
書名 副書名 著者名 出版社
分類
記号

図書
記号

朝日学習年鑑 ２０００学習 朝日新聞社 50 ｱ
朝日学習年鑑 ２０００統計 朝日新聞社 50 ｱ
朝日学習年鑑 ２００１学習 朝日新聞社 50 ｱ
朝日ジュニア百科年鑑２００ 朝日新聞社 50 ｱ

アメリカの歴史
どれい解放の戦火 リン
カーンと南北戦争

中央公論社 209 ｱ

アメリカの歴史
ニューヨーク物語 摩天
楼・野球・ジャズ

中央公論社 209 ｱ

アメリカの歴史
一かく千金の夢 ゴール
ドラッシュ

中央公論社 209 ｱ

アメリカの歴史 月に立つ星条旗 中央公論社 209 ｱ

アメリカの歴史
自動車時代のスタート
フォードのＴ型車

中央公論社 209 ｱ

アメリカの歴史
自由のための戦い ワ
シントンと独立戦争

中央公論社 209 ｱ

アメリカの歴史
大いなる西部 大陸横
断鉄道の完成

中央公論社 209 ｱ

アメリカの歴史
大恐慌のあらし 不況に
いどむルーズベルト

中央公論社 209 ｱ

アジアを考える本
近くて遠い国 アジアっ
てなに？

岩崎書店 290 ｱ

アジアを考える本
近くて遠い国 アジアと
どうつきあうか？

岩崎書店 290 ｱ

アジアを考える本
近くて遠い国 かわりゆ
く農村のくらし

岩崎書店 290 ｱ

アジアを考える本
近くて遠い国 はたらくア
ジアの子どもたち

岩崎書店 290 ｱ

アジアを考える本
近くて遠い国 モノ・カ
ネ・ヒトがうごく

岩崎書店 290 ｱ

アジアを考える本
近くて遠い国 ゆたかな
森と海のくらし

岩崎書店 290 ｱ

アジアを考える本
近くて遠い国 東南アジ
アってどこ？

岩崎書店 290 ｱ

みんなのＳｍｉｌｅ　Ｅａｒｔｈ！
愛・地球博メッセージ
ブック

ゲイン 400 ｱ

まんが新しい日本の産業
みんなで守ろうわたした
ちの地球 産業と環境

学研 519 ｱ

電気のひみつ 学研 540 ｱ

まんが新しい日本の産業
１秒に１台自動車づくり
日本の工業１

学研 600 ｱ

まんが新しい日本の産業
とる漁業と育てる漁業
日本の水産業

学研 600 ｱ

まんが新しい日本の産業
ふえ続ける海外との貿
易 日本の貿易

学研 600 ｱ

まんが新しい日本の産業
情報を伝えるテレビと新
聞 日本の通信

学研 600 ｱ

まんが新しい日本の産業
世界にほこる工業技術
今昔 日本の工業２

学研 600 ｱ

まんが新しい日本の産業
石油化学工業と公害防
止

学研 600 ｱ

まんが新しい日本の産業
速くて正確に運ぶ宅配
便 日本の運輸業

学研 600 ｱ

まんが新しい日本の産業
大都市へ一直線新鮮
野菜 日本の農業１

学研 600 ｱ

まんが新しい日本の産業
機械化された米づくり
日本の農業

学研 610 ｱ

新しいカット・イラスト集 いろいろなお楽しみカッ 学研 720 ｱ



新しいカット・イラスト集 おもしろ似顔絵・人物画 学研 720 ｱ
新しいカット・イラスト集 かっこいいスポーツ 学研 720 ｱ
新しいカット・イラスト集 かわいい生き物 学研 720 ｱ
新しいカット・イラスト集 きれいな花と植物 学研 720 ｱ
新しいカット・イラスト集 たのしい学校行事 学研 720 ｱ
小学館世界の名作 アンデルセン童話 小学館 908 ｱ
世界おはなし名作全集 おやゆびひめ 小学館 908 ｱ
日本の名作童話 きつねの写真 岩崎書店 913 ｱ
日本の名作童話 つきよに 岩崎書店 913 ｱ
アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

わたしたちの太陽系
アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

宇宙の新しい発見
アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

海王星：青い惑星
アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

金星：なぞにつつまれ
た惑星

アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

月：地球の衛星
アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

水星：太陽に近い惑星
アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

星の一生を追え
アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

星座をさがそう
アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

太陽：わたしたちの星
アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

天の川と銀河系
アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

天文学のいま
アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

冥王星：はるかな惑星
アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

木星：巨大な惑星
アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

彗星と流星
アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

アシモフ博士の宇宙探検シ
リーズ

彗星は恐竜をほろぼし
たのか

アイザック・アシモ
フ

福武書店 440 ｱ

うそつきロボット アイザック・アシモ 岩崎書店 933 ｱ
クリスマスプレゼント　１　は クリスマスプレゼント あいはら　ひろゆき 教育画劇 913 ｱ
クリスマスプレゼント　２　ほ クリスマスプレゼント あいはら　ひろゆき 教育画劇 913 ｱ
せかいでいちばんママがすき あいはら　ひろゆき 教育画劇 913 ｱ
ポピー ミミズクの森をぬけて アヴィ あかね書房 933 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

アジアと太平洋の戦い
学習まんが少年少女日
本の歴史

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

ゆきづまる幕府 学習ま
んが少年少女日本の歴

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

鎌倉幕府の成立 学習
まんが少年少女日本の
歴史

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

貴族のさかえ 学習まん
が少年少女日本の歴

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

近代国家の発展 学習
まんが少年少女日本の
歴史

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

源平の戦い 学習まん
が少年少女日本の歴

あおむら　純 小学館 210 ｱ



学習まんが少年少女日本の
歴史

現代の日本 学習まん
が少年少女日本の歴

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

江戸幕府ひらく 学習ま
んが少年少女日本の歴

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

士農工商 学習まんが
少年少女日本の歴史

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

戦国大名の争い 学習
まんが少年少女日本の
歴史

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

戦争への道 学習まん
が少年少女日本の歴

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

天下の統一 学習まん
が少年少女日本の歴

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

奈良の都 学習まんが
少年少女日本の歴史

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

南朝と北朝 学習まんが
少年少女日本の歴史

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

日本の誕生 学習まん
が少年少女日本の歴

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

飛鳥の朝廷 学習まん
が少年少女日本の歴

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

平安京の人びと 学習ま
んが少年少女日本の歴
史

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

幕府の改革 学習まん
が少年少女日本の歴

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

幕末の風雲 学習まん
が少年少女日本の歴

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

明治維新 学習まんが
少年少女日本の歴史

あおむら　純 小学館 210 ｱ

学習まんが少年少女日本の
歴史

立ちあがる民衆 学習ま
んが少年少女日本の歴
史

あおむら　純 小学館 210 ｱ

ぼくらの心霊スポット　１　う
わさの幽霊屋敷

角川つばさ文庫　Ｂ　あ
２－１

あさの　あつこ 角川書店 913 ｱ

ぼくらの心霊スポット　２
角川つばさ文庫　Ｂ　あ
２－２

あさの　あつこ 角川書店 913 ｱ

いえでででんしゃはこしょう
ちゅう？

あさの　あつこ 新日本出版社 913 ｱ

バッテリー あさの　あつこ 角川書店 913 ｱ
バッテリー　２ あさの　あつこ 教育画劇 913 ｱ
バッテリー　３ あさの　あつこ 教育画劇 913 ｱ
バッテリー　４ あさの　あつこ 教育画劇 913 ｱ
バッテリー　５ あさの　あつこ 教育画劇 913 ｱ
バッテリー　６ あさの　あつこ 教育画劇 913 ｱ
ラスト・イニング あさの　あつこ 角川書店 913 ｱ
風の館の物語　１ あさの　あつこ 講談社 913 ｱ
風の館の物語　２ あさの　あつこ 講談社 913 ｱ
風の館の物語　３ あさの　あつこ 講談社 913 ｱ
風の館の物語　４ あさの　あつこ 講談社 913 ｱ
われ様のどんぐり あさま　れいこ 彩雲出版 913 ｱ
まんがサイエンス 夢はなぜ見る？ほか あさり　よしとお 学研 400 ｱ
まんがサイエンス 我輩はロボットである あさり　よしとお 学研 548 ｱ
まんがサイエンス 吾輩はロボットである あさり　よしとお 学研 548 ｱ
ファッションのひみつ あすみ　きり 学研 593 ｱ

雪の上のなぞのあしあと
かがくのとも傑作集　ど
きどきしぜん

あべ　弘士 福音館書店 480 ｱ

アポリネール動物詩集 アポリネール 評論社 911 ｱ
車のいろは空のいろ 春のお客さん あまん　きみこ ポプラ社 913 ｱ



あまんきみこセレクション　１ あまん　きみこ 三省堂 913 ｱ
あまんきみこセレクション　２ あまん　きみこ 三省堂 913 ｱ
あまんきみこセレクション　３ あまん　きみこ 三省堂 913 ｱ
あまんきみこセレクション　４ あまん　きみこ 三省堂 913 ｱ
あまんきみこセレクション　５ あまん　きみこ 三省堂 913 ｱ
ちいちゃんのかげおくり あまん　きみこ あかね書房 913 ｱ
ぽんぽん山の月 あまん　きみこ 文研出版 913 ｱ
車のいろは空のいろ あまん　きみこ ポプラ社 913 ｱ
車のいろは空のいろ　１　白
いぼうし

あまん　きみこ ポプラ社 913 ｱ

星のタクシー あまん　きみこ ポプラ社 913 ｱ
母をたずねて アミーチス ポプラ社 908 ｱ
ねむくなると 詩と絵の本 あらかわ　ちかこ らくだ出版 911 ｱ
恐竜にあいにいこう アリキ リブリオ出版 457 ｱ
恐竜のけんきゅう アリキ リブリオ出版 457 ｱ
恐竜のなぞ アリキ リブリオ出版 457 ｱ
恐竜をほりだす アリキ リブリオ出版 457 ｱ

ラベンダーのくつ
アリスン・アトリーおは
なし集

アリスン・アトリー 福音館書店 933 ｱ

グレイ・ラビットのおはなし 絵本 アリソン・アトリー 岩波書店 933 ｱ

デカ物語
日本一長生きしたカバ
が見つめた半世紀

あんず　ゆき くもん出版 489 ｱ

ホスピタルクラウン・Ｋちゃん
が行く

笑って病気をぶっとば
せ！ 感動ノンフィクショ
ンシリーズ

あんず　ゆき 佼成出版社 916 ｱ

やんちゃ子グマがやってき
た！

森からのメッセージ
ジュニア・ノンフィクショ

あんず　ゆき フレーベル館 916 ｱ

スズの兵隊 アンデルセン 岩波書店 949 ｱ
泥沼の王の娘 アンデルセン 創風社 949 ｱ
アンティークＦＵＧＡ　３ キマイラの王 あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
お洋服リフォーム支店 なんでも魔女商会　１ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ただいま魔法旅行中。 なんでも魔女商会　２ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
いちばん星のドレス なんでも魔女商会　３ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ドラゴンの正しいしつけ方 なんでも魔女商会　４ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
きえた魔法のダイヤ なんでも魔女商会　５ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
コットンの夏休み なんでも魔女商会　６ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
おきゃくさまはオバケ！ なんでも魔女商会　７ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
火曜日はトラブル なんでも魔女商会　８ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ルビーの魔法マスター なんでも魔女商会　９ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
三毛猫一座のミュージカル なんでも魔女商会　１０ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
魔女スピカからの手紙 なんでも魔女商会　１１ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
セールス魔女はおことわり なんでも魔女商会　１２ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
星くずのブラックドレス なんでも魔女商会　１３ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ナナのたんぽぽカーニバル なんでも魔女商会　１４ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
８５パーセントの黒猫 なんでも魔女商会　１５ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
にっこりおいしい大作戦 なんでも魔女商会　１６ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
きらめきハートのドレス なんでも魔女商会　１７ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
うわさのとんでも魔女商会 なんでも魔女商会　１８ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
夜空のダイヤモンド なんでも魔女商会１９ あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
アンティークＦＵＧＡ　５ バビロニアの紅き瞳 あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
アンティークＦＵＧＡ　６ 永遠なる者たち あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
アンティークＦＵＧＡ　１ 我が名はシャナイア あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
アンティークＦＵＧＡ　２ 双魂の精霊 あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
アンティークＦＵＧＡ　４ 宝探しは眠りの森で あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
ハーブ魔女のふしぎなレシピ 魔法の庭ものがたり　１ あんびる　やすこ ポプラ社 913 ｱ
二代目魔女のハーブティー 魔法の庭ものがたり　２ あんびる　やすこ ポプラ社 913 ｱ
ペパーミントの小さな魔法 魔法の庭ものがたり　３ あんびる　やすこ ポプラ社 913 ｱ
タッジーマッジーと三人の魔 魔法の庭ものがたり　４ あんびる　やすこ ポプラ社 913 ｱ
だれでもできるステキな魔法 魔法の庭ものがたり　５ あんびる　やすこ ポプラ社 913 ｱ



魔法の庭のピアノレッスン 魔法の庭ものがたり　６ あんびる　やすこ ポプラ社 913 ｱ
ジャレットとバラの谷の魔女 魔法の庭ものがたり　７ あんびる　やすこ ポプラ社 913 ｱ
夢みるポプリと三人の魔女 魔法の庭ものがたり　８ あんびる　やすこ ポプラ社 913 ｱ
フェアリーたちの魔法の夜 魔法の庭ものがたり　９ あんびる　やすこ ポプラ社 913 ｱ
わがまま姫と魔法のバラ 魔法の庭ものがたり　１ あんびる　やすこ ポプラ社 913 ｱ
女王さまのむらさきの魔法 魔法の庭ものがたり　１ あんびる　やすこ ポプラ社 913 ｱ
アンティークＦＵＧＡ　番外編 澳門骨董譚 あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
おまじないは魔法の香水 あんびる　やすこ ポプラ社 913 ｱ
ルルとララのアイスクリーム あんびる　やすこ 岩崎書店 913 ｱ
魔女のステキな冬じたく あんびる　やすこ ポプラ社 913 ｱ
ダチョウのくびはなぜなが アフリカのむかしばなし ヴァーナ・アーダマ 富山房 388 ｱ
黒ネコジェニーのおはなし エスター・アベリル 福音館書店 933 ｱ
羅城門 かじ　あゆた 国土社 388 ｱ

ハニーが盲導犬になるまで
キャロライン・アー
ノルド

国土社 369 ｱ

アバドのたのしい音楽会 クラウディオ・アバ 評論社 973 ｱ

からだというふしぎな「機械」
口・胃・腸 消化と吸収
のしくみ

サラ・アングリス 小峰書店 490 ｱ

からだというふしぎな「機械」
骨と筋肉 からだをささ
え、動かすしくみ

サラ・アングリス 小峰書店 490 ｱ

からだというふしぎな「機械」
心臓・肺・血管 力を送
り、とどけるしくみ

サラ・アングリス 小峰書店 490 ｱ

からだというふしぎな「機械」 生命をつたえるひみつ サラ・アングリス 小峰書店 490 ｱ

からだというふしぎな「機械」
脳・感覚・神経 感じて考
えるしくみ

サラ・アングリス 小峰書店 490 ｱ

からだというふしぎな「機械」
皮膚と毛・かみの毛 か
らだをつつみ、まもるし

サラ・アングリス 小峰書店 490 ｱ

進化ってなんだろう ジョアンナ・コール リブリオ出版 467 ｱ
十月はハロウィーンの月 詩人が贈る絵本 ジョン・アップダイク みすず書房 933 ｱ
アインシュタイン スティーヴ・パー 岩波書店 280 ｱ

たまごのはなし
かしこくておしゃれでふ
しぎな、ちいさないのち

ダイアナ・アストン ほるぷ出版 481 ｱ

うばわれたフィルムのなぞ ディビッド・アドラー 国土社 933 ｱ
おかしなピエロのひみつ ディビッド・アドラー 国土社 933 ｱ
大あたりコインゲームのなぞ ディビッド・アドラー 国土社 933 ｱ
マックス・レミースーパースパ
イ　Ｍｉｓｓｉｏｎ１

マックス・レミースー
パースパイ　Ｍｉｓｓｉｏｎ１

デボラ・アベラ 童心社 933 ｱ

マックス・レミースーパースパ
イ　Ｍｉｓｓｉｏｎ２

マックス・レミースー
パースパイ　Ｍｉｓｓｉｏｎ２

デボラ・アベラ 童心社 933 ｱ

楽器図鑑 ニール・アードレー あすなろ書房 763 ｱ
明日の世界 宇宙へ ネイル・アードレイ フレーベル館 440 ｱ

絵のない絵本
ハンス・クリスチャ
ン・アンデルセン

集英社 908 ｱ

ブラキオサウルス ヘザー・アメリー ほるぷ出版 457 ｱ

ファーブルの夏ものがたり 『昆虫記』の誕生
マーガレット・Ｊ・ア
ンダーソン

くもん出版 933 ｱ

ウォーターシップ・ダウンのう
さぎたち

リチャード・アダム
ス

評論社 933 ｱ

イタリア
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ロバート・アンダー
ソン

ほるぷ出版 290 ｱ

うそつき大ちゃん 阿部　夏丸 ポプラ社 913 ｱ
オオサンショウウオの夏 阿部　夏丸 佼成出版社 913 ｱ
カメをつって考えた 阿部　夏丸 旺文社 913 ｱ
発達と障害を考える本　8　ふ
しぎだね!?　言語障害のおと
もだち

発達と障害を考える本 阿部　厚仁　編 ミネルヴァ書房 369 ｱ

ゴリラを描きたくて 世界のゴリラを訪ねて 阿部　知暁 ポプラ社 916 ｱ



小学生のための理科の自由
研究ヒント集

小学４・５・６年
愛知県刈谷市児
童生徒理科研究
推進グループ　編

誠文堂新光社 370 ｱ

森と友だち川と友だち ラオス
安井　清子　写真・
文

草土文化 290 ｱ

父の過去を旅して
板東ドイツ俘虜収容所
物語

安宅　温 ポプラ社 916 ｱ

希望をつなぐ七色通信
ことわざの話 チャートＢ
ＯＯＫＳ　学習シリーズ

安達　知子 数研出版 810 ｱ

コトバッジョの秘密の旅
言葉のきまりの話
チャートＢＯＯＫＳ　学習

安達　知子 数研出版 810 ｱ

カブトムシ＆クワガタ百科
生態、特徴、採集から
飼い方まで

安藤　アン誠起 誠文堂新光社 460 ｱ

カブトムシとクワガタ飼いか
た＆図鑑

カブ＆クワのオールカ
ラー図鑑

安藤　アン誠起 実業之日本社 476 ｱ

発達と障害を考える本　2　ふ
しぎだね!?　アスペルガー症
候群のおともだち

発達と障害を考える本 安倍　陽子　編 ミネルヴァ書房 369 ｱ

ねこじゃらしの野原
とうふ屋さんの話 子ど
もの文学傑作選

安房　直子 講談社 913 ｱ

きつねの窓
ポプラポケット文庫　５１
－１

安房　直子 ポプラ社 913 ｱ

ゆきひらの話 安房直子名作絵童話 安房　直子 偕成社 913 ｱ
天の鹿 童話 安房　直子 筑摩書房 913 ｱ
銀のくじゃく 童話集 安房　直子 筑摩書房 913 ｱ
白いおうむの森 童話集 安房　直子 筑摩書房 913 ｱ
うぐいす 安房　直子 小峰書店 913 ｱ
さんしょっ子 安房　直子 小峰書店 913 ｱ

ＡＢＣの本
へそまがりのアルファ
ベット

安野　光雅 福音館書店 830 ｱ

にほんご 安野　光雅　ほか 福音館書店 810 ｱ
“ジャッキー・チェン”になりた
いな

中国 岡本　央 草土文化 290 ｱ

ジュニア音楽百科 ジュニアの楽器 音楽之友社　編 音楽之友社 760 ｱ
被爆者 ６０年目のことば 会田　法行 ポプラ社 369 ｱ
トロッコ 芥川　龍之介 偕成社 913 ｱ
蜘蛛の糸 芥川　龍之介 ポプラ社 913 ｱ
蜘蛛の糸 芥川　龍之介 偕成社 913 ｱ
シンドバッドの冒険 アラビアン・ナイト 吉本　直志郎 ポプラ社 908 ｱ

あるいて知ろう！歴史にんげ
ん物語

松尾芭蕉と元禄文化
あるいて知ろう！歴史
にんげん物語

近藤　ふみ フレーベル館 280 ｱ

たくさんの島の自然といのり インドネシア 金　秀男　写真 草土文化 290 ｱ
リズムにのってからだも軽く 韓国 金　秀男　写真 草土文化 290 ｱ
おれは歌だおれはここを歩く アメリカ・インディアンの 金関　寿夫　訳 福音館書店 931 ｱ

月の大研究
いちばん近くてふしぎな
星　すがた・動き・人と
のかかわり

県　秀彦 ＰＨＰ研究所 446 ｱ

世界一かわいげのない孫だ
けど…

荒井　寛子，勝田
文

ポプラ社 913 ｱ

ことわざに学ぶ生き方 西洋編 荒井　洌 あすなろ書房 150 ｱ
大逆転！出前自転車スペ
シャル

荒尾　和彦 学研 913 ｱ

あるいて知ろう！歴史にんげ
ん物語

鑑真と大仏建立 あるい
て知ろう！歴史にんげ
ん物語

桜井　信夫 フレーベル館 280 ｱ

あるいて知ろう！歴史にんげ
ん物語

聖徳太子と仏教伝来
あるいて知ろう！歴史
にんげん物語

三田村　信行 フレーベル館 280 ｱ



あるいて知ろう！歴史にんげ
ん物語

雪舟と応仁の乱 あるい
て知ろう！歴史にんげ
ん物語

三田村　信行 フレーベル館 280 ｱ

アンデルセン
苦難の日々も夢と希望
に生きた「童話の王様」

山室　静 新学社・全家研 280 ｱ

お姫さまのアリの巣たんけん たくさんのふしぎ傑作集 秋山　亜由子 福音館書店 486 ｱ

江戸しぐさから学ぼう
こころの中の思いやり
江戸しぐさから学ぼう
第３巻

秋山　浩子 汐文社 380 ｱ

江戸しぐさから学ぼう
まちかどの思いやり 江
戸しぐさから学ぼう　第

秋山　浩子 汐文社 380 ｱ

江戸しぐさから学ぼう
人に対しての思いやり
江戸しぐさから学ぼう
第２巻

秋山　浩子 汐文社 380 ｱ

パズルで算数アタマをみがく 秋山仁のダントツ授業 秋山　仁 小学館 410 ｱ

くらしを守る森
自然の中の人間シリー
ズ　森と人間編　４

秋谷　孝一
農山漁村文化協
会

650 ｱ

あるいて知ろう！歴史にんげ
ん物語

福沢諭吉と明治維新
あるいて知ろう！歴史
にんげん物語

新　冬二 フレーベル館 280 ｱ

あるいて知ろう！歴史にんげ
ん物語

日蓮と元の襲来 あるい
て知ろう！歴史にんげ
ん物語

森下　研 フレーベル館 280 ｱ

北の森にヒグマを追って ヒグマ研究にかけた情 青井　俊樹 大日本図書 480 ｱ
こうすればきれいな字が書け
る

こどもスーパー新書 青山　浩之
小学館クリエイ
ティブ

720 ｱ

名探偵コナン推理ファイル日
本史の謎

青山　剛昌　原作 小学館 210 ｱ

サイエンスコナンレンズの不
思議

名探偵コナン実験・観
察ファイル

青山　剛昌　原作 小学館 420 ｱ

サイエンスコナン磁石の不思
議

名探偵コナン実験・観
察ファイル

青山　剛昌　原作 小学館 420 ｱ

名探偵コナン推理ファイル地
球の謎

青山　剛昌　原作 小学館 450 ｱ

名探偵コナン推理ファイル環
境の謎

青山　剛昌　原作 小学館 519 ｱ

ギフチョウ 青山　潤三 あかね書房 486 ｱ
ギフチョウ　新装版 青山　潤三 あかね書房 486 ｱ
探Ｑ！日本のひみつ～歴史
あるまちなみ

青山　邦彦 帝国書院 291 ｱ

探Ｑ！日本のひみつ～日本
のきせつ

青山　邦彦 帝国書院 302 ｱ

探Ｑ！日本のひみつ～日本
のまつり

青山　邦彦 帝国書院 386 ｱ

探Ｑ！日本のひみつ～世界
いさん

青山　邦彦 帝国書院 521 ｱ

探Ｑ！日本のひみつ～いろ
いろなしごと

青山　邦彦 帝国書院 602 ｱ

ことばの不思議ベスト２０
光村の国語調べて、ま
とめて、コミュニケーショ
ン　１

青山　由紀 光村教育図書 810 ｱ

疑問調べ大作戦
光村の国語調べて、ま
とめて、コミュニケーショ
ン　２

青山　由紀 光村教育図書 810 ｱ

めざせ！編集長
光村の国語調べて、ま
とめて、コミュニケーショ
ン　３

青山　由紀 光村教育図書 810 ｱ



発表・討論チャンピオン
光村の国語調べて、ま
とめて、コミュニケーショ
ン　４

青山　由紀 光村教育図書 810 ｱ

ことば遊びチャレンジ２０
光村の国語調べて、ま
とめて、コミュニケーショ
ン　５

青山　由紀 光村教育図書 810 ｱ

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 ポプラ社 210 ｱ

戦争とくらしの事典 青木　一平 ポプラ社 210 ｱ

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 ポプラ社 370 ｱ

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 ポプラ社 500 ｱ

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 ポプラ社 590 ｱ

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 ポプラ社 210 ｱ

火山は生きている 青木　章 あかね書房 450 ｱ
火山は生きている　新装版 青木　章 あかね書房 453 ｱ

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 ポプラ社 280 ｱ

餃子のひみつ
学研まんがでよくわか
るシリーズ　57

青木　萌
学研パブリッシン
グ

588 ｱ

カレーのひみつ 青木　萌
学研コミュニケー
ションビジネス事
業部教材資料制

590 ｱ

百貨店のひみつ 青木　萌 学研 600 ｱ
ハードル 真実と勇気の間で 青木　和雄 金の星社 913 ｱ
ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 青木　和雄 金の星社 913 ｱ
ハッピーバースデー 青木　和雄 金の星社 913 ｱ
棚田を歩けば 青柳　健二 福音館書店 616 ｱ
ピアスの星 赤羽　じゅんこ くもん出版 913 ｱ
王さまと九人のきょうだい　中
国の民話

中国の民話 大型絵本
７

赤羽　末吉 岩波書店 388 ｱ

ぼく、だいじょうぶだよ 暢君と５年３組のなかま
赤佐小学校５年３
組老川学級と暢君
の家族　編

ポプラ社 916 ｱ

デイゴの花かげ 盲目の先達・高橋福治 赤座　憲久 小峰書店 369 ｱ
雨のにおい星の声 赤座　憲久 小峰書店 913 ｱ
空がわれた日 赤座　憲久 文渓堂 913 ｱ

あばれ天竜を恵みの流れに
治山治水に生涯をささ
げた金原明善

赤座　憲久 ＰＨＰ研究所 916 ｱ

わすれないで 第五福竜丸ものがたり 赤坂　三好 金の星社 913 ｱ

アフリカゾウ絶滅の危機！？
密猟パトロールに同行
して

赤坂　直彦 ポプラ社 480 ｱ

赤川次郎ミステリーコレクショ アンバランスな放課後 赤川　次郎 岩崎書店 913 ｱ
赤川次郎ミステリーコレクショ セーラー服と機関銃 赤川　次郎 岩崎書店 913 ｱ
赤川次郎ミステリーコレクショ 灰の中の悪魔 赤川　次郎 岩崎書店 913 ｱ
赤川次郎ミステリーコレクショ 吸血鬼はお年ごろ 赤川　次郎 岩崎書店 913 ｱ
赤川次郎ミステリーコレクショ 三姉妹探偵団 赤川　次郎 岩崎書店 913 ｱ
赤川次郎ミステリーコレクショ 子子家庭は危機一髪 赤川　次郎 岩崎書店 913 ｱ
赤川次郎ミステリーコレクショ 死者の学園祭 赤川　次郎 岩崎書店 913 ｱ
赤川次郎ミステリーコレクショ 若草色のポシェット 赤川　次郎 岩崎書店 913 ｱ
赤川次郎ミステリーコレクショ 赤いこうもり傘 赤川　次郎 岩崎書店 913 ｱ

三毛猫ホームズ
三毛猫ホームズの夜ふ
かし他

赤川　次郎 岩崎書店 913 ｱ

少年探偵と４つの謎
角川つばさ文庫　Ａ　ん
１－２

赤川　次郎 角川書店 913 ｱ

ふしぎなどろぼう 赤川　次郎 小学館 913 ｱ



ナイル川とエジプト 赤地　経夫 福音館書店 290 ｱ

食材図鑑　イラスト版
子どもとマスターする旬
栄養調理法

赤堀栄養専門学
校　編

合同出版 590 ｱ

ねえこの本読んで！ きいろのまき 赤木　かん子 リブリオ出版 10 ｱ
ねえこの本読んで！ だいだいのまき 赤木　かん子 リブリオ出版 10 ｱ
ねえこの本読んで！ みどりのまき 赤木　かん子 リブリオ出版 10 ｱ
ねえこの本読んで！ 紫の巻 赤木　かん子 リブリオ出版 10 ｱ
図書館って、どんなところな
の？

図書館へいこう！　１ 赤木　かん子 ポプラ社 10 ｱ

本って、どうやって探したらい
いの？

図書館へいこう！　２ 赤木　かん子 ポプラ社 10 ｱ

テーマって…どうやってきめ
るの？

図書館へいこう！　３ 赤木　かん子 ポプラ社 10 ｱ

ねえこの本読んで！ 水色の巻 赤木　かん子 リブリオ出版 10 ｱ
ねえこの本読んで！ 青の巻 赤木　かん子 リブリオ出版 10 ｱ
ねえこの本読んで！ 赤の巻 赤木　かん子 リブリオ出版 10 ｱ
道ばたの植物 赤木　聡子 保育社 470 ｱ
ぼくはどうせオオカミの子 赤木　由子 小峰書店 913 ｱ
綾歌町のむかしばなし 川崎　善博 綾歌町教育委員 90 ｱ
水のいきものかいかたそだて
かた

浅井　ミノル 岩崎書店 480 ｱ

わたしたちの日本 ふるさとの気候 浅井　得一 小峰書店 451 ｱ
わたしたちの日本 農業と牧畜Ⅱ 浅井　得一 小峰書店 600 ｱ
サバイバルキャンプ入門 はじめの一歩 浅野　拓 小学館 780 ｱ
まんが版小倉百人一首 浅野　拓　原作 小学館 911 ｱ
からだの中の栄養 からだの中の栄養 足立　己幸 大日本図書 590 ｱ
ごはんだいすき！ 足立　己幸 大日本図書 590 ｱ
わたしたちの食事と栄養 足立　己幸 大日本図書 590 ｱ
食物の流通と栄養 足立　己幸 大日本図書 590 ｱ
世界の食生活と栄養 足立　己幸 大日本図書 590 ｱ
こうすればかけっこが速くな こどもスーパー新書 朝原　宣治 小学館 780 ｱ
夜風魚の夜 朝倉　知子 ＢＬ出版 913 ｱ
母と子でみる　ひめゆりの乙
女たち

朝日新聞企画部
編

草土文化 219 ｱ

ニッポンの嵐 天野　由美子 M．Co. 300 ｱ
絵くんとことばくん たくさんのふしぎ傑作集 天野　祐吉 福音館書店 7 ｱ
拝啓・手紙です 天野　祐吉 福音館書店 816 ｱ
おぼうさんになった少年ピ タイ 田村　仁 草土文化 290 ｱ
アリー＝ババと四十人の盗 アラビアンナイト　下 奴田原　睦明　訳 偕成社 920 ｱ

エリザベス・ブラックウェル
運命を切り開いた世界
で最初の女性医師

東　園子 集英社 289 ｱ

あるいて知ろう！歴史にんげ
ん物語

紫式部と平安貴族 ある
いて知ろう！歴史にん
げん物語

藤森　陽子 フレーベル館 280 ｱ

あるいて知ろう！歴史にんげ
ん物語

千利休と戦国武将 ある
いて知ろう！歴史にん
げん物語

藤森　陽子 フレーベル館 280 ｱ

愛情いっぱい園児のかんた
んおべんとう

内藤　朗　編集 ブティック社 590 ｱ

忍たま乱太郎　なぞのラブレ
ターの段

ポプラ社の新・小さな童
話　２４９

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

たからものをとりかえせ！！
にんタマ、子てんぐ、大てんぐ

らくだいにんじゃらんた
ろう

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

まいごのにんタマ、ヌエと大
たいけつ！！

らくだいにんじゃらんた
ろう

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

忍たま乱太郎　ねらわれた
カービン銃の段

尼子　騒兵衛　原
作

ポプラ社 913 ｱ

アイデア室内あそび１６０
友だち発見！ １日を楽
しめる室内あそび

日本レクリエーショ
ン協会　監修

学研 790 ｱ



アイデア室内あそび１６０
友だち発見！ ２０分で
できる室内あそび

日本レクリエーショ
ン協会　監修

学研 790 ｱ

アイデア室内あそび１６０
友だち発見！ ４５分も
楽しめる室内あそび

日本レクリエーショ
ン協会　監修

学研 790 ｱ

アイデア室内あそび１６０
友だち発見！ ５分でで
きる室内あそび

日本レクリエーショ
ン協会　監修

学研 790 ｱ

天までひびけ！ドンドコ太鼓 麻生　かづこ 国土社 913 ｱ
カステラ、カステラ！ 明坂　英二 福音館書店 383 ｱ
秋山仁先生のたのしい算数
教室

かた足で体重をはかる
と軽くなる？ 重さと時間

木幡　寛 ポプラ社 410 ｱ

秋山仁先生のたのしい算数
教室

きみもなれる算数パズ
ル・チャンピオン 伝統
的な算数パズル

木幡　寛 ポプラ社 410 ｱ

秋山仁先生のたのしい算数
教室

ジャングルジムは何角
形？ 図形２立体

木幡　寛 ポプラ社 410 ｱ

秋山仁先生のたのしい算数
教室

センチやメートル、どう
やってきめたの？ 単位
と体積

木幡　寛 ポプラ社 410 ｱ

秋山仁先生のたのしい算数
教室

まるいピザと四角いピ
ザ、どっちが大きい？
面積

木幡　寛 ポプラ社 410 ｱ

秋山仁先生のたのしい算数
教室

むかしといま、算数どう
ちがう？ むかしの算
数、いまの算数

木幡　寛 ポプラ社 410 ｱ

秋山仁先生のたのしい算数
教室

一筆書きに秘められた
算数のひ・み・つ 一筆
書きと迷路の算数

木幡　寛 ポプラ社 410 ｱ

秋山仁先生のたのしい算数
教室

算数ならわってもおこら
れない！ 分数と小数

木幡　寛 ポプラ社 410 ｱ

秋山仁先生のたのしい算数
教室

身長と体重はたし算で
きるかな？ 数と計算

木幡　寛 ポプラ社 410 ｱ

カリウドバチの世界 その神秘な行動 有賀　文章 大日本図書 486 ｱ

枯れ木の中の生きものたち
子育て・冬越しから寄生
まで

有賀　文章 大日本図書 486 ｱ

一ふさのぶどう 有島　武郎 偕成社 913 ｱ

秘密指令　月を目指せ！
チャートブックス学習シ
リーズ

縣　秀彦 数研出版 440 ｱ

くさばな 学研 31 ｲ
魚・貝の生態図鑑 学研 31 ｲ
動物の生態図鑑 学研 31 ｲ
ジュニア日本史大図鑑 新しい発見！ 学研 210 ｲ
行ってみよう！京都・奈良図 ポプラ社 290 ｲ
地図と絵でみる世界の遺跡・
名所

ポプラ社 290 ｲ

手話（てことば）の本
いろいろなうごきの手話
名詞＋動詞

あすなろ書房 369 ｲ

手話（てことば）の本
うごきときもちの手話
動詞　形容詞

あすなろ書房 369 ｲ

手話（てことば）の本 おしゃべりの手話 会話 あすなろ書房 369 ｲ
手話（てことば）の本 くらしの手話 名詞 あすなろ書房 369 ｲ
手話（てことば）の本 みぢかな手話 名詞 あすなろ書房 369 ｲ

手話（てことば）の本
音とようすの手話 擬音
語・擬態語

あすなろ書房 369 ｲ

犬とくらす犬と生きるまるごと
犬百科

人と社会のためにはた
らく犬たち１ 盲導犬・聴
導犬・介助犬ほか

金の星社 369 ｲ

犬とくらす犬と生きるまるごと
犬百科

人と社会のためにはた
らく犬たち２ 災害救助
犬・警察犬・麻薬探知

金の星社 369 ｲ



委員会活動アイデア集 飼育委員会 栽培委員 ポプラ社 370 ｲ
委員会活動アイデア集 集会委員会 ポプラ社 370 ｲ
委員会活動アイデア集 新聞委員会 掲示委員 ポプラ社 370 ｲ
委員会活動アイデア集 図書委員会 ポプラ社 370 ｲ
委員会活動アイデア集 代表委員会 ポプラ社 370 ｲ
委員会活動アイデア集 美化・環境委員会 ポプラ社 370 ｲ
委員会活動アイデア集 保健委員会 給食委員 ポプラ社 370 ｲ
委員会活動アイデア集 放送委員会 ポプラ社 370 ｲ
犬とくらす犬と生きるまるごと
犬百科

犬を飼おう！ 飼い方・
しつけ・トレーニング

金の星社 480 ｲ

ハムスターのひとりごと 誠文堂新光社 480 ｲ
漢字のひみつ 学研 810 ｲ
小学館世界の名作 イソップ物語 小学館 908 ｲ
少年少女日本文学館 しろばんば 講談社 908 ｲ

少年少女日本文学館
汚点 春は夜汽車の窓
から

講談社 908 ｲ

日本の名作童話 一つの花 岩崎書店 913 ｲ
ぼくの町は戦場だった ＢＢＣ　編 平凡社 933 ｲ

韓国のお正月
イ　サンヒ　ホン
ソンジュ

岩崎書店 929 ｲ

あめがふるひに… イ・ヘリ くもん出版 923 ｲ
ユンボギの詩（ウタ） あの空にこの便りを イー　ユンボギ 海風社 929 ｲ
新・世界のおばあちゃんの知
恵袋

イーメディア　編 三修社 590 ｲ

金色のかも いぐち　ぶんしゅう 国土社 388 ｲ

カエサルくんとカレンダー
２月はどうしてみじかい
の？

いけがみ　しゅん
いち

福音館書店 449 ｲ

ぼくらのカマキリくん いずみだ　まきこ 童心社 913 ｲ
チェロの木 いせ　ひでこ 偕成社 913 ｲ
ルリユールおじさん いせ　ひでこ 理論社 913 ｲ
もも＆ピーマンのきょうからヒ
ミツの名探偵！

いそ　みゆき ポプラ社 913 ｲ

もも＆ピーマンのなぞの算数
ゆうかい事件！

いそ　みゆき ポプラ社 913 ｲ

イソップ童話 イソップ　原著 偕成社 990 ｲ
だいじょうぶだいじょうぶ いとう　ひろし 講談社 913 ｲ
おねえちゃんって、もうたい
へん！

いとう　みく 岩崎書店 913 ｲ

糸子の体重計 いとう　みく 童心社 913 ｲ

はじめてみんなとかえった日
はるなちゃんと１年３組
の１年間

いながき　ようこ 偕成社 916 ｲ

ながいながいペンギンの話 新・名作の愛蔵版 いぬい　とみこ 理論社 913 ｲ
トビウオのぼうやはびょうきで
す

いぬい　とみこ 金の星社 913 ｲ

みえなくなった赤いスキー いぬい　とみこ 大日本図書 913 ｲ
北極のムーシカミーシカ いぬい　とみこ 理論社 913 ｲ
木かげの家の小人たち いぬい　とみこ 福音館書店 913 ｲ
ウキクサのじゅうたん 小さな植物のちから いぬい　みのる 大日本図書 470 ｲ
のろり　とろり　カタツムリ 観察と実験のいろいろ いぬい　みのる 大日本図書 480 ｲ
ダンゴムシのいくつものふし 日かげの虫の研究 いぬい　みのる 大日本図書 480 ｲ
ミノムシは鬼の子か？ チャミノガの一生 いぬい　みのる 大日本図書 486 ｲ

おとうさんのて
Daddy’ｓ　Hands えいご
のじかん

いのうえ　たかお すずき出版 830 ｲ

乗りものなんでもナンバー１
はじめてのおもしろデー
タブック　４

いのうえ・こーい
ち：監修

ポプラ社 680 ｲ

虫めずる姫ぎみ いまぜき　のぶこ 国土社 388 ｲ
つりがねどろぼう いまにし　すけゆき 国土社 388 ｲ
ＡＢＣのえほん いもと　ようこ 金の星社 830 ｲ



木のなまえノート
知ってそうなの？会え
てなるほど

いわさ　ゆうこ 文化出版局 653 ｲ

こしおれすずめ いわさき　きょうこ 国土社 388 ｲ
いわさきちひろ叙情画集 いわさき　ちひろ 童心社 720 ｲ
ポトフ博士のおかしな発明 いわま　まりこ 岩崎書店 913 ｲ
クラーケンの島 エヴァ・イボットソン 偕成社 933 ｲ

ザラザラくん、どうしたの？
バージニア＝Ａ＝
イエンセン

偕成社 369 ｲ

おばあちゃんのはねまくら ローズ・インペイ 評論社 933 ｲ

昆虫超・びっくりパワー
生きもの超・びっくりパ
ワーきびしい自然に生
きる知恵

安延　尚文 旺文社 486 ｲ

ぼく、目が見えなくても富士
山を撮る

盲導犬アイリーンととも
に

伊志井　桃雲 ポプラ社 369 ｲ

ノラネコの研究 伊沢　雅子 福音館書店 480 ｲ
キノコの世界 伊沢　正名 あかね書房 470 ｲ
コケの世界 伊沢　正名 あかね書房 470 ｲ
キノコの世界　新装版 伊沢　正名 あかね書房 474 ｲ
コケの世界　新装版 伊沢　正名 あかね書房 475 ｲ
ＲＡＮＭＡＲＵ ＹＡ！フロンティア 伊丹　由宇 岩崎書店 913 ｲ
ねこと友だち 伊東　寛 徳間書店 913 ｲ
ちいさないきもの　改訂版 伊藤　ふくお ひかりのくに 480 ｲ
アゲハチョウ 完全変態する昆虫 伊藤　ふくお あかね書房 486 ｲ
おとうさんはげひんです 伊藤　英治　編 岩崎書店 911 ｲ

ディベートをたのしもう
スピーチ・調べ学習にも
チャレンジ

伊藤　園子 さ・え・ら書房 800 ｲ

地球のふしぎ 伊藤　久雄 講談社 450 ｲ
野菊の墓 伊藤　左千夫　原 ぎょうせい 913 ｲ

海の擬態生物
海中生物の美しく不思
議な変身術 子供の科
学・サイエンスブックス

伊藤　勝敏 誠文堂新光社 481 ｲ

草刈り十字軍
足立原貫先生と、わか
ものたち

伊藤　真智子 小峰書店 916 ｲ

自然科学読み物生き物のち
え　１

伊藤　年一
学研教育出版//
学研マーケティン
グ

480 ｲ

自然科学読み物生き物のち
え　２

伊藤　年一
学研教育出版//
学研マーケティン
グ

480 ｲ

自然科学読み物生き物のち
え　３

伊藤　年一
学研教育出版//
学研マーケティン
グ

480 ｲ

自然科学読み物生き物のち
え　４

伊藤　年一
学研教育出版//
学研マーケティン
グ

480 ｲ

自然科学読み物生き物のち
え　５

伊藤　年一
学研教育出版//
学研マーケティン
グ

480 ｲ

卓球 伊藤　繁雄
ベースボール・マ
ガジン社

780 ｲ

つくも神 伊藤　遊 ポプラ社 913 ｲ
鬼の橋 伊藤　遊 福音館書店 913 ｲ
狛犬の佐助　迷子の巻 伊藤　遊 ポプラ社 913 ｲ
災害救助犬レイラ 井上　こみち 講談社 369 ｲ
犬の消えた日 井上　こみち 金の星社 913 ｲ
井上ひさしの子どもにつたえ
る日本国憲法

井上　ひさし 講談社 323 ｲ



プロゴルファー石川遼
夢をかなえる道急がば
回るな スポーツノンフィ
クション

井上　兼行 学習研究社 916 ｲ

のやまのはな 井上　浩 図鑑の北隆館 470 ｲ

中国・四国の方言
調べてみよう暮らしのこ
とば

井上　史雄　監修 ゆまに書房 818 ｲ

ある北の町の１００年のおは
なし

はじめてのテレビ 井上　正治 リブリオ出版 380 ｲ

ある北の町の１００年のおは
なし

はたらきにいくお父さん 井上　正治 リブリオ出版 380 ｲ

魔女の子モッチ 井上　夕香 学研 913 ｲ
ドクターカックは大博士 井尻　正二 新日本出版社 490 ｲ
野尻湖のぞう 井尻　正二 福音館書店 457 ｲ
キャッチセールスを追え！ 一色　悦子 草炎社 913 ｲ

かもとりごんべえ
ゆかいな昔話５０選 岩
波少年文庫　１３

稲田　和子　編 岩波書店 388 ｲ

てのひらの記憶 稲葉　喜久子 草土文化 913 ｲ
発音がわかる！英語の絵本
１　早口ことば・歌

発音がわかる！英語の
絵本

稲葉　茂勝 ポプラ社 830 ｲ

発音がわかる！英語の絵本
２　単語ゲーム

発音がわかる！英語の
絵本

稲葉　茂勝 ポプラ社 830 ｲ

発音がわかる！英語の絵本
３　英語げき

発音がわかる！英語の
絵本

稲葉　茂勝 ポプラ社 830 ｲ

発音がわかる！英語の絵本
４　英会話あそび

発音がわかる！英語の
絵本

稲葉　茂勝 ポプラ社 830 ｲ

発音がわかる！英語の絵本
５　英語の音じてん

発音がわかる！英語の
絵本

稲葉　茂勝 ポプラ社 830 ｲ

池上彰のニュースに登場す
る世界の環境問題　７

人口問題 稲葉　茂勝　訳 さ・え・ら書房 360 ｲ

池上彰のニュースに登場す
る世界の環境問題　８

貧困 稲葉　茂勝　訳 さ・え・ら書房 360 ｲ

池上彰のニュースに登場す
る世界の環境問題　１

気候変動 稲葉　茂勝　訳 さ・え・ら書房 451 ｲ

池上彰のニュースに登場す
る世界の環境問題　６

動物の多様性 稲葉　茂勝　訳 さ・え・ら書房 480 ｲ

池上彰のニュースに登場す
る世界の環境問題　５

健康・病気 稲葉　茂勝　訳 さ・え・ら書房 490 ｲ

池上彰のニュースに登場す
る世界の環境問題　１０

エネルギー 稲葉　茂勝　訳 さ・え・ら書房 501 ｲ

池上彰のニュースに登場す
る世界の環境問題　４

ゴミ 稲葉　茂勝　訳 さ・え・ら書房 519 ｲ

池上彰のニュースに登場す
る世界の環境問題　９

公害 稲葉　茂勝　訳 さ・え・ら書房 519 ｲ

池上彰のニュースに登場す
る世界の環境問題　２

水 稲葉　茂勝　訳 さ・え・ら書房 519 ｲ

池上彰のニュースに登場す
る世界の環境問題　３

食糧 稲葉　茂勝　訳 さ・え・ら書房 611 ｲ

一休
自由奔放・風刺の精神
に生きたとんち小僧

沖山　明徳 新学社・全家研 280 ｲ

モモちゃんと東海道五十三次 岩井　典子
アサヒアートセン
ター

720 ｲ

モモちゃんと富岳三十六景 岩井　典子
アサヒアートセン
ター

720 ｲ

ライオン 岩合　徳光 あかね書房 480 ｲ
野生ゾウの世界 岩合　徳光 あかね書房 480 ｲ
戦火のなかの子どもたち 岩崎　ちひろ 岩崎書店 913 ｲ
わらしべちょうじゃ 岩崎　京子 フレーベル館 388 ｲ
建具職人の千太郎 くもんの児童文学 岩崎　京子 くもん出版 913 ｲ
お父さんの足音 岩崎　京子 ポプラ社 913 ｲ



江戸のなぞ絵　１ いろは・江戸名所　ほか 岩崎　均史 汐文社 721 ｲ
江戸のなぞ絵　２ 虫・動物　ほか 岩崎　均史 汐文社 721 ｲ
やってみなければわからない 岩城　正夫 国土社 400 ｲ
すみ鬼にげた 岩城　範枝 福音館書店 913 ｲ
アルマジロのしっぽ 岩瀬　成子 あかね書房 913 ｲ
ピース・ヴィレッジ 岩瀬　成子 偕成社 913 ｲ
空気がなくなる日 岩倉　政治 ポプラ社 913 ｲ

森の工作図鑑
どんぐり・まつぼっくり
森の工作図鑑　ｖｏｌ．１

岩藤　しおい いかだ社 750 ｲ

クリスマス・正月の工作図鑑
どんぐりまつぼっくり落
花生身近な素材ですぐ
つくれる

岩藤　しおい いかだ社 750 ｲ

海の工作図鑑
貝・石・砂・海草・草花で
つくる

岩藤　しおい いかだ社 750 ｲ

花の工作図鑑
野原と庭に咲く花でつく
る・遊ぶ

岩藤　しおい いかだ社 750 ｲ

森の工作図鑑
落ち葉 森の工作図鑑
ｖｏｌ．２

岩藤　しおい いかだ社 750 ｲ

感じてみよう！味・歯ごたえ・
舌ざわり

発見！おもしろ食シリー
ズ

岩本　聖子 草土文化 590 ｲ

ブーアの森 忌野　清志郎 ＴＯＫＹＯ　ＦＭ出 913 ｲ
ＮＨＫおじゃる丸 おじゃる地球をすくう 犬丸　りん 日本放送出版協 913 ｲ
おみせ 五十嵐　豊子 福音館書店 380 ｲ

ローラ・インガルス
大草原に生きた女性作
家

後藤　ユタカ 小学館 280 ｲ

歩きだす夏 今井　恭子 学研 913 ｲ
ユリのふしぎ 今井　国勝 あかね書房 470 ｲ
ミクロをのぞく 今井　壮一 さ・え・ら書房 540 ｲ

わたしの仕事
心を語る２２９名の人び
と 活字や映像をつくる

今井　美沙子 理論社 366 ｲ

わたしの仕事
心を語る２２９名の人び
と 教える人学ぶ人

今井　美沙子 理論社 366 ｲ

わたしの仕事
心を語る２２９名の人び
と 自然のめぐみや喜び
を売る人

今井　美沙子 理論社 366 ｲ

わたしの仕事
心を語る２２９名の人び
と 生きるエネルギー売

今井　美沙子 理論社 366 ｲ

わたしの仕事
心を語る２２９名の人び
と 生活の場所をつくる

今井　美沙子 理論社 366 ｲ

わたしの仕事
心を語る２２９名の人び
と 生活を楽しく豊かに
する人

今井　美沙子 理論社 366 ｲ

わたしの仕事
心を語る２２９名の人び
と 伝統を守る人

今井　美沙子 理論社 366 ｲ

わたしの仕事
心を語る２２９名の人び
と 日常の生活を支える

今井　美沙子 理論社 366 ｲ

わたしの仕事
心を語る２２９名の人び
と 味を求める人

今井　美沙子 理論社 366 ｲ

わたしの仕事
心を語る２２９名の人び
と 命と健康を守る人

今井　美沙子 理論社 366 ｲ

わたしの仕事 生きる基本を支える人 今井　美沙子 理論社 366 ｲ
わたしの仕事 製造にかかわる人 今井　美沙子 理論社 366 ｲ
わたしの仕事 創造し伝える人 今井　美沙子 理論社 366 ｲ
わたしの仕事 暮らしを守る人 今井　美沙子 理論社 366 ｲ

三河のエジソン
障害を克服する自助具
の発明家　加藤源重

今関　信子 佼成出版社 289 ｲ

ぼくらが作った「いじめ」の映
画

「いじめ」を演じて知った
本当の友情

今関　信子 佼成出版社 916 ｲ



地雷の村で「寺子屋」づくり
カンボジアひとりＮＧＯ・
栗本英世の挑戦

今関　信子 ＰＨＰ研究所 916 ｲ

永遠に捨てない服が着たい
太陽の写真家と子ども
たちのエコ革命

今関　信子 汐文社 916 ｲ

まんがで学習　知っておきた
い経済用語

今橋　さとし　編・
画

あかね書房 330 ｲ

なんででんねん天満はん 天神祭 今江　祥智 童心社 913 ｲ
ちょうちょむすび 今江　祥智 ＢＬ出版 913 ｲ
ほのおの夜 今江　祥智 理論社 913 ｲ
わらいねこ 今江　祥智 理論社 913 ｲ
兄ちゃんのいた夏 今江　祥智 理論社 913 ｲ
物語１００ 今江祥智 今江　祥智 理論社 913 ｲ
雑木林のコレクション 今森　光彦 フレーベル館 452 ｲ
ダンゴムシ 今森　光彦 アリス館 480 ｲ
チョウとアリ ふしぎな約束 今森　光彦 平凡社 486 ｲ
フンを食べる虫 保育室のひみつ 今森　光彦 平凡社 486 ｲ
むし　改訂版 今森　光彦 ひかりのくに 486 ｲ
空とぶ宝石トンボ 今森　光彦 福音館書店 486 ｲ
やまおやじ 季節がめぐる命がめぐ 今森　光彦 小学館 913 ｲ

少年ＮＰＯ「ＷＡＮ　ＰＥＡＣＥ」
ぼくたちが犬をころさな
くちゃならない日

今西　乃子 新日本出版社 913 ｲ

犬たちをおくる日

この命、灰になるため
に生まれてきたんじゃな
い ノンフィクション知ら
れざる世界

今西　乃子 金の星社 916 ｲ

命がこぼれおちる前に
収容された犬猫の命を
つなぐ人びと

今西　乃子 佼成出版社 916 ｲ

ハコちゃん あるハンノキの話ほか 今西　祐行 実業之日本社 913 ｲ
ヒロシマの歌 フォア文庫　Ｂ 今西　祐行 岩崎書店 913 ｲ
いればをしたロバの話 今西　祐行 金の星社 913 ｲ
おにさんはどこにいる 今西　祐行 あすなろ書房 913 ｲ
おもちは　なぜ　ふくれるの 今西　祐行 あすなろ書房 913 ｲ
コン太のシッポ物語 今西　祐行 大日本図書 913 ｲ
すみれ島 今西　祐行 偕成社 913 ｲ
なたねじぞう 今西　祐行 あすなろ書房 913 ｲ
にじのはしがかかるとき 今西　祐行 あすなろ書房 913 ｲ
ぬまをわたるカワセミ 今西　祐行 あすなろ書房 913 ｲ
ハコちゃん 今西　祐行 あすなろ書房 913 ｲ
ハマヒルガオのちいさな海 今西　祐行 あすなろ書房 913 ｲ
一つの花 今西　祐行 あすなろ書房 913 ｲ
一つの花 今西　祐行 ポプラ社 913 ｲ
空のひつじかい 今西　祐行 あすなろ書房 913 ｲ
土のふえ 今西　祐行 岩崎書店 913 ｲ
肥後の石工 今西　祐行 講談社 913 ｲ
モグラ 地下の宇宙ステーショ 今泉　吉晴 平凡社 480 ｲ

いちばん！の図鑑 今泉　忠明

学研教育出版//
学研マーケティン
グ//学研マーケ
ティング

31 ｲ

鳥超・びっくりパワー
生きもの超・びっくりパ
ワーきびしい自然に生
きる知恵

今泉　忠明 旺文社 480 ｲ

動物超・びっくりパワー
生きもの超・びっくりパ
ワーきびしい自然に生
きる知恵

今泉　忠明 旺文社 480 ｲ

動物のひみつ 今泉　忠明　監修 学研 480 ｲ
こぎつねキッペのはるのうた 今村　葦子 ポプラ社 913 ｲ
ザリガニ同盟 今村　葦子 学研 913 ｲ



まるごと犬百科
人と社会のためにはた
らく犬たち２ 災害救助
犬・警察犬・麻薬探知

坂井　貞雄 金の星社 369 ｲ

考えてみよう！保存食と食品
の安全

発見！おもしろ食シリー
ズ

山岡　寛人 草土文化 590 ｲ

調べてみよう！食品の流通
発見！おもしろ食シリー
ズ

山岡　寛人 草土文化 590 ｲ

みみずのたいそう 詩はともだち 市河　紀子　編 のら書店 911 ｲ
阿波池田の民話 徳島 市原　麟一郎　編 国土社 388 ｲ
ゲンゴロウ 田んぼの生きものたち 市川　憲平 農山漁村文化協 486 ｲ
よるの美容院 市川　朔久子 講談社 913 ｲ
ケイゾウさんは四月がきらい
です。

福音館創作童話シリー
ズ

市川　宣子 福音館書店 913 ｲ

きのうの夜、おとうさんがおそ
く帰った、そのわけは…

市川　宣子
ひさかたチャイル
ド

913 ｲ

フレッチャーさんの大発見 市来　英雄 医歯薬出版 490 ｲ
詩なんか知らないけど 糸井重里詩集 糸井　重里 大日本図書 911 ｲ
ママはウルトラあわてんぼ 糸川　京子 岩崎書店 913 ｲ
まるごと犬百科 犬の生態図鑑 蒔田　和典 金の星社 480 ｲ
犬とくらす犬と生きるまるごと
犬百科

犬の生態図鑑 蒔田　和典 金の星社 480 ｲ

伊能忠敬 足で日本を測る 小西　聖一 理論社 280 ｲ
ハヤブサの四季　新装版 松田　忠徳 あかね書房 488 ｲ

まるごと犬百科
犬を飼おう！ 飼い方・
しつけ・トレーニング

森脇　和男 金の星社 480 ｲ

石川啄木
病と貧しさにたちむか
い、文学一筋に生きた
天才詩人

真鍋　呉夫 新学社・全家研 280 ｲ

ロビン・フッドの冒険 イギリス伝説 生田　信夫　訳 集英社 908 ｲ
アリに知恵はあるか？ 石井　象二郎 偕成社 486 ｲ
イラガのマユのなぞ 石井　象二郎 偕成社 486 ｲ
手づくりの年賀状とカード 石井　正子 誠文堂新光社 720 ｲ
ウミガメ 海から来たお客さん 石井　正敏 平凡社 480 ｲ
見直そう！食と人とのつなが
り・スローフード

発見！おもしろ食シリー
ズ

石井　智恵美 草土文化 590 ｲ

イギリスとアイルランドの昔 石井　桃子　編訳 福音館書店 388 ｲ
すみれちゃん 石井　睦美 偕成社 913 ｲ
すみれちゃんのあついなつ 石井　睦美 偕成社 913 ｲ
すみれちゃんは一年生 石井　睦美 偕成社 913 ｲ
ビッグバンのてんじくネズミ 石井　睦美 文渓堂 913 ｲ
友だち貸します Ｄｏｗｎｔｏｗｎ通信 石原　てるこ ポプラ社 913 ｲ
ウンチをしたのはだーれ？ 石原　誠 大日本図書 480 ｲ
盲導犬クイールの一生 石黒　謙吾 文藝春秋 369 ｲ
なぞなぞギャング団 だじゃれモン次郎　１ 石崎　洋司 講談社 913 ｲ
なぞなぞゆうれい船 だじゃれモン次郎　２ 石崎　洋司 講談社 913 ｲ
なぞなぞドラゴン島 だじゃれモン次郎　３ 石崎　洋司 講談社 913 ｲ

平家物語
猛将、闘将、悲劇の貴
公子たちが火花をちら

石崎　洋司 岩崎書店 913 ｲ

ハデル聖戦記 石崎　洋司 岩崎書店 913 ｲ
世界の果ての魔女学校 石崎　洋司 講談社 913 ｲ
手塚治虫 未来からの使者 石子　順 童心社 910 ｲ

嵐の中の少女
中国少年が出会った日
本人

石上　正夫 あすなろ書房 916 ｲ

夢 啄木・中也・道造詞華 石川　啄木　ほか 岩崎書店 911 ｲ

環境と健康といのち
食中毒Ｏ１５７・ダイオ
キシン

石川　哲也 学研 490 ｲ

阿波のタヌキのお話 石川　舒子 東銀座出版社 913 ｲ

ゴミから地球をかんがえる
リサイクルにとりくむ七
人のゴミなかまたち

石沢　清史 偕成社 916 ｲ



ことばあそび玉手箱 石津　ちひろ 小学館 807 ｲ

ことばあそびえほん
さかさまはやくちならべ
かえ

石津　ちひろ のら書店 911 ｲ

まんが俳句なんでも事典 石塚　修 金の星社 911 ｲ

ことばの達人
ことわざ・慣用句・四字
熟語

石田　佐久馬 講談社 810 ｲ

漢字の達人 石田　佐久馬 講談社 810 ｲ
イチロー魂の言葉　増補改訂
版

１９７３～２００９ 石田　靖司 アールズ出版 783 ｲ

元気がでる詩３年生
赤岡　江里子　ほ
か著

理論社 911 ｲ

サッコがいく 泉　啓子 童心社 913 ｲ
ジュニア地球白書　２０１０－
１１

ワールドウォッチ研究
所

泉　太郎
ワールドウォッチ
ジャパン

519 ｲ

植物超・びっくりパワー
生きもの超・びっくりパ
ワーきびしい自然に生
きる知恵

大場　秀章 旺文社 470 ｲ

こうすれば発表がうまくなる こどもスーパー新書 池上　彰 小学館 800 ｲ
ニュースの現場で考える 池上　彰 岩崎書店 916 ｲ
食べてみよう！つみ草・ハー
ブ・郷土食

発見！おもしろ食シリー
ズ

池上　保子 草土文化 590 ｲ

虹の谷のスーパーマーケット 池川　恵子 ひくまの出版 913 ｲ
元気がでる詩４年生 池田　夏子　ほか 理論社 911 ｲ

タヌキはぼくのたからもの
タヌキ博士ばかしあい
の２０年

池田　啓 ポプラ社 916 ｲ

世界がもし１００人の村だっ
たら　３　たべもの編

世界がもし１００人の村
だったら

池田　香代子　編 マガジンハウス 726 ｲ

世界がもし１００人の村だっ
たら　４　子ども編

世界がもし１００人の村
だったら

池田　香代子　編 マガジンハウス 726 ｲ

こちら葛飾区亀有公園前派
出所両さんの日本史大達人

鎌倉時代～江戸時代
前期 満点ゲットシリー

池田　俊一 集英社 210 ｲ

こちら葛飾区亀有公園前派
出所両さんの日本史大達人

江戸時代後期～現代
満点ゲットシリーズ

池田　俊一 集英社 210 ｲ

こちら葛飾区亀有公園前派
出所両さんの日本史大達人

縄文時代～平安時代
満点ゲットシリーズ

池田　俊一 集英社 210 ｲ

こちら葛飾区亀有公園前派
出所両さんの地図大達人

満点ゲットシリーズ 池田　俊一 集英社 290 ｲ

こちら葛飾区亀有公園前派
出所両さんの国のしくみ大達

憲法から地方自治まで
満点ゲットシリーズ

池田　俊一 集英社 310 ｲ

こちら葛飾区亀有公園前派
出所両さんのまんぷくかけ算
わり算

満点ゲットシリーズ 池田　俊一 集英社 410 ｲ

こちら葛飾区亀有公園前派
出所両さんの天体大達人

満点ゲットシリーズ 池田　俊一 集英社 440 ｲ

こちら葛飾区亀有公園前派
出所両さんの気象大達人

満点ゲットシリーズ 池田　俊一 集英社 451 ｲ

こちら葛飾区亀有公園前派
出所両さんの恐竜大達人

恐竜の不思議がなんで
もわかる 満点ゲットシ
リーズ

池田　俊一 集英社 457 ｲ

こちら葛飾区亀有公園前派
出所両さんの生物大達人

植物から、ほ乳類、昆
虫、は虫類、両生類な
ど… 満点ゲットシリー

池田　俊一 集英社 460 ｲ

こちら葛飾区亀有公園前派
出所両さんの昆虫大達人

満点ゲットシリーズ 池田　俊一 集英社 486 ｲ

こちら葛飾区亀有公園前派
出所両さんの人体大探検

満点ゲットシリーズ 池田　俊一 集英社 490 ｲ

こちら葛飾区亀有公園前派
出所両さんのクイズ大達人

図形・科学・記憶・言葉
ほか考える力をつける
満点ゲットシリーズ

池田　俊一 集英社 790 ｲ



貝の図鑑＆採集ガイド
見て、さわって、不思議
を学ぶ！

池田　等 実業之日本社 484 ｲ

解かれた封印
妖界ナビ・ルナ　愛蔵版
１

池田　美代子 岩崎書店 913 ｲ

黄金に輝く月
妖界ナビ・ルナ　愛蔵版
１０

池田　美代子 岩崎書店 913 ｲ

人魚のすむ町
妖界ナビ・ルナ　愛蔵版
２

池田　美代子 岩崎書店 913 ｲ

黒い森の迷路
妖界ナビ・ルナ　愛蔵版
３

池田　美代子 岩崎書店 913 ｲ

火をふく魔物
妖界ナビ・ルナ　愛蔵版
４

池田　美代子 岩崎書店 913 ｲ

光と影の戦い
妖界ナビ・ルナ　愛蔵版
５

池田　美代子 岩崎書店 913 ｲ

赤い花の精霊
妖界ナビ・ルナ　愛蔵版
６

池田　美代子 岩崎書店 913 ｲ

青き龍の秘宝
妖界ナビ・ルナ　愛蔵版
７

池田　美代子 岩崎書店 913 ｲ

白銀に光る剣
妖界ナビ・ルナ　愛蔵版
８

池田　美代子 岩崎書店 913 ｲ

なぞの黒い杖
妖界ナビ・ルナ　愛蔵版
９

池田　美代子 岩崎書店 913 ｲ

新妖界ナビ・ルナ　７ 空と月の幻惑 池田　美代子 講談社 913 ｲ
新妖界ナビ・ルナ　１　ガラス
の指輪

講談社青い鳥文庫　２６
８－５

池田　美代子 講談社 913 ｲ

新妖界ナビ・ルナ　２　水底に
沈む涙

講談社青い鳥文庫　２６
８－７

池田　美代子 講談社 913 ｲ

新妖界ナビ・ルナ　３　星夜に
甦る剣

講談社青い鳥文庫　２６
８－９

池田　美代子 講談社 913 ｲ

新妖界ナビ・ルナ　４ 池田　美代子 講談社 913 ｲ
新妖界ナビ・ルナ　５ 池田　美代子 講談社 913 ｲ
新妖界ナビ・ルナ　６ 池田　美代子 講談社 913 ｲ
新妖界ナビ・ルナ　８ 池田　美代子 講談社 913 ｲ
南の島のティオ 池澤　夏樹 講談社 913 ｲ

日本列島の大研究
なぜ、自然災害が多い
の？　なりたち、地形か
ら気候まで

猪郷　久義：監修 ＰＨＰ研究所 450 ｲ

テングの庭 猪野　省三 大日本図書 913 ｲ
犬とくらす犬と生きるまるごと
犬百科６　犬とかかわる仕事
がしたい！

犬とかかわる仕事がし
たい！

辻　秀雄 金の星社 480 ｲ

伊能忠敬
測量に歩いた距離は地
球一周分

藤原　稔裕 草土文化 280 ｲ

子ども日本風土記 香川
日本作文の会　編
集

岩崎書店 90 ｲ

子ども日本風土記 茨城
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

子ども日本風土記 岩手
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

子ども日本風土記 宮城
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

子ども日本風土記 群馬
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

子ども日本風土記 埼玉
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

子ども日本風土記 秋田
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

子ども日本風土記 新潟
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ



子ども日本風土記 神奈川
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

子ども日本風土記 青森
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

子ども日本風土記 千葉
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

子ども日本風土記 東京
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

子ども日本風土記 栃木
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

子ども日本風土記 富山
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

子ども日本風土記 福島
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

子ども日本風土記 北海道
日本作文の会　編
集

岩崎書店 291 ｲ

まるごと犬百科
人と社会のためにはた
らく犬たち１ 盲導犬・聴
導犬・介助犬

日本補助犬協会 金の星社 369 ｲ

フシギ症候群 ＹＡ！フロンティア 板橋　雅弘 岩崎書店 913 ｲ
フシギ伝染 ＹＡ！フロンティア 板橋　雅弘 岩崎書店 913 ｲ
パパのしごとはわるものです 板橋　雅弘 岩崎書店 913 ｲ
日本史たのしく学ぶ法 板倉　聖宣 国土社 210 ｲ
花と実のなぞ 板倉　聖宣 国土社 470 ｲ
調べてみようわたしたちの食
べもの

キャベツとはくさい 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｲ

調べてみようわたしたちの食
べもの

じゃがいも 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｲ

調べてみようわたしたちの食
べもの

だいず 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｲ

調べてみようわたしたちの食
べもの

たまご 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｲ

調べてみようわたしたちの食
べもの

みかんとりんご 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｲ

調べてみようわたしたちの食
べもの

メロン 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｲ

調べてみようわたしたちの食
べもの

牛乳と肉 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｲ

調べてみようわたしたちの食
べもの

魚 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｲ

調べてみようわたしたちの食
べもの

小麦 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｲ

調べてみようわたしたちの食
べもの

米 板倉　聖宣　監修 小峰書店 610 ｲ

めざせ！フィールド観察の達 飯村　茂樹 偕成社 468 ｲ
日本と世界のちがいを考える
本

国際理解にやくだつ 世
界の中の日本の歴史

飯塚　峻　監修 ポプラ社 210 ｲ

日本と世界のちがいを考える
本

国際理解にやくだつ 世
界とくらべる日本の自
然と国土

飯塚　峻　監修 ポプラ社 291 ｲ

日本と世界のちがいを考える
本

国際理解にやくだつ 世
界とくらべる日本の経

飯塚　峻　監修 ポプラ社 300 ｲ

日本と世界のちがいを考える
本

国際理解にやくだつ 世
界とくらべる日本の文
化と生活

飯塚　峻　監修 ポプラ社 300 ｲ

日本と世界のちがいを考える
本

国際理解にやくだつ 世
界とくらべる日本人って
こんな人々

飯塚　峻　監修 ポプラ社 300 ｲ



日本と世界のちがいを考える
本

国際理解にやくだつ 世
界の中での日本のこれ
から

飯塚　峻　監修 ポプラ社 300 ｲ

日本と世界のちがいを考える
本

国際理解にやくだつ 日
本の常識　世界の常識

飯塚　峻　監修 ポプラ社 300 ｲ

日本と世界のちがいを考える
本

国際理解にやくだつ 世
界とくらべる日本の産
業と技術

飯塚　峻　監修 ポプラ社 600 ｲ

くさはらだより 飯塚　須磨子
リーブル（地方
小）//地方・小出
版流通センター

911 ｲ

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 501 ｲ

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 501 ｲ

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 501 ｲ

おまけ鳥 飯田　朋子 新日本出版社 913 ｲ

虫封じ みんなの健康
飯田中央農業協
同組合広報課

農山漁村文化協
会

380 ｲ

おかいこさま むかしの「蚕飼い」
飯田中央農業協
同組合広報課

農山漁村文化協
会

380 ｲ

夜田打 むかしの「麦作り」
飯田中央農業協
同組合広報課

農山漁村文化協
会

380 ｲ

おさなぶり むかしの「米作り」
飯田中央農業協
同組合広報課

農山漁村文化協
会

380 ｲ

石の語り部 むらの歴史
飯田中央農業協
同組合広報課

農山漁村文化協
会

380 ｲ

むらの碑 協同組合の歴史
飯田中央農業協
同組合広報課

農山漁村文化協
会

380 ｲ

いろり 農家のくらし　１
飯田中央農業協
同組合広報課

農山漁村文化協
会

380 ｲ

もらい風呂 農家のくらし　２
飯田中央農業協
同組合広報課

農山漁村文化協
会

380 ｲ

こばし休み むらの仕来たり　１
飯田中央農業協
同組合組織広報

農山漁村文化協
会

380 ｲ

むら祭り むらの仕来たり　２
飯田中央農業協
同組合組織広報

農山漁村文化協
会

380 ｲ

調べ学習にやくだつわたした
ちの生活と産業

ＴＶゲームをつくる ドラ
クエⅥができるまで

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

調べ学習にやくだつわたした
ちの生活と産業

テレビ番組をつくる ＮＨ
Ｋ・朝のニュース番組

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

調べ学習にやくだつわたした
ちの生活と産業

トラックではこぶ 宅配
便とピーマンの旅

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

国際理解に役立つわたした
ちのくらしと世界の産業

わたしたちのくらしを豊
かにする工業製品 国
際理解に役立つわたし
たちのくらしと世界の産

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

国際理解に役立つわたした
ちのくらしと世界の産業

わたしたちの住まいと
輸出入 国際理解に役
立つわたしたちのくらし
と世界の産業

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

国際理解に役立つわたした
ちのくらしと世界の産業

わたしたちの食生活と
世界の産業　肉・魚 国
際理解に役立つわたし
たちのくらしと世界の産

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ



国際理解に役立つわたした
ちのくらしと世界の産業

わたしたちの食生活と
世界の産業　米・野菜
国際理解に役立つわた
したちのくらしと世界の

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

調べ学習にやくだつわたした
ちの生活と産業

飲み物をつくる ジュー
スとビール

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

国際理解に役立つわたした
ちのくらしと世界の産業

国際理解に役立つわた
したちのくらしと世界の

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

調べ学習にやくだつわたした
ちの生活と産業

自動車をつくる 豊田市
の自動車工業

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

調べ学習にやくだつわたした
ちの生活と産業

食品を輸入する エビと
牛肉の輸入

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

調べ学習にやくだつわたした
ちの生活と産業

水産業ではたらく 長崎
漁港の漁業

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

国際理解に役立つわたした
ちのくらしと世界の産業

世界と日本をむすぶ経
済と流通のしくみ 国際
理解に役立つわたした
ちのくらしと世界の産業

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

国際理解に役立つわたした
ちのくらしと世界の産業

世界のくらしを支えるエ
ネルギー産業 国際理
解に役立つわたしたち
のくらしと世界の産業

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

国際理解に役立つわたした
ちのくらしと世界の産業

世界のくらしを変える情
報産業 国際理解に役
立つわたしたちのくらし
と世界の産業

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

調べ学習にやくだつわたした
ちの生活と産業

伝統的な技術をいかす
備前焼をつくる

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

調べ学習にやくだつわたした
ちの生活と産業

野菜とくだものをつくる
岩井のレタスと宇和島
のみかん

飯島　博 ポプラ社 600 ｲ

調べ学習にやくだつわたした
ちの生活と産業

米をつくる 庄内平野の
米づくり

飯島　博 ポプラ社 610 ｲ

将棋
ゼッタイできる！！ 実
戦編

飯島　博 ポプラ社 790 ｲ

囲碁
ゼッタイできる！！ 入
門編

飯島　博 ポプラ社 790 ｲ

将棋
ゼッタイできる！！ 入
門編

飯島　博 ポプラ社 790 ｲ

アトム博士のたのしい化学探
検

まんが 飯野　睦毅 東陽出版 430 ｲ

魚と水の生きもの超・びっくり
パワー

生きもの超・びっくりパ
ワーきびしい自然に生
きる知恵

武田　正倫 旺文社 480 ｲ

一休 木暮　正夫 ポプラ社 280 ｲ
わたしのひよこ 礒　みゆき ポプラ社 913 ｲ
総合的学習調べよう身近な
自然

役に立つデータ 学研 2 ｳ

総合的学習調べよう身近な
自然

役に立つデータ集 学研 2 ｳ

がくしゅう大図鑑
なぜかな…？わかっ
た！！ いきものの飼育
と観察

世界文化社 31 ｳ

総合的学習調べよう身近な
自然

光を調べる 学研 420 ｳ

総合的学習調べよう身近な
自然

土を調べる 学研 450 ｳ

総合的学習調べよう身近な
自然

水を調べる 学研 452 ｳ



総合的学習調べよう身近な
自然

木を調べる 学研 470 ｳ

うみのかくれんぼ ひさかたチャイル 481 ｳ
地球環境白書 「異常気象」最新レポー 学研 519 ｳ
地球環境白書 今「ゴミ」が危ない 学研 519 ｳ
地球環境白書 今「子供」が危ない 学研 519 ｳ

地球環境白書
今「食」が危ない　ＰＡＲ
Ｔ２ 何を食べたらいい

学研 519 ｳ

地球環境白書

今「食」が危ない 農薬
汚染食品／有毒奇形
養殖魚／放射能汚染
食品／食品添加物／
食物アレルギー／飲料
水汚染／輸入食品徹
底チェック／安全な食Ｑ

学研 519 ｳ

地球環境白書 今「水」が危ない 学研 519 ｳ
地球環境白書 今「水道水」が危ない 学研 519 ｳ

地球環境白書

今「日本」が汚染されて
いる アスベスト汚染／
産業廃棄物／放射能
汚染／酸性雨／ゴルフ
場汚染／ハイテク汚染
／地下水・河川汚染／
ゴミの有毒物質／洗剤
汚染／乾電池汚染／
遺伝子汚染／日本の
ハイテクは地球を救え

学研 519 ｳ

あしながおじさん Ｊ・ウェブスター 岩崎書店 933 ｳ
フランダースの犬 ウィーダ ポプラ社 908 ｳ
フランダースの犬 読む世界名作劇場 ウィーダ 文渓堂 933 ｳ
クリスマスの天使 ウィギン　原作 偕成社 908 ｳ
ねこのタビサ ウィルソン 富山房 933 ｳ
あしながおじさん ウエブスター ポプラ社 908 ｳ
ひとしずくの水 ウォルター・ウィッ あすなろ書房 435 ｳ

おりづるの旅
さだこの祈りをのせて
ＰＨＰにこにこえほん

うみの　しほ ＰＨＰ研究所 913 ｳ

折り鶴は世界にはばたいた
平和への祈り・折り鶴を
めぐる人びとの物語

うみの　しほ ＰＨＰ研究所 916 ｳ

花に埋もれた家 子どものための詩集 ウリ文化研究所 素人社 929 ｳ

火のくつと風のサンダル
ウルズラ・ウェル
フェル

童話館出版 943 ｳ

ともだちのしるしだよ
カレン・リン・ウィリ
アムズ

岩崎書店 933 ｳ

ガリバー旅行記
角川つばさ文庫　Ｃ　う
１－１

サラ・ウィルソン 角川書店 933 ｳ

ぼくの犬キング
サンドール＝Ｓ＝
ウォーバーグ

偕成社 933 ｳ

足ながおじさん ジーン・ウェブス 集英社 908 ｳ

私のあしながおじさん 読む世界名作劇場
ジーン・ウェブス
ター　原著

文渓堂 933 ｳ

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

晶文社 933 ｳ

番号のいれずみ
ジャン＝ピエール・
ヴィトリ

平和のアトリエ 953 ｳ

野ねずみハツラツは消防士 ジャン・ウォール あかね書房 933 ｳ

アフガニスタン
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

スーザン・ウィット
フィールド

ほるぷ出版 290 ｳ

エジプト
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

セリーナ・ウッド ほるぷ出版 290 ｳ



ブルーバック ティム・ウィントン さえら書房 933 ｳ

車の上にゾウがいる！？
ジェレミー・ジェームズ
のおはなし

デービッド・ヘン
リー・ウィルソン

佑学社 933 ｳ

トラップ一家物語
ハンス・ヴィルヘル
ム

平和のアトリエ 933 ｳ

ヴェルディ 太陽のアリア ひの　まどか リブリオ出版 280 ｳ

カナダ
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ブライアン・ウィリ
アムズ

ほるぷ出版 290 ｳ

スクーターでジャンプ！
ベラ・Ｂ・ウィリアム
ズ

あかね書房 933 ｳ

ぶたふたたび ユリア・ヴォリ 文渓堂 933 ｳ

たいせつなかんけい
おじいさん、おばあさん
と仲良くする９つの方法

ルース．Ｋ．ウェス
トハイマー

講談社 369 ｳ

目で見る化学 １１１種の元素をさぐる
ロバート・ウィンスト
ン

さえら書房 431 ｳ

弟の戦争
ロバート・ウェス
トール

徳間書店 933 ｳ

セミ神さまのお告げ　アイヌ
の昔話より

アイヌの昔話より 日本
傑作絵本シリーズ

宇梶　静江 福音館書店 388 ｳ

エコＱ＆Ａ１００　２ エコＱ＆Ａ１００ 宇津木　真紀 ポプラ社 519 ｳ
ふたりのランナー まだ友だちじゃない 宇田川　優子 ポプラ社 913 ｳ
リンダリンダがとまらない 宇部京子詩集 詩の風 宇部　京子 理論社 911 ｳ

ニュースの大研究
報道のしくみがよくわか
る　どうつくり、どう伝え
てる？

碓井　広義 ＰＨＰ研究所 360 ｳ

シーラカンスとぼくらの冒険 歌代　朔 あかね書房 913 ｳ

安藤百福
インスタントラーメンを
発明した実業家

海野　そら太 集英社 289 ｳ

昆虫たちの変態
成長のたびに姿を変え
るのは何のため？

海野　和男 誠文堂新光社 460 ｳ

海野和男のさがしてムシハカ
セ

さがそう！かくれる虫
海野和男のさがしてム
シハカセ

海野　和男 偕成社 486 ｳ

海野和男のさがしてムシハカ
セ

さがそう！ちがう虫 海
野和男のさがしてムシ
ハカセ

海野　和男 偕成社 486 ｳ

海野和男のさがしてムシハカ
セ

さがそう！まねする虫
海野和男のさがしてム
シハカセ

海野　和男 偕成社 486 ｳ

カブトムシ 昆虫と雑木林 海野　和男 あかね書房 486 ｳ

なにたべてるの
虫の食事 ムシとあそぼ
う海野和男のムシシシ
シ　４

海野　和男 新日本出版社 486 ｳ

おおきくなると
虫の親子 ムシとあそぼ
う海野和男のムシシシ
シ　２

海野　和男 新日本出版社 486 ｳ

さわってみよう
虫の変化 ムシとあそぼ
う海野和男のムシシシ
シ　３

海野　和男 新日本出版社 486 ｳ

さがしてみよう
虫は忍者 ムシとあそぼ
う海野和男のムシシシ
シ　１

海野　和男 新日本出版社 486 ｳ

よくみてみよう
虫は宝石 ムシとあそぼ
う海野和男のムシシシ
シ　５

海野　和男 新日本出版社 486 ｳ

虫のかくれんぼ 海野　和男 福音館書店 486 ｳ
林と虫たちの一年 海野　和男 岩崎書店 486 ｳ

ふしぎふしぎ動物ランド 環境と適応
海野　和男　ほか
編著

大日本図書 480 ｳ



炎路を行く者 守り人作品集 上橋　菜穂子 偕成社 913 ｳ

流れ行く者
守り人短編集 偕成社
ワンダーランド　３６

上橋　菜穂子 偕成社 913 ｳ

獣の奏者　１　闘蛇編 獣の奏者 上橋　菜穂子 講談社 913 ｳ
獣の奏者　２　王獣編 獣の奏者 上橋　菜穂子 講談社 913 ｳ
獣の奏者　３　探求編 獣の奏者 上橋　菜穂子 講談社 913 ｳ
獣の奏者　４　完結編 獣の奏者 上橋　菜穂子 講談社 913 ｳ

神の守り人　帰還編
偕成社ワンダーランド
２９

上橋　菜穂子 偕成社 913 ｳ

天と地の守り人　第１部
偕成社ワンダーランド
３２

上橋　菜穂子 偕成社 913 ｳ

天と地の守り人　第２部
偕成社ワンダーランド
３３

上橋　菜穂子 偕成社 913 ｳ

天と地の守り人　第３部
偕成社ワンダーランド
３４

上橋　菜穂子 偕成社 913 ｳ

獣の奏者　外伝 刹那 上橋　菜穂子 講談社 913 ｳ
闇の守り人 上橋　菜穂子 偕成社 913 ｳ
虚空の旅人 上橋　菜穂子 偕成社 913 ｳ
神の守り人　来訪編 上橋　菜穂子 偕成社 913 ｳ
精霊の守り人 上橋　菜穂子 偕成社 913 ｳ
夢の守り人 上橋　菜穂子 偕成社 913 ｳ
あかりのない夜 上坂　高生 童心社 913 ｳ
かわいい猫の育て方と手入 はじめてでも安心 上杉　富江　監修 ナツメ社 480 ｳ
この街の夜 上田　英津子 ＢＬ出版 913 ｳ
作文わくわく教室 植垣　一彦 さ・え・ら書房 816 ｳ

お金の大常識
これだけは知っておき
たい　１４

内海　準二 ポプラ社 330 ｳ

まんがことわざなんでも事典 内田　玉男 金の星社 810 ｳ
まんがで学習おぼえておきた
いきまりことば（慣用句）事典

内田　玉男 あかね書房 810 ｳ

いのちをいただく 内田　美智子 西日本新聞社 913 ｳ
身のまわりのふしぎサイエン
ス　１

内田　麻理香 岩崎書店 407 ｳ

きんじょのきんぎょ
内田麟太郎詩集 詩の
風景

内田　麟太郎 理論社 911 ｳ

かきやまぶし 狂言えほん　２ 内田　麟太郎 ポプラ社 913 ｳ
ともだちや 内田　麟太郎 偕成社 913 ｳ
ぶす 狂言えほん　１ 内田　麟太郎 ポプラ社 918 ｳ
かたつむり 狂言えほん　３ 内田　麟太郎 ポプラ社 918 ｳ
かみなり 狂言えほん　４ 内田　麟太郎 ポプラ社 918 ｳ
うそなき 狂言えほん　５ 内田　麟太郎 ポプラ社 918 ｳ
こども世界の民話　下 内田　莉莎子　他 実業之日本社 388 ｳ
こども世界の民話　上 内田　莉莎子　他 実業之日本社 388 ｳ
ランドセルは海を越えて 内堀　タケシ ポプラ社 372 ｳ

鉄道の大常識
これだけは知っておき
たい　３７

梅原　淳 ポプラ社 680 ｳ

うわさごと 梅田　俊作 汐文社 913 ｳ
しらんぷり 梅田　俊作 ポプラ社 913 ｳ
とらねことじいちゃん 梅田　俊作 ポプラ社 913 ｳ

植村直己
エベレストから極点まで
をかけぬけた冒険家

本庄　敬 小学館 280 ｳ

第二次世界大戦
ヒロシマ・ナガサキの原
爆

太平出版社 210 ｴ

第二次世界大戦 ヨーロッパ戦線 太平出版社 210 ｴ
第二次世界大戦 戦争下の市民生活 太平出版社 210 ｴ
第二次世界大戦 戦争下の南アジア 太平出版社 210 ｴ
第二次世界大戦 太平洋戦争Ⅰ 太平出版社 210 ｴ
第二次世界大戦 太平洋戦争Ⅱ 太平出版社 210 ｴ
第二次世界大戦 大戦前夜 太平出版社 210 ｴ



第二次世界大戦 東京裁判と戦後 太平出版社 210 ｴ

第二次世界大戦
日中戦争Ⅰ 「満州事
変」破滅への道

太平出版社 210 ｴ

第二次世界大戦 日中戦争Ⅱ 中国戦線 太平出版社 210 ｴ
第二次世界大戦 日本の敗戦と東アジア 太平出版社 210 ｴ

第二次世界大戦
別巻・写真集 平和に対
する罪

太平出版社 210 ｴ

絵で読む日本の歴史 貴族と民衆 飛鳥　平安 大月書店 210 ｴ
絵で見るふるさとの伝統さが 身近にある歴史の発見 学研 210 ｴ
絵で見るふるさとの伝統さが 地域につくした人たち 学研 210 ｴ
絵で見るふるさとの伝統さが こどもの世界と遊び 学研 380 ｴ
絵で見るふるさとの伝統さが 今にのこる民家と町な 学研 380 ｴ
絵で見るふるさとの伝統さが 生きている伝統芸能 学研 386 ｴ
絵で見るふるさとの伝統さが いろいろな伝説 学研 388 ｴ
図鑑ピクチャーペディア 地球 ほるぷ出版 450 ｴ
ＮＨＫひとりでできるもん！お
まかせ！ラクラクお手つだい

日本放送出版協
会

590 ｴ

絵で見るふるさとの伝統さが ふるくからの特産品 学研 700 ｴ
絵で見るふるさとの伝統さが ふるさとの伝統工芸 学研 700 ｴ
絵でわかるジュニアスポーツ ルールと技術 サッカー 学研 780 ｴ

絵でわかるジュニアスポーツ
ルールと技術 ソフト
ボール

学研 780 ｴ

絵でわかるジュニアスポーツ
ルールと技術 バドミント
ン

学研 780 ｴ

絵でわかるジュニアスポーツ
ルールと技術 バレー
ボール

学研 780 ｴ

絵でわかるジュニアスポーツ
ルールと技術 陸上競
技・水泳競技

学研 780 ｴ

みんなができる地球にいいこ
と！

環境について話し合う
ためのエコ・コミュニ
ケーションブック

ｅｃｏ　ｉｍｐａｃｔ！プ
ロジェクト事務局
編

宣伝会議 519 ｴ

宿題おまかせ！工作 ＭＰＣ編集部　編 エム・ピー・シー 750 ｴ
宿題おまかせ！紙ねんど ＭＰＣ編集部　編 エム・ピー・シー 750 ｴ

わたしが子どもだったころ　１
ＮＨＫ「わたしが子
どもだったころ」制
作グループ：編

ポプラ社 281 ｴ

ＮＨＫ伝える極意　１
達人に学ぶコミュニ
ケーション ＮＨＫ伝える

ＮＨＫ「伝える極
意」制作班　編

汐文社 375 ｴ

ＮＨＫ伝える極意　２
達人に学ぶコミュニ
ケーション ＮＨＫ伝える

ＮＨＫ「伝える極
意」制作班　編

汐文社 375 ｴ

ＮＨＫ伝える極意　３
達人に学ぶコミュニ
ケーション ＮＨＫ伝える

ＮＨＫ「伝える極
意」制作班　編

汐文社 375 ｴ

ＮＨＫプロジェクトＸ　１　ジュ
ニア版

命を救え！愛と友情の
ドラマ ＮＨＫプロジェクト

ＮＨＫプロジェクトＸ
制作班　編

汐文社 916 ｴ

ＮＨＫプロジェクトＸ　２　ジュ
ニア版

世界初！科学技術を
創った人たち ＮＨＫプロ
ジェクトＸ

ＮＨＫプロジェクトＸ
制作班　編

汐文社 916 ｴ

ＮＨＫプロジェクトＸ　３　ジュ
ニア版

未知の世界に立ちむ
かった人たち ＮＨＫプロ
ジェクトＸ

ＮＨＫプロジェクトＸ
制作班　編

汐文社 916 ｴ

ＮＨＫプロジェクトＸ　４　ジュ
ニア版

前人未踏！巨大事業に
いどんだ人たち ＮＨＫプ
ロジェクトＸ

ＮＨＫプロジェクトＸ
制作班　編

汐文社 916 ｴ

ＮＨＫプロジェクトＸ　５　ジュ
ニア版

スポーツ　感動と友情
のドラマ ＮＨＫプロジェ

ＮＨＫプロジェクトＸ
制作班　編

汐文社 916 ｴ

ＮＨＫプロジェクトＸ　６　ジュ
ニア版

愛と勇気逆境とたた
かった人たち ＮＨＫプロ
ジェクトＸ

ＮＨＫプロジェクトＸ
制作班　編

汐文社 916 ｴ



しらべて遊ぼうこの地図だれ
のもの？

ＮＨＫ知っトク地図帳 ＮＨＫ出版　編 ＮＨＫ出版 448 ｴ

夢をそだてるみんなの仕事１
０１　決定版

エイジャ 講談社 366 ｴ

太陽のかがく えびな　みつる 旬報社 442 ｴ
月のかがく えびな　みつる 旬報社 446 ｴ
かけた耳 エルジェ 福音館書店 993 ｴ
タンタン　チベットをゆく エルジェ 福音館書店 993 ｴ
ななつの水晶球 エルジェ 福音館書店 993 ｴ
ビーカー教授事件 エルジェ 福音館書店 993 ｴ
太陽の神殿 エルジェ 福音館書店 993 ｴ
小さくなった先生 エルンスト・エッ 学研 943 ｴ
百まいのドレス エレナー・エスティ 岩波書店 933 ｴ
しずくの首飾り ジョーン・エイキン 岩波書店 933 ｴ
エディソン スティーヴ・パー 岩波書店 280 ｴ

男の子の品格
勉強もスポーツも得意
な子になる方法

ドミニク・エンライト ゴマブックス 159 ｴ

世界でいちばんやかましい
音

ベンジャミン・エル
キン

こぐま社 933 ｴ

赤ちゃんのはなし
マリー・ホール・
エッツ

福音館書店 463 ｴ

ペニーさん
マリー・ホール・
エッツ

徳間書店 933 ｴ

おねえちゃんとわたし ミッシェル・エマート 小学館 369 ｴ
トランキラ・トランペルトロイ がんばりやのかめ ミヒァエル・エンデ ほるぷ出版 943 ｴ
モモ 岩波少年文庫　１２７ ミヒャエル・エンデ 岩波書店 943 ｴ
モモ ミヒャエル・エンデ 岩波書店 943 ｴ
満月の夜の伝説 ミヒャエル・エンデ 岩波書店 943 ｴ
火よう日のごちそうはひきが
える

ラッセル・Ｅ・エリク
ソン

評論社 933 ｴ

黒ねこのおきゃくさま
ルース・エインズ
ワース

福音館書店 933 ｴ

ようせいのゆりかご
せかいのどうわシリー
ズ

ルース・エインワー
ス

岩波書店 933 ｴ

オバマ ＹＥＳ　ＷＥ　ＣＡＮ！ ロバータ・エドワー 岩崎書店 930 ｴ
それから 榎田　伸子 汐文社 913 ｴ
ブルーバースデー 遠藤　みえ子 講談社 913 ｴ
かげのはなし 太陽と地球と影 遠藤　一夫 岩崎書店 440 ｴ

空気・水・食べもの
げんし人Ｏさん一家のく
らし

遠藤　一夫 岩崎書店 600 ｴ

自然観察・自由研究の手び 家庭・校庭・道端 遠藤　純夫 東洋館出版社 400 ｴ
自然観察・自由研究の手び 河川・湖沼 遠藤　純夫 東洋館出版社 400 ｴ
自然観察・自由研究の手び 海 遠藤　純夫 東洋館出版社 400 ｴ
自由観察・自由研究の手び 雑木林 遠藤　純夫 東洋館出版社 400 ｴ
自然観察・自由研究の手び 田畑・家庭菜園 遠藤　純夫 東洋館出版社 400 ｴ
自由観察・自由研究の手び 野山 遠藤　純夫 東洋館出版社 400 ｴ
エジソン 吉田　健二 ポプラ社 289 ｴ
明智小五郎 屋根裏の散歩者他 江戸川　乱歩 岩崎書店 913 ｴ

怪人二十面相
少年探偵・江戸川乱歩
１

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

少年探偵団
少年探偵・江戸川乱歩
２

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

妖怪博士
少年探偵・江戸川乱歩
３

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

大金塊
少年探偵・江戸川乱歩
４

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

青銅の魔人
少年探偵・江戸川乱歩
５

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ



地底の魔術王
少年探偵・江戸川乱歩
６

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

怪奇四十面相
少年探偵・江戸川乱歩
８

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

宇宙怪人
少年探偵・江戸川乱歩
９

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

鉄塔王国の恐怖
少年探偵・江戸川乱歩
１０

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

灰色の巨人
少年探偵・江戸川乱歩
１１

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

海底の魔術師
少年探偵・江戸川乱歩
１２

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

黄金豹
少年探偵・江戸川乱歩
１３

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

魔法博士
少年探偵・江戸川乱歩
１４

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

サーカスの怪人
少年探偵・江戸川乱歩
１５

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

魔人ゴング
少年探偵・江戸川乱歩
１６

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

魔法人形
少年探偵・江戸川乱歩
１７

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

奇面城の秘密
少年探偵・江戸川乱歩
１８

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

夜光人間
少年探偵・江戸川乱歩
１９

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

塔上の奇術師
少年探偵・江戸川乱歩
２０

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

鉄人Ｑ
少年探偵・江戸川乱歩
２１

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

仮面の恐怖王
少年探偵・江戸川乱歩
２２

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

電人Ｍ
少年探偵・江戸川乱歩
２３

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

二十面相の呪い
少年探偵・江戸川乱歩
２４

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

空飛ぶ二十面相
少年探偵・江戸川乱歩
２５

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

黄金の怪獣
少年探偵・江戸川乱歩
２６

江戸川　乱歩 ポプラ社 913 ｴ

こねこムーのあたらしいとも
だち

江崎　雪子 ポプラ社 913 ｴ

まんが外来語なんでも事典 江川　清　監修 金の星社 814 ｴ
みんなのくうき 江川　多喜雄 童心社 420 ｴ
消えない雪の子どもたち 江藤　初生 ＰＨＰ研究所 913 ｴ

エリザベス女王

イギリスのはん栄をき
ずいた大女王 学習ま
んが人物館　世界小学
館版　１５

高瀬　直子 小学館 280 ｴ

絵で見るスキット英会話
A FUN-FILLED DAY す
てきな一日

坂巻　潤子　構成・
英文

学研 830 ｴ

絵で見るスキット英会話
FAMILY TRIP ABROAD
海外旅行

坂巻　潤子　構成・
英文

学研 830 ｴ

絵で見るスキット英会話
FASHION・HOBBIES
ファッション・趣味

坂巻　潤子　構成・
英文

学研 830 ｴ

絵で見るスキット英会話
HOMESTAY ホームス
テイ

坂巻　潤子　構成・
英文

学研 830 ｴ



絵で見るスキット英会話
SCHOOL LIFE・AFTER
SCHOOL CLUBS 学校
生活・部活

坂巻　潤子　構成・
英文

学研 830 ｴ

エジソン 桜井　信夫 ポプラ社 280 ｴ

エジソン
好奇心と負けじ魂の発
明王の一生

三越　左千夫 新学社・全家研 280 ｴ

料理のことば絵事典
知ってなっとく！　下ご
しらえから調理道具ま

枝元　なほみ ＰＨＰ研究所 596 ｴ

牛乳パックのからくり絵本
きって、ぬって、はって
だれでもつくれる

枝常　弘　共著
いんなあとりっぷ
社

750 ｴ

エジソン
電気の時代を開いた天
才発明家 学習まんが
人物館　世界　小学館

小林　たつよし 小学館 280 ｴ

Ｆ１の教科書
みるみるわかるビジュ
アルブック 世界でいち
ばんスゴいクルマ

野間　佐和子 講談社 680 ｴ

織田信長 乱世の戦い 学研 280 ｵ
沖縄の自然と文化シリーズ 南の島の植物 ポプラ社 291 ｵ
沖縄の自然と文化シリーズ 琉球から沖縄へ ポプラ社 291 ｵ
お年よりを理解する本 お年よりってなんだ？ 岩崎書店 369 ｵ
お年よりを理解する本 お年よりと福祉 岩崎書店 369 ｵ

お年よりを理解する本
わたしたちにできるボラ
ンティア

岩崎書店 369 ｵ

お年よりを理解する本 年をとってもいきいきと 岩崎書店 369 ｵ
はじめての草花あそび やさいであそぼう ポプラ社 380 ｵ
はじめての草花あそび 夏の草花あそび ポプラ社 380 ｵ
はじめての草花あそび 春の草花あそび ポプラ社 380 ｵ
はじめての草花あそび 冬の草花あそび ポプラ社 380 ｵ
はじめての草花あそび 木の葉であそぼう ポプラ社 380 ｵ
算数おもしろクイズ教室 ６年 国土社 410 ｵ
ポプラ社の実験・観察シリー 太陽のうごき ポプラ社 440 ｵ
おもしろ！なっとく！なぜなぜ
大事典

学研 480 ｵ

見えない所がよくわかる断面
図鑑

病院 ポプラ社 490 ｵ

早わかり！病院のしくみ 集英社 490 ｵ
オゾン層の破壊をふせごう 日光・大気・健康 ほるぷ出版 519 ｵ
環境地図帳 変わる世界と地球 ほるぷ出版 519 ｵ
女の子と男の子のための料
理と手芸

かんたんなごはん作り ポプラ社 590 ｵ

女の子と男の子のための料
理と手芸

みんなでアウトドアクッ
キング

ポプラ社 590 ｵ

女の子と男の子のための料
理と手芸

手作りパーティークッキ
ング

ポプラ社 590 ｵ

女の子と男の子のための料
理と手芸

毎日のおやつ ポプラ社 590 ｵ

女の子と男の子のための料
理と手芸

あなただけの手作りお
しゃれ

ポプラ社 594 ｵ

女の子と男の子のための料
理と手芸

みんなに贈る手作りプ
レゼント

ポプラ社 594 ｵ

女の子と男の子のための料
理と手芸

通学やお出かけバッグ ポプラ社 594 ｵ

お米なんでも図鑑 ポプラ社 616 ｵ

音楽が好きだ！
クラシックってなんだろ
う？

ポプラ社 760 ｵ

音楽が好きだ！ 演奏しよう！ ポプラ社 760 ｵ
音楽が好きだ！ 歌おう！ ポプラ社 760 ｵ
音楽が好きだ！ 世界は音楽でいっぱ ポプラ社 760 ｵ



国際理解にやくだつ世界の
遊び

アジアの遊び１ ポプラ社 780 ｵ

国際理解にやくだつ世界の
遊び

アジアの遊び２ ポプラ社 780 ｵ

国際理解にやくだつ世界の
遊び

アフリカの遊び ポプラ社 780 ｵ

国際理解にやくだつ世界の
遊び

オセアニアの遊び ポプラ社 780 ｵ

国際理解にやくだつ世界の
遊び

ヨーロッパの遊び ポプラ社 780 ｵ

国際理解にやくだつ世界の
遊び

北アメリカの遊び ポプラ社 780 ｵ

小学生のサッカー 練習編 新星出版社 780 ｵ
少年少女世界文学館 若草物語 講談社 908 ｵ
少年少女日本文学館 赤いろうそくと人魚 講談社 908 ｵ
少年少女日本文学館 母六夜 おじさんの話 講談社 908 ｵ
目でみる日本の詩歌 ジュニア版 古典和歌 ＴＢＳブリタニカ 911 ｵ
進化をつづける新ロボット大
図鑑

きみにもできるロボット
研究

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 548 ｵ

最新ロボット大図鑑２００４ ここまで進化した ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 548 ｵ

かぜ
イブ・スパン・オル
セン

文化出版局 933 ｵ

たのしいおまつり
ナイジェリアのクリスマ
ス

イフェオマ・オニェ
フル

偕成社 726 ｵ

ＡはアフリカのＡ
アルファベットでたどる
アフリカのくらし

イフェオマ・オニェ
フル

偕成社 294 ｵ

編みものばあさん ウーリー・オルレブ 径書房 993 ｵ
ハリネズミと金貨　ロシアの
お話

ロシアのお話 世界のお
話傑作選

ウラジミール・オル
ロフ

偕成社 388 ｵ

雷のおか おおいし　まこと 国土社 388 ｵ
夢みる天使 オードー　原作 偕成社 908 ｵ
うれしいことインタビュー おーなり　由子 ほるぷ出版 913 ｵ
まんが４７都道府県研究レ
ポート　５　中国・四国地方の

おおはし　よしひこ 偕成社 291 ｵ

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 ポプラ社 720 ｵ

エネルギーのひみつ　改訂
版

学研まんがでよくわか
るシリーズ　51

おがた　たかはる
学研パブリッシン
グ

500 ｵ

うつる病気のひみつがわか
る絵本　１

インフルエンザウイルス
のフルくん

おかだ　はるえ ポプラ社 493 ｵ

うつる病気のひみつがわか
る絵本　２

おかだ　はるえ ポプラ社 493 ｵ

うつる病気のひみつがわか
る絵本　３

おかだ　はるえ ポプラ社 493 ｵ

うつる病気のひみつがわか
る絵本　４

おかだ　はるえ ポプラ社 493 ｵ

うつる病気のひみつがわか
る絵本　５

おかだ　はるえ ポプラ社 493 ｵ

ハツカダイコン
お花がさいたやさいが
できた　5

おかだ　ひろみ 偕成社 470 ｵ

紙のひみつ おぎの　ひとし 学研 500 ｵ
ポンプのひみつ おぎの　ひとし 学研 534 ｵ
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 536 ｵ

冷凍食品のひみつ
学研まんがでよくわか
るシリーズ　58

おぎの　ひとし
学研パブリッシン
グ

588 ｵ

郵便局のひみつ おぎの　ひとし 学習研究社 693 ｵ
自然とあそぶ図鑑 海のあそび おくやま　ひさし 大日本図書 452 ｵ
２本のリンゴの木 一年間の観察をとおし おくやま　ひさし 大日本図書 470 ｵ



身近な植物と友だちになる本
草のちからたねのふし
ぎ 草のたねを育ててみ

おくやま　ひさし 偕成社 470 ｵ

野の図鑑
見る・つくる・食べる・そ
だてる・あそぶ 春の野
あそび

おくやま　ひさし 大日本図書 780 ｵ

自然とあそぶ図鑑 森のあそび おくやま　ひさし 大日本図書 780 ｵ
自然とあそぶ図鑑 おくやま　ひさし 大日本図書 780 ｵ
森と木のひみつ おだぎ　みを 学研 470 ｵ
プレゼント おとたけ　ひろただ 中央法規出版 369 ｵ
金貨をくれるへび　インド古
典説話「パンチャタントラ」よ

インド古典説話「パン
チャタントラ」より

おのえ　たかこ てらいんく 388 ｵ

かたあしだちょうのエルフ おのき　がく ポプラ社 913 ｵ
ひでちゃんとよばないで おぼ　まこと 小峰書店 913 ｵ

びっくり！！トリックアート　４
あれ？回ってる★光っ
てる

おまけたらふく舎
編著

汐文社 720 ｵ

びっくり！！トリックアート　５
おや？かくれてる★だ
ましてる

おまけたらふく舎
編著

汐文社 720 ｵ

びっくり！！トリックアート　６
さあ！さがしてみよう★
つくってみよう

おまけたらふく舎
編著

汐文社 720 ｵ

ようこそトリックアート・ハウス
へ

おまけたらふく舎
編著

汐文社 720 ｵ

リラの花さく家 オルコット　原作 偕成社 908 ｵ
若草物語 オルコット　原作 偕成社 908 ｵ

オリンピック大百科
クリス・オクスレー
ド，デーヴィッド・
ボールハイマー

あすなろ書房 780 ｵ

のりもののしくみ見学　２ のりもののしくみ見学
クリス・オックスレ
イド

ほるぷ出版 530 ｵ

のりもののしくみ見学　３ のりもののしくみ見学
クリス・オックスレ
イド

ほるぷ出版 530 ｵ

のりもののしくみ見学　４ のりもののしくみ見学
クリス・オックスレ
イド

ほるぷ出版 530 ｵ

のりもののしくみ見学　１
クリス・オックスレ
イド

ほるぷ出版 530 ｵ

１００の知識天気のしくみ １００の知識　シリーズ クレア・オリバー 文研出版 451 ｵ

たのしいデザイン ５ねんせい
くわばら　みのる
ほか編集

岩崎書店 720 ｵ

ゴッホとゴーギャン ゴッホ 博雅堂出版 720 ｵ
だいすきがいっぱい さとう　まきこ 金の星社 913 ｵ

ねっこぼっこ
ジビュレ・フォン・オ
ルファース

平凡社 933 ｵ

夏の虫夏の花
６４５種の身近な生きも
のの世界

たかはし　きよし 福音館書店 460 ｵ

冬の虫冬の自然 たかはし　きよし 福音館書店 460 ｵ
アナグマのもちよりパーティ ハーウィン・オラム 評論社 933 ｵ

犬どろぼう完全計画
バーバラ・オコー
ナー

文渓堂 933 ｵ

たのしいデザイン ３ねんせい
はぎはら　さかえ
編著

岩崎書店 720 ｵ

たのしいデザイン ６ねんせい
はぎはら　さかえ
編著

岩崎書店 720 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ



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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

アラビアの空飛ぶじゅうたん
マジック・ツリーハウス
２０

メアリー・ポープ・
オズボーン

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

933 ｵ

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・ポープ・
オズボーン

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

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

メディアファクト
リー

933 ｵ

ロンドンのゴースト
マジック・ツリーハウス
３０

メアリー・ポープ・
オズボーン

メディアファクト
リー

933 ｵ

インド大帝国の冒険
マジック・ツリーハウス
３１

メアリー・ポープ・
オズボーン

メディアファクト
リー

933 ｵ

アルプスの救助犬バリー
マジック・ツリーハウス
３２

メアリー・ポープ・
オズボーン

メディアファクト
リー

933 ｵ

恐竜の世界
マジック・ツリーハウス
探険ガイド

メアリー・ポープ・
オズボーン

メディアファクト
リー

933 ｵ



パンダ救出作戦
メアリー・ポープ・
オズボーン

メディアファクト
リー

933 ｵ

リンカン大統領
メアリー・ポープ・
オズボーン

メディアファクト
リー

933 ｵ

世界の海賊たち
メアリー・ポープ・
オズボーン

メディアファクト
リー

933 ｵ

大統領の秘密
メアリー・ポープ・
オズボーン

メディアファクト
リー

933 ｵ

ジャコのお菓子な学校
ラッシェル・オス
ファテール

文研出版 953 ｵ

若草物語
ルイザ・メイ・オル
コット

集英社 908 ｵ

おーいぽぽんた
声で読む日本の詩歌１
６６

茨木　のり子他編
集委員

福音館書店 911 ｵ

ニレの中をはじめて旅した水
の話

越智　典子 福音館書店 452 ｵ

昭和こども図鑑
２０年代、３０年代、４０
年代の昭和こども誌

奥成　達 ポプラ社 380 ｵ

昭和こども食べもの図鑑
卓袱台を囲んで食べた
家族の味、その思い出
の味覚たち

奥成　達 ポプラ社 380 ｵ

１学期のあそび・ゲーム 奥田　靖二　編・著 教育画劇 780 ｵ
２学期のあそび・ゲーム 奥田　靖二　編・著 教育画劇 780 ｵ
３学期のあそび・ゲーム 奥田　靖二　編・著 教育画劇 780 ｵ
観察日記 虫めがねで見る宇宙 奥本　大三郎 福武書店 486 ｵ
恋のおまもり 初恋コレクション　１ 岡　信子　編 岩崎書店 913 ｵ
魔女にハートをねらわれた！ 初恋コレクション　２ 岡　信子　編 岩崎書店 913 ｵ
気になる、あいつ 初恋コレクション　３ 岡　信子　編 岩崎書店 913 ｵ
初恋は雨のにおい 初恋コレクション　５ 岡　信子　編 岩崎書店 913 ｵ
ライバルは幽霊？ 初恋コレクション　７ 岡　信子　編 岩崎書店 913 ｵ
水色のメモ帳 初恋コレクション　９ 岡　信子　編 岩崎書店 913 ｵ
出さなかったラブレター 初恋コレクション　１０ 岡　信子　編 岩崎書店 913 ｵ
天と地を測った男 伊能忠敬 岡崎　ひでたか くもん出版 913 ｵ
なんちゃってがいっぱい 岡崎　弘明 理論社 913 ｵ
体験取材！世界の国ぐに　４
０　エジプト

体験取材！世界の国ぐ
に

岡崎　務 ポプラ社 290 ｵ

体験取材！世界の国ぐに　４
３　南アフリカ

体験取材！世界の国ぐ
に

岡崎　務 ポプラ社 290 ｵ

ももちゃんとカット君のサッ
カー教室

岡山県サッカー協
会　編

山陽新聞社 780 ｵ

陽だまりの家 父小川未明とわたし 岡上　鈴江 金の星社 913 ｵ
カエルにタバコをすわせたら どうなるかの実験研究 岡村　正孝 童心社 480 ｵ

ファラオの呪い危機一髪！
宇宙スパイウサギ大作
戦　２

岡田　貴久子 理論社 913 ｵ

油断大敵！キケンなぼうし
宇宙スパイウサギ大作
戦　３

岡田　貴久子 理論社 913 ｵ

神出鬼没！月夜にドッキリ
宇宙スパイウサギ大作
戦　４

岡田　貴久子 理論社 913 ｵ

対決！なぞのカーディガン島
宇宙スパイウサギ大作
戦　パート２　１

岡田　貴久子 理論社 913 ｵ

ハンバーガーはキケンなにお
い！？

宇宙スパイウサギ大作
戦　パート２　２

岡田　貴久子 理論社 913 ｵ

ハサミの魔術師とホシノツカ 岡田　貴久子 偕成社 913 ｵ
ワニがうたえば雨がふる 岡田　貴久子 あかね書房 913 ｵ
宇宙スパイウサギ大作戦 岡田　貴久子 理論社 913 ｵ
魔法のハサミがやってきた！ 岡田　貴久子 偕成社 913 ｵ
ワクワクトランプあそびゲー
ムと手品

岡田　康彦 ほるぷ出版 790 ｵ

選ばなかった冒険 光の石の伝説 岡田　淳 偕成社 913 ｵ



こども電車 岡田　淳 金の星社 913 ｵ
びりっかすの神さま 岡田　淳 偕成社 913 ｵ
ふしぎな木の実の料理法 岡田　淳 理論社 913 ｵ
ふしぎの時間割 岡田　淳 偕成社 913 ｵ
ポアンアンのにおい 岡田　淳 偕成社 913 ｵ
ミュージカルスパイス 岡田　淳 理論社 913 ｵ
ムンジャクンジュは毛虫じゃ
ない

岡田　淳 偕成社 913 ｵ

ヤマダさんの庭 岡田　淳 ビーエル出版 913 ｵ
ようこそ おまけの時間に 岡田　淳 偕成社 913 ｵ
雨やどりはすべり台の下で 岡田　淳 偕成社 913 ｵ
学校ウサギをつかまえろ 岡田　淳 偕成社 913 ｵ
願いのかなうまがり角 岡田　淳 偕成社 913 ｵ
手にえがかれた物語 岡田　淳 偕成社 913 ｵ
森のなかの海賊船 岡田　淳 理論社 913 ｵ
星モグラサンジの伝説 岡田　淳 理論社 913 ｵ
二分間の冒険 岡田　淳 偕成社 913 ｵ
放課後の時間割 岡田　淳 偕成社 913 ｵ
夜の小学校で 岡田　淳 偕成社 913 ｵ
竜退治の騎士になる方法 岡田　淳 偕成社 913 ｵ
まんがおもしろ漢字教室 岡田　進 国土社 810 ｵ
ローズと魔法の地図 病気の魔女と薬の魔女 岡田　晴恵 学研教育出版 913 ｵ
ローズと魔法の薬 病気の魔女と薬の魔女 岡田　晴恵 学研教育出版 913 ｵ

ローズの希望の魔法 病気の魔女と薬の魔女 岡田　晴恵
学研教育出版//
学研マーケティン
グ

913 ｵ

病気の魔女と薬の魔女 岡田　晴恵 学習研究社 913 ｵ
フォルティッシモ 岡田　奈子 碧天社 913 ｵ

おとしぶみ
ゆりかごをつくるちいさ
なむし

岡島　秀治 福音館書店 486 ｵ

いのちの詩　雅子の青春 岡本　雅子 ひくまの出版 369 ｵ
小中学生のための初めて学
ぶ著作権

学習指導要領対応 岡本　薫 朝日学生新聞社 21 ｵ

町のけんきゅう
世界一のけんきゅう者
になるために みぢかな
かがく

岡本　信也 福音館書店 382 ｵ

もったいない生活大事典　７ もったいない生活大事 岡本　正志 学習研究社 590 ｵ

魔術師のくだものづくり
ネパールの人と自然を
愛し、果樹を育てる近

岡本　文良 くもん出版 916 ｵ

らくご長屋　７ らくご長屋 岡本　和明 ポプラ社 918 ｵ
らくご長屋　８ らくご長屋 岡本　和明 ポプラ社 918 ｵ
らくご長屋　９ らくご長屋 岡本　和明 ポプラ社 918 ｵ
らくご長屋　１０ らくご長屋 岡本　和明 ポプラ社 918 ｵ
三河町の半七 津の国屋他 岡本　綺堂 岩崎書店 913 ｵ
卵のかたちから 強さと美しさ 岡野　薫子 大日本図書 420 ｵ
生きているバネ 自然の中にみつける 岡野　薫子 大日本図書 420 ｵ
ラッコ ゆかいな海のなかま 岡野　薫子 平凡社 480 ｵ
クモの糸 岡野　薫子 大日本図書 480 ｵ
森のネズミとおともだち 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミとおばけたち 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミとまほうの木 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミと山のレストラン 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミのうんどう会 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミのおくりもの 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミのおひっこし 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミのおるすばん 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミのおわかれ会 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミのおんがく会 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミのかくれんぼ 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ



森のネズミのケーキやさん 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミのたからもの 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミのたんじょう会 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミのてんらん会 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミのなぞなぞあそび 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミのハイキング 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミのゆうびんや 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミの手品大会 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミの舟のたび 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミの雪あそび 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミの大サーカス 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
森のネズミの大ぼうけん 岡野　薫子 ポプラ社 913 ｵ
こちら、いじめっ子対さく本部 沖井　千代子 金の星社 913 ｵ
なみだめネズミイグナートの
ぼうけん

乙一 集英社 913 ｵ

五体不満足 乙武　洋匡 講談社 369 ｵ
織田信長 吉本　直志郎 ポプラ社 280 ｵ
口で歩く おはなしプレゼント 丘　修三 小峰書店 913 ｵ
ぼくらの竹やぶ２億円事件 丘　修三 偕成社 913 ｵ

希望の筆
ダウン症の書家・金澤
翔子物語

丘　修三 佼成出版社 916 ｵ

かあさんは看護婦さん 及川　和男 岩崎書店 913 ｵ
また来てマック 及川　和男 岩崎書店 913 ｵ
森は呼んでいる 及川　和男 岩崎書店 913 ｵ
生命村長 深沢晟雄物語 及川　和男 童心社 916 ｵ
昆虫のふしぎ 色と形のひみつ 栗林　慧 あかね書房 486 ｵ
おもしろクイズ教室 国語６年 江渡　大輔 国土社 810 ｵ
道ばたの四季 高橋　清 福音館書店 460 ｵ
大槻教授の「怪奇現象」シ
リーズ

科学新聞部　ＵＦＯを探
せ！の巻

鴻上　聡 汐文社 913 ｵ

トノサマバッタ 佐藤　有恒　写真 あかね書房 486 ｵ
鳴く虫の世界 佐藤　有恒　写真 あかね書房 486 ｵ
さよならがいっぱい 皿海　達哉 岩崎書店 913 ｵ
うさぎ色の季節 緒島　英二 ポプラ社 913 ｵ
うみのひかり 緒島　英二 教育画劇 913 ｵ
鉄道ずかん 小賀野　実 ひかりのくに 680 ｵ
冬をすごす昆虫 小笠原　英明 誠文堂新光社 486 ｵ
自由研究小学５年生 小笠原　豊　ほか 誠文堂新光社 370 ｵ

きみのからだが地球環境
きみは、死んだらどこへ
いく？

小原　秀雄　編
農山漁村文化協
会

460 ｵ

あゆみといっちゃんのジング
ルベル

小原　美智子 ひくまの出版 913 ｵ

あけちゃダメ！ 小川　英子 新日本出版社 913 ｵ
アシナガバチ 小川　宏 あかね書房 486 ｵ
草むらの小さな友だち 小川　宏 新日本出版社 486 ｵ
カビ・キノコの働き 小川　真 小峰書店 470 ｵ
ストグレ！ 小川　智子 講談社 913 ｵ
土の中からでてきたよ 小川　忠博 平凡社 210 ｵ
小川未明名作選集 月とあざらし 小川　未明 ぎょうせい 913 ｵ
小川未明名作選集 赤いろうそくと人魚 小川　未明 ぎょうせい 913 ｵ
小川未明名作選集 野ばら 小川　未明 ぎょうせい 913 ｵ
牛女 小川　未明 偕成社 913 ｵ
赤いろうそくと人魚 小川　未明 偕成社 913 ｵ

アンネ・フランクをたずねて 小川　洋子
角川書店//角川
グループパブリッ
シング

915 ｵ

ぼく、とうふやの営業部長で
す

かっちゃんは障害をこ
えて

小川　陽子 ポプラ社 916 ｵ

とべないホタル 小沢　昭巳 ハート出版 913 ｵ



今昔物語 世にもふしぎな物語 小沢　章友　編訳 講談社 913 ｵ
こぶたのかくれんぼ 小沢　正 ポプラ社 913 ｵ
夏休み昆虫のかんさつ 小田　英智 あかね書房 486 ｵ
つくってあそぼう　２３ 小田　聞多　編 農山漁村文化協 619 ｵ
ティラノサウルス 小田　隆 金の星社 457 ｵ
きょうりゅう 小畠　郁生 あかね書房 457 ｵ
きょうりゅう　新装版 小畠　郁生 あかね書房 457 ｵ
感覚器のしくみ 小野　直子　訳 ほるぷ出版 490 ｵ
筋肉のはたらき 小野　直子　訳 ほるぷ出版 490 ｵ
血液のはたらき 小野　直子　訳 ほるぷ出版 490 ｵ
呼吸器のしくみ 小野　直子　訳 ほるぷ出版 490 ｵ
骨のやくわり 小野　直子　訳 ほるぷ出版 490 ｵ
細胞のはたらき 小野　直子　訳 ほるぷ出版 490 ｵ
消化器のしくみ 小野　直子　訳 ほるぷ出版 490 ｵ
神経のはたらき 小野　直子　訳 ほるぷ出版 490 ｵ
川との出会い 小野　有五 岩波書店 452 ｵ
おばけのなぞなぞ３年生 小野寺　ぴりり紳 ポプラ社 798 ｵ
なぞなぞだいすき３年生 小野寺　ぴりり紳 ポプラ社 798 ｵ
これこれおひさま 子どものための詩の本 小野寺　悦子 のら書店 911 ｵ
地面の下のいきもの 松岡　達英 福音館書店 480 ｵ
ボランティアしあおうよ 車イスのぼくから君へ 松兼　功 岩崎書店 369 ｵ
お金でさぐる日本史 松崎　重広 国土社 210 ｵ
ごめんねがいっぱい 斉藤　洋 金の星社 913 ｵ
おめでとうがいっぱい 石井　睦美　ほか 岩崎書店 913 ｵ
アイスクリームのてんぷら 「あわ」をしらべる 折井　英治 大日本図書 420 ｵ
水にうくものしずむもの 折井　英治 大日本図書 420 ｵ
青いいのちの詩 世界でいちばん遠い島 折原　みと ポプラ社 913 ｵ
翼のない天使たち 折原　みと ポプラ社 913 ｵ
緑の森の神話 折原　みと ポプラ社 913 ｵ
マリアさまの生涯 川滝　かおり 博雅堂出版 720 ｵ
ひみつだよがいっぱい 泉　啓子　ほか著 童心社 913 ｵ
ブナの森は緑のダム 森林の研究 太田　威 あかね書房 460 ｵ
出羽のブナの森 太田　威 日本書籍 460 ｵ
原色日本の美術 禅寺と石庭 太田　博太郎 小学館 700 ｵ
育てるたのしさ 大井　清吉　編 福村出版 470 ｵ
にてるにてない 遺伝のはなし 大羽　滋 岩崎書店 467 ｵ
おーいぽぽんた　俳句・短歌
鑑賞

声で読む日本の詩歌１
６６

大岡　信 福音館書店 911 ｵ

朝の頌歌（ほめうた） 大岡信詩集 大岡　信 銀の鈴社 911 ｵ
アジアイチャリバ、チョーデー アジアからの手紙 大貫　美佐子 光村教育図書 913 ｵ
みそのひみつ 大岩　ピュン 学研 596 ｵ

塩のひみつ 大岩　ピュン
学研コミュニケー
ションビジネス事
業部教材資料制

596 ｵ

漢検のひみつ 大岩　ピュン 学研 810 ｵ
日本語に強くなる本 大久保　典夫　監 省光社 810 ｵ
じったんのオムライス 大久保　美行 くもん出版 913 ｵ
なぜ？どうして？科学のお話
３年生

なぜ？どうして？科学
のお話

大山　光晴　監修 学研教育出版 400 ｵ

なぜ？どうして？科学のお話
４年生

なぜ？どうして？科学
のお話

大山　光晴　監修 学研教育出版 400 ｵ

なぜ？どうして？科学のお話
５年生

なぜ？どうして？科学
のお話

大山　光晴　監修 学研教育出版 400 ｵ

なぜ？どうして？科学のお話
６年生

なぜ？どうして？科学
のお話

大山　光晴　監修 学研教育出版 400 ｵ

対馬丸 大城　立裕 理論社 913 ｵ

学研版学習科学図鑑 野外植物
大場　達之　ほか
執筆

学研 31 ｵ



すぐできるかんたんお菓子
かわいくておいしい！
手づくりレシピ　１

大森　いく子 ポプラ社 596 ｵ

元気の出る体にいいお菓子
かわいくておいしい！
手づくりレシピ　２

大森　いく子 ポプラ社 596 ｵ

ケーキ屋さんのあこがれお
菓子

かわいくておいしい！
手づくりレシピ　３

大森　いく子 ポプラ社 596 ｵ

誕生会・クリスマス・バレンタ
インデーのイベントお菓子

かわいくておいしい！
手づくりレシピ　４

大森　いく子 ポプラ社 596 ｵ

超かんたん！お料理名人
大森　いく子　構
成・監修

集英社 590 ｵ

鬼が出た 大西　広 福音館書店 380 ｵ
どんな草でも紙になる 植物せんいのふしぎ 大西　秀夫 大日本図書 580 ｵ

花はどこから
花・花びん・水をめぐる
３つのものがたり

大西　暢夫 福音館書店 627 ｵ

ぶた　にく 大西　暢夫 幻冬舎 640 ｵ
おばあさんのお手玉 大西　伝一郎 ひくまの出版 913 ｵ
たっちゃんとトムとチム 大石　真 大日本図書 913 ｵ
チョコレート戦争 大石　真 理論社 913 ｵ
たたかいの人 田中正造 大石　真 フレーベル館 916 ｵ
生命の木 アジアの人びとと自然 大石　芳野 草土文化 913 ｵ
インドのひみつ 大石　容子 学習研究社 225 ｵ
タイヤのひみつ 大石　容子 学研 580 ｵ
へっこきあねさがよめにきて 大川　悦生 ポプラ社 388 ｵ
おかあさんの木 大川　悦生 ポプラ社 913 ｵ
戦争をみた大きな木 大川　悦生 あすなろ書房 913 ｵ
長崎にいた小人のフランツ 大川　悦生 国土社 913 ｵ
発達と障害を考える本　10
ふしぎだね!?　視覚障害のお
ともだち

発達と障害を考える本 大倉　滋之　編 ミネルヴァ書房 369 ｵ

新聞をつくろう 大沢　和子 さ・え・ら書房 370 ｵ
きんいろの木 大谷　美和子 講談社 913 ｵ

神谷美恵子
ハンセン病と歩んだ命
の道程

大谷　美和子 くもん出版 916 ｵ

てんびん・てこ・ふりこ 大竹　三郎 国土社 420 ｵ
空気と水のふしぎ 大竹　三郎 国土社 430 ｵ
土地のつくりと岩石 大竹　三郎 国土社 450 ｵ
川といっしょに歩こう 大竹　三郎 国土社 452 ｵ
植物のつくりを調べる 大竹　三郎 国土社 470 ｵ
人とからだのつくり 大竹　三郎 国土社 490 ｵ
火ははたらく 科学と技術の誕生 大竹　三郎 大日本図書 500 ｵ
橋をかける 川と水とくらし 大竹　三郎 大日本図書 520 ｵ
大陸はうごいている 地球の話 大竹　政和 小峰書店 450 ｵ

どんぐり銀行は森の中
どんぐりあつめて里山
づくり

大塚　菜生 国土社 913 ｵ

おじいちゃんが、わすれても
…

ノベルズ・エクスプレス
１０

大塚　篤子 ポプラ社 913 ｵ

平和の種をまく
ボスニアの少女エミナ
いのちのえほん　１８

大塚　敦子 岩崎書店 300 ｵ

介助犬ターシャ 大塚　敦子 小学館 369 ｵ
「火の玉」の科学 なぞの正体にせまる 大槻　義彦 大日本図書 420 ｵ
忍者カケルの算法帖～盗賊
を追い払え！

かけ算の話 チャートＢ
ＯＯＫＳ　学習シリーズ

大槻　正伸 数研出版 410 ｵ

忍者カケルの算法帖老中の
たくらみをとめろ！

たし算・ひき算の話
チャートＢＯＯＫＳ　学習
シリーズ

大槻　正伸 数研出版 410 ｵ

忍者カケルの算法帖～秘伝
書を取り戻せ！

わり算の話 チャートＢＯ
ＯＫＳ学習シリーズ

大槻　正伸 数研出版 410 ｵ

忍者カケルの算法帖～わら
び村を救え！

分数の話 チャートＢＯ
ＯＫＳ　学習シリーズ

大槻　正伸 数研出版 410 ｵ



スウボンの笛 大坪　かず子 ほるぷ出版 913 ｵ
むかしむかしとらとねこは…
中国のむかし話より

中国のむかし話より 日
本傑作絵本シリーズ

大島　英太郎 福音館書店 388 ｵ

ちょう 大島　進一 福音館書店 486 ｵ
クマノミとサンゴの海の魚た 大方　洋二 岩崎書店 468 ｵ

名犬チロリ
日本初のセラピードッグ
になった捨て犬の物語

大木　トオル 岩崎書店 916 ｵ

地球の声に耳をすませて
地震の正体を知り、命
を守る

大木　聖子 くもん出版 453 ｵ

日本のむかし話 ３年生 大木　雄二　編著 偕成社 388 ｵ
むらさき花だいこん 大門　高子 新日本出版社 913 ｵ

虹をみた日
ヒロシマ、少女あきの物
語

大野　允子 ポプラ社 913 ｵ

朝の別れを ヒロシマ、母と子の物語 大野　允子 ポプラ社 913 ｵ
かあさんのうた 大野　允子 ポプラ社 913 ｵ
ヒロシマ、八月、炎の鎮魂歌
（レクイエム）

大野　允子 ポプラ社 913 ｵ

ヒロシマ語り部の歌 大野　允子 汐文社 913 ｵ
夏服の少女たち 広島・昭和２０年８月６ 大野　允子 ポプラ社 916 ｵ

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 ポプラ社 780 ｵ

３組ものがたり友だちになれ
るかな

大野　哲郎 金の星社 913 ｵ

乗り物でさぐる日本史 乗り物でさぐる日本史 長岡　清 国土社 210 ｵ
おもしろことばのせかいてい
ねいなことば

ていねいなことば 長崎　武昭 大日本図書 810 ｵ

おもしろことばのせかいてい
ねいなことば

長崎　武昭 大日本図書 810 ｵ

お年よりを理解する本
調べ学習に役立つお年
より資料集

樋口　恵子　監修 岩崎書店 369 ｵ

チャプラ（草小屋）からこんに
ちは

尾辻　紀子 教育出版センター 916 ｵ

ロボット大図鑑 ぼくらのともだち 福田　敏男　監修 ＰＨＰ研究所 548 ｵ

お米なんでも大百科
お米ができるまで・届く
まで

保岡　孝之　監修 ポプラ社 610 ｵ

お米なんでも大百科
お米ってどんな植物だ
ろう？

保岡　孝之　監修 ポプラ社 610 ｵ

お米なんでも大百科 お米の歴史を調べよ 保岡　孝之　監修 ポプラ社 610 ｵ
お米なんでも大百科 お米をおいしく食べよ 保岡　孝之　監修 ポプラ社 610 ｵ
お米なんでも大百科 学校でお米をつくろう！ 保岡　孝之　監修 ポプラ社 610 ｵ

夢にむかって飛べ
宇宙飛行士エリソン＝
オニヅカ物語

毛利　恒之 講談社 280 ｵ

理科おもしろクイズ教室 ６年 国土社 400 ｵ
理科・社会がおもしろくなる博
物館

郷土の研究 生きている
地球をさぐる

福武書店 400 ｵ

地球・気象

プレートテクトニクス:図
鑑:酸性雨:オゾン層:地
球温暖化:環境ホルモ
ン:地殻変動:地磁気

学研 31 ｶ

環境 ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ｶ
宇宙 天体と気象 学研 31 ｶ

関東地方
都道府県別日本地理
ポプラディア情報館

ポプラ社 31 ｶ

カブトムシ・クワガタムシ 学研 31 ｶ
宇宙ロケット 学研 31 ｶ
化石・岩石 学研 31 ｶ
花 学研 31 ｶ
貝 学研 31 ｶ
顕微鏡観察 学研 31 ｶ



飼育と観察 学研 31 ｶ
自動車・飛行機 学研 31 ｶ
実験・自由研究 学研 31 ｶ
植物 学研 31 ｶ
植物のくらし 学研 31 ｶ
人とからだ 学研 31 ｶ
水の生物 学研 31 ｶ
世界の昆虫 学研 31 ｶ
星・星座 学研 31 ｶ
鳥 学研 31 ｶ
鉄道・自動車 学研 31 ｶ
鉄道・船 学研 31 ｶ
天気・気象 学研 31 ｶ
電気 学研 31 ｶ
動物のくらし 学研 31 ｶ
飛行機・ロケット・船 学研 31 ｶ
放送・通信 学研 31 ｶ
親にはいえないわたしのなや
み

クセや体調のなやみ ポプラ社 150 ｶ

親にはいえないわたしのなや
み

学校・友だち・先生のな
やみ

ポプラ社 150 ｶ

親にはいえないわたしのなや
み

親や家族のなやみ ポプラ社 150 ｶ

親にはいえないわたしのなや
み

性格・恋愛のなやみ ポプラ社 150 ｶ

親にはいえないわたしのなや
み

勉強・成績・進学のなや
み

ポプラ社 150 ｶ

学習漫画　世界の歴史
始皇帝と万里の長城
古代インド・中国

集英社 209 ｶ

ガンジー 伝記世界を変えた人々 偕成社 280 ｶ
学習図説小学校社会科全集 わたしたちの国土 国土社 291 ｶ
学習図説小学校社会科全集 これからの世界 国土社 300 ｶ
シリーズ・くらしと地方行政 警察署 リブリオ出版 310 ｶ
シリーズ・くらしと地方行政 交通 リブリオ出版 310 ｶ
シリーズ・くらしと地方行政 市役所 リブリオ出版 310 ｶ
シリーズくらしと地方行政 消防署 リブリオ出版 310 ｶ
シリーズ・くらしと地方行政 上・下水道 リブリオ出版 310 ｶ
シリーズ・くらしと地方行政 図書館・公民館 リブリオ出版 310 ｶ
シリーズ・くらしと地方行政 総集編 リブリオ出版 310 ｶ
シリーズ・くらしと地方行政 保健所 リブリオ出版 310 ｶ
やってみたいなこんなしごと 盲導犬の訓練士 あかね書房 369 ｶ

学校百科・新聞をつくろう
アイデア生かして楽しい
新聞 企画編

クロスロード 370 ｶ

学校百科・新聞をつくろう
できたぼくらの手づくり
新聞 レイアウト編

クロスロード 370 ｶ

学校百科・新聞をつくろう
ぼくたちだけの本をつく
ろう 文集・絵本編

クロスロード 370 ｶ

学校百科・新聞をつくろう
ぼくもわたしも新聞記者
記事編

クロスロード 370 ｶ

学校百科・新聞をつくろう
思い出集めて楽しいア
ルバム

クロスロード 370 ｶ

トン・チン・カンの科学教室 学研 400 ｶ
学研の観察・実験シリーズ おもりのはたらき 学研 420 ｶ
学研の観察・実験シリーズ てこのしくみ 学研 420 ｶ
学研の観察・実験シリーズ 空気や水のせいしつ 学研 420 ｶ
学研の観察・実験シリーズ 電気や光のはたらき 学研 420 ｶ
学研の観察・実験シリーズ 電流のはたらき 学研 420 ｶ
学研の観察・実験シリーズ 物のあたたまり方 学研 420 ｶ
学研の観察・実験シリーズ 物のせいしつと光・音 学研 420 ｶ



学研の観察・実験シリーズ
物のせいしつと電気・じ
しゃく

学研 420 ｶ

学研の観察・実験シリーズ 物のとけ方 学研 420 ｶ
学研の観察・実験シリーズ 水溶液の性質 学研 430 ｶ
学研の観察・実験シリーズ 学研 430 ｶ

１５０億光年の宇宙大観測
最新天文学の話題と宇
宙ウォッチング入門

学研 440 ｶ

夏の夜空を見てみよう 金の星社 440 ｶ
秋の夜空を見てみよう 金の星社 440 ｶ
春の夜空を見てみよう 金の星社 440 ｶ
冬の夜空を見てみよう 金の星社 440 ｶ
学研の観察・実験シリーズ 植物の運動と成長 学研 450 ｶ
学研の観察・実験シリーズ 土と石 学研 450 ｶ
学研の観察・実験シリーズ 土地のでき方 学研 450 ｶ
地球の歴史 集英社 450 ｶ
学研の観察・実験シリーズ 天気の変化 学研 451 ｶ
学校園芸百科 園芸植物の病気と害虫 学研 470 ｶ
学校園芸百科 花を見る木・実のなる木 学研 470 ｶ
学校園芸百科 学校園芸の月別ガイド 学研 470 ｶ
学校園芸百科 学校花壇と草花 学研 470 ｶ
学校園芸百科 学校菜園と野菜 学研 470 ｶ

学校園芸百科
観葉植物・サボテン・食
虫植物

学研 470 ｶ

学校園芸百科
教材になる植物１ 校内
編

学研 470 ｶ

学校園芸百科
教材になる植物２ 校外
編

学研 470 ｶ

学研の観察・実験シリーズ 植物のつくりと養分 学研 470 ｶ
学研の観察・実験シリーズ こん虫の体のつくり 学研 486 ｶ
からだを知る本 あ、血が出てる 血と血 草土文化 490 か

からだを知る本
いのちってなんだ 生命
と細胞

草土文化 490 ｶ

からだを知る本
おしっこのふしぎ 尿とじ
ん臓

草土文化 490 ｶ

からだを知る本
おはだはすべすべか
皮ふ

草土文化 490 ｶ

からだを知る本 むし歯はいやだよ 歯 草土文化 490 ｶ
からだを知る本 むねがドキドキ 心臓と 草土文化 490 ｶ
からだを知る本 見える？見えた 目 草土文化 490 ｶ

からだを知る本
食べ物とうんち 消化器
と肝臓

草土文化 490 ｶ

学研の観察・実験シリーズ 人のたん生と成長 学研 490 ｶ
学研の観察・実験シリーズ 人の活動と季節 学研 490 ｶ
学研の観察・実験シリーズ 人の特ちょうと環境 学研 490 ｶ

からだを知る本
脳みそは考えた 脳と神
経

草土文化 490 ｶ

からだを知る本
聞いたり、かいだり 耳と
鼻

草土文化 490 ｶ

学習に役立つ日本の環境
あたらしい森の人へ 森
の歴史と未来

岩崎書店 519 ｶ

２１Ｃ（世紀）日本の産業と環
境問題

エネルギー産業と環境
問題

ポプラ社 519 ｶ

学習に役立つ日本の環境
かぎりあるエネルギー
資源とエネルギー

岩崎書店 519 ｶ

学習に役立つ日本の環境
ふくれあがる大都市 都
市問題

岩崎書店 519 ｶ

学習に役立つ日本の環境
ゆたかなくらしとは？ く
らしよい環境

岩崎書店 519 ｶ



学習に役立つ日本の環境
わたしたちと地球 未来
と自然

岩崎書店 519 ｶ

２１Ｃ（世紀）日本の産業と環
境問題

化学工業と環境問題 ポプラ社 519 ｶ

学習に役立つ日本の環境 海と人のくらし 海と干潟 岩崎書店 519 ｶ
２１Ｃ（世紀）日本の産業と環
境問題

環境と調和する社会づ
くり

ポプラ社 519 ｶ

２１Ｃ（世紀）日本の産業と環
境問題

国土の開発と環境問題 ポプラ社 519 ｶ

２１Ｃ（世紀）日本の産業と環
境問題

自動車と環境問題 ポプラ社 519 ｶ

学習に役立つ日本の環境
食べものがあぶない 食
料危機と汚染

岩崎書店 519 ｶ

学習に役立つ日本の環境 水と人のくらし 川と湖沼 岩崎書店 519 ｶ

学習に役立つ日本の環境
生きものとともに 動植
物の危機

岩崎書店 519 ｶ

２１Ｃ（世紀）日本の産業と環
境問題

電気機械工業と環境問
題

ポプラ社 519 ｶ

２１Ｃ（世紀）日本の産業と環
境問題

都市の生活と環境問題 ポプラ社 519 ｶ

学習に役立つ日本の環境
日本の自然をまもる 美
しい風景と地形

岩崎書店 519 ｶ

２１Ｃ（世紀）日本の産業と環
境問題

農業と環境問題 ポプラ社 519 ｶ

学習図説小学校社会科全集 くらしと通信 国土社 540 ｶ

日本の職人さん
ロボットをつくる職人さ
ん マンモスのロボット

ポプラ社 548 ｶ

１０代の教養図書館
歩きだした未来の機械
たち

ポプラ社 548 ｶ

小学校社会科全集 工業のさかんな地域 国土社 600 ｶ
学習図説小学校社会科全集 工業生産と現代の社会 国土社 600 ｶ
シリーズ・くらしと地方行政 市場 リブリオ出版 600 ｶ
学習図説小学校社会科全集 日本の交通と運輸 国土社 600 ｶ
学習図説小学校社会科全集 日本の工業 国土社 600 ｶ
学習図説小学校社会科全集 日本の水産業 国土社 600 ｶ
学習図説小学校社会科全集 日本の流通とサービス 国土社 600 ｶ
学習図説小学校社会科全集 日本の農業 国土社 610 ｶ
学習図説小学校社会科全集 日本の伝統工業 国土社 700 ｶ

紙の工作大百科
アイデアおもちゃを作ろ
う！

あかね書房 750 ｶ

紙の工作大百科 カードと小物を作ろう！ あかね書房 750 ｶ

紙の工作大百科
かべかざりと行事の工
作を作ろう！

あかね書房 750 ｶ

漢字なんでも大研究
クイズでちょうせん！漢
字検定 初級編

ポプラ社 810 ｶ

漢字なんでも大研究
クイズでちょうせん！漢
字検定 上級編

ポプラ社 810 ｶ

数え方と単位の本
モノの単位 数え方と単
位の本

学習研究社 810 ｶ

漢字なんでも大研究 漢字のなりたち ポプラ社 810 ｶ
漢字なんでも大研究 漢字使いわけ大疑問 ポプラ社 810 ｶ
漢字なんでも大研究 故事成語ものがたり ポプラ社 810 ｶ

数え方と単位の本
自然と植物 数え方と単
位の本

学習研究社 810 ｶ

漢字なんでも大研究 熟語のひみつ大研究 ポプラ社 810 ｶ

数え方と単位の本
数を使ったことば 数え
方と単位の本

学習研究社 810 ｶ

数え方と単位の本
生き物 数え方と単位の
本

学習研究社 810 ｶ



漢字なんでも大研究 地名の漢字大研究 ポプラ社 810 ｶ
漢字なんでも大研究 虫・鳥・植物の漢字事 ポプラ社 810 ｶ

数え方と単位の本
暮らしと生活 数え方と
単位の本

学習研究社 810 ｶ

数え方と単位の本
遊びと文化 数え方と単
位の本

学習研究社 810 ｶ

たのしくわかることばの辞典 語源辞典 小峰書店 812 ｶ

かぞえ方絵事典
「なぜ？」にこたえる　言
葉の意味を調べよう

ＰＨＰ研究所 815 ｶ

少年少女日本文学館 伊豆の踊子 泣虫小僧 講談社 908 ｶ
感動ストーリーズ　１　壁を乗
り越えて

感動ストーリーズ 学習研究社 916 ｶ

感動ストーリーズ　２　くじけ
ぬ心

感動ストーリーズ 学習研究社 916 ｶ

感動ストーリーズ　３　信じる
道を進みゆく

感動ストーリーズ 学習研究社 916 ｶ

感動ストーリーズ　４　愛すれ
ばこそ

感動ストーリーズ 学習研究社 916 ｶ

感動ストーリーズ　５　思いや
る心

感動ストーリーズ 学習研究社 916 ｶ

感動ストーリーズ　６　創造を
求めて

感動ストーリーズ 学習研究社 916 ｶ

感動ストーリーズ　７　知への
欲求、未知への挑戦

感動ストーリーズ 学習研究社 916 ｶ

感動ストーリーズ　８　共に生
きる

感動ストーリーズ 学習研究社 916 ｶ

感動ストーリーズ　９　平和へ
の思い

感動ストーリーズ 学習研究社 916 ｶ

感動ストーリーズ　１０　終わ
りなき夢

感動ストーリーズ 学習研究社 916 ｶ

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 90 ｶ

地球の狂った日
Ａ・ベリャーエフ
原作

国土社 983 ｶ

暴力のまち Ｄ・ハメット　原作 国土社 933 ｶ
ペリー・メイスン 叫ぶツバメ事件 Ｅ．Ｓ．ガードナー 岩崎書店 933 ｶ

ペルシダ王国の恐怖
Ｅ・Ｒ・バローズ　原
作

国土社 933 ｶ

絶対０度のなぞ
Ｅ・Ｓ・ガードナー
原作

国土社 933 ｶ

ひきさかれた過去
Ｈ・ペンティコースト
原作

国土社 933 ｶ

ふたりのイワン　ロシアの昔 Ｉ．カルナウーホワ 偕成社 388 ｶ
犬ぞりの少年 Ｊ．Ｒ．ガーディ 文研出版 933 ｶ

宇宙の侵略者
Ｊ・ウィリアムスン
原作

国土社 933 ｶ

合成人間「２２Ｘ」 Ｊ・ソール　原作 国土社 933 ｶ

宇宙大激震
Ｍ・ラインスター
原作

国土社 933 ｶ

ＮＨＫ日本人はるかな旅
イネ、知られざる１万年
の旅 大陸から水田稲
作を伝えた弥生人

ＮＨＫスペシャル
「日本人」プロジェ
クト

あかね書房 210 ｶ

ＮＨＫ日本人はるかな旅
そして“日本人”が生ま
れた 混じりあう縄文人
と弥生人

ＮＨＫスペシャル
「日本人」プロジェ
クト

あかね書房 210 ｶ

ＮＨＫ日本人はるかな旅
マンモスハンター、シベ
リアからの旅立ち 北か
らきた日本人の祖先

ＮＨＫスペシャル
「日本人」プロジェ
クト

あかね書房 210 ｶ



ＮＨＫ日本人はるかな旅
海が育てた森の王国
日本列島にひろがった
縄文人

ＮＨＫスペシャル
「日本人」プロジェ
クト

あかね書房 210 ｶ

ＮＨＫ日本人はるかな旅
巨大噴火に消えた黒潮
の民 南からきた日本人
の祖先

ＮＨＫスペシャル
「日本人」プロジェ
クト

あかね書房 210 ｶ

未来からきた暗殺者 Ｐ・ヒース　原作 国土社 933 ｶ
のろわれた山荘 Ｐ・マガー　原作 国土社 933 ｶ

にせ札を追え！
Ｒ・チャンドラー　原
作

国土社 933 ｶ

タイムカメラの秘密
Ｔ・Ｈ・シャーレッド
原作

国土社 933 ｶ

カルイタの伝説
アナ・マリア・デル・
カルピオ

蝸牛社 990 ｶ

ナシの木とシラカバとメギの アロイス・カリジェ 岩波書店 990 ｶ
マウルスと三びきのヤギ アロイス・カリジェ 岩波書店 993 ｶ

葛飾北斎
ゴーギャンも絶賛！八
方破れの絵師人生

アンベ　幸 草土文化 280 ｶ

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

さえら書房 933 ｶ

プームックルとお城のおばけ エリス・カウト 評論社 943 ｶ
ことりをすきになった山 エリック＝カール 偕成社 933 ｶ

学校のまわりの植物ずかん
花の色でさがせる夏の
草花

おくやま　ひさし ポプラ社 470 ｶ

学校のまわりの植物ずかん
花の色でさがせる春の
草花

おくやま　ひさし ポプラ社 470 ｶ

学校のまわりの植物ずかん
冬ごしのすがたでさが
せる冬の草花

おくやま　ひさし ポプラ社 470 ｶ

学校のまわりの植物ずかん
葉の形でさがせるみぢ
かな木

おくやま　ひさし ポプラ社 470 ｶ

学校花だん 育て　花と子 ガーデンライフ　編 誠文堂新光社 470 ｶ
学校花だん 夏～秋 ガーデンライフ　編 誠文堂新光社 470 ｶ
学校花だん 春～初夏 ガーデンライフ　編 誠文堂新光社 470 ｶ
学校花だん 冬～早春 ガーデンライフ　編 誠文堂新光社 470 ｶ
マウス一家のむすめたちのさ
んぽ

カーラ・カスキン 童話館出版 933 ｶ

こどものとうひょう　おとなの
せんきょ

かこ　さとし 童心社 310 ｶ

ぎんぎらぎんこうものがたり かこ　さとし 童心社 330 ｶ
かこさとしこどもの行事　しぜ
んと生活　１月のまき

かこさとしこどもの行事
しぜんと生活

かこ　さとし 小峰書店 386 ｶ

かこさとしこどもの行事　しぜ
んと生活　２月のまき

かこさとしこどもの行事
しぜんと生活

かこ　さとし 小峰書店 386 ｶ

よわいかみ　つよいかたち かこ　さとし 童心社 420 ｶ
富士山大ばくはつ かこ　さとし 小峰書店 453 ｶ
あきえちゃんのいえ　ジロの
いえ

かこ　さとし 童心社 520 ｶ

やさいのだいりょこう かこ　さとし 童心社 600 ｶ
ゆうびんです　ポストです かこ　さとし 童心社 600 ｶ
しんかんせんでも　どんかん
せんでも

かこ　さとし 童心社 680 ｶ

どろぼうがっこうぜんいんだ
つごく

かこ　さとし 偕成社 913 ｶ

どろぼうがっこうだいうんどう
かい

かこ　さとし 偕成社 913 ｶ

りこうなおきさき
いわさきちひろ・名作え
ほん

ガスター　原著 講談社 933 ｶ

ニーハオといわなかったころ かつお　きんや 大日本図書 913 ｶ



大陸にかけた友情の橋
中国と日本をむすんだ
内山完造

かつお　きんや ＰＨＰ研究所 916 ｶ

ダビデ号が行く かつま　かずえ 汐文社 913 ｶ
そらべあ かとう　しんじ ソニー・マガジン 519 ｶ
クローディアの秘密 ほんとう
はひとつの話

カニグズバーグ作品集
１

カニグズバーグ 岩波書店 933 ｶ

補欠の逆転ホームラン かねこ　かずこ 文研出版 913 ｶ

やくそくは南の海をこえて
シンガポール日本人学
校の子どもたち

かまだ　しゅんそう 金の星社 913 ｶ

歴史をひとめぐり 探し絵ツアー　３ カミニ・カンドゥリ 文渓堂 790 ｶ
世界一周 探し絵ツアー　１ カミニ・カンドゥリ 文渓堂 798 ｶ

白バラはどこに
ガラーツ＆イーノセ
ンティ

みすず書房 943 ｶ

みんなが知りたい！「環境問
題」がわかる本

まなぶっく カルチャーランド メイツ出版 519 ｶ

アルマジロの晴れ着　ボリビ
ア・アンデスの昔話

ボリビア・アンデスの昔
話

かわだ　あゆこ アスラン書房 388 ｶ

走る二宮金次郎のなぞ
ひばりが丘小不思議探
偵クラブ事件簿

かんざき　たかし 学研 913 ｶ

はりねずみのルーチカ かんの　ゆうこ 講談社 913 ｶ
英語のあそびうた 生きているマザーグー キャミー・カンダン 評論社 830 ｶ

英語のあそびうた
生きているマザーグー
ス

キャミー・カンダン
編

評論社 830 ｶ

頭をよくするひみつ
学研まんが新・ひみつ
シリーズ

グビグビー清水 学習研究社 490 ｶ

とっときのとっかえっこ サリー・ウィットマン 童話館出版 933 ｶ
ヒトラーにぬすまれたももい
ろうさぎ

ジュディス・カー 評論社 943 ｶ

ガリレオ スティーヴ・パー 岩波書店 280 ｶ

星座と星うらないのひみつ
学研まんが新・ひみつ
シリーズ

せり　ふみこ 学習研究社 440 ｶ

としょかんねずみ ダニエル・カーク
瑞雲舎//地方・
小出版流通セン

933 ｶ

３日でできる自由研究 ３年生 チャイルドコスモ ポプラ社 370 ｶ
３日でできる自由研究 ４年生 チャイルドコスモ ポプラ社 370 ｶ
３日でできる自由研究 ５年生 チャイルドコスモ ポプラ社 370 ｶ
３日でできる自由研究 ６年生 チャイルドコスモ ポプラ社 370 ｶ

お金１００のひみつ
学研まんが新・ひみつ
シリーズ

ぬえ　りつき 学習研究社 330 ｶ

盲導犬グレフ誕生物語 パトリシア・カーチ 小学館 369 ｶ

マジック先生は魔法つかい
ハンフリー＝カー
ペンター

講談社 933 ｶ

やさしいポルトガル 子どものための小百科
ペドロ・カナヴァー
ロ　編集

日本ポルトガル
小百科発刊実行
委員会

290 ｶ

なにか、わたしにできること
は？

ホセ・カンパナーリ 西村書店 933 ｶ

かや川のキツネ むらかみ　ゆたか 国土社 388 ｶ

エルマーと１６ぴきのりゅう
ルース・スタイル
ス・ガネット

福音館書店 933 ｶ

エルマーとりゅう
ルース・スタイル
ス・ガネット

福音館書店 933 ｶ

エルマーのぼうけん
ルース・スタイル
ス・ガネット

福音館書店 933 ｶ

すんだことはすんだこと
または家のしごとがした
くなったおやじさんのお

ワンダ・ガアグ 福音館書店 933 ｶ

ヘンゼルとグレーテル
ワンダ・ガアグ　再
話・絵

福音館書店 943 ｶ



人のからだ
ニューワイド学研の図
鑑　１２

阿部　和厚 学習研究社 31 ｶ

春日局
大奥の権勢をにぎった
女性の波乱の一生

安西　篤子 新学社・全家研 280 ｶ

マジックのひみつ
学研まんが新・ひみつ
シリーズ

井上　大助 学習研究社 790 ｶ

宇宙
ニューワイド学研の図
鑑　７

磯部　琇三 学習研究社 31 ｶ

こうすれば成績がよくなる こどもスーパー新書 陰山　英男
小学館クリエイ
ティブ

370 ｶ

水の生き物
ニューワイド学研の図
鑑　１０

奥谷　喬司 学習研究社 31 ｶ

魚
ニューワイド学研の図
鑑　４

沖山　宗雄 学習研究社 31 ｶ

恐竜世界のひみつ
学研まんが新・ひみつ
シリーズ

加賀　さやか 学習研究社 457 ｶ

あなたのいえわたしのいえ 加古　里子 福音館書店 527 ｶ

かこさとしの食べごと大発見
いろいろ食事　春秋うま
い

加古　里子
農山漁村文化協
会

590 ｶ

かこさとしの食べごと大発見
うれしいフライ　天ぷら
天下

加古　里子
農山漁村文化協
会

590 ｶ

かこさとしの食べごと大発見
きれい果物　あまから
菓子

加古　里子
農山漁村文化協
会

590 ｶ

かこさとしの食べごと大発見
ご飯　みそ汁　どんぶり
めし

加古　里子
農山漁村文化協
会

590 ｶ

かこさとしの食べごと大発見
すし　さしみ　貝かに塩
やき

加古　里子
農山漁村文化協
会

590 ｶ

かこさとしの食べごと大発見
そろって鍋もの　にっこ
り煮もの

加古　里子
農山漁村文化協
会

590 ｶ

かこさとしの食べごと大発見
だから元気　ハム肉レ
バー

加古　里子
農山漁村文化協
会

590 ｶ

かこさとしの食べごと大発見
ちり麺ラーメン　そばう
どん

加古　里子
農山漁村文化協
会

590 ｶ

かこさとしの食べごと大発見
まま人参いも　パパだ
いこん

加古　里子
農山漁村文化協
会

590 ｶ

地下鉄のできるまで 加古　里子 福音館書店 680 ｶ
ならの大仏さま 加古　里子 福音館書店 718 ｶ

うらみの車輪
怪異伝説　ダレカラキイ
タ？

加藤　一 あかね書房 913 ｶ

タタリの学校
怪異伝説　ダレカラキイ
タ？

加藤　一 あかね書房 913 ｶ

ノロイの怪魔
怪異伝説　ダレカラキイ
タ？

加藤　一 あかね書房 913 ｶ

恐怖の教室
怪異伝説ダレカラキイ
タ？　４

加藤　一 あかね書房 913 ｶ

悪霊の教科書
怪異伝説ダレカラキイ
タ？　５

加藤　一 あかね書房 913 ｶ

職員室の怪談
怪異伝説ダレカラキイ
タ？　６

加藤　一 あかね書房 913 ｶ

亡霊の時間割
怪異伝説ダレカラキイ
タ？　７

加藤　一 あかね書房 913 ｶ

怪奇の授業 加藤　一 あかね書房 913 ｶ
幽霊の連絡帳 加藤　一 あかね書房 913 ｶ
最新サッカー入門 加藤　久 小学館 780 ｶ
くちのはたらき 口、歯、舌 加藤　譲治 岩崎書店 490 ｶ
はるふぶき 加藤　多一 童心社 913 ｶ
落語を生んだ江戸の笑い話・
こわい話

１分で読める江戸のこ
わい話

加納　一朗 学研 913 ｶ



落語を生んだ江戸の笑い話・
こわい話

１分で読める江戸の笑
い話

加納　一朗 学研 913 ｶ

落語を生んだ江戸の笑い話・
こわい話

３分で読める江戸のこ
わい話

加納　一朗 学研 913 ｶ

落語を生んだ江戸の笑い話・
こわい話

３分で読める江戸の笑
い話

加納　一朗 学研 913 ｶ

落語を生んだ江戸の笑い話・
こわい話

５分で読める江戸のこ
わい話

加納　一朗 学研 913 ｶ

落語を生んだ江戸の笑い話・
こわい話

５分で読める江戸の笑
い話

加納　一朗 学研 913 ｶ

アユの四万十川 加用　辰美 日本書籍 452 ｶ
戦後５０年学童疎開の子ども
たち

嘉藤　長二郎　ほ
か編

汐文社 916 ｶ

人類誕生のなぞをさぐる
アフリカの大森林とサ
ルの生態

河合　雅雄 大日本図書 467 ｶ

ニホンザル 子どもは文化の発明者 河合　雅雄 平凡社 489 ｶ

盲導犬・４０年の旅
チャンピィ、ローザ、セ
リッサ

河相　洌 偕成社 369 ｶ

知らざあ言って聞かせやしょ 声にだすことばえほん 河竹　黙阿弥 ほるぷ出版 913 ｶ
だれが山を守るのか 河津　千代 リブリオ出版 460 ｶ
楽しく学べるマナーのいろは 河田　美恵子 開隆堂出版 150 ｶ

おれんじ屋のきぬ子さん
あかね・新読み物シ
リーズ　９

河俣　規世佳 あかね書房 913 ｶ

かげろうのなか 海沼松世詩集 海沼　松世 教育出版センター 911 ｶ
アサガオのすいみん時間 貝原　純子 さ・え・ら書房 470 ｶ
親子で楽しむこども野菜塾 柿沢　安耶 明治書院 498 ｶ
海のような大人になる 覚和歌子詩集 詩の風 覚　和歌子 理論社 911 ｶ
ありがとう！！犬のロクとナ
ナ

アヒルのガーコの恩が
えし

角谷　智恵 ポプラ社 916 ｶ

蘭丸、夢の途中 真相・本能寺の変 角田　茉瑳子 岩崎書店 210 ｶ
魔女に会った 角野　栄子 福音館書店 386 ｶ
魔女の宅急便 角野　栄子 福音館書店 913 ｶ
魔女の宅急便　その２　キキ
と新しい魔法

魔女の宅急便　その２ 角野　栄子 福音館書店 913 ｶ

魔女の宅急便　その３　キキ
ともうひとりの魔女

福音館創作童話シリー
ズ

角野　栄子 福音館書店 913 ｶ

魔女の宅急便　その４　キキ
の恋

福音館創作童話シリー
ズ

角野　栄子 福音館書店 913 ｶ

魔女の宅急便　その５　魔法
のとまり木

福音館創作童話シリー
ズ

角野　栄子 福音館書店 913 ｶ

魔女の宅急便　その６　それ
ぞれの旅立ち

福音館創作童話シリー
ズ

角野　栄子 福音館書店 913 ｶ

アイとサムの街 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
オオくんとゆかいなかぞく 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ
ネネコさんの動物写真館 角野　栄子 理論社 913 ｶ
モコモコちゃん家出する 角野　栄子 クレヨンハウス 913 ｶ
大どろぼうブラブラ氏　愛蔵 角野　栄子 講談社 913 ｶ
魔女からの手紙 角野　栄子 ポプラ社 913 ｶ

学習まんが少年少女日本の
歴史

史跡・資料館事典 学習
まんが少年少女日本の
歴史　別巻２　改訂増
補版

学習まんが少年少
女日本の歴史編
集部　編

小学館 210 ｶ

学習まんが少年少女日本の
歴史

人物事典 学習まんが
少年少女日本の歴史
別巻１　増補改訂版

学習まんが少年少
女日本の歴史編
集部　編

小学館 210 ｶ

なぜ？どうして？科学ＮＥＷ
ぎもんランキング

学習研究社：編 学習研究社 404 ｶ

なぜ？どうして？小学生ＮＥ
Ｗぎもんランキング

学習研究社：編 学習研究社 404 ｶ



マンガ小学生の勉強法 入学から２年生まで編
学習情報プロジェ
クト　編

アストロ教育シス
テムあすとろ出版

370 ｶ

数の大常識
これだけは知っておき
たい　２７

笠原　秀 ポプラ社 412 ｶ

日本の産業まるわかり大百
科

国土と環境保全 日本
の産業まるわかり大百

梶井　貢 ポプラ社 519 ｶ

日本の産業まるわかり大百 運輸・貿易 梶井　貢 ポプラ社 600 ｶ
日本の産業まるわかり大百
科

工業 自動車工業・鉄鋼
業・電子工業ほか

梶井　貢 ポプラ社 600 ｶ

日本の産業まるわかり大百
科

情報通信 テレビ・新聞・
インターネット

梶井　貢 ポプラ社 600 ｶ

日本の産業まるわかり大百
科

水産業 かつお漁・養殖
漁業ほか

梶井　貢 ポプラ社 600 ｶ

日本の産業まるわかり大百
科

農業２ 野菜・くだもの・
畜産

梶井　貢 ポプラ社 600 ｶ

日本の産業まるわかり大百 農業１ 米作り 梶井　貢 ポプラ社 610 ｶ
日本の産業まるわかり大百 農業１ 米づくり 梶井　貢　監修 ポプラ社 610 ｶ
日本の産業まるわかり大百
科

国土と環境保全 日本
の産業まるわかり大百

梶井貢 ポプラ社 519 ｶ

日本の産業まるわかり大百 運輸・貿易 梶井貢 ポプラ社 600 ｶ
日本の産業まるわかり大百
科

工業 自動車工業・鉄鋼
業・電子工業ほか

梶井貢 ポプラ社 600 ｶ

日本の産業まるわかり大百
科

情報通信 テレビ・新聞・
インターネット

梶井貢 ポプラ社 600 ｶ

日本の産業まるわかり大百
科

水産業 かつお漁・養殖
漁業ほか

梶井貢 ポプラ社 600 ｶ

日本の産業まるわかり大百
科

農業２ 野菜・くだもの・
畜産

梶井貢 ポプラ社 600 ｶ

ヒマワリのかんさつ　新装版 叶沢　進 あかね書房 479 ｶ

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 ポプラ社 800 ｶ

オキクルミのぼうけん アイヌの民話 萱野　茂 小峰書店 913 ｶ
こども世界国旗図鑑 苅安　望　編著 平凡社 288 ｶ
しぜんのえほん しぜんのひかりとかげ 亀田　竜吉 冬樹社 460 ｶ
サツマイモ いもの成長 亀田　龍吉 あかね書房 479 ｶ
ゴーヤ ツルレイシの成長 亀田　龍吉 あかね書房 479 ｶ
ツバメ 春にくる渡り鳥 亀田　龍吉 あかね書房 488 ｶ
地球のすがた 菊田　英一　指導 集英社 450 ｶ

宇宙・星のひみつ
学研まんが新・ひみつ
シリーズ

久保田　聡 学習研究社 440 ｶ

わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ童謡集 金子　みすゞ ＪＵＬＡ出版局 911 ｶ
現代子ども俳句歳時記 金子　兜太　編 チクマ秀版社 911 ｶ
ジュニアのための健康ダイ
エット

「ホントのきれい」にな
れるダイエット

金子　基子 汐文社 490 ｶ

ジュニアのための健康ダイ
エット

しっかり食べてダイエッ
ト

金子　基子 汐文社 490 ｶ

ジュニアのための健康ダイ
エット

正しいダイエット入門 金子　基子 汐文社 490 ｶ

体操競技 金子　明友 講談社 780 ｶ

マタギに育てられたクマ
白神山地のいのちを
守って 感動ノンフィク
ションシリーズ

金治　直美 佼成出版社 916 ｶ

栄養がわかる絵事典
バランスよく食べよう！
食べ物の成分から体の
しくみまで

金田　雅代 ＰＨＰ研究所 498 ｶ

じゅげむ／目黒のさんま 桂　小南 金の星社 918 ｶ
花の都／てんしき 桂　小南 金の星社 918 ｶ
サギとり 桂　文我 岩崎書店 918 ｶ
たぬきのサイコロ 桂　文我 岩崎書店 918 ｶ



てんぐの酒もり 桂　文我 岩崎書店 918 ｶ
どうぐ屋 桂　文我 岩崎書店 918 ｶ
まんじゅうこわい 桂　文我 岩崎書店 918 ｶ
石ころ地球のかけら 桂　雄三 福音館書店 450 ｶ
大接近！妖怪図鑑 軽部　武宏 あかね書房 31 ｶ

学年別たのしい自由研究 ３年生
芸術教育研究所
編

金の星社 370 ｶ

俳句・季語 ことばの小径 鍵和田ゆう子 誠文堂新光社 911 ｶ

歯と歯みがきのひみつ 甲斐　すみよし
学研コミュニケー
ションビジネス事
業部教材資料制

497 ｶ

サッカーのひみつ
学研まんが新・ひみつ
シリーズ

甲斐　謙二 学習研究社 780 ｶ

ブナの森は生きている 甲斐　信枝 福音館書店 460 ｶ

奈良の大仏　新装版
世界最大の鋳造仏 日
本人はどのように建造
物をつくってきたか

香取　忠彦 草思社 700 ｶ

自然遺産の迷路
屋久島発世界一周旅
行へ

香川　元太郎 ＰＨＰ研究所 790 ｶ

文明の迷路
古代都市をめぐってアト
ランティスへ

香川　元太郎 ＰＨＰ研究所 790 ｶ

昆虫の迷路
秘密の穴をとおって虫
の世界へ

香川　元太郎 ＰＨＰ研究所 790 ｶ

物語の迷路
アンデルセンから宮沢
賢治の世界まで

香川　元太郎 ＰＨＰ研究所 913 ｶ

進化の迷路
原始の海から人類誕生
まで

香川　元太郎 ＰＨＰ研究所 913 ｶ

時の迷路　続 時の迷路　続 香川　元太郎 ＰＨＰ研究所 913 ｶ

宇宙の迷路
太陽系をめぐって銀河
のかなたへ！

香川　元太郎 ＰＨＰ研究所 913 ｶ

香川の身近な生き物マップ 香川県 香川環境局 90 ｶ
瀬戸の海廊・香川 香川県 香川県 90 ｶ

香川県レッドデータブック
香川県の希少野生生
物

香川県希少野生
生物保護対策検

香川県環境森林
部

90 ｶ

ふるさと香川
みどり・うるおい・にぎわ
い 小学校

香川県教育委員
会

香川県教育委員
会

90 ｶ

ふるさと香川
みどり・うるおい・にぎわ
い 中学校

香川県教育委員
会

香川県教育委員
会

90 ｶ

香川県社会科学習事典
香川県郷土学習
研究会

光文書院 90 ｶ

香川の先人たち
郷土の発展につくした
人びと

香川県郷土史研
究会

光文書院 90 ｶ

読みがたり　香川のむかし話
香川県国語教育
研究会　編

日本標準 388 ｶ

おもしろ発見ノート
家族で五色台を楽しも
う 五色台と私たち（Ⅲ）

香川県自然科学
協議会

香川県自然科学
協議会

90 ｶ

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 90 ｶ

自ら調べ学び解決する総合
的学習

情報編 わくわくつくる総
合的学習資料２

香川県総合的学
習研究会

松林社 7 ｶ

自ら調べ学び解決する総合
的学習

人間・福祉編 わくわくつ
くる総合的学習資料４

香川県総合的学
習研究会

松林社 369 ｶ

自ら調べ学び解決する総合
的学習

環境編 わくわくつくる総
合的学習資料３

香川県総合的学
習研究会

松林社 519 ｶ

香川の生産とくらし
香川県小学校社会科
読本

香川大学教育学
部社会科教育研

松林社 90 ｶ

讃岐の人物・文化遺産
香川県小学校歴史読
本

香川大学教育学
部社会科教育研

松林社 90 ｶ



わたしたちの香川県
香川県小学校社会科
郷土学習読本

香川大学教育学
部社会科研究会

青葉教育社 90 ｶ

大昔の動物
ニューワイド学研の図
鑑　１８

今泉　忠明 学習研究社 31 ｶ

動物
ニューワイド学研の図
鑑　３

今泉　忠明 学習研究社 31 ｶ

一年一組　せんせい　あのね
詩とカメラの学級ドキュ
メント

鹿島　和夫　編 理論社 911 ｶ

続一年一組　せんせい　あの
ね

詩とカメラの学級ドキュ
メント

鹿島　和夫　編 理論社 911 ｶ

考えよう地球環境 エネルギーの本 住　明正　監修 ポプラ社 519 ｶ
考えよう地球環境 ゴミの本 住　明正　監修 ポプラ社 519 ｶ
考えよう地球環境 気象の本 住　明正　監修 ポプラ社 519 ｶ
考えよう地球環境 森と水と土の本 住　明正　監修 ポプラ社 519 ｶ
考えよう地球環境 大気の本 住　明正　監修 ポプラ社 519 ｶ

良い木を育てる
自然の中の人間シリー
ズ　森と人間編　９

勝田　柾
農山漁村文化協
会

650 ｶ

ドラッグと健康といのち
ドーピング、シンナー、
麻薬・覚せい剤

勝野　真吾 学研 490 ｶ

鳥
ニューワイド学研の図
鑑　６

小宮　輝之 学習研究社 31 ｶ

チューリップ 小田　英智 偕成社 470 ｶ
日本史人物５５人のひみつ 小和田　哲男　監 学研 210 ｶ
アディオスぼくの友だち 上条　さなえ 学研 913 ｶ
オレ、背番号１８番補欠です 上条　さなえ 学研 913 ｶ
コロッケ天使 上条　さなえ 学研 913 ｶ
スーパー・ガールいちごちゃ 上条　さなえ 学研 913 ｶ
友だちじゃないか 上条　さなえ 小学館 913 ｶ

囲碁のひみつ
学研まんが新・ひみつ
シリーズ

常野　啓 学習研究社 790 ｶ

理科の自由研究
深谷　昌次　ほか
監修・指導

学研 31 ｶ

恐竜
ニューワイド学研の図
鑑　８

真鍋　真 学習研究社 31 ｶ

はらっぱ
戦争・大空襲・戦後…い
ま

神戸　光男 童心社 913 ｶ

大仏建立物語
大仏をたてた人・守った
人

神戸　淳吉 小峰書店 210 ｶ

さんびきのくま イギリスの昔話より 神沢　利子 フレーベル館 388 ｶ
立たされた日の手紙 神沢利子詩集 詩の風 神沢　利子 理論社 911 ｶ
おやすみなさいまたあした 神沢　利子 のら書店 911 ｶ
くまの子ウーフ 神沢　利子 ポプラ社 913 ｶ
ちびっこカムのぼうけん 神沢　利子 理論社 913 ｶ
銀のほのおの国 神沢　利子 福音館書店 913 ｶ
仙女ときこり 朝鮮のむかしばなし 神谷　丹路 岩崎書店 388 ｶ
発達と障害を考える本　3　ふ
しぎだね!?　ＬＤのおともだち

発達と障害を考える本
神奈川ＬＤ協会
編

ミネルヴァ書房 369 ｶ

日本のくらしの知恵事典 神野　善治 岩崎書店 380 ｶ
よくわかる四字熟語 神林　京子 集英社 810 ｶ
生ゴミはよみがえる 土はいのちのみなもと 菅野　芳秀 講談社 360 ｶ
お酒と健康といのち 西岡　伸紀 学研 490 ｶ

からだのひみつ
学研まんが新・ひみつ
シリーズ

青木　こずえ 学習研究社 490 ｶ

花
ニューワイド学研の図
鑑　５

千谷　順一郎 学習研究社 31 ｶ

いのちのリレー 川久保　美紀 ポプラ社 916 ｶ
かぼちゃ人類学入門 川原田　徹 福音館書店 300 ｶ
虹色ほたる 永遠の夏休み 川口　雅幸 アルファポリス 913 ｶ
からくり夢時計 川口　雅幸 アルファポリス 913 ｶ



犬と私の１０の約束 川口　晴 文藝春秋 913 ｶ
日本のふしぎ話 川崎　大治 童心社 388 ｶ
夕焼けの雲の下 川崎　大治 大日本図書 913 ｶ
どうぶつぶつぶつ 川崎洋詩集 川崎　洋 岩崎書店 911 ｶ
海があるということは 川崎洋詩集 詩と歩こう 川崎　洋 理論社 911 ｶ
だだずんじゃん 川崎　洋 いそっぷ社 911 ｶ
ちちんぷいぷい ことばの宝箱 川崎　洋　編 岩崎書店 911 ｶ
たねのふしぎ 川上　幸男 小峰書店 470 ｶ

僕とあいつのトライアル
ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉ
ｏｎｓ　２５

川上　途行 ポプラ社 913 ｶ

昆虫ナビずかん　３　家のま
わり編

かならずみつかる！ ア
ゲハチョウナビ

川上　洋一 旺文社 486 ｶ

昆虫ナビずかん　４　水辺編
かならずみつかる！ ギ
ンヤンマナビ

川上 洋一 旺文社 486 ｶ

昆虫ナビずかん　２　草はら
編

かならずみつかる！ ト
ノサマバッタナビ

川上　洋一 旺文社 486 ｶ

サーカスのライオン 川村　たかし ポプラ社 913 ｶ
酒呑童子 川村　たかし ポプラ社 913 ｶ
心うたれるほんとうにあった ３年生 川村　たかし　監 ポプラ社 916 ｶ
心うたれるほんとうにあった ４年生 川村　たかし　監 ポプラ社 916 ｶ

お金のひみつ 証券会社の仕事 川村　雄介　監修
学研広告ＳＰ事業
部教材資料制作

330 ｶ

十二支の子どものあそびい
ろはがるた

川端　誠 リブロポート 913 ｶ

十二支の年越 川端　誠 リブロポート 913 ｶ
風来坊 川端　誠 ＰＨＰ研究所 913 ｶ
ばけものつかい 落語絵本　１ 川端　誠 クレヨンハウス 918 ｶ
じゅげむ 川端　誠 クレヨンハウス 918 ｶ
はつてんじん 川端　誠 クレヨンハウス 918 ｶ
めぐろのさんま 川端　誠 クレヨンハウス 918 ｶ
１２月の夏休み ケンタとミノリの冒険日 川端　裕人 偕成社 913 ｶ

ウサギ・モルモットのひみつ
ウサギやモルモットと友
だちになれる！

川田　直美 ポプラ社 480 ｶ

頭をよくする本
川島隆太先生と１００人
の子どもたちが脳につ
いて考えてみた！

川島　隆太 ベストセラーズ 490 ｶ

いそべの生物 川嶋　一成 あかね書房 480 ｶ
ヤドカリ　新装版 川嶋　一成 あかね書房 485 ｶ
動物園出前しまーす 川内　松男 国土社 916 ｶ
生活と健康といのち 食生活、運動、ストレス 川畑　徹朗 学研 490 ｶ
オオクニヌシの宝 川北　亮司 アスラン書房 164 ｶ
おほほプリンセスわたくしは
お嬢さま！

ポプラ物語館　７ 川北　亮司 ポプラ社 913 ｶ

おほほプリンセスこれって初
恋なのかしら

ポプラ物語館　１２ 川北　亮司 ポプラ社 913 ｶ

おほほプリンセス恋する心は
クリスタル

ポプラ物語館　１６ 川北　亮司 ポプラ社 913 ｶ

ふたごの魔法つかいガラス
の城

川北　亮司 童心社 913 ｶ

ふたごの魔法つかい空のウ
サギ

川北　亮司 童心社 913 ｶ

ふたごの魔法つかい月光の 川北　亮司 童心社 913 ｶ
ふたごの魔法つかい光る船 川北　亮司 童心社 913 ｶ
ふたごの魔法つかい女神の 川北　亮司 童心社 913 ｶ
ふたごの魔法つかい人魚の
うた

川北　亮司 童心社 913 ｶ

ふたごの魔法つかい虹色の 川北　亮司 童心社 913 ｶ
ふたごの魔法つかい魔法の
かがみ

川北　亮司 童心社 913 ｶ



ふたごの魔法つかい魔法の
タネ

川北　亮司 童心社 913 ｶ

ふたごの魔法つかい夢じか 川北　亮司 童心社 913 ｶ

天気のひみつ
学研まんが新・ひみつ
シリーズ

大岩　ピュン 学習研究社 451 ｶ

植物
ニューワイド学研の図
鑑　２

大場　達之 学習研究社 31 ｶ

野球のひみつ
学研まんが新・ひみつ
シリーズ

土門　トキオ 学習研究社 780 ｶ

学校でできるアイデアスポー
ツ２１２

２人からできるアイデア
スポーツ

日本レクリエーショ
ン協会　編著

学研 780 ｶ

学校の怪談スペシャル
「真夜中の金次郎」っ
て、いったい何・・・??

日本民話の会学
校の怪談編集委
員会　編

ポプラ社 913 ｶ

ガリレオ 能田　達規 ポプラ社 289 ｶ

妖精ケーキはミステリー！？
おばけ美術館２ ポプラ
の木かげ　２９

柏葉　幸子 ポプラ社 913 ｶ

ふしぎ列車はとまらない
おばけ美術館３ ポプラ
の木かげ　３０

柏葉　幸子 ポプラ社 913 ｶ

おばけ美術館へいらっしゃい ポプラの木かげ　２４ 柏葉　幸子 ポプラ社 913 ｶ
とぶキャベツのひみつ 黒うさぎ王国 柏葉　幸子 旺文社 913 ｶ
おつかいまなんかじゃありま
せん

柏葉　幸子 ポプラ社 913 ｶ

かくれ家は空の上 柏葉　幸子 講談社 913 ｶ
すずちゃんと魔女のババハッ
ピー・バースデー・ババ

柏葉　幸子 講談社 913 ｶ

つづきの図書館 柏葉　幸子 講談社 913 ｶ
バク夢姫のご学友 柏葉　幸子 偕成社 913 ｶ
霧のむこうのふしぎな町 柏葉　幸子 講談社 913 ｶ
竜が呼んだ娘 柏葉　幸子 朝日学生新聞社 913 ｶ

大自然のふしぎ５０のひみつ
学研まんが新・ひみつ
シリーズ

伴　俊男 学習研究社 470 ｶ

ワンダフルライフ 地球の詩 飛鳥　童 小学館 911 ｶ

からくり儀右衛門
アイデア連発！大江戸
のハイテク王

富士鷹　なすび 草土文化 280 ｶ

クリスタルエッジ
ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥ
ＮＴ

風野　潮 講談社 913 ｶ

飼育と観察
ニューワイド学研の図
鑑　９

平井　博 学習研究社 31 ｶ

世界の森とくらし
自然の中の人間シリー
ズ　森と人間編　１

片桐　一正
農山漁村文化協
会

650 ｶ

隅田川 愛しいわが子をさがして 片山　清司 ビーエル出版 913 ｶ
塩 海からきた宝石 片平　孝 あかね書房 450 ｶ
砂漠の世界 片平　孝 あかね書房 450 ｶ
雪の一生 片平　孝 あかね書房 451 ｶ
雪の一生　新装版 片平　孝 あかね書房 451 ｶ
砂漠の世界　新装版 片平　孝 あかね書房 454 ｶ
塩　新装版 海からきた宝石 片平　孝 あかね書房 669 ｶ
ゆきのかたち しぜんにタッチ！ 片野　隆司 ひさかたチャイル 451 ｶ
環境をまもる 海 赤潮とたたかう 本間　正樹 小峰書店 519 ｶ

環境をまもる
干潟 失われゆく自然を
まもる

本間　正樹 小峰書店 519 ｶ

環境をまもる 湖 琵琶湖の自然をまも 本間　正樹 小峰書店 519 ｶ
環境をまもる 都市 都市公害とたたか 本間　正樹 小峰書店 519 ｶ
たばこと健康といのち 野津　有司 学研 490 ｶ

昆虫
ニューワイド学研の図
鑑　１

友国　雅章 学習研究社 31 ｶ

あめふりくまのこ 友竹　正則
河合楽器製作
所・出版事業部

760 ｶ



理科の実験 学研 31 ｶ
爬虫・両生類 学研 31 ｶ
郷土の人物 ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ｷ
きっずジャポニカ 小学百科大事典 小学館 31 ｷ

近畿地方
都道府県別日本地理
ポプラディア情報館

ポプラ社 31 ｷ

九州地方
都道府県別日本地理
ポプラディア情報館

ポプラ社 31 ｷ

郷土のしらべ方事典
まちの偉人をしらべよう
まちの発展につくした人
についてしらべる

ポプラ社 90 ｷ

郷土のしらべ方事典
まちを探検しよう わたし
たちのまちのようすをし
らべる

ポプラ社 90 ｷ

郷土のしらべ方事典
郷土を記録しよう なに
をしらべ、どう記録する

ポプラ社 90 ｷ

郷土のしらべ方事典
県とわたしたちのまち
わたしたちのまちと他の
地域とのつながり

ポプラ社 90 ｷ

教科書がよくわかる新社会
科シリーズ

小学６年の社会 日本の
歴史２

学研 210 ｷ

伝記世界を変えた人々 キング牧師 偕成社 280 ｷ

郷土のしらべ方事典
安全なくらしをまもる 火
事や事故からまもってく
れるしくみを知ろう

ポプラ社 310 ｷ

ゆび一本からはじめる手話 あそぼう うごきのことば ポプラ社 369 ｷ

ゆび一本からはじめる手話
いくつ？ かずやきせつ
やてんき

ポプラ社 369 ｷ

ゆび一本からはじめる手話 うたおう ポプラ社 369 ｷ

ゆび一本からはじめる手話
おはよう あいさつとじこ
しょうかい

ポプラ社 369 ｷ

ゆび一本からはじめる手話
だいすき きもちやよう
すをつたえる

ポプラ社 369 ｷ

ゆび一本からはじめる手話
なあんだ？ 人さしゆび
で、はじめよう

ポプラ社 369 ｷ

ゆび一本からはじめる手話 手話じてん ポプラ社 369 ｷ

郷土のしらべ方事典
まちの歴史をしらべよう
人びとのくらしのうつり
かわりをしらべる

ポプラ社 380 ｷ

郷土料理大図鑑
ふるさとの味がいっぱ
い！　食べて学ぼう“地
域の食文化”

ＰＨＰ研究所 383 ｷ

キッズお料理レッスン
はりきり！アウトドア
クッキング

雄鶏社 590 ｷ

教科書にでてくる産業と経済
いま、日本人の食べ物
があぶない！ 日本の
農林水産業

ポプラ社 600 ｷ

教科書にでてくる産業と経済
どうして銀行にお金をあ
ずけるの？ 金融のは
たらき

ポプラ社 600 ｷ

教科書にでてくる産業と経済
とれたてトマトがスー
パーにならぶまで 流通
のしくみ

ポプラ社 600 ｷ

郷土のしらべ方事典
まちの工場をしらべよう
工場のしごととくふうを
しらべる

ポプラ社 600 ｷ

郷土のしらべ方事典
まちの商店をしらべよう
商店のしごととくふうを
しらべる

ポプラ社 600 ｷ



教科書にでてくる産業と経済
みそ・しょうゆ、原料す
べて外国産？ 日本の

ポプラ社 600 ｷ

教科書にでてくる産業と経済
もしも石油がなくなった
ら？ エネルギーと産業

ポプラ社 600 ｷ

教科書にでてくる産業と経済
世界にほこる日本の伝
統工芸 地域の発展と

ポプラ社 600 ｷ

教科書にでてくる産業と経済
世界のニュースをいま
すぐ家庭に 情報の流
れと通信

ポプラ社 600 ｷ

教科書にでてくる産業と経済
世界をかけめぐる日本
の工業製品 日本の工

ポプラ社 600 ｷ

教科書にでてくる産業と経済
日本の技術が世界を変
える！？ 日本の先端
技術

ポプラ社 600 ｷ

教科書にでてくる産業と経済
北へ南へ、日本をかけ
るトラック便 運輸のしく

ポプラ社 600 ｷ

郷土のしらべ方事典
まちの農家をしらべよう
農家のしごととくふうを
しらべる

ポプラ社 610 ｷ

小学館世界の名作 ふしぎの国のアリス 小学館 908 ｷ

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ
電気・光・音のふしぎ 街
や家で気のついたなぜ

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 420 ｷ

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ
物の性質１ 食事のまえ
にであったなぜ

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 420 ｷ

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ
物の性質２ スポーツを
したときに感じたなぜ

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 420 ｷ

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ
理科の体験とあそび じ
ぶんでやってみたかっ
たなぜ

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 420 ｷ

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ
理科探検のなぜ 旅行
にいったときに思ったな

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 420 ｷ

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ
生きている地球 まいに
ちのお天気で聞きた
かったなぜ

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 451 ｷ

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ
理科探検の旅 旅行に
いったときに思ったなぜ

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 452 ｷ

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ
植物のくらし 園芸のて
つだいで見つけるなぜ

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 470 ｷ

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ
動物・昆虫・魚のくらし
家のまわりにいる生き
物のなぜ

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 480 ｷ

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ
人とそのからだ こんな
経験のあったからだの

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 490 ｷ

世界のおまつり 世界の子どもたち
アナベル・キンダス
リー

ほるぷ出版 386 ｷ

キュリー夫人

はじめてノーベル賞を
とった女性科学者 学習
まんが人物館世界小学
館版　２

あべ　さより 小学館 280 ｷ

世界でいちばんすてきなとこ アン・キャメロン 文研出版 933 ｷ

くまの王子
アルメニア（ソビエト）の
民話

アンドラニク・エル
バンドヴィチ・キリ
キャン

ほるぷ出版 388 ｷ

ゾウの王パパ・テンボ エリック・キャンベ 徳間書店 933 ｷ
どうぶつはいくあそび きしだ　えりこ のら書店 913 ｷ
わらしべ長者 きたがわ　さちひこ 国土社 388 ｷ

レイアとナネット
フィリピン・チボリ族の
子どもたちの一日

きたざわ　きょうこ アーニ出版 300 ｷ

アルファベットずかん きたむら　さとし アルク 830 ｷ



どうぶつことわざえほん きたやま　ようこ のら書店 810 ｷ

うさぎのさいばん
キム　セシル　ハン
テヒ

少年写真新聞社 923 ｷ

あまがえるさん、なぜなく
の？　韓国のむかしばなし

韓国のむかしばなし キム　ヘウォン さえら書房 388 ｷ

よーするに医学えほんからだ
アイらんど　インフルエンザ

きむら　ゆういち 講談社 490 ｷ

よーするに医学えほんからだ
アイらんど　おなか編

きむら　ゆういち 講談社 490 ｷ

よーするに医学えほんからだ
アイらんど　けが編

きむら　ゆういち 講談社 490 ｷ

あらしのよるに
あらしのよるにシリーズ
大型版　１

きむら　ゆういち 講談社 913 ｷ

あるはれたひに
あらしのよるにシリーズ
大型版　２

きむら　ゆういち 講談社 913 ｷ

くものきれまに
あらしのよるにシリーズ
大型版　３

きむら　ゆういち 講談社 913 ｷ

きりのなかで
あらしのよるにシリーズ
大型版　４

きむら　ゆういち 講談社 913 ｷ

どしゃぶりのひに
あらしのよるにシリーズ
大型版　５

きむら　ゆういち 講談社 913 ｷ

ふぶきのあした
あらしのよるにシリーズ
大型版　６

きむら　ゆういち 講談社 913 ｷ

まんげつのよるに
あらしのよるにシリーズ
大型版　７

きむら　ゆういち 講談社 913 ｷ

ごちそうがいっぱい あらしのよるにスペシャ きむら　ゆういち 講談社 913 ｷ
しろいやみのはてで あらしのよるに特別編 きむら　ゆういち 講談社 913 ｷ
ひとりぼっちのガブ きむら　ゆういち 講談社 913 ｷ
メイはなんにもこわくない きむら　ゆういち 講談社 913 ｷ
気がつけばカラス きむら　ゆういち 佼成出版社 913 ｷ
理容のひみつ きもと　よしこ 学研 595 ｷ
ふしぎの国のアリス キャロル ポプラ社 933 ｷ

まかせて！おてつだい
わくわくしょくじ まかせ
て！おてつだい

きりんキッズクラブ
編

文研出版 590 ｷ

まかせて！おてつだい
わくわくせんたく まかせ
て！おてつだい

きりんキッズクラブ
編

文研出版 590 ｷ

まかせて！おてつだい
わくわくそうじ・かたづけ
まかせて！おてつだい

きりんキッズクラブ
編

文研出版 590 ｷ

グレッグのダメ日記 グレッグ・ヘフリーの記 ジェフ・キニー ポプラ社 933 ｷ
グレッグのダメ日記　あ～
あ、どうしてこうなるの！？

ジェフ・キニー ポプラ社 933 ｷ

グレッグのダメ日記　なんと
か、やっていくよ

ジェフ・キニー ポプラ社 933 ｷ

グレッグのダメ日記　ボクの
日記があぶない！

ジェフ・キニー ポプラ社 933 ｷ

グレッグのダメ日記　もう、が
まんできない！

ジェフ・キニー ポプラ社 933 ｷ

グレッグのダメ日記どんど
ん、ひどくなるよ

ジェフ・キニー ポプラ社 933 ｷ

ぼく、カギをのんじゃった！ もう、ジョーイったら！ ジャック・ギャントス 徳間書店 933 ｷ

いちばんのなかよし　タンザ
ニアのおはなし

タンザニアのおはなし
アジア・アフリカ絵本シ
リーズ　アフリカ

ジョン・キラカ アートン 388 ｷ

マリー・キュリー スティーヴ・パー 岩波書店 280 ｷ
ナム・フォンの風 ダイアナ・キッド あかね書房 933 ｷ

ソフィーとカタツムリ
評論社の児童図書館・
文学の部屋

ディック・キング・ス
ミス

評論社 933 ｷ

学校ねずみのフローラ
ディック・キング・ス
ミス

童話館出版 933 ｷ



スウィート・メモリーズ
ナタリー・キンシー
＝ワーノック

金の星社 933 ｷ

世界の子どもたち
世界をむすぶぼくの声
わたしの声

バーナバス・キン
ダスリー　編

ほるぷ出版 360 ｷ

ライオンの風にのって
ポークストリート小学校
のなかまたち　６

パトリシア・ライ
リー・ギフ

さえら書房 933 ｷ

からまっちゃんスパゲッティ
の宙返り

ポークストリート小学校
のなかまたち　７

パトリシア・ライ
リー・ギフ

さえら書房 933 ｷ

ターザンロープがこわい
ポークストリート小学校
のなかまたち　８

パトリシア・ライ
リー・ギフ

さえら書房 933 ｷ

みんなそろって、はい、チー
ズ！

ポークストリート小学校
のなかまたち　９

パトリシア・ライ
リー・ギフ

さえら書房 933 ｷ

コンクリートで目玉やき
ポークストリート小学校
のなかまたち　１０

パトリシア・ライ
リー・ギフ

さえら書房 933 ｷ

あたしの赤いクレヨン
パトリシア・ライ
リー・ギフ

さえら書房 933 ｷ

きえたユニコーン
パトリシア・ライ
リー・ギフ

さえら書房 933 ｷ

キャンディーかずあてコンテ
スト

パトリシア・ライ
リー・ギフ

さえら書房 933 ｷ

ぼくはビースト
パトリシア・ライ
リー・ギフ

さえら書房 933 ｷ

まほうの恐竜ものさし
パトリシア・ライ
リー・ギフ

さえら書房 933 ｷ

恐竜・その誕生から死まで 翼竜プテロダクチルス
ビバリー＝ハルス
テッド

偕成社 457 ｷ

空のおくりもの 雲をつむぐ少年のお話
マイケル・キャッチ
プール

ブロンズ新社 933 ｷ

不思議の国のアリス ルイス・キャロル 集英社 908 ｷ
鏡の国のアリス ルイス・キャロル 偕成社 933 ｷ

キュリー夫人
ひたむきな努力が生ん
だ二つのノーベル賞

安西　篤子 新学社・全家研 280 ｷ

キュリー夫人 伊東　信 ポプラ社 280 ｷ
教科書にでてくる人物１２４ 「国語」にでてくる人物 稲垣　友美　編 あすなろ書房 280 ｷ
教科書にでてくる人物１２４
人

「社会」にでてくる人物
Ⅰ Ｂ.Ｃ５Ｃ～Ａ.Ｄ１１Ｃ

稲垣　友美　編 あすなろ書房 280 ｷ

教科書にでてくる人物１２４
人

「社会」にでてくる人物
Ⅱ １１１８年～１５９１年

稲垣　友美　編 あすなろ書房 280 ｷ

教科書にでてくる人物１２４
人

「社会」にでてくる人物
Ⅳ Ⅰ７４５年～１８９９

稲垣　友美　編 あすなろ書房 280 ｷ

教科書にでてくる人物１２４
人

「社会」にでてくる人物
Ⅴ １８３５年～１９７６年

稲垣　友美　編 あすなろ書房 280 ｷ

教科書にでてくる人物１２４
人

「美術・音楽」にでてくる
人物

稲垣　友美　編 あすなろ書房 280 ｷ

教科書にでてくる人物１２４
人

「理科・算数（数学）」に
でてくる人物

稲垣　友美　編 あすなろ書房 280 ｷ

教科書にでてくる人物１２４
人

教科別 「社会」にでてく
る人物Ⅲ（１５３４年～１
８１７年）

稲垣　友美　編 あすなろ書房 280 ｷ

きっずジャポニカ 小学百科大事典 梶井　貢 小学館 31 ｷ

絵でとく日本の歌 見て読む本 岸　大武郎
ヤマハミュージッ
クメディア

767 ｷ

わたしはひろがる 愛，平和，そして人間 岸　武雄 小峰書店 911 ｷ
わたしの家族はいぬのブ
ルース

パートナードッグ物語 岸川　悦子 ひくまの出版 369 ｷ

さよならのむこうに明日があ
るよ

ぼくは介助犬太郎 岸川　悦子 ＰＨＰ研究所 369 ｷ

えっちゃんのせんそう 岸川　悦子 童心社 913 ｷ
えっちゃんのせんそう 岸川　悦子 文渓堂 913 ｷ



学校行かなそんそん 岸川　悦子 ＰＨＰ研究所 913 ｷ
走れ！ひまわり号 岸川　悦子 ひくまの出版 913 ｷ

あなたの声がききたい
聴覚障害の両親に育て
られて

岸川　悦子 佼成出版社 916 ｷ

金色のクジラ アニメ絵本 岸川　悦子　原作 ひくまの出版 913 ｷ

森のはるなつあきふゆ
オシギッパのもりでみつ
けた

岸田　衿子 ポプラ社 460 ｷ

へんなかくれんぼ
子どもの季節とあそび
のうた

岸田　衿子 のら書店 911 ｷ

カイコ まゆからまゆまで 岸田　功 あかね書房 486 ｷ
カブトムシ　新装版 岸田　功 あかね書房 486 ｷ
カミキリムシ 岸田　功 あかね書房 486 ｷ
カイコ　新装版 まゆからまゆまで 岸田　功 あかね書房 633 ｷ
ノックアウトのその後で 岸本　進一 理論社 913 ｷ

子どもの権利　イラスト版
子どもとマスターする５
０の権利学習

喜多　明人 合同出版 316 ｷ

ふなひき太良 沖縄の絵本 儀間　比呂志 岩崎書店 913 ｷ
へこき三良 沖縄の絵本 儀間　比呂志 岩崎書店 913 ｷ
オーレ！ぼくらのジェーリー 菊地　ただし 草炎社 913 ｷ
おばけだぞ全員しゅうごう！ 菊地　ただし 草炎社 913 ｷ
まいこはまいごじゃありませ 菊地　ただし 草炎社 913 ｷ
江戸の子ども行事とあそび１
２か月

菊地　ひと美 偕成社 384 ｷ

おれの島 本日快晴！ 菊池　俊 講談社 913 ｷ

コミュニケーションの達人
国際人をめざせ！ イン
タビュー　聞く力をきた

菊池　省三 フレーベル館 2 ｷ

コミュニケーションの達人
国際人をめざせ！ ス
ピーチ　伝える力をきた

菊池　省三 フレーベル館 2 ｷ

コミュニケーションの達人
国際人をめざせ！ ディ
ベート　話し合う力をき
たえる

菊池　省三 フレーベル館 2 ｷ

コミュニケーションの達人
国際人をめざせ！ パ
フォーマンス　表現する
力をきたえる

菊池　省三 フレーベル館 2 ｷ

封神演義　下　降魔封神の 封神演義 許　仲琳 偕成社 923 ｷ
封神演義　上　妖姫乱国の 封神演義 許　仲琳 偕成社 923 ｷ
封神演義　中　仙人大戦の 封神演義 許　仲琳 偕成社 923 ｷ

豆富小僧
角川つばさ文庫　Ａ　き
２－１

京極　夏彦 角川書店 913 ｷ

車いすバスケで夢を駆けろ
元Ｊリーガー京谷和幸
の挑戦

京谷　和幸 金の星社 916 ｷ

世界を変えるデザインの力 教育画劇編集部 教育画劇 757 ｷ
世界を変えるデザインの力 教育画劇編集部 教育画劇 757 ｷ
世界を変えるデザインの力 教育画劇編集部 教育画劇 757 ｷ

キッズクッキング
たまご おやこでつくろ
う！

熊谷　留加 オレンジページ 590 ｷ

キッズクッキング パン おやこでつくろう！ 熊谷　留加 オレンジページ 590 ｷ

キッズクッキング
やさい おやこでつくろ
う！

熊谷　留加 オレンジページ 590 ｷ

銀のうでわ 中国の民話 君島　久子 岩波書店 388 ｷ
中国のむかし話 君島　久子 偕成社 388 ｷ
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 福音館書店 913 ｷ
記号の図鑑 くらしの記号 江川　清　編著 あかね書房 800 ｷ
記号の図鑑 ことばの記号 江川　清　編著 あかね書房 800 ｷ
記号の図鑑 科学の記号 江川　清　編著 あかね書房 800 ｷ
記号の図鑑 集団の記号 江川　清　編著 あかね書房 800 ｷ
わたり鳥のひみつ 行田　哲夫 あかね書房 480 ｷ
キュリー夫人 小林　可多入 ポプラ社 289 ｷ



きみもやってみよう国際協力
地球市民としてできるこ
と すべての子が学校で
学べるために

杉下　恒夫　監修・
指導

学研 300 ｷ

きみもやってみよう国際協力
地球市民としてできるこ
と 飢えた人たちに食料
が届くように

杉下　恒夫　監修・
指導

学研 300 ｷ

きみもやってみよう国際協力
地球市民としてできるこ
と 世界を知り人の輪を
広げるために

杉下　恒夫　監修・
指導

学研 300 ｷ

きみもやってみよう国際協力
地球市民としてできるこ
と 病人が薬やワクチン
で治るように

杉下　恒夫　監修・
指導

学研 300 ｷ

きみもやってみよう国際協力
地球市民としてできるこ
と 紛争や災害の難民を
助けるために

杉下　恒夫　監修・
指導

学研 300 ｷ

きみもやってみよう国際協力
地球市民としてできるこ
と 地球の豊かな環境を
保つために

杉下　恒夫　監修・
指導

学研 519 ｷ

マブニのアンマー おきなわの母 戦争 赤座　憲久 ほるぷ出版 913 ｷ
北里柴三郎 竹林　月 ポプラ社 289 ｷ
正倉院とシルクロード 長沢　和俊 講談社 290 ｷ
ドクター・トミーのからだの本
７

からだを動かすほねと
筋肉　ほねと筋肉

田沢　梨枝子 小峰書店 490 ｷ

水辺の自然・遊んで学ぼう
海の生き物 すみ場所
別図鑑

武田　正倫　監修 学研 480 ｷ

水辺の自然・遊んで学ぼう 海の生き物 観察・採集 武田　正倫　監修 学研 480 ｷ
水辺の自然・遊んで学ぼう 海の生き物 実験・飼育 武田　正倫　監修 学研 480 ｷ
水辺の自然・遊んで学ぼう 川の生き物 採集・飼育 武田　正倫　監修 学研 480 ｷ
水辺の自然・遊んで学ぼう 川の生き物 探検・観察 武田　正倫　監修 学研 480 ｷ
新都道府県クイズ　５ 新都道府県クイズ 北　俊夫 国土社 308 ｷ
へえ六がんばる 北　彰介 岩崎書店 913 ｷ
だまし絵の世界 北岡　明佳 講談社 720 ｷ
夕やけ色のトンネルで 北原　宗積 岩崎書店 913 ｷ
赤い鳥小鳥 北原白秋童謡詩歌集 北原　白秋 岩崎書店 911 ｷ
まんが慣用句なんでも事典 北山　竜 金の星社 814 ｷ
ＮＨＫためしてガッテン食
育！ビックリ大図典

北折　一 東山書房 596 ｷ

テストはおすき？ 北川　幸比古 太平出版社 913 ｷ
うさぎのみみはなぜながい メキシコ民話 北川　民次 福音館書店 388 ｷ
しいの木のひみつのはなし 北村　けんじ 草土文化 913 ｷ
つな引きのお祭り たくさんのふしぎ傑作集 北村　皆雄 福音館書店 386 ｷ
日本と世界のおもしろことわ
ざ　第１巻

生きる知恵　ありがたや
知恵袋

北村　孝一 学研教育出版 810 ｷ

日本と世界のおもしろことわ
ざ　第２巻

人情　不思議な人の心 北村　孝一 学研教育出版 810 ｷ

日本と世界のおもしろことわ
ざ　第３巻

損得と運　それ、損か
得か

北村　孝一 学研教育出版 810 ｷ

日本と世界のおもしろことわ
ざ　第４巻

才能と経験　才能もあ
る経験もある

北村　孝一 学研教育出版 810 ｷ

日本と世界のおもしろことわ
ざ　第５巻

世の中　世の中ってこ
んなもの

北村　孝一 学研教育出版 810 ｷ

日本と世界のおもしろことわ
ざ　第６巻

ことわざのいろいろ　資
料編

北村　孝一 学研教育出版 810 ｷ

黒の女王との戦い 北村　想 小峰書店 913 ｷ

生きものお宅拝見！
「生きもの摩訶ふしぎ図
鑑」シリーズ

北村　雄一 保育社 480 ｷ

忍者生物摩訶ふしぎ図鑑
「生きもの摩訶ふしぎ図
鑑」シリーズ

北村　雄一 保育社 481 ｷ



枯葉剤の村の子どもたち
ヴェトナム・パコ族の子
どものくらし

北沢　杏子 アーニ出版 300 ｷ

国境の村の子どもたち
中国／朝鮮族、漢族、
満族の子どもたちの生

北沢　杏子 アーニ出版 300 ｷ

ホンホンとメイメイ
中国雲南省の先住民・
イ族の子どもたちの一

北沢　杏子 アーニ出版 300 ｷ

夢の力こぶ
北島康介とフロッグタウ
ンミーティング 角川つ
ばさ文庫　Ｄき１－１

北島　康介 角川書店 916 ｷ

森と海のエネルギー
今こそ考えよう！エネ
ルギーの危機　４

木下　健 文渓堂 501 ｷ

わらしべ長者 日本民話選 木下　順二 岩波書店 388 ｷ
ききみみずきん 木下　順二 岩波書店 388 ｷ
ジャックと豆のつる 木下　順二 ほるぷ出版 388 ｷ
義経 木下　順二 ほるぷ出版 913 ｷ
樹木の観察図鑑 形態から特徴・用途ま 木原　浩 偕成社 470 ｷ
３年２組は牛を飼います 文研ブックランド 木村　セツ子 文研出版 913 ｷ

野球の大常識
これだけは知っておき
たい　３８

木村　修一 ポプラ社 780 ｷ

あらしのよるに 木村　裕一 講談社 913 ｷ
そのままのキミがすき 木村　裕一 ＰＨＰ研究所 913 ｷ
くらべる図鑑 小学館 31 ｸ
スポーツ年鑑　２００８ スポーツ年鑑 ポプラ社 50 ｸ
ニュース年鑑　２００８ ニュース年鑑 ポプラ社 50 ｸ

縄文人のくらし
歴史が好きになる 縄文
人の住まい

学研 210 ｸ

縄文人のくらし
歴史が好きになる 縄文
人の食事

学研 210 ｸ

縄文人のくらし
歴史が好きになる 縄文
人の道具　１

学研 210 ｸ

縄文人のくらし
歴史が好きになる 縄文
人の道具　２

学研 210 ｸ

縄文人のくらし
歴史が好きになる 弥生
人のくらしと体験学習ガ
イド

学研 210 ｸ

グーテンベルク 伝記世界を変えた人々 偕成社 280 ｸ
写真でわかる科学の世界 ゴミとリサイクル 小峰書店 519 ｸ
早わかり！ゴミ処理のしくみ 集英社 519 ｸ
みんなの学校劇 ２年生 ポプラ社 770 ｸ
みんなの学校劇 ３年生 ポプラ社 770 ｸ
小学館世界の名作 グリム童話 小学館 908 ｸ
森のうさぎのとっておきのお 自覚と判断力を育てま くもん出版 908 ｸ
世界おはなし名作全集 赤ずきんちゃん 小学館 908 ｸ

風のくすくす笑いのお話
明るさとユーモアを育て
ます

くもん出版 908 ｸ

虹のむこうのすてきなお話 勇気と冒険心を育てま くもん出版 908 ｸ

そして誰もいなくなった
クリスティー・ジュニア・
ミステリ　１

アガサ・クリス
ティー

早川書房 933 ｸ

オリエント急行の殺人
クリスティー・ジュニア・
ミステリ　２

アガサ・クリス
ティー

早川書房 933 ｸ

エルキュール・ポワロ チョコレートの箱他 アガサ・クリス 岩崎書店 933 ｸ
アガサ・クリスティー探偵名
作集

火曜クラブ
アガサ・クリス
ティー

岩崎書店 933 ｸ

アガサ・クリスティー探偵名
作集

海からきた男
アガサ・クリス
ティー

岩崎書店 933 ｸ

アガサ・クリスティー探偵名
作集

マザーグース殺人事件
アガサ・クリス
ティー

岩崎書店 938 ｸ

コロンビア
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

アニタ・クロイ ほるぷ出版 290 ｸ



ペルー
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

アニタ・クロイ ほるぷ出版 290 ｸ

あたしが部屋から出ないわけ
アメリー・クー
テュール

文研出版 953 ｸ

こちらランドリー新聞編集部
世界の子どもライブラ
リー

アンドリュー・クレメ
ンツ

講談社 933 ｸ

はるかなるアフガニスタン
アンドリュー・クレメ
ンツ

講談社 933 ｸ

１００の知識おどろくべき地球 １００の知識　シリーズ アンナ・クレイボー 文研出版 450 ｸ
１００の知識地球を守ろう １００の知識　シリーズ アンナ・クレイボー 文研出版 519 ｸ

３つのことば グリム童話
イヴァン・チャマー
ヤフ

西村書店 943 ｸ

さる神たいじ いしい　きみひこ 国土社 388 ｸ
しゅわしゅわ村のおいしいも
のなーに？

くせ　さなえ 偕成社 378 ｸ

しゅわしゅわ村のどうぶつた くせ　さなえ 偕成社 378 ｸ
うたのてんらんかい くどう　なおこ 理論社 911 ｸ
版画　のはらうた くどう　なおこ 童話屋 911 ｸ
ブンダバー くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバー　２ くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバー　３ くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバー　４ くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバー　６ くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバー　７ くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバー　８ くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバー　９ くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバー　１０ くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバーとタンちゃん くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバーとにゃんにゃん
にゃん

くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ

ブンダバーとネズミのワゴ くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバーとモモ くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバーとわんわんわん くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバーと会ったなら くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバーのいってきま～ くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバーのただいま～！ くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ブンダバーのネコの手かしま くぼしま　りお ポプラ社 913 ｸ
ときめきクラブ　シンデレラ先
生のきえたクツ！？

くらしき　里央 ポプラ社 913 ｸ

漁師とそのおかみさん グリム童話 グリム　原作 西村書店 943 ｸ

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

ポプラ社 520 ｸ

だまし絵 トリックアート図鑑 グループ・コロンブ あかね書房 720 ｸ
トリックアートクイズ トリックアート図鑑 グループ・コロンブ あかね書房 720 ｸ
ふしぎ絵 トリックアート図鑑 グループ・コロンブ あかね書房 720 ｸ
作ってふしぎ！？トリックアー
ト工作

トリックアート図鑑
グル－プ・コロンブ
ス

あかね書房 720 ｸ

負けない！ 挑戦することは楽しいこ クルム　伊達公子 ポプラ社 783 ｸ

ギネス世界記録　２００８ ギネス世界記録
クレイグ・グレン
ディ　編

ポプラ社 31 ｸ

ギネス世界記録　２０１０ ギネス世界記録
クレイグ・グレン
ディ　編

ゴマブックス 31 ｸ

ものぐさドラゴン ケネス・グレーアム 金の星社 933 ｸ
ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン ビーエル出版 933 ｸ
ロックフォール団のねずみた
ち

サンディ・クリ
フォード

徳間書店 933 ｸ

キューバ
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ジェン・グリーン ほるぷ出版 290 ｸ



ジャマイカ
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ジェン・グリーン ほるぷ出版 290 ｸ

ベトナム
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ジェン・グリーン ほるぷ出版 290 ｸ

クストー海の百科 たたかう魚たち
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 宇宙のオアシス
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 泳法の秘密
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 海と人間 索引
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 海のファンタジー
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 海の社会学
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 海の哺乳類
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 海はなぜ青い
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 海をしらべる
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 海底の黄金
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 見えない信号
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 自然のバランス
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 深海の探検
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 生物の冒険
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 生命のロマンス
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 青い牧場
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 挑戦する海
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 白い大陸
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科 病んでいる海
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

クストー海の百科
ジャック＝イブ・ク
ストー

平凡社 452 ｸ

いちばんのおくすり
ジュリー・アイグ
ナー・クラーク

金の星社 933 ｸ

イヌ科の動物事典
ジュリエット・クラッ
トン・ブロック

あすなろ書房 489 ｸ

コインと紙幣の事典 ジョー・クリブ あすなろ書房 330 ｸ

幽霊があらわれた ジリアン・クロス
ぬぷん児童図書
出版

933 ｸ

ルピナスさん 小さなおばあさんのお バーバラ・クーニー ほるぷ出版 933 ｸ

ジョットという名の少年 羊がかなえてくれた夢
パオロ・グアルニ
エーリ

西村書店 973 ｸ

山の上の火
エチオピアのたのしい
お話

ハロルド・クーラン
ダー

岩波書店 933 ｸ

おやゆびこぞう グリム童話
フェリックス・ホフマ
ン

ペンギン社 943 ｸ



メキシコ
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ベス・グルーバー ほるぷ出版 290 ｸ

アバラーのぼうけん　改訂新 ベバリイ・クリア 学習研究社 933 ｸ
がんばれヘンリーくん　改訂
新版

ベバリイ・クリア
リー

学習研究社 933 ｸ

ヘンリーくんとアバラー　改訂
新版

ベバリイ・クリア
リー

学習研究社 933 ｸ

ラモーナ、八歳になる ベバリイ・クリア 学習研究社 933 ｸ
ラモーナ、明日へ ベバリイ・クリア 学習研究社 933 ｸ
ラモーナとあたらしい家族 ベバリイ・クリア 学習研究社 933 ｸ
ラモーナとおかあさん　改訂
新版

ベバリイ・クリア
リー

学習研究社 933 ｸ

ラモーナとおとうさん　改訂新 ベバリイ・クリア 学習研究社 933 ｸ
おじいさんのハーモニカ ヘレン・Ｖ・グリフィ あすなろ書房 933 ｸ
ウルメル氷のなかから現わ
れる

マックス・クルーゼ ひくまの出版 933 ｸ

犬の毛にご注意！
メアリ・Ｂ・クリス
チャン

大日本図書 933 ｸ

目をとじれば平和が見える
旧ユーゴスラビアの子
どもたちの描く戦争

ユニセフ　編 ほるぷ出版 300 ｸ

あかい鼻のおばけ ヨーゼフ＝グルント 学研 943 ｸ

まめをそだてよう！
ラーシュ・クリンティ
ング

偕成社 470 ｸ

わたしのせいじゃない
せきにんについて あな
たへ　６

レイフ・クリスチャ
ンソン

岩崎書店 726 ｸ

イラン
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

レオン・グレイ ほるぷ出版 290 ｸ

クレオパトラ女王 古代エジプト最後の女 梶川　卓郎 小学館 289 ｸ

いなか代官奮戦記
美作・久世のむらおこし
早川正紀公物語

久世町・編 ミリオン書房 280 ｸ

川をしろう
めざせ！川博士　川
データブック 川ナビブッ

久富　真理子 教育画劇 452 ｸ

小さな島の小さな星 久保　喬 童心社 913 ｸ

約束
「無言館」への坂をの
ぼって

窪島　誠一郎 アリス館 720 ｸ

たこを工夫する 手づくりのたこを上げよ 熊谷　寛夫 大日本図書 750 ｸ
クルーの空 熊谷　千世子 文研出版 913 ｸ
栗良平作品集 一杯のかけそば 栗　良平 日本ビジネスネッ 913 ｸ

ＣＯ２がわかる事典
もっとよく知りたい！
性質・はたらきから環境
への影響まで

栗岡　誠司 ＰＨＰ研究所 435 ｸ

忍者の大常識
これだけは知っておき
たい　２８

栗田　芽生 ポプラ社 780 ｸ

クモのひみつ 栗林　慧 あかね書房 480 ｸ
クモのひみつ　新装版 栗林　慧 あかね書房 485 ｸ
ホタル 光のひみつ 栗林　慧 あかね書房 486 ｸ
ホタル　新装版 光のひみつ 栗林　慧 あかね書房 486 ｸ
昆虫のふしぎ　新装版 色と形のひみつ 栗林　慧 あかね書房 486 ｸ
アリの世界 栗林　慧 あかね書房 486 ｸ
アリの世界　新装版 栗林　慧 あかね書房 486 ｸ
カマキリのかんさつ 栗林　慧 あかね書房 486 ｸ
カマキリのかんさつ　新装版 栗林　慧 あかね書房 486 ｸ
ミツバチのふしぎ　新装版 栗林　慧 あかね書房 486 ｸ
瞬間 栗林　慧 フレーベル館 486 ｸ
色形 栗林　慧 フレーベル館 486 ｸ
発見 栗林　慧 フレーベル館 486 ｸ
変身 栗林　慧 フレーベル館 486 ｸ
山古村のマリと三匹の子犬 桑原　眞二 文藝春秋 913 ｸ
子どものよろこぶおべんとう 桑幡　宏子 金園社 590 ｸ



少女作家は１２歳
ナル子、天災画家に出
会う

薫　くみこ ポプラ社 913 ｸ

きらめきの十二歳
ポプラポケット文庫　５４
－４

薫　くみこ ポプラ社 913 ｸ

あした天気に十二歳 薫　くみこ ポプラ社 913 ｸ
あのときすきになったよ 薫　くみこ 教育画劇 913 ｸ
おやゆびママの大冒険 薫　くみこ ポプラ社 913 ｸ
ぜんぶ夏のこと 薫　くみこ ＰＨＰ研究所 913 ｸ
ゆめがかなう魔法のおうち 薫　くみこ ポプラ社 913 ｸ
リリーテ！となりのジュリエッ 薫　くみこ ポプラ社 913 ｸ
十二歳の合い言葉 薫　くみこ ポプラ社 913 ｸ
十二歳はいちどだけ 薫　くみこ ポプラ社 913 ｸ
赤いポストとはいしゃさん 薫　くみこ ポプラ社 913 ｸ

こんにちは！盲導犬ベルナ
「ななえさんお母さんに
なる」の巻

郡司　ななえ ハート出版 369 ｸ

ベルナの目はななえさんの 郡司　ななえ 童心社 369 ｸ
もうどう犬リーとわんぱく犬サ 郡司　ななえ ＰＨＰ研究所 369 ｸ
いのちにぎわうふゆみずたん
ぼ

守ってのこそう！いのち
つながる日本の自然④

呉地　正行 童心社 480 ｸ

お香のすべて 工藤　ケン 講談社 670 ｸ
Ｇｏ！Ｇｏ！チアーズ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　１ 工藤　純子 ポプラ社 913 ｸ

Ｇｏ！Ｇｏ！チアーズ
嵐の転校生ｆｒｏｍ　Ｕ．
Ｓ．Ａ． Ｄｒｅａｍスマッ
シュ！　２０

工藤　純子 ポプラ社 913 ｸ

恋する和パティシエール　１ 夢みるハートのさくらも 工藤　純子 ポプラ社 913 ｸ
恋する和パティシエール　２ 工藤　純子 ポプラ社 913 ｸ
恋する和パティシエール　３ 工藤　純子 ポプラ社 913 ｸ
恋する和パティシエール　４ 工藤　純子 ポプラ社 913 ｸ
うたにあわせてあいうえお 工藤直子詩集 工藤　直子 岩崎書店 911 ｸ
てつがくのライオン 工藤直子少年詩集 工藤　直子 理論社 911 ｸ
こどものころにみた空は 工藤　直子 理論社 911 ｸ
でんせつ 工藤　直子 理論社 911 ｸ
象のブランコ とうちゃんと 工藤　直子 理論社 913 ｸ
とりかえっこちびぞう 新しい日本の幼年童話 工藤　直子 学習研究社 913 ｸ
ともだちは海のにおい 工藤　直子 理論社 913 ｸ
ともだちは緑のにおい 工藤　直子 理論社 913 ｸ
子どもがつくるのはらうた　１ 子どもがつくるのはらう 工藤　直子　編著 童話屋 911 ｸ
子どもがつくるのはらうた　２ 子どもがつくるのはらう 工藤　直子　編著 童話屋 911 ｸ
子どもがつくるのはらうた　３ 子どもがつくるのはらう 工藤　直子　編著 童話屋 911 ｸ

３びきのくま　ロシア民話より
ロシア民話より おはな
しのたからばこ　２

工藤　有為子 フェリシモ出版 388 ｸ

じしんのえほん
地震防災えほん　こん
なときどうするの？

国崎　信江 ポプラ社 369 ｸ

はっけよいごりまる 国松　エリカ 学研 913 ｸ
いまよみがえる縄文の都 巨大集落・三内丸山遺 国松　俊英 佼成出版社 210 ｸ
最後のトキ　ニッポニア・ニッ
ポン

トキ保護にかけた人び
との記録

国松　俊英 金の星社 480 ｸ

セイタカシギ大空を飛ぶ
荒地に生まれた４つの
いのち

国松　俊英 大日本図書 480 ｸ

スズメの大研究
人間にいちばん近い鳥
のひみつ

国松　俊英 ＰＨＰ研究所 480 ｸ

鳥のくちばし図鑑
たべる・はこぶ・つくる
ちしきのぽけっと　４

国松　俊英 岩崎書店 488 ｸ

スポーツの名前のなぞ 国松　俊英 岩崎書店 812 ｸ
たべものの名前のひみつ 国松　俊英 岩崎書店 812 ｸ
のりものの名前のひみつ 国松　俊英 岩崎書店 812 ｸ
行事の名前のひみつ 国松　俊英 岩崎書店 812 ｸ
人名のひみつ 国松　俊英 岩崎書店 812 ｸ
生きものの名前のなぞ 国松　俊英 岩崎書店 812 ｸ



地名のひみつ 国松　俊英 岩崎書店 812 ｸ
地名のひみつパート２ 国松　俊英 岩崎書店 812 ｸ
道具の名前のなぞ 国松　俊英 岩崎書店 812 ｸ

ゲンジボタルと生きる
ホタルの研究に命を燃
やした南喜市郎

国松　俊英 くもん出版 916 ｸ

トキよ舞いあがれ
国際保護鳥・トキを絶滅
から守る人たち

国松　俊英 くもん出版 916 ｸ

ここが世界の中心です
日本を愛した伝道者メ
レル・ヴォーリズ

国松　俊英 ＰＨＰ研究所 916 ｸ

オシドリからのおくりもの 国松　俊英 くもん出版 916 ｸ
青い鳥は生きている 国方　学　作 ポプラ社 913 ｸ
忍者図鑑 黒井　宏光 ブロンズ新社 789 ｸ
ノーモアヒロシマ・ナガサキ 原爆写真 黒古　一夫　編 日本図書センター 210 ｸ

けがをした恐竜
化石が語るティラノサウ
ルスの話

黒川　みつひろ こぐま社 457 ｸ

恐竜図解新事典 黒川　光広 小峰書店 457 ｸ

オランウータンのジプシー
多摩動物公園のスー
パーオランウータン ポ
プラ社ノンフィクション

黒鳥　英俊 ポプラ社 916 ｸ

きみのからだが進化論
むかし、わたしはおサ
ルさん

黒田　弘行
農山漁村文化協
会

467 ｸ

きみのからだが進化論
むかし、わたしはけむく
じゃら

黒田　弘行
農山漁村文化協
会

467 ｸ

きみのからだが進化論 わたしはヒトで、人間で 黒田　弘行 農山漁村文化協 467 ｸ
きみのからだが進化論 足で歩いて、手で持っ 黒田　弘行 農山漁村文化協 467 ｸ
アフリカの動物たち 爪と牙で生きるライオン 黒田　弘行 農山漁村文化協 480 ｸ

扉のむこうの課外授業
お困り犬ひきうけます
Ｄｒｅａｍスマッシュ！　１

倉橋　燿子 ポプラ社 913 ｸ

生きた化石のチョウ
天敵から身をまもりつ
づけたひみつ

倉兼　治 大日本図書 486 ｸ

犬とあそぼう 倉沢　七生 大日本図書 480 ｸ
発達と障害を考える本　9　ふ
しぎだね!?　聴覚障害のおと
もだち

発達と障害を考える本 倉内　紀子 ミネルヴァ書房 369 ｸ

北の国から　後編 倉本　聰 理論社 912 ｸ
北の国から　前編 倉本　聰 理論社 912 ｸ
おかげさま いのちのまつり 草場　一壽 サンマーク出版 590 ｸ
つながってる！ いのちのまつり 草場　一壽 サンマーク出版 590 ｸ
いのちのまつり ヌチヌグスージ 草場　一壽 サンマーク出版 590 ｸ

教室の祭り
わくわく読み物コレク
ション　１４

草野　たき 岩崎書店 913 ｸ

ハーブガーデン 物語の王国　１０ 草野　たき 岩崎書店 913 ｸ
カエル 楽しい歌が聞こえてくる 草野　慎二 平凡社 480 ｸ
メダカのくらし 草野　慎二 あかね書房 480 ｸ
ヤドカリ しおだまりの生き物 草野　慎二 あかね書房 485 ｸ
メダカ 小川や田んぼにすむ魚 草野　慎二 あかね書房 487 ｸ
メダカのくらし　新装版 草野　慎二 あかね書房 487 ｸ
かんやはこで作るくふう 堂本　保 誠文堂新光社 750 ｸ
得する生活の知恵コツのコツ
４

病気知らずで暮らす知
恵

得する生活の知恵
研究会

リブリオ出版 590 ｸ

プレゼントのくふう 内海　久子 誠文堂新光社 750 ｸ
古道具ほんなら堂 ちょっと不思議あり 楠　章子 毎日新聞社 913 ｸ
小さな命とあっちとこっち 古道具ほんなら堂２ 楠　章子 毎日新聞社 913 ｸ
おばあちゃん泣いて笑って
シャッターをきる

戦争とダムにうばわれ
た７０年の人生

楠山　忠之 ポプラ社 916 ｸ

平和をねがう「原爆の図」 丸木位里・俊夫妻 楠木　しげお 銀の鈴社 916 ｸ
新島八重 維新の桜 楠木　誠一郎 ポプラ社 289 ｸ



平賀源内は名探偵！！

タイムスリップ探偵団と
キテレツアイテムの巻
講談社青い鳥文庫　２２
３－１０

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

福沢諭吉は名探偵！！

タイムスリップ探偵団と
てんやわんやの蘭学授
業の巻 講談社青い鳥
文庫　２２３－１７

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

清少納言は名探偵！！

タイムスリップ探偵団と
春はあけぼの大暴れの
巻 講談社青い鳥文庫
ＧＯ！ＧＯ！　５１１－１

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

豊臣秀吉は名探偵！！

タイムスリップ探偵団と
大阪城危機一髪の巻
講談社青い鳥文庫　２２
３－１６

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

聖徳太子は名探偵！！

タイムスリップ探偵団と
超能力バトル？の巻 講
談社青い鳥文庫　２２３
－１２

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

新選組は名探偵！！

タイムスリップ探偵団と
幕末ちゃんちゃんばら
ばらの巻 講談社青い
鳥文庫　２２３－１５

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

坂本龍馬は名探偵！！
タイムスリップ探偵団と
龍馬暗殺のナゾの巻
講談社青い鳥文庫　２２

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

大泥棒は名探偵！
ねずみ小僧次郎吉とタ
イムスリップ探偵団 講
談社青い鳥文庫　２２３

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

女王さまは名探偵！
ヒミコとタイムスリップ探
偵団 講談社青い鳥文
庫　２２３－７

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

陰陽師は名探偵！
安倍晴明とタイムスリッ
プ探偵団 講談社青い
鳥文庫　２２３－５

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

坊っちゃんは名探偵
夏目少年とタイムスリッ
プ探偵団 講談社青い
鳥文庫２２３－１

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

牛若丸は名探偵！
源義経とタイムスリップ
探偵団 講談社青い鳥
文庫　２２３－８

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

おもしろい話が読みたい！
青龍編

講談社青い鳥文庫 楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

宮沢賢治は名探偵！！　タ
イムスリップ探偵団と銀河鉄
道大暴走の巻

講談社青い鳥文庫　２２
３－１９

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

安倍晴明は名探偵！！　タ
イムスリップ探偵団とずっこ
け陰陽師の妖怪大パニック

講談社青い鳥文庫　Ｇ
Ｏ！ＧＯ！　５１１－２

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

お局さまは名探偵！
紫式部と清少納言とタ
イムスリップ探偵団 講
談社青い鳥文庫　２２３

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

うつけ者は名探偵！
織田信長とタイムスリッ
プ探偵団 講談社青い
鳥文庫２２３－４

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ

ご隠居さまは名探偵！
水戸黄門とタイムスリッ
プ探偵団 講談社青い
鳥文庫２２３－２

楠木　誠一郎 講談社 913 ｸ



吸血鬼あらわる！
帝都〈少年少女〉探偵
団ノート　１

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

記憶をなくした少女
帝都〈少年少女〉探偵
団ノート　２

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

真犯人はそこにいる
帝都〈少年少女〉探偵
団ノート　３

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

透明人間あらわる！
帝都〈少年少女〉探偵
団ノート　４

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

動機なき殺人者たち
帝都〈少年少女〉探偵
団ノート　５

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

人造人間あらわる！
帝都〈少年少女〉探偵
団ノート　６

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

消えた探偵犬の秘密
帝都〈少年少女〉探偵
団ノート　７

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

ジキルとハイドあらわる！
帝都〈少年少女〉探偵
団ノート　８

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

外伝パラレル！　１
帝都〈少年少女〉探偵
団ノート　９

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

外伝パラレル！　２
帝都〈少年少女〉探偵
団ノート １０

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

闇からの挑戦状
帝都〈少年少女〉探偵
団ノート １１

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

時空からの使者
帝都〈少年少女〉探偵
団ノート １２

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

悪は永遠に消ゆ
帝都〈少年少女〉探偵
団ノート １３

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

〈浪漫探偵社〉事件ファイル
怪人あらわる！

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

〈浪漫探偵社〉事件ファイル
探偵助手、初めての事件！

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

〈浪漫探偵社〉事件ファイル
名探偵登場！

楠木　誠一郎 ポプラ社 913 ｸ

ミツバチ
日高　敏隆　総合
監修

リブリオ出版 486 ｸ

来栖良夫児童文学全集 くろ助 江戸のおもちゃ 来栖　良夫 岩崎書店 913 ｸ
村いちばんのさくらの木 来栖　良夫 岩崎書店 913 ｸ
映画カントクは中学生！ 艸場　よしみ 汐文社 778 ｸ
元気がでる日本人１００人の
ことば　１

ポプラ社 159 ｹ

元気がでる日本人１００人の
ことば　２

ポプラ社 159 ｹ

元気がでる日本人１００人の
ことば　３

ポプラ社 159 ｹ

元気がでる日本人１００人の
ことば　４

ポプラ社 159 ｹ

元気がでる日本人１００人の
ことば　５

ポプラ社 159 ｹ

伝記世界を変えた人々 ヘレン・ケラー 偕成社 280 ｹ
少年少女世界文学館 飛ぶ教室 講談社 908 ｹ

食育クイズ王 あなたも食べ物博士
「月刊食育フォーラ
ム」編集部　編著

健学社 590 ｹ

１００の知識は虫類と両生類 １００の知識　シリーズ アン・ケイ 文研出版 487 ｹ

エマおばあちゃん
ウェンディ・ケッセ
ルマン

徳間書店 933 ｹ

小さな男の子の旅 ケストナー短編 エーリヒ・ケスト 小峰書店 943 ｹ

飛ぶ教室 新訳
エーリヒ・ケスト
ナー

アスキー・メディア
ワークス//角川
グループパブリッ
シング

943 ｹ



ふたりのロッテ ケストナー 岩波書店 943 ｹ
ベスビオ火山の大噴火 サラ・Ｃ・バイセル リブリオ出版 209 ｹ
ぼくはガンを克服した イラスト手記 ジェイソン・ゲイズ 日本放送出版協 490 ｹ
コロンブス・苦難の航海 ジョン・ダイソン リブリオ出版 209 ｹ
二度とそのことはいうな？ バルバラ・ゲール 佑学社 943 ｹ
動物お断り、こどもお断り ベバリー・ケラー 評論社 933 ｹ

メルヒェン
ヨハン・ヴォルフガ
ング・フォン・ゲー

あすなろ書房 949 ｹ

古代の難破船イシス号
ロバート・Ｄ・バラー
ド

リブリオ出版 209 ｹ

いたずら魔女スプリのたん
じょう日

計良　ふき子 ポプラ社 913 ｹ

三つのオレンジ
ミルクのように白く血の
ように赤い娘

剣持　弘子 偕成社 388 ｹ

われら土器川探検隊
ふるさとドキドキ川づく
り

建設省四国地方
建設局

建設省 90 ｹ

ヘレン・ケラー 砂田　弘 ポプラ社 280 ｹ

現代日本美術全集 安井曾太郎 小出楢重
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 安田靫彦
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 塩田平八郎
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 横山大観
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 岸田劉生
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 佐伯祐三
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 坂本二郎
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 小林古徑
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 青木繁 藤島武ニ
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 浅井忠 黒田清輝
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 前田青邨
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 村上華岳 土田麦遷
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 竹内栖鳳 植村松園
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 中村彝 須田国太郎
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 梅原龍三郎
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 菱田春草 今村紫紅
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 富岡鉄斎
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

現代日本美術全集 萬鉄五郎 熊谷守一
座右宝刊行会　編
集制作

集英社 720 ｹ

ヘレン＝ケラー
不屈の魂が生んだ奇跡
の聖女

内山　登美子 新学社・全家研 280 ｹ

ケネディ
銃弾に倒れた若き大統
領

平松　おさむ 小学館 289 ｹ

ひとりぼっちの１１０番 集英社 150 ｺ



国旗のえほん　完全版
戸田デザイン研
究室

288 ｺ

国際理解に役立つ世界の衣
食住

アジア、アフリカの家 小峰書店 300 ｺ

国際理解に役立つ世界の衣
食住

アジアの民族衣装 小峰書店 300 ｺ

国際理解に役立つ世界の衣
食住

ヨーロッパ、南北アメリ
カ、アフリカ、オセアニ
アの民族衣装

小峰書店 300 ｺ

国際理解に役立つ世界の衣
食住

ヨーロッパ、南北アメリ
カ、オセアニアの家

小峰書店 300 ｺ

国際理解に役立つ世界の衣
食住

ヨーロッパの食べもの 小峰書店 300 ｺ

国際理解に役立つ世界の衣
食住

世界のおかし 小峰書店 300 ｺ

国際理解に役立つ世界の衣
食住

世界の学校 小峰書店 300 ｺ

国際理解に役立つ世界の衣
食住

西アジア、アフリカ、南
北アメリカ、オセアニア
の食べもの

小峰書店 300 ｺ

国際理解に役立つ世界の衣
食住

東アジアの食べもの 小峰書店 300 ｺ

国際理解に役立つ世界の衣
食住

特別な日の食べもの 小峰書店 300 ｺ

こども動物大百科 海と水べの鳥 平凡社 480 ｺ

こども動物大百科
虫やくだものを食べる
動物

平凡社 480 ｺ

学習にやくだつマンガの本
農業 日本の農業と農
家のくらし

ポプラ社 610 ｺ

子ども美術館 はんがをほる ポプラ社 720 ｺ
子ども美術館 ものがたりの絵をかく ポプラ社 720 ｺ
子ども美術館 人のうごきをかく ポプラ社 720 ｺ
子ども美術館 生活をかく 農村のくらし ポプラ社 720 ｺ
子ども美術館 都市の生活をかく ポプラ社 720 ｺ
子ども美術館 老人をかく ポプラ社 720 ｺ
こどもにほんごじてん 講談社 810 ｺ
小学館世界の名作 西遊記 小学館 908 ｺ

これからの仕事 米や野菜をつくる
「これからの仕事」
編集委員会　編

学研 610 ｺ

これからの仕事

伝統工芸を受けつぐ 焼
き物づくり・漆器づくり・
織物と染め物・金属工
芸・木工芸・人形づくり

「これからの仕事」
編集委員会　編

学研 700 ｺ

完全図解ダンボールで作る
ビックリ四駆コース

ダンボール工作ですご
いコースができるんだ

『こどもくらぶ』編集
部　編

双葉社 750 ｺ

ブラジルと出会おう
ＩＡＰＥポルトガル語
教室　編著

国土社 290 ｺ

サム兄さんは死んだ Ｊ・Ｌ・コリアー
ぬぷん児童図書
出版

933 ｺ

日本語のルーツをさぐったら 日本語の起源 あべ　せいや アリス館 810 ｺ

雨あがりのメデジン
アルフレッド・ゴメ
ス・セルダ

すずき出版 963 ｺ

恐竜ナンテコッター
ウィリアム・コー
ベット

新樹社 933 ｺ

かわいい子にはちょっとぼう
けん

人のからだ・親子・友だ
ちのことわざ童話集

かしの木　ほか 国土社 810 ｺ

ピノッキオのぼうけん カルロ・コルロー 福音館書店 908 ｺ



世界はどうなっちゃうの？
こわいニュースにおび
えたとき 心をケアする
絵本５

キャロル・シューマ
ン

大月書店 150 ｺ

つばさをもらったライオン クリス・コノヴァー ほるぷ出版 933 ｺ

おとうとのビー玉
身近な人を交通事故で
失ったとき 心をケアす
る絵本　４

クリスティヌ・ディー
ルティエンス

大月書店 150 ｺ

ヒックとドラゴン　１ 伝説の怪物
クレシッダ・コー
ウェル

小峰書店 933 ｺ

ヒックとドラゴン　２ 深海の秘宝
クレシッダ・コー
ウェル

小峰書店 933 ｺ

ヒックとドラゴン　３ 天牢の女海賊
クレシッダ・コー
ウェル

小峰書店 933 ｺ

ヒックとドラゴン　４ 氷海の呪い
クレシッダ・コー
ウェル

小峰書店 933 ｺ

ヒックとドラゴン　５ 灼熱の予言
クレシッダ・コー
ウェル

小峰書店 933 ｺ

ヒックとドラゴン　６ 迷宮の図書館
クレシッダ・コー
ウェル

小峰書店 933 ｺ

ヒックとドラゴン　７ 復讐の航海
クレシッダ・コー
ウェル

小峰書店 933 ｺ

ヒックとドラゴン　８ 樹海の決戦
クレシッダ・コー
ウェル

小峰書店 933 ｺ

ヒックとドラゴン　９ 運命の秘剣
クレシッダ・コー
ウェル

小峰書店 933 ｺ

どんぐり かがくのとも傑作集　３ こうや　すすむ 福音館書店 470 ｺ

ピアノはともだち
奇跡のピアニスト辻井
伸行の秘密

こうやま　のりお 講談社 916 ｺ

みっくん、光のヴァイオリン
義手のヴァイオリニス
ト・大久保美来

こうやま　のりお 佼成出版社 916 ｺ

ことば遊び絵事典 日本語おもしろ絵事典 ことばと遊ぶ会　編 あすなろ書房 810 ｺ
からだことば絵事典 日本語おもしろ絵事典 ことばと遊ぶ会　編 あすなろ書房 810 ｺ
ことわざ絵事典 日本語おもしろ絵事典 ことばと遊ぶ会　編 あすなろ書房 810 ｺ
日本のコンピュータ・ＩＴ 世界にはばたく日本力 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 302 ｺ
日本の衣 世界にはばたく日本力 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 302 ｺ
日本の医療 世界にはばたく日本力 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 302 ｺ
日本の宇宙技術 世界にはばたく日本力 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 302 ｺ
日本の環境技術 世界にはばたく日本力 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 302 ｺ
日本の技術 世界にはばたく日本力 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 302 ｺ
日本の住 世界にはばたく日本力 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 302 ｺ
日本の食 世界にはばたく日本力 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 302 ｺ

介助犬
社会でかつやくするイヌ
たち

こどもくらぶ　編 すずき出版 369 ｺ

聴導犬
社会でかつやくするイヌ
たち

こどもくらぶ　編 すずき出版 369 ｺ

訪問活動犬
社会でかつやくするイヌ
たち

こどもくらぶ　編 すずき出版 369 ｺ

盲導犬
社会でかつやくするイヌ
たち

こどもくらぶ　編 すずき出版 369 ｺ

調べる！４７都道府県 生産と消費で見る日本 こどもくらぶ　編 同友館 602 ｺ
サッカー スポーツなんでも事典 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 780 ｺ
テニス スポーツなんでも事典 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 780 ｺ
バスケットボール スポーツなんでも事典 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 780 ｺ
バドミントン スポーツなんでも事典 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 780 ｺ
バレーボール スポーツなんでも事典 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 780 ｺ
学校スポーツ スポーツなんでも事典 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 780 ｺ
柔道 スポーツなんでも事典 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 780 ｺ
水泳 スポーツなんでも事典 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 780 ｺ
卓球 スポーツなんでも事典 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 780 ｺ



野球 スポーツなんでも事典 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 780 ｺ
陸上競技 スポーツなんでも事典 こどもくらぶ　編 ほるぷ出版 780 ｺ

世界の外あそび
総合学習に役立つ 大
人と子どものあそびの
教科書

こどもくらぶ　編 今人舎 790 ｺ

世界のじゃんけん大集合
大人と子どものあそび
の教科書

こどもくらぶ　編 今人舎 790 ｺ

世界のなぞなぞ 世界のことばあそび　１ こどもくらぶ　編 旺文社 808 ｺ
ぴょこたんの大ぼうけんめい このみ　ひかる あかね書房 790 ｺ

新幹線のたび
はやぶさ・のぞみ・さくら
で日本縦断

コマヤスカン 講談社 680 ｺ

夢につばさを 世界中の子どもたちに こやま　峰子 金の星社 913 ｺ
クイールはもうどう犬になっ こわせ　たまみ ひさかたチャイル 369 ｺ
おすもうくまちゃん こわせ　たまみ 国土社 760 ｺ
かわいいかくれんぼ こわせ　たまみ 国土社 760 ｺ
ツッピンとびうお こわせ　たまみ 国土社 760 ｺ
空とぶ米ぐら こんの　しんいち 国土社 388 ｺ
ハーメルンの笛ふき サラ・コリン ほるぷ出版 933 ｺ

都市は生物をかえる
ジェニファー・コクラ
ン

ほるぷ出版 460 ｺ

いまは話したくないの
親が離婚しようとすると
き 心をケアする絵本

ジニー・フランツ・ラ
ンソン

大月書店 150 ｺ

星めぐり
フリズル先生のマジッ
ク・スクールバス

ジョアンナ・コール 岩波書店 440 ｺ

地球のまんなか
フリズル先生のマジッ
ク・スクールバス

ジョアンナ・コール 岩波書店 450 ｺ

台風にのる
フリズル先生のマジッ
ク・スクールバス

ジョアンナ・コール 岩波書店 451 ｺ

海のそこへ
フリズル先生のマジッ
ク・スクールバス

ジョアンナ・コール 岩波書店 452 ｺ

水のたび
フリズル先生のマジッ
ク・スクールバス

ジョアンナ・コール 岩波書店 452 ｺ

恐竜さがし
フリズル先生のマジッ
ク・スクールバス

ジョアンナ・コール 岩波書店 457 ｺ

ミツバチのなぞ
フリズル先生のマジッ
ク・スクールバス

ジョアンナ・コール 岩波書店 486 ｺ

からだたんけん
フリズル先生のマジッ
ク・スクールバス

ジョアンナ・コール 岩波書店 490 ｺ

車いすのおねえちゃん
障害のあるきょうだいが
いるとき 心をケアする
絵本３

ステファン・ボーネ
ン

大月書店 150 ｺ

フィリピンと出会おう
ピナツボ復興むさ
しのネット　編著

国土社 290 ｺ

天気のしくみ事典
ブライアン・コスグ
ローブ

あすなろ書房 451 ｺ

だいたいいくつ？
数えてみよう・はかって
みよう

ブルース・ゴールド
ストーン

福音館書店 410 ｺ

どうしてそんなにかなしい
の？

親がうつ病になったとき
心をケアする絵本１

ベス・アンドリュー
ズ

大月書店 150 ｺ

嵐のティピー ポール・ゴーブル 光村教育図書 933 ｺ
イクトミとしゃれこうべ ポール・ゴブル 宝島社 388 ｺ
ネンディのぼうけん マリア＝コブナツカ 学研 989 ｺ

コロンブス

未知の世界へ船出した
“冒険商人” 学習まん
が人物館　世界小学館
版　１９

みやぞえ　郁雄 小学館 280 ｺ

韓国・朝鮮と出会おう
ヨコハマハギハッ
キョ実行委員会
編著

国土社 290 ｺ



ハロウィーンの魔法 ルーマ・ゴッデン 偕成社 933 ｺ

クリスマスの女の子 ルーマー・ゴッデン
ベネッセコーポ
レーション

933 ｺ

木馬のひみつ ルーマー・ゴッデン 大日本図書 933 ｺ

リンカーン アメリカを変えた大統領 越水　利江子
角川書店//角川
グループホール
ディングス

913 ｺ

落窪物語
いじめられた姫君とか
がやく貴公子の恋

越水　利江子 岩崎書店 913 ｺ

忍剣花百姫伝　１
めざめよ鬼神の剣 Ｄｒｅ
ａｍスマッシュ！　３

越水　利江子 ポプラ社 913 ｺ

忍剣花百姫伝　２
魔王降臨 Ｄｒｅａｍス
マッシュ！　９

越水　利江子 ポプラ社 913 ｺ

忍剣花百姫伝　３
時をかける魔鏡 Ｄｒｅａ
ｍスマッシュ！　１４

越水　利江子 ポプラ社 913 ｺ

忍剣花百姫伝　４　決戦、逢
魔の城

Ｄｒｅａｍスマッシュ！　２
２

越水　利江子 ポプラ社 913 ｺ

忍剣花百姫伝　５　紅の宿命 Ｄｒｅａｍスマッシュ！　２ 越水　利江子 ポプラ社 913 ｺ
忍剣花百姫伝　６　星影の結 Ｄｒｅａｍスマッシュ！　２ 越水　利江子 ポプラ社 913 ｺ
忍剣花百姫伝　７　愛する者
たち

Ｄｒｅａｍスマッシュ！　２
７

越水　利江子 ポプラ社 913 ｺ

霊少女清花　１　時空より愛
をこめて

ＹＡ！フロンティア 霊少
女清花　１

越水　利江子 岩崎書店 913 ｺ

霊少女清花　２ 越水　利江子 岩崎書店 913 ｺ
霊少女清花　３ 越水　利江子 岩崎書店 913 ｺ

子どもおもしろ新聞プルプル ４月
横田　不二子　責
任編集

ポプラ社 370 ｺ

ムクドリの子育て日記 河本　祥子 福音館書店 480 ｺ
あの日を、わたしは忘れない ヒロシマ原爆の絵日記 河野　きよみ 勉誠出版 916 ｺ

子どもの生活ごよみ
毎日の行事とできごと
１月

学校生活研究会
編

ポプラ社 31 ｺ

子どもの生活ごよみ
毎日の行事とできごと
２月

学校生活研究会
編

ポプラ社 31 ｺ

子どもの生活ごよみ
毎日の行事とできごと
３月

学校生活研究会
編

ポプラ社 31 ｺ

子どもの生活ごよみ
毎日の行事とできごと
４月

学校生活研究会
編

ポプラ社 31 ｺ

子どもの生活ごよみ
毎日の行事とできごと
５月

学校生活研究会
編

ポプラ社 31 ｺ

子どもの生活ごよみ
毎日の行事とできごと
６月

学校生活研究会
編

ポプラ社 31 ｺ

子どもの生活ごよみ
毎日の行事とできごと
７月

学校生活研究会
編

ポプラ社 31 ｺ

子どもの生活ごよみ
毎日の行事とできごと
８月

学校生活研究会
編

ポプラ社 31 ｺ

子どもの生活ごよみ
毎日の行事とできごと
９月

学校生活研究会
編

ポプラ社 31 ｺ

子どもの生活ごよみ
毎日の行事とできごと
１０月

学校生活研究会
編

ポプラ社 31 ｺ

子どもの生活ごよみ
毎日の行事とできごと
１１月

学校生活研究会
編

ポプラ社 31 ｺ

子どもの生活ごよみ
毎日の行事とできごと
１２月

学校生活研究会
編

ポプラ社 31 ｺ

井戸の中のコンピューター
鳥／虫／魚・人の心・
植物のことわざ童話集

鬼塚　りつ子 国土社 810 ｺ

日本語は世界一むずかしい
ことば？

日本語と世界の言語 吉田　智行 アリス館 810 ｺ

ココ・シャネル 久松　ゆのみ ポプラ社 289 ｺ
草の名前が葉っぱでわかる 近田　文弘 大日本図書 470 ｺ



ぼくの仕事場は富士山です 近藤　光一 講談社 916 ｺ

こどもノンフィクション
王家の谷とファラオの
呪い

近野　十志夫　編 小峰書店 280 ｺ

こどもノンフィクション 川に毒をながすな 近野　十志夫　編 小峰書店 280 ｺ

こどもノンフィクション
日本の「マンガの神様」
すばらしい芸術家

近野　十志夫　編 小峰書店 280 ｺ

思いつきくふうと工作 栗田　常雄 誠文堂新光社 750 ｺ
ピンボケ５人（ファイブ）ＱＱ車
のなぞ

古世古　和子 大日本図書 913 ｺ

ピンボケ５人（ファイブ）と春
一番のプレゼント

古世古　和子 大日本図書 913 ｺ

日本の文字のふしぎふしぎ 漢字・ひらがな・カタカ 古藤　友子 アリス館 810 ｺ

えいごではなそう
たのしくおぼえよう、は
じめての英語

五味　太郎 アルク 830 ｺ

絵本　ＡＢＣ 五味　太郎 岩崎書店 830 ｺ
ああいいきもち 五味　太郎 教育画劇 913 ｺ
その気になった！ 五味　太郎 絵本館 913 ｺ
テレビくんにきをつけて 五味　太郎 偕成社 913 ｺ
わくわくするね 五味　太郎 教育画劇 913 ｺ
わざわざことわざ 五味　太郎 絵本館 914 ｺ

言葉図鑑
ことばがいっぱい うご
きのことば

五味　太郎　監修・
制作

偕成社 810 ｺ

言葉図鑑
ことばがいっぱい かく
れたことば

五味　太郎　監修・
制作

偕成社 810 ｺ

言葉図鑑
ことばがいっぱい かざ
ることば（Ａ）

五味　太郎　監修・
制作

偕成社 810 ｺ

言葉図鑑
ことばがいっぱい かざ
ることば（Ｂ）

五味　太郎　監修・
制作

偕成社 810 ｺ

言葉図鑑
ことばがいっぱい くらし
のことば

五味　太郎　監修・
制作

偕成社 810 ｺ

言葉図鑑
ことばがいっぱい しっ
ぽのことば

五味　太郎　監修・
制作

偕成社 810 ｺ

言葉図鑑
ことばがいっぱい つな
ぎのことば

五味　太郎　監修・
制作

偕成社 810 ｺ

西遊記 呉　承恩 集英社 908 ｺ
西遊記 呉　承恩 福音館書店 908 ｺ
西遊記 おれは不死身の孫悟空 呉　承恩 ポプラ社 923 ｺ
西遊記 天地が舞台の孫悟空 呉　承恩 ポプラ社 923 ｺ
西遊記 妖怪変化なにするもの 呉　承恩 ポプラ社 923 ｺ
１００回目のお引っ越し 後藤　みわこ 講談社 913 ｺ
ダイヤモンドより平和がほし
い

子ども兵士・ムリアの告
白

後藤　健二 汐文社 302 ｺ

こんにちはハーネス 後藤　俊夫 汐文社 369 ｺ

キャベツ
きみはほんとうにおいし
い野菜を食べたことが
ある？ 食育野菜をそだ

後藤　真樹 小峰書店 470 ｺ

きゅうり
きみはほんとうにおいし
い野菜を食べたことが
ある？ 食育野菜をそだ

後藤　真樹 小峰書店 470 ｺ

さつまいも
きみはほんとうにおいし
い野菜を食べたことが
ある？ 食育野菜をそだ

後藤　真樹 小峰書店 470 ｺ

だいず
きみはほんとうにおいし
い野菜を食べたことが
ある？ 食育野菜をそだ

後藤　真樹 小峰書店 470 ｺ

トマト
きみはほんとうにおいし
い野菜を食べたことが
ある？ 食育野菜をそだ

後藤　真樹 小峰書店 470 ｺ



菜園の四季　秋冬
きみはほんとうにおいし
い野菜を食べたことが
ある？ 食育野菜をそだ

後藤　真樹 小峰書店 470 ｺ

菜園の四季　春夏
きみはほんとうにおいし
い野菜を食べたことが
ある？ 食育野菜をそだ

後藤　真樹 小峰書店 470 ｺ

お米
きみはほんとうにおいし
いお米を食べたことが
ある？ 食育野菜をそだ

後藤　真樹 小峰書店 610 ｺ

キャプテンはつらいぜ キャプテンシリーズ　１ 後藤　竜二 講談社 913 ｺ
キャプテン、らくにいこうぜ 講談社・文学の扉 後藤　竜二 講談社 913 ｺ
キャプテンがんばる 講談社・文学の扉 後藤　竜二 講談社 913 ｺ
１２歳たちの伝説 後藤　竜二 新日本出版社 913 ｺ
おかあさん、げんきですか。 後藤　竜二 ポプラ社 913 ｺ
キャプテンはつらいぜ 後藤　竜二 講談社 913 ｺ
やぎといじっぱり 後藤　竜二 ポプラ社 913 ｺ
紅玉 後藤　竜二 新日本出版社 913 ｺ
たのしい日曜工作集 公楽　工暉 誠文堂新光社 750 ｺ
こどもかんじじてん 江川　成　監修 講談社 810 ｺ

ファンム・アレース　１
ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥ
ＮＴ

香月　日輪 講談社 913 ｺ

ファンム・アレース　２
ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥ
ＮＴ

香月　日輪 講談社 913 ｺ

ファンム・アレース　３
ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥ
ＮＴ

香月　日輪 講談社 913 ｺ

ファンム・アレース　５　上 決戦の地へ 香月　日輪 講談社 913 ｺ
ファンム・アレース　５　下 戦いの果て 香月　日輪 講談社 913 ｺ
ファンム・アレース　４ 魔宮の戦い 香月　日輪 講談社 913 ｺ
下町不思議町物語 ＹＡ！フロンティア 香月　日輪 岩崎書店 913 ｺ

僕とおじいちゃんと魔法の塔 香月　日輪
角川書店//角川
グループパブリッ
シング

913 ｺ

妖怪アパートの幽雅な日常 香月　日輪 講談社 913 ｺ
妖怪アパートの幽雅な日常 香月　日輪 講談社 913 ｺ
妖怪アパートの幽雅な日常 香月　日輪 講談社 913 ｺ
妖怪アパートの幽雅な日常 香月　日輪 講談社 913 ｺ
妖怪アパートの幽雅な日常 香月　日輪 講談社 913 ｺ
妖怪アパートの幽雅な日常 香月　日輪 講談社 913 ｺ
妖怪アパートの幽雅な日常 香月　日輪 講談社 913 ｺ
妖怪アパートの幽雅な日常 香月　日輪 講談社 913 ｺ
妖怪アパートの幽雅な日常 香月　日輪 講談社 913 ｺ
妖怪アパートの幽雅な日常
１０

香月　日輪 講談社 913 ｺ

妖怪アパートの幽雅な日常ラ
スベガス外伝

香月　日輪 講談社 913 ｺ

みさき食堂へようこそ 香坂　直 講談社 913 ｺ
いとまきのうた 香山　美子 国土社 911 ｺ
写真とイラストでよくわかる！
安全を守る仕事

写真とイラストでよくわ
かる！安全を守る仕事

国土社編集部　編 国土社 366 ｺ

国分寺町史
国分寺町史編集
委員会

国分寺町役場 90 ｺ

わが町国分寺町
国分寺町小学校
社会科資料編集
委員会

国分寺町教育委
員会

90 ｺ

わたしたちの町・国分寺町
国分寺町小学校
社会科資料編集
委員会

国分寺町教育委
員会

90 ｺ

国分寺町の民話
国分寺町青少年
対策協議会

国分寺町 90 ｺ



国分寺町の文化財
国分寺町文化財
保護委員会

国分寺町 90 ｺ

国分寺
町制３０周年 町勢要覧
８５

国分寺町役場総
務課

国分寺町役場 90 ｺ

創立９０周年記念 翔
国分寺町立国分
寺南部小学校

国分寺南部小学
校ＰＴＡ

90 ｺ

創立１００周年記念史 翔 国分寺南部小学 国分寺南部小学 90 ｺ

国立科学博物館物語
国立科学博物館
編

さ・え・ら書房 400 ｺ

カニのくらし 桜井　淳史 あかね書房 480 ｺ

みんなの学校
特別活動ガイドブック
たのしいクラブ活動

子どもの特別活動
研究会　編

国土社 370 ｺ

みんなの学校
特別活動ガイドブック
わたしたちの学級活動
（応用編）

子どもの特別活動
研究会　編

国土社 370 ｺ

みんなの学校
特別活動ガイドブック
わたしたちの学級活動
（基礎編）

子どもの特別活動
研究会　編

国土社 370 ｺ

みんなの学校
特別活動ガイドブック
全員参加学校行事

子どもの特別活動
研究会　編

国土社 370 ｺ

みんなでごはん　イラスト版
子どもとマスターする選
ぶ・つくる・食べる食生
活５０の基本

子育てグッズ＆ラ
イフ研究会　編

合同出版 590 ｺ

夏休みなんでもブック
自然観察と工作 小学
３・４年

子供の科学編集
部　編

誠文堂新光社 370 ｺ

出会いのカリフォルニア
盲導犬ユリアと私のアメ
リカ留学記

児玉　聖子 偕成社 369 ｺ

まっ黒なおべんとう 絵本 児玉　辰春 新日本出版社 913 ｺ
まっ黒なおべんとう 児玉　辰春 新日本出版社 913 ｺ
伸ちゃんのさんりんしゃ 児玉　辰春 童心社 913 ｺ
子どもに語るトルコの昔話 児島　満子　編訳 こぐま社 388 ｺ

将棋のひみつ
学研まんが新・ひみつ
シリーズ

小井土　繁 学習研究社 790 ｺ

みんなで読む詩・ひとりで読
む詩

いきもののうた 小海　永二　編 ポプラ社 911 ｺ

みんなで読む詩・ひとりで読
む詩

こころのうた 小海　永二　編 ポプラ社 911 ｺ

みんなで読む詩・ひとりで読
む詩

しぜんのうた 小海　永二　編 ポプラ社 911 ｺ

みんなで読む詩・ひとりで読
む詩

にんげん・へいわのうた 小海　永二　編 ポプラ社 911 ｺ

紙ねん土で作るくふう 小関　武明 誠文堂新光社 750 ｺ
鳥・虫・魚のふしぎ 科学のおはなし 小宮　輝之 ＰＨＰ研究所 480 ｺ
ウサギのかいかたそだてか 小宮　輝之 岩崎書店 480 ｺ
カメのかいかたそだてかた 小宮　輝之 岩崎書店 480 ｺ
ザリガニのかいかたそだてか
た

小宮　輝之 岩崎書店 480 ｺ

メダカのかいかたそだてかた 小宮　輝之 岩崎書店 480 ｺ
セキセイインコのかいかたそ
だてかた

小宮　輝之 岩崎書店 488 ｺ

動物のふしぎ 科学のおはなし 小宮山　輝之 ＰＨＰ研究所 480 ｺ
やさいのうえかたそだてかた 小宮山　洋夫 岩崎書店 470 ｺ
やさいのずかん 小宮山　洋夫 岩崎書店 470 ｺ
じいちゃんの森 森おやじは生きている 小原　麻由美 ＰＨＰ研究所 913 ｺ
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，福岡
鮎美

小学館 369 ｺ

スノープリンス
禁じられた恋のメロディ
角川つばさ文庫　Ｃ　こ
１－１

小山　薫堂　原著 角川書店 913 ｺ



いっしょだよ 小寺　卓矢 アリス館 400 ｺ
未来からの訪問者！？ 小室　みつ子 ポプラ社 913 ｺ
お菓子の本の旅 小手鞠　るい 講談社 913 ｺ
お手紙ありがとう 小手鞠　るい ＷＡＶＥ出版 913 ｺ
心の森 小手鞠　るい 金の星社 913 ｺ
名犬コロのものがたり 小出　正吾 岩崎書店 913 ｺ
子どもたちに伝えたい－原発
が許されない理由

小出　裕章 東邦出版 543 ｺ

地球生活記 世界ぐるりと家めぐり 小松　義夫 福音館書店 383 ｺ
こよみのはなし 小松　恒夫 さ・え・ら書房 440 ｺ

声に出して楽しんで読もう
日本語の美しさを味わ
い国語力を高める ３ネ
ンセイ

小森　茂　監修 学研 918 ｺ

声に出して楽しんで読もう
日本語の美しさを味わ
い国語力を高める ３年

小森　茂　監修 学研 918 ｺ

声に出して楽しんで読もう
日本語の美しさを味わ
い国語力を高める ４年

小森　茂　監修 学研 918 ｺ

声に出して楽しんで読もう
日本語の美しさを味わ
い国語力を高める ５年

小森　茂　監修 学研 918 ｺ

声に出して楽しんで読もう
日本語の美しさを味わ
い国語力を高める ６年

小森　茂　監修 学研 918 ｺ

調べ学習に役立つ表・グラフ
のかき方事典

ひと目でわかる「まと
め」にしよう！

小西　豊文 ＰＨＰ研究所 350 ｺ

少年野球 投手守備編 小泉　三郎 旺文社 780 ｺ

怪談 日本のこわい話 小泉　八雲
角川書店//角川
グループパブリッ
シング

913 ｺ

雪女 小泉　八雲 偕成社 913 ｺ
怪談 小泉　八雲 ポプラ社 933 ｺ

生物多様性の大研究
なぜいろいろな生き物
がいるの？　地球でとも
にくらす知恵をさぐろ

小泉　武栄：監修 ＰＨＰ研究所 468 ｺ

わくわく・名まえうらない
ゆめをかなえる！？
ハッピー☆うらないブッ

小泉　茉莉花 ポプラ社 140 ｺ

ラブリー風水＆おまじない
ゆめをかなえる！？
ハッピー☆うらないブッ

小泉　茉莉花 ポプラ社 140 ｺ

トキメキ☆星うらない
ゆめをかなえる！？
ハッピー☆うらないブッ

小泉　茉莉花 ポプラ社 140 ｺ

ドキドキ★心理テスト
ゆめをかなえる！？
ハッピー☆うらないブッ

小泉　茉莉花 ポプラ社 140 ｺ

魅力・チャート＆血液型診断
ゆめをかなえる！？
ハッピー☆うらないブッ

小泉　茉莉花 ポプラ社 140 ｺ

ハッピー！トランプうらない
ゆめをかなえる！？
ハッピー☆うらないブッ

小泉　茉莉花 ポプラ社 140 ｺ

キラキラ人相＆手相うらない
ゆめをかなえる！？
ハッピー☆うらないブッ

小泉　茉莉花 ポプラ社 140 ｺ

さいごまで読めない日本のこ
わい話

小池　タミ子 学研 388 ｺ

昆虫 小池　啓一 小学館 486 ｺ
リンゴ くだもののひみつ 小池　洋男 あかね書房 470 ｺ
あぶらのひみつ たのしい料理と実験 小竹　千香子 さ・え・ら書房 590 ｺ
小麦粉のひみつ たのしい料理と実験 小竹　千香子 さ・え・ら書房 590 ｺ
ことばあそびだニャン 小島　貞二　編・著 アリス館 810 ｺ

クジラと少年の海
モリ一本でクジラを捕る
ラマレラ村より

小島　曠太郎 理論社 913 ｺ

スズヤさんのスズ 小嶋　雄二 草炎社 913 ｺ
時間割のむこうがわ ノベルズ・エクスプレス 小浜　ユリ ポプラ社 913 ｺ

風のハンドルは白い雲
マキちゃんと車いすドラ
イバー

小林　あき 岩崎書店 369 ｺ



レオナルド・ダ・ヴィンチ
芸術家で科学者で発明
家…“万能の天才”

小林　たつよし 小学館 702 ｺ

マジック入門 友だちもビックリ！ 小林　恵子 小学館 790 ｺ
じしゃくあそび 小林　実 国土社 420 ｺ
花の色・実の色 小林　実 国土社 470 ｺ
みつばちぶんぶん 小林　純一 国土社 911 ｺ

児童文学キッチン
小林　深雪，福田
里香　著

講談社 909 ｺ

お星さまのレール 小林　千登勢 金の星社 913 ｺ

森にすむ小さな敵
自然の中の人間シリー
ズ　森と人間編　７

小林　富士雄
農山漁村文化協
会

650 ｺ

せかいいちうつくしいぼくの 小林　豊 ポプラ社 913 ｺ
せかいいちうつくしい村へか
える

小林　豊 ポプラ社 913 ｺ

ぼくの村にサーカスがきた 小林　豊 ポプラ社 913 ｺ
ぼくは弟とあるいた 小林　豊 岩崎書店 913 ｺ
森のきのこ 小林　路子 岩崎書店 470 ｺ
子どもことわざ辞典 庄司　和晃　監修 講談社 810 ｺ
子どもおもしろ新聞プルプル １月 松井　浩　責任編 ポプラ社 370 ｺ
まぬけなとらねこにゃん 上崎　美恵子 ポプラ社 913 ｺ

鬼のいぬまの火の用心
ふしぎ・数字・なぞと推
理のことわざ童話集

杉　みき子　ほか
作

国土社 810 ｺ

わんぱく工作 摺本　好作 誠文堂新光社 750 ｺ
走る乗物工作 摺本　好作 誠文堂新光社 750 ｺ
春はあけぼの 声にだすことばえほん 清少納言 ほるぷ出版 918 ｺ
手づくりの楽器 ゆかいなコンサート 石井　正子 誠文堂新光社 750 ｺ

ことばあそび３年生
赤岡　江里子　ほ
か著

理論社 911 ｺ

ことばあそび３年生 赤岡　江里子　他 理論社 911 ｺ
日本語にはどうして敬語が多
いの？

敬語 浅田　秀子 アリス館 810 ｺ

ごはんはデリシャス
全国農業協同組
合中央会　編

岩崎書店 816 ｺ

森林のはなし
全国林業改良普
及協会

国土緑化推進機
構

460 ｺ

カタツムリ 増田　戻樹 あかね書房 480 ｺ

心とからだで表現しよう
総合学習を豊かにする
劇の本 「ドラマ」づくりで
友だち発見（高学年）

大門　高子　他編 岩崎書店 770 ｺ

心とからだで表現しよう
総合学習を豊かにする
劇の本 心つながる劇あ
そび・劇づくり（中学年）

大門　高子　他編 岩崎書店 770 ｺ

心とからだで表現しよう
総合学習を豊かにする
劇の本 生きる力とコ
ミュニケーション（実践

大門　高子　他編 岩崎書店 770 ｺ

心とからだで表現しよう
総合学習を豊かにする
劇の本 表現あそびで
友だちできた（低学年）

大門　高子　他編 岩崎書店 770 ｺ

国際理解にやくだつＮＨＫ地
球たべもの大百科

イタリア スパゲッティ 谷川　彰英　監修 ポプラ社 590 ｺ

国際理解にやくだつＮＨＫ地
球たべもの大百科

インド カレー 谷川　彰英　監修 ポプラ社 590 ｺ

国際理解にやくだつＮＨＫ地
球たべもの大百科

エジプト 豆料理 谷川　彰英　監修 ポプラ社 590 ｺ

国際理解にやくだつＮＨＫ地
球たべもの大百科

スイス チーズフォン
デュ

谷川　彰英　監修 ポプラ社 590 ｺ

国際理解にやくだつＮＨＫ地
球たべもの大百科

スペイン パエリア 谷川　彰英　監修 ポプラ社 590 ｺ



国際理解にやくだつＮＨＫ地
球たべもの大百科

タイ トムヤムクン 谷川　彰英　監修 ポプラ社 590 ｺ

国際理解にやくだつＮＨＫ地
球たべもの大百科

ノルウェー　バイキング
料理 ドイツ　ジャガイモ

谷川　彰英　監修 ポプラ社 590 ｺ

国際理解にやくだつＮＨＫ地
球たべもの大百科

フィリピン　ココヤシ料
理 メキシコ　タコス

谷川　彰英　監修 ポプラ社 590 ｺ

国際理解にやくだつＮＨＫ地
球たべもの大百科

フランス フランス料理フ
ルコース

谷川　彰英　監修 ポプラ社 590 ｺ

国際理解にやくだつＮＨＫ地
球たべもの大百科

ロシア ボルシチ 谷川　彰英　監修 ポプラ社 590 ｺ

国際理解にやくだつＮＨＫ地
球たべもの大百科

韓国 キムチ 谷川　彰英　監修 ポプラ社 590 ｺ

国際理解にやくだつＮＨＫ地
球たべもの大百科

中国 ぎょうざ 谷川　彰英　監修 ポプラ社 590 ｺ

国際理解にやくだつＮＨＫ地
球たべもの大百科

日本 江戸前寿司 谷川　彰英　監修 ポプラ社 590 ｺ

おこづかいはなぜもらえる 家計と仕事 池上　彰　総監修 ほるぷ出版 590 ｺ
「米」で総合学習みんなで調
べて育てて食べよう！

イネを育てる 種もみの
準備から収穫まで

池田　良一　監修 金の星社 610 ｺ

「米」で総合学習みんなで調
べて育てて食べよう！

図解米なんでも情報 池田　良一　監修 金の星社 610 ｺ

「米」で総合学習みんなで調
べて育てて食べよう！

都道府県別米データ集 池田　良一　監修 金の星社 610 ｺ

「米」で総合学習みんなで調
べて育てて食べよう！

米を食べる 栄養と調理 池田　良一　監修 金の星社 610 ｺ

ゴミを調べる 衣・食生活とゴミ 塚本　治弘 さ・え・ら書房 519 ｺ
ゴミを調べる 社会活動とゴミ 塚本　治弘 さ・え・ら書房 519 ｺ
ゴミを調べる 住まいと身の回りのゴミ 塚本　治弘 さ・え・ら書房 519 ｺ
空とぶ鳥のおりがみ 桃谷　好英 誠文堂新光社 750 ｺ
生まれることば死ぬことば 新語・流行語・隠語 湯浅　茂雄 アリス館 810 ｺ
太陽とわく星 藤井　旭 講談社 440 ｺ
うんことおしっこのはなし 消化とはいせつ 藤森　弘 偕成社 490 ｺ

ことわざ大百科
ポケモンといっしょにお
ぼえよう！

読売新聞東京本
社教育支援部

読売新聞社 810 ｺ

ことばのランドセル ３ねん
内野　悳郎　ほか
編集

らくだ出版 810 ｺ

ことばのランドセル ４ねん
内野　悳郎　ほか
編集

らくだ出版 810 ｺ

ことばのランドセル ５ねん
内野　悳郎　ほか
編集

らくだ出版 810 ｺ

ことばのランドセル ６ねん
内野　悳郎　ほか
編集

らくだ出版 810 ｺ

中国と出会おう 納村　公子　編著 国土社 290 ｺ
機関車・貨車 鉄道と貨物輸送 柏原　治 講談社 680 ｺ
ことばのはじめことばのふる 日本語の単語 飛田　良文 アリス館 810 ｺ
方言はまほうのことば！ 方言と標準語 彦坂　佳宣 アリス館 810 ｺ

あの海の波間に
北川　幸比古　ほ
か編集

岩崎書店 918 ｺ

コロンブス 摩耶　美紗樹 ポプラ社 289 ｺ
ことわざにうそはない？ ことわざと慣用句 木下　哲生 アリス館 810 ｺ
日本の怪奇ばなし 木暮　正夫 岩崎書店 388 ｺ
おばけがヒュードロ熟語の話 木暮　正夫 岩崎書店 810 ｺ
かずのかずかず熟語の話 木暮　正夫 岩崎書店 810 ｺ
こころにズッキン熟語の話 木暮　正夫 岩崎書店 810 ｺ
できたてピカピカ熟語の話 木暮　正夫 岩崎書店 810 ｺ
どうぶつゾロゾロ熟語の話 木暮　正夫 岩崎書店 810 ｺ
いきものイキイキ語源の話 木暮　正夫 岩崎書店 812 ｺ
おばけもビックリ語源の話 木暮　正夫 岩崎書店 812 ｺ
からだノビノビ語源の話 木暮　正夫 岩崎書店 812 ｺ



こころにピカッと語源の話 木暮　正夫 岩崎書店 812 ｺ

あっぱれわかとの天福丸
みんなのワンダーランド
９

木暮　正夫 金の星社 913 ｺ

あっぱれわかとの天福丸　お
国がえの巻

みんなのワンダーランド
１０

木暮　正夫 金の星社 913 ｺ

あっぱれわかとの天福丸　海
ぞく島の巻

みんなのワンダーランド
１１

木暮　正夫 金の星社 913 ｺ

日本の怪談 全国怪談スポット 木暮　正夫 岩崎書店 913 ｺ
闇に光る目 平成うわさの怪談　１８ 木暮　正夫 岩崎書店 913 ｺ
死者のドレスアップ 平成うわさの怪談　２０ 木暮　正夫 岩崎書店 913 ｺ
キツネとタヌキのばけばけ話 木暮　正夫 岩崎書店 913 ｺ
ドカンとでっかいほらふき話 木暮　正夫 岩崎書店 913 ｺ
とんちでヤッタネ！おどけも
の話

木暮　正夫 岩崎書店 913 ｺ

ピピッとひらめくとんち話 木暮　正夫 岩崎書店 913 ｺ

さくらがさいた！
２０００本の桜をうえた
バスの車掌さん

木暮　正夫 ポプラ社 916 ｺ

ブータンの朝日に夢をのせて
ヒマラヤの王国で真の
国際協力をとげた西岡
京治の物語

木暮　正夫 くもん出版 916 ｺ

救出 日本・トルコ友情のドラ 木暮　正夫 アリス館 916 ｺ
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 913 ｺ
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 913 ｺ
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 913 ｺ
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 913 ｺ
恐怖の人食い観覧車 木暮　正夫　編 岩崎書店 913 ｺ
ことばあそび４年生 有馬　敲　ほか著 理論社 911 ｺ
ことばあそび６年生 有馬　敲　ほか著 理論社 911 ｺ
ことばあそび５年生 有馬　敲　他著 理論社 911 ｺ
ことばあそび６年生 有馬　敲　他著 理論社 911 ｺ

コロンブス
未知の世界にいどみ、
一生を海にかけた探検

林　富士馬 新学社・全家研 280 ｺ

ゴッホ
太陽を愛した「ひまわ
り」の画家

鈴木　みつはる 小学館 280 ｺ

世界の超特急 和田　由紀夫 講談社 680 ｺ
えんにち奇想天外 声にだすことばえほん 齋藤　孝 ほるぷ出版 918 ｺ
おっと合点承知之助 声にだすことばえほん 齋藤　孝 ほるぷ出版 918 ｺ
がまの油 声にだすことばえほん 齋藤　孝 ほるぷ出版 918 ｺ
ニューワイド学習百科事典 学研 31 ｻ
サーティーナイン・クルーズ 骨の迷宮 リック・ライオダン メディアファクト 933 ｻ
サーティーナイン・クルーズ 偽りの楽譜 ゴードン・コーマン メディアファクト 933 ｻ
サーティーナイン・クルーズ 奪われた刀 ピーター・ルランジ メディアファクト 933 ｻ
サーティーナイン・クルーズ 死者の伝言 ジュード・ワトソン メディアファクト 933 ｻ
サーティーナイン・クルーズ 闇の包囲網 パトリック・カーマン メディアファクト 933 ｻ
サーティーナイン・クルーズ 遠い記憶 ジュード・ワトソン メディアファクト 933 ｻ
サーティーナイン・クルーズ 毒蛇の巣窟 ピーター・ルランジ メディアファクト 933 ｻ
サーティーナイン・クルーズ 皇帝の暗号 ゴードン・コーマン メディアファクト 933 ｻ
サーティーナイン・クルーズ 海賊の秘宝 リンダ・スー・パー メディアファクト 933 ｻ

サーティーナイン・クルーズ
１０　前編

最後の試練
マーガレット・ピー
ターソン・ハディッ
クス

メディアファクト
リー

933 ｻ

サーティーナイン・クルーズ
１０　後編

最後の試練
マーガレット・ピー
ターソン・ハディッ
クス

メディアファクト
リー

933 ｻ

サーティーナイン・クルーズ
１１

新たなる脅威 リック・リオーダン
メディアファクト
リー

933 ｻ

サーティーナイン・クルーズ
１２

メドゥーサの罠 ゴードン・コーマン
メディアファクト
リー

933 ｻ



サーティーナイン・クルーズ
１３

ジュード・ワトソン
メディアファクト
リー

933 ｻ

サーティーナイン・クルーズ
１４

ピーター・ルランジ
ス

メディアファクト
リー

933 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

衣服の歴史 ポプラ社 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

衣服の歴史 美しい日
本の服装の原点をさぐ

ポプラ社 210 ｻ

調べ学習に役立つ図解日本
の歴史

絵や資料で調べる 鎌
倉・南北朝時代

あかね書房 210 ｻ

調べ学習に役立つ図解日本
の歴史

絵や資料で調べる 旧
石器・縄文・弥生・古墳

あかね書房 210 ｻ

調べ学習に役立つ図解日本
の歴史

絵や資料で調べる 江
戸時代後期

あかね書房 210 ｻ

調べ学習に役立つ図解日本
の歴史

絵や資料で調べる 江
戸時代前期

あかね書房 210 ｻ

調べ学習に役立つ図解日本
の歴史

絵や資料で調べる 室
町・戦国・安土桃山時

あかね書房 210 ｻ

調べ学習に役立つ図解日本
の歴史

絵や資料で調べる 飛
鳥・奈良・平安時代

あかね書房 210 ｻ

調べ学習に役立つ図解日本
の歴史

絵や資料で調べる 明
治・大正・昭和・平成時

あかね書房 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

交通・通信の歴史 ポプラ社 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

交通・通信の歴史 古代
から現代までの交通や
通信の発達

ポプラ社 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

国際関係の歴史 ポプラ社 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

国際関係の歴史 日本
のくらしをかえた外国と
の交流

ポプラ社 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

住まいの歴史 ポプラ社 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

住まいの歴史 自然に
合わせた日本の住まい
のうつりかわり

ポプラ社 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

商業・工業の歴史 ポプラ社 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

商業・工業の歴史 物々
交換からキャッシュレス
まで商工業の歩み

ポプラ社 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

食物の歴史 写真や絵
でみる食生活のうつり
かわり

ポプラ社 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

農業・漁業の歴史 ポプラ社 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

農業・漁業の歴史 稲作
を中心にした農業や漁
業のうつりかわり

ポプラ社 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

文化の歴史 ポプラ社 210 ｻ

調べ学習にやくだつくらしの
歴史図鑑

文化の歴史 絵巻物や
仏像でさぐる日本文化

ポプラ社 210 ｻ

教科書にでる人物学習事典 学研 280 ｻ
国際理解に役立つ韓国まる
ごと大百科

ハングルと韓国の伝統
文化

ポプラ社 290 ｻ

国際理解に役立つ韓国まる
ごと大百科

韓国と日本、その歴史 ポプラ社 290 ｻ



国際理解に役立つ韓国まる
ごと大百科

韓国の衣・食・住 ポプラ社 290 ｻ

国際理解に役立つ韓国まる
ごと大百科

韓国の子どものくらし ポプラ社 290 ｻ

教科書にでてくる法律と政治
どうして学校へ行かなく
ちゃならないの？ 義務
教育と学校生活

ポプラ社 310 ｻ

教科書にでてくる法律と政治
会社の取引にも法律が
あるんだね 経済と法律

ポプラ社 310 ｻ

教科書にでてくる法律と政治
健康保険ってなんだろ
う？ 健康なくらしと法律

ポプラ社 310 ｻ

教科書にでてくる法律と政治
憲法ってなんだろう？
日本国憲法

ポプラ社 310 ｻ

教科書にでてくる法律と政治
国会議員ってなにをす
るの？ 国会のやくわり

ポプラ社 310 ｻ

教科書にでてくる法律と政治
裁判ってどうやるの？
裁判と法律

ポプラ社 310 ｻ

教科書にでてくる法律と政治
市役所ってなにをすると
ころ？ 地方公共団体の
仕事

ポプラ社 310 ｻ

教科書にでてくる法律と政治
親子のあいだにも法律
があるんだね 家族の法

ポプラ社 310 ｻ

教科書にでてくる法律と政治
世界の平和を守ってい
こう 平和な国際関係

ポプラ社 310 ｻ

教科書にでてくる法律と政治
総理大臣ってなにをす
るの？ 日本の政治のし

ポプラ社 310 ｻ

世界おはなし名作全集 スホーの馬 小学館 388 ｻ
栽培と観察がおもしろくなる
シリーズ

花だんをきれいにかざ
ろう 夏～冬編

ポプラ社 470 ｻ

栽培と観察がおもしろくなる
シリーズ

花だんをきれいにかざ
ろう 春～夏編

ポプラ社 470 ｻ

栽培と観察がおもしろくなる
シリーズ

花や実のなる木を楽し
もう

ポプラ社 470 ｻ

栽培と観察がおもしろくなる
シリーズ

自然の草花を楽しもう ポプラ社 470 ｻ

栽培と観察がおもしろくなる
シリーズ

自分でつくった野菜をた
べよう

ポプラ社 470 ｻ

栽培と観察がおもしろくなる
シリーズ

植物と親しむために ポプラ社 470 ｻ

子どものための世界名作文 愛の一家 集英社 908 ｻ
うみの女王とまほうのスカー
フ

エストニアの民話
Ｍ．ザドウナァイス
カ　再話

岩崎書店 388 ｻ

サンコン少年のあふりか物語 オスマン＝サンコ 講談社 990 ｻ
おはなしだいどころ さいとう　しのぶ ＰＨＰ研究所 913 ｻ
スイスイスイーツ さいとう　しのぶ 教育画劇 913 ｻ
たべものかるた　あっちゃん
あがつく

さいとう　しのぶ リーブル 913 ｻ

美術館にもぐりこめ！ さがら　あつこ 福音館書店 706 ｻ
エンザロ村のかまど さくま　ゆみこ 福音館書店 383 ｻ
ちびまる子ちゃんの学級日誌 さくら　ももこ 学研 913 ｻ

てではなそう
おはようございますみな
さん

さとう　けいこ Ｐａｒｃｏ出版局 369 ｻ

てではなそう さとう　けいこ Ｐａｒｃｏ出版局 369 ｻ
とんとんともだち サトウ　ハチロー 国土社 911 ｻ
ぼくらのケータイ３ｄａｙｓ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　７ さとう　まきこ ポプラ社 913 ｻ
ぼくらの家出３ｄａｙｓ Ｄｒｅａｍスマッシュ！　１ さとう　まきこ ポプラ社 913 ｻ
ぼくはまほうつかいだぞ さとう　まきこ あかね書房 913 ｻ
九月〇日大冒険 さとう　まきこ 偕成社 913 ｻ
くだもの王国 さとうち　藍 岩崎書店 470 ｻ



たねぽっくる
パパとママにはないしょ
のおはなし

さわむら　いっき
東京ニュース通
信社

913 ｻ

星の王子さま 新潮文庫　サ　１－３ サン・テグジュペリ 新潮社 953 ｻ
母のおもかげ サンド　原作 偕成社 908 ｻ
五色のしか すずき　よしはる 国土社 388 ｻ

イラク
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

チャーリー・サミュ
エルズ

ほるぷ出版 290 ｻ

中世の城
フィオーナ・マクド
ナルド

三省堂 520 ｻ

中世の大聖堂
フィオーナ・マクド
ナルド

三省堂 520 ｻ

ぼくのジャングルを救って！ モニカ＝サーク 偕成社 460 ｻ
第二次大戦の潜水艦 リチャード・ハンブ 三省堂 520 ｻ
穴 ルイス・サッカー 講談社 933 ｻ

竜の子ラッキーと音楽師
ローズマリ・サトク
リフ

岩波書店 933 ｻ

サリバン先生
ヘレン・ケラーとともに
歩んだ教育者

奥良　モト 集英社 289 ｻ

ＮＥＷローカル鉄道 第三セクターのすべて 佐々倉　実 山と渓谷社 680 ｻ
少年と子だぬき 佐々木　たづ ポプラ社 913 ｻ
エコＱ＆Ａ１００　５ エコＱ＆Ａ１００ 佐々木　ときわ ポプラ社 519 ｻ
短歌をつくろう 佐佐木　幸綱 さ・え・ら書房 911 ｻ

百人一首をおぼえよう
口訳詩で味わう和歌の
世界

佐佐木　幸綱　編
著

さ・え・ら書房 911 ｻ

ゆめのち晴れ
心と体の話 チャートＢＯ
ＯＫＳ　学習シリーズ

佐々木　正美 数研出版 490 ｻ

願いがかなう４まいのコイン
森にすむ生きものの話
チャートＢＯＯＫＳ　学習
シリーズ

佐々木　洋 数研出版 480 ｻ

ぼくらはみんな生きている 都市動物観察記 佐々木　洋 講談社 480 ｻ
水道のはなし 佐々木　和子 さ・え・ら書房 519 ｻ
台所のはなし 佐々木　和子 さ・え・ら書房 590 ｻ

カイコの一生
佐々木　崑　文・写
真

フレーベル館 486 ｻ

ゆうれい回転ずし本日オープ
ン！

佐川　芳枝 講談社 913 ｻ

おばあさんの飛行機 佐藤　さとる 偕成社 913 ｻ
きつね三吉 佐藤　さとる 大日本図書 913 ｻ
きつね三吉 佐藤　さとる 偕成社 913 ｻ
そこなし森の話 佐藤　さとる 偕成社 913 ｻ
だれも知らない小さな国 佐藤　さとる 講談社 913 ｻ
ふしぎな目をした男の子 佐藤　さとる 講談社 913 ｻ
まほうつかいのちかみち 佐藤　さとる あかね書房 913 ｻ
小さな国のつづきの話 佐藤　さとる 講談社 913 ｻ
小さな人のむかしの話 佐藤　さとる 講談社 913 ｻ
星からおちた小さな人 佐藤　さとる 講談社 913 ｻ
赤んぼ大将さようなら 佐藤　さとる あかね書房 913 ｻ
豆つぶほどの小さないぬ 佐藤　さとる 講談社 913 ｻ
め どうしてみえるの？ 佐藤　まもる 岩崎書店 490 ｻ

アイガモ家族
カモが育てるゆかいな
米づくり

佐藤　一美 ポプラ社 916 ｻ

野球ボールに夢をのせて
スポーツ産業とスポー
ツ振興につくした水野

佐藤　一美 ＰＨＰ研究所 916 ｻ

サルが山からおりてきた
屋久島のサルと人間の
チエくらべ

佐藤　一美 ポプラ社 916 ｻ

夢の地下鉄冒険列車
地下鉄の父・早川徳次
と昭和をはしった地下

佐藤　一美 くもん出版 916 ｻ

中をそうぞうしてみよ
佐藤　雅彦，ユー
フラテス

福音館書店 401 ｻ



いぬのおまわりさん 佐藤　義美 国土社 911 ｻ
和算 佐藤　健一 文渓堂 419 ｻ
日本列島をはかる 佐藤　守 岩崎書店 450 ｻ
がんばれあたま 脳のはたらき 佐藤　守 岩崎書店 490 ｻ
わすれるもんか！ 佐藤　州男 文研出版 913 ｻ
小さな山の学校で！ 佐藤　州男 子ども書房 913 ｻ
新ちゃんがないた！ 佐藤　州男 文研出版 913 ｻ

小学生のおもしろ自由研究
とうふのあわおどり
ふっとうをやさしく科学

佐藤　早苗 大日本図書 420 ｻ

小学生のおもしろ自由研究
はんにんは塩水か？ し
んとう圧をやさしく科学
する

佐藤　早苗 大日本図書 420 ｻ

シャボン玉の中は夢のくに
わたしはシャボン玉の
中にはいった！

佐藤　早苗 大日本図書 420 ｻ

小学生のおもしろ自由研究 “うめぼし電池”のあか 佐藤　早苗 大日本図書 430 ｻ

小学生のおもしろ自由研究
“うめぼし電池”のあか
り 電流をやさしく科学す

佐藤　早苗 大日本図書 430 ｻ

小学生のおもしろ自由研究
お塩の山登り 毛管現
象をやさしく科学する

佐藤　早苗 大日本図書 430 ｻ

小学生のおもしろ自由研究
みそ山のふん火 対流
をやさしく科学する

佐藤　早苗 大日本図書 430 ｻ

小学生のおもしろ自由研究
大きなシャボン玉 表面
張力をやさしく科学する

佐藤　早苗 大日本図書 430 ｻ

小学生のおもしろ自由研究
鉄だって燃えちゃう 燃
焼をやさしく科学する

佐藤　早苗 大日本図書 430 ｻ

草笛を楽しむ 佐藤　邦昭 創和出版 380 ｻ
ヘチマのかんさつ 佐藤　有恒 あかね書房 470 ｻ
花の色のふしぎ 佐藤　有恒 あかね書房 470 ｻ
紅葉のふしぎ 佐藤　有恒 あかね書房 470 ｻ
花の色のふしぎ　新装版 佐藤　有恒 あかね書房 471 ｻ
紅葉のふしぎ　新装版 佐藤　有恒 あかね書房 471 ｻ
ヘチマのかんさつ　新装版 佐藤　有恒 あかね書房 479 ｻ
アカトンボの一生 佐藤　有恒 あかね書房 486 ｻ
アカトンボの一生　新装版 佐藤　有恒 あかね書房 486 ｻ
テントウムシ 佐藤　有恒 あかね書房 486 ｻ
テントウムシ　新装版 佐藤　有恒 あかね書房 486 ｻ
ヘチマとアリのなぞ 佐藤　有恒 さ・え・ら書房 486 ｻ
アサガオ　新装版 たねからたねまで 佐藤　有恒　写真 あかね書房 479 ｻ
アゲハチョウ　新装版 佐藤　有恒　写真 あかね書房 486 ｻ
セミの一生　新装版 佐藤　有恒　写真 あかね書房 486 ｻ
トノサマバッタ　新装版 佐藤　有恒　写真 あかね書房 486 ｻ
鳴く虫の世界　新装版 佐藤　有恒　写真 あかね書房 486 ｻ

走る少女
わくわく読み物コレク
ション　１５

佐野　久子 岩崎書店 913 ｻ

アメリア・イヤハート
はじめて大西洋横断飛
行に成功した女性パイ

佐野　未央子 集英社 289 ｻ

１００万回生きたねこ 佐野　洋子 講談社 913 ｻ
べっこうあめパーティー 左巻　健男 童心社 590 ｻ
ウミボウズ島のぼうけん ビーカー博士とプッちゃ 左近　蘭子 小峰書店 913 ｻ
見つけよう！ぼくの、わたし
の、座右の銘　１

座右の銘研究会 教育画劇 159 ｻ

見つけよう！ぼくの、わたし
の、座右の銘　２

座右の銘研究会 教育画劇 159 ｻ

見つけよう！ぼくの、わたし
の、座右の銘　３

座右の銘研究会 教育画劇 159 ｻ

見つけよう！ぼくの、わたし
の、座右の銘　４

座右の銘研究会 教育画劇 159 ｻ

見つけよう！ぼくの、わたし
の、座右の銘　５

座右の銘研究会 教育画劇 159 ｻ



高山チョウのくらし 斎藤　嘉明 あかね書房 486 ｻ
高山チョウのくらし　新装版 斎藤　嘉明 あかね書房 486 ｻ
自由研究エレクトロニクス工 小学３・４年生 斎藤　賢之輔 誠文堂新光社 370 ｻ
自由研究エレクトロニクス工
作　小学５・６年生

斎藤　賢之輔 誠文堂新光社 370 ｻ

冒険者たち
ガンバと十五ひきの仲
間 冒険者たち

斎藤　惇夫 岩波書店 913 ｻ

ガンバとカワウソの冒険 斎藤　惇夫 岩波書店 913 ｻ
回転寿司のひみつ 斎藤　友佳子 学研 667 ｻ
斎藤隆介全集 ケチ六・火を噴く山 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
斎藤隆介全集 ちょうちんやのままッ子 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
斎藤隆介全集 ゆき 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
斎藤隆介全集 花咲き山・ひさの星 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
斎藤隆介全集 春の声・寒い母 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
斎藤隆介全集 職人衆昔ばなし 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
斎藤隆介全集 続　職人衆昔ばなし 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
斎藤隆介全集 町の職人 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
斎藤隆介全集 天の赤馬 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
斎藤隆介全集 虹の橋・桔梗の花 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
斎藤隆介全集 日本のおばあちゃん 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
モチモチの木 日本の名作童話　５ 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
斎藤隆介全集 八郎・モチモチの木 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
ひさの星 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
ひばりの矢 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
モチモチの木 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
火 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
火の鳥 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
猫山 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
半日村 斎藤　隆介 岩崎書店 913 ｻ
象のいない動物園 斎藤　憐 偕成社 913 ｻ
イラストで学べる裁判員制度
第１巻　裁判員制度ってなあ
に？

イスラトで学べる裁判員
制度　第１巻

裁判員制度研究
会　著

汐文社 320 ｻ

イラストで学べる裁判員制度
第２巻　あなたが裁判員に
なったら

イラストで学べる裁判員
制度　第２巻

裁判員制度研究
会　著

汐文社 320 ｻ

イラストで学べる裁判員制度
第３巻　もっと知ろう裁判と裁
判所

イラストで学べる裁判員
制度　第３巻

裁判員制度研究
会　著

汐文社 320 ｻ

ばばしゃん 坂井　ひろこ 太平出版社 913 ｻ
そのとき、ぼくは戦場にいた 勇たちの沖縄戦 坂井　ひろ子 偕成社 913 ｻ
車いすの犬「花子」とその仲
間たち

木村のおじさん、ありが
とう

坂井　ひろ子 偕成社 916 ｻ

ありがとう！山のガイド犬「平
治」

坂井　ひろ子 偕成社 916 ｻ

日本の歴史明治維新から現
代

沖縄と北海道の歴史
テーマ別近現代史

坂井　俊樹　監修 ポプラ社 210 ｻ

日本の歴史明治維新から現
代

国境をこえた人びとの
歴史 テーマ別近現代

坂井　俊樹　監修 ポプラ社 210 ｻ

日本の歴史明治維新から現
代

産業・経済と環境の歴
史 テーマ別近現代史

坂井　俊樹　監修 ポプラ社 210 ｻ

日本の歴史明治維新から現
代

子どもと教育の歴史
テーマ別近現代史

坂井　俊樹　監修 ポプラ社 210 ｻ

日本の歴史明治維新から現
代

女性と家の歴史 テーマ
別近現代史

坂井　俊樹　監修 ポプラ社 210 ｻ

日本の歴史明治維新から現
代

日本とアジアの歴史
テーマ別近現代史

坂井　俊樹　監修 ポプラ社 210 ｻ

日本の歴史明治維新から現
代

民主主義と政治の歴史
テーマ別近現代史

坂井　俊樹　監修 ポプラ社 210 ｻ



日本の歴史明治維新から現
代

人として生きる権利の
歴史 テーマ別近現代

坂井　俊樹　監修 ポプラ社 316 ｻ

ぼくたちの三月十日 坂斎　小一郎 童心社 913 ｻ

語りおじさんのベトナム民話
坂入　政生　編・語
り

星の環会 388 ｻ

おやつつくろう！ おやつつくろう！ 坂本　広子 偕成社 590 ｻ

いくぞ！カレーたんけん隊
坂本広子のカレークッ
キング

坂本　広子 偕成社 590 ｻ

たべよう！チーズ、ヨーグル
ト

坂本広子のチーズ・
ヨーグルトクッキング

坂本　広子 偕成社 590 ｻ

ばんごはんつくろう！ 洋食・中華編 坂本　広子 偕成社 590 ｻ
特別の日のごはんつくろう！ 洋食・中華編 坂本　広子 偕成社 590 ｻ
ばんごはんつくろう！ 和食編 坂本　広子 偕成社 590 ｻ
特別の日のごはんつくろう！ 和食編 坂本　広子 偕成社 590 ｻ
おべんとうつくろう！ 坂本　広子 偕成社 590 ｻ
おやつつくろう！ 坂本　広子 偕成社 590 ｻ
昼ごはんつくろう！ 坂本　広子 偕成社 590 ｻ
朝ごはんつくろう！ 坂本　広子 偕成社 590 ｻ
ちび象ランディと星になった
少年

坂本　小百合 文藝春秋 913 ｻ

行事食・歳事食　イラスト版
子どもとマスターする特
別な日の料理

坂本　廣子 合同出版 590 ｻ

ほんとこうた・へんてこうた 阪田寛夫詩集 阪田　寛夫 大日本図書 911 ｻ
夕日がせなかをおしてくる 阪田寛夫童謡詩集 阪田　寛夫 岩崎書店 911 ｻ
ぽんこつマーチ 阪田　寛夫 大日本図書 911 ｻ
夕日がせなかをおしてくる 阪田　寛夫 国土社 911 ｻ

言葉の分類　意味と働き
金田一先生の使っての
ばそう日本語力

阪田　敦子 あかね書房 810 ｻ

ゆりかごは口の中
子育てをする魚たち 地
球ふしぎはっけんシリー
ズ１０

桜井　淳史 ポプラ社 480 ｻ

カニのくらし　新装版 桜井　淳史 あかね書房 485 ｻ
サケのたんじょう　新装版 桜井　淳史 あかね書房 487 ｻ
デイゴの花　新装版 桜井　信夫 国土社 913 ｻ
オオカミにそだてられた子ど 桜井　信夫 あすなろ書房 916 ｻ
カブトムシのかいかたそだて
かた

三枝　博幸 岩崎書店 486 ｻ

こどもマナーとけいご絵じて 三省堂編修所　編 三省堂 30 ｻ
おもしろ落語図書館 三遊亭　円窓 大日本図書 918 ｻ

子どもの技術　イラスト版
子どもとマスターするも
のづくり２５のわざとこ

産業教育研究連
盟　編

合同出版 500 ｻ

はきもののはなし 指田　純子 さ・え・ら書房 380 ｻ
たまごからうま　ベンガルの
民話

ベンガルの民話 世界
の民話傑作選

酒井　公子 偕成社 388 ｻ

ロボットのはなし 雀部　晶 さ・え・ら書房 548 ｻ
教室 ６年１組がこわれた日 斉藤　栄美 ポプラ社 913 ｻ
バーバーパパはワンパター 斉藤　静子 ひくまの出版 913 ｻ

知ってトクする！おばあちゃ
んの知恵袋

下町おばあちゃんが教
える、食、住、衣、雑な
どなど、暮しの裏ワザ２

斉藤　美保子 イースト・プレス 590 ｻ

ギリシア神話　オリュンポス
の書

斉藤洋の「ギリシア神
話」　１

斉藤　洋 理論社 160 ｻ

ギリシア神話　ペルセウスの
書

斉藤洋の「ギリシア神
話」　２

斉藤　洋 理論社 160 ｻ

ギリシア神話　トロイアの書
斉藤洋の「ギリシア神
話」　３

斉藤　洋 理論社 160 ｻ

アラジンと魔法のランプ アラビアン・ナイト 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ
アリ・ババと四十人の盗賊 アラビアン・ナイト 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ
シンドバッドの冒険 アラビアン・ナイト 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ



空飛ぶ木馬 アラビアン・ナイト 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ
ジーク ゴルドニア戦記 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ

ネコにつばさのある国で
テレスコープ・ワンダー
ランド

斉藤　洋 学研 913 ｻ

ジーク 月のしずく日のしずく 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ
ひとりでいらっしゃい　―七つ
の怪談―

七つの怪談 偕成社ワ
ンダーランド１３

斉藤　洋 偕成社 913 ｻ

うらからいらっしゃい　―七つ
の怪談―

七つの怪談 偕成社ワ
ンダーランド３０

斉藤　洋 偕成社 913 ｻ

まよわずいらっしゃい　―七
つの怪談―

七つの怪談 偕成社ワ
ンダーランド３７

斉藤　洋 偕成社 913 ｻ

あっちこっちサバンナ 斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ
しろくまだって 斉藤　洋 小峰書店 913 ｻ
なん者ひなた丸ねことんの術
の巻

斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ

なん者ひなた丸ばけねこ鏡
わりの術の巻

斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ

なん者ひなた丸まぼろし衣切
りの術の巻

斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ

なん者ひなた丸火炎もぐらの
術の巻

斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ

なん者ひなた丸金とん雲の
術の巻

斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ

なん者ひなた丸空蝉おとしの
術の巻

斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ

なん者ひなた丸月光くずしの
術の巻

斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ

なん者ひなた丸黒潮がくれの
術の巻

斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ

なん者ひなた丸千鳥がすみ
の術の巻

斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ

なん者ひなた丸大ふくろうの
術の巻

斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ

なん者ひなた丸南蛮づくしの
術の巻

斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ

なん者ひなた丸白くもの術の 斉藤　洋 あかね書房 913 ｻ
やっぱりしろくま 斉藤　洋 小峰書店 913 ｻ
白狐魔記　天草の霧 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ
白狐魔記源平の風 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ
白狐魔記戦国の雲 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ
白狐魔記蒙古の波 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ
白狐魔記洛中の火 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ

西遊記　１　天の巻
斉藤洋の西遊記シリー
ズ　１

斉藤　洋 理論社 923 ｻ

西遊記　２　地の巻
斉藤洋の西遊記シリー
ズ　２

斉藤　洋 理論社 923 ｻ

西遊記　３　水の巻
斉藤洋の西遊記シリー
ズ　３

斉藤　洋 理論社 923 ｻ

西遊記　４　仙の巻
斉藤洋の西遊記シリー
ズ　４

斉藤　洋 理論社 923 ｻ

西遊記　５　宝の巻
斉藤洋の西遊記シリー
ズ　５

斉藤　洋 理論社 923 ｻ

西遊記　６　王の巻
斉藤洋の西遊記シリー
ズ　６

斉藤　洋 理論社 923 ｻ

西遊記　７　竜の巻
斉藤洋の西遊記シリー
ズ　７

斉藤　洋 理論社 923 ｻ

西遊記　８　怪の巻
斉藤洋の西遊記シリー
ズ　８

斉藤　洋 理論社 923 ｻ

ぼくたちはシグナル・ギャル 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ



遠く不思議な夏 斉藤　洋 偕成社 913 ｻ
西遊後記　１　還の巻 斉藤　洋 理論社 913 ｻ
アウシュビッツからの手紙 早乙女　勝元 草土文化 209 ｻ
さようならカバくん 早乙女　勝元 金の星社 913 ｻ
ターニャの日記 早乙女　勝元 日本図書センター 913 ｻ
猫は生きている 早乙女　勝元 理論社 913 ｻ
母と子でみるアウシュビッツ 早乙女　勝元　編 草土文化 209 ｻ
母と子でみる日本の空襲 早乙女　勝元　編 草土文化 210 ｻ
母と子でみる　アンネ・フラン 隠れ家を守った人たち 早乙女　勝元　編 草土文化 289 ｻ

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 329 ｻ

写真絵本国境なき医師団　２
写真絵本国境なき医師
団

早乙女　勝元　編 大月書店 329 ｻ

写真絵本国境なき医師団　３
写真絵本国境なき医師
団

早乙女　勝元　編 大月書店 329 ｻ

写真絵本国境なき医師団　４
写真絵本国境なき医師
団

早乙女　勝元　編 大月書店 329 ｻ

写真絵本国境なき医師団　５
写真絵本国境なき医師
団

早乙女　勝元　編 大月書店 329 ｻ

写真絵本国境なき医師団　６
写真絵本国境なき医師
団

早乙女　勝元　編 大月書店 329 ｻ

４年１組交換日記はもういら
ない

沢井　いづみ ポプラ社 913 ｻ

動物のふしぎな世界 道具をつかう動物たち 沢近　十九一 国土社 480 ｻ
おとなになる旅 沢地　久枝 ポプラ社 150 ｻ
魚市場 沢田　重隆 評論社 600 ｻ

七頭の盲導犬と歩んできた
道

日本初の女性盲導犬
ユーザー戸井美智子物
語 ヒューマン・ノンフィク
ション

沢田　俊子 学研教育出版 369 ｻ

引退犬命の物語
命あるかぎり輝きつづ
けた盲導犬たち 動物感
動ノンフィクション

沢田　俊子 学習研究社 369 ｻ

盲導犬不合格物語 沢田　俊子 学研 369 ｻ
命の重さはみな同じ　みなし
ご犬たちの物語

みなしご犬たちの物語
動物感動ノンフィクショ

沢田　俊子 学習研究社 916 ｻ

月の少年 沢木　耕太郎 講談社 913 ｻ
深夜特急　１ 沢木　耕太郎 新潮社 913 ｻ
西遊記 火焔山をこえて 西遊記 唐　亜明 偕成社 923 ｻ

西遊記
金閣銀閣のひょうたん
西遊記

唐　亜明 偕成社 923 ｻ

西遊記
石からうまれた孫悟空
西遊記

唐　亜明 偕成社 923 ｻ

西郷隆盛
「天を敬い、人を愛す」
細心・大胆の人

童門　冬二 新学社・全家研 280 ｻ

産業の発達に見る日本の歴
史

道具と技術の発達史
漁業と日本人

日本生活史研究
会　編

あすなろ書房 210 ｻ

産業の発達に見る日本の歴
史

道具と技術の発達史
工業と日本人

日本生活史研究
会　編

あすなろ書房 210 ｻ

産業の発達に見る日本の歴
史

道具と技術の発達史
産業の歩みと経済の発

日本生活史研究
会　編

あすなろ書房 210 ｻ

産業の発達に見る日本の歴
史

道具と技術の発達史
狩猟・山仕事、交通・通
信と日本人

日本生活史研究
会　編

あすなろ書房 210 ｻ

産業の発達に見る日本の歴
史

道具と技術の発達史
商業と日本人

日本生活史研究
会　編

あすなろ書房 210 ｻ

産業の発達に見る日本の歴
史

道具と技術の発達史
農業と日本人

日本生活史研究
会　編

あすなろ書房 210 ｻ

西遊記 武田　雅哉　編・訳 第三文明社 923 ｻ



サン＝テグジユペリ

大空をかけぬけた星の
王子さまの作家 学習ま
んが人物館世界　小学
館版　１３

平松　おさむ 小学館 280 ｻ

木 こどものとも傑作集 木島　始 福音館書店 913 ｻ
ボクは、なんにもならない 里見　喜久夫 美術出版社 590 ｻ

太陽と風のエネルギー
今こそ考えよう！エネ
ルギーの危機　３

櫻井　啓一郎 文渓堂 501 ｻ

なでしこキャプテン！
夢は見るものではなく、
かなえるもの

澤　穂希 集英社 916 ｻ

夢をつなぐ
全盲の金メダリスト河合
純一物語

澤井　希代治 ひくまの出版 369 ｻ

寿限無 声にだすことばえほん 齋藤　孝 ほるぷ出版 913 ｻ
植物のふしぎ ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ｼ
みんなの心とエチケット 小学生の道徳 学校 学研 150 ｼ
調べ学習日本の歴史 アジア太平洋戦争の研 ポプラ社 210 ｼ

人物日本の歴史
カラー版学習よみもの
伊藤博文と明治政府

学研 210 ｼ

人物日本の歴史
カラー版学習よみもの
源頼朝と源平の戦い

学研 210 ｼ

人物日本の歴史
カラー版学習よみもの
山本五十六と太平洋戦

学研 210 ｼ

人物日本の歴史
カラー版学習よみもの
織田信長と統一への道

学研 210 ｼ

人物日本の歴史
カラー版学習よみもの
信玄・謙信と戦国大名

学研 210 ｼ

人物日本の歴史
カラー版学習よみもの
聖徳太子と法隆寺

学研 210 ｼ

人物日本の歴史
カラー版学習よみもの
聖武天皇と奈良の大仏

学研 210 ｼ

人物日本の歴史
カラー版学習よみもの
西郷隆盛と幕末維新

学研 210 ｼ

人物日本の歴史
カラー版学習よみもの
足利尊氏と南北朝の内

学研 210 ｼ

人物日本の歴史
カラー版学習よみもの
藤原道長と貴族の栄え

学研 210 ｼ

人物日本の歴史
カラー版学習よみもの
徳川吉宗と幕府の衰え

学研 210 ｼ

人物日本の歴史
カラー版学習よみもの
卑弥呼と古代の人びと

学研 210 ｼ

調べ学習日本の歴史 金閣・銀閣の研究 ポプラ社 210 ｼ
調べ学習日本の歴史 古墳の研究 ポプラ社 210 ｼ
調べ学習日本の歴史 鎖国の研究 ポプラ社 210 ｼ
調べ学習日本の歴史 戦国大名の研究 ポプラ社 210 ｼ
調べ学習日本の歴史 奈良の大仏の研究 ポプラ社 210 ｼ
調べ学習日本の歴史 縄文のムラの研究 ポプラ社 210 ｼ
調べ学習日本の歴史 明治維新の研究 ポプラ社 210 ｼ
聖徳太子 仏教伝来と法隆寺 学研 280 ｼ
１０才までに知っておきたい
日本まるごとガイドブック

小学館 302 ｼ

１０才までに知っておきたい
世の中まるごとガイドブック
基礎編

小学館 304 ｼ

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 369 ｼ

しらべよう！はたらく犬たち
２

しらべよう！はたらく犬
たち

ポプラ社 369 ｼ

しらべよう！はたらく犬たち
３

しらべよう！はたらく犬
たち

ポプラ社 369 ｼ



しらべよう！はたらく犬たち
４

しらべよう！はたらく犬
たち

ポプラ社 369 ｼ

障害を理解しよう 学習の障害がある人た 小峰書店 369 ｼ
障害を理解しよう 耳の不自由な人たち 小峰書店 369 ｼ
障害を理解しよう 車いすの人たち 小峰書店 369 ｼ
障害を理解しよう 目の不自由な人たち 小峰書店 369 ｼ
調べて学ぶ日本の伝統 文化遺産 大日本図書 380 ｼ
しぜんあそび フレーベル館 380 ｼ
シリーズ世界のお祭り イスラム教のお祭り 同朋舎出版 386 ｼ
シリーズ世界のお祭り シク教のお祭り 同朋舎出版 386 ｼ
シリーズ世界のお祭り ヒンズー教のお祭り 同朋舎出版 386 ｼ
シリーズ世界のお祭り ユダヤ教のお祭り 同朋舎出版 386 ｼ
シリーズ世界のお祭り 収穫と感謝のお祭り 同朋舎出版 386 ｼ
シリーズ世界のお祭り 仏教のお祭り 同朋舎出版 386 ｼ
１０才までに知りたい！な
ぜ？どうして？科学のふしぎ

小学館 404 ｼ

小学なぜなぜふしぎサイエン 光や空気のふしぎ 学研 420 ｼ
小学生の理科全集 電気 そのはたらき 岩崎書店 420 ｼ
小学生の理科全集 力のはたらき 岩崎書店 420 ｼ
小学生の理科全集 水と空気 物質の変化 岩崎書店 430 ｼ
人類の未来を考える本 地震はなぜおこる？ 教育社 450 ｼ

人間にとっての海
自然の中の人間シリー
ズ　海と人間編　１

農山漁村文化協
会

452 ｼ

海の幸と日本人
自然の中の人間シリー
ズ　海と人間編　１０

農山漁村文化協
会

452 ｼ

魚からみた海
自然の中の人間シリー
ズ　海と人間編　２

農山漁村文化協
会

452 ｼ

海で育つ植物
自然の中の人間シリー
ズ　海と人間編　４

農山漁村文化協
会

452 ｼ

魚をとるくふう
自然の中の人間シリー
ズ　海と人間編　５

農山漁村文化協
会

452 ｼ

豊かな海をつくる
自然の中の人間シリー
ズ　海と人間編　６

農山漁村文化協
会

452 ｼ

海の幸を育てる
自然の中の人間シリー
ズ　海と人間編　７

農山漁村文化協
会

452 ｼ

魚という生物
自然の中の人間シリー
ズ　海と人間編　８

農山漁村文化協
会

452 ｼ

海の幸をいかす
自然の中の人間シリー
ズ　海と人間編　９

農山漁村文化協
会

452 ｼ

きれんな川よごれた川
自然の中の人間シリー
ズ　川と人間編　９

農山漁村文化協
会

452 ｼ

みのりをもたらす水
自然の中の人間シリー
ズ　川と人間編４

農山漁村文化協
会

452 ｼ

生物のすみかをみんなでつく
る

すみかづくりから地球
市民へ ビオトープであ
そぼう

星の環会 460 ｼ

生物のすみかをみんなでつく
る

ぼくらがつくる生物空間
ビオトープであそぼう

星の環会 460 ｼ

生物のすみかをみんなでつく
る

よりよい環境空間づくり
ビオトープであそぼう

星の環会 460 ｼ

生物のすみかをみんなでつく
る

気持ちよく生きることと
ビオトープ ビオトープで
あそぼう

星の環会 460 ｼ

たたかう森
自然の中の人間シリー
ズ　森と人間編　３

農山漁村文化協
会

460 ｼ

生物のすみかをみんなでつく
る

生活空間ニッチをつくる
ビオトープであそぼう

星の環会 460 ｼ

微生物が地球をつくった
自然の中の人間シリー
ズ　微生物と人間編　１

農山漁村文化協
会

465 ｼ



微生物が森を育てる
自然の中の人間シリー
ズ　微生物と人間編　２

農山漁村文化協
会

465 ｼ

からだのなかの微生物
自然の中の人間シリー
ズ　微生物と人間編　３

農山漁村文化協
会

465 ｼ

微生物が食べものをつくる
自然の中の人間シリー
ズ　微生物と人間編　４

農山漁村文化協
会

465 ｼ

微生物から食べものを守る
自然の中の人間シリー
ズ　微生物と人間編　５

農山漁村文化協
会

465 ｼ

微生物は安全な工場
自然の中の人間シリー
ズ　微生物と人間編　６

農山漁村文化協
会

465 ｼ

未来に広がる微生物利用
自然の中の人間シリー
ズ　微生物と人間編　７

農山漁村文化協
会

465 ｼ

畑をつくる微生物
自然の中の人間シリー
ズ　微生物と人間編　８

農山漁村文化協
会

465 ｼ

水田をつくる微生物
自然の中の人間シリー
ズ　微生物と人間編　９

農山漁村文化協
会

465 ｼ

小学校理科の教室 芽がでた、育った 大日本図書 470 ｼ
小学校理科の教室 実やたねができた 大日本図書 470 ｼ
小学校理科の教室 植物のからだ 大日本図書 470 ｼ
小学校理科の教室 植物の四季 大日本図書 470 ｼ
小学生の理科全集 人のからだのふしぎ 岩崎書店 490 ｼ
小学なぜなぜふしぎサイエン 人の体のふしぎ 学研 490 ｼ

地球環境白書
今「地球環境」が危ない
新・今「ゴミ」が危ない

学研 519 ｼ

地球環境白書
今「地球環境」が危ない
新・今「環境ホルモン」
が危ない

学研 519 ｼ

地球環境白書
今「地球環境」が危ない
新・今「食」が危ない

学研 519 ｼ

地球環境白書
今「地球環境」が危ない
新・今「水」が危ない

学研 519 ｼ

地球環境白書
今「地球環境」が危ない
新・今「大気」が危ない

学研 519 ｼ

地球環境白書
今「地球環境」が危ない
新・今「地球」が危ない

学研 519 ｼ

新ジュニアクッキング全集 アウトドア・クッキング 学研 590 ｼ
新ジュニアクッキング全集 おべんとう＆サンドイッ 学研 590 ｼ
ジュニアたのしい手づくりシ
リーズ

たのしいおべんとう 学研 590 ｼ

新ジュニアクッキング全集 パーティー・クッキング 学研 590 ｼ
ジュニアクッキング全集 パーティーのごちそう 学研 590 ｼ
新ジュニアクッキング全集 はじめてのクッキング 学研 590 ｼ
新ジュニアクッキング全集 バランス献立クッキング 学研 590 ｼ
新ジュニアクッキング全集 やさしい一品メニュー 学研 590 ｼ
新ジュニアクッキング全集 焼き菓子＆チョコ 学研 590 ｼ

新ジュニアクッキング全集
正しいダイエット・クッキ
ング

学研 590 ｼ

根も葉もあってみになる本
生活習慣病に効く健康
野菜

四国新聞社 590 ｼ

新ジュニアクッキング全集 伝統と郷土の料理 学研 590 ｼ
ジュニアたのしい手づくりシ
リーズ

たのしいアップリケ 学研 594 ｼ

ジュニア手芸全集 バッグとふくろもの 学研 594 ｼ

土との対話
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

600 ｼ

イネという作物
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

610 ｼ

土をいかす知恵
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

600 ｼ



害虫とのたたかい
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

600 ｼ

作物がたどった道
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

600 ｼ

タネとり作戦
自然の中の人間シリー
ズ　土と人間編　６

農山漁村文化協
会

600 ｼ

ハウスの中の作物
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

600 ｼ

絹を生むカイコ
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

600 ｼ

人間を助けた動物
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

600 ｼ

土にとりくむ人
自然の中の人間シリー
ズ　土と人間編　１０

農山漁村文化協
会

600 ｼ

シリーズ日本の伝統工芸
その他の工芸品 京扇
子・江戸切子

リブリオ出版 700 ｼ

シリーズ日本の伝統工芸 ぬりもの 輪島塗 リブリオ出版 700 ｼ
シリーズ日本の伝統工芸 やきもの 伊万里・有田 リブリオ出版 700 ｼ
シリーズ日本の伝統工芸 金工品 南部鉄器 リブリオ出版 700 ｼ
調べて学ぶ日本の伝統 芸能 大日本図書 700 ｼ
調べて学ぶ日本の伝統 工芸（１） 大日本図書 700 ｼ
調べて学ぶ日本の伝統 工芸（２） 大日本図書 700 ｼ
シリーズ日本の伝統工芸 織物 西陣織 リブリオ出版 700 ｼ
シリーズ日本の伝統工芸 人形 博多人形 リブリオ出版 700 ｼ
シリーズ日本の伝統工芸 染めもの 京友禅 リブリオ出版 700 ｼ

シリーズ日本の伝統工芸
竹工品 都城和弓　駿河
竹千筋細工

リブリオ出版 700 ｼ

シリーズ日本の伝統工芸 墨・筆 鈴鹿墨・奈良筆 リブリオ出版 700 ｼ
シリーズ日本の伝統工芸 木工品 」春日部桐箪笥 リブリオ出版 700 ｼ
シリーズ日本の伝統工芸 和楽器 雅楽器・琴・三 リブリオ出版 700 ｼ
シリーズ日本の伝統工芸 和紙 越前和紙 リブリオ出版 700 ｼ
関東の伝統工業 国土社 700 ｼ
中国・四国の伝統工業 国土社 700 ｼ
中部の伝統工業 国土社 700 ｼ
伝統工業を調べよう 国土社 700 ｼ
書写なんでも百科 いろいろなことばを書こ 岩崎書店 720 ｼ
書写なんでも百科 かなは漢字の子ども 岩崎書店 720 ｼ
書写なんでも百科 チョークで書いてみよう 岩崎書店 720 ｼ
シリーズ色 科学の色 リブリオ企画 720 ｼ
書写なんでも百科 漢字の書き方　高学年 岩崎書店 720 ｼ
書写なんでも百科 漢字の書き方　低学年 岩崎書店 720 ｼ
書写なんでも百科 漢字の書き方辞典 岩崎書店 720 ｼ
書写なんでも百科 漢字の点や画 岩崎書店 720 ｼ
書写なんでも百科 漢字はどうできたの 岩崎書店 720 ｼ
シリーズ色 四季の色 リブリオ企画 720 ｼ
書写なんでも百科 手紙を書いてみよう 岩崎書店 720 ｼ
シリーズ色 色ってなあに リブリオ企画 720 ｼ
シリーズ色 色の使いみち リブリオ企画 720 ｼ
シリーズ色 色の使い方 リブリオ企画 720 ｼ
シリーズ色 色の不思議 リブリオ企画 720 ｼ
シリーズ色 人間と色 リブリオ企画 720 ｼ
シリーズ色 生きものと色 リブリオ企画 720 ｼ
書写なんでも百科 筆はどうできているの 岩崎書店 720 ｼ
シリーズ色 文化と色 リブリオ企画 720 ｼ
おりがみ ぎょうせい 750 ｼ

自然とあそぼう
あそんでたのしむ野外
活動入門

ポプラ社 780 ｼ

調べて学ぶ日本の伝統 スポーツ 大日本図書 780 ｼ



少年少女の体育・スポーツ全
集

すもう・柔道・剣道 岩崎書店 780 ｼ

自然とあそぼう
つくってたのしむ野外活
動入門

ポプラ社 780 ｼ

少年少女の体育・スポーツ全
集

とび箱・マット運動 岩崎書店 780 ｼ

自然とあそぼう
見てたのしむ野外活動
入門

ポプラ社 780 ｼ

自然とあそぼう
公園でできるネイチャー
ゲーム

ポプラ社 780 ｼ

自然とあそぼう
校内でできるネイチャー
ゲーム

ポプラ社 780 ｼ

少年少女の体育・スポーツ全
集

水泳 岩崎書店 780 ｼ

少年少女の体育・スポーツ全
集

体操 岩崎書店 780 ｼ

少年少女の体育・スポーツ全
集

体力を高める 岩崎書店 780 ｼ

少年少女の体育・スポーツ全
集

鉄棒・平均台 岩崎書店 780 ｼ

少年少女の体育・スポーツ全
集

野外活動 岩崎書店 780 ｼ

自然とあそぼう
野山でできるネイチャー
ゲーム

ポプラ社 780 ｼ

Ｊリーグサッカー 学研 780 ｼ
小学館世界の名作 アルプスの少女ハイジ 小学館 908 ｼ
少年少女日本文学館 次郎物語 講談社 908 ｼ

四季のことば絵事典
日本の春夏秋冬に親し
もう！　俳句づくり・鑑賞
にも役立つ

ＰＨＰ研究所 911 ｼ

がんばれクリーキー Ａ・シュタイナー 金の星社 943 ｼ
ダレン・シャン バンパイア・クリスマス Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
ダレン・シャン バンパイア・マウンテン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
ダレン・シャン バンパイアの運命 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
ダレン・シャン 闇の帝王 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
ダレン・シャン 運命の息子 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
ダレン・シャン 黄昏のハンター Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
ダレン・シャン 奇怪なサーカス Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
ダレン・シャン 若きバンバイア Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
ダレン・シャン 真夜中の同志 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
ダレン・シャン 精霊の湖 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
ダレン・シャン 夜明けの覇者 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
ダレン・シャン　５ ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
クレプスリー伝説　１ 殺人者の誕生 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
クレプスリー伝説　２ 死への航海 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
クレプスリー伝説　３ 呪われた宮殿 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ
クレプスリー伝説　４ 運命の兄弟 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 小学館 933 ｼ

シュリーマン
古代への情熱、その夢
を掘りあてた人

Ｈ＝シュリーマン 新学社・全家研 280 ｼ

岩石・鉱物図鑑 Ｒ．Ｆ．シムス あすなろ書房 458 ｼ

結晶・宝石図鑑
Ｒ．Ｆ．シムス，Ｒ．
Ｒ．ハーディング

あすなろ書房 459 ｼ

さだ子と千羽づる Ｓｈａｎｔｉ
オーロラ自由アト
リエ

913 ｼ

神さま、ぼくがいきます Ｗ・シリシング 河出書房新社 990 ｼ

イノシシの勇者フォーミィ シートン動物記
アーネスト　Ｔ．
シートン

童心社 480 ｼ

オオカミ王ロボ シートン動物記
アーネスト　Ｔ．
シートン

童心社 480 ｼ



カラスのシルバースポット シートン動物記
アーネスト　Ｔ．
シートン

童心社 480 ｼ

クマ王モナーク シートン動物記
アーネスト　Ｔ．
シートン

童心社 480 ｼ

リスのバナーテイル シートン動物記
アーネスト　Ｔ．
シートン

童心社 480 ｼ

ワタオウサギのラグ シートン動物記
アーネスト　Ｔ．
シートン

童心社 480 ｼ

わたしの愛犬ビンゴ シートン動物記
アーネスト　Ｔ．
シートン

童心社 480 ｼ

銀ギツネのドミノ シートン動物記
アーネスト　Ｔ．
シートン

童心社 480 ｼ

子グマのジョニー シートン動物記
アーネスト　Ｔ．
シートン

童心社 480 ｼ

野生のヒツジクラッグ シートン動物記
アーネスト　Ｔ．
シートン

童心社 480 ｼ

シートン動物記
アーネスト　Ｔ．
シートン

講談社 480 ｼ

シートン動物記
幼年版 かしこくなったコ
ヨーテティトオ

アーネスト・Ｔ・シー
トン　原作

フレーベル館 480 ｼ

イップとヤネケシンタクラース
がやってくる！

アニー　Ｍ．Ｇ．
シュミット

岩波書店 949 ｼ

タリスマン　１ イシスの涙
アラン・フレウィン・
ジョーンズ

文渓堂 933 ｼ

タリスマン　３ キリャの黄金
アラン・フレウィン・
ジョーンズ

文渓堂 933 ｼ

タリスマン　４
パールヴァティーの秘
宝

アラン・フレウィン・
ジョーンズ

文渓堂 933 ｼ

タリスマン　２ 嫦娥の月長石
アラン・フレウィン・
ジョーンズ

文渓堂 933 ｼ

すばらしい人間のからだ 私たちは感覚器です
アレッサンドロ・パ
チーニ

リブリオ出版 490 ｼ

すばらしい人間のからだ 私たちは内分泌腺です
アレッサンドロ・パ
チーニ

リブリオ出版 490 ｼ

すばらしい人間のからだ 私は胃です
アレッサンドロ・パ
チーニ

リブリオ出版 490 ｼ

すばらしい人間のからだ 私は運動器官です
アレッサンドロ・パ
チーニ

リブリオ出版 490 ｼ

すばらしい人間のからだ 私は肝臓です
アレッサンドロ・パ
チーニ

リブリオ出版 490 ｼ

すばらしい人間のからだ 私は心臓です
アレッサンドロ・パ
チーニ

リブリオ出版 490 ｼ

すばらしい人間のからだ 私は神経組織です
アレッサンドロ・パ
チーニ

リブリオ出版 490 ｼ

すばらしい人間のからだ 私は腎臓です
アレッサンドロ・パ
チーニ

リブリオ出版 490 ｼ

すばらしい人間のからだ 私は腸です
アレッサンドロ・パ
チーニ

リブリオ出版 490 ｼ

すばらしい人間のからだ 私は肺です
アレッサンドロ・パ
チーニ

リブリオ出版 490 ｼ

すばらしい人間のからだ 私は脾臓です
アレッサンドロ・パ
チーニ

リブリオ出版 490 ｼ

すばらしい人間のからだ 私は膵臓です
アレッサンドロ・パ
チーニ

リブリオ出版 490 ｼ

光の旅かげの旅 アン・ジョナス 評論社 933 ｼ

泣かないで、くまくん
アン‐マドレイヌ・
シェロット

徳間書店 949 ｼ

すてきな仲間たち イアラ・ジステル
ぬぷん児童図書
出版

933 ｼ



うさぎの島
イエルク・シュタイ
ナー

ほるぷ出版 943 ｼ

ロミオとジュリエット シェークスピア名作集
ウィリアム・シェー
クスピア

集英社 908 ｼ

家庭の中の権利 夫と妻と子どもの権利 エマ・ホートン ほるぷ出版 316 ｼ
おいしいハンバーガーのこわ
い話

エリック・シュロー
サー

草思社 590 ｼ

３まいの羽 グリム童話 エレノア・シュミット 西村書店 943 ｼ

労働者の権利
はたらく人をまもるため
に

キャサリン・プライ
アー

ほるぷ出版 316 ｼ

移動の自由
生きる場所をえらぶ自
由

キャサリン・ブラッ
ドリイ

ほるぷ出版 316 ｼ

ジョディの旅 コリン・シール
ぬぷん児童図書
出版

933 ｼ

さあ、とんでごらん！ サイモン・ジェーム 岩崎書店 930 ｼ
シートン動物記 シートン 偕成社 480 ｼ
リア王物語 シェークスピア ポプラ社 908 ｼ

おおきな木
シェル・シルヴァス
タイン

篠崎書林 933 ｼ

ドラゴン伝説秘宝の玉 しかた　しん 小峰書店 913 ｼ
かんたんかわいい手芸・工作
１　マスコットとアクセサリー

かんたんかわいい手
芸・工作

シゲ　トモコ 岩崎書店 594 ｼ

かんたんかわいい手芸・工作
２　かわいいこもの

かんたんかわいい手
芸・工作

シゲ　トモコ 岩崎書店 594 ｼ

かんたんかわいい手芸・工作
３　スクールこもの

かんたんかわいい手
芸・工作

シゲ　トモコ 岩崎書店 594 ｼ

かんたんかわいい手芸・工作
４　紙やあき箱の工作

かんたんかわいい手
芸・工作

シゲ　トモコ 岩崎書店 594 ｼ

かんたんかわいい手芸・工作
５　プラスチックようきの工作

かんたんかわいい手
芸・工作

シゲ　トモコ 岩崎書店 594 ｼ

かんたんかわいい手芸・工作
６　自然のものの工作

かんたんかわいい手
芸・工作

シゲ　トモコ 岩崎書店 594 ｼ

ごじょうしゃありがとうござい
ます

シゲリ　カツヒコ ポプラ社 913 ｼ

１００の知識鳥類 １００の知識　シリーズ ジニー・ジョンソン 文研出版 488 ｼ
１００の知識ほ乳類 １００の知識　シリーズ ジニー・ジョンソン 文研出版 489 ｼ
地球のこどもたちへ シム・シメール 小学館 460 ｼ
写真でみる異常気象 ジャック・シャロ あすなろ書房 451 ｼ
木を植えた男 ジャン・ジオノ あすなろ書房 959 ｼ

悲劇の少女アンネ
「アンネの日記」の筆
者・感動の生涯

シュナーベル 偕成社 289 ｼ

天使の花かご シュミット　原作 偕成社 908 ｼ
ズッコケ見習い警察犬　きな
子がいく！

ジュリアン　編 ジュリアン 369 ｼ

ズッコケ見習い警察犬　きな
子とあそぼ！

ジュリアン　編 ジュリアン 369 ｼ

マーメイド・ガールズ
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 あすなろ書房 933 ｼ

マーメイド・ガールズ
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 あすなろ書房 933 ｼ

マーメイド・ガールズ
サーシャと魔法・パー
ル・クリーム マーメイド・
ガールズ

ジリアン・シールズ あすなろ書房 933 ｼ

マーメイド・ガールズ
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 あすなろ書房 933 ｼ

マーメイド・ガールズ
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 あすなろ書房 933 ｼ



マーメイド・ガールズ
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 あすなろ書房 933 ｼ

ねずみのこ　ポストマニ アジア民話 しんどう　たき 造形社 388 ｼ

これがほんとの大きさ！
スティーブ・ジェン
キンズ

評論社 31 ｼ

続　これがほんとの大きさ！
スティーブ・ジェン
キンズ

評論社 31 ｼ

進化のはなし
地球の生命はどこから
きたか

スティーブ・ジェン
キンズ

評論社 933 ｼ

アーヤと魔女
ダイアナ・ウィン・
ジョーンズ

徳間書店 933 ｼ

アブダラと空飛ぶ絨毯
ダイアナ・ウィン・
ジョーンズ

徳間書店 933 ｼ

魔法使いハウルと火の悪魔
ダイアナ・ウィン・
ジョーンズ

徳間書店 933 ｼ

動物と話せる少女リリアーネ
１

動物園は大さわぎ！
タニヤ・シュテーブ
ナー

学研教育出版//
学研マーケティン
グ

943 ｼ

動物と話せる少女リリアーネ
２

トラはライオンに恋して
る！

タニヤ・シュテーブ
ナー

学研教育出版//
学研マーケティン
グ

943 ｼ

動物と話せる少女リリアーネ
３

イルカ救出大作戦！
タニヤ・シュテーブ
ナー

学研教育出版//
学研マーケティン
グ

943 ｼ

動物と話せる少女リリアーネ
４

笑うチンパンジーのひ
みつ！

タニヤ・シュテーブ
ナー

学研教育出版//
学研マーケティン
グ

943 ｼ

動物と話せる少女リリアーネ
５

タニヤ・シュテーブ
ナー

学研教育出版//
学研マーケティン
グ

943 ｼ

動物と話せる少女リリアーネ
６

タニヤ・シュテーブ
ナー

学研教育出版//
学研マーケティン
グ

943 ｼ

動物と話せる少女リリアーネ
７

タニヤ・シュテーブ
ナー

学研教育出版//
学研マーケティン
グ

943 ｼ

動物と話せる少女リリアーネ
８

タニヤ・シュテーブ
ナー

学研教育出版//
学研マーケティン
グ

943 ｼ

ダレン・シャン外伝 外伝 ダレン・シャン 小学館 933 ｼ
チャーリー・ブラウンなぜなん
だい？

ともだちがおもい病気に
なったとき

チャールズ・Ｍ・
シュルツ

岩崎書店 490 ｼ

一歩・そしてまた一歩 マンガ柴野栗山 てつきのこ 牟礼町教育委員 280 ｼ

韓国
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

トム・ジャクソン ほるぷ出版 290 ｼ

ローザ ニッキ・ジョヴァン 光村教育図書 933 ｼ
ニック・シャドウの真夜中の
図書館　１

声が聞こえる ニック・
シャドウの真夜中の図

ニック・シャドウ ゴマブックス 933 ｼ

ニック・シャドウの真夜中の
図書館　２

血ぬられた砂浜 ニック・
シャドウの真夜中の図
書館

ニック・シャドウ ゴマブックス 933 ｼ

ニック・シャドウの真夜中の
図書館　３

ゲームオーバー ニッ
ク・シャドウの真夜中の
図書館

ニック・シャドウ ゴマブックス 933 ｼ

ニック・シャドウの真夜中の
図書館　４

ネコばあさん ニック・
シャドウの真夜中の図

ニック・シャドウ ゴマブックス 933 ｼ

ニック・シャドウの真夜中の
図書館　５

うそつき ニック・シャド
ウの真夜中の図書館

ニック・シャドウ ゴマブックス 933 ｼ



ニック・シャドウの真夜中の
図書館　９

闇よりささやく声 ニック・
シャドウの真夜中の図
書館

ニック・シャドウ ゴマブックス 933 ｼ

ニック・シャドウの真夜中の
図書館　７

見つけたよ ニック・シャ
ドウの真夜中の図書館

ニック・シャドウ ゴマブックス 933 ｼ

ニック・シャドウの真夜中の
図書館　６

口は災いのもと ニック・
シャドウの真夜中の図
書館

ニック・シャドウ ゴマブックス 933 ｼ

ニック・シャドウの真夜中の
図書館　８

死のハンター ニック・
シャドウの真夜中の図

ニック・シャドウ ゴマブックス 933 ｼ

紙ねんどでつくる ねもと　いさむ 創和出版 750 ｼ

ニュージーランド
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

バーバラ・ジャクソ
ン

ほるぷ出版 290 ｼ

両親をしつけよう！ ピート・ジョンソン 文研出版 933 ｼ

言論の自由
考えよう、発言する自由
と責任

フィリップ・スティー
ル

ほるぷ出版 316 ｼ

ナイジェリア
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ブリジット・ジャイル
ズ

ほるぷ出版 290 ｼ

かわいいおばけゴロの冒険
ゴロとトビおじさん かわ
いいおばけゴロの冒険
第４巻

ブリッタ・シュヴァ
ルツ

セバ工房 943 ｼ

かわいいおばけゴロの冒険
ゴロのおかしな大作戦
かわいいおばけゴロの
冒険　第５巻

ブリッタ・シュヴァ
ルツ

セバ工房 943 ｼ

かわいいおばけゴロの冒険
ゴロのお引越し かわい
いおばけゴロの冒険第

ブリッタ・シュヴァ
ルツ

セバ工房 943 ｼ

かわいいおばけゴロの冒険
ゴロのギリシャ旅行 か
わいいおばけゴロの冒
険　第２巻

ブリッタ・シュヴァ
ルツ

セバ工房 943 ｼ

かわいいおばけゴロの冒険
ゴロのネットサーフィン
かわいいおばけゴロの
冒険　第３巻

ブリッタ・シュヴァ
ルツ

セバ工房 943 ｼ

世界じゅうの子どもたち
いろいろな幸せのかた
ち

ベアトリクス・シュ
ニッペンケッター

主婦の友社 300 ｼ

たね　そだててみよう
ヘレン　Ｊ．ジョル
ダン

福音館書店 470 ｼ

ここが家だ
ベン・シャーンの第五福
竜丸

ベン・シャーン 集英社 936 ｼ

ちかい ポール・ジェラティ 評論社 933 ｼ
きいてみようしんぞうのおと ポール・シャワーズ 福音館書店 490 ｼ
ねむりのはなし ポール・シャワーズ 福音館書店 490 ｼ
きみのせかいはどんない ボブ・ジル ファイドン 933 ｼ

くらやみ城の冒険
マージェリー・
シャープ

岩波書店 933 ｼ

さいごの冒険
マージェリー・
シャープ

岩波書店 933 ｼ

南極の冒険
マージェリー・
シャープ

岩波書店 933 ｼ

２るいベースがぬすまれ
た？！

マージョリー・Ｗ．
シャーマット

大日本図書 933 ｼ

いそがしいクリスマス
マージョリー・Ｗ．
シャーマット

大日本図書 933 ｼ

きえた草のなぞ
マージョリー・Ｗ．
シャーマット

大日本図書 933 ｼ

だいじなはこをとりかえせ
マージョリー・Ｗ．
シャーマット

大日本図書 933 ｼ

ねむいねむいじけん
マージョリー・Ｗ．
シャーマット

大日本図書 933 ｼ



ペット・コンテストは大さわぎ
マージョリー・Ｗ．
シャーマット

大日本図書 933 ｼ

思想の自由
どんなことでも信じ、考
えてもいいのか

マイク・ハースト ほるぷ出版 316 ｼ

シーボルトお稲
日本で初めての女性西
洋医

まさき　まき 草土文化 280 ｼ

リトル・ジーニーのひみつ
「ランプの精リトル・ジー
ニー」ファンブック

ミランダ・ジョーン
ズ

ポプラ社 933 ｼ

リトル・ジーニーときめきプラ アリの初恋パレード ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
ランプの精リトル・ジーニー
１

おねがいごとを、いって
みて！

ミランダ・ジョーン
ズ

ポプラ社 933 ｼ

ランプの精リトル・ジーニー
２

小さくなるまほうってす
てき？

ミランダ・ジョーン
ズ

ポプラ社 933 ｼ

ランプの精リトル・ジーニー ピンクのまほう ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
ランプの精リトル・ジーニー ゆうれいにさらわれ ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
ランプの精リトル・ジーニー カウガールにへんしん ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
ランプの精リトル・ジーニー
６

ジーニー・スクールへよ
うこそ

ミランダ・ジョーン
ズ

ポプラ社 933 ｼ

ランプの精リトル・ジーニー ふたりはモデル！ ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
ランプの精リトル・ジーニー アイドルにドキドキ！ ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
ランプの精リトル・ジーニー キュートなペット ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
ランプの精リトル・ジーニー ハッピー・クリスマス！ ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
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

ミランダ・ジョーン
ズ

ポプラ社 933 ｼ

ランプの精リトル・ジーニー 名たんていにおまか ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
ランプの精リトル・ジーニー ときめきのドールショッ ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
ランプの精リトル・ジーニー うきうき★キャンプ ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
ランプの精リトル・ジーニー
１５

ちびっこジーニーをさが
せ！

ミランダ・ジョーン
ズ

ポプラ社 933 ｼ

ランプの精リトル・ジーニー ようこそ女王さま ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
ランプの精リトル・ジーニー タイム・トラベル！ ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
ランプの精リトル・ジーニー ひみつの海のお友だち ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
ランプの精リトル・ジーニー
１９

空とぶおひっこし大作
戦！

ミランダ・ジョーン
ズ

ポプラ社 933 ｼ

ランプの精リトル・ジーニー ジーニーランドの卒業 ミランダ・ジョーン ポプラ社 933 ｼ
おばけのボロジャグチ メアリー＝シューラ 学研 933 ｼ

平等の権利
差別のない世界はつく
れるか

モーリン・オコナー ほるぷ出版 316 ｼ

おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッ あすなろ書房 933 ｼ

アルプスの少女ハイジ ヨハンナ・シュピリ
角川書店//角川
グループパブリッ
シング

943 ｼ

ハイジ ヨハンナ・シュピリ 講談社 943 ｼ
ゲームあそび 室内と野外 薗田　碩哉 保育社 780 ｼ
愛犬パックンはどこへいく 塩沢　清 旺文社 913 ｼ
小学生のためのたのしい自
由研究

しらべる・やってみる・か
いてみる

旺文社　編 旺文社 370 ｼ

小学生のためのたのしい自
由研究

そだてる・かんさつす
る・つくってみる

旺文社　編 旺文社 370 ｼ

授業がわかる！理科実験シ
リーズ

３年生の理科実験 横山　正　監修 ポプラ社 400 ｼ

授業がわかる！理科実験シ
リーズ

４年生の理科実験 横山　正　監修 ポプラ社 400 ｼ

授業がわかる！理科実験シ
リーズ

５年生の理科実験 横山　正　監修 ポプラ社 400 ｼ

授業がわかる！理科実験シ
リーズ

６年生の理科実験 横山　正　監修 ポプラ社 400 ｼ

授業がわかる！理科実験シ
リーズ

理科実験器具と薬品事
典

横山　正　監修 ポプラ社 400 ｼ



岡山恭崇の楽しいバスケット
ボール

岡山　恭崇 小峰書店 780 ｼ

奇跡をよぶ　虹色の花
チャートブックス学習シ
リーズ

下山　紀夫 数研出版 451 ｼ

家族の告白 下川　香苗 ポプラ社 913 ｼ

酒呑童子 下村　良之介
「京の絵本」刊行
委員会

388 ｼ

新・たのしいジュニア手芸

編む　かぎ針編みの
バッグ・棒針編みのマフ
ラー・ゆび編みのぼうし
新ジュニア手芸

河合　真弓 学習研究社 594 ｼ

サイレンカー パトカー・消防自動車 海老原　美宜男 講談社 680 ｼ
はたらく自動車 海老原　美宜男 講談社 680 ｼ
自動車 海老原　美宜男 講談社 680 ｼ
地下鉄 海老原　美宜男 講談社 680 ｼ

新・たのしいジュニア手芸

よくわかる手芸の基本
基本の縫い方・ステッチ
の刺し方・編み物 新
ジュニア手芸

学研編集部 学習研究社 594 ｼ

ヒマワリのかんさつ 叶沢　進 あかね書房 470 ｼ

ジュニアスポーツ上級編
攻め方・守り方がよくわ
かる サッカー

関岡　康雄　監修 学研 780 ｼ

ジュニアスポーツ上級編
攻め方・守り方がよくわ
かる ソフトテニス

関岡　康雄　監修 学研 780 ｼ

ジュニアスポーツ上級編
攻め方・守り方がよくわ
かる バドミントン

関岡　康雄　監修 学研 780 ｼ

新・たのしいジュニア手芸

縫う　デニムのミニス
カート・お役立ちバッグ・
キュートなぬいぐるみ
新ジュニア手芸

関根　祐三子 学習研究社 594 ｼ

新・たのしいジュニア手芸

かわいい小物　ビーズ
アクセサリー・プレゼン
トのカード・フェルトのマ
スコット 新ジュニア手芸

岸　和美 学習研究社 594 ｼ

新・たのしいジュニア手芸

新しい手芸　手づくり
フェルトのおさいふ・ス
テンシルの小物入れ・
ドールハウス 新ジュニ

橘　記子 学習研究社 594 ｼ

ＪＲ特急 栗原　隆司 講談社 680 ｼ
飛行機 栗原　隆司 講談社 680 ｼ
ジャンヌ・ダルク 虎影　誠 ポプラ社 289 ｼ
電車 荒川　好夫 講談社 680 ｼ

人物日本の歴史・日本を変
えた５３人

ザビエル・織田信長・豊
臣秀吉・徳川家康・徳
川家光・雨森芳洲

高野　尚好　監修・
指導

学研 210 ｼ

人物日本の歴史・日本を変
えた５３人

近松門左衛門・本居宣
長・杉田玄白・伊能忠
敬・歌川広重

高野　尚好　監修・
指導

学研 210 ｼ

人物日本の歴史日本を変え
た５３人

聖武天皇・鑑真・行基・
藤原道長・紫式部・清
少納言

高野　尚好　監修・
指導

学研 210 ｼ

人物日本の歴史・日本を変
えた５３人

卑弥呼・ヤマトタケルノ
ミコト・聖徳太子・小野
妹子・中大兄皇子・中
臣鎌足

高野　尚好　監修・
指導

学研 210 ｼ

人物日本の歴史・日本を変
えた５３人

福沢諭吉・明治天皇・
板垣退助・伊藤博文・
大隈重信・津田梅子・
与謝野晶子

高野　尚好　監修・
指導

学研 210 ｼ



人物日本の歴史・日本を変
えた５３人

平清盛・源頼朝・源義
経・北条政子・北条時
宗・足利尊氏・足利義
満・足利義政・雪舟

高野　尚好　監修・
指導

学研 210 ｼ

人物日本の歴史・日本を変
えた５３人

陸奥宗光・東郷平八
郎・小村寿太郎・野口
英世・田中正造・平塚

高野　尚好　監修・
指導

学研 210 ｼ

人物日本の歴史・日本を変
えた５３人

高野　尚好　監修・
指導

学研 210 ｼ

小学生の環境見学シリーズ
見学でわかる！ エネル
ギーの未来

佐島　群巳　監修 ポプラ社 519 ｼ

小学生の環境見学シリーズ
見学でわかる！ ゴミの
ゆくえ

佐島　群巳　監修 ポプラ社 519 ｼ

小学生の環境見学シリーズ
見学でわかる！ リサイ
クルのしくみ

佐島　群巳　監修 ポプラ社 519 ｼ

小学生の環境見学シリーズ
見学でわかる！ 自然
のたいせつさ

佐島　群巳　監修 ポプラ社 519 ｼ

小学生の環境見学シリーズ
見学でわかる！ 自然
の大切さ

佐島　群巳　監修 ポプラ社 519 ｼ

小学生の環境見学シリーズ
見学でわかる！ 食べも
のの安全

佐島　群巳　監修 ポプラ社 519 ｼ

小学生の環境見学シリーズ
見学でわかる！ 水のよ
ごれ

佐島　群巳　監修 ポプラ社 519 ｼ

人物群像日本の歴史 鎌倉の風雲 佐藤　昭 学研 210 ｼ
人物群像日本の歴史 源平の争乱 佐藤　昭 学研 210 ｼ
佐藤直子の楽しいテニス 佐藤　直子 小峰書店 780 ｼ
雲をみよう 佐藤　有恒　指導 国土社 451 ｼ
アサガオ 佐藤　有恒　指導 国土社 470 ｼ
チューリップ 佐藤　有恒　指導 国土社 470 ｼ
ドングリ 佐藤　有恒　指導 国土社 470 ｼ
ヒマワリ 佐藤　有恒　指導 国土社 470 ｼ
カタツムリ 佐藤　有恒　指導 国土社 480 ｼ
ツバメ 佐藤　有恒　指導 国土社 480 ｼ
セミ 佐藤　有恒　指導 国土社 486 ｼ
テントウムシ 佐藤　有恒　指導 国土社 486 ｼ
世界のカブトムシ Ｗｉｄｅ　ｃｏｌｏｒ 阪口　浩平　編著 小学館 31 ｼ
クワガタムシ Ｗｉｄｅ　ｃｏｌｏｒ 山口　進 小学館 31 ｼ
二十一世紀に生きる君たち 洪庵のたいまつ 司馬　遼太郎 世界文化社 914 ｼ
四国　旬の味巡り こだわりの食材と料理 四国新聞社 四国新聞社 90 ｼ
かがわ空紀行 航空写真集 四国新聞社 四国新聞社 90 ｼ
ＴＯＫＹＯ発香川を食べる 鉄人が挑むふるさとの 四国新聞社　編 四国新聞社 90 ｼ

来て見て四国ものづくり
産業観光施設８８ヵ所
めぐり

四国通商産業局 四国新聞社 90 ｼ

ショパン
ポーランドを愛した“ピ
アノの詩人” 学習まん
が人物館　世界小学館

市川　能里 小学館 280 ｼ

いっしょに
詩と絵が出会う詩
集絵本製作委員

高松ボランティア
協会

911 ｼ

新・日本各地のくらし
あたたかい土地のくらし
写真と作文でつづる南
国沖縄の人々の生活

次山　信男　監修 ポプラ社 291 ｼ

新・日本各地のくらし
くらべよう各地のくらし
写真でくらべる日本各
地の四季のくらし

次山　信男　監修 ポプラ社 291 ｼ

新・日本各地のくらし
海辺のくらし 写真と作
文でつづる漁業にかけ
る人々の生活

次山　信男　監修 ポプラ社 291 ｼ



新・日本各地のくらし
寒い土地のくらし 写真
と作文でつづるきびしい
冬のくらし

次山　信男　監修 ポプラ社 291 ｼ

新・日本各地のくらし
高原のくらし 写真と作
文でつづる高原の農家
の生活

次山　信男　監修 ポプラ社 291 ｼ

新・日本各地のくらし
山地のくらし 写真と作
文でつづる林業に生き
る人々の生活

次山　信男　監修 ポプラ社 291 ｼ

新・日本各地のくらし
雪国のくらし 写真と作
文でつづる豪雪地帯の
人々の生活

次山　信男　監修 ポプラ社 291 ｼ

新・日本各地のくらし
台地のくらし 写真と作
文でつづる開たくの歴
史と生活

次山　信男　監修 ポプラ社 291 ｼ

新・日本各地のくらし
低地のくらし 写真と作
文でつづる輪中のまち
の水とのたたかい

次山　信男　監修 ポプラ社 291 ｼ

新・日本各地のくらし
島のくらし 写真と作文
でつづる海にかこまれ
た小さな島の生活

次山　信男　監修 ポプラ社 291 ｼ

室伏重信の楽しい陸上競技 室伏　重信 小峰書店 780 ｼ
はてな　なるほど　サイエン くうきのはっけん 実野　恒久 保育社 420 ｼ
はてな　なるほど　サイエン でんちはおもしろい 実野　恒久 保育社 420 ｼ
はてな　なるほど　サイエン ひかりとかげのひみつ 実野　恒久 保育社 420 ｼ
はてな　なるほど　サイエン いしころはたのしい 実野　恒久 保育社 450 ｼ
はてな　なるほど　サイエン むし、ちいさいなかま 実野　恒久 保育社 486 ｼ
はてな　なるほど　サイエン おもちゃをつくろう 実野　恒久 保育社 750 ｼ
はてな　なるほど　サイエン おもりでうごくおもちゃ 実野　恒久 保育社 750 ｼ
約束の国への長い旅 篠　輝久 リブリオ出版 913 ｼ
つばさは友だち 野鳥と人間をむすぶも 篠原　五男 大日本図書 480 ｼ
コマツナの栽培と１８の実験 柴田　一 さ・え・ら書房 470 ｼ
ＮＨＫ自然観察入門 柴田　敏隆　監修 日本放送出版協 400 ｼ
ちきゅうは　どれくらい　おお
きいか

謝　世輝 岩崎書店 450 ｼ

修学旅行の本 京都
修学旅行研究会
編

国土社 291 ｼ

修学旅行の本 九州
修学旅行研究会
編

国土社 291 ｼ

修学旅行の本 広島・山口
修学旅行研究会
編

国土社 291 ｼ

修学旅行の本 山陽・四国
修学旅行研究会
編

国土社 291 ｼ

修学旅行の本 東京・横浜
修学旅行研究会
編

国土社 291 ｼ

修学旅行の本 東北
修学旅行研究会
編

国土社 291 ｼ

修学旅行の本 奈良
修学旅行研究会
編

国土社 291 ｼ

修学旅行の本 日光
修学旅行研究会
編

国土社 291 ｼ

修学旅行の本 箱根・鎌倉
修学旅行研究会
編

国土社 291 ｼ

修学旅行の本 北海道
修学旅行研究会
編

国土社 291 ｼ

コケッコにいたん とさか頭にゃわけがあ 渋谷　愛子 学研 913 ｼ
あきかんカンカラカンコン 渋谷　愛子 学研 913 ｼ
おこってるな 渋谷　清視　編 金の星社 911 ｼ
おはながわらった 渋谷　清視　編 金の星社 911 ｼ



くいしんぼうがまってるぞ 渋谷　清視　編 金の星社 911 ｼ
コンコンクシャン 渋谷　清視　編 金の星社 911 ｼ
すうじのうた 渋谷　清視　編 金の星社 911 ｼ
ちっちゃなおばけ 渋谷　清視　編 金の星社 911 ｼ
にゅうどうぐもむくむく 渋谷　清視　編 金の星社 911 ｼ

こども　詩の学校 上級
渋谷　清視　編者
代表

金の星社 911 ｼ

はじめての発見 木 重松　えり子 リブリオ出版 470 ｼ
はじめての発見 手と足 重松　えり子 リブリオ出版 490 ｼ
さすらい猫ノアの伝説 重松　清 講談社 913 ｼ
さすらい猫ノアの伝説　２　転
校生は黒猫がお好きの巻

重松　清 講談社 913 ｼ

さすらい猫ノアの伝説　勇気
リンリン！の巻

重松　清 講談社 913 ｼ

楽しく遊ぶ学ぶくふうの図鑑 小学館クリエイティ 小学館 31 ｼ
楽しく遊ぶ学ぶふしぎの図鑑 小学館クリエイティ 小学館 31 ｼ
自由研究小学４年生 小笠原　豊　ほか 誠文堂新光社 370 ｼ
柴野栗山 小川　太一郎 栗山顕彰会 90 ｼ
野外探検大図鑑 Ｆｉｅｌｄ‐ｐａｌ 松岡　達英 小学館 31 ｼ
鉄道ナンバー１ 松尾　定行 講談社 680 ｼ

あかりの花　中国民話
中国苗族民話 日本傑
作絵本シリーズ

肖　甘牛　編 福音館書店 388 ｼ

漓江の山の物語 中国の民話 蒋　振立 外文出版社 388 ｼ
にいちゃんのランドセル 世の中への扉 城島　充 講談社 916 ｼ
じゅえきレストラン 新開　孝 ポプラ社 486 ｼ
むしのかお 新開　孝 ポプラ社 486 ｼ
いちご 新宮　晋 文化出版局 913 ｼ
凧をつくる 新坂　和男 創和出版 750 ｼ
キンコンカンプラスワン 魔王の桃大作戦 新庄　節美 講談社 913 ｼ

学習クイズ大事典
地理とスポーツくらしの
ひみつ

新星出版社編集
部　編

新星出版社 790 ｼ

いつもどこかで 新川和江詩集 新川　和江 大日本図書 911 ｼ
小学生・詩のくにへ あたらしい歯 自立・成 新川　和江　編 太平出版社 911 ｼ

小学生・詩のくにへ
いつかみた雲 わらべう
た・童謡・小学唱歌

新川　和江　編 太平出版社 911 ｼ

小学生・詩のくにへ ガラスにかいたかお 生 新川　和江　編 太平出版社 911 ｼ
小学生・詩のくにへ きりんきりりん 動物Ⅰ 新川　和江　編 太平出版社 911 ｼ

小学生・詩のくにへ
とんでいきたい あこが
れ・思い出

新川　和江　編 太平出版社 911 ｼ

小学生・詩のくにへ ペンギンのさんぽ 動物 新川　和江　編 太平出版社 911 ｼ
小学生・詩のくにへ みどりのしずく 自然 新川　和江　編 太平出版社 911 ｼ

小学生・詩のくにへ
地球をまもろうよ せん
そうとへいわ

新川　和江　編 太平出版社 911 ｼ

広辞苑　第６版［普通版］ 新村　出　編 岩波書店 813 ｼ
カメのえんそく　イギリスの民
話

イギリス民話 おはなし
のたからばこ　４

新沢　としひこ フェリシモ出版 388 ｼ

はじめまして
How　Do　You　Do？ え
いごのじかん

新沢　としひこ すずき出版 830 ｼ

わたしたちにもできるこれか
らのボランティア

さまざまなボランティア
実践編②

新谷　弘子　監修 文研出版 369 ｼ

わたしたちにもできるこれか
らのボランティア

ひろがるボランティアの
世界 情報・国際編

新谷　弘子　監修 文研出版 369 ｼ

わたしたちにもできるこれか
らのボランティア

ボランティアってなんだ
ろう 基礎編

新谷　弘子　監修 文研出版 369 ｼ

わたしたちにもできるこれか
らのボランティア

ボランティアをはじめよ
う 実践編①

新谷　弘子　監修 文研出版 369 ｼ

わたしたちにもできるこれか
らのボランティア

手話・点字によるボラン
ティア 情報・資料編

新谷　弘子　監修 文研出版 369 ｼ

年中行事 ポプラディア情報館 新谷　尚紀 ポプラ社 386 ｼ



ギョレメ村でじゅうたんを織る 新藤　悦子 福音館書店 300 ｼ
ハチ公物語　新装版 新藤　兼人 小学館 913 ｼ
森末慎二の楽しい体操 森末　慎二 小峰書店 780 ｼ
もったいないばあさんと考え
よう世界のこと

真珠　まりこ 講談社 300 ｼ

もったいないことしてないか
い？

もったいないばあさん
講談社の創作絵本シ

真珠　まりこ 講談社 590 ｼ

もったいないばあさん
講談社の創作絵本シ
リーズ

真珠　まりこ 講談社 590 ｼ

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 講談社 590 ｼ

もったいないばあさんのいた
だきます

講談社の創作絵本シ
リーズ

真珠　まりこ 講談社 590 ｼ

私鉄特急 真島　満秀 講談社 680 ｼ
新幹線 真島　満秀 講談社 680 ｼ
家畜のはなし 正田　陽一 さ・え・ら書房 600 ｼ
あまのじゃく 清水　たみ子 国土社 911 ｼ
世界のお天気めぐり アジア　アフリカ 清水　教高 アリス館 451 ｼ

世界のお天気めぐり
ヨーロッパ　アメリカ　オ
セアニア

清水　教高 アリス館 451 ｼ

雲と天気のかんさつ 清水　教高 講談社 451 ｼ
新・日本のお天気１２か月 清水　教高 アリス館 451 ｼ
くわがたかぶとむしのくらしと
かいかた

清水　潔 実業之日本社 486 ｼ

植物は動いている 清水　清 あかね書房 470 ｼ
食虫植物のひみつ 清水　清 あかね書房 470 ｼ
町や公園の木 清水　清 誠文堂新光社 470 ｼ
冬をすごす植物 清水　清 誠文堂新光社 470 ｼ
植物は動いている　新装版 清水　清 あかね書房 471 ｼ
食虫植物のひみつ　新装版 清水　清 あかね書房 471 ｼ
たまごのひみつ 清水　清 あかね書房 480 ｼ
たまごのひみつ　新装版 清水　清 あかね書房 488 ｼ

草花の育て方
清水　清　監修・執
筆

実業之日本社 470 ｼ

たっくんとぼく 清水　千恵 文研出版 913 ｼ

あんこ
子ネコの「あんこ」里山
のびっくり あんこ

清水　達也 星の環会 519 ｼ

あんこ
子ネコの「あんこ」里山
の森 あんこ

清水　達也 星の環会 519 ｼ

あんこ
子ネコの「あんこ」里山
の蔵 あんこ

清水　達也 星の環会 519 ｼ

あんこ
子ネコの「あんこ」里山
の朝 あんこ

清水　達也 星の環会 519 ｼ

あんこ
子ネコの「あんこ」里山
の夜 あんこ

清水　達也 星の環会 519 ｼ

あんこ
子ネコの「あんこ」里山
へ あんこ

清水　達也 星の環会 519 ｼ

遠い風のなかで 清水　達也 ひくまの出版 913 ｼ
生命がうまれる海辺ウミガメ
の浜を守る

くもんの環境保護シリー
ズ　３

清水　達也 くもん出版 916 ｼ

小学生アトラス地図で知る世
界

はじめて見る世界のす
がた

清水　靖夫 国際地学協会 290 ｼ

野生ウマの生活 清水　洋香 あかね書房 480 ｼ
なるほど！まんが知能パズ ４年 清水　驍 偕成社 790 ｼ
きらめいて川は流れる 生源寺　美子 ポプラ社 913 ｼ
コアラはぼくんだからね 生源寺　美子 あかね書房 913 ｼ
そして今日も川は流れる 生源寺　美子 ポプラ社 913 ｼ
やさしく川は流れて 生源寺　美子 ポプラ社 913 ｼ



サイ＆スーの自由研究だ～
いすき！

静岡かがく特捜隊
静岡サイエンス
ミュージアム研究
会　編

静岡新聞社 407 ｼ

新・たのしいジュニア手芸

飾る　シャツのクッショ
ン・おひな様の飾り・か
わいい手づくり雑貨 新
ジュニア手芸

石倉　麻緩 学習研究社 594 ｼ

ヒトとウイルスのデスマッチ 赤藤　由美子 大月書店 490 ｼ
新選　たのしい小学校劇 中学年　下 川島　吾朗　編集 小峰書店 770 ｼ
新選　たのしい小学校劇 中学年　上 川島　吾朗　編集 小峰書店 770 ｼ

「障害」について考えよう
ひとりひとりの歩みで
からだに障害のある子
どもたち

増田　美加 ポプラ社 369 ｼ

「障害」について考えよう
みんな元気に！ 病院
から学校にかよう子ど
もたち

増田　美加 ポプラ社 369 ｼ

「障害」について考えよう
ゆっくりおとなに 知的障
害のある子どもたち

増田　美加 ポプラ社 369 ｼ

「障害」について考えよう
指はまほうの探知機 目
に障害のある子どもた

増田　美加 ポプラ社 369 ｼ

「障害」について考えよう
目でしっかりきく 耳に障
害のある子どもたち

増田　美加 ポプラ社 369 ｼ

野焼きでつくるやきもの 大河内　信雄 大月書店 750 ｼ

さぐれさぐれ土のひみつ

地学団体研究会
『シリーズ・自然に
チャレンジ』編集委
員会　編

大月書店 450 ｼ

ぼくらの洞くつ探検

地学団体研究会
『シリーズ・自然に
チャレンジ』編集委
員会　編

大月書店 450 ｼ

ぼくらは地震たんてい団

地学団体研究会
『シリーズ・自然に
チャレンジ』編集委
員会　編

大月書店 450 ｼ

わくわく石の実験室

地学団体研究会
『シリーズ・自然に
チャレンジ』編集委
員会　編

大月書店 450 ｼ

火山の探検

地学団体研究会
『シリーズ・自然に
チャレンジ』編集委
員会　編

大月書店 450 ｼ

こちらミニミニ気象台

地学団体研究会
『シリーズ・自然に
チャレンジ』編集委
員会　編

大月書店 451 ｼ

さあいこう川はともだち

地学団体研究会
『シリーズ・自然に
チャレンジ』編集委
員会　編

大月書店 452 ｼ

たのしい海岸ハイキング

地学団体研究会
『シリーズ・自然に
チャレンジ』編集委
員会　編

大月書店 452 ｼ

タイムマシン化石号

地学団体研究会
『シリーズ・自然に
チャレンジ』編集委
員会　編

大月書店 457 ｼ



香川の歳時記３６５日 写真で見る 中原　耕男 四国新聞社 90 ｼ
花と昆虫 環境とくらし 中山　周平　共編 小学館 31 ｼ
創作折り紙をつくる 津田　良夫 大月書店 750 ｼ
新選　たのしい小学校劇 低学年　下 田中　清之助　編 小峰書店 770 ｼ
新選　たのしい小学校劇 低学年　上 田中　清之助　編 小峰書店 770 ｼ
やさしい地図入門 地球儀たのしさ入門 渡辺　一夫 ポプラ社 290 ｼ
やさしい地図入門 地図かきかた入門 渡辺　一夫 ポプラ社 290 ｼ
やさしい地図入門 地図調べかた入門 渡辺　一夫 ポプラ社 290 ｼ
やさしい地図入門 地図読みかた入門 渡辺　一夫 ポプラ社 290 ｼ
やさしい地図入門 地図遊びかた入門 渡辺　一夫 ポプラ社 290 ｼ
七草小屋のふしぎなわすれ
もの

島村　木綿子 国土社 913 ｼ

がんばれ！赤ちゃんラッコの
ラリー

オホーツク水族館の
ラッコの記録

島田　治子 偕成社 916 ｼ

先生おさきにさようなら 島田　和子 新日本出版社 913 ｼ
クマゼミの島 島本　寿次 学研 486 ｼ
車いすからこんにちは 嶋田　泰子 あかね書房 369 ｼ

カワセミ
青い鳥見つけた 日本
の野鳥

嶋田　忠 新日本出版社 488 ｼ

まけるなしんちゃん 阪神大震災の子どもた 東海林　のり子 ポプラ社 916 ｼ
オカリナをつくる 藤原　義勝 大月書店 750 ｼ
女子中高生のかわいいお弁
当

ランチタイムが楽しくな
るおかず満載

内藤　朗　編集 ブティック社 590 ｼ

甲虫のくらし 日高　敏隆　編著 小学館 31 ｼ

昆虫たちの超能力
自然の中の人間シリー
ズ　昆虫と人間編　１

梅谷　献二　編
農山漁村文化協
会

486 ｼ

都市の昆虫・田畑の昆虫
自然の中の人間シリー
ズ　昆虫と人間編　１０

梅谷　献二　編
農山漁村文化協
会

486 ｼ

暮らしの中の昆虫たち
自然の中の人間シリー
ズ　昆虫と人間編　２

梅谷　献二　編
農山漁村文化協
会

486 ｼ

ミツバチ利用の昔と今
自然の中の人間シリー
ズ　昆虫と人間編　３

梅谷　献二　編
農山漁村文化協
会

486 ｼ

カイコでつくる新産業
自然の中の人間シリー
ズ　昆虫と人間編　４

梅谷　献二　編
農山漁村文化協
会

486 ｼ

虫で虫を退治する
自然の中の人間シリー
ズ　昆虫と人間編　５

梅谷　献二　編
農山漁村文化協
会

486 ｼ

昆虫のにおいの信号
自然の中の人間シリー
ズ　昆虫と人間編　６

梅谷　献二　編
農山漁村文化協
会

486 ｼ

昆虫が身を守るふしぎな力
自然の中の人間シリー
ズ　昆虫と人間編　７

梅谷　献二　編
農山漁村文化協
会

486 ｼ

昆虫のバイオテクノロジー
自然の中の人間シリー
ズ　昆虫と人間編　８

梅谷　献二　編
農山漁村文化協
会

486 ｼ

昆虫ロボットの夢
自然の中の人間シリー
ズ　昆虫と人間編　９

梅谷　献二　編
農山漁村文化協
会

486 ｼ

サンゴ礁の世界 白井　祥平 あかね書房 480 ｼ
海の貝 白井　祥平 あかね書房 480 ｼ
サンゴ礁の世界　新装版 白井　祥平 あかね書房 483 ｼ
人形がかぞえる子もりうた 白根　厚子 草炎社 913 ｼ
マシュマロ王女の秘密の旅 竜と宝と空とぶじゅうた 白阪　実世子 偕成社 913 ｼ
「話す力・聞く力」を伸ばすこ
とば遊び

パズルとめいろでことば
遊び

白石　範孝　監修 学研 810 ｼ

「話す力・聞く力」を伸ばすこ
とば遊び

歌とゲームでことば遊
び

白石　範孝　監修 学研 810 ｼ

「話す力・聞く力」を伸ばすこ
とば遊び

声に出してことば遊び 白石　範孝　監修 学研 810 ｼ

「話す力・聞く力」を伸ばすこ
とば遊び

頭をひねってことば遊
び

白石　範孝　監修 学研 810 ｼ

「話す力・聞く力」を伸ばすこ
とば遊び

日本全国のことば遊び 白石　範孝　監修 学研 810 ｼ



「話す力・聞く力」を伸ばすこ
とば遊び

落語とお笑いのことば
遊び

白石　範孝　監修 学研 810 ｼ

高山植物の一年 白籏　史朗 あかね書房 470 ｼ
高山植物の一年　新装版 白籏　史朗 あかね書房 471 ｼ
ゴミとたたかう 半谷　高久 小峰書店 519 ｼ
調べようグラフでみる日本の
産業これまでとこれから

サービス産業と教育・レ
ジャー

板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｼ

調べようグラフでみる日本の
産業これまでとこれから

せんい産業と日用品 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｼ

調べようグラフでみる日本の
産業これまでとこれから

運輸と自動車工業 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｼ

調べようグラフでみる日本の
産業これまでとこれから

機械工業と建設業 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｼ

調べようグラフでみる日本の
産業これまでとこれから

商業と通信 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｼ

調べようグラフでみる日本の
産業これまでとこれから

電機産業とコンピュータ 板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｼ

調べようグラフでみる日本の
産業これまでとこれから

日本の産業のすがたと
未来

板倉　聖宣　監修 小峰書店 600 ｼ

音をつくってあそぼう 繁下　和雄 草土文化 750 ｼ
風の音 管楽器のしくみ 繁下　和雄 岩崎書店 760 ｼ
新選　たのしい小学校劇 高学年　下 北島　春信　編集 小峰書店 770 ｼ
新選　たのしい小学校劇 高学年　上 北島　春信　編集 小峰書店 770 ｼ
かっぱのかげぼうし 北島　新平 岩崎書店 913 ｼ
木原光知子の楽しい水泳 木原　光知子 小峰書店 780 ｼ
聖徳太子 日出ずる国の皇子 柳井　道弘 新学社・全家研 280 ｼ
小学生のためのおたのしみ
会入門

かんたんにできるおた
のしみ会

林　克己 ポプラ社 370 ｼ

人物でたどる日本の歴史 鎌倉、室町、安土・桃山
歴史教育者協議
会　編

岩崎書店 210 ｼ

人物でたどる日本の歴史 近代（明治、大正）
歴史教育者協議
会　編

岩崎書店 210 ｼ

人物でたどる日本の歴史 現代
歴史教育者協議
会　編

岩崎書店 210 ｼ

竹で虫をつくる 峙　博恭 大月書店 750 ｼ
まんがでべんきょうマナーの あいさつは元気よく あすなろ書房 150 ｽ
まんがでべんきょうマナーの 家族っていいな あすなろ書房 150 ｽ
まんがでべんきょうマナーの 守ろう・交通ルール あすなろ書房 150 ｽ
まんがでべんきょうマナーの 食事は楽しく あすなろ書房 150 ｽ
まんがでべんきょうマナーの 友だちをたいせつに あすなろ書房 150 ｽ

図説学習日本の歴史
ものがたり人物事典 古
代－安土桃山時代

旺文社 210 ｽ

図説学習日本の歴史
ものがたり人物事典 江
戸時代－現代

旺文社 210 ｽ

図説学習日本の歴史
貴族の世の中 奈良－
平安時代

旺文社 210 ｽ

図説学習日本の歴史
近代社会の発達 明治・
大正・昭和時代

旺文社 210 ｽ

図説学習日本の歴史
古代国家の成り立ち 原
始－大和時代

旺文社 210 ｽ

図説学習日本の歴史
町人の進出 安土桃山
－江戸時代

旺文社 210 ｽ

図説学習日本の歴史
武士の活躍 鎌倉－室
町時代

旺文社 210 ｽ

図説学習日本の歴史
文化のながれ・総合年
表・関連さくいん

旺文社 210 ｽ

ピーター・スコット 伝記世界を変えた人々 偕成社 280 ｽ
図鑑ピクチャーペディア 物質とエネルギー ほるぷ出版 420 ｽ
図鑑ピクチャーペディア 宇宙 ほるぷ出版 440 ｽ



図鑑ピクチャーペディア 恐竜 ほるぷ出版 457 ｽ
スクール園芸 花だん作りと園芸の基 学研 470 ｽ

スクール園芸
秋・冬から作る学校花
だん

学研 470 ｽ

スクール園芸
春・夏から作る学校花
だん 球根や苗から育て
る花

学研 470 ｽ

スクール園芸
春・夏から作る学校花
だん 種から育てる花

学研 470 ｽ

スクール園芸 植物のからだとやくわり 学研 470 ｽ

スクール園芸
植物のからだとやくわり
つくりとはたらきと成長

学研 470 ｽ

スクール園芸
無農薬の学校菜園と
ハーブ

学研 470 ｽ

図解いきいき日本の産業
教科書がよくわかる 国
土と地球環境

学研 519 ｽ

図解いきいき日本の産業
教科書がよくわかる 交
通運輸・貿易

学研 600 ｽ

図解いきいき日本の産業
教科書がよくわかる 資
源・エネルギーと産業

学研 600 ｽ

図解いきいき日本の産業
教科書がよくわかる 自
動車・石油化学製品

学研 600 ｽ

図解いきいき日本の産業
教科書がよくわかる 情
報通信

学研 600 ｽ

図解いきいき日本の産業
教科書がよくわかる 新
技術とハイテク製品

学研 600 ｽ

図解いきいき日本の産業
教科書がよくわかる 水
産物・畜産物・林産物

学研 600 ｽ

図解いきいき日本の産業
教科書がよくわかる 野
菜・くだもの

学研 600 ｽ

図解いきいき日本の産業 教科書がよくわかる 米 学研 610 ｽ

図解いきいき日本の産業
教科書がよくわかる 伝
統工芸品

学研 700 ｽ

図解　みんなの産業シリーズ 伝統工芸品 学研 700 ｽ
子どものための世界名作文 アルプスの少女 集英社 908 ｽ
子どものための世界名作文 たから島 集英社 908 ｽ
少年少女世界文学館 宝島 講談社 908 ｽ
Ｗｈａｔ　ｔｉｍｅ　ｉｓ　ｉｔ？ 時間 Ａ．Ｇ．スミス ほるぷ出版 440 ｽ
欲ばりのセブグググ Ｐ・Ｄ・スワート 河出書房新社 990 ｽ
ここがわたしのおうちです アイリーン・スピネ さえら書房 933 ｽ

杉原千畝
六千人の命を救った外
交官 学習まんが人物
館　日本　小学館版１３

あべ　さより 小学館 280 ｽ

ドミニック ウィリアム・スタイ 評論社 933 ｽ
ぬすまれた宝物 ウィリアム・スタイ 評論社 933 ｽ
ぬすまれた宝物 ウイリアム・スタイ 評論社 933 ｽ
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 小峰書店 949 ｽ
おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク ほるぷ出版 949 ｽ
ゴールデンハート ウルフ・スタルク 偕成社 949 ｽ
パーシーとアラビアの王子さ ウルフ・スタルク 小峰書店 949 ｽ
パーシーの魔法の運動ぐつ ウルフ・スタルク 小峰書店 949 ｽ
ロボママ エミリー・スミス 文研出版 933 ｽ
ポリーとはらぺこオオカミ キャサリン・ストー 岩波書店 933 ｽ
りっぱな兵士になりたかった
男の話

グイード・スガルド
リ

講談社 973 ｽ

ピトゥスの動物園
サバスティア・スリ
バス

あすなろ書房 963 ｽ

チョコレート屋のねこ スー・ステイントン ほるぷ出版 933 ｽ
ほねほねくんスキーにいく すえよし　あきこ あかね書房 913 ｽ



ほねほねくんとなぞの手紙 すえよし　あきこ あかね書房 913 ｽ
ほねほねくんの地下めいろ すえよし　あきこ あかね書房 913 ｽ

大坂冬の陣・夏の陣
歴史を変えた日本の合
戦 日本の歴史　コミック
版　１０

すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 210 ｽ

桶狭間の合戦
歴史を変えた日本の合
戦 日本の歴史　コミック
版　７

すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 210 ｽ

長篠・設楽原の合戦
歴史を変えた日本の合
戦 日本の歴史　コミック
版　８

すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 210 ｽ

関ヶ原の合戦
歴史を変えた日本の合
戦 日本の歴史　コミック
版　９

すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 210 ｽ

西南戦争
歴史を変えた日本の戦
い

すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 210 ｽ

明治維新
歴史を変えた日本の戦
い

すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 210 ｽ

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 280 ｽ

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 280 ｽ

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 280 ｽ

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 280 ｽ

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 280 ｽ

三国志英雄伝　１　コミック版
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 282 ｽ

三国志英雄伝　２　コミック版
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 282 ｽ

後醍醐天皇 室町人物伝
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 288 ｽ

徳川家光 江戸人物伝
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 289 ｽ

足利尊氏 室町人物伝
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 289 ｽ

伊達政宗 戦国人物伝
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 289 ｽ

真田幸村 戦国人物伝
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 289 ｽ

石田三成 戦国人物伝
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 289 ｽ

前田利家 戦国人物伝
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 289 ｽ

吉田松陰と高杉晋作 幕末・維新人物伝
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 289 ｽ

坂本龍馬 幕末・維新人物伝
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 289 ｽ

西郷隆盛 幕末・維新人物伝
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 289 ｽ

土方歳三 幕末・維新人物伝
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 289 ｽ

細川ガラシャ
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 289 ｽ

明智光秀
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 289 ｽ



毛利元就
すぎた　とおる　原
著

ポプラ社 289 ｽ

山に木を植えました スギヤマ　カナヨ 講談社 460 ｽ

ことば絵事典
探検・発見授業で活躍
する日本語 音楽・芸
術・スポーツのことば

スタジオＶＩＣ　編 偕成社 810 ｽ

ことば絵事典
探検・発見授業で活躍
する日本語 季節・暦・く
らしのことば

スタジオＶＩＣ　編 偕成社 810 ｽ

ことば絵事典
探検・発見授業で活躍
する日本語 先端科学・
コンピュータのことば

スタジオＶＩＣ　編 偕成社 810 ｽ

ことば絵事典
探検・発見授業で活躍
する日本語 単位・数え
方・形のことば

スタジオＶＩＣ　編 偕成社 810 ｽ

ことば絵事典
探検・発見授業で活躍
する日本語 道具・乗り
物・建物のことば

スタジオＶＩＣ　編 偕成社 810 ｽ

ラジオ体操でみんな元気！ ラジオ体操　第一 スタジオダンク 汐文社 781 ｽ
たから島 スティーブンソン ポプラ社 908 ｽ
子どもと楽しむ行事とあそび
のえほん

すとう　あさえ のら書店 386 ｽ

アンクル・トム物語 ストー夫人 ポプラ社 908 ｽ
アルプスの少女 スピリ　原作 偕成社 908 ｽ

わたしたちのトビアス
セシリア＝スベドベ
リ　編

偕成社 369 ｽ

ポーラー
タイタニック号にのった
ぬいぐるみのクマのお

デイジー　Ｃ．Ｓ．
スペドゥン

リブリオ出版 933 ｽ

北の森の十二か月　下 スラトコフの自然誌 ニコライ・スラトコフ 福音館書店 480 ｽ
北の森の十二か月　上 スラトコフの自然誌 ニコライ・スラトコフ 福音館書店 480 ｽ
ノアのはこ船 ピーター・スピアー 評論社 160 ｽ
せかいのひとびと ピーター・スピアー 評論社 300 ｽ

こんなふうに作られる！
絵解き図鑑　身のまわ
り６９品のできるまで

ビル・スレイヴィン 玉川大学出版部 504 ｽ

写真でみる世界の子どもたち
の暮らし

世界３１ヵ国の教室から
ペニー・スミス　編
著

あすなろ書房 300 ｽ

しゃぼん玉の実験
ベルニー・ズボル
フスキー

さ・え・ら書房 420 ｽ

わたしたちのトビアス大きくな ボー＝スベドベリ 偕成社 369 ｽ
わたしたちのトビアス学校へ
いく

ボー・スベドベリ 偕成社 369 ｽ

カンガルーをのせた宇宙船
ルイス＝スロボト
キン

学研 933 ｽ

宿題をしにきた宇宙船 ルイス・スロボトキ 学研 933 ｽ
やさしい大おとこ ルイス・スロボドキ 徳間書店 933 ｽ

古代エジプトのものがたり
ロバート・スウィン
デルズ

岩波書店 240 ｽ

ぼくらの学校たてこもり大作
戦

ロバート・スゥイン
デルズ　原作

学研 933 ｽ

宝島
ロバート・ルイス・
スチーブンソン

集英社 908 ｽ

旅 ＴＲＡＶＥＬ
ロバート・ルイス・
スティーブンソン

ほるぷ出版 931 ｽ

図説学習日本の地理 関東地方 旺文社　編 旺文社 291 ｽ
図説学習日本の地理 近畿地方 旺文社　編 旺文社 291 ｽ
図説学習日本の地理 九州地方 旺文社　編 旺文社 291 ｽ
図説学習日本の地理 中国四国地方 旺文社　編 旺文社 291 ｽ
図説学習日本の地理 中部地方 旺文社　編 旺文社 291 ｽ
図説学習日本の地理 東北地方 旺文社　編 旺文社 291 ｽ



図説学習日本の地理 日本の自然と産業 旺文社　編 旺文社 291 ｽ
図説学習日本の地理 北海道地方 旺文社　編 旺文社 291 ｽ
ビジュアル日本の歴史 ニューワイドずかん百 海部　陽介 学習研究社 31 ｽ
ニューワイドずかん百科 今泉　忠明 学習研究社 31 ｽ

好きな仕事発見完全ガイド
職業調べで使える コン
ピューターが好き！

鹿嶋　研之助　監
修

学研 366 ｽ

好きな仕事発見完全ガイド
職業調べで使える ス
ポーツが好き！

鹿嶋　研之助　監
修

学研 366 ｽ

好きな仕事発見完全ガイド
職業調べで使える テレ
ビ・芸能が好き！

鹿嶋　研之助　監
修

学研 366 ｽ

好きな仕事発見完全ガイド
職業調べで使える 音楽
や絵・書くことが好き！

鹿嶋　研之助　監
修

学研 366 ｽ

好きな仕事発見完全ガイド
職業調べで使える 食べ
物が好き！

鹿嶋　研之助　監
修

学研 366 ｽ

好きな仕事発見完全ガイド
職業調べで使える 動物
が好き！

鹿嶋　研之助　監
修

学研 366 ｽ

好きな仕事発見完全ガイド
職業調べで使える 洋服
やおしゃれが好き！

鹿嶋　研之助　監
修

学研 366 ｽ

発達と障害を考える本　1　ふ
しぎだね!?　自閉症のおとも

発達と障害を考える本 諏訪　利明　編 ミネルヴァ書房 369 ｽ

元気なおなかで元気なから Ｏ１５７をふせぐには？ 須田　都三男 ポプラ社 490 ｽ

元気なおなかで元気なから
だ

おなかをこわした！どう
したらいいの？ げりと
便秘の原因と対策

須田　都三男 ポプラ社 490 ｽ

元気なおなかで元気なから
だ

元気なうんち・おならは
いいにおい うんちので
きるしくみと腸内細菌

須田　都三男 ポプラ社 490 ｽ

夜の音楽美術館 びじゅつのゆうえんち 須藤　ごう 福音館書店 913 ｽ

どまんなか　１
ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥ
ＮＴ

須藤　靖貴 講談社 913 ｽ

どまんなか　２
ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥ
ＮＴ

須藤　靖貴 講談社 913 ｽ

どまんなか　３
ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥ
ＮＴ

須藤　靖貴 講談社 913 ｽ

かくまきの歌 杉　みき子 童心社 913 ｽ
魚もねむる 杉浦宏の魚の話 杉浦　宏 フレーベル館 480 ｽ
語りおばさんのインドネシア
民話

杉浦　邦子　編・語
り

星の環会 388 ｽ

杉原千畝物語 命のビザをありがとう 杉原　幸子 金の星社 916 ｽ
トレジャーハンター山串団五 キャプテンＸのたからの 杉山　亮 偕成社 913 ｽ
トレジャーハンター山串団五
郎

どんぐりやまねこのなぞ
の巻

杉山　亮 偕成社 913 ｽ

のっぺらぼう 杉山　亮 ポプラ社 913 ｽ
にゃんにゃん探偵団 杉山　亮 偕成社 913 ｽ
にゃんにゃん探偵団おひる
ね　赤いとびらの家事件の巻

杉山　亮 偕成社 913 ｽ

わんわん探偵団 杉山　亮 偕成社 913 ｽ
わんわん探偵団おかわり　う
なぎ病院事件の巻

杉山　亮 偕成社 913 ｽ

わんわん探偵団おりこう　猛
犬注意事件の巻

杉山　亮 偕成社 913 ｽ

あしたからは名探偵 杉山　亮 偕成社 913 ｽ
いつのまにか名探偵 杉山　亮 偕成社 913 ｽ
しあわせなら名探偵 杉山　亮 偕成社 913 ｽ
そんなわけで名探偵 杉山　亮 偕成社 913 ｽ
てんやわんや名探偵 杉山　亮 偕成社 913 ｽ
どんなときも名探偵 杉山　亮 偕成社 913 ｽ
もしかしたら名探偵 杉山　亮 偕成社 913 ｽ



事件だよ！全員集合
ミルキー杉山のあなた
も名探偵

杉山　亮 偕成社 913 ｽ

なんだかんだ名探偵
ミルキー杉山のあなた
も名探偵　６

杉山　亮 偕成社 913 ｽ

かえってきた名探偵
ミルキー杉山のあなた
も名探偵　８

杉山　亮 偕成社 913 ｽ

あめあがりの名探偵
ミルキー杉山のあなた
も名探偵　９

杉山　亮 偕成社 913 ｽ

よーいどんで名探偵
ミルキー杉山のあなた
も名探偵　１０

杉山　亮 偕成社 913 ｽ

ひるもよるも名探偵
ミルキー杉山のあなた
も名探偵　１１

杉山　亮 偕成社 913 ｽ

せかいいちの名探偵
ミルキー杉山のあなた
も名探偵　１２

杉山　亮 偕成社 913 ｽ

バナ天パーティー
杉山亮のとっておきも
のがたり

杉山　亮 講談社 913 ｽ

走れ、カネイノチ！
杉山亮のびっくりものが
たり わくわくライブラ

杉山　亮 講談社 913 ｽ

空を飛んだポチ
杉山亮のものがたりラ
イブ わくわくライブラ

杉山　亮 講談社 913 ｽ

いつだってスタートライン
杉本深由起詩集 詩の
風景

杉本　深由起 理論社 911 ｽ

京大芸人 菅　広文 講談社 913 ｽ
京大少年 菅　広文 講談社 913 ｽ
カラスのくらし 菅原　光二 あかね書房 480 ｽ
ムササビの森 菅原　光二 あかね書房 480 ｽ
モズのくらし 菅原　光二 あかね書房 480 ｽ
カラスのくらし　新装版 菅原　光二 あかね書房 488 ｽ
ツバメのくらし　新装版 菅原　光二 あかね書房 488 ｽ
一本の温度計 菅原　十一 童心社 451 ｽ
みんなが知りたい！地球と環
境がわかる本

まなぶっく 菅原　潤 メイツ出版 519 ｽ

まつりと子ども 写真集 秋から冬の行 菅原　道彦 さ・え・ら書房 386 ｽ
まつりと子ども 写真集 春の行事 菅原　道彦 さ・え・ら書房 386 ｽ
まつりと子ども 写真集 正月の行事 菅原　道彦 さ・え・ら書房 386 ｽ
続　手づくりおもちゃ大図鑑 菅原　道彦 大月書店 750 ｽ

あそびの大図鑑
オールイラストガイド
ブック

菅原　道彦 大月書店 780 ｽ

みんなであそぼ！ 春 菅原　道彦 さ・え・ら書房 780 ｽ
みんなであそぼ！ 冬 菅原　道彦 さ・え・ら書房 780 ｽ
ミニトマトの絵本 そだててあそぼう　８７ 菅原　眞治　編 農山漁村文化協 626 ｽ
雪ぼんぼりのかくれ道 巣山　ひろみ 国土社 913 ｽ
焼きものの歴史 土器・陶器・磁器 池田　昭 小峰書店 700 ｽ
民家の事典 北海道から沖縄まで 島田　アツヒト 小峰書店 520 ｽ
大宇宙 ニューワイドずかん百 藤井　旭 学習研究社 31 ｽ
うるしの文化 藤沢　保子 小峰書店 700 ｽ
ハーメルンのふえふきおとこ ドイツの伝説より 末吉　暁子 フレーベル館 388 ｽ

やまんば妖怪学校　３
クンがじゅもんをとなえ
たら

末吉　暁子 偕成社 913 ｽ

やまんば妖怪学校　１ こいぬのクンは一年生 末吉　暁子 偕成社 913 ｽ
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 913 ｽ

やまんば妖怪学校　２
魔法・おたまをとりかえ
せ！

末吉　暁子 偕成社 913 ｽ

ぞくぞく村のがいこつガチャさ 末吉　暁子 あかね書房 913 ｽ
ぞくぞく村のかぼちゃ怪人 末吉　暁子 あかね書房 913 ｽ
ぞくぞく村のちびっこおばけ
グー・スー・ピー

末吉　暁子 あかね書房 913 ｽ



ぞくぞく村のとうめい人間サ
ムガリー

末吉　暁子 あかね書房 913 ｽ

ぞくぞく村のドラキュラのむす 末吉　暁子 あかね書房 913 ｽ
ぞくぞく村の雨ぼうずピッチャ 末吉　暁子 あかね書房 913 ｽ
ぞくぞく村の怪鳥ホヤホヤ 末吉　暁子 あかね書房 913 ｽ
ぞくぞく村の小鬼のゴブリン 末吉　暁子 あかね書房 913 ｽ
ぞくぞく村の雪女ユキミダイフ 末吉　暁子 あかね書房 913 ｽ
ぞくぞく村の魔女のオバタン 末吉　暁子 あかね書房 913 ｽ
ぞくぞく村の魔女のオバタン
の使い魔

末吉　暁子 あかね書房 913 ｽ

ないしょにしてね 末吉　暁子 文渓堂 913 ｽ
赤い髪のミウ 末吉　暁子 講談社 913 ｽ

四季のうた
母から子へのうた絵本
童謡篇

民主音楽協会　編 民主音楽協会 760 ｽ

なかまことばえじてん
絵で見てわかるはじめ
ての類語

鈴木　アツコ
学研教育出版//
学研マーケティン
グ

814 ｽ

しごとば 鈴木　のりたけ ブロンズ新社 366 ｽ
しごとば　続 鈴木　のりたけ ブロンズ新社 366 ｽ
しごとば　続々 鈴木　のりたけ ブロンズ新社 366 ｽ
ぼくの鳥の巣絵日記 鈴木　まもる 偕成社 480 ｽ
ぼくの町に電車がきた ちしきのぽけっと　３ 鈴木　まもる 岩崎書店 516 ｽ
なの花のチャイム 鈴木　ゆき江 ひくまの出版 913 ｽ
科学 ニューワイドずかん百 鈴木　寛一 学習研究社 31 ｽ
おじいちゃんのたからもの 鈴木　喜代春 大日本図書 913 ｽ
きえたユカをさがせ 鈴木　喜代春 国土社 913 ｽ
ふしぎなタオルのなぞ 鈴木　喜代春 国土社 913 ｽ

モンゴルに米ができた日
日本の村の大きな国際
協力

鈴木　喜代春 金の星社 916 ｽ

からだと病気の本
いらないものをすてる
賢蔵・ぼうこう

鈴木　喜代春　共
著

岩崎書店 490 ｽ

からだと病気の本
ささえる・うごかす 骨・
筋肉

鈴木　喜代春　共
著

岩崎書店 490 ｽ

からだと病気の本 みる・きく・かぐ 目・耳・ 鈴木　喜代春　共 岩崎書店 490 ｽ

からだと病気の本
感じる・かんがえる 脳・
神経

鈴木　喜代春　共
著

岩崎書店 490 ｽ

からだと病気の本
血液はからだをめぐる
心臓・血液

鈴木　喜代春　共
著

岩崎書店 490 ｽ

からだと病気の本 呼吸をする 鈴木　喜代春　共 岩崎書店 490 ｽ
からだと病気の本 呼吸をする 気管支・肺 鈴木　喜代春　共 岩崎書店 490 ｽ

からだと病気の本
消化する・吸収する 胃・
腸

鈴木　喜代春　共
著

岩崎書店 490 ｽ

からだと病気の本
病原体とたたかう 抗
体・免疫

鈴木　喜代春　共
著

岩崎書店 490 ｽ

からだと病気の本
病源体とたたかう 抗
体・免疫

鈴木　喜代春　共
著

岩崎書店 490 ｽ

ジャガイモ 鈴木　公治 あかね書房 470 ｽ
ツクシのかんさつ 鈴木　公治 あかね書房 470 ｽ
ジャガイモ　新装版 鈴木　公治 あかね書房 479 ｽ
ムギの一生　新装版 鈴木　公治 あかね書房 479 ｽ
ムギの一生 鈴木　公治 あかね書房 600 ｽ
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 あかね書房 480 ｽ

ハリセンボンがふくらんだ 絵本・海の生きもの 鈴木　克美 あかね書房 480 ｽ
いその動物 鈴木　克美 小峰書店 480 ｽ
木のはたらきと人のくらし 鈴木　哲 岩崎書店 460 ｽ
年輪のはなし 鈴木　哲 岩崎書店 470 ｽ
花ことば物語 鈴木　美智子 保育社 470 ｽ
世界地理　第２版 ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ｾ



世界の文明・遺跡のなぞ
ＮＴＶジュニア　スペシャ
ル インカ／マヤ／ブン
メイ

日本テレビ 209 ｾ

世界の文明・遺跡のなぞ
ＮＴＶジュニア　スペシャ
ル エーゲ・ギリシア文

日本テレビ 209 ｾ

世界の文明・遺跡のなぞ
ＮＴＶジュニア　スペシャ
ル ローマ都市ポンペイ

日本テレビ 209 ｾ

学習漫画　世界の歴史
アメリカとゆれうごく世
界 大恐慌の時代

集英社 209 ｾ

学習漫画　世界の歴史
アメリカの独立戦争 ア
メリカ合衆国の発展

集英社 209 ｾ

学習漫画　世界の歴史
ルネサンスと大航海時
代 近世ヨーロッパ

集英社 209 ｾ

学習漫画　世界の歴史
輝かしい未来への幕あ
け 今日の世界

集英社 209 ｾ

学習漫画　世界の歴史
集英社版 アレクサンド
ロス大王の帝国

集英社 209 ｾ

学習漫画　世界の歴史
集英社版 カール大帝と
ジャンヌ・ダルク

集英社 209 ｾ

学習漫画　世界の歴史
集英社版 ナポレオンと
激動するヨーロッパ

集英社 209 ｾ

学習漫画　世界の歴史
集英社版 マホメットとイ
スラムの国々

集英社 209 ｾ

学習漫画　世界の歴史
集英社版 長安の都とシ
ルク・ロード

集英社 209 ｾ

学習漫画　世界の歴史
第一次世界大戦とロシ
ア革命 第一次世界大

集英社 209 ｾ

学習漫画　世界の歴史年表 集英社 209 ｾ
世界の子どもたちはいま　１ 中国の子どもたち 学研 290 ｾ
世界の子どもたちはいま　２ フランスの子どもたち 学研 290 ｾ
世界の子どもたちはいま　３ インドの子どもたち 学研 290 ｾ
世界の子どもたちはいま　４ 韓国の子どもたち 学研 290 ｾ
世界の子どもたちはいま　５ アメリカの子どもたち 学研 290 ｾ
世界の子どもたちはいま　６ ケニアの子どもたち 学研 290 ｾ
世界の子どもたちはいま　７ タイの子どもたち 学研 290 ｾ
世界の子どもたちはいま イタリアの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま エジプトの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま オマーンの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま カンボジアの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま キューバの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま スペインの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま ドイツの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま ノルウェーの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま パラオの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま ハンガリーの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま ブラジルの子どもたち 学研 290 ｾ
世界の子どもたちはいま ベトナムの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま ペルーの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま マレーシアの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま モンゴルの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界の子どもたちはいま ロシアの子どもたち 学習研究社 290 ｾ
世界各地のくらし アルゼンチンのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし イギリスのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし イランのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし インドネシアのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし インドのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし エジプトのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし カナダのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし ケニアのくらし ポプラ社 290 ｾ



世界各地のくらし シンガポールのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし スウェーデンのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし スペインのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし タイのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし ドイツのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし トルコのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし フィリピンのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし ブラジルのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし フランスのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし ベトナムのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし ポーランドのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし マレーシアのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし メキシコのくらし ポプラ社 290 ｾ
世界各地のくらし 韓国のくらし ポプラ社 290 ｾ
世界を救う国際組織 アムネスティ 偕成社 300 ｾ

世界を知って日本を知ろう
身近に学ぶ国際理解
あいさつと習慣

学習研究社 300 ｾ

世界を知って日本を知ろう
身近に学ぶ国際理解
住まいとくらし

学習研究社 300 ｾ

世界を知って日本を知ろう
身近に学ぶ国際理解
食べもの

学習研究社 300 ｾ

世界を知って日本を知ろう
身近に学ぶ国際理解
着るもの

学習研究社 300 ｾ

世界を知って日本を知ろう
身近に学ぶ国際理解
町と人々のくらし

学習研究社 300 ｾ

世界を知って日本を知ろう
身近に学ぶ国際理解
日本を伝える

学習研究社 300 ｾ

世界を知って日本を知ろう
身近に学ぶ国際理解
遊びと勉強

学習研究社 300 ｾ

世界を救う国際組織 世界自然保護基金 偕成社 300 ｾ
世界各地のくらし 中国のくらし ポプラ社 302 ｾ

世界の祭り大図鑑
国際理解を深めよう！
知らない文化・伝統・行
事もいっぱい

ＰＨＰ研究所 386 ｾ

世界むかし話 アフリカ ほるぷ出版 388 ｾ
世界むかし話 イギリス ほるぷ出版 388 ｾ
世界おはなし名作全集 三びきのやぎ 小学館 388 ｾ
世界むかし話 中国１ ほるぷ出版 388 ｾ
世界むかし話 中国２（台湾）・モンゴル ほるぷ出版 388 ｾ

世界の天然記念物
国際保護動物 哺乳類２
地中海・中近東・インド

講談社 480 ｾ

世界絶滅危機動物図鑑 絶滅動物図鑑 学研 480 ｾ
世界絶滅危機動物図鑑 鳥、両生、爬虫、魚類 学研 480 ｾ

世界絶滅危機動物図鑑
日本の鳥、両生、爬虫、
魚類

学研 480 ｾ

世界絶滅危機動物図鑑 日本の哺乳類 学研 480 ｾ

世界絶滅危機動物図鑑
哺乳類Ⅰ 食肉目、鯨目
など

学研 480 ｾ

世界絶滅危機動物図鑑
哺乳類Ⅱ 霊長目、有袋
目など

学研 480 ｾ

世界こども名作１００ アラジンとまほうのラン 学研 908 ｾ
世界こども名作１００ アルプスの少女 学研 908 ｾ
世界こども名作１００ ジャックとまめの木 学研 908 ｾ
世界こども名作１００ しょうじきもののイワン 学研 908 ｾ
世界こども名作１００ シンデレラ 学研 908 ｾ
世界こども名作１００ ハメルンのふえふき 学研 908 ｾ
世界こども名作１００ フランダースの犬 学研 908 ｾ
世界こども名作１００ ヘンゼルとグレーテル 学研 908 ｾ
世界こども名作１００ マッチ売りの少女 学研 908 ｾ



世界こども名作１００ みにくいあひるの子 学研 908 ｾ
世界こども名作１００ 三びきの子ぶた 学研 908 ｾ
世界こども名作１００ 母をたずねて三千里 学研 908 ｾ
海をわたり夢をかなえた土木
技術者たち

青山士・八田与一・久
保田豊

おがた　ひでき
文・編集

全国建設研修セ
ンター

520 ｾ

近代土木の夜明け
日本人技術者の努力と
自立

おがた　ひでき
文・編集

全国建設研修セ
ンター

520 ｾ

おやとい外国人とよばれた人
たち

異国にささげた技術と
情熱

かこ　さとし
全国建設研修セ
ンター

520 ｾ

人をたすけ国をつくったお坊
さんたち

日本の土木工事をひら
いた人びと

かこ　さとし
全国建設研修セ
ンター

520 ｾ

水とたたかった戦国の武将
たち

武田信玄・豊臣秀吉・
加藤清正

かこ　さとし
全国建設研修セ
ンター

520 ｾ

イタリアのむかし話
悪魔にもらったズボン
ほか

カルヴィーノ　編 偕成社 388 ｾ

モロッコのむかし話 愛のカフタンほか クナッパート　編 偕成社 388 ｾ
危機をむかえた地球の気候 ジョン・ベックレーク 佑学社 519 ｾ
わしにさらわれた子ども せき　ひでお　ぶん 国土社 388 ｾ

はじめての羊毛フェルトししゅ
う

せと　よしみ
学研教育出版//
学研マーケティン
グ

594 ｾ

はじめての羊毛マスコット せと　よしみ
学研教育出版//
学研マーケティン
グ

594 ｾ

ポリネシア・メラネシアのむか
し話

海の少女ヒナほか
ダイクストラ　好子
編訳

偕成社 388 ｾ

ぼちぼちいこか マイク・セイラー 偕成社 933 ｾ

ドン・キホーテ
ミゲール・デ・セル
バンテス

集英社 908 ｾ

どこかちがうマリア
リセロッテ＝セル
ピーターセン

偕成社 369 ｾ

カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ 白水社 950 ｾ
シンドバッドの冒険 ルドミラ・ゼーマン 岩波書店 929 ｾ

イランのむかし話
マレク＝モハンマドの冒
険ほか

井本　英一　編訳 偕成社 388 ｾ

ペルー・ボリビアのむかし話 インカにつたわる話 加藤　隆浩　編訳 偕成社 388 ｾ
北国の犬 関　英雄 大日本図書 913 ｾ

森に生きる動物たち
自然の中の人間シリー
ズ　森と人間編　６

関　勝
農山漁村文化協
会

650 ｾ

カエル 両生類と水辺の生き物 関　慎太郎 あかね書房 487 ｾ
ぼくらは知床探険隊 関屋　敏隆 岩崎書店 913 ｾ

電池のひみつ 社会に役立つ充電池 関口　たか広
学研広告ＳＰ事業
部教材資料制作

540 ｾ

まんが四字熟語なんでも事 関口　たか広 金の星社 814 ｾ
おつかいありさん 関根　栄一 国土社 911 ｾ
ガッツがっちゃん旅がらす 関谷　ただし 草炎社 913 ｾ
ムータンとカズキの時空冒険
記

チャートブックス学習シ
リーズ

関田　克考 数研出版 380 ｾ

ベーリング海峡をわたる 関野　吉晴 小峰書店 916 ｾ
嵐の大地パタゴニア 関野　吉晴 小峰書店 916 ｾ
廃墟のなかの結婚式 岩倉　務 平和のアトリエ 990 ｾ
学習漫画　世界の歴史でき
ごと事典

集英社版 岩田　一彦 集英社 209 ｾ

タイのむかし話
ストン王子とマノーラー
姫ほか

吉川　利治　編訳 偕成社 388 ｾ

マヨケチャ 久埜　百合　監修 ほるぷ出版 830 ｾ
マヨケチャプレイランド 久埜　百合　監修 ほるぷ出版 830 ｾ
マヨケチャレストラン 久埜　百合　監修 ほるぷ出版 830 ｾ



タンザニアのむかし話
ザンジバル島につたわ
る話

宮本　正興　編訳 偕成社 388 ｾ

手作りおもちゃ 作って遊ぼう 春・夏の 芹沢　義泰 偕成社 750 ｾ
カナダのむかし話 金のつののシカほか 高村　博正　編訳 偕成社 388 ｾ
世界絶滅危機動物図鑑 絶滅動物図鑑 今泉　忠明　監修 学研 480 ｾ
フィンランド・ノルウェーのむ
かし話

森の神タピオほか 坂井　玲子　編訳 偕成社 388 ｾ

インドのむかし話
天にのぼるベールの木
ほか

坂田　貞二　編訳 偕成社 388 ｾ

スペインのむかし話 真実の鳥ほか 三原　幸久　編訳 偕成社 388 ｾ
インドネシアのむかし話 木の上のたまご姫ほか 松野　明久　編訳 偕成社 388 ｾ
たのしいあやとり遊び はじめてでもすぐでき 瀬戸　宙子 日本文芸社 798 ｾ
星と宇宙のなぞ 瀬川　昌男 小峰書店 440 ｾ
星と星座の伝説 秋 瀬川　昌男　著 小峰書店 440 ｾ
星と星座の伝説 春 瀬川　昌男　著 小峰書店 440 ｾ
星と星座の伝説 冬 瀬川　昌男　著 小峰書店 440 ｾ
星と星座の話 瀬川　昌男　著 小峰書店 440 ｾ
冬の星座ものがたり 瀬川　昌男　著 小峰書店 440 ｾ

おだんごぱん　ロシアの昔話
ロシア民話 日本傑作絵
本シリーズ

瀬田　貞二　訳 福音館書店 388 ｾ

世界のむかしばなし 瀬田　貞二　訳 のら書店 388 ｾ
はじめてであう論語　１　家族
編

はじめてであう論語
全国漢文教育学
会　編著

汐文社 123 ｾ

はじめてであう論語　２　友だ
ち編

はじめてであう論語
全国漢文教育学
会　編著

汐文社 123 ｾ

はじめてであう論語　３　学問
編

はじめてであう論語
全国漢文教育学
会　編著

汐文社 123 ｾ

アラブのむかし話 レモンの花よめほか 池田　修　編訳 偕成社 388 ｾ
フランスのむかし話 ゆうかんなリヨンほか 長野　晃子　編訳 偕成社 388 ｾ
ソビエトのむかし話 イワンのでたらめ話ほ 田中　泰子　編訳 偕成社 388 ｾ

アメリカのむかし話
マックとご主人のさいご
の審判ほか

藤井　健夫　編訳 偕成社 388 ｾ

世界を知って日本を知ろう
身近に学ぶ国際理解
食べもの

梅沢　実　監修 学研 300 ｾ

世界を知って日本を知ろう
身近に学ぶ国際理解
日本を伝える

梅沢　実　監修 学研 300 ｾ

世界を知って日本を知ろう
身近に学ぶ国際理解
遊びと勉強

梅沢　実　監修 学研 300 ｾ

ベトナムのむかし話 貉竜君と嫗姫ほか 富田　健次　編訳 偕成社 388 ｾ
学習漫画　世界の歴史人物
事典

木村　尚三郎　監
修

集英社 280 ｾ

韓国のむかし話 おどりをおどるトラほか 崔　仁鶴　編訳 偕成社 388 ｾ
総合的な学習３・４年生まち
の探検隊

まちの探検への出発
情報

ポプラ社 90 ｿ

総合的な学習３・４年生まち
の探検隊

まちのなかで世界探検
国際理解

ポプラ社 300 ｿ

総合的な学習３・４年生まち
の探検隊

まちのバリアフリー 福
祉

ポプラ社 369 ｿ

総合的な学習３・４年生まち
の探検隊

まちの川探検 環境 ポプラ社 452 ｿ

総合的な学習３・４年生まち
の探検隊

まちの木と森 環境 ポプラ社 460 ｿ

そのはじまりと進化のなぞ 宇宙 はるかな銀河の リブリオ出版 467 ｿ

そのはじまりと進化のなぞ
植物 地球を変えた奇跡
のシステム

リブリオ出版 467 ｿ

そのはじまりと進化のなぞ
人類 「器用な人」ホモ・
ハビリスから「知恵ある
人」ホモ・サピエンスへ

リブリオ出版 467 ｿ



そのはじまりと進化のなぞ
生命 どこから来てどこ
へ行くのか

リブリオ出版 467 ｿ

そのはじまりと進化のなぞ
地球 太陽系第３惑星の
素顔

リブリオ出版 467 ｿ

そのはじまりと進化のなぞ
動物 海にいた私たちの
祖先

リブリオ出版 467 ｿ

育てるふれあう飼い方図鑑 ウサギ　モルモット ポプラ社 480 ｿ

育てるふれあう飼い方図鑑
キンギョ　メダカ　コイ
ドジョウ　フナ

ポプラ社 480 ｿ

育てるふれあう飼い方図鑑
ザリガニ　カメ　オタマ
ジャクシ　カニ　ヤドカリ
カエル　イモリ

ポプラ社 480 ｿ

育てるふれあう飼い方図鑑
セキセイインコ　ブン
チョウ　ジュウシマツ　カ
ナリア

ポプラ社 480 ｿ

育てるふれあう飼い方図鑑 ニワトリ　アヒル　ウズラ ポプラ社 480 ｿ
育てるふれあう飼い方図鑑 ハムスター　シマリス ポプラ社 480 ｿ
総合的な学習３・４年生まち
の探検隊

まちのゴミ探検 環境 ポプラ社 519 ｿ

せかいはなにでできてるの？
こたい、えきたい、きた
いのはなし

キャスリーン・ウェ
ドナー・ゾイフェル

福音館書店 420 ｿ

いきてるってどんなこと？
キャスリーン・ウェ
ドナー・ゾイフェル

福音館書店 460 ｿ

総合学習に役立つボランティ
ア

クラスでできるボラン
ティア

こどもくらぶ　編 偕成社 369 ｿ

総合学習に役立つボランティ
ア

ひとりでできるボラン
ティア

こどもくらぶ　編 偕成社 369 ｿ

総合学習に役立つボランティ
ア

ボランティア情報館 総
さくいん付

こどもくらぶ　編 偕成社 369 ｿ

総合学習に役立つボランティ
ア

ボランティア入門 好き
なことを・できる時間に・
楽しみながら

こどもくらぶ　編 偕成社 369 ｿ

総合学習に役立つボランティ 家族でできるボランティ こどもくらぶ　編 偕成社 369 ｿ
総合学習に役立つボランティ 学校でできるボランティ こどもくらぶ　編 偕成社 369 ｿ
総合学習に役立つボランティ
ア

友だちとできるボラン
ティア

こどもくらぶ　編 偕成社 369 ｿ

ヴァンパイレーツ　１ 死の海賊船
ジャスティン・ソン
パー

岩崎書店 933 ｿ

ヴァンパイレーツ　２ 運命の夜明け
ジャスティン・ソン
パー

岩崎書店 933 ｿ

ヴァンパイレーツ　３ うごめく野望
ジャスティン・ソン
パー

岩崎書店 933 ｿ

ヴァンパイレーツ　４ 剣の重み
ジャスティン・ソン
パー

岩崎書店 933 ｿ

ヴァンパイレーツ　５ さまよえる魂
ジャスティン・ソン
パー

岩崎書店 933 ｿ

ヴァンパイレーツ　６ 血の偶像
ジャスティン・ソン
パー

岩崎書店 933 ｿ

ヴァンパイレーツ　７ 目覚めし者たち
ジャスティン・ソン
パー

岩崎書店 933 ｿ

ヴァンパイレーツ　８ 黒のハート
ジャスティン・ソン
パー

岩崎書店 933 ｿ

ヴァンパイレーツ　９ 眠る秘密
ジャスティン・ソン
パー

岩崎書店 933 ｿ

ヴァンパイレーツ　１０ 死者の伝言
ジャスティン・ソン
パー

岩崎書店 933 ｿ

ヴァンパイレーツ　１１ 夜の帝国
ジャスティン・ソン
パー

岩崎書店 933 ｿ



ヴァンパイレーツ　１２ 微笑む罠
ジャスティン・ソン
パー

岩崎書店 933 ｿ

にげろ！にげろ？　インドの
むかしばなし

インドのむかしばなし ジャン・ソーンヒル 光村教育図書 388 ｿ

ムギの絵本 よしだ　ひさし　編 農山漁村文化協 600 ｿ
キュウリの絵本 そだててあそぼう １１ 稲山　光男　編 農山漁村文化協 470 ｿ

空の上の世界
太陽の一生から宇宙の
果ての姿まで

永田　佳子 同朋舎出版 440 ｿ

総合的な学習５・６年生活動
アイデア集

いきいき福祉体験 舘野　健三　監修 ポプラ社 369 ｿ

総合的な学習５・６年生活動
アイデア集

にこにこ健康・安全 舘野　健三　監修 ポプラ社 490 ｿ

総合的な学習５・６年生活動
アイデア集

のびのび環境学習 舘野　健三　監修 ポプラ社 519 ｿ

ピーマンの絵本 そだててあそぼう　４６ 高橋　英生　編 農山漁村文化協 470 ｿ
ダイズの絵本 そだててあそぼう　９ 国分　牧衛　編 農山漁村文化協 470 ｿ
ニワトリの絵本 そだててあそぼう 山上　善久　編 農山漁村文化協 600 ｿ
ぼくらの七日間戦争 「ぼくら」シリーズ　１ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの天使ゲーム 「ぼくら」シリーズ　２ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの大冒険 「ぼくら」シリーズ　３ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらと七人の盗賊たち 「ぼくら」シリーズ　４ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらのデスマッチ 「ぼくら」シリーズ　５ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの秘島探険隊 「ぼくら」シリーズ　６ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの危バイト作戦 「ぼくら」シリーズ　７ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらのＣ計画 「ぼくら」シリーズ　８ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの修学旅行 「ぼくら」シリーズ　９ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらのマル秘学園祭 「ぼくら」シリーズ　１０ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの最終戦争 「ぼくら」シリーズ　１１ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらのミステリー列車 「ぼくら」シリーズ　１２ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの「第九」殺人事件 「ぼくら」シリーズ　１３ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの「最強」イレブン 「ぼくら」シリーズ　１４ 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらのＣ計画 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらのメリークリスマス 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらのモンスターハント 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの悪校長退治 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの奇跡の七日間 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの恐怖ゾーン 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの最後の聖戦 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの最終戦争 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの大脱走 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ
ぼくらの秘密結社 宗田　理 ポプラ社 913 ｿ

白いプリンスとタイガー
角川つばさ文庫　Ａ　そ
１－２

宗田　理 角川書店 913 ｿ

おばけカラス大戦争
角川つばさ文庫　Ａ　そ
１－３

宗田　理 角川書店 913 ｿ

ぼくらのアラビアン・ナイト
角川つばさ文庫　Ｅ　そ
１－１

宗田　理 角川書店 913 ｿ

おばけアパートの秘密　東京
キャッツタウン

東京キャッツタウン 角
川つばさ文庫　Ａ　そ

宗田　理 角川書店 913 ｿ

トマトの絵本 そだててあそぼう　１ 森　俊人　編 農山漁村文化協 470 ｿ

わたしは町の探検記者
総合的学習実践集 川・
水を調べて自然を守ろ

水越　敏行　監修 学研 452 ｿ

やまぐにほいくえん 征矢　清 福音館書店 913 ｿ

この星のぬくもり
自閉症児のみつめる世
界

曽根　富美子
ベネッセコーポ
レーション

369 ｿ

ヒロシマ「平和への出発（タビ
ダチ）」

創価学会婦人平
和委員会　編

第三文明社 916 ｿ

昭和のくらしがわかる事典
「いま」とどうちがう？
家庭から学校・遊びま

造事務所 ＰＨＰ研究所 382 ｿ



海の大研究
広くてふしぎな世界
姿・役割・地球環境との
かかわり

造事務所 ＰＨＰ研究所 452 ｿ

シイタケの絵本 そだててあそぼう　３５ 大森　清寿　編 農山漁村文化協 470 ｿ
人形で遊ぶくふう 滝田　節子 誠文堂新光社 750 ｿ
だんボールばこで遊ぶくふう 池水　宗太郎 誠文堂新光社 750 ｿ
キャベツの絵本 そだててあそぼう　３２ 塚田　元尚　編 農山漁村文化協 470 ｿ
アサガオの絵本 そだててあそぼう　３４ 渡辺　好孝　編 農山漁村文化協 470 ｿ
ニガウリ（ゴーヤ）の絵本 そだててあそぼう　５１ 藤枝　國光　編 農山漁村文化協 470 ｿ

金の鳥 コーカサスのむかし話 内田　莉莎子
ベネッセコーポ
レーション

388 ｿ

ヘチマの絵本 そだててあそぼう　２２ 堀　保男　編 農山漁村文化協 470 ｿ
ソラマメの絵本 そだててあそぼう　７１ 木暮　秩　編 農山漁村文化協 470 ｿ
楽しく遊ぶ学ぶかず・かたち
の図鑑

小学館 30 ﾀ

楽しく遊ぶ学ぶこくごの図鑑 小学館 30 ﾀ
生活探検大図鑑 Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ‐ｐａｌ 小学館 31 ﾀ
ふしぎ！なぜ？大図鑑 宇宙編 主婦と生活社 31 ﾀ
おもしろ！なっとく！なぜなぜ
大事典

歴史・地理１０１ 学研 200 ﾀ

新教科書に出てくる４２人の
人物と日本の歴史

ザビエル・織田信長・豊
臣秀吉・徳川家康・徳
川家光

学研 210 ﾀ

新教科書に出てくる４２人の
人物と日本の歴史

ペリー・木戸孝允・西郷
隆盛・勝海舟・大久保

学研 210 ﾀ

ひとり調べができる時代別日
本の歴史

安土桃山時代 学研 210 ﾀ

ひとり調べができる時代別日
本の歴史

鎌倉時代 学研 210 ﾀ

新教科書に出てくる４２人の
人物と日本の歴史

近松門左衛門・本居宣
長・杉田玄白・伊能忠
敬・歌川広重

学研 210 ﾀ

ひとり調べができる時代別日
本の歴史

江戸時代（後期） 学研 210 ﾀ

ひとり調べができる時代別日
本の歴史

江戸時代（前期） 学研 210 ﾀ

ひとり調べができる時代別日
本の歴史

室町時代 学研 210 ﾀ

ひとり調べができる時代別日
本の歴史

昭和（後期）・平成時代 学研 210 ﾀ

新教科書に出てくる４２人の
人物と日本の歴史

聖武天皇・鑑真・行基・
藤原道長・紫式部・清
少納言

学研 210 ﾀ

ひとり調べができる時代別日
本の歴史

大むかしのくらし 旧石
器・縄文・弥生・古墳時

学研 210 ﾀ

ひとり調べができる時代別日
本の歴史

大正・昭和（前期）時代 学研 210 ﾀ

新教科書に出てくる４２人の
人物と日本の歴史

卑弥呼・聖徳太子・小
野妹子・中大兄皇子・
中臣鎌足

学研 210 ﾀ

ひとり調べができる時代別日
本の歴史

飛鳥・奈良時代 学研 210 ﾀ

新教科書に出てくる４２人の
人物と日本の歴史

福沢諭吉・明治天皇・
板垣退助・伊藤博文・
大隈重信

学研 210 ﾀ

ひとり調べができる時代別日
本の歴史

平安時代 学研 210 ﾀ



新教科書に出てくる４２人の
人物と日本の歴史

平清盛・源頼朝・源義
経・北条時宗・足利義
満・足利義政・雪舟

学研 210 ﾀ

ひとり調べができる時代別日
本の歴史

明治時代（後期） 学研 210 ﾀ

ひとり調べができる時代別日
本の歴史

明治時代（前期） 学研 210 ﾀ

新教科書に出てくる４２人の
人物と日本の歴史

陸奥宗光・東郷平八
郎・小村寿太郎・野口

学研 210 ﾀ

大地震が学校をおそったら
すぐに役立つ学校防災
家庭・外出先でのひな
んと備え

学研 370 ﾀ

大地震が学校をおそったら
すぐに役立つ学校防災
学校でのひなんと備え

学研 370 ﾀ

大地震が学校をおそったら
すぐに役立つ学校防災
行事・通学中のひなん
と備え

学研 370 ﾀ

図解むかしのくらし ことばと文字 学研 380 ﾀ

図解むかしのくらし
教科書がよくわかる 着
る物とはきもの

学研 380 ﾀ

図解むかしのくらし 行事と遊び 学研 380 ﾀ
図解むかしのくらし 仕事と道具 学研 380 ﾀ
図解むかしのくらし 住まいと家具 学研 380 ﾀ
図解むかしのくらし 食べ物と調理器具 学研 380 ﾀ
図解むかしのくらし 町や村と乗り物 学研 380 ﾀ
たのしいお天気学 たのしい気象の実験室 小峰書店 451 ﾀ
たのしいお天気学 日本と世界のお天気 小峰書店 451 ﾀ
体験を広げる・こどものずか からだとけんこう ひかりのくに 490 ﾀ
うたの絵本 リブロポート 760 ﾀ
サッカー フレーベル館 780 ﾀ
多湖輝先生の頭のたいそう
小学生版

なぜだなぜだ 学研 790 ﾀ

国際理解教育にやくだついろ
んな国・いろんなことば

こんにちは・おはよう 世
界のあいさつ

ポプラ社 800 ﾀ

国際理解教育にやくだついろ
んな国・いろんなことば

まち・店・乗りもの 世界
のまちや村

ポプラ社 800 ﾀ

国際理解教育にやくだついろ
んな国・いろんなことば

ワンワン・ジャンケンポ
ン 世界のいろんなこと

ポプラ社 800 ﾀ

国際理解教育にやくだついろ
んな国・いろんなことば

家族・家・食事 世界の
家族

ポプラ社 800 ﾀ

国際理解教育にやくだついろ
んな国・いろんなことば

子ども・友だち・学校 世
界の子どもたち

ポプラ社 800 ﾀ

国際理解教育にやくだついろ
んな国・いろんなことば

地球・世界・ことば 世界
の国ぐに

ポプラ社 800 ﾀ

少年少女日本文学館 走れメロス 山椒魚 講談社 908 ﾀ
まんが百人一首事典 学研 911 ﾀ
日本の古典物語 里見八犬伝物語 岩崎書店 913 ﾀ
短編！ほんとうにあった感動
物語　１　犬と人のふれあい
の感動物語

短編！ほんとうにあっ
た感動物語

学習研究社 916 ﾀ

短編！ほんとうにあった感動
物語　２　動物たちの感動物

短編！ほんとうにあっ
た感動物語

学習研究社 916 ﾀ

短編！ほんとうにあった感動
物語　３　スポーツの感動物

短編！ほんとうにあっ
た感動物語

学習研究社 916 ﾀ

短編！ほんとうにあった感動
物語　４　自然保護・環境を
考える物語

短編！ほんとうにあっ
た感動物語

学習研究社 916 ﾀ



短編！ほんとうにあった感動
物語　５　戦争・紛争を考える
感動物語

短編！ほんとうにあっ
た感動物語

学習研究社 916 ﾀ

短編！ほんとうにあった感動
物語　６　日本と世界の子ど
もの感動物語

短編！ほんとうにあっ
た感動物語

学習研究社 916 ﾀ

短編！ほんとうにあった感動
物語　７　がんばっている人
の感動物語

短編！ほんとうにあっ
た感動物語

学習研究社 916 ﾀ

インド
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

Ａ．カマラ・ダラル ほるぷ出版 290 ﾀ

ラオス
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

Ａ．カマラ・ダラル ほるぷ出版 290 ﾀ

愛と悲しみの１２歳 Ｅ・ダイヤーク 文研出版 933 ﾀ

なぞかけで「脳活」！
脳を活性化させるドリル
付き

Ｗコロン 東邦出版 811 ﾀ

ひとしずくのなみだ あかさか　みよし 国土社 388 ﾀ

世界人権宣言
あたりまえにいきるため
の

アムネスティ・イン
ターナショナル日
本支部

金の星社 316 ﾀ

ダイアナ
恵まれない人びとに手
をさしのべたプリンセス

いちかわ　のり 小学館 289 ﾀ

漢方のひみつ おだぎ　みを 学研 499 ﾀ

アフリカゾウ
オリア・ダグラス‐
ハミルトン

くもん出版 480 ﾀ

氷の伝説
龍のすむ家２ 龍のすむ
家

クリス・ダレーシー 竹書房 933 ﾀ

炎の星 龍のすむ家３ クリス・ダレーシー 竹書房 933 ﾀ
龍のすむ家 クリス・ダレーシー 竹書房 933 ﾀ

オーストラリア
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ケイト・ターナー ほるぷ出版 290 ﾀ

うたって手話 こどもくらぶ　編 岩崎書店 369 ﾀ
おどって手話 こどもくらぶ　編 岩崎書店 369 ﾀ
クイズで手話 こどもくらぶ　編 岩崎書店 369 ﾀ
ゲームで手話 こどもくらぶ　編 岩崎書店 369 ﾀ
手話でボランティア こどもくらぶ　編 岩崎書店 369 ﾀ
チンパンジー ジェーン・グドール くもん出版 480 ﾀ

ブタ王子
ルーマニアのむかしば
なし

ジャック・タルディ 西村書店 388 ﾀ

フィボナッチ
自然の中にかくれた数
を見つけた人

ジョセフ・ダグニー
ズ

さえら書房 933 ﾀ

ヒョウ ジョナサン・スコット くもん出版 480 ﾀ
ダーウィン スティーヴ・パー 岩波書店 280 ﾀ
顔の美術館 タイガー立石 福音館書店 720 ﾀ
七人のいろいろな魔法使い タカシ　トシコ 理論社 913 ﾀ
おそろしいよみの国 たかし　よいち あすなろ書房 160 ﾀ
からすが教えた道 たかし　よいち あすなろ書房 160 ﾀ
スサノオのオロチたいじ たかし　よいち あすなろ書房 160 ﾀ
わにざめになったおきさき たかし　よいち あすなろ書房 160 ﾀ
海さちひこ山さちひこ たかし　よいち あすなろ書房 160 ﾀ
神さまの力くらべ たかし　よいち あすなろ書房 160 ﾀ
皮をはがれた白うさぎ たかし　よいち あすなろ書房 160 ﾀ

世界むかしむかし探検
吉野ヶ里にヒミコはいた
か

たかし　よいち 国土社 210 ﾀ

みどりの玉のひみつ たかし　よいち 国土社 210 ﾀ
おれさまがヨロイきょうりゅう
だ！

３年生のきょうりゅうた
んけん隊

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

きょうりゅうだって病気になる
４年生のきょうりゅうた
んけん隊

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ



でっかいぞ！きょうりゅうのう
んち

４年生のきょうりゅうた
んけん隊

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

日本にもきょうりゅうがいた！
５年生のきょうりゅうた
んけん隊

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

きょうりゅうの大決とう
６年生のきょうりゅうた
んけん隊

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

きょうりゅうはなぜほろんだ
６年生のきょうりゅうた
んけん隊

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

まけないぞ！フクイリュウ
まんがなぞとき恐竜大
行進　１

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

つよいぞ！アロサウルス
まんがなぞとき恐竜大
行進　２

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

おこったぞ！チラノサウルス
まんがなぞとき恐竜大
行進　３

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

なかないぞマイアサウラ
まんがなぞとき恐竜大
行進　４

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

やさしいぞ！マメンチサウル
ス

まんがなぞとき恐竜大
行進　５

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

ゆかいだぞ！アルゼンチノサ
ウルス

まんがなぞとき恐竜大
行進　６

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

にげないぞ！ステゴサウル
ス

まんがなぞとき恐竜大
行進　７

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

たたかうぞ！アパトサウルス
まんがなぞとき恐竜大
行進　８

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

がんばるぞ！メガロサウルス
まんがなぞとき恐竜大
行進　９

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

ふんばるぞ！パキケファロサ
ウルス

まんがなぞとき恐竜大
行進　１０

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

がんこだぞ！アンキロサウル
ス

まんがなぞとき恐竜大
行進　１１

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

のんきだぞ！パラサウロロフ
ス

まんがなぞとき恐竜大
行進　１２

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

はやいぞ！ドロミケイオミム
ス

まんがなぞとき恐竜大
行進　１３

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

はばたくぞ！プテラノドン
まんがなぞとき恐竜大
行進　１４

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

およげるぞ！フタバスズキ
リュウ

まんがなぞとき恐竜大
行進　１５

たかし　よいち 理論社 457 ﾀ

はばたけ！恐竜プテラノドン たかし　よいち 国土社 457 ﾀ
日本にもきょうりゅうがいた！ たかし　よいち 理論社 457 ﾀ
がわっぱ かっぱものがたり たかし　よいち 岩崎書店 913 ﾀ

ばけばけ恐竜星
タロス惑星のかいじゅう
たち

たかし　よいち ひくまの出版 913 ﾀ

しらぬい たかし　よいち 岩崎書店 913 ﾀ
鬼がら たかし　よいち 岩崎書店 913 ﾀ
七人のおかしな妖怪たち たかし　よいち 理論社 913 ﾀ
七人のゆかいな大どろぼう たかし　よいち 理論社 913 ﾀ

まんが世界ふしぎ物語 インカ帝国のひみつ
たかし　よいち　原
作

理論社 209 ﾀ

まんが世界ふしぎ物語
ジャングルにきえたマ
ヤ

たかし　よいち　原
作

理論社 209 ﾀ

まんが世界ふしぎ物語
なぞの少年王ツタン
カーメン

たかし　よいち　原
作

理論社 209 ﾀ

まんが世界ふしぎ物語 ねむりからさめたミイラ
たかし　よいち　原
作

理論社 209 ﾀ

まんが世界ふしぎ物語 ピラミッドのひみつ
たかし　よいち　原
作

理論社 209 ﾀ

よみがえる黄金の宝
まんが世界ふしぎ物語
６

たかし　よいち　原
作

理論社 209 ﾀ



まんが世界ふしぎ物語 ミイラと墓どろぼう
たかし　よいち　原
作

理論社 209 ﾀ

日本にのこるなぞのミイラ
まんが世界ふしぎ物語
１０

たかし　よいち　原
作

理論社 210 ﾀ

王さまのどきどきコロッケ たかしま　なおみ ポプラ社 913 ﾀ
王さまのびっくりピザ たかしま　なおみ ポプラ社 913 ﾀ
王さまのふしぎチョコレート たかしま　なおみ ポプラ社 913 ﾀ
王さまのまほうカレー たかしま　なおみ ポプラ社 913 ﾀ
王さまわがままケーキ たかしま　なおみ ポプラ社 913 ﾀ
よしこがもえた たかとう　匡子 新日本出版社 913 ﾀ
キロコちゃんとみどりのくつ たかどの　ほうこ あかね書房 913 ﾀ
こぶとりたろう たかどの　ほうこ 童心社 913 ﾀ
のはらクラブのこどもたち たかどの　ほうこ 理論社 913 ﾀ
いいの！ たかはし　べん ばるん舎 913 ﾀ

絶品らーめん魔神亭
ゴマダレ冷やし中華の
わな Ｄｒｅａｍスマッ
シュ！１８

たから　しげる ポプラ社 913 ﾀ

絶品らーめん魔神亭
初恋はとんこつみそ風
味 Ｄｒｅａｍスマッシュ！

たから　しげる ポプラ社 913 ﾀ

絶品らーめん魔神亭
森のおくでひっそり営業
中 Ｄｒｅａｍスマッシュ！
１０

たから　しげる ポプラ社 913 ﾀ

ちょっとかわったおりがみ たきがわ　たかし 草土文化 750 ﾀ
なが鼻の内供さま たけざき　ゆうひ 国土社 388 ﾀ
そうべえふしぎなりゅうぐう
じょう

桂米朝・上方落語・兵
庫船・小倉船より

たじま　ゆきひこ 童心社 913 ﾀ

そうべえごくらくへゆく たじま　ゆきひこ 童心社 913 ﾀ
どろんこそうべえ たじま　ゆきひこ 童心社 913 ﾀ

じっぽ
まいごのかっぱはくいし
んぼう

たつみや　章 あかね書房 913 ﾀ

カエルのコーラス たんぼのコンサート たねむら　ひろし 誠文堂新光社 480 ﾀ
こぎつねのおくりもの たまおか　みちこ かもがわ出版 913 ﾀ
クレジットカードのひみつ たまだ　まさお 学研 365 ﾀ

働く人たちのひみつ　みんな
を守る労働組合

学研まんがでよくわか
るシリーズ 仕事のひみ
つ編　３

たまだ　まさお
学研パブリッシン
グ

366 ﾀ

接着剤のひみつ たまだ　まさお 学研 430 ﾀ

燃料電池のひみつ
学研まんがでよくわか
るシリーズ　52

たまだ　まさお
学研パブリッシン
グ

500 ﾀ

船・ボートのひみつ たまだ　まさお 学習研究社 683 ﾀ
ホッキョクグマ トーア・ラーセン くもん出版 480 ﾀ
美しいお姫さまとかしこい大
臣

カザフ（ソビエト）の民話
ハセン・Ｓ・アバー
エフ

ほるぷ出版 388 ﾀ

イクバルの闘い 世界一勇気ある少年
フランチェスコ・ダ
ダモ

すずき出版 973 ﾀ

ケニア
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ブリジット・タングェ
イ

ほるぷ出版 290 ﾀ

ヒゲペンギン ラウリッツ・ソンメ くもん出版 480 ﾀ
ロアルド・ダールコレクション チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 評論社 933 ﾀ
オ・ヤサシ巨人ＢＦＧ ロアルド・ダール 評論社 933 ﾀ
マチルダはちいさな大天才 ロアルド・ダール 評論社 933 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
インドネシア 体験取
材！世界の国ぐに

岡崎　務 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
オランダ 体験取材！世
界の国ぐに

岡崎　務 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
スイス 体験取材！世界
の国ぐに

岡崎　務 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
ニュージーランド 体験
取材！世界の国ぐに

岡崎　務 ポプラ社 290 ﾀ



体験取材！世界の国ぐに
フィリピン 体験取材！
世界の国ぐに

岡崎　務 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
フィンランド 体験取材！
世界の国ぐに

岡崎　務 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
ブータン 体験取材！世
界の国ぐに

岡崎　務 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
ブラジル 体験取材！世
界の国ぐに

岡崎　務 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
ミクロネシア連邦 体験
取材！世界の国ぐに

岡崎　務 ポプラ社 290 ﾀ

たべもの教室
小学生からおとなまで
米でつくる

家庭科教育研究
者連盟　編

大月書店 590 ﾀ

たべもの教室
小学生からおとなまで
味付けと料理道具のひ

家庭科教育研究
者連盟　編

大月書店 590 ﾀ

海のさかな 館石　昭 あかね書房 480 ﾀ
総合的な学習５・６年生活動
アイデア集

わくわく国際理解 舘野　健三　監修 ポプラ社 300 ﾀ

総合的な学習５・６年生活動
アイデア集

どんどん情報通信 舘野　健三　監修 ポプラ社 308 ﾀ

絶望の星　エルデ
チャートブックス学習シ
リーズ

舘野　淳 数研出版 519 ﾀ

これからのエネルギーがよく
わかる本　③

舘野　淳：監修 ポプラ社 501 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
イタリア 体験取材！世
界の国ぐに

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
オーストラリア 体験取
材！世界の国ぐに

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
カンボジア 体験取材！
世界の国ぐに

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
キューバ 体験取材！
世界の国ぐに

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
ハンガリー 体験取材！
世界の国ぐに

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
フランス 体験取材！世
界の国ぐに

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
ブルガリア 体験取材！
世界の国ぐに

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
ベトナム 体験取材！世
界の国ぐに

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
メキシコ 体験取材！世
界の国ぐに

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
モンゴル 体験取材！世
界の国ぐに

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
中国 体験取材！世界
の国ぐに

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾀ

発達と障害を考える本　5　ふ
しぎだね!?　ダウン症のおとも
だち

発達と障害を考える本 玉井　邦夫 ミネルヴァ書房 369 ﾀ

夢をもとめた人びと 愛と宗教 玉川学園　編 玉川大学出版部 280 ﾀ
夢をもとめた人びと 郷土開発 玉川学園　編 玉川大学出版部 280 ﾀ
夢をもとめた人びと 芸術・文化 玉川学園　編 玉川大学出版部 280 ﾀ
夢をもとめた人びと 国際社会 玉川学園　編 玉川大学出版部 280 ﾀ
夢をもとめた人びと 探検・冒険 玉川学園　編 玉川大学出版部 280 ﾀ
しらべてみようわたしのから 玉田　泰太郎 童心社 490 ﾀ

香東川と暮らし
香川町文化財保
存会

美巧社 90 ﾀ

氷山ルリの大航海 高円宮妃久子 講談社 913 ﾀ
夢の国のちびっこバク 高円宮妃久子殿 学研 913 ﾀ
ほんとのおおきさ水族館 高岡　昌江 学研教育出版 31 ﾀ



もっと！ほんとのおおきさ動
物園

高岡　昌江 学習研究社 31 ﾀ

ドキドキいっぱい！虫のくらし
写真館

アリ 高家　博成　監修 ポプラ社 486 ﾀ

ドキドキいっぱい！虫のくらし
写真館

セミ 高家　博成　監修 ポプラ社 486 ﾀ

ドキドキいっぱい！虫のくらし
写真館

テントウムシ 高家　博成　監修 ポプラ社 486 ﾀ

ドキドキいっぱい！虫のくらし
写真館

トンボ 高家　博成　監修 ポプラ社 486 ﾀ

ドキドキいっぱい！虫のくらし
写真館

バッタ 高家　博成　監修 ポプラ社 486 ﾀ

ドキドキいっぱい！虫のくらし
写真館

モンシロチョウ 高家　博成　監修 ポプラ社 486 ﾀ

あした
高丸もと子詩集 詩の風
景

高丸　もと子 理論社 911 ﾀ

エゾリスのヌップ 高橋　健 小峰書店 913 ﾀ
よんでよんでトーク 家族 かぞくって何だろ 高橋　元夫　編著 星の環会 10 ﾀ
よんでよんでトーク 自然 土と花と虫 高橋　元夫　編著 星の環会 10 ﾀ
よんでよんでトーク 動物 みんな命あるもの 高橋　元夫　編著 星の環会 10 ﾀ
よんでよんでトーク 不思議 なぞのお客さん 高橋　元夫　編著 星の環会 10 ﾀ

よんでよんでトーク
冒険 未知の世界に飛
び出そう

高橋　元夫　編著 星の環会 10 ﾀ

よんでよんでトーク
友だち けんかすること
もあるさ

高橋　元夫　編著 星の環会 10 ﾀ

八郎太 高橋　宏幸 岩崎書店 913 ﾀ
チロヌップのきつね アニメ版 高橋　宏幸　原作 金の星社 913 ﾀ
いぬのおまわりさん 高橋　貞二 ポプラ社 760 ﾀ
みかんの花咲く丘 高橋　貞二 ポプラ社 760 ﾀ
赤とんぼ 高橋　貞二 ポプラ社 760 ﾀ

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 ポプラ社 810 ﾀ

鶴になったおじさん 高橋　良治 偕成社 916 ﾀ
きょうは母子（おやこ）ゲンカ
の日

高山　栄子 ポプラ社 913 ﾀ

発達と障害を考える本　4　ふ
しぎだね!?　ＡＤＨＤのおとも

発達と障害を考える本 高山　恵子　編 ミネルヴァ書房 369 ﾀ

イナ！稲本潤一 高山　邦雄 小学館 780 ﾀ
紙ねん土おもしろ工作 高氏　雅昭 小学館 750 ﾀ

高松市民による戦争体験記
第２集

今に伝える平和と生命
の尊さ 高松市平和ガイ
ドブック

高松市平和を願う
市民団体協議会

高松市平和を願
う市民団体協議
会

210 ﾀ

風をおいかけて、海へ！ 高森　千穂 国土社 913 ﾀ
ファーブル 高瀬　直子 集英社 289 ﾀ
遊べ、あそべ！ おじいさんの腕白時代 高瀬　湊 理論社 916 ﾀ
南極のペンギン 高倉　健 集英社 914 ﾀ
あの子がぞろぞろ 高田　桂子 国土社 913 ﾀ

どこかいいところ
高木あきこ詩集 詩の風
景

高木　あきこ 理論社 911 ﾀ

こども世界の旅 ジュニア地図帳 高木　実 平凡社 290 ﾀ
ガラスのうさぎ 高木　敏子 金の星社 913 ﾀ

「和」の行事えほん
秋と冬の巻 「和」の行
事えほん

高野　紀子 あすなろ書房 380 ﾀ

「和」の行事えほん
春と夏の巻 「和」の行
事えほん

高野　紀子 あすなろ書房 380 ﾀ

着物のえほん 高野　紀子 あすなろ書房 383 ﾀ
「和」の行事えほん　１　春と
夏の巻

「和」の行事えほん 高野　紀子 あすなろ書房 386 ﾀ



「和」の行事えほん　２　秋と
冬の巻

「和」の行事えほん 高野　紀子 あすなろ書房 386 ﾀ

テーブルマナーの絵本 高野　紀子 あすなろ書房 596 ﾀ
ゆきうさぎ 高柳　克弘 ひくまの出版 913 ﾀ

生意気ウサギ 高柳　佐知子
ウオカーズカンパ
ニー

913 ﾀ

カルメ焼きはなぜふくらむ 二酸化炭素の実験 高梨　賢英 さ・え・ら書房 430 ﾀ
わたしたちの帽子 高楼　方子 フレーベル館 913 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
ギリシャ 体験取材！世
界の国ぐに

佐々木　ときわ ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
チリ 体験取材！世界の
国ぐに

佐々木　ときわ ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
ポーランド 体験取材！
世界の国ぐに

佐々木　ときわ ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
ミャンマー 体験取材！
世界の国ぐに

佐々木　ときわ ポプラ社 290 ﾀ

シリーズいのちの授業 いのちがおわるとき 種村　エイ子　監 ポプラ社 150 ﾀ
シリーズいのちの授業 いのちがはじまるとき 種村　エイ子　監 ポプラ社 150 ﾀ
シリーズいのちの授業 いのちのおもみ 種村　エイ子　監 ポプラ社 150 ﾀ
シリーズいのちの授業 いのちの図書館 種村　エイ子　監 ポプラ社 150 ﾀ
シリーズいのちの授業 いのちをささえる 種村　エイ子　監 ポプラ社 150 ﾀ
カエルのたんじょう 種村　ひろし あかね書房 480 ﾀ
カエルの世界 種村　ひろし 小峰書店 480 ﾀ
カエルのたんじょう　新装版 種村　ひろし あかね書房 487 ﾀ

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 916 ﾀ

体験と交流でつくる「総合」
世界の人と友だちにな
ろう

千葉　昇　監修 ポプラ社 300 ﾀ

体験と交流でつくる「総合」 お年よりとふれあおう 千葉　昇　監修 ポプラ社 369 ﾀ
体験と交流でつくる「総合」 ぼくらの自然を守ろう 千葉　昇　監修 ポプラ社 519 ﾀ
きみのこころのあじがする 村田　清司 偕成社 911 ﾀ

高村光太郎・智恵子
変わらぬ愛をつらぬい
たふたつの魂

村野　守美 小学館 280 ﾀ

おもちゃ博物館
うつし絵・着せかえ・ぬ
り絵

多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ

おもちゃ博物館 おもちゃ絵・立版古 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ
おもちゃ博物館 カルタ・トランプ 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ
おもちゃ博物館 ブリキ製玩具Ⅰ 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ
おもちゃ博物館 ブリキ製玩具Ⅱ 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ
おもちゃ博物館 マスコミ玩具 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ
おもちゃ博物館 ままごと遊びと水物玩 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ
おもちゃ博物館 めんこ・ビー玉 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ
おもちゃ博物館 羽子板・凧・独楽 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ

おもちゃ博物館
縁日と駄菓子屋の玩具
Ⅰ

多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ

おもちゃ博物館
縁日と駄菓子屋の玩具
Ⅱ

多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ

おもちゃ博物館 絵本とゲーム 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ

おもちゃ博物館
玩具で見る日本近代史
Ⅰ

多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ

おもちゃ博物館
玩具で見る日本近代史
Ⅱ

多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ

おもちゃ博物館 子供の乗り物・光学玩 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ
おもちゃ博物館 子供絵と子供衣装 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ
おもちゃ博物館 女の子の玩具 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ
おもちゃ博物館 人形 江戸から現代まで 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ
おもちゃ博物館 千代紙・切り紙折り紙 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ
おもちゃ博物館 双六・福笑い 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ



おもちゃ博物館
相撲玩具・赤穂浪士の
玩具

多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ

おもちゃ博物館 男の子の玩具 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ

おもちゃ博物館
木製玩具・セルロイド玩
具

多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ

おもちゃ博物館 遊戯具 多田　敏捷　編 京都書院 790 ﾀ

走れメロス
ポプラポケット文庫　３７
４－１

太宰　治 ポプラ社 913 ﾀ

ヒロシマに原爆がおとされた
とき

大道　あや ポプラ社 913 ﾀ

南極からのファックス 越冬隊と小学生の文通 第３２次南極越冬 あかね書房 916 ﾀ
めんこ 鷹家　碧 文渓堂 798 ﾀ

スケート教室
フィギュア・スピード・ア
イスホッケー

滝沢　甲子彦 成美堂出版 780 ﾀ

里見八犬伝
ポプラポケット文庫　３７
６－１

滝沢　馬琴 ポプラ社 913 ﾀ

里見八犬伝
ポプラポケット文庫　３７
６－２

滝沢　馬琴 ポプラ社 913 ﾀ

南総里見八犬伝 滝沢　馬琴
角川書店//角川
グループパブリッ
シング

913 ﾀ

アサガオのつぼみはどうして
できる

滝本　敦 さ・え・ら書房 470 ﾀ

もののはかりかた大研究
しくみや方法にびっく
り！　山の高さから宇宙
の年齢まで

瀧澤　美奈子 ＰＨＰ研究所 404 ﾀ

森林と人間 只木　良也 小峰書店 460 ﾀ
森林はなぜ必要か 只木　良也 小峰書店 460 ﾀ
わたしがおとなになったら 自立のすすめマイルー 辰巳　渚 毎日新聞社 159 ﾀ
せみを鳴かせて 巽　聖歌 大日本図書 911 ﾀ
いっすんぼうし 谷　真介 ポプラ社 388 ﾀ
かもとりごんべえ 谷　真介 ポプラ社 388 ﾀ
聖書物語 谷　真介 ポプラ社 908 ﾀ
仏教のひみつ 谷　豊 学習研究社 187 ﾀ
みんなの将棋入門 よくわかる・すぐ指せる 谷川　浩司　監修 池田書店 796 ﾀ
いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川　俊太郎 福音館書店 361 ﾀ
ふたり★おなじ星のうえで 谷川　俊太郎 東京書籍 367 ﾀ
いしっころ 谷川俊太郎詩集 谷川　俊太郎 岩崎書店 911 ﾀ

すき
谷川俊太郎詩集 詩の
風景

谷川　俊太郎 理論社 911 ﾀ

きらきら 谷川　俊太郎 アリス館 911 ﾀ
ことばあそびうた 谷川　俊太郎 福音館書店 911 ﾀ
ことばあそびうた　また 谷川　俊太郎 福音館書店 911 ﾀ
みみをすます 谷川　俊太郎 福音館書店 911 ﾀ
わらべうた 谷川　俊太郎 集英社 911 ﾀ
誰もしらない 谷川　俊太郎 国土社 911 ﾀ
ふたごのき 谷川　俊太郎 偕成社 913 ﾀ
よりぬきマザーグース 谷川　俊太郎 岩波書店 931 ﾀ
よりぬきマザーグース 谷川　俊太郎　訳 岩波書店 931 ﾀ
まちのしごと日記　～地域の
役割の話～

チャートブックス学習シ
リーズ

谷川　彰英 数研出版 310 ﾀ

ユニーク工作図面集 谷中　貫之 民衆社 750 ﾀ
ぼくは農家のファーブルだ トマトを守る小さな虫た 谷本　雄治 岩崎書店 486 ﾀ

土をつくる生きものたち
雑木林の絵本 ちしきの
ぽけっと　１

谷本　雄治 岩崎書店 653 ﾀ

森を育てる生きものたち
雑木林の絵本 ちしきの
ぽけっと　８

谷本　雄治 岩崎書店 653 ﾀ

青いハートの秘密
百川小学校ミステリー
新聞　１

谷本　雄治 あかね書房 913 ﾀ



天使の恋占い
百川小学校ミステリー
新聞　２

谷本　雄治 あかね書房 913 ﾀ

なぞのチョコレート事件
百川小学校ミステリー
新聞　３

谷本　雄治 あかね書房 913 ﾀ

谷本記者のむしむし通信 谷本　雄治 あかね書房 916 ﾀ
氷河時代の置き手紙 氷河期の研究 丹治　茂雄 あかね書房 462 ﾀ
木のくに・日本 丹地　保尭 日本書籍 460 ﾀ
自然と踊ろう米まつり 竹の内　淳 農山漁村文化協 386 ﾀ
たのしい自然体験 １月の自然あそび 竹井　史郎 小峰書店 380 ﾀ
たのしい自然体験 ２月の自然あそび 竹井　史郎 小峰書店 380 ﾀ
たのしい自然体験 ３月の自然あそび 竹井　史郎 小峰書店 380 ﾀ
たのしい自然体験 ４月の自然あそび 竹井　史郎 小峰書店 380 ﾀ
たのしい自然体験 ６月の自然あそび 竹井　史郎 小峰書店 380 ﾀ
たのしい自然体験 ７月の自然あそび 竹井　史郎 小峰書店 380 ﾀ
たのしい自然体験 ８月の自然あそび 竹井　史郎 小峰書店 380 ﾀ
たのしい自然体験 ９月の自然あそび 竹井　史郎 小峰書店 380 ﾀ
たのしい自然体験 １０月の自然あそび 竹井　史郎 小峰書店 380 ﾀ
たのしい自然体験 １１月の自然あそび 竹井　史郎 小峰書店 380 ﾀ
たのしい自然体験 １２月の自然あそび 竹井　史郎 小峰書店 380 ﾀ
たのしい自然体験 竹井　史郎 小峰書店 380 ﾀ

たのしい行事と工作
１がつのこうさく お正月
にあそぼう

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

たのしい行事と工作
２がつのこうさく げんき
に「おにはそと！」

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

たのしい行事と工作
３がつのこうさく おひな
さまつくろう

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

たのしい行事と工作
４がつのこうさく ともだ
ちふえるよ新学期

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

たのしい行事と工作
５がつのこうさく おかあ
さんありがとう

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

たのしい行事と工作
６がつのこうさく おとうさ
んにプレゼント

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

たのしい行事と工作
７がつのこうさく たなば
たをかざろう

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

たのしい行事と工作
８がつのこうさく 夏休み
をたのしもう

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

たのしい行事と工作
９がつのこうさく けいろ
うの日のおくりもの

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

たのしい行事と工作
１０がつのこうさく から
だうごかそう！

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

たのしい行事と工作
１１がつのこうさく がく
げいかいでへんしん！

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

たのしい行事と工作
１２がつのこうさく もうす
ぐクリスマス

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

やさしいこうさく
つくってあそぼう いろい
ろないれもののこうさく

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

やさしいこうさく
つくってあそぼう かっみ
コップのこうさく

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

やさしいこうさく
つくってあそぼう ぎゅう
にゅうパックのこうさく

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

やさしいこうさく
つくってあそぼう スチ
ロールのこうさく

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

やさしいこうさく
つくってあそぼう スト
ローのこうさく

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

やさしいこうさく
つくってあそぼう わりば
しのこうさく

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

すぐできるやさしいあそびの 工作あそび 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
たのしい紙こうさく 紙でつくるおもちゃ 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ



たのしい紙こうさく
紙でつくるカード・ポス
ター

竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ

たのしい紙こうさく 紙でつくるかざり 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
たのしい紙こうさく 紙でつくるゲーム 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
たのしい紙こうさく 紙でつくるどうぶつ 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
たのしい紙こうさく 紙でつくるプレゼント 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
たのしい紙こうさく 紙でつくるへんしんグッ 竹井　史郎 小峰書店 750 ﾀ
すぐできるやさしいあそびの キャンプあそび 竹井　史郎 小峰書店 780 ﾀ
すぐできるやさしいあそびの 広場あそび 竹井　史郎 小峰書店 780 ﾀ
すぐできるやさしいあそびの 雪・氷あそび 竹井　史郎 小峰書店 780 ﾀ
すぐできるやさしいあそびの 川あそび 竹井　史郎 小峰書店 780 ﾀ
すぐできるやさしいあそびの グループあそび 竹井　史郎 小峰書店 786 ﾀ
すぐできるやさしいあそびの 雨の日あそび 竹井　史郎 小峰書店 790 ﾀ
旅のはじまり 黒ねこサンゴロウ　１ 竹下　文子 偕成社 913 ﾀ
おてつだいねこのクリスマス 竹下　文子 金の星社 913 ﾀ
おてつだいねこのこもりうた 竹下　文子 金の星社 913 ﾀ
そいつの名前はエメラルド 竹下　文子 金の星社 913 ﾀ
ちいさなおはなしやさんのお
はなし

竹下　文子 小峰書店 913 ﾀ

はしれおてつだいねこ 竹下　文子 金の星社 913 ﾀ
わたしおてつだいねこ 竹下　文子 金の星社 913 ﾀ
ぼくのおよめさんベストテン ぼくは小学生の童話作 竹下　竜之介 学研 913 ﾀ
天才えりちゃん金魚を食べた 竹下　竜之介 岩崎書店 913 ﾀ
科学あそび 竹村　嘉夫 講談社 403 ﾀ

はじめての古事記 日本の神話
竹中　淑子，根岸
貴子

徳間書店 164 ﾀ

くろねこベキと００３ 竹田　まゆみ 小峰書店 913 ﾀ
ぼくは未来（あした）の七冠王 竹田　まゆみ ポプラ社 913 ﾀ
ハクチョウ 北国からの動物記　１ 竹田津　実 アリス館 488 ﾀ
ライオンのしごと どうぶつさいばん 竹田津　実 偕成社 913 ﾀ

家族になったスズメのチュン
森の獣医さんの動物日
記　１

竹田津　実 偕成社 916 ﾀ

ゆかいな牧場
ウサギぶつかれ木の
根っこ

竹田津　実 平凡社 480 ﾀ

キタキツネ日記 竹田津　実 平凡社 480 ﾀ
シマリスはたねまきじょうず 竹田津　実 国土社 480 ﾀ
子ぎつねヘレンがのこしたも 竹田津　実 偕成社 480 ﾀ
どうぶつさいばんタンチョウ
は悪代官か？

竹田津　実 偕成社 913 ﾀ

イチゴがいっぱい 竹内　もと代 文研出版 913 ﾀ

リンダの物語
砂漠の町へ行ったシロ
クマ

竹内　敬二
ひさかたチャイル
ド

916 ﾀ

さかな・食べるのだいすき！ 竹内　昌昭 大日本図書 590 ﾀ

時間旅行の夜
昔のくらし（家）の話
チャートＢＯＯＫＳ　学習
シリーズ

竹内　誠 数研出版 380 ﾀ

びっくり！！トリックアート　２ あっ！色がかわった？ 竹内　龍人　編著 汐文社 720 ﾀ
びっくり！！トリックアート　１ えっ！おなじ長さ？ 竹内　龍人　編著 汐文社 720 ﾀ
びっくり！！トリックアート　３ おっ！動いてる？ 竹内　龍人　編著 汐文社 720 ﾀ

あそぼうトリックアートランド
竹内　龍人，おま
けたらふく舎　編著

汐文社 720 ﾀ

はじめてのたまご焼き 竹林　亜紀 小峰書店 590 ﾀ

サツキマスのいた川
ふしぎなきっぷを手に、
少年は過去の川へと旅
立った

田口　茂男 草土文化 452 ﾀ

Ｆ‐１グランプリ 田沼　武男 小峰書店 680 ﾀ

はじめての和英じてん
あいうえおで英語がす
ぐわかる

田上　善浩　編 ポプラ社 830 ﾀ



デジタルカメラのひみつ 田川　滋
学研広告宣伝局
教材資料制作室

540 ﾀ

かんづめのひみつ 田川　滋 学習研究社 588 ﾀ
光ファイバー通信のひみつ 田川　滋 学研 694 ﾀ
生物の消えた島 田川　日出夫 福音館書店 460 ﾀ
ホームレス中学生 田村　裕 ワニブックス 913 ﾀ
ガラスめだまときんのつのの
ヤギ　ベルラーシ民話

白ロシア民話 日本傑作
絵本シリーズ

田中　かな子　訳 福音館書店 388 ﾀ

世界のじゃんけん
大人と子どものあそび
の教科書

田中　ひろし 今人舎 781 ﾀ

時計のひみつ 田中　久志 学研 449 ﾀ

軟こうのひみつ
学研まんがでよくわか
るシリーズ　47

田中　久志 学習研究社 590 ﾀ

インスタントラーメンのひみつ
学研まんがでよくわか
るシリーズ　48

田中　久志
学研パブリッシン
グ

590 ﾀ

宅配便のひみつ 田中　久志
学研広告宣伝局
教材資料制作室

600 ﾀ

お米のひみつ 田中　久志
学研広告ＳＰ事業
部教材資料制作

610 ﾀ

ミクロの世界 田中　敬一 福音館書店 540 ﾀ

地球の水ＳＯＳ図鑑
もう危ない！未来はどう
なる？　その実態から
取り組みまで

田中　賢治 ＰＨＰ研究所 517 ﾀ

世界どうぶつ家族 写真でみる アラスカ 田中　光常 岩崎書店 480 ﾀ

世界どうぶつ家族
写真でみる 中央アメリ
カ・南アメリカ

田中　光常 岩崎書店 480 ﾀ

台所でみつけた宝石 塩の結晶をしらべる 田中　実 大日本図書 430 ﾀ
名門フライドチキン小学校 田中　成和 ポプラ社 913 ﾀ
シラサギの森 田中　徳太郎 あかね書房 480 ﾀ
ポケット詩集 田中　和雄　編 童話屋 911 ﾀ
ポケット詩集　２ 田中　和雄　編 童話屋 911 ﾀ
ポケット詩集　３ 田中　和雄　編 童話屋 911 ﾀ
森からの手紙 田島　征三 労働旬報社 460 ﾀ

じごくのそうべえ
桂米朝・上方落語・地
獄八景より

田島　征彦 童心社 913 ﾀ

あつおのぼうけん 田島　征彦 童心社 913 ﾀ
ななしのごんべさん 田島　征彦 童心社 913 ﾀ
そうべえまっくろけのけ 田島　征彦 童心社 918 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
アメリカ 体験取材！世
界の国ぐに

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
イギリス 体験取材！世
界の国ぐに

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
インド 体験取材！世界
の国ぐに

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
カナダ 体験取材！世
界の国ぐに

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
コスタリカ 体験取材！
世界の国ぐに

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
スペイン 体験取材！世
界の国ぐに

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
タイ 体験取材！世界の
国ぐに

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
ドイツ 体験取材！世界
の国ぐに

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
マレーシア 体験取材！
世界の国ぐに

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾀ

体験取材！世界の国ぐに
韓国 体験取材！世界
の国ぐに

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾀ

心をつなぐ糸 武井　照子 金の星社 913 ﾀ



子どもとまなぶいじめ・暴力
克服プログラム

想像力・共感力・コミュ
ニケーション力を育てる
ワーク

武田　さち子 合同出版 370 ﾀ

さつまいもの絵本 そだててあそぼう　３ 武田　英之　編 農山漁村文化協 470 ﾀ
親子で読もう！子どもの安全
ブック

武田　信彦
スタジオタッククリ
エイティブ

370 ﾀ

河童よ、出てこい 武田　正 福音館書店 380 ﾀ

さんご礁のなぞをさぐって
生き物たちのたたかい
と助け合い

武田　正倫 文研出版 468 ﾀ

武田双雲・双龍の母が教え
るどんな子でも字がきれいに
なる本

まなぶっく 武田　双葉 メイツ出版 728 ﾀ

楽しく覚える漢字の本 ５年生 北島　春信　執筆 玉川大学出版部 810 ﾀ
ふしぎふにゃふにゃフランケ 立花　尚之介 岩崎書店 913 ﾀ
花ものがたり　冬 立原　えりか 小学館 470 ﾀ
花ものがたり夏 立原　えりか 小学館 470 ﾀ
花ものがたり春 立原　えりか 小学館 470 ﾀ
名作オペラ物語 世界歌劇名作 立原　えりか　編訳 偕成社 908 ﾀ
森に生きる 立松　和平 講談社 460 ﾀ
酪農家族　２ 牧場の猫 立松　和平 河出書房新社 913 ﾀ

山のいのち
立松和平・伊勢英子
心と感動の絵本　１

立松　和平 ポプラ社 913 ﾀ

海のいのち
立松和平・伊勢英子
心と感動の絵本　２

立松　和平 ポプラ社 913 ﾀ

くらかけ山の熊 立松　和平 フレーベル館 913 ﾀ
街のいのち 立松　和平 くもん出版 913 ﾀ
川のいのち 立松　和平 くもん出版 913 ﾀ
田んぼのいのち 立松　和平 くもん出版 913 ﾀ
酪農家族 立松　和平 河出書房新社 913 ﾀ
見習い魔術師トトの冒険　１ 見習い魔術師トトの冒 立石　彰 講談社 913 ﾀ
見習い魔術師トトの冒険　２ 見習い魔術師トトの冒 立石　彰 講談社 913 ﾀ
地球 学研 31 ﾁ

チャレンジ！あそび大事典
ゲーム機なしでもこんな
にオモシロイ

偕成社 31 ﾁ

中国・四国地方
都道府県別日本地理
ポプラディア情報館

ポプラ社 31 ﾁ

中部地方
都道府県別日本地理
ポプラディア情報館

ポプラ社 31 ﾁ

チャップリン 伝記世界を変えた人々 偕成社 280 ﾁ
地球のふしぎ 全国こども電話相談室 小学館 450 ﾁ
地球のためにわたしたちにで
きること

ゴミをへらすためにでき
ること

ポプラ社 519 ﾁ

地球のためにわたしたちにで
きること

リサイクルのためにでき
ること

ポプラ社 519 ﾁ

地球のためにわたしたちにで
きること

空気をきれいにするた
めにできること

ポプラ社 519 ﾁ

地球のためにわたしたちにで
きること

自然と生きるためにで
きること

ポプラ社 519 ﾁ

地球のためにわたしたちにで
きること

食べ物の安全のために
できること

ポプラ社 519 ﾁ

地球のためにわたしたちにで
きること

水をきれいにするため
にできること

ポプラ社 519 ﾁ

地球のためにわたしたちにで
きること

地球環境のためにでき
ること

ポプラ社 519 ﾁ

地球の環境 ジュニア学研の図鑑　１ 学習研究社 519 ﾁ
地球の環境問題シリーズ ゴミが地球をうめつくす ポプラ社 519 ﾁ

地球の環境問題シリーズ
フロンガスがオゾン層を
こわす

ポプラ社 519 ﾁ



地球の環境問題シリーズ
わたしたちの水があぶ
ない！

ポプラ社 519 ﾁ

地球の環境問題シリーズ
大気汚染から地球をま
もれ！

ポプラ社 519 ﾁ

地球環境白書 今「地球」が危ない 学研 519 ﾁ
地球環境白書 今「緑」が危ない 学研 519 ﾁ
早わかり！通信ネットワーク
のしくみ

集英社 540 ﾁ

バーバパパのＡＢＣ アネット＝チゾン 講談社 830 ﾁ

あわてもののちびっこパンダ
ケイス＝チャト
フィールド

学研 933 ﾁ

リトル・プリンセス　エジプトの
アイシャ姫

エジプトのアイシャ姫 ケイティ・チェイス ポプラ社 933 ﾁ

リトル・プリンセス　おとぎ話
のイザベラ姫

おとぎの話のイザベラ
姫

ケイティ・チェイス ポプラ社 933 ﾁ

リトル・プリンセス　ささやきの
アザラ姫

ささやきのアザラ姫 ケイティ・チェイス ポプラ社 933 ﾁ

リトル・プリンセス　とうめいな
花姫

とうめいな花姫 ケイティ・チェイス ポプラ社 933 ﾁ

リトル・プリンセス　愛のまほ
うとイシドラ姫

愛のまほうとイシドラ姫 ケイティ・チェイス ポプラ社 933 ﾁ

リトル・プリンセス　雨をよぶ
イメナ姫

雨をよぶイメナ姫 ケイティ・チェイス ポプラ社 933 ﾁ

リトル・プリンセス　人魚のマ
リッサ姫

人魚のマリッサ姫 ケイティ・チェイス ポプラ社 933 ﾁ

リトル・プリンセス　氷の城の
アナスタシア姫

氷の城のアナスタシア
姫

チェイス・ケイティ ポプラ社 933 ﾁ

生きていたい！
チェルノブイリの子ども
たちの叫び

チェルノブイリ子ど
も基金　編

小学館 540 ﾁ

ウェン王子とトラ チェン　ジャンホン 徳間書店 933 ﾁ
ふしぎなしろねずみ　韓国の
むかしばなし

韓国のむかしばなし 大
型絵本

チャン　チョルムン 岩波書店 388 ﾁ

成績があがる魔法のチョコ
韓国人気童話シリーズ
１３

チョン　ソンラン 現文メディア 929 ﾁ

トッケビのこんぼう チョン　チャジュン 平凡社 388 ﾁ

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 31 ﾁ

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 31 ﾁ

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 31 ﾁ

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 31 ﾁ

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 31 ﾁ

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 31 ﾁ

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 31 ﾁ

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 31 ﾁ

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 31 ﾁ

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 31 ﾁ

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 31 ﾁ

クックの航海
ピエロ・ヴェン
トゥーラ

評論社 209 ﾁ



コロンブスの航海
ピエロ・ヴェン
トゥーラ

評論社 209 ﾁ

マゼランの航海 ピエロ・ベントゥー 評論社 209 ﾁ
マルコ・ポーロの冒険 ピエロ・ベントゥー 評論社 209 ﾁ
リビングストンの探検 ピエロ・ベントゥー 評論社 209 ﾁ
海と人間 ピエロ・ベントゥー 評論社 452 ﾁ
チャイコフスキー クリンへ帰る旅びと ひの　まどか リブリオ出版 280 ﾁ
ねずみのおよめいり モニカ・チャン 河出書房新社 990 ﾁ

カポックの木
南米アマゾン・熱帯雨
林のお話

リン・チェリー 童話屋 933 ﾁ

魔女とふしぎな指輪 魔女の本棚　１ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
水曜日の魔女 魔女の本棚　２ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
さかさま魔女 魔女の本棚　３ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
１３番目の魔女 魔女の本棚　４ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
青魔女とほうき 魔女の本棚　５ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
魔女と空飛ぶきのこ 魔女の本棚　６ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
魔法の本と魔女 魔法の本棚　７ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
魔女のボタン 魔女の本棚　８ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
魔女の宝物 魔女の本棚　９ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
魔女のスプーン 魔女の本棚　１０ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
魔女のお菓子 魔女の本棚　１１ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
お城の魔女 魔法の本棚　１２ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
魔女の庭 魔女の本棚　１３ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
魔女のネコ 魔女の本棚　１４ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
おねがいの木と魔女 魔女の本棚　１５ ルース・チュウ フレーベル館 933 ﾁ
ぜったいがっこうにはいかな
いからね

チャーリーとローラのお
はなし

ローレン・チャイル
ド

フレーベル館 933 ﾁ

ぜったいたべないからね
チャーリーとローラのお
はなし

ローレン・チャイル
ド

フレーベル館 933 ﾁ

ぜったいねないからね
チャーリーとローラのお
はなし

ローレン・チャイル
ド

フレーベル館 933 ﾁ

ふところにいだく生命の水・
富士の自然

近田　文弘 大日本図書 460 ﾁ

地球環境を守る人々 エコライフをすすめる 西岡　秀三　監修 学研 519 ﾁ
地球環境を守る人々 ゴミ（廃棄物）とたたかう 西岡　秀三　監修 学研 519 ﾁ
地球環境を守る人々 自然をまもる 西岡　秀三　監修 学研 519 ﾁ
地球環境を守る人々 新しいエネルギーをつく 西岡　秀三　監修 学研 519 ﾁ
地球環境を守る人々 生き物をたすける 西岡　秀三　監修 学研 519 ﾁ

地球環境を守る人々
地球規模で見る環境問
題のまとめとデータ

西岡　秀三　監修 学研 519 ﾁ

火は友だち？
自然の火と科学の火、
火と人間の歴史

西田　雅嗣　訳 同朋舎出版 500 ﾁ

ウドンゲのなぞをとく 千国　安之輔 大日本図書 486 ﾁ
体験と交流でつくる「総合」 住みやすいまちにしよう 千葉　昇　監修 ポプラ社 90 ﾁ
体験と交流でつくる「総合」 学校のまつりをつくろう 千葉　昇　監修 ポプラ社 370 ﾁ
体験と交流でつくる「総合」 まちの伝統に親しもう 千葉　昇　監修 ポプラ社 380 ﾁ
小学生のための世界の国ぐ
にものしり学習ブック

地球の歩き方ブックス
地球の歩き方編集
室　編

ダイヤモンド・ビッ
グ社

290 ﾁ

ニッポンまるかじり！地理
ブック

地理教育研究会
編

講談社 291 ﾁ

めだかの学校 茶木滋童謡詩集 茶木　滋 岩崎書店 911 ﾁ

ため池物語
読んで見て！見て！
「ため池」のこと

中国四国農政局 中国四国農政局 90 ﾁ

調べ学習にやくだつ社会科
資料のよみ方・つくり方

新聞・テレビ ポプラ社 2 ﾂ

みんなの調べ学習
全国の調べ学習実践
集 いろいろな調べ学習

ポプラ社 2 ﾂ

調べ学習にやくだつ社会科
資料のよみ方・つくり方

地図 ポプラ社 2 ﾂ



調べ学習にやくだつ社会科
資料のよみ方・つくり方

発表のアイデア ポプラ社 2 ﾂ

調べ学習にやくだつ社会科
資料のよみ方・つくり方

文章・お話 ポプラ社 2 ﾂ

みんなの調べ学習
全国の調べ学習実践
集 まちを調べる

ポプラ社 90 ﾂ

みんなの調べ学習
全国の調べ学習実践
集 歴史を調べる

ポプラ社 210 ﾂ

伝記世界を変えた人々

ツツ大主教 南アフリカ
の黒人差別・アパルト
ヘイト（人種隔離）政策
に対してたたかう勇敢

偕成社 280 ﾂ

伝えたいふるさとの１００話
地域活性化セン
ター

291 ﾂ

新しい小学生の社会科見学 きょう土博物館の見学 ポプラ社 310 ﾂ
新しい小学生の社会科見学 消防しょの見学 ポプラ社 310 ﾂ

障害を知ろう！
みんなちがって、みんな
いい ダウン症の友だち

金の星社 369 ﾂ

調べ学習にやくだつ社会科
資料のよみ方・つくり方

写真・絵 ポプラ社 370 ﾂ

調べ学習にやくだつ社会科
資料のよみ方・つくり方

図・表・グラグ ポプラ社 370 ﾂ

調べ学習にやくだつ社会科
資料のよみ方・つくり方

年表・こよみ ポプラ社 370 ﾂ

みんなの調べ学習
全国の調べ学習実践
集 川と水を調べる

ポプラ社 452 ﾂ

みんなの調べ学習
全国の調べ学習実践
集 野山を調べる

ポプラ社 460 ﾂ

つくってあそぼうよ！ えんげいかになろう 偕成社 470 ﾂ
新しい小学生の社会科見学 せいそう工場の見学 ポプラ社 519 ﾂ
新しい小学生の社会科見学 浄水場の見学 ポプラ社 519 ﾂ
新しい小学生の社会科見学 パン工場の見学 ポプラ社 590 ﾂ
つくってみたいなはじめての
りょうり

図書館版 きらきらおせ
ち

学研 590 ﾂ

つくってみたいなはじめての
りょうり

図書館版 ごくごくミルク 学研 590 ﾂ

つくってみたいなはじめての
りょうり

図書館版 ころころたま
ご

学研 590 ﾂ

つくってみたいなはじめての
りょうり

図書館版 つるつるめ
ん・パスタ

学研 590 ﾂ

つくってみたいなはじめての
りょうり

図書館版 ぱくぱくごは
ん

学研 590 ﾂ

つくってみたいなはじめての
りょうり

図書館版 ぱりぱりやさ
い

学研 590 ﾂ

つくってみたいなはじめての
りょうり

図書館版 ぴんぴんさか
な

学研 590 ﾂ

つくってみたいなはじめての
りょうり

図書館版 わいわいそと
でたべよう

学研 590 ﾂ

新しい小学生の社会科見学 スーパーの見学 ポプラ社 600 ﾂ
新しい小学生の社会科見学 市場の見学 ポプラ社 600 ﾂ
新しい小学生の社会科見学 商店がいの見学 ポプラ社 600 ﾂ
新しい小学生の社会科見学 野菜づくり農家の見学 ポプラ社 600 ﾂ
新しい小学生の社会科見学 米づくり農家の見学 ポプラ社 610 ﾂ
つくってあそぼうよ！ おばけとあそぼう 偕成社 750 ﾂ

つくってあそぼうよ！
にんぎょう・おめんをつ
くろう

偕成社 750 ﾂ

つくってあそぼうよ！ パーティーしよう 偕成社 750 ﾂ
日本の名作童話 石うすの歌 岩崎書店 913 ﾂ
ふしぎなウリどろぼう おおた　だいはち 国土社 388 ﾂ



金色の雲になったトラ ファンタ爺さんの話の庭 つかごし　つねじ 小峰書店 913 ﾂ
ぼくの夏休み革命 つちもと　としえ 国土社 913 ﾂ
かわいそうなぞう つちや　ゆきお 金の星社 913 ﾂ
悲しみの王妃 ツバイク　原作 偕成社 908 ﾂ
まんが日本どうぶつ記 つぼい　こう 朝日新聞社 480 ﾂ
ハム・ソーセージのひみつ つやま　あきひこ 学研 588 ﾂ
野菜ジュースのひみつ つやま　あきひこ 学研 588 ﾂ
バス・フィッシングがわかる本 つりトップ編集部 学研 780 ﾂ

津田梅子
六歳でアメリカに留学し
た女子教育のパイオニ

みやぞえ　郁雄 小学館 280 ﾂ

算数わくわく大作戦 井　通真 朝日新聞社 410 ﾂ
ネコちゃんの花 ネコの童話集 今西　祐行 岩崎書店 913 ﾂ

発見！体験！日本の食事
おにぎり 時代による変
化を知ろう

次山　信男　監修 ポプラ社 590 ﾂ

発見！体験！日本の食事
すいとん 戦争中の食事
を体験しよう

次山　信男　監修 ポプラ社 590 ﾂ

発見！体験！日本の食事
すし 地域の食材のちが
いを知ろう

次山　信男　監修 ポプラ社 590 ﾂ

発見！体験！日本の食事
そば・うどん 栽培から
食べるまでを体験しよう

次山　信男　監修 ポプラ社 590 ﾂ

発見！体験！日本の食事
ドングリクッキー 縄文
時代の食事を体験しよ

次山　信男　監修 ポプラ社 590 ﾂ

発見！体験！日本の食事 もち 人々の行事を知ろ 次山　信男　監修 ポプラ社 590 ﾂ

発見！体験！日本の食事
豆腐・みそ・しょうゆ 日
本の味のひみつを知ろ

次山　信男　監修 ポプラ社 590 ﾂ

円谷英二
ウルトラマンをつくった
映画監督 学習まんが
人物館　日本　小学館

小林　たつよし 小学館 280 ﾂ

大リーグのひみつ 常野　啓 学研 783 ﾂ

つくってあそぼう・工作ランド
生活科や図画工作につ
かえる おたのしみ会の
工作１０１

神戸　憲治 ポプラ社 750 ﾂ

つくってあそぼう・工作ランド
生活科や図画工作につ
かえる ゆかいなゲーム
工作１０１

神戸　憲治 ポプラ社 750 ﾂ

わたしは町の探検記者
総合的学習実践集 町
から情報を発信しよう

水越　敏行　監修 学研 2 ﾂ

わたしは町の探検記者
総合的学習実践集 い
ろいろな国と交流しよう

水越　敏行　監修 学研 300 ﾂ

わたしは町の探検記者
総合的学習実践集 日
本と世界の食べ物を比
べよう

水越　敏行　監修 学研 300 ﾂ

わたしは町の探検記者
総合的学習実践集 お
年寄りや町の人とふれ
あおう

水越　敏行　監修 学研 308 ﾂ

わたしは町の探検記者
総合的学習実践集 町
の伝統や文化を知ろう

水越　敏行　監修 学研 380 ﾂ

わたしは町の探検記者
総合的学習実践集 健
康なくらしといのちを見
つめよう

水越　敏行　監修 学研 490 ﾂ

うずまき・うずまき・かたつむ 津田　真帆 大日本図書 480 ﾂ
天使様のたまご 津田　直美 リブロポート 913 ﾂ

科学あそび大図鑑
身近な道具でできるた
のしい科学実験集

津田　妍子 大月書店 420 ﾂ

トーキナ・ト
アイヌの神話　ふくろう
のかみのいもうとのお
はなし 日本傑作絵本シ

津島　佑子 福音館書店 388 ﾂ

イソギンチャクのちえ 塚崎　慎一郎 大日本図書 480 ﾂ
そだててあそぼう　６２ 塚田　元尚　編 農山漁村文化協 471 ﾂ



星がうまれる 塚本　治弘 草土文化 440 ﾂ
鉱物 地底からのたより 塚本　治弘 あかね書房 450 ﾂ
雲と天気 塚本　治弘 あかね書房 451 ﾂ
雲と天気　新装版 塚本　治弘 あかね書房 451 ﾂ
環八雲ってどんな雲？ 塚本　治弘 大日本図書 451 ﾂ
四季のお天気かんさつ 塚本　治弘 あかね書房 451 ﾂ
水 めぐる水のひみつ 塚本　治弘 あかね書房 452 ﾂ
水　新装版 めぐる水のひみつ 塚本　治弘 あかね書房 452 ﾂ
鉱物　新装版 地底からのたより 塚本　治弘 あかね書房 459 ﾂ
クスリのはなし 塚本　治弘 さ・え・ら書房 490 ﾂ
本当にあったような世界のふ
しぎ話

辻　真先 学研 388 ﾂ

迷犬ルパンとアイドル 辻　真先 学研 913 ﾂ
いぼがえるのホクロ ついてる？ついてな 辻　邦 佼成出版社 913 ﾂ
まってました！タケちゃん 辻　邦 あかね書房 913 ﾂ
父ちゃんはスターだぜ！ 辻　邦 童心社 913 ﾂ

かいぶつぞろぞろ
絵にみるたし算のいき
もの

辻村　益朗 福音館書店 913 ﾂ

まき貝のうた 坪井　郁美 福音館書店 913 ﾂ
日本のむかし話 坪田　譲治 偕成社 388 ﾂ
壷井栄児童文学全集 壷井　栄 講談社 90 ﾂ
リンゴのふくろ 壷井　栄 大日本図書 913 ﾂ
花はだれのために 壷井　栄 岩崎書店 913 ﾂ
二十四の瞳 壷井　栄 ポプラ社 913 ﾂ
母のない子と子のない母と 壷井　栄 ポプラ社 913 ﾂ
母のない子と子のない母と 壷井　栄 金の星社 913 ﾂ
言葉はひろがる 鶴見　俊輔 福音館書店 800 ﾂ
あめふりくまのこ 鶴見　正夫 国土社 911 ﾂ
八月のサンタクロース 鶴見　正夫 金の星社 913 ﾂ
話してみようよ！ 鶴田　洋子 さ・え・ら書房 800 ﾂ
話してみようよもっと！ 鶴田　洋子 さ・え・ら書房 800 ﾂ

モンスター一家のモン太くん
モンスタータウンへよう
こそ

土屋　富士夫 徳間書店 913 ﾂ

かちかち山のすぐそばで 筒井　敬介 フレーベル館 913 ﾂ
ぼくのひげそりクリーム 筒井　敬介 あかね書房 913 ﾂ
雨はこびの来る沼 筒井　頼子 福音館書店 913 ﾂ
お母さんのてのひら 壼井　栄 ポプラ社 913 ﾂ
伝記世界を変えた人々 マザー・テレサ 偕成社 280 ﾃ

帝国書院ジュニア地理
地図とともにスイスの少
年アルプスを探る 氷河
の子チタとの出会い

帝国書院 290 ﾃ

帝国書院ジュニア地理
地図と写真で見る 海の
しくみと人々

帝国書院 290 ﾃ

帝国書院ジュニア地理
地図と写真で見る 山の
しくみと人々

帝国書院 290 ﾃ

帝国書院ジュニア地理
地図と写真で見る 森林
のしくみと人々

帝国書院 290 ﾃ

帝国書院ジュニア地理
地図と写真で見る 川の
しくみと人々

帝国書院 290 ﾃ

帝国書院ジュニア地理
地図と写真で見る 草原
のしくみと人々

帝国書院 290 ﾃ

伝統行事がわかる図鑑　１ ポプラ社 386 ﾃ
伝統行事がわかる図鑑　２ ポプラ社 386 ﾃ
伝統行事がわかる図鑑　３ ポプラ社 386 ﾃ
伝統行事がわかる図鑑　４ ポプラ社 386 ﾃ
伝統行事がわかる図鑑　５ ポプラ社 386 ﾃ

帝国書院ジュニア地理
地図と写真で見る 砂漠
のしくみと人々

帝国書院 450 ﾃ

ことわざパトロール 「禍を転じて福となす」 中央公論社 810 ﾃ



少年少女世界文学館 クリスマスキャロル 講談社 908 ﾃ
子どものための世界名作文 ロビンソン・クルーソー 集英社 908 ﾃ
少年少女世界文学館 ロビンソン漂流記 講談社 908 ﾃ
てくてくたったか！くつ ひさかたチャイル 913 ﾃ
ロビン・フッド Ａ．Ｌ．シンガー 偕成社 933 ﾃ

マザー・テレサ
貧しい人びとに限りなき
愛をそそいだ現代の聖

あべ　さより 小学館 289 ﾃ

三銃士
アレクサンドル＝
デュマ

偕成社 953 ﾃ

巌窟王
アレクサンドル・
デュマ

集英社 908 ﾃ

ポカホンタス インゴリア　作 偕成社 933 ﾃ

かしこいモリー
ウォルター・デ・ラ・
メア

ほるぷ出版 933 ﾃ

トレジャー・プラネット キキ・ソープ 偕成社 933 ﾃ

ハロウィーンってなぁに？
主婦の友はじめてブッ
ク　おはなしシリーズ

クリステル・デモワ
ノー

主婦の友社 959 ﾃ

ポーランド
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ザイラ・デッカー ほるぷ出版 290 ﾃ

ポルトガル
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ザイラ・デッカー ほるぷ出版 290 ﾃ

クリスマス・キャロル
チャールズ・ディケ
ンズ

集英社 908 ﾃ

ヤクーバとライオン　１ 講談社の翻訳絵本 ティエリー・デ 講談社 726 ﾃ
ヤクーバとライオン　２ 講談社の翻訳絵本 ティエリー・デ 講談社 726 ﾃ
１つぶのおこめ さんすうのむかしばなし デミ 光村教育図書 929 ﾃ
がんくつ王 デュマ ポプラ社 953 ﾃ
宇宙から原子へ・原子から宇
宙へ

ミクロの世界へズーム
イン！

トレヴァー・デイ 理論社 400 ﾃ

うんち
この謎に満ちたすばら
しきもの

ニコラ・デイビス フレーベル館 480 ﾃ

さかさま物語 フィリップ・デュマ 佑学社 950 ﾃ

ものぐさトミー
岩波の子どもの本　カ
ンガルー印

ペーン・デュボア 岩波書店 933 ﾃ

ペンギンのヒナ ベティ・テイサム 福音館書店 488 ﾃ
化石図鑑 ポール・テイラー あすなろ書房 457 ﾃ

暗やみの中のきらめき
点字をつくったルイ・ブ
ライユ

マイヤリーサ・
ディークマン

汐文社 993 ﾃ

びりっかすの子ねこ
マインダート＝ディ
ヤング

偕成社 933 ﾃ

丘はうたう
マインダート・ディ
ヤング

福音館書店 933 ﾃ

マザー・テレサ やなぎや　けいこ ポプラ社 280 ﾃ
ノートルダムの鐘 ユーゴー　原作 偕成社 933 ﾃ

黒い兄弟 ジョルジョの長い旅 リザ・テツナー
ベネッセコーポ
レーション

943 ﾃ

黒い兄弟　下 リザ・テツナー あすなろ書房 943 ﾃ
黒い兄弟　上 リザ・テツナー あすなろ書房 943 ﾃ

ふしぎの国のアリス
ルイス・キャロル
原作

偕成社 933 ﾃ

ぼくたち・わたしたちの地球
温暖化問題

今日からはじめる地球
の守りかた

ローリー・デイ
ヴィッド

小学館 519 ﾃ

ポルコさまちえばなし スペインのたのしいお ロバート・デイヴィ 岩波書店 930 ﾃ
伝統文化で体験学習 行事と遊びをつくろう 永井　順国　監修 ポプラ社 380 ﾃ
伝統文化で体験学習 和室と庭にふれよう 永井　順国　監修 ポプラ社 380 ﾃ
伝統文化で体験学習 和食に挑戦しよう 永井　順国　監修 ポプラ社 590 ﾃ
伝統文化で体験学習 和の心を感じよう 永井　順国　監修 ポプラ社 700 ﾃ
伝統文化で体験学習 日本語を楽しもう 永井　順国　監修 ポプラ社 810 ﾃ
ふしぎの国のアリス 加島　葵　訳 中央公論社 933 ﾃ



シンデレラ２ Ｄｒｅａｍｓ　ｃｏｍｅ　ｔｒｕｅ 橘高　弓枝 偕成社 933 ﾃ
盗賊王の伝説 アラジン完結編 橘高　弓枝 偕成社 933 ﾃ

１０１匹わんちゃん
ディズニーアニメ・ノベラ
イゼーション

橘高　弓枝 偕成社 933 ﾃ

ピーター・パン ネバーランドの秘密 橘高　弓枝 偕成社 933 ﾃ
Ａｌａｄｄｉｎジャファーの逆襲 橘高　弓枝 偕成社 933 ﾃ
アラジン 橘高　弓枝 偕成社 933 ﾃ
ダンボ 橘高　弓枝 偕成社 933 ﾃ

燃料電池車のひみつ 御堀　直嗣　監修
学研コミュニケー
ションビジネス事
業部教材資料制

680 ﾃ

手塚治虫 国松　俊英 ポプラ社 280 ﾃ

いろいろ朝ごはん
はじめてでもかんた
ん！アイデア料理

寺西　恵里子 汐文社 596 ﾃ

パパッとランチ
はじめてでもかんた
ん！アイデア料理

寺西　恵里子 汐文社 596 ﾃ

びっくりスイーツ
はじめてでもかんた
ん！アイデア料理

寺西　恵里子 汐文社 596 ﾃ

みんなでディナー
はじめてでもかんた
ん！アイデア料理

寺西　恵里子 汐文社 596 ﾃ

マヤイの花やさん
わたしまじょですマヤイ
です　３

寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ

６月３１日６時３０分 寺村　輝夫 童心社 913 ﾃ
アイコのじゅもん 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
あやうしポケット 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
あやしいほらあな 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
うちゅう人間ケン 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
うらないのひみつ 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
かみなりトッケポ 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
こおったポケット 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
こびとのピコ 寺村　輝夫 大日本図書 913 ﾃ
ぞうのたまごのたまごやき 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
てんぐのはなし 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
とうめい人間の１０時 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
トランプは王さまぬき 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
ながれ星のひみつ 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
のろわれたたまご 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
ハアト星の花 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
はねのあるキリン 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
ぼくは王さま 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
まほうつかいのチョモチョモ 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
ゆうれいせんペサ 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
ロボット人間ポン 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
王さまうらない大あたり 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さまかいぞくせん 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さまきえたゆびわ 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さまスパイじけん 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さまダイマの手紙 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さまなくした時間 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さまなぜなぜ戦争 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さまなぞのピストル 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さまばんざい 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さまびっくり 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さまゆめのひまわり 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さま魔女のひみつ 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
王さま魔法ゲーム 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ
空とぶかいぞくせん 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
人魚となぞの木 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ
魔女のワナムケ 寺村　輝夫 あかね書房 913 ﾃ



魔法使いのチョモチョモ 寺村　輝夫 理論社 913 ﾃ

科学と科学者のはなし 寺田寅彦エッセイ集
寺田　寅彦　池内
了　編

岩波書店 914 ﾃ

エコアップ大作戦 家庭編 寺本　潔 大日本図書 519 ﾃ
エコアップ大作戦 学校編 寺本　潔 大日本図書 519 ﾃ
エコアップ大作戦 地域編 寺本　潔 大日本図書 519 ﾃ
鉄腕アトム 手塚　治虫 金の星社 726 ﾃ

たんちょうづるのそら
極寒に生きる生きもの
たち

手島　圭三郎 リブリオ出版 913 ﾃ

えぞしかのたび
北に生きるかしこい動
物たち

手島　圭三郎 リブリオ出版 913 ﾃ

ゆきうさぎのちえ
北に生きるかしこい動
物たち

手島　圭三郎 リブリオ出版 913 ﾃ

おおはくちょうのそら 北の森から 手島　圭三郎 リブリオ出版 913 ﾃ
しまふくろうのみずうみ 北の森から 手島　圭三郎 リブリオ出版 913 ﾃ
ひぐまのあき 北の森から 手島　圭三郎 リブリオ出版 913 ﾃ
えらいぞサーブ！ 主人をたすけた盲導犬 手島　悠介 講談社 369 ﾃ

がんばれ！　盲導犬サーブ
足をうしなっても主人を
助けた盲導犬

手島　悠介 講談社 369 ﾃ

天国へいったサーブ 続・盲導犬サーブ物語 手島　悠介 講談社 369 ﾃ
かぎばあさんアメリカへいく 手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ
かぎばあさんがさらわれた 手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ
かぎばあさんともう一人のボ 手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ
かぎばあさんのことわざ教室 手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ
かぎばあさんのサンタクロー 手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ
かぎばあさんのファミリーレ
ストラン

手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ

かぎばあさんのマンガ教室 手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ
かぎばあさんのミステリー館 手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ
かぎばあさんは名探偵 手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ
かぎばあさんへのひみつの
手紙

手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ

かぎばあさんぼうけんの島へ 手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ
にせもののかぎばあさん 手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ
ふしぎなかぎばあさん 手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ
親切キップだかぎばあさん 手島　悠介 岩崎書店 913 ﾃ
段ボールのひみつ 出口　こずえ 学研 500 ﾃ

人工衛星のひみつ
学研まんがでよくわか
るシリーズ　56 入澤

出口　由美子
学研パブリッシン
グ

500 ﾃ

手塚治虫キャラクター図鑑
「ジャングル大帝」と動
物交響楽編　総索引

池田　啓晶 朝日新聞社 720 ﾃ

じぶんでできる天気予報 塚本　治弘 ポプラ社 451 ﾃ

夢・未来へつながる電気通信 通信の科学
電気通信科学財
団　編集

電気通信科学財
団

540 ﾃ

ピーター・パン 土屋　毅　訳 中央公論社 933 ﾃ
白雪姫 土屋　毅　訳 中央公論社 933 ﾃ

手塚治虫
２１世紀をデザインした
まんが家

伴　俊男 小学館 280 ﾃ

鳥のふしぎ ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾄ
徳川家康 学習漫画　日本の伝記 集英社 280 ﾄ
徳川家康 関ケ原の合戦 学研 280 ﾄ
学習漫画　日本の伝記 集英社版 徳川家康 集英社 280 ﾄ

豊臣秀吉
天下の統一 安土・桃山
時代

学研 280 ﾄ

早わかり！国会のしくみ 集英社 310 ﾄ
みんなと考える人間と地球の
健康

環境編 自然のしくみ・
天敵図鑑

星の環会 460 ﾄ

みんなと考える人間と地球の
健康

人間編 手づくり・子ども
の食品学

星の環会 490 ﾄ



みんなと考える人間と地球の
健康

人間編 食事がつくる人
間のからだ

星の環会 490 ﾄ

みんなと考える人間と地球の
健康

環境編 大自然を耕す・
安全な食品

星の環会 519 ﾄ

どうぐがじょうずにつかえる本
安全に・じょうずに・たの
しく いろんなものをつ
くってみよう

ポプラ社 750 ﾄ

どうぐがじょうずにつかえる本
安全に・じょうずに・たの
しく えのぐのつかいか

ポプラ社 750 ﾄ

どうぐがじょうずにつかえる本
安全に・じょうずに・たの
しく カッターナイフ・のこ
ぎりのつかいかた

ポプラ社 750 ﾄ

どうぐがじょうずにつかえる本
安全に・じょうずに・たの
しく かなづち・きり・ドラ
イバーのつかいかた

ポプラ社 750 ﾄ

どうぐがじょうずにつかえる本
安全に・じょうずに・たの
しく じょうぎ・ものさしの
つかいかた

ポプラ社 750 ﾄ

どうぐがじょうずにつかえる本
安全に・じょうずに・たの
しく のりのつかいかた

ポプラ社 750 ﾄ

どうぐがじょうずにつかえる本
安全に・じょうずに・たの
しく はさみのつかいか

ポプラ社 750 ﾄ

どうぐがじょうずにつかえる本
安全に・じょうずに・たの
しく ひも・はりがねのつ
かいかた

ポプラ社 750 ﾄ

どうぐがじょうずにつかえる本
安全に・じょうずに・たの
しく ホチキス・クリップ・
テープのつかいかた

ポプラ社 750 ﾄ

どうぐがじょうずにつかえる本

安全に・じょうずに・たの
しく 色えんぴつ・クレヨ
ン・フエルトペンのつか
いかた

ポプラ社 750 ﾄ

少年少女世界文学館
シャーロック・ホームズ
の冒険

講談社 908 ﾄ

小学館世界の名作 トム・ソーヤの冒険 小学館 908 ﾄ
さよなら　おじいちゃん……
ぼくは　そっと　いった

Ｅ．ドネリー さ・え・ら書房 943 ﾄ

風にのってきたメアリー・ポピ
ンズ

Ｐ．Ｌ．トラヴァース 岩波書店 933 ﾄ

シャーロック・ホームズの冒
険

アーサー・コナン・
ドイル

集英社 908 ﾄ

シャーロック・ホームズ全集
まんが版

バスカヴィル家の犬
シャーロック・ホームズ
全集

アーサー・コナン・
ドイル　原著

小学館 933 ﾄ

シャーロック・ホームズ全集
まんが版

ホームズ最後の事件
シャーロック・ホームズ
全集

アーサー・コナン・
ドイル　原著

小学館 933 ﾄ

シャーロック・ホームズ全集
まんが版

恐怖の谷 シャーロック・
ホームズ全集　第３巻
まんが版

アーサー・コナン・
ドイル　原著

小学館 933 ﾄ

風の島へようこそ
くりかえしつかえるエネ
ルギー

アラン・ドラモンド 福音館書店 543 ﾄ

１００の知識サンゴ礁のすが
た

カミラ・ド・ラ・ベドワ
イエール

文研出版 455 ﾄ

１００の知識危険な動物たち １００の知識　シリーズ
カミラ・ド・ラ・ベドワ
イエール

文研出版 480 ﾄ

エロイーズ ケイ・トンプソン リブロポート 933 ﾄ
名探偵シャーロック・ホーム いなくなったラグビー選 コナン・ドイル 岩崎書店 933 ﾄ
名探偵シャーロック・ホーム ギリシャ語通訳のひみ コナン・ドイル 岩崎書店 933 ﾄ



名探偵シャーロック・ホーム くちびるのねじれた男 コナン・ドイル 岩崎書店 933 ﾄ
名探偵シャーロック・ホーム さびしい自転車のり コナン・ドイル 岩崎書店 933 ﾄ

シャーロック＝ホームズ全集
シャーロック＝ホームズ
の冒険（下）

コナン・ドイル 偕成社 933 ﾄ

アルミニウムの杖 シャーロック・ホームズ コナン・ドイル 偕成社 933 ﾄ
名探偵シャーロック・ホーム ノーウッドの建築家 コナン・ドイル 岩崎書店 933 ﾄ
名探偵シャーロック・ホーム プライオリ学院事件 コナン・ドイル 岩崎書店 933 ﾄ
名探偵シャーロック・ホーム ホームズ最後の事件 コナン・ドイル 岩崎書店 933 ﾄ
名探偵シャーロック・ホーム ボールばこのひみつ コナン・ドイル 岩崎書店 933 ﾄ
シャーロック・ホームズ全集 まだらの紐 まんが コナン・ドイル 小学館 933 ﾄ

緋色の研究
まんが版シャーロック・
ホームズ全集

コナン・ドイル 小学館 933 ﾄ

名探偵シャーロック・ホーム 技師のおやゆび事件 コナン・ドイル 岩崎書店 933 ﾄ
シャーロック＝ホームズ全集 四つの署名 コナン・ドイル 偕成社 933 ﾄ
名探偵シャーロック・ホーム 死にかかった探偵 コナン・ドイル 岩崎書店 933 ﾄ
名探偵シャーロック・ホーム 第ニのしみ事件 コナン・ドイル 岩崎書店 933 ﾄ
名探偵シャーロック・ホーム 背中のまがった男 コナン・ドイル 岩崎書店 933 ﾄ
名探偵シャーロック・ホーム 六つのナポレオン像 コナン・ドイル 岩崎書店 933 ﾄ

豊臣秀吉
コミック版　日本の歴史
２

すぎた　とおる ポプラ社 289 ﾄ

どこでもない場所 セーラ　Ｌ．トムソン ほるぷ出版 933 ﾄ
リコとふしぎな豆の木 とき　ありえ 岩崎書店 913 ﾄ
しまうまのしごとさがし トビイ　ルツ ＰＨＰ研究所 913 ﾄ
ホラー横丁１３番地　１ 吸血鬼の牙 トミー・ドンババンド 偕成社 933 ﾄ
ホラー横丁１３番地　２ 魔女の血 トミー・ドンババンド 偕成社 933 ﾄ
ホラー横丁１３番地　３ ミイラの心臓 トミー・ドンババンド 偕成社 933 ﾄ
ホラー横丁１３番地　４ ゾンビの肉 トミー・ドンババンド 偕成社 933 ﾄ
ホラー横丁１３番地　５ 骸骨の頭 トミー・ドンババンド 偕成社 933 ﾄ
ホラー横丁１３番地　６ 狼男の爪 トミー・ドンババンド 偕成社 933 ﾄ
野の本・山の本 秋 とよた　時 誠文堂新光社 380 ﾄ
楽しいキャンピング 海・川 とよた　時 誠文堂新光社 780 ﾄ
楽しいキャンピング 山 とよた　時 誠文堂新光社 780 ﾄ
楽しい山歩き とよた　時 誠文堂新光社 780 ﾄ
かんたんコインとお札の手品 トランプマン 岩崎書店 790 ﾄ
かんたんステージマジック トランプマン 岩崎書店 790 ﾄ
かんたんテーブルマジック トランプマン 岩崎書店 790 ﾄ
かんたんトランプの手品 トランプマン 岩崎書店 790 ﾄ
かんたんひもとハンカチの手 トランプマン 岩崎書店 790 ﾄ
ミラクルたのしい！ハッピー
お仕事ずかん

ドリームワーク調
査会

西東社 366 ﾄ

郷土をつくった偉人事典
４７都道府県　地理と歴
史がよくわかる

どりむ社 ＰＨＰ研究所 281 ﾄ

再生可能エネルギーの大研
究

自然の力を生かす！
太陽光から風力・バイ
オマスまで

どりむ社 ＰＨＰ研究所 501 ﾄ

トルストイの民話 トルストイ 偕成社 953 ﾄ

世界の建物たんけん図鑑
お城や神殿の不思議な
構造と内部を知ろう

パオロ・ドナティ 集文社 520 ﾄ

サイレントナイト クリスマスソングブック ベリンダ・ドウンズ 評論社 760 ﾄ
夜明けの人びと ヘンリー・トリース 大日本図書 933 ﾄ
動物飼育図鑑 イヌ マーク・エバンズ 偕成社 480 ﾄ
動物飼育図鑑 ネコ マーク・エバンズ 偕成社 480 ﾄ
動物飼育図鑑 モルモット マーク・エバンズ 偕成社 480 ﾄ
動物飼育図鑑 金魚・熱帯魚 マーク・エバンズ 偕成社 480 ﾄ
動物飼育図鑑 小鳥 マーク・エバンズ 偕成社 488 ﾄ
トム・ソーヤの冒険 マーク・トウェイン 集英社 908 ﾄ
王子とこじき　下 マーク・トウェイン 偕成社 933 ﾄ
王子とこじき　上 マーク・トウェイン 偕成社 933 ﾄ
トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェン ポプラ社 933 ﾄ



みどりのゆび モーリス・ドリュオ 岩波書店 953 ﾄ

３びきのかわいいオオカミ
ユージーン・トリビ
ザス

冨山房 930 ﾄ

ドビュッシー
印象主義音楽をつくり
あげたフランスの作曲

ロデリック・ダネット 偕成社 280 ﾄ

都道府県大図解日本の地理
岐阜・静岡・愛知・三
重・滋賀 日本の地理

井田　仁康 学習研究社 291 ﾄ

都道府県大図解日本の地理
京都・大阪・兵庫・奈
良・和歌山 日本の地理

井田　仁康 学習研究社 291 ﾄ

都道府県大図解日本の地理
佐賀・長崎・熊本・宮
崎・鹿児島・沖縄 日本
の地理

井田　仁康 学習研究社 291 ﾄ

都道府県大図解日本の地理
埼玉・千葉・東京・神奈
川・山梨 日本の地理

井田　仁康 学習研究社 291 ﾄ

都道府県大図解日本の地理
山形・福島・茨城・栃
木・群馬 日本の地理

井田　仁康 学習研究社 291 ﾄ

都道府県大図解日本の地理
新潟・富山・石川・福
井・長野 日本の地理

井田　仁康 学習研究社 291 ﾄ

都道府県大図解日本の地理
地図の見方・使い方 日
本の地理

井田　仁康 学習研究社 291 ﾄ

都道府県大図解日本の地理
鳥取・島根・岡山・広
島・山口 日本の地理

井田　仁康 学習研究社 291 ﾄ

都道府県大図解日本の地理
徳島・香川・愛媛・高
知・福岡・大分 日本の

井田　仁康 学習研究社 291 ﾄ

都道府県大図解日本の地理
日本の国土と産業 日
本の地理

井田　仁康 学習研究社 291 ﾄ

都道府県大図解日本の地理
北海道・青森・岩手・宮
城・秋田 日本の地理

井田　仁康 学習研究社 291 ﾄ

ドキドキワクワクやってみよう
よボランティア

やってみようよ！人とふ
れあうボランティア

加藤　優　監修 旺文社 369 ﾄ

ドキドキワクワクやってみよう
よボランティア

やってみるまえにボラン
ティアってなに？

加藤　優　監修 旺文社 369 ﾄ

東郷平八郎
近代日本最大の危機を
救ったＺ旗の提督

桂　英澄 新学社・全家研 280 ﾄ

徳川家康
戦乱の世を忍耐で生
き、天下をとった人

桂　英澄 新学社・全家研 280 ﾄ

ぼくがイヌから学んだこと 戸川　幸夫 ポプラ社 150 ﾄ
高安犬物語 戸川　幸夫 国土社 913 ﾄ
オホーツクの海に生きる 彦市じいさんの話 戸川　幸夫　原作 ポプラ社 913 ﾄ

世界のことばあそびえほん
戸田　やすし　企
画・編集

戸田デザイン研
究室

800 ﾄ

エコＱ＆Ａ１００　４ エコＱ＆Ａ１００ 戸嶋　淳子 ポプラ社 519 ﾄ
たしざん・ひきざん 小林　敢治郎 小学館 410 ﾄ
式とグラフがわかる 小林　敢治郎 小学館 410 ﾄ
徳川家康 西本　鶏介 ポプラ社 280 ﾄ

豊臣秀吉
足軽から知恵ひとつで
かけ上がった天下人

大林　かおる 小学館 280 ﾄ

自転車駐車場のひみつ
学研まんがでわかるシ
リーズ　49

鳥飼　規世
学研パブリッシン
グ

500 ﾄ

地デジのひみつ 地デジのひみつ 鳥飼　規世 学研パブリッシン 500 ﾄ
デジタルカメラのひみつ[新 鳥飼　規世 学研 535 ﾄ
そうじのひみつ 鳥飼　規世 学研 598 ﾄ

野菜と花　タネのひみつ
学研まんがでよくわか
るシリーズ　45

鳥飼　規世 学研 620 ﾄ

スポーツクラブのひみつ 鳥飼　規世 学研 781 ﾄ
ドクター・トミーのからだの本
１

うんこはなんでもしって
いる 　消化器と栄養

田沢　梨枝子 小峰書店 498 ﾄ

ドクター・トミーのからだの本
２

やすまずはたらく心ぞう
のひみつ　心ぞうと血

田沢　梨枝子 小峰書店 490 ﾄ



ドクター・トミーのからだの本
３

口と歯のはたらき　口と
歯

田沢　梨枝子 小峰書店 490 ﾄ

ドクター・トミーのからだの本
４

どうして見えるの目のし
くみ　目と視神経

田沢　梨枝子 小峰書店 490 ﾄ

ドクター・トミーのからだの本
５

おしっことあせどうして
でるの　じんぞうとぼう

田沢　梨枝子 小峰書店 490 ﾄ

ドクター・トミーのからだの本
６

からだをめぐる血とさん
そ　気管・肺と血えき

田沢　梨枝子 小峰書店 490 ﾄ

ドクター・トミーのからだの本
８

耳鼻口のどのはたらき
耳鼻と声たい

田沢　梨枝子 小峰書店 490 ﾄ

ドクター・トミーのからだの本
９

みんなおとなになるん
だね　皮ふ・リンパ・細
ぼう・ホルモン

田沢　梨枝子 小峰書店 490 ﾄ

ドクター・トミーのからだの本
１０

のうと心のひみつ　のう
と神経

田沢　梨枝子 小峰書店 490 ﾄ

地震のすべてがわかる本 発生から予測まで 土井　恵治 成美堂出版 450 ﾄ

ライト兄弟はなぜ飛べたのか
紙飛行機で知る成功の
ひみつ

土佐　幸子 さ・え・ら書房 420 ﾄ

ノーベル賞がわかる事典
世界を変えた偉業の
数々　人類の知恵が見
えてくる！

土肥　義治 ＰＨＰ研究所 377 ﾄ

氷の世界　新装版 東海林　明雄 あかね書房 451 ﾄ
氷の世界 東海林　明雄 あかね書房 452 ﾄ

エパミナンダス おはなしのろうそく　１
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

908 ﾄ

おはなしのろうそく　２　愛蔵
版

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

908 ﾄ

おはなしのろうそく　３　愛蔵
版

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

908 ﾄ

おはなしのろうそく　４　愛蔵
版

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

908 ﾄ

おはなしのろうそく　５　愛蔵
版

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

908 ﾄ

ホットケーキ
東京こども図書館
編

東京こども図書館 908 ﾄ

赤鬼エティン
東京こども図書館
編

東京子ども図書
館

908 ﾄ

ヴァイノと白鳥ひめ
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

908 ﾄ

まめたろう
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

908 ﾄ

雨のち晴れ
東京子ども図書館
編

東京子ども図書
館

908 ﾄ

世界のあやとり大集合 親子であそぼう！ 東京書店　編 東京書店 790 ﾄ

未来をさがそう
東倉　洋一：責任
編集

ダイヤモンド社 300 ﾄ

植物大探検 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 470 ﾄ
１日でできる自由工作ヒント
集　小学５・６年

堂本　保 誠文堂新光社 370 ﾄ

得する生活の知恵コツのコツ
快適に暮らす・過ごす
知恵

得する生活の知恵
研究会

リブリオ出版 590 ﾄ

得する生活の知恵コツのコツ 賢く着る・しまう知恵
得する生活の知恵
研究会

リブリオ出版 590 ﾄ

得する生活の知恵コツのコツ
上手につくる・食べる知
恵

得する生活の知恵
研究会

リブリオ出版 590 ﾄ



昆虫 そのくらしをみよう 得田　之久 福音館書店 486 ﾄ
昆虫 ちいさななかまたち 得田　之久 福音館書店 486 ﾄ
はじめて出会うコンピュータ
科学

１と０の世界 徳田　雄洋 岩波書店 540 ﾄ

はじめて出会うコンピュータ
科学

あいまいな文 徳田　雄洋 岩波書店 540 ﾄ

はじめて出会うコンピュータ
科学

カッコのない国 徳田　雄洋 岩波書店 540 ﾄ

はじめて出会うコンピュータ
科学

山の背くらべ 徳田　雄洋 岩波書店 540 ﾄ

はじめて出会うコンピュータ
科学

終わりのない仕事 徳田　雄洋 岩波書店 540 ﾄ

しょうにゅうどう探検 徳富　一光 あかね書房 450 ﾄ
しょうにゅうどう探検　新装版 徳富　一光 あかね書房 454 ﾄ
内科・オバケ科ホオズキ医院
鬼灯先生がふたりいる！？

おはなしフレンズ！２２ 富安　陽子 ポプラ社 913 ﾄ

シノダ！チビ竜と魔法の実 シノダシリーズ　１ 富安　陽子 偕成社 913 ﾄ
シノダ！樹のことばと石の封 シノダシリーズ　２ 富安　陽子 偕成社 913 ﾄ
シノダ！鏡の中の秘密の池 シノダシリーズ　３ 富安　陽子 偕成社 913 ﾄ
シノダ！魔物の森のふしぎな
夜

シノダシリーズ　４ 富安　陽子 偕成社 913 ﾄ

シノダ！時のかなたの人魚
の島

シノダシリーズ　５ 富安　陽子 偕成社 913 ﾄ

シノダ！キツネたちの宮へ シノダシリーズ　６ 富安　陽子 偕成社 913 ﾄ
ムジナ探偵局〈名探偵登 ムジナ探偵局シリーズ 富安　陽子 童心社 913 ﾄ
ムジナ探偵局〈なぞの挑戦 ムジナ探偵局シリーズ 富安　陽子 童心社 913 ﾄ
ムジナ探偵局〈闇に消えた ムジナ探偵局シリーズ 富安　陽子 童心社 913 ﾄ
ムジナ探偵局〈満月池の秘 ムジナ探偵局シリーズ 富安　陽子 童心社 913 ﾄ
ムジナ探偵局〈本日休業〉 ムジナ探偵局シリーズ 富安　陽子 童心社 913 ﾄ
ムジナ探偵局〈榎稲荷の幽 ムジナ探偵局シリーズ 富安　陽子 童心社 913 ﾄ
ムジナ探偵局〈完璧な双子〉 ムジナ探偵局シリーズ 富安　陽子 童心社 913 ﾄ

菜の子先生は大いそがし！
学校ふしぎ案内・あらし
を呼ぶ二学期

富安　陽子 福音館書店 913 ﾄ

菜の子先生がやってきた！
学校ふしぎ案内・つむじ
風の一学期

富安　陽子 福音館書店 913 ﾄ

菜の子先生はどこへ行く？
学校ふしぎ案内・花ふ
ぶきの三学期

富安　陽子 福音館書店 913 ﾄ

菜の子先生の校外パトロー
ル

学校ふしぎ案内・番外
編スペシャル

富安　陽子 福音館書店 913 ﾄ

妖怪一家の夏まつり 妖怪一家九十九さん 富安　陽子 理論社 913 ﾄ
かくれ山の冒険 富安　陽子 ＰＨＰ研究所 913 ﾄ
かなと花ちゃん 富安　陽子 アリス館 913 ﾄ
キツネ山の夏休み 富安　陽子 あかね書房 913 ﾄ
シノダ！消えた白ギツネを追 富安　陽子 偕成社 913 ﾄ
ドングリ山のやまんばあさん 富安　陽子 理論社 913 ﾄ
ねこじゃら商店へいらっしゃ 富安　陽子 ポプラ社 913 ﾄ
ぼくはオバケ医者の助手 富安　陽子 ポプラ社 913 ﾄ
ほこらの神さま 富安　陽子 偕成社 913 ﾄ
ぼっこ 富安　陽子 偕成社 913 ﾄ
ムジナ探偵局〈学校の七不
思議〉

富安　陽子 童心社 913 ﾄ

やまんばあかちゃん 富安　陽子 理論社 913 ﾄ
やまんばあさんとなかまたち 富安　陽子 理論社 913 ﾄ
やまんばあさんのむかしむか 富安　陽子 理論社 913 ﾄ
やまんばあさんの大運動会 富安　陽子 理論社 913 ﾄ
やまんばあさん海へ行く 富安　陽子 理論社 913 ﾄ
レンゲ畑のまんなかで 富安　陽子 あかね書房 913 ﾄ
わがはいはのっぺらぼう 富安　陽子 童心社 913 ﾄ
空へつづく神話 富安　陽子 偕成社 913 ﾄ



内科・オバケ科ホオズキ医院
ＳＯＳ！七化山のオバケたち

富安　陽子 ポプラ社 913 ﾄ

内科・オバケ科ホオズキ医院
オバケに夢を食べられ

富安　陽子 ポプラ社 913 ﾄ

盆まねき 富安　陽子 偕成社 913 ﾄ
幽霊屋敷貸します 富安　陽子 新日本出版社 913 ﾄ
妖怪一家九十九さん 富安　陽子 理論社 913 ﾄ
竜の巣 富安　陽子 ポプラ社 913 ﾄ

とべ！！翼竜号
模型飛行機ひとすじに
生命をかける男

富永　敏治 ポプラ社 916 ﾄ

川は生きている 自然と人間 富山　和子 講談社 517 ﾄ
お米は生きている 自然と人間 富山　和子 講談社 610 ﾄ
森は生きている　新版 自然と人間 富山　和子 講談社 657 ﾄ
道は生きている 自然と人間 富山　和子 講談社 680 ﾄ
海は生きている 自然と人間 富山　和子 講談社 914 ﾄ

生きものなんでもナンバー1
はじめてのおもしろデー
タブック

富田　京一 ポプラ社 480 ﾄ

うれしい一日になる世界のわ
らい話

富田　博之 学研 388 ﾄ

うれしい一日になる日本のわ
らい話

富田　博之 学研 388 ﾄ

なるほどかしこい日本のとん
ち話

富田　博之 学研 388 ﾄ

日本のとんち話 富田　博之 学研 388 ﾄ
「北風」のくれたテーブルかけ 久保田万太郎童話劇 冨田　博之　編 東京書籍 770 ﾄ

豊臣秀吉
戦国の世に輝いた太陽
の子

福田　清人 新学社・全家研 280 ﾄ

しゃぼん玉 友竹　正則
河合楽器製作
所・出版事業部

760 ﾄ

赤い鳥小鳥 友竹　正則
河合楽器製作
所・出版事業部

760 ﾄ

サッちゃん 友竹　正則
河合楽器製作
所・出版事業部

790 ﾄ

ぞうさん 友竹　正則
河合楽器製作
所・出版事業部

790 ﾄ

どんぐりころころ 友竹　正則
河合楽器製作
所・出版事業部

790 ﾄ

めだかのがっこう 友竹　正則
河合楽器製作
所・出版事業部

790 ﾄ

小鳥のうた 友竹　正則
河合楽器製作
所・出版事業部

790 ﾄ

夕焼小焼 友竹　正則
河合楽器製作
所・出版事業部

790 ﾄ

夏目漱石 伝記世界を変えた人々 偕成社 280 ﾅ
６年生の自由研究 夏休みおまかせ大事典 学研 370 ﾅ
ひるごはんシリーズ 1 000人前の食事をつく リブリオ出版 590 ﾅ
ひるごはんシリーズ エビ リブリオ出版 590 ﾅ
ひるごはんシリーズ カレー リブリオ出版 590 ﾅ
ひるごはんシリーズ コンブ リブリオ出版 590 ﾅ
ひるごはんシリーズ シイタケ リブリオ出版 590 ﾅ
ひるごはんシリーズ ソーセージ リブリオ出版 590 ﾅ
ひるごはんシリーズ ニンジン リブリオ出版 590 ﾅ
もち 鈴木出版 590 ﾅ

のりものどうしたら？図鑑
乗りものの歴史 発達と
しくみ

小峰書店 680 ﾅ

少年少女日本文学館 我輩は猫である 講談社 908 ﾅ
少年少女日本文学館 坊っちゃん 講談社 908 ﾅ

おじいちゃんの桜の木
アンジェラ・ナネッ
ティ

小峰書店 973 ﾅ



アリーナ空をとぶ エムナマエ アリス館 369 ﾅ
チューインガムのひみつ ながい　のりあき 学研 596 ﾅ
カモのきょうだいクリとゴマ なかがわ　ちひろ アリス館 913 ﾅ
かりんちゃんと十五人のおひ
なさま

なかがわ　ちひろ 偕成社 913 ﾅ

しらぎくさんのどんぐりパン なかがわ　ちひろ 理論社 913 ﾅ
おかし なかがわ　りえこ 福音館書店 588 ﾅ

川へ行ってみよう
めざせ！川博士　川の
ながれと生きものたち
川ナビブック　１

なかの　ひろみ 教育画劇 452 ﾅ

サンゴの森
そうえんしゃ・写真のえ
ほん　３

なかむら　こうじ 草炎社 913 ﾅ

ぼくらは下町たんけん隊 なぎら　健壱 童心社 913 ﾅ
忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　２５

いけ！少年忍者の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　１１

うちゅうじんとあくしゅの
巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　４７

うつくしい島の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　２

おさるのおんせんの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　３９

おばけネズミの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　７

かわいい森の忍者の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　３６

きえたこけしの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　４

きえた森のともだちの
巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　８

くろげじ忍者あらわれる
の巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　３

コウモリへんしん大さく
せんの巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　２９

サッカーの神さまの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　１６

すごいぞ！ポンタの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　３１

すすめドラゴン号！の
巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　９

そらをとんだいちりん車
の巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　３２

たたかう大イルカの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　３７

たのしい妖怪の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　４６

ツルよはばたけ！の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　４５

でた！おばけワニの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　５

にくまんだいすきの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　１０

ねこのまちはおおさわ
ぎの巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　１４

ばけだぬきをやっつけ
ろの巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　４４

パンダがきえた！の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　３３

ピーナッツ忍者の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ



忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　４２

ひかる石の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　２８

ヒゲモジャのわるだくみ
の巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　１

ひみつのたからものの
巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　１３

ふしぎなたんじょうびの
巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　３４

まわれ！ベーゴマの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　２４

みつけたよ青い鳥の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　４８

みんなあつまれ！の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　３５

やさしいおひめさまの
巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　１７

やさしいやまんばの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　６

やったね鉄人レースの
巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　１２

ゆかりひめがきえたの
巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　２６

らくだがとんだの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　１５

一太郎はほらふき名人
の巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　２２

火をふく大蛇の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　３０

怪物たいじの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　２０

恐竜にへんしん！の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　２３

金魚大じけんの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　４０

空とぶゾウの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　４３

手をつなごう！の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　４１

小さな海の忍者の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　２７

大てんぐあらわれるの
巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　１９

忍者やしきのなぞの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　２１

魔女がやってきたの巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　３８

友だちはたからものの
巻

なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

忍者サノスケじいさんわくわく
旅日記　１８

妖怪にパンチ！の巻 なすだ　みのる ひくまの出版 913 ﾅ

だれだって悩んだ なだ　いなだ 筑摩書房 159 ﾅ
オバケの長七郎 ななもり　さちこ 福音館書店 913 ﾅ
さよならチワオ なりゆき　わかこ ポプラ社 913 ﾅ
そっといちどだけ なりゆき　わかこ ポプラ社 913 ﾅ

ロックとマック
東日本大震災で迷子に
なった犬

なりゆき　わかこ
角川書店//角川
グループパブリッ
シング

916 ﾅ

ヨハネスブルクへの旅
ビヴァリー・ナイ
ドゥー

さえら書房 933 ﾅ



ナイチンゲール
傷つき病む人々に光を
与えた「白衣の天使」

阿部　光子 新学社・全家研 280 ﾅ

きんさんぎんさん百年の物語
日本一長生きのふたご
おばあちゃん！

綾野　まさる ハート出版 916 ﾅ

子どものための哲学対話
人間は遊ぶために生き
ている

永井　均 講談社 104 ﾅ

漫画家 ＳＦ漫画への旅立ち 永井　豪　著 実業之日本社 720 ﾅ
お正月、バレンタインデー アミちゃんの手芸ランド 永井　泰子 大日本図書 594 ﾅ
すてきなクリスマス アミちゃんの手芸ランド 永井　泰子 大日本図書 594 ﾅ
たのしい夏休み アミちゃんの手芸ランド 永井　泰子 大日本図書 594 ﾅ
秋、おたんじょう日 アミちゃんの手芸ランド 永井　泰子 大日本図書 594 ﾅ
春のおしゃれ アミちゃんの手芸ランド 永井　泰子 大日本図書 594 ﾅ

リヤカーマンアフリカを行く
歩いてアフリカ大陸横
断１１０００キロの大冒

永瀬　忠志 学研 916 ﾅ

目標にいどむ青春 大輔のベースボール魂 永谷　脩 学研 780 ﾅ
中国のむかし話 永田　耕作　編訳 偕成社 388 ﾅ

ヒカリとヒカル
ふたごの初恋相談室 Ｄ
ｒｅａｍスマッシュ！　１２

夏　緑 ポプラ社 913 ﾅ

坊ちゃん
少年少女日本文学館
２　２１世紀版

夏目　漱石 講談社 913 ﾅ

吾輩は猫である 声にだすことばえほん 夏目　漱石 ほるぷ出版 913 ﾅ
少年少女日本文学館　２ 坊ちゃん 夏目　漱石 講談社 913 ﾅ
日本人の２０世紀・くらしのう
つりかわり

宮田　利幸　監修 小峰書店 380 ﾅ

ミツバチのふしぎ 栗林　慧 あかね書房 486 ﾅ
アサガオ たねからたねまで 佐藤　有恒　写真 あかね書房 470 ﾅ
ナイチンゲール 坂本　コウ ポプラ社 289 ﾅ

夏休みなんでもブック
自然観察と工作 小学
５・６年

子供の科学編集
部　編

誠文堂新光社 370 ﾅ

アサガオ
校外学習に役立つみぢ
かな飼育と栽培

七尾　純 国土社 470 ﾅ

チューリップ
校外学習に役立つみぢ
かな飼育と栽培

七尾　純 国土社 470 ﾅ

ドングリ
校外学習に役立つみぢ
かな飼育と栽培

七尾　純 国土社 470 ﾅ

ヒマワリ
校外学習に役立つみぢ
かな飼育と栽培

七尾　純 国土社 470 ﾅ

アゲハチョウ
校外学習に役立つみぢ
かな飼育と栽培

七尾　純 国土社 480 ﾅ

カタツムリ
校外学習に役立つみぢ
かな飼育と栽培

七尾　純 国土社 480 ﾅ

ザリガニ
校外学習に役立つみぢ
かな飼育と栽培

七尾　純 国土社 480 ﾅ

ツバメ
校外学習に役立つみぢ
かな飼育と栽培

七尾　純 国土社 480 ﾅ

カブトムシ
校外学習に役立つみぢ
かな飼育と栽培

七尾　純 国土社 486 ﾅ

セミ
校外学習に役立つみぢ
かな飼育と栽培

七尾　純 国土社 486 ﾅ

バッタ・キリギリス
校外学習に役立つみぢ
かな飼育と栽培

七尾　純 国土社 486 ﾅ

からだと健康
からだの司令塔 みんな
の総合学習

七尾　純 大日本図書 490 ﾅ

からだと健康
運動のしくみ みんなの
総合学習

七尾　純 大日本図書 490 ﾅ

からだと健康
栄養と健康 みんなの総
合学習

七尾　純 大日本図書 490 ﾅ

からだと健康
生命をささえる みんな
の総合学習

七尾　純 大日本図書 490 ﾅ



森の総合学習　１
森といのち　生命をはぐ
くむ森

七尾　純 あかね書房 650 ﾅ

森の総合学習　４
森とくらし　森とともに生
きる

七尾　純 あかね書房 650 ﾅ

森の総合学習　３
森と環境　森が消えて
いく

七尾　純 あかね書房 650 ﾅ

森の総合学習　２
森の科学　森の不思議
をさぐる

七尾　純 あかね書房 650 ﾅ

テクテク観察ツバメ日記 七尾　純 あかね書房 916 ﾅ

ナポレオン
ヨーロッパを駆けめぐっ
た“荒鷲” 学習まんが
人物館　世界小学館版

小林　たつよし 小学館 280 ﾅ

らくだい魔女はプリンセス らくだい魔女シリーズ 成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ
らくだい魔女と闇の魔女 らくだい魔女シリーズ 成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ
らくだい魔女と王子の誓い らくだい魔女シリーズ 成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ
らくだい魔女のドキドキおか
しパーティ

らくだい魔女シリーズ
４

成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ

らくだい魔女とゆうれい島 らくだい魔女シリーズ 成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ
らくだい魔女と水の国の王女 らくだい魔女シリーズ 成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ
らくだい魔女と迷宮の宝石 らくだい魔女シリーズ 成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ
らくだい魔女とさいごの砦 らくだい魔女シリーズ 成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ
らくだい魔女と放課後の森 らくだい魔女シリーズ 成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ

らくだい魔女と冥界のゆびわ
らくだい魔女シリーズ
１０

成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ

らくだい魔女と鏡の国の怪人
らくだい魔女シリーズ
１１

成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ

らくだい魔女と魔界サーカス
らくだい魔女シリーズ
１２

成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ

らくだい魔女と妖精の約束
らくだい魔女シリーズ
１３

成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ

らくだい魔女とはつこいの君 成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ
らくだい魔女とランドールの
騎士

成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ

らくだい魔女と鏡の国の怪人 成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ
らくだい魔女と魔界サーカス 成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ
らくだい魔女と妖精の約束 成田　サトコ ポプラ社 913 ﾅ
ハムスターのかいかたそだて
かた

成島　悦雄 岩崎書店 480 ﾅ

動物・小鳥のかいかたそだて
かた

成島　悦雄 岩崎書店 480 ﾅ

ナイチンゲール 早野　美智代 ポプラ社 280 ﾅ

ナポレオン
ヨーロッパを席捲した不
屈の革命児

村上　兵衛 新学社・全家研 280 ﾅ

きっと勇気がわいてくる魔法
の言葉

あこがれの人の言葉
きっと勇気がわいてくる
魔法の言葉

中井　俊已 汐文社 150 ﾅ

きっと勇気がわいてくる魔法
の言葉

語りつがれた言葉 きっ
と勇気がわいてくる魔
法の言葉

中井　俊已 汐文社 150 ﾅ

きっと勇気がわいてくる魔法
の言葉

心にのこる言葉 きっと
勇気がわいてくる魔法
の言葉

中井　俊已 汐文社 150 ﾅ

こころを育てる魔法の言葉
１　夢をかなえる言葉

こころを育てる魔法の
言葉

中井　俊已 汐文社 159 ﾅ

こころを育てる魔法の言葉
２　やさしくなれる言葉

こころを育てる魔法の
言葉

中井　俊已 汐文社 159 ﾅ

こころを育てる魔法の言葉
３　笑顔になれる言葉

こころを育てる魔法の
言葉

中井　俊已 汐文社 159 ﾅ



永井隆
平和を祈り愛に生きた
医師

中井　俊已 童心社 289 ﾅ

びっくり！！トリックアート　７ わーい！みえた！！ 中久木　成一　編 汐文社 720 ﾅ
カイコ 中山　れいこ 少年写真新聞社 486 ﾅ
和菓子のほん 中山　圭子 福音館書店 383 ﾅ
スローライフから学ぶ地球を
まもる絵事典

できることからはじめて
みよう

中山　深林 ＰＨＰ研究所 519 ﾅ

春の海、スナメリの浜 中山　聖子 佼成出版社 913 ﾅ
どんなかんじかなあ 中山　千夏 自由国民社 369 ﾅ
ロボット魔法部はじめます 中松　まるは あかね書房 913 ﾅ
トンボ 水生昆虫と水辺 中瀬　潤 あかね書房 486 ﾅ
小麦・ふくらんでパン 中西　敏夫 福音館書店 590 ﾅ
有松の庄九郎 中川　なをみ 新日本出版社 913 ﾅ
おとのさまのじてんしゃ 中川　ひろたか 佼成出版社 913 ﾅ
総合学習に役立つみんなの
体験学習実践集

それいけ体験学習 ３・４
年

中川　志郎　監修 岩崎書店 2 ﾅ

総合学習に役立つみんなの
体験学習実践集

できるよ体験学習 １・２
年

中川　志郎　監修 岩崎書店 2 ﾅ

総合学習に役立つみんなの
体験学習実践集

やったぜ体験学習 ５・６
年

中川　志郎　監修 岩崎書店 2 ﾅ

総合学習に役立つみんなの
体験学習実践集

校外施設で体験学習 中川　志郎　監修 岩崎書店 2 ﾅ

総合学習に役立つみんなの
体験学習実践集

全校で体験学習 １～６
年

中川　志郎　監修 岩崎書店 2 ﾅ

総合学習に役立つみんなの
体験学習実践集

体験学習なるほどブッ
ク

中川　志郎　監修 岩崎書店 2 ﾅ

地球をまもるみんなの環境
学習実践集

ゴミはへらせる！ ダイ
オキシンＱ＆Ａ

中川　志郎　監修 岩崎書店 519 ﾅ

地球をまもるみんなの環境
学習実践集

環境しらべてビックリ！
環境にくわしい組織

中川　志郎　監修 岩崎書店 519 ﾅ

地球をまもるみんなの環境
学習実践集

環境学習用語事典 中川　志郎　監修 岩崎書店 519 ﾅ

地球をまもるみんなの環境
学習実践集

小さな草木の大きな力 中川　志郎　監修 岩崎書店 519 ﾅ

地球をまもるみんなの環境
学習実践集

生き物ばんざい！ 図解
生き物のつながりと環

中川　志郎　監修 岩崎書店 519 ﾅ

富士のすそ野のメダカの学 中川　雄三 大日本図書 480 ﾅ

ねこのおんがえし
よみたいききたいむか
しばなし　１のまき

中川　李枝子 のら書店 388 ﾅ

おひさまはらっぱ 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
かえるのエルタ 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
らいおんみどりの日ようび 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
わんわん村のおはなし 中川　李枝子 福音館書店 913 ﾅ
絵かきうたあそび 中村　まさあき 岩崎書店 720 ﾅ

きみは怪物を見たか
松井、松坂、斎藤、雄星
甲子園のヒーローたち
の感動物語 世の中へ

中村　計 講談社 780 ﾅ

アフガニスタンの診療所から 中村　哲 筑摩書房 300 ﾅ
わが家の野生動物記 丹沢の自然をめぐって 中村　道也 大日本図書 480 ﾅ
おいらはケネルキャットサス 中村　文人 佼成出版社 913 ﾅ
サンタクロースっているんで
しょうか　改装版

子どもの質問にこたえ
て

中村　妙子：訳 偕成社 933 ﾅ

ねこの郵便屋さん 中村　翔子 佼成出版社 913 ﾅ
はだしのゲン　１ 中沢　啓治 汐文社 726 ﾅ
はだしのゲン　２ 中沢　啓治 汐文社 726 ﾅ
はだしのゲン　３ 中沢　啓治 汐文社 726 ﾅ
はだしのゲン　４ 中沢　啓治 汐文社 726 ﾅ
はだしのゲン　５ 中沢　啓治 汐文社 726 ﾅ
はだしのゲン　６ 中沢　啓治 汐文社 726 ﾅ



はだしのゲン　７ 中沢　啓治 汐文社 726 ﾅ
はだしのゲン　８ 中沢　啓治 汐文社 726 ﾅ
はだしのゲン　９ 中沢　啓治 汐文社 726 ﾅ
はだしのゲン　１０ 中沢　啓治 汐文社 726 ﾅ
はだしのゲン　第５巻　愛蔵 愛蔵版はだしのゲン 中沢　啓治 汐文社 913 ﾅ
あしたは晴れた空の下で ぼくたちのチェルノブイ 中沢　晶子 汐文社 540 ﾅ

調べたことを発表しよう
みんなの前で発表しよ
う

中沢　仁　指導・監
修

文研出版 2 ﾅ

調べたことを発表しよう 発表の場を広げよう
中沢　仁　指導・監
修

文研出版 2 ﾅ

調べたことを発表しよう
発表の方法や進め方を
考えよう

中沢　仁　指導・監
修

文研出版 2 ﾅ

調べたことを発表しよう
表現を工夫した発表を
しよう①

中沢　仁　指導・監
修

文研出版 2 ﾅ

調べたことを発表しよう
表現を工夫した発表を
しよう②

中沢　仁　指導・監
修

文研出版 2 ﾅ

磯釣り みんなで楽しむ 中田　悟 小学館 787 ﾅ

いのちの火
琵琶湖の船のあんぜん
をまもって

中島　千恵子 ポプラ社 913 ﾅ

ダイズ 豆の成長 中島　隆 あかね書房 479 ﾅ

化石図鑑
地球の歴史をかたる古
生物たち　示準化石ビ
ジュアルガイドブック

中島　礼，利光　誠
一

誠文堂新光社 457 ﾅ

さいごのまほう 新・ともだちぶんこ　１４ 中島　和子 金の星社 913 ﾅ
まじょのけっしん 新・ともだちぶんこ　１８ 中島　和子 金の星社 913 ﾅ
まじょのいのり 新・ともだちぶんこ　２０ 中島　和子 金の星社 913 ﾅ
まじょになりたい 新・ともだちぶんこ　２２ 中島　和子 金の星社 913 ﾅ
さよならのまほう 新・ともだちぶんこ　２３ 中島　和子 金の星社 913 ﾅ
ふしぎなやまびこしゃしんか 中島　和子 金の星社 913 ﾅ
あの時間に、クスノキの上で 中尾　三十里 文研出版 913 ﾅ
ぼくのフライドチキンはおいし
いよ

あのカーネルおじさん
の、びっくり人生

中尾　明 ＰＨＰ研究所 916 ﾅ

インスタントラーメン誕生物語
幸せの食品インスタント
ラーメンの生みの親・安
藤百福

中尾　明 ＰＨＰ研究所 916 ﾅ

道づくりのひみつ 中尾　雄吉 学研 514 ﾅ
緑とあそぼう 花のかんむり草のふえ 中平　順子 童心社 380 ﾅ
オペラでたのしむ名作文学 中野　京子 さ・え・ら書房 760 ﾅ

木は万能選手
自然の中の人間シリー
ズ　森と人間編　１０

中野　達夫
農山漁村文化協
会

650 ﾅ

女の子の昔話
日本につたわるとって
おきのおはなし

中脇　初枝 偕成社 388 ﾅ

いのちのヴァイオリン 森からの贈り物 中澤　宗幸 ポプラ社 916 ﾅ
ふねにのっていきたいね 長崎　夏海 ポプラ社 913 ﾅ
うそつき咲っぺ 長崎　源之助 佼成出版社 913 ﾅ
おかあさんの紙びな 長崎　源之助 岩崎書店 913 ﾅ
おばあちゃんのイエローカー 長崎　源之助 ポプラ社 913 ﾅ
ケンチとユリのあおい海 長崎　源之助 あかね書房 913 ﾅ
ボク、ただいまレンタル中 長崎　源之助 ポプラ社 913 ﾅ
ぼくらの進水式 長崎　源之助 文渓堂 913 ﾅ
焼けあとの白鳥 長崎　源之助 大日本図書 913 ﾅ
忘れられた島へ 長崎　源之助 偕成社 913 ﾅ

子どもの伝統行事　イラスト
版

子どもとマスターする４
０の行事・その由来とや
りかた

長沢　ひろ子 合同出版 590 ﾅ

サンゴの海 長島　敏春 偕成社 468 ﾅ
大盗賊石川五右衛門　１ 長尾　剛 汐文社 913 ﾅ
大盗賊石川五右衛門　２ 長尾　剛 汐文社 913 ﾅ
大盗賊石川五右衛門　３ 長尾　剛 汐文社 913 ﾅ



くつくつくつだれのくつ
Shoes Shoes Shoes
Whose Shoes？ えいご
のじかん

直江　みちる すずき出版 830 ﾅ

大震災！！イヌ、ネコを救え 車イスで救援活動 奈佐　誠司 ポプラ社 916 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 愛媛 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 茨城 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 岡山 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 沖縄 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 宮崎 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 熊本 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 群馬 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 山口 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 鹿児島 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 神奈川 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 千葉 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 大分 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 長崎 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 島根 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 東京 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 徳島 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 栃木 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 福岡 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
日本の山河 天と地の旅 北海道 奈良本　辰也 国書刊行会 291 ﾅ
絵で読む広島の原爆 かがくのほん 那須　正幹 福音館書店 210 ﾅ

ピカドン
だれも知らなかった子
どもたちの原爆体験記

那須　正幹 講談社 391 ﾅ

ぼくらの地図旅行 福音館のかがくのほん 那須　正幹 福音館書店 448 ﾅ
コロッケ探偵団 アイドルをさがせ 那須　正幹 小峰書店 913 ﾅ
コロッケ探偵団 なぞのトランプ占い師 那須　正幹 小峰書店 913 ﾅ
衣世梨の魔法帳 衣世梨の魔法帳　１ 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ
衣世梨の魔法帳まいごの幽 衣世梨の魔法帳　２ 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ
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 ポプラ社 913 ﾅ

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 ポプラ社 913 ﾅ

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 ポプラ社 913 ﾅ

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 ポプラ社 913 ﾅ

ズッコケ三人組の卒業式
花山第二小学校六年
一組

那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ

コロッケ探偵団 怪しい炎のクリスマス 那須　正幹 小峰書店 913 ﾅ
コロッケ探偵団 怪盗まだら仮面 那須　正幹 小峰書店 913 ﾅ

折り鶴の子どもたち
原爆症とたたかった
佐々木禎子と級友たち

那須　正幹 ＰＨＰ研究所 913 ﾅ

コロッケ探偵団 十三屋敷の呪い 那須　正幹 小峰書店 913 ﾅ

ヨースケくん
小学生はいかに生きる
べきか

那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ

コロッケ探偵団 湊先生危機一髪 那須　正幹 小峰書店 913 ﾅ
コロッケ探偵団 誘拐大作戦 那須　正幹 小峰書店 913 ﾅ
コロッケ探偵団 那須　正幹 小峰書店 913 ﾅ
さぎ師たちの空 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ
ズッコケ　大作戦 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ
ズッコケＴＶ本番中 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ
ズッコケ家出大旅行 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ
ズッコケ怪盗Ｘの再挑戦（リ
ターンマッチ）

那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ

ズッコケ三人組と学校の怪談 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ



ズッコケ三人組のバック・
トゥ・ザ・フューチャー

那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ

ズッコケ三人組のミステリー
ツアー

那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ

ズッコケ三人組の神様体験 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ
ズッコケ三人組の大運動会 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ
ズッコケ三人組の未来報告 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ
ズッコケ三人組ハワイに行く 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ
ズッコケ三人組対怪盗Ｘ 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ
ズッコケ山岳救助隊 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ
ズッコケ山賊修業中 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ
タヌキただいま１００００びき 那須　正幹 童心社 913 ﾅ
タモちゃん 那須　正幹 理論社 913 ﾅ
最後のニホンオオカミ 那須　正幹 くもん出版 913 ﾅ
参上！ズッコケ忍者軍団 那須　正幹 ポプラ社 913 ﾅ

古事記
そこに神さまがいた！
不思議なはじまりの物

那須田　淳 岩崎書店 164 ﾅ

ボルピィ物語 那須田　淳 ひくまの出版 913 ﾅ
ひめゆりの少女たち 那須田　稔 偕成社 913 ﾅ
ワシリィのむすこ 那須田　稔 大日本図書 913 ﾅ

トマト えんどう・たまねぎ
南光　重毅　写真
と解説

誠文堂新光社 470 ﾅ

かき くり・ぶどう・いちじく
南光　重毅　写真
と解説

誠文堂新光社 470 ﾅ

だいこん
にんじん・さといも・こん
にゃく

南光　重毅　写真
と解説

誠文堂新光社 470 ﾅ

キャベツ はす・しいたけ
南光　重毅　写真
と解説

誠文堂新光社 470 ﾅ

もも びわ・なし
南光　重毅　写真
と解説

誠文堂新光社 470 ﾅ

りんご みかん・キウイ
南光　重毅　写真
と解説

誠文堂新光社 470 ﾅ

はくさい
レタス・ほうれんそう・ね
ぎ

南光　重毅　写真
と解説

誠文堂新光社 470 ﾅ

いのちってなんだろう
かんがえるえほん　１０
歳からの生きる力をさ
がす旅１

波平　恵美子 出窓社 114 ﾅ

きみは一人ぽっちじゃないよ
かんがえるえほん　１０
歳からの生きる力をさ
がす旅　２

波平　恵美子 出窓社 159 ﾅ

家族ってなんだろう
かんがえるえほん　１０
歳からの生きる力をさ
がす旅４

波平　恵美子 出窓社 367 ﾅ

生きているってふしぎだね
かんがえるえほん　１０
歳からの生きる力をさ
がす旅　３

波平　恵美子 出窓社 490 ﾅ

なでしこ物語
「一生懸命」はかっこい
い！

波野　りさ
角川書店//角川
グループパブリッ
シング

916 ﾅ

夏目漱石
近代人の悩みを描いた
硬骨の小説家

福田　清人 新学社・全家研 280 ﾅ

名取先生のおもしろゴミ授業
ゴミは宝だ！３５人の大
勉強

名取　弘文 ポプラ社 916 ﾅ

こんな学校があるよ みんなが先生 名取　弘文 ポプラ社 916 ﾅ
あの日を、ぼくは忘れない ヒロシマ原爆の絵日記 名柄　尭 勉誠出版 916 ﾅ

百人一首
百の恋は一つの宇宙…
永遠にきらめいて

名木田　恵子 岩崎書店 913 ﾅ

ユーレイと結婚したってナイ
ショだよ

名木田　恵子 ポプラ社 913 ﾅ



赤い実はじけた 名木田　恵子 ＰＨＰ研究所 913 ﾅ
牛乳パックであそぼう 猶原　通正　著 草土文化 750 ﾅ

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 岩崎書店 913 ﾅ

ココロ屋 梨屋　アリエ 文研出版 913 ﾅ
日本の歴史　１ ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾆ
日本の歴史　２ ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾆ
日本の歴史　３ ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾆ
日本の歴史　４ ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾆ
日本の歴史　５ ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾆ
日本地理　第２版 ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾆ
２１世紀こども百科もののは
じまり館

小学館 31 ﾆ

日本全国ＮＯ．１図鑑 ポプラ社 31 ﾆ
世界の昆虫 ニューワイド学研の図 岡島　秀治 学習研究社 31 ﾆ

生き物のくらし
昆虫・水の生き物・魚
ニューワイド学研の図
鑑　２３

岡島　秀治 学習研究社 31 ﾆ

動物のくらし
ほ乳類・鳥類・両生爬
虫類 ニューワイド学研
の図鑑　２２

今泉　忠明 学習研究社 31 ﾆ

発明・発見
ニューワイド学研の図
鑑　２４

雀部　晶 学習研究社 31 ﾆ

鉱物・岩石・化石
ニューワイド学研の図
鑑　２１

猪郷　久義 学習研究社 31 ﾆ

爬虫類・両生類
ニューワイド学研の図
鑑　２０

鳥羽　通久 学習研究社 31 ﾆ

日本の歴史 アジア太平洋戦争 集英社 210 ﾆ
日本の歴史 イネと国づくり 集英社 210 ﾆ

学習漫画　日本の歴史
さかえる平安の貴族 平
安時代Ⅰ

集英社 210 ﾆ

学習漫画　日本の歴史
ゆらぐ江戸幕府 江戸時
代Ⅲ

集英社 210 ﾆ

日本の歴史 院政と武士の登場 集英社 210 ﾆ
日本の歴史 花さく奈良の都 集英社 210 ﾆ

学習漫画　日本の歴史
江戸幕府ひらく 江戸時
代Ⅰ

集英社 210 ﾆ

日本の歴史 室町幕府と一揆の世 集英社 210 ﾆ
日本の歴史 新しい国際社会と日本 集英社 210 ﾆ
日本の歴史 戦後日本のあゆみ 集英社 210 ﾆ
日本の歴史 戦国大名の戦い 集英社 210 ﾆ

学習漫画　日本の歴史
大正デモクラシー 大正
時代

集英社 210 ﾆ

学習漫画　日本の歴史
町人たちの世の中 江
戸時代Ⅱ

集英社 210 ﾆ

日本の歴史 天下統一への道 集英社 210 ﾆ
２１世紀こども百科歴史館 小学館 210 ﾆ
日本をつくった日本史有名人
物事典

１１７５人－さまざまな
ジャンルのヒーローたち

ＰＨＰ研究所 280 ﾆ

学研まんが　日本の歴史 古代～現代 学研 280 ﾆ
学研まんが　日本の歴史 学研 280 ﾆ
２１世紀こども地図館 小学館 290 ﾆ
日本各地のくらし あたたかい土地のくらし ポプラ社 291 ﾆ
日本各地のくらし 海辺のくらし ポプラ社 291 ﾆ
日本各地のくらし 寒い土地のくらし ポプラ社 291 ﾆ
日本各地のくらし 高原のくらし ポプラ社 291 ﾆ
日本各地のくらし 砂丘のくらし ポプラ社 291 ﾆ
日本各地のくらし 山地のくらし ポプラ社 291 ﾆ



日本各地のくらし
雪国のくらし 写真と作
文でつづる豪雪地帯の
人々の生活

ポプラ社 291 ﾆ

日本各地のくらし 低地のくらし ポプラ社 291 ﾆ
日本各地のくらし 都会のくらし ポプラ社 291 ﾆ
日本各地のくらし 島のくらし ポプラ社 291 ﾆ

日本の地図
教科書対応版 衛星写
真とイラストで日本が見
えてくる

成美堂出版 291 ﾆ

日本を見る目・世界を見る目
国際理解の本 海外で
暮らす

岩崎書店 300 ﾆ

日本を見る目・世界を見る目
国際理解の本 国際ボ
ランティア

岩崎書店 300 ﾆ

日本を見る目・世界を見る目
国際理解の本 国際化
を考える

岩崎書店 300 ﾆ

日本を見る目・世界を見る目
国際理解の本 国際機
関ではたらくこと

岩崎書店 300 ﾆ

日本を見る目・世界を見る目
国際理解の本 地球市
民として生きる

岩崎書店 300 ﾆ

日本を見る目・世界を見る目
国際理解の本 調べ学
習に役立つ国際理解資
料集

岩崎書店 300 ﾆ

日本を見る目・世界を見る目
国際理解の本 日本で
「外国人」として暮らすこ
と

岩崎書店 300 ﾆ

日本を見る目・世界を見る目
国際理解の本 日本と
世界の学校

岩崎書店 300 ﾆ

社会科はじめて大百科 いろいろなしごと ポプラ社 380 ﾆ
社会科はじめて大百科 のりものと交通 ポプラ社 380 ﾆ
社会科はじめて大百科 家庭生活 ポプラ社 380 ﾆ
社会科はじめて大百科 社会のしくみ ポプラ社 380 ﾆ
社会科はじめて大百科 情報をつたえる ポプラ社 380 ﾆ
社会科はじめて大百科 食べもの ポプラ社 380 ﾆ
社会科はじめて大百科 町のなか ポプラ社 380 ﾆ

日本人の暮らし大発見！
日本の伝統をもっとよく
知ろう 住まいの知恵

学研 380 ﾆ

日本人の暮らし大発見！
日本の伝統をもっとよく
知ろう 道具のひみつ

学研 380 ﾆ

社会科はじめて大百科 日用品 ポプラ社 380 ﾆ
サハラ 教育社 450 ﾆ

ＮＨＫひとりでできるもん！
飼ってみよう育ててみよ
う

金の星社 480 ﾆ

チョウ／カイコ 教育社 480 ﾆ
アキアカネ 教育社 486 ﾆ
アブラゼミ 教育社 486 ﾆ
オオカマキリ 教育社 486 ﾆ
ミツバチ 教育社 486 ﾆ
日本人いのちと健康の歴史 はじめての病院ができ 汐文社 490 ﾆ

日本人いのちと健康の歴史
わたしたちのいのち・健
康・未来

汐文社 490 ﾆ

日本人いのちと健康の歴史 西洋医学がやってきた 汐文社 490 ﾆ
日本人いのちと健康の歴史 戦争と人のいのち 汐文社 490 ﾆ

日本人いのちと健康の歴史
病いとのたたかいがは
じまる

汐文社 490 ﾆ

日本の産業シリーズ・きみの
手にとどくまで

お肉がとどくまで 食肉 岩崎書店 600 ﾆ

日本の産業シリーズ・きみの
手にとどくまで

キャベツがとどくまで 野
菜

岩崎書店 600 ﾆ



日本の産業シリーズ・きみの
手にとどくまで

シャープペンシルがとど
くまで 文房具

岩崎書店 600 ﾆ

日本の産業シリーズ・きみの
手にとどくまで

ソフトがとどくまで 情報 岩崎書店 600 ﾆ

日本の産業
チャレンジ漫画 おいし
い松阪肉

福武書店 600 ﾆ

日本の産業 チャレンジ漫画 鋼鉄業 福武書店 600 ﾆ
日本の産業シリーズ・きみの
手にとどくまで

チョコレートがとどくまで
おかし

岩崎書店 600 ﾆ

日本の産業シリーズ・きみの
手にとどくまで

ピアノがとどくまで 楽器 岩崎書店 600 ﾆ

日本の産業シリーズ・きみの
手にとどくまで

ミカンがとどくまで くだも
の

岩崎書店 600 ﾆ

日本の産業シリーズ・きみの
手にとどくまで

車がとどくまで 自動車 岩崎書店 600 ﾆ

日本の産業シリーズ・きみの
手にとどくまで

本がとどくまで 出版 岩崎書店 600 ﾆ

日本の産業シリーズ・きみの
手にとどくまで

お米がとどくまで 米 岩崎書店 610 ﾆ

日本の産業
チャレンジ漫画 米づくり
編

福武書店 610 ﾆ

自動車、そして人 自動車教育資料
日本自動車教育
振興財団

680 ﾆ

伊藤家の食卓あそべま集 日本テレビ放送 790 ﾆ
日本の方言大研究 あいさつの方言大研究 ポプラ社 818 ﾆ
日本の方言大研究 すばらしい方言の世界 ポプラ社 818 ﾆ
日本の方言大研究 なるほど方言学入門 ポプラ社 818 ﾆ
日本の方言大研究 生き物の方言大探検 ポプラ社 818 ﾆ
日本の方言大研究 日本列島方言じまん ポプラ社 818 ﾆ
日本の方言大研究 遊びの方言大集合 ポプラ社 818 ﾆ
２１世紀こども英語館 小学館 830 ﾆ
日本おはなし名作全集 ごんぎつね 小学館 908 ﾆ
２１世紀によむ日本の古典 小倉百人一首 ポプラ社 911 ﾆ
２１世紀によむ日本の古典 万葉集 ポプラ社 911 ﾆ
日本の名作童話 ごんぎつね 岩崎書店 913 ﾆ
２１世紀によむ日本の古典 源氏物語 ポプラ社 918 ﾆ
２１世紀によむ日本の古典 古事記 ポプラ社 918 ﾆ
２１世紀によむ日本の古典 今昔物語 ポプラ社 918 ﾆ
２１世紀によむ日本の古典 竹取物語 伊勢物語 ポプラ社 918 ﾆ
２１世紀によむ日本の古典 土佐日記 更科日記 ポプラ社 918 ﾆ

２１世紀によむ日本の古典
日本霊異記 宇治拾遺
物語

ポプラ社 918 ﾆ

２１世紀によむ日本の古典 方丈記 徒然草 ポプラ社 918 ﾆ
２１世紀によむ日本の古典 枕草子 ポプラ社 918 ﾆ

日本の地理 関東
「日本の地理」編
集委員会　編

あゆみ出版 291 ﾆ

日本の地理 九州
「日本の地理」編
集委員会　編

あゆみ出版 291 ﾆ

日本の地理 世界の中の日本
「日本の地理」編
集委員会　編

あゆみ出版 291 ﾆ

日本の地理

中央高地・北陸 金沢
市:神通川:新潟平野:中
部山岳地帯:北陸工業
地域:八ケ岳:ひのき

「日本の地理」編
集委員会　編

あゆみ出版 291 ﾆ

日本の地理

中国・四国 中国山地:
広島市:鳥取砂丘:らっ
きょう:たたら製鉄:瀬戸
内工業地域

「日本の地理」編
集委員会　編

あゆみ出版 291 ﾆ



日本の地理

東海 名古屋市:四日市
市:豊田市:自動車工業:
渥美半島:焼津市:伊豆:
東海工業地域

「日本の地理」編
集委員会　編

あゆみ出版 291 ﾆ

日本の地理 東京
「日本の地理」編
集委員会　編

あゆみ出版 291 ﾆ

絵や写真で調べる日本の文
化の歴史

日本人は科学をどのよ
うに進歩させてきたの
だろう 科学技術の歴史

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 210 ﾆ

絵や写真で調べる日本の文
化の歴史

日本人は技をどのよう
にみがいてきたのだろ
う 建築・工芸の歴史

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 210 ﾆ

絵や写真で調べる日本の文
化の歴史

日本人は行事をどのよ
うにたのしんできたのだ
ろう 芸能・スポーツの

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 210 ﾆ

絵や写真で調べる日本の文
化の歴史

日本人は情報をどのよ
うに伝えてきたのだろう
通信・映像の歴史

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 210 ﾆ

絵や写真で調べる日本の文
化の歴史

日本人は知識をどのよ
うにまなんできたのだろ
う 学校・教育の歴史

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 210 ﾆ

絵や写真で調べる日本の文
化の歴史

日本人は美をどのよう
にえがいてきたのだろう

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 210 ﾆ

絵や写真で調べる日本の文
化の歴史

日本人は文字をどのよ
うに利用してきたのだろ
う 新聞・出版の歴史

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 210 ﾆ

チャーリー・ボーンは真夜中 ジェニー・ニモ 徳間書店 933 ﾆ
王の森のふしぎな木 ジェニー・ニモ 徳間書店 933 ﾆ
海にきらめく鏡の城 ジェニー・ニモ 徳間書店 933 ﾆ
空色のへびのひみつ ジェニー・ニモ 徳間書店 933 ﾆ
時をこえる七色の玉 ジェニー・ニモ 徳間書店 933 ﾆ
お祭り・原始人 すがわら　けいこ ポプラ社 913 ﾆ
ニュートン スティーヴ・パー 岩波書店 280 ﾆ
あひるの子 にしおまさこ詩集 にしお　まさこ 教育出版センター 911 ﾆ

ほらふき男爵の冒険
ペーター・ニクル
再話

福音館書店 943 ﾆ

十二の月たち　スラブ民話
スラブ民話 世界のお話
傑作選

ボジェナ・ニェム
ツォヴァー

偕成社 388 ﾆ

さらわれた少女たち ホームズ少年探偵団 ロバート・ニューマ 佑学社 933 ﾆ

二宮尊徳
世のため人のために働
き学んだ人

伊藤　桂一 新学社・全家研 280 ﾆ

ＮＨＫ日本映像の２０世紀
都道府県別で１００年の
歴史がよくわかる 関東
地方

遠藤　正博 ポプラ社 291 ﾆ

ＮＨＫ日本映像の２０世紀
都道府県別で１００年の
歴史がよくわかる 近畿
地方

遠藤　正博 ポプラ社 291 ﾆ

日本の川を調べる
日本を調べる本 川から
何を学ぶか

犬井　正 理論社 291 ﾆ

日本の川を調べる
日本を調べる本 関東・
北陸の川とくらし

犬井　正　監修・執
筆

理論社 291 ﾆ

日本の川を調べる
日本を調べる本 九州・
沖縄の川とくらし

犬井　正　監修・執
筆

理論社 291 ﾆ

日本の川を調べる
日本を調べる本 中国・
四国の川とくらし

犬井　正　監修・執
筆

理論社 291 ﾆ

日本の川を調べる
日本を調べる本 東海・
近畿の川とくらし

犬井　正　監修・執
筆

理論社 291 ﾆ

日本の川を調べる
日本を調べる本 北海
道・東北の川とくらし

犬井　正　監修・執
筆

理論社 291 ﾆ



日本歴史探険
れきはく案内 近世に生
きる

国立歴史民俗博
物館　編集

国立歴史民俗博
物館

210 ﾆ

日本歴史探険
れきはく案内 古代を発
掘する

国立歴史民俗博
物館　編集

福武書店 210 ﾆ

日本歴史探険
れきはく案内 中世を歩
く

国立歴史民俗博
物館　編集

国立歴史民俗博
物館

210 ﾆ

日本の生活１００年の記録
こどもの生活の１００年
日本の生活１００年の
記録

佐藤　能丸 ポプラ社 380 ﾆ

日本の生活１００年の記録
産業の１００年 日本の
生活１００年の記録

佐藤　能丸 ポプラ社 380 ﾆ

日本の生活１００年の記録
社会生活の１００年 日
本の生活１００年の記

佐藤　能丸 ポプラ社 380 ﾆ

日本の生活１００年の記録
住まいとくらしの１００年
日本の生活１００年の
記録

佐藤　能丸 ポプラ社 380 ﾆ

日本の生活１００年の記録
乗り物と交通の１００年
日本の生活１００年の
記録

佐藤　能丸 ポプラ社 380 ﾆ

日本の生活１００年の記録
食生活の１００年 日本
の生活１００年の記録

佐藤　能丸 ポプラ社 380 ﾆ

日本の生活１００年の記録
文化と流行の１００年
日本の生活１００年の

佐藤　能丸 ポプラ社 380 ﾆ

学習漫画　日本の遺跡なん
でも事典

集英社版 山形　真理子 集英社 210 ﾆ

２１世紀版できるまで科学館
バリアフリーに役立つも
の

山田　卓三　監修 河出書房新社 369 ﾆ

２１世紀版できるまで科学館 地球にやさしいもの 山田　卓三　監修 河出書房新社 519 ﾆ

２１世紀版できるまで科学館
エネルギーと乗り物、建
て物

山田　卓三　監修 河出書房新社 600 ﾆ

２１世紀版できるまで科学館 見て、伝えるもの 山田　卓三　監修 河出書房新社 600 ﾆ
２１世紀版できるまで科学館 身のまわりの科学 山田　卓三　監修 河出書房新社 600 ﾆ
日本の湿地・干潟 秋山　章男　ほか 草土文化 452 ﾆ

日本・中国・韓国の昔話集
さるとかえるのもちころ
がし

出版文化産業振
興財団　編集

国立オリンピック
記念青少年総合
センター

388 ﾆ

日本・中国・韓国の昔話集 一寸法師
出版文化産業振
興財団　編集

国立オリンピック
記念青少年総合
センター

388 ﾆ

日本・中国・韓国の昔話集 天人女房
出版文化産業振
興財団　編集

国立オリンピック
記念青少年総合
センター

388 ﾆ

ダーウィンのミミズの研究 新妻　昭夫 福音館書店 483 ﾆ
きつね火 新田　次郎 大日本図書 913 ﾆ

きらきらがいっぱい
新美亜希子詩集 詩の
風景

新美　亜希子 理論社 911 ﾆ

郵便のはなし 新美　景子 さ・え・ら書房 600 ﾆ
花をうかべて 新美南吉詩集 新美　南吉 岩崎書店 911 ﾆ
ごんぎつね 新美南吉童話集 新美　南吉 偕成社 913 ﾆ
あかいろうそく 新美　南吉 大日本図書 913 ﾆ
おじいさんのランプ 新美　南吉 ポプラ社 913 ﾆ
おじいさんのランプ 新美　南吉 岩崎書店 913 ﾆ
おじいさんのランプ 新美　南吉 小峰書店 913 ﾆ
がちょうのたんじょうび 新美　南吉 小峰書店 913 ﾆ
がちょうのたんじょうび 新美　南吉 大日本図書 913 ﾆ
こぞうさんのおきょう 新美　南吉 大日本図書 913 ﾆ
こどものすきなかみさま 新美　南吉 大日本図書 913 ﾆ
ごんぎつね 新美　南吉 ポプラ社 913 ﾆ
ごんぎつね 新美　南吉 岩崎書店 913 ﾆ



ごんぎつね 新美　南吉 偕成社 913 ﾆ
ごん狐 新美　南吉 小峰書店 913 ﾆ
てぶくろを買いに 新美　南吉 大日本図書 913 ﾆ
でんでんむしのかなしみ 新美　南吉 大日本図書 913 ﾆ
花のき村と盗人たち 新美　南吉 岩崎書店 913 ﾆ
花のき村と盗人たち 新美　南吉 小峰書店 913 ﾆ
花のき村と盗人たち 新美　南吉 大日本図書 913 ﾆ
牛をつないだつばきの木 新美　南吉 大日本図書 913 ﾆ
牛をつないだ椿の木 新美　南吉 金の星社 913 ﾆ
狐 新美　南吉 偕成社 913 ﾆ
手ぶくろを買いに 新美　南吉 偕成社 913 ﾆ
鳥右エ門諸国をめぐる 新美　南吉 大日本図書 913 ﾆ

木の祭り 新美　南吉
にっけん教育出
版社

913 ﾆ

まんが日本の歴史２０００年 人見　倫平 学研 210 ﾆ

ＮＨＫ日本映像の２０世紀
都道府県別で１００年の
歴史がよくわかる 九
州・沖縄地方

水野　慶三郎 ポプラ社 291 ﾆ

ＮＨＫ日本映像の２０世紀
都道府県別で１００年の
歴史がよくわかる 中
国・四国地方

水野　慶三郎 ポプラ社 291 ﾆ

日本の川 水野　信彦 草土文化 452 ﾆ

ハワード・カーター
ツタンカーメン王の墓を
発見した考古学者

西　公平 集英社 289 ﾆ

人形劇のはじまりはじまり 西浦　万里子 草土文化 770 ﾆ

よみがえれゲンゴロウの里
守ってのこそう！いのち
つながる日本の自然

西原　昇吾 童心社 468 ﾆ

かば園長のありがとうおかあ
さん

ふれあい動物園日記 西山　登志雄 聖教新聞社 480 ﾆ

友だちが増える話し方のコツ 西出　博子 学習研究社 361 ﾆ
ニホンザル 西川　治 あかね書房 480 ﾆ
ぼくがバイオリンを弾く理由 ノベルズ・エクスプレス 西村　すぐり ポプラ社 913 ﾆ
ポレポレ 西村　まり子 ＢＬ出版 913 ﾆ
ヤマネのくらし 西村　豊 あかね書房 480 ﾆ
ヤマネのくらし　新装版 西村　豊 あかね書房 489 ﾆ

干し柿
あかね・新えほんシリー
ズ　３０

西村　豊 あかね書房 590 ﾆ

オムレツ屋へようこそ！ 西村　友里 国土社 913 ﾆ
世界の祭りと子ども 世界編 １０－１２月 西田　敬 大日本図書 386 ﾆ
世界の祭りと子ども 世界編 １－３月 西田　敬 大日本図書 386 ﾆ
世界の祭りと子ども 世界編 ４－６月 西田　敬 大日本図書 386 ﾆ
世界の祭りと子ども 世界編 ７－９月 西田　敬 大日本図書 386 ﾆ
世界の祭りと子ども 日本編 夏 西田　敬 大日本図書 386 ﾆ
世界の祭りと子ども 日本編 秋 西田　敬 大日本図書 386 ﾆ
世界の祭りと子ども 日本編 春 西田　敬 大日本図書 386 ﾆ
世界の祭りと子ども 日本編 冬 西田　敬 大日本図書 386 ﾆ

光をかかげた人たち

ひとり読みと読みきか
せのための心を育てる
偉人のお話 ノーベル:
平賀源内:ファーブル:福
沢諭吉:フランクリン:
ベートーベン:宮本武蔵:
リンカーン:ロダン:酒井

西本　鶏介 ポプラ社 280 ﾆ



光をかかげた人たち

ひとり読みと読みきか
せのための心を育てる
偉人のお話 フォード，
ヘンリー:フレミング，ア
レグザンダー:トウェー
ン，マーク:松尾芭蕉:ミ
レー:モーツァルト:ライト
兄弟:名和靖:長岡半太

西本　鶏介 ポプラ社 280 ﾆ

かぐやひめ 西本　鶏介 ポプラ社 388 ﾆ
ことわざ絵本 はなよりだんご他２４ 西本　鶏介 チャイルド本社 810 ﾆ
ジャックと豆のつる イギリス民話 西本　鶏介 ポプラ社 908 ﾆ
はいくのえほん 西本　鶏介 すずき出版 911 ﾆ
はいくのえほん　続 西本　鶏介 すずき出版 911 ﾆ
お母さん、ひらけゴマ！ 西本　鶏介 ポプラ社 913 ﾆ
あッこりゃまた村おっちょこ
チョイ姫　ちょっとまった！ご
婚礼の巻

キッズ童話館 西本　七星 金の星社 913 ﾆ

日本の神話 ウミサチとヤマサチ 西野　綾子 ひくまの出版 160 ﾆ
日本の神話 ちいさな神さま 西野　綾子 ひくまの出版 160 ﾆ
日本の神話 ヤマトタケル 西野　綾子 ひくまの出版 160 ﾆ
日本の神話 地のそこの国 西野　綾子 ひくまの出版 160 ﾆ
ふうちゃんのハーモニカ 西野　綾子 ひくまの出版 913 ﾆ

ハブの棲む島
伝説のハブ捕り名人と
奄美の森の物語 シリー
ズ・自然いのちひと　８

西野　嘉憲 ポプラ社 487 ﾆ

日本をつつむ大気 谷山　鉄郎 草土文化 519 ﾆ

教室壁かざりアイディア集
みんなで作ろう リサイ
クルや思い出でかざろ
う３学期

丹伊田　弓子　指
導・監修

学研 750 ﾆ

教室壁かざりアイディア集
みんなで作ろう 自然や
体験を調べてかざろう２
学期

丹伊田　弓子　指
導・監修

学研 750 ﾆ

教室壁かざりアイディア集
みんなで作ろう 友だち
や環境にやさしく１学期

丹伊田　弓子　指
導・監修

学研 750 ﾆ

日本の生活道具百科
イラストで見るモノのう
つりかわり 祈る道具・
遊ぶ道具・索引

中林　啓治 河出書房新社 380 ﾆ

日本の生活道具百科
イラストで見るモノのう
つりかわり 装う道具

中林　啓治 河出書房新社 380 ﾆ

図書館が大好きになるめざ
せ！キッズ・ライブラリアン
１

図書館が大好きになる
めざせ！キッズ・ライブ
ラリアン

二村　健 すずき出版 10 ﾆ

図書館が大好きになるめざ
せ！キッズ・ライブラリアン
２

図書館が大好きになる
めざせ！キッズ・ライブ
ラリアン

二村　健 すずき出版 10 ﾆ

図書館が大好きになるめざ
せ！キッズ・ライブラリアン
３

図書館が大好きになる
めざせ！キッズ・ライブ
ラリアン

二村　健 すずき出版 10 ﾆ

サッカー＆フットサル競技規
則

ＬＡＷＳ　ＯＦ　ＴＨＥ　Ｇ
ＡＭＥ ２００２／２００３

日本サッカー協会
日本サッカー協
会

780 ﾆ

伊東家の食卓不滅の裏ワザ
大全集ＢＥＳＴ１００！！　完
全保存版

日本テレビ放送網
日本テレビ放送
網

31 ﾆ

日本の食生活全集
聞き書香川の食事 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

90 ﾆ

調べよう天気と暮らし 雨と雪を調べる
日本気象協会　編
著

ポプラ社 451 ﾆ



調べよう天気と暮らし 台風・たつまき大追跡
日本気象協会　編
著

ポプラ社 451 ﾆ

調べよう天気と暮らし
天気図の読み方・つくり
方

日本気象協会　編
著

ポプラ社 451 ﾆ

調べよう天気と暮らし 風・雲・霧を調べる
日本気象協会　編
著

ポプラ社 451 ﾆ

調べよう天気と暮らし
暦と天気のかかわりを
探る

日本気象協会　編
著

ポプラ社 451 ﾆ

いま戦争を考える 小学校高学年 日本作文の会　編 百合出版 816 ﾆ
いま戦争を考える 小学校中学年 日本作文の会　編 百合出版 816 ﾆ
いま戦争を考える 小学校低学年 日本作文の会　編 百合出版 816 ﾆ

作文ランドセル ３ねん
日本作文の会　編
集

らくだ出版 816 ﾆ

作文ランドセル ４ねん
日本作文の会　編
集

らくだ出版 816 ﾆ

作文ランドセル ５ねん
日本作文の会　編
集

らくだ出版 816 ﾆ

作文ランドセル ６ねん
日本作文の会　編
集

らくだ出版 816 ﾆ

どの本よもうかな　１・２年生 どの本よもうかな
日本子どもの本研
究会　編

国土社 10 ﾆ

どの本よもうかな　３・４年生 どの本よもうかな
日本子どもの本研
究会　編

国土社 10 ﾆ

どの本よもうかな　５・６年生 どの本よもうかな
日本子どもの本研
究会　編

国土社 10 ﾆ

ガミガミのガミ先生
日本子どもの本研
究会　編

ほるぷ出版 913 ﾆ

どの本よもうかな？ 小学校１・２・３年生
日本子どもの本研
究会　編集

国土社 10 ﾆ

どの本よもうかな？ 小学校４・５・６年生
日本子どもの本研
究会　編集

国土社 10 ﾆ

学校・なぞのカード事件 きみも名探偵　１
日本児童文学者
協会　編

偕成社 913 ﾆ

こちら、ふたり探偵局 きみも名探偵　２
日本児童文学者
協会　編

偕成社 913 ﾆ

探偵クラブにようこそ！ きみも名探偵　３
日本児童文学者
協会　編

偕成社 913 ﾆ

悪魔の手紙事件 きみも名探偵　４
日本児童文学者
協会　編

偕成社 913 ﾆ

うらない姫は名探偵 きみも名探偵　５
日本児童文学者
協会　編

偕成社 913 ﾆ

学校のでまえです くやし～い宅急便
日本児童文学者
協会　編

童心社 913 ﾆ

まよなかのおまじない どっきり宅急便
日本児童文学者
協会　編

童心社 913 ﾆ

語りつぐ戦争体験 ぼくもわたしも梅の花
日本児童文学者
協会　編

草土文化 913 ﾆ

おばあちゃんは友だち１００
人

日本児童文学者
協会　編

ポプラ社 913 ﾆ

くいしんぼじいちゃんはスー
パーマン

日本児童文学者
協会　編

ポプラ社 913 ﾆ

ねこの魔法使い
日本児童文学者
協会　編

偕成社 913 ﾆ

ぼくのパパはおすもうさん
日本児童文学者
協会　編

ポプラ社 913 ﾆ

まぼろしの犬
日本児童文学者
協会　編

新日本出版社 913 ﾆ

ラーメン一丁パパ一丁
日本児童文学者
協会　編

国土社 913 ﾆ



わがまま魔女の大修行
日本児童文学者
協会　編

偕成社 913 ﾆ

空き教室で霊がよぶ
日本児童文学者
協会　編

偕成社 913 ﾆ

二時間だけの魔女
日本児童文学者
協会　編

偕成社 913 ﾆ

魔法のスープめしあがれ
日本児童文学者
協会　編

偕成社 913 ﾆ

妖精めがねさしあげます
日本児童文学者
協会　編

偕成社 913 ﾆ

かしこくなるくすり
日本児童文学者
協会　編

国土社 918 ﾆ

わすれんぼうなコックさん
７人のコックさんのおい
しいお話 じぶんを見つ
ける物語　３

日本児童文芸家
協会　編

ポプラ社 913 ﾆ

あわてんぼうなお姫さま
７人のプリンセスのお話
じぶんを見つける物語

日本児童文芸家
協会　編

ポプラ社 913 ﾆ

こわがりやの忍者
７人の忍者のドキドキな
お話 じぶんを見つける
物語　５

日本児童文芸家
協会　編

ポプラ社 913 ﾆ

はずかしがりやの魔女
７人の魔女のフシギな
お話 じぶんを見つける
物語４

日本児童文芸家
協会　編

ポプラ社 913 ﾆ

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 913 ﾆ

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 913 ﾆ

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 913 ﾆ

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 913 ﾆ

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 913 ﾆ

くいしんぼうなおばけ
ヘンなおばけの７つの
お話 じぶんを見つける
物語２

日本児童文芸家
協会　編

ポプラ社 913 ﾆ

事前に調べる修学旅行パー
フェクトガイド

京都・神戸・広島
日本修学旅行協
会　監修

金の星社 291 ﾆ

事前に調べる修学旅行パー
フェクトガイド

大阪・奈良・伊勢志摩
日本修学旅行協
会　監修

金の星社 291 ﾆ

世界とむすぶ学校ビオトープ
つくりかた図鑑

世界とむすぶ あそぼ
う！そだてよう！学校ビ
オトープ

日本生態系協会
編

汐文社 460 ﾆ

学校ビオトープつくりかた図
鑑

世界とむすぶ はじめよ
う！学校ビオトープ

日本生態系協会
編

汐文社 460 ﾆ

学校ビオトープつくりかた図
鑑

世界とむすぶ 学校が
楽しくなるビオトープっ
てなんだ？

日本生態系協会
編

汐文社 460 ﾆ

世界とむすぶ学校ビオトープ
つくりかた図鑑

あそぼう！そだてよう！
学校ビオトープ

日本生態系協会
編・著

汐文社 460 ﾆ

世界とむすぶ学校ビオトープ
つくりかた図鑑

はじめよう！学校ビオ
トープ

日本生態系協会
編・著

汐文社 460 ﾆ

世界とむすぶ学校ビオトープ
つくりかた図鑑

学校が楽しくなるビオ
トープってなんだ？

日本生態系協会
編・著

汐文社 460 ﾆ

はじめて点字を読むあなた
へ

日本点字図書館
監修

エンパワメント研
究所

369 ﾆ

きしゃにばけたたぬき 日本民話の会　編 ポプラ社 388 ﾆ
鳥になったこども 日本民話の会　編 ポプラ社 388 ﾆ



ＮＨＫ日本映像の２０世紀
都道府県別で１００年の
歴史がよくわかる 中部
地方

梅澤　庄亮 ポプラ社 291 ﾆ

ＮＨＫ日本映像の２０世紀
都道府県別で１００年の
歴史がよくわかる 北海
道・東北地方

梅澤　庄亮 ポプラ社 291 ﾆ

スプラッシュ 尾崎　曜子 ポプラ社 918 ﾆ
うそかほんとか 民話の研究会　編 ポプラ社 388 ﾆ
おにとやまんば 民話の研究会　編 ポプラ社 388 ﾆ
たろうとじろう 民話の研究会　編 ポプラ社 388 ﾆ
ばけねことおしょう 民話の研究会　編 ポプラ社 388 ﾆ
ふしぎなたから 民話の研究会　編 ポプラ社 388 ﾆ
ふしぎなよめさま 民話の研究会　編 ポプラ社 388 ﾆ
まぬけなおばけ 民話の研究会　編 ポプラ社 388 ﾆ
まほうをとくむすめ 民話の研究会　編 ポプラ社 388 ﾆ
力じまんちえじまん 民話の研究会　編 ポプラ社 388 ﾆ
二宮金次郎 木暮　正夫 ポプラ社 280 ﾆ
日本の海 目崎　茂和 草土文化 452 ﾆ
日本の歴史できごと事典 柳川　創造 集英社 210 ﾆ
日本の歴史人物事典 柳川　創造 集英社 280 ﾆ
日本の湖 鈴木　紀雄 草土文化 452 ﾆ

ペットフードのひみつ
学研まんがでよくわか
るシリーズ　43

ぬえ　りつき 学研 589 ﾇ

植物の育て方 旺文社　編 旺文社 31 ﾇ
地球温暖化図鑑 布村　明彦 文渓堂 519 ﾇ
緑の国のわらい鳥 Ｅ．ネスビット 大日本図書 933 ﾈ
わがままくまさん ねじめ　しょういち そうえん社 913 ﾈ

あーちゃん
ねじめ正一詩集 詩の
風景

ねじめ　正一 理論社 911 ﾈ

ママのおむこさん ネストリンガー 偕成社 943 ﾈ
ぼくは母さんの涙を見た 十五歳の修行僧 根本　順善 ポプラ社 916 ﾈ
クリちゃんのアフリカ動物旅 根本　進 ライダースクラブ 913 ﾈ
年中行事の劇 １０月～３月 生越　嘉治 あすなろ書房 770 ﾈ
年中行事の劇 ４月～９月 生越　嘉治 あすなろ書房 770 ﾈ

図書室にうかぶ霊
日本児童文学者
協会　編

偕成社 913 ﾈ

すぐにやくだつ校内放送３６５
日

みぢかな自然の放送３
６５日

ポプラ社 370 ﾉ

農林水産業はすてきな仕事
日本の資源を生かして
家畜を育てる

文研出版 600 ﾉ

農林水産業はすてきな仕事
日本の資源を生かして
花をつくる

文研出版 600 ﾉ

農林水産業はすてきな仕事
日本の資源を生かして
海の幸を育てる

文研出版 600 ﾉ

農林水産業はすてきな仕事
日本の資源を生かして
魚をとる

文研出版 600 ﾉ

農林水産業はすてきな仕事
日本の資源を生かして
国土を守る森づくり

文研出版 600 ﾉ

農林水産業はすてきな仕事
日本の資源を生かして
野菜や果物をつくる

文研出版 600 ﾉ

農林水産業はすてきな仕事
日本の資源を生かして
木を育てる

文研出版 608 ﾉ

農林水産業はすてきな仕事
日本の資源を生かして
米をつくる

文研出版 610 ﾉ

リストとゆかいなラウハおば
さん　１　謎のきょうはくじょう

リストとゆかいなラウハ
おばさん

シニッカ・ノポラ 小峰書店 993 ﾉ

リストとゆかいなラウハおば
さん　２　ぶつぶつソーセージ
の巻

リストとゆかいなラウハ
おばさん

シニッカ・ノポラ 小峰書店 993 ﾉ



リストとゆかいなラウハおば
さん　３　はじめてのラブレ
ター？！の巻

リストとゆかいなラウハ
おばさん

シニッカ・ノポラ 小峰書店 993 ﾉ

リストとゆかいなラウハおば
さん　４　ヘンテコおばさん
やってきたの巻

リストとゆかいなラウハ
おばさん

シニッカ・ノポラ 小峰書店 993 ﾉ

リストとゆかいなラウハおば
さん　５　恋のライバルあらわ
るの巻

リストとゆかいなラウハ
おばさん

シニッカ・ノポラ 小峰書店 993 ﾉ

リストとゆかいなラウハおば
さん　６　こまったニキビで大
事件の巻

リストとゆかいなラウハ
おばさん

シニッカ・ノポラ 小峰書店 993 ﾉ

リストとゆかいなラウハおば
さん　７　ラウハおばさん、先
生になるの巻

リストとゆかいなラウハ
おばさん

シニッカ・ノポラ 小峰書店 993 ﾉ

あらいぐまラスカル 読む世界名作劇場
スターリング・ノー
ス　原著

文渓堂 933 ﾉ

恐竜あらわる スティーヴ・パー 同朋舎出版 457 ﾉ
恐竜事典 デビッド・ノーマン あすなろ書房 457 ﾉ

野口英世
伝染病に命をかけた医
学の戦士

みやぞえ　郁雄 小学館 280 ﾉ

床下の小人たち 小人の冒険シリーズ　１ メアリー・ノートン 岩波書店 933 ﾉ
野に出た小人たち 小人の冒険シリーズ　２ メアリー・ノートン 岩波書店 933 ﾉ
川をくだる小人たち 小人の冒険シリーズ　３ メアリー・ノートン 岩波書店 933 ﾉ
空をとぶ小人たち 小人の冒険シリーズ　４ メアリー・ノートン 岩波書店 933 ﾉ
小人たちの新しい家 小人の冒険シリーズ　５ メアリー・ノートン 岩波書店 933 ﾉ

野口英世
いじめられっ子だった世
界の恩人

大森　光章 新学社・全家研 280 ﾉ

伝承写真館日本の食文化
四国 伝承写真館日本
の食文化

農山漁業文化協
会　編

農山漁村文化協
会

90 ﾉ

写真でわかるぼくらのイネつ
くり

プランターで苗つくり 農文協　編
農山漁村文化協
会

610 ﾉ

写真でわかるぼくらのイネつ
くり

学校田んぼのおもしろ
授業

農文協　編
農山漁村文化協
会

610 ﾉ

写真でわかるぼくらのイネつ
くり

田植えと育ち 農文協　編
農山漁村文化協
会

610 ﾉ

写真でわかるぼくらのイネつ
くり

稔りと穫り入れ 農文協　編
農山漁村文化協
会

610 ﾉ

写真でわかるぼくらのイネつ
くり

料理とワラ加工 農文協　編
農山漁村文化協
会

610 ﾉ

ドリーム

さぬきの夢２０００開発
物語 まんが農業ビジネ
ス列伝食と農の未来を
拓く挑戦者たち

農林水産省中国
四国農政局

社）家の光協会 90 ﾉ

ピオーネ王国への道
まんが農業ビジネス列
伝食と農の未来を拓く
挑戦者たち

農林水産省中国
四国農政局

社）家の光協会 600 ﾉ

葉っぱがお金にばける！？
まんが農業ビジネス列
伝食と農の未来を拓く
挑戦者たち

農林水産省中国
四国農政局

社）家の光協会 600 ﾉ

鳥取ナシ物語

黒斑病克服から輸出促
進まで鳥取県 まんが農
業ビジネス列伝食と農
の未来を拓く挑戦者た

農林水産省中国
四国農政局

社）家の光協会 600 ﾉ

食の安全・安心の実現に挑
む

秋川牧園物語 まんが
農業ビジネス列伝食と
農の未来を拓く挑戦者

農林水産省中国
四国農政局

社）家の光協会 600 ﾉ



からり

切り開かれる新しい農
業の未来 まんが農業
ビジネス列伝食と農の
未来を拓く挑戦者たち

農林水産省中国
四国農政局

社）家の光協会 600 ﾉ

天然ユズが村を救った

馬路村農協の軌跡 ま
んが農業ビジネス列伝
食と農の未来を拓く挑
戦者たち

農林水産省中国
四国農政局

社）家の光協会 600 ﾉ

できたぞ！フルーツの森

平田観光農園物語 ま
んが農業ビジネス列伝
食と農の未来を拓く挑
戦者たち

農林水産省中国
四国農政局

社）家の光協会 600 ﾉ

農のはぐくむもの

木次の牛乳作りを通じ
て まんが農業ビジネス
列伝食と農の未来を拓
く挑戦者たち

農林水産省中国
四国農政局

社）家の光協会 600 ﾉ

ノーベル
人類の幸せのため、
ノーベル賞の創設者

萩原　葉子 新学社・全家研 280 ﾉ

野口英世 浜野　卓也 ポプラ社 280 ﾉ

あきらめないこと、それが冒
険だ

エベレストに登るのも冒
険、ゴミ拾いも冒険！
ヒューマン・ノンフィク
ション

野口　健 学習研究社 916 ﾉ

脱出せよ！ようかいワールド
スポーツと食育の話
チャートＢＯＯＫＳ　学習
シリーズ

野口　克彦 数研出版 780 ﾉ

小学生までに知っておきたい
マナーとお作法

野口　芳宏 ＰＨＰ研究所 385 ﾉ

火乗るの墓
ポプラポケット文庫　３７
７－１

野坂　昭如 ポプラ社 913 ﾉ

あしたのてんきははれくもり
あめ

おてんきかんさつえほ
ん かがくのとも傑作集
どきどきしぜん

野坂　勇作 福音館書店 451 ﾉ

さかさまさかさ 野崎　昭弘 福音館書店 400 ﾉ
読書かんそう文の書き方おし
えてよ

１・２年 野上　員行 ＫＴＣ中央出版 816 ﾉ

読書感想文の書き方おしえ
てよ

３・４年 野上　員行 ＫＴＣ中央出版 816 ﾉ

てーほへてほへ 奥三河・花祭 野村　たかあき 講談社 913 ﾉ
下町によみがえったトンボの
楽園

野村　圭佑 大日本図書 480 ﾉ

キムさんの韓国民話 野村　敬子　編 星の環会 388 ﾉ
オリーブかあさんのフィリピン
民話

須藤オリーブ語り 野村　敬子　編著 星の環会 388 ﾉ

チュ・ママの台湾民話 野村　敬子　編著 星の環会 388 ﾉ

あかりもり 野村　昇司
ぬぷん児童図書
出版

913 ﾉ

こうしんさまの力石 野村　昇司
ぬぷん児童図書
出版

913 ﾉ

ぞうさまお通り 野村　昇司
ぬぷん児童図書
出版

913 ﾉ

たぬきのチョッピラリン 野村　昇司
ぬぷん児童図書
出版

913 ﾉ

なきなきたまねぎ 野村　昇司
ぬぷん児童図書
出版

913 ﾉ

羽田の漁師 野村　昇司
ぬぷん児童図書
出版

913 ﾉ

羽田の空に飛行機がとんだ 野村　昇司
ぬぷん児童図書
出版

913 ﾉ



羽田九月二十一日 野村　昇司
ぬぷん児童図書
出版

913 ﾉ

茂吉たんぼ 野村　昇司
ぬぷん児童図書
出版

913 ﾉ

テレジンの小さな画家たち
ナチスの収容所で子ど
もたちは４０００枚の絵
をのこした

野村　路子 偕成社 913 ﾉ

アイスクリーム・タワー パンダのポンポン 野中　柊 理論社 913 ﾉ
クッキー・オーケストラ パンダのポンポン 野中　柊 理論社 913 ﾉ
クリスマスあったかスープ パンダのポンポン 野中　柊 理論社 913 ﾉ
サイクリング・ドーナツ パンダのポンポン 野中　柊 理論社 913 ﾉ
パンパカパーンふっくらパン パンダのポンポン 野中　柊 理論社 913 ﾉ
青空バーベキュー パンダのポンポン 野中　柊 理論社 913 ﾉ
パンダのポンポン 野中　柊 理論社 913 ﾉ
点子ちゃん 野田　道子 毎日新聞社 913 ﾉ
麻薬をさがせ！名犬マック 野田　道子 ポプラ社 916 ﾉ
パストゥール 伝記世界を変えた人々 偕成社 280 ﾊ
アサガオ 講談社 470 ﾊ
人のからだ 講談社 490 ﾊ
ハチドリのひとしずく いま、私にできること 光文社 519 ﾊ
つくってあそぼうよ！ コックさんになろう 偕成社 590 ﾊ
学研の英語ずかん ＡＢＣあそび 学研 830 ﾊ
学研の英語ずかん あそびことば 学研 830 ﾊ
学研の英語ずかん アメリカンライフ 学研 830 ﾊ

学研の英語ずかん
おもしろかいわ① ひとく
ち表現集

学研 830 ﾊ

学研の英語ずかん
おもしろかいわ② 場面
別表現集

学研 830 ﾊ

学研の英語ずかん たんごあそび 学研 830 ﾊ
小学館世界の名作 オズの魔法使い 小学館 908 ﾊ
小学館世界の名作 ピーター・パン 小学館 908 ﾊ
子どものための世界名作文 ひみつの花園 集英社 908 ﾊ
子どものための世界名作文 小公女 集英社 908 ﾊ
絵で見るたのしい古典 奥の細道 学研 918 ﾊ
絵で見るたのしい古典 源氏物語 学研 918 ﾊ
絵で見るたのしい古典 古事記・風土記 学研 918 ﾊ
絵で見るたのしい古典 今昔物語 学研 918 ﾊ
絵で見るたのしい古典 竹取物語 学研 918 ﾊ
絵で見るたのしい古典 東海道中膝栗毛 学研 918 ﾊ
絵で見るたのしい古典 平家物語 学研 918 ﾊ
絵で見るたのしい古典 枕草子・徒然草 学研 918 ﾊ
ナマズ入江の大洪水 Ｂ．Ｌ．バーマン 評論社 933 ﾊ
１８番目の大ピンチ Ｂ．バイアーズ あかね書房 933 ﾊ

ピーター・パン 新訳 Ｊ．Ｍ．バリー

アスキー・メディア
ワークス//角川
グループパブリッ
シング

933 ﾊ

ピーターパンの冒険 読む世界名作劇場 Ｊ．Ｍ．バリー　原 文渓堂 933 ﾊ
ピーター・パンとウェンディ Ｊ・Ｍ・バリー 福音館書店 908 ﾊ
キョーフのちびっこ転校生 Ｎ・ハニーカット さ・え・ら書房 933 ﾊ
夢を追う子 Ｗ・Ｈ・ハドソン 福音館書店 908 ﾊ
ちいさなちいさな王様 アクセル・ハッケ 講談社 943 ﾊ
幽霊 アントニア・バーバ 評論社 933 ﾊ
春待つ家族 イブ＝バンティング 講談社 933 ﾊ

人間だって空を飛べる アメリカ黒人民話集
ヴァージニア・ハミ
ルトン　語り・編

福音館書店 933 ﾊ

ぼくの羊をさがして ヴァレリー・ハブズ あすなろ書房 933 ﾊ

アンジュール ある犬の物語
ガブリエル・バンサ
ン

ＢＬ出版 953 ﾊ



雨をまちながら
カマクシ・バラスブ
ラマニアン

河出書房新社 990 ﾊ

父さんと歌いたい
キャサリン＝パ
ターソン

偕成社 933 ﾊ

ブリジンガー炎に誓う絆　上 ドラゴンライダー　３
クリストファー・パ
オリーニ

ヴィレッジブックス 933 ﾊ

ブリジンガー炎に誓う絆　下 ドラゴンライダー　３
クリストファー・パ
オリーニ

ヴィレッジブックス 933 ﾊ

エラゴン 遺志を継ぐ者
クリストファー・パ
オリーニ

ソニー・マガジン
ズ

933 ﾊ

エルデスト 宿命の赤き翼
クリストファー・パ
オリーニ

ソニー・マガジン
ズ

933 ﾊ

ボランティアこれだけ工作 自由研究ハード編 こどもくらぶ　編 同友館 369 ﾊ
うちでもできるかな子犬の飼
育ボランティア

こどもくらぶ　編 同友館 369 ﾊ

この子もなれるかなボラン
ティア犬

こどもくらぶ　編 同友館 369 ﾊ

ボランティアはじめて体験 こどもくらぶ　編 同友館 369 ﾊ
手話でラブソングを こどもくらぶ　編 同友館 369 ﾊ
点字で書いたラブレター こどもくらぶ　編 同友館 369 ﾊ
こども環境家計簿 自由研究ソフト編 こどもくらぶ　編 同友館 519 ﾊ
地球というすてきな星 ジョン・バーニンガ ほるぷ出版 933 ﾊ
わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 評論社 933 ﾊ
パストゥール スティーヴ・パー 岩波書店 280 ﾊ
無敵の恐竜 スティーヴ・パー 同朋舎出版 457 ﾊ
１００の知識恐竜 １００の知識　シリーズ スティーブ・パー 文研出版 457 ﾊ
１００の知識消えゆく動物た １００の知識　シリーズ スティーブ・パー 文研出版 480 ﾊ
１００の知識昆虫とクモ １００の知識　シリーズ スティーブ・パー 文研出版 486 ﾊ
月までサイクリング ティモ・パルヴェラ 文研出版 993 ﾊ
樹木図鑑 デヴィッド・バー あすなろ書房 653 ﾊ

なぞのうさぎバニキュラ デボラ・ハウ
ベネッセコーポ
レーション

933 ﾊ

消えた少年のひみつ 名探偵犬バディ　１
ドリー・ヒルスタッ
ド・バトラー

国土社 933 ﾊ

すりかわったチャンピオン犬 名探偵犬バディ　２
ドリー・ヒルスタッ
ド・バトラー

国土社 933 ﾊ

なぞのワゴン車を追え！ 名探偵犬バディ　３

ドリー・ヒルスタッ
ド・バトラー　著　も
りうち　すみこ　訳
うしろだ　なぎさ

国土社 933 ﾊ

みんなわたしの 幼い子どもにおくる詩集
ドロシー・バトラー
編

のら書店 931 ﾊ

時をさまようタック ナタリー・バビット 評論社 933 ﾊ
海の中へ 深い深い海の底への旅 ニコラス・ハリス 理論社 450 ﾊ

地球の中へ
地球の内部へもぐって
いこう

ニコラス・ハリス 理論社 450 ﾊ

しらべよう！かんがえよう！
オリンピック　１

ニック・ハンター
原著

ベースボール・マ
ガジン社

780 ﾊ

ひみつの花園 バーネット ポプラ社 908 ﾊ
小公子 バーネット ポプラ社 908 ﾊ
小公女 バーネット ポプラ社 908 ﾊ
秘密の花園 バーネット ポプラ社 933 ﾊ

秘密の花園 バーネット
角川書店//角川
グループパブリッ
シング

933 ﾊ

ひみつの花園 バーネット　原作 偕成社 908 ﾊ

石の花
パーベル・ペトロー
ビッチ・バジョーフ

集英社 908 ﾊ

オズの魔法使い バウム ポプラ社 908 ﾊ



サバイとピリィほしのともだち はぎの　ちなつ ひさかたチャイル 913 ﾊ
とらとほしがき 韓国のむかしばなし パク　ジェヒョン 光村教育図書 933 ﾊ

あさごはんパワー
食生活と健康－朝食を
中心に 健やかサポー
ター　５

ぱすてる書房　編 ぱすてる書房 498 ﾊ

しゃべる詩あそぶ詩きこえる はせ　みつこ　編 富山房 911 ﾊ

夢をかなえる本
Making Dreams Come
True

パット・パルマー 径書房 150 ﾊ

漢字クイズ絵本 あそんでまなぶ ３年生 ばば　ゆうじ 偕成社 810 ﾊ
漢字クイズ絵本 あそんでまなぶ ４年生 ばば　ゆうじ 偕成社 810 ﾊ
漢字クイズ絵本 あそんでまなぶ ５年生 ばば　ゆうじ 偕成社 810 ﾊ
漢字クイズ絵本 あそんでまなぶ ６年生 ばば　ゆうじ 偕成社 810 ﾊ
ふしぎな赤い雲 はまの　たくや 国土社 388 ﾊ
花ぐるまの井戸 はやふね　ちよ 国土社 388 ﾊ
都会のトム＆ソーヤ　１ はやみね　かおる 講談社 913 ﾊ
都会のトム＆ソーヤ　２ 乱！ＲＵＮ！ラン！ はやみね　かおる 講談社 913 ﾊ

都会のトム＆ソーヤ　３
いつになったら作戦終
了？

はやみね　かおる 講談社 913 ﾊ

都会のトム＆ソーヤ　４ 四重奏 はやみね　かおる 講談社 913 ﾊ
都会のトム＆ソーヤ　５上 ＩＮ塀戸 はやみね　かおる 講談社 913 ﾊ
都会のトム＆ソーヤ　５下 ＩＮ塀戸 はやみね　かおる 講談社 913 ﾊ
都会のトム＆ソーヤ　６ ぼくの家へおいで はやみね　かおる 講談社 913 ﾊ
都会のトム＆ソーヤ　７ 怪人は夢に舞う　理論 はやみね　かおる 講談社 913 ﾊ
都会のトム＆ソーヤ　８ 怪人は夢に舞う　実践 はやみね　かおる 講談社 913 ﾊ
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 913 ﾊ
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 913 ﾊ
都会のトム＆ソーヤ完全ガイ はやみね　かおる 講談社 913 ﾊ
恐竜がくれた夏休み はやみね　かおる 講談社 913 ﾊ
南の島ルソンから 戦地の兄との交信 はら　みちを 岩崎書店 913 ﾊ

サッカーボーイズ
再会のグラウンド 角川
つばさ文庫　Ｂ　は　１

はらだ　みずき 角川書店 913 ﾊ

ピーター・パン バリ ポプラ社 933 ﾊ
バッハ 忘れられていた巨人 ひの　まどか リブリオ出版 280 ﾊ

小公女
フランシス・Ｅ・Ｈ・
バーネット

集英社 908 ﾊ

秘密の花園
フランシス・Ｅ・Ｈ・
バーネット

集英社 908 ﾊ

ウサギのトトのたからもの ヘルメ・ハイネ 徳間書店 943 ﾊ
きみがしらないひみつの三人 ヘルメ・ハイネ 徳間書店 943 ﾊ

ひとつ
マーク・ハーシュマ
ン

福音館書店 410 ﾊ

考える練習をしよう
子どものためのライフ・
スタイル

マリリン・バーンズ 晶文社 379 ﾊ

魔女図鑑
魔女になるための１１の
レッスン

マルカム・バード 金の星社 933 ﾊ

トミーが三歳になった日

ユダヤ人収容所の壁に
かくされたベジュリフ・フ
リッタのスケッチブック
から

ミース・バウハウス ほるぷ出版 949 ﾊ

リキシャ★ガール
鈴木出版の海外児童
文学　この地球を生き
る子どもたち

ミタリ・パーキンス すずき出版 933 ﾊ

わたしのひかり モリー・バング 評論社 933 ﾊ
ナゲキバト　新装改訂版 ラリー・バークダル あすなろ書房 933 ﾊ

生きものびっくり生態図鑑
リン・ハギンズ・
クーパー

文渓堂 481 ﾊ

モギ：ちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パー あすなろ書房 933 ﾊ
ウォンバットがっこうへいく ルース・パーク 朔北社 933 ﾊ
ウォンバットときのうえのいえ ルース・パーク 朔北社 933 ﾊ



葉っぱのフレディ いのちの旅 レオ・バスカーリア 童話屋 933 ﾊ

名探偵アガサ＆オービル
おばあちゃん誘拐事件
名探偵アガサ＆オービ
ルファイル２

ローラ　Ｊ．バーン
ズ

文渓堂 933 ﾊ

名探偵アガサ＆オービル
ふたつの顔を持つ男
名探偵アガサ＆オービ
ルファイル４

ローラ　Ｊ．バーン
ズ

文渓堂 933 ﾊ

名探偵アガサ＆オービル
火をはく怪物の謎 名探
偵アガサ＆オービル
ファイル１

ローラ　Ｊ．バーン
ズ

文渓堂 933 ﾊ

名探偵アガサ＆オービル
伝説の殺人鬼 名探偵
アガサ＆オービル　ファ
イル３

ローラ　Ｊ．バーン
ズ

文渓堂 933 ﾊ

ギリオ、冒険にでかける ロラン・パルスリエ 福武書店 957 ﾊ
白い砂を追え ロラン・パルスリエ 福武書店 957 ﾊ

からだあそび　イラスト版
子どもとマスターする４
６の体力づくり

羽崎　泰男　編著 合同出版 780 ﾊ

やまたのおろち 羽仁　進 岩崎書店 164 ﾊ
絵でわかる英語じてん ことば 羽鳥　博愛 学習研究社 830 ﾊ
絵でわかる英語じてん 学校 羽鳥　博愛 学習研究社 830 ﾊ
絵でわかる英語じてん 身のまわり 羽鳥　博愛 学習研究社 830 ﾊ
絵でわかる英語じてん 町・自然 羽鳥　博愛 学習研究社 830 ﾊ
絵でわかる英語じてん 遊び・行事 羽鳥　博愛 学習研究社 830 ﾊ

くらしなんでもナンバー１
はじめてのおもしろデー
タブック

羽豆　成二 ポプラ社 290 ﾊ

世界なんでもナンバー１
はじめてのおもしろデー
タブック

羽豆　成二 ポプラ社 290 ﾊ

日本なんでもナンバー１
はじめてのおもしろデー
タブック

羽豆　成二 ポプラ社 291 ﾊ

タヌキ森のなかまたち 花烏賊　康繁 汐文社 913 ﾊ
くも合戦 こがねぐもの一生 花岡　大学 文研出版 480 ﾊ
いたずら　こだぬき おじいのとっておきの話 花岡　大学 ＰＨＰ研究所 913 ﾊ
気持ちが伝わる言葉の使い
方　イラスト版

子どもとマスターする４
９の敬語

花田　修一　編 合同出版 810 ﾊ

ゴンちゃん 灰谷　健次郎 文渓堂 913 ﾊ
だれもしらない 灰谷　健次郎 あかね書房 913 ﾊ

兎の眼 灰谷　健次郎
角川書店//角川
グループホール
ディングス

913 ﾊ

兎の眼 灰谷　健次郎 理論社 913 ﾊ
たいようのおなら 子どもの詩集 灰谷　健次郎　他 のら書店 911 ﾊ
「バリアフリー」って、なんだろ
う？

バリアフリーの社会
に！ だれにも優しい街

共用品推進機構
監修

学研 369 ﾊ

「バリアフリー」って、なんだろ
う？

みんなでつくるバリアフ
リー！ みんなで学び、
みんなで体験

共用品推進機構
監修

学研 369 ﾊ

「バリアフリー」って、なんだろ
う？

建物をバリアフリーに！
ハートビルな町

共用品推進機構
監修

学研 369 ﾊ

「バリアフリー」って、なんだろ
う？

心のバリアをとりのぞこ
う！ 共に生きる社会

共用品推進機構
監修

学研 369 ﾊ

「バリアフリー」って、なんだろ
う？

道路や交通機関をバリ
アフリーに！ 低床バス
が走る

共用品推進機構
監修

学研 369 ﾊ

「バリアフリー」って、なんだろ
う？

日用品をバリアフリー
に！ 小さな凸を付けよ

共用品推進機構
監修

学研 369 ﾊ

「バリアフリー」って、なんだろ
う？

バリアフリーの社会
に！ だれにも優しい街

共用品推進機構：
監修

学研 369 ﾊ

「バリアフリー」って、なんだろ
う？

建物をバリアフリーに！
ハートビルな町

共用品推進機構：
監修

学研 369 ﾊ



「バリアフリー」って、なんだろ
う？

心のバリアをとりのぞこ
う！ 共に生きる社会

共用品推進機構：
監修

学研 369 ﾊ

「バリアフリー」って、なんだろ
う？

道路や交通機関をバリ
アフリーに！ 低床バス
が走る

共用品推進機構：
監修

学研 369 ﾊ

「バリアフリー」って、なんだろ
う？

日用品をバリアフリー
に！ 小さな凸を付けよ

共用品推進機構：
監修

学研 369 ﾊ

かいけつゾロリのドラゴンた
いじ

かいけつゾロリシリーズ
１

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのきょうふの
やかた

かいけつゾロリシリーズ
２

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリの大かいぞく
かいけつゾロリシリーズ
４

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのまほうつか
いのでし

かいけつゾロリシリーズ
５

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのゆうれいせ
ん

かいけつゾロリシリーズ
５

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのチョコレート
じょう

かいけつゾロリシリーズ
６

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリの大きょうりゅ
う

かいけつゾロリシリーズ
７

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのきょうふの
ゆうえんち

かいけつゾロリシリーズ
８

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのママだーい
すき

かいけつゾロリシリーズ
１０

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのなぞのう
ちゅうじん

かいけつゾロリシリーズ
１１

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのきょうふの
プレゼント

かいけつゾロリシリーズ
１２

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのなぞなぞ大
さくせん

かいけつゾロリシリーズ
１３

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリつかまる！！
かいけつゾロリシリーズ
１４

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのきょうふの
サッカー

かいけつゾロリシリーズ
１４

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリつかまる！！
かいけつゾロリシリーズ
１５

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリとなぞのひこ
うき

かいけつゾロリシリーズ
１６

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのおばけ大さ
くせん

かいけつゾロリシリーズ
１７

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのにんじゃ大
さくせん

かいけつゾロリシリーズ
１８

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリけっこんす
る！？

かいけつゾロリシリーズ
１９

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのきょうふの
カーレース

かいけつゾロリシリーズ
２１

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのきょうふの
大ジャンプ

かいけつゾロリシリーズ
２２

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリの大金もち
かいけつゾロリシリーズ
２３

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのテレビゲー
ムききいっぱつ

かいけつゾロリシリーズ
２４

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのきょうふの
宝さがし

かいけつゾロリシリーズ
２５

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

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
２６

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのめいたんて
いとうじょう

かいけつゾロリシリーズ
２７

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ



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
２８

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリあついぜ！
ラーメンたいけつ

かいけつゾロリシリーズ
３０

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのじごくりょこ
う

かいけつゾロリシリーズ
３２

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのようかい大
リーグ

かいけつゾロリシリーズ
３３

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリとなぞのまほ
う少女

かいけつゾロリシリーズ
３４

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリとまほうのへ
や

かいけつゾロリシリーズ
３５

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリたべられ
る！！

かいけつゾロリシリーズ
３６

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリの大どろぼう
かいけつゾロリシリーズ
３７

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリのなぞのおた
から大さくせん

かいけつゾロリシリーズ
３９

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリたべるぜ！大
ぐいせんしゅけん

かいけつぞろりシリーズ
４１

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリやせるぜ！ダ
イエット大さくせん

かいけつゾロリシリーズ
４２

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かいけつゾロリイシシ・ノシシ
大ピンチ！！

かいけつゾロリシリーズ
４４

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

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 913 ﾊ

かいけつゾロリなぞのスパイ
と１００本のバラ

原　ゆたか ポプラ社 913 ﾊ

かちくのいろいろ 原　慶明　訳著 岩崎書店 600 ﾊ
発達と障害を考える本　11
ふしぎたね!?　てんかんのお
ともだち

発達と障害を考える本 原　仁 ミネルヴァ書房 369 ﾊ

発達と障害を考える本　6　ふ
しぎだね!?　知的障害のおと
もだち

発達と障害を考える本 原　仁 ミネルヴァ書房 369 ﾊ

チョウが消えた！？ 昆虫の研究 原　聖樹 あかね書房 486 ﾊ
ぜつぼうの濁点 原田　宗典 教育画劇 913 ﾊ
植物のふしぎ 香取　一 講談社 470 ﾊ
木の本 高森　登志夫 福音館書店 470 ﾊ
セミの一生 佐藤　有恒　写真 あかね書房 486 ﾊ
王さまシカのねがい 斎藤　博之 岩崎書店 913 ﾊ

ゲンちゃん獣医になる
角川つばさ文庫　Ｄ　は
１－１

坂東　元 角川学芸出版 913 ﾊ

なりたいが見つかる将来の
夢さがし職業ガイド２３４種

坂東　眞理子 集英社 366 ﾊ

ふしぎなまちのかおさがし 阪東　勲 岩崎書店 913 ﾊ
サボテンのふしぎ 埴　沙萠 あかね書房 470 ﾊ
たねのゆくえ 埴　沙萠 あかね書房 470 ﾊ
ドングリ 埴　沙萠 あかね書房 470 ﾊ
たねのゆくえ　新装版 埴　沙萠 あかね書房 471 ﾊ
サボテンのふしぎ　新装版 埴　沙萠 あかね書房 479 ﾊ
ドングリ　新装版 埴　沙萠 あかね書房 479 ﾊ
トンボ 杉村　光俊 講談社 486 ﾊ
お父さん、牛になる 晴居　彗星 福音館書店 913 ﾊ

恐竜たちと出会った夏
チャートブックス　学習
シリーズ

早瀬　長利 数研出版 457 ﾊ

クリスマスはオカルトパーティ 早川　真知子 偕成社 913 ﾊ
ザリガニ 大塚　高雄 講談社 480 ﾊ
ちくちく布の絵本 池上　従子 偕成社 594 ﾊ



とびだすおりがみ 茶谷　正洋 ポプラ社 750 ﾊ
いろはのかるた奉行 長谷川　義史 講談社 913 ﾊ
おかあちゃんがつくったる 長谷川　義史 講談社 913 ﾊ
まわるおすし 長谷川　義史 ブロンズ新社 913 ﾊ
写真で見る俳句歳時記 ジュニア版 夏１ 長谷川　秀一　監 小峰書店 911 ﾊ
写真で見る俳句歳時記 ジュニア版 夏２ 長谷川　秀一　監 小峰書店 911 ﾊ
写真で見る俳句歳時記 ジュニア版 秋 長谷川　秀一　監 小峰書店 911 ﾊ
写真で見る俳句歳時記 ジュニア版 春１ 長谷川　秀一　監 小峰書店 911 ﾊ
写真で見る俳句歳時記 ジュニア版 春２ 長谷川　秀一　監 小峰書店 911 ﾊ
写真で見る俳句歳時記 ジュニア版 新年・総索 長谷川　秀一　監 小峰書店 911 ﾊ
写真で見る俳句歳時記 ジュニア版 冬 長谷川　秀一　監 小峰書店 911 ﾊ
かわりびょうぶ　かくれびょう 長谷川　淳 岩波書店 750 ﾊ

恐竜
生きていたウルトラサウ
ルス

長谷川　善和 平凡社 457 ﾊ

のはらのずかん 野の花と虫たち 長谷川　哲雄 岩崎書店 460 ﾊ
森の草花 長谷川　哲雄 岩崎書店 471 ﾊ
昆虫 小さな虫たちのせかい 長谷川　哲雄 岩崎書店 486 ﾊ

盲導犬ボランティア物語
林先生と子どもたちの
奮闘記

長谷島　妙子 ポプラ社 369 ﾊ

これだけ手話
これだけはおぼえてお
きたいな

田中　ひろし 同友館 369 ﾊ

これだけ点字
さわってわかるてんじの
ふしぎ

田中　ひろし 同友館 369 ﾊ

なれたらいいな手話ボラン
ティア

手話ができるスチュ
ワーデスさん・おまわり
さん・保母さん

田中　ひろし 同友館 369 ﾊ

できたらいいな手話介護
手話ができる看護婦さ
ん・お医者さん

田中　ひろし 同友館 369 ﾊ

なれたらいいな点訳ボラン
ティア

点字板を作ろう 田中　ひろし 同友館 369 ﾊ

続・これだけ手話 田中　ひろし 同友館 369 ﾊ
点字であそぼう 田中　ひろし 同友館 369 ﾊ
あなたにできるボランティア・
ハンドブック

難易度別 田中　ひろし　監修 同友館 369 ﾊ

５つの栄養素
調べて学んでバランス
よく食べる Ｑ＆Ａ

童夢　編 偕成社 590 ﾊ

５つの栄養素
調べて学んでバランス
よく食べる たんぱく質

童夢　編 偕成社 590 ﾊ

５つの栄養素
調べて学んでバランス
よく食べる ビタミン

童夢　編 偕成社 590 ﾊ

５つの栄養素
調べて学んでバランス
よく食べる 脂質

童夢　編 偕成社 590 ﾊ

５つの栄養素
調べて学んでバランス
よく食べる 無機質

童夢　編 偕成社 590 ﾊ

はたらく犬　１
盲導犬・聴導犬 安全を
いつも確認する犬たち

日本補助犬協会 学習研究社 369 ﾊ

はたらく犬　２
介助犬・セラピー犬 人
によりそう犬たち

日本補助犬協会 学習研究社 369 ﾊ

はたらく犬　３
警察犬・爆発物そう査
犬・麻薬犬・災害救助
犬・地雷犬 出動する犬

日本補助犬協会 学習研究社 369 ﾊ

はたらく犬　４
牧羊犬・そり犬・船内探
知犬など さまざまな仕
事をする犬たち

日本補助犬協会 学習研究社 369 ﾊ

はたらく犬 盲導犬・聴導犬
日本補助犬協会
監修

学研 369 ﾊ

世界の子どもの遊び事典
続

世界の子どもの遊び事
典　続

馬場　桂一郎　編
著

明治図書出版 790 ﾊ



ブラジルに夢をおって
移民植物学者橋本ゴロ
ウ物語

馬場　淑子 講談社 916 ﾊ

パパがワニになった日 馬場　真理子 岩崎書店 913 ﾊ
母さんのじん臓をあげる！ 馬場　錬成 偕成社 916 ﾊ

世界の子どもの遊び事典
総合的な学習・国際交
流学習を盛り上げる

馬場桂一郎　編著 明治図書出版 790 ﾊ

悲しい月夜 萩原朔太郎詩集 萩原　朔太郎 岩崎書店 911 ﾊ

マゼコゼ大王のさがしもの
漢字の話 チャートＢＯ
ＯＫＳ　学習シリーズ

萩原　昌好 数研出版 810 ﾊ

植物のふしぎ 科学のおはなし 萩原　信介 ＰＨＰ研究所 470 ﾊ
山や林の草花 萩原　信介 福音館書店 470 ﾊ

牛若丸 箱崎　睦昌
「京の絵本」刊行
委員会

913 ﾊ

ウミガメ・ゴンク動物記 海や川の神秘 畑　正憲 朝日出版社 480 ﾊ
ウミガメゴンクのぼうけん 畑　正憲 朝日出版社 480 ﾊ
オオハクチョウドンキーの空 畑　正憲 朝日出版社 480 ﾊ
犬ずきのひとこの指とまれ 畑　正憲 朝日出版社 480 ﾊ
新ぼくのくろう 畑　正憲 朝日出版社 480 ﾊ
ナガサキの空 畑島　喜久生 らくだ出版 319 ﾊ
しゃばけ　新装版 畠中　恵 新潮社 913 ﾊ
あそんで身につく日本語表現
力　１

あそんで身につく日本
語表現力

半沢　幹一　監修 偕成社 810 ﾊ

あそんで身につく日本語表現
力　２

あそんで身につく日本
語表現力

半沢　幹一　監修 偕成社 810 ﾊ

あそんで身につく日本語表現
力　３

あそんで身につく日本
語表現力

半沢　幹一　監修 偕成社 810 ﾊ

あそんで身につく日本語表現
力　４

あそんで身につく日本
語表現力

半沢　幹一　監修 偕成社 810 ﾊ

塩のはなし 半田　昌之 さ・え・ら書房 590 ﾊ
５０年まえのプレゼント 浜　たかや ＰＨＰ研究所 913 ﾊ
ちょっとあぶない日曜日 浜　たかや 偕成社 913 ﾊ
日曜日はふたりで探偵 浜　たかや 偕成社 913 ﾊ

たのしい自然発見シリーズ
海辺の巻 貝がら集めて
音楽会

浜口　哲一 学研 452 ﾊ

浜辺のたからさがし 浜口　哲一 福音館書店 452 ﾊ

たのしい自然発見シリーズ
まちの中の巻 よんでみ
よう虫や鳥

浜口　哲一 学研 480 ﾊ

ヤマトタケル 浜田　けい子 金の星社 160 ﾊ

たんぽぽの花は野に山に
子どもにゆめをはこん
だ「劇団たんぽぽ」と小
百合葉子の４０年

浜田　けい子 くもん出版 916 ﾊ

泣いた赤おに 浜田　広介 ポプラ社 913 ﾊ
ちんじゅの森のなぞをさぐる 浜島　繁隆　共著 文研出版 460 ﾊ
服部幸応のはて・なぜ・どうし
てたべものクイズ

子どもと学ぶ食育の知
恵 加工食品・調味料編

服部　幸応 合同出版 590 ﾊ

服部幸応のはて・なぜ・どうし
てたべものクイズ

子どもと学ぶ食育の知
恵 魚・肉・乳製品編

服部　幸応 合同出版 590 ﾊ

服部幸応のはて・なぜ・どうし
てたべものクイズ

子どもと学ぶ食育の知
恵 穀物・野菜・くだもの

服部　幸応 合同出版 590 ﾊ

服部幸応のはて・なぜ・どうし
てたべものクイズ

子どもと学ぶ食育の知
恵 料理・調理・マナー

服部　幸応 合同出版 590 ﾊ

服部幸応のはて・なぜ・どうし
てたべものクイズ

子どもと学ぶ食育の知
恵 歴史・栄養

服部　幸応 合同出版 590 ﾊ

みんなが元気になるはじめて
の食育

キレる食べ物・キレない
食べ物

服部　幸応　監修・
著

岩崎書店 590 ﾊ

みんなが元気になるはじめて
の食育

じょうぶなからだをつく
る

服部　幸応　監修・
著

岩崎書店 590 ﾊ

みんなが元気になるはじめて
の食育

ストップ！ザ生活習慣
病

服部　幸応　監修・
著

岩崎書店 590 ﾊ



みんなが元気になるはじめて
の食育

家族で食育
服部　幸応　監修・
著

岩崎書店 590 ﾊ

みんなが元気になるはじめて
の食育

食べ物と友だちになろう
服部　幸応　監修・
著

岩崎書店 590 ﾊ

みんなが元気になるはじめて
の食育

朝ごはんを食べよう
服部　幸応　監修・
著

岩崎書店 590 ﾊ

こどもの１２かげつ １０がつどんなつき 芳賀　日出男 小峰書店 386 ﾊ
こどもの１２かげつ ４がつどんなつき 芳賀　日出男 小峰書店 386 ﾊ
こどもの１２かげつ ６がつどんなつき 芳賀　日出男 小峰書店 386 ﾊ
日本の祭り事典 芳賀　日出男 汐文社 386 ﾊ
日本の伝統芸能　５ 芳賀　日出男 小峰書店 386 ﾊ
日本の伝統芸能　６ 芳賀　日出男 小峰書店 386 ﾊ
スターライト・キッズ 蜂屋　誠一 偕成社 913 ﾊ
いなかのネズミとまちのネズ 蜂飼　耳 岩崎書店 388 ﾊ
ウサギとカメ 蜂飼　耳 岩崎書店 388 ﾊ
オオカミがきた 蜂飼　耳 岩崎書店 388 ﾊ
きたかぜとたいよう 蜂飼　耳 岩崎書店 388 ﾊ
ライオンとネズミ 蜂飼　耳 岩崎書店 388 ﾊ

さらさら植物染め
望月　通陽　制作・
監修

偕成社 594 ﾊ

環境とリサイクル かん 本間　正樹 小峰書店 519 ﾊ
環境とリサイクル びん 本間　正樹 小峰書店 519 ﾊ
環境とリサイクル ペットボトル 本間　正樹 小峰書店 519 ﾊ
環境とリサイクル 家電製品と粗大ごみ 本間　正樹 小峰書店 519 ﾊ
ふわふわ布のおもちゃ 野口　光世 偕成社 594 ﾊ
植物のかんさつ 矢野　亮 講談社 470 ﾊ
ルーアンの星 出会いと人生 葉山　茂 大日本図書 913 ﾊ
子どもにできる地球にやさし
い２４時間

林　佳恵　ほか著 学陽書房 519 ﾊ

星ものがたり 夏 林　完次 小学館 440 ﾊ
星ものがたり 秋 林　完次 小学館 440 ﾊ
星ものがたり 春 林　完次 小学館 440 ﾊ
星と星座 林　完次 保育社 440 ﾊ
星ものがたり冬 林　完次 小学館 440 ﾊ
まちの施設たんけん 図書館 林　義人 小峰書店 10 ﾊ
まちの施設たんけん 警察署 林　義人 小峰書店 310 ﾊ

まちの施設たんけん
公民館・児童館・スポー
ツ公園

林　義人 小峰書店 310 ﾊ

まちの施設たんけん 市役所 林　義人 小峰書店 310 ﾊ
まちの施設たんけん 消防署 林　義人 小峰書店 310 ﾊ
まちの施設たんけん 博物館・郷土資料館 林　義人 小峰書店 310 ﾊ

まちの施設たんけん
ごみ処理場・リサイクル
センター

林　義人 小峰書店 519 ﾊ

まちの施設たんけん 水道・下水道 林　義人 小峰書店 519 ﾊ
小学生のためのおたのしみ
会入門

おたのしみ会の計画は
こうたてよう

林　克己 ポプラ社 780 ﾊ

小学生のためのおたのしみ
会入門

つくって食べるおたのし
み会

林　克己 ポプラ社 780 ﾊ

小学生のためのおたのしみ
会入門

屋外でできるおたのし
み会

林　克己 ポプラ社 780 ﾊ

小学生のためのおたのしみ
会入門

全校でできる集会のア
イデア

林　克己 ポプラ社 780 ﾊ

利根川のはじまり探検 源流をみた小野伊喜雄 林　朝子 小峰書店 916 ﾊ
クワガタムシ　新装版 林　長閑 あかね書房 486 ﾊ
彼岸花 林　有加 日本短波放送 913 ﾊ
あいたかったよ、カネチン 林　洋子 岩崎書店 913 ﾊ
犬はなぜ足をあげてオシッコ
をするのか

ぼくの勉強は“なぜ”か
らはじまった

林　良博 ポプラ社 916 ﾊ

林家木久蔵の子ども落語 おさわがせな人たち編 林家　木久蔵　編 フレーベル館 918 ﾊ



林家木久蔵の子ども落語 おもしろトンチ編 林家　木久蔵　編 フレーベル館 918 ﾊ
林家木久蔵の子ども落語 お殿さま・おさむらい編 林家　木久蔵　編 フレーベル館 918 ﾊ

林家木久蔵の子ども落語
かわいい動物・ゆうれ
い編

林家　木久蔵　編 フレーベル館 918 ﾊ

林家木久蔵の子ども落語 まぬけな人たち編 林家　木久蔵　編 フレーベル館 918 ﾊ
林家木久蔵の子ども落語 わんぱく少年・どろぼう 林家　木久蔵　編 フレーベル館 918 ﾊ
タンチョウの四季 林田　恒夫 あかね書房 480 ﾊ
水鳥たちの干潟 森の新聞　８ 蓮尾　純子 フレーベル館 488 ﾊ
いま、地球になにがおこって
いるの　１　ちきゅうは、あつ
ぎ　地球温暖化

いま地球になにがお
こっているの

濱田　隆士 文研出版 519 ﾊ

いま、地球になにがおこって
いるの　２　へんしんする、あ
め　酸性雨

いま地球になにがお
こっているの

濱田　隆士 文研出版 519 ﾊ

いま、地球になにがおこって
いるの　３　もりのげっぷ、も
りのおしっこ　森林の減少

いま地球になにがお
こっているの

濱田　隆士 文研出版 519 ﾊ

いま、地球になにがおこって
いるの　４　くずれそうな、つ
みき　生物種の減少

いま地球になにがお
こっているの

濱田　隆士 文研出版 519 ﾊ

いま、地球になにがおこって
いるの　５　とりかえられな
い、みず　海洋汚染

いま地球になにがお
こっているの

濱田　隆士 文研出版 519 ﾊ

いま、地球になにがおこって
いるの　６　きえた、ごみ　ご
み問題

いま地球になにがお
こっているの

濱田　隆士 文研出版 519 ﾊ

甘党仙人 おはなしルネッサンス 濱野　京子 理論社 913 ﾊ
くりぃむパン 濱野　京子 くもん出版 913 ﾊ
ビジュアルワイド新日本風土 かがわ ぎょうせい 90 ﾋ
日本の古代遺跡 香川 保育社 90 ﾋ
ビジュアルワイド新日本風土 香川県 ぎょうせい 291 ﾋ
やってみようたのしい伝承あ
そび

音のでるおもちゃ作り 学研 380 ﾋ

やってみようたのしい伝承あ
そび

室内でするあそび 学研 380 ﾋ

やってみようたのしい伝承あ
そび

秋から冬の草花あそび 学研 380 ﾋ

やってみようたのしい伝承あ
そび

春から夏の草花あそび 学研 380 ﾋ

やってみようたのしい伝承あ
そび

動くおもちゃ作り 学研 380 ﾋ

やってみようたのしい伝承あ
そび

野外でするあそび 学研 380 ﾋ

ふれあいの学級飼育
キンギョ・川魚・熱帯魚・
海水魚ほか

学研 480 ﾋ

ふれあいの学級飼育
ザリガニ・カメ・磯の生き
物ほか

学研 480 ﾋ

ふれあいの学級飼育
ニワトリ・クジャク・ウズ
ラ・アヒルほか

学研 480 ﾋ

ふれあいの学級飼育 ハムスター・ウサギ 学研 480 ﾋ

ふれあいの学級飼育
フェレット・ハリネズミ・
ヤギ・スナネズミ

学研 480 ﾋ

ふれあいの学級飼育
ブンチョウ・インコ・カナ
リア・ジュウシマツほか

学研 480 ﾋ

ふれあいの学級飼育
モルモット・シマリス・ハ
ツカネズミ

学研 480 ﾋ

ひとりでできるもん！ うきうきおべんとう作り 金の星社 590 ﾋ

ひとりでできるもん！
うれしいごはん・パン・
めん料理

金の星社 590 ﾋ



ひとりでできるもん！ おいしい肉・まめ・魚料 金の星社 590 ﾋ
ひとりでできるもん！ おいしい肉・豆・魚料理 金の星社 590 ﾋ
ひとりでできるもん！ たのしいたまご料理 金の星社 590 ﾋ
ＮＨＫひとりでできるもん！ なんでもチャレンジ 金の星社 590 ﾋ
ひとりでできるもん！ らくらく電子レンジ料理 金の星社 590 ﾋ
ＮＨＫひとりでできるもん！ 手づくり大好き 金の星社 594 ﾋ

ＮＨＫひとりでできるもん！
リサイクルでつくっちゃ
おう

金の星社 750 ﾋ

小学館世界の名作 ほら男爵の冒険 小学館 908 ﾋ

１００円からできる国際協力
１

１００円からできる
国際協力編集委
員会　編

汐文社 329 ﾋ

１００円からできる国際協力
２

１００円からできる
国際協力編集委
員会　編

汐文社 329 ﾋ

１００円からできる国際協力
３

１００円からできる
国際協力編集委
員会　編

汐文社 329 ﾋ

少年と黒魔女の淵 ＢＢ 大日本図書 933 ﾋ
森の魔法使い ＢＢ 大日本図書 933 ﾋ

こちらマガーク探偵団
マガーク少年探偵団！
新装版　１

Ｅ．Ｗ．ヒルディック あかね書房 933 ﾋ

あのネコは犯人か？
マガーク少年探偵団！
新装版　２

Ｅ．Ｗ．ヒルディック あかね書房 933 ﾋ

消えた新聞少年
マガーク少年探偵団！
新装版　３

Ｅ．Ｗ．ヒルディック あかね書房 933 ﾋ

あやうしマガーク探偵団
マガーク少年探偵団！
新装版　４

Ｅ．Ｗ．ヒルディック あかね書房 933 ﾋ

見えない犬のなぞ
マガーク少年探偵団！
新装版　５

Ｅ．Ｗ．ヒルディック あかね書房 933 ﾋ

あやしい手紙
マガーク少年探偵団！
新装版　６

Ｅ．Ｗ．ヒルディック あかね書房 933 ﾋ

木の上のたからもの
マガーク少年探偵団！
新装版　７

Ｅ．Ｗ．ヒルディック あかね書房 933 ﾋ

雪の中のスパイ
マガーク少年探偵団！
新装版　８

Ｅ．Ｗ．ヒルディック あかね書房 933 ﾋ

こんにちはアグネス先生 アラスカの小さな学校 Ｋ．ヒル あかね書房 933 ﾋ
にじ色のガラスびん Ｍ．ピクマル あかね書房 953 ﾋ

世界の女性名言事典
未来を切りひらく希望の
ことば

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 159 ﾋ

世界を変えた人が、子ども
だったころのお話

読み聞かせ ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 280 ﾋ

ファッション・建築・ＩＴのしごと 人気の職業早わかり！ ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 366 ﾋ
宇宙・環境・動物のしごと 人気の職業早わかり！ ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 366 ﾋ
料理・旅行・スポーツのしごと 人気の職業早わかり！ ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 366 ﾋ
国際理解にもやくだつ日本の
くらし絵事典

年中行事から伝統芸能
まで

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 382 ﾋ

宇宙おもしろ実験図鑑
おどろきの連続！　ひと
り野球から紙飛行機ま

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 440 ﾋ

ゴミの日
アーサー・ビナード詩集
詩の風景

アーサー・ビナード 理論社 911 ﾋ

たことサボテン アリン・ピーターソ 河出書房新社 990 ﾋ
ちびねこグルのぼうけん アン・ピートリ 福音館書店 933 ﾋ
コロちゃんのことばのべん
きょう

えいごとにほんご エリック・ヒル 評論社 830 ﾋ

フィストンとデブとうさん
ジェラール・ピュッ
セー

佑学社 953 ﾋ

妹になるんだワン
スーザン　Ｅ．ヒン
トン

徳間書店 933 ﾋ



魔術事典 ダグラス・ヒル あすなろ書房 147 ﾋ
こんどまたものがたり ドナルド・ビセット 岩波書店 933 ﾋ

ビバルディ
バロック音楽を代表す
るイタリアの作曲家

パム・ブラウン 偕成社 280 ﾋ

なんのおとふゆ きせつのえほん ビーゲンセン 絵本塾出版 913 ﾋ
なんのおとあき きせつのえほん ビーゲンセン 絵本塾出版 913 ﾋ
なんのおとなつ きせつのえほん ビーゲンセン 絵本塾出版 913 ﾋ
４こうねんのぼく ひぐち　ともこ 草炎社 913 ﾋ
恐竜動物園 ヒサ　クニヒコ 小学館 457 ﾋ
ことばのゆらい図鑑　１ ヒサ　クニヒコ ハッピーオウル社 812 ﾋ
ことばのゆらい図鑑　２ ヒサ　クニヒコ ハッピーオウル社 812 ﾋ
わくわくゴロリの発泡トレーで
つくろう

ヒダ　オサム
日本放送出版協
会

750 ﾋ

ロボット ひのもと　はじめ 保育社 548 ﾋ
新聞のひみつ ひろ　ゆうこ 学研パブリッシン 70 ﾋ
まちづくりのひみつ ひろ　ゆうこ 学習研究社 527 ﾋ
香料のひみつ ひろ　ゆうこ 学研 580 ﾋ
トイレのひみつ ひろ　ゆうこ 学研 498 ﾋ
ついてくるなよ、お化けの ひろた　みを 理論社 913 ﾋ
遠い約束 ひろはた　えりこ 小峰書店 913 ﾋ
空のてっぺん銀色の風 ひろはた　えりこ 小峰書店 913 ﾋ
牛丼のひみつ ひろゆうこ 学研 596 ﾋ
りす女房 フィリッパ・ピアス 富山房 933 ﾋ
トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 岩波書店 933 ﾋ
まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス 岩波書店 933 ﾋ

ビロードのうさぎ
マージェリィ　Ｗ．
ビアンコ　原著

ブロンズ新社 933 ﾋ

カフェ強盗団
ラッセとマヤのたんてい
じむしょ

マッティン・ビードマ
ルク

主婦の友社 949 ﾋ

サーカスのどろぼう
ラッセとマヤのたんてい
じむしょ

マッティン・ビードマ
ルク

主婦の友社 949 ﾋ

ダイヤモンドのなぞ
ラッセとマヤのたんてい
じむしょ

マッティン・ビードマ
ルク

主婦の友社 949 ﾋ

なぞの映画館
ラッセとマヤのたんてい
じむしょ

マッティン・ビードマ
ルク

主婦の友社 949 ﾋ

ミステリーホテルの怪
ラッセとマヤのたんてい
じむしょ

マッティン・ビードマ
ルク

主婦の友社 949 ﾋ

恐怖のミイラ
ラッセとマヤのたんてい
じむしょ

マッティン・ビードマ
ルク

主婦の友社 949 ﾋ

イギリス
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

レイチェル・ビーン ほるぷ出版 290 ﾋ

カモメがおそう島 巨大石像物語 ロベルト・ピウミー 文研出版 973 ﾋ

世界の歴史を動かした人び
と

Ｗｏｒｌｄ フランクリン:
ベートーベン:マゼラン:
マルコ・ポーロ:モーツァ
ルト:リンカーン:ワシント
ン，ジョージ:ワット，
ジェームズ:チンギス・ハ
ン:ケラー，ヘレン・アダ

旺文社　編 旺文社 209 ﾋ

続・世界の歴史を動かした人
びと

ディズニー，ウォルト:ナ
イチンゲール:パスツー
ル:ミケランジェロ:モー
ルス：ライト兄弟:レント
ゲン，ウィルヘルム:アレ
クサンダー大王：ス
トー，ハリエット:カエサ

旺文社　編 旺文社 209 ﾋ



日本の歴史を動かした人び
と

夏目漱石:二宮尊徳:仁
徳天皇:野口英世:福沢
諭吉:藤原道長:ペリー:
北条時宗:松尾芭蕉:三
井高利:源義経源頼朝:
紫式部:明治天皇:本居

旺文社　編 旺文社 210 ﾋ

続・日本の歴史を動かした人
びと

武田信玄:田中正造:徳
川家光:豊田佐吉:新渡
戸稲造:原敬:卑弥呼（ひ
みこ）:藤原鎌足：御木
本幸吉:宮沢賢治:湯川
秀樹:吉田松陰:歌川広

旺文社　編 旺文社 210 ﾋ

続々・日本の歴史を動かした
人びと

平賀源内:藤原定家:北
条泰時:山本五十六:与
謝野晶子:正岡子規：世
阿弥:白河上皇:青木繁

旺文社　編 旺文社 210 ﾋ

世界の歴史を変えたできごと 岡本　文良 旺文社 209 ﾋ
アリジゴクはトマトがすきか 久松　賢一 童心社 486 ﾋ
保存食のはなし 久繁　貴恵子 さ・え・ら書房 590 ﾋ
ザ・ビートルズ ロックの革命児たち 広田　寛治 講談社 289 ﾋ
ミニ雑草図鑑 雑草の見分けかた 広田　伸七 全国農村教育協 460 ﾋ
樋口一葉 山田　せいこ ポプラ社 289 ﾋ
おかあさんがいっぱい みんなの文学　５ 東　君平 金の星社 913 ﾋ
ひとくち童話　１ 東　君平 フレーベル館 913 ﾋ
ひとくち童話　２ 東　君平 フレーベル館 913 ﾋ
行ってみたいなあんな国こん
な国

アジア 国際理解に役立
つ

東　菜奈 岩崎書店 290 ﾋ

行ってみたいなあんな国こん
な国

中東・東ヨーロッパ 国
際理解に役立つ

東　菜奈 岩崎書店 290 ﾋ

行ってみたいなあんな国こん
な国

南アメリカ・アフリカ 国
際理解に役立つ

東　菜奈 岩崎書店 290 ﾋ

行ってみたいなあんな国こん
な国

北アメリカ 国際理解に
役立つ

東　菜奈 岩崎書店 290 ﾋ

発達と障害を考える本　12
発達って、障害ってなんだろ

発達と障害を考える本 日原　信彦 ミネルヴァ書房 369 ﾋ

発達と障害を考える本　7　ふ
しぎだね!?　身体障害のおと
もだち

発達と障害を考える本 日原　信彦 ミネルヴァ書房 369 ﾋ

カエルの目だま 日高　敏隆 福音館書店 913 ﾋ
かえるの平家ものがたり 日本傑作絵本シリーズ 日野　十成 福音館書店 913 ﾋ
今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん　２０ 日野　多香子 岩崎書店 369 ﾋ
幸せをはこぶ使者 盲導犬からリタイア犬 日野　多香子 岩崎書店 369 ﾋ

冬よぼくに来い
いちずに美をもとめつ
づけた高村光太郎

日野　多香子 ＰＨＰ研究所 916 ﾋ

スペースシャトルものがたり
君も大宇宙から地球を
みよう

日野　多香子 教育出版センター 916 ﾋ

妖怪の大常識
これだけは知っておき
たい　１３

日野　日出志 ポプラ社 388 ﾋ

十歳のきみへ 九十五歳のわたしから 日野原　重明
冨山房インターナ
ショナル

159 ﾋ

白旗の少女 比嘉　富子 講談社 913 ﾋ
おかしなおかしな月火水木金
土

肥田　美代子 偕成社 913 ﾋ

学習日本史図鑑 戦いにあけくれた時代 樋口　清之 講談社 210 ﾋ

新島八重
幕末、明治をかけぬけ
たハンサム・ウーマン

柊　ゆたか 集英社 289 ﾋ

クラゲの一生 稗田　一俊 フレーベル館 480 ﾋ
くぎのスープ　スウェーデン
民話

スウェーデン民話 おは
なしのたからばこ１２

菱木　晃子 フェリシモ出版 388 ﾋ



チョウとアリのいそっぷ
クロシジミとクロオオア
リの助けあい

蛭川　憲男 大日本図書 486 ﾋ

きれいだねアゲハチョウ 蛭川　憲男 大日本図書 486 ﾋ

これはたいへん！ゴミの話
あれもゴミこれもゴミ ゴ
ミの定義

平見　修二 文研出版 519 ﾋ

これはたいへん！ゴミの話
かいじゅうゴミーラはだ
れだ？ 家庭ゴミの量

平見　修二 文研出版 519 ﾋ

これはたいへん！ゴミの話
ごせんぞさまのゴミ説
教 江戸時代のゴミ処理

平見　修二 文研出版 519 ﾋ

これはたいへん！ゴミの話
ゴミとたたかう町 ゴミの
減量とリサイクル

平見　修二 文研出版 519 ﾋ

これはたいへん！ゴミの話
ぼくらのゴミ作戦 ゴミ問
題への提案

平見　修二 文研出版 519 ﾋ

これはたいへん！ゴミの話
まちがって出したゴミを
追え ゴミ処理の仕組み

平見　修二 文研出版 519 ﾋ

これはたいへん！ゴミの話
もうすぐ地球はゴミの星
廃棄物と地球環境

平見　修二 文研出版 519 ﾋ

これはたいへん！ゴミの話
わが町の大そうどう ゴ
ミ処理場の建設問題

平見　修二 文研出版 519 ﾋ

絵本　玉虫厨子の物語 平塚　武二 童心社 913 ﾋ
ぼくがハッタ（ふくめん）をか
ぶった日

パレスチナのこどもたち
平田　伊都子　リ
ポート

マルジュ社 300 ﾋ

光の科学 平田　雅子 童心社 420 ﾋ

お菓子な文房具
たべたあとにもおたのし
み！？

平田　美咲 汐文社 750 ﾋ

和菓子の絵本 和菓子っておいしい！ 平野　恵理子 あすなろ書房 588 ﾋ
葉っぱのあかちゃん ちしきのぽけっと　６ 平野　隆久 岩崎書店 471 ﾋ
平賀源内展 芳賀　徹　監修 東京新聞 90 ﾋ

図録　広島平和記念資料館 ヒロシマを世界に 葉佐井　博巳
広島平和記念資
料館

210 ﾋ

はんぴらり！　１ 妖怪だらけの夏休み 廣嶋　玲子 童心社 913 ﾋ
はんぴらり！　２ 秋の宴はおおさわぎ 廣嶋　玲子 童心社 913 ﾋ
はんぴらり！　３ 神さまはてんてこまい 廣嶋　玲子 童心社 913 ﾋ
はんぴらり！　４ きけんなきけんな鬼退 廣嶋　玲子 童心社 913 ﾋ
はんぴらり！　５ 満月の夜はミステリー 廣嶋　玲子 童心社 913 ﾋ
はんぴらり！　６ 妖怪たちの大運動会 廣嶋　玲子 童心社 913 ﾋ
はんぴらり！　７ まねき猫のおくりもの 廣嶋　玲子 童心社 913 ﾋ
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 偕成社 913 ﾋ

どうぶつ
ほにゅうるい／はちゅう
るい

フレーベル館 31 ﾌ

いぬねこハムスターそのほ フレーベル館 31 ﾌ
うちゅうせいざ フレーベル館 31 ﾌ
きょうりゅうとおおむかしのい
きもの

フレーベル館 31 ﾌ

こんちゅう フレーベル館 31 ﾌ
さかなとみずのいきもの フレーベル館 31 ﾌ
しょくぶつ フレーベル館 31 ﾌ
たべもの フレーベル館 31 ﾌ
ちきゅうかんきょう フレーベル館 31 ﾌ
とり フレーベル館 31 ﾌ
はるなつあきふゆ フレーベル館 31 ﾌ
ひとのからだ フレーベル館 31 ﾌ
むし 学研 31 ﾌ

しらべ学習に役立つ日本の
歴史

吉野ヶ里遺跡をしらべ
る 稲作の広まりと戦い
にそなえた人びと

小峰書店 210 ﾌ

しらべ学習に役立つ日本の
歴史

金閣・銀閣をしらべる
現代につながる室町文
化のすがた

小峰書店 210 ﾌ



しらべ学習に役立つ日本の
歴史

遣唐使船をしらべる 荒
海をこえ、命がけで中
国にわたった人びと

小峰書店 210 ﾌ

しらべ学習に役立つ日本の
歴史

元寇をしらべる 『蒙古
襲来絵詞』がかたる鎌
倉時代のすがた

小峰書店 210 ﾌ

しらべ学習に役立つ日本の
歴史

古墳をしらべる 地域の
王者（支配者）のしるし

小峰書店 210 ﾌ

しらべ学習に役立つ日本の
歴史

災害の歴史をしらべる
祭りや野の仏がかたる
民衆の歴史

小峰書店 210 ﾌ

しらべ学習に役立つ日本の
歴史

太平洋戦争をしらべる
原爆ドームがかたる戦
争の悲劇

小峰書店 210 ﾌ

しらべ学習に役立つ日本の
歴史

大名行列をしらべる 参
勤交代がかたる武家社
会のすがたと民衆の生

小峰書店 210 ﾌ

しらべ学習に役立つ日本の
歴史

縄文式土器とたて穴式
住居をしらべる 自然を
いかし、くふうをかさね
た８０００年間

小峰書店 210 ﾌ

しらべ学習に役立つ日本の
歴史

南蛮屏風をしらべる 人
びとに珍重された南蛮
文化とキリシタンの歴史

小峰書店 210 ﾌ

しらべ学習に役立つ日本の
歴史

日本の近代化をしらべ
る 明治村にみる近代化
のあゆみ

小峰書店 210 ﾌ

学習図説小学校社会科全集
日本の歴史Ⅰ 古代社
会の政治と文化

国土社 210 ﾌ

学習図説小学校社会科全集
日本の歴史Ⅱ 武家社
会と天下の統一

国土社 210 ﾌ

学習図説小学校社会科全集
日本の歴史Ⅲ 江戸幕
府の政治と文化

国土社 210 ﾌ

学習図説小学校社会科全集
日本の歴史Ⅳ 近代日
本と新しい世界

国土社 210 ﾌ

しらべ学習に役立つ日本の
歴史

平安京をしらべる 平安
をねがって建設され、１
０００年の歴史をほこる

小峰書店 210 ﾌ

ブライユ 伝記世界を変えた人々 偕成社 280 ﾌ
ドラえもんのせかいたんけん 小学館 290 ﾌ
ドラえもんのせかいちず 小学館 290 ﾌ
ドラえもんのせかいのこっき 小学館 290 ﾌ
ドラえもんのせかいりょこう 小学館 290 ﾌ
ドラえもんのにほんちず 小学館 290 ﾌ

いる？いない？のひみつ
宇宙人・怪獣・ゆうれ
い・超能力者

学研 400 ﾌ

写真でわかる科学の世界 引力のはたらき 小峰書店 420 ﾌ
写真でわかる科学の世界 音と音楽 小峰書店 420 ﾌ
写真でわかる科学の世界 水のふしぎ 小峰書店 420 ﾌ
写真でわかる科学の世界 電気と磁気 小峰書店 420 ﾌ
写真でわかる科学の世界 飛ぶしくみ 小峰書店 420 ﾌ
ポプラ社の実験・観察シリー 地層をしらべる ポプラ社 450 ﾌ
フィールドワークで総合学習
自然・環境体験シリーズ

みんなでトライ！ 川を
探検

金の星社 452 ﾌ

フィールドワークで総合学習
自然・環境体験シリーズ

ネイチャーゲーム みん
なでトライ！

金の星社 460 ﾌ

フィールドワークで総合学習
自然・環境体験シリーズ

ビオトープづくり みんな
でトライ！

金の星社 460 ﾌ



フィールドワークで総合学習
自然・環境体験シリーズ

学校のまわりの自然観
察 みんなでトライ！

金の星社 460 ﾌ

フィールドワークで総合学習
自然・環境体験シリーズ

ケナフ栽培 みんなでト
ライ！

金の星社 470 ﾌ

写真でわかる科学の世界 感覚のはたらき 小峰書店 490 ﾌ
からだのひみつ 学研 490 ﾌ

郷土のしらべ方事典
健康なくらしをまもる く
らしのなかの水とごみを
しらべる

ポプラ社 519 ﾌ

できるまで図鑑 ふしぎ発見 おかし アリス館 600 ﾌ
できるまで図鑑 ふしぎ発見 スポーツ用 アリス館 600 ﾌ
できるまで図鑑 ふしぎ発見 食べもの アリス館 600 ﾌ
できるまで図鑑 ふしぎ発見 調味料 アリス館 600 ﾌ
できるまで図鑑 ふしぎ発見 日用品① アリス館 600 ﾌ
できるまで図鑑 ふしぎ発見 日用品② アリス館 600 ﾌ
できるまで図鑑 ふしぎ発見 文房具 アリス館 600 ﾌ

ふるさとの伝統産業
くらしの文化をつくる伝
統産業 関東地方２

太平出版社 700 ﾌ

ふるさとの伝統産業
くらしの文化をつくる伝
統産業 関東地方②

太平出版社 700 ﾌ

ふるさとの伝統産業
土と炎の歴史をきざむ
伝統産業

太平出版社 700 ﾌ

金のさかな ロシアの民話 Ａ．プーシキン 偕成社 388 ﾌ
ぼくのひみつの庭 Ｃ・Ｒ・ブラ 文研出版 933 ﾌ
マーシャとくま ロシア民話 Ｅ・ラチョフ 福音館書店 388 ﾌ

ひとりぼっちになりたいよ！
Ｊ・ファン・デ・ベタリ
ンフ

文研出版 933 ﾌ

シーフカ・ブールカまほうの ロシアの昔話 Ｍ・ブラートフ　再 福音館書店 388 ﾌ
マクブルームさんのすてきな Ｓ．フライシュマン あかね書房 933 ﾌ
ビースト・クエスト　１ 火龍フェルノ アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　２ 海竜セプロン アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　３ 山男アークタ アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　４ 馬人テーガス アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　５ 雪獣ナヌーク アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　６ 炎鳥エポス アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　７ 黄金の鎧 アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　８ 黄金の鎧 アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　９ 黄金の鎧 アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　１０ 黄金の鎧 アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　１１ 黄金の鎧 アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　１２ 黄金の鎧 アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　１３ 闇の王国 アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　１４ 闇の王国 アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　１５ 闇の王国 アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　１６ 闇の王国 アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　１７ 闇の王国 アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
ビースト・クエスト　１８ 闇の王国 アダム・ブレード ゴマブックス 933 ﾌ
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 ゴマブックス 933 ﾌ
ファーブル 虫のことばを聞いた詩 あべ　さより 小学館 280 ﾌ

パパの大飛行
アリス・プロヴェン
セン

福音館書店 933 ﾌ

スプーンおばさんのぼうけん アルフ＝プリョイセ 学研 949 ﾌ
スプーンおばさんのゆかいな アルフ・プリョイセ 学研 949 ﾌ
小さなスプーンおばさん アルフ・プリョイセ 学研 949 ﾌ

スプーンおばさんのお料理絵
本

親子で楽しむ５つのお
はなしと５つのレシピ作
り方イラストつき パー

アルフ・プリョイセ
ン　原作

学研 590 ﾌ



スプーンおばさんのお料理絵
本

親子で楽しむ５つのお
はなしと５つのレシピ作
り方イラストつき 料理

アルフ・プリョイセ
ン　原作

学研 590 ﾌ

ふしぎいっぱいクモ
アレクサンドラ・
パーソンズ

ブックローン出版 480 ﾌ

ふしぎいっぱいネコの仲間
アレクサンドラ・
パーソンズ

ブックローン出版 480 ﾌ

ふしぎいっぱいほ乳類
アレクサンドラ・
パーソンズ

ブックローン出版 480 ﾌ

ふしぎいっぱい鳥
アレクサンドラ・
パーソンズ

ブックローン出版 480 ﾌ

ふしぎいっぱい毒をもつ動物
アレクサンドラ・
パーソンズ

ブックローン出版 480 ﾌ

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

さえら書房 943 ﾌ

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

さえら書房 943 ﾌ

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

さえら書房 943 ﾌ

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

さえら書房 943 ﾌ

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

さえら書房 943 ﾌ

チキチキバンバン　１ イアン・フレミング あすなろ書房 933 ﾌ
チキチキバンバン　２ イアン・フレミング あすなろ書房 933 ﾌ
チキチキバンバン　３ イアン・フレミング あすなろ書房 933 ﾌ

地獄の使いをよぶ呪文
悪魔と魔女の１３の話
プロイスラーの昔話　２

オトフリート＝プロ
イスラー

小峰書店 388 ﾌ

真夜中の鐘がなるとき
宝さがしの１３の話 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 388 ﾌ

魂をはこぶ船
幽霊の１３の話 プロイ
スラーの昔話　３

オトフリート＝プロ
イスラー

小峰書店 388 ﾌ

大どろぼうホッツェンプロッツ
オトフリート＝プロ
イスラー

偕成社 943 ﾌ

大どろぼうホッツェンプロッツ
ふたたびあらわる

オトフリート＝プロ
イスラー

偕成社 943 ﾌ

大どろぼうホッツェンプロッツ
三たびあらわる

オトフリート＝プロ
イスラー

偕成社 943 ﾌ

文字と書の歴史
カレン・ブルック
フィールド

あすなろ書房 801 ﾌ

天体
夜空のふしぎな世界を
かんさつし、理解しよう

キャロル・ストット 同朋舎出版 440 ﾌ

エネルギーってなんだろう
キンバリー・ブルベ
イカー・ブラッドリー

福音館書店 519 ﾌ

みどりの船 あかねせかいの本 クェンティン・ブレイ あかね書房 933 ﾌ

走れ！マスワラ
グザヴィエ・ローラ
ン・プティ

ＰＨＰ研究所 953 ﾌ

ふしぎいっぱい動物の赤ちゃ
ん

クリストファー・メイ
ナード

ブックローン出版 480 ﾌ

藤子・Ｆ・不二雄

こどもの夢をえがき続
けたドラえもんの作者
学習まんが人物館　日
本　小学館版　１１

さいとう　はるお 小学館 280 ﾌ



ふしぎいっぱいよろいを着た
動物

サンディー・ソウ
ラー

ブックローン出版 480 ﾌ

ふしぎいっぱい擬態をする動 サンディー・ソウ ブックローン出版 480 ﾌ
ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン あすなろ書房 933 ﾌ
ふしぎいっぱい熱帯の鳥 ジェラルド・レッグ ブックローン出版 480 ﾌ

天使の人形
ジェリー・ブレッド
ソー

偕成社 933 ﾌ

ふしぎいっぱい肉食の鳥
ジマイマ・パリー・
ジョーンズ

ブックローン出版 480 ﾌ

３６５まいにちペンギン
ジャン・リュック・フ
ロマンタル

ブロンズ新社 933 ﾌ

女の子の品格
オシャレで頭のいい子
になる方法

ジュリアナ・フォス
ター

ゴマブックス 159 ﾌ

なんでも！いっぱい！こども
大図鑑

ジュリー・フェリス，
他　編

河出書房新社 31 ﾌ

ふしぎいっぱいチョウとガ ジョン・スティル ブックローン出版 480 ﾌ
ふしぎいっぱい甲虫 ジョン・スティル ブックローン出版 480 ﾌ

鳥
すばらしい鳥たちの世
界を観察し、理解する
ために

ジル・ベイリー 同朋舎出版 480 ﾌ

ふしぎいっぱいサル
スコット・スティード
マン

ブックローン出版 480 ﾌ

解剖断面図鑑
１２の巨大な建物や都
市を解剖する

スティーブン・ビー
スティー

偕成社 31 ﾌ

モノづくり断面図鑑
ドーナツから宇宙ロケッ
トまで

スティーブン・ビー
スティー

偕成社 31 ﾌ

スウェーデン
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

チャールズ・フィ
リップス

ほるぷ出版 290 ﾌ

花
色とりどりの花やくだも
のの世界を観察し、理
解するために

デビッド・バーニー 同朋舎出版 470 ﾌ

ふしぎいっぱいクマ
テレサ・グリーナ
ウェイ

ブックローン出版 480 ﾌ

ふしぎいっぱいトカゲ トレバー・スミス ブックローン出版 480 ﾌ
野はらの音楽家マヌエロ ドン・フリーマン あすなろ書房 933 ﾌ
ぴったりのクリスマス バーディ・ブラック 小学館 933 ﾌ
ふしぎいっぱいカエル バリー・クラーク ブックローン出版 480 ﾌ

アンネ・フランクへの手紙
５０年たった今、子ども
たちからアンネへの手

ハリエット・カスター
編

ポプラ社 933 ﾌ

ピーターラビットのたのしい料 ビアトリクス・ポ 福音館書店 590 ﾌ
ブラームス 人はみな草のごとく ひの　まどか リブリオ出版 280 ﾌ
ふしぎなふしぎなカード ビル・ブリトゥン 文研出版 933 ﾌ
少年少女ファーブル昆虫記 かみきりむしの生活 ファーブル 偕成社 486 ﾌ
少年少女ファーブル昆虫記 かりゅうどばちの観察 ファーブル 偕成社 486 ﾌ
少年少女ファーブル昆虫記 せみ・くも・さそりの観察 ファーブル 偕成社 486 ﾌ
少年少女ファーブル昆虫記 はえとはなばちのなか ファーブル 偕成社 486 ﾌ
少年少女ファーブル昆虫記 甲虫ものがたり ファーブル 偕成社 486 ﾌ
ファーブル昆虫記 伝記　虫の詩人の生涯 ファーブル 集英社 486 ﾌ
ふたり衣女 ふくだ　しょうすけ 国土社 388 ﾌ
きりつ・れい！おやすみなさ ふくだ　すぐる 岩崎書店 913 ﾌ
ペケポン川柳 フジテレビジョン 扶桑社 699 ﾌ

ふしぎいっぱいコウモリ
フランク・グリーナ
ウェイ

ブックローン出版 480 ﾌ

くうきはどこに？
フランクリン　Ｍ．
ブランリー

福音館書店 420 ﾌ

じしゃくのふしぎ
フランクリン　Ｍ．
ブランリー

福音館書店 420 ﾌ

じゅうりょくってなぞだ！
フランクリン　Ｍ．
ブランリー

福音館書店 423 ﾌ



あっ！ゆきだ
フランクリン　Ｍ．
ブランリー

福音館書店 451 ﾌ

ほら　あめだ！
フランクリン　Ｍ．
ブランリー

福音館書店 451 ﾌ

わたしの足は車いす
あかね・新えほんシリー
ズ　１９

フランツ・ヨーゼフ・
ファイニク

あかね書房 369 ﾌ

見えなくてもだいじょうぶ？
あかね・新えほんシリー
ズ　２２

フランツ・ヨーゼフ・
ファイニク

あかね書房 369 ﾌ

わたしたち手で話します
あかね・新えほんシリー
ズ　２７

フランツ・ヨーゼフ・
ファイニク

あかね書房 369 ﾌ

母のいのり プローティー　原作 偕成社 908 ﾌ
夕ごはんまでの五分間 プロハースコ 偕成社 943 ﾌ
おしゃべりのできる小イヌ ベティ＝ブロック 学研 933 ﾌ
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

童話館出版 933 ﾌ

きのうのぼくにさようなら ポーラ・フォックス あかね書房 933 ﾌ

ウエズレーの国
ポール・フライシュ
マン

あすなろ書房 933 ﾌ

わたしの生まれた部屋
ポール・フライシュ
マン

偕成社 933 ﾌ

種をまく人
ポール・フライシュ
マン

あすなろ書房 933 ﾌ

半月館のひみつ
ポール・フライシュ
マン

偕成社 933 ﾌ

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

フレーベル館 931 ﾌ

ディック・ウイッティントンとね
こ　イギリスの昔話

イギリスの昔話 マーシャ・ブラウン アリス館 388 ﾌ

せかい１おいしいスープ あるむかしばなし
マーシャ・ブラウン
再話

ペンギン社 933 ﾌ

スティーヴィーのこいぬ
マイラ・ベリー・ブラ
ウン　ドロシー・マ
リノ

あすなろ書房 933 ﾌ

マーシャと白い鳥　ロシアの
民話

ロシアの民話 世界のお
話傑作選

ミハイル・ブラート
フ

偕成社 388 ﾌ

ふしぎいっぱいイヌの仲間 メアリー・リング ブックローン出版 480 ﾌ
ふしぎいっぱいは虫類 メアリー・リング ブックローン出版 480 ﾌ
ふしぎいっぱい魚 メアリー・リング ブックローン出版 480 ﾌ
こないかな、ロバのとしょか モニカ・ブラウン 新日本出版社 933 ﾌ
アコーデオンひきのオーラ ラールス・フォッセ 平和のアトリエ 993 ﾌ
比較大図鑑 ラッセル・アッシュ 偕成社 31 ﾌ
すてねこタイガーと家出犬ス
ポット

リブ・フローデ 文研出版 949 ﾌ

シマウマしましまなぜある
の？

なぜ？どうして？がお
がおぶーっ！の絵本

リラ・プラップ アノニマ・スタジオ 480 ﾌ

なぜ？どうして？がおがお
ぶーっ！　１

なぜ？どうして？がお
がおぶーっ！

リラ・プラップ　原
著

アノニマ・スタジオ 480 ﾌ

なぜ？どうして？がおがお
ぶーっ！　３

なぜ？どうして？がお
がおぶーっ！

リラ・プラップ　原
著

アノニマ・スタジオ 480 ﾌ

木
さまざまな木の世界を
観察し、たのしく理解す
るために

リンダ・ガムリン 同朋舎出版 470 ﾌ

子ども地球白書 １９９９－２０００
レスター・Ｒ・ブラウ
ン　編著

朔北社 519 ﾌ

こども地球白書 ２０００－２００１
レスター・Ｒ・ブラウ
ン　編著

朔北社 519 ﾌ

子ども地球白書
レスター・Ｒ・ブラウ
ン　編著

リブリオ出版 519 ﾌ

金のがちょうのほん 四つのむかしばなし レズリー・ブルック 福音館書店 388 ﾌ



ふしぎいっぱい昆虫 ローレンス・マウン ブックローン出版 486 ﾌ
からだ ふしぎ・びっくりこども図 阿部　和厚 学習研究社 31 ﾌ
フィンの伝説 宇野　亜喜良 ほるぷ出版 160 ﾌ
三体の神の物語 横尾　美美 ほるぷ出版 160 ﾌ

さかな
ふしぎ・びっくりこども図
鑑　６

沖山　宗雄 学習研究社 31 ﾌ

アンネ・フランク 加藤　純子 ポプラ社 280 ﾌ
世界がわかる子ども図鑑 ニューワイドずかん百 河添　恵子 学習研究社 31 ﾌ

ふしぎふしぎ動物ランド 運動と感覚
海野　和男　ほか
編著

大日本図書 480 ﾌ

ふしぎふしぎ動物ランド 群れと社会
海野　和男　ほか
編著

大日本図書 480 ﾌ

ふしぎふしぎ動物ランド 食生活
海野　和男　ほか
編著

大日本図書 480 ﾌ

ふしぎふしぎ動物ランド 進化と分布
海野　和男　ほか
編著

大日本図書 480 ﾌ

ふしぎふしぎ動物ランド 生殖・誕生・子そだて
海野　和男　ほか
編著

大日本図書 480 ﾌ

福沢諭吉 吉田　健二 ポプラ社 289 ﾌ
アダムとイヴ 橋本　淳子 ほるぷ出版 160 ﾌ
きみもチャレンジ！ジュニア
入門シリーズ

海づり入門 古舘　明廣 岩崎書店 780 ﾌ

森に生まれたきのこ
自然の中の人間シリー
ズ　森と人間編　８

古川　久彦
農山漁村文化協
会

650 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴 テーマ別年表と基礎知 古川　清行 小峰書店 210 ﾌ
人物・遺産でさぐる日本の歴
史

近代国家としての発展
明治時代後期

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

源平の戦いと鎌倉幕府
鎌倉時代

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

江戸幕府と武士の暮ら
し 江戸時代１

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

黒船来航と倒幕への動
き 江戸時代後期

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

室町幕府と民衆の成長
室町時代

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

大昔の人々の暮らしと
知恵　人類誕生から弥
生時代まで

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

大和の国の誕生　古墳
時代・飛鳥時代

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

第二次世界大戦と現代
の日本 昭和・平成時代

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

地方の動きと武士の誕
生 平安時代中期・後期

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

天下統一への道 戦国・
安土桃山時代

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

農民・町民とその文化
江戸時代２

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

平安京の貴族と文化
平安時代初期・中期

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

平城京と天平文化 奈
良時代

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

明治維新と文明開化
明治時代前期

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

人物・遺産でさぐる日本の歴
史

列強の中の日本と民衆
の動き 大正・昭和時代
初期

古川　清行 小峰書店 210 ﾌ

モグラ原っぱのなかまたち 古田　足日 あかね書房 913 ﾌ
夏子先生とゴイサギ・ボーイ 古田　足日 大日本図書 913 ﾌ



くらしのふしぎ 科学のおはなし 古田　豊 ＰＨＰ研究所 400 ﾌ
野の草花 古矢　一穂 福音館書店 470 ﾌ

のりもの
ふしぎ・びっくりこども図
鑑　１０

交通科学博物館 学習研究社 31 ﾌ

ふしぎびっくり語源博物館
ことばの調べ学習に役
立つ しごと・地名のこと

江川　清　監修 ほるぷ出版 812 ﾌ

ふしぎびっくり語源博物館
ことばの調べ学習に役
立つ 衣・食・住のことば

江川　清　監修 ほるぷ出版 812 ﾌ

ふしぎびっくり語源博物館
ことばの調べ学習に役
立つ 心とからだのこと

江川　清　監修 ほるぷ出版 812 ﾌ

ふしぎびっくり語源博物館
ことばの調べ学習に役
立つ 動植物・自然のこ

江川　清　監修 ほるぷ出版 812 ﾌ

ふしぎびっくり語源博物館
ことばの調べ学習に役
立つ 歴史・芸能・遊び
のことば

江川　清　監修 ほるぷ出版 812 ﾌ

むし
ふしぎ・びっくりこども図
鑑　１

高家　博茂 学習研究社 31 ﾌ

くさばな
ふしぎ・びっくりこども図
鑑　４

高橋　秀男 学習研究社 31 ﾌ

アンネ・フランク
戦争の中で生きる希望
を書きつづけた少女

高瀬　直子 小学館 289 ﾌ

どうぶつ
ふしぎ・びっくりこども図
鑑　７

今泉　忠明 学習研究社 31 ﾌ

ファーブル 砂田　弘 ポプラ社 280 ﾌ

ふしぎびっくり語源博物館
ことばの調べ学習に役
立つ 動植物・自然のこ

山下　暁美 ほるぷ出版 812 ﾌ

ふしぎびっくり語源博物館
ことばの調べ学習に役
立つ 歴史・芸能・遊び
のことば

山下　暁美 ほるぷ出版 812 ﾌ

とり
ふしぎ・びっくりこども図
鑑　３

志村　英雄 学習研究社 31 ﾌ

くにのはじまり 日本の神話　第１巻 舟崎　克彦 あかね書房 164 ﾌ
あまのいわと 日本の神話　第２巻 舟崎　克彦 あかね書房 164 ﾌ
やまたのおろち 日本の神話　第３巻 舟崎　克彦 あかね書房 164 ﾌ
いなばのしろうさぎ 日本の神話　第４巻 舟崎　克彦 あかね書房 164 ﾌ
すさのおとおおくにぬし 日本の神話　第５巻 舟崎　克彦 あかね書房 164 ﾌ
うみさちやまさち 日本の神話　第６巻 舟崎　克彦 あかね書房 164 ﾌ
ぽっぺん先生の日曜日 舟崎　克彦 筑摩書房 913 ﾌ
鬼ぞろぞろ 舟崎　克彦 偕成社 913 ﾌ
森からのてがみ 舟崎　克彦 ポプラ社 913 ﾌ
仙人になる方法 舟崎　克彦 小峰書店 913 ﾌ
とべ！“おちこぼれ馬”ミル
キーウェイ

五輪へ出場した沢井選
手と馬の物語

舟崎　克彦 偕成社 916 ﾌ

きょうりゅう
ふしぎ・びっくりこども図
鑑　２

小畠　郁生 学習研究社 31 ﾌ

福沢諭吉
自由平等、文明開化を
運んできた自由人

榛葉　英治 新学社・全家研 280 ﾌ

日本のしきたり絵事典　衣食
住から年中行事まで

行事や儀式の「なぜ？」
がわかる

深光　富士男 ＰＨＰ研究所 385 ﾌ

成田国際空港フライト準備Ｏ
Ｋ！

深光　富士男 佼成出版社 687 ﾌ

金田一先生の日本語教室 ことばを使う仕事
深光　富士男　原
稿執筆

学研 810 ﾌ

金田一先生の日本語教室 ことわざとことば遊び
深光　富士男　原
稿執筆

学研 810 ﾌ

金田一先生の日本語教室 気持ちを上手に伝える
深光　富士男　原
稿執筆

学研 810 ﾌ

金田一先生の日本語教室
現代語・新語・古語・と
辞典

深光　富士男　原
稿執筆

学研 810 ﾌ



金田一先生の日本語教室 世界のことばと日本語
深光　富士男　原
稿執筆

学研 810 ﾌ

金田一先生の日本語教室
世界の文字と日本の文
字

深光　富士男　原
稿執筆

学研 810 ﾌ

金田一先生の日本語教室 方言のいろいろ
深光　富士男　原
稿執筆

学研 810 ﾌ

沖縄のホタル 陸生ホタルの飼育と観 深石　隆司 沖縄出版 486 ﾌ

運動会で１番になる方法
角川つばさ文庫　Ｄ　ふ
１－１

深代　千之
アスキー・メディア
ワークス

780 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　そして、彼女は
やってきた。

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　１

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　帰ってくる人形
天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　２

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　アリバイを探
せ！

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　３

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　飛ばない！？
移動教室　上

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　４

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　飛ばない！？
移動教室　下

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　５

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　真夏の夜の夢
羽

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　６

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵タクト　密室小学校
天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　７

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵タクト　ダンジョン小学
校

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　８

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　あの子は行方
不明

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　９

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　秘密基地大作
戦　上

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　１０

深沢　美潮 ジャイブ 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　秘密基地大作
戦　下

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　１１

深沢　美潮 ジャイブ 913 ﾌ

ＩＱ探偵タクト　桜の記憶
天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　１２

深沢　美潮 ジャイブ 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　時を結ぶ夢羽
天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　１３

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　浦島太郎殺人
事件　上

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　１４

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　浦島太郎殺人
事件　下

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　１５

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　春の暗号
天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　１６

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　バカ田トリオの
ゆううつ

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　１７

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵タクト　季節はずれの
幽霊騒動

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　１８

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　ムーＶＳタク
ト！　江戸の夜に猫が鳴く

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　１９

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー　ムーＶＳタク
ト！　江戸の夜に猫が鳴く

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　２０

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵タクト　タクトＶＳ
ムー！　日本一の小学生探
偵を探せ！？　上

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　２１

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵タクト　タクトＶＳ
ムー！日本一の小学生探偵
を探せ！？　下

天才推理ＩＱ探偵シリー
ズ　２３

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵タクト未来と拓斗の神
隠し

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムースケートリンクは
知っていた

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ



ＩＱ探偵ムーマラソン大会の
真実　下

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムーマラソン大会の
真実　上

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー夢羽、マジシャン
になる。　上

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー夢羽、海の家へ
行く。

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー夢羽、脱出ゲー
ムに挑戦！

深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ

ＩＱ探偵ムー恋する探偵 深沢　美潮 ポプラ社 913 ﾌ
陽子のカンカンロード 船水　陽子 講談社 916 ﾌ
夏の星空観察 ジュニア天文教室 船田　工 誠文堂新光社 440 ﾌ

ふしぎびっくり語源博物館
ことばの調べ学習に役
立つ 衣・食・住のことば

草刈　めぐみ ほるぷ出版 812 ﾌ

きせつ
ふしぎ・びっくりこども図
鑑　８

渡邉　眞一 学習研究社 31 ﾌ

ちきゅう
ふしぎ・びっくりこども図
鑑　９

猪郷　久義 学習研究社 31 ﾌ

庚申塔の怪
あやかし探偵団事件
ファイル　Ｎｏ．１

藤　ダリオ くもん出版 913 ﾌ

逃げた奪衣婆
あやかし探偵団事件
ファイル　Ｎｏ．２

藤　ダリオ くもん出版 913 ﾌ

狐憑きの謎
あやかし探偵団事件
ファイル　Ｎｏ．３

藤　ダリオ くもん出版 913 ﾌ

テレビ放送のひみつ 藤　みき生 学習研究社 699 ﾌ
まじょ子どんな子ふしぎな子 まじょ子シリーズ 藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ
いたずらまじょ子のボーイフ
レンド

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

カオリはすてきなまほうつか
い！？

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

ねらわれた学芸会の魔 藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ
ボーイフレンドはすてきな王
子！？

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

まほうの国へつれてって！！ 藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ
まほうの森の恋のメロディー 藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ
ママのまほうですてきなバカ
ンス！

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

ママのまほうはきけんがいっ
ぱい！

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

ママは怪盗紳士の大ファン！ 藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ
ユーレイくんはわたしに夢 藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ
一日だけ魔女にならせ 藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ
今夜はまちじゅう悪霊さわ
ぎ！？

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

大すきなスターはオオカミ
男！？

藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ

ねっこばあのおくりもの 藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ
ママのまほうで大へんしん！ 藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ
鏡の中の魔法使い 藤　真知子 ポプラ社 913 ﾌ
藤井旭の宇宙学入門教室 カラー版 藤井　旭 誠文堂新光社 440 ﾌ
彗星 ほうき星のひみつ 藤井　旭 あかね書房 440 ﾌ

宇宙の始まりの星ものがたり
宇宙の始まりの神話を
楽しもう

藤井　旭 誠文堂新光社 440 ﾌ

藤井旭の星座ガイド 夏 藤井　旭 誠文堂新光社 440 ﾌ
ヘルクレスの冒険 夏・６月の星 藤井　旭 ポプラ社 440 ﾌ
七夕星まつり 夏・７月の星 藤井　旭 ポプラ社 440 ﾌ
天の川の誕生 夏・８月の星 藤井　旭 ポプラ社 440 ﾌ
やさしい天体かんさつ 夏の星座 藤井　旭 金の星社 440 ﾌ



アンドロメダ姫物語 秋・１０月の星 藤井　旭 ポプラ社 440 ﾌ
十五夜お月さん 秋・９月の星 藤井　旭 ポプラ社 440 ﾌ
流れ星に願いを 秋１１月の星 藤井　旭 ポプラ社 440 ﾌ
北斗の七つ星 春・３月の星 藤井　旭 ポプラ社 440 ﾌ
いちばん星みつけた 春・４月の星 藤井　旭 ポプラ社 440 ﾌ
銀河鉄道の南十字星 春・５月の星 藤井　旭 ポプラ社 440 ﾌ

星の誕生の星ものがたり
星の誕生の神話を楽し
もう

藤井　旭 誠文堂新光社 440 ﾌ

やさしい天体かんさつ 星をさがそう 藤井　旭 金の星社 440 ﾌ

地球と惑星の星ものがたり
地球と惑星の神話を楽
しもう

藤井　旭 誠文堂新光社 440 ﾌ

クリスマスの星 冬・１２月の星 藤井　旭 ポプラ社 440 ﾌ
星はスバル 冬・１月の星 藤井　旭 ポプラ社 440 ﾌ
恋するオリオン座 冬・２月の星 藤井　旭 ポプラ社 440 ﾌ

彗星と流れ星の星ものがたり
彗星と流れ星の神話を
楽しもう

藤井　旭 誠文堂新光社 440 ﾌ

月をみよう 藤井　旭 あかね書房 440 ﾌ
星の一生 藤井　旭 あかね書房 440 ﾌ
星雲星団をみよう 藤井　旭 あかね書房 440 ﾌ
星座をさがそう 藤井　旭 あかね書房 440 ﾌ
太陽のふしぎ 藤井　旭 あかね書房 440 ﾌ
藤井旭の天体写真入門 藤井　旭 誠文堂新光社 440 ﾌ
流れ星・隕石 藤井　旭 あかね書房 440 ﾌ
惑星をみよう 藤井　旭 あかね書房 440 ﾌ
星と神話 物語で親しむ星の世界 藤井　旭 講談社 443 ﾌ
星の一生　新装版 藤井　旭 あかね書房 443 ﾌ
星座をさがそう　新装版 藤井　旭 あかね書房 443 ﾌ
太陽のふしぎ　新装版 藤井　旭 あかね書房 444 ﾌ
惑星をみよう　新装版 藤井　旭 あかね書房 445 ﾌ
月をみよう　新装版 藤井　旭 あかね書房 446 ﾌ
流れ星・隕石　新装版 藤井　旭 あかね書房 447 ﾌ
天気のことがよくわかる本 藤井　幸雄 西東社 451 ﾌ
天気図をよもう 藤井　幸雄 小峰書店 451 ﾌ
俳句をつくろう 藤井　圀彦 さ・え・ら書房 911 ﾌ
奥の細道を読もう 藤井　圀彦　編著 さ・え・ら書房 911 ﾌ
昆虫の探し方・飼い方大図鑑
カブトムシからカマキリ、スズ
ムシまで

コツをつかめば、きみに
もできる！

藤丸　篤夫 ＰＨＰ研究所 486 ﾌ

ミツバチ　―花にあつまる昆
虫―

科学のアルバム　かが
やくいのち

藤丸　篤夫 あかね書房 486 ﾌ

ミツバチ 花にあつまる昆虫 藤丸　篤夫 あかね書房 486 ﾌ
ニホンカモシカ物語 藤原　英司 佑学社 480 ﾌ

おり紙メールワンダーランド
紙１枚がびっくり手紙に
大変身

藤原　邦恭 いかだ社 754 ﾌ

おり紙マジックワンダーランド
紙１枚であなたもマジ
シャン

藤原　邦恭 いかだ社 754 ﾌ

おり紙シアターワンダーラン
ド

紙１枚で演じる不思議
な紙しばい

藤原　邦恭 いかだ社 754 ﾌ

おり紙歌あそびソングシア
ター

紙１枚で楽しむ童謡＆
わらべ歌

藤原　邦恭 いかだ社 754 ﾌ

超ウケキッズマジック　コワお
も！ミステリーマジックの巻
図書館版

ドキドキ…スペシャル
カードマジック付き

藤原　邦恭 いかだ社 790 ﾌ

超ウケキッズマジック　大人
気だ！休み時間・自由時間
の巻　図書館版

ふしぎなボディマジック
付き

藤原　邦恭 いかだ社 790 ﾌ

超ウケキッズマジック　注目
度↑アップお楽しみ会・お誕
生会の巻　図書館版

解けるかな？マジックク
イズ付き

藤原　邦恭 いかだ社 790 ﾌ



はじめて哲学する本 藤原　和博
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

100 ﾌ

オバケたんてい 藤江　じゅん あかね書房 913 ﾌ
タイム★ダッシュ ＹＡ！フロンティア 藤咲　あゆな 岩崎書店 913 ﾌ

ブラジルの大地に生きて
「日系移民の母」渡辺ト
ミ・マルガリーダの生涯

藤崎　康夫 くもん出版 916 ﾌ

学習俳句・短歌歳時記 夏の名歌百選 藤森　徳秋　編 国土社 911 ﾌ
学習俳句・短歌歳時記 夏の名句と季語 藤森　徳秋　編 国土社 911 ﾌ
学習俳句・短歌歳時記 秋の名歌百選 藤森　徳秋　編 国土社 911 ﾌ
学習俳句・短歌歳時記 秋の名句と季語 藤森　徳秋　編 国土社 911 ﾌ
学習俳句・短歌歳時記 春の名句と季語 藤森　徳秋　編 国土社 911 ﾌ
学習俳句・短歌歳時記 冬の名歌百選 藤森　徳秋　編 国土社 911 ﾌ
学習俳句・短歌歳時記 冬の名句と季語 藤森　徳秋　編 国土社 911 ﾌ
ジュニアサッカートレーニング 藤田　一郎 有紀書房 780 ﾌ
大小便のはなし 藤田　千枝 さ・え・ら書房 380 ﾌ
家出しちゃった 藤田　千津 文研出版 913 ﾌ
子ども落語家りんりん亭りん 藤田　富美恵 文研出版 779 ﾌ
そだててあそぼう　７５ 藤目　幸擴　編 農山漁村文化協 471 ﾌ
子どもが作るお料理 マイライフシリーズ 藤野　嘉子 グラフ社 590 ﾌ
怪盗ファントム＆ダークネス
ＥＸ－ＧＰ　１

怪盗ファントム＆ダーク
ネスシリーズ　１

藤野　恵美 ポプラ社 913 ﾌ

怪盗ファントム＆ダークネス
ＥＸ－ＧＰ　２

怪盗ファントム＆ダーク
ネスシリーズ　２

藤野　恵美 ポプラ社 913 ﾌ

怪盗ファントム＆ダークネス
ＥＸ－ＧＰ　３

怪盗ファントム＆ダーク
ネスシリーズ　３

藤野　恵美 ポプラ社 913 ﾌ

怪盗ファントム＆ダークネス
ＥＸ－ＧＰ　４

怪盗ファントム＆ダーク
ネスシリーズ　４

藤野　恵美 ポプラ社 913 ﾌ

怪盗ファントム＆ダークネス
ＥＸ－ＧＰ　５　①　スペイン編

怪盗ファントム＆ダーク
ネスシリーズ　５

藤野　恵美 ポプラ社 913 ﾌ

怪盗ファントム＆ダークネス
ＥＸ－ＧＰ　５　②　エジプト編

怪盗ファントム＆ダーク
ネスシリーズ　６

藤野　恵美 ポプラ社 913 ﾌ

福沢諭吉 浜野　卓也 ポプラ社 280 ﾌ

怪異百物語
現代の妖怪 怪異百物
語　１

不思議な世界を考
える会　編

ポプラ社 913 ﾌ

怪異百物語－学校と怪談 怪異百物語　２
不思議な世界を考
える会　編

ポプラ社 913 ﾌ

怪異百物語－奇人・怪人・不
思議人

怪異百物語　３
不思議な世界を考
える会　編

ポプラ社 913 ﾌ

怪異百物語－夢と金しばり 怪異百物語　４
不思議な世界を考
える会　編

ポプラ社 913 ﾌ

怪異百物語－クルマの怪談 怪異百物語　６
不思議な世界を考
える会　編

ポプラ社 913 ﾌ

怪異百物語－異次元ワール
ド・メカの怪

怪異百物語　７
不思議な世界を考
える会　編

ポプラ社 913 ﾌ

怪異百物語－人体と食べ物
の恐怖

怪異百物語　９
不思議な世界を考
える会　編

ポプラ社 913 ﾌ

怪異百物語－まだまだあるこ
わい場所

怪異百物語　１０
不思議な世界を考
える会　編

ポプラ社 913 ﾌ

箱の百面相 布施　知子 筑摩書房 750 ﾌ
箱をたのしむ 布施　知子 筑摩書房 750 ﾌ
立体七変化 布施　知子 筑摩書房 750 ﾌ
なぜ、めい王星は惑星じゃな
いの？

科学の進歩は宇宙の
当たり前をかえていく

布施　哲治 くもん出版 440 ﾌ

ともだち 武鹿悦子詩集 詩の風 武鹿　悦子 理論社 911 ﾌ
卵の実験 伏見　康治 福音館書店 590 ﾌ
ジンとばあちゃんとだんごの 福　明子 あるまじろ書房 913 ﾌ
ちっこばぁばの泣いた夜 福　明子 新日本出版社 913 ﾌ
天風の吹くとき 福　明子 国土社 913 ﾌ
どらねこドラゴンの銀の舟 福永　真由美 ＰＨＰ研究所 913 ﾌ



どらねこドラゴンの星の海 福永　真由美 ＰＨＰ研究所 913 ﾌ
クレヨン王国１２か月のおくり
もの

福永　令三 講談社 913 ﾌ

クレヨン王国いちご村 福永　令三 講談社 913 ﾌ
クレヨン王国なみだ物語 福永　令三 講談社 913 ﾌ
クレヨン王国の花ウサギ 福永　令三 講談社 913 ﾌ
クレヨン王国森のクリスマス
物語

福永　令三 講談社 913 ﾌ

ぼくだってアインシュタイン アインシュタインのゆめ 福江　純 岩波書店 420 ﾌ
ぼくだってアインシュタイン おくれる時計のふしぎ 福江　純 岩波書店 420 ﾌ
ぼくだってアインシュタイン なぞのブラックホール 福江　純 岩波書店 420 ﾌ
ぼくだってアインシュタイン 月とリンゴの法則 福江　純 岩波書店 420 ﾌ

ぼくたちのまちづくり
ぼくたちのまち世界の
まち

福川　裕一 岩波書店 520 ﾌ

ぼくたちのまちづくり まちに自然をとりもどそ 福川　裕一 岩波書店 520 ﾌ
ぼくたちのまちづくり 楽しいまちなみをつくる 福川　裕一 岩波書店 520 ﾌ
ぼくたちのまちづくり 商店街を救え 福川　裕一 岩波書店 520 ﾌ
フー子とママのふたり 盲導犬ものがたり 福沢　美和 偕成社 369 ﾌ
盲導犬フロックスとの旅 福沢　美和 偕成社 369 ﾌ
盲導犬フロックスのてがみ 福沢　美和 偕成社 369 ﾌ
盲導犬フロックスの思い出 福沢　美和 偕成社 369 ﾌ
夏のわすれもの 文研の創作えどうわ 福田　岩緒 文研出版 913 ﾌ
フクロウ 福田　俊司 あかね書房 480 ﾌ
フクロウ　新装版 福田　俊司 あかね書房 488 ﾌ
ほんとのおおきさ動物園 福田　豊文 学習研究社 31 ﾌ

龍馬伝　１
角川つばさ文庫　Ｃ　ふ
１－１

福田　靖 角川書店 913 ﾌ

龍馬伝　２
角川つばさ文庫　Ｃ　ふ
１－２

福田　靖 角川書店 913 ﾌ

龍馬伝　３
角川つばさ文庫　Ｃ　ふ
１－３

福田　靖 角川書店 913 ﾌ

龍馬伝　４
角川つばさ文庫　Ｃ　ふ
１－４

福田　靖 角川書店 913 ﾌ

アン先生、急患です！
ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥ
ＮＴ

福田　隆浩 講談社 913 ﾌ

赤毛の女医アン
ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥ
ＮＴ

福田　隆浩 講談社 913 ﾌ

天才女医、アンが行く
ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥ
ＮＴ

福田　隆浩 講談社 913 ﾌ

公平、いっぱつ逆転！ 福田　隆浩 偕成社 913 ﾌ
サンタ・カンパニー プレゼント大作戦！ 福島　直浩 ポプラ社 913 ﾌ
聖書物語 北見　隆 ほるぷ出版 160 ﾌ
アルテミス物語 木村　かほる ほるぷ出版 160 ﾌ
子どものための世界名作文 十五少年漂流記 集英社 908 ﾍ
二年間の休暇 Ｊ・ベルヌ 福音館書店 908 ﾍ

ベートーベン
生きる喜びと情熱を作
曲した大音楽家

いちかわ　のり 小学館 280 ﾍ

ほーら、これでいい！　リベリ
ア民話

リベリア民話 アジア・ア
フリカ絵本シリーズ　ア
フリカ

ウォン・ディ・ペイ アートン 388 ﾍ

プーンの冒険
エリザベス・ベルス
フォルド

ぬぷん児童図書
出版

933 ﾍ

おもちゃ屋へいったトムテ エルサ・ベスコフ 福音館書店 949 ﾍ
ウッレと冬の森 エルサ・ベスコフ らくだ出版 993 ﾍ

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 理論社 933 ﾍ

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 理論社 933 ﾍ



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 理論社 933 ﾍ

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 理論社 933 ﾍ

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 理論社 933 ﾍ

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 理論社 933 ﾍ

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 理論社 933 ﾍ

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 理論社 933 ﾍ

ごきげんボッラはなぞ人
間！？

ビルとボッラのお話
グニッラ＝ベリィス
トロム

偕成社 949 ﾍ

ボッラはすごくごきげんだ！ ビルとボッラのお話
グニッラ＝ベリィス
トロム

偕成社 949 ﾍ

ヘリオット先生と動物たちの
８つの物語

ジェイムズ・ヘリ
オット

集英社 933 ﾍ

眠りの森の美女
チャイコフスキー・バレ
エ物語

シャルル・ペロー
原作

評論社 933 ﾍ

十五少年漂流記 ジュール・ベルヌ 集英社 908 ﾍ
眠り姫 ジョン・コリアー 西村書店 953 ﾍ
実物大恐竜図鑑 デヴィッド・ベルゲ 小峰書店 31 ﾍ

なぜ、目をつぶるの？
このすばらしい愛と協
力のきずな

トーマス＝ベリイマ
ン

偕成社 369 ﾍ

車いすのマティアス
脳性まひの障害とたた
かう少年

トーマス＝ベリイマ
ン

偕成社 369 ﾍ

だれが　わたしたちを　わ
かってくれるの

トーマス＝ベリイマ
ン

偕成社 369 ﾍ

わたし、耳がきこえないの
トーマス＝ベリイマ
ン

偕成社 369 ﾍ

みんなができるきれいな町づ
くり

ドナ・ベイリー 同朋舎出版 519 ﾍ

みんなができる自然のパト
ロール

ドナ・ベイリー 同朋舎出版 519 ﾍ

みんなができる上手なエネル
ギーの使い方

ドナ・ベイリー 同朋舎出版 519 ﾍ

みんなができる上手な水の
使い方

ドナ・ベイリー 同朋舎出版 519 ﾍ

ベートーヴェン 運命は扉をたたく ひの　まどか リブリオ出版 280 ﾍ
アモス・ダラゴン　１ 仮面を持つ者 ブリアン・ペロー 竹書房 953 ﾍ
アモス・ダラゴン　２ プラハの鍵 ブリアン・ペロー 竹書房 953 ﾍ
アモス・ダラゴン　３ 神々の黄昏 ブリアン・ペロー 竹書房 953 ﾍ
アモス・ダラゴン　４ フレイヤの呪い ブリアン・ペロー 竹書房 953 ﾍ
アモス・ダラゴン　５ エル・バブの塔 ブリアン・ペロー 竹書房 953 ﾍ
アモス・ダラゴン　６ エンキの怒り ブリアン・ペロー 竹書房 953 ﾍ
アモス・ダラゴン　７ 地獄の旅 ブリアン・ペロー 竹書房 953 ﾍ
アモス・ダラゴン　８ ペガサスの国 ブリアン・ペロー 竹書房 953 ﾍ
アモス・ダラゴン　９ 黄金の羊毛 ブリアン・ペロー 竹書房 953 ﾍ
アモス・ダラゴン　１０ ふたつの軍団 ブリアン・ペロー 竹書房 953 ﾍ
アモス・ダラゴン　１１ エーテルの仮面 ブリアン・ペロー 竹書房 953 ﾍ
アモス・ダラゴン　１２ 運命の部屋 ブリアン・ペロー 竹書房 953 ﾍ

ヨーンじいちゃん
ペーター＝ヘルトリ
ング

偕成社 943 ﾍ

海底旅行 ベルヌ ポプラ社 908 ﾍ
海底二万マイル ベルヌ ポプラ社 953 ﾍ
十五少年漂流記 ベルヌ ポプラ社 953 ﾍ
京都・奈良・大阪修学旅行
とっておきガイド

ペンハウス メイツ出版 291 ﾍ



調べ学習に役立つ！「世界
の国・世界のくらし」がわかる

まなぶっく ペンハウス メイツ出版 302 ﾍ

白鳥湖 マーク・ヘルプリン 河出書房新社 933 ﾍ

写真でみる発明の歴史
ライオネル・ベン
ダー

あすなろ書房 507 ﾍ

ベートーベン
波乱の一生を送ったシ
ンフォニーの王者

塩谷　太郎 新学社・全家研 280 ﾍ

ベートーベン 加藤　純子 ポプラ社 280 ﾍ
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 理論社 289 ﾍ
ヘレン・ケラー 山田　せいこ ポプラ社 289 ﾍ
草花であそぼう 辺見　泰子 草土文化 380 ﾍ

総合百科事典ポプラディア

２００５補遺　日本史－
古代:日本地理:農業:百
科事典－総合:文化財:
野球 :林業:ロボット:リサ
イクル:地球温暖化:絶
滅しそうな生物:世界遺
産:ＥＵ:感染症:遺伝子
組換え食品:ＩＴ（情報技
術）:ゲノム:新しい技術:
イラク戦争:パレスチナ
問題:企業:国際問題:時
事用語:新潟県中越地

ポプラ社 31 ﾎ

学研のこども図鑑 くさばな・き 学研 31 ﾎ
ごみとリサイクル ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾎ
自動車 ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾎ
食と健康 ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾎ
世界地理 ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾎ
昔のくらし ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾎ
日本地理 ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾎ
米 ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾎ
総合百科事典ポプラディア 学習資料集 ポプラ社 31 ﾎ
総合百科事典ポプラディア 索引 ポプラ社 31 ﾎ

北海道・東北地方
都道府県別日本地理
ポプラディア情報館

ポプラ社 31 ﾎ

総合百科事典ポプラディア ポプラ社 31 ﾎ
マルコ＝ポーロ 世界的な大冒険家 学研 280 ﾎ
ボランティアわたしたちにでき
ること

世界の人と手をつなご
う

ポプラ社 300 ﾎ

ボランティアわたしたちにでき
ること

世界の人と手をつなご
う 国際協力を考える

ポプラ社 300 ﾎ

ボランティアわたしたちにでき
ること

いっしょにたのしもう お
年よりとともに

ポプラ社 369 ﾎ

ボランティアわたしたちにでき
ること

ボランティアガイドブック ポプラ社 369 ﾎ

ボランティアわたしたちにでき
ること

やさしい心をとどけよう
災害にあった人に

ポプラ社 369 ﾎ

ボランティアわたしたちにでき
ること

住みよい地域をつくろう
地域社会を考える

ポプラ社 369 ﾎ

ボランティアわたしたちにでき
ること

友だちになろうよ 障害
のある人とともに

ポプラ社 369 ﾎ

ポプラ社の実験・観察シリー エネルギーのひみつ ポプラ社 420 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー てことてんびん ポプラ社 420 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー レンズのふしぎ ポプラ社 420 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー 音の性質 ポプラ社 420 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー 光のすすみかた ポプラ社 420 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー 磁石と電磁石 ポプラ社 420 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー 色のふしぎ ポプラ社 420 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー もののあたたまりかた ポプラ社 430 ﾎ



ポプラ社の実験・観察シリー もののとけかた ポプラ社 430 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー もののもえかた ポプラ社 430 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー 空気の性質 ポプラ社 430 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー 酸素と二酸化炭素 ポプラ社 430 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー 水よう液の性質 ポプラ社 430 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー 豆電球とかん電池 ポプラ社 430 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー 氷・水・水じょう気 ポプラ社 430 ﾎ
ぼくらの天文・気象・地球 宇宙のはてへの旅 岩崎書店 440 ﾎ
ぼくらの天文・気象・地球 海・ふしぎな世界 岩崎書店 440 ﾎ
ぼくらの天文・気象・地球 銀河系をさぐる 岩崎書店 440 ﾎ
ぼくらの天文・気象・地球 人工の星・宇宙の実験 岩崎書店 440 ﾎ
ぼくらの天文・気象・地球 星とわたしたち 岩崎書店 440 ﾎ
ぼくらの天文・気象・地球 星座にしたしもう 岩崎書店 440 ﾎ
ぼくらの天文・気象・地球 太陽をしらべる 岩崎書店 440 ﾎ
ぼくらの天文・気象・地球 地球はどううごくか 岩崎書店 440 ﾎ
星と星座 ポプラ社 443 ﾎ
恐竜 ポプラ社 457 ﾎ
地球でくらす人と生き物のか
かわり

微生物を利用する 微生
物のストライキ

文研出版 460 ﾎ

ポプラ社の実験・観察シリー 植物のそだちかた ポプラ社 470 ﾎ
ポプラ社の実験・観察シリー 森や林の植物 ポプラ社 470 ﾎ
植物 ポプラ社 470 ﾎ
地球でくらす人と生き物のか
かわり

生き物とくらす ポチは
いちばんの友だち

文研出版 480 ﾎ

動物 ポプラ社 480 ﾎ
昆虫 ポプラ社 486 ﾎ
魚 ポプラ社 487 ﾎ

わたしにもできるリサイクル
きょうから始めよう！ 燃
えないごみのリサイク
ル　かん・びん・粗大ご

学研 519 ﾎ

わたしにもできるリサイクル
きょうから始めよう！ 燃
えるごみのリサイクル
紙・生ごみ衣類

学研 519 ﾎ

わたしにもできるリサイクル

きょうから始めよう！ 話
題のごみのリサイクル
プラスチック・ペットボト
ル・電池・食用油・自動

学研 519 ﾎ

地球でくらす人と生き物のか
かわり

ともに地球に生きる オ
ランじいさんのくらす島

文研出版 519 ﾎ

ボランティアわたしたちにでき
ること

ゆたかな自然を守ろう
環境を考える

ポプラ社 519 ﾎ

わたしにもできるリサイクル
学校でできるリサイクル
活動

学研 519 ﾎ

ボランティアわたしたちにでき
ること

使う、すてるを考える リ
サイクルの輪でつなぐ

ポプラ社 519 ﾎ

鉄道 ポプラ社 536 ﾎ
地球でくらす人と生き物のか
かわり

植物を育てる 農家のお
じさん大げんか

文研出版 600 ﾎ

地球でくらす人と生き物のか
かわり

生き物をとらえる イワ
シずきのうちゅう人

文研出版 600 ﾎ

地球でくらす人と生き物のか
かわり

動物を育てる テレビか
ら出てきたライオン

文研出版 600 ﾎ

ポプラ社の工作シリーズ おもちゃをつくろう１ ポプラ社 750 ﾎ
ポプラ社の工作シリーズ おもちゃをつくろう２ ポプラ社 750 ﾎ
ポプラ社の工作シリーズ みんなでつくる工作 ポプラ社 750 ﾎ
ポプラ社の工作シリーズ 身近なものでつくる工 ポプラ社 750 ﾎ
ポプラ社の工作シリーズ 木の実や貝がらの工作 ポプラ社 750 ﾎ

ポプラ社の音楽シリーズ
笛はひびく 木管楽器と
金管楽器

ポプラ社 760 ﾎ



方言をしらべよう
郷土の研究 絵でみる
方言地図

福武書店 818 ﾎ

本をもっと楽しむ本
読みたい本を見つける
図鑑 本をもっと楽しむ

学研教育出版 902 ﾎ

小学館世界の名作 美女と野獣・青い鳥 小学館 908 ﾎ

ポプラ社・ゲーム大百科
にこにこ伝承あそび１０
１

２１世紀・子どもの
遊び研究会　編

ポプラ社 380 ﾎ

えほん幽霊のひみつ Ｃ・ホーキンス 金の星社 933 ﾎ
シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト 法政大学出版局 933 ﾎ

オズの魔法使い 新訳 Ｌ．フランク・ボーム
角川書店//角川
グループパブリッ
シング

933 ﾎ

リトルバンパイア きけんな列車旅行
アンゲラ・ゾン
マー・ボーデンブル

くもん出版 943 ﾎ

リトルバンパイア モンスターの巣くつ
アンゲラ・ゾン
マー・ボーデンブル

くもん出版 943 ﾎ

リトルバンパイア リュディガーとアントン
アンゲラ・ゾン
マー・ボーデンブル

くもん出版 943 ﾎ

リトルバンパイア 地下室のかんおけ
アンゲラ・ゾン
マー・ボーデンブル

くもん出版 943 ﾎ

リトルバンパイア 魅惑のオルガ
アンゲラ・ゾン
マー・ボーデンブル

くもん出版 943 ﾎ

ダイヤモンドブラザーズ
ケース１

アンソニー・ホロ
ヴィッツ

文渓堂 933 ﾎ

ダイヤモンドブラザーズ
ケース２

アンソニー・ホロ
ヴィッツ

文渓堂 933 ﾎ

ダイヤモンドブラザーズ
ケース３

アンソニー・ホロ
ヴィッツ

文渓堂 933 ﾎ

ダイヤモンドブラザーズ
ケース４

アンソニー・ホロ
ヴィッツ

文渓堂 933 ﾎ

ダイヤモンドブラザーズ
ケース５

アンソニー・ホロ
ヴィッツ

文渓堂 933 ﾎ

黒いめんどりと地下のこびと
たちの物語

アントニー・ポゴレ
リスキー

新読書社 983 ﾎ

探偵キムと仲間たち イエンス・Ｋ・ホル 評論社 949 ﾎ

オーギュスト・デュパン モルグ街の怪事件他
エドガー・アラン・
ポー

岩崎書店 933 ﾎ

少女ポリアンナ エレナ・ポーター
角川書店//角川
グループパブリッ
シング

933 ﾎ

パパは専業主夫 キルステン・ボイエ 童話館出版 943 ﾎ
ほんとうの家族のように クリスティ・ホール 文研出版 933 ﾎ

ヘマの名人
ゲールハルト・ホル
ツ‐バウメルト

ほるぷ出版 943 ﾎ

伝統工芸 ポプラディア情報館 こどもくらぶ　編 ポプラ社 31 ﾎ
世界の料理 ポプラディア情報館 サカイ　優佳子　編 ポプラ社 31 ﾎ

ぼうぼうあたま
ハインリッヒ・ホフ
マン

教育出版センター 943 ﾎ

彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッ あすなろ書房 933 ﾎ
スティーブ・ジョブズ パム・ポラック ポプラ社 289 ﾎ
ボロディン ムソルグスキー リ
ムスキー＝コルサコフ

嵐の時代をのりこえた
「力強い仲間」

ひの　まどか リブリオ出版 280 ﾎ

やさしいフィンランド 子どものための小百科
ピルヨ・ホンカサロ
編

小学館 290 ﾎ

どうしているの？かみのゴミ ベロニカ・ボナー 同朋舎出版 519 ﾎ
どうしているの？ガラスのゴミ ベロニカ・ボナー 同朋舎出版 519 ﾎ
どうしているの？きんぞくの ベロニカ・ボナー 同朋舎出版 519 ﾎ
どうしているの？たべものの
ゴミ

ベロニカ・ボナー 同朋舎出版 519 ﾎ



どうしているの？プラスチック
のゴミ

ベロニカ・ボナー 同朋舎出版 519 ﾎ

どうしているの？木のゴミ ベロニカ・ボナー 同朋舎出版 519 ﾎ
くるみわり人形 ホフマン ポプラ社 943 ﾎ
おばあちゃんとひみつのとも
だち

ほりうち　しのぶ 偕成社 913 ﾎ

たいこたたいてダダンコダン
チキ

ししおどりをつたえる ゆうき　えみ 学研 369 ﾎ

エイズと闘った少年の記録 ライアン＝ホワイト ポプラ社 490 ﾎ
ねずみのオスカーとはるのお
くりもの

リリアン・ホーバン のら書店 933 ﾎ

海時計職人ジョン・ハリソン
船旅を変えたひとりの
男の物語

ルイーズ・ボーデン あすなろ書房 289 ﾎ

ピートのスケートレース
第二次世界大戦下のオ
ランダで

ルイーズ・ボーデン 福音館書店 933 ﾎ

グリーン・ノウ物語　１　グ
リーン・ノウの子どもたち

グリーン・ノウ物語１
ルーシー　Ｍ．ボス
トン

評論社 933 ﾎ

グリーン・ノウ物語　２　グ
リーン・ノウの煙突

グリーン・ノウ物語　２
ルーシー　Ｍ．ボス
トン

評論社 933 ﾎ

グリーン・ノウ物語　３　グ
リーン・ノウの川

グリーン・ノウ物語　３
ルーシー　Ｍ．ボス
トン

評論社 933 ﾎ

グリーン・ノウ物語　４　グ
リーン・ノウのお客さま

グリーン・ノウ物語　４
ルーシー　Ｍ．ボス
トン

評論社 933 ﾎ

グリーン・ノウ物語　５　グ
リーン・ノウの魔女

グリーン・ノウ物語　５
ルーシー　Ｍ．ボス
トン

評論社 933 ﾎ

グリーン・ノウ物語　６　グ
リーン・ノウの石

グリーン・ノウ物語　６
ルーシー　Ｍ．ボス
トン

評論社 933 ﾎ

宇宙の誕生 ビッグバンへの旅
ルーシー・ホーキ
ング

岩崎書店 933 ﾎ

宇宙に秘められた謎
ルーシー・ホーキ
ング

岩崎書店 933 ﾎ

宇宙への秘密の鍵
ルーシー・ホーキ
ング

岩崎書店 933 ﾎ

世界遺産 ポプラディア情報館 稲葉　信子 ポプラ社 31 ﾎ
日本国憲法 ポプラディア情報館 角替　晃 ポプラ社 31 ﾎ
魚・水の生物のふしぎ ポプラディア情報館 岩見　哲夫 ポプラ社 31 ﾎ
土よう日はおみまいの日 病院をほうもんする 今関　信子 学研 369 ﾎ
動物のふしぎ ポプラディア情報館 今泉　忠明 ポプラ社 31 ﾎ
アゲハチョウ 佐藤　有恒　写真 あかね書房 486 ﾎ
方言 ポプラディア情報館 佐藤　亮一 ポプラ社 31 ﾎ
日本の歴史人物 ポプラディア情報館 佐藤　和彦 ポプラ社 31 ﾎ
からだのふしぎ 科学のおはなし 細谷　亮太 ＰＨＰ研究所 490 ﾎ

おおかみこどもの雨と雪 細田　守
角川書店//角川
グループパブリッ
シング

913 ﾎ

サマーウォーズ
角川つばさ文庫　Ｃ　ほ
１－１

細田　守　原著 角川書店 913 ﾎ

人のからだ ポプラディア情報館 坂井　建雄 ポプラ社 31 ﾎ
インターネットのつかい方 月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 7 ﾎ
図書館へ行こう！ 月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 10 ﾎ
北海道と沖縄県 月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 291 ﾎ
介助犬ってどんな犬？ 月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 369 ﾎ
私たちのおじいさん・おばあ
さん

月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 369 ﾎ

点字を学ぼう！ 月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 369 ﾎ
日本のお祭り大研究 月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 386 ﾎ
リサイクル都市・江戸 月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 519 ﾎ
酸性雨と異常気象 月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 519 ﾎ
水道の水はどこからくるの？ 月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 519 ﾎ



探検！リサイクル工場 月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 519 ﾎ
日本人の主食を調べる 月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 590 ﾎ
お米づくりに挑戦！ 月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 610 ﾎ
日本はお米の国だ！ 月刊ポプラディア 坂井　宏先　編 ポプラ社 610 ﾎ
日本の工業 ポプラディア情報館 三澤　一文 ポプラ社 31 ﾎ
昆虫のふしぎ ポプラディア情報館 寺山　守 ポプラ社 31 ﾎ
総合百科事典ポプラディア
１　新訂版　あ・い

秋山　仁 ポプラ社 31 ﾎ

総合百科事典ポプラディア
２　新訂版　う・え・お・かそ

秋山　仁 ポプラ社 31 ﾎ

総合百科事典ポプラディア
３　新訂版　かた・き・く

秋山　仁 ポプラ社 31 ﾎ

総合百科事典ポプラディア
４　新訂版　け・こ・さ

秋山　仁 ポプラ社 31 ﾎ

総合百科事典ポプラディア
５　新訂版　し

秋山　仁 ポプラ社 31 ﾎ

総合百科事典ポプラディア
６　新訂版　す・せ・そ・た

秋山　仁 ポプラ社 31 ﾎ

総合百科事典ポプラディア
７　新訂版　ち・つ・て・と

秋山　仁 ポプラ社 31 ﾎ

総合百科事典ポプラディア
８　新訂版　な・に・ぬ・ね・

秋山　仁 ポプラ社 31 ﾎ

総合百科事典ポプラディア
９　新訂版　ひ・ふ・へ

秋山　仁 ポプラ社 31 ﾎ

総合百科事典ポプラディア
１０　新訂版　ほ・ま・み・む・

秋山　仁 ポプラ社 31 ﾎ

総合百科事典ポプラディア
１１　新訂版　や・ゆ・よ・ら・
り・る・れ・ろ・わ・ん

秋山　仁 ポプラ社 31 ﾎ

総合百科事典ポプラディア
１２　新訂版　索引

秋山　仁 ポプラ社 31 ﾎ

日本の水産業 ポプラディア情報館 小松　正之 ポプラ社 31 ﾎ
みんなでのぼろう日本一高
いところ

車いすといっしょに富士
登山

松美　里枝子 学研 369 ﾎ

ことしもさいた山の花 尾瀬のしぜんをまもる 松美　里枝子 学研 369 ﾎ
アジア・太平洋戦争 ポプラディア情報館 森　武麿 ポプラ社 31 ﾎ

まぼろしの星
角川つばさ文庫　Ｂ　ほ
１－１

星　新一 角川書店 913 ﾎ

へんな怪獣 新・名作の愛蔵版 星　新一 理論社 913 ﾎ
あるスパイの物語 星新一ＹＡセレクション 星　新一 理論社 913 ﾎ
妄想銀行 星新一ＹＡセレクション 星　新一 理論社 913 ﾎ
死体ばんざい 星新一ＹＡセレクション 星　新一 理論社 913 ﾎ
殺し屋ですのよ 星新一ＹＡセレクション 星　新一 理論社 913 ﾎ
ゆきとどいた生活 星新一ＹＡセレクション 星　新一 理論社 913 ﾎ
夜の侵入者 星新一ＹＡセレクション 星　新一 理論社 913 ﾎ
あいつが来る 星新一ＹＡセレクション 星　新一 理論社 913 ﾎ
不吉な地点 星新一ＹＡセレクション 星　新一 理論社 913 ﾎ
きつね小僧 星新一ＹＡセレクション 星　新一 理論社 913 ﾎ

宇宙の声
星新一ジュブナイル・セ
レクション 角川つばさ
文庫　Ｂ　ほ　１－２

星　新一 角川書店 913 ﾎ

ねらわれた星
星新一ショートショート
セレクション　１

星　新一 理論社 913 ﾎ

宇宙のネロ
星新一ショートショート
セレクション　２

星　新一 理論社 913 ﾎ

ねむりウサギ
星新一ショートショート
セレクション　３

星　新一 理論社 913 ﾎ

奇妙な旅行
星新一ショートショート
セレクション　４

星　新一 理論社 913 ﾎ



番号をどうぞ
星新一ショートショート
セレクション　５

星　新一 理論社 913 ﾎ

頭の大きなロボット
星新一ショートショート
セレクション　６

星　新一 理論社 913 ﾎ

未来人の家
星新一ショートショート
セレクション　７

星　新一 理論社 913 ﾎ

夜の山道で
星新一ショートショート
セレクション　８

星　新一 理論社 913 ﾎ

さもないと
星新一ショートショート
セレクション　９

星　新一 理論社 913 ﾎ

重要な任務
星新一ショートショート
セレクション　１０

星　新一 理論社 913 ﾎ

ピーターパンの島
星新一ショートショート
セレクション　１１

星　新一 理論社 913 ﾎ

盗賊会社
星新一ショートショート
セレクション　１２

星　新一 理論社 913 ﾎ

クリスマスイブの出来事
星新一ショートショート
セレクション　１３

星　新一 理論社 913 ﾎ

ボタン星からの贈り物
星新一ショートショート
セレクション　１４

星　新一 理論社 913 ﾎ

宇宙の男たち
星新一ショートショート
セレクション　１５

星　新一 理論社 913 ﾎ

宇宙のあいさつ
星新一ちょっと長めの
ショートショート　１

星　新一 理論社 913 ﾎ

七人の犯罪者
星新一ちょっと長めの
ショートショート　１０

星　新一 理論社 913 ﾎ

恋がいっぱい
星新一ちょっと長めの
ショートショート　２

星　新一 理論社 913 ﾎ

悪魔のささやき
星新一ちょっと長めの
ショートショート　３

星　新一 理論社 913 ﾎ

とんとん拍子
星新一ちょっと長めの
ショートショート　４

星　新一 理論社 913 ﾎ

おのぞみの結末
星新一ちょっと長めの
ショートショート　５

星　新一 理論社 913 ﾎ

ねずみ小僧六世
星新一ちょっと長めの
ショートショート　６

星　新一 理論社 913 ﾎ

そして、だれも…
星新一ちょっと長めの
ショートショート　７

星　新一 理論社 913 ﾎ

長生き競争
星新一ちょっと長めの
ショートショート　８

星　新一 理論社 913 ﾎ

親友のたのみ
星新一ちょっと長めの
ショートショート　９

星　新一 理論社 913 ﾎ

きまぐれロボット 星　新一 理論社 913 ﾎ
ぼくたちのコンニャク先生 星川　ひろ子 小学館 369 ﾎ
みえないってどんなこと？ 星川　ひろ子 岩崎書店 369 ﾎ
あかちゃんてね 星川　ひろ子 小学館 490 ﾎ

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 ポプラ社 619 ﾎ

いのちの源・緑の森林
国有林の再生は国の
手で

星野　光衛
ジャパン・プレス・
フォト

460 ﾎ

アラスカたんけん記 星野　道夫 福音館書店 290 ﾎ
ナヌークの贈りもの 星野　道夫 小学館 489 ﾎ
森へ 星野　道夫 福音館書店 650 ﾎ
種蒔きもせず 花の詩画集 星野　富弘 偕成社 911 ﾎ
風の旅 四季抄 星野　富弘 立風書房 911 ﾎ
あなたの手のひら 星野　富弘 偕成社 911 ﾎ
速さのちがう時計 星野　富弘 偕成社 911 ﾎ
鈴の鳴る道 星野　富弘 偕成社 911 ﾎ



かぎりなくやさしい花々
野の花々が手足の不
自由な私に生命の尊さ
を教えてくれました

星野　富弘 偕成社 916 ﾎ

愛、深き淵より。 星野　富弘 学研 916 ﾎ

盲導犬ミントの子守歌
二代目キースに歌いつ
がれて

星野　有史 ポプラ社 369 ﾎ

はじめての飼育と栽培 あさがお 生活科を創る会 小峰書店 470 ﾎ
はじめての飼育と栽培 さつまいも 生活科を創る会 小峰書店 470 ﾎ

はじめての飼育と栽培
そだててみたい花とや
さい

生活科を創る会
編

小峰書店 470 ﾎ

はじめての飼育と栽培 ひまわり 生活科を創る会 小峰書店 470 ﾎ
はじめての飼育と栽培 ミニトマト 生活科を創る会 小峰書店 470 ﾎ
はじめての飼育と栽培 うさぎ 生活科を創る会 小峰書店 480 ﾎ
はじめての飼育と栽培 かたつむり 生活科を創る会 小峰書店 480 ﾎ
はじめての飼育と栽培 かってみたい生きもの 生活科を創る会 小峰書店 480 ﾎ
はじめての飼育と栽培 こおろぎ 生活科を創る会 小峰書店 480 ﾎ
はじめての飼育と栽培 ざりがに 生活科を創る会 小峰書店 480 ﾎ
はじめての飼育と栽培 だんごむし 生活科を創る会 小峰書店 480 ﾎ
はじめての飼育と栽培 モルモット 生活科を創る会 小峰書店 480 ﾎ
はじめての飼育と栽培 さつまいも 生活科を創る会： 小峰書店 470 ﾎ

はじめての飼育と栽培
そだててみたい花とや
さい

生活科を創る会：
編

小峰書店 470 ﾎ

はじめての飼育と栽培 だんごむし 生活科を創る会： 小峰書店 480 ﾎ
日本の文学 ポプラディア情報館 西本　鶏介 ポプラ社 31 ﾎ
衣食住の歴史 ポプラディア情報館 西本　豊弘 ポプラ社 31 ﾎ
日本の農業 ポプラディア情報館 石谷　孝佑 ポプラ社 31 ﾎ
ことわざ慣用句・故事成語・
四字熟語

ポプラディア情報館 倉島　節尚 ポプラ社 31 ﾎ

保健室で見る本 からだをまもろう動かそ 大森　真司 国土社 490 ﾎ
保健室で見る本 病気と手当 大森　真司 国土社 490 ﾎ

愛の点字図書館長
全盲をのりこえて日本
点字図書館を作った本
間一夫

池田　澄子 偕成社 916 ﾎ

宇宙 ポプラディア情報館 渡部　潤一 ポプラ社 31 ﾎ
国際組織 ポプラディア情報館 渡部　茂己 ポプラ社 31 ﾎ
仕事・職業 ポプラディア情報館 渡辺　三枝子 ポプラ社 31 ﾎ
短歌・俳句季語辞典 ポプラディア情報館 藤井　圀彦 ポプラ社 31 ﾎ
天気と気象 ポプラディア情報館 武田　康男 ポプラ社 31 ﾎ
ヤマ＝ゆうばり 穂積　肇 草土文化 916 ﾎ
ぺったんぺったん白鳥がくる 動物の短歌 穂村　弘　編 岩崎書店 911 ﾎ
少女たちの帆を張って 堀　直子 あかね書房 913 ﾎ

毎日のおべんとう
通学・通勤＆通園が楽
しい

堀江　ひろこ
パッチワーク通信
社

590 ﾎ

キング牧師
力強い言葉で人種差別
と戦った男

堀田　あきお 集英社 289 ﾎ

チョコレートと青い空 堀米　薫 そうえん社 913 ﾎ
林業少年 堀米　薫 新日本出版社 913 ﾎ

命のバトン
津波を生きぬいた奇跡
の牛の物語

堀米　薫 佼成出版社 916 ﾎ

川の生きもの 堀木　政子 保育社 480 ﾎ
学習に役立つくらしのうつり
かわりシリーズ

家のくらしのうつりかわ
り

本間　昇 岩崎書店 380 ﾎ

学校のうつりかわり
学習に役立つくらしのう
つりかわりシリーズ

本間　昇 岩崎書店 380 ﾎ

仕事のうつりかわり<おとうさ
ん>

学習に役立つくらしのう
つりかわりシリーズ

本間　昇 岩崎書店 380 ﾎ

子どもの遊びのうつりかわり
学習に役立つくらしのう
つりかわりシリーズ

本間　昇 岩崎書店 380 ﾎ



村のうつりかわり
学習に役立つくらしのう
つりかわりシリーズ

本間　昇 岩崎書店 380 ﾎ

道と乗り物のうつりかわり
学習に役立つくらしのう
つりかわりシリーズ

本間　昇 岩崎書店 380 ﾎ

学習に役立つくらしのうつり
かわりシリーズ

仕事のうつりかわり お
かあさん

本間　昇 岩崎書店 380 ﾎ

学習に役立つくらしのうつり
かわりシリーズ

仕事のうつりかわり お
とうさん

本間　昇 岩崎書店 380 ﾎ

学習に役立つくらしのうつり
かわりシリーズ

子どもの遊びのうつり
かわり

本間　昇 岩崎書店 380 ﾎ

学習に役立つくらしのうつり
かわりシリーズ

村のうつりかわり 本間　昇 岩崎書店 380 ﾎ

学習に役立つくらしのうつり
かわりシリーズ

町のうつりかわり 本間　昇 岩崎書店 380 ﾎ

学習に役立つくらしのうつり
かわりシリーズ

道と乗り物のうつりかわ
り

本間　昇 岩崎書店 380 ﾎ

がんばれ！地球
アメンボはなぜ消え
た？ 水は生命の源

本田　睨 リブリオ出版 519 ﾎ

がんばれ！地球
からだのなかの生きも
のたち ともに生きる人
間と微生物

本田　睨 リブリオ出版 519 ﾎ

がんばれ！地球
ジャックとアサガオの木
自然がもっている時計

本田　睨 リブリオ出版 519 ﾎ

がんばれ！地球 海を豊かにするのは森 本田　睨 リブリオ出版 519 ﾎ

がんばれ！地球
森のガードマンは土の
中 森林をまもる微生物

本田　睨 リブリオ出版 519 ﾎ

がんばれ！地球
地球が皮膚病になった
大気汚染がもたらすも

本田　睨 リブリオ出版 519 ﾎ

なにわ春風堂　１ なにわ春風堂 誉田　龍一 くもん出版 913 ﾎ
なにわ春風堂　２ なにわ春風堂 誉田　龍一 くもん出版 913 ﾎ
なにわ春風堂　３ なにわ春風堂 誉田　龍一 くもん出版 913 ﾎ
学ぶ力をそだてる〈新〉図書
館シリーズ

いろんなことを調べてみ
よう

ポプラ社 10 ﾏ

学ぶ力をそだてる〈新〉図書
館シリーズ

コンピューターで調べよ
う

ポプラ社 10 ﾏ

学ぶ力をそだてる〈新〉図書
館シリーズ

図書館をつかおう シ
リーズ総索引

ポプラ社 10 ﾏ

学ぶ力をそだてる〈新〉図書
館シリーズ

調べたことをまとめよう ポプラ社 10 ﾏ

学ぶ力をそだてる〈新〉図書
館シリーズ

調べるって、どんなこ
と？

ポプラ社 10 ﾏ

学ぶ力をそだてる〈新〉図書
館シリーズ

読書を楽しもう ポプラ社 10 ﾏ

漫画人物科学の歴史
アインシュタイン コン
ピュータと半導体をめぐ
る人々

ほるぷ出版 280 ﾏ

町とくらしのうつりかわり お店と町、昔と今 小峰書店 380 ﾏ

町とくらしのうつりかわり
すまいとくらしの道具、
昔と今

小峰書店 380 ﾏ

町とくらしのうつりかわり みんなの学校、昔と今 小峰書店 380 ﾏ
町とくらしのうつりかわり 工場と町、昔と今 小峰書店 380 ﾏ
町とくらしのうつりかわり 村のくらし、昔と今 小峰書店 380 ﾏ
町とくらしのうつりかわり 町と交通、昔と今 小峰書店 380 ﾏ
町とくらしのうつりかわり 町のしせつ、昔と今 小峰書店 380 ﾏ
町とくらしのうつりかわり 町の昔たんけん 小峰書店 380 ﾏ
町とくらしのうつりかわり 遊びとくらし、昔と今 小峰書店 380 ﾏ
町とくらしのうつりかわり 祭りと行事、昔と今 小峰書店 386 ﾏ
科学と技術を創造した人々 科学・技術人物事典 ほるぷ出版 420 ﾏ
科学と技術の歩み 科学・技術用語事典 ほるぷ出版 420 ﾏ



音楽が好きだ！
コンピュータで音楽をつ
くろう！ コンピュータと
シンセサイザー

ポプラ社 760 ﾏ

まちがいだらけの言葉づか あいさつ・ていねい語 ポプラ社 810 ﾏ
まちがいだらけの言葉づか ことばのきまり ポプラ社 810 ﾏ
まちがいだらけの言葉づか ことわざ・格言 ポプラ社 810 ﾏ
まちがいだらけの言葉づか 外来語 ポプラ社 810 ﾏ
まちがいだらけの言葉づか 漢字・熟語 ポプラ社 810 ﾏ
まちがいだらけの言葉づか 手紙 ポプラ社 810 ﾏ
まちがいだらけの言葉づか 日記・作文 ポプラ社 810 ﾏ
子どものための世界名作文 家なき子 集英社 908 ﾏ
小学館世界の名作 家なき子 小学館 908 ﾏ

道具と機械の本
てこからコンピューター
まで

Ｄ．マコーレイ 岩波書店 500 ﾏ

レーナ・マリア
障害をこえて愛と希望
を歌い続ける女性シン

あべ　さより 小学館 289 ﾏ

おかしなおかしな魔法のかが
み

アラン＝マンロウ 学研 933 ﾏ

ペリーヌ物語 読む世界名作劇場 エクトル・マロ　原 文渓堂 953 ﾏ
あおい目のこねこ エゴン・マチーセン 福音館書店 949 ﾏ
うらめしやレストラン かとう　くみこ 童心社 913 ﾏ
がい骨レストラン かとう　くみこ 童心社 913 ﾏ
たたりじゃレストラン かとう　くみこ 童心社 913 ﾏ
闇のレストラン かとう　くみこ 童心社 913 ﾏ
化け猫レストラン かとう　くみこ 童心社 913 ﾏ
呪いのレストラン かとう　くみこ 童心社 913 ﾏ
神かくしレストラン かとう　くみこ 童心社 913 ﾏ
生まれ変わりレストラン かとう　くみこ 童心社 913 ﾏ
占いレストラン かとう　くみこ 童心社 913 ﾏ
墓場レストラン かとう　くみこ 童心社 913 ﾏ
魔女のレストラン かとう　くみこ 童心社 913 ﾏ
幽霊列車レストラン かとう　くみこ 童心社 913 ﾏ

おばけハンター大かつやく
グレイス・マカロー
ン

ぬぷん児童図書
出版

933 ﾏ

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 ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

ドラゴン・スレイヤー・アカデ
ミー　２

ママゴンのしかえし ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

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 ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

ドラゴン・スレイヤー・アカデ
ミー　４

ウィリーのけっこん！？ ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

ドラゴン・スレイヤー・アカデ
ミー　５

あこがれのヒーロー ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

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 ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

ドラゴン・スレイヤー・アカデ
ミー　７

のろいのルーレット ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

ドラゴン・スレイヤー・アカデ
ミー　８

ほろびの予言 ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

ドラゴン・スレイヤー・アカデ
ミー　９

ドラゴンがうまれた！ ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

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 ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

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 ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

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 ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ



ドラゴン・スレイヤー・アカデ
ミー２　３

こわーい金曜日 ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

ドラゴン・スレイヤー・アカデ
ミー２　４

ケン王の病気 ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

ドラゴン・スレイヤー・アカデ
ミー２　５

ふたごのごたごた ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

ドラゴン・スレイヤー・アカデ
ミー２　６

ドラゴンじいさん ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

ドラゴン・スレイヤー・アカデ
ミー２　７

ドラゴン・キャンプ ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

ドラゴン・スレイヤー・アカデ
ミー２　８

トロールにご用心 ケイト・マクミュラン 岩崎書店 933 ﾏ

１２の月たち スラブみんわ
サムエル・マル
シャーク　再話

評論社 388 ﾏ

不思議を売る男
ジェラルディン・マ
コーリアン

偕成社 933 ﾏ

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

ビーエル出版 933 ﾏ

マクドナルド童話全集 金の鍵
ジョージ・マクドナ
ルド

太平出版社 933 ﾏ

どじ魔女ミルの大てがら
評論社の児童図書館・
文学の部屋　ミルドレッ
ドの魔女学校　３

ジル・マーフィ 評論社 933 ﾏ

魔女学校の一年生
評論社の児童図書館・
文学の部屋　ミルドレッ
ドの魔女学校１

ジル・マーフィ 評論社 933 ﾏ

魔女学校の一年生 ジル・マーフィ 評論社 933 ﾏ
魔女学校の転校生 ジル・マーフィ 評論社 933 ﾏ
マルコーニ スティーヴ・パー 岩波書店 280 ﾏ
あの世レストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
お化け屋敷レストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
ケイタイ電話レストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
もののけレストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
悪夢のレストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
火の玉レストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
鬼のレストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
金しばりレストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
殺人レストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
七不思議レストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
心霊写真レストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
地獄レストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
百物語レストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
亡霊レストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
魔界レストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
幽霊屋敷レストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ
妖怪レストラン たかい　よしかず 童心社 913 ﾏ

六人の男たち なぜ戦争をするのか？
デイビッド＝マッ
キー

偕成社 933 ﾏ

イソップのおはなし
バーバラ・マクリン
トック

岩波書店 933 ﾏ

ダニエルのふしぎな絵
バーバラ・マクリン
トック

ほるぷ出版 933 ﾏ

カンガルーぼうやのぼうけん パウル・マール ほるぷ出版 943 ﾏ

わたしのとくべつな場所
パトリシア・マキ
サック

新日本出版社 933 ﾏ

フーさん ハンヌ・マケラ 国書刊行会 993 ﾏ
フーさんにお隣さんがやって
きた

ハンヌ・マケラ 国書刊行会 993 ﾏ

フーさん引っ越しをする ハンヌ・マケラ 国書刊行会 993 ﾏ



石坂浩二のマザーグース
ブライアン・ワイル
ドスミス

931 ﾏ

バレエに恋してる！ バレエ・アカデミア　１
ベアトリーチェ・マ
ジーニ

ポプラ社 973 ﾏ

きまぐれなバレリーナ バレエ・アカデミア　２
ベアトリーチェ・マ
ジーニ

ポプラ社 973 ﾏ

バレリーナの恋人は、天
使！？

バレエ・アカデミア　３
ベアトリーチェ・マ
ジーニ

ポプラ社 973 ﾏ

夢みるトウシューズ バレエ・アカデミア　４
ベアトリーチェ・マ
ジーニ

ポプラ社 973 ﾏ

バレリーナの挑戦！ バレエ・アカデミア　５
ベアトリーチェ・マ
ジーニ

ポプラ社 973 ﾏ

バレリーナのおきゃくさま バレエ・アカデミア　６
ベアトリーチェ・マ
ジーニ

ポプラ社 973 ﾏ

耳の聞こえない子がわたりま マーリー・マトリン フレーベル館 933 ﾏ
かずのうちゅうでだいぼうけ マサン ほるぷ出版 410 ﾏ

王さまライオンのケーキ
はんぶんのはんぶんば
いのばいのおはなし

マシュー・マケリ
ゴット

徳間書店 933 ﾏ

あまがえる先生まよなかの
びっくりコンサート

まつおか　たつひ
で

ポプラ社 913 ﾏ

赤神と黒神 まつたに　みよこ ポプラ社 388 ﾏ
ぞうさん・くまさん まど・みちお詩集 まど　みちお 岩崎書店 911 ﾏ

こんなにたしかに
まど・みちお詩集 詩と
歩こう

まど　みちお 理論社 911 ﾏ

だじゃれはだれじゃ
まどさんとさかたさんの
ことばあそび　２

まど　みちお 小峰書店 911 ﾏ

ひまへまごろあわせ
まどさんとさかたさんの
ことばあそび　３

まど　みちお 小峰書店 911 ﾏ

あんパンのしょうめい
まどさんとさかたさんの
ことばあそび　４

まど　みちお 小峰書店 911 ﾏ

カステラへらずぐち
まどさんとさかたさんの
ことばあそび　５

まど　みちお 小峰書店 911 ﾏ

いきいき動物 まどさん詩の本 まど　みちお 理論社 911 ﾏ
ものいろいろ まどさん詩の本 まど　みちお 理論社 911 ﾏ
よむうた まどさん詩の本 まど　みちお 理論社 911 ﾏ
宇宙はよぶ まどさん詩の本 まど　みちお 理論社 911 ﾏ
家族と友だち まどさん詩の本 まど　みちお 理論社 911 ﾏ
花いっぱい まどさん詩の本 まど　みちお 理論社 911 ﾏ
人間いきてる まどさん詩の本 まど　みちお 理論社 911 ﾏ
鳥いっぱい まどさん詩の本 まど　みちお 理論社 911 ﾏ
キリンさん まど　みちお 小峰書店 911 ﾏ
だいすきまどさん まど　みちお 理論社 911 ﾏ
たんぽぽヘリコプター まど　みちお 小峰書店 911 ﾏ
ちきゅうはメリーゴーラウンド まど　みちお 小峰書店 911 ﾏ
てんぷらぴりぴり まど　みちお 大日本図書 911 ﾏ
まどさんとさかたさんのことば
あそび

まど　みちお 小峰書店 911 ﾏ

わからん薬学事始　１ まはら　三桃 講談社 913 ﾏ
わからん薬学事始　２ まはら　三桃 講談社 913 ﾏ
わからん薬学事始　３ まはら　三桃 講談社 913 ﾏ
家なき少女 マロー　原作 偕成社 908 ﾏ
ニュートン算元祖マンガ攻略
法

５～６年上級１
マンガ塾　太郎
原作

学漫 410 ﾏ

アニーとおばあちゃん ミスカ・マイルズ あすなろ書房 933 ﾏ
黒グルミのからのなかに ミュリエル・マン 西村書店 953 ﾏ
ジュディ・モード、有名にな
る！

ジュディ・モードとなかま
たち　２

メーガン・マクドナ
ルド

小峰書店 933 ﾏ

ジュディ・モード、地球をすく
う！

ジュディ・モードとなかま
たち　３

メーガン・マクドナ
ルド

小峰書店 933 ﾏ



ジュディ・モード、未来をうら
なう！

ジュディ・モードとなかま
たち　４

メーガン・マクドナ
ルド

小峰書店 933 ﾏ

ジュディ・モード、医者にな
る！

ジュディ・モードとなかま
たち　５

メーガン・マクドナ
ルド

小峰書店 933 ﾏ

ジュディ・モードの独立宣言
ジュディ・モードとなかま
たち　６

メーガン・マクドナ
ルド

小峰書店 933 ﾏ

ジュディ・モード、世界をまわ
る！

メーガン・マクドナ
ルド

小峰書店 933 ﾏ

ジュディ・モード、大学にい
く！

メーガン・マクドナ
ルド

小峰書店 933 ﾏ

ジュディ・モード、探偵にな
る！

メーガン・マクドナ
ルド

小峰書店 933 ﾏ

ジュディ・モード、地球をすく
う！

メーガン・マクドナ
ルド

小峰書店 933 ﾏ

ジュディ・モード、有名にな
る！

メーガン・マクドナ
ルド

小峰書店 933 ﾏ

ジュディ・モードはごきげんな
なめ

メーガン・マクドナ
ルド

小峰書店 933 ﾏ

サッカーキッズ物語
ヒーロー・ラバンの巻
ポップコーン・ブックス

ヨアヒム・マザネッ
ク

ポプラ社 943 ﾏ

サッカーキッズ物語
最強ストライカー・マキ
シの巻 ポップコーン・
ブックス　１０

ヨアヒム・マザネッ
ク

ポプラ社 943 ﾏ

サッカーキッズ物語
七人目の勇士ヨシュカ
の巻 ポップコーン・ブッ
クス１３

ヨアヒム・マザネッ
ク

ポプラ社 943 ﾏ

サッカーキッズ物語
疾風フォワード・フェリッ
クスの巻 ポップコーン・
ブックス　３

ヨアヒム・マザネッ
ク

ポプラ社 943 ﾏ

サッカーキッズ物語
世界最速右アウトサイ
ド・ファビの巻 ポップ
コーン・ブックス　１２

ヨアヒム・マザネッ
ク

ポプラ社 943 ﾏ

サッカーキッズ物語
赤い機関車デニッツの
巻 ポップコーン・ブック

ヨアヒム・マザネッ
ク

ポプラ社 943 ﾏ

サッカーキッズ物語
鉄壁要塞ユーリの巻
ポップコーン・ブックス

ヨアヒム・マザネッ
ク

ポプラ社 943 ﾏ

サッカーキッズ物語
突撃ドリブラー・レオン
の巻 ポップコーン・ブッ
クス　１

ヨアヒム・マザネッ
ク

ポプラ社 943 ﾏ

サッカーキッズ物語
背番号１０番マーロンの
巻 ポップコーン・ブック
ス　１５

ヨアヒム・マザネッ
ク

ポプラ社 943 ﾏ

サッカーキッズ物語
無敵の少女・ヴァネッサ
の巻 ポップコーン・ブッ
クス　５

ヨアヒム・マザネッ
ク

ポプラ社 943 ﾏ

クイズきまりことば まんがで学習 よこた　とくお あかね書房 810 ﾏ

うちはお人形の修理屋さん
ヨナ・ゼルディス・
マクドノー

徳間書店 933 ﾏ

運命の王子 古代エジプトの物語 リーセ・マニケ 岩波書店 990 ﾏ

レーナ・マリア
フット・ノート　足で書か
れた物語

レーナ・マリア 小学館 289 ﾏ

レーナ・マリア物語 レーナ・マリア 金の星社 289 ﾏ

松下幸之助
一代で世界的な会社を
創った努力の人

阿部　高明 集英社 289 ﾏ

ハヤブサの四季 伊藤　正清　写真 あかね書房 480 ﾏ

ヴァインヒルの宝石姫
見習いプリンセスボー
リーン

円山　夢久 国土社 913 ﾏ

ファルコンヒルの剣の王子
見習いプリンセスボー
リーン

円山　夢久 国土社 913 ﾏ



ローゼンヒルのばら姫
見習いプリンセスポー
リーン　１

円山　夢久 国土社 913 ﾏ

絶滅の大研究
恐竜はなぜ滅んだの？
過去の大量絶滅から現
在の危機まで

丸岡　照幸，上松
佐知子

ＰＨＰ研究所 457 ﾏ

ふれあいの手話
みんなでトライ！ 手話
でゲームをしよう

丸山　浩路　著・監
修

学研 369 ﾏ

ふれあいの手話
みんなでトライ！ 手話
で歌おう

丸山　浩路　著・監
修

学研 369 ﾏ

ふれあいの手話
みんなでトライ！ 手話
で劇をしよう

丸山　浩路　著・監
修

学研 369 ﾏ

ふれあいの手話
みんなでトライ！ 手話
で詩をよもう

丸山　浩路　著・監
修

学研 369 ﾏ

ひろしまのピカ 丸木　俊 小峰書店 913 ﾏ

まんがで見る日本の戦後５０
年

１９４５年～１９４９年（昭
和２０年～２４年） 敗
戦・占領下の民主化・
日本国憲法

岩崎書店編集部
編集

岩崎書店 210 ﾏ

まんがで見る日本の戦後５０
年

１９５０年～１９５４年（昭
和２５年～２９年） 朝鮮
戦争・サンフランシスコ
平和条約

岩崎書店編集部
編集

岩崎書店 210 ﾏ

まんがで見る日本の戦後５０
年

１９５５年～１９５９年（昭
和３０年～昭和３４年）
５５年体制・国連加盟・
家庭電化

岩崎書店編集部
編集

岩崎書店 210 ﾏ

まんがで見る日本の戦後５０
年

１９６０年～１９６４年（昭
和３５年～３９年） 安保
条約・高度成長・東京オ
リンピック

岩崎書店編集部
編集

岩崎書店 210 ﾏ

まんがで見る日本の戦後５０
年

１９６５年～１９６９年（昭
和４０年～昭和４４年）
ベトナム反戦・学園紛
争・人口１億人

岩崎書店編集部
編集

岩崎書店 210 ﾏ

まんがで見る日本の戦後５０
年

１９７０年～１９７４年（昭
和４５年～昭和４９年）
公害・大阪万博・沖縄
復帰・石油危機

岩崎書店編集部
編集

岩崎書店 210 ﾏ

まんがで見る日本の戦後５０
年

１９７５年～１９７９年（昭
和５０年～昭和５４年）
ロッキード事件・省エ
ネ・東京サミット

岩崎書店編集部
編集

岩崎書店 210 ﾏ

まんがで見る日本の戦後５０
年

１９８０年～１９８４年（昭
和５５年～昭和５９年）
経済大国・反核・教科
書問題

岩崎書店編集部
編集

岩崎書店 210 ﾏ

まんがで見る日本の戦後５０
年

１９８５年～１９８９年（昭
和６０年～平成元年）
地球環境・土地ブーム・
日米経済摩擦

岩崎書店編集部
編集

岩崎書店 210 ﾏ

まんがで見る日本の戦後５０
年

１９９０年～１９９４年（平
成２年～平成６年） 冷
戦の終結・国際協力・
高齢化社会

岩崎書店編集部
編集

岩崎書店 210 ﾏ

バリアフリーいっしょに生きて
いくために

くらしやすい町ってなん
だろう

共用品推進機構：
監修

ポプラ社 369 ﾏ

バリアフリーいっしょに生きて
いくために

たのしい学校ってなん
だろう

共用品推進機構：
監修

ポプラ社 369 ﾏ



バリアフリーいっしょに生きて
いくために

ともにゆたかに生きるた
めに

共用品推進機構：
監修

ポプラ社 369 ﾏ

バリアフリーいっしょに生きて
いくために

バリアフリーを考えよう
共用品推進機構：
監修

ポプラ社 369 ﾏ

バリアフリーいっしょに生きて
いくために

住みよい家ってなんだ
ろう

共用品推進機構：
監修

ポプラ社 369 ﾏ

まんが方言なんでも事典 三井　はるみ　監 金の星社 818 ﾏ

松井秀喜

日本を飛び出しメ
ジャー・リーグで大活躍
する野球選手 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 小学館 280 ﾏ

マリー・アントワネット

革命の犠牲になったフ
ランス最後の王妃 学習
まんが人物館　世界
小学館版　１６

市川　能里 小学館 280 ﾏ

森を育てる 松井　光瑶 ＰＨＰ研究所 460 ﾏ

Ｑ＆Ａ盲導犬
ともに暮らし、ともに歩
き、広がる社会

松井　進 明石書店 369 ﾏ

ちきゅうがウンチだらけにな
らないわけ

松岡　たつひで 福音館書店 468 ﾏ

もりのくうちゅうさんぽ あまがえるりょこうしゃ 松岡　たつひで 福音館書店 913 ﾏ

あまがえるりょこうしゃ
トンボいけたんけん 福
音館のかがくのほん

松岡　たつひで 福音館書店 913 ﾏ

花仙人 中国の昔話 松岡　享子 福音館書店 388 ﾏ
くしゃみくしゃみ天のめぐみ 松岡　享子 福音館書店 913 ﾏ
子どもに語るアジアの昔話
１

子どもに語るアジアの
昔話

松岡　享子　訳 こぐま社 388 ﾏ

子どもに語るアジアの昔話
２

子どもに語るアジアの
昔話

松岡　享子　訳 こぐま社 388 ﾏ

ひとりぼっちの子ザル 松岡　史朗 講談社 480 ﾏ
印刷のはなし 松岡　淳一 さ・え・ら書房 600 ﾏ
海辺のずかん 松岡　達英 福音館書店 452 ﾏ
ぼくのロボット恐竜探検 松岡　達英 福音館書店 457 ﾏ
ジャングル 松岡　達英 岩崎書店 460 ﾏ
クリの木の太陽 松岡　洋子 大日本図書 460 ﾏ
はだかんぼの島 松岡　洋子 大日本図書 913 ﾏ
朗読をたのしもう 松丸　春生 さ・え・ら書房 800 ﾏ
イシガメの里 松久保　晃 小峰書店 480 ﾏ
花の色でさがそう春の野の 松原　巌樹 小峰書店 470 ﾏ
草花のうえかたそだてかた 松原　巌樹 岩崎書店 470 ﾏ
落ち葉でしらべようどんぐり
のいろいろ

松原　巌樹 小峰書店 470 ﾏ

すみかでさがそういその生き
もの

松原　巌樹 小峰書店 480 ﾏ

公園でみつけよう生きものの
冬ごし

松原　巌樹 小峰書店 480 ﾏ

昆虫ナビずかん　１　ぞうき
林編

かならずみつかる！ 昆
虫ナビずかん

松原　巖樹 旺文社 486 ﾏ

サンタがくれたふしぎ時計
はじめての英語の話
チャートＢＯＯＫＳ　学習
シリーズ

松崎　博 数研出版 830 ﾏ

雲の上の白いチョウ
高山チョウ‐ミヤマシロ
チョウの生活

松山　史郎 大日本図書 486 ﾏ

じいじのさくら山 松成　真理子 白泉社 913 ﾏ
まいごのどんぐり 松成　真理子 童心社 913 ﾏ
恐竜の足あとを追え 大地の研究 松川　正樹 あかね書房 457 ﾏ
ホウ博士とロボットのいる町 松村　美樹子 ポプラ社 913 ﾏ
おかあさんになったアイ 松沢　哲郎 講談社 480 ﾏ



少女が運んだ中国民話 栗田美和語り 松谷　みよ子 星の環会 388 ﾏ
おどりのすきなとら 松谷　みよ子 太平出版社 388 ﾏ
さんまいのおふだ 松谷　みよ子 童心社 388 ﾏ
したきりすずめ 松谷　みよ子 童心社 388 ﾏ
オバケちゃん オバケちゃんの本　１ 松谷　みよ子 講談社 913 ﾏ
霊界通信レストラン 怪談レストラン　３１ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
人形レストラン 怪談レストラン　３４ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
謎のメールレストラン 怪談レストラン　３６ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
ぶきみな音レストラン 怪談レストラン　３８ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
秘密のとびらレストラン 怪談レストラン　３９ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
丑三つ時レストラン 怪談レストラン　４０ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
幽体離脱レストラン 怪談レストラン　４１ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
紫ババアレストラン 怪談レストラン　４２ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
虫の知らせレストラン 怪談レストラン　４３ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
死の影レストラン 怪談レストラン　４４ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
仮面レストラン 怪談レストラン　４５ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
お化けパソコンレストラン 怪談レストラン　４６ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
座敷わらしレストラン 怪談レストラン　４７ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
恐怖のトンネルレストラン 怪談レストラン　４８ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
ゾンビのレストラン 怪談レストラン　４９ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
真夜中の学校レストラン 怪談レストラン　５０ 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
オバケちゃんアカオニにあう 松谷　みよ子 講談社 913 ﾏ
オバケちゃんとおこりんぼマ 松谷　みよ子 講談社 913 ﾏ
オバケちゃんとむわむわむう 松谷　みよ子 講談社 913 ﾏ
オバケちゃんねこによろしく 松谷　みよ子 講談社 913 ﾏ
ちいさいモモちゃん 松谷　みよ子 講談社 913 ﾏ
とうろうながし 松谷　みよ子 偕成社 913 ﾏ
ふたりのイーダ 松谷　みよ子 講談社 913 ﾏ
ベトちゃんドクちゃんからのて
がみ

松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ

化け猫レストラン 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
鯉にょうぼう 松谷　みよ子 岩崎書店 913 ﾏ
黒いちょう 松谷　みよ子 ポプラ社 913 ﾏ
地獄レストラン 松谷　みよ子 童心社 913 ﾏ
茂吉のねこ 松谷　みよ子 ポプラ社 913 ﾏ
龍の子太郎 松谷　みよ子 講談社 913 ﾏ
ふりそでの少女 松添　博 汐文社 913 ﾏ
カッコウの子育て作戦 鳥の研究 松田　喬 あかね書房 480 ﾏ
絵が描けるっておもしろい！ 松田　静男 集文社 720 ﾏ

宇宙をみたよ
宇宙へ行くと、ほんとう
がみえてくる

松田　素子 偕成社 538 ﾏ

火の山と生きものたち 有珠山噴火を見つめて 松田　忠徳 大日本図書 450 ﾏ

北限のアオサギを守る
ウトナイ湖サンクチュア
リに舞う

松田　忠徳 大日本図書 480 ﾏ

トランプ入門 楽しくはじめる 松田　道弘 小学館 790 ﾏ
地球環境を土からみると 松尾　嘉郎 農文協 519 ﾏ
おくのほそ道 俳句の絵本 松尾　芭蕉 岩崎書店 911 ﾏ
ズボンとスカート 松本　敏子 福音館書店 300 ﾏ

ふくしまからきた子
松本　猛／松本
春野

岩崎書店 913 ﾏ

アルルおばさんのすきなこと 松本　聰美 国土社 913 ﾏ
かんすけさんとふしぎな自転 松野　正子 大日本図書 913 ﾏ

シマが基地になった日
沖縄伊江島二度めの戦
争

真鍋　和子 金の星社 916 ﾏ

すずはもうならない 真尾　悦子 金の星社 913 ﾏ

ポットくんとミミズくん
かがくのとも傑作集　ど
きどきしぜん

真木　文絵 福音館書店 613 ﾏ

まんが短歌なんでも事典 須藤　敬 金の星社 911 ﾏ
うみにしずんだうす 水谷　章三 フレーベル館 388 ﾏ



小学生の星空めぐり かがやく冬の星 前川　光 大日本図書 440 ﾏ
冬の星座のはなし 前川　光 太平出版社 440 ﾏ
パンク事件 前川　康男 岩崎書店 913 ﾏ
世界一すてきなお父さん 前川　康男 小峰書店 913 ﾏ
人の食べもの 前川　当子 岩崎書店 590 ﾏ
いきもの図鑑えほん 前田　まゆみ あすなろ書房 480 ﾏ
コウモリのふしぎな世界 自然界での役割 前田　喜四雄 大日本図書 480 ﾏ
森の樹木 前田　禎三 学研 460 ﾏ
こおり 前野　紀一 福音館書店 451 ﾏ
クイズ漢字熟語 まんがで学習 草野　公平 あかね書房 810 ﾏ
たぬきの子 増井　光子 新日本出版社 480 ﾏ
動物のなかま 増井　光子　著 保育社 480 ﾏ
コウモリ 増田　戻樹 あかね書房 480 ﾏ
シカのくらし 増田　戻樹 あかね書房 480 ﾏ
モリアオガエル 増田　戻樹 あかね書房 480 ﾏ
カタツムリ　新装版 増田　戻樹 あかね書房 484 ﾏ
水生昆虫のひみつ　新装版 増田　戻樹 あかね書房 486 ﾏ
カメのくらし　新装版 増田　戻樹 あかね書房 487 ﾏ
ヘビとトカゲ　新装版 増田　戻樹 あかね書房 487 ﾏ
モリアオガエル　新装版 増田　戻樹 あかね書房 487 ﾏ
コウモリ　新装版 増田　戻樹 あかね書房 489 ﾏ
シカのくらし　新装版 増田　戻樹 あかね書房 489 ﾏ
くらしとあそび・自然の１２か １月 増田　良子　編 岩崎書店 31 ﾏ
くらしとあそび・自然の１２か ２月 増田　良子　編 岩崎書店 31 ﾏ
くらしとあそび・自然の１２か ３月 増田　良子　編 岩崎書店 31 ﾏ
くらしとあそび・自然の１２か ４月 増田　良子　編 岩崎書店 31 ﾏ
くらしとあそび・自然の１２か ５月 増田　良子　編 岩崎書店 31 ﾏ
くらしとあそび・自然の１２か ６月 増田　良子　編 岩崎書店 31 ﾏ
くらしとあそび・自然の１２か ７月 増田　良子　編 岩崎書店 31 ﾏ
くらしとあそび・自然の１２か ８月 増田　良子　編 岩崎書店 31 ﾏ
くらしとあそび・自然の１２か ９月 増田　良子　編 岩崎書店 31 ﾏ
くらしとあそび・自然の１２か １０月 増田　良子　編 岩崎書店 31 ﾏ
くらしとあそび・自然の１２か １１月 増田　良子　編 岩崎書店 31 ﾏ
くらしとあそび・自然の１２か １２月 増田　良子　編 岩崎書店 31 ﾏ

安心して食べる知恵
農薬・添加物からわたし
たちの体を守る本 くだ
ものと野菜

増尾　清　監修 学研 590 ﾏ

安心して食べる知恵
農薬・添加物からわたし
たちの体を守る本 安心
な食物をつくる

増尾　清　監修 学研 590 ﾏ

安心して食べる知恵
農薬・添加物からわたし
たちの体を守る本 魚・
肉・卵と加工食品

増尾　清　監修 学研 590 ﾏ

安心して食べる知恵
農薬・添加物からわたし
たちの体を守る本 米と
めん・パンなど加工食

増尾　清　監修 学研 590 ﾏ

クイズことわざ まんがで学習 内田　玉男 あかね書房 810 ﾏ
まんが語源なんでも事典 内田　玉男 金の星社 812 ﾏ
知ろう！再生可能エネル ちしきのもり 馬上　丈司 少年写真新聞社 916 ﾏ
おぼえておきたい漢字熟語
事典

まんがで学習 北山　竜 あかね書房 810 ﾏ

いじわる退治ひみつ組 牧野　節子 学研 913 ﾏ
あめんぼのゆめ 牧野文子少年詩集 牧野　文子 理論社 911 ﾏ
まんが百人一首なんでも事 堀江　卓 金の星社 911 ﾏ

僕のお父さんは東電の社員
です

小中学生たちの白熱議
論！３・１１と働くことの
意味

毎日小学生新聞：
編

現代書館 916 ﾏ



かのこちゃんとマドレーヌ夫
人

万城目　学
角川書店//角川
グループパブリッ
シング

913 ﾏ

牧野富太郎
植物を愛し研究しつづ
けた九十余年の生涯

林　富士馬 新学社・全家研 280 ﾏ

みんなで生きる・２１世紀 「死ぬ」ということ ポプラ社 150 ﾐ
みんなで生きる・２１世紀 いじめ ポプラ社 150 ﾐ
みんなで生きる・２１世紀 家族のつながり ポプラ社 150 ﾐ
みんなで生きる・２１世紀 自分をまもる ポプラ社 150 ﾐ
みんなで生きる・２１世紀 傷つけられる動物たち ポプラ社 150 ﾐ
みんなで生きる・２１世紀 離婚 ポプラ社 150 ﾐ

衣食住に見る日本の歴史
鎌倉・室町時代 武士と
庶民のくらし

あすなろ書房 210 ﾐ

衣食住に見る日本の歴史
江戸時代 農村と都市
のくらし

あすなろ書房 210 ﾐ

衣食住に見る日本の歴史
資料編 くらしの中の歴
史発見

あすなろ書房 210 ﾐ

衣食住に見る日本の歴史
縄文時代 原始の人び
ととくらし

あすなろ書房 210 ﾐ

衣食住に見る日本の歴史
飛鳥・奈良時代 都に集
まる人びととくらし

あすなろ書房 210 ﾐ

衣食住に見る日本の歴史
平安時代 貴族と庶民
のくらし

あすなろ書房 210 ﾐ

衣食住に見る日本の歴史
弥生・古墳時代 稲づく
りと人びとのくらし

あすなろ書房 210 ﾐ

みんなで生きる・２１世紀 飢える人びと ポプラ社 300 ﾐ

みぢかなくらしと地方行政
写真でわかる小学生の
社会科見学 警察署

リブリオ出版 310 ﾐ

みぢかなくらしと地方行政
写真でわかる小学生の
社会科見学 市役所

リブリオ出版 310 ﾐ

みぢかなくらしと地方行政
写真でわかる小学生の
社会科見学 消防署

リブリオ出版 310 ﾐ

みぢかなくらしと地方行政
写真でわかる小学生の
社会科見学 図書館　公
民館児童館

リブリオ出版 310 ﾐ

みんなで生きる・２１世紀 人種差別 ポプラ社 316 ﾐ
みんなで生きる・２１世紀 戦争はなぜおこるのか ポプラ社 360 ﾐ
みんなで生きる・２１世紀 「年をとる」ということ ポプラ社 369 ﾐ

みぢかなくらしと地方行政
写真でわかる小学生の
社会科見学 福祉施設

リブリオ出版 369 ﾐ

みんなで生きる・２１世紀 障害のある人びと ポプラ社 369 ﾐ

みぢかなくらしと地方行政
写真でわかる小学生の
社会科見学 放送局

リブリオ出版 370 ﾐ

見えない所がよくわかる断面
図鑑

気象観測 ポプラ社 451 ﾐ

みんなで生きる・２１世紀 エイズ ポプラ社 490 ﾐ
みんなで考える地球環境シ
リーズ

エネルギーがなくなる 金の星社 519 ﾐ

みんなと考える人間と地球の
健康

環境編 きれいな水・き
れいな空気・きれいな

星の環会 519 ﾐ

みぢかなくらしと地方行政
写真でわかる小学生の
社会科見学 清掃工場
リサイクル施設

リブリオ出版 519 ﾐ

見えない所がよくわかる断面
図鑑

浄水場・清掃工場 ポプラ社 519 ﾐ

みんなで考える地球環境シ
リーズ

食べものがこわい 金の星社 519 ﾐ

みんなで考える地球環境シ
リーズ

森林がきえていく 金の星社 519 ﾐ



みんなで考える地球環境シ
リーズ

人口がふえつづけてい
る

金の星社 519 ﾐ

みんなで考える地球環境シ
リーズ

水の命があぶない 金の星社 519 ﾐ

みんなで考える地球環境シ
リーズ

地球があつくなっていく 金の星社 519 ﾐ

みんなで考える地球環境シ
リーズ

天気がおかしい 金の星社 519 ﾐ

みんなで考える地球環境シ
リーズ

動物たちがいなくなる 金の星社 519 ﾐ

みんなの調べ学習
全国の調べ学習実践
集 ゴミを調べる

ポプラ社 519 ﾐ

見えない所がよくわかる断面
図鑑

高層ビル ポプラ社 520 ﾐ

見えない所がよくわかる断面
図鑑

東京タワー・東京ドーム ポプラ社 520 ﾐ

身近な食べもののひみつ
すがたをかえる果実・
種実

学研 590 ﾐ

身近な食べもののひみつ
すがたをかえる牛乳・た
まご

学研 590 ﾐ

身近な食べもののひみつ すがたをかえる魚・海そ 学研 590 ﾐ
身近な食べもののひみつ すがたをかえる豆 学研 590 ﾐ
身近な食べもののひみつ すがたをかえる肉 学研 590 ﾐ
身近な食べもののひみつ すがたをかえる米・麦 学研 590 ﾐ

身近な食べもののひみつ
すがたをかえる野菜・き
のこ

学研 590 ﾐ

「食」で総合学習みんなで調
べて作って食べよう！

バター・ヨーグルト 金の星社 590 ﾐ

「食」で総合学習みんなで調
べて作って食べよう！

パン・めん 金の星社 590 ﾐ

「食」で総合学習みんなで調
べて作って食べよう！

みそ・しょうゆ 金の星社 590 ﾐ

みんなと考える人間と地球の
健康

人間編 からだに良い食
品・わるい食品

星の環会 590 ﾐ

「食」で総合学習みんなで調
べて作って食べよう！

漬け物 金の星社 590 ﾐ

「食」で総合学習みんなで調
べて作って食べよう！

豆腐・納豆 金の星社 590 ﾐ

みぢかなくらしと地方行政

写真でわかる小学生の
社会科見学 スーパー
マーケット　コンビニエ
ンスストア

リブリオ出版 600 ﾐ

みぢかなくらしと地方行政
写真でわかる小学生の
社会科見学 新聞社

リブリオ出版 600 ﾐ

みぢかなくらしと地方行政
写真でわかる小学生の
社会科見学 宅配便セ
ンター

リブリオ出版 600 ﾐ

みんなの調べ学習
全国の調べ学習実践
集 たべものを調べる

ポプラ社 600 ﾐ

みんなの調べ学習
全国の調べ学習実践
集 工場を調べる

ポプラ社 600 ﾐ

見えない所がよくわかる断面
図鑑

放送局・新聞社 ポプラ社 600 ﾐ

見えない所がよくわかる断面
図鑑

船・港 ポプラ社 680 ﾐ

見えない所がよくわかる断面
図鑑

飛行機・空港 ポプラ社 680 ﾐ

少年少女日本文学館 雪三景 裸の王様 講談社 908 ﾐ
少年少女日本文学館 潮騒 講談社 908 ﾐ



日本の名作童話 おはじき 岩崎書店 913 ﾐ
日本の名作童話 注文の多い料理店 岩崎書店 913 ﾐ
見て、さわって、しらべて、つ
くろう！

創造力を育てる本 から
だ

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 750 ﾐ

見て、さわって、しらべて、つ
くろう！

創造力を育てる本 宇宙 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 750 ﾐ

見て、さわって、しらべて、つ
くろう！

創造力を育てる本 海 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 750 ﾐ

見て、さわって、しらべて、つ
くろう！

創造力を育てる本 機
械・交通

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 750 ﾐ

見て、さわって、しらべて、つ
くろう！

創造力を育てる本 形と
材料

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 750 ﾐ

見て、さわって、しらべて、つ
くろう！

創造力を育てる本 光と
色

ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 750 ﾐ

見て、さわって、しらべて、つ
くろう！

創造力を育てる本 情報 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 750 ﾐ

見て、さわって、しらべて、つ
くろう！

創造力を育てる本 植物 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 750 ﾐ

見て、さわって、しらべて、つ
くろう！

創造力を育てる本 地球 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 750 ﾐ

見て、さわって、しらべて、つ
くろう！

創造力を育てる本 虫 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 750 ﾐ

見て、さわって、しらべて、つ
くろう！

創造力を育てる本 天気 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 750 ﾐ

見て、さわって、しらべて、つ
くろう！

創造力を育てる本 動物 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 750 ﾐ

宮澤賢治漫画館 あすな　ひろし　他 潮出出版社 913 ﾐ

つるになった少年
アローン・レイモン
ド・ミークス

河出書房新社 990 ﾐ

忘れても好きだよおばあちゃ
ん！

あかね・新えほんシリー
ズ　２９

ダグマー　Ｈ．ミュ
ラー

あかね書房 369 ﾐ

みんなが知りたい！「世界の
大発見」がわかる本

ニコラ メイツ出版 200 ﾐ

夜明けの落語 みうら　かれん 講談社 913 ﾐ
少女海賊ユーリなぞの時光 フォア文庫　Ｂ　２３７ みお　ちづる 童心社 913 ﾐ
少女海賊ユーリ時のとまった フォア文庫　Ｂ　２４６ みお　ちづる 童心社 913 ﾐ
少女海賊ユーリ海竜のなみ フォア文庫　Ｂ　２５９ みお　ちづる 童心社 913 ﾐ
少女海賊ユーリ天使のいの フォア文庫　Ｂ　２７２ みお　ちづる 童心社 913 ﾐ
少女海賊ユーリ黒いゆうれい
船

フォア文庫　Ｂ　２８４ みお　ちづる 童心社 913 ﾐ

少女海賊ユーリさまよえる宝 フォア文庫　Ｂ　２９５ みお　ちづる 童心社 913 ﾐ
少女海賊ユーリ指輪のちか フォア文庫　Ｂ　３０６ みお　ちづる 童心社 913 ﾐ
少女海賊ユーリ剣にかがやく
星

フォア文庫　Ｂ　３１７ みお　ちづる 童心社 913 ﾐ

少女海賊ユーリ流星の歌 フォア文庫　Ｂ　３３１ みお　ちづる 童心社 913 ﾐ
少女海賊ユーリ未来へのつ
ばさ

フォア文庫　Ｂ　３４６ みお　ちづる 童心社 913 ﾐ

こえがする
みずかみかずよ少年詩
集

みずかみ　かずよ 理論社 911 ﾐ

へんし～んほうれんそうマン みづしま　志穂 ポプラ社 913 ﾐ
ほうれんそうマンのじどうしゃ
レース

みづしま　志穂 ポプラ社 913 ﾐ

４年生ドキドキ友情組 みなみ　らんぼう 学研 913 ﾐ
たいふうがくる みやこし　あきこ ビーエル出版 913 ﾐ

南方熊楠
自然を愛した人間博物
館 学習まんが人物館
日本　小学館版　７

みやぞえ　郁雄 小学館 280 ﾐ

きらいですき
But　I　Like　You えい
ごのじかん

みやもと　ただお すずき出版 830 ﾐ



ウミネコのくらし 右高　英臣 あかね書房 480 ﾐ
キツツキの森 右高　英臣 あかね書房 480 ﾐ
ライチョウの四季 右高　英臣 あかね書房 480 ﾐ
森のキタキツネ 右高　英臣 あかね書房 480 ﾐ
キツツキの森　新装版 右高　英臣 あかね書房 488 ﾐ
森のキタキツネ　新装版 右高　英臣 あかね書房 489 ﾐ
みんなでつくるクラブ活動 スポーツクラブ 横山　正　監修 ポプラ社 370 ﾐ

みんなでつくるクラブ活動
科学クラブ アウトドアク
ラブ

横山　正　監修 ポプラ社 370 ﾐ

みんなでつくるクラブ活動
絵本作りクラブ まんが・
イラストクラブ

横山　正　監修 ポプラ社 370 ﾐ

みんなでつくるクラブ活動
器楽・合唱クラブ 演劇
クラブ

横山　正　監修 ポプラ社 370 ﾐ

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 ポプラ社 280 ﾐ

ミミズ 土をつくる生き物 皆越　ようせい あかね書房 483 ﾐ
ダンゴムシ 落ち葉の下の生き物 皆越　ようせい あかね書房 485 ﾐ
ダンゴムシみつけたよ 皆越　ようせい ポプラ社 485 ﾐ
あした遠足 うごけないなかまたち 宮下　全司 太平出版社 913 ﾐ
イタチ横町は大さわぎ 宮下　全司 童心社 913 ﾐ
カッパ天国があぶない！ 宮下　全司 太平出版社 913 ﾐ
少年椋鳩十物語 宮下　和男 理論社 913 ﾐ
アイスクリームのひみつ 宮原　美香 学研 588 ﾐ
クマタカの森と空 あこがれの鳥をみつめ 宮崎　学 大日本図書 480 ﾐ

アニマルアイズ
ごちそう砦 動物の目で
環境を見る

宮崎　学 偕成社 480 ﾐ

アニマルアイズ
においの地図 動物の
目で環境を見る

宮崎　学 偕成社 480 ﾐ

アニマルアイズ
明るい夜 動物の目で
環境を見る

宮崎　学 偕成社 480 ﾐ

ニホンカモシカ 宮崎　学 あかね書房 480 ﾐ
ツキノワグマ 宮崎　学 偕成社 489 ﾐ
ミニチュアでみる世界の台所 宮崎　玲子 福音館書店 300 ﾐ

だれかなぁ？
Who　Could　It　Be？
えいごのじかん

宮西　達也 すずき出版 830 ﾐ

あいすることあいされること 宮西　達也 ポプラ社 913 ﾐ
さよならの日までに たんぽぽ先生あのね 宮川　ひろ ポプラ社 913 ﾐ
おしゃれ教室いいにおい 宮川　ひろ あかね書房 913 ﾐ
だっこの木 宮川　ひろ 文渓堂 913 ﾐ
天使のいる教室 宮川　ひろ 童心社 913 ﾐ
おんどりとえんどうまめ　ロシ
アの昔話より

ロシアの昔話より 宮川　やすえ
ひさかたチャイル
ド

388 ﾐ

きみにも読書感想文がかけ
るよ

１・２・３年向 宮川　俊彦 二期出版 816 ﾐ

きみにも読書感想文がかけ
るよ

４・５・６年向 宮川　俊彦 二期出版 816 ﾐ

くふうが楽しいいろいろ焼き
菓子

つくって楽しい！かんた
んスイーツ

宮沢　うらら 汐文社 590 ﾐ

ひんやりおいしい冷たいス
イーツ

つくって楽しい！かんた
んスイーツ

宮沢　うらら 汐文社 590 ﾐ

贈ってうれしいチョコレートス
イーツ

つくって楽しい！かんた
んスイーツ

宮沢　うらら 汐文社 590 ﾐ

オツベルと象 ある牛飼いがものがた 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ

猫の事務所
ある小さな官衙に関す
る幻想

宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ

イーハトーブふしぎなことば えほんのもり 宮沢　賢治 文研出版 913 ﾐ
宮沢賢治童話全集 オツベルと象 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
宮沢賢治童話全集 ツェねずみ 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
宮沢賢治童話全集 ポラーノの広場 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ



宮沢賢治童話全集 雨ニモマケズ 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
銀河鉄道の夜 宮沢賢治童話傑作選 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
風の又三郎 宮沢賢治童話傑作選 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
宮沢賢治童話全集 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
宮沢賢治童話全集 注文の多い料理店 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
おきなぐさ いちょうの実 日本の童話名作選 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
宮沢賢治童話全集 風の又三郎 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
おきなぐさ・いちょうの実 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
オツベルと象 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
オツベルと象 宮沢　賢治 講談社 913 ﾐ
カイロ団長 宮沢　賢治 くもん出版 913 ﾐ
カイロ団長 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
グスコーブドリの伝記 宮沢　賢治 くもん出版 913 ﾐ
ざしき童子（ボツコ）のはなし 宮沢　賢治 講談社 913 ﾐ
シグナルとシグナレス 宮沢　賢治 くもん出版 913 ﾐ
セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治 ポプラ社 913 ﾐ
セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治 福音館書店 913 ﾐ
セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治 講談社 913 ﾐ
セロ弾きのゴーシュ 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
ツェねずみ 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
ツエねずみ 宮沢　賢治 講談社 913 ﾐ
どんぐりと山ねこ 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
どんぐりと山猫 宮沢　賢治 くもん出版 913 ﾐ
なめとこ山のくま 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
なめとこ山の熊 宮沢　賢治 リブロポート 913 ﾐ
なめとこ山の熊 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
ふた子の星 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
ポラーノの広場 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
やまなし 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
よだかの星 宮沢　賢治 くもん出版 913 ﾐ
よだかの星 宮沢　賢治 講談社 913 ﾐ
雨ニモマケズ 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
月夜のでんしんばしら 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
鹿踊りのはじまり 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
水仙月の四日 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
雪わたり 宮沢　賢治 講談社 913 ﾐ
雪わたり 宮沢　賢治 福音館書店 913 ﾐ
双子の星 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
注文の多い料理店 宮沢　賢治 ポプラ社 913 ﾐ
注文の多い料理店 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
注文の多い料理店 宮沢　賢治 講談社 913 ﾐ
注文の多い料理店 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
土神と狐 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ
風の又三郎 宮沢　賢治 ポプラ社 913 ﾐ
風の又三郎 宮沢　賢治 岩崎書店 913 ﾐ
狼森（オイノもり）と笊森、盗
森（ぬすともり）

宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ

虔十公園林 宮沢　賢治 偕成社 913 ﾐ

銀河鉄道の夜 宮沢賢治童話 宮沢　賢治
角川書店//角川
グループパブリッ
シング

913 ﾐ

グスコーブドリの伝記 宮沢　賢治　原作 朝日ソノラマ 913 ﾐ
雪渡り　十力の金剛石 宮沢　賢治　原作 朝日ソラノマ 913 ﾐ
悩みが解決する友だちづき
あいのコツ

宮田　雄吾 学習研究社 361 ﾐ

むしたちのさくせん
かがくのとも傑作集　ど
きどきしぜん

宮武　頼夫 福音館書店 486 ﾐ



ブレイブ・ストーリー　１　幽霊
ビル

角川つばさ文庫　Ｂ　み
１－１

宮部　みゆき 角川書店 913 ﾐ

ブレイブ・ストーリー　２　幻界
ヴィジョン

角川つばさ文庫　Ｂ　み
１－２

宮部　みゆき 角川書店 913 ﾐ

ブレイブ・ストーリー　３　再会
角川つばさ文庫　Ｂ　み
１－３

宮部　みゆき 角川書店 913 ﾐ

ブレイブ・ストーリー　４　運命
の塔

角川つばさ文庫　Ｂ　み
１－４

宮部　みゆき 角川書店 913 ﾐ

英雄の書 宮部　みゆき 光文社 913 ﾐ

電池が切れるまで
角川つばさ文庫　Ｄ　み
１－１

宮本　雅史 角川学芸出版 916 ﾐ

カルタ
宮本　貴美子，木
村　浩司

文渓堂 798 ﾐ

日本の公害 高度成長と公害 宮本　憲一　監修 日本図書センター 519 ﾐ
日本の公害 食べものとくすりの恐怖 宮本　憲一　監修 日本図書センター 519 ﾐ

日本の公害
身体を蝕む 水俣病・イ
タイイタイ病

宮本　憲一　監修 日本図書センター 519 ﾐ

日本の公害 水俣 宮本　憲一　監修 日本図書センター 519 ﾐ
日本の公害 都市を覆う 宮本　憲一　監修 日本図書センター 519 ﾐ

日本の公害
野に叫ぶ人々 足尾・四
阪島

宮本　憲一　監修 日本図書センター 519 ﾐ

森は地球のたからもの 森が泣いている 宮脇　昭 ゆまに書房 460 ﾐ

森は地球のたからもの
森が泣いている 森は地
球のたからもの

宮脇　昭 ゆまに書房 460 ﾐ

森は地球のたからもの 森の未来 宮脇　昭 ゆまに書房 460 ﾐ

森は地球のたからもの
森の未来 森は地球の
たからもの

宮脇　昭 ゆまに書房 460 ﾐ

森は地球のたからもの 森は生命の源 宮脇　昭 ゆまに書房 460 ﾐ

森は地球のたからもの
森は生命の源 森は地
球のたからもの

宮脇　昭 ゆまに書房 460 ﾐ

森よ生き返れ 宮脇　昭 大日本図書 460 ﾐ
どんぐりと山猫 画本　宮澤賢治 宮澤　賢治 パロル舎 913 ﾐ
どんぐりと山ねこ 宮澤賢治どうわえほん 宮澤　賢治 講談社 913 ﾐ

どんぐりと山猫 宮澤　賢治
ベネッセコーポ
レーション

913 ﾐ

みんなで学ぶ総合的学習 環境 海と自然を考える 高野　尚好　監修 国土社 452 ﾐ

みんなで学ぶ総合的学習
環境 ビオトープから考
える自然

高野　尚好　監修 国土社 519 ﾐ

みんなで学ぶ総合的学習 環境 森林とリサイクル 高野　尚好　監修 国土社 519 ﾐ
夢のひとつぶ 御木本幸吉 左近　蘭子 世界文化社 280 ﾐ
スキー教室 君も名選手になれる 三浦　雄一郎 成美堂出版 780 ﾐ
伝統芸能 ポプラディア情報館 三隅　治雄 ポプラ社 31 ﾐ
カエルのカータ大かつやく！ 三好　庸太 金の星社 913 ﾐ
かいぞくのおたから キツネのかぎや　１ 三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ
ライオンの金庫 キツネのかぎや　２ 三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ
ゆうれいのつぼ キツネのかぎや　３ 三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ
だるまさんのおへそ キツネのかぎや　４ 三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ
白ワシのかんむり キツネのかぎや　５ 三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ
吸血鬼のかんおけ キツネのかぎや　６ 三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ
地獄のえんま帳 キツネのかぎや　７ 三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ
透明人間のわな キツネのかぎや　８ 三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ
カッパの秘宝 キツネのかぎや　９ 三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ
悪魔の赤ワイン キツネのかぎや　１０ 三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ

にっぽんロビンソン
土佐の長平・無人島漂
流記

三田村　信行 ポプラ社 913 ﾐ

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 あかね書房 913 ﾐ
よろずトラブル妖怪におまか 妖怪道中膝栗毛　２ 三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ
旅はみちづれ地獄ツアー 妖怪道中膝栗毛　３ 三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ
オオカミ少年の夜 三田村　信行 国土社 913 ﾐ



おかしなネコカブリ小学校 三田村　信行 ＰＨＰ研究所 913 ﾐ
ネコカブリ小学校校長先生ミ
イラ男ののろい

三田村　信行 ＰＨＰ研究所 913 ﾐ

もしもしきつねくまぞうです 三田村　信行 偕成社 913 ﾐ
ゆうれい家庭訪問 三田村　信行 教育画劇 913 ﾐ
真夜中のおそろしい荷物 三田村　信行 ＰＨＰ研究所 913 ﾐ
船で空飛ぶ妖怪クルーズ 三田村　信行 あかね書房 913 ﾐ
空とぶことば 三島慶子詩集 詩の風 三島　慶子 理論社 911 ﾐ
ある池のものがたり 三芳　悌吉 福音館書店 452 ﾐ
村のお医者さん 三芳　悌吉 福音館書店 913 ﾐ

一輪車にのろう
一輪車こんなのりかた
できるかな？

三木　たかし 国土社 780 ﾐ

一輪車にのろう 一輪車はじめてのれ 三木　たかし 国土社 780 ﾐ

一輪車にのろう
一輪車みんなでおどろ
う！

三木　たかし 国土社 780 ﾐ

イヌのヒロシ 三木　卓 理論社 913 ﾐ
みずほの国子どものための
日本小百科

三木　卓　編集
みずほホールディ
ングス

291 ﾐ

ぼくのともだち、どじなぶた 三野　誠子 岩崎書店 913 ﾐ
雪山のひみつ基地 三輪　裕子 講談社 913 ﾐ
理科実験あそび 実野　恒久 保育社 420 ﾐ
ペットボトルで動くオリジナル
おもちゃをつくろう

実野　恒久 黎明書房 750 ﾐ

新・みぢかなくらしと地方行政
１　浄水場

写真でわかる小学生の
社会科見学 新・みぢか
なくらしと地方行政

深光　富士男 リブリオ出版 310 ﾐ

新・みぢかなくらしと地方行政
２　市役所

写真でわかる小学生の
社会科見学 新・みぢか
なくらしと地方行政

深光　富士男 リブリオ出版 310 ﾐ

新・みぢかなくらしと地方行政
３　防災センター

写真でわかる小学生の
社会科見学 新・みぢか
なくらしと地方行政

深光　富士男 リブリオ出版 310 ﾐ

新・みぢかなくらしと地方行政
５　美術館・科学館

写真でわかる小学生の
社会科見学 新・みぢか
なくらしと地方行政

深光　富士男 リブリオ出版 310 ﾐ

新・みぢかなくらしと地方行政
第２期１　水族館

写真でわかる小学生の
社会科見学 新・みぢか
なくらしと地方行政

深光　富士男 リブリオ出版 310 ﾐ

新・みぢかなくらしと地方行政
第２期４　消防署

写真でわかる小学生の
社会科見学 新・みぢか
なくらしと地方行政

深光　富士男 リブリオ出版 310 ﾐ

新・みぢかなくらしと地方行政
第２期５　中央卸売市場

写真でわかる小学生の
社会科見学 新・みぢか
なくらしと地方行政

深光　富士男 リブリオ出版 310 ﾐ

新・みぢかなくらしと地方行政
第２期６　リサイクル施設

写真でわかる小学生の
社会科見学 新・みぢか
なくらしと地方行政

深光　富士男 リブリオ出版 310 ﾐ

源義経
源平の合戦をかなしく
彩る若き戦の天才

真鍋　呉夫 新学社・全家研 280 ﾐ

クジラ
大海をめぐる巨人を
追って

水口　博也 金の星社 480 ﾐ

クジラ・イルカのなぞ９９
世界の海をめぐる写真
家が答えるクジラの仲
間のふしぎ

水口　博也 偕成社 489 ﾐ

クジラと海とぼく 水口　博也 アリス館 910 ﾐ
帰ってきたナチ 紀州犬愛の物語 水上　美佐雄 学研 913 ﾐ
ぼくは地球の船長だ 水上不二詩集 詩の風 水上　不二 理論社 911 ﾐ
おれは二代目パン屋さん 水城　昭彦 ポプラ社 913 ﾐ
少年とイルカのいた海 水城　昭彦 ポプラ社 913 ﾐ



大化の改新 歴史を変えた日本の戦 水谷　俊樹　原著 ポプラ社 210 ﾐ
蒙古襲来 歴史を変えた日本の戦 水谷　俊樹　原著 ポプラ社 210 ﾐ
三国志英雄伝　３　コミック版 水谷　俊樹　原著 ポプラ社 282 ﾐ
三国志英雄伝　４　コミック版 水谷　俊樹　原著 ポプラ社 282 ﾐ
源義経 源平武将伝 水谷　俊樹　原著 ポプラ社 289 ﾐ
源頼朝 源平武将伝 水谷　俊樹　原著 ポプラ社 289 ﾐ
木曾義仲 源平武将伝 水谷　俊樹　原著 ポプラ社 289 ﾐ
楠木正成 室町人物伝 水谷　俊樹　原著 ポプラ社 289 ﾐ
聖徳太子 飛鳥人物伝 水谷　俊樹　原著 ポプラ社 289 ﾐ
勝海舟 幕末・維新人物伝 水谷　俊樹　原著 ポプラ社 289 ﾐ
長宗我部元親 水谷　俊樹　原著 ポプラ社 289 ﾐ
おばけのトッカビと朝鮮人参 水谷　章三 太平出版社 388 ﾐ
のはらへいこう 水谷　章三 岩崎書店 470 ﾐ
きょうも星パン 水谷　章三 童心社 913 ﾐ
みんなでつくろう！大型クラ イベント・シンボル 水谷　桃子 大月書店 750 ﾐ
みんなでつくろう！大型クラ かんたんハウス 水谷　桃子 大月書店 750 ﾐ
みんなでつくろう！大型クラ バルーン・アート 水谷　桃子 大月書店 750 ﾐ
みんなでつくろう！大型クラ 屋台・お店 水谷　桃子 大月書店 750 ﾐ
みんなでつくろう！大型クラ 科学工作 水谷　桃子 大月書店 750 ﾐ
みんなでつくろう！大型クラ 遊具・ゲーム 水谷　桃子 大月書店 750 ﾐ

おばけ野球チーム
水木しげるのおばけ学
校　１

水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ

ゆうれい電車
水木しげるのおばけ学
校　２

水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ

ブルートレインおばけ号
水木しげるのおばけ学
校　３

水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ

おばけ宇宙大戦争
水木しげるのおばけ学
校　４

水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ

吸血鬼チャランポラン
水木しげるのおばけ学
校　５

水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ

３年Ａ組おばけ教室
水木しげるのおばけ学
校　６

水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ

カッパの三平水泳大会
水木しげるのおばけ学
校　７

水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ

カッパの三平魔法だぬき
水木しげるのおばけ学
校　８

水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ

妖怪大戦争
水木しげるのおばけ学
校　９

水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ

おばけレストラン
水木しげるのおばけ学
校　１０

水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ

おばけマイコンじゅく
水木しげるのおばけ学
校　１１

水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ

ラジコン大海獣
水木しげるのおばけ学
校　１２

水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ

おばけマイコンじゅく 水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ
おばけ野球チーム 水木　しげる ポプラ社 913 ﾐ
宮沢賢治 銀河鉄道の童話詩人 西本　鶏介 講談社 280 ﾐ
宮沢賢治 西本　鶏介 ポプラ社 280 ﾐ

宮沢賢治
土と宗教に生きた「雨ニ
モマケズ」の詩人

浅野　晃 新学社・全家研 280 ﾐ

宮沢賢治
銀河を旅したイーハトー
ブの童話詩人

村野　守美 小学館 289 ﾐ

新・みぢかなくらしと地方行政
４　清掃工場

写真でわかる小学生の
社会科見学 新・みぢか
なくらしと地方行政

滝沢　美絵 リブリオ出版 310 ﾐ

新・みぢかなくらしと地方行政
６　警察署

写真でわかる小学生の
社会科見学 新・みぢか
なくらしと地方行政

滝沢　美絵 リブリオ出版 310 ﾐ



新・みぢかなくらしと地方行政
第２期２　動物園

写真でわかる小学生の
社会科見学 新・みぢか
なくらしと地方行政

滝沢　美絵 リブリオ出版 310 ﾐ

新・みぢかなくらしと地方行政
第２期３　高速鉄道

写真でわかる小学生の
社会科見学 新・みぢか
なくらしと地方行政

滝沢　美絵 リブリオ出版 310 ﾐ

みんなであそぼう校内あそび おにごっこ 嶋野　道弘　監修 ポプラ社 780 ﾐ

みんなであそぼう校内あそび
じゃんけんあそび・ゆび
あそび

嶋野　道弘　監修 ポプラ社 780 ﾐ

みんなであそぼう校内あそび なわとび・ゴムとび 嶋野　道弘　監修 ポプラ社 780 ﾐ
みんなであそぼう校内あそび ボールあそび 嶋野　道弘　監修 ポプラ社 780 ﾐ
みんなであそぼう校内あそび 一輪車・竹馬 嶋野　道弘　監修 ポプラ社 780 ﾐ
みんなであそぼう校内あそび 紙あそび・ひもあそび 嶋野　道弘　監修 ポプラ社 780 ﾐ

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 福音館書店 913 ﾐ

イルカ 海でくらす哺乳類 南　俊夫 あかね書房 489 ﾐ
けんじ先生 宮沢賢治・幸福の授業 畑山　博 ＰＨＰ研究所 913 ﾐ

宮沢賢治
銀河鉄道で星空を旅し
たファンタジー作家

柊　ゆたか 集英社 289 ﾐ

宮本武蔵 浜野　卓也 ポプラ社 289 ﾐ
つばめのハティハティ 箕輪　義隆 アリス館 488 ﾐ
森のスケーターヤマネ 湊　秋作 文研出版 480 ﾐ
田んぼの生きものおもしろ図 湊　秋作：編著 農山漁村文化協 480 ﾐ

母さん、ぼくに光をください
津軽三味線にかけた盲
目の少年の夢

緑川　崇久 ポプラ社 916 ﾐ

昔の道具 ポプラディア情報館 ポプラ社 31 ﾑ
図鑑ピクチャーペディア 昔のひとびと ほるぷ出版 209 ﾑ
つくってあそぼうよ！ 草花あそび 秋・冬の本 偕成社 380 ﾑ
つくってあそぼうよ！ 草花あそび　春・夏の本 偕成社 380 ﾑ
昔の子どものくらし事典 岩崎書店 380 ﾑ
日本の名作童話 月の輪ぐま 岩崎書店 913 ﾑ

おいらフーゴだ
ジャングルアニマル大
ぼうけん

フレミング・Ｑ・ム
ラー

ベネッセコーポ
レーション

949 ﾑ

名犬ボニーはマルチーズ　１
ボニーがうちにやってき
た

ベル・ムーニー 徳間書店 933 ﾑ

もりのむこうになにがある リリアン・ムーア 偕成社 933 ﾑ

大地に地雷はにあわない
対人地雷禁止を訴える
クリス・ムーンと子ども

今関　信子 ＰＨＰ研究所 916 ﾑ

桐壷 『源氏物語』より 紫式部　原作
「京の絵本」刊行
委員会

918 ﾑ

生きものはかなしかるらん 室生犀星詩集 室生　犀星 岩崎書店 911 ﾑ
動物のうた 室生　犀星 大日本図書 911 ﾑ
季語早引き辞典 宗田　安正 学研 911 ﾑ
季別季語辞典 宗田　安正 学研 911 ﾑ
もののかぞえ方絵事典　身
近なものから動植物・自然ま

日本語表現が豊かにな
る

村越　正則：監修 ＰＨＰ研究所 815 ﾑ

天空のミラクル
タロットカードは死の歌
をうたう Ｄｒｅａｍスマッ
シュ！１

村山　早紀 ポプラ社 913 ﾑ

シェーラひめのぼうけん魔神
の指輪

フォア文庫　Ｂ　１８３ 村山　早紀 童心社 913 ﾑ

シェーラひめのぼうけんうし
なわれた秘宝

フォア文庫　Ｂ　１８８ 村山　早紀 童心社 913 ﾑ

シェーラひめのぼうけんダイ
ヤモンドの都

フォア文庫　Ｂ　１９５ 村山　早紀 童心社 913 ﾑ

シェーラひめのぼうけん海賊
船シンドバッド

フォア文庫　Ｂ　１９９ 村山　早紀 童心社 913 ﾑ

シェーラひめのぼうけん空と
ぶ城

フォア文庫　Ｂ　２１０ 村山　早紀 童心社 913 ﾑ



シェーラひめのぼうけん海の
王冠

フォア文庫　Ｂ　２１６ 村山　早紀 童心社 913 ﾑ

シェーラひめのぼうけんガラ
スの子馬

フォア文庫　Ｂ　２２７ 村山　早紀 童心社 913 ﾑ

シェーラひめのぼうけん闇色
の竜

フォア文庫　Ｂ　２３２ 村山　早紀 童心社 913 ﾑ

シェーラひめのぼうけん魔法
の杖

フォア文庫　Ｂ　２３５ 村山　早紀 童心社 913 ﾑ

シェーラひめのぼうけん最後
の戦い

フォア文庫　Ｂ　２４３ 村山　早紀 童心社 913 ﾑ

魔女のルルーと風の少女
ポプラポケット文庫　５５
－４

村山　早紀 ポプラ社 913 ﾑ

天空のミラクル
月は迷宮の鏡 Ｄｒｅａｍ
スマッシュ！　１６

村山　早紀 ポプラ社 913 ﾑ

新シェーラひめのぼうけん
死をうたう少年 フォア
文庫　Ｂ　３４５

村山　早紀 童心社 913 ﾑ

新シェーラひめのぼうけん
天と地の物語 フォア文
庫　Ｂ　３５３

村山　早紀 童心社 913 ﾑ

新シェーラひめのぼうけんふ
たりの王女

村山　早紀 童心社 913 ﾑ

新シェーラひめのぼうけんペ
ガサスの騎士

村山　早紀 童心社 913 ﾑ

新シェーラひめのぼうけん炎
の少女

村山　早紀 童心社 913 ﾑ

新シェーラひめのぼうけん天
のオルゴール

村山　早紀 童心社 913 ﾑ

新シェーラひめのぼうけん伝
説への旅

村山　早紀 童心社 913 ﾑ

新シェーラひめのぼうけん風
の恋うた

村山　早紀 童心社 913 ﾑ

新シェーラひめのぼうけん妖
精の庭

村山　早紀 童心社 913 ﾑ

新シェーラひめのぼうけん旅
だちの歌

村山　早紀 童心社 913 ﾑ

魔女のルルーとオーロラの 村山　早紀 ポプラ社 913 ﾑ
魔女のルルーと時の魔法 村山　早紀 ポプラ社 913 ﾑ
魔女のルルーと魔法使いの 村山　早紀 ポプラ社 913 ﾑ
魔女の友だちになりません
か？

村山　早紀 ポプラ社 913 ﾑ

約束 村山　由佳 集英社 913 ﾑ
ことわざ・慣用句おもしろ辞 村山　孚 さ・え・ら書房 810 ﾑ
体育館の日曜日 村上　しいこ 講談社 913 ﾑ
怪しくゆかいな妖怪穴 村上　健司 毎日新聞社 388 ﾑ
ピンク、ぺっこん 村上　康成 徳間書店 913 ﾑ
ピンクとスノーじいさん 村上　康成 徳間書店 913 ﾑ
ピンクのいる山 村上　康成 徳間書店 913 ﾑ
ピンクパール 村上　康成 徳間書店 913 ﾑ
オクラの絵本 そだててあそぼう　５２ 村上　次男　編 農山漁村文化協 610 ﾑ
料理をつくる 子どもとつくる 村上　昭子 大月書店 590 ﾑ
かえるのそらとぶけんきゅう 村上　勉 偕成社 913 ﾑ
新１３歳のハローワーク 村上　龍 幻冬舎 366 ﾑ
１３歳の進路 村上　龍 幻冬舎 607 ﾑ
カタカナ語おもしろ辞典 村石　利夫 さ・え・ら書房 810 ﾑ
はんぶんペペちゃん どうわのとびらシリーズ 村中　李衣 佼成出版社 913 ﾑ
社会科　はこばれてくるしくみ
シリーズ

とれたて野菜がやってく
る

村田　栄一 ＰＨＰ研究所 600 ﾑ

もりへさがしに 村田　清司 偕成社 913 ﾑ

祇王・仏 丹羽　貴子
「京の絵本」刊行
委員会

913 ﾑ



椋鳩十動物童話集 おかの野犬 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 カモの友情 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 きえたキツネ 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 たたかうカモシカ 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 ツルのおどり 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 やせ牛物語 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 屋根うらのネコ 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 金色の足あと 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 栗野岳の主 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 月の輪グマ 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 三日月とタヌキ 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 子ザルひよし 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 太郎とクロ 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
４年生の童話　１ 大造じいさんとがん 椋　鳩十 理論社 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 大造じいさんとガン 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
椋鳩十動物童話集 片耳の大シカ 椋　鳩十 小峰書店 913 ﾑ
アルプスのくま 椋　鳩十 あすなろ書房 913 ﾑ
カモの友情 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
カワウソの海 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
しもばしら 椋　鳩十 金の星社 913 ﾑ
チビザル兄弟 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
にせものの英雄 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
ネズミ島物語 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
ふしぎな石と魚の島 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
マヤの一生 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
モモちゃんとあかね 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
やせ牛物語 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
るり寺物語 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
海上アルプス 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
月の輪グマ 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
孤島の野犬 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
山の大将 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
山の民とイノシシ 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
大空に生きる 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
大造じいさんとガン 椋　鳩十 大日本図書 913 ﾑ
地獄島とロシア水兵 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
日高山伏物語 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
日当山侏儒物語 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
椋鳩十のシカ物語 椋　鳩十 理論社 913 ﾑ
野獣の島 椋　鳩十 ポプラ社 913 ﾑ
鷲の唄 椋　鳩十 理論社 913 ﾑ
源氏物語 紫式部 柳川　創造 学校図書 918 ﾑ
目で見る世界の古代文明シ
リーズ

イスラム文明 佑学社 209 ﾒ

目で見る世界の古代文明シ
リーズ

インカ文明 佑学社 209 ﾒ

目で見る世界の古代文明シ
リーズ

バイキング文明 佑学社 209 ﾒ

目で見る世界の古代文明シ
リーズ

ルネサンス文明 佑学社 209 ﾒ

目で見る世界の古代文明シ
リーズ

古代ギリシア文明 佑学社 209 ﾒ

目で見る世界の古代文明シ
リーズ

古代ローマ文明 佑学社 209 ﾒ

目で見る世界の古代文明シ
リーズ

古代中国文明 佑学社 209 ﾒ

目でみる日本の詩歌 ジュニア版 古典俳句 ＴＢＳブリタニカ 911 ﾒ
ニワトリ号一番のり Ｊ・メイスフィールド 福音館書店 908 ﾒ



南アフリカ
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ヴァージニア・メイ
ス

ほるぷ出版 290 ﾒ

はしれ！カボチャ　ポルトガ
ルのむかしばなし

ポルトガルのむかしば
なし

エバ・メフト 小学館 388 ﾒ

歯みがきつくって億万長者 やさしくわかる経済の話 ジーン・メリル 偕成社 933 ﾒ
ミステリー・パピークラブ　１ ジョディー・メラー ＰＨＰ研究所 933 ﾒ
ミステリー・パピークラブ　２ ジョディー・メラー ＰＨＰ研究所 933 ﾒ
ミステリー・パピークラブ　３ ジョディー・メラー ＰＨＰ研究所 933 ﾒ
ミステリー・パピークラブ　４ ジョディー・メラー ＰＨＰ研究所 933 ﾒ
赤の妖精ルビー レインボーマジック　１ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
オレンジの妖精アンバー レインボーマジック　２ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
黄色の妖精サフラン レインボーマジック　３ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
みどりの妖精ファーン レインボーマジック　４ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
青の妖精スカイ レインボーマジック　５ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
あい色の妖精イジー レインボーマジック　６ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
むらさきの妖精ヘザー レインボーマジック　７ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
雪の妖精クリスタル レインボーマジック　８ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
風の妖精アビゲイル レインボーマジック　９ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
雲の妖精パール レインボーマジック　１０ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
太陽の妖精ゴールディ レインボーマジック　１１ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
霧の妖精エヴィ レインボーマジック　１２ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
雷の妖精ストーム レインボーマジック　１３ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
雨の妖精ヘイリー レインボーマジック　１４ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
ケーキの妖精チェリー レインボーマジック　１５ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
音楽の妖精メロディ レインボーマジック　１６ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
キラキラの妖精グレース レインボーマジック　１７ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
おかしの妖精ハニー レインボーマジック　１８ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
お楽しみの妖精ポリー レインボーマジック　１９ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
お洋服の妖精フィービー レインボーマジック　２０ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
プレゼントの妖精ジャスミン レインボーマジック　２１ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
ムーンストーンの妖精イン
ディア

レインボーマジック　２２ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ

ガーネットの妖精スカーレット レインボーマジック　２３ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
エメラルドの妖精エミリー レインボーマジック　２４ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
トパーズの妖精クロエ レインボーマジック　２５ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
アメジストの妖精エイミー レインボーマジック　２６ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
サファイアの妖精ソフィ レインボーマジック　２７ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ
ダイヤモンドの妖精ルーシー レインボーマジック　２８ デイジー・メドウズ ゴマブックス 933 ﾒ

食物連鎖の大研究
いのちはつながってい
る！　しくみから環境破
壊による危機まで

目黒　信一：監修 ＰＨＰ研究所 468 ﾒ

もっとくらべる図鑑 小学館 31 ﾓ
ものがたり絵本だれも知らな
い動物園

きらわれものの正体
農山漁村文化協
会

480 ﾓ

ものがたり絵本だれも知らな
い動物園

ふしぎドーム昆虫園
農山漁村文化協
会

480 ﾓ

ものがたり絵本だれも知らな
い動物園

水族館の小さな海
農山漁村文化協
会

480 ﾓ

ものがたり絵本だれも知らな
い動物園

動物たちのひっこし
農山漁村文化協
会

480 ﾓ

ものがたり絵本だれも知らな
い動物園

動物園で毎日働く
農山漁村文化協
会

480 ﾓ

がんのひみつ 学研 490 ﾓ
アルミニウム フレーベル館 500 ﾓ
ガラス フレーベル館 500 ﾓ
ゴム フレーベル館 500 ﾓ
プラスチック フレーベル館 500 ﾓ
紙 フレーベル館 500 ﾓ
石炭 フレーベル館 500 ﾓ



石油 フレーベル館 500 ﾓ
鉄 フレーベル館 500 ﾓ
銅 フレーベル館 500 ﾓ
木 フレーベル館 500 ﾓ
物語で学ぶ日本の伝統芸能 歌舞伎 くもん出版 700 ﾓ
物語で学ぶ日本の伝統芸能 寄席芸・大道芸 くもん出版 700 ﾓ
物語で学ぶ日本の伝統芸能 狂言 くもん出版 700 ﾓ
物語で学ぶ日本の伝統芸能 能 くもん出版 700 ﾓ
物語で学ぶ日本の伝統芸能 文楽 くもん出版 700 ﾓ
目でみる日本の詩歌 ジュニア版 近代の俳句 ＴＢＳブリタニカ 911 ﾓ
アンの愛情 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ ポプラ社 933 ﾓ
アンの青春 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ ポプラ社 933 ﾓ
アンの夢の家 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ ポプラ社 933 ﾓ
アンの娘リラ Ｌ．Ｍ．モンゴメリ ポプラ社 933 ﾓ
アンの友達 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ ポプラ社 933 ﾓ
虹の谷のアン Ｌ．Ｍ．モンゴメリ ポプラ社 933 ﾓ

アンの青春
ＴＨＥ　ＫＵＭＯＮ　ＭＡＮ
ＧＡ　ＬＩＢＲＡＲＹ　アン・
ブックス　４

Ｌ．Ｍ．モンゴメリ
原著

くもん出版 933 ﾓ

赤毛のアン　ＰＡＲＴ２
ＴＨＥ　ＫＵＭＯＮ　ＭＡＮ
ＧＡ　ＬＩＢＲＡＲＹアン・
ブックス　２

Ｌ．Ｍ．モンゴメリ
原著

くもん出版 933 ﾓ

赤毛のアン　ＰＡＲＴ３
ＴＨＥ　ＫＵＭＯＮ　ＭＡＮ
ＧＡ　ＬＩＢＲＡＲＹアン・
ブックス　３

Ｌ．Ｍ．モンゴメリ
原著

くもん出版 933 ﾓ

赤毛のアン
Ｌ・Ｍ・モンゴメリ
原作

くもん出版 933 ﾓ

シューラの婚約 Ｐ・モディアーノ セーラー出版 953 ﾓ
パウリのゆめりょこう エルビン・モーザー ほるぷ出版 943 ﾓ

わたしの赤毛のアン モンゴメリの生涯
キャサリン・Ｍ・ア
ンドロニク

ポプラ社 933 ﾓ

写真とデータで考える２１世
紀の地球環境

オゾンホールとわたした
ち 総合学習に役立つシ
リーズ

サリー・モーガン 文渓堂 519 ﾓ

写真とデータで考える２１世
紀の地球環境

ゴミ問題とわたしたち
総合学習に役立つシ

サリー・モーガン 文渓堂 519 ﾓ

写真とデータで考える２１世
紀の地球環境

気候変化とわたしたち
総合学習に役立つシ

サリー・モーガン 文渓堂 519 ﾓ

写真とデータで考える２１世
紀の地球環境

酸性雨とわたしたち 総
合学習に役立つシリー

サリー・モーガン 文渓堂 519 ﾓ

写真とデータで考える２１世
紀の地球環境

水とわたしたち 総合学
習に役立つシリーズ

サリー・モーガン 文渓堂 519 ﾓ

写真とデータで考える２１世
紀の地球環境

熱帯雨林とわたしたち
総合学習に役立つシ

サリー・モーガン 文渓堂 519 ﾓ

写真とデータで考える２１世
紀の地球環境

野生生物とわたしたち
総合学習に役立つシ

サリー・モーガン 文渓堂 519 ﾓ

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

フレーベル館 489 ﾓ

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

フレーベル館 489 ﾓ

マールとおばあちゃん ティヌ・モルティー ブロンズ新社 933 ﾓ
写真とデータで考える２１世
紀の地球環境

食料問題とわたしたち
総合学習に役立つシ

ブレンダ・ウォル
ポール

文渓堂 519 ﾓ

忘れないよリトル・ジョッシュ 文研じゅべにーる
マイケル・モーパー
ゴ

文研出版 933 ﾓ

カイト
パレスチナの風に希望
をのせて

マイケル・モーパー
ゴ

あかね書房 933 ﾓ

花粉症のひみつ もちつき　かつみ 学習研究社 499 ﾓ
太陽電池のひみつ もちつき　かつみ 学研パブリッシン 500 ﾓ



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 学研 699 ﾓ

うつぼざる もとした　いづみ 講談社 918 ﾓ
くさびら もとした　いづみ 講談社 918 ﾓ
しどうほうがく もとした　いづみ 講談社 918 ﾓ
せつぶん もとした　いづみ 講談社 918 ﾓ
そらうで もとした　いづみ 講談社 918 ﾓ
ぶす もとした　いづみ 講談社 918 ﾓ
パパにあいたい日もあるさ もとやま　ゆうほ ポプラ社 913 ﾓ
おしゃかさま もり　みすず ユニテ 913 ﾓ
消防車とハイパーレスキュー モリナガ　ヨウ あかね書房 680 ﾓ
赤毛のアン モンゴメリ ポプラ社 933 ﾓ
赤毛のアン モンゴメリー　原作 偕成社 908 ﾓ

赤毛のアン
ルーシー・モード・
モンゴメリ

集英社 933 ﾓ

もったいない生活大事典　１
もったいないを見つけよう

もったいない生活大事
典　１

岡本　正志 学習研究社 519 ﾓ

もったいない生活大事典　２
学校でもったいない活動

もったいない生活大事
典　２

岡本　正志 学習研究社 519 ﾓ

もったいない生活大事典　３
もったいないクッキング

もったいない生活大事
典　３

岸　朝子 学習研究社 519 ﾓ

もったいない生活大事典　４
もったいないで資源を活かす

もったいない生活大事
典　４

岡本　正志 学習研究社 519 ﾓ

もったいない生活大事典　７
もったいないと日本の伝統

もったいない生活大事
典　７

岡本　正志 学習研究社 519 ﾓ

もったいない生活大事典
もったいないで資源を
活かす もったいない生
活大事典

岡本　正志 学習研究社 519 ﾓ

もったいない生活大事典
もったいないを見つけよ
う もったいない生活大

岡本　正志 学習研究社 519 ﾓ

もったいない生活大事典
学校でもったいない活
動 もったいない生活大

岡本　正志 学習研究社 519 ﾓ

もったいない生活大事典
もったいないクッキング
もったいない生活大事

岸　朝子 学習研究社 519 ﾓ

ぬくい山のきつね 最上　一平 新日本出版社 913 ﾓ
ブーちゃんの秋 最上　一平 新日本出版社 913 ﾓ
山のかぼちゃ運動会 最上　一平 新日本出版社 913 ﾓ
星のまつり 最上　一平 童心社 913 ﾓ
ミナクローと公平じいさん 最上　二郎 草炎社 913 ﾓ
もったいない生活大事典　５
もったいないで省エネ生活

もったいない生活大事
典　５

財）省エネルギー
センター

学習研究社 519 ﾓ

モーツァルト
神のメロディーをかなで
た音楽家 学習まんが
人物館　世界小学館版

市川　能里 小学館 280 ﾓ

サクラの一年 守矢　登 あかね書房 470 ﾓ
水草のひみつ 守矢　登 あかね書房 470 ﾓ
水草のひみつ　新装版 守矢　登 あかね書房 471 ﾓ
イネの一生　新装版 守矢　登 あかね書房 479 ﾓ
サクラの一年　新装版 守矢　登 あかね書房 479 ﾓ
イネの一生 守矢　登 あかね書房 610 ﾓ

森からみる地球の未来
君たちに伝えておきた
い！ 森と人の歩み

松井　光瑶　編 文研出版 460 ﾓ

森からみる地球の未来
君たちに伝えておきた
い！ 森の異変

松井　光瑶　編 文研出版 460 ﾓ

森からみる地球の未来
君たちに伝えておきた
い！ 森の宝物

松井　光瑶　編 文研出版 460 ﾓ

森からみる地球の未来
君たちに伝えておきた
い！ 水と土をはぐくむ

松井　光瑶　編 文研出版 460 ﾓ



森からみる地球の未来
君たちに伝えておきた
い！ 大気と森

松井　光瑶　編 文研出版 460 ﾓ

森からみる地球の未来
君たちに伝えておきた
い！ 木のふしぎな力

松井　光瑶　編 文研出版 460 ﾓ

もったいない生活大事典
もったいないで省エネ
生活 もったいない生活
大事典

省エネルギーセン
ター

学習研究社 519 ﾓ

オオムラサキ 森　一彦 あかね書房 486 ﾓ
雨がしくしく、ふった日は ６月のおはなし 森　絵都 講談社 913 ﾓ
にんきもののひけつ にんきものの本　１ 森　絵都 童心社 913 ﾓ
にんきもののねがい にんきものの本　２ 森　絵都 童心社 913 ﾓ
にんきものをめざせ にんきものの本　３ 森　絵都 童心社 913 ﾓ
にんきもののはつこい にんきものの本　４ 森　絵都 童心社 913 ﾓ
にんきもののひけつ 森　絵都 童心社 913 ﾓ
はてなし世界の入口 森　毅 福音館書店 410 ﾓ
しめかざり たくさんのふしぎ傑作集 森　須磨子 福音館書店 380 ﾓ
ぼくの詞がきみのハートにと
どくまで

森　雪之丞 ポプラ社 150 ﾓ

世界を信じるためのメソッド
ぼくらの時代のメディ
ア・リテラシー

森　達也 イースト・プレス 361 ﾓ

女の子はらくじゃない みそっかすの少女時代 森　礼子 ポプラ社 150 ﾓ

元気がいちばん！
ミクロの世界から人びと
の健康をつくりだした代
田稔

森下　研 ＰＨＰ研究所 916 ﾓ

わが道は白衣とともに
看護婦として女性の自
立に命をもやした萩原

森下　研 ＰＨＰ研究所 916 ﾓ

花子さんがきた　２
学校のコワイうわさ ＢＡ
ＭＢＯＯ　ＫＩＤ’Ｓ　ｓｅｒｉ
ｅｓ　２

森京　詞姫 竹書房 913 ﾓ

花子さんがきた　３
学校のコワイうわさ ＢＡ
ＭＢＯＯ　ＫＩＤ’Ｓ　ｓｅｒｉ
ｅｓ　３

森京　詞姫 竹書房 913 ﾓ

花子さんがきた　４
学校のコワイうわさ ＢＡ
ＭＢＯＯ　ＫＩＤ’Ｓ　ｓｅｒｉ
ｅｓ　４

森京　詞姫 竹書房 913 ﾓ

花子さんがきた　５
学校のコワイうわさ ＢＡ
ＭＢＯＯ　ＫＩＤ’Ｓ　ｓｅｒｉ
ｅｓ　５

森京　詞姫 竹書房 913 ﾓ

花子さんがきた　６
学校のコワイうわさ ＢＡ
ＭＢＯＯ　ＫＩＤ’Ｓ　ｓｅｒｉ
ｅｓ　６

森京　詞姫 竹書房 913 ﾓ

花子さんがきた　８
学校のコワイうわさ ＢＡ
ＭＢＯＯ　ＫＩＤ’Ｓ　ｓｅｒｉ
ｅｓ　８

森京　詞姫 竹書房 913 ﾓ

花子さんがきた　１０
学校のコワイうわさ ＢＡ
ＭＢＯＯ　ＫＩＤ’Ｓ　ｓｅｒｉ
ｅｓ　１０

森京　詞姫 竹書房 913 ﾓ

おにの子フウタ 森山　京 あすなろ書房 913 ﾓ
お面をつけた男の子 森山　京 佼成出版社 913 ﾓ
だめねこのいっしょけんめい 森山　京 ポプラ社 913 ﾓ
ドレミファ・ドーナツ　ふきなら 森山　京 フレーベル館 913 ﾓ
森のゆうびんや 森山　京 フレーベル館 913 ﾓ
手で食べる？ たくさんのふしぎ傑作集 森枝　卓士 福音館書店 383 ﾓ
食べもの記 森枝　卓士 福音館書店 596 ﾓ
トイレのおかげ 森枝　雄司 福音館書店 518 ﾓ
バルセロナ建築たんけん 森枝　雄司 福音館書店 520 ﾓ
オオカマキリ 狩りをする昆虫 森上　信夫 あかね書房 486 ﾓ



謎解きファイルズ少女ルパン
ＶＳ少年ホームズ少年探偵
空野光太の推理修行

謎解きファイルズ少女
ルパンＶＳ少年ホーム
ズ　１

森田　彩莉 あかね書房 798 ﾓ

謎解きファイルズ少女ルパン
ＶＳ少年ホームズ少女怪盗
月影ルナの挑戦状

謎解きファイルズ少女
ルパンＶＳ少年ホーム
ズ　２

森田　彩莉 あかね書房 798 ﾓ

風呂敷 森田　知都子 文渓堂 383 ﾓ
わたしのヒロシマ 森本　順子 金の星社 913 ﾓ

食べられたがる果物のヒミツ
ゲッチョ先生の果物コレ
クション

盛口　満 少年写真新聞社 471 ﾓ

見てびっくり野菜の植物学
ゲッチョ先生の野菜コレ
クション

盛口　満 少年写真新聞社 471 ﾓ

赤毛のアンに出会う旅
折原みと、プリンス・エド
ワード島を訪ねて

折原　みと ポプラ社 933 ﾓ

天然水のひみつ 田中　久志 学研 452 ﾓ
くらやみでもへっちゃら 桃井　和馬 大日本図書 490 ﾓ
クジラの海・小笠原 望月　昭伸 日本書籍 480 ﾓ
アレクセイと泉のはなし 本橋　成一 アリス館 540 ﾓ
接着剤のはなし 本山　卓彦 さ・え・ら書房 500 ﾓ
絵ときゾウの時間とネズミの
時間

本川　達雄 福音館書店 481 ﾓ

よみがえれ、えりもの森 本木　洋子 新日本出版社 913 ﾓ
つるばら村のパン屋さん つるばら村シリーズ　１ 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
つるばら村の三日月屋さん つるばら村シリーズ　２ 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
つるばら村のくるみさん つるばら村シリーズ　３ 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
つるばら村の家具屋さん つるばら村シリーズ　４ 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
つるばら村のはちみつ屋さん つるばら村シリーズ　５ 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
つるばら村の理容師さん つるばら村シリーズ　６ 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
つるばら村の洋服屋さん つるばら村シリーズ　７ 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
つるばら村の大工さん つるばら村シリーズ　８ 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
つるばら村のレストラン つるばら村シリーズ　９ 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
つるばら村の魔法のパン 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
招福堂のまねきねこ またたびトラベル物語 茂市　久美子 学習研究社 913 ﾓ
おいなり山のひみつ 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ
クロリスの庭 茂市　久美子 ポプラ社 913 ﾓ
こもれび村のあんぺい先生 茂市　久美子 あかね書房 913 ﾓ
たいこのひびきは森のうた 茂市　久美子 教育画劇 913 ﾓ
トチノキ村の雑貨屋さん 茂市　久美子 あすなろ書房 913 ﾓ
ゆうすげ村の小さな旅館 茂市　久美子 講談社 913 ﾓ

もったいない生活大事典
もったいないと自然のく
らし もったいない生活
大事典

木全　政義 学習研究社 519 ﾓ

もったいない生活大事典　６
もったいないと自然のくらし

もったいない生活大事
典　６

木全　政義 学習研究社 519 ﾓ

大草原に語りつがれるモンゴ
ルのむかし話

籾山　素子　訳 ＰＨＰ研究所 388 ﾓ

いきもの探検大図鑑 Ｎａｔｕｒｅ‐ｐａｌ 小学館 31 ﾔ
世界遺産ふしぎ探検大図鑑 ＷＯＮＤＥＲ－ＰＡＬ 小学館 31 ﾔ
ヤマトタケルノミコト 神話の中の英雄 学研 280 ﾔ
新図解わたしたちの日本地
理

いきいき調べ学習 関東
地方

学研 291 ﾔ

新図解わたしたちの日本地
理

いきいき調べ学習 近畿
地方

学研 291 ﾔ

新図解わたしたちの日本地
理

いきいき調べ学習 九州
地方

学研 291 ﾔ

新図解わたしたちの日本地
理

いきいき調べ学習 地図
と調査・観察

学研 291 ﾔ

新図解わたしたちの日本地
理

いきいき調べ学習 中
国・四国地方

学研 291 ﾔ



新図解わたしたちの日本地
理

いきいき調べ学習 中部
地方

学研 291 ﾔ

新図解わたしたちの日本地
理

いきいき調べ学習 東
北・北海道地方

学研 291 ﾔ

新図解わたしたちの日本地
理

いきいき調べ学習 日本
の国土

学研 291 ﾔ

新図解わたしたちの日本地
理

近畿地方 いきいき調べ
学習

学研 291 ﾔ

新図解わたしたちの日本地
理

中国・四国地方 いきい
き調べ学習

学研 291 ﾔ

新図解わたしたちの日本地
理

中部地方 いきいき調べ
学習

学研 291 ﾔ

やさしい星座かんさつ
とうめい星座シート付き
夏の星座をみつけよう

金の星社 440 ﾔ

やさしい星座かんさつ
とうめい星座シート付き
秋の星座をみつけよう

金の星社 440 ﾔ

やさしい星座かんさつ
とうめい星座シート付き
春の星座をみつけよう

金の星社 440 ﾔ

やさしい星座かんさつ
とうめい星座シート付き
冬の星座をみつけよう

金の星社 440 ﾔ

ポプラこどもずかん くさばなと木 ポプラ社 470 ﾔ
パンのひみつ 学研 596 ﾔ
野外活動おもしろ図鑑 アウトドア・クッキング 岩崎書店 780 ﾔ
野外活動おもしろ図鑑 キャンプへいこう 岩崎書店 780 ﾔ
野外活動おもしろ図鑑 たいけん原始人 岩崎書店 780 ﾔ
野外活動おもしろ図鑑 たんけん地図あそび 岩崎書店 780 ﾔ

野外活動・観察ガイド
夏休みの自由研究に役
立つ

くもん出版 780 ﾔ

野外活動おもしろ図鑑 季節あそび 岩崎書店 780 ﾔ

野外活動おもしろ図鑑
手づくり生活術 フィー
ルド・クラフト

岩崎書店 780 ﾔ

野外活動おもしろ図鑑
森の展覧会 フィールド・
アート

岩崎書店 780 ﾔ

野外活動おもしろ図鑑 生きものウォッチング 岩崎書店 780 ﾔ
野外活動おもしろ図鑑 野外であそぶ 岩崎書店 780 ﾔ
野外活動おもしろ図鑑 野山をあるく 岩崎書店 780 ﾔ
少年少女日本文学館 サアカスの馬 童謡 講談社 908 ﾔ
少年少女日本文学館 ちいさこべ 山月記 講談社 908 ﾔ
やさしいきもち 母と子の名詩集 サンリオ 911 ﾔ

イスラエル
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

エマ・ヤング ほるぷ出版 290 ﾔ

世界の料理絵本 親子でつくろう！ キャロライン・ヤン 集文社 590 ﾔ

やくにたつアイデア工作
あそびにやくだつ工作１
室内編

こどもくらぶ　編 ポプラ社 750 ﾔ

やくにたつアイデア工作
あそびにやくだつ工作２
屋外編

こどもくらぶ　編 ポプラ社 750 ﾔ

やくにたつアイデア工作
エコロジーにやくだつ工
作

こどもくらぶ　編 ポプラ社 750 ﾔ

やくにたつアイデア工作
ボランティアにやくだつ
工作

こどもくらぶ　編 ポプラ社 750 ﾔ

やくにたつアイデア工作
勉強にやくだつ工作１
算数編

こどもくらぶ　編 ポプラ社 750 ﾔ

やくにたつアイデア工作
勉強にやくだつ工作２
理科・社会編

こどもくらぶ　編 ポプラ社 750 ﾔ

たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン 講談社 949 ﾔ

ムーミン童話全集
小さなトロールと大きな
洪水

トーベ・ヤンソン 講談社 993 ﾔ

ご先祖さまは難破船あら
し！？

トーベ・ヤンソン
ベネッセコーポ
レーション

993 ﾔ



ムーミン谷へのふしぎな旅 トーベ・ヤンソン 講談社 993 ﾔ

ムーミン南の海へゆく トーベ・ヤンソン
ベネッセコーポ
レーション

993 ﾔ

ほげちゃん やぎ　たみこ 偕成社 913 ﾔ

空とぶペンギン
やまだ　ともこ　い
とう　みき

金の星社 913 ﾔ

イネの絵本
やまもと　たかか
ず　編

農山漁村文化協
会

610 ﾔ

そらをとんだ　けいこのあや やまわき　ゆりこ 福音館書店 913 ﾔ
こども論語塾 親子で楽しむ 安岡　定子 明治書院 123 ﾔ
こども論語塾　その２ 親子で楽しむ 安岡　定子 明治書院 123 ﾔ
こども論語塾　その３ 親子で楽しむ 安岡　定子 明治書院 123 ﾔ
サイクリング・ホステリング 永吉　宏英 国土社 780 ﾔ

春を待つ里山
原発事故にゆれるフク
シマで

会田　法行 ポプラ社 543 ﾔ

校庭の樹木 岩瀬　徹 全国農村教育協 470 ﾔ
新校庭の雑草 岩瀬　徹 全国農村教育協 470 ﾔ
ＪＲブルートレイン 広田　尚敬 山と渓谷社 680 ﾔ
ＪＲ特急列車 広田　尚敬 山と渓谷社 680 ﾔ

救え！世界の子どもたち
三留理男　飢餓と貧困
写真・絵画集成

三留　理男 日本図書センター 300 ﾔ

救え！世界の子どもたち
三留理男　難民・国境
を越える 写真・絵画集

三留　理男 日本図書センター 300 ﾔ

総合的な学習・学校からはじ
まる環境チェック

家庭でためそう 山岡　寛人 童心社 519 ﾔ

総合的な学習・学校からはじ
まる環境チェック

学校から外へ出よう 山岡　寛人 童心社 519 ﾔ

総合的な学習・学校からはじ
まる環境チェック

学校でやってみよう 山岡　寛人 童心社 519 ﾔ

総合的な学習・学校からはじ
まる環境チェック

環境学習トラの巻・資料
集

山岡　寛人 童心社 519 ﾔ

総合的な学習・学校からはじ
まる環境チェック

環境学習を発展させよ
う

山岡　寛人 童心社 519 ﾔ

ばけネコ 山下　清三 けやき書房 913 ﾔ
ゆうれいの子 山下　清三 けやき書房 913 ﾔ
津波ものがたり 山下　文男 童心社 452 ﾔ
島ひきおに 山下　明生 偕成社 388 ﾔ
うみぼうやとかぜばんば 山下　明生 のら書店 913 ﾔ
ダッテちゃん 山下　明生 あかね書房 913 ﾔ
屋根うらべやにきた魚 山下　明生 岩波書店 913 ﾔ
教科書に出てくる歴史ビジュ
アル実物大図鑑

山下　裕二 ポプラ社 210 ﾔ

歯と歯みがきのひみつ[新版] 山口　育孝 学研 497 ﾔ
天然ガス開発のひみつ 山口　育孝 学習研究社 561 ﾔ

八ッ橋のひみつ
学研まんがでよくわか
るシリーズ　53

山口　育孝
学研パブリッシン
グ

588 ﾔ

航空会社のひみつ 山口　育孝 学研 687 ﾔ
旅行のひみつ 山口　育孝 学研 689 ﾔ
日本茶のひみつ 山口　育考 学研 588 ﾔ
コーヒーのひみつ 山口　育考 学研 590 ﾔ
大豆のひみつ 山口　育考 学研 590 ﾔ
学生服のひみつ 山口　育考 学研 593 ﾔ
こども語源じてん 山口　佳紀 講談社 812 ﾔ

らくらくインターネット

しくみがわかるとこんな
に楽しい 子どものため
のパソコンはじめてシ
リーズ　３　自由国民版

山口　旬子 自由国民社 7 ﾔ



ワードであそぼう

パソコンでいろいろ作っ
てみる 子どものための
パソコンはじめてシリー
ズ　２　自由国民版

山口　旬子 自由国民社 7 ﾔ

ペイントであそぼう

パソコンのきほんをみ
につける 子どものため
のパソコンはじめてシ
リーズ　１　自由国民版

山口　旬子 自由国民社 7 ﾔ

らくらくエクセル

使いこなすとこんなに楽
しい 子どものためのパ
ソコンはじめてシリーズ
４　自由国民版

山口　旬子 自由国民社 7 ﾔ

クロクサアリのひみつ 行列するのはなぜ？ 山口　進 アリス館 486 ﾔ

巨大昆虫探険図鑑
実物大 ちしきのぽけっ
と　７

山口　進 岩崎書店 486 ﾔ

米が育てたオオクワガタ 山口　進 岩崎書店 486 ﾔ
としばあちゃんのオムレツ作 山口　節子 岩崎書店 913 ﾔ
たたみのはなし 山口　泰子 さ・え・ら書房 590 ﾔ
貝の鈴 山口　勇子 大日本図書 913 ﾔ
原爆の火の長い旅 山口　勇子 新日本出版社 913 ﾔ
ぼくの一輪車は雲の上 山口　理 文研出版 913 ﾔ
草かんむりの女の子 山崎　なずな 偕成社 913 ﾔ

調べることからはじめよう
自分の目で確かめよう
観察や実験のしかた

山崎　哲男　指導・
監修

文研出版 2 ﾔ

調べることからはじめよう
人に話を聞いて調べよ
う インタビューやアン
ケートのしかた

山崎　哲男　指導・
監修

文研出版 2 ﾔ

調べることからはじめよう
調べ方の計画を立てよ
う 調べごとの進め方と
まとめ方

山崎　哲男　指導・
監修

文研出版 2 ﾔ

調べることからはじめよう
図書館やインターネット
で調べよう 資料やデー
タの探し方

山崎　哲男　指導・
監修

文研出版 25 ﾔ

ことわざ親子で楽しむ３００話 山主　敏子　編 ぎょうせい 810 ﾔ

救え！世界の子どもたち
恐怖と破壊のあと 写
真・絵画集成

山住　正己　監修 日本図書センター 300 ﾔ

救え！世界の子どもたち
子どもを守る 写真・絵
画集成

山住　正己　監修 日本図書センター 300 ﾔ

救え！世界の子どもたち
戦火の中で 写真・絵画
集成

山住　正己　監修 日本図書センター 300 ﾔ

省エネの大研究
何ができる？どうすれ
ばいい？　家庭ででき
ることから社会の取り組

山川　文子 ＰＨＰ研究所 501 ﾔ

おうい雲よ 山村暮鳥詩集 山村　暮鳥 岩崎書店 911 ﾔ
となりのゴッペ ３年生を３０回？ 山中　恒 偕成社 913 ﾔ
ふしぎなあの子 かいじゅうモコモン 山中　恒 偕成社 913 ﾔ
クラマはかせのなぜ ずっこけはつめい 山中　恒 偕成社 913 ﾔ
おれがあいつであいつがお
れで

山中恒よみもの文庫
１１

山中　恒 理論社 913 ﾔ

あつがりネコ海へいく 山中　恒 理論社 913 ﾔ
おとうさん×先生＝タヌキ 山中　恒 偕成社 913 ﾔ
のん・たん・ぴん 山中　恒 理論社 913 ﾔ
頭のさきと足のさき 山中　恒 偕成社 913 ﾔ
ナスの絵本 そだててあそぼう　２ 山田　貴義　編 農山漁村文化協 610 ﾔ

川はともだち
めざせ！川博士　川遊
びと体験学習 川ナビ
ブック　２

山田　智子 教育画劇 452 ﾔ

まんが百人一首事典 山田　繁雄　監修 学研 911 ﾔ
とんてきさん 山田　野理夫 太平出版社 913 ﾔ



笑いのびっくり箱 山田　野理夫 太平出版社 913 ﾔ

寅さん映画ができるまで
山田　洋次　共同
制作

ポプラ社 770 ﾔ

震災日記津波に負けない
大沢の子どもたちが
綴った３・１１からの一

山田町立大沢小
学校震災日記編

毎日新聞社 369 ﾔ

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 ポプラ社 600 ﾔ

こども東北学 山内　明美 イースト・プレス 302 ﾔ
ゴミと生活 山本　耕平 現代書館 519 ﾔ
アリクイの口のなぞが、つい
にとけた！

動物ふしぎ発見 山本　省三 くもん出版 480 ﾔ

すごい目玉をもったアザラシ
がいる！

動物ふしぎ発見 山本　省三 くもん出版 480 ﾔ

ゾウの長い鼻には、おどろき
のわけがある！

動物ふしぎ発見 山本　省三 くもん出版 480 ﾔ

パンダの手には、かくされた
ひみつがあった！

動物ふしぎ発見 山本　省三 くもん出版 480 ﾔ

ペンギンの体に、飛ぶしくみ
を見つけた！

動物ふしぎ発見 山本　省三 くもん出版 480 ﾔ

もしも宇宙でくらしたら 山本　省三 ＷＡＶＥ出版 538 ﾔ

すごいぞ！「しんかい６５００」
地球の中の宇宙、深海
を探る

山本　省三 くもん出版 916 ﾔ

はらぺこの歌 山本　真理子 岩崎書店 913 ﾔ
広島の姉妹 山本　真理子 岩崎書店 913 ﾔ
シロとたけし 山本　典人　原作 金の星社 913 ﾔ
ルーマニアどこからきてどこ
へいくの

あなたのたいせつなも
のはなんですか？

山本　敏晴 小学館 300 ﾔ

あなたのたいせつなものはな
んですか？…カンボジアより

山本　敏晴 小学館 300 ﾔ

ＨＩＶ／エイズとともに生きる
子どもたちケニア

あなたのたいせつなも
のはなんですか？

山本　敏晴 小学館 490 ﾔ

地球温暖化、しずみゆく楽園
ツバル

あなたのたいせつなも
のはなんですか？

山本　敏晴 小学館 519 ﾔ

お母さんへ、世界中の子ども
たちからプレゼント

あなたのたいせつなも
のはなんですか？

山本　敏晴 小学館 726 ﾔ

高山祭 山本　茂実 草土文化 386 ﾔ
野麦峠 山本　茂実 草土文化 913 ﾔ
イネの絵本 そだててあそぼう　６ 山本　隆一　編 農山漁村文化協 610 ﾔ
みずものがたり 水をめぐる７の話 山本　良一 ダイヤモンド社 452 ﾔ

いきものがたり 生物多様性１１の話
山本　良一　企画・
監修

ダイヤモンド社 460 ﾔ

ぼくとおじちゃんとハルの森 山末　やすえ くもん出版 913 ﾔ

ナガサキに翔ぶ
ふりそでの少女像をつ
くった中学生たち

山脇　あさ子 新日本出版社 916 ﾔ

サンスウランドの大冒険 暗がり谷の夜あけ 篠木　昭弘　原案 リブリオ出版 410 ﾔ
サンスウランドの大冒険 鏡の洞窟迷路 篠木　昭弘　原案 リブリオ出版 410 ﾔ
サンスウランドの大冒険 砂漠の砂時計植物 篠木　昭弘　原案 リブリオ出版 410 ﾔ
サンスウランドの大冒険 廃墟の老魔女 篠木　昭弘　原案 リブリオ出版 410 ﾔ
サンスウランドの大冒険 魔法の森の対決 篠木　昭弘　原案 リブリオ出版 410 ﾔ
四季の野鳥かんさつ 菅原　光二 あかね書房 480 ﾔ

森のふしぎな働き
自然の中の人間シリー
ズ　森と人間編　５

谷田貝　光克
農山漁村文化協
会

650 ﾔ

シンタのあめりか物語 八束　澄子 新日本出版社 913 ﾔ
とうさんは忍者 八束　澄子 教育画劇 913 ﾔ
海で見つけたこと 八束　澄子 講談社 913 ﾔ
空へのぼる 八束　澄子 講談社 913 ﾔ
リボンのかたちのふゆのせ
いざオリオン

八板　康麿 福音館書店 440 ﾔ

里山は自然の宝庫 八板　美智夫 大日本図書 480 ﾔ



心をみがくことば論語
声に出して絵で楽しく学
ぶはじめての論語と漢

八木　章好 国土社 122 ﾔ

校庭の花 並河　治 全国農村教育協 470 ﾔ
図解　日本の産業 自然保護と地球環境 保岡　孝之 学習研究社 519 ﾔ
図解　日本の産業 マスコミ・ＩＴ 保岡　孝之 学習研究社 600 ﾔ
図解　日本の産業 交通運輸・貿易 保岡　孝之 学習研究社 600 ﾔ
図解　日本の産業 国土の利用と産業 保岡　孝之 学習研究社 600 ﾔ
図解　日本の産業 自動車・化学製品 保岡　孝之 学習研究社 600 ﾔ
図解　日本の産業 商業・サービス業 保岡　孝之 学習研究社 600 ﾔ
図解　日本の産業 新技術とハイテク製品 保岡　孝之 学習研究社 600 ﾔ
図解　日本の産業 水産物・畜産物・林産 保岡　孝之 学習研究社 600 ﾔ
図解　日本の産業 野菜・くだもの 保岡　孝之 学習研究社 600 ﾔ
図解　日本の産業 米 保岡　孝之 学習研究社 610 ﾔ
都道府県別日本なんでも情
報館

保岡　孝之　監修 ポプラ社 291 ﾔ

あしたぶたの日ぶたじかん あたらしい創作童話　２ 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
ゆめからゆめんぼ あたらしい創作童話　５ 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
ヒッコスでひっこす いわさき創作童話　２６ 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
はれときどきたこ いわさき創作童話　４０ 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
うそつきたいかい 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
たまねぎ博士２号タリラン 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
はれたまたまこぶた 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
はれときどきあまのじゃく 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
ぼくときどきぶた 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
ぼくへそまでまんが 矢玉　四郎 岩崎書店 913 ﾔ
つりキチのちえぶくろ 川魚の自然観察 矢口　高雄 平凡社 780 ﾔ

サヤエンドウじいさん
世界の民話 シリーズ本
のチカラ

矢崎　源九郎 日本標準 388 ﾔ

子どもに聞かせる世界の民 矢崎　源九郎　編 実業之日本社 388 ﾔ
先生のピアノが歌った 二つのピアノ物語 矢崎　節夫 ポプラ社 916 ﾔ
チャーリーと鯖ネコ 矢崎　藍 筑摩書房 913 ﾔ
こどもたちのオーケストラ入 矢吹　申彦 評論社 760 ﾔ
はる　なつ　あき　ふゆ 矢川　澄子 福音館書店 911 ﾔ
わたしの昆虫記　２　ホタル
が教えてくれたこと

わたしの昆虫記 矢島　稔 偕成社 486 ﾔ

わたしの昆虫記　３　チョウと
ガのふしぎな世界

わたしの昆虫記 矢島　稔 偕成社 486 ﾔ

わたしの昆虫記　４　樹液を
めぐる昆虫たち

わたしの昆虫記 矢島　稔 偕成社 486 ﾔ

わたしの昆虫記　５ わたしの昆虫記 矢島　稔 偕成社 486 ﾔ
わたしの昆虫記　６　ハチの
ふしぎとアリのなぞ

わたしの昆虫記 矢島　稔 偕成社 486 ﾔ

自然のかくし絵 昆虫の保護色と擬態 矢島　稔 偕成社 486 ﾔ
自然のかくし絵 写真絵本 矢島　稔 偕成社 486 ﾔ
ちょうとが 矢島　稔 図鑑の北隆館 486 ﾔ
ドクトル・ムッシーの昆虫おも
しろふしぎ探検記

矢島　稔 小学館 486 ﾔ

モンシロチョウ 矢島　稔 あかね書房 486 ﾔ
モンシロチョウ　新装版 矢島　稔 あかね書房 486 ﾔ
わたしの昆虫記　１　黒いトノ
サマバッタ

矢島　稔 偕成社 486 ﾔ

黒いトノサマバッタ 矢島　稔 偕成社 486 ﾔ
世界びっくり昆虫大集合 あっとおどろく４９種類 矢島　稔　監修 成美堂出版 486 ﾔ
かげまる 矢部　美智代 毎日新聞社 913 ﾔ
お母さんが話してくれた生命
の歴史

いのちのはじまり 柳沢　桂子 岩波書店 467 ﾔ

お母さんが話してくれた生命
の歴史

いのちの設計図 柳沢　桂子 岩波書店 467 ﾔ



お母さんが話してくれた生命
の歴史

進化する生き物たち 柳沢　桂子 岩波書店 467 ﾔ

お母さんが話してくれた生命
の歴史

人間ってなんだろう 柳沢　桂子 岩波書店 467 ﾔ

火の昔
少年少女のための文化
の話

柳田　国男 海鳴社 380 ﾔ

ジュニア空想科学読本 柳田　理科雄
メディアファクト
リー//角川グ
ループホールディ

404 ﾔ

海にすむ動物たち 日本の哺乳類２ 薮内　正幸 岩崎書店 481 ﾔ
心をこめて地雷ではなく花を
ください

サニーアフガニスタンへ 葉　祥明 自由国民社 913 ﾔ

地雷ではなく花をください サニーのおねがい 葉　祥明 自由国民社 913 ﾔ
地雷ではなく花をください 葉　祥明 自由国民社 913 ﾔ
しずかな日々 椰月　美智子 講談社 913 ﾔ
野や山にすむ動物たち 日本の哺乳類 藪内　正幸 岩崎書店 480 ﾔ
にわやこうえんにくるとり 藪内　正幸 福音館書店 480 ﾔ
野外活動おもしろ図鑑 岩崎書店 780 ﾔ

ユニバーサルデザインがわ
かる事典

人にやさしい社会をつく
る　文房具から公共施
設・情報まで

ＰＨＰ研究所 501 ﾕ

子どものための世界名作文 ああ無情 集英社 908 ﾕ
ああ無情 ビクトル・ユゴー 集英社 908 ﾕ
少年アキラ ゆうき　えみ ポプラ社 913 ﾕ

鬼太鼓座が走る
ぼくの青春アメリカ１万
５千キロ

ゆうき　えみ ポプラ社 916 ﾕ

海は死なない
日本海重油流出事故
黒い油とたたかった

ゆうき　えみ ポプラ社 916 ﾕ

木はいいなあ ユードリイ 偕成社 933 ﾕ
わんぱくだんのたからじま ゆきの　ゆみこ ひさかたチャイル 913 ﾕ

ライオンとやぎ　改訂新版
アジア・太平洋の楽しい
お話

ユネスコ・アジア文
化センター　編

こぐま社 388 ﾕ

山のごちそうどんぐりの木 ゆのき　ようこ 理論社 913 ﾕ
春の主役桜 ゆのき　ようこ 理論社 913 ﾕ
日本の材木杉 ゆのき　ようこ 理論社 913 ﾕ
日本の風景松 ゆのき　ようこ 理論社 913 ﾕ
ひらめき美術館　第１館 結城　昌子 小学館 723 ﾕ
ひらめき美術館　第２館 結城　昌子 小学館 723 ﾕ
ひらめき美術館　第３館 結城　昌子 小学館 723 ﾕ

ホッタラケの島
遥と魔法の鏡 角川つ
ばさ文庫　Ｃ　ゆ　１－１

行川　渉 角川学芸出版 913 ﾕ

ユニバーサルデザイン
みんなのくらしを便利に
ユニバーサルデザイ
ンってなに？

成松　一郎 あかね書房 369 ﾕ

ユニバーサルデザイン
みんなのくらしを便利に
くらしの中のユニバーサ
ルデザイン

星野　恭子 あかね書房 369 ﾕ

ユニバーサルデザイン
みんなのくらしを便利に
まちのユニバーサルデ
ザイン

中和　正彦 あかね書房 369 ﾕ

夏の庭 Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ 湯本　香樹実 徳間書店 913 ﾕ
夢美と愛美の謎がいっぱ
い？怪人Ｘを追え！

唯川　恵　作 ポプラ社 913 ﾕ

わんぱく・くらぶ 夏が１０倍楽しくなる本 柚木　修　著 教育社 780 ﾕ
４７都道府県なるほどデータ
ブック　下

教育画劇 291 ﾖ

４年生の自由研究 夏休みおまかせ大事典 学研 370 ﾖ
ポプラ社の実験・観察シリー メダカのそだちかた ポプラ社 480 ﾖ
クックの小屋はごみテレビ 文研出版 519 ﾖ



記号・単位のひみつ 学研 800 ﾖ
少年少女日本文学館 現代児童文学傑作選２ 講談社 908 ﾖ

うごくかがく くっつく
「うごくかがく」編集
委員会　構成・文

ほるぷ出版 420 ﾖ

うごくかがく くさる
「うごくかがく」編集
委員会　構成・文

ほるぷ出版 460 ﾖ

ポプラ社・ゲーム大百科
どきどき教室ゲーム１０
１

２１世紀・子どもの
遊び研究会　編

ポプラ社 780 ﾖ

ポプラ社・ゲーム大百科
わいわい運動会ゲーム
１０１

２１世紀・子どもの
遊び研究会　編

ポプラ社 780 ﾖ

ポプラ社・ゲーム大百科
わくわく遠足ゲーム１０
１

２１世紀・子どもの
遊び研究会　編

ポプラ社 780 ﾖ

かぐやひめ あさくら　せつ 国土社 388 ﾖ

与謝野晶子
女性の自由を歌った情
熱の歌人

あべ　さより 小学館 280 ﾖ

ないた盗ぞく かなざわ　ゆうこう 国土社 388 ﾖ
月夜のみみずく ジェイン＝ヨーレン 偕成社 933 ﾖ
クマと仙人 ジョン・ヨーマン のら書店 933 ﾖ
ファーブル こん虫の探検者 よこた　とくお 学研 289 ﾖ
おもしろトイレ物語 まんがで学習 よこた　とくお あかね書房 380 ﾖ
おもしろパンツ物語 まんがで学習 よこた　とくお あかね書房 590 ﾖ
海べのふしぎな生きものたち ちしきのぽけっと　２ よしざき　かずみ 岩崎書店 481 ﾖ
たまごが　ひとつ　おだんご
ふたつ

あそびえかきうた　続伝
承編

よしだ　ていいち
編

らくだ出版 720 ﾖ

りんごかもしれない ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 913 ﾖ
ようかいガマとの おイケにカエる よしなが　こうたく あかね書房 913 ﾖ
ようかいガマとの ゲッコウの怪談 よしなが　こうたく あかね書房 913 ﾖ
岩をたたくウサギ サバンナのむかしがた よねやま　ひろこ 新日本出版社 913 ﾖ
とうさんの家庭訪問 依田　逸夫 ポプラ社 913 ﾖ
ふたりでのった新幹線 依田　逸夫 ひくまの出版 913 ﾖ
また会おうね、グランパ 依田　逸夫 ポプラ社 913 ﾖ
わかれをつげる旅 依田　逸夫 ポプラ社 913 ﾖ
春さんのスケッチブック 依田　逸夫 汐文社 913 ﾖ
日本地図めいろ 横山　験也 ほるぷ出版 375 ﾖ
日本地図めいろ　２ 横山　験也 ほるぷ出版 375 ﾖ
ペット大集合！ポチたま日本
地図めいろ

だいすけ君の旅
横山　験也，テレビ
東京

ほるぷ出版 375 ﾖ

鬼にて候 ＹＡ！フロンティア 横山　充男 岩崎書店 913 ﾖ
鬼にて候　１ ＹＡ！フロンティア 横山　充男 岩崎書店 913 ﾖ
少年の海 横山　充男 文研出版 913 ﾖ
やがて大人になる君たちに 横谷　輝 アリス館 10 ﾖ
ゾウの森とポテトチップス 横塚　眞己人 そうえん社 654 ﾖ
からだに障害のある人への
サポート　イラスト版

子どもとマスターする４
０のボランティア

横藤　雅人　編 合同出版 369 ﾖ

海藻はふしぎの国の草や木 横浜　康継 福音館書店 470 ﾖ
イチロー果てしなき夢 少年の想い遥かに 義田　貴士 学習研究社 916 ﾖ
おひかえなすって 吉橋　通夫 学研 913 ﾖ

虫をたおすキノコ
冬虫夏草（とうちゅうか
そう）

吉見　昭一 大日本図書 470 ﾖ

鳥の伝説 吉原　幸子　再話 すばる書房 388 ﾖ
民話と伝説 四国 吉原　俊一　編 学研 90 ﾖ
民話と伝説 京都・奈良 吉原　俊一　編 学研 388 ﾖ
民話と伝説 近畿 吉原　俊一　編 学研 388 ﾖ
民話と伝説 甲信越・飛騨 吉原　俊一　編 学研 388 ﾖ
民話と伝説 山陰 吉原　俊一　編 学研 388 ﾖ
民話と伝説 山陽・瀬戸内海 吉原　俊一　編 学研 388 ﾖ
民話と伝説 東海・南紀 吉原　俊一　編 学研 388 ﾖ
民話と伝説 東北Ⅱ 吉原　俊一　編 学研 388 ﾖ
民話と伝説 南関東 吉原　俊一　編 学研 388 ﾖ



民話と伝説 南九州・沖縄 吉原　俊一　編 学研 388 ﾖ
民話と伝説 北海道・東北Ⅰ 吉原　俊一　編 学研 388 ﾖ
民話と伝説 北関東 吉原　俊一　編 学研 388 ﾖ
民話と伝説 北九州 吉原　俊一　編 学研 388 ﾖ
民話と伝説 北陸 吉原　俊一　編 学研 388 ﾖ
盲導犬ものがたり 人間との暖かい交流 吉原　順平 金の星社 369 ﾖ
モンシロチョウのなぞ 身近な虫たちの不思議 吉原　順平 金の星社 486 ﾖ
つくも神のゆゆばあ 吉川　知保 くもん出版 913 ﾖ
いのちの音 かけ橋になったスヒョン 吉川　良 ＰＨＰ研究所 913 ﾖ
わたしいややねん 吉村　敬子 偕成社 369 ﾖ
吉村作治の世界おもしろ遺
跡探検

ギリシア・ローマ文明の
光 ヨーロッパ編

吉村　作治 学研 209 ﾖ

吉村作治の世界おもしろ遺
跡探検

ピラミッドとスフィンクス
オリエント編

吉村　作治 学研 209 ﾖ

吉村作治の世界おもしろ遺
跡探検

ほろぼされた太陽の文
明

吉村　作治 学研 209 ﾖ

さんちゃんのピラミッド
古代エジプトに夢をか
けた考古学者

吉村　作治 学研 209 ﾖ

吉村作治の世界おもしろ遺
跡探検

古代文明のなぞに挑戦
チャレンジ編

吉村　作治 学研 209 ﾖ

吉村作治の世界おもしろ遺
跡探検

中国古代文明と日本の
あけぼの アジア編

吉村　作治 学研 209 ﾖ

吉村作治の世界おもしろ遺
跡探検

発掘はおもしろい 入門
編

吉村　作治 学研 209 ﾖ

メルティの冒険 遥かなるアーランド伝説 吉村　夜 ポプラ社 913 ﾖ
わたしたちの生活のくふう 吉沢　久子 国土社 590 ﾖ
紙がおもちゃになる 吉田　しげ介 草土文化 750 ﾖ
大ドロボウ五十五えもんのド
ロボウ学校

吉田　純子 ポプラ社 913 ﾖ

大ドロボウ五十五えもんの一
日けいさつ署長

吉田　純子 ポプラ社 913 ﾖ

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 ポプラ社 780 ﾖ

まんがアトム博士の量子力
学探検

吉田　正 東陽出版 420 ﾖ

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 ポプラ社 209 ﾖ

体験取材！世界の国ぐに　３
５　ロシア

体験取材！世界の国ぐ
に

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾖ

体験取材！世界の国ぐに　３
６　ウズベキスタン

体験取材！世界の国ぐ
に

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾖ

体験取材！世界の国ぐに　３
８　サウジアラビア

体験取材！世界の国ぐ
に

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾖ

体験取材！世界の国ぐに　３
９　トルコ

体験取材！世界の国ぐ
に

吉田　忠正 ポプラ社 290 ﾖ

ヤマトシジミの食卓 吉田　道子 くもん出版 913 ﾖ
億おく長者になりたい？ エリカ、その夏の二週 吉田　比砂子 けやき書房 913 ﾖ
雨っこ雲のぼうけん 吉田　比砂子 太平出版社 913 ﾖ
ジャガイモの絵本 そだててあそぼう　４ 吉田　稔　編 農山漁村文化協 470 ﾖ
めんのひみつ 吉野　恵美子 学研 588 ﾖ
レイン 雨の日に生まれた戦士 吉野　匠 アルファポリス 913 ﾖ
チームあかり 学研の新・創作シリー 吉野　万理子 学研教育出版 913 ﾖ
チームあした 学研の新・創作シリー 吉野　万理子 学習研究社 913 ﾖ
チームひとり 学研の新・創作シリー 吉野　万理子 学研教育出版 913 ﾖ
チームふたり 学研の新・創作シリー 吉野　万理子 学習研究社 913 ﾖ

チームみらい 吉野　万理子
学研教育出版//
学研マーケティン
グ

913 ﾖ



劇団６年２組 吉野　万理子
学研教育出版//
学研マーケティン
グ

913 ﾖ

ふっくら立体おりがみ
いま評判の かわいいど
うぶつ６０＋２

好美　のぼる リヨン社 750 ﾖ

吉田松陰
やむにやまれぬ愛国の
情、信念に殉じた志士

浅野　晃 新学社・全家研 280 ﾖ

幼稚園のおべんとう
ママの手作り愛情いっ
ぱい

内藤　朗　編集 ブティック社 590 ﾖ

吉田松陰 明治維新の種をまいた 八剣　ヒロキ 草土文化 280 ﾖ
ちずあそび 帆足　次郎 岩崎書店 290 ﾖ
多毛留・おとなになれなかっ
た弟たちに…

米倉　斉加年 偕成社 913 ﾖ

海話 蓬田　やすひろ 読売新聞社 911 ﾖ
ガラスのはなし 由水　常雄　著 さ・え・ら書房 500 ﾖ
ゆめみることば 与田　準一 教育出版センター 911 ﾖ
野ゆき山ゆき 与田　準一 大日本図書 911 ﾖ
トムのまめサムのまめ 与田　準一 岩崎書店 913 ﾖ

むかしむかし
与田　準一　ほか
編著

童心社 388 ﾖ

海の妖怪ホテル 妖怪ホテル　１
妖怪ホテル編集委
員会　編

ポプラ社 913 ﾖ

山の妖怪ホテル 妖怪ホテル　２
妖怪ホテル編集委
員会　編

ポプラ社 913 ﾖ

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

ポプラ社 913 ﾖ

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

ポプラ社 913 ﾖ

猫の妖怪ホテル 妖怪ホテル　５
妖怪ホテル編集委
員会　編

ポプラ社 913 ﾖ

街の妖怪ホテル 妖怪ホテル　６
妖怪ホテル編集委
員会　編

ポプラ社 913 ﾖ

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

ポプラ社 913 ﾖ

沼の妖怪ホテル 妖怪ホテル　８
妖怪ホテル編集委
員会　編

ポプラ社 913 ﾖ

駅の妖怪ホテル 妖怪ホテル　９
妖怪ホテル編集委
員会　編

ポプラ社 913 ﾖ

花の妖怪ホテル 妖怪ホテル　１０
妖怪ホテル編集委
員会　編

ポプラ社 913 ﾖ

あおいしか 葉　祥明 佼成出版社 913 ﾖ
ライバルに差をつける！小学
生のサッカー最強のテクニッ
クが身につく本

メイツ出版 783 ﾗ

少年少女世界文学館 三国志 講談社 908 ﾗ

てぶくろ　ウクライナ民話
ウクライナ民話 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

福音館書店 388 ﾗ

トロール・フェル
金のゴブレットのゆくえ
トロール・フェル

キャサリン・ラング
リッシュ

あかね書房 933 ﾗ

トロール・フェル
地底王国への扉 トロー
ル・フェル

キャサリン・ラング
リッシュ

あかね書房 933 ﾗ

アーサー王と円卓の騎士 シドニー・ラニア 福音館書店 908 ﾗ

花になった子どもたち 世界傑作童話シリーズ
ジャネット・テー
ラー・ライル

福音館書店 933 ﾗ

三人のキューピッド 夏のパーティー シンシア・ライラン 偕成社 933 ﾗ
ルーシーおばさんの台所 シンシア・ライラン 偕成社 933 ﾗ
十月のみずうみ シンシア・ライラン 偕成社 933 ﾗ



キング牧師の力づよいことば
マーティン・ルーサー・
キングの生涯

ドリーン・ラパポー
ト

国土社 316 ﾗ

ママ、お話読んで
バシャンティ・ラ
ハーマン

新日本出版社 933 ﾗ

１００の知識地球のすがた １００の知識　シリーズ ピーター・ライリー 文研出版 450 ﾗ

ドイツ
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ヘンリー・ラッセル ほるぷ出版 290 ﾗ

ロシア
ナショナルジオグラ
フィック　世界の国

ヘンリー・ラッセル ほるぷ出版 290 ﾗ

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 文研出版 933 ﾗ

あたしって、しあわせ！
ローセ・ラーゲルク
ランツ

岩波書店 949 ﾗ

らくご長屋
あわてんぼ長屋は早と
ちり

岡本　和明 ポプラ社 918 ﾗ

らくご長屋
お化け長屋のおかしな
怪談

岡本　和明 ポプラ社 918 ﾗ

らくご長屋 とんち長屋の知恵くらべ 岡本　和明 ポプラ社 918 ﾗ

らくご長屋
もの知り長屋はもの知
らず！？

岡本　和明 ポプラ社 918 ﾗ

ライト兄弟 早野　美智代 ポプラ社 280 ﾗ

ライト兄弟
大空にいどんだ飛行機
の開発者 学習まんが
人物館　世界　小学館

大林　かおる 小学館 280 ﾗ

タンライと大臣 中国の民話 張　京 海豚出版社 388 ﾗ
三国志 英雄、戦いの日び 羅　貫中 あかね書房 923 ﾗ
三国志 群雄のあらそい 羅　貫中 ポプラ社 923 ﾗ
三国志 五丈原の秋風 羅　貫中 ポプラ社 923 ﾗ
三国志 三国ならび立つ 羅　貫中 ポプラ社 923 ﾗ
三国志 天下三分の計 羅　貫中 ポプラ社 923 ﾗ
三国志 燃える長江 羅　貫中 ポプラ社 923 ﾗ
三国志 羅　貫中 ポプラ社 923 ﾗ
リサイクル・作って遊ぶ ゲーム ポプラ社 750 ﾘ
リサイクル・作って遊ぶ スポーツ ポプラ社 750 ﾘ

つくってあそぼうよ！
リサイクル品をいかそ
う！ 初級編

偕成社 750 ﾘ

リサイクル・作って遊ぶ 音楽遊び ポプラ社 750 ﾘ
リサイクル・作って遊ぶ 校内のかざり ポプラ社 750 ﾘ
リサイクル・作って遊ぶ 生活グッズ ポプラ社 750 ﾘ
リサイクル・作って遊ぶイベン ポプラ社 750 ﾘ
教科書がよくわかる理科シ
リーズ

植物のしくみと育ち
「理科シリーズ」編
集委員会　編

学研 470 ﾘ

長くつ下のピッピ
アストリッド・リンド
グレーン

岩波書店 949 ﾘ

さらわれた千里眼 アンソニー・リード 評論社 933 ﾘ
ドラゴンを追え！ アンソニー・リード 評論社 933 ﾘ
呪われたルビー アンソニー・リード 評論社 933 ﾘ
消えた名探偵 アンソニー・リード 評論社 933 ﾘ
地下牢の幽霊 アンソニー・リード 評論社 933 ﾘ
盗まれた宝石 アンソニー・リード 評論社 933 ﾘ
太古の生物図鑑 ウイリアム・リン あすなろ書房 457 ﾘ
パパのさいごの贈りもの ジーン＝リトル 偕成社 933 ﾘ

大地のランナー 自由へのマラソン
ジェイムズ・リオー
ダン

すずき出版 933 ﾘ

幽霊の館
スティーヴン・ウィ
リー

集文社 933 ﾘ

まなぶためのはじめの１歩 学校へいくみんなの本 ナタリー・シモンド リブリオ出版 370 ﾘ
パーシー・ジャクソンとオリン
ポスの神々　２　魔海の冒険

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 ほるぷ出版 933 ﾘ



パーシー・ジャクソンとオリン
ポスの神々　３　タイタンの呪

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 ほるぷ出版 933 ﾘ

パーシー・ジャクソンとオリン
ポスの神々　４　迷宮の戦い

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 ほるぷ出版 933 ﾘ

パーシー・ジャクソンとオリン
ポスの神々　５　最後の神

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 ほるぷ出版 933 ﾘ

パーシー・ジャクソンとオリン
ポスの神々　外伝　ハデスの

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 ほるぷ出版 933 ﾘ

パーシー・ジャクソンとオリン
ポスの神々盗まれた雷撃

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 ほるぷ出版 933 ﾘ

ミオよ わたしのミオ リンドグレーン 岩波書店 949 ﾘ
長くつしたのピッピ リンドグレーン ポプラ社 949 ﾘ

かけ算まほうつかい
算数がすきになる絵本
３

ロリーン・リーディ 大月書店 410 ﾘ

分数だいすき
算数がすきになる絵本
４

ロリーン・リーディ 大月書店 410 ﾘ

リンカーン
丸太小屋で生まれた偉
大なる大統領

村上　兵衛 新学社・全家研 280 ﾘ

リサイクルでふしぎびっくり理
科実験

ストローで温度計作り
米村　伝治郎　監
修

学研 420 ﾘ

リサイクルでふしぎびっくり理
科実験

弁当箱で作るおもしろ
自動車

米村　伝治郎　監
修

学研 420 ﾘ

リサイクルでふしぎびっくり理
科実験

タマネギで絞り染め
米村　伝治郎　監
修

学研 430 ﾘ

リサイクルでふしぎびっくり理
科実験

フィルムケースで水を分
解しよう

米村　伝治郎　監
修

学研 430 ﾘ

リサイクルでふしぎびっくり理
科実験

いちごパックに地層を
作ろう

米村　伝治郎　監
修

学研 450 ﾘ

リサイクルでふしぎびっくり理
科実験

空きかんトラップでオサ
ムシとり

米村　伝治郎　監
修

学研 480 ﾘ

リサイクルでふしぎびっくり理
科実験

ペットボトルで大気汚染
チェック

米村　伝治郎　監
修

学研 519 ﾘ

良寛
人の世を超えて人の世
に生きた高潔の僧

柳井　道弘 新学社・全家研 280 ﾘ

さんねん峠 朝鮮のむかしばなし 李　錦玉 岩崎書店 388 ﾘ
へらない稲たば 朝鮮のむかしばなし 李　錦玉 岩崎書店 388 ﾘ
郷土料理 ポプラディア情報館 龍崎　英子 ポプラ社 383 ﾘ

マザー・テレサへの旅
ボランティアってだれの
ため

寮　美千子 学習研究社 913 ﾘ

マザー・テレサへの旅
ボランティアってだれの
ため？

寮　美千子 学研 913 ﾘ

理科がよくわかるクイズの本 光や音の実験 ポプラ社 420 ﾘ

理科がよくわかるクイズの本
日なたと日かげ、重さと
てんびん

ポプラ社 420 ﾘ

理科がよくわかるクイズの本
日なたと日かげ重さとて
んびん

ポプラ社 420 ﾘ

理科がよくわかるクイズの本 川や海をさぐる ポプラ社 452 ﾘ
理科がよくわかるクイズの本 からだのしくみ ポプラ社 490 ﾘ
エリノア・ルーズベルト 伝記世界を変えた人々 偕成社 280 ﾙ
ライオンと魔女 ナルニア国ものがたり Ｃ．Ｓ．ルイス 岩波書店 933 ﾙ
さいごの戦い Ｃ．Ｓ．ルイス 岩波書店 933 ﾙ
銀のいす Ｃ．Ｓ．ルイス 岩波書店 933 ﾙ
魔術師のおい Ｃ．Ｓ．ルイス 岩波書店 933 ﾙ
オペラ座の怪人 Ｇ・ルルー 金の星社 933 ﾙ

ルパンと時限爆弾
ピエール・ボアロー
原作

ポプラ社 953 ﾙ

ルパン危機一髪
ピエール・ボアロー
原作

ポプラ社 953 ﾙ

アルセーヌ・ルパン なぞの旅行者他 モーリス・ルブラン 岩崎書店 953 ﾙ



ルパン最後の恋 怪盗ルパン モーリス・ルブラン ポプラ社 953 ﾙ
ルソーの絵本 夢の宝さがし ルソー 小学館 720 ﾙ
にんじん ルナール ポプラ社 908 ﾙ
ルノワールの絵本 ないしょかな？ ルノワール 小学館 720 ﾙ
怪盗ルパン全集 ルパンの大作戦 ルブラン　原作 ポプラ社 953 ﾙ
怪盗ルパン全集 魔人と海賊王 ルブラン　原作 ポプラ社 953 ﾙ
８・１・３の謎 ルブラン　原作 ポプラ社 953 ﾙ
まぼろしの怪盗 ルブラン　原作 ポプラ社 953 ﾙ
ルパンの名探偵 ルブラン　原作 ポプラ社 953 ﾙ
ルパン最後の冒険 ルブラン　原作 ポプラ社 953 ﾙ
黄金三角 ルブラン　原作 ポプラ社 953 ﾙ
怪奇な家 ルブラン　原作 ポプラ社 953 ﾙ
古塔の地下牢 ルブラン　原作 ポプラ社 953 ﾙ
妖魔と女探偵 ルブラン　原作 ポプラ社 953 ﾙ

ベーブ＝ルース
少年の心を持ちつづけ
たホームラン王

松村　喜彦 新学社・全家研 280 ﾙ

ふるさとアルバム歴史と文化
をつたえる１１７の町

関東・東海　歴史の町
水戸市・日光市・富岡
市・川越市・銚子市・東
京・鎌倉市・箱根町・静
岡市・名古屋市・瀬戸

ＰＨＰ研究所 291 ﾚ

ふるさとアルバム歴史と文化
をつたえる１１７の町

近畿　歴史の町 大津
市・長浜市・京都市・神
戸市・龍野市・大阪市・
奈良市明日香村・新宮
市・伊勢市・上野市

ＰＨＰ研究所 291 ﾚ

ふるさとアルバム歴史と文化
をつたえる１１７の町

九州・沖縄　歴史の町
福岡市・神崎町・有田
町・長崎市・島原市・臼
杵市・熊本市・日向市・
鹿児島市・知覧町・種

ＰＨＰ研究所 291 ﾚ

ふるさとアルバム歴史と文化
をつたえる１１７の町

北海道・東北　歴史の
町 小樽市・札幌市・函
館市・弘前市・角館町・
遠野市・平泉町・酒田
市・仙台市・白石市・会

ＰＨＰ研究所 291 ﾚ

ふるさとアルバム歴史と文化
をつたえる１１７の町

北陸・中部　歴史の町
相川町・出雲崎町・高
岡市・金沢市・輪島市・
小浜市・甲府市・南木
曽町・長野市・松本市・
高山市・白川村

ＰＨＰ研究所 291 ﾚ

ひとまねこざるのＡＢＣ Ｈ．Ａ．レイ 岩波書店 830 ﾚ
星座を見つけよう Ｈ・Ａ・レイ 福音館書店 440 ﾚ
ふぶきの道 Ｍ・レイノルズ 河出書房新社 990 ﾚ

ハンナのかばん
アウシュビッツからの
メッセージ

カレン・レビン ポプラ社 234 ﾚ

黄金の城塞 サタジット・レイ くもん出版 929 ﾚ
こぶたのオリバーあったかい
クッキーづくり

ジーン・バン・レイ
バン

さ・え・ら書房 933 ﾚ

サンタがおとした日記 シュー・レイナー リブロポート 933 ﾚ
あなたがもし奴隷だったら ジュリアス・レス あすなろ書房 316 ﾚ

ジョン・レノン
永遠に語りつがれる
スーパースター

マイケル・ホワイト 偕成社 280 ﾚ

霧のなかの青春 エヴァ物語 メイヤー・レビン リブリオ出版 936 ﾚ
どこに行ったの？子ネコのミ ルザルカ・レー 徳間書店 943 ﾚ
Ｓ力人情商店街 ＹＡ！フロンティア 令丈　ヒロ子 岩崎書店 913 ﾚ
S力人情商店街　１ ＹＡ！フロンティア 令丈　ヒロ子 岩崎書店 913 ﾚ



ダイエットパンチ！
あこがれの美作女学院
デビュー！ Ｄｒｅａｍス
マッシュ！　１７

令丈　ヒロ子 ポプラ社 913 ﾚ

ダイエットパンチ！　２
あまくてビターな寮ライ
フ Ｄｒｅａｍスマッシュ！

令丈　ヒロ子 ポプラ社 913 ﾚ

ダイエットパンチ！　３
涙のリバウンド！そして
卒業！ Ｄｒｅａｍスマッ
シュ！　２５

令丈　ヒロ子 ポプラ社 913 ﾚ

料理少年Ｋタロー
カラフル文庫　料理少
年Ｋタローシリーズ　２

令丈　ヒロ子 ジャイブ 913 ﾚ

料理少年Ｋタロー
カラフル文庫　料理少
年Ｋタローシリーズ　３

令丈　ヒロ子 ジャイブ 913 ﾚ

料理少年Ｋタロー
カラフル文庫　料理少
年Ｋタローシリーズ　４

令丈　ヒロ子 ジャイブ 913 ﾚ

料理少年Ｋタロー
カラフル文庫　令丈ヒロ
子の料理少年Ｋタロー
シリーズ１

令丈　ヒロ子 ジャイブ 913 ﾚ

若おかみは小学生！　ＰＡＲ 花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ
若おかみは小学生！　ＰＡＲ 花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ
若おかみは小学生！　ＰＡＲ 花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ
若おかみは小学生！　ＰＡＲ 花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ
若おかみは小学生！　ＰＡＲ 花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ
若おかみは小学生！　ＰＡＲ 花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ
若おかみは小学生！　ＰＡＲ 花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ
若おかみは小学生！　ＰＡＲ 花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ
若おかみは小学生！　ＰＡＲ 花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ
若おかみは小学生！　ＰＡＲ
Ｔ１０

花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ

若おかみは小学生！　ＰＡＲ
Ｔ１１

花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ

若おかみは小学生！　ＰＡＲ
Ｔ１２

花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ

若おかみは小学生！　ＰＡＲ
Ｔ１３

花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ

若おかみは小学生！　ＰＡＲ
Ｔ１４

花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ

若おかみは小学生！　ＰＡＲ
Ｔ１５

花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ

若おかみは小学生！　ＰＡＲ
Ｔ１６

花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ

若おかみは小学生！　ＰＡＲ
Ｔ１７

花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ

若おかみは小学生！　ＰＡＲ
Ｔ１８

花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ

若おかみは小学生！　ＰＡＲ
Ｔ１９

花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ

おっこのＴＡＩＷＡＮおかみ修
業！

若おかみは小学生！ス
ペシャル

令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ

おもしろい話が読みたい！
白虎編

講談社青い鳥文庫 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ

笑って自由研究おかし工場
のひみつ！！

集英社みらい文庫　れ
１－１

令丈　ヒロ子 集英社 913 ﾚ

パンプキン！ 模擬原爆の夏 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ
××（バツ）天使 令丈　ヒロ子 理論社 913 ﾚ
りんちゃんともちもち星人 令丈　ヒロ子 講談社 913 ﾚ

おはなし歴史風土記 香川県
歴史教育者協議
会　編

岩崎書店 90 ﾚ



歴史アルバム時代をきめた１
１４のできごと

原始・大和・奈良時代
古墳文化／聖徳太子
の登場／大化の改新
／遣唐使／大仏建立
／天平文化

ＰＨＰ研究所 210 ﾚ

歴史アルバム時代をきめた１
１４のできごと

江戸時代 徳川家康と
江戸幕府／鎖国／元
禄文化／江戸の三大
改革／ペリー来航ほか

ＰＨＰ研究所 210 ﾚ

歴史アルバム時代をきめた１
１４のできごと

室町・安土桃山時代 足
利尊氏の幕府／応仁
の乱／鉄砲とキリスト
教の伝来／秀吉の全
国統一ほか

ＰＨＰ研究所 210 ﾚ

歴史アルバム時代をきめた１
１４のできごと

大正・昭和・平成時代
政党内閣の成立／関
東大震災／太平洋戦
争／戦後世相／東京オ
リンピックほか

ＰＨＰ研究所 210 ﾚ

歴史アルバム時代をきめた１
１４のできごと

平安・鎌倉時代 平安京
／国風文化／藤原氏さ
かえる／源平壇ノ浦の
戦い／鎌倉幕府の成立
ほか

ＰＨＰ研究所 210 ﾚ

歴史アルバム時代をきめた１
１４のできごと

明治時代 富国強兵／
文明開化／学校教育
の制度／自由民権運
動／日清・日露戦争ほ

ＰＨＰ研究所 210 ﾚ

オギーのぼうけん旅行 Ａ．ローレンス あかね書房 933 ﾛ
のどか森の動物会議 Ｂ．ロルンゼン あかね書房 943 ﾛ
オオカミ こわがりサムソンの冒 Ｂ・ロートハウゼン 平凡社 480 ﾛ

ハリー・ポッターと死の秘宝
ハリー・ポッターと死の
秘宝

Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 933 ﾛ

ハリー・ポッターとアズカバン
の囚人

Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 933 ﾛ

ハリー・ポッターと炎のゴブ
レット

Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 933 ﾛ

ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 933 ﾛ
ハリー・ポッターと謎のプリン Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 933 ﾛ
ハリー・ポッターと秘密の部 Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 933 ﾛ
ハリー・ポッターと不死鳥の
騎士団

Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社 933 ﾛ

衣服の歴史図鑑
Ｌ．ローランド・ワー
ン

あすなろ書房 383 ﾛ

とどまることなく
奴隷解放につくした黒
人女性ソジャーナ・トゥ
ルース

アン・ロックウェル 国土社 316 ﾛ

こんちゅうってなんだ？ アン・ロックウェル 福音館書店 486 ﾛ

ティーン・パワーをよろしく　１
誕生！ティーン・パワー
株式会社

エミリー・ロッダ 講談社 933 ﾛ

ティーン・パワーをよろしく　２
つかみやジャックと天才
手品師

エミリー・ロッダ 講談社 933 ﾛ

ティーン・パワーをよろしく　３ 消えたアイドル エミリー・ロッダ 講談社 933 ﾛ
ティーン・パワーをよろしく　４ 猫の王国 エミリー・ロッダ 講談社 933 ﾛ
ティーン・パワーをよろしく　５ 甘い話にご用心！ エミリー・ロッダ 講談社 933 ﾛ
ティーン・パワーをよろしく　６ テルティス城の怪事件 エミリー・ロッダ 講談社 933 ﾛ
ティーン・パワーをよろしく　７ ホラー作家の悪霊屋敷 エミリー・ロッダ 講談社 933 ﾛ
ティーン・パワーをよろしく　８ 危険なリゾート エミリー・ロッダ 講談社 933 ﾛ
ティーン・パワーをよろしく　９ 犬のお世話はたいへん エミリー・ロッダ 講談社 933 ﾛ



ティーン・パワーをよろしく　１ 謎の脅迫状 エミリー・ロッダ 講談社 933 ﾛ
ティーン・パワーをよろしく　１ 百万長者を救え エミリー・ロッダ 講談社 933 ﾛ
ティーン・パワーをよろしく　１ 名画の秘密 エミリー・ロッダ 講談社 933 ﾛ
デルトラ・クエスト　Ⅰ－２ 嘆きの湖 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
デルトラ・クエスト　Ⅰ－３ ネズミの街 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
デルトラ・クエスト　Ⅰ－４ うごめく砂 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
デルトラ・クエスト　Ⅰ－５ 恐怖の山 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
デルトラ・クエスト　Ⅰ－６ 魔物の洞窟 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
デルトラ・クエスト　Ⅰ－７ いましめの谷 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
デルトラ・クエスト　Ⅰ－８ 帰還 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
デルトラ・クエスト　Ⅱ－２ 幻想の島 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
デルトラ・クエスト　Ⅱ－３ 影の王国 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
デルトラ・クエスト　Ⅲ－１ 竜の巣 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
デルトラ・クエスト　Ⅲ－２ 影の門 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
デルトラ・クエスト　Ⅲ－３ 死の島 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
デルトラ・クエスト　Ⅲ－４ 最後の歌姫 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
デルトラクエスト　デルトラの
伝説

エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ

デルトラ王国探検記 デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
テレビのむこうの謎の国 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
フェアリー・レルム　１ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 童心社 933 ﾛ
フェアリー・レルム　１０ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 童心社 933 ﾛ
フェアリー・レルム　２ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 童心社 933 ﾛ
フェアリー・レルム　３ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 童心社 933 ﾛ
フェアリー・レルム　４ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 童心社 933 ﾛ
フェアリー・レルム　５ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 童心社 933 ﾛ
フェアリー・レルム　６ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 童心社 933 ﾛ
フェアリー・レルム　７ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 童心社 933 ﾛ
フェアリー・レルム　８ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 童心社 933 ﾛ
フェアリー・レルム　９ フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 童心社 933 ﾛ
ローワンとゼバックの黒い影 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
ローワンと黄金の谷の謎 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
ローワンと伝説の水晶 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
ローワンと白い魔物 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ あすなろ書房 933 ﾛ
ロンド国物語　１ オルゴールの秘密 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
ロンド国物語　２ おとぎの森 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
ロンド国物語　３ ロンドのカギ エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
ロンド国物語　４ 消えた魔法使い エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
ロンド国物語　５ 危険な遊び エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
ロンド国物語　６ 天空の城 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
ロンド国物語　７ 崖の怪物 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
ロンド国物語　８ 塩読みの洞窟 エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ
ロンド国物語　９ ロンドの戦い エミリー・ロッダ 岩崎書店 933 ﾛ

ルーム・ルーム
コルビー・ロドース
キー

金の星社 933 ﾛ

兵士のハーモニカ ロダーリ童話集 ジャンニ・ロダーリ 岩波書店 973 ﾛ
テディ・ロビンソンのたんじょ
う日

ジョーン　Ｇ．ロビ
ンソン

岩波書店 933 ﾛ

くらくてあかるいよる ジョン・ロッコ 光村教育図書 933 ﾛ
ルール！ シンシア・ロード 主婦の友社 933 ﾛ

地球環境図鑑
わたしたちの星の過去・
現在・未来

デヴィッド・デ・ロス
チャイルド

ポプラ社 30 ﾛ

川はどこからながれてくるの トマス・ロッカー 偕成社 933 ﾛ
たべることはつながること しょくもつれんさのはな パトリシア・ロー 福音館書店 460 ﾛ
ドリトル先生アフリカゆき　新 ドリトル先生物語　１ ヒュー・ロフティン 岩波書店 933 ﾛ



ドリトル先生アフリカへ行く 新訳
ヒュー・ロフティン
グ

アスキー・メディア
ワークス//角川
グループパブリッ
シング

933 ﾛ

ドリトル先生のキャラバン 新訳
ヒュー・ロフティン
グ

アスキー・メディア
ワークス//角川
グループパブリッ
シング

933 ﾛ

ドリトル先生の動物園 新訳
ヒュー・ロフティン
グ

アスキー・メディア
ワークス//角川
グループパブリッ
シング

933 ﾛ

ドリトル先生の郵便局 新訳
ヒュー・ロフティン
グ

アスキー・メディア
ワークス//角川
グループパブリッ
シング

933 ﾛ

ドリトル先生航海記 新訳
ヒュー・ロフティン
グ

アスキー・メディア
ワークス//角川
グループパブリッ
シング

933 ﾛ

ドリトル先生のサーカス
ヒュー・ロフティン
グ

アスキー・メディア
ワークス//角川
グループパブリッ
シング

933 ﾛ

ライオンがいないどうぶつ園 フレート・ロドリアン 徳間書店 943 ﾛ
カラス笛を吹いた日 ロイス・ローリー ビーエル出版 933 ﾛ
子鹿物語 ローリングス ポプラ社 908 ﾛ
子鹿物語 ローリングズ 偕成社 933 ﾛ
ドリトル先生物語 ロフティング ポプラ社 908 ﾛ

「和」の名前絵事典
由来から説き起こす！
身の回りのものを調べ
よう

ＰＨＰ研究所 31 ﾜ

わたしたちの日本美術 鎌倉時代の美術 学研 210 ﾜ
わたしたちの日本美術 江戸時代の美術 学研 210 ﾜ
わたしたちの日本美術 室町・桃山時代の美術 学研 210 ﾜ
わたしたちの日本美術 日本美術のはじまり 学研 210 ﾜ
わたしたちの日本美術 飛鳥・奈良時代の美術 学研 210 ﾜ
わたしたちの日本美術 平安時代の美術 学研 210 ﾜ
ワレンバーグ 伝記世界を変えた人々 偕成社 280 ﾜ
わたしたちとボランティア活 みんなで国際協力 学研 300 ﾜ
わたしたちとボランティア活 お年よりといっしょ 学研 369 ﾜ
わたしたちとボランティア活 すみよい環境づくり 学研 369 ﾜ
わたしたちとボランティア活 ボランティアってなあに 学研 369 ﾜ
わたしたちとボランティア活 障害のある人と仲良し 学研 369 ﾜ
小学生の理科全集 大地のうつりかわり 岩崎書店 450 ﾜ

街の中
家のまわり・小さな林や
空き地・ビル街

学研 460 ﾜ

わたしたちの絵画集 花をかく 学研 720 ﾜ
わたしたちの絵画集 絵と版画のきそ 学研 720 ﾜ
わたしたちの日本美術 近代の美術 学研 720 ﾜ
わたしたちの絵画集 版画とイラスト 学研 720 ﾜ
わたしたちの絵画集 物語の絵をかく 学研 720 ﾜ
わたしたちの学校劇 カラー版 いろいろな劇 学研 770 ﾜ

わたしたちの学校劇
カラー版 劇づくり入門・
楽譜集

学研 770 ﾜ

わたしたちの学校劇
カラー版 小学１・２年生
の劇

学研 770 ﾜ

わたしたちの学校劇
カラー版 小学３・４年生
の劇

学研 770 ﾜ



わたしたちの学校劇
カラー版 小学５・６年生
の劇

学研 770 ﾜ

ローラ・インガルス・ワイル
ダー

かがやく大草原の日々
ウィリアム・アン
ダーソン

佑学社 933 ﾜ

レイチェル・カーソン
「沈黙の春」で地球の叫
びを伝えた科学者

ジンジャー・ワズ
ワース

偕成社 289 ﾜ

ワーグナー バイロイトの長い坂道 ひの　まどか リブリオ出版 280 ﾜ

わたしたちのからだ 食物と消化
ブライアン＝Ｒ＝
ワード　作編

偕成社 490 ﾜ

わたしたちのからだ 肺と呼吸
ブライアン＝Ｒ＝
ワード　作編

偕成社 490 ﾜ

わたしのメリーゴーランド
ブライアン・ワイル
ドスミス

太平社 933 ﾜ

大草原の小さな家
ローラ・インガル
ス・ワイルダー

福音館書店 933 ﾜ

ねこたち町 わしお　としこ アリス館 913 ﾜ

カマキリのかんちがい
ヤマガタはかせの昆虫
事件簿

わたなべ　めぐみ 草土文化 913 ﾜ

ふきげんなダンゴムシ
ヤマガタはかせの昆虫
事件簿

わたなべ　めぐみ 草土文化 913 ﾜ

よわむしおばけのたんじょう わたなべ　めぐみ 理論社 913 ﾜ
はなはなみんみ物語 わたり　むつこ リブリオ出版 913 ﾜ
ギャグ連発だじゃれなぞなぞ ワン・ステップ 金の星社 790 ﾜ
ドッキリ暗号・回文なぞなぞ ワン・ステップ 金の星社 790 ﾜ
ビックリめいろ・パズルなぞな
ぞ

先生ビックリ　めざせ！
学校なぞなぞキング

ワン・ステップ 金の星社 798 ﾜ

モンゴルの白い馬 王　敏 小峰書店 388 ﾜ
すぐできる夏休み冬休みの
自然研究

菊田　英一 ポプラ社 370 ﾜ

わたしたちの地球環境
人類が生きのびるため
に エネルギーの未来

高野　尚好　日本
語版監修

小峰書店 519 ﾜ

わたしたちの地球環境
人類が生きのびるため
に 自然保護は、いま

高野　尚好　日本
語版監修

小峰書店 519 ﾜ

わたしたちの地球環境
人類が生きのびるため
に 森林は、いま

高野　尚好　日本
語版監修

小峰書店 519 ﾜ

わたしたちの地球環境
人類が生きのびるため
に 水の循環とよごれ

高野　尚好　日本
語版監修

小峰書店 519 ﾜ

わたしたちの地球環境
人類が生きのびるため
に 大気と地球温暖化

高野　尚好　日本
語版監修

小峰書店 519 ﾜ

村をうるおした命の水
箱根用水をつくった
人々の技術と熱意の記

若山　三郎 ＰＨＰ研究所 916 ﾜ

みつばち家族の大冒険
おどろくべきみつばちの
生態

小原　嘉明 偕成社 916 ﾜ

日本列島４億年の旅
日本列島と生物の進化
のようすをみる

渡部　景隆 岩崎書店 467 ﾜ

体験取材！世界の国ぐに　３
７　イラン

体験取材！世界の国ぐ
に

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾜ

体験取材！世界の国ぐに　４
１　モロッコ

体験取材！世界の国ぐ
に

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾜ

体験取材！世界の国ぐに　４
２　カメルーン

体験取材！世界の国ぐ
に

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾜ

体験取材！世界の国ぐに　４
４　マダガスカル

体験取材！世界の国ぐ
に

渡辺　一夫 ポプラ社 290 ﾜ

地図をたのしもう 渡辺　一夫 あかね書房 290 ﾜ
川をのぼろう石のふるさとさ
がし

渡辺　一夫 大日本図書 450 ﾜ

エコＱ＆Ａ１００　１ エコＱ＆Ａ１００ 渡辺　一夫 ポプラ社 519 ﾜ
エコＱ＆Ａ１００　３ エコＱ＆Ａ１００ 渡辺　一夫 ポプラ社 519 ﾜ



めだかのぼうけん
ふしぎいっぱい写真絵
本　６

渡辺　昌和 ポプラ社 480 ﾜ

長崎を忘れない 渡辺　千恵子 草土文化 916 ﾜ
コンビニの買ってはいけない
食品買ってもいい食品

だいわ文庫　Ａ　１０７－
２

渡辺　雄二 大和書房 590 ﾜ

歯のしくみとケア　イラスト版
子どもとマスターする健
康な歯の育て方

渡辺　和宏　編 合同出版 490 ﾜ

タンポポ 風でたねを飛ばす植物 渡邉　弘晴 あかね書房 479 ﾜ

こうすれば社長になれる こどもスーパー新書 渡邉　美樹
小学館クリエイ
ティブ

159 ﾜ

にんじんとごぼうとだいこん
The Carrot the
Burdock Root and the
Japanese Radish えい

和歌山　静子 すずき出版 830 ﾜ

語りつごうアジア・太平洋戦
争

１９４５年８月１５日 日
本が負けた日

和歌森　太郎　ほ
か編集

岩崎書店 210 ﾜ

語りつごうアジア・太平洋戦
争

ニイタカヤマノボレ１２０
８ 日本軍がハワイを攻

和歌森　太郎　ほ
か編集

岩崎書店 210 ﾜ

語りつごうアジア・太平洋戦
争

ひめゆり学徒隊 沖縄が
戦場に

和歌森　太郎　ほ
か編集

岩崎書店 210 ﾜ

語りつごうアジア・太平洋戦
争

ほしがりません、勝つま
では 苦しくなる国民生

和歌森　太郎　ほ
か編集

岩崎書店 210 ﾜ

語りつごうアジア・太平洋戦
争

ミッドウェー海戦 解読さ
れていた暗号

和歌森　太郎　ほ
か編集

岩崎書店 210 ﾜ

語りつごうアジア・太平洋戦
争

学徒出陣 戦場に散った
若いいのち

和歌森　太郎　ほ
か編集

岩崎書店 210 ﾜ

語りつごうアジア・太平洋戦
争

第二次世界大戦 日独
伊　世界を相手に

和歌森　太郎　ほ
か編集

岩崎書店 210 ﾜ

語りつごうアジア・太平洋戦
争

日中戦争 どろぬまの戦
争へ

和歌森　太郎　ほ
か編集

岩崎書店 210 ﾜ

語りつごうアジア・太平洋戦
争

日本の憲法 平和への
願いをこめて

和歌森　太郎　ほ
か編集

岩崎書店 210 ﾜ

語りつごうアジア・太平洋戦
争

満州事変 日本が戦争
をはじめた

和歌森　太郎　ほ
か編集

岩崎書店 210 ﾜ

ことばのこばこ 和田　誠 瑞雲舎 910 ﾜ
キムの十字架 アニメものがたり 和田　登 ほるぷ出版 913 ﾜ

キムの十字架
松代大本営地下壕の
かげに

和田　登 ほるぷ出版 913 ﾜ

スキーに生きる
猪谷六合雄と千春の長
い旅

和田　登 ほるぷ出版 913 ﾜ

魔界の使者コウモリ男 和田　登 ＰＨＰ研究所 913 ﾜ
あたごの浦 脇　和子 福音館書店 388 ﾜ


