房新社 読セ（絵本）
913 おじいさんの机 立松和平との絵本集 立松 和平 文 河出書房新社 読セ（絵本）
913 キツネとのやくそく 立松和平との絵本集 立松 和平 文 河出書房新社 読セ（絵本）
913 海のいのち えほんはともだち 立松 和平 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ぼくらは知床探険隊 絵本の泉 関屋 敏隆 文・型染版画 岩崎書店 読セ（絵本）
913 ぼくらは知床探険隊 絵本の泉 関屋 敏隆 文・型染版画 岩崎書店 ３年生教室
913 ぼくらは知床探険隊 絵本の泉 関屋 敏隆 文・型染版画 岩崎書店 読セ（絵本）
913 ぼくらは知床探険隊 絵本の泉 関屋 敏隆 文・型染版画 岩崎書店 読セ（絵本）
913 すてきなずぼん こねこちゃんえほん いもと ようこ さく・え 金の星社 読セ（絵本）
913 ベトちゃんドクちゃんからのてがみ 松谷 みよ子 文 童心社 読セ（絵本）
913 １１ぴきのねことあほうどり 馬場 のぼる 著 こぐま社 読セ（絵本）
913 でこちゃん わたしのえほん つちだ のぶこ さく・え ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 でこちゃん わたしのえほん つちだ のぶこ さく・え ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 でこちゃん わたしのえほん つちだ のぶこ さく・え ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本 なかえ よしを 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 佐藤さとる全集１ 佐藤 さとる 著 講談社 読書センター
913 かばんうりのガラゴ 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 読セ（絵本）
913 でこちゃん わたしのえほん つちだ のぶこ さく・え ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 もりのかくれんぼう 末吉　暁子　 偕成社 読セ（絵本）
913 お母さん、ひらけゴマ！ えほんとなかよし 西本 鶏介 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 読セ（絵本）
913 少年たちの夏 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 横山 充男 作 ポプラ社 読書センター
913 うそつきたいかい はれぶたぶんこ 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 １年生教室
913 うそつきたいかい はれぶたぶんこ 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 読書センター
913 シカクだいおうとハナクソ・マルメル はれぶたぶんこ 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 読書センター
913 どこでもでんしゃ はれぶたぶんこ 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 読書センター
913 おしいれの中のみこたん はれぶたぶんこ 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 読書センター
913 たまねぎ博士２号タリラン はれぶたぶんこ 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 読書センター
913 アンソニー あかね・ブックライブラリー 茂市 久美子 作 あかね書房 ６年生教室
913 アンソニー あかね・ブックライブラリー 茂市 久美子 作 あかね書房 ５年生教室
913 ヤギになっちゃうぞ 新日本ひまわり文庫 最上 一平 さく 新日本出版社 １年生教室
913 ヤギになっちゃうぞ 新日本ひまわり文庫 最上 一平 さく 新日本出版社 読書センター
913 ヤギになっちゃうぞ 新日本ひまわり文庫 最上 一平 さく 新日本出版社 読書センター
913 ヤギになっちゃうぞ 新日本ひまわり文庫 最上 一平 さく 新日本出版社 読書センター
913 とうちゃんのトンネル 原田 泰治 作・絵 ポプラ社 読書センター
913 カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文 農山漁村文化協会 読書センター
913 カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文 農山漁村文化協会 読書センター
913 たまねぎ博士３号タリラン はれぶたぶんこ 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 読書センター
913 たまねぎ博士１号タリラン はれぶたぶんこ 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 読書センター
913 すいかおばけのおよめさん はれぶたぶんこ 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店 読書センター
913 かいけつゾロリのおばけ大さくせん ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか ポプラ社 閉架
913 かいけつゾロリとなぞのひこうき ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか ポプラ社 閉架
913 かいけつゾロリの大きょうりゅう ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのゆうれいせん ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 へんし～んほうれんそうマン ポプラ社の小さな童話 みづしま 志穂 さく ポプラ社 閉架
913 かいけつゾロリのテレビゲームききいっぱつ ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 閉架
913 かいけつゾロリのきょうふのやかた ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのまほうつかいのでし ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 とぶキャベツのひみつ 旺文社創作児童文学 柏葉 幸子 作 旺文社 読書センター
913 くものきれまに りとる 木村 裕一 作 講談社 読書センター
913 どしゃぶりのひに りとる 木村 裕一 作 講談社 読書センター
913 きりのなかで りとる 木村 裕一 作 講談社 読書センター
913 あるはれたひに りとる 木村 裕一 作 講談社 読書センター
913 ふぶきのあした りとる 木村 裕一 作 講談社 読書センター
913 ミュージカルスパイス こそあどの森の物語 岡田 淳 作 理論社 読書センター
913 森のなかの海賊船 こそあどの森の物語 岡田 淳 作 理論社 読書センター
913 ふしぎな木の実の料理法 こそあどの森の物語 岡田 淳 作 理論社 読書センター
913 ユメミザクラの木の下で こそあどの森の物語 岡田 淳 著 理論社 読書センター
913 はじまりの樹の神話 こそあどの森の物語 岡田 淳 著 理論社 読書センター
913 まよなかの魔女の秘密 こそあどの森の物語 岡田 淳 作 理論社 読書センター
913 せかいいちうつくしいぼくの村 えほんはともだち 小林 豊 作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 クジラと少年の海 理論社ライブラリー 小島 曠太郎 著 理論社 読書センター
913 あわてんぼりんご えほん・くだものむら じゃんぼ　かめ さく・え 国土社 読セ（絵本）
913 あかいくまくんこんにちは！ あかいくまくん わたり むつこ さく 国土社 読セ（絵本）
913 じゃんけんぽんでかくれんぼ！ あかいくまくん わたり むつこ さく 国土社 読セ（絵本）
913 どっちがほんと かずくん・まりちゃん たに しんすけ さく 国土社 読セ（絵本）
913 びっくりゆうえんち かずくん・まりちゃん たに しんすけ さく 国土社 読セ（絵本）
913 みんないっとうしょう かずくん・まりちゃん たに しんすけ さく 国土社 読セ（絵本）
913 ごあいさつはすごいぞ えほん横町 きむら ゆういち 作 国土社 読セ（絵本）
913 だって… えほん横町 石津 ちひろ 作 国土社 読セ（絵本）
913 ぐりとぐらのおおそうじ 日本傑作絵本シリーズ なかがわ りえこ 文 福音館書店 読セ（絵本）
913 てがみをください みるみる絵本 やました はるお さく 文研出版 読セ（絵本）
913 カラス とだ こうしろう 作・絵 戸田デザイン研究室 読書センター
913 ともだちや 内田 麟太郎 作 偕成社 読セ（絵本）



913 あしたもともだち 内田 麟太郎 作 偕成社 １年生教室
913 けんかのきもち からだとこころのえほん 柴田 愛子 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 けんかのきもち からだとこころのえほん 柴田 愛子 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 けんかのきもち からだとこころのえほん 柴田 愛子 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 けんかのきもち からだとこころのえほん 柴田 愛子 文 ポプラ社 １年生教室
913 くぬぎの木いっぽん 近藤 薫美子 作・絵 ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ともだちひきとりや 内田 麟太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 夜にくちぶえふいたなら 旺文社創作童話 たかどの ほうこ さく 旺文社 読書センター
913 ごめんねともだち 内田 麟太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 てがみをください みるみる絵本 やました はるお さく 文研出版 読セ（絵本）
913 すきすきさくらんぼ えほん・くだものむら じゃんぼ　かめ さく・え 国土社 読セ（絵本）
913 あかいくまくんいいにおい！ あかいくまくん わたり むつこ さく 国土社 読セ（絵本）
913 ぐりとぐらのおおそうじ 日本傑作絵本シリーズ なかがわ りえこ 文 福音館書店 読セ（絵本）
913 ともだちや 内田 麟太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 はだかんぼばなな えほん・くだものむら じゃんぼ　かめ さく・え 国土社 読セ（絵本）
913 はりきりみかん えほん・くだものむら じゃんぼ　かめ さく・え 国土社 読セ（絵本）
913 てがみをください みるみる絵本 やました はるお さく 文研出版 ２年生教室
913 てがみをください みるみる絵本 やました はるお さく 文研出版 読セ（絵本）
913 むしたちのうんどうかい 絵本・こどものひろば 得田 之久 文 童心社 １年生教室
913 むしたちのうんどうかい 絵本・こどものひろば 得田 之久 文 童心社 読書センター
913 むしたちのうんどうかい 絵本・こどものひろば 得田 之久 文 童心社 読書センター
913 むしたちのうんどうかい 絵本・こどものひろば 得田 之久 文 童心社 読書センター
913 魔女からの手紙 角野 栄子 著 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ねこたち町 おはなしさいた わしお としこ 文 アリス館 ４年生教室
913 アンソニー あかね・ブックライブラリー 茂市 久美子 作 あかね書房 ６年生教室
913 カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文 農山漁村文化協会 読書センター
913 カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文 農山漁村文化協会 ４年生教室
913 アンソニー あかね・ブックライブラリー 茂市 久美子 作 あかね書房 読書センター
913 虹の谷のスーパーマーケット 池川 恵子 作 ひくまの出版 読書センター
913 虹の谷のスーパーマーケット 池川 恵子 作 ひくまの出版 ２年生教室
913 虹の谷のスーパーマーケット 池川 恵子 作 ひくまの出版 読書センター
913 ねこたち町 おはなしさいた わしお としこ 文 アリス館 読書センター
913 ねこたち町 おはなしさいた わしお としこ 文 アリス館 ４年生教室
913 じんぺいの絵日記 ゆうたくんちのいばりいぬ きたやま ようこ 作 あかね書房 5678組
913 ともだちがきた ゆうたくんちのいばりいぬ きたやま ようこ 作 あかね書房 5678組
913 ゆうたはともだち ゆうたくんちのいばりいぬ きたやま ようこ 作 あかね書房 5678組
913 ゆうたとさんぽする ゆうたくんちのいばりいぬ きたやま ようこ 作 あかね書房 5678組
913 ゆうたのゆめをみる ゆうたくんちのいばりいぬ きたやま ようこ 作 あかね書房 5678組
913 ゆうたとかぞく ゆうたくんちのいばりいぬ きたやま ようこ 作 あかね書房 5678組
913 ゆうたのおかあさん ゆうたくんちのいばりいぬ きたやま ようこ 作 あかね書房 5678組
913 ゆうたのおとうさん ゆうたくんちのいばりいぬ きたやま ようこ 作 あかね書房 5678組
913 こんにちはむし ゆうたくんちのいばりいぬ きたやま ようこ 作 あかね書房 5678組
913 こんにちは　ねこ ゆうたくんちのいばりいぬ きたやま ようこ 作 あかね書房 5678組
913 こんにちは　いぬ ゆうたくんちのいばりいぬ きたやま ようこ 作 あかね書房 5678組
913 かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 閉架
913 ちいさくなったおにいちゃん ウィリアム・スタイグ 作 セーラー出版 読セ（絵本）
913 ニニロのおとしもの 教育画劇みんなのえほん いとう ひろし さく 教育画劇 読セ（絵本）
913 十二支のお節料理 川端 誠 作 ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 坊ちゃんは名探偵！ 講談社青い鳥文庫 楠木 誠一郎 作 講談社 読書センター
913 ふしぎなかぎばあさん フォア文庫愛蔵版 手島 悠介 作 岩崎書店 ３年生教室
913 おおはくちょうのそら 北の森から 手島 圭三郎 絵・文 リブリオ出版 読セ（絵本）
913 しまふくろうのみずうみ 北の森から 手島 圭三郎 絵・文 リブリオ出版 ３年生教室
913 ルドルフとイッパイアッテナ 児童文学創作シリーズ 斉藤 洋 作 講談社 読書センター
913 でっかいでっかい とっておきのどうわ 内田 麟太郎 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 いわしくん 菅原 たくや 〔作〕 文化出版局 読セ（絵本）
913 トンちゃんってそういうネコ Ｍａｙａ　Ｍａｘｘ 〔作〕 角川書店 読セ（絵本）
913 ワニぼうのこいのぼり 内田 麟太郎 文 文渓堂 読セ（絵本）
913 ワニぼうのこいのぼり 内田 麟太郎 文 文渓堂 読セ（絵本）
913 ワニぼうのこいのぼり 内田 麟太郎 文 文渓堂 読セ（絵本）
913 ワニぼうのこいのぼり 内田 麟太郎 文 文渓堂 １年生教室
913 おばあちゃんすごい！ ピーマン村のおともだち 中川 ひろたか 文 童心社 読セ（絵本）
913 おばあちゃんすごい！ ピーマン村のおともだち 中川 ひろたか 文 童心社 読セ（絵本）
913 おばあちゃんすごい！ ピーマン村のおともだち 中川 ひろたか 文 童心社 読セ（絵本）
913 おばあちゃんすごい！ ピーマン村のおともだち 中川 ひろたか 文 童心社 １年生教室
913 いのちは見えるよ いのちのえほん 及川 和男 作 岩崎書店 読セ（絵本）
913 いのちは見えるよ いのちのえほん 及川 和男 作 岩崎書店 ２年生教室
913 いのちは見えるよ いのちのえほん 及川 和男 作 岩崎書店 読セ（絵本）
913 いのちは見えるよ いのちのえほん 及川 和男 作 岩崎書店 読セ（絵本）
913 ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作 理論社 読書センター
913 ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作 理論社 読書センター
913 ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作 理論社 読書センター
913 そして、カエルはとぶ！ 広瀬 寿子 作 国土社 読書センター
913 そして、カエルはとぶ！ 広瀬 寿子 作 国土社 読書センター
913 そして、カエルはとぶ！ 広瀬 寿子 作 国土社 ３年生教室
913 そして、カエルはとぶ！ 広瀬 寿子 作 国土社 読書センター
913 せかいいちうつくしいぼくの村 えほんはともだち 小林 豊 作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち 小林 豊 作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 お母さん、ひらけゴマ！ えほんとなかよし 西本 鶏介 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 牛をつないだ椿の木 日本の文学 新美 南吉 著 金の星社 読書センター
913 大造じいさんとガン 子ども図書館 椋 鳩十 作 大日本図書 読書センター
913 月の輪グマ 椋鳩十全集 椋 鳩十 著 ポプラ社 ５年生教室
913 ゆずちゃん えほんとなかよし 肥田 美代子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし 松田 素子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 古事記 コミックストーリー／わたしたちの古典柳川 創造 シナリオ 学校図書 読書センター
913 万葉集 コミックストーリー／わたしたちの古典水沢 遥子 シナリオ 学校図書 読書センター
913 源氏物語 コミックストーリー／わたしたちの古典柳川 創造 シナリオ 学校図書 読書センター
913 平家物語 コミックストーリー／わたしたちの古典柳川 創造 シナリオ 学校図書 読書センター
913 徒然草 コミックストーリー／わたしたちの古典柳川 創造 シナリオ 学校図書 読書センター
913 太平記 コミックストーリー／わたしたちの古典柳川 創造 シナリオ 学校図書 読書センター
913 孤島の野犬 椋鳩十全集 椋 鳩十 著 ポプラ社 読書センター
913 モモちゃんとあかね 椋鳩十全集 椋 鳩十 著 ポプラ社 読書センター
913 カワウソの海 椋鳩十全集 椋 鳩十 著 ポプラ社 読書センター
913 竜の子太郎 子どもの文学傑作選 松谷 みよ子 著 講談社 読書センター
913 ふたりのイーダ 子どもの文学傑作選 松谷 みよ子 著 講談社 読書センター
913 ちいさいモモちゃん 児童文学創作シリーズ 松谷 みよ子 著 講談社 読書センター
913 肥後の石工 岩波少年文庫 今西 祐行 作 岩波書店 読書センター
913 赤いろうそくと人魚 日本の童話名作選 小川 未明 作 偕成社 読書センター
913 二十四の瞳 ポプラ社文庫 壷井 栄 著 ポプラ社 読書センター
913 読んでおきたい３年生の読みもの 亀村 五郎 〔ほか〕編集 学校図書 ３年生教室
913 読んでおきたい４年生の読みもの 亀村 五郎 〔ほか〕編集 学校図書 ４年生教室
913 読んでおきたい５年生の読みもの 亀村 五郎 〔ほか〕編集 学校図書 ５年生教室
913 読んでおきたい６年生の読みもの 亀村 五郎 〔ほか〕編集 学校図書 ６年生教室
913 うそつきのつき 内田 麟太郎 作 文渓堂 読セ（絵本）
913 オツベルと象 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 鹿踊りのはじまり 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 セロ弾きのゴーシュ 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 注文の多い料理店 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 注文の多い料理店 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 どんぐりと山猫 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 なめとこ山の熊 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 双子の星 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 やまなし 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 よだかの星 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 ワニくんのおおきなあし みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ワニくんのレインコート みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ワニくんのなが～いよる みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ワニくんのひるねの木 みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）



913 ワニくんのむかしばなし みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ワニくんのイス みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ワニくんのＴシャツ みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ぼく、どこにでもいるカバです みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 こんにちワニ わははは！ことばあそびブック中川 ひろたか 文 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 イレブン日記 ひくまの出版創作童話 山本 静夫 作 ひくまの出版 読書センター
913 片耳の大シカ 椋鳩十の動物アニメ絵本 椋 鳩十 原作 理論社 読書センター
913 ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作 理論社 読書センター
913 おひるのアヒル わははは！ことばあそびブック中川 ひろたか 文 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 ミルクくるみ わははは！ことばあそびブック中川 ひろたか 文 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 ブルドッグブルブル わははは！ことばあそびブック中川 ひろたか 文 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 とんとんどんどん わははは！ことばあそびブック中川 ひろたか 文 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 かいじゅうのこんだて わははは！ことばあそびブック中川 ひろたか 文 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 ワニくんのえにっき みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ワニくんとかわいい木 みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ワニくんのふしぎなよる みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ワニくんのめざましどけい みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 恐怖の人食い観覧車 平成うわさの怪談 木暮 正夫 編 岩崎書店 閉架
913 地獄からもどった黒ねこ 平成うわさの怪談 木暮 正夫 編 岩崎書店 読書センター
913 おくのほそ道 コミックストーリー／わたしたちの古典柳川 創造 シナリオ 学校図書 読書センター
913 枕草子 コミックストーリー／わたしたちの古典柳川 創造 シナリオ 学校図書 読書センター
913 百人一首 コミックストーリー／わたしたちの古典柳川 創造 シナリオ 学校図書 読書センター
913 セロ弾きのゴーシュ 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 サザンちゃんのおともだち かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社 5678組
913 からすのパンやさん かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社 読セ（絵本）
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館1年・５ 新読書シリーズ 松谷みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・４ 新読書シリーズ あまんきみこ 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館２年・２ 新読書シリーズ 小沢　正 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター



913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・１ 新読書シリーズ 岩瀬　成子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館５年・５ 新読書シリーズ 三田村　信行 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 光村こども図書館４年・４ 新読書シリーズ 松谷　みよ子 光村図書出版 読書センター
913 こわくないこわくない とことこえほん 内田 麟太郎 ぶん 童心社 読書センター
913 光村こども図書館６年・２ 新読書シリーズ 最上　一平 光村図書出版 読書センター
913 ぐりとぐらのえんそく こどものとも傑作集 なかがわ りえこ 〔著〕 福音館書店 読セ（絵本）
913 古事記 コミックストーリーわたしたちの古典　１柳川　創造 脚色 学校図書 読書センター
913 源氏物語 コミックストーリーわたしたちの古典５紫式部 著 学校図書 読書センター
913 源氏物語 コミックストーリーわたしたちの古典６紫式部 著 学校図書 読書センター
913 今昔物語 コミックストーリーわたしたちの古典７柳川　創造 脚色 学校図書 読書センター
913 平家物語 コミックストーリーわたしたちの古典　８柳川　創造 脚色 学校図書 読書センター
913 竹取物語 コミックストーリーわたしたちの古典　１１柳川　創造 脚色 学校図書 読書センター



913 伊勢物語 コミックストーリーわたしたちの古典１２柳川　創造 脚色 学校図書 読書センター
913 太平記 コミックストーリーわたしたちの古典　１４柳川　創造 脚色 学校図書 読書センター
913 雨月物語 コミックストーリーわたしたちの古典１５上田　秋成 著 学校図書 読書センター
913 しゅくだい えほんのマーチ いもとようこ　文・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 しゅくだい えほんのマーチ いもとようこ　文・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 しゅくだい えほんのマーチ いもとようこ　文・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 しゅくだい えほんのマーチ いもとようこ　文・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 きつねのかみさま 絵本・いつでもいっしょ あまんきみこ　作 ポプラ社 １年生教室
913 きつねのかみさま 絵本・いつでもいっしょ あまんきみこ　作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 きつねのかみさま 絵本・いつでもいっしょ あまんきみこ　作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 きつねのかみさま 絵本・いつでもいっしょ あまんきみこ　作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 このはのおかね、つかえます おはなしわくわくシリーズ 茂市久美子　作 佼成出版 読書センター
913 このはのおかね、つかえます おはなしわくわくシリーズ 茂市久美子　作 佼成出版 読書センター
913 このはのおかね、つかえます おはなしわくわくシリーズ 茂市久美子　作 佼成出版 読書センター
913 このはのおかね、つかえます おはなしわくわくシリーズ 茂市久美子　作 佼成出版 読書センター
913 ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須正幹　文 童心社 読セ（絵本）
913 ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須正幹　文 童心社 読セ（絵本）
913 ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須正幹　文 童心社 ２年生教室
913 ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須正幹　文 童心社 読セ（絵本）
913 よみがえれ、えりもの森 本木洋子　ぶん 新日本出版社 読書センター
913 よみがえれ、えりもの森 本木洋子　ぶん 新日本出版社 読書センター
913 よみがえれ、えりもの森 本木洋子　ぶん 新日本出版社 読書センター
913 よみがえれ、えりもの森 本木洋子　ぶん 新日本出版社 ２年生教室
913 海で見つけたこと 講談社・文学の扉 八束澄子　作 講談社 読書センター
913 海で見つけたこと 講談社・文学の扉 八束澄子　作 講談社 読書センター
913 海で見つけたこと 講談社・文学の扉 八束澄子　作 講談社 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 １年生教室
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 ぼくがあるくと月もあるく てのひら文庫 いたくらきよのぶ　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 かわのなかのうんどうかい てのひら文庫 いまいかんぞう　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのいら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター



913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 どこをたべているの てのひら文庫 ふくやまただし　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 ひみつきち てのひら文庫 高科正信　作 文溪堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 旅人と４人のわかもの山の魔物ピー・パンティン てのひら文庫４年 大野徹　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター



913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 アニメーションとわたし てのひら文庫５年 手塚　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 神かくしの山 てのひら文庫6年 岩崎京子　作 文渓堂 読書センター
913 まめうし わたしのえほん あきやまただし　作・絵 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 まめうしとありす わたしのえほん あきやまただし　作・絵 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 まめうしのおとうさん わたしのえほん あきやまただし　作・絵 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 まめうしとつぶた わたしのえほん あきやまただし　作・絵 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 まめうしとまめじい わたしのえほん あきやまただし　作・絵 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 まめうしのおかあさん わたしのえほん あきやまただし　作・絵 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 かぜの学校のはじまり かぜの学校 今村葦子　文 ほるぷ出版 読書センター
913 かぜの学校のなかまたち かぜの学校 今村葦子　文 ほるぷ出版 読書センター
913 おとうさんの玉手箱 わくわくどうわかん 富安陽子　文 ほるぷ出版 読書センター
913 ものまねきょうりゅう わくわくどうわかん 斉藤洋　作 ほるぷ出版 読書センター
913 こもり森のおわかれの日 わくわくどうわかん 今村葦子　文 ほるぷ出版 読書センター
913 おばあさんのお手玉 大西伝一郎　作 ひくまの出版 読書センター
913 ふたりでのった新幹線 依田逸夫　作 ひくまの出版 読書センター
913 コカリナの海 鈴木ゆき江　作 ひくまの出版 読書センター
913 なの花のチャイム 鈴木ゆき江　作 ひくまの出版 読書センター
913 さよならのなつやすみ ひくまの出版幼年どうわ・みどりのもりシリ－ズ宮川ひろ　作 ひくまの出版 読書センター
913 子うしのハナベエ日記 ひくまの出版創作童話“つむじかぜシリ－ズ”金田喜兵衛　作 ひくまの出版 読書センター
913 びっくりス－パ－小学生・登場！ 山口理　作 ひくまの出版 読書センター
913 ヒロシマのいのちの歌 鈴木ゆき江　作 ひくまの出版 読書センター
913 さよならアンナ 山口理　作 ひくまの出版 読書センター
913 山の家のロッキー 依田逸夫　作 ひくまの出版 読書センター
913 魔女の宅急便 魔女の宅急便 角野栄子　作 福音館書店 ５年生教室
913 キキと新しい魔法 魔女の宅急便 角野栄子　作 福音館書店 読書センター
913 キキともうひとりの魔女 魔女の宅急便 角野栄子　作 福音館書店 読書センター
913 キキの恋 魔女の宅急便 角野栄子　作 福音館書店 読書センター
913 さとるのじてんしゃ 創作幼年童話選 大石真　文 小峰書店 読書センター
913 かいけつゾロリとなぞのまほう少女 ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 おまえうまそうだな 絵本の時間 宮西達也　作絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 森のサクランボつみ大会 ハリネズミのプルプル 二宮由紀子　作 文溪堂 読書センター
913 イチジクの木の下で ハリネズミのプルプル 二宮由紀子　作 文溪堂 読書センター
913 キンモクセイをさがしに ハリネズミのプルプル 二宮由紀子　作 文溪堂 読書センター
913 なん者ひなた丸ねことんの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤洋　作 あかね書房 ３年生教室
913 なん者ひなた丸白くもの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 なん者ひなた丸大ふくろうの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 なん者ひなた丸火炎もぐらの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 なん者ひなた丸月光くずしの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 なん者ひなた丸金とん雲の術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 なん者ひなた丸津波がえしの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 なん者ひなた丸千鳥がすみの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 なん者ひなた丸黒潮がくれの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 なん者ひなた丸空蝉おとしの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 風切る翼 木村裕一　作 講談社 読書センター
913 ゆらゆらばしのうえで 日本傑作絵本シリーズ きむらゆういち　文 福音館書店 読セ（絵本）
913 はちみつのタネ 尾山 理津子 作 ポプラ社 読書センター
913 さっちゃんの　まほうのて たばた せいいち 〔ほか〕共同制作 偕成社 読セ（絵本）
913 はじめてのおるすばん 母と子の絵本 しみず みちを 作 岩崎書店 読セ（絵本）



913 チャイクロ１ 高田 恵以 構成・編著 ブックローン １年生教室
913 ぽんぽん山の月 えほんのもり あまん きみこ 文 文研出版 読セ（絵本）
913 チャイクロ２ 高田 恵以 構成・編著 ブックローン １年生教室
913 チャイクロ３ 高田 恵以 構成・編著 ブック・ローン出版 １年生教室
913 チャイクロ４ 高田 恵以 構成・編著 ブックローン １年生教室
913 チャイクロ５ 高田 恵以 構成・編著 ブック・ローン出版 １年生教室
913 チャイクロ６ 高田 恵以 構成・編著 ブックローン １年生教室
913 チャイクロ７ 高田 恵以 構成・編著 ブック・ローン出版 １年生教室
913 チャイクロ８ 高田 恵以 構成・編著 ブックローン １年生教室
913 チャイクロ９ 高田 恵以 構成・編著 ブック・ローン出版 １年生教室
913 チャイクロ１０ 高田 恵以 構成・編著 ブック・ローン出版 １年生教室
913 チャイクロ１１ 高田 恵以 構成・編著 ブック・ローン出版 １年生教室
913 チャイクロ１２ 高田 恵以 構成・編著 ブック・ローン出版 １年生教室
913 金色の足あと 椋鳩十の動物アニメ絵本 椋 鳩十 原作 理論社 読書センター
913 えがお、ときどき涙 シリーズ☆人間っていいな シリーズ人間取材班 編 旺文社 読書センター
913 おおきなおおきなおいも 創作童話シリーズ 赤羽 末吉 さく・え 福音館書店 読書センター
913 とおい　ほしから 大日本ようねん文庫 佐藤 さとる さく 大日本図書 読書センター
913 クヌギ林のザワザワ荘 あかね創作文学シリーズ 富安 陽子 作 あかね書房 読書センター
913 アヒルのびっくり旅行 愛の会創作童話集 児童憲章愛の会編集部 編 児童憲章愛の会 読書センター
913 わんぱくの海 香川 茂 著 講談社 読書センター
913 もりのへなそうる わたなべ しげお さく 福音館書店 読書センター
913 森のネズミのおひっこし ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 読書センター
913 １４歳の妖精たち ＰＨＰ創作シリーズ 小川 千歳 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 はい　こちら　はがき新聞社 文研子どもランド 角野 栄子 作 文研出版 読書センター
913 さとし、ぼくのサッカーエース 文研子どもランド 西森 良子 作 文研出版 読書センター
913 ふしぎな∞（ムゲン）地図の旅 文研子どもランド 手島 悠介 作 文研出版 読書センター
913 あかちゃんのうた 松谷 みよ子 ぶん 童心社 読セ（絵本）
913 おさじさん 松谷みよ子あかちゃんの本松谷 みよ子 文 童心社 読セ（絵本）
913 いたい　いたいはとんでいけ 松谷みよ子あかちゃんのわらべうた松谷 みよ子 文 偕成社 読セ（絵本）
913 おふろでちゃぷちゃぷ 松谷みよ子あかちゃんの本松谷 みよ子 文 童心社 読セ（絵本）
913 おふろでちゃぷちゃぷ 松谷みよ子あかちゃんの本松谷 みよ子 文 童心社 読セ（絵本）
913 ぐりとぐらのかいすいよく こどものとも傑作集 なかがわ りえこ さく 福音館書店 読セ（絵本）
913 サンタクロースってほんとにいるの？ かがくのとも傑作集 てるおか いつこ 文 福音館書店 読セ（絵本）
913 ぐりとぐらのおきゃくさま こどものとも傑作集 中川 李枝子 さく 福音館書店 読セ（絵本）
913 １１ぴきのねこ 馬場 のぼる 著 こぐま社 読セ（絵本）
913 きいろいのは　ちょうちょ 五味太郎・しかけ絵本 五味 太郎 作・絵 偕成社 １年生教室
913 ベトナムのダーちゃん 早乙女 勝元 文 童心社 読書センター
913 はなれざるドド 文研科学の読み物 水原 洋城 〔著〕 文研出版 閉架
913 クックの小屋はごみテレビ 文研科学の読み物 文研出版 読書センター
913 いただきますあそび あかちゃんのあそびえほんきむら ゆういち さく 偕成社 読セ（絵本）
913 やさしさの木の下で くすもと みちこ 文 自由国民社 読セ（絵本）
913 せいくんとねこ ペーパーバックえほん 矢崎 節夫 作 フレーベル館 読セ（絵本）
913 ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい 阿部 夏丸 作 講談社 読書センター
913 ほしになったふね 絵本のおくりもの 武宮 秀鵬 作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 おひめさまたからさがしにいく 学年別こどもおはなし劇場 まだらめ 三保 さく ポプラ社 読書センター
913 だいすき少女の童話２年生 日本児童文学者協会 編 偕成社 読書センター
913 悪友ものがたり 文研じゅべにーる 森 忠明 作 文研出版 閉架
913 快傑黒頭巾 少年少女希望図書館 高垣 眸 著 第三文明社 読書センター
913 杜子春・蜘蛛の糸 少年少女希望図書館 芥川 竜之介 著 第三文明社 読書センター
913 風の又三郎 少年少女希望図書館 宮沢 賢治 著 第三文明社 読書センター
913 すみれ１０歳ちょっぴりつらい末っ子ものがたり こども童話館 沢井 いづみ 作 ポプラ社 読書センター
913 さつまのおいも 絵本・ちいさななかまたち 中川　ひろたか 著 童心社 読セ（絵本）
913 おばけなんてこわくない ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 著 童心社 読セ（絵本）
913 かえってきたカエル ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 著 童心社 読セ（絵本）
913 おにはうち ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 著 童心社 読セ（絵本）
913 クリスマス・オールスター ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 著 童心社 読セ（絵本）
913 おおきくなるっていうことは ピーマン村の絵本たち 中川　ひろたか 著 童心社 読セ（絵本）
913 学校の怪談　２ 講談社ＫＫ文庫　Ａ　４－２ 常光　徹　 講談社 読書センター
913 学校の怪談　４ 講談社ＫＫ文庫　Ａ　４－４ 常光　徹　 講談社 読書センター
913 学校の怪談　５ 講談社ＫＫ文庫　Ａ　４－５ 常光　徹　 講談社 読書センター
913 学校の怪談　６ 講談社ＫＫ文庫　Ａ　４－６ 常光　徹　 講談社 読書センター
913 学校の怪談　７ 講談社ＫＫ文庫　Ａ　４－７ 常光　徹　 講談社 読書センター
913 学校の怪談　８ 講談社ＫＫ文庫　Ａ　４－１０常光　徹　 講談社 読書センター
913 学校の怪談　９ 講談社ＫＫ文庫　Ａ　４－１１常光　徹　 講談社 閉架
913 ピッケとポッケのおとなりさん とりごえ　まり 著 佼成出版社 読セ（絵本）
913 おとうと いちかわ　けいこ 著 佼成出版社 読セ（絵本）
913 けいちゃんのくすりゆび あきやま　ただし 著 佼成出版社 読セ（絵本）
913 はじめてのおわかれ 河原　まり子 著 佼成出版社 読セ（絵本）
913 ももちゃんのおさかなズボン メグ・ホソキ 著 佼成出版社 読セ（絵本）
913 なめれおん あきやま　ただし 著 佼成出版社 読セ（絵本）
913 ねぇだっこ いちかわ　けいこ 著 佼成出版社 読セ（絵本）
913 ピッケとポッケ とりごえ　まり 著 佼成出版社 読セ（絵本）
913 てをつないでごらん かみや　しん 著 佼成出版社 読セ（絵本）
913 ももちゃんといちご メグ・ホソキ 著 佼成出版社 読セ（絵本）
913 ないた 中川ひろたか　作 金の星社 読セ（絵本）
913 ないた 中川ひろたか　作 金の星社 １年生教室
913 ないた 中川ひろたか　作 金の星社 読セ（絵本）
913 ないた 中川ひろたか　作 金の星社 読セ（絵本）
913 バスをおりたら… 絵本のおもちゃばこ 小泉るみ子　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 バスをおりたら… 絵本のおもちゃばこ 小泉るみ子　作・絵 ポプラ社 １年生教室
913 バスをおりたら… 絵本のおもちゃばこ 小泉るみ子　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 バスをおりたら… 絵本のおもちゃばこ 小泉るみ子　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ひ・み・つ たばたせいいちの絵本 たばたせいいち　著 童心社 読セ（絵本）
913 ひ・み・つ たばたせいいちの絵本 たばたせいいち　著 童心社 読セ（絵本）
913 ひ・み・つ たばたせいいちの絵本 たばたせいいち　著 童心社 ２年生教室
913 ひ・み・つ たばたせいいちの絵本 たばたせいいち　著 童心社 読セ（絵本）
913 かげまる 矢部美智代　作 毎日新聞社 読書センター
913 かげまる 矢部美智代　作 毎日新聞社 読書センター
913 かげまる 矢部美智代　作 毎日新聞社 読書センター
913 かげまる 矢部美智代　作 毎日新聞社 読書センター
913 いえでででんしゃはこしょうちゅう？ おはなしの森 あさのあつこ　作 新日本出版社 読書センター
913 いえでででんしゃはこしょうちゅう？ おはなしの森 あさのあつこ　作 新日本出版社 読書センター
913 いえでででんしゃはこしょうちゅう？ おはなしの森 あさのあつこ　作 新日本出版社 読書センター
913 歩きだす夏 学研の新・創作シリーズ 今井恭子　作 学習研究社 読書センター
913 歩きだす夏 学研の新・創作シリーズ 今井恭子　作 学習研究社 読書センター
913 歩きだす夏 学研の新・創作シリーズ 今井恭子　作 学習研究社 読書センター
913 歩きだす夏 学研の新・創作シリーズ 今井恭子　作 学習研究社 読書センター
913 空のてっぺん銀色の風 文学の森 ひろはたえりこ　作 小峰書店 読書センター
913 空のてっぺん銀色の風 文学の森 ひろはたえりこ　作 小峰書店 読書センター
913 空のてっぺん銀色の風 文学の森 ひろはたえりこ　作 小峰書店 読書センター
913 空のてっぺん銀色の風 文学の森 ひろはたえりこ　作 小峰書店 読書センター
913 こんとあき 日本傑作絵本シリ－ズ 林明子　さく 福音館書店 読セ（絵本）
913 だるまちゃんとてんぐちゃん <こどものとも>傑作集 加古里子　さく・え 福音館書店 読セ（絵本）
913 みんなのかお とだきょうこ　文 福音館書店 読セ（絵本）
913 いいことってどんなこと <こどものとも>傑作集 神沢利子　さく 福音館書店 読セ（絵本）
913 しょうぼうじどうしゃじぷた <こどものとも>傑作集 渡辺茂男　さく 福音館書店 １年生教室
913 そらまめくんのベッド <こどものとも>傑作集 なかやみわ　さく・え 福音館書店 １年生教室
913 きつねのおきゃくさま 創作えほん あまんきみこ　ぶん サンリード 読セ（絵本）
913 こんこんさまにさしあげそうろう PHPこころのえほん 森はな　さく ＰＨＰ研究所 読書センター
913 はたけのともだち 絵本・ちいさななかまたち 田島征三　作 童心社 閉架
913 こころの花たば PHPにこにこえほん 城谷英男　さく・え ＰＨＰ研究所 １年生教室
913 おとうさん・パパ・おとうちゃん たんぽぽえほんシリ－ズ みやにしたつや　作・絵 鈴木出版 読セ（絵本）
913 こぎつねコンとこだぬきポン 童心社の絵本 松野正子　文 童心社 ２年生教室
913 せなかをとんとん えほんはともだち 最上一平　作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 だんごむしそらをとぶ 松岡達英　作 小学館 読セ（絵本）
913 ペンギンたんけんたい どうわがいっぱい 斉藤洋　作 講談社 読書センター
913 てんぐちゃん おはなしパレード もりやまみやこ　作 理論社 読書センター



913 ぼくは王さま 寺田輝夫　著 理論社 読書センター
913 ありがとうをわすれると 新しい日本の幼年童話 山下明生　作 学習研究社 読書センター
913 うそつきたいかい はれぶたぶんこ 矢玉四郎　作・絵 岩崎書店 読書センター
913 かくれ山の冒険 PHP創作シリ－ズ 富安陽子　作・画 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 だれもしらない 灰谷健次郎　作 あかね書房 ３年生教室
913 なん者ひなた丸ねことんの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 トチノキ村の雑貨屋さん 茂市久美子　作 あすなろ書房 読書センター
913 まるいちきゅうのまるいちにち エリック・カール　［ほか］作 童話屋 読セ（絵本）
913 とらねことじいちゃん 梅田俊作　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 オオサンショウウオの夏 きらきらジュニアライブシリーズ阿部夏丸　著 佼成出版社 読書センター
913 １００万回生きたねこ 佐野洋子の絵本 佐野洋子　作・絵 講談社 読セ（絵本）
913 キャプテンはつらいぜ 講談社青い鳥文庫 後藤竜二　著 講談社 読書センター
913 のん・たん・ぴん 山中恒よみもの文庫 山中恒　作 理論社 読書センター
913 猫は生きている 早乙女勝元　作 理論社 ５年生教室
913 ビッグバンのてんじくネズミ おはなしメリーゴーランド 石井睦美　作 文渓堂 読書センター
913 森は呼んでいる 新創作児童文学 及川和男　作 岩崎書店 読書センター
913 ふしぎふにゃふにゃフランケン いのちのえほん 立花尚之介　作・絵 岩崎書店 読書センター
913 赤いろうそくと人魚 小川未明　作 偕成社 読書センター
913 鬼の橋 伊藤遊　作 福音館書店 読書センター
913 カメをつって考えた 旺文社創作児童文学 阿部夏丸　作 旺文社 読書センター
913 きまぐれロボット 新・名作の愛蔵版 星新一　作 理論社 読書センター
913 新ちゃんがないた！ 文研じゅべにーる 佐藤州男　作 文研出版 読書センター
913 絵本玉虫厨子の物語 平塚武二　作 童心社 読書センター
913 バッテリー バッテリー あさのあつこ　作 教育画劇 読書センター
913 酪農家族 立松和平　著 河出書房新社 読書センター
913 生命の木 大石芳野　著 草土文化 読書センター
913 川のいのち 立松和平　文 くもん出版 読書センター
913 田んぼのいのち 立松和平　文 くもん出版 読書センター
913 もったいないばあさん 講談社の創作絵本 真珠まりこ　作・絵 講談社 読セ（絵本）
913 サンタさんにあっちゃった 絵本・いつでもいっしょ 薫くみこ　作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 長谷川義史　作 ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 いろはにほへと 今江祥智　文 ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 菜の子先生は大いそがし！ 富安陽子　作 福音館書店 読書センター
913 菜の子先生がやってきた！ 富安陽子　作 福音館書店 読書センター
913 うちにあかちゃんがうまれるの からだとこころのえほん いとうえみこ　文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 うぁー、すごーい 福田哲也　文 エムジーコーポレーション読セ（絵本）
913 くろずみ小太郎旅日記１ 飯野和好　著 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 くろずみ小太郎旅日記２ 飯野和好　著 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 くろずみ小太郎旅日記３ 飯野和好　著 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 くろずみ小太郎旅日記４ 飯野和好　著 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 くろずみ小太郎旅日記５ 飯野和好　著 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 だれかののぞむもの こそあどの森の物語 岡田淳　作 理論社 読書センター
913 どうぶつゆうびん もとしたいづみ　文 講談社 閉架
913 プ－ルで死者がよんでいる 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 閉架
913 しのびよる図書室の亡霊 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 読書センター
913 のろわれた携帯メール 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 閉架
913 恐怖の人食い観覧車 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 閉架
913 地獄からもどった黒ねこ 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 閉架
913 のろいをまねく一輪車 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 閉架
913 怪奇スープをめしあがれ 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 読書センター
913 ゆうれいねずみがささやいた 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 閉架
913 マジックショーは死のかおり 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 読書センター
913 あの世からのバトンリレー 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 読書センター
913 スクールバスにさまよう霊 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 閉架
913 死をよぶ月光のソナタ 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 閉架
913 のろわれたコインゲーム 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 閉架
913 命を食べるおじいちゃん 平成うわさの怪談 木暮正夫 国松俊英　編 岩崎書店 閉架
913 どろぼうがっこう かこさとしおはなしのほん かこさとし　絵・文 偕成社 読セ（絵本）
913 いやいやえん 福音館創作童話シリーズ 中川李枝子　さく 福音館書店 読書センター
913 おさるのまいにち どうわがいっぱい いとうひろし　作・絵 講談社 読書センター
913 キロコちゃんとみどりのくつ おはなしフェスタ たかどのほうこ　作・絵 あかね書房 読書センター
913 アジア！イチャリバ、チョ－デ－ 大貫美佐子　文 光村教育図書 読セ（絵本）
913 街のいのち 立松和平　文 くもん出版 読書センター
913 バッテリー 教育画劇の創作文学 あさの　あつこ 著 教育画劇 読書センター
913 バッテリー　２ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 教育画劇 読書センター
913 バッテリー　３ 教育画劇の創作文学 あさの　あつこ 著 教育画劇 読書センター
913 バッテリー　４ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 教育画劇 読書センター
913 バッテリー　５ 教育画劇の創作文学 あさの　あつこ 著 教育画劇 読書センター
913 バッテリー　６ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 教育画劇 読書センター
913 バッテリー 教育画劇の創作文学 あさの　あつこ 著 教育画劇 読書センター
913 バッテリー　２ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 教育画劇 読書センター
913 バッテリー　３ 教育画劇の創作文学 あさの　あつこ 著 教育画劇 読書センター
913 バッテリー　４ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 教育画劇 読書センター
913 バッテリー　５ 教育画劇の創作文学 あさの　あつこ 著 教育画劇 読書センター
913 バッテリー　６ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 教育画劇 読書センター
913 野ブタ。をプロデュース 白岩　玄 著 河出書房新社 読書センター
913 あなたをずっとずっとあいしてる 絵本の時間　４４ 宮西　達也 著 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ぬまばあさんのうた こそあどの森の物語　８ 岡田　淳 著 理論社 読書センター
913 がいこつ 谷川　俊太郎 著 教育画劇 読セ（絵本）
913 ドキッとこわいおばけの話 日本のおばけ話・わらい話　３木暮　正夫 著 岩崎書店 読書センター
913 ドカンとでっかいほらふき話 日本のおばけ話・わらい話　８木暮　正夫 著 岩崎書店 読書センター
913 ねえどっちがすき？ 幼児絵本シリーズ 安江　リエ 著 福音館書店 読セ（絵本）
913 おばあちゃん まぁた 著 ルネッサンスブックス 読書センター
913 はらぺこヘビくん みやにしたつやのえほん　１みやにし　たつや 著 ポプラ社 閉架
913 いのちのまつり 草場　一壽 著 サンマーク出版 読セ（絵本）
913 はるですよふくろうおばさん 講談社の創作絵本ベストセレクション長　新太 著 講談社 読セ（絵本）
913 忍者ＫＩＤＳ　１　図書館版 忍者ＫＩＤＳ 斉藤　栄美 著 ポプラ社 読書センター
913 忍者ＫＩＤＳ　２　図書館版 忍者ＫＩＤＳ 斉藤　栄美 著 ポプラ社 読書センター
913 忍者ＫＩＤＳ　３　図書館版 忍者ＫＩＤＳ 斉藤　栄美 著 ポプラ社 読書センター
913 忍者ＫＩＤＳ　４　図書館版 忍者ＫＩＤＳ 斉藤　栄美 著 ポプラ社 読書センター
913 忍者ＫＩＤＳ　５　図書館版 忍者ＫＩＤＳ 斉藤　栄美 著 ポプラ社 読書センター
913 忍者ＫＩＤＳ　６　図書館版 忍者ＫＩＤＳ 斉藤　栄美 著 ポプラ社 読書センター
913 忍者ＫＩＤＳ　７　図書館版 忍者ＫＩＤＳ 斉藤　栄美 著 ポプラ社 読書センター
913 忍者ＫＩＤＳ　８　図書館版 忍者ＫＩＤＳ 斉藤　栄美 著 ポプラ社 読書センター
913 忍者ＫＩＤＳ　９　図書館版 忍者ＫＩＤＳ 斉藤　栄美 著 ポプラ社 読書センター
913 幽霊屋敷レストラン 怪談レストラン　１ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 化け猫レストラン 怪談レストラン　２ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 殺人レストラン 怪談レストラン　３ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 幽霊列車レストラン 怪談レストラン　４ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 妖怪レストラン 怪談レストラン　５ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 金しばりレストラン 怪談レストラン　６ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 魔女のレストラン 怪談レストラン　７ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 鏡のうらがわレストラン 怪談レストラン　８ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 墓場レストラン 怪談レストラン　９ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 お化け屋敷レストラン 怪談レストラン　１０ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 火の玉レストラン 怪談レストラン　１１ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 呪いのレストラン 怪談レストラン　１２ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 あの世レストラン 怪談レストラン　１３ 松谷　みよ子 編 童心社 閉架
913 がい骨レストラン 怪談レストラン　１４ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 魔界レストラン 怪談レストラン　１５ 松谷　みよ子 編 童心社 閉架
913 うらめしやレストラン 怪談レストラン　１６ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 七不思議レストラン 怪談レストラン　１７ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 ケイタイ電話レストラン 怪談レストラン　１８ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 闇のレストラン 怪談レストラン　１９ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 地獄レストラン 怪談レストラン　２０ 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 かいけつゾロリとまほうのへや ポプラ社の新・小さな童話　２０６原　ゆたか ポプラ社 閉架
913 かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん　後編 ポプラ社の新・小さな童話　２２２原　ゆたか ポプラ社 閉架



913 どうぶつ句会 あべ　弘士 著 学習研究社 読セ（絵本）
913 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学１年生 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学１年生齋藤　孝 編 講談社 読書センター
913 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学２年生 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学２年生齋藤　孝 編 講談社 読書センター
913 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学３年生 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学３年生齋藤　孝 編 講談社 読書センター
913 もったいないばあさんがくるよ！ 講談社の創作絵本シリーズ真珠　まりこ 著 講談社 読セ（絵本）
913 おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 著 すずき出版 読セ（絵本）
913 日本霊異記 コミックストーリーわたしたちの古典　新装版　１２柳川　創造 著 学校図書 読書センター
913 どんなかんじかなあ 中山 千夏 ぶん 自由国民社 読セ（絵本）
913 どんなかんじかなあ 中山 千夏 ぶん 自由国民社 読セ（絵本）
913 ビーズのてんとうむし 最上 一平 作 童心社 読書センター
913 ビーズのてんとうむし 最上 一平 作 童心社 読書センター
913 あかちゃんてね 星川 ひろ子 著 小学館 読セ（絵本）
913 あかちゃんてね 星川 ひろ子 著 小学館 読セ（絵本）
913 わたしたちの帽子 高楼 方子 作 フレーベル館 読書センター
913 わたしたちの帽子 高楼 方子 作 フレーベル館 読書センター
913 紅玉 後藤 竜二 文 新日本出版社 読セ（絵本）
913 紅玉 後藤 竜二 文 新日本出版社 読セ（絵本）
913 うそつき大ちゃん ポプラの森 阿部 夏丸 著 ポプラ社 読書センター
913 うそつき大ちゃん ポプラの森 阿部 夏丸 著 ポプラ社 読書センター
913 おっきょちゃんとかっぱ <こどものとも>傑作集 長谷川摂子　文 福音館書店 読セ（絵本）
913 ムッシュ・ムニエルのサーカス 佐々木マキ　作 絵本館 読セ（絵本）
913 はじめてのかり 絵本アフリカのどうぶつたち第１集吉田遠志　絵と文 リブリオ出版 読セ（絵本）
913 ひとくち童話　１ 東君平　著 フレーベル館 読書センター
913 アフリカの音 沢田としき　作・絵 講談社 読セ（絵本）
913 おばあさんの飛行機 日本の童話名作選 佐藤さとる　作 偕成社 読セ（絵本）
913 狐 日本の童話名作選 新美南吉　作 偕成社 読セ（絵本）
913 口で歩く おはなしプレゼント 丘修三　作 小峰書店 読書センター
913 じっぽ あかね創作読物シリ－ズ たつみや章　作 あかね書房 読書センター
913 びりっかすの神さま 新・子どもの文学 岡田淳　作・絵 偕成社 読書センター
913 ぼくは弟とあるいた 絵本の泉 小林豊　作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 のれたよ、のれたよ、自転車のれたよ 井上美由紀　文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 おれんじ屋のきぬ子さん あかね・新読み物シリーズ 河俣規世佳　作 あかね書房 読書センター
913 はるふぶき 絵本・こどものひろば 加藤多一　文 童心社 読セ（絵本）
913 約束 村山由佳　著 集英社 読書センター
913 木の祭り 新美南吉　作 にっけん教育出版社 読セ（絵本）
913 マザー・テレサへの旅 学研のノンフィクション 寮美千子　文・写真 学習研究社 読書センター
913 少年・椋鳩十物語 宮下和男　著 理論社 読書センター
913 物語１００ 今江祥智 今江祥智　著 理論社 読書センター
913 銀のくじゃく ちくま文庫 安房直子　著 筑摩書房 読書センター
913 またぶたのたね 佐々木マキ　作 絵本館 読セ（絵本）
913 またぶたのたね 佐々木マキ　作 絵本館 読セ（絵本）
913 ほんとうに心があったかくなる話　１年生 日本児童文学者協会　編 ポプラ社 読書センター
913 ほんとうに心があったかくなる話　２年生 日本児童文学者協会　編 ポプラ社 読書センター
913 ほんとうに心があったかくなる話　３年生 日本児童文学者協会　編 ポプラ社 読書センター
913 ほんとうに心があったかくなる話　４年生 日本児童文学者協会　編 ポプラ社 読書センター
913 心があったかくなる話　１年生 日本児童文学者協会　編 ポプラ社 読書センター
913 心があったかくなる話　２年生 日本児童文学者協会　編 ポプラ社 読書センター
913 心があったかくなる話　３年生 日本児童文学者協会　編 ポプラ社 読書センター
913 心があったかくなる話　４年生 日本児童文学者協会　編 ポプラ社 読書センター
913 あめふり <こどものとも>傑作集 さとうわきこ　さく・え 福音館書店 読セ（絵本）
913 いそがしいよる <こどものとも>傑作集 さとうわきこ　さく・え 福音館書店 読セ（絵本）
913 すいかのたね <こどものとも>傑作集 さとうわきこ　さく・え 福音館書店 読セ（絵本）
913 たいへんなひるね <こどものとも>傑作集 さとうわきこ　さく・え 福音館書店 読セ（絵本）
913 どろんこおそうじ <こどものとも>傑作集 さとうわきこ　さく・え 福音館書店 読セ（絵本）
913 そりあそび <こどものとも>傑作集 さとうわきこ　さく・え 福音館書店 読セ（絵本）
913 やまのぼり <こどものとも>傑作集 さとうわきこ　さく・え 福音館書店 読セ（絵本）
913 あひるのたまご <こどものとも>傑作集 さとうわきこ　さく・え 福音館書店 読セ（絵本）
913 いぬうえくんがやってきた いぬうえくんとくまざわくん きたやまようこ　作 あかね書房 読書センター
913 いいものひろったくまざわくん いぬうえくんとくまざわくん きたやまようこ　作 あかね書房 読書センター
913 いぬうえくんのおきゃくさま いぬうえくんとくまざわくん きたやまようこ　作 あかね書房 読書センター
913 くまざわくんのたからもの いぬうえくんとくまざわくん きたやまようこ　作 あかね書房 読書センター
913 ムーン・ドラゴン 小沢章友　作 理論社 読書センター
913 金色の雲になったトラ つかごしつねじ　作 小峰書店 読書センター
913 若おかみは小学生！ 講談社青い鳥文庫　１７１－７令丈　ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ２ 講談社青い鳥文庫　１７１－８令丈　ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ３ 講談社青い鳥文庫　１７１－９令丈　ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ４ 講談社青い鳥文庫　１７１－１０令丈　ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ５ 講談社青い鳥文庫　１７１－１１令丈　ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ６ 講談社青い鳥文庫　１７１－１２令丈　ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ７ 講談社青い鳥文庫　１７１－１３令丈　ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ８ 講談社青い鳥文庫　１７１－１４令丈　ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ９ 講談社青い鳥文庫　１７１－１５令丈　ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 おにのめん 川端　誠　著 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 めぐろのさんま 川端　誠　著 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 たのきゅう 川端　誠　著 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 いちがんこく 川端　誠　著 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 そばせい 川端　誠　著 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 たがや 川端　誠　著 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 おはなしぽっちり　１ おはなしぽっちり もりやま　みやこ　著 小峰書店 読書センター
913 おはなしぽっちり　２ おはなしぽっちり もりやま　みやこ　著 小峰書店 読書センター
913 おはなしぽっちり　３ おはなしぽっちり もりやま　みやこ　著 小峰書店 読書センター
913 おはなしぽっちり　４ おはなしぽっちり もりやま　みやこ　著 小峰書店 読書センター
913 にんきもののひけつ にんきものの本　１ 森　絵都　著 童心社 ３年生教室
913 にんきもののねがい にんきものの本　２ 森　絵都　著 童心社 読書センター
913 にんきものをめざせ にんきものの本　３ 森　絵都　著 童心社 読書センター
913 にんきもののはつこい にんきものの本　４ 森　絵都　著 童心社 読書センター
913 死の国へ走るワゴン 平成うわさの怪談 木暮　正夫 国松　俊英　編 岩崎書店 読書センター
913 わらうおばけザクロ 平成うわさの怪談 木暮　正夫 国松　俊英　編 岩崎書店 読書センター
913 闇に光る目 平成うわさの怪談 木暮　正夫 国松　俊英　編 岩崎書店 閉架
913 のろいのタロットカード 平成うわさの怪談 木暮　正夫 国松　俊英　編 岩崎書店 読書センター
913 死者のドレスアップ 平成うわさの怪談 木暮　正夫 国松　俊英　編 岩崎書店 読書センター
913 らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド　３１ 尼子　騒兵衛　著 ポプラ社 読書センター
913 とれるか１００点はしれ！にんタマ三人ぐみ こどもおはなしランド　３２ 尼子　騒兵衛　著 ポプラ社 読書センター
913 どろぼうたいじで１００点満点！？ こどもおはなしランド　３５ 尼子　騒兵衛　著 ポプラ社 読書センター
913 すいえい大とっくんわるいとのさまをやっつけろ こどもおはなしランド　３６ 尼子　騒兵衛　著 ポプラ社 読書センター
913 にんタマ三人ぐみのたすけてちょーだいおしょうさま！！ こどもおはなしランド　３７ 尼子　騒兵衛　著 ポプラ社 読書センター
913 らくご長屋　１ らくご長屋 岡本　和明　著 ポプラ社 読書センター
913 らくご長屋　２ らくご長屋 岡本　和明　著 ポプラ社 読書センター
913 らくご長屋　３ らくご長屋 岡本　和明　著 ポプラ社 読書センター
913 いちばん星、みっけ！ おはなしボンボン　２１ 長崎　夏海　著 ポプラ社 読書センター
913 おばけのなつまつり とっておきのどうわ 山本　和子　著 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 里見八犬伝　上 ポプラポケット文庫　３７６－１滝沢　馬琴　原著 ポプラ社 読書センター
913 里見八犬伝　下 ポプラポケット文庫　３７６－２滝沢　馬琴　原著 ポプラ社 読書センター
913 メリーさんの電話 ナツカのおばけ事件簿　１ 斉藤　洋　著 あかね書房 読書センター
913 恐怖のろくろっ手 ナツカのおばけ事件簿　２ 斉藤　洋　著 あかね書房 読書センター
913 ゆうれいドレスのなぞ ナツカのおばけ事件簿　３ 斉藤　洋　著 あかね書房 読書センター
913 真夜中のあわせかがみ ナツカのおばけ事件簿　４ 斉藤　洋　著 あかね書房 読書センター
913 わらうピエロ人形 ナツカのおばけ事件簿　５ 斉藤　洋　著 あかね書房 読書センター
913 夕ぐれの西洋やしき ナツカのおばけ事件簿　６ 斉藤　洋　著 あかね書房 読書センター
913 深夜のゆうれい電車 ナツカのおばけ事件簿　７ 斉藤　洋　著 あかね書房 読書センター
913 ジーク 偕成社ワンダーランド　５ 斉藤　洋　著 偕成社 読書センター
913 ジーク　２ 偕成社ワンダーランド　２５ 斉藤　洋　著 偕成社 読書センター
913 ひとりでいらっしゃい 偕成社ワンダーランド　１３ 斉藤　洋　著 偕成社 読書センター
913 うらからいらっしゃい 偕成社ワンダーランド　３０ 斉藤　洋　著 偕成社 読書センター
913 黒ばらさんの七つの魔法 偕成社ワンダーランド　６ 末吉　暁子　 偕成社 読書センター
913 大おばさんの不思議なレシピ 偕成社ワンダーランド　８ 柏葉　幸子　著 偕成社 読書センター
913 角野栄子のちいさなどうわたち　１ 角野栄子のちいさなどうわたち角野　栄子　著 ポプラ社 読書センター



913 角野栄子のちいさなどうわたち　２ 角野栄子のちいさなどうわたち角野　栄子　著 ポプラ社 読書センター
913 角野栄子のちいさなどうわたち　３ 角野栄子のちいさなどうわたち角野　栄子　著 ポプラ社 読書センター
913 角野栄子のちいさなどうわたち　４ 角野栄子のちいさなどうわたち角野栄子　著 ポプラ社 読書センター
913 角野栄子のちいさなどうわたち　５ 角野栄子のちいさなどうわたち角野　栄子　著 ポプラ社 読書センター
913 角野栄子のちいさなどうわたち　６ 角野栄子のちいさなどうわたち角野　栄子　著 ポプラ社 読書センター
913 たたりじゃレストラン 怪談レストラン　２１ 松谷　みよ子　編 童心社 読書センター
913 悪夢のレストラン 怪談レストラン　２２ 松谷　みよ子　編 童心社 読書センター
913 もののけレストラン 怪談レストラン　２３ 松谷　みよ子　編 童心社 読書センター
913 占いレストラン 怪談レストラン　２４ 松谷　みよ子　編 童心社 読書センター
913 百物語レストラン 怪談レストラン　２５ 松谷　みよ子　編 童心社 読書センター
913 心霊写真レストラン 怪談レストラン　２６ 松谷　みよ子　編 童心社 読書センター
913 神かくしレストラン 怪談レストラン　２７ 松谷　みよ子　編 童心社 読書センター
913 亡霊レストラン 怪談レストラン　２８ 松谷　みよ子　編 童心社 読書センター
913 生まれ変わりレストラン 怪談レストラン　２９ 松谷　みよ子　編 童心社 読書センター
913 鬼のレストラン 怪談レストラン　３０ 松谷　みよ子　編 童心社 読書センター
913 黒ばらさんの魔法の旅だち 偕成社ワンダーランド　３５ 末吉　暁子　 偕成社 読書センター
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１０ 講談社青い鳥文庫　１７１－１６//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 ツー・ステップス！ わくわく読み物コレクション　１２梨屋　アリエ　著 岩崎書店 読書センター
913 走る少女 わくわく読み物コレクション　１５佐野　久子　著 岩崎書店 読書センター
913 レネット 名木田　恵子　著 金の星社 読書センター
913 おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリーズ 西本鶏介　作 鈴木出版 読セ（絵本）
913 おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリーズ 西本鶏介　作 鈴木出版 読セ（絵本）
913 ハキちゃんの「はっぴょうします」 おはなしドロップシリーズ 薫くみこ　さく 佼成出版社 読書センター
913 ハキちゃんの「はっぴょうします」 おはなしドロップシリーズ 薫くみこ　さく 佼成出版社 読書センター
913 はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば 姉崎一馬　文・写真 アリス館 読セ（絵本）
913 はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば 姉崎一馬　文・写真 アリス館 読セ（絵本）
913 りんごあげるね さえぐさひろこ　文 童心社 読書センター
913 りんごあげるね さえぐさひろこ　文 童心社 読書センター
913 干し柿 あかね・新えほんシリーズ 西村豊　写真・文 あかね書房 読セ（絵本）
913 干し柿 あかね・新えほんシリーズ 西村豊　写真・文 あかね書房 読セ（絵本）
913 七草小屋のふしぎなわすれもの 島村木綿子　作 国土社 読書センター
913 七草小屋のふしぎなわすれもの 島村木綿子　作 国土社 読書センター
913 へんしんトンネル 新しいえほん あきやまただし　作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 ふうせんくまくん 新しいえほん あきやまただし　作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 へんしんトイレ 新しいえほん あきやまただし　作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 へんしんマラソン 新しいえほん あきやまただし　作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 ぴかぴかドキドキ 新しいえほん あきやまただし　作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 とんとんとん 新しいえほん あきやまただし　作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 うみキリン 新しいえほん あきやまただし　作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 はるにうまれるこども にしむらかえ　作 絵本館 読セ（絵本）
913 いたいのいたいのとんでいけ！ 山岡ひかる　作 絵本館 読セ（絵本）
913 あなたはだあれ？ 五味太郎　作 絵本館 読セ（絵本）
913 おならうた 谷川俊太郎　原詩 絵本館 読セ（絵本）
913 ばかんばかんぶー のぶみ　作 絵本館 読セ（絵本）
913 いいからいいから 長谷川義史　作 絵本館 読セ（絵本）
913 おじさんあそびましょ 長新太　作 絵本館 読セ（絵本）
913 おかあさんのパンツ 山岡ひかる　作 絵本館 読セ（絵本）
913 おかあさんのパンツ２ 山岡ひかる　作 絵本館 読セ（絵本）
913 つながってる！「いのちのまつり」 草場一壽　作 サンマーク出版 読セ（絵本）
913 いのちのおはなし 日野原重明　文 講談社 読セ（絵本）
913 あたらしいおともだち 末吉　暁子　 講談社 読書センター
913 いじわるバンバン 末吉　暁子　 講談社 読書センター
913 学校へいくのいや 末吉　暁子　 講談社 読書センター
913 おかあさんきらい 末吉　暁子　 講談社 読書センター
913 学校おばけのなぞ 末吉　暁子　 講談社 読書センター
913 たまごの子もり 末吉　暁子　 講談社 読書センター
913 森のキノコまじょ 末吉　暁子　 講談社 読書センター
913 ともだちいっぱい 工藤直子　作 文溪堂 読書センター
913 くんれんばっちり 工藤直子　作 文溪堂 読書センター
913 であってどっきり おはなしスキップ 工藤直子　作 文溪堂 読書センター
913 鉄腕アトム 手塚プロダクション　文 文溪堂 読セ（絵本）
913 アストロボーイ鉄腕アトム　２ 手塚治虫　原作 文溪堂 読セ（絵本）
913 アストロボーイ鉄腕アトム　３ 手塚治虫　原作 文溪堂 読セ（絵本）
913 アストロボーイ鉄腕アトム　４ 手塚治虫　原作 文溪堂 読セ（絵本）
913 アストロボーイ鉄腕アトム　５ 手塚治虫　原作 文溪堂 読セ（絵本）
913 おれはティラノサウルスだ 絵本の時間 宮西達也　作絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 きみはほんとうにステキだね 絵本の時間 宮西達也　作絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ぼくにもそのあいをください 絵本の時間 宮西達也　作絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 わたしのいもうと 新編・絵本平和のために 松谷みよ子　文 偕成社 読セ（絵本）
913 勉強なんてカンタンだ！ 齋藤孝の｢ガツンと一発｣シリーズ齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 カッコよく生きてみないか！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 そんな友だちなら、いなくたっていいじゃないか！ 齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 ブンダバー　１ ポプラの木かげ くぼしまりお　作 ポプラ社 読書センター
913 ブンダバー　２ ポプラの木かげ くぼしまりお　作 ポプラ社 読書センター
913 ブンダバー　３ ポプラの木かげ くぼしまりお　作 ポプラ社 読書センター
913 ブンダバー　４ ポプラの木かげ くぼしまりお　作 ポプラ社 読書センター
913 ブンダバー　５ ポプラの木かげ くぼしまりお　作 ポプラ社 読書センター
913 ブンダバー　６ ポプラの木かげ くぼしまりお　作 ポプラ社 読書センター
913 ブンダバー　７ ポプラの木かげ くぼしまりお　作 ポプラ社 読書センター
913 ブンダバー　８ ポプラの木かげ くぼしまりお　作 ポプラ社 読書センター
913 ブンダバー　９ ポプラの木かげ くぼしまりお　作 ポプラ社 読書センター
913 ブンダバー　１０ ポプラの木かげ くぼしまりお　作 ポプラ社 読書センター
913 そうべえまっくろけのけ 童心社の絵本 田島征彦　著 童心社 読セ（絵本）
913 どろんこそうべえ たじまゆきひこ　作 童心社 読セ（絵本）
913 おかえし <こどものとも>傑作集 村山桂子　さく 福音館書店 読セ（絵本）
913 ことりのうち さとうわきこ　さく・え 福音館書店 読セ（絵本）
913 わたしはあなたをあいしています 宮西達也　作絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 土屋富士夫　作・絵 徳間書店 読セ（絵本）
913 チリとチリリ どいかや　作 アリス館 読セ（絵本）
913 チリとチリリうみのおはなし どいかや　作 アリス館 読セ（絵本）
913 チリとチリリまちのおはなし どいかや　作 アリス館 読セ（絵本）
913 かいぶつのおとしもの とりごえまり　著 アリス館 読セ（絵本）
913 空からのてがみ とりごえまり　著 アリス館 読セ（絵本）
913 雨の日のふたり とりごえまり　著 アリス館 読セ（絵本）
913 くまさんアイス とりごえまり　著 アリス館 読セ（絵本）
913 ねずみのでんしゃ ひさかたメルヘン 山下明生　作 ひさかたチャイルド 読セ（絵本）
913 ねずみのかいすいよく ひさかたメルヘン 山下明生　作 ひさかたチャイルド 読セ（絵本）
913 ねずみのいもほり ひさかたメルヘン 山下明生　作 ひさかたチャイルド 読セ（絵本）
913 ねずみのさかなつり 山下明生　作 ひさかたチャイルド 読書センター
913 頭がよくなる必殺！読書術 齋藤孝の｢ガツンと一発｣シリーズ齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 家族はチームだもっと会話をしろ！ 齋藤孝の｢ガツンと一発｣シリーズ齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 心をきたえる痛快！言いわけ禁止塾 齋藤孝の｢ガツンと一発｣シリーズ齋藤孝　著 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリの大金もち ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのテレビゲームききいっぱつ ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのきょうふの宝さがし ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリぜったいぜつめい ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか ポプラ社 閉架
913 おへそのあな 長谷川　義史　著 ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 うえへまいりまぁす わたしのえほん 長谷川　義史　著 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 まんぷくでぇす わたしのえほん 長谷川　義史　著 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 いっきょくいきまぁす わたしのえほん 長谷川　義史　著 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 もったいないことしてないかい？ 講談社の創作絵本シリーズ真珠　まりこ　著 講談社 読セ（絵本）
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１１ 講談社青い鳥文庫　１７１－１７//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！ 講談社青い鳥文庫　２１７－７石崎　洋司　著 講談社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！　２ 講談社青い鳥文庫　２１７－８石崎　洋司　著 講談社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！　３ 講談社青い鳥文庫　２１７－９石崎　洋司　著 講談社 読書センター



913 黒魔女さんが通る！！　４ 講談社青い鳥文庫　２１７－１０石崎　洋司　著 講談社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！　５ 講談社青い鳥文庫　２１７－１１石崎　洋司　著 講談社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！　６ 講談社青い鳥文庫　２１７－１２石崎　洋司　著 講談社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！　７ 講談社青い鳥文庫 岩崎　洋司　著 講談社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！　８ 講談社青い鳥文庫　２１７－１４石崎　洋司　著 講談社 読書センター
913 卒業うどん 服部　千春　著 講談社 読書センター
913 かいぞくのおたから キツネのかぎや　１ 三田村　信行　著 あかね書房 読書センター
913 ライオンの金庫 キツネのかぎや　２ 三田村　信行　著 あかね書房 読書センター
913 ゆうれいのつぼ キツネのかぎや　３ 三田村　信行　著 あかね書房 読書センター
913 だるまさんのおへそ キツネのかぎや　４ 三田村　信行　著 あかね書房 読書センター
913 白ワシのかんむり キツネのかぎや　５ 三田村　信行　著 あかね書房 読書センター
913 吸血鬼のかんおけ キツネのかぎや　６ 三田村　信行　著 あかね書房 閉架
913 地獄のえんま帳 キツネのかぎや　７ 三田村　信行　著 あかね書房 読書センター
913 透明人間のわな キツネのかぎや　８ 三田村　信行　著 あかね書房 読書センター
913 カッパの秘宝 キツネのかぎや　９ 三田村　信行　著 あかね書房 読書センター
913 悪魔の赤ワイン キツネのかぎや　１０ 三田村　信行　著 あかね書房 読書センター
913 お洋服リフォーム支店 おはなしガーデン　２ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 ただいま魔法旅行中。 なんでも魔女商会 あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 いちばん星のドレス おはなしガーデン　６ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 ドラゴンの正しいしつけ方 おはなしガーデン　９ あんびる　やすこ　 岩崎書店 閉架
913 きえた魔法のダイヤ おはなしガーデン　１０ あんびる　やすこ　 岩崎書店 閉架
913 コットンの夏休み おはなしガーデン　１１ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 おきゃくさまはオバケ！ おはなしガーデン　１３ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 火曜日はトラブル おはなしガーデン　１５ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 ルビーの魔法マスター おはなしガーデン　１６ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 三毛猫一座のミュージカル あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 ルルとララのアイスクリーム おはなしトントン　４ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 ルルとララのきらきらゼリー おはなし・ひろば　１３ あんびる　やすこ 岩崎書店 読書センター
913 ルルとララのいちごのデザート おはなしトントン　１０ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 ルルとララのカップケーキ おはなし・ひろば　９ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 ルルとララのチョコレート おはなしトントン　２ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 ルルとララのしあわせマシュマロ おはなし・ひろば　１５ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 ルルとララのおしゃれクッキー おはなし・ひろば　１０ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 天空のミラクル Ｄｒｅａｍスマッシュ！　１ 村山　早紀　著 ポプラ社 読書センター
913 マエストロ！ＭＯＮＮＡ探偵事務所 Ｄｒｅａｍスマッシュ！　２ 新庄　節美　著 ポプラ社 読書センター
913 忍剣花百姫伝　１ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　３ 越水　利江子　著 ポプラ社 読書センター
913 明日がはじまる場所 Ｄｒｅａｍスマッシュ！　４ 杉本　りえ　著 ポプラ社 読書センター
913 ようこそ！筋肉・学習塾へ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　５ 塩沢　千絵　著 ポプラ社 読書センター
913 おれとカノジョの微妙Ｄａｙｓ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　６ 令丈　ヒロ子　著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらのケータイ３ｄａｙｓ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　７ さとう　まきこ　著 ポプラ社 読書センター
913 マエストロ！ＭＯＮＮＡ探偵事務所青ガエルの密室事件 Ｄｒｅａｍスマッシュ！　８ 新庄　節美　著 ポプラ社 読書センター
913 忍剣花百姫伝　２ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　９ 越水　利江子　著 ポプラ社 読書センター
913 絶品らーめん魔神亭 Ｄｒｅａｍスマッシュ！　１０ たから　しげる　著 ポプラ社 読書センター
913 だじゃれレストラン 中川　ひろたか　著 絵本館 読セ（絵本）
913 強くてゴメンね スプラッシュ・ストーリーズ　２令丈　ヒロ子　著 あかね書房 読書センター
913 ぼくらの七日間戦争 「ぼくら」シリーズ　１ 宗田　理　著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらの天使ゲーム 「ぼくら」シリーズ　２ 宗田　理　著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらの大冒険 「ぼくら」シリーズ　３ 宗田　理　著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらと七人の盗賊たち 「ぼくら」シリーズ　４ 宗田　理　著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらのデスマッチ 「ぼくら」シリーズ　５ 宗田　理　著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらの秘島探険隊 「ぼくら」シリーズ　６ 宗田　理　著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらの危バイト作戦 「ぼくら」シリーズ　７ 宗田　理　著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらのＣ計画 「ぼくら」シリーズ　８ 宗田　理　著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらの修学旅行 「ぼくら」シリーズ　９ 宗田　理　著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらのマル秘学園祭 「ぼくら」シリーズ　１０ 宗田　理　著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらの最終戦争 「ぼくら」シリーズ　１１ 宗田　理　著 ポプラ社 読書センター
913 イモヅル式物語 スズキ　コージ　著 ブッキング 読セ（絵本）
913 かいけつゾロリのドラゴンたいじ ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 閉架
913 かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリ大けっとう！ゾロリじょう ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか ポプラ社 閉架
913 かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのママだーいすき ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリ　あついぜ！ラーメンたいけつ ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのきょうふのカーニバル ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 ふしぎなキャンディーやさん 新しいえほん みやにしたつや　作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 ふしぎなキャンディーやさん 新しいえほん みやにしたつや　作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川義史　さく・え 教育画劇 読セ（絵本）
913 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川義史　さく・え 教育画劇 読セ（絵本）
913 かわいいこねこをもらってください ポプラちいさなおはなし なりゆきわかこ　作 ポプラ社 読書センター
913 かわいいこねこをもらってください ポプラちいさなおはなし なりゆきわかこ　作 ポプラ社 読書センター
913 ３年２組は牛を飼います 文研ブックランド 木村セツ子　作 文研出版 読書センター
913 ３年２組は牛を飼います 文研ブックランド 木村セツ子　作 文研出版 読書センター
913 チームふたり 学研の新・創作シリーズ 吉野万理子　作 学習研究社 読書センター
913 チームふたり 学研の新・創作シリーズ 吉野万理子　作 学習研究社 読書センター
913 うえきばちです 川端誠　作 ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 おばけでんしゃ 絵本・こどものひろば 内田麟太郎　文 童心社 読セ（絵本）
913 がたごとがたごと 内田麟太郎　文 童心社 読セ（絵本）
913 おでんさむらい 内田麟太郎　文 くもん出版 読セ（絵本）
913 おでんさむらい 内田麟太郎　文 くもん出版 読セ（絵本）
913 まよなかのいびきたいかい とっておきのどうわ 中村翔子　さく ＰＨＰ研究所 読書センター
913 学校行かなそんそん PHP創作シリ－ズ 岸川悦子　作 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 ぼくんちのあんごう とっておきのどうわ 藤本義一　さく ＰＨＰ研究所 読書センター
913 きんのことり とっておきのどうわ あまんきみこ　作 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 うたのすきなかえるくん かこさとし　さく・え ＰＨＰ研究所 読書センター
913 もりのオンステージ 角野栄子　作 文溪堂 読セ（絵本）
913 わがままなおにわ 角野栄子　作 文溪堂 読セ（絵本）
913 ブタベイカリー 角野栄子　文 文渓堂 読セ（絵本）
913 いいからいいから　２ 長谷川義史　作 絵本館 読セ（絵本）
913 わんわん探偵団 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 わんわん探偵団おかわり 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 わんわん探偵団おりこう 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 にゃんにゃん探偵団 偕成社 読書センター
913 にゃんにゃん探偵団おひるね 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 人形レストラン 怪談レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 読書センター
913 おまじないレストラン 怪談レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 読書センター
913 謎のメールレストラン 怪談レストラン 松谷みよこ　［ほか］執筆 童心社 読書センター
913 人食い花レストラン 怪談レストラン 松谷みよ子　編 童心社 読書センター
913 ぶきみな音レストラン 怪談レストラン 松谷みよ子　［ほか］編 童心社 読書センター
913 つるばら村のパン屋さん わくわくライブラリ－ 茂市久美子　作 講談社 読書センター
913 つるばら村の三日月屋さん わくわくライブラリ－ 茂市久美子　作 講談社 読書センター
913 つるばら村の理容師さん わくわくライブラリー 茂市久美子　作 講談社 読書センター
913 ゆうすげ村の小さな旅館 わくわくライブラリ－ 茂市久美子　作 講談社 読書センター
913 時の迷路 香川元太郎　作・絵 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 文明の迷路 香川元太郎　作・絵 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 自然遺産の迷路 香川元太郎　作・絵 ＰＨＰ研究所 閉架
913 進化の迷路 香川元太郎　作・絵 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 伝説の迷路 香川元太郎　作・絵 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 絵本佐賀のがばいばあちゃん 島田洋七　作 徳間書店 読セ（絵本）
913 おべんとうをたべたのはだあれ 神沢利子　作 ひさかたチャイルド 読セ（絵本）
913 どうぞのいす 香山美子　作 ひさかたチャイルド
913 ごろりんごろんころろろろ 香山美子　作 ひさかたチャイルド 読セ（絵本）
913 ヒッコリ－のきのみ 香山美子　作 ひさかたチャイルド 読セ（絵本）
913 もりのおくのちいさなひ 香山美子　作 ひさかたチャイルド 読セ（絵本）
913 フルフル 金井直　作 ひさかたチャイルド 読セ（絵本）
913 教室はまちがうところだ 蒔田晋治　作 子どもの未来社 読セ（絵本）
913 まり 谷川俊太郎　文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 にゅるぺろりん 谷川俊太郎　文 クレヨンハウス 読セ（絵本）



913 んぐまーま 谷川俊太郎　文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 かいてかいて 谷川俊太郎　文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 とこてく 谷川俊太郎　文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 ぽぱーぺぽぴぱっぷ 谷川俊太郎　文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 ふたり 谷川俊太郎　文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 すーびょーるーみゅー 谷川俊太郎　文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 ねらわれた星 星新一ショ－トショ－トセレクション星新一　作 理論社 読書センター
913 宇宙のネロ 星新一ショ－トショ－トセレクション星新一　作 理論社 読書センター
913 ねむりウサギ 星新一ショ－トショ－トセレクション星新一　作 理論社 読書センター
913 奇妙な旅行 星新一ショ－トショ－トセレクション星新一　作 理論社 読書センター
913 番号をどうぞ 星新一ショ－トショ－トセレクション星新一　作 理論社 読書センター
913 だれでも知っているあの有名な　ももたろう 五味太郎　作 絵本館 読セ（絵本）
913 海の帽子屋 須藤さちえ 新風舎 読書センター
913 海の帽子屋 須藤さちえ 新風舎 読書センター
913 海の帽子屋 須藤さちえ 新風舎 読書センター
913 そーっと、そーっと… ことばのポケット ひろかわ さえこ 作 創育 読セ（絵本）
913 ちいさいおかあさん こみねのえほん 矢崎 節夫 作 小峰書店 読セ（絵本）
913 いろいろぺろり えほんランド はらだ みどり さく サンリード 学習センター
913 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 読セ（絵本）
913 かいけつゾロリのてんごくとじごく ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 からすのパンやさん かこさとし 偕成社 読セ（絵本）
913 ミツバチ、ともだち 今井恭子 ポプラ社 読書センター
913 はちみつのタネ 尾山理津子 ポプラ社 読書センター
913 おかあさん、げんきですか。 後藤竜二 ポプラ社 読書センター
913 ふしぎなキャンディーやさん みやにしたつや 金の星社 読書センター
913 ねずみくんのチョッキ ポプラ社のよみきかせ大型絵本なかえ　よしを 著 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ぴょーん ポプラ社のよみきかせ大型絵本まつおか　たつひで 著 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ありとすいか ポプラ社のよみきかせ大型絵本たむら　しげる 著 ポプラ社 読セ（絵本）
913 おばけのてんぷら ポプラ社のよみきかせ大型絵本せな　けいこ 著 ポプラ社 読セ（絵本）
913 くまの子ウーフ くまの子ウーフの童話集　１神沢　利子 著 ポプラ社 読書センター
913 こんにちはウーフ くまの子ウーフの童話集　２神沢　利子 著 ポプラ社 読書センター
913 ウーフとツネタとミミちゃんと くまの子ウーフの童話集３ 神沢　利子 著 ポプラ社 読書センター
913 ３０かいだての３０ぴき おはなしえほんシリーズ　９やすい　すえこ 著 フレーベル館 読セ（絵本）
913 ハナカミ王子とソバカス姫 舟崎　克彦 著 ひさかたチャイルド 読書センター
913 たなかさんちのだいぼうけん あかね・新えほんシリーズ　１６大島妙子 著 あかね書房 読セ（絵本）
913 たなかさんちのおひっこし あかね創作えほん　３２ 大島　妙子 著 あかね書房 読セ（絵本）
913 ぼくの鳥の巣絵日記 鈴木　まもる 著 偕成社 読セ（絵本）
913 つみきのいえ 加藤　久仁生 画 白泉社 読セ（絵本）
913 よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし レインボーえほん　７ 及川　賢治 著 岩崎書店 読セ（絵本）
913 ツバメのたび 鈴木　まもる 著 偕成社 読セ（絵本）
913 ありがとうともだち おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著 偕成社 読セ（絵本）
913 あいつもともだち おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著 偕成社 読セ（絵本）
913 ともだちおまじない おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著 偕成社 読セ（絵本）
913 いいからいいから　３ いいからいいから 長谷川　義史 著 絵本館 読セ（絵本）
913 ふようどのふよこちゃん 飯野　和好 著 理論社 読セ（絵本）
913 はっきよい畑場所 講談社の創作絵本シリーズかがくい　ひろし 著 講談社 読セ（絵本）
913 おむすびさんちのたうえのひ わたしのえほん かがくい　ひろし 著 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 だるまさんと かがくいひろしのファーストブック　３かがくい　ひろし 著 ブロンズ新社 読セ（絵本）
913 だるまさんが かがくい　ひろし 著 ブロンズ新社 読セ（絵本）
913 てんごくのおとうちゃん 講談社の創作絵本シリーズ長谷川　義史 著 講談社 読セ（絵本）
913 おこる 中川　ひろたか 著 金の星社 読セ（絵本）
913 そらまめくんのぼくのいちにち なかや　みわ 著 小学館 読セ（絵本）
913 そらまめくんとながいながいまめ なかや　みわ 著 小学館 閉架
913 あいしてくれてありがとう 絵本の時間　４９ 宮西　達也 著 ポプラ社 読書センター
913 オオカミグーのはずかしいひみつ 絵本・こどものひろば きむら　ゆういち 著 童心社 読セ（絵本）
913 ぼくんちに、マツイヒデキ！？ 学研おはなし絵本 あさの　ますみ 著 学習研究社 読セ（絵本）
913 さるのせんせいとへびのかんごふさん 穂高　順也 著 ビリケン出版 読セ（絵本）
913 へびのせんせいとさるのかんごふさん 穂高　順也 著 ビリケン出版 読セ（絵本）
913 タラがだいはっせいしたら 北島　光茂 著 くもん出版 読セ（絵本）
913 たまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著 すずき出版 読セ（絵本）
913 からすのたまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著 すずき出版 読セ（絵本）
913 給食番長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ よしなが　こうたく 著 長崎出版 読セ（絵本）
913 ランドセルのはるやすみ とっておきのどうわ 村上　しいこ 著 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 ルルとララのカスタード・プリン おはなしトントン　１１ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 ルルとララの天使のケーキ おはなしトントン　１４ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 へいきのヘイタ ポプラ物語館　１０ 原　ゆたか ポプラ社 閉架
913 オーボラーラ男爵の大冒険 ポプラ物語館　１８ 原　京子 著 ポプラ社 読書センター
913 つるばら村の洋服屋さん わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 講談社 読書センター
913 ジュン先生がやってきた！ ３年１組ものがたり　１ 後藤　竜二 著 新日本出版社 読書センター
913 五月は花笠！ ３年１組ものがたり　２ 後藤　竜二 著 新日本出版社 読書センター
913 ま夏の夜は、たんけん！ ３年１組ものがたり　３ 後藤　竜二 著 新日本出版社 閉架
913 十一月は変身！ ３年１組ものがたり　４ 後藤　竜二 著 新日本出版社 読書センター
913 ドンマイ！ ３年１組ものがたり　５ 後藤　竜二 著 新日本出版社 読書センター
913 ゲゲゲの鬼太郎ときょうふの昆虫軍団 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし　５水木　しげる 著 メディアファクトリー 読書センター
913 ゲゲゲの鬼太郎と妖怪タイムマシン 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし　６水木　しげる 著 メディアファクトリー 読書センター
913 かいけつゾロリ　イシシ・ノシシ大ピンチ！！ ポプラ社の新・小さな童話　２４０原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリ　カレーｖｓ．ちょうのうりょく ポプラ社の新・小さな童話　２３７原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリ　やせるぜ！ダイエット大さくせん ポプラ社の新・小さな童話　２３３原　ゆたか ポプラ社 閉架
913 かいけつゾロリ　たべるぜ！大ぐいせんしゅけん ポプラ社の新・小さな童話２３０原　ゆたか　 ポプラ社 閉架
913 かいけつゾロリ　まもるぜ！きょうりゅうのたまご ポプラ社の新・小さな童話　２２６原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 魔女スピカからの手紙 おはなしガーデン　１９ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 セールス魔女はおことわり おはなしガーデン２０ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 呪われた恐怖の仮面 怪談図書館　１ 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 プールの底から魔女がよぶ 怪談図書館　２ 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 死者の町行き幽霊電車 怪談図書館　３ 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 悪魔がさそうカードゲーム 怪談図書館　４ 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 死神からのメール 怪談図書館　５ 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 死者の時間へようこそ 怪談図書館　６ 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 魂をあやつるピアノ 怪談図書館　７ 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 さまよえる吸血鬼 怪談図書館　８ 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 暗闇におどる鬼火 怪談図書館　９ 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 ぶきみな別荘の恐怖 怪談図書館　１０ 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 はっぱらっぱのお月さま おはなしボンボン　３２ 長崎　夏海 著 ポプラ社 読書センター
913 びゅーん！こがらし一ごう おはなしボンボン　２９ 長崎　夏海 著 ポプラ社 読書センター
913 おっことチョコの魔界ツアー 講談社青い鳥文庫　ＧＯ！ＧＯ！　５０５－１令丈　ヒロ子 著 講談社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！　９　世にも魔界な小学校の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－１５石崎　洋司 著 講談社 読書センター
913 黒魔女さんのクリスマス　１０ 講談社青い鳥文庫　２１７－１６石崎　洋司 著 講談社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！　チョコ、デビューするの巻 講談社青い鳥文庫　ＳＬシリーズ石崎　洋司 著 講談社 読書センター
913 黒魔女さんのクリスマス　１０ 石崎　洋司 著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１２ 講談社青い鳥文庫　１７１－１８令丈　ヒロ子 著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１３ 講談社青い鳥文庫　１７１－１９令丈　ヒロ子 著 講談社 読書センター
913 風の館の物語　１ 講談社・文学の扉 あさの　あつこ 著 講談社 読書センター
913 風の館の物語　２ 講談社・文学の扉 あさの　あつこ 著 講談社 読書センター
913 風の館の物語　３ 講談社・文学の扉 あさの　あつこ 著 講談社 読書センター
913 チームあした 学研の新・創作シリーズ 吉野　万理子 著 学習研究社 読書センター
913 魔女モティ 講談社・文学の扉 柏葉　幸子 著 講談社 読書センター
913 魔女モティ　とねりこ屋のコラル 講談社・文学の扉 柏葉　幸子 著 講談社 読書センター
913 おつきさまのやくそく いとう　ひろし 著 講談社 読書センター
913 都会のトム＆ソーヤ　6　ぼくの家へおいで ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴはやみね　かおる 著 講談社 読書センター
913 千年の時をこえて エンタティーン倶楽部 沢村　凛 著 学習研究社 読書センター
913 千年の時を忘れて エンタティーン倶楽部 沢村　凛 著 学習研究社 読書センター
913 忍剣花百姫伝　３　時をかける魔境 Ｄｒｅａｍスマッシュ！　１４ 越水　利江子 著 ポプラ社 読書センター
913 忍剣花百姫伝　４　決戦、逢魔の城 Ｄｒｅａｍスマッシュ！　２２ 越水　利江子 著 ポプラ社 読書センター
913 忍剣花百姫伝　５　紅の宿命 Ｄｒｅａｍスマッシュ！　２４ 越水　利江子 著 ポプラ社 読書センター
913 忍剣花百姫伝　６　星影の結界 Ｄｒｅａｍスマッシュ！　２６ 越水　利江子 著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらの家出３ｄａｙｓ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　１１ さとう　まきこ 著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらの初恋３ｄａｙｓ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　２３ さとう　まきこ 著 ポプラ社 読書センター



913 天空のミラクル　月は迷宮の鏡 Ｄｒｅａｍスマッシュ！　１６ 村山　早紀 著 ポプラ社 読書センター
913 いえでででんしゃはがんばります。 あさの　あつこ 著 新日本出版社 読書センター
913 病気の魔女と薬の魔女 岡田　晴恵 著 学習研究社 読書センター
913 ゴールデンキッズ　上 ゴールデンキッズ 高橋　陽一 著 ゴマブックス 読書センター
913 ゴールデンキッズ　下 ゴールデンキッズ 高橋　陽一 著 ゴマブックス 読書センター
913 ゴールデンキッズ　２上 ゴールデンキッズ 高橋　陽一 著 ゴマブックス 読書センター
913 ゴールデンキッズ　２下 ゴールデンキッズ 高橋　陽一 著 ゴマブックス 読書センター
913 ばけもの長屋のおはなちゃん　びんぼう神とばけもの芝居 岩崎　京子 著 文渓堂 読書センター
913 うんこ日記 村中　李衣 著 ビーエル出版 読セ（絵本）
913 クラウディアのいのり 絵本のおもちゃばこ　３０ 村尾　靖子 著 ポプラ社 読セ（絵本）
913 １００にんかくれんぼ せべ　まさゆき 著 偕成社 読セ（絵本）
913 ぜんぶで１００ せべ　まさゆき 著 偕成社 読セ（絵本）
913 がんばる！たまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著 すずき出版 読セ（絵本）
913 まさかさかさま　緑の巻 伊藤　文人 著 サンマーク出版 読セ（絵本）
913 まさかさかさま　赤の巻 伊藤　文人 著 サンマーク出版 読セ（絵本）
913 まさかさかさま　青の巻 伊藤　文人 著 サンマーク出版 読セ（絵本）
913 きのうの少年 福音館創作童話シリーズ 小森　真弓 著 福音館書店 読書センター
913 ケンケンとムンムン 福音館創作童話シリーズ なんぶ　かずや 著 福音館書店 読書センター
913 菜の子先生はどこへ行く？ 福音館創作童話シリーズ 富安　陽子 著 福音館書店 読書センター
913 ネコのドクター小麦島の冒険 福音館創作童話シリーズ 南部　和也 著 福音館書店 読書センター
913 森のすみか 福音館創作童話シリーズ さくらい　ともか 著 福音館書店 読書センター
913 タイムチケット 福音館創作童話シリーズ 藤江　じゅん 著 福音館書店 読書センター
913 ヤンモのいた日 動物だいすき！　１ 日本児童文学者協会 編 岩崎書店 読書センター
913 くたばれタイガース 動物だいすき！　２ 日本児童文学者協会 編 岩崎書店 読書センター
913 おねがいちびワニ 動物だいすき！　３ 日本児童文学者協会 編 岩崎書店 読書センター
913 バイバイ、富永くん 動物だいすき！　４ 日本児童文学者協会 編 岩崎書店 読書センター
913 ちゃっかりハムスター 動物だいすき！　５ 日本児童文学者協会 編 岩崎書店 読書センター
913 もりやまみやこ童話選　１ もりやまみやこ童話選 もりやま　みやこ 著 ポプラ社 読書センター
913 もりやまみやこ童話選　２ もりやまみやこ童話選 もりやま　みやこ 著 ポプラ社 読書センター
913 もりやまみやこ童話選　３ もりやまみやこ童話選 もりやま　みやこ 著 ポプラ社 読書センター
913 もりやまみやこ童話選　４ もりやまみやこ童話選 もりやま　みやこ 著 ポプラ社 読書センター
913 もりやまみやこ童話選　５ もりやまみやこ童話選 もりやま　みやこ 著 ポプラ社 読書センター
913 ふしぎの森のヤーヤー 内田　麟太郎 著 金の星社 読書センター
913 ふしぎの森のヤーヤー　思い出のたんじょう日 内田　麟太郎 著 金の星社 読書センター
913 ふしぎの森のヤーヤー　なみだのひみつ 内田　麟太郎 著 金の星社 読書センター
913 新妖界ナビ・ルナ　１ 講談社青い鳥文庫　２６８－５池田　美代子 著 講談社 読書センター
913 小説ＭＡＪＯＲ　１　横浜編 小学館文庫　つ　４－１ 土屋　理敬 著 小学館 閉架
913 小説ＭＡＪＯＲ　２　福岡編 小学館文庫　つ　４－２ 土屋　理敬 著 小学館 読書センター
913 獣の奏者　１ 講談社青い鳥文庫　２７３－１上橋　菜穂子 著 講談社 読書センター
913 獣の奏者　２ 講談社青い鳥文庫　２７３－２上橋　菜穂子 著 講談社 読書センター
913 獣の奏者　３ 講談社青い鳥文庫　２７３－３上橋　菜穂子 著 講談社 読書センター
913 獣の奏者　４ 講談社青い鳥文庫　２７３－４上橋　菜穂子 著 講談社 読書センター
913 おこだでませんように くすのきしげのり　作 小学館 読書センター
913 おこだでませんように くすのきしげのり　作 小学館 読書センター
913 しっぱいにかんぱい！ 宮川ひろ　作 童心社 読書センター
913 しっぱいにかんぱい！ 宮川ひろ　作 童心社 読書センター
913 そいつの名前はエメラルド 竹下文子　作 金の星社 読書センター
913 そいつの名前はエメラルド 竹下文子　作 金の星社 読書センター
913 風をおいかけて、海へ！ 高森千穂　作 国土社 読書センター
913 風をおいかけて、海へ！ 高森千穂　作 国土社 読書センター
913 とれるか１００点　はしれ！にんタマ三人ぐみ 尼子　騒兵衛 ポプラ社 閉架
913 春ものがたり ものがたり１２か月 野上　暁 編 偕成社 読セ（30周年）
913 夏ものがたり ものがたり１２か月 野上　暁 編 偕成社 読セ（30周年）
913 秋ものがたり ものがたり１２か月 野上　暁 編 偕成社 読セ（30周年）
913 冬ものがたり ものがたり１２か月 野上　暁 編 偕成社 読セ（30周年）
913 雨やどりはすべり台の下で 子どもの文学　６５ 岡田　淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 選ばなかった冒険 偕成社ワンダーランド　１７ 岡田淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 学校ウサギをつかまえろ 創作こどもクラブ　１６ 岡田　淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 手にえがかれた物語 新・子どもの文学 岡田　淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 二分間の冒険 偕成社の創作 岡田　淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 びりっかすの神さま 新・子どもの文学 岡田　淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 ふしぎの時間割 偕成社おたのしみクラブ 岡田　淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 放課後の時間割 子どもの文学傑作選 岡田　淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 ポアンアンのにおい 新・子どもの文学 岡田　淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 ムンジャクンジュは毛虫じゃない 子どもの文学　３１ 岡田　淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 ようこそおまけの時間に 偕成社の創作 岡田　淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 リクエストは星の話 創作こどもクラブ　２ 岡田　淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 竜退治の騎士になる方法 岡田　淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 フングリコングリ 岡田　淳 著 偕成社 読セ（30周年）
913 トンカチと花将軍 福音館文庫　Ｓ　４ 舟崎　克彦 著 福音館書店 読セ（30周年）
913 魔女の宅急便 福音館文庫　Ｓ　５ 角野　栄子 著 福音館書店 読セ（30周年）
913 魔女の宅急便　　その２ 福音館文庫　Ｓ　２０ 角野　栄子 著 福音館書店 読セ（30周年）
913 魔女の宅急便　その３ 福音館文庫　Ｓ　４９ 角野　栄子 著 福音館書店 読セ（30周年）
913 風の又三郎 ポプラポケット文庫　３５１－３宮沢　賢治 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 セロひきのゴーシュ ポプラポケット文庫　３５１－４宮沢　賢治 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 蜘蛛の糸 ポプラポケット文庫　３７１－１芥川　龍之介 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 二十四の瞳 ポプラポケット文庫　３７３－１壷井　栄 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 注文の多い料理店 ポプラポケット文庫　３５１－１宮沢　賢治 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 十二歳の合い言葉 ポプラポケット文庫　５４－１薫　くみこ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 あした天気に十二歳 ポプラポケット文庫　５４－２薫　くみこ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 十二歳はいちどだけ ポプラポケット文庫　５４－３薫　くみこ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 青いいのちの詩 ポプラポケット文庫　５２－１折原　みと 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 翼のない天使たち ポプラポケット文庫　５２－２折原　みと 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 ユーレイと結婚したってナイショだよ ポプラポケット文庫　５７－１名木田　恵子 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 ふしぎねこタイガー ふしぎファイル　１ 日本児童文芸家協会 編 岩崎書店 読セ（30周年）
913 死者はさまよう ふしぎファイル　２ 日本児童文芸家協会 編 岩崎書店 読セ（30周年）
913 あの夢は言えない ふしぎファイル　３ 日本児童文芸家協会 編 岩崎書店 読セ（30周年）
913 たぬきの縁むすび ふしぎファイル　４ 日本児童文芸家協会 編 岩崎書店 読セ（30周年）
913 光るニンゲン ふしぎファイル　５ 日本児童文芸家協会 編 岩崎書店 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村のミイラのラムさん ぞくぞく村のおばけシリーズ　１末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村の魔女のオバタン ぞくぞく村のおばけシリーズ　２末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村のちびっこおばけグー・スー・ピー ぞくぞく村のおばけシリーズ　３末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村の小鬼のゴブリン ぞくぞく村のおばけシリーズ　４末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村のおおかみ男 ぞくぞく村のおばけシリーズ　５末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村のドラキュラのむすこ ぞくぞく村のおばけシリーズ　６末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村のとうめい人間サムガリー ぞくぞく村のおばけシリーズ　８末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村のがいこつガチャさん ぞくぞく村のおばけシリーズ　９末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村の雪女ユキミダイフク ぞくぞく村のおばけシリーズ　１０末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村の雨ぼうずピッチャン ぞくぞく村のおばけシリーズ　１１末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村の魔女のオバタンの使い魔 ぞくぞく村のおばけシリーズ　１２末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村のゾンビのビショビショ ぞくぞく村のおばけシリーズ　１３末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村の怪鳥ホヤホヤ ぞくぞく村のおばけシリーズ　１４末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん ぞくぞく村のおばけシリーズ　１５末吉　暁子　 あかね書房 読セ（30周年）
913 ３６人めは誰？ ふしぎな教室シリーズ 三田村　信行 著 フレーベル館 読セ（30周年）
913 真夜中のピアノ教室 ふしぎな教室シリーズ 三田村　信行 著 フレーベル館 読セ（30周年）
913 先生をとりかえて ふしぎな教室シリーズ 三田村　信行 著 フレーベル館 読セ（30周年）
913 ラブレター大作戦 ふしぎな教室シリーズ 三田村　信行 著 フレーベル館 読セ（30周年）
913 きえた学校ぼっこ ふしぎな教室シリーズ 三田村　信行 著 フレーベル館 読セ（30周年）
913 おまけのじかん ポプラちいさなおはなし　１ あまん　きみこ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 へんしんぶうたん！ぶたにへんしん！ ポプラちいさなおはなし　２ きむら　ゆういち 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 パピロちゃんとはるのおみせ ポプラちいさなおはなし　３ 片山　令子 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 まじょもりのこまじょちゃん ポプラちいさなおはなし　４ 越水　利江子 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 ゆうやけごはんいただきます ポプラちいさなおはなし　５ 長崎　夏海 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 ともだちみっけ ポプラちいさなおはなし　６ 那須　正幹 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 パピロちゃんとにゅうどうぐも ポプラちいさなおはなし　７ 片山　令子 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 こまじょちゃんとあなぼっこ ポプラちいさなおはなし　８ 越水　利江子 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 へんしんぶうたん！ライオンマンたんじょう！ ポプラちいさなおはなし　９ きむら　ゆういち 著 ポプラ社 読セ（30周年）



913 おしゃれプリンセス　ミューナ ポプラちいさなおはなし　１０山本　省三 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 ２年３組ワハハぐみ ポプラちいさなおはなし　１１薫　くみこ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 かわいいこねこをもらってください ポプラちいさなおはなし１２ なりゆき　わかこ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 パピロちゃんとゆきおおかみ ポプラちいさなおはなし　１３片山　令子 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 こまじょちゃんとふしぎのやかた ポプラちいさなおはなし　１４越水　利江子 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 いきてるよ ポプラちいさなおはなし　１５森山　京 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 ほらふきたぬきのももたろう ポプラちいさなおはなし１６ 藤本　ともひこ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 へんしんぶうたん！ぼくだけライオン ポプラちいさなおはなし　１７きむら　ゆういち 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 おおもりこもりてんこもり ポプラちいさなおはなし　１８藤　真知子 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 ２年３組ワハハぐみ　テストで１００てんとるにはね… ポプラちいさなおはなし　１９薫　くみこ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 こまじょちゃんとそらとぶねこ ポプラちいさなおはなし　２０越水利江子 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 おしゃれプリンセス　ミューナ　リボン☆マジック ポプラちいさなおはなし　２１山本　省三 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 おばけのバケロン ポプラちいさなおはなし　２２もとした　いづみ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 やまねこようちえん ポプラちいさなおはなし　２３那須田　淳 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 あらしのよるのばんごはん ポプラちいさなおはなし２４ 長崎　夏海 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 おばけのバケロン　えからおばけがとびだした！ ポプラちいさなおはなし　２５もとした　いづみ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 はなよめさん ポプラちいさなおはなし　２６楠　章子 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 ムジナ探偵局〈名探偵登場！〉 富安　陽子 著 童心社 読セ（30周年）
913 ムジナ探偵局〈なぞの挑戦状〉 富安　陽子 著 童心社 読セ（30周年）
913 ムジナ探偵局〈闇に消えた男〉 富安　陽子 著 童心社 読セ（30周年）
913 ムジナ探偵局〈満月池の秘密〉 富安　陽子 著 童心社 読セ（30周年）
913 ムジナ探偵局〈本日休業〉 富安　陽子 著 童心社 読セ（30周年）
913 ムジナ探偵局〈榎稲荷の幽霊〉 富安　陽子 著 童心社 読セ（30周年）
913 ムジナ探偵局〈完璧な双子〉 富安　陽子 著 童心社 読セ（30周年）
913 一期一会　スキだから。 小学生文庫 マインドウェイブ 画 学習研究社 読セ（30周年）
913 一期一会　伝えたいコト。 小学生文庫 マインドウェイブ 画 学習研究社 読セ（30周年）
913 一期一会　信じるキモチ。 小学生文庫 マインドウェイブ 画 学習研究社 読セ（30周年）
913 一期一会　運命ってヤツ。 小学生文庫 マインドウェイブ 画 学習研究社 読セ（30周年）
913 一期一会　ちょっとの勇気。 小学生文庫 マインドウェイブ 画 学習研究社 読セ（30周年）
913 一期一会　一生の友だち。 小学生文庫 マインドウェイブ 画 学習研究社 閉架
913 そらの木 キラキラえほん　２ 北見　葉胡 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 おしゃれなのんのんさん キラキラえほん　３ 風木　一人 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 ゴロリともりのレストラン キラキラえほん　４ かとう　まふみ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 もぐてんさん キラキラえほん　５ やぎ　たみこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 きみのともだち キラキラえほん　６ 竹内　通雅 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 ヘンなあさ キラキラえほん　７ 笹　公人 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 ハロウィンのランプ キラキラえほん　８ 小林　ゆき子 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 ゆきとくろねこ キラキラえほん　１０ 竹下　文子 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 くもりガラスのむこうには キラキラえほん　１１ あまん　きみこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 のはらのスカート キラキラえほん　１２ 赤羽　じゅんこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 ぼんぼらみん キラキラえほん　１３ 藤川　智子 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 かいものさんぽゴムぞうり 荒井　良二 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 おおきさくらべ 日本の民話えほん 川村　たかし 著 教育画劇 読セ（30周年）
913 ばけずきん 日本の民話えほん 川村　たかし 著 教育画劇 読セ（30周年）
913 もくべえのうなぎのぼり 日本の民話えほん さねとう　あきら 著 教育画劇 読セ（30周年）
913 ねずみきょう 日本の民話えほん 香山　美子 著 教育画劇 読セ（30周年）
913 よっぱらったゆうれい 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 教育画劇 読セ（30周年）
913 かっぱのすもう 日本の民話えほん 小沢　正 著 教育画劇 読セ（30周年）
913 たこやはちべえりゅうぐうたび 日本の民話えほん さねとう　あきら 著 教育画劇 読セ（30周年）
913 しちどぎつね 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 教育画劇 読セ（30周年）
913 うまかたとこだぬき 日本の民話えほん 香山　美子 著 教育画劇 読セ（30周年）
913 おならのしゃもじ 日本の民話えほん 小沢　正 著 教育画劇 読セ（30周年）
913 クムカン山のトラたいじ 世界みんわ絵本　朝鮮 松谷　みよ子 著 ほるぷ出版 読セ（むかし話）
913 龍宮からきたおよめさん 世界みんわ絵本　中国 馬場　英子 著 ほるぷ出版 読セ（むかし話）
913 パパだいすきママだいすき えほん・ドリームランド　１６ やすい　すえこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 おばけのがっこうへきてください えほん・ワンダーランド３ さくら　ともこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 ともだちほしいなおおかみくん えほん・ワンダーランド　８ さくらともこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 あした花になる のびのび・えほん　９ いもと　ようこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 しゅくだい えほんのマーチ　５ いもと　ようこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 つきのよるに えほんのマーチ　１８ いもと　ようこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 ぼくがいっぱい カラフルえほん　７ いもと　ようこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 トキのキンちゃん レインボーえほん　１ いもと　ようこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 にゃんのてがみわんのてがみ レインボーえほん　６ いもと　ようこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 ずっとそばに… レインボーえほん　１８ いもと　ようこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 花のかみかざり いもと　ようこ 著 岩崎書店 読セ（30周年）
913 ふしぎのおうちはドキドキなのだ えほんとなかよし　８ 武田　美穂 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 きょうはすてきなおばけの日 えほんとなかよし　１５ 武田　美穂 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 あいうえおちあいくん えほんとなかよし　２９ 武田　美穂 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 すみっこのおばけ 絵本・いつでもいっしょ　１ 武田　美穂 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 ますだくんの１ねんせい日記 えほんとなかよし　４３ 武田　美穂 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 ますだくんとまいごのみほちゃん えほんとなかよし　５３ 武田　美穂 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 となりのせきのますだくん えほんとなかよし　１２ 武田　美穂 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 ますだくんのランドセル えほんとなかよし　３７ 武田　美穂 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 ますだくんとはじめてのせきがえ えほんとなかよし　４６ 武田　美穂 著 ポプラ社 読セ（30周年）
913 あるひあひるがあるいていると あいうえおパラダイス　あ 二宮　由紀子 著 理論社 読セ（30周年）
913 からすとかばのかいすいよく あいうえおパラダイス　か 二宮　由紀子 著 理論社 読セ（30周年）
913 さかさやまのさくらでんせつ あいうえおパラダイス　さ 二宮　由紀子 著 理論社 読セ（30周年）
913 たぬきのたろべえのたこやきや あいうえおパラダイス　た 二宮　由紀子 著 理論社 読セ（30周年）
913 なぎさのなみのりチャンピオン あいうえおパラダイス　な 二宮　由紀子 著 理論社 読セ（30周年）
913 はるははこべのはなざかり あいうえおパラダイス　は 二宮　由紀子 著 理論社 読セ（30周年）
913 まくわうりとまほうつかい あいうえおパラダイス　ま 二宮　由紀子 著 理論社 読セ（30周年）
913 やさいぎらいのやおやさん あいうえおパラダイス　や 二宮　由紀子 著 理論社 読セ（30周年）
913 らったらったらくだのらっぱ あいうえおパラダイス　ら 二宮　由紀子 著 理論社 読セ（30周年）
913 にせニセことわざずかん 荒井　良二 著 のら書店 読セ（30周年）
913 どうぶつことわざえほん きたやま　ようこ 著 のら書店 読セ（30周年）
913 どうぶつどどいつ 織田　道代　著 のら書店 読セ（30周年）
913 ねこのどどいつあいうえお 織田　道代 著 のら書店 読セ（30周年）
913 しりとりあそびえほん 石津　ちひろ 著 のら書店 読セ（30周年）
913 いもむしくんがねむったら 宮嶋　ちか 著 教育画劇 読書センター
913 ありんここりん 藤枝　リュウジ 著 教育画劇 読書センター
913 むしのチロリンコンサート 菅野　由貴子 著 教育画劇 読書センター
913 セミくんいよいよこんやです 工藤　ノリコ 著 教育画劇 読書センター
913 むしのかくれんぼいないよいないよいませんよ ふくざわ　ゆみこ 著 教育画劇 読書センター
913 むしむしレストラン しもだ　ともみ 著 教育画劇 読書センター
913 むしっこいちば 澤口　たまみ 著 教育画劇 読書センター
913 ムッシーげきじょう 土橋　とし子 著 教育画劇 読書センター
913 でんでんのぼうしやさん 藤本　ともひこ 著 教育画劇 読書センター
913 小さな恋のものがたり　１　図書館版 小さな恋のものがたり みつはし　ちかこ 著 学習研究社 読セ（30周年）
913 小さな恋のものがたり　２　図書館版 小さな恋のものがたり みつはし　ちかこ 著 学習研究社 読セ（30周年）
913 小さな恋のものがたり　３　図書館版 小さな恋のものがたり みつはし　ちかこ 著 学習研究社 読セ（30周年）
913 小さな恋のものがたり　４　図書館版 小さな恋のものがたり みつはし　ちかこ 著 学習研究社 読セ（30周年）
913 小さな恋のものがたり　５　図書館版 小さな恋のものがたり みつはし　ちかこ 著 学習研究社 読セ（30周年）
913 小さな恋のものがたり　６　図書館版 小さな恋のものがたり みつはし　ちかこ 著 学習研究社 読セ（30周年）
913 小さな恋のものがたり　７　図書館版 小さな恋のものがたり みつはし　ちかこ 著 学習研究社 読セ（30周年）
913 小さな恋のものがたり　８　図書館版 小さな恋のものがたり みつはし　ちかこ 著 学習研究社 読セ（30周年）
913 小さな恋のものがたり　９　図書館版 小さな恋のものがたり みつはし　ちかこ 著 学習研究社 読セ（30周年）
913 小さな恋のものがたり　１０　図書館版 小さな恋のものがたり みつはし　ちかこ 著 学習研究社 読セ（30周年）
913 高橋由伸 シリーズ・素顔の勇者たち 鳥飼　新市 著 旺文社 読セ（30周年）
913 ハーブ魔女のふしぎなレシピ あんびる　やすこ ポプラ社 読書センター
913 二代目魔女のハーブティー あんびる　やすこ ポプラ社 読書センター
913 ペパーミントの小さな魔法 あんびる　やすこ ポプラ社 読書センター
913 タッジーマッジーと三人の魔女 あんびる　やすこ ポプラ社 読書センター
913 だれでもできるステキな魔法 あんびる　やすこ ポプラ社 読書センター
913 おせんべタクシー 山崎　克己 著 偕成社 読書センター
913 おはぎちゃん やぎ　たみこ 著 偕成社 読書センター
913 権大納言とおどるきのこ 今昔物語絵本 ほりかわ　りまこ 著 偕成社 読書センター
913 ちか１００かいだてのいえ 岩井　俊雄 著 偕成社 読書センター



913 にわのともだち おおの　やよい 著 偕成社 読書センター
913 ねこのおすしやさん 鈴木　まもる 著 偕成社 読書センター
913 パパ、かばになる 安江　リエ 著 偕成社 読書センター
913 ほんちゃん スギヤマ　カナヨ 著 偕成社 読書センター
913 本所ななふしぎ 斉藤　洋 著 偕成社 読書センター
913 まいごのきたかぜ ちば　みなこ 著 偕成社 読書センター
913 チクチクさん ＰＨＰにこにこえほん すまいるママ 著 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく かいけつゾロリシリーズ　４６原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 サカサかぞくのだんながなんだ ほるぷ創作絵本 宮西　達也 著 ほるぷ出版 読書センター
913 ことばかくれんぼ えほんのぼうけん　９ 山口　タオ 著 岩崎書店 読書センター
913 ともだちごっこ おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著 偕成社 読書センター
913 島のゆうびんやさん 石津　ちひろ 著 理論社 読書センター
913 きらいさきらい 中川　ひろたか 著 理論社 読書センター
913 だじゃれ日本一周 長谷川　義史 著 理論社 読書センター
913 まんまるがかり おくはら　ゆめ 著 理論社 読書センター
913 衣世梨の魔法帳 衣世梨の魔法帳　１ 那須　正幹 著 ポプラ社 読書センター
913 衣世梨の魔法帳まいごの幽霊 衣世梨の魔法帳　２ 那須　正幹 著 ポプラ社 読書センター
913 衣世梨の魔法帳運動場のミステリーポイント 衣世梨の魔法帳　３ 那須　正幹 著 ポプラ社 読書センター
913 衣世梨の魔法帳魔法犬花丸のひみつ 衣世梨の魔法帳４ 那須　正幹 著 ポプラ社 読書センター
913 衣世梨の魔法帳夏はおばけがいっぱい 衣世梨の魔法帳　５ 那須　正幹 著 ポプラ社 読書センター
913 衣世梨の魔法帳たんじょう日のびっくりプレゼント 衣世梨の魔法帳　６ 那須　正幹 著 ポプラ社 読書センター
913 ＩＱ探偵ムーそして、彼女はやってきた。 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１深沢　美潮 著 ジャイブ 読書センター
913 ＩＱ探偵ムー帰ってくる人形 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　２深沢　美潮 著 ジャイブ 読書センター
913 ＩＱ探偵ムーアリバイを探せ！ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　３深沢美潮 著 ジャイブ 読書センター
913 ＩＱ探偵ムー飛ばない！？移動教室　上 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　４深沢　美潮 著 ジャイブ 読書センター
913 ＩＱ探偵ムー飛ばない！？移動教室　下 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　５深沢　美潮 著 ジャイブ 読書センター
913 ＩＱ探偵ムー真夏の夜の夢羽 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　６深沢　美潮 著 ジャイブ 読書センター
913 ＩＱ探偵タクト密室小学校 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　７深沢　美潮 著 ジャイブ 読書センター
913 ＩＱ探偵タクトダンジョン小学校 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　８深沢　美潮 著 ジャイブ 読書センター
913 ＩＱ探偵ムーあの子は行方不明 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　９深沢　美潮 著 ジャイブ 読書センター
913 ＩＱ探偵ムー秘密基地大作戦　上 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１０深沢　美潮 著 ジャイブ 読書センター
913 ＩＱ探偵ムー秘密基地大作戦　下 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１１深沢　美潮 著 ジャイブ 読書センター
913 ＩＱ探偵タクト桜の記憶 カラフル文庫ＩＱ探偵シリーズ　１２深沢　美潮 著 ジャイブ 読書センター
913 ＩＱ探偵ムー時を結ぶ夢羽 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１３深沢　美潮 著 ジャイブ 読書センター
913 ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件　上 ポプラカラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１４深沢　美潮 著 ポプラ社 読書センター
913 ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件　下 ポプラカラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１５深沢　美潮 著 ポプラ社 読書センター
913 ＩＱ探偵ムー春の暗号 ポプラカラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１６深沢美潮 著 ポプラ社 読書センター
913 ＩＱ探偵ムーバカ田トリオのゆううつ ポプラカラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１７深沢　美潮 著 ポプラ社 読書センター
913 ＩＱ探偵タクト季節はずれの幽霊騒動 ポプラカラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１８深沢　美潮 著 ポプラ社 読書センター
913 おばけ屋のおばけかぶ あわた　のぶこ 著 小峰書店 読書センター
913 おばけ屋のおばけすいか おはなしだいすき あわた　のぶこ 著 小峰書店 読書センター
913 おばけ屋のおばけツリー あわた　のぶこ 著 小峰書店 読書センター
913 おばけ屋のおばけたまご おばけ屋シリーズ あわた　のぶこ 著 小峰書店 読書センター
913 おばけ屋のおばけうめぼし おばけ屋シリーズ あわた　のぶこ 著 小峰書店 読書センター
913 おばけ屋のおばけかき おばけ屋シリーズ あわた　のぶこ 著 小峰書店 読書センター
913 おばけ屋のおばけてぶくろ おばけ屋シリーズ あわた　のぶこ 著 小峰書店 読書センター
913 うごめく赤目玉 平成うわさの怪談　２１ 木暮　正夫 編 岩崎書店 読書センター
913 かなしみのカトリーヌ 平成うわさの怪談　２２ 木暮　正夫 編 岩崎書店 読書センター
913 悪霊はふりむかない 平成うわさの怪談　２３ 木暮　正夫 編 岩崎書店 読書センター
913 暗い沼からよぶ声 平成うわさの怪談　２４ 木暮　正夫 編 岩崎書店 読書センター
913 暗闇のゲームセンター 平成うわさの怪談　２５ 木暮　正夫 編 岩崎書店 読書センター
913 ほたる館物語　１ カラフル文庫　あさのあつこセレクション　１あさの　あつこ 著 ジャイブ 読書センター
913 ほたる館物語　２ カラフル文庫　あさのあつこセレクション　２あさの　あつこ 著 ジャイブ 読書センター
913 ほたる館物語　３ カラフル文庫　あさのあつこセレクション　３あさの　あつこ 著 ジャイブ 読書センター
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ カラフル文庫　あさのあつこセレクション　４あさの　あつこ 著 ジャイブ 読書センター
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　２ カラフル文庫　あさのあつこセレクション　５あさの　あつこ 著 ジャイブ 読書センター
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　３ カラフル文庫　あさのあつこセレクション　６あさの　あつこ 著 ジャイブ 読書センター
913 新ほたる館物語 カラフル文庫　あさのあつこセレクション　７あさの　あつこ 著 ジャイブ 読書センター
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　４ カラフル文庫　あさのあつこセレクション　８あさの　あつこ 著 ジャイブ 読書センター
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　５ ポプラカラフル文庫あさのあつこセレクション　９あさの　あつこ 著 ポプラ社 読書センター
913 やまんばあさんとなかまたち 富安　陽子 著 理論社 読書センター
913 コんガらガっちどっちにすすむ？の本 ユーフラテス 著 小学館 読書センター
913 コんガらガっちあっちこっちすすめ！の本 ユーフラテス 著 小学館 閉架
913 ルルとララのシャーベット おはなしトントン　１８ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 ルルとララのスイートポテト おはなしトントン　１７ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 おばけのバケロンおばけクッキーをつくろう！ ポプラちいさなおはなし　３３もとした　いづみ 著 ポプラ社 読書センター
913 おばけのバケロンざぶとんねこがおこった！ ポプラちいさなおはなし　２９もとした　いづみ 著 ポプラ社 読書センター
913 おばけのバケロンゆうえんちのまいごおばけ！？ ポプラちいさなおはなし　３８もとした　いづみ 著 ポプラ社 読書センター
913 一期一会世界一の親友。 小学生文庫 学研教育出版 読書センター
913 一期一会世界一のアイツ。 小学生文庫 学研教育出版 読書センター
913 一期一会世界一のスキ。 小学生文庫 マインドウェイブ 画 学習研究社 読書センター
913 一期一会世界一の仲間。 小学生文庫 学研教育出版 読書センター
913 冒険！発見！大迷路 原　裕朗 著 ポプラ社 閉架
913 冒険！発見！大迷路大魔王の復活 原　裕朗 著 ポプラ社 読書センター
913 冒険！発見！大迷路宇宙大冒険 原　裕朗 著 ポプラ社 閉架
913 ぼくらのサマーキャンプ 芝田　勝茂 著 国土社 読書センター
913 都会のトム＆ソーヤ　7 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴはやみね　かおる 著 講談社 読書センター
913 魔法の庭のピアノレッスン ポプラ物語館　２８ あんびる　やすこ　 ポプラ社 読書センター
913 ジャレットとバラの谷の魔女 ポプラ物語館　３１ あんびる　やすこ　 ポプラ社 読書センター
913 怪談レストランナビ霊 怪談レストラン 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 怪談レストランナビ魔 怪談レストラン 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 怪談レストランナビ妖 怪談レストラン 松谷　みよ子 編 童心社 読書センター
913 はるですよ 四季のえほん 柴田　晋吾 著 金の星社 読書センター
913 なつですよ 四季のえほん 柴田　晋吾 著 金の星社 読書センター
913 あきですよ 四季のえほん 柴田　晋吾 著 金の星社 読書センター
913 ふゆですよ 四季のえほん 柴田　晋吾 著 金の星社 読書センター
913 ぼくらの奇跡の七日間 宗田　理 著 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらのモンスターハント 宗田　理 著 ポプラ社 読書センター
913 怪奇の心霊写真ツアー 怪談図書館　１１ 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 ホラー遊園地で待ってる 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 呪いを招くうしろ鬼 13 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 映画館でささやく悪魔 怪談図書館　１４ 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 底なし沼の妖怪 怪談図書館　１５ 怪談図書館編集委員会 編 国土社 読書センター
913 死体ばんざい 星新一ＹＡセレクション　１ 星　新一 著 理論社 読書センター
913 殺し屋ですのよ 星新一ＹＡセレクション　２ 星　新一 著 理論社 読書センター
913 ゆきとどいた生活 星新一ＹＡセレクション　３ 星　新一 著 理論社 読書センター
913 夜の侵入者 星新一ＹＡセレクション　４ 星　新一 著 理論社 読書センター
913 あいつが来る 星新一ＹＡセレクション　５ 星　新一 著 理論社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！　１１　恋もおしゃれも大バトル？の巻講談社青い鳥文庫　２１７－１７石崎　洋司 著 講談社 読書センター
913 黒魔女さんのお正月　１２ 講談社青い鳥文庫　２１７－１８石崎　洋司 著 講談社 読書センター
913 黒魔女さんの小説教室 青い鳥おもしろランド 石崎　洋司 著 講談社 読書センター
913 おっことチョコの魔界ツアー 講談社青い鳥文庫　ＧＯ！ＧＯ！　５０５－１令丈　ヒロ子 著 講談社 読書センター
913 おっこのＴＡＩＷＡＮおかみ修業！ 講談社青い鳥文庫　１７１－２０令丈　ヒロ子 著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１４ 講談社青い鳥文庫　１７１－２１令丈ヒロ子 著 講談社 読書センター
913 ひみつのカレーライス 井上　荒野 著 アリス館 読書センター
913 絶品らーめん魔神亭　３ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　１８ たから　しげる 著 ポプラ社 読書センター
913 絶品らーめん魔神亭　２ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　１３ たから　しげる 著 ポプラ社 読書センター
913 Ｇｏ！Ｇｏ！チアーズ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　１５ 工藤　純子 著 ポプラ社 読書センター
913 ダイエットパンチ！　１ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　１７ 令丈　ヒロ子 著 ポプラ社 読書センター
913 ダイエットパンチ！　２ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　２１ 令丈　ヒロ子 著 ポプラ社 読書センター
913 ダイエットパンチ！　３ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　２５ 令丈　ヒロ子 著 ポプラ社 読書センター
913 ヒカリとヒカル Ｄｒｅａｍスマッシュ！　１２ 夏　緑 著 ポプラ社 読書センター
913 あなたに贈る物語 石崎　洋司 著 講談社 読書センター
913 ほうれんそうマンのおばけやしき ポプラ社の小さな童話　６８みづしま　志穂 著 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ ポプラ社の新・小さな童話　１５８原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリとなぞのひこうき ポプラ社の新・小さな童話　１０６原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 星くずのブラックドレス おはなしガーデン　２２ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター



913 魔法の庭のピアノレッスン ポプラ物語館　２８ あんびる　やすこ　 ポプラ社 読書センター
913 ジャレットとバラの谷の魔女 ポプラ物語館　３１ あんびる　やすこ　 ポプラ社 読書センター
913 夢みるポプリと三人の魔女 ポプラ物語館　３４ あんびる　やすこ　 ポプラ社 読書センター
913 そっといちどだけ 絵本・いつでもいっしょ　３０なりゆき　わかこ 著 ポプラ社 読書センター
913 ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし　作 ＢＬ出版 読書センター
913 ミリーのすてきなぼうし きたむらさとし　作 ＢＬ出版 読書センター
913 とっておきの詩 村上しいこ　作 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 むねとんとん さえぐさひろこ　作 小峰書店 読書センター
913 むねとんとん さえぐさひろこ　作 小峰書店 読書センター
913 こぶとりたろう たかどのほうこ　作 童心社 読書センター
913 こぶとりたろう たかどのほうこ　作 童心社 読書センター
913 点子ちゃん 野田道子　作 毎日新聞社 読書センター
913 点子ちゃん 野田道子　作 毎日新聞社 読書センター
913 すみ鬼にげた 福音館創作童話シリーズ 岩城範枝　作 福音館書店 読書センター
913 すみ鬼にげた 福音館創作童話シリーズ 岩城範枝　作 福音館書店 読書センター
913 建具職人の千太郎 岩崎京子　作 くもん出版 読書センター
913 建具職人の千太郎 岩崎京子　作 くもん出版 読書センター
913 むしのあいうえお 今森光彦　切り絵とことば 童心社 読書センター
913 のねずみチッチ ふくざわゆみこ　さく のら書店 読書センター
913 いいものもらった 森山京　作 小峰書店 読書センター
913 すみれおばあちゃんのひみつ 植垣歩子　さく 偕成社 読書センター
913 ハナさんのおきゃくさま 福音館創作童話シリーズ 角野栄子　さく 福音館書店 読書センター
913 おなべおなべにえたかな？ こいでやすこ　さく 福音館書店 読書センター
913 こぎつねキッペのはるのうた おはなしバスケット 今村葦子　作 ポプラ社 読書センター
913 天女の里がえり 君島久子　文 岩波書店 読セ（むかし話）
913 あのときすきになったよ 教育画劇みんなのえほん 薫くみこ　さく 教育画劇 読書センター
913 おひさまいろのきもの 広野多珂子　作・絵 福音館書店 読書センター
913 月人石 乾千恵　書 福音館書店 読書センター
913 あまがえるりょこうしゃ 福音館のかがくのほん 松岡たつひで　さく 福音館書店 読セ（絵本）
913 かえるの平家ものがたり 日野十成　文 福音館書店 読書センター
913 木 木島始　文 福音館書店 読書センター
913 くにのはじまり 舟崎克彦　文 あかね書房 読書センター
913 ふなひき太良 儀間比呂志　作・絵 岩崎書店 読書センター
913 白いぼうし 車のいろは空のいろ あまんきみこ　作 ポプラ社 読書センター
913 ライオンのしごと 竹田津実　作 偕成社 読書センター
913 かきやまぶし 狂言えほん 内田麟太郎　文 ポプラ社 読書センター
913 空へつづく神話 富安陽子　作 偕成社 読書センター
913 ぽっぺん先生の日曜日 舟崎克彦　著 筑摩書房 読書センター
913 ねこと友だち いとうひろし　さく 徳間書店 読書センター
913 はいくのえほん 西本鶏介　編・文 鈴木出版 読書センター
913 そのままのキミがすき 木村裕一　作 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 １２歳たちの伝説 後藤竜二　作 新日本出版社 読書センター
913 ルリユールおじさん いせひでこ　作 理論社 読書センター
913 隅田川 片山清司　文 ＢＬ出版 読書センター
913 夏の庭 湯本香樹実　作 徳間書店 読書センター
913 二つの国の物語 赤木由子　作 理論社 読書センター
913 精霊の守り人 上橋菜穂子　作 偕成社 読書センター
913 つくも神 伊藤遊　作 ポプラ社 読書センター
913 おしゃかさま もり　みすず ユニテ 読書センター
913 消防犬ぶん公 水口 忠 作 文渓堂 読書センター
913 小説　ＭＡＪＯＲ　中学生編 丹沢まなぶ 小学館 読書センター
913 金色のクジラ 岸川 悦子 作 ひくまの出版 読書センター
913 ジンとばあちゃんとだんごの木 福　明子・作　ふりやかよこ・絵 あるまじろ書房 読書センター
913 さっちゃんのまほうのて たばた　せいいち・作 偕成社 読書センター
913 きつねのでんわボックス 戸田和代・作　たかすかずみ・絵 金の星社 読書センター
913 エゾオオカミ物語 あべ弘士・作 講談社 読書センター
913 アブニのアンマー　－おきなわの母－ 赤座憲久・文　北島新平・絵 ほるぷ出版 読書センター
913 ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮由紀子　文 教育画劇 読書センター
913 ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮由紀子　文 教育画劇 読書センター
913 こども電車 岡田潤　作・挿画 金の星社 読書センター
913 こども電車 岡田潤　作・挿画 金の星社 読書センター
913 天風の吹くとき 福明子　作 国土社 読書センター
913 天風の吹くとき 福明子　作 国土社 読書センター
913 クジラと海とぼく 水口博也　文 アリス館 読書センター
913 クジラと海とぼく 水口博也　文 アリス館 読書センター
913 魔女の宅急便 角野栄子/作　林明子/画 福音館書店 読書センター
913 魔女の宅急便　その２ 角野栄子/作　広野多珂子/画 福音館書店 読書センター
913 魔女の宅急便　その３ 角野栄子/作　佐竹美保/画 福音館書店 読書センター
913 魔女の宅急便　その６ 角野栄子/作　佐竹美保/画 福音館書店 読書センター
913 魔女の宅急便　その６ 角野栄子/作　佐竹美保/画 福音館書店 読書センター
913 休み時間のおもしろゲーム１００連発 増田義和/発行 実業之日本社 閉架
913 おもしろ血液型占い大百科 増田義和/発行 実業之日本社 読書センター
913 ふしぎてんし１ カワキタカズヒロ/作 福音館書店 読書センター
913 ふしぎてんし２ カワキタカズヒロ/作 福音館書店 読書センター
913 ももいろのきりん 中川李枝子/さく　中川宗弥/絵 福音館書店 読書センター
913 きょうはなんのひ？ 瀬田貞二/作　林明子/絵 福音館書店 読書センター
913 ハッピーバースデー ときめき文学館 青木 和雄 作 金の星社 読書センター
913 こころに旅 神谷　美恵子 日本評論者 読書センター
913 たろうの木 真鍋　タカ子 詫間町教育委員会 読セ（絵本）
913 車のいろは空のいろ ポプラ社文庫 あまん きみこ 作 ポプラ社 読書センター
913 北極のムーシカミーシカ 理論社の愛蔵版わたしのほんいぬい とみこ 作 理論社 智文庫　
913 ころんだかばさん 仲山 真弓 文 講談社 読セ（絵本）
913 いまえよしとも１年生のどうわ１ 今江祥智童話館 今江 祥智 作 理論社 読書センター
913 えものは　どこだ えほん・ドリームランド 五味 太郎 作・絵 岩崎書店 １年生教室
913 だってだってのおばあさん フレーベルのえほん さの ようこ 作・絵 フレーベル館 読セ（絵本）
913 やさしいたんぽぽ こみねのえほん 安房 直子 文 小峰書店 読セ（絵本）
913 やさしいたんぽぽ こみねのえほん 安房 直子 文 小峰書店 読セ（絵本）
913 うさぎのくれたバレエシューズ えほん・こどもとともに 安房 直子 文 小峰書店 読セ（絵本）
913 ちいちゃんのかげおくり あかね創作えほん あまん きみこ 作 あかね書房 読セ（絵本）
913 森のおばけ 椋鳩十・梶山俊夫ものがたり絵本椋 鳩十 著 あすなろ書房 読書センター
913 山の子ども 椋鳩十・梶山俊夫ものがたり絵本椋 鳩十 著 あすなろ書房 読書センター
913 におい山脈 椋鳩十・梶山俊夫ものがたりえほん椋 鳩十 著 あすなろ書房 読書センター
913 雷のおか 絵本むかしばなし傑作選 おおいし まこと ぶん 国土社 閉架
913 いだてんの六 おはなし名作絵本 そや きよし ・ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 パパママバイバイ 早乙女 勝元 作 草の根出版会 ２年生教室
913 はだかの王さまＶサイン あすなろ小学生文庫 生源寺 美子 作 あすなろ書房 ２年生教室
913 かたあしだちょうのエルフ おはなし名作絵本 おのき がく 　ぶん・え ポプラ社 ２年生教室
913 はいたつされたふしぎなじゅもん 大日本ようねん文庫 奥田 継夫 さく 大日本図書 ２年生教室
913 おおきなきがほしい 創作えほん 佐藤 さとる ぶん 偕成社 ２年生教室
913 ほしにあげた三つのおにぎり 民話のえほん 荒木 博之 文 小峰書店 ２年生教室
913 こんこんさまにさしあげそうろう ＰＨＰこころのえほん 森 はな さく ＰＨＰ研究所 ２年生教室
913 むささび星 おはなし名作絵本 いまにし すけゆき ぶん ポプラ社 １年生教室
913 つりがねどろぼう 絵本むかしばなし いまにし すけゆき ・ぶん 国土社 １年生教室
913 一年生の童話 日本童話名作選 浜田 広介 〔ほか〕編集 金の星社 １年生教室
913 １年生のどうわ１ 椋鳩十学年別童話 椋 鳩十 作 理論社 １年生教室
913 まねっこ１年生 ポプラ社の小さな童話 宮川 ひろ さく ポプラ社 １年生教室
913 いまえよしとも１年生のどうわ２ 今江祥智童話館 今江 祥智 作 理論社 １年生教室
913 子うさぎましろのお話 おはなし名作絵本 ささき たづ ぶん ポプラ社 １年生教室
913 いたずらかこちゃん はじめてのどうわ せきね えいいち さく 小峰書店 １年生教室
913 かわうそときつね 絵本ファンタジア つちや ゆきお ・ぶん コーキ出版 １年生教室
913 いっすんぼうし 絵本ファンタジア たけもと かずこ ・ぶん コーキ出版 １年生教室
913 やまたのおろち 絵本ファンタジア はやかわ みき ・ぶん コーキ出版 １年生教室
913 かさじぞう 絵本ファンタジア すち とくへい ぶん コーキ出版 １年生教室
913 たにしちょうじゃ 絵本ファンタジア いとう うみひこ ・ぶん コーキ出版 １年生教室
913 うばすてやま 絵本ファンタジア すぎやま けいいち ぶん コーキ出版 １年生教室
913 ものぐさたろう 絵本ファンタジア はやかわ みき ・ぶん コーキ出版 １年生教室
913 子だぬきタンタ化け話 スピカの創作童話 森山 京 作 教育画劇 １年生教室



913 むささび星 おはなし名作絵本 いまにし すけゆき ぶん ポプラ社 １年生教室
913 まのいいりょうし 日本傑作絵本シリーズ 瀬田 貞二 再話 福音館書店 １年生教室
913 こぶたがずんずん 渡辺 一枝 ぶん あすなろ書房 １年生教室
913 雨のにおい星の声 えほん・こどもとともに 赤座 憲久 ぶん 小峰書店 １年生教室
913 こわいことなんか　あらへん 福井 達雨 編 偕成社 １年生教室
913 おかではたらくロバのポチョ 浅野 庸子 文 文化出版局 １年生教室
913 バイオリンのおとは山のおと 創作えほん 今西 祐行 作 偕成社 １年生教室
913 いまえよしとも１年生のどうわ１ 今江祥智童話館 今江 祥智 作 理論社 １年生教室
913 とびだせバカラッチ隊 こども文学館 吉本 直志郎 作 ポプラ社 読書センター
913 おじいさんのランプ フォア文庫 新美 南吉 作 岩崎書店 読書センター
913 きかんしゃやえもん 阿川 弘之 文 岩波書店 5678組
913 走れ小次郎 現代・創作児童文学 戸川 幸夫 著 金の星社 読書センター
913 かみなり雲がでたぞ 新日本おはなし文庫 最上 一平 さく 新日本出版社 読書センター
913 ゆうびんサクタ山へいく いぬい とみこ 作 理論社 智文庫　
913 北極のムーシカミーシカ 理論社名作の愛蔵版 いぬい とみこ 作 理論社 智文庫
913 ながいながいペンギンの話 理論社名作の愛蔵版 いぬい とみこ 作 理論社 智文庫
913 ぼくらはカンガルー 理論社名作の愛蔵版 いぬい とみこ 作 理論社 智文庫
913 川とノリオ 理論社名作の愛蔵版 いぬい とみこ 作 理論社 智文庫
913 マアおばさんはネコがすき 理論社名作の愛蔵版 稲垣 昌子 作 理論社 智文庫
913 ふたりのつむぎ唄 理論社名作の愛蔵版 今江 祥智 作 理論社 智文庫
913 海いろの部屋 理論社名作の愛蔵版 今江 祥智 作 理論社 智文庫
913 わらいねこ 理論社名作の愛蔵版 今江 祥智 作 理論社 智文庫
913 山のむこうは青い海だった 理論社名作の愛蔵版 今江 祥智 作 理論社 智文庫
913 ぽけっとにいっぱい 理論社名作の愛蔵版 今江 祥智 作 理論社 智文庫
913 ぽけっとのお祭り 理論社名作の愛蔵版 今江 祥智 作 理論社 智文庫
913 ちょんまげ手まり歌 理論社名作の愛蔵版 上野 瞭 作 理論社 智文庫
913 八月がくるたびに 理論社名作の愛蔵版 おおえ ひで 作 理論社 智文庫
913 ぴぃちゃぁしゃん 理論社の愛蔵版わたしのほん乙骨 淑子 作 理論社 智文庫
913 八月の太陽を 理論社名作の愛蔵版 乙骨 淑子 作 理論社 智文庫
913 チョコレート戦争 理論社名作の愛蔵版 大石 真 作 理論社 読書センター
913 ヌーチェのぼうけん 理論社名作の愛蔵版 神沢 利子 さく 理論社 智文庫
913 ちびっこカムのぼうけん 理論社名作の愛蔵版 神沢 利子 作 理論社 智文庫
913 荒野の魂 理論社名作の愛蔵版 斎藤 了一 作 理論社 智文庫
913 ３００番地のこどもたち 理論社名作の愛蔵版 谷 真介 作 理論社 智文庫
913 コルプス先生馬車へのる 理論社名作の愛蔵版 筒井 敬介 作 理論社 智文庫
913 おねえさんといっしょ 理論社名作の愛蔵版 筒井 敬介 作 理論社 智文庫
913 たっちゃんといっしょ 理論社名作の愛蔵版 筒井 敬介 作 理論社 智文庫
913 キューポラのある街 理論社名作の愛蔵版 早船 ちよ 作 理論社 智文庫
913 宿題ひきうけ株式会社 理論社名作の愛蔵版 古田 足日 作 理論社 智文庫
913 貝になった子ども 理論社名作の愛蔵版 松谷 みよ子 作 理論社 智文庫
913 片耳の大鹿 理論社名作の愛蔵版 椋 鳩十 作 理論社 智文庫
913 天文子守唄 理論社名作の愛蔵版 山中 恒 作 理論社 智文庫
913 巨人の風車 理論社名作の愛蔵版 吉田 とし 作 理論社 智文庫
913 四年一組のおひめさま 理論社名作の愛蔵版 吉田 とし 作 理論社 智文庫
913 プゥ１等あげます 理論社名作の愛蔵版 灰谷 健次郎 作 理論社 智文庫
913 消えた２ページ 理論社名作の愛蔵版 寺村 輝夫 作 理論社 智文庫
913 月夜のはちどう山 理論社名作の愛蔵版 はた たかし 作 理論社 智文庫
913 考えろ丹太！ 理論社名作の愛蔵版 木島 始 作 理論社 智文庫
913 まぼろしの巨鯨（オオクジラ）シマ 理論社名作の愛蔵版 北村 けんじ 作 理論社 智文庫
913 ドブネズミ色の街 理論社名作の愛蔵版 木暮 正夫 作 理論社 智文庫
913 ちょうちん屋のままッ子 理論社名作の愛蔵版 斎藤 隆介 作 理論社 智文庫
913 おばけ煙突の歌 理論社名作の愛蔵版 早乙女 勝元 作 理論社 智文庫
913 海の星座 理論社名作の愛蔵版 庄野 英二 作 理論社 智文庫
913 星の牧場 理論社名作の愛蔵版 庄野 英二 作 理論社 智文庫
913 てのひら島はどこにある 理論社名作の愛蔵版 佐藤 さとる 作 理論社 智文庫
913 あほうの星 理論社名作の愛蔵版 長崎 源之助 作 理論社 智文庫
913 ヒョコタンの山羊 理論社名作の愛蔵版 長崎 源之助 作 理論社 智文庫
913 二年２組はヒヨコのクラス 理論社名作の愛蔵版 山下 夕美子 作 理論社 智文庫
913 赤毛のポチ 理論社名作の愛蔵版 山中 恒 作 理論社 智文庫
913 オニの子・ブン 理論社名作の愛蔵版 山中 恒 作 理論社 智文庫
913 踊り子マヌ 理論社名作の愛蔵版 山本 和夫 作 理論社 智文庫
913 とべたら本こ 理論社名作の愛蔵版 山中 恒 作 理論社 智文庫
913 出かせぎ村のゾロ 理論社名作の愛蔵版 須藤 克三 作 理論社 智文庫
913 夜あけ朝あけ 理論社名作の愛蔵版 住井 すゑ 作 理論社 智文庫
913 地べたっこさま 理論社名作の愛蔵版 さねとう あきら 作 理論社 智文庫
913 七つのぽけっと 理論社名作の愛蔵版 あまん きみこ 作 理論社 智文庫
913 草原のみなし子 理論社名作の愛蔵版 安藤 美紀夫 作 理論社 智文庫
913 ぼろきれ王子 理論社名作の愛蔵版 飯沢 匡 作 理論社 智文庫
913 ワルのぽけっと 名作ランド 灰谷 健次郎 作 理論社 智文庫
913 チョコレート戦争 名作ランド 大石 真 作 理論社 読書センター
913 ベロ出しチョンマ 理論社名作の愛蔵版 斎藤 隆介 作 理論社 智文庫
913 狩人タロのぼうけん 理論社名作の愛蔵版 たかし よいち 作 理論社 智文庫
913 王さまばんざい 理論社名作の愛蔵版 寺村 輝夫 作 理論社 智文庫
913 山のむこうは青い海だった 理論社名作の愛蔵版 今江 祥智 作 理論社 智文庫
913 ごめんねぼっこ 日本の創作児童文学選 山下 夕美子 作 あかね書房 智文庫
913 泣こうかとぼうか 日本の創作児童文学選 山中 恒 作 あかね書房 智文庫
913 モグラ原っぱのなかまたち 日本の創作児童文学選 古田 足日 〔著〕 あかね書房 智文庫
913 いたずらラッコのロッコ 日本の創作児童文学選 神沢 利子 作 あかね書房 智文庫
913 赤んぼ大将山へいく 日本の創作児童文学選 佐藤 さとる 著 あかね書房 智文庫
913 海へいった赤んぼ大将 日本の創作児童文学選 佐藤 さとる 〔著〕 あかね書房 智文庫
913 ふしぎなつむじ風 日本の創作児童文学選 大石 真 作 あかね書房 智文庫
913 はらぺこのオニごっこ 日本の創作児童文学選 小沢 正 作 あかね書房 智文庫
913 緑のぶらんこ 日本の創作児童文学選 岡野 薫子 作 あかね書房 智文庫
913 虫は小さな天使たち 日本の創作児童文学選 岡野 薫子 著 あかね書房 智文庫
913 ひみつの動物園 日本の創作児童文学選 谷 真介 作 あかね書房 智文庫
913 かおるのひみつ 日本の創作児童文学選 征矢 清 著 あかね書房 智文庫
913 かおるのたからもの 日本の創作児童文学選 征矢 清 著 あかね書房 智文庫
913 ハンカチの上の花畑 日本の創作児童文学選 安房 直子 作 あかね書房 智文庫
913 木のぼり公園 日本の創作児童文学選 宮川 ひろ 作 あかね書房 智文庫
913 火をふけゴロ八 日本の創作児童文学選 竹崎 有斐 作 あかね書房 智文庫
913 さよなら子どもの時間 日本の創作児童文学選 今江 祥智 作 あかね書房 智文庫
913 ゴンボの教室 日本の創作児童文学選 寺村 輝夫 作 あかね書房 智文庫
913 ケンチとユリのあおい海 日本の創作児童文学選 長崎 源之助 作 あかね書房 智文庫
913 目こぼし歌こぼし 日本の創作児童文学選 上野 瞭 作 あかね書房 智文庫
913 ちゃんめら子平次 日本の創作児童文学選 筒井 敬介 著 あかね書房 智文庫
913 ぼくらははだしで 日本の創作児童文学選 後藤 竜二 作 あかね書房 智文庫
913 絵にかくとへんな家 日本の創作児童文学選 さとう まきこ 作 あかね書房 智文庫
913 千本松原 日本の創作児童文学選 岸 武雄 作 あかね書房 智文庫
913 小説の書き方 日本の創作児童文学選 吉田 とし 作 あかね書房 智文庫
913 じんじろべえ 日本の創作児童文学選 筒井 敬介 作 あかね書房 智文庫
913 ひろすけ童話 学年別ひろすけ童話 浜田 広介 〔著〕 金の星社 智文庫
913 ひろすけ童話 学年別ひろすけ童話 浜田 広介 〔著〕 金の星社 智文庫
913 ひろすけ童話 学年別ひろすけ童話 浜田 広介 〔著〕 金の星社 智文庫
913 ひろすけ童話 学年別ひろすけ童話 浜田 広介 〔著〕 金の星社 智文庫
913 ふたりぼっちの朝 みんなの文学 赤木 由子 作 金の星社 智文庫
913 こちら、いじめっ子対さく本部 みんなの文学 沖井 千代子 作 金の星社 智文庫
913 事件のはじめはネコ三びき みんなの文学 香山 美子 作 金の星社 智文庫
913 ぼくがサムライになった日 みんなの文学 北村 けんじ 作 金の星社 智文庫
913 先生たいへん事件です みんなの文学 岸 武雄 作 金の星社 智文庫
913 はしれカヌー 冒険の海へ！ みんなの文学 しかた しん 作 金の星社 智文庫
913 とべ ぼくの鳩よ みんなの文学 下嶋 哲朗 作・絵 金の星社 智文庫
913 いつでも風の中を みんなの文学 新開 ゆり子 作 金の星社 智文庫
913 八月のサンタクロース みんなの文学 鶴見 正夫 作 金の星社 智文庫
913 王者のとりで みんなの文学 戸川 幸夫 作 金の星社 智文庫
913 夜のかくれんぼ みんなの文学 那須 正幹 作 金の星社 智文庫
913 コスモス塾・ニッポン３（スリー） みんなの文学 浜田 けい子 作 金の星社 智文庫
913 あの日のバッシーあの日のぼく みんなの文学 日比 茂樹 作 金の星社 智文庫



913 おかあさんがいっぱい みんなの文学 東 君平 作・絵 金の星社 智文庫
913 すずはもうならない みんなの文学 真尾 悦子 作 金の星社 智文庫
913 ケヤキの下に本日開店です みんなの文学 宮川 ひろ 作 金の星社 智文庫
913 生きるんだポンちゃん 人間と動物　愛のシリーズ 中村 ただし 文・写真 旺文社 智文庫
913 てまひま船長の宝さがし 子どもの文学 安達 征一郎 作 偕成社 智文庫
913 てまひま船長の肝だめし 子どもの文学 安達 征一郎 作 偕成社 智文庫
913 てまひま船長と十五少女 子どもの文学 安達 征一郎 作 偕成社 智文庫
913 たんぽぽの季節 子どもの文学 泉 さち子 作 偕成社 智文庫
913 反省文はラブレター 子どもの文学 糸川 京子 作 偕成社 智文庫
913 おかあさん　あっちむいてて 子どもの文学 岩本 敏男 作 偕成社 智文庫
913 ながくてみじかい夏休み 子どもの文学 岩本 敏男 作 偕成社 智文庫
913 からすがカアカア鳴いている 子どもの文学 岩本 敏男 作 偕成社 智文庫
913 おんどりのおくりもの 子どもの文学 遠藤 公男 作 偕成社 智文庫
913 びんの中の子どもたち 子どもの文学 大海 赫 作 偕成社 智文庫
913 ねことビンボケ大戦争 子どもの文学 大海 赫 作 偕成社 智文庫
913 放課後の時間割 子どもの文学 岡田 淳 作・絵 偕成社 智文庫
913 雨やどりはすべり台の下で 子どもの文学 岡田 淳 作 偕成社 智文庫
913 ムンジャクンジュは毛虫じゃない 子どもの文学 岡田 淳 作・絵 偕成社 智文庫
913 三年生の新会長 子どもの文学 金重 剛二 〔著〕 偕成社 智文庫
913 ぼっちと千太と太郎鬼 子どもの文学 角田 光男 著 偕成社 智文庫
913 勉強のしかた大研究 子どもの文学 角田 光男 作 偕成社 智文庫
913 放送部ただいま戦国時代 子どもの文学 角田 光男 著 偕成社 智文庫
913 じてんしゃ特急、牧場行き 子どもの文学 加藤 多一 作 偕成社 智文庫
913 牧場のまどがこおる日 子どもの文学 加藤 多一 作 偕成社 智文庫
913 ミス牧場は四年生 子どもの文学 加藤 多一 著 偕成社 智文庫
913 ツチノコ探検隊 子どもの文学 川村 たかし 作 偕成社 智文庫
913 おてんばショコちゃん 子どもの文学 川村 たかし 〔著〕 偕成社 智文庫
913 まりおばあさんは魔女かしら 子どもの文学 木村 静枝 作 偕成社 智文庫
913 八つのきつね物語 子どもの文学 楠 誉子 作 偕成社 智文庫
913 かもめ団地の三振王 子どもの文学 国松 俊英 作 偕成社 智文庫
913 おかしな金曜日 子どもの文学 国松 俊英 作 偕成社 智文庫
913 ホタルの町通信 子どもの文学 国松 俊英 〔著〕 偕成社 智文庫
913 お父さんが２／５ 子どもの文学 国松 俊英 作 偕成社 智文庫
913 どんじりチームのＶサイン 子どもの文学 木暮 正夫 作 偕成社 智文庫
913 こちら事件クラブ 子どもの文学 木暮 正夫 作 偕成社 智文庫
913 変身ゲーム 子どもの文学 島田 豊子 作 偕成社 智文庫
913 バタン島漂流記 子どもの文学 庄野 英二 〔著〕 偕成社 智文庫
913 グランパ地底の国へ 子どもの文学 鈴木 浩彦 作 偕成社 智文庫
913 グランパのふしぎな薬 子どもの文学 鈴木 浩彦 作 偕成社 智文庫
913 五年生のスケッチ 子どもの文学 砂田 弘 〔著〕 偕成社 智文庫
913 天をかける白馬 子どもの文学 たかし よいち 〔著〕 偕成社 智文庫
913 手紙のなかの一学期 子どもの文学 高橋 道子 〔著〕 偕成社 智文庫
913 おかあさんは白雪ひめ 子どもの文学 武川 みづえ 作 偕成社 智文庫
913 わたしのゆうれい 子どもの文学 武川 みづえ 〔著〕 偕成社 智文庫
913 女の子たちのマーチ 子どもの文学 竹田 まゆみ 作 偕成社 智文庫
913 土曜日のシモン 子どもの文学 竹下 文子 作 偕成社 智文庫
913 コドモ先生の映画会 子どもの文学 田丸 信尭 〔文〕 偕成社 智文庫
913 四次元潜航艇ウラシマ号の冒険 子どもの文学 那須 正幹 作 偕成社 智文庫
913 五年二組の幽霊島 子どもの文学 浜野 卓也 作 偕成社 智文庫
913 五年二組の秘密クラブ 子どもの文学 浜野 卓也 作 偕成社 智文庫
913 五年二組の探偵団 子どもの文学 浜野 卓也 作 偕成社 智文庫
913 五年二組の宿題戦争 子どもの文学 浜野 卓也 作 偕成社 智文庫
913 先生はおちこぼれ 子どもの文学 肥田 美代子 作 偕成社 智文庫
913 先生しごいたる 子どもの文学 肥田 美代子 作 偕成社 智文庫
913 ミスかあちゃんがんばる 子どもの文学 肥田 美代子 作 偕成社 智文庫
913 お見合いはバーベキューで 子どもの文学 福本 武久 作 偕成社 智文庫
913 ミスターあねきちゃん 子どもの文学 堀 直子 作 偕成社 智文庫
913 ねこのバースデープレゼント 子どもの文学 まつお やすこ 作 偕成社 智文庫
913 かくれ里へどうぞ 子どもの文学 水谷 章三 作 偕成社 智文庫
913 四年三組のはた 子どもの文学 宮川 ひろ 著 偕成社 智文庫
913 先生のつうしんぼ 子どもの文学　Ａ 宮川　ひろ 偕成社 読書センター
913 おとうさんのつうしんぼ 子どもの文学 宮川 ひろ 作 偕成社 智文庫
913 おとうさんのおんぶ 子どもの文学 宮川 ひろ 作 偕成社 智文庫
913 子犬の名はチロル 子どもの文学 柚木 象吉 作 偕成社 智文庫
913 ごむねん山のだんじょうぎつね 子どもの文学 柚木 象吉 著 偕成社 智文庫
913 ぼく・わたしの六年二組 子どもの文学 吉田 とし 著 偕成社 智文庫
913 ぴかぴかぷつん 川端 誠 作 文化出版局 智文庫
913 ひこいちとんちばなし せかいの名作ぶんこ 大蔵 宏之 ぶん 金の星社 智文庫
913 さるかに せかいの名作ぶんこ 三越 左千夫 文 金の星社 智文庫
913 にほんむかしばなし せかいの名作ぶんこ 三越 左千夫 著 金の星社 智文庫
913 きっちょむさん せかいの名作ぶんこ 森 いたる ぶん 金の星社 智文庫
913 いっきゅうさん せかいの名作ぶんこ 森 いたる ぶん 金の星社 智文庫
913 あまんじゃくがやってきた あたらしい創作童話 いわま まりこ 作 岩崎書店 智文庫
913 ねこはおふろがだいきらい あたらしい創作童話 宇野 和子 作・絵 岩崎書店 智文庫
913 おはよう白い馬 あたらしい創作童話 加藤 多一 作 岩崎書店 智文庫
913 泣くなつちのこ あたらしい創作童話 北川 幸比古 作 岩崎書店 智文庫
913 とびうおルルンのぼうけん あたらしい創作童話 久保 喬 作 岩崎書店 智文庫
913 ふしぎなごきげん草 あたらしい創作童話 木暮 正夫 作 岩崎書店 智文庫
913 おれたち　先生の同級生 あたらしいＳＦ童話 斎藤 晴輝 作 岩崎書店 智文庫
913 自由くんの宇宙せんそう あたらしいＳＦ童話 北川 幸比古 作 岩崎書店 智文庫
913 空からきた子 あたらしい創作童話 斎藤 田鶴子 文 岩崎書店 智文庫
913 学校で泣いたことある？ あたらしい創作童話 末吉　暁子　 岩崎書店 智文庫
913 ぼくとたまご あたらしい創作童話 たかし よいち 作 岩崎書店 智文庫
913 ポレにきたはがき あたらしい創作童話 寺村 輝夫 作 岩崎書店 智文庫
913 きえた火星ロボット あたらしい創作童話 中尾 明 作 岩崎書店 智文庫
913 さいならヘイちゃん あたらしい創作童話 中島 ヒロ子 作 岩崎書店 智文庫
913 こんや円盤がやってくる あたらしい創作童話 福島 正実 作 岩崎書店 智文庫
913 ぶたのブリアン大かつやく あたらしい創作童話 堀尾 青史 作 岩崎書店 智文庫
913 ブトシくん あたらしい創作童話 山下 夕美子 作 岩崎書店 智文庫
913 すっとび三太とさびぃんぼ あたらしい創作童話 吉橋 通夫 作 岩崎書店 智文庫
913 とのさまと　二ひきの　たい 創作こども文庫 おおかわ えっせい さく 偕成社 智文庫
913 ちょうじゃどんとさくらの木 創作こども文庫 大川 悦生 作 偕成社 智文庫
913 桃の木長者 理論社名作の愛蔵版 吉田 タキノ 作 理論社 智文庫
913 さるかに 講談社の絵本 岩崎 京子 文 講談社 智文庫
913 いっすんぼうし 講談社の絵本 今西 祐行 ぶん 講談社 智文庫
913 こぶとりじいさん 講談社の絵本 西郷 竹彦 文 講談社 智文庫
913 てんぐのかくれみの 講談社の絵本 竹崎 有斐 文 講談社 智文庫
913 かぐやひめ 講談社の絵本 田辺 聖子 文 講談社 智文庫
913 うらしまたろう 講談社の絵本 谷 真介 文 講談社 智文庫
913 つるの恩がえし 講談社の絵本 西本 鶏介 文 講談社 智文庫
913 かもとりごんべえ 講談社の絵本 舟崎 克彦 文 講談社 智文庫
913 ちからたろう 講談社の絵本 水谷 章三 文 講談社 智文庫
913 かちかちやま せかいの名作ぶんこ 若林 利代 ぶん 金の星社 智文庫
913 おかあさんのつうしんぼ 子どもの文学 宮川 ひろ 作 偕成社 智文庫
913 ブルー・トレイン 前田 克也 作 文化出版局 智文庫
913 みんな友だち１年生 神戸 淳吉 〔ほか〕著 あすなろ書房 智文庫
913 みんな友だち２年生 神戸 淳吉 〔ほか〕著 あすなろ書房 智文庫
913 みんな友だち３年生 神戸 淳吉 〔ほか〕著 あすなろ書房 智文庫
913 みんな友だち４年生 神戸 淳吉 〔ほか〕著 あすなろ書房 智文庫
913 みんな友だち５年生 神戸 淳吉 〔ほか〕著 あすなろ書房 智文庫
913 みんな友だち６年生 神戸 淳吉 〔ほか〕著 あすなろ書房 智文庫
913 走りぬけて 風 わくわくライブラリー 伊沢 由美子 作 講談社 読書センター
913 山のいのち えほんはともだち 立松 和平 作 ポプラ社 読書センター
913 山のいのち えほんはともだち 立松 和平 作 ポプラ社 読書センター
913 山のいのち えほんはともだち 立松 和平 作 ポプラ社 読書センター
913 山のいのち えほんはともだち 立松 和平 作 ポプラ社 読書センター
913 山のいのち えほんはともだち 立松 和平 作 ポプラ社 読書センター



913 山のいのち えほんはともだち 立松 和平 作 ポプラ社 ２年生教室
913 山のいのち えほんはともだち 立松 和平 作 ポプラ社 読書センター
913 山のいのち えほんはともだち 立松 和平 作 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらのカマキリくん 創作どうわ いずみだ まきこ 文 童心社 ４年生教室
913 ねこいるといいなあ こみねのえほん さの ようこ さく・え 小峰書店 読セ（絵本）
913 ねこいるといいなあ こみねのえほん さの ようこ さく・え 小峰書店 読セ（絵本）
913 ねこいるといいなあ こみねのえほん さの ようこ さく・え 小峰書店 読セ（絵本）
913 ねこいるといいなあ こみねのえほん さの ようこ さく・え 小峰書店 １年生教室
913 ねこいるといいなあ こみねのえほん さの ようこ さく・え 小峰書店 読セ（絵本）
913 ねこいるといいなあ こみねのえほん さの ようこ さく・え 小峰書店 読セ（絵本）
913 ねこいるといいなあ こみねのえほん さの ようこ さく・え 小峰書店 読セ（絵本）
913 ねこいるといいなあ こみねのえほん さの ようこ さく・え 小峰書店 読セ（絵本）
913 ズッコケ三人組の大研究 評論・児童文学の作家たち石井 直人 編 ポプラ社 読書センター
913 くまの子ウーフのかいすいよく くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 日本民話選 岩波少年文庫 木下 順二 作 岩波書店 読書センター
913 古事記物語 岩波少年文庫 福永 武彦 作 岩波書店 読書センター
913 サアカスの馬・童謡 講談社 読書センター
913 ウミヒコヤマヒコ 講談社 読書センター
913 現代児童文学傑作選２ 講談社 読書センター
913 ちいさこべ・山月記 講談社 読書センター
913 炎の中のコンテスト 新日本少年少女の文学 山脇 あさ子 著 新日本出版社 読書センター
913 まけるな、おかあさん シリーズ平和の風 山田 あおい 作 汐文社 読書センター
913 まけるな、おかあさん シリーズ平和の風 山田 あおい 作 汐文社 読書センター
913 まほうつかいのなんきょくさん どうわがいっぱい 山下 明生 作 講談社 読書センター
913 ひょろびりのももひき らくご文庫 柳家 弁天 作 太平出版社 読書センター
913 おしりをつねってくれ らくご文庫 柳家 弁天 作 太平出版社 読書センター
913 たべられるおなら らくご文庫 柳家 弁天 作 太平出版社 閉架
913 ちきゅうをいれるおけ らくご文庫 柳家 弁天 作 太平出版社 閉架
913 原爆の火の長い旅 山口 勇子 著 新日本出版社 読書センター
913 おこりじぞう 新日本おはなし文庫 山口 勇子 さく 新日本出版社 読書センター
913 かあさんの野菊 新日本創作少年少女文学 山口 勇子 著 新日本出版社 読書センター
913 スカーフは青だ 新日本創作少年少女文学 山口 勇子 著 新日本出版社 読書センター
913 人形マリー 新日本少年少女の文学 山口 勇子 著 新日本出版社 読書センター
913 イワキチ目をさます 新日本おはなし文庫 山口 勇子 さく 新日本出版社 読書センター
913 がんばれコーサク！ 福音館創作童話シリーズ わたなべ しげお さく 福音館書店 読書センター
913 ヨーゼフのもうじゅうがり 福音館創作童話シリーズ わたなべ しげお さく 福音館書店 読書センター
913 少年倶楽部のなぞ シリーズ平和の風 吉橋 通夫 作 汐文社 読書センター
913 少年倶楽部のなぞ シリーズ平和の風 吉橋 通夫 作 汐文社 読書センター
913 少年倶楽部のなぞ シリーズ平和の風 吉橋 通夫 作 汐文社 読書センター
913 銀河鉄道の夜 講談社 読書センター
913 ぬちどぅたから 真鍋 和子 作 汐文社 読書センター
913 ぬちどぅたから 真鍋 和子 作 汐文社 読書センター
913 ぬちどぅたから 真鍋 和子 作 汐文社 読書センター
913 風のむらから　さわこ シリーズ平和の風 マオ アキラ 作 汐文社 読書センター
913 風のむらから　さわこ シリーズ平和の風 マオ アキラ 作 汐文社 読書センター
913 くしゃみくしゃみ天のめぐみ 福音館創作童話シリーズ 松岡 享子 作 福音館書店 読書センター
913 峠をこえたふたりの夏 あかね創作文学シリーズ 三輪 裕子 著 あかね書房 読書センター
913 峠をこえたふたりの夏 あかね創作文学シリーズ 三輪 裕子 著 あかね書房 読書センター
913 峠をこえたふたりの夏 あかね創作文学シリーズ 三輪 裕子 著 あかね書房 読書センター
913 峠をこえたふたりの夏 あかね創作文学シリーズ 三輪 裕子 著 あかね書房 読書センター
913 峠をこえたふたりの夏 あかね創作文学シリーズ 三輪 裕子 著 あかね書房 読書センター
913 峠をこえたふたりの夏 あかね創作文学シリーズ 三輪 裕子 著 あかね書房 読書センター
913 峠をこえたふたりの夏 あかね創作文学シリーズ 三輪 裕子 著 あかね書房 読書センター
913 峠をこえたふたりの夏 あかね創作文学シリーズ 三輪 裕子 著 あかね書房 ４年生教室
913 峠をこえたふたりの夏 あかね創作文学シリーズ 三輪 裕子 著 あかね書房 読書センター
913 ノンフィクション名作選 講談社 読書センター
913 現代児童文学傑作選 講談社 読書センター
913 こぶたブンタのシンデレラ どうわがいっぱい 森山 京 作 講談社 読書センター
913 こぶたブンタのネコフンジャッタ どうわがいっぱい 森山 京 作 講談社 読書センター
913 こぶたブンタのチョコレート どうわがいっぱい 森山 京 作 講談社 読書センター
913 ぐみ色の涙 新日本少年少女の文学 最上 一平 作 新日本出版社 読書センター
913 雪わたり 福音館創作童話シリーズ 宮沢 賢治 著 福音館書店 読書センター
913 雪三景・裸の王様 水上勉　ほか 講談社 読書センター
913 潮騒 三島由紀夫 講談社 読書センター
913 ほらふきうそつきものがたり 小さな心の記録シリーズ 椋 鳩十 編 童心社 読書センター
913 はずかしかったものがたり 小さな心の記録シリーズ 椋 鳩十 編 童心社 読書センター
913 いたずらわんぱくものがたり 小さな心の記録シリーズ 椋 鳩十 編 童心社 読書センター
913 さばくの町のＸたんてい どうわがいっぱい 別役 実 作 講談社 読書センター
913 たけくらべ・山椒大夫 樋口一葉　ほか 講談社 読書センター
913 灯ろう シリーズ平和の風 原 のぶ子 作 汐文社 読書センター
913 灯ろう シリーズ平和の風 原 のぶ子 作 汐文社 読書センター
913 灯ろう シリーズ平和の風 原 のぶ子 作 汐文社 読書センター
913 ぼくらハヤブサ探偵団 ひくまの出版創作童話 浜野 卓也 作 ひくまの出版 読書センター
913 かえるのエルタ 福音館創作童話シリーズ 中川 李枝子 さく 福音館書店 読書センター
913 かえるのエルタ 福音館創作童話シリーズ 中川 李枝子 さく 福音館書店 読書センター
913 いやいやえん 福音館創作童話シリーズ 中川 李枝子 さく 福音館書店 読書センター
913 らいおんみどりの日ようび 福音館創作童話シリーズ 中川 李枝子 さく 福音館書店 読書センター
913 おひさまはらっぱ 福音館創作童話シリーズ 中川 李枝子 さく 福音館書店 読書センター
913 三十年目の宝さがし ひくまの出版創作童話 那須 正幹 作 ひくまの出版 読書センター
913 ももいろのきりん 福音館創作童話シリーズ 中川 李枝子 さく 福音館書店 読書センター
913 ごんぎつね おはなし名作絵本 にいみ なんきち ・ぶん ポプラ社 読書センター
913 凧になったお母さん 日本の文学 野坂 昭如 著 金の星社 読書センター
913 吾輩は猫である　上 講談社 読書センター
913 ごんぎつね・夕鶴 講談社 読書センター
913 強力伝・高安犬物語 新田次郎　ほか 講談社 読書センター
913 ぼくのパパはおすもうさん ぼくんちの家族シリーズ 日本児童文学者協会 編 ポプラ社 読書センター
913 かぎばあさんの魔法のかぎ あたらしい創作童話 手島 悠介 作 岩崎書店 ３年生教室
913 かぎばあさんぼうけんの島へ あたらしい創作童話 手島 悠介 作 岩崎書店 ３年生教室
913 にせもののかぎばあさん あたらしい創作童話 手島 悠介 作 岩崎書店 ３年生教室
913 かぎばあさんへのひみつの手紙 あたらしい創作童話 手島 悠介 作 岩崎書店 ３年生教室
913 かぎばあさんのサンタクロース あたらしい創作童話 手島 悠介 作 岩崎書店 閉架
913 かぎばあさんのマンガ教室 あたらしい創作童話 手島 悠介 作 岩崎書店 ３年生教室
913 かぎばあさんのことわざ教室 あたらしい創作童話 手島 悠介 作 岩崎書店 ３年生教室
913 三塁打だよ、かぎばあさん あたらしい創作童話 手島 悠介 作 岩崎書店 ３年生教室
913 かぎばあさんアメリカへいく あたらしい創作童話 手島 悠介 作 岩崎書店 ３年生教室
913 かぎばあさんは名探偵 あたらしい創作童話 手島 悠介 作 岩崎書店 ３年生教室
913 やぎが育てた赤ん坊 シリーズ平和の風 土屋 美智子 作 汐文社 読書センター
913 二十四の瞳 日本の文学 壷井 栄 著 金の星社 読書センター
913 ぞうをください 新・創作えぶんこ 鶴見 正夫 作 金の星社 読書センター
913 ひとりぼっちのぞう 新・創作えぶんこ 鶴見 正夫 作 金の星社 ４年生教室
913 サーカスのぞう 新・創作えぶんこ 鶴見 正夫 作 金の星社 読書センター
913 やぎが育てた赤ん坊 シリーズ平和の風 土屋 美智子 作 汐文社 読書センター
913 やぎが育てた赤ん坊 シリーズ平和の風 土屋 美智子 作 汐文社 ４年生教室
913 ガラスのうさぎ 現代・創作児童文学 高木 敏子 著 金の星社 読書センター
913 ビルマの竪琴 日本の文学 竹山 道雄 著 金の星社 読書センター
913 ビルマの竪琴 竹山道雄 講談社 読書センター
913 走れメロス・山椒魚 太宰治・井伏鱒二 講談社 読書センター
913 だれ？ どうわがいっぱい 谷川 俊太郎 作 講談社 読書センター
913 小さな王国・海神丸 谷崎潤一郎　ほか 講談社 読書センター
913 ふしぎなかぎばあさん あたらしい創作童話 手島 悠介 作 岩崎書店 ３年生教室
913 友よ・夏の花・原爆詩 日本の文学 林 京子 〔ほか〕著 金の星社 読書センター
913 ガンバとカワウソの冒険 斎藤 惇夫 作 岩波書店 読書センター
913 歌のとどく日 新日本創作少年少女文学 広島児童文学研究会 著 新日本出版社 読書センター
913 白い町ヒロシマ 現代・創作児童文学 木村 靖子 作 金の星社 読書センター
913 ひなげしの里 シリーズ平和の風 岡崎 ひでたか 作 汐文社 読書センター
913 ヒロシマの夏 いっしょうけんめい物語 子どもと文学の会 編 国土社 読書センター
913 きのこのおどり 新日本おはなし文庫 来栖 良夫 さく 新日本出版社 読書センター



913 八月の少女たち 新日本少年少女の文学 大野 允子 著 新日本出版社 読書センター
913 ヒロシマの火 新日本おはなし文庫 山口 勇子 さく 新日本出版社 閉架
913 かよこ桜 新日本おはなし文庫 山本 典人 さく 新日本出版社 読書センター
913 とうさん、ぼく戦争をみたんだ 新日本少年少女の文学 安藤 美紀夫 著 新日本出版社 読書センター
913 わたしのヒロシマ 森本 順子 作・絵 金の星社 読書センター
913 おこりじぞう 山口 勇子 原作 金の星社 読書センター
913 ひとりぼっちのロビンフッド きみとぼくの本 飯田 栄彦 作 理論社 読書センター
913 ひとりぼっちのロビンフッド きみとぼくの本 飯田 栄彦 作 理論社 ４年生教室
913 ひとりぼっちのロビンフッド きみとぼくの本 飯田 栄彦 作 理論社 読書センター
913 ひとりぼっちのロビンフッド きみとぼくの本 飯田 栄彦 作 理論社 読書センター
913 ひとりぼっちのロビンフッド きみとぼくの本 飯田 栄彦 作 理論社 読書センター
913 ひとりぼっちのロビンフッド きみとぼくの本 飯田 栄彦 作 理論社 読書センター
913 ひとりぼっちのロビンフッド きみとぼくの本 飯田 栄彦 作 理論社 読書センター
913 ひとりぼっちのロビンフッド きみとぼくの本 飯田 栄彦 作 理論社 読書センター
913 ひとりぼっちのロビンフッド きみとぼくの本 飯田 栄彦 作 理論社 読書センター
913 雨ふりの日に読む本 きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 偕成社 読書センター
913 うそをついた日に読む本 きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 偕成社 読書センター
913 明日をさがせ シリーズ平和の風 上原 孝一郎 作 汐文社 読書センター
913 明日をさがせ シリーズ平和の風 上原 孝一郎 作 汐文社 読書センター
913 明日をさがせ シリーズ平和の風 上原 孝一郎 作 汐文社 読書センター
913 夏の記憶 シリーズ平和の風 丘 修三 作 汐文社 読書センター
913 プーテルとぼく 大岳 洋子 さく 福音館書店 読書センター
913 ざりがにのおうさままっかちん おおとも やすお さく 福音館書店 読書センター
913 木は生きかえった 新日本少年少女の文学 大川 悦生 作 新日本出版社 読書センター
913 ながさきの子うま 新日本おはなし文庫 大川 悦生 さく 新日本出版社 読書センター
913 思い出のトランク 愛と心のシリーズ 岡野 薫子 作・絵 ポプラ社 読書センター
913 少年少女日本文学館１９ 大岡昇平 講談社 読書センター
913 野火 日本の文学 大岡 昇平 著 金の星社 読書センター
913 うしろの正面だあれ 文学の扉 海老名 香葉子 著 金の星社 読書センター
913 野うさぎ村の戦争 新日本少年少女の文学 植松 要作 著 新日本出版社 読書センター
913 犬の消えた日 文学の扉 井上 こみち 作 金の星社 読書センター
913 少年少女日本文学館６ 講談社 読書センター
913 きのうのわたしにさようなら 愛と心のシリーズ 赤木 由子 作 ポプラ社 読書センター
913 おおきなおおきなおいも 福音館創作童話シリーズ 赤羽 末吉 さく・え 福音館書店 読書センター
913 まよいご一年生 どうわがいっぱい あまん きみこ 作 講談社 読書センター
913 みちくさ一年生 どうわがいっぱい あまん きみこ 作 講談社 読書センター
913 るすばん一年生 どうわがいっぱい あまん きみこ 作 講談社 読書センター
913 おっこちゃんとタンタンうさぎ あまん きみこ さく 福音館書店 読書センター
913 ふしぎな青いボタン ひくまの出版幼年絵本シリーズ安房 直子 作 ひくまの出版 読書センター
913 わるくちのすきな女の子 童話の海 安房 直子 作 ポプラ社 読書センター
913 そよ風とわたし おはなし名作絵本 今江 祥智 文 ポプラ社 ２年生教室
913 夏の記憶 シリーズ平和の風 丘 修三 作 汐文社 読書センター
913 少年少女日本文学館１８ 井上靖 講談社 読書センター
913 少年少女日本文学館２２ 井上ひさし 講談社 読書センター
913 少年少女日本文学１１ 川端康成 講談社 読書センター
913 金色のクジラ 岸川 悦子 作 ひくまの出版 読書センター
913 夕やけ色のトンネルで 童話の城 北原 宗積 作 岩崎書店 読書センター
913 夕やけ色のトンネルで 童話の城 北原 宗積 作 岩崎書店 読書センター
913 夕やけ色のトンネルで 童話の城 北原 宗積 作 岩崎書店 ４年生教室
913 夕やけ色のトンネルで 童話の城 北原 宗積 作 岩崎書店 読書センター
913 夕やけ色のトンネルで 童話の城 北原 宗積 作 岩崎書店 ４年生教室
913 魔女ジロリ先生のなみだ ひくまの出版創作童話 木村 桂子 作 ひくまの出版 読書センター
913 犬とみなし子 新日本おはなし文庫 久保 喬 さく 新日本出版社 読書センター
913 コロッケ天使 学研の新・創作シリーズ 上条 さなえ 作 学研 読書センター
913 コロッケ天使 学研の新・創作シリーズ 上条 さなえ 作 学研 読書センター
913 コロッケ天使 学研の新・創作シリーズ 上条 さなえ 作 学研 読書センター
913 コロッケ天使 学研の新・創作シリーズ 上条 さなえ 作 学研 ３年生教室
913 コロッケ天使 学研の新・創作シリーズ 上条 さなえ 作 学研 ４年生教室
913 コロッケ天使 学研の新・創作シリーズ 上条 さなえ 作 学研 ３年生教室
913 てんこうせいのてんとう虫 どうわがいっぱい 後藤 竜二 作 講談社 読書センター
913 九月の口伝 シリーズ平和の風 後藤 竜二 作 汐文社 読書センター
913 九月の口伝 シリーズ平和の風 後藤 竜二 作 汐文社 読書センター
913 九月の口伝 シリーズ平和の風 後藤 竜二 作 汐文社 読書センター
913 まっ黒なおべんとう 新日本にじの文学 児玉 辰春 作 新日本出版社 読書センター
913 よっちゃんのビー玉 新日本子ども図書館 児玉 辰春 作 新日本出版社 読書センター
913 少年の目 新日本少年少女の文学 黒藪 次男 作 新日本出版社 読書センター
913 けんかをした日に読む本 きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 偕成社 読書センター
913 学校に行きたくない日に読む本 きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 偕成社 読書センター
913 遠くへ行きたい日に読む本 きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 偕成社 読書センター
913 ねる前に読む本 きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 偕成社 読書センター
913 音楽をききながら読む本 きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 偕成社 読書センター
913 おかあさんがいない日に読む本 きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 偕成社 読書センター
913 かぜをひいた日に読む本 きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 偕成社 読書センター
913 わすれものをした日に読む本 きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 偕成社 読書センター
913 テストの前の日に読む本 きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 偕成社 読書センター
913 動物といっしょに読む本 きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 偕成社 読書センター
913 八月の最終列車 新日本少年少女の文学 古世古 和子 著 新日本出版社 読書センター
913 やぎといじっぱり 童話の海 後藤 竜二 作 ポプラ社 読書センター
913 魔女ヘックの初恋 ひくまの出版創作童話 木村 桂子 作 ひくまの出版 読書センター
913 絵で見るたのしい古典１ 学研 読書センター
913 絵で見るたのしい古典３ 学研 読書センター
913 絵で見るたのしい古典４ 学研 読書センター
913 絵で見るたのしい古典５ 学研 読書センター
913 絵で見るたのしい古典６ 学研 読書センター
913 絵で見るたのしい古典７ 学研 読書センター
913 絵で見るたのしい古典８ 学研 読書センター
913 お日さま　はだかんぼ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 １年生教室
913 となりのせきのますだくん えほんとなかよし 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 さようならカバくん 早乙女 勝元 原作 金の星社 読セ（絵本）
913 ウーフはあかちゃんみつけたよ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 １年生教室
913 えんぴつびな 絵本のおくりもの 長崎 源之助 作 金の星社 読セ（絵本）
913 さいこうのおくりもの ひくまの出版幼年絵本シリーズ立原 えりか 作 ひくまの出版 読セ（絵本）
913 手と手をこするとあつくなる ひくまの出版幼年えほんシリーズ鈴木 志郎康 詩 ひくまの出版 読セ（絵本）
913 まほうはないしょでかけようね ひくまの出版幼年絵本シリーズ末吉　暁子　 ひくまの出版 読セ（絵本）
913 ふしぎなパーティー屋さん ひくまの出版幼年絵本シリーズさとう まきこ 作 ひくまの出版 読セ（絵本）
913 かまくらかまくらゆきのいえ ひくまの出版幼年絵本シリーズあまん きみこ 作 ひくまの出版 読セ（絵本）
913 たっちゃんと　でんしんばしら ひくまの出版幼年絵本シリーズ佐藤 さとる 作 ひくまの出版 読セ（絵本）
913 ぼくは一ねんせいだぞ！ 絵本・ちいさななかまたち 福田 岩緒 作 童心社 読セ（絵本）
913 ぼくは一ねんせいだぞ！ 絵本・ちいさななかまたち 福田 岩緒 作 童心社 読セ（絵本）
913 お月さんはきつねがすき？ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 １年生教室
913 まいごのまいごのフーとクー くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 さよならジャンせんちょう こころのどうわ 赤根 祥道 作 岩崎書店 読セ（絵本）
913 おばあちゃんのかつどんや こころのどうわ 赤根 祥道 作 岩崎書店 ２年生教室
913 かみさまにおねがい こころのどうわ 赤根 祥道 作 岩崎書店 １年生教室
913 ありがとうのパンやさん こころのどうわ 赤根 祥道 作 岩崎書店 ２年生教室
913 くるまいすのおにいちゃん こころのどうわ 赤根 祥道 作 岩崎書店 読セ（絵本）
913 ひみつのゆきかき こころのどうわ 赤根 祥道 作 岩崎書店 読セ（絵本）
913 おかあさんのにおい こころのどうわ 赤根 祥道 作 岩崎書店 ２年生教室
913 やくそくの２５メートル こころのどうわ 赤根 祥道 作 岩崎書店 読セ（絵本）
913 一つの花 おはなし名作絵本 今西 祐行 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 きつねの窓 おはなし名作絵本 安房 直子 文 ポプラ社 ２年生教室
913 山ねこおことわり おはなし名作絵本 あまん きみこ 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 空気がなくなる日 おはなし名作絵本 岩倉 政治 文 ポプラ社 ２年生教室
913 かあさんのうた おはなし名作絵本 大野 允子 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 黒いちょう おはなし名作絵本 松谷 みよ子 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 おにたのぼうし おはなし名作絵本 あまん きみこ ・ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 小さな青い馬 おはなし名作絵本 いまえ よしとも 文 ポプラ社 読セ（絵本）



913 わにのバンポ おはなし名作絵本 おおいし まこと ・ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 むささび星 おはなし名作絵本 いまにし すけゆき ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 サーカスのライオン おはなし名作絵本 川村 たかし 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ヌーチェの水おけ おはなし名作絵本 かんざわ としこ ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 かたあしだちょうのエルフ おはなし名作絵本 おのき がく 　ぶん・え ポプラ社 読セ（絵本）
913 少年と子だぬき おはなし名作絵本 佐々木 たづ 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 おきなぐさ／いちょうの実 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読セ（絵本）
913 よだかの星 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 やまなし 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 セロ弾きのゴーシュ 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 虔十公園林 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 手ぶくろを買いに 日本の童話名作選 新美 南吉 作 偕成社 読セ（絵本）
913 きょうからおしごと 七尾 純 文 好学社 読セ（絵本）
913 日曜日の歌 長谷川 集平 絵・文 好学社 読セ（絵本）
913 くまさんにあげる くまのえほん 神沢 利子 ぶん 童心社 読セ（絵本）
913 さかさまライオン 絵本・ちいさななかまたち 内田 麟太郎 文 童心社 読セ（絵本）
913 えのすきなねこさん にしまき かやこ さく 童心社 読セ（絵本）
913 １４ひきのおつきみ いわむら かずお さく 童心社 読セ（絵本）
913 あかいてぶくろ 童心社の絵本 中尾 彰 作 童心社 １年生教室
913 アイウエ王とカキクケ公 童心社の絵本 三芳 悌吉 文と絵 童心社 読セ（絵本）
913 にちよういち 童心社の絵本 西村 繁男 作 童心社 読セ（絵本）
913 さかなにはなぜしたがない くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 １年生教室
913 あかいそりにのったウーフ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 １年生教室
913 おかあさん　おめでとう くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 １年生教室
913 ロボット・カミイ 福音館創作童話シリーズ 古田 足日 さく 福音館書店 読書センター
913 きつね三吉 日本の童話名作選 佐藤 さとる 作 偕成社 読セ（むかし話）
913 そこなし森の話 日本の童話名作選 佐藤 さとる 作 偕成社 読セ（むかし話）
913 月夜のでんしんばしら 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 火の鳥 創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店 読セ（むかし話）
913 モチモチの木 創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店 読セ（絵本）
913 半日村 創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店 ２年生教室
913 ひばりの矢 創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店 読セ（むかし話）
913 花さき山 ものがたり絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店 読セ（むかし話）
913 ユとムとヒ 岩崎創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店 読セ（むかし話）
913 かみなりむすめ 岩崎創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店 読セ（絵本）
913 ソメコとオニ 岩崎創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店 読セ（むかし話）
913 かえるのあまがさ 与田準一おはなしえほん 那須 良輔 画 童心社 読セ（絵本）
913 はらだちごんべ おはなし名作絵本 舟崎 克彦 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ばんどりだいこ おはなし名作絵本 みやした かずお ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 妹 現代・創作児童文学 小中沢 小夜子 著 金の星社 読書センター
913 さようならカバくん 早乙女 勝元 作 金の星社 読書センター
913 とべとべひよこ 早乙女 勝元 作 金の星社 読書センター
913 やまぐにほいくえん 福音館創作童話シリーズ 征矢 清 さく 福音館書店 読書センター
913 なつのしっぽ どうわがいっぱい 椎名 誠 作 講談社 読書センター
913 おふろかいじゅうカルルス どうわがいっぱい 斉藤 洋 作 講談社 読書センター
913 ケロンパ先生大すき いっしょうけんめい物語 子どもと文学の会 編 国土社 読書センター
913 やまぐちくんはビリか？ いっしょうけんめい物語 子どもと文学の会 編 国土社 読書センター
913 のれたぞ！一輪車 いっしょうけんめい物語 子どもと文学の会 編 国土社 読書センター
913 二倍でファイト！ いっしょうけんめい物語 子どもと文学の会 編 国土社 読書センター
913 泣きむしバンユウめい探偵 ひくまの出版創作童話 清水 達也 作 ひくまの出版 読書センター
913 家出ねこのなぞ 新日本にじの文学 古世古 和子 作 新日本出版社 閉架
913 かさこじぞうの秘密 新日本少年少女の文学 下嶋 哲朗 作・絵 新日本出版社 読書センター
913 ふりむけば風のなかに 新日本少年少女の文学 香山 美子 著 新日本出版社 読書センター
913 白い鳥 おはなし名作絵本 椋 鳩十 文 ポプラ社 読書センター
913 少年少女日本文学館３ 講談社 読書センター
913 少年少女日本文学館５ 講談社 読書センター
913 少年少女日本文学館２５ 講談社 読書センター
913 魔女ばあちゃんをおえ！ 新日本にじの文学 白根 厚子 作 新日本出版社 読書センター
913 ひなげしの里 シリーズ平和の風 岡崎 ひでたか 作 汐文社 読書センター
913 まけるな、おかあさん シリーズ平和の風 山田 あおい 作 汐文社 読書センター
913 お父さんのかさはこの子です ひくまの出版幼年絵本シリーズ山下 明生 作 ひくまの出版 読セ（絵本）
913 どんぐりと山猫 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 読書センター
913 ズッコケ三人組の大研究 評論・児童文学の作家たち石井 直人 編 ポプラ社 読書センター
913 見えない絵本 きみとぼくの本 長谷川 集平 作 理論社 読書センター
913 ボク、ただいまレンタル中 新・こども文学館 長崎 源之助 作 ポプラ社 読書センター
913 ボク、ただいまレンタル中 新・こども文学館 長崎 源之助 作 ポプラ社 読書センター
913 ボク、ただいまレンタル中 新・こども文学館 長崎 源之助 作 ポプラ社 ４年生教室
913 ボク、ただいまレンタル中 新・こども文学館 長崎 源之助 作 ポプラ社 ４年生教室
913 ボク、ただいまレンタル中 新・こども文学館 長崎 源之助 作 ポプラ社 読書センター
913 ボク、ただいまレンタル中 新・こども文学館 長崎 源之助 作 ポプラ社 ４年生教室
913 ボク、ただいまレンタル中 新・こども文学館 長崎 源之助 作 ポプラ社 読書センター
913 ボク、ただいまレンタル中 新・こども文学館 長崎 源之助 作 ポプラ社 読書センター
913 ふりむいた友だち きみとぼくの本 高田 桂子 作 理論社 読書センター
913 グリックの冒険 斎藤 惇夫 作 岩波書店 読書センター
913 ガンバとカワウソの冒険 斎藤 惇夫 作 岩波書店 読書センター
913 えんぴつびな 絵本のおくりもの 長崎 源之助 作 金の星社 ２年生教室
913 森は呼んでいる 新創作児童文学 及川 和男 作 岩崎書店 読書センター
913 森は呼んでいる 新創作児童文学 及川 和男 作 岩崎書店 読書センター
913 森は呼んでいる 新創作児童文学 及川 和男 作 岩崎書店 読書センター
913 森は呼んでいる 新創作児童文学 及川 和男 作 岩崎書店 ４年生教室
913 森は呼んでいる 新創作児童文学 及川 和男 作 岩崎書店 読書センター
913 森は呼んでいる 新創作児童文学 及川 和男 作 岩崎書店 読書センター
913 森は呼んでいる 新創作児童文学 及川 和男 作 岩崎書店 読書センター
913 ともだちは海のにおい きみとぼくの本 工藤 直子 作 理論社 読書センター
913 ともだちは緑のにおい きみとぼくの本 工藤 直子 作 理論社 読書センター
913 子うしのハナベエ日記 ひくまの出版創作童話 金田 喜兵衛 作 ひくまの出版 読書センター
913 子うしのハナベエ日記 ひくまの出版創作童話 金田 喜兵衛 作 ひくまの出版 読書センター
913 子うしのハナベエ日記 ひくまの出版創作童話 金田 喜兵衛 作 ひくまの出版 ４年生教室
913 子うしのハナベエ日記 ひくまの出版創作童話 金田 喜兵衛 作 ひくまの出版 読書センター
913 子うしのハナベエ日記 ひくまの出版創作童話 金田 喜兵衛 作 ひくまの出版 読書センター
913 ジャングル・タイム きみとぼくの本 草山 万兎 著 理論社 読書センター
913 教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた５ ポプラ社 読書センター
913 おみせやさん 絵本・ちいさななかまたち かどの えいこ ぶん 童心社 読セ（絵本）
913 おみせやさん 絵本・ちいさななかまたち かどの えいこ ぶん 童心社 ２年生教室
913 おみせやさん 絵本・ちいさななかまたち かどの えいこ ぶん 童心社 読セ（絵本）
913 ケチャップせんせいありがとう えほんとなかよし 舟崎 克彦 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 まっかないちごがまってるよ 絵本のおくりもの 森津 和嘉子 作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 やさしいかぜにさそわれて 絵本のおくりもの 森津 和嘉子 作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 こねこと７にんのこどもたち 絵本のおくりもの 森津 和嘉子 作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 大きなクスノキ 絵本のおくりもの 甲斐 信枝 作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 まいごのペンギンだるま 絵本のおくりもの 渡辺 有一 作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 となりのせきのますだくん えほんとなかよし 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ゾウさんのハブラシ えほんとなかよし 舟崎 克彦 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 パパのくれたおくりもの えほんとなかよし 芭蕉 みどり 作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 にれの町 百田 宗治 詩 金の星社 読セ（絵本）
913 プチプチパンパン１００のくつ 絵本のおくりもの 板倉 美代子 作 金の星社 読セ（絵本）
913 あかちゃんからのおくりもの えほんとなかよし わたなべ リオ 作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 おみせやさん 絵本・ちいさななかまたち かどの えいこ ぶん 童心社 読セ（絵本）
913 絵本　弁慶 絵本のおくりもの 谷 真介 文 金の星社 読セ（絵本）
913 駆けぬけた夏 きみとぼくの本 柴田 隆 作 理論社 読書センター
913 ようちえんにおばけがいるよ 絵本のおくりもの 大川 悦生 作 金の星社 読セ（絵本）
913 そいつの名前ははっぱっぱ きみとぼくの本 上野 瞭 作 理論社 読書センター
913 少年の海 文研じゅべにーる 横山 充男 作 文研出版 ４年生教室
913 少年の海 文研じゅべにーる 横山 充男 作 文研出版 読書センター
913 少年の海 文研じゅべにーる 横山 充男 作 文研出版 ６年生教室
913 少年の海 文研じゅべにーる 横山 充男 作 文研出版 読書センター
913 少年の海 文研じゅべにーる 横山 充男 作 文研出版 ６年生教室



913 少年の海 文研じゅべにーる 横山 充男 作 文研出版 読書センター
913 少年の海 文研じゅべにーる 横山 充男 作 文研出版 読書センター
913 少年の海 文研じゅべにーる 横山 充男 作 文研出版 ６年生教室
913 星のまつり 童心社のジョイブックス 最上 一平 文 童心社 ４年生教室
913 星のまつり 童心社のジョイブックス 最上 一平 文 童心社 読書センター
913 星のまつり 童心社のジョイブックス 最上 一平 文 童心社 読書センター
913 星のまつり 童心社のジョイブックス 最上 一平 文 童心社 読書センター
913 星のまつり 童心社のジョイブックス 最上 一平 文 童心社 読書センター
913 星のまつり 童心社のジョイブックス 最上 一平 文 童心社 読書センター
913 星のまつり 童心社のジョイブックス 最上 一平 文 童心社 ４年生教室
913 ぽっぺん先生と笑うカモメ号 舟崎 克彦 著 筑摩書房 読書センター
913 ぽっぺん先生と星の箱舟 舟崎 克彦 著 筑摩書房 読書センター
913 ぽっぺん先生の動物事典 舟崎 克彦 著 筑摩書房 読書センター
913 ぽっぺん先生とどろの王子 舟崎 克彦 著 筑摩書房 読書センター
913 ぽっぺん先生の日曜日 舟崎 克彦 著 筑摩書房 ５年生教室
913 ぽっぺん先生と帰らずの沼 舟崎 克彦 著 筑摩書房 読書センター
913 ぽっぺん先生　地獄へようこそ 舟崎 克彦 著 筑摩書房 読書センター
913 ウミガメ・ゴンク動物記下 ムツゴロウの図書館 畑 正憲 著 朝日出版社 読書センター
913 星のまつり 童心社のジョイブックス 最上 一平 文 童心社 読書センター
913 ぽっぺん先生のどうぶつ日記１ 舟崎 克彦 作・構成 筑摩書房 ３年生教室
913 ぽっぺん先生のどうぶつ日記２ 舟崎 克彦 作・構成 筑摩書房 ３年生教室
913 ぽっぺん先生のどうぶつ日記３ 舟崎 克彦 作・構成 筑摩書房 ３年生教室
913 ぽっぺん先生のどうぶつ日記４ 舟崎 克彦 作・構成 筑摩書房 ３年生教室
913 ぽっぺん先生のどうぶつ日記６ 舟崎 克彦 作・構成 筑摩書房 ３年生教室
913 ライヤンツーリーのうた たかし よいち 原作 理論社 ４年生教室
913 こまったさんのオムレツ おはなしりょうりきょうしつ 寺村 輝夫 作 あかね書房 ２年生教室
913 こまったさんのグラタン おはなしりょうりきょうしつ 寺村 輝夫 作 あかね書房 ２年生教室
913 王さまうらない大あたり ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さまダイマの手紙 ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 ２年生教室
913 王さまたんけんたい 理論社名作の愛蔵版 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 まほうつかいのチョモチョモ 理論社名作の愛蔵版 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 わすれた王さまうみのなか ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 １年生教室
913 まちがい王さま本になる ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 １年生教室
913 はらぺこ王さま　ふとりすぎ ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 あわてた王さまきしゃにのる ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 １年生教室
913 くやしい王さまがいこつじけん ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 １年生教室
913 王さまパトロール 理論社名作の愛蔵版 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さまばんざい 理論社名作の愛蔵版 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さまなくした時間 ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さまレストラン 理論社名作の愛蔵版 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 ぼくは王さま 理論社名作の愛蔵版 寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913 王さまなぞのピストル ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 ２年生教室
913 王さまゆめのひまわり ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 ２年生教室
913 そっくり王さま　大さわぎ ちいさな王さまシリーズ 寺村 輝夫 作 理論社 １年生教室
913 王さまきえたゆびわ ぼくは王さま 寺村 輝夫 作 理論社 ２年生教室
913 対馬丸 大城 立裕 原作 理論社 読書センター
913 煙突屋ペロー 企画・構成：伊藤正昭 理論社 読書センター
913 １ねん１くみ１とうしょう こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 読書センター
913 １ねん１くみ１ばんおかねもち こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 １年生教室
913 １ねん１くみ１ばんびっくり こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 １年生教室
913 １ねん１くみ１ばんなかよし こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 １年生教室
913 １ねん１くみ１ばんがんばる こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 １年生教室
913 １ねん１くみ１ばんびじん こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 読書センター
913 １ねん１くみ１ばんゆうき こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 １年生教室
913 １ねん１くみもうすぐ春 こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 １年生教室
913 １ねん１くみ１ばんワル こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 読書センター
913 おばけのアッチこどもプールのまき ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 読書センター
913 おばけのアッチ　スーパーマーケットのまき ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 読書センター
913 おばけのソッチぞびぞびぞー ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 読書センター
913 おばけのソッチ１年生のまき ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 読書センター
913 カレーライスはこわいぞ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 読書センター
913 カレーパンでやっつけよう ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 読書センター
913 エビフライをおいかけろ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 読書センター
913 ハンバーグつくろうよ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 読書センター
913 ピザパイくん　たすけてよ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 読書センター
913 ちびっこカムのぼうけん 神沢 利子 原作 理論社 読書センター
913 塾の帰りはおばけ屋敷 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 閉架
913 校庭にうかんだ墓地 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社 閉架
913 大どろぼうくまさん スピカみんなのえほん ふりや かよこ 作 絵 教育画劇 読セ（絵本）
913 大どろぼうくまさん スピカみんなのえほん ふりや かよこ 作 絵 教育画劇 読セ（絵本）
913 大どろぼうくまさん スピカみんなのえほん ふりや かよこ 作 絵 教育画劇 読セ（絵本）
913 大どろぼうくまさん スピカみんなのえほん ふりや かよこ 作 絵 教育画劇 読セ（絵本）
913 大どろぼうくまさん スピカみんなのえほん ふりや かよこ 作 絵 教育画劇 読セ（絵本）
913 だくちるだくちる 日本傑作絵本シリーズ 阪田 寛夫 文 福音館書店 読セ（絵本）
913 アイウエ王とカキクケ公 童心社の絵本 三芳 悌吉 文と絵 童心社 読セ（絵本）
913 たからさがし こどものとも傑作集 なかがわ りえこ 〔作〕 福音館書店 読セ（絵本）
913 サンタクロースってほんとにいるの？ かがくのとも傑作集 てるおか いつこ 文 福音館書店 読セ（絵本）
913 ぐりとぐらとくるりくら こどものとも傑作集 なかがわ りえこ 〔さく〕 福音館書店 読セ（絵本）
913 おしゃべりなたまごやき 日本傑作絵本シリーズ 寺村 輝夫 作 福音館書店 読セ（絵本）
913 ぞうのたまごのたまごやき 日本傑作絵本シリーズ 寺村 輝夫 作 福音館書店 １年生教室
913 わからんちんのココ 日本傑作絵本シリーズ はた たかし 文 福音館書店 読セ（絵本）
913 おふろだいすき 日本傑作絵本シリーズ 松岡 享子 作 福音館書店 読セ（絵本）
913 パトカーのピーすけ 日本傑作絵本シリーズ さがら あつこ さく 福音館書店 読セ（絵本）
913 タンゲくん 日本傑作絵本シリーズ 片山 健 〔作〕 福音館書店 読セ（絵本）
913 おひさまおねがいチチンプイ 日本傑作絵本シリーズ なかがわ りえこ さく 福音館書店 読セ（絵本）
913 あかいてぶくろ 童心社の絵本 中尾 彰 作 童心社 読セ（絵本）
913 あんちゃんのたんぼ 童心社の絵本 梅田 俊作 作 童心社 読セ（絵本）
913 じごくのそうべえ 童心社の絵本 田島 征彦 作 童心社 読セ（絵本）
913 こぎつねコンとこだぬきポン 童心社の絵本 松野 正子 文 童心社 読セ（絵本）
913 星砂のぼうや 童心社の絵本 灰谷 健次郎 文 童心社 読セ（絵本）
913 あつおのぼうけん 童心社のえほん 田島 征彦 作 童心社 読セ（絵本）
913 へんてこ島がありました 童心社の絵本 山下 明生 文 童心社 読セ（絵本）
913 ミドリがひろったふしぎなかさ 童心社の絵本 岡野 かおる子 文 童心社 読セ（絵本）
913 にちよういち 童心社の絵本 西村 繁男 作 童心社 読セ（絵本）
913 ぐりとぐらのえんそく こどものとも傑作集 なかがわ りえこ 〔著〕 福音館書店 読セ（絵本）
913 おばけ煙突のうた 早乙女 勝元 原作 理論社 読書センター
913 正しい暮し方読本 五味 太郎 作 福音館書店 読セ（絵本）
913 ぐりとぐらのかいすいよく こどものとも傑作集 なかがわ りえこ さく 福音館書店 読セ（絵本）
913 ぐりとぐらのおきゃくさま こどものとも傑作集 中川 李枝子 さく 福音館書店 読セ（絵本）
913 天まであがれ 童心社の絵本 斎藤 晴輝 作 童心社 読セ（むかし話）
913 三コ 日本傑作絵本シリーズ 斉藤 隆介 作 福音館書店 読セ（むかし話）
913 八郎 日本傑作絵本シリーズ 斎藤 隆介 作 福音館書店 読セ（むかし話）
913 そらいろのたね こどものとも傑作集 なかがわ りえこ 文 福音館書店 読セ（絵本）
913 こまったさんのラーメン おはなしりょうりきょうしつ 寺村 輝夫 作 あかね書房 ２年生教室
913 海のコウモリ 山下 明生 原作 理論社 読書センター
913 わたし かがくのとも傑作集 谷川 俊太郎 ぶん 福音館書店 読セ（絵本）
913 ゆめをにるなべ スピカの創作童話 茂市 久美子 作 教育画劇 １年生教室
913 ゆめをにるなべ スピカの創作童話 茂市 久美子 作 教育画劇 読書センター
913 ゆめをにるなべ スピカの創作童話 茂市 久美子 作 教育画劇 読書センター
913 ゆめをにるなべ スピカの創作童話 茂市 久美子 作 教育画劇 読書センター
913 ゆめをにるなべ スピカの創作童話 茂市 久美子 作 教育画劇 読書センター
913 ゆめをにるなべ スピカの創作童話 茂市 久美子 作 教育画劇 読書センター
913 キツネ山の夏休み ジョイ・ストリート 富安 陽子 著 あかね書房 読書センター
913 キツネ山の夏休み ジョイ・ストリート 富安 陽子 著 あかね書房 ４年生教室
913 キツネ山の夏休み ジョイ・ストリート 富安 陽子 著 あかね書房 読書センター
913 キツネ山の夏休み ジョイ・ストリート 富安 陽子 著 あかね書房 読書センター
913 キツネ山の夏休み ジョイ・ストリート 富安 陽子 著 あかね書房 ５年生教室



913 キツネ山の夏休み ジョイ・ストリート 富安 陽子 著 あかね書房 ６年生教室
913 サッコがいく 童心社・新創作シリーズ 泉 啓子 作 童心社 読書センター
913 サッコがいく 童心社・新創作シリーズ 泉 啓子 作 童心社 読書センター
913 サッコがいく 童心社・新創作シリーズ 泉 啓子 作 童心社 読書センター
913 サッコがいく 童心社・新創作シリーズ 泉 啓子 作 童心社 読書センター
913 サッコがいく 童心社・新創作シリーズ 泉 啓子 作 童心社 ４年生教室
913 サッコがいく 童心社・新創作シリーズ 泉 啓子 作 童心社 読書センター
913 サッコがいく 童心社・新創作シリーズ 泉 啓子 作 童心社 読書センター
913 オーレ！ぼくらのジェーリーグ 草炎社こども文庫 菊地 ただし 作 草炎社 読書センター
913 オーレ！ぼくらのジェーリーグ 草炎社こども文庫 菊地 ただし 作 草炎社 ２年生教室
913 オーレ！ぼくらのジェーリーグ 草炎社こども文庫 菊地 ただし 作 草炎社 読書センター
913 オーレ！ぼくらのジェーリーグ 草炎社こども文庫 菊地 ただし 作 草炎社 読書センター
913 オーレ！ぼくらのジェーリーグ 草炎社こども文庫 菊地 ただし 作 草炎社 読書センター
913 じごくのそうべえ 童心社の絵本 田島 征彦 作 童心社 読セ（絵本）
913 おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし 松田 素子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし 松田 素子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし 松田 素子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし 松田 素子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし 松田 素子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし 松田 素子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 そうべえごくらくへゆく 童心社の絵本 たじま ゆきひこ 作 童心社 読セ（絵本）
913 そうべえごくらくへゆく 童心社の絵本 たじま ゆきひこ 作 童心社 ２年生教室
913 そうべえごくらくへゆく 童心社の絵本 たじま ゆきひこ 作 童心社 読セ（絵本）
913 そうべえごくらくへゆく 童心社の絵本 たじま ゆきひこ 作 童心社 読セ（絵本）
913 そうべえごくらくへゆく 童心社の絵本 たじま ゆきひこ 作 童心社 読セ（絵本）
913 じごくのそうべえ 童心社の絵本 田島 征彦 作 童心社 読セ（絵本）
913 じごくのそうべえ 童心社の絵本 田島 征彦 作 童心社 読書センター
913 いればをしたロバの話 フォア文庫 今西 祐行 作 金の星社 読書センター
913 約束の庭 心にのこる文学 ゆうき えみ 作 ポプラ社 読書センター
913 ふたりのイーダ 子どもの文学傑作選 松谷 みよ子 著 講談社 読書センター
913 竜の子太郎 子どもの文学傑作選 松谷 みよ子 著 講談社 読書センター
913 かんすけさんとふしぎな自転車 子どもの本 松野 正子 作 大日本図書 ３年生教室
913 かんすけさんとふしぎな自転車 子どもの本 松野 正子 作 大日本図書 ３年生教室
913 かんすけさんとふしぎな自転車 子どもの本 松野 正子 作 大日本図書 読書センター
913 かんすけさんとふしぎな自転車 子どもの本 松野 正子 作 大日本図書 ３年生教室
913 かんすけさんとふしぎな自転車 子どもの本 松野 正子 作 大日本図書 読書センター
913 かんすけさんとふしぎな自転車 子どもの本 松野 正子 作 大日本図書 読書センター
913 帰ってきたナチ 学研の新・創作シリーズ 水上 美佐雄 作 学研 ４年生教室
913 帰ってきたナチ 学研の新・創作シリーズ 水上 美佐雄 作 学研 読書センター
913 帰ってきたナチ 学研の新・創作シリーズ 水上 美佐雄 作 学研 読書センター
913 あのこにあえた あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作 あかね書房 読書センター
913 クレヨン王国いちご村 児童文学創作シリーズ 福永 令三 著 講談社 ５年生教室
913 クレヨン王国七つの森 児童文学創作シリーズ 福永 令三 著 講談社 ５年生教室
913 クレヨン王国なみだ物語 児童文学創作シリーズ 福永 令三 著 講談社 ５年生教室
913 クレヨン王国のパトロール隊長 児童文学創作シリーズ 福永 令三 著 講談社 ５年生教室
913 クレヨン王国の花ウサギ 児童文学創作シリーズ 福永 令三 著 講談社 ５年生教室
913 クレヨン王国の白いなぎさ 児童文学創作シリーズ 福永 令三 著 講談社 ５年生教室
913 オレの父ちゃん、ボクサーなんだ！ 童話の海 広畑 澄人 作 ポプラ社 読書センター
913 さぎ師たちの空 心にのこる文学 那須 正幹 作 ポプラ社 読書センター
913 おとうさん、やくそくだよ 新・創作えぶんこ 西本 鶏介 作 金の星社 読書センター
913 ふうちゃんのハーモニカ ひくまの出版創作童話 西野 綾子 作 ひくまの出版 ４年生教室
913 ふうちゃんのハーモニカ ひくまの出版創作童話 西野 綾子 作 ひくまの出版 読書センター
913 さち子と白いきつね 童話の海 堤 亮二 作 ポプラ社 読書センター
913 いく子の町 福音館創作童話シリーズ 筒井 頼子 作 福音館書店 読書センター
913 ぞうをください 新・創作えぶんこ 鶴見 正夫 作 金の星社 読書センター
913 うそつきテンボ 新・創作えぶんこ 寺村 輝夫 作 金の星社 読書センター
913 ふしぎなアイスクリーム 新・創作えぶんこ 手島 悠介 作 金の星社 読書センター
913 ご用心だ！ねこねこユーカイ 高橋町子 ポプラ社
913 うたってよ、わたしのために 心にのこる文学 立原 えりか 作 ポプラ社 読書センター
913 沖縄少年漂流記 現代・創作児童文学 谷 真介 著 金の星社 読書センター
913 はねのあるキリン かいぞくポケット 寺村 輝夫 作 あかね書房 ２年生教室
913 のろわれたたまご かいぞくポケット 寺村 輝夫 作 あかね書房 ２年生教室
913 魔女のワナムケ かいぞくポケット 寺村 輝夫 作 あかね書房 ２年生教室
913 海の女王のわな かいぞくポケット 寺村 輝夫 作 あかね書房 ２年生教室
913 人魚となぞの木 かいぞくポケット 寺村 輝夫 作 あかね書房 ２年生教室
913 二十四の瞳 日本の文学 壷井 栄 著 金の星社 読書センター
913 帰ってきたナチ 学研の新・創作シリーズ 水上 美佐雄 作 学研 ４年生教室
913 帰ってきたナチ 学研の新・創作シリーズ 水上 美佐雄 作 学研 読書センター
913 帰ってきたナチ 学研の新・創作シリーズ 水上 美佐雄 作 学研 読書センター
913 ふうちゃんのハーモニカ ひくまの出版創作童話 西野 綾子 作 ひくまの出版 読書センター
913 ふうちゃんのハーモニカ ひくまの出版創作童話 西野 綾子 作 ひくまの出版 閉架
913 あやうしポケット かいぞくポケット 寺村 輝夫 作 あかね書房 ２年生教室
913 ふうちゃんのハーモニカ ひくまの出版創作童話 西野 綾子 作 ひくまの出版 閉架
913 虹をみた日 心にのこる文学 大野 允子 作 ポプラ社 読書センター
913 あほうどり 児童図書館・文学の部屋 今村 葦子 著 評論社 読書センター
913 良夫とかな子 児童図書館・文学の部屋 今村 葦子 著 評論社 読書センター
913 ２年２くみのがんばりゆかちゃん 新・創作えぶんこ 赤木 由子 作 金の星社 ２年生教室
913 友だち貸します 心にのこる文学 石原 てるこ 作 ポプラ社 読書センター
913 ねこじゃらしの野原 子どもの文学傑作選 安房 直子 作 講談社 読書センター
913 木かげの家の小人たち 福音館創作童話シリーズ いぬい とみこ 作 福音館書店 読書センター
913 さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ 今関 信子 作 国土社 読書センター
913 さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ 今関 信子 作 国土社 読書センター
913 さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ 今関 信子 作 国土社 読書センター
913 さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ 今関 信子 作 国土社 読書センター
913 さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ 今関 信子 作 国土社 読書センター
913 さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ 今関 信子 作 国土社 読書センター
913 ふたつの家のちえ子 児童図書館・文学の部屋 今村 葦子 著 評論社 読書センター
913 へそまがりパパに花たばを 童話の海 朝比奈 蓉子 作 ポプラ社 読書センター
913 ぼくたちの旅５日間だけの自由旅行 心にのこる文学 岡本 泰生 作 ポプラ社 読書センター
913 うさぎ色の季節 心にのこる文学 緒島 英二 作 ポプラ社 読書センター
913 ぼくは日記が書けない 心にのこる文学 宇田川 優子 作 ポプラ社 読書センター
913 きつねのスーパーマーケット 新・創作えぶんこ 小沢 正 作 金の星社 １年生教室
913 でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋おの りえん 作 理論社 読書センター
913 でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋おの りえん 作 理論社 ４年生教室
913 でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋おの りえん 作 理論社 ４年生教室
913 でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋おの りえん 作 理論社 読書センター
913 でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋おの りえん 作 理論社 読書センター
913 でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋おの りえん 作 理論社 ４年生教室
913 １ねん１くみ１とうしょう こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 １年生教室
913 １ねん１くみ１ばんワル こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 １年生教室
913 １ねん１くみ１ばんげんき こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 読書センター
913 １ねん１くみ１ばんなかよし こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 読書センター
913 １ねん１くみもうすぐ春 こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 読書センター
913 １ねん１くみ１ばんゆうき こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 読書センター
913 １ねん１くみ１ばんびじん こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 １年生教室
913 １ねん１くみ１ばんいいやつ こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 読書センター
913 １ねん１くみ１ばんおかねもち こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 読書センター
913 １ねん１くみ１ばんがんばる こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 読書センター
913 １ねん１くみ１ばんびっくり こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 読書センター
913 １ねん１くみ１ばんやるき こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 １年生教室
913 天使で大地はいっぱいだ 子どもの文学傑作選 後藤 竜二 著 講談社 読書センター
913 キャプテンはつらいぜ 子どもの文学傑作選 後藤 竜二 著 講談社 読書センター
913 やぎといじっぱり 童話の海 後藤 竜二 作 ポプラ社 読書センター
913 霧のむこうのふしぎな町 子どもの文学傑作選 柏葉 幸子 著 講談社 読書センター
913 地下室からのふしぎな旅 子どもの文学傑作選 柏葉 幸子 著 講談社 読書センター
913 天井うらのふしぎな友だち 子どもの文学傑作選 柏葉 幸子 著 講談社 読書センター
913 ぼくの生活 心にのこる文学 加藤 耕一 作 ポプラ社 読書センター



913 ちびっこカムのぼうけん 理論社名作の愛蔵版 神沢 利子 作 理論社 読書センター
913 なきむしクラスの１とうしょう 新・創作えぶんこ 北村 けんじ 作 金の星社 読書センター
913 アイとサムの街 心にのこる文学 角野 栄子 作 ポプラ社 読書センター
913 あの日の空は青かった 現代・創作児童文学 野長瀬 正夫 著 金の星社 読書センター
913 絵で見るたのしい古典１ 学研 読書センター
913 絵で見るたのしい古典２ 学研 読書センター
913 絵で見るたのしい古典３ 学研 読書センター
913 絵で見るたのしい古典４ 学研 読書センター
913 絵で見るたのしい古典５ 学研 読書センター
913 絵で見るたのしい古典６ 学研 読書センター
913 絵で見るたのしい古典７ 学研 読書センター
913 絵で見るたのしい古典８ 学研 読書センター
913 ねむいのねむいのとんでいけ！ ピチピチえほん 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 とんでけ　とんでけ　おお　いたい！ ピチピチえほん 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 あしたはうみ えほん・おもしろランド 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 おとこどうしのおるすばん えほん・ワンダーランド 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 がまんだがまんだうんちっち えほん・ドリームランド 梅田 俊作 〔ほか〕作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 ふれふれなんだあめこんなあめ えほん・ワンダーランド 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 ばあちゃんのなつやすみ 新・創作絵本 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 わたしがこぶただったころ えほん・ワンダーランド 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店 １年生教室
913 学校やすんでとうさんと えほん・ハートランド 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 よーい　どんけつ　いっとうしょう えほん・ワンダーランド 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 ぎんぎんあそべかんかんあそぼ 岩崎創作絵本 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 こんにゃろ！とうちゃん えほん・ワンダーランド 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 てぶくろをかいに おはなし名作絵本 にいみ なんきち ・ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 かたあしだちょうのエルフ おはなし名作絵本 おのき がく 　ぶん・え ポプラ社 読セ（絵本）
913 サーカスのライオン おはなし名作絵本 川村 たかし 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 少年と子だぬき おはなし名作絵本 佐々木 たづ 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ごんぎつね おはなし名作絵本 にいみ なんきち ・ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 黒いちょう おはなし名作絵本 松谷 みよ子 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 空気がなくなる日 おはなし名作絵本 岩倉 政治 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ヌーチェの水おけ おはなし名作絵本 かんざわ としこ ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 かあさんのうた おはなし名作絵本 大野 允子 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 一つの花 おはなし名作絵本 今西 祐行 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 わにのバンポ おはなし名作絵本 おおいし まこと ・ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 小さな青い馬 おはなし名作絵本 いまえ よしとも 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 そよ風とわたし おはなし名作絵本 今江 祥智 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 おにたのぼうし おはなし名作絵本 あまん きみこ ・ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 むささび星 おはなし名作絵本 いまにし すけゆき ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 きつねの窓 おはなし名作絵本 安房 直子 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 子うさぎましろのお話 おはなし名作絵本 ささき たづ ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 木いちごつみ 日本傑作絵本シリーズ きしだ えりこ 詩 福音館書店 読セ（絵本）
913 さかなにはなぜしたがない くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 １年生教室
913 お月さんはきつねがすき？ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 １年生教室
913 お日さま　はだかんぼ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 １年生教室
913 ウーフはあかちゃんみつけたよ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 １年生教室
913 あかいそりにのったウーフ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 １年生教室
913 かぞえうたのほん 日本傑作絵本シリーズ 岸田 衿子 作 福音館書店 読セ（絵本）
913 なっちゃんとぼく 絵本の泉 梅田 俊作 作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 ゆずちゃん えほんとなかよし 肥田 美代子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ゆずちゃん えほんとなかよし 肥田 美代子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ゆずちゃん えほんとなかよし 肥田 美代子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ゆずちゃん えほんとなかよし 肥田 美代子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ゆずちゃん えほんとなかよし 肥田 美代子 作 ポプラ社 １年生教室
913 ゆずちゃん えほんとなかよし 肥田 美代子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 はじめてのまっしろパンツ 新・創作えぶんこ 生源寺 美子 作 金の星社 読書センター
913 はじめてのなみだ 新・創作えぶんこ 生源寺 美子 作 金の星社 読書センター
913 はじめてのおこづかい 新・創作えぶんこ 生源寺 美子 作 金の星社 読書センター
913 はじめてのテスト 新・創作えぶんこ 生源寺 美子 作 金の星社 読書センター
913 はじめてのおとまり 新・創作えぶんこ 生源寺 美子 作 金の星社 読書センター
913 やさしさの坂道 心にのこる文学 清水 宏子 著 ポプラ社 読書センター
913 ぶつぶついうのだあれ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 １年生教室
913 やさしく川は流れて 心にのこる文学 生源寺 美子 作 ポプラ社 読書センター
913 きらめいて川は流れる 心にのこる文学 生源寺 美子 作 ポプラ社 読書センター
913 そして今日も川は流れる 心にのこる文学 生源寺 美子 作 ポプラ社 読書センター
913 いだてんの六 おはなし名作絵本 そや きよし ・ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 九ひきの小おに おはなし名作絵本 たに しんすけ ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 ばんどりだいこ おはなし名作絵本 みやした かずお ぶん ポプラ社 読セ（絵本）
913 はらだちごんべ おはなし名作絵本 舟崎 克彦 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 白い鳥 おはなし名作絵本 椋 鳩十 文 ポプラ社 読書センター
913 わるくちのすきな女の子 童話の海 安房 直子 作 ポプラ社 読書センター
913 山ねこおことわり おはなし名作絵本 あまん きみこ 文 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ほうれんそうマンのようかいじま ポプラ社の小さな童話 みづしま 志穂 さく ポプラ社 閉架
913 さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ 今関 信子 作 国土社 読書センター
913 オーロラ交響曲の冬 ものがたりうむ 山口 泉 著 河出書房新社 読書センター
913 キャプテン日記 ひくまの出版創作童話 山本 静夫 作 ひくまの出版 読書センター
913 はじまりはシンバルパンチ ひくまの出版創作童話 依田 逸夫 作 ひくまの出版 読書センター
913 天井裏のひみつ ひくまの出版創作童話 依田 逸夫 作 ひくまの出版 読書センター
913 おもしろことわざ大作戦 ひくまの出版創作童話 依田 逸夫 作 ひくまの出版 読書センター
913 天使のいる教室 シリーズじーんドキドキ 宮川 ひろ 作 童心社 読書センター
913 天使のいる教室 シリーズじーんドキドキ 宮川 ひろ 作 童心社 読書センター
913 天使のいる教室 シリーズじーんドキドキ 宮川 ひろ 作 童心社 読書センター
913 天使のいる教室 シリーズじーんドキドキ 宮川 ひろ 作 童心社 読書センター
913 うちの庭に舟がきた ものがたりうむ 増田 みず子 著 河出書房新社 読書センター
913 キャロラインの星 ものがたりうむ 三田 誠広 著 河出書房新社 読書センター
913 あいたかったよ、カネチン 童話だいすき 林 洋子 作 岩崎書店 ３年生教室
913 あいたかったよ、カネチン 童話だいすき 林 洋子 作 岩崎書店 読書センター
913 あいたかったよ、カネチン 童話だいすき 林 洋子 作 岩崎書店 読書センター
913 あいたかったよ、カネチン 童話だいすき 林 洋子 作 岩崎書店 ３年生教室
913 あいたかったよ、カネチン 童話だいすき 林 洋子 作 岩崎書店 読書センター
913 あいたかったよ、カネチン 童話だいすき 林 洋子 作 岩崎書店 ３年生教室
913 ちきゅうのなかみ どうわコレクション 長崎 夏海 作 小峰書店 ３年生教室
913 ちきゅうのなかみ どうわコレクション 長崎 夏海 作 小峰書店 読書センター
913 ちきゅうのなかみ どうわコレクション 長崎 夏海 作 小峰書店 ３年生教室
913 ちきゅうのなかみ どうわコレクション 長崎 夏海 作 小峰書店 ３年生教室
913 まいごの遊びば ものがたりうむ 高山 栄子 著 河出書房新社 読書センター
913 まぼろしの４番バッター ひくまの出版創作童話 竹崎 有斐 作 ひくまの出版 読書センター
913 カネゴンの日だまり ものがたりうむ 江宮 隆之 著 河出書房新社 読書センター
913 ぼくは野鳥のレンジャーだ ひくまのノンフィクションシリーズ大畑 孝二 作 ひくまの出版 読書センター
913 ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち 小林 豊 作・絵 ポプラ社 読書センター
913 ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち 小林 豊 作・絵 ポプラ社 ２年生教室
913 ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち 小林 豊 作・絵 ポプラ社 読書センター
913 ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち 小林 豊 作・絵 ポプラ社 読書センター
913 ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち 小林 豊 作・絵 ポプラ社 読書センター
913 ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち 小林 豊 作・絵 ポプラ社 読書センター
913 ぼくはきみのおにいさん ものがたりうむ 角田 光代 著 河出書房新社 読書センター
913 いいつけ魔女クシュン ひくまの出版創作童話 木村 桂子 作 ひくまの出版 読書センター
913 魔女ジロリ先生のなみだ ひくまの出版創作童話 木村 桂子 作 ひくまの出版 読書センター
913 魔女ヘックの初恋 ひくまの出版創作童話 木村 桂子 作 ひくまの出版 読書センター
913 カンニング魔女ズルリ ひくまの出版創作童話 木村 桂子 作 ひくまの出版 読書センター
913 走れ！ひまわり号 岸川 悦子 作 ひくまの出版 ４年生教室
913 まあちゃん 岸川 悦子 作 ひくまの出版 読書センター
913 遠い夕焼け ものがたりうむ 佐藤 洋二郎 著 河出書房新社 読書センター
913 ある朝ジジ・ジャン・ボウはおったまげた ひらい たかこ 作 絵本館 読セ（絵本）
913 ピースランド 高畠 純 作 絵本館 読セ（絵本）
913 ぴかぴかのウーフ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ウーフはあかちゃんみつけたよ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 読セ（絵本）



913 あかいそりにのったウーフ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 くまの子ウーフのかいすいよく くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 １年生教室
913 どうぶつえん物語 あべ 弘士 作 絵本館 読セ（絵本）
913 ぞうのみずあそび いとう ひろし 作 絵本館 読セ（絵本）
913 王さまのやくそく おぼ まこと 作 絵本館 読セ（絵本）
913 となりのせきのますだくん えほんとなかよし 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ますだくんとはじめてのせきがえ えほんとなかよし 武田 美穂 作・絵 ポプラ社 閉架
913 おめんであそぼうよ 五味 太郎 作絵 偕成社 読セ（絵本）
913 プレゼントはなあに？ 高畠 純 作 絵本館 読セ（絵本）
913 あみものライオン なかえ よしを 作 絵本館 読セ（絵本）
913 ゴリラのビックリばこ 長 新太 作 絵本館 読セ（絵本）
913 おさむらいさんでござる 安田 のり 作 絵本館 読セ（絵本）
913 おとうさんのえほん 高畠 純 作 絵本館 読セ（絵本）
913 おとうさんのえほん 高畠 純 作 絵本館 読セ（絵本）
913 こんなことってあるかしら？ おはなし広場 長 新太 さく クレヨンハウス １年生教室
913 クジラちゃんみて、みて、ぼく、とぶよ おはなし広場 灰谷 健次郎 文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 クマちゃんにあいたくて おはなし広場 今江 祥智 文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 ひめりんごの木の下で おはなし広場 安房 直子 文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 そらをとんだたまごやき おはなし広場 落合 恵子 文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 なんでもぴたりあたりやプンダ おはなし広場 寺村 輝夫 文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 ありの子ギータ おはなし広場 渡辺 一枝 文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 おかあさん　おめでとう くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 変なお茶会 佐々木 マキ 作・画 絵本館 読セ（絵本）
913 シロクマくん 高畠 純 作 絵本館 読セ（絵本）
913 ペンギンくん 高畠 純 作 絵本館 閉架
913 タイヤがゴロゴロ いとう ひろし 作 絵本館 読セ（絵本）
913 さかなにはなぜしたがない くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 となりのモリタ おはなし広場 神沢 利子 文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 モコモコちゃん家出する おはなし広場 角野 栄子 文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 きんいろのとけい おはなし広場 片山 令子 文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 ゆめみるたっちゃん おはなし広場 工藤 直子 文 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 としとったねことまいごのくじら おはなし広場 斉藤 洋 作 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 どろぼうたちのよる 佐々木 マキ 作 絵本館 読セ（絵本）
913 はいいろこくのはいいろひめさま ささき まき 作 絵本館 読セ（絵本）
913 はいいろひめさまかぞえうた 佐々木 マキ 作 絵本館 読セ（絵本）
913 ピンクのぞうをしらないか 佐々木 マキ 作 絵本館 読セ（絵本）
913 あそぼうよセイウチ 佐々木 マキ 作 絵本館 読セ（絵本）
913 ぶたのたね 佐々木 マキ 作・絵 絵本館 読セ（絵本）
913 １０ぴきのかえるのなつまつり ＰＨＰのえほん 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 読書センター
913 おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん 福音館書店 読セ（絵本）
913 おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん 福音館書店 読セ（絵本）
913 おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん 福音館書店 １年生教室
913 おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん 福音館書店 読セ（絵本）
913 おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん 福音館書店 読セ（絵本）
913 おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん 福音館書店 読セ（絵本）
913 きいろいのは　ちょうちょ 五味太郎・しかけ絵本 五味 太郎 作・絵 偕成社 読セ（絵本）
913 ちびすけ　きらきら 五味 太郎 作・絵 偕成社 読セ（絵本）
913 ぽぽぽぽぽ 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 ははははは 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 どどどどど 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 るるるるる 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 り・り・り・り・り 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 ててててて 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 かかかかか 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 バスがきた 五味 太郎 作絵 偕成社 読セ（絵本）
913 ビビビビビ 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 いちばんはじめに 五味 太郎 作絵 偕成社 読セ（絵本）
913 そらはだかんぼ！ はじめてよむ絵本 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 ん・ん・ん・ん・ん 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 のはらのテレビジョン 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 なくしたものみつけた 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 お月さんはきつねがすき？ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ぎろろんやまと１０ぴきのかえる ＰＨＰのえほん 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 １０＋１ぴきのかえる ＰＨＰのえほん 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 １０ぴきのかえる ＰＨＰこころのえほん 間所 ひさこ さく ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 あきかんカンカラカンコン 学研の新・創作シリーズ 渋谷 愛子 作 学研 ４年生教室
913 あきかんカンカラカンコン 学研の新・創作シリーズ 渋谷 愛子 作 学研 ４年生教室
913 あきかんカンカラカンコン 学研の新・創作シリーズ 渋谷 愛子 作 学研 ４年生教室
913 あきかんカンカラカンコン 学研の新・創作シリーズ 渋谷 愛子 作 学研 読書センター
913 あきかんカンカラカンコン 学研の新・創作シリーズ 渋谷 愛子 作 学研 読書センター
913 とおい夏の日 ものがたりうむ 笹山 久三 著 河出書房新社 読書センター
913 さと子の日記 鈴木 聡子 文 ひくまの出版 読書センター
913 ぶつぶついうのだあれ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ぬぬぬぬぬ 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 かくれんぼかくれんぼ はじめてよむ絵本 五味 太郎 作 偕成社 読セ（絵本）
913 あきかんカンカラカンコン 学研の新・創作シリーズ 渋谷 愛子 作 学研 読書センター
913 どうぶつあいうえおうこく 菊地 清 作 絵本館 読セ（絵本）
913 お日さま　はだかんぼ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ぼくの一輪車は雲の上 文研じゅべにーる 山口 理 作 文研出版 ４年生教室
913 ぼくの一輪車は雲の上 文研じゅべにーる 山口 理 作 文研出版 読書センター
913 ぼくの一輪車は雲の上 文研じゅべにーる 山口 理 作 文研出版 ４年生教室
913 ぼくの一輪車は雲の上 文研じゅべにーる 山口 理 作 文研出版 読書センター
913 ぼくの一輪車は雲の上 文研じゅべにーる 山口 理 作 文研出版 読書センター
913 ぼくの一輪車は雲の上 文研じゅべにーる 山口 理 作 文研出版 読書センター
913 シンタのあめりか物語 新日本おはなしの本だな 八束 澄子 作 新日本出版社 読書センター
913 シンタのあめりか物語 新日本おはなしの本だな 八束 澄子 作 新日本出版社 ５年生教室
913 シンタのあめりか物語 新日本おはなしの本だな 八束 澄子 作 新日本出版社 読書センター
913 シンタのあめりか物語 新日本おはなしの本だな 八束 澄子 作 新日本出版社 読書センター
913 シンタのあめりか物語 新日本おはなしの本だな 八束 澄子 作 新日本出版社 ５年生教室
913 シンタのあめりか物語 新日本おはなしの本だな 八束 澄子 作 新日本出版社 読書センター
913 ミナクローと公平じいさん 草炎社新ともだち文庫 最上 二郎 作 草炎社 読書センター
913 ミナクローと公平じいさん 草炎社新ともだち文庫 最上 二郎 作 草炎社 読書センター
913 ミナクローと公平じいさん 草炎社新ともだち文庫 最上 二郎 作 草炎社 読書センター
913 ミナクローと公平じいさん 草炎社新ともだち文庫 最上 二郎 作 草炎社 ３年生教室
913 ミナクローと公平じいさん 草炎社新ともだち文庫 最上 二郎 作 草炎社 ３年生教室
913 ミナクローと公平じいさん 草炎社新ともだち文庫 最上 二郎 作 草炎社 ３年生教室
913 ズッコケ三人組の未来報告 新・こども文学館 那須 正幹 作 ポプラ社 読書センター
913 ズッコケ三人組の神様体験 新・こども文学館 那須 正幹 作 ポプラ社 読書センター
913 ズッコケ三人組と死神人形 新・こども文学館 那須 正幹 作 ポプラ社 読書センター
913 ズッコケ三人組ハワイに行く 新・こども文学館 那須 正幹 作 ポプラ社 閉架
913 ズッコケ三人組のダイエット講座 新・こども文学館 那須 正幹 作 ポプラ社 読書センター
913 ズッコケ三人組と学校の怪談 新・こども文学館 那須 正幹 作 ポプラ社 読書センター
913 ズッコケ三人組の大運動会 新・こども文学館 那須 正幹 作 ポプラ社 読書センター
913 しらんぷり 梅田 俊作 作・絵 ポプラ社 読書センター
913 しらんぷり 梅田 俊作 作・絵 ポプラ社 読書センター
913 しらんぷり 梅田 俊作 作・絵 ポプラ社 読書センター
913 しらんぷり 梅田 俊作 作・絵 ポプラ社 閉架
913 しらんぷり 梅田 俊作 作・絵 ポプラ社 読書センター
913 しらんぷり 梅田 俊作 作・絵 ポプラ社 ４年生教室
913 まこちゃんのおたんじょうび にしまき かやこ えとぶん こぐま社 読セ（絵本）
913 うみだ　うみだ せな けいこ 作・絵 すずき出版 読セ（絵本）
913 おばけのあいうえお せな けいこ 作・絵 草土文化 読セ（絵本）
913 ふんふん　なんだかいいにおい にしまき かやこ えとぶん こぐま社 読セ（絵本）
913 ゴロゴロドンドンパラパラパラ にしまき かやこ 作・絵 こぐま社 読セ（絵本）
913 ちいさな星の子と山ねこ にしまき かやこ 作・絵 こぐま社 読セ（絵本）
913 おもいついたら　そのときに！ 西内 ミナミ 作 こぐま社 読セ（絵本）
913 １４ひきのこもりうた いわむら かずお さく 童心社 読セ（絵本）



913 １４ひきのひっこし いわむら かずお 作 童心社 読セ（絵本）
913 １４ひきのかぼちゃ いわむら かずお さく 童心社 読セ（絵本）
913 １４ひきのあきまつり いわむら かずお さく 童心社 読セ（絵本）
913 １４ひきのぴくにっく いわむら かずお さく 童心社 読セ（絵本）
913 １４ひきのあさごはん いわむら かずお 作 童心社 読セ（絵本）
913 １４ひきのせんたく いわむら かずお さく 童心社 読セ（絵本）
913 １４ひきのさむいふゆ いわむら かずお さく 童心社 読セ（絵本）
913 なぞなぞライオン おはなしパレード 佐々木 マキ 作 理論社 読書センター
913 なぞなぞライオン おはなしパレード 佐々木 マキ 作 理論社 読書センター
913 なぞなぞライオン おはなしパレード 佐々木 マキ 作 理論社 ３年生教室
913 なぞなぞライオン おはなしパレード 佐々木 マキ 作 理論社 読書センター
913 １４ひきのおつきみ いわむら かずお さく 童心社 読セ（絵本）
913 いろいろサンタのプレゼント しのざき みつお 作・絵 草土文化 読セ（絵本）
913 また　おとうさんですよ 佐々木　マキ 読セ（絵本）
913 猫の預言者 みやざきひろかず ブックローン出版 読書センター
913 あやとりひめ おはなしランドくじらの部屋森山 京 作 理論社 読書センター
913 あやとりひめ おはなしランドくじらの部屋森山 京 作 理論社 ２年生教室
913 あやとりひめ おはなしランドくじらの部屋森山 京 作 理論社 読書センター
913 あやとりひめ おはなしランドくじらの部屋森山 京 作 理論社 読書センター
913 ヨースケくん Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 那須 正幹 作 ポプラ社 読書センター
913 ヨースケくん Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 那須 正幹 作 ポプラ社 読書センター
913 ヨースケくん Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 那須 正幹 作 ポプラ社 読書センター
913 ヨースケくん Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 那須 正幹 作 ポプラ社 読書センター
913 心がホッとする話1年生下 井上こみち　ほか 学研 読書センター
913 心がホッとする話3年生上 七尾純　ほか 学研 読書センター
913 心がホッとする話4年生下 七尾純　ほか 学研 読書センター
913 キツネのまいもん屋 新日本ひまわり文庫 富安 陽子 さく 新日本出版社 読書センター
913 キツネのまいもん屋 新日本ひまわり文庫 富安 陽子 さく 新日本出版社 読書センター
913 キツネのまいもん屋 新日本ひまわり文庫 富安 陽子 さく 新日本出版社 １年生教室
913 キツネのまいもん屋 新日本ひまわり文庫 富安 陽子 さく 新日本出版社 読書センター
913 かいけつゾロリの大きょうりゅう ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 閉架
913 ザリガニ同盟 学研の新・創作シリーズ 今村 葦子 作 学研 読書センター
913 ザリガニ同盟 学研の新・創作シリーズ 今村 葦子 作 学研 読書センター
913 ザリガニ同盟 学研の新・創作シリーズ 今村 葦子 作 学研 読書センター
913 心がホッとする話１年生上 学研 １年生教室
913 心がホッとする話２年生上 井上こみち 学研 ２年生教室
913 心がホッとする話２年生下 学研 ２年生教室
913 心がホッとする話３年生下 学研 ３年生教室
913 きみのこころのあじがする 村田 清司 え 偕成社 読書センター
913 もりへさがしに 田島 征三 ぶん 偕成社 読セ（絵本）
913 しろいくに 田島 征三 ぶん・こうせい 偕成社 読セ（絵本）
913 レベルフォー みやざき ひろかず 作・絵 ブックローン出版 読セ（絵本）
913 ゴムあたまポンたろう 絵本・こどものひろば 長 新太 作 童心社 読セ（絵本）
913 ゴムあたまポンたろう 絵本・こどものひろば 長 新太 作 童心社 読セ（絵本）
913 ゴムあたまポンたろう 絵本・こどものひろば 長 新太 作 童心社 読セ（絵本）
913 日曜日の歌 長谷川 集平 絵・文 好学社 読セ（絵本）
913 さっちゃんの　まほうのて たばた せいいち 〔ほか〕共同制作 偕成社 読セ（絵本）
913 バスに　のりたかった　おばけ あんざい みずまる さく 好学社 閉架
913 みんなみんなぼくのともだち 福井 義人 文 偕成社 読セ（絵本）
913 こわいことなんか　あらへん 福井 達雨 編 偕成社 読セ（絵本）
913 はしれムンシー！ 福井 達雨 編 偕成社 読セ（絵本）
913 にわとりさんはネ… 福井 達雨 編 偕成社 読セ（絵本）
913 およげなかったかも 止揚学園の子どもたち 絵 偕成社 読セ（絵本）
913 ボスがきた たけうち まさき え 偕成社 読セ（絵本）
913 みなみの島へいったんや 止揚学園の子ども 作 偕成社 読セ（絵本）
913 にちようびのほし みやざき ひろかず さく・え ブックローン出版 読セ（絵本）
913 うみのカラオケ スズキ コージ 〔作〕 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 月夜の子うさぎ いわむら かずお 〔作〕 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 さとりくん 五味 太郎 〔作〕 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 トンカチぼうや いとう ひろし 〔作〕 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 ネコとクラリネットふき 岡田 淳 〔作〕 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 ばけものつかい 落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス ３年生教室
913 じゅげむ 落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 はつてんじん 落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 まんじゅうこわい 落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 ワニくんのおおきなあし みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ワニくんのレインコート みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ワニくんのえにっき みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ワニくんのひるねの木 みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ワニくんのイス みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ぼく、どこにでもいるカバです みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ワニくんのめざましどけい みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 おくりもの みやざき ひろかず 〔作〕 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 わたしいややねん 吉村 敬子 文 偕成社 読セ（絵本）
913 とりどりのとり 佐々木 マキ 〔作〕 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 ゴムあたまポンたろう 絵本・こどものひろば 長 新太 作 童心社 読セ（絵本）
913 コカリナの海 鈴木 ゆき江 作 ひくまの出版 閉架
913 コカリナの海 鈴木 ゆき江 作 ひくまの出版 ５年生教室
913 コカリナの海 鈴木 ゆき江 作 ひくまの出版 ５年生教室
913 コカリナの海 鈴木 ゆき江 作 ひくまの出版 ４年生教室
913 ワニくんのなが～いよる みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 こんなことってあるかしら？ おはなし広場 長 新太 さく クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 ワニくんとかわいい木 みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 読セ（絵本）
913 ザリガニ同盟 学研の新・創作シリーズ 今村 葦子 作 学研 読書センター
913 チョコレートをたべたさかな みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版 5678組
913 かいけつゾロリのドラゴンたいじ ポプラ社の新・小さな童話 原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 世界を旅する「大迷路」 アンナ・ニルセン∥著//荒木　文枝∥訳 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 びっくり地球一周の迷路 リチャード・メリット∥著//荒木　文枝∥訳 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 はっけん！スポーツ大会まちがいさがし ジャック・ルルージュ∥著//石津　ちひろ∥訳 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 ぱらぴたぽん ラウラ・スタニョ∥著 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 モンスター迷路 キム・ブランデル∥著//ジェニー・タイラー∥画//荒木　文枝∥訳ＰＨＰ研究所 閉架
913 １００１ぴきの虫をさがせ！ エマ・ヘルブラフ∥著//テリ・ガウアー∥画//荒木　文枝∥訳ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 うっかりこびととカメレオン わたしのえほん イェルカ・ゴデツ・シュミット∥著//木村　高子∥訳 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 時の迷路　続 時の迷路　続 香川　元太郎∥著 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 昆虫の迷路 香川　元太郎∥著 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 杜子春 くもの糸 偕成社文庫　３０６５ 芥川　龍之介∥著 偕成社 読書センター
913 坊っちゃん 偕成社文庫　３１５７ 夏目　漱石∥著 偕成社 読書センター
913 二分間の冒険 偕成社文庫　３１８８ 岡田　淳∥著 偕成社 読書センター
913 風と木の歌 偕成社文庫　３２６２ 安房　直子∥著 偕成社 読書センター
913 恐竜トリケラトプスの大逆襲　再び肉食恐竜軍団とたたかう巻たたかう恐竜たち 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読セ（絵本）
913 恐竜トリケラトプスと大空の敵　プテラノドンとたたかう巻 たたかう恐竜たち 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読セ（絵本）
913 恐竜トリケラトプスと恐怖の大王　ティラノ軍団とたたかう巻たたかう恐竜たち 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読セ（絵本）
913 恐竜トリケラトプスの大めいろ たたかう恐竜たち　別巻 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読セ（絵本）
913 恐竜トリケラトプスとアロサウルス　再びジュラ紀へ行く巻 たたかう恐竜たち 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読セ（絵本）
913 恐竜あいうえお たたかう恐竜たち　別巻 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読書センター
913 恐竜トリケラトプスのジュラ紀決戦　ジュラ紀最強肉食恐竜とたたかう巻たたかう恐竜たち 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読セ（絵本）
913 恐竜トリケラトプスのジュラ紀めいろ　アロサウルスとたたかう巻たたかう恐竜たち　別巻 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読セ（絵本）
913 恐竜トリケラトプスとひみつの湖　水生恐竜とたたかう巻 たたかう恐竜たち 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読セ（絵本）
913 恐竜ティラノサウルス大図解 恐竜図解百科 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読書センター
913 恐竜トリケラトプスとギガノトサウルス　南海大決戦の巻 たたかう恐竜たち 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読セ（絵本）
913 恐竜トリケラトプスの大ぼうけんめいろ たたかう恐竜たち　別巻 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読セ（絵本）
913 恐竜トリケラトプスときけんな谷　ラプトル軍団と戦う巻 たたかう恐竜たち 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読セ（絵本）
913 恐竜トリケラトプスとスピノサウルス　あかちゃん恐竜をまもる巻たたかう恐竜たち 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読セ（絵本）
913 トリケラタンクのタイムマシンめいろ たたかう恐竜たち　別巻 黒川　みつひろ∥著 小峰書店 読書センター
913 バムとケロのもりのこや 島田　ゆか∥著 文渓堂 読書センター
913 ほねほねザウルス　ティラノ・ベビーのぼうけん ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913 ほねほねザウルス　２　なぞのオオウミガメをさがせ！ ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター



913 ほねほねザウルス　３　ぐるぐるジャングルで大ピンチ！ ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913 ほねほねザウルス　４　たんけん！アバラさばくのピラミッドほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913 ほねほねザウルス　５　ティラノ・ベビー、おおぞらをとぶ！ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913 アルファベット絵本 児島　なおみ∥著 偕成社 学習センター
913 一期一会恋ホロリ。友ホロリ。 恋＊友文庫 チーム１５１Ｅ☆∥著 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 一期一会恋の決心。 小学生文庫 チーム１５１Ｅ☆∥著 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 かいけつゾロリのチョコレートじょう ポプラ社の新・小さな童話　２８//かいけつゾロリシリーズ原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 死神から買ったマフラー 平成うわさの怪談　１４ 木暮　正夫 国松　俊英∥編//山本　孝∥画 岩崎書店 読書センター
913 かいけつゾロリのママだーいすき ポプラ社の新・小さな童話　５２原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのようかい大リーグ ポプラ社の新・小さな童話　１９８//かいけつゾロリシリーズ原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリとなぞのひこうき ポプラ社の新・小さな童話　１０６//かいけつゾロリシリーズ原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 フェアリーたちの魔法の夜 ポプラ物語館　３６//魔法の庭ものがたり//９あんびる　やすこ ポプラ社 読書センター
913 ナナのたんぽぽカーニバル おはなしガーデン　２３ あんびる　やすこ 岩崎書店 読書センター
913 ルルとララのわくわくクレープ おはなしトントン　２１ あんびる　やすこ 岩崎書店 読書センター
913 チリメンモンスターをさがせ！ 偕成社 読書センター
913 じゅげむ ちびまる子ちゃんの落語　１土門　トキオ∥編著 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 まんじゅうこわい ちびまる子ちゃんの落語　２土門　トキオ∥編著 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 けちくらべ ちびまる子ちゃんの落語　３土門　トキオ∥編著 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 のっぺらぼう ちびまる子ちゃんの落語　４土門　トキオ∥編著 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 時そば ちびまる子ちゃんの落語　５土門　トキオ∥編著 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 王子のきつね ちびまる子ちゃんの落語　６土門　トキオ∥編著 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 雷の落ちない村　新装版 三橋　節子∥著 小学館 読書センター
913 だんごむしうみへいく 松岡　達英∥著 小学館 読書センター
913 ぞうくんとりすちゃん 藤子　不二雄Ｆ∥著 小学館 読書センター
913 あらまっ！ ケイト・ラム∥著//エイドリアン・ジョンソン∥画//石津　ちひろ∥訳小学館 読書センター
913 ねえとうさん 佐野　洋子∥著 小学館 読書センター
913 くまの楽器店 安房　直子∥著//こみね　ゆら∥画 小学館 読書センター
913 おふろだいすき！ぷっぺ よしなが　こうたく∥著 小学館 読書センター
913 じゃがいもポテトくん 長谷川　義史∥著 小学館 読書センター
913 へっぽこまじょこニコとニキ あいはら　ひろゆき∥著//あだち　なみ∥画 小学館 読書センター
913 手づくりヨットで日本一周６５００キロ 大浦　範行 河村　章人∥原著//関屋　敏隆∥著 小学館 読書センター
913 ぽっかぽか 諸橋　精光∥著 小学館 読書センター
913 どんぐりと山ねこ 宮沢賢治のおはなし　１ 宮沢　賢治∥著//高畠　純∥画 岩崎書店 読書センター
913 注文の多い料理店 宮沢賢治のおはなし　２ 宮沢　賢治∥著//和田　誠∥画 岩崎書店 読書センター
913 やまなし いちょうの実 宮沢賢治のおはなし　３ 宮沢　賢治∥著//川村　みづえ∥画 岩崎書店 読書センター
913 雪わたり 宮沢賢治のおはなし　４ 宮沢　賢治∥著//とよた　かずひこ∥画 岩崎書店 読書センター
913 すいせん月の四日 宮沢賢治のおはなし　５ 宮沢　賢治∥著//堀川　理万子∥画 岩崎書店 読書センター
913 虔十公園林 ざしきぼっこのはなし 宮沢賢治のおはなし　６ 宮沢　賢治∥著//はた　こうしろう∥画 岩崎書店 読書センター
913 ふたごの星 宮沢賢治のおはなし　７ 宮沢　賢治∥著//あきやま　ただし∥画 岩崎書店 読書センター
913 よだかの星 宮沢賢治のおはなし　８ 宮沢　賢治∥著//村上　康成∥画 岩崎書店 読書センター
913 セロひきのゴーシュ 宮沢賢治のおはなし　９ 宮沢　賢治∥著//ささめや　ゆき∥画 岩崎書店 読書センター
913 オツベルと象 宮沢賢治のおはなし　１０ 宮沢　賢治∥著//長谷川　義史∥画 岩崎書店 読書センター
913 かいけつゾロリぜったいぜつめい かいけつゾロリシリーズ 原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 ガラスのうさぎ 高木敏子　原作 金の星社 読書センター
913 王さまなぜなぜ戦争 寺村輝夫　作 和歌山静子　絵 理論社 読書センター
913 かいけつゾロリちきゅうさいごの日 かいけつゾロリシリーズ 原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 のろわれた携帯メール 平成うわさの怪談 木暮正夫，国松俊英　編 山本孝　画 岩崎書店 読書センター
913 しのびよる図書室の亡霊 平成うわさの怪談 木暮正夫，国松俊英　編 山本孝　画 岩崎書店 読書センター
913 はじめてのおつかい <こどものとも>傑作集 筒井頼子　さく 林明子　え 福音館書店 読書センター
913 きょうはすてきなくらげの日！ えほんとなかよし 武田美穂　作・絵 ポプラ社 読書センター
913 小さないのち 今西乃子　文 浜田一男　写真 金の星社 読書センター
913 カクレクマノミは大きいほうがお母さん 絵本・海の生きもの 鈴木克美　作 石井聖岳　絵 あかね書房 読書センター
913 けがをした恐竜 黒川　みつひろ　作 こぐま社 読書センター
913 １ねん１くみの１にち 川島敏生　写真・文 アリス館 読書センター
913 ミーアキャットの家族 内山晟　しゃしん 江口絵理　ぶん そうえん社 読書センター
913 びっくりまつぼっくり 多田多恵子　ぶん 堀川理万子　え 福音館書店 読書センター
913 ルルとララのふんわりムース おはなしトントン あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 ８５パーセントの黒猫 あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 にっこりおいしい大作戦 あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913 はいくのえほん 西本鶏介　編・文 清水耕蔵　絵 鈴木出版 読書センター
913 続はいくのえほん 西本鶏介　編・文 清水耕蔵　絵 鈴木出版 読書センター
913 冒険者たち ガンバの冒険シリーズ 斎藤惇夫　作 薮内正幸　画 岩波書店 読書センター
913 グリックの冒険 ガンバの冒険シリーズ 斎藤惇夫　作 薮内正幸　画 岩波書店 読書センター
913 どくしょのじかんによむ本小学１年生 西本鶏介　編 ポプラ社 読書センター
913 どくしょのじかんによむ本小学２年生 西本鶏介　編 ポプラ社 読書センター
913 読書の時間によむ本小学３年生 西本鶏介　編 ポプラ社 読書センター
913 読書の時間によむ本小学４年生 西本鶏介　編 ポプラ社 読書センター
913 読書の時間によむ本小学５年生 西本鶏介　編 ポプラ社 読書センター
913 読書の時間によむ本小学６年生 西本鶏介　編 ポプラ社 読書センター
913 一期一会世界一のモテ。 マインドウェイブ　キャラクター チーム１５１Ｅ☆　ストーリー学研教育出版 読書センター
913 佐賀のがばいばあちゃん１ 島田洋七　はたこうしろう 徳間書店 読書センター
913 佐賀のがばいばあちゃん２ 島田洋七　はたこうしろう 徳間書店 読書センター
913 教室 真田コジマ 金の星社 読書センター
913 ぼくがきょうりゅうだったとき こどもえほんランド まつおかたつひで　作・絵 ポプラ社 読書センター
913 ぼくがきょうりゅうだったとき こどもえほんランド まつおかたつひで　作・絵 ポプラ社 読書センター
913 へいわってどんなこと？ 日・中・韓平和絵本 浜田桂子　作 童心社 読書センター
913 へいわってどんなこと？ 日・中・韓平和絵本 浜田桂子　作 童心社 読書センター
913 カモのきょうだいクリとゴマ なかがわちひろ　作・絵 アリス館 読書センター
913 カモのきょうだいクリとゴマ なかがわちひろ　作・絵 アリス館 読書センター
913 かっぱ ようかいむかし話 藤田晋一　文 大井知美　絵 金の星社 読書センター
913 おに ようかいむかし話 藤田晋一　文 大井知美　絵 金の星社 読書センター
913 てんぐ ようかいむかし話 藤田晋一　文 大井知美　絵 金の星社 読書センター
913 のっぺらぼう ようかいむかし話 藤田晋一　文 大井知美　絵 金の星社 読書センター
913 やまんば・雪女 ようかいむかし話 藤田晋一　文 大井知美　絵 金の星社 読書センター
913 ばけねこ ようかいむかし話 藤田晋一　文 大井知美　絵 金の星社 読書センター
913 はだしのゲン　１ はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 読書センター
913 はだしのゲン　２ はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 読書センター
913 はだしのゲン　３ はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 読書センター
913 はだしのゲン　４ はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 読書センター
913 はだしのゲン　５ はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 読書センター
913 はだしのゲン　６ はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 読書センター
913 はだしのゲン　７ はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 読書センター
913 はだしのゲン　８ はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 読書センター
913 はだしのゲン　９ はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 読書センター
913 はだしのゲン　１０ はだしのゲン 中沢啓治　作 汐文社 読書センター
913 したのどうぶつえん あきびんご　作 くもん出版 学習センター
913 おばけのなつやすみ とっておきのどうわ 山本和子　さく 大和田美鈴　絵 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 十二支のはじまり 日本の民話えほん 岩崎京子　文 二俣英五郎　画 教育画劇 読書センター
913 １・２・３ 中川ひろたか，和田誠　作 クレヨンハウス 読書センター
913 ガリガリ君海へ行（い）く 高橋俊之　イラスト ガリガリ君プロダクション　監修汐文社 読書センター
913 ガリガリ君山へ行（い）く 高橋俊之　イラスト ガリガリ君プロダクション　監修汐文社 読書センター
913 ガリガリ君空を飛ぶ 高橋俊之　イラスト ガリガリ君プロダクション　監修汐文社 読書センター
913 バムとケロのにちようび 島田ゆか　作・絵 文渓堂 読書センター
913 バムとケロのそらのたび 島田ゆか　作・絵 文渓堂 読書センター
913 バムとケロのさむいあさ 島田ゆか　作・絵 文渓堂 読書センター
913 さんしょっ子 絵本・感動のおくりもの 安房直子　文 いもとようこ　絵 小峰書店 読書センター
913 義経 絵巻平家物語 木下順二　文 瀬川康男　絵 ほるぷ出版 読書センター
913 モチモチの木 斎藤隆介　作 滝平二郎　絵 理論社 読書センター
913 まのいいりょうし 日本の民話えほん 小沢正　文 飯野和好　画 教育画劇 読セ（むかし話）
913 せいぎのみかた みやにしたつや　作・絵 学研教育出版 読書センター
913 ともだちみつけた 森山京　作 松成真理子　絵 あかね書房 読書センター
913 オバケちゃん オバケちゃんの本 松谷みよ子　作 いとうひろし　絵 講談社 読書センター
913 おかあさんの目 あかね創作えほん あまんきみこ　作 くろいけん　絵 あかね書房 読書センター
913 ねこのなまえ いとうひろし　作 徳間書店 読書センター
913 最後のニホンオオカミ 那須正幹の動物ものがたり　７那須　正幹 著 くもん出版 読書センター
913 椋鳩十のシカ物語 椋鳩十まるごと動物ものがたり　８椋　鳩十 著 理論社 読書センター
913 鉄腕アトム 手塚治虫全集　第　１巻 手塚　治虫 著 金の星社 読書センター



913 銀のほのおの国 福音館文庫　Ｓ　２２ 神沢　利子 著 堀内　誠一 画 福音館書店 読書センター
913 うそつき咲っぺ 長崎　源之助 著 佼成出版社 読書センター
913 まぼろしの犬 おはなしのピースウォーク　１日本児童文学者協会 編 北見　葉胡 画 岡田　依世子，他 著新日本出版社 読書センター
913 とうろうながし 新編・絵本平和のために　４松谷　みよ子 著 丸木　俊 画 偕成社 読書センター
913 ヒロシマに原爆がおとされたとき 大道　あや 著 ポプラ社 読書センター
913 つきよのかいじゅう 長　新太 著 佼成出版社 読書センター
913 宮沢賢治絵童話集　１０　グスコーブドリの伝説 宮沢賢治絵童話集 宮沢　賢治 著 くもん出版 読書センター
913 ルラルさんのたんじょうび いとうひろしの本　１３ いとう　ひろし 著 ポプラ社 読書センター
913 ルラルさんのほんだな いとうひろしの本　１０ いとう　ひろし 著 ポプラ社 読書センター
913 ルラルさんのじてんしゃ いとうひろしの本　７ いとう　ひろし 著 ポプラ社 読書センター
913 ルラルさんのにわ いとうひろしの本　４ いとう　ひろし 著 ポプラ社 読書センター
913 ルラルさんのごちそう いとうひろしの本　６ いとう　ひろし 著 ポプラ社 読書センター
913 どくしょのじかんによむ本　小学１年生　２ どくしょのじかんによむ本　小学１年生西本　鶏介 編 立原　えりか 著 伊東　美貴 画 ポプラ社 読書センター
913 どくしょのじかんによむ本　小学２年生　２ どくしょのじかんによむ本　小学２年生西本　鶏介 編 神沢　利子 著 ふりや　かよこ 画 ポプラ社 読書センター
913 読書の時間によむ本　小学３年生　２ 読書の時間によむ本　小学３年生西本　鶏介 編 安房　直子 著 伊東　美貴 画 ポプラ社 読書センター
913 読書の時間によむ本　小学４年生　２ 読書の時間によむ本　小学４年生西本　鶏介 編 あまん　きみこ 著 清田　貴代 画 ポプラ社 読書センター
913 読書の時間によむ本　小学５年生　２ 読書の時間によむ本　小学５年生西本　鶏介 編 角野　栄子 著 宮崎　耕平 画 ポプラ社 読書センター
913 読書の時間によむ本　小学６年生　２ 読書の時間によむ本　小学６年生西本　鶏介 編 星　新一 著 木内　達朗 画 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう かいけつゾロリシリーズ　５０原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！　７ 講談社青い鳥文庫　２１７－１３石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 読書センター
913 おそうじ隊長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小学校シリーズ　４よしなが　こうたく 著 長崎出版 読書センター
913 飼育係長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小学校シリーズ　２よしなが　こうたく 著 長崎出版 読書センター
913 あいさつ団長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小学校シリーズ　３よしなが　こうたく 著 長崎出版 読書センター
913 さくらの里の風来坊 川端　誠 著 ビーエル出版 読書センター
913 風来坊危機一髪 川端　誠 著 ビーエル出版 読書センター
913 奇跡の一本松 なかだ　えり 画 汐文社 読書センター
913 ガール！ガール！ガールズ！ ｔｅｅｎｓ 　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　２０宮下　恵茉 著 ポプラ社 読書センター
913 明日につづくリズム ｔｅｅｎｓ 　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　２１八束　澄子 著 ポプラ社 読書センター
913 トラム、光をまき散らしながら ｔｅｅｎｓ 　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　２４名木田　恵子 著 ポプラ社 読書センター
913 いつまでもここでキミを待つ ｔｅｅｎｓ 　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　２６ひろの　みずえ 著 ポプラ社 読書センター
913 リリース ｔｅｅｎｓ 　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　２７草野　たき 著 ポプラ社 読書センター
913 おしゃべりな五線譜 ｔｅｅｎｓ 　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　２８香谷　美季 著 ポプラ社 読書センター
913 あの日、ブルームーンに。 ｔｅｅｎｓ 　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　２９宮下　恵茉 著 ポプラ社 読書センター
913 はれときどきぶた あたらしい創作童話　１３ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 ３年生教室
913 あしたぶたの日ぶたじかん あたらしい創作童話　２８ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 読書センター
913 ぼくときどきぶた あたらしい創作童話　３６ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 読書センター
913 ぼくへそまでまんが あたらしい創作童話　５３ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 読書センター
913 ゆめからゆめんぼ あたらしい創作童話　５６ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 読書センター
913 ヒッコスでひっこす いわさき創作童話　２６ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 読書センター
913 はれときどきたこ いわさき創作童話　４０ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 読書センター
913 はれときどきアハハ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 読書センター
913 はれときどきあまのじゃく 矢玉　四郎 著 岩崎書店 読書センター
913 いちばんあいされてるのはぼく 絵本の時間　５１ 宮西　達也 著 ポプラ社 読書センター
913 ピンポンひかる ＴＥＥＮＳ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　５工藤　純子 著 勝田　文 画 ポプラ社 読書センター
913 ピンポンはねる ＴＥＥＮＳ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　３工藤　純子 著 勝田　文 画 ポプラ社 読書センター
913 ピンポン空へ ＴＥＥＮＳ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　８工藤　純子 著 勝田　文 画 ポプラ社 読書センター
913 オオサンショウウオの夏 きらきらジュニアライブシリーズ阿部　夏丸 著 かみや　しん 画 佼成出版社 読書センター
913 オオサンショウウオの夏 きらきらジュニアライブシリーズ阿部　夏丸 著 かみや　しん 画 佼成出版社 読書センター
913 オオサンショウウオの夏 きらきらジュニアライブシリーズ阿部　夏丸 著 かみや　しん 画 佼成出版社 読書センター
913 阿波のタヌキのお話 石川のぶ子/作 東銀座出版 読書センター
913 ナニワのＭＡＮＺＡＩプリンセス ノベルズ・エクスプレス　１ 荒井　寛子 著 中島　みなみ 画 ポプラ社 読書センター
913 姫おやじは名奉行！ ノベルズ・エクスプレス　４ 村上　しいこ 著 サトウ　ユカ 画 ポプラ社 読書センター
913 地球のまん中わたしの島 ノベルズ・エクスプレス　５ 杉本　りえ 著 ｔｏｉ８ 画 ポプラ社 読書センター
913 引き出しの中の家 ノベルズ・エクスプレス　７ 朽木　祥 著 金子　恵 画 ポプラ社 読書センター
913 ヘヴンリープレイス ノベルズ・エクスプレス　８ 濱野　京子 著 猫野　ぺすか 画 ポプラ社 読書センター
913 ヒミツのケータイデビュー ノベルズ・エクスプレス　９ 河俣　規世佳 著 サクマ　メイ 画 ポプラ社 読書センター
913 秘密のスイーツ ノベルズ・エクスプレス　１１はやし　まりこ 著 いくえみ　綾 画 ポプラ社 読書センター
913 女王さまがおまちかね ノベルズ・エクスプレス　１２菅野　雪虫 著 うっけ 画 ポプラ社 読書センター
913 「リベンジする」とあいつは言った ノベルズ・エクスプレス　１５朝比奈　蓉子 著 スカイエマ 画 ポプラ社 読書センター
913 わたしはなんでも知っている 新・童話の海　１ 令丈　ヒロ子 著 カタノ　トモコ 画 ポプラ社 読書センター
913 とびらをあければ魔法の時間 新・童話の海　２ 朽木　祥 著 高橋　和枝 画 ポプラ社 読書センター
913 ゆっくり大きくなればいい 新・童話の海　３ 最上　一平 著 武田　美穂 画 ポプラ社 読書センター
913 華花さんのあたらしい家 新・童話の海　４ 田中　良子 著 三村　久美子 画 ポプラ社 読書センター
913 ぼくとあいつのラストラン 新・童話の海　５ 佐々木　ひとみ 著 スカイエマ 画 ポプラ社 読書センター
913 ルマの不思議なお店三日月の魔法をあなたに 新・童話の海　６ 村山　早紀 著 サクマ　メイ 画 ポプラ社 読書センター
913 転校生とまぼろしの蝶 新・童話の海　７ 当原　珠樹 著 丹地　陽子 画 ポプラ社 読書センター
913 リンリンちゃんとワンゴ天才発明会社 新・童話の海　８ 丘紫　真璃 著 ＭＩＣＡＯ 画 ポプラ社 読書センター
913 しまふくろうのみずうみ 北の森から 手島　圭三郎 著 リブリオ出版 読書センター
913 だれもしらない 灰谷　健次郎 著 長谷川　集平 画 あかね書房 読書センター
913 にんきもののひけつ にんきものの本　１ 森　絵都 著 童心社 読書センター
913 はれときどきぶた あたらしい創作童話　１３ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 読書センター
913 ばけものつかい 川端　誠 著 クレヨンハウス 読書センター
913 おしいれのぼうけん 絵本ぼくたちこどもだ　１ 古田　足日，田畑　精一 著 童心社 １年生教室
913 おむすびころりん 与田　凖一 著 渡辺　三郎 画 偕成社 １年生教室
913 くわずにょうぼう 行事むかしむかし　５月 谷　真介 著 赤坂　三好 画 佼成出版社 １年生教室
913 こころの花たば ＰＨＰにこにこえほん 城谷　英男 著 ＰＨＰ研究所 １年生教室
913 しょうぼうじどうしゃじぷた こどものとも傑作集　２２ 渡辺　茂男 著 山本　忠敬 画 福音館書店 読書センター
913 そらまめくんのベッド こどものとも傑作集 なかや　みわ 著 福音館書店 １年生教室
913 だいこんどのむかし 幼児みんわ絵本　１ 渡辺　節子 著 二俣　英五郎 画 ほるぷ出版 １年生教室
913 となりのせきのますだくん えほんとなかよし　１２ 武田　美穂 著 ポプラ社 読セ（絵本）
913 ろくべえまってろよ ぽっぽライブラリ　みるみる絵本灰谷　健次郎 著 長　新太 画 文研出版 １年生教室
913 かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん　後編 ポプラ社の新・小さな童話　２２２//かいけつゾロリシリーズ原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ ポプラ社の新・小さな童話　１５８//かいけつゾロリシリーズ原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 黒魔女さんのバレンタイン１３ 講談社青い鳥文庫　２１７－１９石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！　０　そこにきみがいなかったころの巻講談社青い鳥文庫　２１７－２０石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！　１４　５年生は、つらいよ！の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－２１石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 読書センター
913 ルルとララのにこにこクリーム あんびる　やすこ 岩崎書房 読書センター
913 わがまま姫と魔法のバラ ポプラ物語館　３８//魔法の庭ものがたり//１０あんびる　やすこ　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのおばけ大さくせん ポプラ社の新・小さな童話　１１６//かいけつゾロリシリーズ原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 メガネをかけたら くすのきしげのり　著 小学館 読セ（絵本）
913 メガネをかけたら くすのきしげのり　著 小学館 読セ（絵本）
913 なみだひっこんでろ 岩瀬成子　著 岩崎書店 読セ（絵本）
913 なみだひっこんでろ 岩瀬成子　著 岩崎書店 読セ（絵本）
913 くりぃむパン 濱野京子  作黒須高嶺  絵 くもん出版 読書センター
913 くりぃむパン 濱野京子  作黒須高嶺  絵 くもん出版 読書センター
913 オムレツ屋へようこそ！ 西村友里　著 国土社 読書センター
913 オムレツ屋へようこそ 西村友里 国土社 読書センター
913 有松の庄九郎 中川なをみ　著 新日本出版社 読書センター
913 有松の庄九郎 中川なをみ　著 新日本出版社 読書センター
913 ねこの手かします たこやきやのまき 内田麟太郎  作川端理絵  絵 文研出版 読書センター
913 ともだちできたよ 内田麟太郎  文こみねゆら  絵 文研出版 読セ（絵本）
913 チームひとり 学研の新・創作シリーズ 吉野　万理子 著 宮尾　和孝 画 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 チームあかり 吉野万理子 学研マーケティング 読書センター
913 チームみらい 学研の新・創作シリーズ 吉野　万理子 著 宮尾　和孝 画 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 ねこの魔法使い マジカル★ストリート　１ 村上　しいこ，他 著 カタノ　トモコ，下平　けーすけ 画偕成社 読書センター
913 二時間だけの魔女 マジカル★ストリート　２ 牧野　節子，他 著 カタノ　トモコ，黒須　高嶺 画 偕成社 読書センター
913 わがまま魔女の大修行 マジカル★ストリート　３ やえがし　なおこ，他 著 カタノ　トモコ，森友　典子 画偕成社 読書センター
913 妖精めがねさしあげます マジカル★ストリート　４ 岡田　淳，他 著 カタノ　トモコ，川野　郁代 画 偕成社 読書センター
913 魔法のスープめしあがれ マジカル★ストリート　５ 那須田　淳，他 著 カタノ　トモコ，はしもと　しん 画偕成社 読書センター
913 ねこのたからさがし おはなしのくに さえぐさ　ひろこ 著 はた　こうしろう 画 すずき出版 読書センター
913 ぼくはたまごにいちゃん おはなしのくに あきやま　ただし 著 すずき出版 読書センター
913 がんばれゆうくん一年生 おはなしのくに 西本　鶏介 著 すぎはら　ともこ 画 すずき出版 読書センター
913 さんまいのおふだ 講談社の創作絵本　よみきかせ日本昔話　秋の巻石崎　洋司 著 大島　妙子 画 講談社 読セ（むかし話）
913 もしかしたら名探偵　1 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 いつのまにか名探偵　2 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 あしたからは名探偵　3 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 どんなときも名探偵　4 杉山　亮 偕成社 読書センター



913 そんなわけで名探偵　5 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 なんだかんだ名探偵　6 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 まってました名探偵　7 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 かえってきた名探偵　8 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 あめあがりの名探偵　9 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 よーいどんで名探偵　10 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 ひるもよるも名探偵　11 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 せかいいちの名探偵　12 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 事件だよ！全員集合　13 ミルキー杉山のあなたも名探偵杉山　亮 偕成社 読書センター
913 てんやわんや名探偵　14 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 絵で読む日本の古典　１ 絵で読む日本の古典 ポプラ社 読書センター
913 絵で読む日本の古典　２ 絵で読む日本の古典 ポプラ社 読書センター
913 絵で読む日本の古典　４ 絵で読む日本の古典 ポプラ社 読書センター
913 古事記 ストーリーで楽しむ日本の古典　１那須田　淳 著 十々夜 画 岩崎書店 読書センター
913 落窪物語 ストーリーで楽しむ日本の古典　２越水　利江子 著 沙月　ゆう 画 岩崎書店 読書センター
913 百人一首 ストーリーで楽しむ日本の古典　３名木田　恵子 著 二星　天 画 岩崎書店 読書センター
913 平家物語 ストーリーで楽しむ日本の古典　４石崎　洋司 著 岡本　正樹 画 岩崎書店 読書センター
913 雨月物語 ストーリーで楽しむ日本の古典　５金原　瑞人 著 佐竹　美保 画 岩崎書店 読書センター
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ローグタウン編 集英社みらい文庫　お　１－１尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画集英社 読書センター
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ千年竜伝説 集英社みらい文庫　お　１－２尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画集英社 読書センター
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ珍獣島のチョッパー王国 集英社みらい文庫　お　１－３尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画集英社 読書センター
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥねじまき島の冒険 集英社みらい文庫　お　１－４尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画集英社 読書センター
913 ＣＲＡＳＨ！　１ 集英社みらい文庫　ふ　３－１藤原　ゆか 原著 広瀬　晶 著 集英社 読書センター
913 トリコ 集英社みらい文庫　し　５－１島袋　光年 原著 村山　功 著 東映アニメーション 画集英社 読書センター
913 トリコＢＢコーンを手にいれろ！ 集英社みらい文庫　し　５－２島袋　光年 原著 村山　功 著 東映アニメーション 画集英社 読書センター
913 君に届け　１ 集英社みらい文庫　し　１－１椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社 読書センター
913 君に届け　２ 集英社みらい文庫　し　１－２椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社 読書センター
913 君に届け　３ 集英社みらい文庫　し　１－３椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社 読書センター
913 君に届け　４ 集英社みらい文庫　し　１－４椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社 読書センター
913 君に届け　５ 集英社みらい文庫　し　１－５椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社 読書センター
913 ドッグポリス 集英社みらい文庫　か　４－１金巻　ともこ 著 やまもり　三香 画 大石　哲也 著 集英社 読書センター
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－白の童子、血風の鬼人 集英社みらい文庫　き　１－１岸本　斉史 原著 日下部　匡俊 著 集英社 読書センター
913 ちびまる子ちゃん　１ 集英社みらい文庫　さ　１－１さくら　ももこ 著 集英社 読書センター
913 ちびまる子ちゃん　２ 集英社みらい文庫　さ　１－２さくら　ももこ 著 集英社 読書センター
913 ちびまる子ちゃん　３ 集英社みらい文庫　さ　１－３さくら　ももこ 著 集英社 読書センター
913 ちびまる子ちゃん　４ 集英社みらい文庫　さ　１－４さくら　ももこ 著 集英社 読書センター
913 君に届け　６ 集英社みらい文庫　し　１－６椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社 読書センター
913 トリコげきとつ！王者ガララワニ！！ 集英社みらい文庫　し　５－３島袋　光年 原著 村山　功 著 東映アニメーション 画集英社 読書センター
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥデッドエンドの冒険 集英社みらい文庫　お　１－５尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画集英社 読書センター
913 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第１巻 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第１巻 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第２巻 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第２巻 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第３巻 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第３巻 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第４巻 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第４巻 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第５巻 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第５巻 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第６巻 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第６巻 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第７巻 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第７巻 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第８巻 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第８巻 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第９巻 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第９巻 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第１０巻東日本大震災伝えなければならない１００の物語　第１０巻 学研教育出版//学研マーケティング読書センター
913 かずの冒険　野山編 香川　元太郎 著 小学館 読書センター
913 かずの冒険　海編 香川　元太郎 著 小学館 読書センター
913 かずの冒険　空編 香川　元太郎 著 小学館 読書センター
913 チクチクさんともりのかいぶつ ＰＨＰにこにこえほん すまいるママ 著 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 海の妖怪ホテル 妖怪ホテル　１ 妖怪ホテル編集委員会 編 マスリラ 画 金野　博，他 著ポプラ社 読書センター
913 山の妖怪ホテル 妖怪ホテル　２ 妖怪ホテル編集委員会 編 マスリラ 画 八百板　洋子，他 著ポプラ社 読書センター
913 地下の妖怪ホテル 妖怪ホテル　３ 妖怪ホテル編集委員会 編 マスリラ 画 森下　真理，他 著ポプラ社 読書センター
913 宇宙の妖怪ホテル 妖怪ホテル　４ 妖怪ホテル編集委員会 編 マスリラ 画 藤田　のぼる，他 著ポプラ社 読書センター
913 猫の妖怪ホテル 妖怪ホテル　５ 妖怪ホテル編集委員会 編 マスリラ 画 松谷　みよ子，他 著ポプラ社 読書センター
913 街の妖怪ホテル 妖怪ホテル　６ 妖怪ホテル編集委員会 編 マスリラ 画 たから　しげる，他 著ポプラ社 読書センター
913 博物館の妖怪ホテル 妖怪ホテル　７ 妖怪ホテル編集委員会 編 マスリラ 画 高木　あきこ，他 著ポプラ社 読書センター
913 沼の妖怪ホテル 妖怪ホテル　８ 妖怪ホテル編集委員会 編 マスリラ 画 八百板　洋子，他 著ポプラ社 読書センター
913 駅の妖怪ホテル 妖怪ホテル　９ 妖怪ホテル編集委員会 編 マスリラ 画 松谷　みよ子，他 著ポプラ社 読書センター
913 花の妖怪ホテル 妖怪ホテル　１０ 妖怪ホテル編集委員会 編 マスリラ 画 たから　しげる，他 著ポプラ社 読書センター
913 源平盛衰記　巻の１ 源平盛衰記　巻の１ 三田村　信行 著 若菜　等，Ｋｉ 画 ポプラ社 読書センター
913 源平盛衰記　巻の２ 源平盛衰記　巻の２ 三田村　信行 著 若菜　等，Ｋｉ 画 ポプラ社 読書センター
913 源平盛衰記　巻の３ 源平盛衰記　巻の３ 三田村　信行 著 若菜　等，Ｋｉ 画 ポプラ社 読書センター
913 わすれるもんか！ 文研ブックランド　第２集 佐藤州男 文研出版 読書センター
913 日本の神話 松谷みよ子　文　司修　絵 のら書店 読書センター
913 屋根裏部屋の秘密 戦争と平和を考える本 松谷みよ子 偕成社 読書センター
913 はじめてのキャンプ 福音館小学校Ⅰ・２年生向き童話セット林明子　作･絵 福音館書店 読書センター
913 怪盗クイーンはサーカスがお好き はやみねかおる 講談社 読書センター
913 吸血鬼あらわる！帝都〈少年少女〉探偵団ノート 楠木誠一郎 ジャイブ 読書センター
913 絶叫学級　禁断の遊び編 集英社みらい文庫 いしかわえみ/原作　桑野和明/著 集英社 読書センター
913 見習い警察犬　きな子　～圭太の物語～ ひろはたえりこ 汐文社 読書センター
913 ぐりとぐら こどものとも傑作集Ａ なかがわりえこ　作　大村百合子　画　　 福音館書店 読セ（絵本）
913 ふしぎな　はなや フレーベル館2009年新刊えほんセット　全20巻竹下文子　作 フレーベル館 読セ（絵本）
913 したきりすずめ 福音館の日本昔ばなし集 石井桃子　再話　赤羽末吉　画 福音館書店 読セ（むかし話）
913 蜘蛛の糸 絵本･日本の童話名作選 芥川龍之介　作　遠山繁年　絵　　　 偕成社 読セ（絵本）
913 鬼ぞろぞろ 舟崎克彦 偕成社 読セ（絵本）
913 おかあさんがいっぱい 東君平・お母さんの本 東君平 金の星社 読書センター
913 でんでんむしのかなしみ 新美南吉  作  かみやしん  絵 大日本図書 読セ（絵本）
913 古道具 ほんなら堂 楠章子　作　日置由美子　画 毎日新聞社 読書センター
913 約束 窪島誠一郎　作 アリス館 読書センター
913 新ちゃんがないた！ 佐藤州男　作　長谷川集平　絵 文研出版 読書センター
913 グスコーブドリの伝記 宮沢賢治/原作 理論社 読書センター
913 神去なあなあ日常 三浦しをん　著 徳間書店 読書センター
913 神去なあなあ夜話 三浦しをん  著 徳間書店 読書センター
913 かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん　前編 原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリきょうふのちょうとっきゅう かいけつゾロリシリーズ 原　ゆたか　　　　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！　前編 原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのだ・だ・だ・だいぼうけん！後編 原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのはちゃめちゃテレビ局 かいけつゾロリシリーズ　49原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのメカメカ大さくせん かいけつゾロリシリーズ　51原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート かいけつゾロリシリーズ　52原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリなぞのスパイと100万本のバラ かいけつゾロリシリーズ　53原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 若おかみは小学生！　PART　15　花の湯温泉ストーリー 令丈ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　PART　16 令丈ヒロ子 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！PART　17 令丈ヒロ子 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　PART　18　　 令丈ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　PART　19 令丈ヒロコ　著 講談社 読書センター
913 若おかみは小学生！　PART　20 令丈ヒロ子　著 講談社 読書センター
913 吸血鬼のかんおけ キツネのかぎや　6 三田村信行　作　夏目尚吾　画 あかね書房 読書センター
913 赤いポストとはいしゃさん 絵本のおもちゃばこセレクション薫くみこ　作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 くものすおやぶんとりものちょう 秋山あゆ子　作 福音館書店 読セ（絵本）
913 ことわざショウ 中川ひろたか　文 ハッピーオウル社 読セ（絵本）
913 サングラスをかけた盲導犬 おはなしガーデン全７巻 手島悠介　作　吉崎誠　絵 岩崎書店 読書センター
913 若おかみは小学生！花の湯温泉ストーリー１ 青い鳥文庫をクラスで読む愛蔵版超人気セット令丈ヒロ子 講談社 読書センター
913 ステップファザー・ステップ　屋根から落ちてきたお父さん 青い鳥文庫をクラスで読む愛蔵版超人気セット宮部みゆき 講談社 読書センター
913 闇からのささやき 青い鳥文庫超人気セット　図書館版（全16巻）あさのあつこ　作　塚越文雄　絵 講談社 読書センター
913 泣いちゃいそうだよ 小林深雪 講談社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！ 石崎洋司　作 講談社 読書センター
913 パセリ伝説　水の国の少女　ｍｅｍｏｒｙ　１　 青い鳥文庫をクラスで読む愛蔵版超人気セット倉橋燿子 講談社 読書センター
913 七時間目のＵＦＯ研究 青い鳥文庫をクラスで読む愛蔵版超人気セット藤野恵美 講談社 読書センター
913 パスワード謎旅行 青い鳥文庫超人気セット　図書館版（全16巻）松原秀行　作　梶山直美　絵 講談社 読書センター
913 パスワードは、ひ・み・つ 青い鳥文庫超人気セット　図書館版（全16巻）松原秀行　作　梶山直美　絵 講談社 読書センター
913 宇宙人のしゅくだい 青い鳥文庫超人気セット　図書館版（全16巻）小松左京　作　堤直子　絵 講談社 読書センター
913 おーい　でてこーい 青い鳥文庫超人気セット　図書館版（全16巻）加藤まさし　選　あきやまただし　絵 講談社 読書センター



913 そして五人がいなくなる 青い鳥文庫超人気セット　図書館版（全16巻）はやみねかおる　作　村田四郎　絵 講談社 読書センター
913 機巧館のかぞえ唄 青い鳥文庫超人気セット　図書館版（全16巻）はやみねかおる　作　村田四郎　絵 講談社 読書センター
913 霧のむこうのふしぎな町 柏葉幸子　作 講談社 読書センター
913 踊る夜光怪人 青い鳥文庫超人気セット　図書館版（全16巻）はやみねかおる　作　村田四郎　絵 講談社 読書センター
913 魔女の隠れ里 青い鳥文庫超人気セット　図書館版（全16巻）はやみねかおる　作　村田四郎　絵 講談社 読書センター
913 妖怪ハンター・ヒカル　闇夜の百目 斉藤洋　作　大沢幸子　絵 あかね書房 読書センター
913 妖怪ハンター・ヒカル　霧の幽霊船 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 かえってきた雪女 妖怪ハンター・ヒカル　３ 斉藤洋  作大沢幸子  絵 あかね書房 読書センター
913 花ふぶきさくら姫 妖怪ハンター・ヒカル　４ 斉藤洋  作大沢幸子  絵 あかね書房 読書センター
913 決戦！妖怪島 妖怪ハンター・ヒカル　５ 斉藤洋  作大沢幸子  絵 あかね書房 読書センター
913 迷宮ケ丘　１丁目　　窓辺の少年 日本児童文学者協会　編 偕成社 読書センター
913 迷宮ケ丘　２丁目　　百年オルガン 迷宮ヶ丘 日本児童文学者協会　編 偕成社 読書センター
913 迷宮ケ丘　３丁目　　消失ゲーム 迷宮ヶ丘 日本児童文学者協会　編 偕成社 読書センター
913 迷宮ケ丘　４丁目　　身がわりバス 迷宮ヶ丘 日本児童文学者協会　編 偕成社 読書センター
913 迷宮ケ丘　５丁目　　瓶詰め男 迷宮ヶ丘 日本児童文学者協会　編 偕成社 読書センター
913 おさらのぞうさん 平成１６年　小学校　指定図書森山京　作　杉浦範茂　絵 小峰書店 読書センター
913 あかいきりん おはなしだいすき　 長崎夏海　作　小倉正巳　絵 小峰書店 読書センター
913 あっぱれじいちゃん おはなしだいすき　 竹内もと代　作　篠崎三朗　絵 小峰書店 読書センター
913 おかのうえのカステラやさん おはなしだいすき　 堀直子　作　神山ますみ　絵 小峰書店 読書センター
913 のらカメさんた おはなしだいすき　 のむらかずあき　作　かわむらふゆみ絵 小峰書店 読書センター
913 きらちゃんひらひら おはなしだいすき　 北川チハル　作 小峰書店 読書センター
913 こうえんどおりのようふくやさん おはなしだいすき　 堀直子 小峰書店 読書センター
913 あおいじかん おはなしだいすき 長崎夏海 作小倉正巳 絵 小峰書店 読書センター
913 のらカメさんたのまけてたまるか おはなしだいすき のむらかずあき　作かわむらふゆみ　絵 小峰書店 読書センター
913 うさぎのぱんとぶたのぱん どうわはともだち 小沢　正 小峰書店 読書センター
913 恩讐の彼方に 文芸まんがシリーズ　新装版　１０菊池寛  原作〔司敬〕  〔作画〕 ぎょうせい 読書センター
913 ほんものの友情、現在進行中！ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学菊池寛  〔ほか〕作 くもん出版 読書センター
913 心の王冠 菊池寛 真珠書院 読書センター
913 こころの王国 猪瀬直樹 文藝春秋 読書センター
913 英雄の書　上 宮部みゆき　著 毎日新聞社 読書センター
913 英雄の書　下 宮部みゆき　著 毎日新聞社 読書センター
913 古事記 ２１世紀によむ日本の古典 神野志隆光　著 ポプラ社 読書センター
913 眠る盃 講談社文庫 向田邦子 講談社 読書センター
913 しゃばけ 新潮文庫 畠中恵　著 新潮社 読書センター
913 しろばんば 朝の読書　学級文庫お薦めセット　中学生向き井上靖 偕成社 読書センター
913 だれも知らない小さな国 講談社青い鳥文庫シリーズ佐藤さとる　作　村上勉　絵 講談社 読書センター
913 南総里見八犬伝　一　妖刀村雨丸 南総里見八犬伝 滝沢馬琴　原作　浜たかや　編集　山本タカト　画 偕成社 読書センター
913 南総里見八犬伝　二　五犬士走る 南総里見八犬伝 滝沢馬琴　原作　浜たかや　編集　山本タカト　画 偕成社 読書センター
913 南総里見八犬伝　三　妖婦三人 南総里見八犬伝 滝沢馬琴　原作　浜たかや　編集　山本タカト　画 偕成社 読書センター
913 南総里見八犬伝　四　八百比丘尼 南総里見八犬伝 滝沢馬琴　原作　浜たかや　編集　山本タカト　画 偕成社 読書センター
913 ぼくのおふろ わたしのえほん 鈴木　のりたけ 著 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 ぼくのトイレ わたしのえほん 鈴木　のりたけ 著 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 おかあさんはおこりんぼうせいじん わたしのえほん スギヤマ　カナヨ 著 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 ぶつくさモンクターレさん わたしのえほん サトシン 著 西村　敏雄 画 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 いちにちおもちゃ ＰＨＰにこにこえほん ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 いちにちぶんぼうぐ ＰＨＰにこにこえほん ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 いちにちのりもの ＰＨＰにこにこえほん ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 いちにちおばけ ＰＨＰにこにこえほん ふくべ　あきひろ 著 かわしま　ななえ 画 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 カレーおばけのあかいぼうし シルカ小学校のブキミともだち　1末吉　暁子 偕成社 読書センター
913 理科室のがいこつボギボギ シルカ小学校のブキミともだち　2末吉　暁子 偕成社 読書センター
913 大足くんのぴかぴかスニーカー シルカ小学校のブキミともだち　3末吉　暁子 偕成社 読書センター
913 砂場のおばけジャリッコ シルカ小学校のブキミともだち　4末吉　暁子 偕成社 読書センター
913 夕やけこやけでブランコおばけ シルカ小学校のブキミともだち　5末吉　暁子 偕成社 読書センター
913 パンダのポンポン 野中柊　作 理論社 読書センター
913 青空バーベキュー　パンダのポンポン② オモシロ！読み物シリーズ野中柊　作　長崎訓子　絵 理論社 読書センター
913 クリスマスあったかスープ　パンダのポンポン③ ２００６年新刊セット　オモシロ！読み物シリーズ野中柊　作 理論社 読書センター
913 アイスクリーム・タワー パンダのポンポン④ オモシロ！読み物シリーズ〈2007年新刊セット〉野中柊　作長崎訓子　絵 理論社 読書センター
913 クッキー・オーケストラ　パンダのポンポン⑤ パンダのポンポン 野中　柊　作　長崎訓子　絵　　 理論社 読書センター
913 パンパカパーンふっくらパン　パンダのポンポン⑥ 野中　柊 著 長崎　訓子 画 理論社 読書センター
913 サイクリング・ドーナツ  パンダのポンポン⑦ 野中柊  作長崎訓子  絵 理論社 読書センター
913 吉四六さんと庄屋さん おもしろとんち話　1 とみたひろゆき（冨田博之） 国土社 読書センター
913 吉四六さんとごさくどん おもしろとんち話　2 とみたひろゆき（冨田博之） 国土社 読書センター
913 吉四六さんとおとのさま おもしろとんち話　3 とみたひろゆき（冨田博之） 国土社 読書センター
913 おしょうさんとあんねんさん おもしろとんち話　4 とみたひろゆき（冨田博之） 国土社 読書センター
913 おしょうさんとぼんねんさん おもしろとんち話　5 とみたひろゆき（冨田博之） 国土社 読書センター
913 おしょうさんとちんねんさん おもしろとんち話　6 とみたひろゆき（冨田博之） 国土社 読書センター
913 彦市とんちくらべ おもしろとんち話　7 とみたひろゆき（冨田博之） 国土社 読書センター
913 あっぱれしゅじゅどん おもしろとんち話　8 とみたひろゆき（冨田博之） 国土社 読書センター
913 たいさくさんのちえぶくろ おもしろとんち話　9 とみたひろゆき（冨田博之） 国土社 読書センター
913 おもしろちえくらべ おもしろとんち話　10 とみたひろゆき（冨田博之） 国土社 読書センター
913 笑い話・落語の王様 ことば遊びの王様　５ 井上典子  著 岩崎書店 学習センター
913 怪盗ショコラ　アイスミルクは永遠に 怪盗ショコラ　1 杉山　亮 あかね書房 読書センター
913 怪盗ショコラ　ムーンライト作戦 怪盗ショコラ　2 杉山　亮 あかね書房 読書センター
913 怪盗ショコラ　ハートはぬすめない 怪盗ショコラ　3 杉山　亮 あかね書房 読書センター
913 怪盗ショコラ　ドラキュラにかんぱい 怪盗ショコラ　4 杉山　亮 あかね書房 読書センター
913 怪盗ショコラ　ショコラ対にせショコラ 怪盗ショコラ　5 杉山　亮 あかね書房 読書センター
913 ＤＩＶＥ　１ ＤＩＶＥ 森　絵都 著 講談社 読書センター
913 ＤＩＶＥ　２ ＤＩＶＥ 森　絵都 著 講談社 読書センター
913 ＤＩＶＥ　３ ＤＩＶＥ 森　絵都 著 講談社 読書センター
913 ＤＩＶＥ　４ ＤＩＶＥ 森　絵都 著 講談社 読書センター
913 妖怪アパートの幽雅な日常　１ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著 講談社 読書センター
913 妖怪アパートの幽雅な日常　２ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著 講談社 読書センター
913 妖怪アパートの幽雅な日常　３ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著 講談社 読書センター
913 妖怪アパートの幽雅な日常　４ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著 講談社 読書センター
913 妖怪アパートの幽雅な日常　５ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著 講談社 読書センター
913 妖怪アパートの幽雅な日常　６ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著 講談社 読書センター
913 妖怪アパートの幽雅な日常　７ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著 講談社 読書センター
913 妖怪アパートの幽雅な日常　８ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著 講談社 読書センター
913 妖怪アパートの幽雅な日常　９ 妖怪アパートの幽雅な日常香月　日輪 講談社 読書センター
913 妖怪アパートの幽雅な日常　１０ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著 講談社 読書センター
913 妖怪アパートの幽雅な食卓 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 原著 講談社 読書センター
913 妖怪アパートの幽雅な人々 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著 講談社 読書センター
913 死者の学園祭 赤川次郎ミステリーコレクション　１赤川　次郎 著 米澤　よう子 画 岩崎書店 読書センター
913 三毛猫ホームズの四捨五入 赤川次郎ミステリーコレクション　２赤川　次郎 著 亀井　洋子 画 岩崎書店 読書センター
913 セーラー服と機関銃 赤川次郎ミステリーコレクション　３赤川　次郎 著 永田　智子 画 岩崎書店 読書センター
913 三姉妹探偵団　珠美・初恋篇 赤川次郎ミステリーコレクション　４赤川　次郎 著 亀井　洋子 画 岩崎書店 読書センター
913 吸血鬼はお年ごろ 赤川次郎ミステリーコレクション　５赤川　次郎 著 小泉　英里砂 画 岩崎書店 読書センター
913 子子家庭は危機一髪 赤川次郎ミステリーコレクション　６赤川　次郎 著 三村　久美子 画 岩崎書店 読書センター
913 赤いこうもり傘 赤川次郎ミステリーコレクション　７赤川　次郎 著 永田　智子 画 岩崎書店 読書センター
913 灰の中の悪魔 赤川次郎ミステリーコレクション　８赤川　次郎 著 小泉　英里砂 画 岩崎書店 読書センター
913 若草色のポシェット 赤川次郎ミステリーコレクション　９赤川　次郎 著 ささめや　ゆき 画 岩崎書店 読書センター
913 アンバランスな放課後 赤川次郎ミステリーコレクション　１０赤川　次郎 著 早川　司寿乃 画 岩崎書店 読書センター
913 まよなかのたんじょうかい 第６０回課題図書低学年 西本　鶏介 鈴木出版 読セ（絵本）
913 まよなかのたんじょうかい 第６０回課題図書低学年 西本　鶏介 鈴木出版 読セ（絵本）
913 どこかいきのバス 第６０回課題図書低学年 井上よう子 文研出版 読書センター
913 どこかいきのバス 第６０回課題図書低学年 井上よう子 文研出版 読書センター
913 ともだちは、サティー！ 大塚篤子  作　タムラフキコ  絵 小峰書店 読書センター
913 ともだちは、サティー！ 大塚篤子  作　タムラフキコ  絵 小峰書店 読書センター
913 ふたり　　 福田　隆浩 講談社 読書センター
913 ふたり　　 福田　隆浩 講談社 読書センター
913 よろしくともだち  おれたち、ともだち！ 内田麟太郎  作降矢なな  絵 偕成社 読書センター
913 はるのゆきだるま 日本のえほん　Ａ 石鍋芙佐子 偕成社 読書センター
913 精霊の守り人 守り人シリーズ 上橋菜穂子　作　二木真希子　絵 偕成社 読書センター
913 闇の守り人　 守り人シリーズ 上橋菜穂子　作　二木真希子　絵 偕成社 読書センター
913 夢の守り人 偕成社ワンダーランド 上橋菜穂子　作　二木真希子　絵 偕成社 読書センター
913 虚空の旅人 守り人シリーズ 上橋菜穂子 偕成社 読書センター
913 神の守り人　来訪編 守り人シリーズ 上橋菜緒子　作　二木真希子　絵 偕成社 読書センター



913 神の守り人　帰還編 守り人シリーズ 上橋菜緒子　作　二木真希子　絵 偕成社 読書センター
913 蒼路の旅人 上橋菜穂子 偕成社 読書センター
913 天と地の守り人 第１部 偕成社ワンダーランド 上橋菜穂子　作二木真希子　絵 偕成社 読書センター
913 天と地の守り人 第２部 偕成社ワンダーランド 上橋菜穂子　作二木真希子　絵 偕成社 読書センター
913 天と地の守り人 第３部 偕成社ワンダーランド 上橋菜穂子　作二木真希子　絵 偕成社 読書センター
913 流れ行く者　守り人短編集 上橋菜穂子　作 偕成社 読書センター
913 炎路を行く者  守り人作品集 上橋菜穂子  作佐竹美保  絵 偕成社 読書センター
913 だいじょうぶだいじょうぶ ちいさな絵童話　りとる いとうひろし 講談社 読書センター
913 黒魔女さんのひなまつり　15　黒魔女さんが通る！！ １５ 石崎洋司  作藤田香  絵 講談社 読書センター
913 黒魔女さんのホワイトデー　16　黒魔女さんが通る！！　１６ 石崎洋司  作　藤田香  絵 講談社 読書センター
913 黒魔女さんが通る！！　17 石崎洋司  作　藤田香  絵 講談社 読書センター
913 ときときとき 竹下文子　作　鈴木まもる　絵 小峰書店 読書センター
913 いわたくんちのおばあちゃん 天野夏美　作はまのゆか　絵 主婦の友社 読書センター
913 花いっぱいになぁれ 大日本ようねん文庫 松谷みよ子 大日本図書 読書センター
913 しっぱいにかんぱい！ 宮川ひろ　作　小泉るみ子　絵 童心社 読書センター
913 うそつきに　かんぱい！ 童心社「朝の読書」低・中学年向け宮川ひろ　作 童心社 読書センター
913 ずるやすみにかんぱい！ 宮川ひろ　作 童心社 読書センター
913 わすれんぼうにかんぱい！ 宮川ひろ 童心社 読書センター
913 けんかにかんぱい！ 宮川ひろ 童心社 読書センター
913 ０てんにかんぱい！ 宮川ひろ 童心社 読書センター
913 ひいきに　かんぱい！ 宮川　ひろ 童心社 読書センター
913 チリンのすず 大型えほんセット あまんきみこ　作西巻茅子　絵 フレーベル館 読書センター
913 ポケット俳句歳時記 石坂　友二 平凡社 読書センター
913 つるばら村の大工さん 茂市久美子　作 講談社 読書センター
913 つるばら村のレストラン 茂市久美子　著 講談社 読書センター
913 つるばら村の魔法のパン 茂市久美子  作中村悦子  絵 講談社 読書センター
913 おとうとねずみチロのはなし 森山　京 講談社 読書センター
913 わたしちゃん 石井睦美  作平澤朋子  絵 小峰書店 読書センター
913 さるじぞう 日本みんわ絵本 鈴木喜代春　文 北島新平　絵 ほるぷ出版 読セ（むかし話）
913 ありこのおつかい 日本傑作絵本シリ－ズ いしいももこ　さく なかがわそうや　え 福音館書店 読セ（絵本）
913 ひまわり 幼児絵本シリーズ 和歌山静子　作 福音館書店 学習センター
913 とんことり <こどものとも>傑作集 筒井頼子　さく 林明子　え 福音館書店 読セ（絵本）
913 ひみつのひきだしあけた？ PHPにこにこえほん あまんきみこ　さく やまわきゆりこ　え ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 スパゲッティがたべたいよう ポプラ社の小さな童話 角野栄子　さく 佐々木洋子　え ポプラ社 読書センター
913 もけらもけら 日本傑作絵本シリ－ズ 山下洋輔　ぶん 元永定正　え 福音館書店 読セ（絵本）
913 きょだいなきょだいな <こどものとも>傑作集 長谷川摂子　作 降矢なな　絵 福音館書店 読セ（絵本）
913 かばくん こどものとも傑作集 岸田衿子　さく 中谷千代子　え 福音館書店 読セ（絵本）
913 おしいれのぼうけん 絵本ぼくたちこどもだ ふるたたるひ　作 たばたせいいち　画 童心社 読セ（絵本）
913 とべバッタ 創作大型えほん 田島征三　作 偕成社 読セ（絵本）
913 ルルとララのフレンチトースト あんびる　やすこ 岩崎書店 読書センター
913 きかんしゃやえもん 岩波の子どもの本 阿川弘之　文 岡部冬彦　絵 岩波書店 読セ（絵本）
913 まあちゃんのながいかみ <こどものとも>傑作集 たかどのほうこ　さく 福音館書店 読セ（絵本）
913 やさしいライオン フレーベルのえほん やなせたかし　作・絵 フレーベル館 読セ（絵本）
913 モグラ原っぱのなかまたち 古田足日　作 田畑精一　絵 あかね書房 読書センター
913 うみさちやまさち 日本の神話 舟崎克彦　文 赤羽末吉　絵 あかね書房 読セ（むかし話）
913 オオクニヌシの宝 川北亮司　作 いそけんじ　画 アスラン書房 読セ（むかし話）
913 はなたれこぞうさま 川崎大治　ぶん 太田大八　え 童話館出版 読セ（むかし話）
913 ふらいぱんじいさん 神沢利子　作 堀内誠一　絵 あかね書房 読書センター
913 ぐるんぱのようちえん こどものとも絵本 西内ミナミ　さく 堀内誠一　え 福音館書店 読セ（絵本）
913 走れ 日本の名作童話 村中李衣　作 宮本忠夫　絵 岩崎書店 読書センター
913 夕鶴・彦市ばなし 新潮文庫 木下順二　著 新潮社 読書センター
913 助けあう生き物の話 自然科学読み物生き物のちえ伊藤年一　文 今泉忠明　監修 学研教育出版 学習センター
913 まつげの海のひこうせん 杉浦範茂　絵 山下明生　作 偕成社 読書センター
913 のら犬 絵本・新美南吉の世界 新美南吉　作 鶴田陽子　絵 大日本図書 読セ（絵本）
913 えっちゃんのせんそう 岸川悦子　作 狩野ふきこ　絵 文溪堂 読書センター
913 せかいいちうつくしい村へかえる えほんはともだち 小林豊　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 りんごの花 後藤竜二　文 長谷川知子　絵 新日本出版社 読セ（絵本）
913 春のお客さん 車のいろは空のいろ あまんきみこ　作 北田卓史　絵 ポプラ社 読書センター
913 星のタクシ－ 車のいろは空のいろ あまんきみこ　作 北田卓史　絵 ポプラ社 読書センター
913 能・狂言 21世紀版少年少女古典文学館別役実，谷川俊太郎　著 講談社 読書センター
913 鹿よおれの兄弟よ 世界傑作絵本シリーズ 神沢利子　作 Ｇ．Ｄ．パヴリーシン　絵 福音館書店 読セ（絵本）
913 しあわせネコ 東君平　絵・おはなし 新日本出版社 読書センター
913 お江戸の百太郎 現代の創作児童文学 那須正幹　作 長野ヒデ子　画 岩崎書店 読書センター
913 天と地を測った男 くもんの児童文学 岡崎ひでたか　作 高田勲　画 くもん出版 読書センター
913 砂時計 偕成社文庫 岡野薫子　著 偕成社 読書センター
913 森の絵本 長田弘　著 講談社 読セ（絵本）
913 ぼくがぼくであること 岩波少年文庫 山中恒　作 岩波書店 読書センター
913 ぼんぼん 岩波少年文庫 今江祥智　作 岩波書店 読書センター
913 てっぽうをもったキジムナー 童心社の絵本 たじまゆきひこ　作 童心社 読セ（絵本）
913 絵本東京大空襲 早乙女勝元　作 おのざわ・さんいち　絵 理論社 読書センター
913 おりづるの旅 PHPにこにこえほん うみのしほ　作 狩野富貴子　絵 ＰＨＰ研究所 読書センター
913 道は必ずどこかに続く 15歳の寺子屋 日野原重明　著 講談社 読書センター
913 ぼくは弟とあるいた 絵本の泉 小林豊　作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 あしなが あきやまただし　作・絵 講談社 読セ（絵本）
913 ええところ くすのきしげのり　作 ふるしょうようこ　絵 学研教育出版 読セ（絵本）
913 パンやのくまちゃん おはなしフェスタ 森山　京 あかね書房 読書センター
913 新版宿題ひきうけ株式会社 古田　足日 理論社 読書センター
913 わらいの王子様 キッズパラダイス 令丈ヒロ子 理論社 読書センター
913 こねこムーのおくりもの 江崎　雪子　作　武田美穂　絵 ポプラ社 読書センター
913 天小森教授、宿題ひきうけます おはなしプレゼント 野村一秋 小峰書店 読書センター
913 ゆうれいパティシエ事件 ナツカのおばけ事件簿　８　斎藤　洋　作 あかね書房 読書センター
913 帝都〈少年少女）探偵団２記憶をなくした少女 帝都〈少年少女〉探偵団シリーズ楠木誠一郎 ポプラ社 読書センター
913 名探偵コナン　絶海の探偵（プライベート・アイ） 水稀しま　著 小学館 読書センター
913 ルパン三世vs名探偵コナン　THE　MOVIE 水稀　しま 小学館 読書センター
913 怪異伝説　ダレカラキイタ？１　タタリの学校 加藤一　作 あかね書房 読書センター
913 怪異伝説　ダレカラキイタ？２　ノロイの怪魔 加藤一　作 あかね書房 読書センター
913 怪異伝説　ダレカラキイタ？５　悪霊の教科書 加藤一　著 あかね書房 読書センター
913 怪異伝説　ダレカラキイタ？７　亡霊の時間割 加藤一　著 あかね書房 読書センター
913 学校の怪談Ａ　小学校の非常階段 常光　徹　 講談社 読書センター
913 都会のトム＆ソーヤ　8　怪人は夢に舞う　実践編 はやみね　かおる 講談社 読書センター
913 都会のトム＆ソーヤ　9　前夜祭　内人side はやみね　かおる 講談社 読書センター
913 都会のトム＆ソーヤ　10　前夜祭　創也side はやみね　かおる 講談社 読書センター
913 都会のトム＆ソーヤ　完全ガイド はやみね　かおる　 講談社 読書センター
913 都会のトム＆ソーヤ　ゲームブック　修学旅行においで 講談社 読書センター
913 おたんじょうびのおくりもの ティモシーとサラの絵本　1 芭蕉みどり　作・絵 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 読セ（絵本）
913 ふゆのよるのおくりもの ティモシーとサラのえほん　2芭蕉みどり　作・絵 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 読セ（絵本）
913 こわい！ 青玉 ふるえちゃう１４のお話！ 講談社ＫＫ文庫 石崎洋司　選 講談社 読書センター
913 こわい！ 赤玉 ふるえちゃう１５のお話！ 講談社ＫＫ文庫 令丈ヒロ子　選 講談社 読書センター
913 怪盗クイーンと魔窟王の対決 はやみねかおる　作　Ｋ２商会　絵 講談社 読書センター
913 怪盗クイーンの優雅な休暇 はやみねかおる　作　K2商会　絵 講談社 読書センター
913 オリエント急行とパンドラのケース はやみねかおる 講談社 読書センター
913 怪盗クイーン、仮面舞踏会にて　ピラミッドキャップの謎　前編 はやみねかおる 講談社 読書センター
913 怪盗クイーンに月の砂漠を　ピラミッドキャップの謎　後編 はやみねかおる　作 講談社 読書センター
913 はこぶ 鎌田歩　作・絵 教育画劇 読セ（絵本）
913 はこぶ 鎌田歩　作・絵 教育画劇 読セ（絵本）
913 へなちょこ くすのきしげのり　作 学研教育出版 読セ（絵本）
913 いちにちどうぶつ PHPにこにこえほん ふくべあきひろ　さく ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 恐竜トリケラトプスと決戦赤い岩 黒川みつひろ　作・絵 小峰書店 読セ（絵本）
913 とりつかれたバレリーナ ナツカのおばけ事件簿11 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 バラの城のゆうれい ナツカのおばけ事件簿12 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 テーマパークの黒髪人形 ナツカのおばけ事件簿13 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913 音楽室の日曜日 わくわくライブラリー 村上しいこ  作　田中六大  絵 講談社 読書センター
913 理科室の日曜日 わくわくライブラリー 村上しいこ  作　田中六大  絵 講談社 読書センター
913 図書室の日曜日 わくわくライブラリー 村上しいこ  作　田中六大  絵 講談社 読書センター
913 給食室の日曜日 わくわくライブラリー 村上しいこ  作　田中六大  絵 講談社 読書センター
913 保健室の日曜日 わくわくライブラリー 村上しいこ  作　田中六大  絵 講談社 読書センター
913 体育館の日曜日 わくわくライブラリー 村上しいこ  作　田中六大  絵 講談社 読書センター



913 図工室の日曜日 わくわくライブラリー 村上しいこ  作　田中六大  絵 講談社 読書センター
913 職員室の日曜日 わくわくライブラリー 村上しいこ  作　田中六大  絵 講談社 読書センター
913 家庭科室の日曜日 村上しいこ 講談社 読書センター
913 おえかきしりとり 荒井洋行・鈴木のりたけ・高畠那生・よしながこうたく講談社 5678組
913 うらしま太郎 だまし絵・かくし絵で楽しむ日本の昔話おまけたらふく舎 旬報社 読セ（むかし話）
913 三まいのおふだ だまし絵・かくし絵で楽しむ日本の昔話おまけたらふく舎 旬報社 読セ（むかし話）
913 かぐやひめ だまし絵・かくし絵で楽しむ日本の昔話おまけたらふく舎 旬報社 読セ（むかし話）
913 やめろ、スカタン！ くすのきしげのり 小学館 読セ（絵本）
913 男子★弁当部① オレらの友情てんこもり弁当 ポプラ物語館 ３３ イノウエミホコ  作　東野さとる  絵 ポプラ社 読書センター
913 男子★弁当部② 弁当バトル！野菜で勝負だ！！ ポプラ物語館 ３５ イノウエミホコ  作　東野さとる  絵 ポプラ社 読書センター
913 男子★弁当部③ オレらの初恋！？ロールサンド弁当！！ポプラ物語館 ３７ イノウエミホコ  作　東野さとる  絵 ポプラ社 読書センター
913 男子★弁当部④ オレらの青空おむすび大作戦！ ポプラ物語館 ３９ イノウエミホコ  作　東野さとる  絵 ポプラ社 読書センター
913 男子★弁当部⑤ あけてびっくり！オレらのおせち大作戦！ポプラ物語館 ５９ イノウエミホコ  作　東野さとる  絵 ポプラ社 読書センター
913 忍剣花百姫伝７　愛する者たち 越水利江子　作 ポプラ社 読書センター
913 ぼくらの最後の聖戦 宗田理　著 ポプラ社 読書センター
913 アブナイかえりみち 山本孝　著 ほるぷ出版 読セ（絵本）
913 虫ロボのぼうけん０１ ／ カブトムシに土下座！？ 吉野万理子  作　安部繭子  絵 理論社 読書センター
913 虫ロボのぼうけん ０２ 吉野万理子  作　安部繭子  絵 理論社 読書センター
913 虫ロボのぼうけん０３ 吉野　万理子 理論社 読書センター
913 くろずみ小太郎旅日記 その６ 飯野和好  〔作〕 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 くろずみ小太郎旅日記 その７ 飯野和好  〔作〕 クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 かいけつゾロリのまほうのランプ?ッ かいけつゾロリシリーズ ５４原　ゆたか　　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリの大まじんをさがせ！！ かいけつゾロリシリーズ ５５原　ゆたか　　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのクイズ王 かいけつゾロリシリーズ ５６原　ゆたか　　 ポプラ社 読書センター
913 しあわせなら名探偵　15 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 とっておきの名探偵　16 杉山　亮 偕成社 読書センター
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋玲子  作　ｊｙａｊｙａ  絵 偕成社 読書センター
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 ２ 廣嶋玲子  作　ｊｙａｊｙａ  絵 偕成社 読書センター
913 ８月６日のこと 中川ひろたか  文　長谷川義史  絵 河出書房新社 読セ（絵本）
913 ともだち 谷川俊太郎  文　和田誠  絵 玉川大学出版部 読セ（絵本）
913 アルパカパカパカやってきて おおなり修司　文 丸山誠司　絵 絵本館 読セ（絵本）
913 いいからいいから 長谷川義史　作 絵本館 読セ（絵本）
913 おとうさんのえほん 高畠純　作 絵本館 読セ（絵本）
913 さる・るるる 五味太郎　作 絵本館 読セ（絵本）
913 にんげんになったニクマンジュウ 長新太　作 絵本館 読セ（絵本）
913 ぶたのたね 佐々木マキ　作・絵 絵本館 読セ（絵本）
913 うみのカラオケ おはなし広場 スズキコージ　さく クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 とりどりのとり おはなし広場 佐々木マキ　さく クレヨンハウス 読セ（絵本）
913 すごいサーカス 古内ヨシ　作 絵本館 読セ（絵本）
913 だるまなんだ おおなり修司　文 丸山誠司　絵 絵本館 読セ（絵本）
913 パンダ銭湯 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく 絵本館 読セ（絵本）
913 ふとんちゃん きむらよしお　作 絵本館 読セ（絵本）
913 まくらのせんにん かがくいひろし　著 佼成出版社 読セ（絵本）
913 さんぱつやきょうこさん 長谷川義史　作 光村図書出版 読セ（絵本）
913 おばけバースデイ 佐々木マキ　作・絵 絵本館 読セ（絵本）
913 妖怪交通安全 広瀬克也　作 絵本館 読セ（絵本）
913 妖怪遊園地 広瀬克也  作 絵本館 読セ（絵本）
913 妖怪横丁 広瀬克也　作 絵本館 読セ（絵本）
913 でるでるでるぞ 高谷まちこ　著 佼成出版社 読セ（絵本）
913 あいうえおばけ あべこうじ　ぶん ささきみお　え 少年写真新聞社 読セ（絵本）
913 ようこそおばけ☆パーティーへ おぼまこと　作・絵 ひさかたチャイルド 読セ（絵本）
913 おばさんのごちそう 五味太郎　作 絵本館 読セ（絵本）
913 ゴリララくんのコックさん きむらよしお　作 絵本館 読セ（絵本）
913 だじゃれレストラン 中川ひろたか　文 高畠純　絵 絵本館 読セ（絵本）
913 べんべけざばばん りとうようい　作 絵本館 読セ（絵本）
913 妖怪食堂 広瀬克也　作 絵本館 読セ（絵本）
913 東北んめえもんのうた 長谷川義史　著 佼成出版社 読セ（絵本）
913 ぞくぞく村のミイラのラムさん ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子　 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村の魔女のオバタン ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子　 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村のちびっこおばけグ－・ス－・ピ－ ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子　 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村の小鬼のゴブリン ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村のおおかみ男 ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子　 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村のドラキュラのむすこ ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子　 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村の妖精レロレロ ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子　 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村のとうめい人間サムガリ－ ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村のがいこつガチャさん ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村の雪女ユキミダイフク ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村の雨ぼうずピッチャン ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村の魔女のオバタンの使い魔 ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村のゾンビのビショビショ ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村の怪鳥ホヤホヤ ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん ぞくぞく村のおばけシリーズ末吉　暁子 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村のかぼちゃ怪人 ぞくぞく村のおばけシリーズ末吉　暁子 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村の魔法少女カルメラ ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子 あかね書房 読書センター
913 ぞくぞく村のランプの精ジンジン ぞくぞく村のおばけシリ－ズ末吉　暁子 あかね書房 読書センター
913 風のゆうびんやさん おはなし8つ 竹下文子　作 土田義晴　絵 あかね書房 読セ（絵本）
913 ジオジオのたんじょうび 岸田衿子　作 中谷千代子　絵 あかね書房 読書センター
913 ほねほねザウルス11　ボコボコン・ホール ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913 ほねほねザウルス大図鑑 ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913 ぼくと弟はあるきつづける レインボーえほん 小林豊　作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　３ 廣嶋玲子　作 ｊｙａｊｙａ　絵 偕成社 読書センター
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　４ 廣嶋玲子　作 ｊｙａｊｙａ　絵 偕成社 読書センター
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　５ 廣嶋玲子　作 ｊｙａｊｙａ　絵 偕成社 読書センター
913 へんしんオバケ 新しいえほん あきやまただし　作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 へんしんコンサート 新しいえほん あきやまただし　作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 へんしんとびばこ 新しいえほん あきやまただし　作・絵 金の星社 読セ（絵本）
913 ちこく姫 わんぱく小学校シリーズ よしながこうたく　さく 好学社 読セ（絵本）
913 学校の怪談　1 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
913 学校の怪談　2 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
913 学校の怪談　3 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
913 学校の怪談　4 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
913 学校の怪談　5 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
913 学校の怪談　6 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
913 学校の怪談　7 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
913 学校の怪談　8 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
913 学校の怪談　9 講談社KK文庫 常光　徹 講談社 読書センター
913 悪ガキ７　１　いたずらtwinsと仲間たち 宗田理　著 中山敦支　イラスト 静山社 読書センター
913 悪ガキ７　２　モンスター・デスマッチ 宗田理　著 中山敦支　イラスト 静山社 読書センター
913 悪ガキ７　３　タイ行きたい 宗田理　著 中山敦支　イラスト 静山社 読書センター
913 悪ガキ７　４　転校生は魔女 宗田理　著 中山敦支　イラスト 静山社 読書センター
913 らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子騒兵衛　作・絵 ポプラ社 読書センター
913 にんタマ三人ぐみのラクして頭がよくなる大さくせん！！ こどもおはなしランド 尼子騒兵衛　作・絵 ポプラ社 読書センター
913 にんタマ，げんタマ　げんじゅつくらべ！？ こどもおはなしランド 尼子騒兵衛　絵・作 ポプラ社 読書センター
913 にんタマのドキドキハラハラばけ寺たんけん！ こどもおはなしランド 尼子騒兵衛　絵・作 ポプラ社 読書センター
913 にんタマ、ドクたまドクロ城にしのびこめ！！ こどもおはなしランド 尼子騒兵衛　絵・作 ポプラ社 読書センター
913 ホントにでちゃった！にんタマのきょうふのきもだめし こどもおはなしランド 尼子騒兵衛　絵・作 ポプラ社 読書センター
913 おばけ野球チ－ム 水木しげるのおばけ学校 水木しげる　著 ポプラ社 読書センター
913 ゆうれい電車 水木しげるのおばけ学校 水木しげる　著 ポプラ社 読書センター
913 ブル－トレインおばけ号 水木しげるのおばけ学校 水木しげる　著 ポプラ社 読書センター
913 おばけ宇宙大戦争 水木しげるのおばけ学校 水木しげる　著 ポプラ社 読書センター
913 吸血鬼チャランポラン 水木しげるのおばけ学校 水木しげる　著 ポプラ社 読書センター
913 ３年Ａ組おばけ教室 水木しげるのおばけ学校 水木しげる　著 ポプラ社 読書センター
913 カッパの三平水泳大会 水木しげるのおばけ学校 水木しげる　著 ポプラ社 読書センター
913 カッパの三平魔法だぬき 水木しげるのおばけ学校 水木しげる　著 ポプラ社 読書センター
913 妖怪大戦争 水木しげるのおばけ学校 水木しげる　著 ポプラ社 読書センター
913 おばけレストラン 水木しげるのおばけ学校 水木しげる　著 ポプラ社 読書センター
913 おばけマイコンじゅく 水木しげるのおばけ学校 水木しげる　著 ポプラ社 読書センター



913 ラジコン大海獣 水木しげるのおばけ学校 水木しげる　著 ポプラ社 読書センター
913 冒険！発見！大迷路　海賊アドベンチャー 原裕朗，バースデイ　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 冒険！発見！大迷路　大魔王の復活 原裕朗，バースデイ　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 冒険！発見！大迷路　宇宙大冒険 原裕朗，バースデイ　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 冒険！発見！大迷路　妖怪忍法帖 原裕朗，バースデイ　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 冒険！発見！大迷路　恐竜王国の秘宝 原裕朗，バースデイ　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 冒険！発見！大迷路　スコルピオンの秘密基地 原裕朗，バースデイ　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 冒険！発見！大迷路　魔法の学校 原裕朗，バースデイ　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 冒険！発見！大迷路　時空列車クロノス 原裕朗，バースデイ　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 冒険！発見！大迷路　悪夢の迷宮 原裕朗，バースデイ　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 冒険！発見！大迷路　ドラゴンアドベンチャー 原裕朗，バースデイ　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 冒険！発見！大迷路　妖怪大決戦 原裕朗，バースデイ　作・絵 ポプラ社 読セ（絵本）
913 義経千本桜 橋本治・岡田嘉夫の歌舞伎絵巻 ２竹田出雲  原作　三好松洛  原作 ポプラ社 読セ（絵本）
913 もぐらバス 佐藤雅彦　原案 うちのますみ　文／絵 偕成社 読セ（絵本）
913 ぶーちゃんとおにいちゃん 島田ゆか　作・絵 白泉社 読セ（絵本）
913 香川の童話 日本児童文学者協会/編 リブリオ出版 読書センター
913 恋のギュービッド大作戦！ 石崎洋司　令丈ヒロ子　作 講談社 読書センター
913 怪盗レッド① 秋木真　作 角川書店 読書センター
913 お願い！フェアリー①　ダメ小学生、恋をする。 みずのまい　作 ポプラ社 読書センター
913 お願い！フェアリー②　はじめてのデートっ！？ みずのまい　作 ポプラ社 読書センター
913 お願い!フェアリー③　告白は、いのちがけ!! みずのまい ポプラ社 読書センター
913 お願い!フェアリー④　一日だけの永遠のトモダチ みずのまい ポプラ社 読書センター
913 お願い！フェアリー⑤ 転校生は王子さま！？　 みずのまい  作カタノトモコ  絵 ポプラ社 読書センター
913 怪盗クイーン、かぐや姫は夢を見る はやみねかおる  作Ｋ２商会  絵 講談社 読書センター
913 ほこらの神さま 富安陽子　作　小松良佳　絵 偕成社 読書センター
913 宇宙のみなしご ヤングアダルト選書 森絵都　作 講談社 読書センター
913 魔界ドールハウス ナツカのおばけ事件簿 １０斉藤洋  作　かたおかまなみ  絵 あかね書房 読書センター
913 かいけつゾロリつかまる！！ ポプラ社の新・小さな童話 １０４原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリの大かいじゅう ポプラ社の新・小さな童話 ５８原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリの大かいぞく ポプラ社の新・小さな童話 １５原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのきょうふのプレゼント ポプラ社の新・小さな童話 ７５原　ゆたか　　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのきょうふのカーレース ポプラ社の新・小さな童話 １５６原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのきょうふのサッカー ポプラ社の新・小さな童話 ９５原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 ほうれんそうマンのゆうれいじょう ポプラ社の小さな童話 ９１ みづしま志穂  さく　原ゆたか  え ポプラ社 読書センター
913 君に届け ７ 集英社みらい文庫 しー１ー７白井かなこ  著　椎名軽穂  原作／絵 集英社 読書センター
913 君に届け ８ 集英社みらい文庫 しー１ー８白井かなこ  著　椎名軽穂  原作／絵 集英社 読書センター
913 君に届け ９ 集英社みらい文庫 しー１ー９白井かなこ  著　椎名軽穂  原作／絵 集英社 読書センター
913 君に届け １０ 集英社みらい文庫 しー１ー１０白井かなこ  著　椎名軽穂  原作／絵 集英社 読書センター
913 もっと泣いちゃいそうだよ／泣いちゃいそうだよ2 講談社青い鳥文庫 ２５４ー２小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 いいこじゃないよ ／ 泣いちゃいそうだよ3 講談社青い鳥文庫 ２５４ー３小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 ひとりじゃないよ ／ 泣いちゃいそうだよ4 講談社青い鳥文庫 ２５４ー４小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 ほんとは好きだよ ／ 泣いちゃいそうだよ5 講談社青い鳥文庫 ２５４ー５小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 かわいくなりたい ／ 泣いちゃいそうだよ6 講談社青い鳥文庫 ２５４ー６小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 ホンキになりたい ／ 泣いちゃいそうだよ7 講談社青い鳥文庫 ２５４ー７小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 いっしょにいようよ ／ 泣いちゃいそうだよ8 講談社青い鳥文庫 ２５４ー８小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 恐怖！！都市伝説 パート９ 平川　陽一　編 汐文社 読書センター
913 もっとかわいくなりたい ／ 泣いちゃいそうだよ9 講談社青い鳥文庫 ２５４ー９小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 夢中になりたい ／ 泣いちゃいそうだよ10 講談社青い鳥文庫 ２５４ー１０小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 信じていいの？ ／ 泣いちゃいそうだよ11 講談社青い鳥文庫 ２５４ー１１小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 きらいじゃないよ ／ 泣いちゃいそうだよ12 講談社青い鳥文庫 ２５４ー１２小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 ずっといっしょにいようよ ／ 泣いちゃいそうだよ13 講談社青い鳥文庫 ２５４ー１３小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 やっぱりきらいじゃないよ ／ 泣いちゃいそうだよ14 講談社青い鳥文庫 ２５４ー１４小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 大好きがやってくる ／ 七星編　泣いちゃいそうだよ15 講談社青い鳥文庫 ２５４ー１５小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 大好きをつたえたい ／北斗編　泣いちゃいそうだよ16 講談社青い鳥文庫 ２５４ー１６小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 大好きな人がいる ／ 北斗＆七星編　泣いちゃいそうだよ17講談社青い鳥文庫 ２５４ー１７小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 泣いてないってば！ ／ 泣いちゃいそうだよ18 講談社青い鳥文庫 ２５４ー１８小林深雪  作　牧村久実  絵 講談社 読書センター
913 怪盗レッド ２（中学生探偵、あらわる☆の巻） 角川つばさ文庫 Ａあ３ー２ 秋木真  作　しゅー  絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 読書センター
913 怪盗レッド ３（学園祭は、おおいそがし☆の巻） 角川つばさ文庫 Ａあ３ー３ 秋木真  作　しゅー  絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 読書センター
913 魔神の指輪 ／ シェーラひめのぼうけん1 村山早紀  作　佐竹美保  画 童心社 読書センター
913 うしなわれた秘宝 ／ シェーラひめのぼうけん2 村山早紀  作　佐竹美保  画 童心社 読書センター
913 ダイヤモンドの都 ／ シェーラひめのぼうけん3 村山早紀  作　佐竹美保  画 童心社 読書センター
913 海賊船シンドバッド ／ シェーラひめのぼうけん4 村山早紀  作　佐竹美保  画 童心社 読書センター
913 ぼくらの先生！ はやみねかおる  著 講談社 読書センター
913 だいじょうぶ３組 乙武洋匡  著 講談社 読書センター
913 シロガラス １ 佐藤多佳子  著 偕成社 読書センター
913 黒ねこサンゴロウ １ 竹下文子  作　鈴木まもる  絵 偕成社 読書センター
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ 呪われた聖剣 ／ みらい文庫版 集英社みらい文庫 おー１ー６浜崎達也  著　尾田栄一郎  原作 集英社 読書センター
913 怪盗クイーンと悪魔の錬金術師 ／ バースディパーティ 講談社青い鳥文庫 １７４ー２９はやみねかおる  作　Ｋ２商会  絵 講談社 読書センター
913 ボタンちゃん 小川洋子 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 ボタンちゃん 小川洋子 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
913 ひみつのきもちぎんこう ふじもとみさと 金の星社 読書センター
913 ひみつのきもちぎんこう ふじもとみさと 金の星社 読書センター
913 二日月 いとうみく  作丸山ゆき  絵 そうえん社 読書センター
913 二日月 いとうみく  作丸山ゆき  絵 そうえん社 読書センター
913 茶畑のジャヤ 中川なをみ 鈴木出版 読書センター
913 茶畑のジャヤ 中川なをみ 鈴木出版 読書センター
913 わかったさんのクッキ－ わかったさんのおかしシリ－ズ寺村輝夫　作 永井郁子　絵 あかね書房 読書センター
913 わかったさんのシュ－クリ－ム わかったさんのおかしシリ－ズ寺村輝夫　作 永井郁子　絵 あかね書房 読書センター
913 わかったさんのド－ナツ わかったさんのおかしシリ－ズ寺村輝夫　作 永井郁子　絵 あかね書房 読書センター
913 わかったさんのアップルパイ わかったさんのおかしシリ－ズ寺村輝夫　作 永井郁子　絵 あかね書房 読書センター
913 わかったさんのホットケ－キ わかったさんのおかしシリ－ズ寺村輝夫　作 永井郁子　絵 あかね書房 読書センター
913 わかったさんのプリン わかったさんのおかしシリ－ズ寺村輝夫　作 永井郁子　絵 あかね書房 読書センター
913 わかったさんのアイスクリ－ム わかったさんのおかしシリ－ズ寺村輝夫　作 永井郁子　絵 あかね書房 読書センター
913 わかったさんのショ－トケ－キ わかったさんのおかしシリ－ズ寺村輝夫　作 永井郁子　絵 あかね書房 読書センター
913 わかったさんのクレ－プ わかったさんのおかしシリ－ズ寺村輝夫　作 永井郁子　絵 あかね書房 読書センター
913 わかったさんのマドレ－ヌ わかったさんのおかしシリ－ズ寺村輝夫　作 永井郁子　絵 あかね書房 読書センター
913 キャンディハンターマルカとクーピー さかいさちえ　作・絵 岩崎書店 読書センター
913 おねえちゃんって、ほーんとつらい！ おはなしトントン いとうみく　作 つじむらあゆこ　絵 岩崎書店 読書センター
913 ミュウとゴロンとおにいちゃん 小手鞠るい　作 たかすかずみ　絵 岩崎書店 読書センター
913 からすのおかしやさん かこさとしおはなしのほん かこさとし　作・絵 偕成社 読セ（絵本）
913 いつだってともだち おれたち、ともだち！ 内田麟太郎　作 降矢なな　絵 偕成社 読セ（絵本）
913 うみの１００かいだてのいえ いわいとしお　作 偕成社 読セ（絵本）
913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　６ 廣嶋玲子　作 ｊｙａｊｙａ　絵 偕成社 読書センター
913 ぜつぼうの濁点 原田　宗典 著 柚木　沙弥郎 画 教育画劇 読セ（絵本）
913 だって… 石津　ちひろ 著 下谷　二助 画 国土社 読セ（絵本）
913 だって…　学校の巻 石津　ちひろ 著 下谷　二助 画 国土社 読セ（絵本）
913 ぱんつくったよ。 平田　昌広 著 平田　景 画 国土社 読セ（絵本）
913 てんぐ、はなをかむ。 平田　昌広 著 平田　景 画 国土社 読セ（絵本）
913 しろがくろのパンダです。 平田　昌広 著 平田　景 画 国土社 読セ（絵本）
913 あいうえおおかみ えほんひろば くどう　なおこ 著 ほてはま　たかし 画 小峰書店 読セ（絵本）
913 ちゅーちゅー ひまわりえほんシリーズ 宮西　達也 著 すずき出版 読セ（絵本）
913 そらまめくんのベッド こどものとも傑作集 なかや　みわ 著 福音館書店 読セ（絵本）
913 りんごかもしれない ヨシタケ　シンスケ 著 ブロンズ新社 読セ（絵本）
913 かいけつゾロリのようかい大うんどうかい かいけつゾロリシリーズ　５７原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 きえた！？かいけつゾロリ かいけつゾロリシリーズ　５８原　ゆたか　 ポプラ社 読書センター
913 かいけつゾロリのおいしい金メダル 原　ゆたか ポプラ社 読書センター
913 晴れた日は図書館へいこう 文学の森 緑川　聖司 著 宮嶋　康子 画 小峰書店 読書センター
913 おみくじ きた　あいり 著 ビーエル出版 読セ（絵本）
913 冥界伝説・たかむらの井戸 あかね・新読み物シリーズ １５たつみや章  作　広瀬弦  絵 あかね書房 読書センター
913 おしゃれプリンセスミューナ ともだちはおひめさま！？ ポプラちいさなおはなし 山本省三  作おおたうに  絵 ポプラ社 読書センター
913 山田県立山田小学校 １ 山田マチ  作　杉山実  絵 あかね書房 読書センター
913 シノダ！チビ竜と魔法の実 富安陽子  著　大庭賢哉  絵 偕成社 読書センター
913 シノダ！樹のことばと石の封印 富安陽子  著　大庭賢哉  絵 偕成社 読書センター
913 シノダ！鏡の中の秘密の池 富安陽子  著　大庭賢哉  絵 偕成社 読書センター
913 怪盗クイーンと魔界の陰陽師（おんみょうじ） ／ バースディパーティ講談社青い鳥文庫 １７４ー３０はやみねかおる  作　Ｋ２商会  絵 講談社 読書センター
913 なぞなぞのみせ なぞなぞ？えほん 石津ちひろ  なぞなぞ　なかざわくみこ  え 偕成社 読書センター
913 千年の時の彼方に エンタティーン倶楽部 沢村凛  作　竹岡美穂  画 学研マーケティング 読書センター



913 シロガラス ２　めざめ 佐藤多佳子  著 偕成社 読書センター
913 シロガラス ３　ただいま稽古中 佐藤多佳子  著 偕成社 読書センター
913 シロガラス ４　お神楽の夜へ 佐藤多佳子  著 偕成社 読書センター
913 天山の巫女ソニン ２ 菅野雪虫  作 講談社 読書センター
913 天山の巫女ソニン ３ 菅野雪虫  作 読書センター
913 天山の巫女ソニン ４ 菅野雪虫  作 講談社 読書センター
913 天山の巫女ソニン ５ 菅野雪虫  作 講談社 読書センター
913 名探偵コナン１１人目のストライカー 小学館ジュニアシネマ文庫水稀しま  著　青山剛昌  原作 小学館 読書センター
913 名探偵コナン漆黒の追跡者（チェイサー） 小学館ジュニアシネマ文庫水稀しま  著　青山剛昌  原作 小学館 読書センター
913 名探偵コナン天空の難破船（ロスト・シップ） 小学館ジュニアシネマ文庫水稀しま  著　青山剛昌  原作 小学館 読書センター
913 名探偵コナン銀翼の奇術師（マジシャン） 小学館ジュニア文庫 ジあー２ー１１水稀しま  著　青山剛昌  原作 小学館 読書センター
913 名探偵コナン水平線上の陰謀（ストラテジー） 小学館ジュニア文庫 ジあー２ー１２水稀しま  著　青山剛昌  原作 小学館 読書センター
913 名探偵コナン　業火の向日葵 青山剛昌 小学館 読書センター

913.37 今昔物語集 ストーリーで楽しむ日本の古典令丈ヒロ子　作 つだなおこ　絵 岩崎書店 読書センター
913.393 大鏡 ストーリーで楽しむ日本の古典那須田淳　作 十々夜　絵 岩崎書店 読書センター
913.435 太平記 ストーリーで楽しむ日本の古典石崎洋司　作 二星天　絵 岩崎書店 読書センター
913.55 東海道中膝栗毛 ストーリーで楽しむ日本の古典越水利江子　作 十々夜　絵 岩崎書店 読書センター
913.6 とうめい人間の１０時 寺村輝夫の王さまシリーズ寺村 輝夫 作 理論社 読書センター
913.6 れいぞうこのなつやすみ とっておきのどうわ 村上しいこ　さく ＰＨＰ研究所 読書センター
913.6 ストーブのふゆやすみ とっておきのどうわ 村上しいこ　さく ＰＨＰ研究所 読書センター
913.6 つるばら村のくるみさん わくわくライブラリー 茂市久美子　作 講談社 読書センター
913.6 つるばら村の家具屋さん わくわくライブラリー 茂市久美子　作 講談社 読書センター
913.6 つるばら村のはちみつ屋さん わくわくライブラリー 茂市久美子　作 講談社 読書センター
913.6 マリと子犬の物語 ひろはたえりこ　文 汐文社 読書センター
913.6 ゲゲゲの鬼太郎と妖怪ラーメン 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし水木しげる　著 メディアファクトリー 読書センター
913.6 ゲゲゲの鬼太郎とよみがえった恐竜 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし水木しげる　著 メディアファクトリー 読書センター
913.6 ゲゲゲの鬼太郎とゆうれいテレビ局 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし水木しげる　著 メディアファクトリー 読書センター
913.6 ゲゲゲの鬼太郎と妖怪ガマ先生 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし水木しげる　著 メディアファクトリー 読書センター
913.6 都会のトム＆ソーヤ　1 Ya!entertainment はやみねかおる　著 講談社 読書センター
913.6 都会のトム＆ソーヤ　2 YA!entertainment はやみねかおる　著 講談社 読書センター
913.6 都会のトム＆ソーヤ　3 YA!entertainment はやみねかおる　著 講談社 読書センター
913.6 都会のトム＆ソーヤ　4 YA!entertainment はやみねかおる　著 講談社 読書センター
913.6 都会のトム＆ソーヤ　5（上） YA!entertainment はやみねかおる　著 講談社 読書センター
913.6 都会のトム＆ソーヤ　5（下） YA!entertainment はやみねかおる　著 講談社 読書センター
913.6 とっておきの詩 村上しいこ　作 ＰＨＰ研究所 読書センター
913.6 ケイゾウさんは四月がきらいです。 市川宣子　さく 福音館書店 読書センター
913.6 はんぶんぺぺちゃん どうわのとびらシリーズ 村中李衣　作 佼成出版社 読書センター
913.6 がっこうかっぱのイケノオイ 山本悦子　作 童心社 読書センター
913.6 がっこうかっぱのイケノオイ 山本悦子　作 童心社 読書センター
913.6 アリクイにおまかせ 竹下文子　作 小峰書店 読書センター
913.6 アリクイにおまかせ 竹下文子　作 小峰書店 読書センター
913.6 ヤマトシジミの食卓 吉田道子　作 くもん出版 読書センター
913.6 ヤマトシジミの食卓 吉田道子　作 くもん出版 読書センター
913.6 またおいで もりやまみやこ　作 いしいつとむ　絵 あかね書房 読書センター
913.6 またおいで もりやまみやこ　作 いしいつとむ　絵 あかね書房 読書センター
913.6 ココロ屋 梨屋アリエ　作 菅野由貴子　絵 文研出版 読書センター
913.6 ココロ屋 梨屋アリエ　作 菅野由貴子　絵 文研出版 読書センター
913.6 チョコレートと青い空 堀米薫　作 小泉るみ子　絵 そうえん社 読書センター
913.6 チョコレートと青い空 堀米薫　作 小泉るみ子　絵 そうえん社 読書センター
913.6 心の森 小手鞠るい　作 金の星社 読書センター
913.6 心の森 小手鞠るい　作 金の星社 読書センター
913.6 きらめきハートのドレス あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913.6 うわさのとんでも魔女商会 あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913.6 わがまま姫と魔法のバラ あんびる　やすこ　 ポプラ社 読書センター
913.6 ルルとララのホットケーキ あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913.6 ルルとララのしらたまデザート おはなしトントン あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913.6 銀河鉄道の夜 宮澤賢治　原作 ますむら・ひろし　原案 理論社 読書センター
913.6 ねこのおんがえし よみたいききたいむかしばなし中川李枝子　文 山脇百合子　絵 のら書店 読セ（むかし話）
913.6 はなさかじいさん 石崎洋司　作 松成真理子　絵 講談社 読セ（むかし話）
913.6 おさるになるひ どうわがいっぱい いとうひろし　作・絵 講談社 読書センター
913.6 やまんばあかちゃん 富安陽子　文 大島妙子　絵 理論社 読セ（絵本）
913.6 シップ船長とうみぼうず かどのえいこ　さく オームラトモコ　え 偕成社 読書センター
913.6 りんご畑の九月 後藤竜二　ぶん 長谷川知子　え 新日本出版社 読セ（絵本）
913.6 Ｔｗｏ　Ｔｒａｉｎｓ 学研の新・創作シリーズ 魚住直子　作 あずみ虫　絵 学習研究社 読書センター
913.6 希望への扉リロダ 渡辺有理子　作 小渕もも　絵 アリス館 読書センター
913.6 夢の果て 安房直子　文 味戸ケイコ　絵 瑞雲社 読書センター
913.6 ハッピーノート 草野たき　作 ともこエヴァーソン　画 福音館書店 読書センター
913.6 天山の巫女ソニン 菅野雪虫　作 講談社 読書センター
913.6 パンプキン！ 令丈ヒロ子　作 宮尾和孝　　絵 講談社 読書センター
913.6 西の魔女が死んだ 新潮文庫 梨木香歩　著 新潮社 読書センター
913.6 くちぶえ番長 新潮文庫 重松清　著 新潮社 読書センター
913.6 あしたあさってしあさって おはなしだいすき もりやまみやこ　作 小峰書店 読書センター
913.6 あしたあさってしあさって おはなしだいすき もりやまみやこ　作 小峰書店 読書センター
913.6 かあさんのしっぽっぽ おはなしいちばん星 村中李衣　作 ＢＬ出版 読書センター
913.6 かあさんのしっぽっぽ おはなしいちばん星 村中李衣　作 ＢＬ出版 読書センター
913.6 かぐやのかご こころのつばさシリーズ 塩野米松　作 佼成出版社 読書センター
913.6 かぐやのかご こころのつばさシリーズ 塩野米松　作 佼成出版社 読書センター
913.6 パオズになったおひなさま 佐和みずえ　作 くもん出版 読書センター
913.6 パオズになったおひなさま 佐和みずえ　作 くもん出版 読書センター
913.6 ぼくはうちゅうじん 中川ひろたか　ぶん アリス館 読セ（絵本）
913.6 ぼくはうちゅうじん 中川ひろたか　ぶん アリス館 読セ（絵本）
913.6 ぼくの、ひかり色の絵の具 ノベルズ・エクスプレス 西村すぐり　作 ポプラ社 読書センター
913.6 ぼくの、ひかり色の絵の具 ノベルズ・エクスプレス 西村すぐり　作 ポプラ社 読書センター
913.6 ぼくのかえりみち ひがしちから　作 ＢＬ出版 読セ（絵本）
913.6 すいはんきのあきやすみ 村上しいこ　さく ＰＨＰ研究所 読書センター
913.6 そうじきのつゆやすみ とっておきのどうわ 村上しいこ　さく ＰＨＰ研究所 読書センター
913.6 とびばこのひるやすみ とっておきのどうわ 村上しいこ　さく ＰＨＰ研究所 読書センター
913.6 旅のはじまりはタイムスリップ 妖怪道中膝栗毛　1 三田村信行　作 あかね書房 読書センター
913.6 よろずトラブル妖怪におまかせ 妖怪道中膝栗毛　2 三田村信行　作 あかね書房 読書センター
913.6 旅はみちづれ地獄ツアー 妖怪道中膝栗毛　3 三田村信行　作 あかね書房 読書センター
913.6 船で空飛ぶ妖怪クルーズ 妖怪道中膝栗毛　4 三田村信行　作 あかね書房 読書センター
913.6 呪いのまぼろし美容院 ナツカのおばけ事件簿9 斉藤洋　作 あかね書房 読書センター
913.6 夜の迷路で妖怪パニック 妖怪道中膝栗毛5 三田村信行　作 十々夜　絵 あかね書房 読書センター
913.6 時空をこえて魔鏡マジック 妖怪道中膝栗毛6 三田村信行　作 十々夜　絵 あかね書房 読書センター
913.6 旅の終わりは妖怪ワ～ルド 妖怪道中膝栗毛7 三田村信行　作 十々夜　絵 あかね書房 読書センター
913.6 ほねほねザウルス1　ぼうけん ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913.6 ほねほねザウルス2　なぞのオオウミガメ ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913.6 ほねほねザウルス3　ぐるぐるジャングル ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913.6 ほねほねザウルス4　たんけん！アバラさばく ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913.6 ほねほねザウルス5　おおぞらをとぶ ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913.6 ほねほねザウルス6　かいぞくになる ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913.6 ほねほねザウルス7　すすめ！ちていあべこべランド ぐるーぷ・アンモナイツ　 岩崎書店 読書センター
913.6 ほねほねザウルス8　オニたいじ ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913.6 ほねほねザウルス9　まぼろし山のほねほねキング ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913.6 ほねほねザウルス10　４人のまほうつかい ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913.6 ほねほねザウルス12　アシュラとりでのほねほねサムライ ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913.6 ほねほねザウルス13　ミラクルツリー ぐるーぷ・アンモナイツ 岩崎書店 読書センター
913.6 シップ船長といるかのイットちゃん かどのえいこ　さく オームラトモコ　え 偕成社 読書センター
913.6 シップ船長とゆきだるまのユキちゃん かどのえいこ　さく オームラトモコ　え 偕成社 読書センター
913.6 シップ船長とくじら かどのえいこ　さく オームラトモコ　え 偕成社 読書センター
913.6 シップ船長とチャンピオンくん かどのえいこ　さく オームラトモコ　え 偕成社 読書センター
913.6 ５分後に意外な結末①　赤い悪夢 学研教育出版 読書センター
913.6 ５分後に意外な結末②　青いミステリー 学研教育出版 読書センター
913.6 ５分後に意外な結末③　白い恐怖 学研教育出版 読書センター
913.6 ５分後に意外な結末⑤　黄色い悲喜劇 学研教育出版 読書センター
913.6 ５分後に意外な結末④　黒いユーモア 学研教育出版 読書センター
913.6 獣の奏者　5 講談社青い鳥文庫 上橋菜穂子　作 武本糸会　絵 講談社 読書センター



913.6 獣の奏者　6 講談社青い鳥文庫 上橋菜穂子　作 武本糸会　絵 講談社 読書センター
913.6 獣の奏者　7 講談社青い鳥文庫 上橋菜穂子　作 武本糸会　絵 講談社 読書センター
913.6 獣の奏者　8 講談社青い鳥文庫 上橋菜穂子　作 武本糸会　絵 講談社 読書センター
913.6 真田十勇士　1 小前亮　作 小峰書店 読書センター
913.6 真田十勇士　2 小前亮　作 小峰書店 読書センター
913.6 真田十勇士　3 小前亮　作 小峰書店 読書センター
913.6 オニのすみかでおおあばれ！ おはなしトントン 藤真知子　作 村田桃香　絵 岩崎書店 読書センター
913.6 野ばら・月夜とめがね はじめてよむ日本の名作絵どうわ小川未明　作 中川貴雄　絵 岩崎書店 読書センター
913.6 くもの糸 はじめてよむ日本の名作絵どうわ芥川龍之介　作 深見春夫　絵 岩崎書店 読書センター
913.6 あめ玉・でんでんむしのかなしみ はじめてよむ日本の名作絵どうわ新美南吉　　作 後藤範行　絵 岩崎書店 読書センター
913.6 きつねの窓 はじめてよむ日本の名作絵どうわ安房直子　作 あおきひろえ　絵 岩崎書店 読書センター
913.6 わらぐつのなかの神様 はじめてよむ日本の名作絵どうわ杉みき子　作 加藤美紀　絵 岩崎書店 読書センター
913.6 名前を見てちょうだい・白いぼうし はじめてよむ日本の名作絵どうわあまんきみこ　作 阪口笑子　絵 岩崎書店 読書センター
913.6 夜空のダイヤモンド なんでも魔女商会 あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913.6 運命のウエディングドレス なんでも魔女商会 あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913.6 おきゃくさまはルルとララ なんでも魔女商会 あんびる　やすこ　 岩崎書店 読書センター
913.6 おばけやさん おかべりか　作 偕成社 読書センター
913.6 おばけやさん おかべりか　作 偕成社 読書センター
913.6 おばけやさん おかべりか　作 偕成社 読書センター
913.6 おばけやさん おかべりか　作 偕成社 読書センター
913.6 おばけやさん おかべりか　作 偕成社 読書センター
913.6 ふりかえれば名探偵　17 ミルキー杉山あなたも名探偵杉山　亮 偕成社 読書センター
913.6 あらしをよぶ名探偵　18 ミルキー杉山あなたも名探偵杉山亮 偕成社 読書センター

913.68 霊界通信レストラン 怪談レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社
913.68 死神レストラン 怪談レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 読書センター
913.68 魔の森レストラン 怪談レストラン 松谷みよ子　責任編集 童心社 読書センター
913.68 秘密のとびらレストラン 怪談レストラン 松谷みよ子　［ほか］編 童心社 読書センター
913.68 丑三つ時レストラン 怪談レストラン 松谷みよ子　［ほか］編 童心社 読書センター
913.7 怪談牡丹灯籠 ストーリーで楽しむ日本の古典金原瑞人　作 佐竹美保　絵 岩崎書店 読書センター

914 君について行こう 向井万起男 講談社 読書センター
914 女房が宇宙を飛んだ 向井万起男 講談社 読書センター
914 明日、きっといいことがある 講談社 読書センター
914 五体不満足 講談社青い鳥文庫 乙武 洋匡 作 講談社 読書センター
914 枕草子 コミックストーリーわたしたちの古典　４清少納言 著 学校図書 読書センター
914 徒然草 コミックストーリーわたしたちの古典　９兼好 著 学校図書 読書センター
914 森の３６５日 宮崎学 理論社 読書センター
914 おーい　ぽぽんた 声で読む日本の詩歌166 大岡信　著 福音館書店 読書センター
914 海は生きている 富山和子　著 講談社 読書センター
914 海は生きている 富山和子　著 講談社 読書センター
914 おっ父ったんが行く 福音館日曜日文庫 荻内 勝之 著 福音館書店 読書センター
914 赤毛のアンに出会う旅 心にのこる文学 折原 みと 作 ポプラ社 読書センター
914 絵で読む日本の古典　３ 絵で読む日本の古典 ポプラ社 読書センター
914 科学と科学者のはなし　寺田寅彦エッセイ集 岩波少年文庫Ｂセット 池内了　編 岩波書店 読書センター
914 みんな地球に生きるひと 岩波ジュニア新書 アグネス・チャン　著 岩波書店 学習センター

914.6 盆まねき 富安陽子　作 高橋和枝　絵 偕成社 読書センター
915 ベーリング海峡をわたる グレートジャーニー人類５万キロの旅関野 吉晴 著 小峰書店 読書センター
915 おくのほそ道 コミックストーリーわたしたちの古典１０松尾　芭蕉 著 学校図書 読書センター
915 つづり方兄妹 理論社名作の愛蔵版 野上 丹治 〔ほか〕作 理論社 智文庫
915 赤毛のアンに出会う島 嶋田　宏一　文・構成 金の星社 ６年生教室
915 絵で読む日本の古典　５ 絵で読む日本の古典 ポプラ社 読書センター
915 深夜特急１　香港・マカオ 新潮社文庫セット１００ 沢木耕太郎 新潮社 読書センター
916 杉原千畝物語 杉原 幸子 著 金の星社 読書センター
916 先生のピアノが歌った ポプラ社いきいきノンフィクション矢崎 節夫 著 ポプラ社 読書センター
916 ぼくは農家のファーブルだ イワサキ・ライブラリー 谷本 雄治 著 岩崎書店 読書センター
916 ぼくは農家のファーブルだ イワサキ・ライブラリー 谷本 雄治 著 岩崎書店 読書センター
916 ぼくは農家のファーブルだ イワサキ・ライブラリー 谷本 雄治 著 岩崎書店 読書センター
916 はばたけ！オロロン鳥 わたしのノンフィクション 寺沢 孝毅 文 写真 偕成社 読書センター
916 ぼくは農家のファーブルだ イワサキ・ライブラリー 谷本 雄治 著 岩崎書店 読書センター
916 自由のたびびと南方熊楠 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション三田村 信行 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 聖の青春 講談社青い鳥文庫 大崎 善生 作 講談社 読書センター
916 夢に生きる 講談社 読書センター
916 だから、あなたも生きぬいて 大平　光代 講談社 読書センター
916 乙武レポート 乙武 洋匡 著 講談社 読書センター
916 平和の世紀を願って 高松市平和を願う市民団体協議会　編 高松市平和を願う市民団体協議会読書センター
916 ブラジルの大地に生きて 藤崎 康夫 作 くもん出版 読書センター
916 がんばれ！　盲導犬サーブ 手島 悠介 文 講談社 読書センター
916 モンゴルに米ができた日 ときめき文学館 鈴木 喜代春 作 金の星社 読書センター
916 子ぎつねヘレンがのこしたもの 森の獣医さんの動物日記 竹田津 実 著 偕成社 読書センター
916 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社 読書センター
916 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社 読書センター
916 ＮＨＫプロジェクトＸ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社 読書センター
916 ＮＨＫプロジェクトＸ３ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社 読書センター
916 ＮＨＫプロジェクトＸ５ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 汐文社 読書センター
916 聴導犬捨て犬コータ 桑原　崇寿 著 ハート出版 読書センター
916 奇跡の犬タマ公 綾野　まさる 著 ハート出版 読書センター
916 プロジェクトＸ挑戦者たち日米逆転！コンビニを作った素人たち　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 読書センター
916 プロジェクトＸ挑戦者たち執念が生んだ新幹線　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 読書センター
916 プロジェクトＸ挑戦者たち日本初のマイカーてんとう虫町をゆく　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 閉架
916 プロジェクトＸ挑戦者たちツッパリ生徒と泣き虫先生　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 読書センター
916 プロジェクトＸ挑戦者たち８２億食の奇跡　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 閉架
916 プロジェクトＸ挑戦者たち夢のロータリーエンジン誕生　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 読書センター
916 プロジェクトＸ挑戦者たち翼はよみがえった　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 学習センター
916 プロジェクトＸ挑戦者たち炎上男たちは飛び込んだ　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 読書センター
916 プロジェクトＸ挑戦者たち液晶執念の対決　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 読書センター
916 プロジェクトＸ挑戦者たち腕と度胸のトラック便　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 読書センター
916 プロジェクトＸ挑戦者たち決断命の一滴　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 閉架
916 プロジェクトＸ挑戦者たち厳冬黒四ダムに挑む　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 読書センター
916 プロジェクトＸ挑戦者たち男たち不屈のドラマ瀬戸大橋　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 閉架
916 プロジェクトＸ挑戦者たち運命のＺ計画　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 読書センター
916 救出 人と”こころ”のシリーズ 木暮正夫 アリス館 ５年生教室
916 救出 人と”こころ”シリーズ 木暮正夫 アリス館 ６年生教室
916 救出 人と”こころ”シリーズ 木暮正夫 アリス館 ６年生教室
916 救出 人と”こころ”シリーズ 木暮正夫 アリス館 読書センター
916 ぼくの見た戦争 高橋邦典 ポプラ社 学習センター
916 聴導犬捨て犬コータ 桑原 崇寿 作 ハート出版 読書センター
916 デンジロウ博士がやってくる！ 学研のノンフィクション 木暮 正夫 文 学研 読書センター
916 スズメの大研究 ノンフィクション未知へのとびらシリーズ国松俊英　文 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 スズメの大研究 ノンフィクション未知へのとびらシリーズ国松俊英　文 ＰＨＰ研究所 ６年生教室
916 スズメの大研究 ノンフィクション未知へのとびらシリーズ国松俊英　文 ＰＨＰ研究所 ６年生教室
916 スズメの大研究 ノンフィクション未知へのとびらシリーズ国松俊英　文 ＰＨＰ研究所 ５年生教室
916 シマが基地になった日 ノンフィクション知られざる世界真鍋和子　著 金の星社 読書センター
916 ユウキ シリーズ・未来へのつばさ 岸川悦子　著 ポプラ社 読書センター
916 十歳のきみへ 日野原 重明 著 富山房インターナショナル読書センター
916 五つの誓い 寺門克　著 日経BP企画 読書センター
916 あきらめないこと、それが冒険だ ヒューマン・ノンフィクション 野口健　著 学習研究社 読書センター
916 あきらめないこと、それが冒険だ ヒューマン・ノンフィクション 野口健　著 学習研究社 読書センター
916 きな子がいく！ ジュリアン　編 ジュリアン 読書センター
916 夢のひとつぶ 左近蘭子　文 世界文化社 学習センター
916 ぼくらが作った「いじめ」の映画 今関信子 佼成出版 読書センター
916 奇跡の母子犬 山下　由美 著 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 だじゃれたっぷり宇宙大作戦 どうわのとびらシリーズ 内田　麟太郎 著 佼成出版社 読書センター
916 オランウータンのジプシー ポプラ社ノンフィクション 黒鳥英俊　著 ポプラ社 読書センター
916 オランウータンのジプシー ポプラ社ノンフィクション 黒鳥英俊　著 ポプラ社 読書センター
916 春さんのスケッチブック 依田逸夫　作 汐文社 読書センター
916 春さんのスケッチブック 依田逸夫　作 汐文社 読書センター
916 マタギに育てられたクマ 感動ノンフィクションシリーズ金治直美　文 佼成出版社 読書センター
916 マタギに育てられたクマ 感動ノンフィクションシリーズ金治直美　文 佼成出版社 読書センター



916 盲導犬リチャードからのおくりもの どうぶつ感動ものがたり　１国松　俊英 編 ポプラ社 読セ（30周年）
916 げんきです、車いすの犬花子 どうぶつ感動ものがたり　２国松　俊英 編 ポプラ社 読セ（30周年）
916 子牛のモグタンは新入生 どうぶつ感動ものがたり　３国松　俊英 編 ポプラ社 読セ（30周年）
916 がんばれ義足のキリンたいよう どうぶつ感動ものがたり　４国松　俊英 編 ポプラ社 読セ（30周年）
916 イルカのジャンプに夢をのせて どうぶつ感動ものがたり　５国松　俊英 編 ポプラ社 読セ（30周年）
916 ゴリラをたずねてアフリカへ どうぶつ感動ものがたり　６国松　俊英 編 ポプラ社 読セ（30周年）
916 トキとつきあった１２７日間 どうぶつ感動ものがたり　７国松　俊英 編 ポプラ社 読セ（30周年）
916 コアラのラッキーたいせつな命 どうぶつ感動ものがたり　８国松　俊英 編 ポプラ社 読セ（30周年）
916 ゾウガメからのメッセージ どうぶつ感動ものがたり　９国松　俊英 編 ポプラ社 読セ（30周年）
916 カバはぼくのともだちだ どうぶつ感動ものがたり　１０国松　俊英 編 ポプラ社 読セ（30周年）
916 やんちゃ子グマがやってきた！ あんずゆき　文 フレーベル館 読書センター
916 やんちゃ子グマがやってきた！ あんずゆき　文 フレーベル館 読書センター
916 三河のエジソン 今関信子　文 佼成出版社
916 いのちのあさがお あやの まさる さく ハート出版 読書センター
916 ホスピタルクラウン・Ｋちゃんが行く あんずゆき　文 佼成出版社 読書センター
916 ホスピタルクラウン・Ｋちゃんが行く あんずゆき　文 佼成出版社 読書センター
916 すすめ、太陽をあびて ＰＨＰこころのノンフィクションきりぶち 輝 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 魔術師のくだものづくり くもんのノンフィクション・愛のシリーズ岡本 文良 作 くもん出版 ５年生教室
916 魔術師のくだものづくり くもんのノンフィクション・愛のシリーズ岡本 文良 作 くもん出版 ６年生教室
916 魔術師のくだものづくり くもんのノンフィクション・愛のシリーズ岡本 文良 作 くもん出版 ６年生教室
916 お母さん、わたしをすきですか 愛と心のシリーズ 中島 信子 作 ポプラ社 読書センター
916 イラガのマユのなぞ わたしの研究 石井 象二郎 文 偕成社 読書センター
916 ゴミから地球をかんがえる わたしのノンフィクション 石沢 清史 著 偕成社 読書センター
916 アリに知恵はあるか？ わたしの研究 石井 象二郎 文 偕成社 読書センター
916 しあわせまで三万キロ くもんのノンフィクション・愛のシリーズ岡本 文良 作 くもん出版 読書センター
916 さようなら！子牛のモグタン わたしのノンフィクション 小川 陽子 文 偕成社 読書センター
916 ザー・テレサ　愛に生きる くもんノンフィクション・愛のシリーズ沖 守弘 作・写真 くもん出版 読書センター
916 車いすの犬「花子」とその仲間たち わたしのノンフィクション 坂井 ひろ子 文 偕成社 読書センター
916 おかあさんの日記帳 愛と心のシリーズ 清水 達也 作 ポプラ社 読書センター
916 鶴になったおじさんの動物記 わたしのノンフィクション 高橋 良治 文 偕成社 読書センター
916 娘よ、ここが長崎です くもんのノンフィクション・愛のシリーズ筒井 茅乃 作 くもん出版 読書センター
916 三日三晩降った魚の雨 すべて実話だ世界のふしぎ中山 光義 文 ポプラ社 読書センター
916 三日三晩降った魚の雨 すべて実話だ世界のふしぎ中山 光義 文 ポプラ社 読書センター
916 雪男を見た十七人の証言 すべて実話だ世界のふしぎ中山 光義 文 ポプラ社 読書センター
916 雪のシベリア脱走３万キロ すべて実話だ世界のふしぎ中山 光義 文 ポプラ社 読書センター
916 アメリカにも忠犬ハチ公がいた すべて実話だ世界のふしぎ中山 光義 文 ポプラ社 読書センター
916 おそろしいバッタの大襲来 すべて実話だ世界のふしぎ中山 光義 文 ポプラ社 読書センター
916 ムササビ「モモ」の卒業式 わたしのノンフィクション 舟崎 克彦 文 偕成社 読書センター
916 愛と勇気の鐘 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ藤崎 康夫 作 くもん出版 読書センター
916 緑のドクター くもんのノンフィクション・愛のシリーズ藤崎 康夫 作 くもん出版 読書センター
916 愛のかけ橋はきえず くもんのノンフィクション・愛のシリーズ藤崎 康夫 作 くもん出版 読書センター
916 ノーレン君の目が見えた！ わたしのノンフィクション 宮崎 亮 共著 偕成社 読書センター
916 はるかなりモヨロの里 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ吉樹 朔生 作 くもん出版 読書センター
916 まぼろしの花がさいた くもんのノンフィクション・愛のシリーズ神戸 淳吉 作 くもん出版 読書センター
916 世界の名選手物語 わたしのノンフィクション 加藤 博夫 著 偕成社 読書センター
916 薬師寺に陽がのぼる くもんのノンフィクション・愛のシリーズきりぶち 輝 作 くもん出版 読書センター
916 ゲンジボタルと生きる くもんのノンフィクション・愛のシリーズ国松 俊英 作 くもん出版 読書センター
916 はばたけオオタカ くもんのノンフィクション・愛のシリーズ国松 俊英 作 くもん出版 読書センター
916 トキよ舞いあがれ くもんのノンフィクション・愛のシリーズ国松 俊英 作 くもん出版 読書センター
916 夢の地下鉄冒険列車 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ佐藤 一美 作 くもん出版 読書センター
916 保育園のすきな子ザルのモンちゃん わたしのノンフィクション 坂井 ひろ子 文 偕成社 読書センター
916 シカのくる分校 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ桜井 信夫 作 くもん出版 読書センター
916 がんばれ！赤ちゃんラッコのラリー わたしのノンフィクション 島田 治子 文 偕成社 読書センター
916 トッコはわたぼうしになった くもんのノンフィクション・愛のシリーズ森下 研 作 くもん出版 読書センター
916 母さんのじん臓をあげる！ わたしのノンフィクション 馬場 錬成 文 偕成社 読書センター
916 たんぽぽの花は野に山に くもんのノンフィクション・愛のシリーズ浜田 けい子 作 くもん出版 読書センター
916 まぼろしの木曽っ子 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ藤崎 康夫 作 くもん出版 読書センター
916 人間はすばらしい 椋 鳩十 著 偕成社 読書センター
916 ムササビと７７人のなかまたち くもんのノンフィクション・愛のシリーズ矢崎 節夫 作 くもん出版 読書センター
916 魔術師のくだものづくり くもんのノンフィクション・愛のシリーズ岡本 文良 作 くもん出版 読書センター
916 あした、またね！ 愛と心のシリーズ 大野 允子 作 ポプラ社 読書センター
916 動物園出前しまーす 子どもドキュメント 川内 松男 文・写真 国土社 読書センター
916 動物園出前しまーす 子どもドキュメント 川内 松男 文・写真 国土社 読書センター
916 動物園出前しまーす 子どもドキュメント 川内 松男 文・写真 国土社 読書センター
916 動物園出前しまーす 子どもドキュメント 川内 松男 文・写真 国土社 読書センター
916 動物園出前しまーす 子どもドキュメント 川内 松男 文・写真 国土社 読書センター
916 動物園出前しまーす 子どもドキュメント 川内 松男 文・写真 国土社 ４年生教室
916 動物園出前しまーす 子どもドキュメント 川内 松男 文・写真 国土社 読書センター
916 動物園出前しまーす 子どもドキュメント 川内 松男 文・写真 国土社 読書センター
916 教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた７ ポプラ社 読書センター
916 オオハクチョウドンキーの空 ムツゴロウの図書館 畑 正憲 著 朝日出版社 読書センター
916 新ぼくのくろう ムツゴロウの図書館 畑 正憲 著 朝日出版社 読書センター
916 あばれ天竜を恵みの流れに ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション赤座 憲久 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 あばれ天竜を恵みの流れに ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション赤座 憲久 作 ＰＨＰ研究所 ４年生教室
916 あばれ天竜を恵みの流れに ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション赤座 憲久 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 あばれ天竜を恵みの流れに ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション赤座 憲久 作 ＰＨＰ研究所 ５年生教室
916 あばれ天竜を恵みの流れに ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション赤座 憲久 作 ＰＨＰ研究所 ５年生教室
916 あばれ天竜を恵みの流れに ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション赤座 憲久 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 あばれ天竜を恵みの流れに ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション赤座 憲久 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 あばれ天竜を恵みの流れに ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション赤座 憲久 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 折り鶴の子どもたち ＰＨＰこころのノンフィクション那須 正幹 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 折り鶴の子どもたち ＰＨＰこころのノンフィクション那須 正幹 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 友情は戦火をこえて ＰＨＰこころのノンフィクション石井 美樹子 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 ありがとう！！犬のロクとナナ ポプラ社いきいきノンフィクション角谷 智恵子 著 ポプラ社 読書センター
916 さくらがさいた！ ポプラ社いきいきノンフィクション木暮 正夫 著 ポプラ社 読書センター
916 タヌキはぼくのたからもの ポプラ社いきいきノンフィクション池田 啓 著 ポプラ社 読書センター
916 母さん、ぼくに光をください ポプラ社いきいきノンフィクション緑川 崇久 著 ポプラ社 読書センター
916 とべ！！翼竜号 ポプラ社いきいきノンフィクション富永 敏治 著 ポプラ社 読書センター
916 サルが山からおりてきた ポプラ社いきいきノンフィクション佐藤 一美 著 ポプラ社 読書センター
916 おばあちゃん泣いて笑ってシャッターをきる ポプラ社いきいきノンフィクション楠山 忠之 著 ポプラ社 読書センター
916 まけるなしんちゃん ポプラ社いきいきノンフィクション東海林 のり子 著 ポプラ社 読書センター
916 鬼太鼓座が走る ポプラ社いきいきノンフィクションゆうき えみ 著 ポプラ社 読書センター
916 少女たちの明治維新 ＰＨＰこころのノンフィクション岩崎 京子 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 メインポールの旗のもとに ＰＨＰこころのノンフィクション川村 たかし 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 ありがとう！ヒグマの母さん ポプラ社いきいきノンフィクション亀井　一成 ポプラ社 読書センター
916 みどりの大地はわが心 ＰＨＰこころのノンフィクション桜井 信夫 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 燃えろ　あかつきの星 ＰＨＰこころのノンフィクション高橋 宏幸 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 鶴になったおじさんの動物記 わたしのノンフィクション 高橋 良治 文 偕成社 読書センター
916 愛の天使をゆめにみて ＰＨＰこころのノンフィクション日野 多香子 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 志摩の海にかけた夢 ＰＨＰこころのノンフィクション笠原 秀 作 ＰＨＰ研究所 読書センター
916 夢をくれた盲導犬 ポプラ社いきいきノンフィクション星野 有史 著 ポプラ社 読書センター
916 わたしの家族はいぬのブルース 岸川 悦子 文 ひくまの出版 読書センター
916 ブータンの朝日に夢をのせて くもんのノンフィクション・愛のシリーズ木暮 正夫 作 くもん出版 読書センター
916 ブータンの朝日に夢をのせて くもんのノンフィクション・愛のシリーズ木暮 正夫 作 くもん出版 読書センター
916 ブータンの朝日に夢をのせて くもんのノンフィクション・愛のシリーズ木暮 正夫 作 くもん出版 読書センター
916 ブータンの朝日に夢をのせて くもんのノンフィクション・愛のシリーズ木暮 正夫 作 くもん出版 ５年生教室
916 ブータンの朝日に夢をのせて くもんのノンフィクション・愛のシリーズ木暮 正夫 作 くもん出版 ６年生教室
916 植村直己ものがたり ジュニア・ノンフィクション さかい ともみ 作 教育出版センター 読書センター
916 旅の人芭蕉ものがたり ジュニア・ノンフィクション 楠木 しげお 作 教育出版センター 読書センター
916 サトウハチローものがたり ジュニア・ノンフィクション 楠木 しげお 著 教育出版センター 読書センター
916 正岡子規ものがたり ジュニア・ノンフィクション 楠木 しげお 作 教育出版センター 読書センター
916 北原白秋ものがたり ジュニア・ノンフィクション 楠木 しげお 作 教育出版センター 読書センター
916 歴史をつくった女性たち ジュニア・ノンフィクション 庄司 浅水 作 教育出版センター 読書センター
916 樋口一葉ものがたり ジュニア・ノンフィクション 日野 多香子 作 教育出版センター 読書センター
916 渋沢栄一のこころざし ジュニア・ノンフィクション 山岸 達児 作 教育出版センター新社 読書センター
916 カネト ひくまのノンフィクションシリーズ沢田 猛 著 ひくまの出版 読書センター
916 ヤギのリリのおくりもの ひくまのノンフィクションシリーズ岩崎 京子 作 ひくまの出版 読書センター



916 ブータンの朝日に夢をのせて くもんのノンフィクション・愛のシリーズ木暮 正夫 作 くもん出版 ６年生教室
916 車いすからこんにちは あかねノンフィクション 嶋田 泰子 著 あかね書房 ５年生教室
916 車いすからこんにちは あかねノンフィクション 嶋田 泰子 著 あかね書房 ５年生教室
916 車いすからこんにちは あかねノンフィクション 嶋田 泰子 著 あかね書房 読書センター
916 車いすからこんにちは あかねノンフィクション 嶋田 泰子 著 あかね書房 読書センター
916 車いすからこんにちは あかねノンフィクション 嶋田 泰子 著 あかね書房 ４年生教室
916 愛の点字図書館長 わたしのノンフィクション 池田 澄子 文 偕成社 読書センター
916 先生は笑わせマン 大沢 宏子 著 偕成社 読書センター
916 盲導犬カンナ、わたしと走って！ わたしのノンフィクション 坂井 ひろ子 文 偕成社 読書センター
916 盲導犬フロックスの思い出 福沢 美和 著 偕成社 読書センター
916 盲導犬フロックスとの旅 福沢 美和 著 偕成社 読書センター
916 フー子とママのふたり 福沢 美和 著 偕成社 読書センター
916 盲導犬フロックスのてがみ 福沢 美和 著 偕成社 読書センター
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社 読書センター
916 ありがとう私のいのち　第１巻 ありがとう私のいのち　第１巻星野　富弘∥著 学研パブリッシング//学研マーケティング読書センター
916 ありがとう私のいのち　第２巻 ありがとう私のいのち　第２巻星野　富弘∥著 学研パブリッシング//学研マーケティング読書センター
916 ありがとう私のいのち　第３巻 ありがとう私のいのち　第３巻星野　富弘∥著 学研パブリッシング//学研マーケティング読書センター
916 ありがとう私のいのち　第４巻 ありがとう私のいのち　第４巻星野　富弘∥著 学研パブリッシング//学研マーケティング読書センター
916 友美子からのメッセージ 文芸社 読書センター
916 制覇せよ世界最高峰レース プロジェクトX挑戦者たち 横山アキラ　作画・脚本 宙出版 読書センター
916 犬たちをおくる日 今西乃子　著 浜田一男　写真 金の星社 読書センター
916 地球最北に生きる日本人 武田剛　著 フレーベル館 読書センター
916 ピアノはともだち こうやまのりお　著 講談社 読書センター
916 ピアノはともだち こうやまのりお　著 講談社 読書センター
916 高安犬物語 戸川幸夫動物物語　１ 戸川　幸夫 著 国土社 読書センター
916 ひろしまのピカ 記録のえほん　１ 丸木　俊 著 小峰書店 読書センター
916 みなまた海のこえ 記録のえほん　２ 石牟礼　道子 著 丸木　俊，丸木　位里 画 小峰書店 読書センター
916 おきなわ島のこえ 記録のえほん　３ 丸木　俊，丸木　位里 著 小峰書店 読書センター
916 プロジェクトＸ挑戦者たち８２億食の奇跡　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 加藤　唯史 著 宙出版 読書センター
916 ニュースの現場で考える 池上彰　著 岩崎書店 読書センター
916 幸せをはこぶ使者　盲導犬からリタイア犬へ 日野多香子 岩崎書店 読書センター
916 命の教室 動物管理センターからのメッセージ イワサキ・ノンフィクション〈2010年版〉池田まき子　著　　　 岩崎書店 読書センター
916 命のバトンタッチ 障がいを負った犬・未来 イワサキ・ノンフィクション 今西乃子　著 岩崎書店 読書センター
916 しあわせのバトンタッチ　障がいを負った犬・未来、学校へ行くイワサキ・ノンフィクション〈2010年版〉今西乃子　著　浜田一男　写真　　 岩崎書店 読書センター
916 捨て犬・未来と子犬のマーチ 今西乃子 岩崎書店 読書センター
916 捨て犬・未来　命のメッセージ 今西乃子 岩崎書店 読書センター
916 名犬チロリ　日本初のｾﾗﾋﾟｰﾄﾞｯｸﾞになった捨て犬の物語 第５６回指定図書高学年 大木トオル 岩崎書店 読書センター
916 カブトムシ山に帰る 第６０回課題図書高学年 山口　進 汐文社 読書センター
916 すごいぞ！「しんかい６５００」 山本省三　著 友永たろ　絵 くもん出版 読書センター
916 神谷美恵子 大谷美和子　著 くもん出版 読書センター
916 「大好き！」を見つけよう 世の中への扉 中原一歩　著 講談社 読書センター
916 盲導犬不合格物語 学研のノンフィクション 沢田俊子　文 学習研究社 読書センター
916 引退犬命の物語 動物感動ノンフィクション 沢田俊子　著 小山るみこ　絵 学習研究社 読書センター
916 レジェンド！ 世の中への扉 城島充　著 講談社 読書センター
916 レジェンド！ 世の中への扉 城島充　著 講談社 読書センター
916 ドッグ・シェルター ノンフィクション知られざる世界今西乃子　著 浜田一男　写真 金の星社 読書センター
916 サンシャイン水族館リニューアル大作戦 このプロジェクトを追え！ 深光富士男　文 佼成出版社 学習センター
916 ミッドタウン・タワー超高層ビル２４８ｍへの道 このプロジェクトを追え！ 深光富士男　文 佼成出版社 学習センター
916 成田国際空港フライト準備ＯＫ！ このプロジェクトを追え！ 深光富士男　文 佼成出版社 学習センター
916 ハイパーレスキュー災害現場へ走れ！ このプロジェクトを追え！ 深光富士男　文 佼成出版社 学習センター
916 毎日新聞社記事づくりの現場 このプロジェクトを追え！ 深光富士男　文 佼成出版社 学習センター
916 東京メトロ大都会をめぐる地下鉄 このプロジェクトを追え！ 深光富士男　文 佼成出版社 学習センター
916 走れ！やすほにっぽん縦断地雷教室 上泰歩  著　ピースボート  編 国土社 読書センター
916 コロッケ先生の　情熱！古紙リサイクル授業 中村文人 佼成出版社 読書センター
916 コロッケ先生の　情熱！古紙リサイクル授業 中村文人 佼成出版社 読書センター
916 ここで土になる 大西暢夫 アリス館 読書センター
916 ここで土になる 大西暢夫 アリス館 読書センター
916 ホームヘルパー犬ミルキー 井上　夕香 著 国土社 読書センター
916 エルと過ごした９か月 鹿目　けい子 著 国土社 読書センター
916 特別な一ぴき 岡田　朋子 著 国土社 読書センター
916 がんばれ！盲目の犬レディ 山本　博 著 岩崎書店 読書センター
917 しゃれの王様 ことば遊びの王様　３ 梅澤実  著 岩崎書店 学習センター
918 ごん狐 新美 南吉 著 大日本図書 読書センター
918 おじいさんのランプ 新美 南吉 著 大日本図書 読書センター
918 花のき村と盗人たち 新美 南吉 著 大日本図書 読書センター
918 花のき村と盗人たち 新美南吉童話選集 新美 南吉 著 大日本図書 読書センター
918 牛をつないだつばきの木 新美南吉童話選集 新美 南吉 〔著〕 大日本図書 読書センター
918 ランプと胡弓ひき 新美南吉童話選集 新美 南吉 〔著〕 大日本図書 読書センター
918 うた時計と狐 新美南吉童話選集 新美 南吉 著 大日本図書 読書センター
918 鳥右エ門諸国をめぐる 新美南吉童話選集 新美 南吉 作 大日本図書 読書センター
918 あかいろうそく 新美南吉童話選集 新美 南吉 作 大日本図書 読書センター
918 こぞうさんのおきょう 新美南吉童話選集 新美 南吉 作 大日本図書 読書センター
918 がちょうのたんじょうび 新美南吉童話選集 新美 南吉 作 大日本図書 読書センター
918 ごんぎつねとてぶくろ 新美南吉童話選集 新美 南吉 作 大日本図書 読書センター
918 こどものすきなかみさま 新美南吉童話選集 新美 南吉 作 大日本図書 読書センター
918 地球ってだいじょうぶなの 日本作文の会 編 大月書店 読書センター
918 マヤの一生 椋鳩十全集 椋 鳩十 著 ポプラ社 読書センター
918 よんでおきたい１ねんせいのよみもの 亀村 五郎 〔ほか〕編集 学校図書 １年生教室
918 読んでおきたい２年生の読みもの 亀村 五郎 〔ほか〕編集 学校図書 ２年生教室
918 古典文学全集１０ ポプラ社 読書センター
918 古典文学全集１ ポプラ社 読書センター
918 少年少女日本文学館８ 大岡信 講談社 読書センター
920 ひのりゅう 絵本ファンタジア きみしま ひさこ ぶん コーキ出版 １年生教室
920 タオ・チーの夏休み日記 岩波少年文庫復刻版 シエ ピンシン 作 岩波書店 ５年生教室
920 へらない稲たば 教科書関連えほん 李　錦玉 岩崎書店 読セ（絵本）
923 あおがえる 朝鮮名作絵本シリーズ 李 錦玉 ぶん 朝鮮青年社 読セ（絵本）
923 りんごのおくりもの 朝鮮名作絵本シリーズ 李 錦玉 ぶん 朝鮮青年社 読セ（絵本）
923 しんせつなともだち <こどものとも>傑作集 方軼羣　作 福音館書店 読セ（絵本）
923 西遊記　上　悟空誕生の巻 西遊記 渡辺　仙州 編訳 偕成社 読書センター
923 西遊記　中　破邪遍歴の巻 西遊記 渡辺　仙州 編訳 偕成社 読書センター
923 西遊記　下　西天取経の巻 西遊記 渡辺　仙州 編訳 偕成社 読書センター
923 西遊記　１ ポプラポケット文庫　５６－１呉　承恩 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
923 西遊記　２ ポプラポケット文庫　５６－２呉　承恩 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
923 西遊記　３ ポプラポケット文庫　５６－３呉　承恩 原著 ポプラ社 読セ（30周年）
923 うしかいとおりひめ 創作こども文庫 君島 久子 訳 偕成社 智文庫
923 りゅうのめのなみだ いわさきちひろ絵本 浜田広介　文 いわさきちひろ　絵 偕成社 読セ（絵本）

923.5 1　群雄のあらそい 三国志 三田村信行　文 若菜等＋Ｋｉ　絵 ポプラ社 読書センター
923.5 2　天下三分の計 三国志 三田村信行　文 若菜等＋Ｋｉ　絵 ポプラ社 読書センター
923.5 3　燃える長江 三国志 三田村信行　文 若菜等＋Ｋｉ　絵 ポプラ社 読書センター
923.5 4　三国ならび立つ 三国志 三田村信行　文 若菜等＋Ｋｉ　絵 ポプラ社 読書センター
923.5 5　五丈原の秋風 三国志 三田村信行　文 若菜等＋Ｋｉ　絵 ポプラ社 読書センター
923.5 西遊記 10歳までに読みたい世界名作呉承恩　作 学研教育出版 読書センター

929 ソリちゃんのチュソク イ オクベ 絵と文 セーラー出版 読セ（絵本）
929 ソリちゃんのチュソク イ オクベ 絵と文 セーラー出版 読セ（絵本）
929 ソリちゃんのチュソク イ オクベ 絵と文 セーラー出版 読セ（絵本）
929 ソリちゃんのチュソク イ オクベ 絵と文 セーラー出版 読セ（絵本）
929 こいぬのうんち クォン　ジョンセン 著 平凡社 読セ（絵本）
929 だまされたトッケビ 福音館文庫　Ｆ１４ 神谷　丹路 編訳 福音館書店 読セ（30周年）
929 あらじんとふしぎならんぷ せかいの名作ぶんこ 土家 由岐雄 ぶん 金の星社 智文庫
929 アラビアン・ナイト　上 岩波少年文庫 ディクソン 編 岩波書店 読書センター
929 アラビアン・ナイト　下 岩波少年文庫 ディクソン 編 岩波書店 読書センター
929 シンドバッドの冒険 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン 著 脇　明子 訳 岩波書店 読書センター
929 シンドバッドの冒険 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン 著 脇　明子 訳 岩波書店 読書センター
929 シンドバッドの冒険 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン 著 脇　明子 訳 岩波書店 読書センター
929 きつねのホイティ 世界傑作絵本シリ－ズ シビル・ウェッタシンハ　さく まつおかきょうこ　やく福音館書店 読セ（絵本）
929 ねこのくにのおきゃくさま 世界傑作絵本シリ－ズ シビル・ウェッタシンハ　さく まつおかきょうこ　やく福音館書店 読セ（絵本）
929 セミ神さまのお告げ 宇梶静江　古布絵制作・再話 福音館書店 読セ（むかし話）



929 子どもに語るアラビアンナイト 西尾哲夫　訳・再話 茨木啓子　再話 こぐま社 読セ（むかし話）
929.763 アラビアンナイト　シンドバッドの冒険 10歳までに読みたい世界名作みおちづる　編著 学研教育出版 読書センター

930 パパのカノジョは ジャニス・レヴィ　作 岩崎書店 読セ（絵本）
930 としょかんライオン 海外秀作絵本 ミシェル・ヌードセン　さく 岩崎書店 読セ（絵本）
930 リンカーン大統領のせいじつなことば ドリーン・ラパポート 著 国土社 学習センター
930 ３びきのくま 絵本ファンタジア やまむろ しずか ・ぶん コーキ出版 １年生教室
930 ３びきのくま ポール・ガルドン さく ほるぷ出版 １年生教室
930 なつをとりにいったかりうど 絵本ファンタジア みつのぶ てつろう ・ぶん コーキ出版 １年生教室
930 ちょうざめにのまれたナナブシュ 絵本ファンタジア みながわ そういち ぶん コーキ出版 １年生教室
930 こぶたのプーと青いはた あたらしい創作童話 カーラ・スティーブンズ 作 岩崎書店 智文庫
930 ゆめのくに マイケル・フォーマン 作・絵 フレーベル館 智文庫
930 夢を追う子 岩波少年文庫復刻版 ハドソン 作 岩波書店 ５年生教室
930 竜のきば 岩波少年文庫復刻版 ホーソン 作 岩波書店 ５年生教室
930 レスター先生の学校 岩波少年文庫復刻版 ラム 作 岩波書店 ５年生教室
930 りこうすぎた王子 岩波少年文庫復刻版 Ａ．ラング 作 岩波書店 ５年生教室
930 メギー新しい国へ 岩波少年文庫復刻版 ヴァイニング夫人 作 岩波書店 ５年生教室
930 カッパのクー 岩波少年文庫復刻版 オケリー 〔ほか〕編 岩波書店 ５年生教室
930 バラとゆびわ 岩波少年文庫復刻版 サッカレイ 作 岩波書店 ５年生教室
930 サル王子の冒険 岩波少年文庫復刻版 デ・ラ・メア 作 岩波書店 ５年生教室
930 少年少女世界文学館３ 講談社 読書センター
930 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック さく 富山房 読セ（絵本）
930 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック さく 富山房 読セ（絵本）
930 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック さく 富山房 １年生教室
930 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック さく 富山房 １年生教室
930 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック さく 富山房 １年生教室
930 ロンド国物語　１ ロンド国物語 エミリー・ロッダ∥著//神戸　万知∥訳 岩崎書店 読書センター
930 ロンド国物語　２ ロンド国物語 エミリー・ロッダ∥著//神戸　万知∥訳 岩崎書店 読書センター
930 ロンド国物語　３ ロンド国物語 エミリー・ロッダ∥著//神戸　万知∥訳 岩崎書店 読書センター
930 ロンド国物語　４ ロンド国物語 エミリー・ロッダ∥著//神戸　万知∥訳 岩崎書店 読書センター
930 ロンド国物語　５ ロンド国物語 エミリー・ロッダ∥著//神戸　万知∥訳 岩崎書店 読書センター
930 ロンド国物語　６ ロンド国物語 エミリー・ロッダ∥著//神戸　万知∥訳 岩崎書店 読書センター
930 ロンド国物語　７ ロンド国物語 エミリー・ロッダ∥著//神戸　万知∥訳 岩崎書店 読書センター
930 ロンド国物語　８ ロンド国物語 エミリー・ロッダ∥著//神戸　万知∥訳 岩崎書店 読書センター
930 ロンド国物語　９ ロンド国物語 エミリー・ロッダ∥著//神戸　万知∥訳 岩崎書店 読書センター
930 がちょうのペチュ－ニア ロジャ－・デュボワザン　作 まつおかきょうこ　訳 冨山房 読セ（絵本）
930 ちっちゃなサリーはみていたよ ジャスティン・ロバーツ　ぶん クリスチャン・ロビンソン　え岩崎書店 読セ（絵本）
931 よりぬきマザ－グ－ス 岩波少年文庫 谷川俊太郎　訳 岩波書店 読書センター
931 おれは歌だおれはここを歩く 金関 寿夫 訳 福音館書店 読セ（絵本）
931 よりぬきマザーグース 生まれかわった岩波少年文庫Ａセット谷川俊太郎 岩波書店 読書センター
933 黒ねこのおきゃくさま 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース 作 福音館書店 読書センター
933 きょうりゅうが学校にやってきた 世界こどもの文学 アン・フォーサイス 作 金の星社 読書センター
933 きょうりゅうが学校にやってきた 世界こどもの文学 アン・フォーサイス 作 金の星社 読書センター
933 黒ねこのおきゃくさま 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース 作 福音館書店 読セ（絵本）
933 ふしぎなともだち 評論社の児童図書館・絵本の部屋サイモン・ジェームズ さく 評論社 読セ（絵本）
933 ふしぎなともだち 評論社の児童図書館・絵本の部屋サイモン・ジェームズ さく 評論社 読セ（絵本）
933 ふしぎなともだち 評論社の児童図書館・絵本の部屋サイモン・ジェームズ さく 評論社 読セ（絵本）
933 ふしぎなともだち 評論社の児童図書館・絵本の部屋サイモン・ジェームズ さく 評論社 読セ（絵本）
933 ちかい 評論社の児童図書館・絵本の部屋ポール・ジェラティ さく 評論社 読セ（絵本）
933 黒ねこのおきゃくさま 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース 作 福音館書店 読書センター
933 ゆきのひ キーツの絵本 エズラ＝ジャック＝キーツ ぶん・え 偕成社 読書センター
933 ぼくはねこのバーニーがだいすきだった ジュディス・ボースト さく 偕成社 読セ（絵本）
933 ハロウィンナー デーヴ・ピルキー さく アスラン書房 読セ（絵本）
933 おばあちゃんのはねまくら 評論社の児童図書館・絵本の部屋ローズ・インペイ 文 評論社 読セ（絵本）
933 どんなにきみがすきだかあててごらん 評論社の児童図書館・絵本の部屋サム・マクブラットニィ ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 しまうまのしゃっくり デーヴィッド・マッキー 作 徳間書店 読セ（絵本）
933 ファーブルの夏ものがたり マーガレット・Ｊ・アンダーソン 作 くもん出版 読書センター
933 種をまく人 ポール・フライシュマン 著 あすなろ書房 読書センター
933 ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン 文 あすなろ書房 読書センター
933 よみがえれ白いライオン 評論社の児童図書館・文学の部屋マイケル・モーパーゴ 作 評論社 読書センター
933 よみがえれ白いライオン 評論社の児童図書館・文学の部屋マイケル・モーパーゴ 作 評論社 読書センター
933 スニッピーとスナッピー ワンダ・ガアグ ぶん え あすなろ書房 読セ（絵本）
933 ありがとう、フォルカーせんせい 海外秀作絵本 パトリシア・ポラッコ 作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
933 よみがえれ白いライオン 評論社の児童図書館・文学の部屋マイケル・モーパーゴ 作 評論社 読書センター
933 ぼくのクジラ 文研ブックランド キャサリン・スコウルズ 作 文研出版 読書センター
933 ぼくのクジラ キャサリン・スコウルズ 文研出版 読書センター
933 よみがえれ白いライオン 評論社の児童図書館・文学の部屋マイケル・モーパーゴ 作 評論社 読書センター
933 ぼくのクジラ 文研ブックランド キャサリン・スコウルズ 作 文研出版 読書センター
933 農場の少年 世界傑作童話シリーズ ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 読書センター
933 シルバー・レイクの岸辺で インガルス一家の物語 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 読書センター
933 プラム・クリークの土手で インガルス一家の物語 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 読書センター
933 大草原の小さな家 世界傑作童話シリーズ ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 読書センター
933 大きな森の小さな家 インガルス一家の物語 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 読書センター
933 アブダラと空飛ぶ絨毯 ハウルの動く城 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 作 徳間書店 読書センター
933 魔法使いハウルと火の悪魔 ハウルの動く城 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 作 徳間書店 読書センター
933 月夜のみみずく ジェイン＝ヨーレン 詩 偕成社 読セ（絵本）
933 ウェズレーの国 ポール・フライシュマン作 あすなろ書房 読セ（絵本）
933 トウモロコシが実るころ 文研ブックランド ドロシー・ローズ 作 文研出版 読書センター
933 トウモロコシが実るころ 文研ブックランド ドロシー・ローズ 作 文研出版 読書センター
933 トウモロコシが実るころ 文研ブックランド ドロシー・ローズ 作 文研出版 読書センター
933 ハリー・ポッターと秘密の部屋 ハリー・ポッターシリーズ　2Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 読書センター
933 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 作 岩波書店 読書センター
933 ぼうや、おくちをあけて 評論社の児童図書館・絵本の部屋エイミー・ヘスト ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 ぶくぶくしげみをくるーり 評論社の児童図書館・絵本の部屋フィリス・ルート ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 だいすき、バードウォッチング 評論社の児童図書館・絵本の部屋サイモン・ジェームズ さく 評論社 読セ（絵本）
933 おくれてきたクリスマス 評論社の児童図書館・絵本の部屋ノルベルト・ランダ 文 評論社 読セ（絵本）
933 ぼくのじまんのトラおじさん 評論社の児童図書館・絵本の部屋ジェームズ・リオーダン ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 バートさんとバート 評論社の児童図書館・絵本の部屋アラン・アールバーグ ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 みんなとくべつ 評論社の児童図書館・絵本の部屋ジャン・ファーンリー さく 評論社 読セ（絵本）
933 だってぼくは犬なんだい！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋アラン・ブラウン ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 ぼくはぼくのほんがすき 評論社の児童図書館・絵本の部屋アニタ・ジェラーム さく 評論社 読セ（絵本）
933 おどるうさぎレティス 評論社の児童図書館・絵本の部屋マンディー・スタンレイ さく 評論社 読セ（絵本）
933 ぼくのすきなこと、なーんだ？ 評論社の児童図書館・絵本の部屋ジェーン・カブレラ さく 評論社 読セ（絵本）
933 スーザンはね…… 評論社の児童図書館・絵本の部屋ジーン・ウィリス ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 もう一羽のがちょう 評論社の児童図書館・絵本の部屋ジュディス・カー 作 評論社 読セ（絵本）
933 あめふりのおおさわぎ 評論社の児童図書館・絵本の部屋デイビッド・シャノン さく 評論社 読セ（絵本）
933 ミラクルゴール！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋マイケル・フォアマン さく 評論社 読セ（絵本）
933 だれをのせるの、ユニコーン？ 評論社の児童図書館・絵本の部屋エイドリアン・ミッチェル 文 評論社 読セ（絵本）
933 おもちゃの時間のはじまりだ 評論社の児童図書館・文学の部屋ローラ・セシル 編 評論社 読書センター
933 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 ハリー・ポッターシリーズ　3Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 読書センター
933 きょうはぴったりのひ 評論社の児童図書館・絵本の部屋ジャン・ファーンリー さく 評論社 読セ（絵本）
933 ハリー・ポッターと炎のゴブレット上 ハリー・ポッターシリーズ　4Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 読書センター
933 ハリー・ポッターと炎のゴブレット下 ハリー・ポッターシリーズ　4Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社 読書センター
933 いろいろあるんだ 「うん、そうなんだ！」シリーズノーマ・サイモン さく 朔北社 読セ（絵本）
933 おさるのジョージ 大型しかけえほん Ｈ．Ａ．レイ さく 大日本絵画 閉架
933 はらぺこあおむし エリック＝カール さく 偕成社 5678組
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター



933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・２ デビット・ウィルソン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 光村こども図書館３年・５ ジョアンナ・ガルドン 光村図書出版 読書センター
933 おばあちゃんのはねまくら 評論社の児童図書館・絵本の部屋ローズ・インペイ 文 評論社 読セ（絵本）
933 ぼくたちゆきんこ 評論社の児童図書館・絵本の部屋マーティン・ワッデル ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 ちびねこグルのぼうけん アン・ピートリ　さく 福音館書店 ３年生教室
933 ちびねこグルのぼうけん アン・ピートリ　さく 福音館書店 読書センター
933 ちびねこグルのぼうけん アン・ピートリ　さく 福音館書店 ３年生教室
933 ちびねこグルのぼうけん アン・ピートリ　さく 福音館書店 ３年生教室
933 アナグマのもちよりパーティ 児童図書館・絵本の部屋 ハーウィン・オラム　文 評論社 読セ（絵本）
933 アナグマさんはごきげんななめ 児童図書館・絵本の部屋 ハーウィン・オラム　文 評論社 読セ（絵本）
933 はじめましてスミレひめよ 児童図書館・絵本の部屋 ハーウィン・オラム　ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 スミレひめのにわづくり 児童図書館・絵本の部屋 ハ－ウィン・オラム　ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 わたしのおとうと、へん…かなあ 児童図書館・文学の部屋 マリ＝エレ－ヌ・ドルバル　作 評論社 読セ（絵本）
933 いつもちこくのおとこのこ―ジョン・パトリック・ノ－マン・マクヘネシ－あかねせかいの本 ジョン・バ－ニンガム　さく あかね書房 読セ（絵本）
933 あたまにつまった石ころが キャロル・オ－ティス・ハ－スト　文 光村教育図書 読セ（絵本）
933 カエルのくれたおくりもの あかね・新読み物シリーズ ナンシー・ホープ・ウィルソン　著 あかね書房 読書センター
933 あたしクラリス・ビ－ン ロ－レン・チャイルド　作 フレ－ベル館 読セ（絵本）
933 ヘンリーフィッチバーグへいく 世界傑作絵本シリーズ Ｄ．Ｂ．ジョンソン 文・絵 福音館書店 読セ（絵本）
933 大きな森の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 読書センター
933 大草原の小さな家 インガルス一家の物語 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 ５年生教室
933 プラム・クリークの土手で インガルス一家の物語 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 読書センター
933 シルバー・レイクの岸辺で インガルス一家の物語 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 読書センター
933 農場の少年 インガルス一家の物語 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 読書センター
933 ユニコーンとレプラコーン 文研子どもランド Ｃ．Ｗ．ニコル 作 文研出版 閉架
933 クリスマスって　なあに ディック＝ブルーナ 作 講談社 読セ（絵本）
933 はらぺこあおむし エリック＝カール さく 偕成社 読セ（絵本）
933 六月のゆり 心の児童文学館シリーズ バーバラ・スマッカー 作 ぬぷん児童図書出版 読書センター
933 おうさまのたけうま 新しい世界の幼年童話 ドクター・スース さく 学研 閉架
933 くまのコールテンくん フリーマンの絵本 ドン＝フリーマン さく 偕成社 読セ（絵本）
933 ふしぎの国のアリス 少年少女希望図書館 ルイス・キャロル 著 第三文明社 読書センター
933 名犬ラッシー 世界名作童話全集 ナイト 〔著〕 ポプラ社 ２年生教室
933 ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 読書センター
933 ダレン・シャン　２ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 読書センター
933 ダレン・シャン　３ ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 読書センター
933 ダレン・シャン　４ ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 読書センター
933 ダレン・シャン　５ ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 読書センター
933 ダレン・シャン　６ ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 読書センター
933 ダレン・シャン　７ ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 読書センター
933 ダレン・シャン　８ ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 読書センター
933 ダレン・シャン　９ ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 読書センター
933 ダレン・シャン　１０ ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 読書センター
933 ダレンシャン １１ ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 読書センター
933 ダレン・シャン　１２ ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 読書センター
933 ダレン・シャン外伝 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 読書センター
933 ライオンボーイ ジズー・コーダー 著 ＰＨＰ研究所 読書センター
933 ライオンボーイ　Ⅱ ライオンボーイ ジズー・コーダー 著 ＰＨＰ研究所 読書センター
933 あたまにきちゃう うん、そうなんだシリーズ　１ノーマ・サイモン 著 朔北社 読セ（絵本）
933 しっぱいしちゃった うん、そうなんだシリーズ　２ノーマ・サイモン 著 朔北社 読セ（絵本）
933 ぼくたちだっていそがしい うん、そうなんだシリーズ　３ノーマ・サイモン 著 朔北社 読セ（絵本）
933 いろいろあるんだ うん、そうなんだシリーズ　４ノーマ・サイモン 著 朔北社 読セ（絵本）
933 パパとママのたからもの 評論社の児童図書館・絵本の部屋サム・マクブラットニィ 著 評論社 読セ（絵本）
933 ロスト・ワールド 冒険ファンタジー名作選　１コナン・ドイル 著 岩崎書店 読書センター
933 火星のプリンセス 冒険ファンタジー名作選２ エドガー　Ｒ．バローズ 著 岩崎書店 読書センター
933 ２７世紀の発明王 冒険ファンタジー名作選　３ヒューゴー・ガーンズバック 著 岩崎書店 読書センター
933 ぬすまれたタイムマシン 冒険ファンタジー名作選　５レイ・カミングス 著 岩崎書店 読書センター
933 ついらくした月 冒険ファンタジー名作選　６ロバート　Ｃ．シェリフ 著 岩崎書店 読書センター
933 黒い宇宙船 冒険ファンタジー名作選　７マレイ・ラインスター 著 岩崎書店 読書センター
933 キャプテン・フューチャーの冒険 冒険ファンタジー名作選　８エドモンド・ハミルトン 著 岩崎書店 読書センター
933 次元パトロール 冒険ファンタジー名作選　９サム・マーウィン・ジュニア 著 岩崎書店 読書センター
933 うそつきロボット 冒険ファンタジー名作選　１０アイザック・アシモフ 著 岩崎書店 読書センター
933 あかちゃんのゆりかご レベッカ・ボンド 著 偕成社 読セ（絵本）
933 ほんとうのことをいってもいいの？ パトリシア　Ｃ．マキサック 著 ビーエル出版 読セ（絵本）
933 かぼちゃスープ ヘレン・クーパー 著 アスラン書房 読セ（絵本）
933 こちらマガーク探偵団 マガーク少年探偵団！　新装版　１Ｅ．Ｗ．ヒルディック 著 あかね書房 読書センター
933 あのネコは犯人か？ マガーク少年探偵団！　新装版　２Ｅ．Ｗ．ヒルディック 著 あかね書房 読書センター
933 消えた新聞少年 マガーク少年探偵団！　新装版　３Ｅ．Ｗ．ヒルディック 著 あかね書房 読書センター
933 あやうしマガーク探偵団 マガーク少年探偵団！　新装版　４Ｅ．Ｗ．ヒルディック 著 あかね書房 読書センター
933 見えない犬のなぞ マガーク少年探偵団！　新装版　５Ｅ．Ｗ．ヒルディック 著 あかね書房 読書センター
933 あやしい手紙 マガーク少年探偵団！　新装版　６Ｅ．Ｗ．ヒルディック 著 あかね書房 読書センター
933 木の上のたからもの マガーク少年探偵団！　新装版　７Ｅ．Ｗ．ヒルディック 著 あかね書房 読書センター
933 雪の中のスパイ マガーク少年探偵団！　新装版　８Ｅ．Ｗ．ヒルディック 著 あかね書房 読書センター
933 犬ぞりの少年 文研ブックランド ジョン・レイノルズ・ガーディナー　作 文研出版 読書センター
933 犬ぞりの少年 文研ブックランド ジョン・レイノルズ・ガーディナー　作 文研出版 読書センター
933 犬ぞりの少年 文研ブックランド ジョン・レイノルズ・ガーディナー　作 文研出版 読書センター
933 犬ぞりの少年 文研ブックランド ジョン・レイノルズ・ガーディナー　作 文研出版 読書センター
933 ぼくにげちゃうよ マ－ガレット・Ｗ．ブラウン　ぶん ほるぷ出版 読セ（絵本）



933 いたずらきかんしゃちゅうちゅう 世界傑作絵本シリーズ バージニア・リー・バートン　ぶん・え 福音館書店 １年生教室
933 はなをくんくん 世界傑作絵本シリーズ ルース・クラウス　ぶん 福音館書店 読セ（絵本）
933 おかあさんだいすき 岩波の子どもの本 マージョリー・フラック　文・絵 岩波書店 読セ（絵本）
933 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム　さく ほるぷ出版 読セ（絵本）
933 ピーターのいす エズラ・ジャック・キーツ　さく 偕成社 読セ（絵本）
933 ワニのライルがやってきた ワニのライルのおはなし バーナード・ウェーバー　さく 大日本図書 読セ（絵本）
933 いちばんたいせつなともだち ドーン・アパリー　作・絵 フレーベル館 読セ（絵本）
933 はがぬけたらどうするの？ セルビー・ビーラー　文 フレーベル館 読セ（絵本）
933 木はいいなあ ジャニス＝メイ＝ユードリイ　さく 偕成社 読セ（絵本）
933 世界でいちばんやかましい音 ベンジャミン・エルキン　作 こぐま社 読セ（絵本）
933 ペニーさん マリー・ホール・エッツ　作・絵 徳間書店 読セ（絵本）
933 ロックフォール団のねずみたち サンディ・クリフォード　作・絵 徳間書店 読書センター
933 ポリーとはらペこオオカミ せかいのどうわシリーズ キャサリン・ストー　作 岩波書店 読書センター
933 魔女のたまご あかねせかいの本 マデライン・エドモンドソン　作 あかね書房 読書センター
933 火よう日のごちそうはひきがえる ひきがえるとんだ大冒険シリーズラッセル・Ｅ．エリクソン　作 評論社 読書センター
933 魔女学校の一年生 評論社の児童図書館・文学の部屋ジル・マーフィ　作・絵 評論社 読書センター
933 不思議を売る男 ジェラルディン・マコーリアン　作 偕成社 読書センター
933 まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス　著 岩波書店 読書センター
933 弟の戦争 ロバート・ウェストール　作 徳間書店 読書センター
933 歯みがきつくって億万長者 チア・ブックス ジーン・メリル　作 偕成社 読書センター
933 マチルダはちいさな大天才 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール　作 評論社 読書センター
933 フクロウ物語 福音館のかがくのほん モーリー・バケット 文 福音館書店 学習センター
933 ぼくのクジラ 文研ブックランド キャサリン・スコウルズ 作 文研出版 読書センター
933 ハリー・ポッターと謎のプリンス　上 ハリー・ポッターシリーズ　6Ｊ．Ｋ．ローリング 著 静山社 読書センター
933 ハリー・ポッターと謎のプリンス　下 ハリー・ポッターシリーズ　6Ｊ．Ｋ．ローリング 著 静山社 読書センター
933 魔法使いハウルと火の悪魔 ハウルの動く城　１ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著 徳間書店 読書センター
933 アブダラと空飛ぶ絨毯 ハウルの動く城　２ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著 徳間書店 読書センター
933 ライオンボーイ　３ ライオンボーイ ジズー・コーダー 著 ＰＨＰ研究所 読書センター
933 影との戦い ゲド戦記　ソフトカバー版　１ル・グウィン 著 岩波書店 読書センター
933 こわれた腕環 ゲド戦記　ソフトカバー版　２ル・グウィン 著 岩波書店 読書センター
933 さいはての島へ ゲド戦記　ソフトカバー版　３ル・グウィン 著 岩波書店 読書センター
933 帰還 ゲド戦記　ソフトカバー版　４ル・グウィン 著 岩波書店 読書センター
933 アースシーの風 ゲド戦記　ソフトカバー版　５ル・グウィン 著 岩波書店 読書センター
933 ゲド戦記外伝 ゲド戦記　ソフトカバー版　別巻ル・グウィン 著 岩波書店 読書センター
933 いぬのマーサがしゃべったら スーザン・メドー 著 フレーベル館 読セ（絵本）
933 とくべつないちにち 世界の絵本 イヴォンヌ・ヤハテンベルフ 作 講談社 読セ（絵本）
933 とくべつないちにち 世界の絵本 イヴォンヌ・ヤハテンベルフ 作 講談社 読セ（絵本）
933 ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック 作 ほるぷ出版 読セ（絵本）
933 ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック 作 ほるぷ出版 読セ（絵本）
933 ロボママ 文研ブックランド エミリー・スミス 作 文研出版 読書センター
933 ロボママ 文研ブックランド エミリー・スミス 作 文研出版 読書センター
933 こんにちはアグネス先生 あかね・ブックライブラリー Ｋ．ヒル 作 あかね書房 読書センター
933 こんにちはアグネス先生 あかね・ブックライブラリー Ｋ．ヒル 作 あかね書房 読書センター
933 ベンジャミンのたからもの ガース・ウイリアムズ　作 あすなろ書房 読セ（絵本）
933 となりのまじょのマジョンナさん ノーマン・ブリッドウェル　さく 偕成社 読セ（絵本）
933 とっときのとっかえっこ サリー・ウィットマン　ぶん 童話館出版 読セ（絵本）
933 おじいさんのハーモニカ ヘレン・Ｖ．グリフィス　作 あすなろ書房 読セ（絵本）
933 ぬすまれた宝物 児童図書館・文学の部屋 ウィリアム・スタイグ　作 評論社 読書センター
933 マクブルームさんのすてきな畑 あかね世界の文学シリーズＳ．フライシュマン　作 あかね書房 読書センター
933 悪者は夜やってくる マーガレット・マーヒー　作 岩波書店 読書センター
933 ルーム・ルーム コルビー・ロドースキー　作 金の星社 読書センター
933 天使の人形 ジュリー・ブレッドソー　作 偕成社 読書センター
933 ゾウの王パパ・テンボ エリック・キャンベル　作 徳間書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト　１ デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト　２ デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト　３ デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト　４ デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト　５ デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト　６ デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト　７ デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト　８ デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト２　１ デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト２　２ デルトラ・クエスト２ エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト２　３ デルトラ・クエスト２ エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト３　１ デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト３　２ デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト３　３ デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 デルトラ・クエスト３　４ デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ　著 岩崎書店 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　１ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ　著 ポプラ社 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　２ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ　著 ポプラ社 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　３ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ　著 ポプラ社 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　４ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ　著 ポプラ社 読書センター
933 だれも知らないサンタの秘密 アラン・スノウ　著 あすなろ書房 読セ（絵本）
933 うちのパパが世界でいちばん！ ハリエット・ジィーフェルト　著 くもん出版 読セ（絵本）
933 ナイトミュージアム レスリー・ゴールドマン　著 講談社 読書センター
933 恐竜の谷の大冒険 マジック・ツリーハウス　１ メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 女王フュテピのなぞ マジック・ツリーハウス　２ メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 アマゾン大脱出 マジック・ツリーハウス　３ メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 マンモスとなぞの原始人 マジック・ツリーハウス　４ メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 ＳＯＳ！海底探険 マジック・ツリーハウス　５ メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 サバンナ決死の横断 マジック・ツリーハウス　６ メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 ポンペイ最後の日 マジック・ツリーハウス　７ メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 古代オリンピックの奇跡 マジック・ツリーハウス　８ メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 タイタニック号の悲劇 マジック・ツリーハウス　９ メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 ジャングルの掟 マジック・ツリーハウス　１０メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 戦場にひびく歌声 マジック・ツリーハウス　１１メアリー・ポープ・オズボーン著 メディアファクトリー 読書センター
933 夜明けの巨大地震 マジック・ツリーハウス　１２メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 愛と友情のゴリラ マジック・ツリーハウス　１３メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 ハワイ、伝説の大津波 マジック・ツリーハウス　１４メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 ドラゴンと魔法の水 マジック・ツリーハウス　１５メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 幽霊城の秘宝 マジック・ツリーハウス　１６メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 聖剣と海の大蛇 マジック・ツリーハウス　１７メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 オオカミと氷の魔法使い マジック・ツリーハウス　１８メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 ベネチアと金のライオン マジック・ツリーハウス　１９メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 アラビアの空飛ぶ魔法 マジック・ツリーハウス　２０メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 愛をみつけたうさぎ ケイト・ディカミロ　著 ポプラ社 読書センター
933 ぼくのパパはおおおとこ カール・ノラック　文 セーラー出版 読セ（絵本）
933 ぼくのパパはおおおとこ カール・ノラック　文 セーラー出版 読セ（絵本）
933 両親をしつけよう！ 文研じゅべにーる ピート・ジョンソン　作 文研出版 読書センター
933 両親をしつけよう！ 文研じゅべにーる ピート・ジョンソン　作 文研出版 読書センター
933 チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック　作 小学館 読セ（絵本）
933 チャレンジミッケ！　２ ウォルター・ウィック　作 小学館 閉架
933 チャレンジミッケ！　３ ウォルター・ウィック　作 小学館 閉架
933 チャレンジミッケ！　４ ウォルター・ウィック　作 小学館 閉架
933 しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー　作 セーラー出版 閉架
933 探し絵ツアー　１ カミニ・カンドゥリ　著 文渓堂 閉架
933 探し絵ツアー　２ ロージー・ヘイウッド　著 文渓堂 閉架
933 パリと四人の魔術師 マジック・ツリーハウス　２１メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ１ スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ１クリスティーヌ・ハリス　著 岩崎書店 読書センター
933 スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ２ スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ２クリスティーヌ・ハリス　著 岩崎書店 読書センター
933 スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ３ スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ３クリスティーヌ・ハリス　著 岩崎書店 読書センター
933 スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ４ スパイ・ガール　Ｍｉｓｓｉｏｎ４クリスティーヌ・ハリス　著 岩崎書店 読書センター
933 ビースト・クエスト　１ ビースト・クエスト アダム・ブレード　著 ゴマブックス 読書センター
933 ビースト・クエスト　２ ビースト・クエスト アダム・ブレード　著 ゴマブックス 読書センター
933 ビースト・クエスト　３ ビースト・クエスト アダム・ブレード　著 ゴマブックス 読書センター
933 ビースト・クエスト　４ ビースト・クエスト アダム・ブレード　著 ゴマブックス 読書センター
933 ビースト・クエスト　５ ビースト・クエスト アダム・ブレード　著 ゴマブックス 読書センター



933 ビースト・クエスト　６ ビースト・クエスト アダム・ブレード　著 ゴマブックス 読書センター
933 ユニコーン奇跡の救出 マジック・ツリーハウス　２２メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 江戸の大火と伝説の龍 マジック・ツリーハウス　２３メアリー・ポープ・オズボーン　著 メディアファクトリー 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　５ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ　著 ポプラ社 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　６ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ　著 ポプラ社 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　７ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ　著 ポプラ社 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　８ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ　著 ポプラ社 読書センター
933 ハリー・ポッターと死の秘宝　上 ハリー・ポッターシリーズ　7Ｊ．Ｋ．ローリング　著 静山社 読書センター
933 ハリー・ポッターと死の秘宝　下 ハリー・ポッターシリーズ　7Ｊ．Ｋ．ローリング　著 静山社 読書センター
933 ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン　文 ＢＬ出版 読セ（絵本）
933 ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン　文 ＢＬ出版 読セ（絵本）
933 花になった子どもたち ジャネット・テーラー・ライル　作 福音館書店 読書センター
933 花になった子どもたち ジャネット・テーラー・ライル　作 福音館書店 読書センター
933 耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン　作 フレーベル館 読書センター
933 耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン　作 フレーベル館 読書センター
933 ブルーバック ティム・ウィントン　作 さ・え・ら書房 読書センター
933 ブルーバック ティム・ウィントン　作 さ・え・ら書房 読書センター
933 特急キト号 ルドウィッヒ・ベーメルマンス　作 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
933 フラニー・Ｂ・クラニー、あたまにとりがすんでるよ！ ハリエット・ラーナー　作 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
933 リロイ・アンド・スティッチ ディズニーアニメ小説版 橘高弓枝　文 偕成社 読書センター
933 ミッキーマウス名作集 ディズニーアニメ小説版 しぶやまさこ　文 偕成社 読書センター
933 マックス・レミースーパースパイ デボラ・アベラ　著 童心社 読書センター
933 マックス・レミースーパースパイ デボラ・アベラ　著 童心社 読書センター
933 マーメイド・ガールズ　1マリンのマジック・ポーチ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ　著 あすなろ書房 読書センター
933 マーメイド・ガールズ　2サーシャと魔法のパール・クリームマーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ　著 あすなろ書房 読書センター
933 マーメイド・ガールズ　3スイッピーと銀色のイルカ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ　著 あすなろ書房 読書センター
933 マーメイド・ガールズ　4リコと赤いルビー マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ　著 あすなろ書房 読書センター
933 マーメイド・ガールズ　5エラリーヌとアザラシの赤ちゃん マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ　著 あすなろ書房 読書センター
933 マーメイド・ガールズ　6ウルルと虹色の光 マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ　著 あすなろ書房 読書センター
933 ねずみ女房 ル－マ－・ゴッデン　作 福音館書店 読書センター
933 どれがぼくかわかる？ 偕成社の新訳えほん カーラ・カスキン ぶん・え 偕成社 読セ（絵本）
933 恐竜がかいた恐竜のほん 世界の絵本 キース・ブランプトン 作・絵 岩崎書店 読セ（絵本）
933 わたしのおとうと、へん・・・かなあ マリ＝エレーヌ・ドルバル 評論社 読書センター
933 チャレンジミッケ！　５　むかしむかし チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック 著 小学館 読書センター
933 ゴリオとヒメちゃん 評論社の児童図書館・絵本の部屋アンソニー・ブラウン 著 評論社 読セ（絵本）
933 いもうとがウサギいっぴきたべちゃった ビル・グロスマン 著 徳間書店 読書センター
933 イチローへの手紙 ジーン　Ｄ．オキモト 著 河出書房新社 読セ（絵本）
933 ビースト・クエスト　７　怪物イカゼファー ビースト・クエスト アダム・ブレード 著 ゴマブックス 読書センター
933 ビースト・クエスト　８　大猿クロウ ビースト・クエスト アダム・ブレード 著 ゴマブックス 読書センター
933 ビースト・クエスト　９　石魔女ソルトラ ビースト・クエスト アダム・ブレード 著 ゴマブックス 読書センター
933 ビースト・クエスト　１０　蛇男ヴィペロ ビースト・クエスト アダム・ブレード 著 ゴマブックス 読書センター
933 ビースト・クエスト　１１　巨大グモアラクニド ビースト・クエスト アダム・ブレード 著 ゴマブックス 読書センター
933 ビースト・クエスト　１２　三頭ライオントリリオン ビースト・クエスト アダム・ブレード 著 ゴマブックス 読書センター
933 魔法にかけられて ディズニーアニメ小説版　７１ジャスミン・ジョーンズ 著 偕成社 読書センター
933 スティッチ！ザ・ムービー ディズニーアニメ小説版　７２橘高　弓枝 著 偕成社 読書センター
933 リロアンドスティッチ２ ディズニーアニメ小説版　７３橘高　弓枝 著 偕成社 読書センター
933 ティンカー・ベル ディズニーアニメ小説版　７４キンバリー・モリス 著 偕成社 読書センター
933 ＷＡＬＬ・Ｅウォーリー ディズニーアニメ小説版　７５アイリーン・トリンブル 著 偕成社 読書センター
933 ダ・ヴィンチ空を飛ぶ マジック・ツリーハウス　２４メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 読書センター
933 巨大ダコと海の神秘 マジック・ツリーハウス　２５メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 読書センター
933 南極のペンギン王国 マジック・ツリーハウス　２６メアリー・ポープ・オズボーン メディアファクトリー 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　９　キュートなペット ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 ポプラ社 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　１０　ハッピー・クリスマス！ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 ポプラ社 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　１１　ゴキゲンなダンスコンテストランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 ポプラ社 読書センター
933 ２０年後 オー・ヘンリーショートストーリーセレクション　１オー・ヘンリー 著 理論社 読書センター
933 人生は回転木馬 オー・ヘンリーショートストーリーセレクション　２オー・ヘンリー 著 理論社 読書センター
933 魔女のパン オー・ヘンリーショートストーリーセレクション　３オー・ヘンリー 著 理論社 読書センター
933 賢者の贈り物 オー・ヘンリーショートストーリーセレクション　４オー・ヘンリー 著 理論社 読書センター
933 最後のひと葉 オー・ヘンリーショートストーリーセレクション　５オー・ヘンリー 著 理論社 読書センター
933 マディソン街の千一夜 オー・ヘンリーショートストーリーセレクション　６オー・ヘンリー 著 理論社 読書センター
933 千ドルのつかいみち オー・ヘンリーショートストーリーセレクション　７オー・ヘンリー 著 理論社 読書センター
933 赤い酋長の身代金 オー・ヘンリーショートストーリーセレクション　８オー・ヘンリー 著 理論社 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　１ドラゴンたいじ一年生 ドラゴン・スレイヤー・アカデミーケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　２　ママゴンのしかえし ドラゴン・スレイヤー・アカデミーケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　３　お宝さがしのえんそく ドラゴン・スレイヤー・アカデミーケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　４　ウィリーのけっこん！？ドラゴン・スレイヤー・アカデミーケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　５　あこがれのヒーロー ドラゴン・スレイヤー・アカデミーケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　６　きえたヒーローをすくえドラゴン・スレイヤー・アカデミーケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　７　のろいのルーレット ドラゴン・スレイヤー・アカデミーケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　８　ほろびの予言 ドラゴン・スレイヤー・アカデミーケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　９　ドラゴンがうまれた！ ドラゴン・スレイヤー・アカデミーケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー　１０　きょうふのさんかん日ドラゴン・スレイヤー・アカデミーケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２　１　ドラゴンになっちゃったドラゴン・スレイヤー・アカデミー２ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２　２　かえってきたゆうれいドラゴン・スレイヤー・アカデミー２ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２　３　こわーい金曜日 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２　４　ケン王の病気 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２　５　ふたごのごたごた ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２　６　ドラゴンじいさん ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２　７　ドラゴン・キャップ ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２ケイト・マクミュラン 著 岩崎書店 読書センター
933 ほとばしる夏 ジェイン・レズリー・コンリー 著 福音館書店 読書センター
933 ザック・パワー　任務その１ ザック・パワー　任務その１Ｈ．Ｉ．ラリー 著 ゴマブックス 読書センター
933 ザック・パワー　任務その２ ザック・パワー　任務その２Ｈ．Ｉ．ラリー 著 ゴマブックス 読書センター
933 ザック・パワー　任務その３ ザック・パワー　任務その３Ｈ．Ｉ．ラリー 著 ゴマブックス 読書センター
933 ザック・パワー　任務その４ ザック・パワー　任務その４Ｈ．Ｉ．ラリー 著 ゴマブックス 読書センター
933 ザック・パワー　任務その５ ザック・パワー　任務その５Ｈ．Ｉ．ラリー 著 ゴマブックス 読書センター
933 ザック・パワー　任務その６ ザック・パワー　任務その６Ｈ．Ｉ．ラリー 著 ゴマブックス 読書センター
933 ザック・パワー　任務その７ ザック・パワー　任務その７Ｈ．Ｉ．ラリー 著 ゴマブックス 読書センター
933 ザック・パワー　任務その８ ザック・パワー　任務その８Ｈ．Ｉ．ラリー 著 ゴマブックス 読書センター
933 マーメイド・ガールズ　２-１ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房 読書センター
933 マーメイド・ガールズ　２-２ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房 読書センター
933 マーメイド・ガールズ　２-３ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房 読書センター
933 マーメイド・ガールズ　２-４ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房 読書センター
933 マーメイド・ガールズ　２-５ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房 読書センター
933 マーメイド・ガールズ　２-６ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 あすなろ書房 読書センター
933 しあわせの子犬たち 文研ブックランド メアリー・ラバット　作 文研出版 読書センター
933 しあわせの子犬たち 文研ブックランド メアリー・ラバット　作 文研出版 読書センター
933 ぼくの羊をさがして ヴァレリー・ハブズ　著 あすなろ書房 読書センター
933 ぼくの羊をさがして ヴァレリー・ハブズ　著 あすなろ書房 読書センター
933 ヨハネスブルクへの旅 ビヴァリー・ナイドゥー　作 さ・え・ら書房 読書センター
933 ヨハネスブルクへの旅 ビヴァリー・ナイドゥー　作 さ・え・ら書房 読書センター
933 少年たんていブラウン　１　改訂版 少年たんていブラウン ドナルド・ソボル 著 偕成社 読セ（30周年）
933 少年たんていブラウン　２　改訂版 少年たんていブラウン ドナルド・ソボル 著 偕成社 読セ（30周年）
933 少年たんていブラウン　３　改訂版 少年たんていブラウン ドナルド・ソボル 著 偕成社 読セ（30周年）
933 少年たんていブラウン　４　改訂版 少年たんていブラウン ドナルド・ソボル 著 偕成社 読セ（30周年）
933 少年たんていブラウン　５　改訂版 少年たんていブラウン ドナルド・ソボル 著 偕成社 読セ（30周年）
933 少年たんていブラウン　６　改訂版 少年たんていブラウン ドナルド・ソボル 著 偕成社 読セ（30周年）
933 少年たんていブラウン　７　改訂版 少年たんていブラウン ドナルド・ソボル 著 偕成社 読セ（30周年）
933 少年たんていブラウン　８　改訂版 少年たんていブラウン ドナルド・ソボル 著 偕成社 読セ（30周年）
933 少年たんていブラウン　９　改訂版 少年たんていブラウン ドナルド・ソボル 著 偕成社 読セ（30周年）
933 少年たんていブラウン　１０　改訂版 少年たんていブラウン ドナルド・ソボル 著 偕成社 読セ（30周年）
933 アライグマ博士と仲間たち 福音館文庫　Ｓ　１７ ベン・ルーシャン・バーマン 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 イギリスとアイルランドの昔話 福音館文庫　Ｆ　１ 石井　桃子 編訳 福音館書店 読セ（30周年）
933 鏡の国のアリス 福音館文庫　Ｃ　１９ ルイス・キャロル 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 くまのパディントン 福音館文庫　Ｓ　２ マイケル・ボンド 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 パディントンのクリスマス 福音館文庫　Ｓ　９ マイケル・ボンド 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 パディントンの一周年記念 福音館文庫　Ｓ　１６ マイケル・ボンド 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 パディントンフランスへ 福音館文庫　Ｓ　１９ マイケル・ボンド 著 福音館書店 読セ（30周年）



933 パディントンとテレビ 福音館文庫　Ｓ　２９ マイケル・ボンド 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 パディントンの煙突掃除 福音館文庫　Ｓ３２ マイケル・ボンド 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 パディントン妙技公開 福音館文庫　Ｓ　３４ マイケル・ボンド 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 パディントン街へ行く 福音館文庫　Ｓ　４８ マイケル・ボンド 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 パディントンのラストダンス 福音館文庫　Ｓ５２ マイケル・ボンド 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 ピーター・パンとウェンディ 福音館文庫　Ｃ　８ Ｊ．Ｍ．バリー 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 ふしぎの国のアリス 福音館文庫　Ｃ　１５ ルイス・キャロル 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 魔法使いのチョコレート・ケーキ 福音館文庫　Ｓ　３３ マーガレット・マーヒー 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 ミス・ヒッコリーと森のなかまたち 福音館文庫　Ｓ　３８ キャロライン・シャーウィン・ベイリー 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 木馬のぼうけん旅行 福音館文庫Ｓ　１１ アーシュラ・ウィリアムズ 著 福音館書店 読セ（30周年）
933 あしながおじさん ポプラポケット文庫　４０７－１ウエブスター 著 ポプラ社 読セ（30周年）
933 赤毛のアン ポプラポケット文庫　４０８－１モンゴメリ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
933 怪談 ポプラポケット文庫　３７２－１小泉　八雲 著 ポプラ社 読セ（30周年）
933 ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ 著 あすなろ書房 読セ（30周年）
933 ローワンと黄金の谷の謎 リンの谷のローワン　２ エミリー・ロッダ 著 あすなろ書房 読セ（30周年）
933 ローワンと伝説の水晶 リンの谷のローワン　３ エミリー・ロッダ 著 あすなろ書房 読セ（30周年）
933 ローワンとゼバックの黒い影 リンの谷のローワン４ エミリー・ロッダ 著 あすなろ書房 読セ（30周年）
933 ローワンと白い魔物 リンの谷のローワン　５ エミリー・ロッダ 著 あすなろ書房 読セ（30周年）
933 ワニのライルがやってきた ワニのライルのおはなし　１バーナード・ウェーバー 著 大日本図書 読セ（30周年）
933 ワニのライル、動物園をにげだす ワニのライルのおはなし　２バーナード・ウェーバー 著 大日本図書 読セ（30周年）
933 ワニのライルとたんじょうパーティー ワニのライルのおはなし　３バーナード・ウェーバー 著 大日本図書 読セ（30周年）
933 ワニのライルとなぞの手紙 ワニのライルのおはなし　４バーナード・ウェーバー 著 大日本図書 読セ（30周年）
933 ワニのライル、おかあさんをみつける ワニのライルのおはなし　５バーナード・ウェーバー 著 大日本図書 読セ（30周年）
933 ワニのライルとどろぼうじけん ワニのライルのおはなし　６バーナード・ウェーバー 著 大日本図書 読セ（30周年）
933 ワニのライルは会社のにんきもの ワニのライルのおはなし　７バーナード・ウェーバー 著 大日本図書 読セ（30周年）
933 ワニのライルのクリスマス ワニのライルのおはなし　８バーナード・ウェーバー 著 大日本図書 読セ（30周年）
933 しかめっつらあかちゃん ケイト・ペティ 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 よぞらをみあげて ジョナサン・ビーン 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ３びきのゆきぐま ジャン・ブレット 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 パパがやいたアップルパイ ローレン・トンプソン 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ぼくにげちゃうよ マーガレット・ワイズ・ブラウン 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ガルドンのながぐつをはいたねこ ポール・ガルドン 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 みにくいあひるの子 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ぶんぶんぶるるん バイロン・バートン 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ぼうし ジャン・ブレット 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ３びきのくま ポール・ガルドン 著 ほるぷ出版 １年生教室
933 おじいちゃん ジョン・バーニンガム 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 なんにかわるかな パット・ハッチンス 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ヒギンスさんととけい　新版 パット・ハッチンス 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 くれよんのはなし ドン・フリーマン 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 わゴムはどのくらいのびるかしら　改訂新版 マイク・サーラー 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ルピナスさん バーバラ・クーニー 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ごちゃまぜカメレオン エリック・カール 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 いつかはきっと シャーロット・ゾロトフ 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 旅するベッド ジョン・バーニンガム 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 にぐるまひいて ドナルド・ホール 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ターちゃんとペリカン ドン・フリーマン 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ガンピーさんのドライブ ジョン・バーニンガム 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 魔術師キャッツ Ｔ．Ｓ．エリオット 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 あかいかさ ロバート・ブライト 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 あかがいちばん キャシー・スティンスン 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 アンジェロ デビッド・マコーレイ 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
933 ともだちからともだちへ アンソニー・フランス 著 理論社 読書センター
933 ゆきのともだち イアン・ホワイブロウ 著 理論社 読書センター
933 ファーディとおちば ジュリア・ローリンソン 著 理論社 読書センター
933 ファーディのはる ジュリア・ローリンソン 著 理論社 読書センター
933 ソルティとボタンうみへいく！ アンジェラ・マカリスター 著 理論社 読書センター
933 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　上 ハリー・ポッターシリーズ　5Ｊ．Ｋ．ローリング 著 静山社 読書センター
933 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　下 ハリー・ポッターシリーズ　5Ｊ．Ｋ．ローリング 著 静山社 読書センター
933 アルケミスト：錬金術師ニコラ・フラメル マイケル・スコット 著 理論社 読書センター
933 マジシャン：魔術師ニコロ・マキャベリ マイケル・スコット 著 理論社 読書センター
933 ソーサレス：呪術師ペレネル マイケル・スコット 著 理論社 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　１２ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 ポプラ社 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　１３ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 ポプラ社 読書センター
933 ランプの精リトル・ジーニー　１４ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 ポプラ社 読書センター
933 チャレンジミッケ！　６ チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック 著 小学館 読書センター
933 ビースト・クエスト双竜ベドラとクリモン アダム・ブレード 著 ゴマブックス 読書センター
933 宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング 著 岩崎書店 読書センター
933 ローザ ニッキ・ジョヴァンニ 著 光村教育図書 読書センター
933 ビースト・クエスト　１３　牛怪人トーゴー ビースト・クエスト アダム・ブレード 著 ゴマブックス 読書センター
933 ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ カードラ・モハメッド　作 岩崎書店 読書センター
933 ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ カードラ・モハメッド　作 岩崎書店 読書センター
933 リキシャ・ガール ミタリ・パーキンス　作 鈴木出版 読書センター
933 リキシャ・ガール ミタリ・パーキンス　作 鈴木出版 読書センター
933 ティッチ パット・ハッチンス　さく・え 福音館書店 読書センター
933 番ねずみのヤカちゃん リチャ－ド・ウィルバ－　さく 福音館書店 読書センター
933 おばあちゃんのすてきなおくりもの カ－ラ・スティ－ブンズ　さく のら書店 読書センター
933 うしはどこでも「モ～！」 エレン・スラスキー・ワインスティーン　作 鈴木出版 読書センター
933 ふうせんどこにとんでいく？ ジェイミー・リー・カーティス　ぶん バベルプレス 読書センター
933 スーザンのかくれんぼ ルイス・スロボドキン　作 偕成社 読書センター
933 ようせいのゆりかご せかいのどうわシリーズ ル－ス・エインズワ－ス　作 岩波書店 読書センター
933 世界のだっことおんぶの絵本 エメリー・バーナード　文 メディカ出版 読書センター
933 世界のむかしばなし 瀬田貞二　訳 のら書店 読セ（むかし話）
933 ソフィーとカタツムリ ディック・キング＝スミス　作 評論社 読書センター
933 みどりの船 クェンティン・ブレイク　作 あかね書房 読書センター
933 たまごのはなし ダイアナ・アストン　文 ほるぷ出版 読書センター
933 がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー　作 学習研究社 読書センター
933 ぼく、カギをのんじゃった！ ジャック・ギャントス　作 徳間書店 読書センター
933 野はらの音楽家マヌエロ ドン・フリーマン　作 あすなろ書房 読書センター
933 ぼちぼちいこか マイク・セイラ－　さく 偕成社 読書センター
933 王子とこじき（上） マ－ク・トウェイン　作 偕成社 読書センター
933 王子とこじき（下） マ－ク・トウェイン　作 偕成社 読書センター
933 しずくの首飾り ジョ－ン・エイキン　作 岩波書店 読書センター
933 ワイズ・ブラウンの詩の絵本 マーガレット・ワイズ・ブラウン　詩 フレーベル館 読書センター
933 モギ リンダ・スー・パーク　著 あすなろ書房 読書センター
933 グリーン・ノウの子どもたち ルーシー・Ｍ．ボストン　作 評論社 読書センター
933 こちら『ランドリ－新聞』編集部 世界の子どもライブラリ－ アンドリュ－・クレメンツ　作 講談社 読書センター
933 しろいゆきあかるいゆき アルビン・トレッセルト　さく ＢＬ出版 読書センター
933 ファインディング・ニモ ディズニーアニメ小説版 ゲイル・ハーマン 作 偕成社 読書センター
933 ボルト アイリー・トリンブル 偕成社 読書センター
933 ベッドタイム・ストーリー ヘレナ・メイヤー 偕成社 読書センター
933 ティンカー・ベルと月の石 キンバリー・モリス 偕成社 読書センター
933 カールじいさんの空飛ぶ家 ジャスミン・ジョーンズ 偕成社 読書センター
933 スティッチ！ 柿原優子・橘高弓枝　文 偕成社 読書センター
933 エディのやさいばたけ サラ・ガーランド　さく 福音館書店 読書センター
933 エディのやさいばたけ サラ・ガーランド　さく 福音館書店 読書センター
933 わたしのとくべつな場所 パトリシア・マキサック　文 新日本出版社 読書センター
933 わたしのとくべつな場所 パトリシア・マキサック　文 新日本出版社 読書センター
933 忘れないよリトル・ジョッシュ マイケル・モーパーゴ　作 文研出版 読書センター
933 忘れないよリトル・ジョッシュ マイケル・モーパーゴ　作 文研出版 読書センター
933 犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー　作 文溪堂 読書センター
933 犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー　作 文溪堂 読書センター
933 どろんこハリー ジーン・ジオン ぶん 福音館書店 読書センター
933 ちびフクロウのぼうけん ノーラ・スロイェギン/文 福音館書店 読書センター
933 ぶんぶんむしとぞう マーガレット・ワイズ・ブラウン/作 福音館書店 読書センター



933 エディのやさいばたけ サラ・ガーランド/さく　まきふみえ/やく 福音館書店 読書センター
933 マドレーヌといたずらっこ 世界傑作絵本シリーズ ルドウィッヒ・ベーメルマンス 作・画 福音館書店 読セ（絵本）
933 わすれられないおくりもの 児童図書館・絵本の部屋 スーザン・バーレイ さく　え 評論社 読セ（絵本）
933 天の火をぬすんだウサギ 児童図書館・絵本の部屋 ジョアンナ・トゥロートン さく 評論社 読セ（絵本）
933 天の火をぬすんだウサギ 児童図書館・絵本の部屋 ジョアンナ・トゥロートン さく 評論社 閉架
933 いたずらきかんしゃちゅうちゅう 世界傑作絵本シリーズ バージニア・リー・バートン ぶん え 福音館書店 読セ（絵本）
933 あかいかさ ロバート・ブライト 〔さく〕 ほるぷ出版 ２年生教室
933 アライグマじいさんと１５ひきのなかまたち ピートの絵本シリーズ ビル・ピート 作絵 佼成出版社 読セ（絵本）
933 ワンプのほし ピートの絵本シリーズ ビル・ピート 作絵 佼成出版社 ２年生教室
933 ほんがすき！ Ｄ・マクフェイル ぶん・え アリス館 ２年生教室
933 すてきな三にんぐみ アンゲラーの絵本 トミー＝アンゲラー さく 偕成社 ２年生教室
933 はなをくんくん 世界傑作絵本シリーズ ルース・クラウス ぶん 福音館書店 １年生教室
933 金のがちょうのほん 福音館世界傑作童話シリーズレズリー・ブルック 文・画 福音館書店 １年生教室
933 大草原の小さな家 インガルス一家の物語 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 読書センター
933 どれがぼくかわかる？ カスキンの絵本 カーラ＝カスキン ぶん・え 偕成社 １年生教室
933 ちいさなヒッポ マーシャ＝ブラウン さく 偕成社 読セ（絵本）
933 しろいうさぎとくろいうさぎ 世界傑作絵本シリーズ ガース・ウイリアムズ ぶん え 福音館書店 読セ（絵本）
933 ひとあし　ひとあし レオ・レオニ 〔作〕 好学社 読セ（絵本）
933 わすれられたたんじょうび あかね世界の幼年どうわ Ｒ・ハイムラー 作 あかね書房 智文庫
933 アルフはひとりぼっち あかね世界の幼年どうわ コラ・アネット 作 あかね書房 智文庫
933 さんびきのこぶた せかいの名作ぶんこ きりぶち あきら ぶん 金の星社 智文庫
933 ふらんだーすのいぬ せかいの名作ぶんこ ウィーダ さく 金の星社 智文庫
933 ふしぎのくにのありす せかいの名作ぶんこ キャロル さく 金の星社 智文庫
933 じゃっくとまめのき せかいの名作ぶんこ ジョセフ・ジェイコブス 著 金の星社 智文庫
933 がりばーのぼうけん せかいの名作ぶんこ ジョナサン・スウィフト 著 金の星社 智文庫
933 くりすます・かろる せかいの名作ぶんこ ディッケンズ さく 金の星社 智文庫
933 ぴーたー・ぱん せかいの名作ぶんこ ジェームズ・バリー 著 金の星社 智文庫
933 こじかものがたり せかいの名作ぶんこ ローリングス さく 金の星社 智文庫
933 アーサーのクリスマス・プレゼント ミセスこどもの本 リリアン・ホーバン 作 文化出版局 智文庫
933 ポケットのたからもの あかね世界の幼年どうわ レベッカ・コーディル 作 あかね書房 智文庫
933 ゆかいなゆかいななかまたち あかね世界の幼年どうわ Ｒ．フレムリン 作 あかね書房 智文庫
933 わたしキャンプの名投手 あかね世界の幼年どうわ Ｊ・シュルマン 作 あかね書房 智文庫
933 ちびくろサンボ 講談社の絵本 バンナーマン 原作 講談社 智文庫
933 子鹿ものがたり 講談社の絵本 ローリングス 原作 講談社 智文庫
933 ジャックと豆の木 講談社の絵本 間所 ひさこ 文 講談社 智文庫
933 ついてないねロナルドくん あかねせかいの本 パトリシア・ライリイ・ギフ 作 あかね書房 智文庫
933 カーリーおばさんのふしぎなにわ あかねせかいの本 ルース・クラフト 作 あかね書房 智文庫
933 ハービーのかくれが あかねせかいの本 ラッセル・ホーバン 作 あかね書房 智文庫
933 アンナの赤いオーバー 児童図書館・絵本の部屋 ハリエット・ジィーフェルト ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 アンナの赤いオーバー 児童図書館・絵本の部屋 ハリエット・ジィーフェルト ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 アンナの赤いオーバー 児童図書館・絵本の部屋 ハリエット・ジィーフェルト ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 アンナの赤いオーバー 児童図書館・絵本の部屋 ハリエット・ジィーフェルト ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 アンナの赤いオーバー 児童図書館・絵本の部屋 ハリエット・ジィーフェルト ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 アンナの赤いオーバー 児童図書館・絵本の部屋 ハリエット・ジィーフェルト ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 アンナの赤いオーバー 児童図書館・絵本の部屋 ハリエット・ジィーフェルト ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 帰ってきたメアリー・ポピンズ 岩波少年文庫 Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作 岩波書店 読書センター
933 ホビットの冒険　上 岩波少年文庫 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 作 岩波書店 読書センター
933 銀のスケート 岩波少年文庫 Ｍ．Ｍ．ドッジ 作 岩波書店 読書センター
933 小公子 岩波少年文庫 バーネット 作 岩波書店 読書センター
933 川をくだる小人たち 岩波少年文庫 メアリー・ノートン 作 岩波書店 読書センター
933 野に出た小人たち 岩波少年文庫 メアリー・ノートン 作 岩波書店 読書センター
933 公園のメアリー・ポピンズ 岩波少年文庫 Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作 岩波書店 読書センター
933 小人たちの新しい家 岩波少年文庫 メアリー・ノートン 作 岩波書店 読書センター
933 床下の小人たち 岩波少年文庫 メアリー・ノートン 作 岩波書店 読書センター
933 ヴィーチャと学校友だち 岩波少年文庫 ノーソフ 作 岩波書店 読書センター
933 クリスマス・キャロル 岩波少年文庫 ディケンズ 作 岩波書店 読書センター
933 キュリー夫人 岩波少年文庫 エリナー・ドーリイ 作 岩波書店 読書センター
933 とんでもない月曜日 岩波少年文庫 ジョーン・エイキン 作 岩波書店 読書センター
933 元気なモファットきょうだい 岩波少年文庫 エレナー・エスティス 作 岩波書店 読書センター
933 ジェーンはまんなかさん 岩波少年文庫 エレナー・エスティス 作 岩波書店 読書センター
933 ぼくと〈ジョージ〉 岩波少年文庫 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 作 岩波書店 読書センター
933 クローディアの秘密 岩波少年文庫 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 作 岩波書店 読書センター
933 なぞの娘キャロライン 岩波少年文庫 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 作 岩波書店 読書センター
933 ロールパン・チームの作戦 岩波少年文庫 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 作 岩波書店 読書センター
933 魔女ジェニファとわたし 岩波少年文庫 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 作 岩波書店 読書センター
933 ふくろ小路一番地 岩波少年文庫 イーヴ・ガーネット 作 岩波書店 読書センター
933 人形の家 岩波少年文庫 ルーマー・ゴッデン 作 岩波書店 読書センター
933 黒馬物語 岩波少年文庫 シュウエル 作 岩波書店 読書センター
933 木いちごの島をとりかえせ 岩波少年文庫 キャサリン・セフトン 作 岩波書店 読書センター
933 銀のいす 岩波少年文庫 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 読書センター
933 朝びらき丸東の海へ 岩波少年文庫 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 読書センター
933 ホビットの冒険　下 岩波少年文庫 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 作 岩波書店 読書センター
933 ドリトル先生と秘密の湖　下 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 読書センター
933 ドリトル先生月から帰る 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 読書センター
933 カスピアン王子のつのぶえ 岩波少年文庫 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 読書センター
933 ドリトル先生月へゆく 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 読書センター
933 ドリトル先生の郵便局 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 読書センター
933 ドリトル先生のキャラバン 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 読書センター
933 ドリトル先生と秘密の湖　上 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 読書センター
933 ライオンと魔女 岩波少年文庫 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 読書センター
933 ドリトル先生の動物園 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 読書センター
933 ドリトル先生アフリカゆき 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 読書センター
933 ドリトル先生と緑のカナリア 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 読書センター
933 ドリトル先生の楽しい家 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 読書センター
933 魔術師のおい 岩波少年文庫 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 読書センター
933 空をとぶ小人たち 岩波少年文庫 メアリー・ノートン 作 岩波書店 読書センター
933 とびらをあけるメアリー・ポピンズ 岩波少年文庫 Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作 岩波書店 読書センター
933 クマのプーさん 岩波少年文庫 Ａ．Ａ．ミルン 作 岩波書店 読書センター
933 お姫さまとゴブリンの物語 岩波少年文庫 マクドナルド 作 岩波書店 読書センター
933 秘密の花園　上 岩波少年文庫 バーネット 作 岩波書店 読書センター
933 秘密の花園　下 岩波少年文庫 バーネット 作 岩波書店 読書センター
933 トムは真夜中の庭で 岩波少年文庫 フィリパ・ピアス 作 岩波書店 読書センター
933 少年少女世界文学館６ 講談社 読書センター
933 少年少女世界文学館１１ 講談社 読書センター
933 少年少女世界文学館５ 講談社 読書センター
933 少年少女世界文学館７ 講談社 読書センター
933 少年少女世界文学館８ 講談社 読書センター
933 少年少女世界文学館９ 講談社 読書センター
933 少年少女世界文学館１２ 講談社 読書センター
933 少年少女世界文学館１３ 講談社 読書センター
933 少年少女世界文学館１４ 講談社 読書センター
933 少年少女世界文学館１９ 講談社 読書センター
933 パディントン　フランスへ 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド 作 福音館書店 読書センター
933 パディントンの煙突掃除 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド 作 福音館書店 読書センター
933 パディントンのクリスマス マイケル・ボンド 作 福音館書店 読書センター
933 パディントンとテレビ 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド 作 福音館書店 読書センター
933 あたまをつかった小さなおばあさん 世界傑作童話シリーズ ホープ・ニューウェル 作 福音館書店 読書センター
933 ゆうびんやさんはだれ？ 世界傑作童話シリーズ ルース・エインワース 作 福音館書店 読書センター
933 エルマーとりゅう 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 ４年生教室
933 ミリー・モリー・マンデーのおはなし 世界傑作童話シリーズ ジョイス・Ｌ・ブリスリー さく 福音館書店 読書センター
933 おじいちゃんとおばあちゃん 世界傑作童話シリーズ Ｅ．Ｈ．ミナリック ぶん 福音館書店 読書センター
933 だいじなとどけもの 世界傑作童話シリーズ モーリス・センダック え 福音館書店 読書センター
933 こぐまのくまくん 世界傑作童話シリーズ Ｅ．Ｈ．ミナリック ぶん 福音館書店 読書センター
933 くまくんのおともだち 世界傑作童話シリーズ Ｅ．Ｈ．ミナリック ぶん 福音館書店 読書センター
933 フランシスのおともだち フランシス絵本シリーズ ラッセル・ホーバン さく 好学社 読書センター
933 フランシスとたんじょうび フランシス絵本シリーズ ラッセル・ホーバン さく 好学社 読書センター
933 フランシスのいえで フランシス絵本シリーズ ラッセル・ホーバン さく 好学社 読書センター



933 ジャムつきパンとフランシス フランシス絵本シリーズ ラッセル・ホーバン さく 好学社 読書センター
933 じぶんだけのいろ レオ＝レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 うさぎを　つくろう レオ＝レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 スイミー レオ・レオニ 〔作〕 好学社 読セ（絵本）
933 フレデリック レオ・レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 ぼくのだ！わたしのよ！ レオ＝レオニ 〔作〕 好学社 １年生教室
933 せかいいちおおきなうち レオ・レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 さかなはさかな レオ・レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ 〔作〕 好学社 読セ（絵本）
933 ひとあし　ひとあし レオ・レオニ 〔作〕 好学社 読セ（絵本）
933 ペツェッチィーノ レオ・レオニ 〔作〕 向学社 読セ（絵本）
933 ここにいたい！あっちへいきたい！ レオ・レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 うさぎたちのにわ レオ・レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 みどりの　しっぽの　ねずみ レオ・レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 あいうえおの　き レオ・レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 おんがくねずみ　ジェラルディン レオ＝レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 コーネリアス レオ＝レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 マシューのゆめ レオ＝レオニ 作 好学社 ２年生教室
933 すんだことはすんだこと 世界傑作童話シリーズ ワンダ・ガアグ 再話・え 福音館書店 読セ（むかし話）
933 かえってきたおとうさん はじめてよむどうわ Ｅ・Ｈ・ミナリック ぶん 福音館書店 読セ（絵本）
933 どろんここぶた アーノルド・ローベル 作 文化出版局 読セ（絵本）
933 ニーナはおちびさん ジャック・ケント さく 好学社 読セ（絵本）
933 風にのってきたメアリー・ポピンズ 岩波少年文庫 Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作 岩波書店 読書センター
933 エルマーと１６ぴきのりゅう 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 ４年生教室
933 １ ２ ３どうぶつえんへ エリック＝カール 構成・絵 偕成社 読セ（絵本）
933 ぼくのねこみなかった？ エリック＝カール さく 偕成社 読セ（絵本）
933 くまさん　くまさん　なにみてるの？ エリック＝カール え 偕成社 読セ（絵本）
933 うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋 ポール・ジェラティ さく 評論社 読セ（絵本）
933 うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋 ポール・ジェラティ さく 評論社 読セ（絵本）
933 うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋 ポール・ジェラティ さく 評論社 読セ（絵本）
933 うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋 ポール・ジェラティ さく 評論社 読セ（絵本）
933 うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋 ポール・ジェラティ さく 評論社 読セ（絵本）
933 うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋 ポール・ジェラティ さく 評論社 読セ（絵本）
933 うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋 ポール・ジェラティ さく 評論社 読セ（絵本）
933 くもさんおへんじどうしたの エリック＝カール さく 偕成社 読セ（絵本）
933 しりたがりのこひつじ エリック＝カール え 偕成社 読セ（絵本）
933 巨人（ジャイアント）にきをつけろ！ エリック＝カール さく 偕成社 読セ（絵本）
933 うたが　みえる　きこえるよ エリック＝カール さく 偕成社 読セ（絵本）
933 しろくまくん　なにがきこえる？ エリック＝カール え 偕成社 読セ（絵本）
933 おほしさまかいて！ エリック＝カール さく 偕成社 読セ（絵本）
933 ちいさいタネ エリック＝カール さく 偕成社 読セ（絵本）
933 ね、ぼくのともだちになって！ エリック＝カール 作 偕成社 読セ（絵本）
933 たんじょうびの　ふしぎな　てがみ エリック＝カール さく・え 偕成社 読セ（絵本）
933 はらぺこあおむし エリック＝カール さく 偕成社 読セ（絵本）
933 ことりをすきになった山 アリス＝マクレーラン 文 偕成社 読セ（絵本）
933 ごきげんななめのてんとうむし エリック＝カール さく 偕成社 読セ（絵本）
933 やどかりのおひっこし エリック＝カール さく 偕成社 読セ（絵本）
933 ＡＢＣ怪事件 推理・探偵傑作シリーズ アガサ・クリスティー 作 あかね書房 ６年生教室
933 モルグ街の怪事件 推理・探偵傑作シリーズ エドガー・アラン・ポオ 著 あかね書房 ６年生教室
933 ホームズの冒険 推理・探偵傑作シリーズ コナン・ドイル 作 あかね書房 読書センター
933 エジプト十字架の秘密 推理・探偵傑作シリーズ エラリー・クイーン 作 あかね書房 ６年生教室
933 マルタの鷹 推理・探偵傑作シリーズ ダシール・ハメット 著 あかね書房 ６年生教室
933 ジキル博士とハイド氏 推理・探偵傑作シリーズ ロバート・ルイス・スティブンソン 著 あかね書房 ６年生教室
933 ホームズと四つの怪事件 推理・探偵傑作シリーズ コナン・ドイル 作 あかね書房 読書センター
933 ドラゴンプールの怪事件 推理・探偵傑作シリーズ Ｓ・Ｓ・バンダイン 作 あかね書房 ６年生教室
933 ビクトリア号怪事件 推理・探偵傑作シリーズ ディクスン・カー 作 あかね書房 ６年生教室
933 ゆうれい殺人事件 推理・探偵傑作シリーズ クレイトン・ロースン 作 あかね書房 ５年生教室
933 怪紳士暗黒街を行く 推理・探偵傑作シリーズ レスリー・チャータリス 作 あかね書房 ５年生教室
933 なぞの０３８事件 推理・探偵傑作シリーズ エラリー・クイーン 作 あかね書房 ５年生教室
933 どろぼう天国 推理・探偵傑作シリーズ チェスタートン 作 あかね書房 ５年生教室
933 冒険家クラブ 推理・探偵傑作シリーズ アガサ・クリスティー 作 あかね書房 ５年生教室
933 あかつきの追跡 推理・探偵傑作シリーズ ウィリアム・アイリッシュ 作 あかね書房 ５年生教室
933 こひつじクロ あたらしい世界の童話 エリザベス・ショー 作・絵 岩崎書店 読書センター
933 こひつじクロ あたらしい世界の童話 エリザベス・ショー 作・絵 岩崎書店 読書センター
933 こひつじクロ あたらしい世界の童話 エリザベス・ショー 作・絵 岩崎書店 読書センター
933 こひつじクロ あたらしい世界の童話 エリザベス・ショー 作・絵 岩崎書店 読書センター
933 こひつじクロ あたらしい世界の童話 エリザベス・ショー 作・絵 岩崎書店 読書センター
933 はたらきもののあひるどん 児童図書館・絵本の部屋 マーティン・ワッデル さく 評論社 読セ（絵本）
933 はたらきもののあひるどん 児童図書館・絵本の部屋 マーティン・ワッデル さく 評論社 読セ（絵本）
933 はたらきもののあひるどん 児童図書館・絵本の部屋 マーティン・ワッデル さく 評論社 読セ（絵本）
933 はたらきもののあひるどん 児童図書館・絵本の部屋 マーティン・ワッデル さく 評論社 読セ（絵本）
933 はたらきもののあひるどん 児童図書館・絵本の部屋 マーティン・ワッデル さく 評論社 読セ（絵本）
933 ホームズと三つのなぞ 推理・探偵傑作シリーズ コナン・ドイル 作 あかね書房 ５年生教室
933 アニーとおばあちゃん ミスカ・マイルズ 作 あすなろ書房 ３年生教室
933 アニーとおばあちゃん ミスカ・マイルズ 作 あすなろ書房 読セ（絵本）
933 アニーとおばあちゃん ミスカ・マイルズ 作 あすなろ書房 読セ（絵本）
933 アニーとおばあちゃん ミスカ・マイルズ 作 あすなろ書房 読セ（絵本）
933 アニーとおばあちゃん ミスカ・マイルズ 作 あすなろ書房 ５年生教室
933 アニーとおばあちゃん ミスカ・マイルズ 作 あすなろ書房 ５年生教室
933 アニーとおばあちゃん ミスカ・マイルズ 作 あすなろ書房 読セ（絵本）
933 アニーとおばあちゃん ミスカ・マイルズ 作 あすなろ書房 読セ（絵本）
933 はたらきもののあひるどん 児童図書館・絵本の部屋 マーティン・ワッデル さく 評論社 読セ（絵本）
933 赤毛のアン モンゴメリ 原作 金の星社 読書センター
933 小公女 こども世界名作童話 バーネット 作 ポプラ社 読書センター
933 若草物語 こども世界名作童話 オルコット 作 ポプラ社 読書センター
933 小公子 こども世界名作童話 バーネット 作 ポプラ社 読書センター
933 ふしぎの国のアリス こども世界名作童話 キャロル 作 ポプラ社 読書センター
933 赤毛のアン こども世界名作童話 モンゴメリ 作 ポプラ社 読書センター
933 ロビンソン漂流記 こども世界名作童話 デフォー 作 ポプラ社 読書センター
933 オズの魔法使い こども世界名作童話 バウム 作 ポプラ社 読書センター
933 フランダースの犬 こども世界名作童話 ウィーダ 作 ポプラ社 読書センター
933 あしながおじさん こども世界名作童話 ウエブスター 作 ポプラ社 読書センター
933 ピーター・パン こども世界名作童話 バリ 作 ポプラ社 読書センター
933 名犬ラッシー こども世界名作童話 ナイト 作 ポプラ社 読書センター
933 たから島 こども世界名作童話 スティーブンソン 作 ポプラ社 読書センター
933 アンクル・トム物語 こども世界名作童話 ストー夫人 作 ポプラ社 読書センター
933 ジャックと豆のつる こども世界名作童話 西本 鶏介 文 ポプラ社 読書センター
933 しあわせな王子 こども世界名作童話 ワイルド 作 ポプラ社 読書センター
933 子鹿物語 こども世界名作童話 ローリングス 作 ポプラ社 読書センター
933 ガリバー旅行記 こども世界名作童話 スウィフト 作 ポプラ社 読書センター
933 川べにそよ風 講談社青い鳥文庫 ケネス＝グレアム 作 講談社 読書センター
933 赤毛のアン 世界の名作ライブラリー モンゴメリ 作 金の星社 読書センター
933 名探偵シャーロック・ホームズ１ コナン・ドイル 作 岩崎書店 読書センター
933 名探偵シャーロック・ホームズ２ コナン・ドイル 作 岩崎書店 読書センター
933 名探偵シャーロック・ホームズ３ コナン・ドイル 作 岩崎書店 読書センター
933 名探偵シャーロック・ホームズ５ コナン・ドイル 作 岩崎書店 読書センター
933 名探偵シャーロック・ホームズ６ コナン・ドイル 作 岩崎書店 読書センター
933 名探偵シャーロック・ホームズ１１ コナン・ドイル 作 岩崎書店 読書センター
933 名探偵シャーロック・ホームズ２０ コナン・ドイル 作 岩崎書店 読書センター
933 名探偵シャーロック・ホームズ２２ コナン・ドイル 作 岩崎書店 読書センター
933 プーのはちみつとり クマのプーさんえほん Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 読書センター
933 プーあなにつまる・ふしぎなあしあと クマのプーさんえほん Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 読書センター
933 プーのゾゾがり クマのプーさんえほん Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 読書センター
933 イーヨーのたんじょうび クマのプーさんえほん Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 読書センター
933 カンガとルー　森にくる クマのプーさんえほん Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 読書センター
933 プーのほっきょくたんけん クマのプーさんえほん Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 読セ（絵本）
933 コブタと大こうずい クマのプーさんえほん Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 読セ（絵本）



933 プーのたのしいパーティー クマのプーさんえほん Ａ．Ａ．ミルン さく 岩波書店 読セ（絵本）
933 イーヨーのあたらしいうち クマのプーさんえほん Ａ．Ａ．ミルン さく 岩波書店 読セ（絵本）
933 トラーのあさごはん クマのプーさんえほん Ａ．Ａ．ミルン さく 岩波書店 読セ（絵本）
933 ふたりはともだち アーノルド・ローベル 作 文化出版局 読セ（絵本）
933 うさぎを　つくろう レオ＝レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 スイミー レオ・レオニ 〔作〕 好学社 読セ（絵本）
933 さかなはさかな レオ・レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 みどりの　しっぽの　ねずみ レオ・レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 ぼくのだ！わたしのよ！ レオ＝レオニ 〔作〕 好学社 読セ（絵本）
933 うさぎたちのにわ レオ・レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 あいうえおの　き レオ・レオニ 作 好学社 読書センター
933 フレデリック レオ・レオニ 作 好学社 ２年生教室
933 ひとあし　ひとあし レオ・レオニ 〔作〕 好学社 読セ（絵本）
933 ぺツエッティーノ レオ・レオニ 〔作〕 向学社 読セ（絵本）
933 コーネリアス レオ＝レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 おんがくねずみ　ジェラルディン レオ＝レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ 〔作〕 好学社 読セ（絵本）
933 マシューのゆめ レオ＝レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 じぶんだけのいろ レオ＝レオニ 作 好学社 読セ（絵本）
933 ひみつの花園 こども世界名作童話 バーネット 作 ポプラ社 読書センター
933 リア王物語 こども世界名作童話 シェークスピア 作 ポプラ社 読書センター
933 ユキの愛する人たち ひくまの出版創作童話 ヨシコ・ウチダ 作 ひくまの出版 読書センター
933 きょうはみんなでクマがりだ 児童図書館・絵本の部屋 マイケル・ローゼン 再話 評論社 読セ（絵本）
933 とおいところへいきたいな モーリス・センダック さく 富山房 読セ（絵本）
933 しりたがりやのふくろうぼうや 児童図書館・絵本の部屋 マイク・サラー さく 評論社 読セ（絵本）
933 アメリカワニです、こんにちは モーリス・センダック さく 富山房 読セ（絵本）
933 あふりかのかわ バーバパパたんけんシリーズアネット・チゾン 作・絵 ひかりのくに 読セ（絵本）
933 あまぞんのもり バーバパパたんけんシリーズアネット・チゾン 作・絵 ひかりのくに 読セ（絵本）
933 とおいさばく バーバパパたんけんシリーズアネット・チゾン 作・絵 ひかりのくに 読セ（絵本）
933 ずーっとずっとだいすきだよ 児童図書館・絵本の部屋 ハンス・ウィルヘルム えとぶん 評論社 読セ（絵本）
933 ぼくのもらったすごいやつ 評論社の児童図書館・絵本の部屋バーリー・ドーアティ さく 評論社 読セ（絵本）
933 ぼくたちまたなかよしさ！ 児童図書館・絵本の部屋 ハンス・ウィルヘルム えとぶん 評論社 読セ（絵本）
933 ゆきだるまストーリー・ブック 評論社の児童図書館・絵本の部屋レイモンド・ブリッグズ えとぶん 評論社 読セ（絵本）
933 ジョニーのかぞえうた モーリス・センダック さく 富山房 読セ（絵本）
933 ヘクター・プロテクターとうみのうえをふねでいったら モーリス・センダック 作 富山房 読セ（絵本）
933 ふしぎの森のミンピン 児童図書館・絵本の部屋 ロアルド・ダール さく 評論社 読セ（絵本）
933 ケニーのまど モーリス・センダック 作 富山房 読書センター
933 ゆきだるま 児童図書館・絵本の部屋 レイモンド・ブリッグズ 著 評論社 読セ（絵本）
933 チキンスープ・ライスいり モーリス・センダック さく 富山房 読セ（絵本）
933 ねむれないの？ちいくまくん 児童図書館・絵本の部屋 マーティン・ワッデル ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 ふふふんへへへんぽん！ モーリス・センダック さく 富山房 読セ（絵本）
933 うさぎさんてつだってほしいの シャーロット・ゾロトウ ぶん 富山房 読セ（絵本）
933 わすれられないおくりもの 児童図書館・絵本の部屋 スーザン・バーレイ さく　え 評論社 ３年生教室
933 きみなんか　だいきらいさ ジャニス・メイ・ユードリー ぶん 富山房 読セ（絵本）
933 もしも　まほうが　つかえたら ロバート・グレイブス 文 富山房 読セ（絵本）
933 まよなかのだいどころ モーリス・センダック さく 富山房 読セ（絵本）
933 アンナの赤いオーバー 児童図書館・絵本の部屋 ハリエット・ジィーフェルト ぶん 評論社 読セ（絵本）
933 はたらきもののあひるどん 児童図書館・絵本の部屋 マーティン・ワッデル さく 評論社 読セ（絵本）
933 ジキルとハイド どきどきミステリーランド Ｒ・スチーブンソン 作 金の星社 閉架
933 海底２万マイル どきどきミステリーランド Ｊ・ベルヌ 作 金の星社 閉架
933 フランケンシュタイン 世界こわい話ふしぎな話傑作集Ｍ・シェリー 原作 金の星社 読書センター
933 吸血鬼ドラキュラ 世界こわい話ふしぎな話傑作集ストーカー 原作 金の星社 読書センター
933 悪魔のおとし子 世界こわい話ふしぎな話傑作集ラブクラフト ほか原作 金の星社 読書センター
933 呪いの魔法人形 世界こわい話ふしぎな話傑作集ブラックウッド ほか原作 金の星社 読書センター
933 モルグ街の殺人 世界こわい話ふしぎな話傑作集ポー 原作 金の星社 読書センター
933 恐怖の王国 世界こわい話ふしぎな話傑作集ビアス 原作 金の星社 読書センター
933 緑色の目の白いネコ 世界こわい話ふしぎな話傑作集レ・ファニュ 原作 金の星社 読書センター
933 恐怖の透明人間 世界こわい話ふしぎな話傑作集ウェルズ 原作 金の星社 読書センター
933 毒草の少女 世界こわい話ふしぎな話傑作集ホーソン ほか原作 金の星社 読書センター
933 オペラ座の怪人 どきどきミステリーランド Ｇ・ルルー 作 金の星社 閉架
933 グーズベリーさんのみどりのにわで ロイス・レンスキー 原作 こぐま社 読セ（絵本）
933 ねこのパーキンスのおみやげ リンダ・イェトマン 作 偕成社 読書センター
933 汽車のえほん１ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 ２年生教室
933 汽車のえほん２ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 閉架
933 汽車のえほん３ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 ２年生教室
933 汽車のえほん４ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 汽車のえほん５ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 ２年生教室
933 汽車のえほん６ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 ２年生教室
933 汽車のえほん７ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 ２年生教室
933 汽車のえほん８ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 ２年生教室
933 汽車のえほん９ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 ２年生教室
933 汽車のえほん１０ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 ２年生教室
933 汽車のえほん１１ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 ２年生教室
933 汽車のえほん１２ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 汽車のえほん１４ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 汽車のえほん１５ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 汽車のえほん１６ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 汽車のえほん１７ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 汽車のえほん１８ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 汽車のえほん１９ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 汽車のえほん２０ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 汽車のえほん２１ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 汽車のえほん２２ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 汽車のえほん２３ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 汽車のえほん２４ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 汽車のえほん２５ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 ボールのまじゅつしウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋アンソニー・ブラウン さく 評論社 読セ（絵本）
933 ボールのまじゅつしウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋アンソニー・ブラウン さく 評論社 読セ（絵本）
933 ボールのまじゅつしウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋アンソニー・ブラウン さく 評論社 読セ（絵本）
933 汽車のえほん１３ ウィルバート・オードリー 作 ポプラ社 読書センター
933 くまのコールテンくん フリーマンの絵本 ドン＝フリーマン さく 偕成社 読セ（絵本）
933 くまのコールテンくん フリーマンの絵本 ドン＝フリーマン さく 偕成社 読セ（絵本）
933 くまのコールテンくん フリーマンの絵本 ドン＝フリーマン さく 偕成社 読セ（絵本）
933 フランシスとたんじょうび フランシス絵本シリーズ ラッセル・ホーバン さく 好学社 読書センター
933 フランシスのいえで フランシス絵本シリーズ ラッセル・ホーバン さく 好学社 読書センター
933 フランシスのおともだち フランシス絵本シリーズ ラッセル・ホーバン さく 好学社 読書センター
933 ジャムつきパンとフランシス フランシス絵本シリーズ リリアン・ホーバン 〔絵〕 好学社 読書センター
933 ７ひきの　いたずらかいじゅう モーリス・センダック 作 好学社 読セ（絵本）
933 ニーナはおちびさん ジャック・ケント さく 好学社 読セ（絵本）
933 ボールのまじゅつしウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋アンソニー・ブラウン さく 評論社 読セ（絵本）
933 トム・ソーヤーの冒険　上 偕成社文庫　３００５ マーク・トウェイン∥著//吉田　甲子太郎∥訳 偕成社 読書センター
933 トム・ソーヤーの冒険　下 偕成社文庫　３００６ マーク・トウェイン∥著//吉田　甲子太郎∥訳 偕成社 読書センター
933 小公女　上 偕成社文庫　３１３０ バーネット∥著//谷村　まち子∥訳 偕成社 読書センター
933 小公女　下 偕成社文庫　３１３１ バーネット∥著//谷村　まち子∥訳 偕成社 読書センター
933 少女ポリアンナ 偕成社文庫　３１３８ エレノア・ポーター∥著//菊島　伊久栄∥訳 偕成社 読書センター
933 赤毛のアン　上 偕成社文庫　３１４８ モンゴメリ∥著//茅野　美ど里∥訳 偕成社 読書センター
933 赤毛のアン　下 偕成社文庫　３１４９ モンゴメリ∥著//茅野　美ど里∥訳 偕成社 読書センター
933 怪談 偕成社文庫　３１５５ 小泉　八雲∥著//平井　呈一∥訳 偕成社 読書センター
933 宝島　完訳版 偕成社文庫　３２００ ロバート・ルイス・スティーブンソン∥著//金原　瑞人∥訳偕成社 読書センター
933 緋色の研究　完訳版 偕成社文庫　３２２５　シャーロック・ホームズコナン・ドイル∥著//各務　三郎∥訳 偕成社 読書センター
933 タイムマシン　完訳版 偕成社文庫　３２３４ Ｈ．Ｇ．ウェルズ∥著//雨沢　泰∥訳 偕成社 読書センター
933 透明人間　完訳版 偕成社文庫　３２４８ Ｈ．Ｇ．ウェルズ∥著//雨沢　泰∥訳 偕成社 読書センター
933 宇宙戦争　完訳版 偕成社文庫　３２５４ Ｈ．Ｇ．ウェルズ∥著//雨沢　泰∥訳 偕成社 読書センター
933 ママってすごいね！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいミック・マニング ブリタ・グランストローム∥著//せな　あいこ∥訳評論社 学習センター
933 ほこりまみれの兄弟 ローズマリー・サトクリフ　著 乾侑美子　訳 評論社 読書センター
933 わたしの犬、ラッキー ダイアン・メイコック　作 若林千鶴　訳 あすなろ書房 読書センター
933 青矢号 ジャンニ・ロダーリ　作 関口英子　訳 岩波書店 読書センター



933 りこうすぎた王子 アンドリュー・ラング　作 福本友美子　訳 岩波書店 読書センター
933 ゆかいな農場 マルセル・エーメ　作 さくまゆみこ　訳 福音館書店 読書センター
933 ホネホネ絵本 スティーブ・ジェンキンズ　作 千葉茂樹　訳 あすなろ書房 閉架
933 ツバメ号とアマゾン号（上） アーサー・ランサム　作 神宮輝夫　訳 岩波書店 読書センター
933 ツバメ号とアマゾン号（下） アーサー・ランサム　作 神宮輝夫　訳 岩波書店 読書センター
933 消えた王子（上） フランシス・ホジソン・バーネット　作 中村妙子　訳 岩波書店 読書センター
933 消えた王子（下） フランシス・ホジソン・バーネット　作 中村妙子　訳 岩波書店 読書センター
933 氷の上のボーツマン ベンノー・プルードラ　作 上田真而子　訳 岩波書店 読書センター
933 ひよこのアーサーがきえた！ ナサニエル・ベンチリー　文 アーノルド・ローベル　絵文化学園文化出版局 読書センター
933 ポインセチアはまほうの花 ジョアンヌ・オッペンハイム　文 ファビアン・ネグリン　絵光村教育図書 読書センター
933 宇宙に秘められた謎 ホーキング博士のスペース･アドベンチャールーシー＆スティーヴン・ホーキング　作 さくまゆみこ　訳岩崎書店 読書センター
933 グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー　作 中井はるの　訳 ポプラ社 読書センター
933 グレッグのダメ日記　2 ジェフ・キニー　作 中井はるの　訳 ポプラ社 読書センター
933 グレッグのダメ日記　3 ジェフ・キニー　作 中井はるの　訳 ポプラ社 読書センター
933 グレッグのダメ日記　4 ジェフ・キニー　作 中井はるの　訳 ポプラ社 読書センター
933 グレッグのダメ日記　5 ジェフ・キニー　作 中井はるの　訳 ポプラ社 読書センター
933 トマスと図書館のおねえさん 図書館の絵本 パット・モーラ　文 さえら書房 読書センター
933 パンケーキをたべるサイなんていない？ アンナ・ケンプ　ぶん サラ・オギルヴィー　え ＢＬ出版 読書センター
933 パンケーキをたべるサイなんていない？ アンナ・ケンプ　ぶん サラ・オギルヴィー　え ＢＬ出版 読書センター
933 ここがわたしのおうちです アイリーン・スピネリ　文 マット・フェラン　絵 さ・え・ら書房 読書センター
933 ここがわたしのおうちです アイリーン・スピネリ　文 マット・フェラン　絵 さ・え・ら書房 読書センター
933 わたしのひかり モリー・バング　作 さくまゆみこ　訳 評論社 読書センター
933 わたしのひかり モリー・バング　作 さくまゆみこ　訳 評論社 読書センター
933 フィボナッチ ジョセフ・ダグニーズ　文 ジョン・オブライエン　絵 さ・え・ら書房 読書センター
933 海時計職人ジョン・ハリソン ルイーズ・ボーデン　文 エリック・ブレグバッド　絵 あすなろ書房 読書センター
933 Ａ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ Ｍｉｋｉｋｏ　Ｎａｋａｍｏｔｏ　作 Ａ．Ｐ．Ｐａｓｃａｌ　画 アプリコット 学習センター
933 ｌｉｔｔｌｅ　ｂｌｕｅ　ａｎｄ　ｌｉｔｔｌｅ　ｙｅｌｌｏｗ レオ・レオーニ　著 Ｈａｒｐｅｒ　Ｃｏｌｌｉｎｓ 学習センター
933 Ｆｉｖｅ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｍｏｎｋｅｙｓ　Ｊｕｍｐｉｎｇ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｂｅｄ Ｅｉｌｅｅｎ　Ｃｈｒｉｓｔｅｌｏｗ　著 Ｓａｎｄｐｉｐｅｒ 学習センター
933 Ｔｉｎｙ　Ｂｏｐｐｅｒｓ 中本幹子　著 Ｋ＆Ｈ　画 アプリコット 学習センター
933 Ｔｅｎ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｌａｄｙｂｕｇｓ メラニ－・ガ－ス　著 Ｐｉｇｇｙ 学習センター
933 Ｍｙ　ｐｅｔ 中本幹子　著 Ｒｙｏｋｏ　Ｆｕｊｉｋａｗａ　画 アプリコット 学習センター
933 Ａ　ｔｅｄｄｙ　ｂｅａｒ 中本幹子　著 Ｈｉｄｅｋｏ　Ｋａｋｅｇａｗａ　絵 アプリコット 学習センター
933 Ｔｏｅｓ，Ｅａｒｓ，ｅ　Ｎｏｓｅ！ マリオン・デーン・バウアー　文 ＬＩＴＴＬＥ　ＳＩＭＯＮ 学習センター
933 Ｗｈｅｒｅ　ｉｓ　ｂａｂｙｓ　Ｂｅｌｌｙ　Ｂｕｔｔｏｎ？ カレン・カッツ　著 ＬＩＴＴＬＥ　ＳＩＭＯＮ 学習センター
933 Ｔｏｄａｙ　Ｉｓ　Ｍｏｎｄｅｙ エリック・カール　絵 Ｐｕｆｆｉｎ 学習センター
933 ものぐさトミ－ 岩波の子どもの本 ペ－ン・デュボア　文・絵 松岡享子　訳 岩波書店 読書センター
933 急行「北極号」 クリス・ヴァン・オールズバーグ　絵・文 村上春樹　訳あすなろ書房 読書センター
933 ぞうのホートンたまごをかえす ドクター・スース　さく・え しらきしげる　やく 偕成社 読書センター
933 ポルコさまちえばなし 岩波おはなしの本 ロバート・デイヴィス　文 瀬田貞二　訳 岩波書店 読書センター
933 山の上の火 岩波おはなしの本 ハロルド・クーランダー，ウルフ・レスロー 著 渡辺　茂男 訳岩波書店 読書センター
933 雪の写真家ベントレー ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン 著 メアリー・アゼアリアン 画 千葉　茂樹 訳ビーエル出版 読書センター
933 川はどこからながれてくるの トマス・ロッカー 著 みのうら　まりこ 訳 偕成社 読書センター
933 ＴＨＥ　ＶＥＲＹ　ＨＵＮＧＲＹ　ＣＡＴＥＲＰＩＬＬＡＲ Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ 三善 読書センター
933 Ｐａｎｄａ　Ｂｅａｒ，Ｐａｎｄａ　Ｂｅａｒ，Ｗｈａｔ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｓｅｅ？ Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ 三善 読書センター
933 Ｂｒｏｗｎ　Ｂｅａｒ，Ｂｒｏｗｎ　Ｂｅａｒ，Ｗｈａｔ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｓｅｅ？ Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ 三善 読書センター
933 Ｆｒｏｍ　Ｈｅａｄ　ｔｏ　Ｔｏｅ Ｅｒｉｃ　Ｃａｒｌｅ 三善 読書センター
933 ネクロマンサー：死霊術師ジョン・ディー マイケル・スコット 著 橋本　恵 訳 理論社 読書センター
933 オオカミ族の少年 クロニクル千古の闇　１ ミシェル・ペイヴァー 著 さくま　ゆみこ 訳 酒井　駒子 画評論社 読書センター
933 生霊わたり クロニクル千古の闇　２ ミシェル・ペイヴァー 著 さくま　ゆみこ 訳 酒井　駒子 画評論社 読書センター
933 魂食らい クロニクル千古の闇　３ ミシェル・ペイヴァー 著 さくま　ゆみこ 訳 酒井　駒子 画評論社 読書センター
933 追放されしもの クロニクル千古の闇４ ミシェル・ペイヴァー 評論社 読書センター
933 復讐の誓い クロニクル千古の闇　５ ミシェル・ペイヴァー 著 さくま　ゆみこ 訳 酒井　駒子 画評論社 読書センター
933 決戦のとき クロニクル千古の闇　６ ミシェル・ペイヴァー 著 さくま　ゆみこ 訳 酒井　駒子 画評論社 読書センター
933 名前をうばわれたなかまたち タシエス 著 横湯　園子 訳 さえら書房 読書センター
933 宇宙の誕生 ホーキング博士のスペース・アドベンチャー　３ルーシー・ホーキング，スティーヴン・ホーキング 著 さくま　ゆみこ 訳岩崎書店 読書センター
933 ダニーは世界チャンピオン ロアルド・ダールコレクションロアルド・ダール　著クェンティン・ブレイク　絵 評論社 読書センター
933 ガラスの大エレベーター ダール ロアルド 評論社 読書センター
933 ぼくのつくった魔法のくすり ダール ロアルド 評論社 読書センター
933 チョコレート工場の秘密 ダール ロアルド 評論社 読書センター
933 おばけ桃が行く 平成１８年　小学校　指定図書ロアルド・ダール　著 評論社 読書センター
933 マチルダは小さな大天才 ダール ロアルド 評論社 読書センター
933 こぐまくんのハーモニカ ジョン・セバスチャン 著 ガース・ウィリアムズ 画 三木　卓 訳リブリオ出版 ３年生教室
933 いたずらきかんしゃちゅうちゅう 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本バージニア・リー・バートン 著 むらおか　はなこ 訳福音館書店 １年生教室
933 どろんこハリー 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本ジーン・ジオン 著 マーガレット・ブロイ・グレアム 画 わたなべ　しげお 訳福音館書店 １年生教室
933 たったひとつのねがいごと バーバラ・マクリントック 著 福本　友美子 訳 ほるぷ出版 読書センター
933 わたしのいちばん　あのこの１ばん ウォルチ，アリソン ポプラ社 読セ（絵本）
933 わたしのいちばん　あのこの１ばん ウォルチ，アリソン ポプラ社 読セ（絵本）
933 はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ　著　田中奈津子　訳 講談社 読書センター
933 はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ　著　田中奈津子　訳 講談社 読書センター
933 とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール 著 さの　ようこ 訳 偕成社 読セ（絵本）
933 ①パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々盗まれた雷撃 リック・リオーダン 著 金原　瑞人 訳 ほるぷ出版 読書センター
933 ②パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版 読書センター
933 ③パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版 読書センター
933 ④パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版 読書センター
933 ⑤パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版 読書センター
933 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　外伝 リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版 読書センター
933 デイジーのこまっちゃうまいにち いたずらデイジーの楽しいおはなしケス・グレイ 著 吉上　恭太 訳 ニック・シャラット 画小峰書店 読書センター
933 デイジーのおおさわぎ動物園 いたずらデイジーの楽しいおはなしケス・グレイ 著 吉上　恭太 訳 ニック・シャラット 画小峰書店 読書センター
933 デイジーのおさわがせ巨人くん いたずらデイジーの楽しいおはなしケス・グレイ 著 吉上　恭太 訳 ニック・シャラット 画小峰書店 読書センター
933 デイジーのもんだい！子ネコちゃん いたずらデイジーの楽しいおはなしケス・グレイ 著 吉上　恭太 訳 ニック・シャラット 画小峰書店 読書センター
933 デイジーのびっくり！クリスマス いたずらデイジーの楽しいおはなしケス・グレイ 著 吉上　恭太 訳 ニック・シャラット 画小峰書店 読書センター
933 デイジーのめちゃくちゃ！おさかなつり いたずらデイジーの楽しいおはなしケス・グレイ 著 吉上　恭太 訳 ニック・シャラット 画小峰書店 読書センター
933 くんちゃんのはじめてのがっこう 子どもといっしょに出会ってほしい本ドロシー・マリノ　作　まさきるりこ　訳 ﾍﾟﾝｷﾞﾝ社 読セ（絵本）
933 ハーキン　谷へおりたきつね ジョン・バーニンガム　作 童話館出版 読セ（絵本）
933 おこった月 ウィリアム・スリーター　再話 童話館出版 読セ（絵本）
933 タレッシュ ウィリアム・パパズ　文 童話館出版 読セ（絵本）
933 ちいさな島 ゴールデン・マクドナルド　作　　　　　　　　　レナード・ワイスガード　絵　谷川俊太郎　訳童話館 読セ（絵本）
933 ティリーのねがい フェイス・ジェイクス こぐま社 読セ（絵本）
933 とてもすてきなわたしの学校 ドクター・スース　文　レイン・スミス　絵　　　神宮輝夫　訳童話館出版 読セ（絵本）
933 気むずかしやの伯爵夫人  公園の小さななかまたち サリー・ガードナー 偕成社 読書センター
933 火曜日のごちそうはヒキガエル 評論社の児童図書館・文学の部屋　　ヒキガエルとんだ大冒険　１ラッセル・Ｅ．エリクソン  作ローレンス・ディ・フィオリ  絵評論社 読書センター
933 チムとゆうかんなせんちょうさん 海洋冒険チム・シリーズ エドワード・アーディゾーニ 福音館書店 読セ（絵本）
933 エルマーのぼうけん 福音館Ⅰ・２年生向き童話Ｂセットルース・スタイルス・ガネット　作　　　　　　　わたなべしげお　訳　Ｒ・Ｃ・ガネット　絵福音館書店 読書センター
933 エマおばあちゃん ウェンディ・ケッセルマン 徳間書店 読書センター
933 ナム・フォンの風 平成１６年　小学校　指定図書ダイアナ・キット　作　もりうちすみこ　訳　佐藤真紀子　絵あかね書房 読書センター
933 バスラの図書館員 イラクで本当にあった話 ジャネット・ウィンター　絵と文長田弘　訳 晶文社 読セ（絵本）
933 ジョン・カーター ディズニー映画小説版　90 スチュアート・ムーア/作　橘高弓枝/訳 偕成社 読書センター
933 ザ・マペッツ ディズニー映画小説版　91 キャサリン・ターナー/作　しぶやまさこ/訳 偕成社 読書センター
933 メリダとおそろしの森 ディズニー映画小説版　92 アイリーン・トリンブル/作　しぶやまさこ/訳 偕成社 読書センター
933 フランケン・ウィニー ディズニー映画小説版　93 エリザベス・ルドニック/作　倉田真木/訳 偕成社 読書センター
933 ティンカーベルと輝く羽の秘密 ディズニー映画小説版　94 サラ・ネイサン/作　橘高弓枝/訳 偕成社 読書センター
933 シュガー・ラッシュ ディズニー映画小説版　95 アイリーン・トリンブル/作　倉田真木/訳 偕成社 読書センター
933 ハリ―･ポッターと賢者の石 ハリーポッターシリーズ　1 J・K・ローリング　作　松岡佑子　訳 静山社 読書センター
933 モーツァルトの魔法の笛 マジック・ツリーハウス　２７　メアリー・ホープ・オズボーン　作 メディアファクトリー 読書センター
933 葉っぱのフレディ　いのちの旅 レオ・バスカーリア　作　みらいなな　訳 童話屋 読セ（絵本）
933 子犬おおそうどう こちら動物のお医者さん ルーシー・ダニエルズ 著 千葉　茂樹 訳 サカイ　ノビー 画ほるぷ出版 読書センター
933 子ネコききいっぱつ こちら動物のお医者さん ルーシー・ダニエルズ 著 千葉　茂樹 訳 サカイ　ノビー 画ほるぷ出版 読書センター
933 ウサギおたすけレース こちら動物のお医者さん ルーシー・ダニエルズ 著 千葉　茂樹 訳 サカイ　ノビー 画ほるぷ出版 読書センター
933 おさわがせハムスター こちら動物のお医者さん ルーシー・ダニエルズ 著 千葉　茂樹 訳 サカイ　ノビー 画ほるぷ出版 読書センター
933 ウォーリアーズ　１ ウォーリアーズ エリン・ハンター 著 金原　瑞人 訳 小峰書店 読書センター
933 ウォーリアーズ　２ ウォーリアーズ エリン・ハンター 著 金原　瑞人，高林　由香子 訳 小峰書店 読書センター
933 ウォーリアーズ　３ ウォーリアーズ エリン・ハンター 著 金原　瑞人，高林　由香子 訳 小峰書店 読書センター
933 ウォーリアーズ　４ ウォーリアーズ エリン・ハンター 著 金原　瑞人，高林　由香子 訳 小峰書店 読書センター
933 ウォーリアーズ　５ ウォーリアーズ エリン・ハンター 著 金原　瑞人，高林　由香子 訳 小峰書店 読書センター
933 ウォーリアーズ　６ ウォーリアーズ エリン・ハンター 著 金原　瑞人，高林　由香子 訳 小峰書店 読書センター
933 ミルクこぼしちゃだめよ！ スティーブン・デイヴィーズ ほるぷ出版 読セ（絵本）
933 ミルクこぼしちゃだめよ！ スティーブン・デイヴィーズ ほるぷ出版 読セ（絵本）



933 マッチ箱日記 第６０回課題図書高学年 フライシュマン　ポール ＢＬ出版 学習センター
933 マッチ箱日記 第６０回課題図書高学年 フライシュマン　ポール ＢＬ出版 学習センター
933 時をつなぐおもちゃの犬 第６０回課題図書高学年 モーパーゴ　マイケル あかね書房 読書センター
933 時をつなぐおもちゃの犬 第６０回課題図書高学年 モーパーゴ　マイケル あかね書房 読書センター
933 パイレーツ・オブ・カリビアン　1 ディズニーアニメ小説版　新刊セット２００６アイリーン・トリンブル　著 偕成社 読書センター
933 パイレーツ・オブ・カリビアン　2　デッドマンズ・チェスト ディズニーアニメ小説版 アイリーン・トリンブル　作橘高弓枝　訳 偕成社 読書センター
933 パイレーツ・オブ・カリビアン　3　ワールド・エンド ディズニーアニメ小説版　 サザーランド Ｔ・Ｔ 偕成社 読書センター
933 パイレーツ・オブ・カリビアン　4　生命の泉 ジェームズ・ポンティ  作橘高弓枝  訳 偕成社 読書センター
933 アナと雪の女王 サラ・ネイサン  作セラ・ローマン  作 偕成社 読書センター
933 ランプの精ﾘﾄﾙ・ｼﾞｰﾆｰ　15　ちびっこジーニーをさがせ！ ミランダ・ジョーンズ　作　宮坂宏美　訳 ポプラ社 読書センター
933 ランプの精ﾘﾄﾙ・ｼﾞｰﾆｰ　16　ようこそ王女さま ミランダ，ジョーンズ ポプラ社 読書センター
933 ランプの精ﾘﾄﾙ・ｼﾞｰﾆｰ　17　タイム・トラベル！ ミランダ・ジョーンズ　著 ポプラ社 読書センター
933 ランプの精ﾘﾄﾙ・ｼﾞｰﾆｰ　18　ひみつの海のお友だち　 ミランダ・ジョーンズ  作宮坂宏美  訳 ポプラ社 読書センター
933 ランプの精ﾘﾄﾙ・ｼﾞｰﾆｰ　19　空とぶおひっこし大作戦! ランプの精　リトル　ジーニージョーンズ，ミランダ ポプラ社 読書センター
933 ランプの精ﾘﾄﾙ・ｼﾞｰﾆｰ　20　ジーニーランドの卒業式 ミランダ・ジョーンズ　著 ポプラ社 読書センター
933 おさるとぼうしうり エズフィール・スロボドキーナ　さく・え まつおかきょうこ　訳福音館書店 読セ（絵本）
933 はちうえはぼくにまかせて ジ－ン・ジオン　さく マ－ガレット・ブロイ・グレアム　えペンギン社 読セ（絵本）
933 ラチとらいおん 世界傑作絵本シリ－ズ マレーク・ベロニカ　ぶん・え とくながやすもと　やく福音館書店 読セ（絵本）
933 おちゃのじかんにきたとら ジュディス・カー　作 晴海耕平　訳 童話館出版 読セ（絵本）
933 さるのオズワルド エゴン・マチ－セン　作 松岡享子　訳 こぐま社 読セ（絵本）
933 ヨセフのだいじなコ－ト シムズ・タバック　作 木坂涼　訳 フレ－ベル館 読セ（絵本）
933 ひとまねこざる 岩波の子どもの本 Ｈ．Ａ．レイ　文，絵 光吉夏弥　訳 岩波書店 読セ（絵本）
933 ながいながいよる マリオン・デーン・バウアー　文 テッド・ルウィン　絵岩波書店 読セ（絵本）
933 あのね、わたしのたからものはね ユードリイ　さく ミル　え 偕成社 読セ（絵本）
933 ニコラスどこにいってたの？ レオ・レオーニ　作・絵 谷川俊太郎　訳 あすなろ書房 読セ（絵本）
933 まりーちゃんとひつじ 岩波の子どもの本 フランソワーズ　文・絵 与田準一　訳 岩波書店 読セ（絵本）
933 せかいいちおいしいスープ マーシャ・ブラウン　文・絵 こみやゆう　訳 岩波書店 読セ（むかし話）
933 ロバのシルベスターとまほうの小石 児童図書館・絵本の部屋 ウィリアム・スタイグ　さく せたていじ　やく 評論社 読セ（絵本）
933 かもさんおとおり 世界傑作絵本シリーズ ロバート・マックロスキー　作 わたなべしげお　やく福音館書店 読セ（絵本）
933 はなのすきなうし 岩波の子どもの本 マンロー・リーフ　おはなし ロバート・ローソン　え 岩波書店 読セ（絵本）
933 エルマーとりゅう エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット　作　渡辺茂男　訳ルース・クリスマン・ガネット　絵福音館書店 読書センター
933 エルマーと１６ぴきのりゅう エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット　作　渡辺茂男　訳ルース・クリスマン・ガネット　絵福音館書店 読書センター
933 オズの魔法使い 福音館古典童話シリ－ズ Ｌ．Ｆ．バウム　作 渡辺茂男　訳 福音館書店 読書センター
933 ピーターサンドさんのねこ ルイス・スロボドキン　作 清水眞砂子　訳 あすなろ書房 読書センター
933 おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ　作 さくまゆみこ　訳 あすなろ書房 読セ（絵本）
933 風をつかまえたウィリアム ウィリアム・カムクワンバ，　ブライアン・ミーラー　　著 エリザベス・ズーノン　絵さ・え・ら書房 読セ（絵本）
933 ヴィッキー・エンジェル ジャクリーン・ウィルソン　作 尾高薫　訳 理論社 読書センター
933 じてんしゃにのるひとまねこざる 岩波の子どもの本 Ｈ．Ａ．レイ　文，絵 光吉夏弥　訳 岩波書店 読セ（絵本）
933 ひとまねこざるときいろいぼうし 岩波の子どもの本 Ｈ．Ａ．レイ　文，絵 光吉夏弥　訳 岩波書店 読セ（絵本）
933 ろけっとこざる 岩波の子どもの本 Ｈ．Ａ．レイ　文・絵 光吉夏弥　訳 岩波書店 読セ（絵本）
933 たこをあげるひとまねこざる 岩波の子どもの本 マーガレット・レイ　文 光吉夏弥　訳 岩波書店 読セ（絵本）
933 ひとまねこざるびょういんへいく 岩波の子どもの本 マーガレット・レイ　文 光吉夏弥　訳 岩波書店 読セ（絵本）
933 シャーロットのおくりもの Ｅ・Ｂ・ホワイト　作　ガース・ウィリアムズ　絵　さくまゆみこ　訳あすなろ書房 読書センター
933 ナタリーはひみつの作家 アンドリュー・クレメンツ　作　田中奈津子　訳　伊藤美貴　絵講談社 読書センター
933 ストームブレイカー 翻訳ファンタジーシリーズ アンソニー・ホロヴィッツ　著　竜村風也　訳　　荒木飛呂彦　イラストレーション集英社 読書センター
933 金魚はあわのおふろに入らない！？ アビーとテスのペットはおまかせ　1ウィーブ トリーナ ポプラ社 読書センター
933 グレッグのダメ日記 ジェフ・キニー　作 ポプラ社 読書センター
933 アナと雪の女王　小説版 サラ・ネイサン  作セラ・ローマン  作 偕成社 読書センター
933 クレヨンからのおねがい！ ドリュー・デイウォルト　文 ほるぷ出版 読セ（絵本）
933 クレヨンからのおねがい！ ドリュー・デイウォルト　文 ほるぷ出版 読セ（絵本）
933 ドラゴン・スレイヤー・アカデミー２-８ ケイト・マクミュラン　作 岩崎書店 読書センター
933 アナと雪の女王 中井はるの 講談社 読書センター
933 塔の上のラプンツェル ディズニームービーブック 駒田文子  文・構成 講談社 読書センター
933 ティンカー・ベル ディズニーフェアリーズムービーストーリーブックキンバリー・モリス  文　小宮山みのり  構成・訳 講談社 読書センター
933 ベイマックス 中井はるの 講談社 読書センター
933 トイストーリー３ムービーストーリーブック 小宮山みのり  文・構成 講談社 読書センター
933 モンスターズ・ユニバーシティ 中井はるの 講談社 読書センター
933 ヒックとドラゴン９　運命の秘剣 ヒック・ホレンダス・ハドック三世　著 小峰書店 読書センター
933 ヒックとドラゴン１０　砂漠の宝石 小峰書店 読書センター
933 ヒックとドラゴン　外伝　　トゥースレス大騒動 ヒック・ホレンダス・ハドック三世　著 小峰書店 読書センター
933 グレッグのダメ日記8　わけがわからないよ！ ジェフキニー　作　中井はるの　訳 ポプラ社 読書センター
933 グレッグのダメ日記9　とんでもないよ ジェフ・キニー ポプラ社 読書センター
933 ひつじのショーン ショーンとサッカー 松井京子  文　アードマン・アニメーションズ  原作 金の星社 5678組
933 ひつじのショーン ひつじのげいじゅつか 松井京子  文　アードマン・アニメーションズ  原作 金の星社 5678組
933 ひつじのショーン シャーリーのダイエット 松井京子  文　アードマン・アニメーションズ  原作 金の星社 5678組
933 ひつじのショーン ピザがたべたい！ 松井京子  文　アードマン・アニメーションズ  原作 金の星社 5678組
933 ひつじのショーン せんたくびより 松井京子  文　アードマン・アニメーションズ  原作 金の星社 5678組
933 ひつじのショーン いたずらっこがやってきた 松井京子  文　アードマン・アニメーションズ  原作 金の星社 5678組
933 とびたいぶたですよ ぞうさん・ぶたさんシリーズ絵本モー・ウィレムズ　著 落合恵子　訳 クレヨンハウス 読セ（絵本）
933 きもち ジャナン・ケイン　さく いしいむつみ　訳 少年写真新聞社 読セ（絵本）
933 漂流物 デイヴィッド・ウィーズナー　作 ＢＬ出版 読セ（絵本）
933 いっしょにいってもいい？ ブライアン・パッテン　ぶん ニコラ・ベイリー　え ＢＬ出版 読セ（絵本）
933 ちょっとだけまいご クリス・ホートン　作 木坂涼　訳 ＢＬ出版 読セ（絵本）
933 ミスターワッフル！ デイヴィッド・ウィーズナー　作 ＢＬ出版 読セ（絵本）
933 ディック・ウイッティントンとねこ マーシャ・ブラウン　さいわ・え まつおかきょうこ　やくアリス館 読セ（絵本）
933 フレデリック レオ＝レオニの絵本 レオ・レオニ　作 谷川俊太郎　訳 好学社 読セ（絵本）
933 スターウォーズエピソードⅣ ジョージ・ルーカス　原作 ライダー・ウィンダム　著 講談社 読書センター
933 ミッケ！① I spy ジーン・マルゾーロ　文 糸井重里　訳 小学館 読セ（絵本）
933 ミッケ！②びっくりハウス I spy ジ－ン・マルゾ－ロ　文 糸井重里　訳 小学館 読セ（絵本）
933 ミッケ！③クリスマス I spy ジーン・マルゾーロ　文 ウォルター・ウィック　写真 小学館 読セ（絵本）
933 ミッケ！④ミステリ－ I spy ジ－ン・マルゾ－ロ　文 ウォルタ－・ウィック　写真 小学館 読セ（絵本）
933 ミッケ！⑤ファンタジ－ I spy ジ－ン・マルゾ－ロ　文 ウォルタ－・ウィック　写真 小学館 読セ（絵本）
933 ミッケ！⑥ゴーストハウス I spy ジ－ン・マルゾ－ロ　文 ウォルタ－・ウィック　写真 小学館 読セ（絵本）
933 ミッケ！⑦たからじま I spy ジ－ン・マルゾ－ロ　文 ウォルタ－・ウィック　写真 小学館 読セ（絵本）
933 ミッケ！⑧がっこう I spy ジーン・マルゾーロ　文 ウォルター・ウィック　写真 小学館 読セ（絵本）
933 としょかんねずみ２ ダニエル・カーク　さく わたなべてつた　やく 瑞雲舎 読セ（絵本）
933 としょかんねずみ３ ダニエル・カーク　さく わたなべてつた　やく 瑞雲舎 読セ（絵本）
933 チムとゆうかんなせんちょうさん 世界傑作絵本シリーズ. イギリスの絵本. チムシリーズエドワード・アーディゾーニ　さく せたていじ　やく 福音館書店 読セ（絵本）
933 チムとルーシーとかいぞく 世界傑作絵本シリーズ. イギリスの絵本. チムシリーズエドワード・アーディゾーニ　さく せたていじ　やく 福音館書店 読セ（絵本）
933 時間をまきもどせ！ ナンシー・エチメンディ　作 徳間書店 読書センター
933 ルール！ シンシア・ロード　作 主婦の友社 読書センター
933 青空のむこう ／ ジュニア版 アレックス・シアラー  著　金原瑞人  訳 求龍堂 読書センター
933 さかさ町 Ｆ・エマーソン・アンドリュース 岩波書店 読書センター
933 さかさ町 Ｆ・エマーソン・アンドリュース 岩波書店 読書センター
933 木のすきなケイトさん Ｈ・ジョセフ・ホプキンズ　 ＢＬ出版 読セ（絵本）
933 木のすきなケイトさん Ｈ・ジョセフ・ホプキンズ ＢＬ出版 読セ（絵本）
933 WONDER　ワンダー R・J・パラシオ ほるぷ出版 読書センター
933 WONDER　ワンダー R・J・パラシオ ほるぷ出版 読書センター
933 ボクはじっとできない バーバラ・エシャム　文 マイク・ゴードン，　カール・ゴードン　絵岩崎書店 読セ（絵本）
933 ゆっくりがいっぱい！ エリック・カール　作 くどうなおこ　訳 偕成社 読セ（絵本）
933 スイミー レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 フレデリック レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 さかなはさかな レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 せかいいちおおきなうち レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 ひとあしひとあし レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 じぶんだけのいろ レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 ペツェッティーノ レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 ここにいたいあっちへいきたい レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 うさぎたちのにわ レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 みどりのしっぽのねずみ レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 あいうえおのき レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 おんがくねずみジェラルディン レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 うさぎをつくろう レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 コーネリアス レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 ぼくのだわたしのよ レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 マシューのゆめ レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）



933 びっくりたまご レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 マックマウスさん レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 シオドアとものいうきのこ レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 はまべにはいしがいっぱい レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 読セ（絵本）
933 ねずみのつきめくり レオ・レオニ，谷川　俊太郎 著 好学社 読セ（絵本）
933 Ｏｎｅ 講談社の翻訳絵本 キャサリン・オートシ 著 乙武　洋匡 訳 講談社 読セ（絵本）
933 算数の呪い 世界の絵本コレクション ジョン・シェスカ 著 レイン・スミス 画 青山　南 訳 小峰書店 読セ（絵本）
933 だめよ、デイビッド 評論社の児童図書館・絵本の部屋デイビッド・シャノン 著 小川　仁央 訳 評論社 読セ（絵本）
933 デイビッドがっこうへいく 評論社の児童図書館・絵本の部屋デイビッド・シャノン 著 小川　仁央 訳 評論社 読セ（絵本）
933 オ・ヤサシ巨人ＢＦＧ ロアルド・ダールコレクション　１１ロアルド・ダール 著 クェンティン・ブレイク 画 中村　妙子 訳評論社 読書センター
933 グレッグのダメ日記7　どんどん、ひどくなるよ グレッグのダメ日記　７ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社 読書センター
933 グレッグのダメ日記10　やっぱり、むいてないよ！ グレッグのダメ日記　１０ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社 読書センター
933 としょかんねずみ ダニエル・カーク  さく　わたなべてつた  やく 瑞雲舎 読セ（絵本）
933 ふしぎの国の誘拐事件 マジック・ツリーハウス ２９ メアリー・ポープ・オズボーン  著　食野雅子  訳 メディアファクトリー 読書センター
933 嵐の夜の幽霊海賊 マジック・ツリーハウス ２８ メアリー・ポープ・オズボーン  著　食野雅子  訳 メディアファクトリー 読書センター

933.6 トム・ソーヤの冒険 10歳までに読みたい世界名作マーク・トウェイン　作 学研教育出版 読書センター
933.6 ガリバー旅行記 10歳までに読みたい世界名作ジョナサン・スウィフト　原作 学研教育出版 読書センター
933.6 ふしぎの国のアリス 10歳までに読みたい世界名作ルイス・キャロル　作 学研教育出版 読書センター
933.6 怪盗アルセーヌ・ルパン 10歳までに読みたい世界名作モーリス・ルブラン　作 学研教育出版 読書センター
933.6 宝島 10歳までに読みたい世界名作ロバート・ルイス・スティーヴンソン　作 学研教育出版 読書センター
933.7 秘密のメリーゴーランド エミリー・ロッダ　著 ＰＨＰ研究所 読書センター
933.7 パイレーツ・オブ・カリビアン　3 ディズニーアニメ小説版 Ｔ．Ｔ．サザーランド　作 偕成社 読書センター
933.7 レミーのおいしいレストラン ディズニーアニメ小説版 キティ・リチャーズ　作 偕成社 読書センター
933.7 ルイスと未来泥棒 ディズニーアニメ小説版 アイリーン・トリンブル メアリー・オーリン　作 偕成社 読書センター
933.7 ごきげんいかががちょうおくさん どうぶつむらのがちょうおくさんミリアム・クラーク・ポター　さく 福音館書店 読書センター
933.7 百まいのドレス エレナー・エスティス　作 岩波書店 読書センター
933.7 ジュディ・モード、地球をすくう！ メーガン・マクドナルド　作 小峰書店 読書センター
933.7 ソロモンの指輪 バーティミアス ジョナサン・ストラウド　作 金原瑞人，松山美保　訳理論社 読書センター
933.7 ソロモンの指輪 バーティミアス ジョナサン・ストラウド　作 金原瑞人，松山美保　訳理論社 読書センター
933.7 ソロモンの指輪 バーティミアス ジョナサン・ストラウド　作 金原瑞人，松山美保　訳理論社 読書センター
933.7 ソロモンの指輪 バーティミアス ジョナサン・ストラウド　作 金原瑞人，松山美保　訳理論社 読書センター
933.7 ソロモンの指輪 バーティミアス ジョナサン・ストラウド　作 金原瑞人，松山美保　訳理論社 読書センター
933.7 ソロモンの指輪 バーティミアス ジョナサン・ストラウド　作 金原瑞人，松山美保　訳理論社 読書センター
933.7 ソロモンの指輪 バーティミアス ジョナサン・ストラウド　作 金原瑞人，松山美保　訳理論社 読書センター
933.7 ソロモンの指輪 バーティミアス ジョナサン・ストラウド　作 金原瑞人，松山美保　訳理論社 読書センター
933.7 ソロモンの指輪 バーティミアス ジョナサン・ストラウド　作 金原瑞人，松山美保　訳理論社 読書センター
933.7 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル　作 相良倫子　［ほか］訳 小峰書店 読書センター
933.7 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル　作 相良倫子　［ほか］訳 小峰書店 読書センター
933.7 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル　作 相良倫子　［ほか］訳 小峰書店 読書センター
933.7 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル　作 相良倫子　［ほか］訳 小峰書店 読書センター
933.7 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル　作 相良倫子　［ほか］訳 小峰書店 読書センター
933.7 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル　作 相良倫子　［ほか］訳 小峰書店 読書センター
933.7 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル　古ノルド語訳 相良倫子　日本語共訳小峰書店 読書センター
933.7 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル　古ノルド語訳 相良倫子　日本語共訳小峰書店 読書センター
933.7 グレッグのダメ日記　6 ジェフ・キニー　作 中井はるの　訳 ポプラ社 読書センター
933.7 おばけのジョージーおおてがら ロバート・ブライト　作・絵 なかがわちひろ　訳 徳間書店 読セ（絵本）
933.7 ちびっこ大せんしゅ ゆかいなゆかいなおはなしシド・ホフ　ぶんとえ 光吉夏弥　やく 大日本図書 読書センター
933.7 どうしてぼくをいじめるの？ どうしてぼくをいじめるの? ルイス・サッカー　著 はらるい　訳 文研出版 読書センター
933.7 その手に１本の苗木を クレア・Ａ．ニヴォラ　作 柳田邦男　訳 評論社 読セ（絵本）
933.7 アキンボとアフリカゾウ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス　作 もりうちすみこ　訳文研出版 読書センター
933.7 アキンボとライオン 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス　作 もりうちすみこ　訳文研出版 読書センター
933.7 アキンボとクロコダイル 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス　作 もりうちすみこ　訳文研出版 読書センター
933.7 アキンボと毒ヘビ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス　作 もりうちすみこ　訳文研出版 読書センター
933.7 アキンボとマントヒヒ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス　作 もりうちすみこ　訳文研出版 読書センター
933.7 消えたモ－トンとんだ大そうさく ヒキガエルとんだ大冒険 ラッセル・Ｅ．エリクソン　作 ロ－レンス・Ｄ．フィオリ　画評論社 読書センター
933.7 ウォートンのとんだクリスマス・イブ ヒキガエルとんだ大冒険 ラッセル・Ｅ．エリクソン　作 ロ－レンス・Ｄ．フィオリ　画評論社 読書センター
933.7 ＳＯＳ！あやうし空の王さま号 ヒキガエルとんだ大冒険 ラッセル・Ｅ．エリクスン　作 ロ－レンス・ディ・フィオリ　画評論社 読書センター
933.7 ウォートンとモリネズミの取引屋 ヒキガエルとんだ大冒険 ラッセル・Ｅ．エリクソン　作 ローレンス・ディ・フィオリ　絵評論社 読書センター
933.7 ウォートンとモートンの大ひょうりゅう ヒキガエルとんだ大冒険 ラッセル・Ｅ．エリクソン　作 ローレンス・ディ・フィオリ　絵評論社 読書センター
933.7 ウォートンとカラスのコンテスト ヒキガエルとんだ大冒険 ラッセル・Ｅ．エリクソン　作 ローレンス・ディ・フィオリ　絵評論社 読書センター
933.7 ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア　著 こだまともこ　訳 あすなろ書房 読書センター
933.7 ぼくだけの山の家 ジーン・クレイグヘッド・ジョージ　作 茅野美ど里　訳偕成社 読書センター
933.7 おばけのジョージーともだちをたすける ロバート・ブライト　作・絵 なかがわちひろ　訳 徳間書店 読セ（絵本）
933.7 おばけのジョージーのハロウィーン ロバート・ブライト　作・絵 なかがわちひろ　訳 徳間書店 読セ（絵本）
933.7 おばけのジョージーてじなをする ロバート・ブライト　作／絵 なかがわちひろ　訳 徳間書店 読セ（絵本）
933.7 おばけのジョージーとさわがしいゆうれい ロバート・ブライト　作／絵 なかがわちひろ　訳 徳間書店 読セ（絵本）
933.7 荒野の呼び声 岩波文庫 ジャック・ロンドン　著 海保眞夫　訳 岩波書店 読書センター
933.7 お話きかせてクリストフ 文研ブックランド ニキ・コーンウェル　作 文研出版 読書センター
933.7 お話きかせてクリストフ 文研ブックランド ニキ・コーンウェル　作 文研出版 読書センター
933.7 赤毛のアン 10歳までに読みたい世界名作ルーシー・モード・モンゴメリ　作 学研教育出版 読書センター
933.7 オズのまほうつかい 10歳までに読みたい世界名作ライマン・フランク・ボーム　作 学研教育出版 読書センター
933.7 若草物語 10歳までに読みたい世界名作ルイザ・メイ・オルコット　　作 学研教育出版 読書センター
933.7 名探偵シャーロック・ホームズ 10歳までに読みたい世界名作コナン・ドイル　作 学研教育出版 読書センター
933.7 小公女セーラ 10歳までに読みたい世界名作フランシス・ホジソン・バーネット　作 学研教育出版 読書センター
933.7 シートン動物記オオカミ王ロボ 10歳までに読みたい世界名作アーネスト・トンプソン・シートン　作 学研教育出版 読書センター
933.7 アルプスの少女ハイジ 10歳までに読みたい世界名作ヨハンナ・シュピリ　作 学研教育出版 読書センター
933.7 ひみつの花園 10歳までに読みたい世界名作フランシス・ホジソン・バーネット　　作 学研教育出版 読書センター
933.7 あしながおじさん 10歳までに読みたい世界名作ジーン・ウェブスター　作 学研教育出版 読書センター
933.7 アメイジングスパイダーマン アリソン・ローウェンスタイン　ノベル 講談社 読書センター
933.7 アベンジャーズ アリソン・ローウェンスタイン　ノベル 講談社 読書センター
933.7 マイティ・ソー Ｊ・マイケル・ストラジンスキー　［ほか］文 講談社 読書センター
933.7 マイティ・ソー　ダーク・ワールド ドン・ペイン，　ロバート・ロダット　文 講談社 読書センター
933.7 アイアンマン ピーター・デイビッド　ノベル 講談社 読書センター
933.7 アイアンマン2 アレキサンダー・イルヴァイン　　ノベル 講談社 読書センター
933.7 アイアンマン3 マイケル・シグレイン　ノベル 講談社 読書センター
933.7 キャプテン☆アメリカ　ウィンター・ソルジャー クリストファー・マルクス　［ほか］脚本 講談社 読書センター
933.7 キャプテン☆アメリカ　ザ・ファースト・アベンジャー クリストファー・マルクス　［ほか］脚本 講談社 読書センター
933.7 シャドウ・ゴールドの秘密 パイレーツ・オブ・カリビアン外伝ロブ・キッド　著 川村玲　訳 講談社 読書センター
933.7 シャドウ・ゴールドの秘密 パイレーツ・オブ・カリビアン外伝ロブ・キッド　著 川村玲　訳 講談社 読書センター
933.8 あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ　作 藤田圭雄　訳 至光社 読セ（絵本）

936 ハンナのかばん カレン・レビン 著 ポプラ社 読書センター
936 ハンナのかばん カレン・レビン 著 ポプラ社 読書センター
936 ハンナのかばん カレン・レビン 著 ポプラ社 読書センター
936 ハンナのかばん カレン・レビン 著 ポプラ社 読書センター
936 ハンナのかばん ポプラポケット文庫　８５１－１カレン・レビン 著 ポプラ社 読セ（30周年）
936 エイズと闘った少年の記録 心にのこる文学 ライアン＝ホワイト 著 ポプラ社 読書センター
936 コンチキ号漂流記 偕成社文庫 トール・ハイエルダール 著 偕成社 読書センター
936 愛犬ボタンはぼくの耳 リンダ＝イェトマン 作 偕成社 読書センター
936 SPY 　世界のスパイ伝説 ポール・ダウズウェル　著 ポプラ社 読書センター
937 こんにちは バネッサ あたらしい創作童話 マージョリー・Ｗ・シャーマット 作 岩崎書店 智文庫
938 アラジンとまほうのランプ 絵本ファンタジア やまぬし としこ ぶん コーキ出版 １年生教室
938 消えたグロリア・スコット号 ホームズは名探偵 コナン・ドイル 作 金の星社 読書センター
938 ローリストン・ガーデン殺人事件 ホームズは名探偵 コナン・ドイル 作 金の星社 読書センター
938 怪事件まだらのひも ホームズは名探偵 コナン・ドイル 作 金の星社 読書センター
938 花よめ失そう事件 ホームズは名探偵 コナン・ドイル 作 金の星社 読書センター
938 ボヘミア王の秘密 ホームズは名探偵 コナン・ドイル 作 金の星社 読書センター
938 なぞの赤毛連盟 ホームズは名探偵 コナン・ドイル 作 金の星社 読書センター
938 青い宝石盗難事件 ホームズは名探偵 コナン・ドイル 作 金の星社 読書センター
938 恐怖の谷 ホームズは名探偵 コナン・ドイル 作 金の星社 読書センター
938 ギリシャ語通訳の悲劇 ホームズは名探偵 コナン・ドイル 作 金の星社 読書センター
938 インドの秘宝怪事件 ホームズは名探偵 コナン・ドイル 作 金の星社 読書センター
938 バスカヴィル家の魔犬 ホームズは名探偵 コナン・ドイル 作 金の星社 読書センター
940 ドアがあいて エルンスト・ヤンドゥル 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
940 パセリ通りの古い家 岩波少年文庫復刻版 Ｍ・Ｂ＝イスベルト 作 岩波書店 ５年生教室
940 クルミわりとネズミの王さま 岩波少年文庫復刻版 ホフマン 作 岩波書店 ５年生教室
940 ミツバチ・マアヤの冒険 岩波少年文庫復刻版 ボンゼルス 作 岩波書店 ５年生教室
940 わが友キキー 岩波少年文庫復刻版 フリードリヒ・ヴォルフ 作 岩波書店 ５年生教室



940 真夜中の鐘がなるとき プロイスラーの昔話　1 オトフリート・プロイスラー 小峰書店 読書センター
941 まほうつかいのでし 日本傑作絵本シリ－ズ 上田真而子　文 福音館書店 読書センター
943 みんなぼくのもの！ ネーレ・モースト 文 西村書店 読セ（絵本）
943 夕ごはんまでの五分間 本の森 プロハースコヴァー 作 偕成社 読書センター
943 さよなら　おじいちゃん……ぼくは　そっと　いった Ｅ．ドネリー 著 さ・え・ら書房 読書センター
943 ぼくらさんびきぼうけんたい ヘルメ・ハイネ 作 小学館 読セ（絵本）
943 竜の騎士 コルネーリア・フンケ ＷＡＶＥ出版 読書センター
943 さよなら　おじいちゃん……ぼくは　そっと　いった Ｅ．ドネリー 著 さ・え・ら書房 読書センター
943 アマーリア姫とこうもり城 王立ユウレイ学校のなかまたちアレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト 作 さ・え・ら書房 読書センター
943 アマーリア姫と海賊船 王立ユウレイ学校のなかまたちアレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト 作 さ・え・ら書房 読書センター
943 アマーリア姫と恐怖ツアー 王立ユウレイ学校のなかまたちアレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト 作 さ・え・ら書房 読書センター
943 アマーリア姫と黄金大作戦 王立ユウレイ学校のなかまたちアレクサンドラ・フィッシャー＝フーノルト 作 さ・え・ら書房 読書センター
943 トランペットをふく子ガエル 文研子どもランド Ｆ・フェルト 作 文研出版 読書センター
943 わんぱく自動車フリッツ 文研子どもランド ミラ・ローベ 作 文研出版 閉架
943 アマーリア姫とこうもり城 王立ユウレイ学校のなかまたち　１アレクサンドラ・フィッシャー・フーノルト 著 さえら書房 読書センター
943 アマーリア姫と海賊船 王立ユウレイ学校のなかまたち　２アレクサンドラ・フィッシャー・フーノルト 著 さえら書房 読書センター
943 アマーリア姫と古城の宝 王立ユウレイ学校のなかまたち　３アレクサンドラ・フィッシャー・フーノルト 著 さえら書房 読書センター
943 アマーリア姫と恐怖ツアー 王立ユウレイ学校のなかまたち　４アレクサンドラ・フィッシャー・フーノルト 著 さえら書房 読書センター
943 アマーリア姫と黄金大作戦 王立ユウレイ学校のなかまたち　５アレクサンドラ・フィッシャー・フーノルト 著 さえら書房 読書センター
943 パパは専業主夫 子どもの文学・青い海シリーズキルステン・ボイエ　作 童話館出版 読書センター
943 ヨーンじいちゃん ペーター・ヘルトリング　作 偕成社 読書センター
943 黒い兄弟　上 リザ・テツナ－　著 あすなろ書房 読書センター
943 黒い兄弟　下 リザ・テツナ－　著 あすなろ書房 読書センター
943 大どろぼうホッツェンプロッツ 新・世界の子どもの本 プロイスラー　作 偕成社 読書センター
943 さがしてあそぼう夏ものがたり ものがたりさがし絵本 ロートラウト・スザンネ・ベルナー　作 ひくまの出版 ２年生教室
943 さがしてあそぼう秋ものがたり ものがたりさがし絵本 ロートラウト・スザンネ・ベルナー　作 ひくまの出版 ２年生教室
943 さがしてあそぼう冬ものがたり ものがたりさがし絵本 ロートラウト・スザンネ・ベルナー　作 ひくまの出版 ２年生教室
943 宝の地図のひみつ ヨアヒム・フリードリヒ　作 ポプラ社 読書センター
943 消えた先生のなぞ ヨアヒム・フリードリヒ　作 ポプラ社 読書センター
943 天使の追跡大作戦 ヨアヒム・フリードリヒ　作 ポプラ社 読書センター
943 名探偵の１０か条 ヨアヒム・フリードリヒ　作 ポプラ社 読書センター
943 探偵犬、がんばる！ ヨアヒム・フリードリヒ　作 ポプラ社 読書センター
943 ちょっとまって、きつねさん！ カトリーン・シェーラー　作 光村教育図書 読書センター
943 ちょっとまって、きつねさん！ カトリーン・シェーラー　作 光村教育図書 読書センター
943 シモンとクリスマスねこ 福音館文庫　Ｓ　２４ レギーネ・シントラー 著 福音館書店 読セ（30周年）
943 おどる１２人のおひめさま ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
943 ねっこぼっこ ジビュレ・フォン・オルファース　作 平凡社 読書センター
943 真夜中の鐘がなるとき オトフリート・プロイスラー　作 小峰書店 読書センター
943 モモ ミヒャエル・エンデ・作　大島かおり・訳 岩波書店 読書センター
943 へんぜるとぐれーてる せかいの名作ぶんこ グリム さく 金の星社 智文庫
943 こびととくつや せかいの名作ぶんこ グリム さく 金の星社 智文庫
943 しらゆきひめ せかいの名作ぶんこ グリム 著 金の星社 智文庫
943 ぶれーめんのおんがくたい せかいの名作ぶんこ グリム 著 金の星社 智文庫
943 はめるんのふえふき せかいの名作ぶんこ グリム さく 金の星社 智文庫
943 あかずきんちゃん せかいの名作ぶんこ グリム兄弟 さく 金の星社 智文庫
943 もりのなかのおばけ せかいの名作ぶんこ グリム さく 金の星社 智文庫
943 あるぷすのしょうじょ せかいの名作ぶんこ スピリ さく 金の星社 智文庫
943 ながぐつをはいたねこ せかいの名作ぶんこ ペロー さく 金の星社 智文庫
943 ハメルンの笛ふき 講談社の絵本 藤田 圭雄 文 講談社 智文庫
943 しらゆきひめ 講談社の絵本 村山 桂子 文 講談社 智文庫
943 ふたりのロッテ 岩波少年文庫 エーリヒ・ケストナー 作 岩波書店 読書センター
943 白いオオカミ 岩波少年文庫 ベヒシュタイン 作 岩波書店 読書センター
943 ハイジ　上 岩波少年文庫 ヨハンナ・スピリ 作 岩波書店 読書センター
943 ハイジ　下 岩波少年文庫 ヨハンナ・スピリ 作 岩波書店 読書センター
943 エミールと探偵たち 岩波少年文庫 エーリヒ・ケストナー 作 岩波書店 読書センター
943 少年少女世界文学館１５ 講談社 読書センター
943 少年少女世界文学館１６ 講談社 読書センター
943 サーカス物語 Ｍ・エンデ 作 岩波書店 読書センター
943 モモ ミヒャエル・エンデ 作 岩波書店 読書センター
943 １０までかぞえられるこやぎ 日本傑作絵本シリーズ アルフ・プリョイセン 作 福音館書店 読セ（絵本）
943 おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作 徳間書店 読書センター
943 おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作 徳間書店 読書センター
943 おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作 徳間書店 読書センター
943 おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作 徳間書店 読書センター
943 おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作 徳間書店 ４年生教室
943 おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作 徳間書店 読書センター
943 アルプスの少女ハイジ こども世界名作童話 スピリ 作 ポプラ社 読書センター
943 赤ずきん こども世界名作童話 グリム 作 ポプラ社 読書センター
943 さよなら　おじいちゃん……ぼくは　そっと　いった Ｅ．ドネリー 著 さ・え・ら書房 読書センター
943 エーミールと探偵たち ケストナー少年文学全集 ケストナー 作 岩波書店 読書センター
943 漁師とおかみさん 池内 紀 訳 岩波書店 読セ（絵本）
943 あっぱれ四人兄弟 池内 紀 訳 岩波書店 読セ（絵本）
943 くるみわり人形 こども世界名作童話 ホフマン 作 ポプラ社 読書センター
943 黄金のつぼ 世界こわい話ふしぎな話傑作集ホフマン 原作 金の星社 読書センター
943 夕ごはんまでの五分間 本の森 プロハースコヴァー 作 偕成社 読書センター
943 子どもに語るグリムの昔話　１ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム 著 佐々　梨代子 訳こぐま社 読書センター
943 子どもに語るグリムの昔話　２ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム 著 佐々　梨代子 訳こぐま社 読書センター
943 子どもに語るグリムの昔話　３ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム 著 佐々　梨代子 訳こぐま社 読書センター
943 子どもに語るグリムの昔話　４ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム 著 佐々　梨代子 訳こぐま社 読書センター
943 子どもに語るグリムの昔話　５ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム 著 佐々　梨代子 訳こぐま社 読書センター
943 子どもに語るグリムの昔話　６ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム 著 佐々　梨代子 訳こぐま社 読書センター
943 星の王子さま　愛蔵版 サン・テグジュペリ 著 内藤　濯 訳 岩波書店 読書センター
943 南の国へ　おもちゃの旅 シュテーガー 童話館 読セ（絵本）
943 ５０点先生と２７人の子どもたち 外国の読みものシリーズ エリザベス・シュティーメルト さえら書房 読書センター
943 灰色やしきのネズミたち 国土社の世界の童話 ヴィリー・フェアマン 国土社 読書センター
943 小さい魔女 オトフリート・プロイスラー　作　　　　大塚勇三　訳 学研 読書センター
943 火のくつと風のサンダル ウルズラ・ウェルフェル 童話館 読書センター
943 地獄の使いをよぶ呪文 プロイスラーの昔話　2 オトフリート・プロイスラー　作　　　　　　　　佐々木田鶴子　訳　スズキコージ　絵小峰書店 読書センター
943 魂をはこぶ船 プロイスラーの昔話　3 オトフリート・プロイスラー　作　　　　　　　　佐々木田鶴子　訳　スズキコージ　絵小峰書店 読書センター
943 五月三十五日 ケストナー少年文学全集 エーリヒ・ケストナー　作　高橋健二　訳 岩波書店 読書センター
943 ヘンゼルとグレーテルのおはなし グリム　　原作 バーナデット・ワッツ　文・絵 ＢＬ出版 読セ（むかし話）
943 根っこのこどもたち目をさます ヘレン・ディーン・フィッシュ　ぶん いしいももこ　やく・へん童話館出版 読セ（絵本）
943 ちびドラゴンのおくりもの イリ－ナ・コルシュノフ　作 酒寄進一　訳 国土社 読書センター
943 ヘラジカがふってきた！ アンドレアス・シュタインヘーフェル　著　　　　鈴木仁子　訳早川書房 読書センター
943 動物と話せる少女リリアーネ 6 タニヤ・シュテーブナー  著中村智子  訳 学研マーケティング 読書センター
943 動物と話せる少女リリアーネ 7 タニヤ・シュテーブナー  著中村智子  訳 学研マーケティング 読書センター
943 動物と話せる少女リリアーネ 8　　 タニヤ・シュテーブナー　著 学研教育出版 読書センター
943 動物と話せる少女リリアーネ 9(上） タニヤ・シュテーブナー  著　中村智子  訳 学研マーケティング 読書センター
943 動物と話せる少女リリアーネ 9(下) タニヤ・シュテーブナー  著　中村智子  訳 学研マーケティング 読書センター
943 コウモリのルーファスくん トミ－・ウンゲラ－　さく 今江祥智　やく ＢＬ出版 読セ（絵本）
943 大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる プロイスラ－　作 中村浩三　訳 偕成社 読書センター
943 大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわる プロイスラ－　作 中村浩三　訳 偕成社 読書センター
943 きみがしらないひみつの三人 ヘルメ・ハイネ　作・絵 天沼春樹　訳 徳間書店 読書センター
943 ほらふき男爵の冒険 斉藤洋  文　Ｇ．Ａ．ビュルガー  編 偕成社 読書センター

943.7 動物と話せる少女リリアーネ　1 タニヤ・シュテーブナー　著 中村智子　訳 学研教育出版 読書センター
943.7 動物と話せる少女リリアーネ　2 タニヤ・シュテーブナー　著 中村智子　訳 学研教育出版 読書センター
943.7 動物と話せる少女リリアーネ　3 タニヤ・シュテーブナー　著 中村智子　訳 学研教育出版 読書センター
943.7 動物と話せる少女リリアーネ　4 タニヤ・シュテーブナー　著 中村智子　訳 学研教育出版 読書センター
943.7 動物と話せる少女リリアーネ　5 タニヤ・シュテーブナー　著 中村智子　訳 学研教育出版 読書センター

946 ただいま！マラング村  タンザニアの男の子のお話 ハンナ・ショット  作　佐々木田鶴子  訳 徳間書店 読書センター
946 ただいま！マラング村  タンザニアの男の子のお話 ハンナ・ショット  作　佐々木田鶴子  訳 徳間書店 読書センター
947 永い夜 ミシェル・レミュー 著 森　絵都 訳 講談社 読書センター
948 小さな男の子の旅 ショート・ストーリーズ エーリヒ・ケストナー 著 小峰書店 読書センター
948 小さな男の子の旅 ショート・ストーリーズ エーリヒ・ケストナー 著 小峰書店 読書センター
949 やかましむらのこどもの日 幼年翻訳どうわ リンドグレーン 作 偕成社 読書センター
949 げんきをだしてウィリアム 世界の絵本ライブラリー ヒッテ・スペー 作 金の星社 読セ（絵本）
949 ゴールデンハート 本の森 ウルフ・スタルク 作 偕成社 読書センター



949 すてねこタイガーと家出犬スポット 文研じゅべにーる リブ・フローデ　作 文研出版 読書センター
949 すてねこタイガーと家出犬スポット 文研じゅべにーる リブ・フローデ　作 文研出版 読書センター
949 すてねこタイガーと家出犬スポット 文研じゅべにーる リブ・フローデ　作 文研出版 読書センター
949 すてねこタイガーと家出犬スポット 文研じゅべにーる リブ・フローデ　作 文研出版 読書センター
949 こころのなかのおじいちゃん モニカ　ギーダール 作 アーニ出版 読セ（絵本）
949 マグヌスと子りす ハンス・ペテルソン名作集 ハンス・ペテルソン 作 ポプラ社 読書センター
949 ちいさくなったパパ 世界の絵本コレクション ウルフ・スタルク 著 小峰書店 読セ（絵本）
949 おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク 著 ほるぷ出版 読セ（絵本）
949 ちいさくなったパパ 世界の絵本コレクション ウルフ・スタルク　作 小峰書店 読セ（絵本）
949 キングの最高の日 本の森 ウルフ・スタルク　作 偕成社 読書センター
949 ミラクル・ボーイ ウルフ・スタルク 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
949 いじわるなないしょオバケ ティエリー・ロブレヒト　作 文溪堂 読書センター
949 いじわるなないしょオバケ ティエリー・ロブレヒト　作 文溪堂 読書センター
949 おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン　文 あすなろ書房 読書センター
949 子どもに語るアンデルセンのお話 アンデルセン　著 こぐま社 読書センター
949 子どもに語るアンデルセンのお話 アンデルセン　著 こぐま社 読書センター
949 スイミー レオ・レオニ 〔作〕 好学社 ２年生教室
949 うみからもどってきたゆびわ 絵本ファンタジア うえだ としろう ・ぶん コーキ出版 １年生教室
949 おやゆびひめ 絵本ファンタジア まえだ とよみ ・ぶん コーキ出版 １年生教室
949 みにくいあひるのこ せかいの名作ぶんこ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 著 金の星社 智文庫
949 にんぎょひめ せかいの名作ぶんこ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 著 金の星社 智文庫
949 はくちょうのおうじ せかいの名作ぶんこ アンデルセン さく 金の星社 智文庫
949 まっちうりのしょうじょ せかいの名作ぶんこ アンデルセン さく 金の星社 智文庫
949 おおかみと七ひきの子やぎ 講談社の絵本 植田 敏郎 文 講談社 智文庫
949 マッチうりの少女 講談社の絵本 アンデルセン 原作 講談社 智文庫
949 ヘンゼルとグレーテル 講談社の絵本 グリム 作 講談社 智文庫
949 にんぎょひめ 講談社の絵本 アンデルセン 原作 講談社 智文庫
949 青い鳥 講談社の絵本 メーテルリンク 原作 講談社 智文庫
949 みにくいあひるの子 講談社の絵本 アンデルセン 原作 講談社 智文庫
949 アンデルセン童話集　１ 岩波少年文庫 〔アンデルセン 著〕 岩波書店 読書センター
949 アンデルセン童話集　２ 岩波少年文庫 〔アンデルセン 著〕 岩波書店 読書センター
949 小さい牛追い 岩波少年文庫 マリー・ハムズン 作 岩波書店 読書センター
949 牛追いの冬 岩波少年文庫 マリー・ハムズン 作 岩波書店 読書センター
949 あおい目のこねこ 世界傑作童話シリーズ エゴン・マチーセン さく・え 福音館書店 読書センター
949 はだかの王さま 絵本のおくりもの 滝平 二郎 文・絵 金の星社 読セ（絵本）
949 マッチ売りの少女 こども世界名作童話 アンデルセン 作 ポプラ社 読書センター
949 長くつしたのピッピ こども世界名作童話 リンドグレーン 作 ポプラ社 読書センター
949 やかましむらのこどもの日 幼年翻訳どうわ リンドグレーン 作 偕成社 学習センター
949 だんまりレナーテと愛犬ルーファス 文研じゅべにーる リブ・フローデ 作 文研出版 ５年生教室
949 だんまりレナーテと愛犬ルーファス 文研じゅべにーる リブ・フローデ 作 文研出版 読書センター
949 だんまりレナーテと愛犬ルーファス 文研じゅべにーる リブ・フローデ 作 文研出版 ４年生教室
949 だんまりレナーテと愛犬ルーファス 文研じゅべにーる リブ・フローデ 作 文研出版 読書センター
949 アンデルセンどうわ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 著 大畑　末吉 訳 堀内　誠一 画のら書店 読書センター
949 リーサの庭の花まつり エルサ・ベスコフ　作・絵　石井登志子　訳 童話館 読セ（絵本）
949 アニメ絵本　アンネの日記 戦争・平和のアニメ絵本 アンネ・フランク 理論社 読書センター
949 ペレのあたらしいふく 世界傑作絵本シリーズ エルサ・ベスコフ　さく・え おのでらゆりこ　やく 福音館書店 読セ（絵本）

949.33 ぼくとテスの秘密の七日間 文学の森 アンナ・ウォルツ　作 フレーベル館 読書センター
949.33 ぼくとテスの秘密の七日間 文学の森 アンナ・ウォルツ　作 フレーベル館 読書センター
949.83 小さなバイキングビッケ ルーネル・ヨンソン　作 エーヴェット・カールソン　絵評論社 読書センター

950 ふかい森のふたりはなかよし 児童図書館・絵本の部屋 セルゲイ・コズロフ　ぶん 評論社 読セ（絵本）
950 うんちっち わたしのえほん ステファニー・ブレイク　作・絵 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
950 オオカミだー！ わたしのえほん ステファニー・ブレイク　作・絵 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
950 もらったものはもらったもの わたしのえほん ステファニー・ブレイク　作・絵 ＰＨＰ研究所 読セ（絵本）
950 チビ君 岩波少年文庫復刻版 ドーデー 作 岩波書店 ５年生教室
950 雪の上の七つの太陽 岩波少年文庫復刻版 テルディー・ナン 作 岩波書店 ５年生教室
950 家なき子　下 岩波少年文庫復刻版 エクトル・マロ 作 岩波書店 読書センター
950 家なき子　中 岩波少年文庫復刻版 エクトル・マロ 作 岩波書店 読書センター
950 走れ！マスワラ グザヴィエ＝ローラン・プティ　作 浜辺貴絵　訳 ＰＨＰ研究所 読書センター
950 走れ！マスワラ グザヴィエ＝ローラン・プティ　作 浜辺貴絵　訳 ＰＨＰ研究所 読書センター
952 青い鳥 岩波少年文庫 メーテルリンク 作 岩波書店 読書センター
953 木を植えた人 ジャン.ジオン こぐま社 読書センター
953 たまご ガブリエル・バンサン 作 ＢＬ出版 読セ（絵本）
953 アンジュール ガブリエル・バンサン 作 ＢＬ出版 読セ（絵本）
953 八十日間世界一周 創元推理文庫　５１７－３ ジュール・ベルヌ 著 東京創元社 読書センター
953 ルパン対ホームズ 少年少女希望図書館 モーリス・ルブラン 著 第三文明社 閉架
953 セレスティーヌのクリスマス くまのアーネストおじさん ガブリエル・バンサン　作 ＢＬ出版 読セ（絵本）
953 ヤクーバとライオン　１　勇気 講談社の翻訳絵本 ティエリー・デデュー 著 講談社 読セ（絵本）
953 ヤクーバとライオン　２　信頼 講談社の翻訳絵本 ティエリー・デデュー 著 講談社 読セ（絵本）
953 にんじん ポプラポケット文庫　４０９－１ルナール 著 ポプラ社 読セ（30周年）
953 十五少年漂流記 ポプラポケット文庫　４１０－１ベルヌ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
953 海底二万マイル ポプラポケット文庫　４１０－２ベルヌ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
953 がんくつ王 ポプラポケット文庫　４１１－１デュマ 著 ポプラ社 読セ（30周年）
953 まよなかのもりで ドロテ・ド・モンフレッド 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
953 おばけのまほうレッスン ジャック・デュケノワ 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
953 なにがほしいの、おうじさま？ クロード　Ｋ．デュボワ 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
953 おばけパーティ ジャック・デュケノワ 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
953 きょうはこどもをたべてやる！ シルヴィアン・ドニオ 著 ほるぷ出版 読セ（30周年）
953 すすめ！皇帝ペンギン ジャン・リュック・クードレイ 著 理論社 読書センター
953 白いふくろうと青いねずみ ジャン・ジュベール 文 国土社 １年生教室
953 ねむりのもりのおひめさま せかいの名作ぶんこ ペロー さく 金の星社 智文庫
953 しんでれらひめ せかいの名作ぶんこ シャルル・ペロー 著 金の星社 智文庫
953 いえなきこ せかいの名作ぶんこ マロ さく 金の星社 智文庫
953 みどりのゆび 岩波少年文庫 モーリス・ドリュオン 作 岩波書店 読書センター
953 少年少女世界文学館１７ 講談社 読書センター
953 少年少女世界文学館１８ 講談社 読書センター
953 おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ 世界傑作童話シリーズ ジャンヌ・ロッシュ・マゾン 作 福音館書店 読書センター
953 にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズＭ．ピクマル 作 あかね書房 読書センター
953 にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズＭ．ピクマル 作 あかね書房 読書センター
953 にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズＭ．ピクマル 作 あかね書房 読書センター
953 にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズＭ．ピクマル 作 あかね書房 読書センター
953 にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズＭ．ピクマル 作 あかね書房 読書センター
953 にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズＭ．ピクマル 作 あかね書房 読書センター
953 にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズＭ．ピクマル 作 あかね書房 読書センター
953 怪盗紳士ルパン 推理・探偵傑作シリーズ モーリス・ルブラン 作 あかね書房 ６年生教室
953 黄色い部屋の秘密 推理・探偵傑作シリーズ ガストン・ルルー 作 あかね書房 ６年生教室
953 三銃士 こども世界名作童話 デュマ 作 ポプラ社 読書センター
953 十五少年漂流記 こども世界名作童話 ベルヌ 作 ポプラ社 読書センター
953 にんじん こども世界名作童話 ルナール 作 ポプラ社 読書センター
953 海底旅行 こども世界名作童話 ベルヌ 作 ポプラ社 読書センター
953 ああ無情 こども世界名作童話 ユーゴー 作 ポプラ社 読書センター
953 がんくつ王 こども世界名作童話 デュマ 作 ポプラ社 読書センター
953 青い鳥 こども世界名作童話 メーテルリンク 作 ポプラ社 読書センター
953 ジスランさんとうそつきお兄ちゃん 文研ブックランド ブリジット・スマッジャ 作 文研出版 ４年生教室
953 ジスランさんとうそつきお兄ちゃん 文研ブックランド ブリジット・スマッジャ 作 文研出版 読書センター
953 ジスランさんとうそつきお兄ちゃん 文研ブックランド ブリジット・スマッジャ 作 文研出版 読書センター
953 ジスランさんとうそつきお兄ちゃん 文研ブックランド ブリジット・スマッジャ 作 文研出版 読書センター
953 ジスランさんとうそつきお兄ちゃん 文研ブックランド ブリジット・スマッジャ 作 文研出版 読書センター
953 ジスランさんとうそつきお兄ちゃん 文研ブックランド ブリジット・スマッジャ 作 文研出版 読書センター
953 黄金の脳を持つ男 世界こわい話ふしぎな話傑作集ドーデ ほか原作 金の星社 読書センター
953 死者のしかえし 世界こわい話ふしぎな話傑作集レイ ほか原作 金の星社 読書センター
953 悪魔の肖像画 世界こわい話ふしぎな話傑作集ネルバァル 原作 金の星社 読書センター
953 森の怪人 世界こわい話ふしぎな話傑作集レスコフ 原作 金の星社 読書センター
953 怪盗紳士ルパン 偕成社文庫　３１３９//アルセーヌ・ルパン・シリーズモーリス・ルブラン∥著//竹西　英夫∥訳 偕成社 読書センター
953 ルパン対ホームズ 偕成社文庫　３１４０//アルセーヌ・ルパン・シリーズモーリス・ルブラン∥著//竹西　英夫∥訳 偕成社 読書センター
953 地底旅行 偕成社文庫　３１９９ ジュール・ヴェルヌ∥著//石川　湧 石川　布美∥訳偕成社 読書センター
953 ジャコのお菓子な学校 ラッシェル・オスファテール　著 文研出版 読書センター
953 ジャコのお菓子な学校 ラッシェル・オスファテール　著 文研出版 読書センター



953 怪盗紳士 怪盗ルパン　文庫版　第　１巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 ルパンの大失敗 怪盗ルパン　文庫版　第　２巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 ルパン対ホームズ 怪盗ルパン　文庫版　第　３巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 奇巌城 怪盗ルパン　文庫版　第　４巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 消えた宝冠 怪盗ルパン　文庫版　第　５巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 ８１３の謎 怪盗ルパン　文庫版　第　６巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 古塔の地下牢 怪盗ルパン　文庫版　第　７巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 七つの秘密 怪盗ルパン　文庫版　第　８巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 ルパンの大作戦 怪盗ルパン　文庫版　第　９巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 黄金三角 怪盗ルパン　文庫版　第　１０巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 三十棺桶島 怪盗ルパン　文庫版　第　１１巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 虎の牙 怪盗ルパン　文庫版　第　１２巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 八つの犯罪 怪盗ルパン　文庫版　第　１３巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 魔女とルパン 怪盗ルパン　文庫版　第　１４巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 緑の目の少女 怪盗ルパン　文庫版　第　１５巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 ルパンの名探偵 怪盗ルパン　文庫版　第　１６巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 怪奇な家 怪盗ルパン　文庫版　第　１７巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 ルパンと怪人 怪盗ルパン　文庫版　第　１８巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 ルパンの大冒険 怪盗ルパン　文庫版　第　１９巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 ルパン最後の冒険 怪盗ルパン　文庫版　第　２０巻モーリス・ルブラン 原著 南　洋一郎 著 ポプラ社 読書センター
953 星の王子さま 青い鳥文庫をクラスで読む愛蔵版超人気セットサン＝テグジュペリ 講談社 読書センター
953 十五少年漂流記 新潮社文庫セット８０ ヴェルヌ　作　波多野完治　訳 新潮社 読書センター
953 プチ・ニコラ　１ 偕成社文庫　３２０５ ルネ・ゴシニ 著 曾根　元吉，一羽　昌子 訳 偕成社 読書センター
953 プチ・ニコラ　２ 偕成社文庫　３２０６ ルネ・ゴシニ 著 曾根　元吉，一羽　昌子 訳 偕成社 読書センター
953 プチ・ニコラ　３ 偕成社文庫　３２０７ ルネ・ゴシニ 著 小野　萬吉 訳 偕成社 読書センター
953 プチ・ニコラ　４ 偕成社文庫　３２０８ ルネ・ゴシニ 著 小野　萬吉 訳 偕成社 読書センター
953 プチ・ニコラ　５ 偕成社文庫　３２０９ ルネ・ゴシニ 著 小野　萬吉 訳 偕成社 読書センター
953 ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン　作・絵 平岡敦　訳 徳間書店 読セ（むかし話）
953 みずのたまのたび アンヌ・クロザ 西村書店 読セ（絵本）
953 みずのたまのたび アンヌ・クロザ 西村書店 読セ（絵本）
953 おばけときょうりゅうのたまご ジャック・デュケノワ 著 大澤　晶 訳 ほるぷ出版 読書センター
953 おばけのうちゅうりょこう ジャック・デュケノワ 著 大澤　晶 訳 ほるぷ出版 読書センター
953 おばけのたからさがし ジャック・デュケノワ 著 大澤　晶 訳 ほるぷ出版 読書センター
953 おばけだぞぉー ジャック・デュケノワ 著 大澤　晶 訳 ほるぷ出版 読書センター
953 おばけのおもちゃばこ ジャック・デュケノワ 著 大澤　晶 訳 ほるぷ出版 読書センター

953.7 なんでもただ会社 ニコラ・ド・イルシング　作 末松氷海子　訳 日本標準 読書センター
953.7 ノエル先生としあわせのクーポン シュジー・モルゲンステルン　作 宮坂宏美　訳 講談社 読書センター

959 木を植えた男 ジャン・ジオノ 原作 あすなろ書房 読セ（絵本）
959 木を植えた男 ジャン・ジオノ 原著 フレデリック・バック 画 寺岡　襄 訳あすなろ書房 読書センター
960 クルリンたちのゆかいなくらし 世界傑作童話シリーズ コンスエロ・アルミホ さく 福音館書店 読書センター
963 カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス.セプルベダ 白水社 読書センター
963 ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス　著 あすなろ書房 読書センター
963 ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス　著 あすなろ書房 読書センター
969 かめのこうらにはなぜひびがあるの 絵本ファンタジア いしどう きよとも ・ぶん コーキ出版 １年生教室
970 黒い手と金の心 岩波少年文庫復刻版 ファビアーニ 作 岩波書店 ５年生教室
970 シチリアの少年 岩波少年文庫復刻版 ルイジ・カプアーナ 作 岩波書店 ５年生教室
970 少年少女世界文学館２２ 講談社 読書センター
973 カモメがおそう島 文研じゅべにーる ロベルト・ピウミーニ 作 文研出版 読書センター
973 カモメがおそう島 文研じゅべにーる ロベルト・ピウミーニ 作 文研出版 読書センター
973 カモメがおそう島 文研じゅべにーる ロベルト・ピウミーニ 作 文研出版 読書センター
973 カモメがおそう島 文研じゅべにーる ロベルト・ピウミーニ 作 文研出版 読書センター
973 おじいちゃんの桜の木 おはなしプレゼント アンジェラ・ナネッティ 作 小峰書店 読書センター
973 おじいちゃんの桜の木 おはなしプレゼント アンジェラ・ナネッティ 作 小峰書店 読書センター
973 おじいちゃんの桜の木 おはなしプレゼント アンジェラ・ナネッティ 作 小峰書店 読書センター
973 おじいちゃんの桜の木 おはなしプレゼント アンジェラ・ナネッティ 作 小峰書店 読書センター
973 ジョットという名の少年 パオロ・グアルニエーリ 著 西村書店 読書センター
973 イクバルの闘い 鈴木出版の海外児童文学 フランチェスコ・ダダモ　作 鈴木出版 読書センター
973 くじらをすきになった潜水艦 世界のどうわ マルチェッロ・アルジッリ 作 大日本図書 読書センター
973 ははをたずねて せかいの名作ぶんこ アミーチス さく 金の星社 智文庫
973 ぴのきお せかいの名作ぶんこ コルローディ さく 金の星社 智文庫
973 クオレ　下 岩波少年文庫 アミーチス 作 岩波書店 読書センター
973 マルコヴァルドさんの四季 岩波少年文庫 カルヴィーノ 作 岩波書店 読書センター
973 チポリーノの冒険 岩波少年文庫 ジャンニ・ロダーリ 作 岩波書店 読書センター
973 アバドのたのしい音楽会 児童図書館・絵本の部屋 クラウディオ・アバド 文 評論社 読セ（絵本）
980 ハリネズミと金貨 世界のお話傑作選 Ｖ．オルロフ 原作 偕成社 読セ（絵本）
980 ひとはどれだけのとちがいるか 絵本ファンタジア よねかわ かずお ・ぶん コーキ出版 １年生教室
980 ニキータの少年時代 岩波少年文庫復刻版 Ａ．Ｎ．トルストイ 作 岩波書店 ５年生教室
980 私たちの友だち 岩波少年文庫復刻版 バイコフ 作 岩波書店 ５年生教室
980 ツイーゼルちゃん 岩波少年文庫復刻版 ベルゲングリューン 作 岩波書店 ５年生教室
980 エジプトの少年 岩波少年文庫復刻版 Ｍ．マチエ 作 岩波書店 ５年生教室
980 幸福はだれにくる 岩波少年文庫復刻版 マルシャーク 作 岩波書店 ５年生教室
980 小ネズミのピーク 岩波少年文庫復刻版 ビアンキ 作 岩波書店 ５年生教室
980 火の鳥 岩波少年文庫復刻版 アファナーシェフ 編 岩波書店 読書センター
980 少年少女世界文学館２０ 講談社 読書センター
982 森は生きている 岩波少年文庫 サムイル・マルシャーク 作 岩波書店 読書センター
983 なぜあらそうの？ ニコライ・ポポフ 作 ＢＬ出版 読セ（絵本）
983 世界でいちばんつよい赤んぼう 文研子どもランド Ｏ・イオセリアーニ 作 文研出版 読書センター
983 せむしの小馬 なかよし絵文庫 エルショーフ 原作 偕成社 読セ（むかし話）
983 いきている首 冒険ファンタジー名作選　４アレクサンドル・ベリヤーエフ 著 岩崎書店 読書センター
983 せむしの小馬 講談社の絵本 土家 由岐雄 文 講談社 智文庫
983 イワンのばか 岩波少年文庫 トルストイ 作 岩波書店 読書センター
983 魔女の復讐 世界こわい話ふしぎな話傑作集ゴーゴリ 原作 金の星社 読書センター
983 てぶくろ 世界傑作絵本シリーズ・ロシアの絵本エウゲーニー　Ｍ．ラチョフ 画 うちだ　りさこ 訳 福音館書店 読セ（むかし話）
983 ３びきのくま 世界傑作絵本シリーズ トルストイ　文 バスネツォフ　え 福音館書店 読セ（絵本）
983 きりのなかのはりねずみ ユーリー・ノルシュテイン，　セルゲイ・コズロフ　　作 こじまひろこ　訳福音館書店 読セ（絵本）
989 しずくのぼうけん 世界傑作絵本シリーズ マリア・テルリコフスカ　さく 福音館書店 読セ（絵本）
989 ありのフェルダ 世界傑作童話シリーズ オンドジェイ・セコラ 著 福音館書店 読書センター
989 吸血鬼の花よめ 福音館文庫　Ｆ　１３ 八百板　洋子 編訳 福音館書店 読セ（30周年）
989 ぞうのドミニク 福音館文庫　Ｓ　３９ ルドウィク　Ｊ．ケルン 著 福音館書店 読セ（30周年）
989 太陽の木の枝 福音館文庫　Ｆ　４ Ｊ．フィツォフスキ 著 福音館書店 読セ（30周年）
989 長い長いお医者さんの話 岩波少年文庫 Ｋ．チャペック 作 岩波書店 読書センター
989 きつねものがたり 世界傑作童話シリーズ ヨセフ・ラダ さく え 福音館書店 読書センター
990 カマキリと月 福音館文庫　Ｆ　１１ マーグリート・ポーランド 著 福音館書店 読セ（30周年）
990 エパミナンダス 東京子ども図書館　編 東京子ども図書館 読書センター
990 村に学校ができた 岩波少年文庫復刻版 Ｅ・ターシス 作 岩波書店 ５年生教室
990 ゆかいなヤンくん 岩波少年文庫復刻版 ツウィルクメイエル 作 岩波書店 ５年生教室
990 きりのなかのサーカス ブルーノ・ムナーリ 作 好学社 読セ（絵本）
990 ７ひきの　いたずらかいじゅう モーリス・センダック 作 好学社 読書センター
990 くつが　あったら　どうするの？ ビアトリス・シェンク・ドゥ・レニエ 文 好学社 読セ（絵本）
990 くつが　あったら　どうするの？ ビアトリス・シェンク・ドゥ・レニエ 文 好学社 読セ（絵本）
990 りこうなおきさき 岩波おはなしの本 モーゼス・ガスター　文 光吉夏弥　訳 岩波書店 読書センター
990 シンドバッドの冒険 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン 著 脇　明子 訳 岩波書店 読書センター
990 １つぶのおこめ デミ　作 さくまゆみこ　訳 光村教育図書 読セ（むかし話）
991 いそっぷものがたり せかいの名作ぶんこ イソップ 〔さく〕 金の星社 智文庫
991 おうさまのみみはろばのみみ せかいの名作ぶんこ 三越 左千夫 ぶん 金の星社 智文庫
991 イソップどうわ 講談社の絵本 イソップ 原作 講談社 智文庫
991 イソップ物語 こども世界名作童話 イソップ 作 ポプラ社 読書センター
991 きつねがひろったイソップものがたり１ 森谷 宇一 訳 岩波書店 読セ（絵本）
991 きつねがひろったイソップものがたり２ 森谷 宇一 訳 岩波書店 読セ（絵本）
993 子うさぎヌップのふわふわふとん あかね・新えほんシリーズ タルリーサ・ヴァルスタ 作絵 あかね書房 読セ（絵本）
993 お月さまってどんなあじ？ マイケル・グレイニエツ　絵と文 セ－ラ－出版 読セ（絵本）
993 にじ ジークフリード・ピー・ルプレヒト　作 セ－ラ－出版 読セ（絵本）
993 たのしいムーミン一家 講談社青い鳥文庫 トーベ・ヤンソン　作・絵 講談社 読書センター
993 いろのないくにへいったねこ オーストリア創作絵本シリーズルイス・ボルフガンク・ノイパー 作 佑学社 読セ（絵本）
993 はだかのおうさま せかいの名作ぶんこ アンデルセン 〔さく〕 金の星社 智文庫
993 あおいとり せかいの名作ぶんこ メーテルリンク さく 金の星社 智文庫
993 みんながそろう日 ヨーケ・ファン・レーウェン，マリカ・ブライン　作 野坂悦子　訳鈴木出版 読書センター



993 タンタンソビエトへ タンタンの冒険旅行　２１ エルジェ 著 川口　恵子 訳 福音館書店 読書センター
993 タンタンのコンゴ探険 タンタンの冒険旅行　２２ エルジェ 著 川口　恵子 訳 福音館書店 読書センター
993 タンタンアメリカへ タンタンの冒険旅行　２０ エルジェ 著 川口　恵子 訳 福音館書店 読書センター
993 ファラオの葉巻 タンタンの冒険旅行　８ エルジェ 著 川口　恵子 訳 福音館書店 読書センター
993 青い蓮 タンタンの冒険旅行　１４ エルジェ 著 川口　恵子 訳 福音館書店 読書センター
993 かけた耳 タンタンの冒険旅行　１６ エルジェ 著 川口　恵子 訳 福音館書店 読書センター
993 黒い島のひみつ タンタンの冒険旅行　１ エルジェ 著 川口　恵子 訳 福音館書店 読書センター
993 オトカル王の杖 タンタンの冒険旅行　１７ エルジェ 著 川口　恵子 訳 福音館書店 読書センター
993 おばけのめをみておとうとうさぎ！ ヨンナ・ビョルンシェーナ　作 菱木晃子　訳 クレヨンハウス 読セ（絵本）
002 調べ学習ガイドブック 神林 照道 監修 ポプラ社 学習センター
002 調べ学習の基礎の基礎 赤木かん子 ポプラ社 学習センター
002 調べ学習の基礎の基礎 赤木　かん子 著 ポプラ社 学習センター
007 はじめて出会うコンピュータ科学３ 徳田 雄洋 文 岩波書店 閉架
007 はじめて出会うコンピュータ科学４ 徳田 雄洋 文 岩波書店 閉架
010 まちの施設たんけん　２　図書館 まちの施設たんけん 林　義人 著 小峰書店 学習センター
010 本とりえちゃん しゃかいの絵本 かさはら よしろう ・ぶん ポプラ社 智文庫
010 調べ学習にやくだつ図書館シリーズ１ ポプラ社 学習センター
010 調べ学習にやくだつ図書館シリーズ２ ポプラ社 学習センター
010 調べ学習にやくだつ図書館シリーズ３ ポプラ社 学習センター
010 調べ学習にやくだつ図書館シリーズ４ ポプラ社 学習センター
010 調べ学習にやくだつ図書館シリーズ５ ポプラ社 学習センター
010 調べ学習にやくだつ図書館シリーズ６ ポプラ社 学習センター
014 香川県の歴史 香川県郷土史研究会 光文書院 学習センター
014 香川県の歴史 香川県郷土史研究会 光文書院 学習センター
014 讃岐人物風景２ 四国新聞社編 大和学芸図書 学習センター
014 讃岐人物風景３ 四国新聞社編 大和学芸図書 学習センター
014 讃岐人物風景４ 四国新聞社編 大和学芸図書 学習センター
014 讃岐人物風景５ 四国新聞社編 大和学芸図書 学習センター
022 大研究！ひろがる印刷の世界 まんが社会見学シリーズ7 やまざきまこと/漫画　鈴木俊行/構成 講談社 学習センター
028 どの本よもうかな？１・２年生 日本子どもの本研究会　編 国土社 ２年生教室
028 どの本よもうかな？３・４年生 日本子どもの本研究会　編 国土社 ４年生教室
028 どの本よもうかな？５・６年生 日本子どもの本研究会　編 国土社 ６年生教室
028 どの本で調べるか第１巻 図書館資料研究会 編 リブリオ出版 学習センター
028 どの本で調べるか第２巻 図書館資料研究会 編 リブリオ出版 学習センター
028 どの本で調べるか第３巻 図書館資料研究会 編 リブリオ出版 学習センター
028 どの本で調べるか第４巻 図書館資料研究会 編 リブリオ出版 学習センター
028 どの本で調べるか第５巻 図書館資料研究会 編 リブリオ出版 学習センター
028 どの本で調べるか第６巻 図書館資料研究会 編 リブリオ出版 学習センター
028 どの本で調べるか第７巻 図書館資料研究会 編 リブリオ出版 学習センター
028 どの本で調べるか第８巻 図書館資料研究会 編 リブリオ出版 学習センター
028 どの本で調べるか１９８８年追録版 図書館資料研究会 編 リブリオ出版 学習センター
028 新・どの本よもうかな？　１・２年生 新・どの本よもうかな 日本子どもの本研究会 編 国土社 学習センター
028 新・どの本よもうかな？　３・４年生 新・どの本よもうかな？ 日本子どもの本研究会 編 国土社 学習センター
028 新・どの本よもうかな？　５・６年生 新・どの本よもうかな？ 日本子どもの本研究会 編 国土社 学習センター
030 新図詳エリア教科事典日本歴史 学研 学習センター
030 新図詳エリア教科事典日本地理 学研 学習センター
030 新図詳エリア教科事典世界歴史 学研 学習センター
030 新図詳エリア教科事典世界地理 学研 学習センター
030 新図詳エリア教科事典政治・経済・現代社会 学研 学習センター
030 新図詳エリア教科事典地球・宇宙 学研 学習センター
030 新図詳エリア教科事典植物 学研 学習センター
030 新図詳エリア教科事典動物 学研 学習センター
030 新図詳エリア教科事典生命・人体 学研 学習センター
030 新図詳エリア教科事典化学 学研 学習センター
030 新図詳エリア教科事典物理 学研 学習センター
030 新ジュニア音楽辞典 音楽之友社 音楽室
030 ギネス世界記録２０１１ ギネス世界記録 クレイグ・グレンディ  編 角川グループパブリッシング学習センター
030 ギネス世界記録２０１２ グレンディ，クレイグ 角川マガジンズ 学習センター
030 ギネス世界記録２０１３ グレンディ，クレイグ 角川マガジンズ 学習センター
030 ギネス世界記録 ２０１４ クレイグ・グレンディ  編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 学習センター
030 ギネス世界記録 ２０１５ クレイグ・グレンディ  編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 読書センター
031 あそびのおうさまずかん　あそび 学研 5678組
031 あそびのおうさまずかんからだ 学研 5678組
031 あそびのおうさまずかんむし 学研 5678組
031 あそびのおうさまずかんそら 学研 5678組
031 あそびのおうさまずかんたべもの 学研 5678組
031 あそびのおうさまずかんもののなまえずかん 学研 5678組
031 あそびのおうさまずかんきょうりゅう 学研 5678組
031 あそびのおうさまずかんおりがみ・あやとり 学研 5678組
031 あそびのおうさまずかんリサイクルこうさく 学研 5678組
031 あそびのおうさまずかん　うみ 学研 5678組
031 あそびのおうさまずかん　どうぶつ 学研 5678組
031 ２１世紀こども百科地球環境館 21世紀こども百科シリーズ 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども百科地球環境館 21世紀こども百科シリーズ 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども百科地球環境館 21世紀こども百科シリーズ 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども百科地球環境館 21世紀こども百科シリーズ 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども百科大図解 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館 学習センター
031 総合百科事典ポプラディア ポプラ社 学習センター
031 総合百科事典ポプラディア ポプラ社 学習センター
031 総合百科事典ポプラディア ポプラ社 学習センター
031 総合百科事典ポプラディア ポプラ社 学習センター
031 総合百科事典ポプラディア ポプラ社 学習センター
031 総合百科事典ポプラディア ポプラ社 学習センター
031 総合百科事典ポプラディア ポプラ社 学習センター
031 総合百科事典ポプラディア ポプラ社 学習センター
031 総合百科事典ポプラディア ポプラ社 学習センター
031 総合百科事典ポプラディア ポプラ社 学習センター
031 総合百科事典ポプラディア ポプラ社 学習センター
031 総合百科事典ポプラディア ポプラ社 学習センター
031 総合百科事典ポプラディア ポプラ社 学習センター
031 きせつの図鑑 小学館の子ども図鑑ﾌﾟﾚNEO長谷川康男　監修 小学館 学習センター
031 なぞなぞ学校1年生 なぞとパズル 中尾 明 編 偕成社 智文庫
031 なぞなぞ学校２年生 なぞとパズル 中尾 明 編 偕成社 智文庫
031 ちえくらべ教室２年生 なぞとパズル 清水 驍 編 偕成社 智文庫
031 ちえくらべ教室３年生 なぞとパズル 清水 驍 編 偕成社 智文庫
031 ちえくらべ教室４年生 なぞとパズル 清水 驍 編 偕成社 智文庫
031 学研版学習科学図鑑昆虫１ 学研 智文庫
031 オルビス学習科学図鑑昆虫２ 学研 智文庫
031 昆虫の観察 旺文社図鑑 旺文社 編 旺文社 智文庫
031 昆虫の観察 旺文社図鑑 旺文社 編 旺文社 智文庫
031 植物の観察 旺文社図鑑 旺文社 編 旺文社 智文庫
031 動物の観察 旺文社図鑑 旺文社 編 旺文社 智文庫
031 鳥の観察 旺文社図鑑 旺文社 編 旺文社 智文庫
031 鳥の観察 旺文社図鑑 旺文社 編 旺文社 智文庫
031 学研版学習科学図鑑野外植物 大場 達之 〔ほか〕執筆 学研 智文庫
031 学研版学習科学図鑑鳥 柿沢 亮三 〔ほか〕執筆 学研 智文庫
031 学研版学習科学図鑑貝・水の動物 今島 実 〔ほか〕指導・執筆 学研 智文庫
031 オルビス学習科学図鑑花 伊東 正 〔ほか〕執筆 学研 智文庫
031 学研版学習科学図鑑貝・水の動物 今島 実 〔ほか〕指導・執筆 学研 智文庫
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター



031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 閉架
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 べんりずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん２ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん２ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん２ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん２ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん２ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん２ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん２ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん２ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん２ねん 東京書籍 学習センター
031 べんりずかん２ねん 東京書籍 学習センター
031 あたらしいせいかつずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 あたらしいせいかつずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 あたらしいせいかつずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 あたらしいせいかつずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 あたらしいせいかつずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 あたらしいせいかつずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 あたらしいせいかつずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 あたらしいせいかつずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 あたらしいせいかつずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 あたらしいせいかつずかん１ねん 東京書籍 学習センター
031 新しい生活図かん２年 東京書籍 学習センター
031 新しい生活図かん２年 東京書籍 学習センター
031 新しい生活図かん２年 東京書籍 学習センター
031 新しい生活図かん２年 東京書籍 学習センター
031 新しい生活図かん２年 東京書籍 学習センター
031 新しい生活図かん２年 東京書籍 学習センター
031 新しい生活図かん２年 東京書籍 学習センター
031 新しい生活図かん２年 東京書籍 学習センター
031 さいばいしいく 光文生活科教材研究会 光文書院 学習センター
031 べんりずかん２ねん 東京書籍 学習センター
031 化石と岩石・鉱物 小学館の学習百科図鑑 立見 辰雄 共著 小学館 学習センター
031 化石と岩石・鉱物 小学館の学習百科図鑑 立見 辰雄 共著 小学館 学習センター
031 化石と岩石・鉱物 小学館の学習百科図鑑 立見 辰雄 共著 小学館 学習センター
031 化石と岩石・鉱物 小学館の学習百科図鑑 立見 辰雄 共著 小学館 学習センター
031 化石と岩石・鉱物 小学館の学習百科図鑑 立見 辰雄 共著 小学館 学習センター
031 化石と岩石・鉱物 小学館の学習百科図鑑 立見 辰雄 共著 小学館 学習センター
031 みぢかなぎもん図鑑１月 トーア出版企画 構成・編集 国土社 学習センター
031 みぢかなぎもん図鑑２月 トーア出版企画 構成・編集 国土社 学習センター
031 みぢかなぎもん図鑑３月 トーア出版企画 構成・編集 国土社 学習センター
031 みぢかなぎもん図鑑４月 トーア出版企画 構成・編集 国土社 学習センター
031 みぢかなぎもん図鑑５月 トーア出版企画 構成・編集 国土社 学習センター
031 みぢかなぎもん図鑑６月 トーア出版企画 構成・編集 国土社 学習センター
031 みぢかなぎもん図鑑７月 トーア出版企画 構成・編集 国土社 学習センター
031 みぢかなぎもん図鑑９月 トーア出版企画 構成・編集 国土社 学習センター
031 みぢかなぎもん図鑑１０月 トーア出版企画 構成・編集 国土社 学習センター
031 みぢかなぎもん図鑑１１月 トーア出版企画 構成・編集 国土社 学習センター
031 みぢかなぎもん図鑑１２月 トーア出版企画 構成・編集 国土社 学習センター
031 生活探検大図鑑 小学館 学習センター
031 生活探検大図鑑 小学館 学習センター
031 生活探検大図鑑 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館 閉架
031 ２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館 学習センター
031 植物 学研の図鑑 学研 学習センター
031 昆虫 学研の図鑑 学研 学習センター
031 水の生物 学研の図鑑 学研 学習センター
031 魚 学研の図鑑 学研 学習センター
031 鳥 学研の図鑑 学研 学習センター
031 花 学研の図鑑 学研 学習センター
031 飼育と観察 学研の図鑑 学研 学習センター
031 宇宙 学研の図鑑 学研 学習センター
031 地球 学研の図鑑 学研 学習センター
031 理科の実験 学研の図鑑 学研 学習センター
031 人とからだ 学研の図鑑 学研 学習センター
031 理科の自由研究 学研の図鑑 学研 学習センター
031 大むかしの動物 学研の図鑑 学研 学習センター
031 鉄道・自動車 学研の図鑑 学研 学習センター
031 飛行機・ロケット・船 学研の図鑑 学研 学習センター
031 爬虫・両生類 学研の図鑑 川村 智治郎 監修 学研 学習センター
031 カブトムシ・クワガタムシ 学研の図鑑 学研 学習センター
031 電気 学研の図鑑 高橋 洋一 監修 学研 学習センター
031 植物のくらし 学研の図鑑 学研 学習センター
031 昆虫のくらし 学研の図鑑 学研 学習センター
031 動物のくらし 学研の図鑑 学研 学習センター
031 昆虫の図解 学研の図鑑 学研 学習センター
031 世界の昆虫 学研の図鑑 学研 学習センター
031 顕微鏡観察 学研の図鑑 学研 学習センター
031 星・星座 学研の図鑑 学研 学習センター



031 鳥のくらし 学研の図鑑 学研 学習センター
031 魚のくらし 学研の図鑑 学研 学習センター
031 天気・気象 学研の図鑑 学研 学習センター
031 宇宙ロケット 学研の図鑑 学研 学習センター
031 地球環境 学研の図鑑 学研 学習センター
031 ２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども地図館 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども百科大図解 小学館 学習センター
031 ２１世紀こども人物館 小学館 学習センター
031 きっずジャポニカ　新版 小学百科大図鑑 監修/尾木直樹　平田オリザ　福岡伸一 小学館 学習センター
031 なぜ？どうして？みぢかなぎもん２年生 早野美智代　［ほか］文 堀江篤史　［ほか］文 学研教育出版 学習センター
031 にっぽんの図鑑 小学館の子ども図鑑プレNEO藤森裕治　監修 小学館 学習センター
031 ふしぎの図鑑 プレＮＥＯ図鑑 白數　哲久 小学館 学習センター
031 きせつのぎょうじえほん プレNEO　BOOKS 山本祐司 小学館 読書センター
031 にほんのマナーえほん プレNEO　BOOKS さくらみゆき 小学館 読書センター
032 ２１世紀こども百科もののはじまり館 21世紀こども百科シリーズ 小学館 学習センター
033 ジュニア・アンカー英和・和英辞典　第４版 羽鳥　博愛∥編 学習研究社 学習センター
033 ジュニア・アンカー英和・和英辞典　第４版 羽鳥　博愛∥編 学習研究社 学習センター
033 ジュニア・アンカー英和・和英辞典　第４版 羽鳥　博愛∥編 学習研究社 学習センター
033 ジュニア・アンカー英和・和英辞典　第４版 羽鳥　博愛∥編 学習研究社 学習センター
033 ジュニア・アンカー英和・和英辞典　第４版 羽鳥　博愛∥編 学習研究社 学習センター
033 ジュニア・アンカー英和・和英辞典　第４版 羽鳥　博愛∥編 学習研究社 学習センター
033 はじめての和英じてん 田上　善浩∥編 ポプラ社 学習センター
036 香川県大百科事典 四国新聞社 学習センター
049 みぢかなぎもん図鑑８月 トーア出版企画 構成・編集 国土社 学習センター
050 少年朝日年鑑基礎学習偏１９８４年版 朝日新聞社 学習センター
050 少年朝日年鑑社会科統計１９８４年版 朝日新聞社 学習センター
059 朝日学習年鑑２００１統計 朝日新聞社 学習センター
059 朝日ジュニア百科年鑑　２００７ 朝日ジュニア百科年鑑 朝日新聞社出版局 学習センター
059 朝日ジュニア学習年鑑　２００９ 朝日ジュニア学習年鑑 朝日新聞出版 学習センター
069 まちの施設たんけん　３　博物館・郷土資料館 まちの施設たんけん 林　義人 著 小峰書店 学習センター
070 世界を信じるためのメソッド よりみちパン！セ　１９ 森　達也 著 イースト・プレス 学習センター
070 新聞ってなに？ はじめての新聞学習 古舘綾子　著 童心社 学習センター
070 新聞を読んでみよう！ はじめての新聞学習 古舘綾子　著 童心社 学習センター
070 新聞を作ってみよう！ はじめての新聞学習 古舘綾子　著 童心社 学習センター
071 新聞のひみつ 青木　萌　作 学習研究社 学習センター
071 ジュニア地球白書　２０１０－１１ ジュニア地球白書 ワールドウォッチジャパン学習センター


