
分類記号 図書記号 書名 副書名 著者名 出版社 出版年 頁数

909 ﾐ 絵本・ちいさななかまたち 宮川 ひろ 作 童心社 1982 1冊

989 ﾃ 世界傑作絵本シリーズ マリア・テルリコフスカ さく 福音館書店 1974 24p

913 ﾂ つちだ のぶこ 作・絵 偕成社 1999 32p

913 ﾀ くすくすえほん くすくすえほん 高畠 純 作 理論社 1993 1冊

913 ﾆ 文・新美 南吉 ポプラ社 1969 197p

913 ﾄ とりごえ まり 作・絵 偕成社 1999 32p

750 ﾊ 新・あそびの絵本 てづくりかんたん 新・あそびの絵本 早坂 忠之 〔ほか〕作 岩崎書店 1997 27p

750 ﾊ 新・あそびの絵本 新・あそびの絵本 小宮山 洋夫 作 岩崎書店 1997 27p

750 ﾊ 新・あそびの絵本 新・あそびの絵本 早坂 忠之 作 岩崎書店 1997 27p

750 ﾊ 新・あそびの絵本 新・あそびの絵本 早坂 忠之 作 岩崎書店 1999 27p

700 ﾀ たのしい行事と工作 お正月にあそぼう たのしい行事と工作 竹井 史郎 著 小峰書店 1996 31p

750 ﾀ たのしい行事と工作 げんきに「おにはそと！」 たのしい行事と工作 竹井 史郎 著 小峰書店 1996 31p

750 ﾀ たのしい行事と工作 おひなさまつくろう たのしい行事と工作 竹井 史郎 著 小峰書店 1996 30p

750 ﾀ たのしい行事と工作 ともだちふえるよ新学期 たのしい行事と工作 竹井 史郎 著 小峰書店 1996 31p

750 ﾀ たのしい行事と工作 おかあさんありがとう たのしい行事と工作 竹井 史郎 著 小峰書店 1996 31p

750 ﾀ たのしい行事と工作 おとうさんにプレゼント たのしい行事と工作 竹井 史郎 著 小峰書店 1996 31p

750 ﾀ たのしい行事と工作 たなばたをかざろう たのしい行事と工作 竹井 史郎 著 小峰書店 1996 31p

750 ﾀ たのしい行事と工作 夏休みをたのしもう たのしい行事と工作 竹井 史郎 著 小峰書店 1996 31p

700 ﾀ たのしい行事と工作 けいろうの日のおくりもの 竹井 史郎 著 小峰書店 1996 30p

750 ﾀ たのしい行事と工作 からだうごかそう！ たのしい行事と工作 竹井 史郎 著 小峰書店 1996 31p

750 ﾀ たのしい行事と工作 がくげいかいでへんしん！ たのしい行事と工作 竹井 史郎 著 小峰書店 1996 31p

750 ﾀ たのしい行事と工作 もうすぐクリスマス たのしい行事と工作 竹井 史郎 著 小峰書店 1996 31p

913 ﾏ 記録のえほん 記録のえほん 丸木 俊 え・文 小峰書店 1980 1冊

913 ｵ おはなし名作絵本 おはなし名作絵本 おのき がく 　ぶん・え ポプラ社 1970 1冊

913 ｾ 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 瀬田 貞二 作 福音館書店 1979 1冊

943 ﾊ ヘルメ・ハイネ 作 小学館 1997 1冊

913 ﾔ 山下 明生 作 偕成社 1999 31p

913 ﾅ 中川 ひろたか 文 偕成社 1999 31p

913 ﾐ おはなし名作絵本 おはなし名作絵本 ささき たづ ぶん ポプラ社 1978 1冊

943 ﾌ アメリー・フリート 作 偕成社 1999 30p

913 ﾁ 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 寺村 輝夫 作 福音館書店 1986 1冊

913 ｵ 大島 妙子 作・絵 偕成社 1999 32p

809 ﾏ ＣＤ　ＢＯＯＫ／すてきに朗読を ＣＤ　ＢＯＯＫ／すてきに朗読を 松丸 春生 著 さ・え・ら書房 1999 175p

809 ﾏ ＣＤＢＯＯＫ／すてきに朗読を ひびきあう心 ＣＤ　ＢＯＯＫ／すてきに朗読を 〔宮沢 賢治 原著〕 さ・え・ら書房 1999 191p

809 ﾏ ＣＤ　ＢＯＯＫ／すてきに朗読を かよいあう心 ＣＤ　ＢＯＯＫ／すてきに朗読を 〔新美 南吉 原著〕 さ・え・ら書房 1999 191p

488 ｺ ニューワイド学研の図鑑 ニューワイド学研の図鑑 中村　信一　編集 学研 1999 184p

487 ｵ ニューワイド学研の図鑑 ニューワイド学研の図鑑 浅井　晴夫　編集 学研 2000 184p

661 ｻ グラフィック・ライブラリー グラフィック・ライブラリー１ 沢田 重隆 構成・絵 評論社 1985 1冊

959 ｼ ジャン・ジオノ 原作 あすなろ書房 1989 47p

933 ﾏ インディアンにつたわるおはなし ジェラルド・マクダーモット さく ほるぷ出版 1975 1冊



913 ﾅ 長崎源之助　作　二俣英五郎　絵 童心社 1980 36p

913 ﾔ こどものとも傑作集 渡辺 茂男 さく 福音館書店 1979 27p

949 ｽ 世界の絵本ライブラリー 世界の絵本ライブラリー ヒッテ・スペー 作 金の星社 1996 1冊

480 ﾏ しぜんたんけんずかん しぜんたんけんずかん 松原 巌樹 絵・文 小峰書店 1998 25p

489 ﾐ 宮崎学の本 宮崎　学 理論社 1990

911 ｸ くどう なおこ うた 理論社 1993 34p

913 ﾅ ねずみくんの絵本 ねずみくんの絵本１ なかえ よしを 作 ポプラ社 2014 31p

726 ｲ 石亀 泰郎 写真 文化出版局 1978 40p

913 ｱ 絵童話・しぜんのいのち 絵童話・しぜんのいのち 安房 直子 文 小峰書店 1995 46p

933 ﾙ ナルニア国ものがたり ナルニア国ものがたり１ Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 1987 248p

913 ｶ 子どもの文学傑作選 子どもの文学傑作選 柏葉 幸子 著 講談社 1995 191p

913 ﾐ 宮沢賢治童話集　１ 宮沢 賢治 作 岩波書店 1963 330p

948 ｹ ショート・ストーリーズ ケストナー短編 エーリヒ・ケストナー 著 小峰書店 1996 63p

481 ﾜ ふしぎ発見シリーズ ふしぎ発見シリーズ１ わしお としこ 構成・文 アリス館 1994 31p

481 ﾜ ふしぎ発見シリーズ ふしぎ発見シリーズ２ わしお としこ 構成・文 アリス館 1995 31p

481 ﾜ ふしぎ発見シリーズ ふしぎ発見シリーズ３ わしお としこ 構成・文 アリス館 1995 31p

481 ﾜ ふしぎ発見シリーズ ふしぎ発見シリーズ４ わしお としこ 構成・文 アリス館 1995 31p

481 ﾜ ふしぎ発見シリーズ ふしぎ発見シリーズ５ わしお としこ 構成・文 アリス館 1996 31p

913 ﾑ あめが　ふってくりゃ 村山 籌子 作 ＪＵＬＡ出版局 1998 101p

913 ﾑ 川へおちた　たまねぎさん 村山 籌子 作 ＪＵＬＡ出版局 1998 97p

911 ﾙ Ｅ．Ｊ．キーツの俳句絵本 リチャード・ルイス 編 偕成社 1999 31p

493 ｽ おなかをこわした！どうしたらいいの？ げりと便秘の原因対策 須田 都三男 著 ポプラ社 1999 127p

493 ｽ Ｏ　１５７をふせぐには？ 食中毒と経口感染 須田 都三男 著 ポプラ社 1999 127p

489 ﾛ どうぶつのおやこ どうぶつのおやこ オナー・ヘッド 文 小峰書店 2000 31p

489 ﾆ どうぶつのおやこ どうぶつのおやこ オナー・ヘッド 文 小峰書店 2000 31p

489 ﾆ どうぶつのおやこ どうぶつのおやこ オナー・ヘッド 文 小峰書店 2000 31p

489 ﾆ どうぶつのおやこ どうぶつのおやこ オナー・ヘッド 文 小峰書店 2000 31p

489 ﾏ ハムスター　シマリス 編者　増井　光子 ポプラ社 1998 63p

519 ﾁ 環境教育実践シリーズ 水をきれいにするためにできること 環境教育実践シリーズ 監修　奈須　紀幸 ポプラ社 1994 47p

596 ﾀ インド　カレー 谷川 彰英 監修 ポプラ社 2000 37p

596 ｺ イタリア　スパゲッティ 谷川 彰英 監修 ポプラ社 2000 37p

750 ﾐ うごくおりがみ 水野　政雄 ポプラ社 1999 31p

750 ｻ おりがみブロックあそび 佐藤　芳夫 ポプラ社 1999 31p

750 ﾃ どうぶつはりえ 寺門　保夫 ポプラ社 1999 31p

750 ﾃ とびだすカード 寺門　保夫 ポプラ社 1999 31p

750 ｸ どうぶつねんど 黒川　幹雄 ポプラ社 1999 31p

750 ｶ ねんどのかざりもの 河口　峰子 ポプラ社 1999 31p

750 ｶ ねんどのこもの 河口　峰子 ポプラ社 1999 31p

913 ｼ お母さんのカレンダー お母さんのカレンダー 下嶋 哲朗 文と絵 理論社 1979 60p

913 ｼ お母さんのカレンダー お母さんのカレンダー 代田 昇 作 理論社 1981 46p

913 ｻ お父さんのカレンダー　あの時・この時 お父さんのカレンダー　あの時・この時 早乙女 勝元 作 理論社 1978 60p



913 ｻ 理論社のカラー版愛蔵本 理論社のカラー版愛蔵本 さねとう あきら 作 理論社 1974 52p

913 ﾅ こどものとも傑作集 こどものとも傑作集 中川 李枝子 さく 福音館書店 1963 27p

388 ｷ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 北欧の昔話より 評論社の児童図書館・絵本の部屋 フラヴィア・ウィードゥン 絵 評論社 1996 1冊

375 ﾐ 科学クラブ　アウトドアクラブ 横山 正 監修 ポプラ社 1999 47p

375 ﾐ 手芸クラブ　料理クラブ 横山 正 監修 ポプラ社 1999 47p

375 ﾐ 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 1999 47p

375 ﾐ 工作クラブ　手品・ゲームクラブ 横山 正 監修 ポプラ社 1999 47p

388 ｺ 世界の昔話傑作選 ミルクのように白く血のように赤い娘 世界の昔話傑作選　 剣持 弘子 文 偕成社 1999 39p

388 ﾌ 世界傑作絵本シリーズ アスビョルンセンとモーの北欧民話 世界傑作絵本シリーズ マーシャ・ブラウン え 福音館書店 1979 1冊

388 ﾔ こどものとも傑作集 イギリスの昔話 こどものとも傑作集 瀬田 貞二 やく 福音館書店 1967 19p

388 ﾗ 世界傑作絵本シリーズ ウクライナ民話 世界傑作絵本シリーズ エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ え 福音館書店 1995 15p

388 ﾏ ものがたり絵本 ものがたり絵本 松谷 みよ子 文 岩崎書店 1977 1冊

375 ｲ 飼育委員会　栽培委員会 杉山　聡 ポプラ社 1997 47p

375 ｲ 保健委員会・給食委員会 杉山 ポプラ社 1997 47p

375 ｲ 新聞委員会・掲示委員会 朝倉　深太郎 ポプラ社 1997 47p

375 ｲ 美化・環境委員会 山村　あずさ ポプラ社 1997 47p

375 ｲ 図書委員会 金子　卓 ポプラ社 1997 47p

375 ｲ 放送委員会 石田　恒久 ポプラ社 1997 47p

375 ｲ 代表委員会 青木　知典 ポプラ社 1997 47p

375 ｿ まちの探検へ出発 情報 次山　信男 ポプラ社 2000 47p

750 ﾀ 工作して　あそぼう 子どもの生活をゆたかに！ サリー・ヘウィット　作 偕成社 1994 32p

750 ﾀ えんげいかに　なろう 子どもの生活をゆたかに！ ヘレン・バーデン　作 偕成社 1994 31p

750 ｵ にんぎょう・おめんを　つくろう 子どもの生活をゆたかに！ ねもと　いさむ　作 偕成社 1994 32p

750 ｵ おばけと　あそぼう 子どもの生活をゆたかに ねもと　いさむ　作 偕成社 1994 32p

750 ｶ 草花あそび　春・夏の本 子どもの生活をゆたかに むかい　さちこ　著 偕成社 1996 33p

750 ｶ 草花あそび　秋・冬の本 子どもの生活をゆたかに むかい　さちこ　著 偕成社 1996 34p

750 ｷ リサイクル品をいかそう！初級編 子どもの生活をゆたかに まきの　まさよし・あさだ　けんいち　著 偕成社 1997 35p

750 ｷ リサイクル品をいかそう！応用編 子どもの生活をゆたかに 牧野　正義・浅田　健一　著 偕成社 1997 35p

600 ﾆ 焼き物をつくる職人さん　益子焼 文　小川　洋 ポプラ社 1998 47p

600 ﾆ 漆器をつくる職人さん　輪島塗 文　小川　洋 ポプラ社 1998 47p

600 ﾆ 染め物をつくる職人さん　京友禅 文　片向　紀久子 ポプラ社 1998 47p

600 ﾆ 木工品をつくる職人さん　江戸指物 文　布施　孝子 ポプラ社 1998 47p

600 ﾆ 和紙をつくる職人さん　小川和紙 文　灰崎　武浩 ポプラ社 1998 47p

600 ﾆ 人形をつくる職人さん　岩槻の人形 文　曽根　裕子 ポプラ社 1998 47p

600 ﾆ 楽器をつくる職人さん　ギター 文　高田　勝弘 ポプラ社 1998 47p

600 ﾆ お菓子をつくる職人さん　和菓子・洋菓子 文　西上原　三千代 ポプラ社 1998 47p

600 ﾆ 家をつくる職人さん　大工・庭師 文　灰崎　武浩 ポプラ社 1998 47p

600 ﾆ ロボットをつくる職人さん　マンモスのロボット 文　鳥飼　新市 ポプラ社 1998 47p

914 ﾑ 椋　鳩十 理論社 1999

608 ﾔ 教科書がよくわかる 米 監修：保岡孝之　北俊夫 学研 1996 55p

608 ﾔ 教科書がよくわかる 伝統工芸品 監修：保岡孝之　北俊夫 学研 1996 55p



470 ﾏ しぜんたんけんずかん しぜんたんけんずかん１ 松原 巌樹 絵・文 小峰書店 1998 25p

470 ﾏ しぜんたんけんずかん しぜんたんけんずかん５ 松原 巌樹 絵・文 小峰書店 1999 27p

913 ﾌ 舟崎 克彦 作 理論社 1990 30p

913 ｱ おはなし名作絵本 おはなし名作絵本 あまん きみこ ・ぶん ポプラ社 1977 1冊

911 ﾆ 美しい日本の詩歌 新美南吉詩集 美しい日本の詩歌１ 新美 南吉 著 岩崎書店 1995 101p

911 ﾁ 美しい日本の詩歌 茶木滋童謡詩集 美しい日本の詩歌２ 茶木 滋 著 岩崎書店 1995 102p

911 ﾔ 美しい日本の詩歌 山村暮鳥詩集 美しい日本の詩歌４ 山村 暮鳥 著 岩崎書店 1995 102p

911 ﾏ 美しい日本の詩歌 まど・みちお詩集 美しい日本の詩歌５ まど みちお 著 岩崎書店 1995 102p

911 ﾀ 美しい日本の詩歌 谷川俊太郎詩集 美しい日本の詩歌６ 谷川 俊太郎 著 岩崎書店 1995 102p

911 ｻ 美しい日本の詩歌 阪田寛夫童謡詩集 美しい日本の詩歌７ 阪田 寛夫 著 岩崎書店 1995 102p

911 ｶ 美しい日本の詩歌 川崎洋詩集 美しい日本の詩歌８ 川崎 洋 著 岩崎書店 1995 102p

911 ｲ 美しい日本の詩歌 啄木・中也・道造詞華集 美しい日本の詩歌１０ 石川 啄木 〔ほか〕著 岩崎書店 1996 102p

911 ﾐ 美しい日本の詩歌 宮沢賢治詩集 美しい日本の詩歌１１ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 2000 102p

911 ｼ 美しい日本の詩歌 島崎藤村詩集 美しい日本の詩歌１２ 島崎 藤村 著 岩崎書店 1997 102p

911 ｷ 美しい日本の詩歌 北原白秋童謡詩歌集 美しい日本の詩歌１３ 北原 白秋 著 岩崎書店 1997 102p

911 ﾊ 美しい日本の詩歌 萩原朔太郎詩集 美しい日本の詩歌１４ 萩原 朔太郎 著 岩崎書店 1997 102p

911 ｸ 美しい日本の詩歌 草野心平詩集 美しい日本の詩歌１５ 草野 心平 著・画と書 岩崎書店 1997 102p

911 ﾏ 美しい日本の詩歌 詞華集 美しい日本の詩歌１６ 丸山 薫 〔ほか〕著 岩崎書店 1997 102p

911 ｵ 美しい日本の詩歌 詞華集 美しい日本の詩歌１７ 大塚 楠緒子 〔ほか〕著 岩崎書店 1997 102p

911 ﾐ 美しい日本の詩歌 三越左千夫少年詩集 美しい日本の詩歌１８ 三越 左千夫 著 岩崎書店 1997 102p

911 ｼ 美しい日本の詩歌 新川和江詩集 美しい日本の詩歌１９ 新川 和江 著 岩崎書店 1997 102p

911 ｵ 美しい日本の詩歌 詞華集 美しい日本の詩歌２０ 大倉 雅恵 〔ほか〕著 岩崎書店 1997 102p

210 ｵ 小学館 1999 358p

596 ｽ 子どもの生活をゆたかに！ コックさんに　なろう ジュディ・バスティラ　作 偕成社 1994 32p

780 ﾖ どきどき教室ゲーム１０１ クラス全員が教室内であそべるゲーム ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社 1990 127p

780 ﾖ わいわい運動場ゲーム１０１ 外へ出て力いっぱいみんなであそぼう ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社 1990 127p

780 ﾖ おもしろ体育館ゲーム１０１ 体をいっぱい使ってあそぶゲーム ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社 1990 127p

780 ﾖ わくわく遠足ゲーム１０１ 遠足のバスの中であそべるゲーム ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社 1990 127p

780 ﾖ にこにこ伝承あそび１０１ 昔から伝わるあそびのいろいろ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編 ポプラ社 1990 127p

818 ﾁ 香川の方言辞典 近石　泰秋　監修 松林社 1996 161p

818 ﾁ 香川の方言辞典 近石　泰秋　監修 松林社 1996 161p

818 ﾁ 香川の方言辞典 近石　泰秋　監修 松林社 1996 161p

818 ﾁ 香川の方言辞典 近石　泰秋　監修 松林社 1996 161p

913 ﾂ おはなしノンフィクション絵本 おはなしノンフィクション絵本 つちや ゆきお ぶん 金の星社 1978 32p

610 ﾀ 米 板倉 聖宣 監修 小峰書店 1999 35p

610 ﾀ じゃがいも 板倉 聖宣 監修 小峰書店 1999 35p

480 ﾏ しぜんたんけんずかん しぜんたんけんずかん 松原 巌樹 絵・文 小峰書店 1998 25p

933 ｼ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ポール・ジェラティ さく 評論社 1996 1冊

786 ｼ つくってたのしむ野外活動入門 山岡　寛人　編 ポプラ社 1999 63p

786 ｼ 見てたのしむ野外活動入門 山岡　寛人　編 ポプラ社 1999 63p

786 ｼ あそんでたのしむ野外活動入門 山岡　寛人　編 ポプラ社 1999 63p



786 ｼ 校内でできるネイチャーゲーム 降旗　信一　著 ポプラ社 1999 63p

786 ｼ 公園でできるネイチャーゲーム 降旗　信一　著 ポプラ社 1999 63p

786 ｼ 野山でできるネイチャーゲーム 降旗　信一　著 ポプラ社 1999 63p

486 ﾄ ニューワイド学研の図鑑 浅井　晴夫　編集 学研 1999 200p

470 ｵ ニューワイド学研の図鑑　増補改訂 佐々木　紀子　編集 学研 2000 240p

480 ｲ ニューワイド学研の図鑑 田口　精男　編集 学研 1999 184p

911 ｸ 美しい日本の詩歌 工藤直子詩集 美しい日本の詩歌９ 工藤 直子 著 岩崎書店 1996 102p

470 ｲ 科学のアルバム 科学のアルバム別巻 石原 幸夫 文 あかね書房 1978 70p

933 ﾎ フォア文庫 Ａ・フォーサイス 作 金の星社 1991 124p

470 ｻ 科学のアルバム たねからたねまで 科学のアルバム 佐藤 有恒 写真 あかね書房 1978 54p

470 ｼ 科学のアルバム 科学のアルバム 清水 清 著 あかね書房 1978 53p

470 ﾄ 科学のアルバム 科学のアルバム 叶沢 進 写真 あかね書房 1978 54p

470 ﾓ 科学のアルバム 科学のアルバム 守矢 登 著 あかね書房 1979 52p

470 ｼ 科学のアルバム 科学のアルバム 白籏 史朗 著 あかね書房 1979 51p

470 ﾓ 科学のアルバム 科学のアルバム 守矢 登 著 あかね書房 1978 53p

479 ｻ 科学のアルバム 科学のアルバム 佐藤 有恒 著 あかね書房 1978 53p

470 ﾊ 科学のアルバム 科学のアルバム 埴 沙萠 著 あかね書房 1978 52p

470 ｺ 科学のアルバム くだもののひみつ 科学のアルバム 小池 洋男 著 あかね書房 1978 52p

476 ｽ 科学のアルバム 科学のアルバム 鈴木 公治 著 あかね書房 1977 52p

470 ｲ 科学のアルバム 科学のアルバム 伊沢 正名 著 あかね書房 1978 61p

470 ﾊ 科学のアルバム 科学のアルバム 埴 沙萠 著 あかね書房 1979 52p

470 ｲ 科学のアルバム 科学のアルバム 伊沢 正名 著 あかね書房 1981 52p

470 ｽ 科学のアルバム 科学のアルバム 鈴木 公治 著 あかね書房 1981 52p

470 ｼ 科学のアルバム 科学のアルバム 清水 清 著 あかね書房 1984 52p

470 ﾓ 科学のアルバム 科学のアルバム 守矢 登 著 あかね書房 1984 53p

470 ｻ 科学のアルバム 科学のアルバム 佐藤 有恒 著 あかね書房 1985 54p

470 ｽ 科学のアルバム 科学のアルバム 鈴木 公治 著 あかね書房 1987 53p

470 ｲ 科学のアルバム 科学のアルバム 今井 国勝 著 あかね書房 1987 53p

470 ﾊ 科学のアルバム 科学のアルバム 埴 沙萠 著 あかね書房 1987 52p

470 ｻ 科学のアルバム 科学のアルバム 佐藤 有恒 著 あかね書房 1988 55p

949 ﾘ リンドグレーン作品集 世界一つよい女の子 リンドグレーン 作 岩波書店 1990 262p

983 ﾋ ソビエト絵本傑作シリーズ ソビエト絵本傑作シリーズ ヴィタリー・ビアンキ 作 理論社 1977 61p

388 ﾘ フォア文庫 朝鮮のむかしばなし 李 錦玉 作 岩崎書店 1996 150p

316 ｲ じぶんを大切に 岩川　直樹　文 大月書店 2000 36p

316 ｲ ちがいを豊かに 岩川　直樹　文 大月書店 2000 36p

316 ｷ それって人権？ 喜多　明人　文 大月書店 2000 36p

316 ｷ わたしたちの人権宣言 喜多　明人　文 大月書店 2000 36p

316 ﾐ タイムトラベル人権号 満川　尚美　文 大月書店 2000 38p

316 ｲ 学びの手引き 岩辺　泰吏　編集 大月書店 2000 74p

913 ｵ スピカの創作文学 スピカの創作文学 岡田　淳 著 教育画劇 1992 155p

289 ｽ 命のビザをありがとう 杉原 幸子 著 金の星社 1995 157p



913 ｻ 酒井 駒子 作・絵 偕成社 1999 1冊

913 ｷ 木村 裕一 ぶん 偕成社 1999 1冊

913 ｸ 工藤 ノリコ 作・絵 偕成社 1999 31p

993 ｸﾞ ミヒャエル・グレイニェク 絵と文 セーラー出版 1995 1冊

388 ﾏ こどものとも傑作集 こどものとも傑作集 松野 正子 さく 福音館書店 1978 27p

933 ｸ 世界傑作絵本シリーズ 世界傑作絵本シリーズ ジーン・ジオン ぶん 福音館書店 1980 1冊

489 ﾏ ウサギ　モルモット ポプラ社 1998 62p

830 ﾆ 小学館 1996 256p

400 ｼ 小学館 1998 303p

31 ｼ 小学館 1995 303p

290 ｵ Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ 小学館 1992 309p

200 ｱ 小学館 1993 388p

818 ｶ さぬきの国語辞典 香川県方言研究同好会 松林社 1991

818 ｶ さぬきの国語辞典 香川県方言研究同好会 松林社 1991

818 ｶ さぬきの国語辞典 香川県方言研究同好会 松林社 1991

818 ｶ さぬきの国語辞典 香川県方言研究同好会 松林社 1991

818 ｶ さぬきの国語辞典 香川県方言研究同好会 松林社 1991

818 ｶ さぬきの国語辞典 香川県方言研究同好会 松林社 1991

933 ｲ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ローズ・インペイ 文 評論社 1997 1冊

450 ｶ かこさとし大自然のふしぎえほん かこ さとし 作 小峰書店 1999 30p

818 ｶ 香川の方言辞典 近石　泰秋　監修 松林社 1996

818 ｶ 香川の方言辞典 近石　泰秋　監修 松林社 1996

818 ｶ 香川の方言辞典 近石　泰秋　監修 松林社 1996

818 ｶ 香川の方言辞典 近石　泰秋　監修 松林社 1996

818 ｶ 香川の方言辞典 近石　泰秋　監修 松林社 1996

818 ｶ 香川の方言辞典 近石　泰秋　監修 松林社 1996

490 ﾔ かがくのとも かがくのとも やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 2000 28p

486 ﾄ かがくのとも かがくのとも 得田 之久 さく 福音館書店 2000 27p

400 ｲ かがくのとも かがくのとも 今森 光彦 さく 福音館書店 2000 1冊

600 ﾀ かがくのとも かがくのとも たかとう しょうはち さく 福音館書店 2000 27p

750 ｱ かがくのとも かがくのとも あや さちこ さく え 福音館書店 2000 27p

470 ｺ 月刊　かがくのとも 月刊　かがくのとも 小宮山 洋夫 さく 福音館書店 2000 27p

460 ｵ かがくのとも かがくのとも 奥井 一満 文 福音館書店 2000 27p

486 ﾔ かがくのとも かがくのとも 山岡 亮平 ぶん 福音館書店 2001 27p

470 ﾅ 月刊　かがくのとも 月刊　かがくのとも 中島 睦子 さく 福音館書店 2001 27p

913 ｾ こどものとも年中向き 瀬田 貞二 さく 福音館書店 2000 19p

913 ﾅ こどものとも こどものとも なかがわ りえこ 〔作〕 福音館書店 2000 31p

388 ﾋ こどものとも 日本の昔話 こどものとも 日野 十成 再話 福音館書店 2001 31p

810 ｱ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 天野 祐吉 文 福音館書店 2000 39 4p

489 ｻ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 佐藤 英治 文・写真 福音館書店 2000 40 4p

380 ｻ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ Ｕ．Ｇ．サトー 文と絵 福音館書店 2000 40 4p



700 ﾀ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 高橋 直裕 文 福音館書店 2001 39 4p

519 ｾ 環境：海と自然を考える 高野 尚好 監修 国土社 2000 35p

369 ｱ 福祉・健康：ユニバーサルデザインとくらしを考える 高野 尚好 監修 国土社 2001 35p

369 ｺ 福祉・健康：バリアフリーを生かしたまちづくり 高野 尚好 監修 2001 35p

490 ｺ 福祉・健康：保健室からみる健康 高野 尚好 監修 国土社 2001 35p

911 ﾌ 春の名句と季語 藤森 徳秋 編 国土社 1991 127p

911 ﾌ 夏の名句と季語 藤森 徳秋 編 国土社 1991 127p

911 ﾌ 秋の名句と季語 藤森 徳秋 編 国土社 1991 127p

911 ﾌ 冬の名句と季語 藤森 徳秋 編 国土社 1991 127p

911 ﾌ 俳句の鑑賞とつくり方 藤森 徳秋 編 国土社 1991 119p

911 ﾌ 春の名歌百選 藤森 徳秋 編 国土社 1991 127p

911 ﾌ 夏の名歌百選 藤森 徳秋 編 国土社 1991 127p

911 ﾌ 秋の名歌百選 藤森 徳秋 編 国土社 1991 127p

911 ﾌ 冬の名歌百選 藤森 徳秋 編 国土社 1991 127p

911 ﾌ 雑歌百選 藤森 徳秋 編 国土社 1991 127p

913 ｲ いわむら かずお 作 童心社 1983 1冊

913 ｲ いわむら かずお 作 童心社 1983 1冊

913 ｲ いわむら かずお さく 童心社 1984 1冊

913 ｲ いわむら かずお さく 童心社 1985 1冊

913 ｲ いわむら かずお さく 童心社 1986 1冊

913 ｲ いわむら かずお さく 童心社 1988 1冊

913 ｲ いわむら かずお さく 童心社 1990 1冊

913 ｲ いわむら かずお さく 童心社 1992 1冊

913 ｲ いわむら かずお さく 童心社 1994 1冊

913 ｲ いわむら かずお さく 童心社 1997 1冊

724 ﾀ さあかいてみよう 高村 忠範 文・イラスト 汐文社 2000 47p

724 ﾀ 心をつたえよう 高村 忠範 文・イラスト 汐文社 2001 51p

374 ｾ 新入生といっしょにあそべるゲーム 全学年で楽しめるアニマシオン編集委員会 〔編〕 汐文社 2001 55p

374 力をあわせてチャレンジゲーム 全学年で楽しめるアニマシオン編集委員会 〔編〕 汐文社 2001 55p

374 ｾ こころと体で表現あそび 全学年で楽しめるアニマシオン編集委員会 〔編〕 汐文社 2001 55p

596 ﾆ カルシウム・でんぷんの秘密をさぐる ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社 2000 47p

596 ﾆ ビタミンの秘密をさぐる ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社 2000 47p

596 ﾆ 血液をきれいにする食べ物の秘密をさぐる ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社 2001 47p

596 ﾆ 食物せんいと乳酸菌の秘密をさぐる ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社 2001 47p

790 ﾏ かんたんな道具でできるミラクル Ｍｒ．マリック 〔著〕 汐文社 2001 47p

790 ﾏ クラスのみんなが驚くミラクル Ｍｒ．マリック 〔著〕 汐文社 2001 47p

913 ﾊ 馬場 のぼる 著 こぐま社 1978 1冊

913 ﾊ 馬場 のぼる 著 こぐま社 1980 1冊

913 ﾊ 馬場 のぼる 著 こぐま社 1980 1冊

913 ﾊ 馬場 のぼる 著 こぐま社 1982 1冊

913 ﾊ 馬場 のぼる 著 こぐま社 1989 1冊



913 ﾊ 馬場 のぼる 著 こぐま社 1996 1冊

911 ｲ ことばあそびの本 有馬 敲 〔ほか〕著 理論社 2001 107p

911 ｲ ことばあそびの本 赤岡 江里子 〔ほか〕著 理論社 2001 106p

911 ｲ ことばあそびの本 有馬 敲 〔ほか〕著 理論社 2001 106p

911 ｲ ことばあそびの本 有馬 敲 〔ほか〕著 理論社 2001 106p

913 ｼ 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 1994 1冊

913 ｼ 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 1996 1冊

913 ｼ 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 1997 1冊

490 ｻ 学習に役立つビジュアルシリーズ おなかがすいた　食事と食欲 文研出版 1992 35p

490 ﾐ 学習に役立つビジュアルシリーズ 曲げたりのばしたり　運動のしくみ 文研出版 1992 35p

490 ｺ 学習に役立つビジュアルシリーズ はらはらどきどき　心臓と血液 文研出版 1992 35p

490 ｷ 学習に役立つビジュアルシリーズ すってはいて深呼吸　呼吸のしくみ 文研出版 1992 35p

490 ｻ 学習に役立つビジュアルシリーズ 見る聞く感じる　感覚と認識 文研出版 1992 35p

490 ｻ 学習に役立つビジュアルシリーズ 守るたたかう　自己防衛 文研出版 1992 35p

490 ｻ 学習に役立つビジュアルシリーズ 心のひとり立ち　心の発達 文研出版 1992 35p

490 ﾜ 学習に役立つビジュアルシリーズ 大人になていく　第二次性徴 文研出版 1992 35p

490 ﾜ 学習に役立つビジュアルシリーズ 命が生まれる　生殖と誕生 文研出版 1992 35p

490 ｻ 学習に役立つビジュアルシリーズ 周りとわたし　環境と適応 文研出版 1992 35p

290 ｱ 世界遺産ふしぎ探検大図鑑 ＷＯＮＤＥＲ－ＰＡＬ 世界遺産ふしぎ探検大図鑑 小学館 2001 271p

489 ﾐ ウサギ 鈴木出版 1997 35p

485 ｽ みぢかないのち・生活科のほん　３ 鈴木出版 1997 35p

460 ｽ ミニトマト 鈴木出版 1997 35p

470 ｼ サツマイモ 鈴木出版 1997 35p

369 ﾆ バリアフリートイレってなに？ 日本トイレ協会 監修 ほるぷ出版 2001 39p

933 ﾊ ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 1985 1冊

949 ｽ ウルフ・スタルク 作 ほるぷ出版 1995 47p

933 ﾙ ロブ・ルイス さく ほるぷ出版 1996 1冊

933 ﾙ ロブ・ルイス さく ほるぷ出版 1997 48p

949 ｽ ウルフ・スタルク 作 ほるぷ出版 1997 1冊

953 ﾃ ジャック・デュケノワ さく ほるぷ出版 1997 1冊

933 ｸ ファースト・レディーになった女の子 バーバラ・クーニー 作 ほるぷ出版 1997 1冊

933 ﾐ 世界傑作童話シリーズ Ｅ．Ｈ．ミナリック ぶん 福音館書店 1980 60p

933 ﾐ 世界傑作童話シリーズ Ｅ・Ｈ・ミナリック 福音館書店 1978 60p

933 ﾐ 世界傑作童話シリーズ Ｅ．Ｈ．ミナリック ぶん 福音館書店 1979 60p

933 ﾐ 世界傑作童話シリーズ Ｅ・Ｈ・ミナリック 福音館書店 1977 32p

933 ﾐ 世界傑作童話シリーズ Ｅ．Ｈ．ミナリック ぶん 福音館書店 1986 60p

949 ﾏ 世界傑作童話シリーズ エゴン・マチーセン さく・え 福音館書店 1980 1冊

913 ﾅ 福音館創作童話シリーズ 中川 李枝子 さく 福音館書店 2002 177p

913 ｱ 福音館創作童話シリーズ 鶴巻幼稚園・市村久子の教育実践による 赤羽 末吉 さく・え 福音館書店 2001 1冊

913 ﾅ 福音館創作童話シリーズ 中川 李枝子 さく 福音館書店 2002 187p

949 ﾍ 世界傑作童話シリーズ エルサ・ベスコフ さく 福音館書店 1998 44p



913 ﾅ 福音館創作童話シリーズ 中川 李枝子 さく 福音館書店 2000 108p

933 ﾌ 福音館世界傑作童話シリーズ 四つのむかしばなし レズリー・ブルック 文・画 福音館書店 1981 99p

933 ﾅ 世界傑作童話シリーズ マグダレン・ナブ さく 福音館書店 1997 132p

388 ｶ 世界傑作童話シリーズ ワンダ・ガアグ 再話 福音館書店 1997 36p

913 ﾔ 福音館創作童話シリーズ やまわき ゆりこ さく・え 福音館書店 1985 87p

913 ｶ 福音館創作童話シリーズ 角野 栄子 さく 福音館書店 1994 58p

913 ｶ 福音館創作童話シリーズ 角野 栄子 作 福音館書店 1987 140p

913 ﾅ 福音館創作童話シリーズ なかの ひろたか さく 福音館書店 2000 83p

913 ﾀ 福音館創作童話シリーズ たかどの ほうこ 作 福音館書店 1988 95p

913 ﾅ 福音館創作童話シリーズ 中川 李枝子 さく 福音館書店 2001 1冊

913 ﾜ 福音館創作童話シリーズ わたなべ しげお さく 福音館書店 2002 151p

913 ｿ 福音館創作童話シリーズ 征矢 清 さく 福音館書店 2001 223p

933 ｴ 世界傑作童話シリーズ ルース・エインワース 作 福音館書店 1987 87p

913 ﾅ 福音館創作童話シリーズ 中川 李枝子 さく 福音館書店 1986 162p

933 ｶ ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 1964 116p

933 ｶ 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 2003 119p

933 ｶ 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店 1988 115p

933 ﾆ 世界傑作童話シリーズ ホープ・ニューウェル 作 福音館書店 1980 92p

953 ﾏ 世界傑作童話シリーズ ジャンヌ・ロッシュ・マゾン 作 福音館書店 1979 90p

933 ｻ 世界傑作童話シリーズ ジェームズ・サーバー さく 福音館書店 1996 76p

913 ﾔ 福音館創作童話シリーズ 安江 リエ さく 福音館書店 1998 156p

913 ﾏ 福音館創作童話シリーズ 松岡 享子 作 福音館書店 2002 91p

933 ｱ 世界傑作童話シリーズ アリスン・アトリー さく 福音館書店 2000 52p

949 ﾖ 世界傑作童話シリーズ トルード・デ・ヨング さく 福音館書店 1994 166p

913 ｵ おおとも やすお さく 福音館書店 1993 111p

388 ｶ ワンダ・ガアグ 再話・え 福音館書店 1991 41p

388 ｶ または家のしごとがしたくなったおやじさんのお話 ワンダ・ガアグ 再話・え 福音館書店 1991 59p

933 ｴ 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース さく 福音館書店 2000 131p

949 ｽ 世界傑作童話シリーズ Ｈ・ストルテンベルグ 作 福音館書店 1999 121p

933 ｳ 世界傑作童話シリーズ リチャード・ウィルバー さく 福音館書店 1992 68p

983 ﾊ 世界傑作童話シリーズ Ｌ・パンテレーエフ さく 福音館書店 1996 110p

388 ｶ ワンダ・ガアグ 再話・絵 福音館書店 1993 37p

933 ﾌ 世界傑作童話シリーズ ジョイス・Ｌ・ブリスリー さく 福音館書店 1991 194p

933 ｱ 世界傑作童話シリーズ アリスン・アトリーおはなし集 アリスン・アトリー さく 福音館書店 1998 130p

913 ﾌ 福音館創作童話シリーズ 古田 足日 さく 福音館書店 2002 88p

933 ﾅ 世界傑作童話シリーズ マグダレン・ナブ さく 福音館書店 1995 124p

933 ｴ 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース 作 福音館書店 1999 56p

913 ｲ 福音館創作童話シリーズ 石井 桃子 さく 福音館書店 2001 91p

943 ｼ 世界傑作童話シリーズ クリスマスまでの２４のおはなし レギーネ・シントラー ぶん 福音館書店 1994 156p

913 ﾐ 福音館創作童話シリーズ 宮沢 賢治 作 福音館書店 2001 56p

913 ﾀ 福音館創作童話シリーズ たかどの ほうこ 作 福音館書店 1998 101p



933 ｺ 世界傑作童話シリーズ ルーマー・ゴッデン 著 福音館書店 1977 48p

388 ﾏ 世界傑作童話シリーズ 中国の昔話 松岡 享子 文 福音館書店 1998 56p

913 ｷ きたむら えり さく 福音館書店 1995 160p

913 ｷ 福音館創作童話シリーズ きたむら えり さく 福音館書店 1997 160p

913 ﾄ 福音館創作童話シリーズ 富安 陽子 作 福音館書店 2001 285p

913 ﾐ 福音館創作童話シリーズ 宮沢 賢治 著 福音館書店 1998 44p

388 ﾔ 世界傑作童話シリーズ ブルガリアの昔話 八百板 洋子 編・訳 福音館書店 1996 204p

913 ｶ 福音館創作童話シリーズ 神沢 利子 さく 福音館書店 1997 362p

913 ｲ 福音館創作童話シリーズ いぬい とみこ 作 福音館書店 2001 276p

913 ｶ 角野 栄子 作 福音館書店 1995 371p

388 ｶ 世界傑作童話シリーズ 韓国の昔話 神谷 丹路 編・訳 福音館書店 1999 189p

913 ｶ 福音館創作童話シリーズ 神沢 利子 作 福音館書店 1996 188p

913 ｲ 福音館創作童話シリーズ 石井 桃子 著 福音館書店 1997 278p

933 ﾏ マーガレット・マーヒーお話集 マーガレット・マーヒー 作 福音館書店 1994 173p

913 ｶ 神沢 利子 作 福音館書店 1994 239p

913 ｲ 福音館創作童話シリーズ 石井 桃子 作 福音館書店 1998 202p

913 ｺ 小風 さち 作 福音館書店 1994 434p

519 ﾀ みんなでトライ！ 川を探検 金の星社 2001 47p

913 ﾔ こどものくに傑作絵本 やなせ たかし 作と絵 金の星社 1976 23p

913 ｾ こどものくに傑作絵本 せな けいこ 作・絵 金の星社 1978 23p

913 ﾓ こどものくに傑作絵本 もり ひさし 作 金の星社 1977 23p

913 ｲ こどものくに傑作絵本 今江 祥智 作 金の星社 1979 23p

913 ｼ こどものくに傑作絵本 篠塚 かをり 作 金の星社 2003 1冊

290 ｼ わたしたちの国ー日本 岩崎書店 2000 55p

913 ｱ 新しいえほん あきやま ただし 作・絵 金の星社 2000 1冊

913 ﾔ 新しいえほん やすい すえこ 作 金の星社 2000 1冊

913 ｸ 絵本のおくりもの 国松 俊英 文 金の星社 2000 1冊

913 ﾄ 絵本のおくりもの とおやま しげとし 作・絵 金の星社 2000 1冊

913 ｷ こぞうのパウのものがたり 木村 裕一 作 金の星社 2001 47p

913 ｷ こぞうのパウのものがたり 木村 裕一 作 金の星社 2001 46p

913 ｾ こどものくに傑作絵本 せな けいこ 作・絵 金の星社 2001 25p

913 ﾎ いのちのえほん 細谷 亮太 作 岩崎書店 1999 25p

488 ﾃ 世界に１羽の母鳥 メアリ・テイラー 作 さ・え・ら書房 1999 1冊

378 ﾎ 星川 ひろ子 写真・文 小学館 1999 1冊

378 ﾎ 星川 ひろ子 写真 文 小学館 1996 1冊

468 ｵ きみは、死んだらどこへいく？ 自然って、なんだ？ 小原 秀雄 編 農山漁村文化協会 1995 31p

913 ｶ 金子 章 作 ＰＨＰ研究所 1999 1冊

933 ｳ 児童図書館・絵本の部屋 ハンス・ウィルヘルム えとぶん 評論社 1988 1冊

378 ｺ たのしくおぼえる手話 たのしくおぼえる手話① こどもくらぶ 編・著 岩崎書店 1998 47p

369 ｱ 赤塚不二夫のさわる絵本 赤塚不二夫のさわる絵本 赤塚 不二夫 著 小学館 2000 1冊

378 ｾ 絵本はじめてであう手話 絵本はじめてであう手話① 「はじめてであう手話」編集委員会 編 汐文社 1994 1冊



916 ｵ ネパールの岩村昇博士 大西 伝一郎 作 文渓堂 1996 77p

726 ｷ ウィ・アー・ワールド物語 北村得夫 星の環会 1997

911 ｻ さ・え・ら図書館／国語 口訳詩で味わう和歌の世界 佐佐木 幸綱 編著 さ・え・ら書房 1994 142p

810 ﾑ さ・え・ら図書館 村山 孚 著 さ・え・ら書房 1986 247p

911 ｻ さ・え・ら図書館／国語 佐佐木 幸綱 著 さ・え・ら書房 1994 151p

911 ﾌ さ・え・ら図書館／国語 藤井 圀彦 著 さ・え・ら書房 1994 127p

813 ﾑ さ・え・ら図書館／国語 村石 利夫 著 さ・え・ら書房 1990 183p

911 ｲ さ・え・ら図書館／国語 石毛 拓郎 著 さ・え・ら書房 1993 159p

911 ﾌ さ・え・ら図書館／国語 藤井 圀彦 編著 さ・え・ら書房 1995 215p

817 ﾏ さ・え・ら図書館／国語 松丸 春生 著 さ・え・ら書房 1994 175p

911 ﾆ さ・え・ら図書館／国語 西口 敏治 著 さ・え・ら書房 1995 159p

933 ﾙ ロブ・ルイス さく ほるぷ出版 1997 48p

989 ﾗ 世界傑作童話シリーズ ヨセフ・ラダ さく え 福音館書店 1999 163p

933 ｴ 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース 作 福音館書店 1999 56p

750 ﾀ つくるシリーズ 滝口 あきはる 著 星の環会 1991 86p

750 ｴ つくるメカシリーズ 身近にできる工作 つくるメカシリーズ 江川 多喜雄 著 星の環会 1996 52p

750 ｴ つくるメカシリーズ 身近な工作 つくるメカシリーズ 江川 多喜雄 著 星の環会 1997 51p

480 ﾐ ちいさな　いきもの ひかりのくに 1997 63p

480 ｻ みぢかないきもの ひかりのくに 1997 63p

470 ﾔ はなとやさい・くだもの ひかりのくに 1997 63p

470 ﾀ のやまのくさき ひかりのくに 1997 63p

911 ｲ さかさまはやくちならべかえ 石津 ちひろ 文 のら書店 2000 63p

388 ｸ グリム 〔著〕 こぐま社 1991 186p

388 ｸ グリム 〔著〕 こぐま社 1992 188p

388 ｸ グリム 〔著〕 こぐま社 1993 185p

388 ｲ 稲田 和子 著 こぐま社 1995 188p

388 ｲ 稲田 和子 著 こぐま社 1995 188p

388 ｲ 稲田 和子 著 こぐま社 1996 188p

388 ﾏ 松岡 享子 訳 こぐま社 1997 189p

388 ﾏ 松岡 享子 訳 こぐま社 1997 188p

388 ﾜ 渡辺 洋子 編訳 こぐま社 1999 204p

502 ﾓ お父さんの技術が日本を作った　３ 茂木 宏子 著 小学館 1998 195p

913 ﾌ おはなしフェスタ 古田 足日 作 あかね書房 1995 145p

610 ﾄ そだててあそぼう そだててあそぼう５ とざわ ひでお へん 農山漁村文化協会 1997 36p

610 ｲ そだててあそぼう そだててあそぼう１１ いなやま みつお へん 農山漁村文化協会 1999 36p

610 ｳ そだててあそぼう そだててあそぼう１７ ちば こうぞう へん 農山漁村文化協会 1999 36p

485 ｱ 新日本動物植物えほん 武田 正倫 ぶん 新日本出版社 1980 31p

489 ﾀ 新日本動物植物えほん 今泉 吉晴 ぶん 新日本出版社 1984 31p

500 ﾓ のりものひみつ百科 はたらきとやくわりのひみつがわかる！ のりものひみつ百科② 持田 昭俊 写真 ひかりのくに 1999 56p

500 ｽ のりものひみつ百科 のりものひみつ百科④ スタジオシーサイド 写真 ひかりのくに 1999 56p

726 ﾅ 中沢 啓治 作 汐文社 1988 257p



726 ﾅ 中沢 啓治 作 汐文社 1988 259p

726 ﾅ 中沢 啓治 作 汐文社 1988 256p

913 ｼ 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 1995 1冊

790 ﾏ 身近なモノでできるミラクル Ｍｒ．マリック 〔著〕 汐文社 2001 47p

933 ｸ サンドラ・グローバー 著 星の環会 1999 245p

911 ｲ ことばあそびの本 ことばあそびの本 青戸 かいち 〔ほか〕著 理論社 2001 107p

726 ﾅ 中沢 啓治 作 汐文社 1988 256p

726 ﾅ 中沢 啓治 作 汐文社 1988 254p

375 ﾖ 新聞なんでもブック 吉成 勝好 監修 岩崎書店 2001 47p

913 ﾑ ひくまの出版幼年絵本シリーズ 舟崎 克彦 作 ひくまの出版 1984 30p

913 ﾀ ひくまの出版幼年絵本シリーズ ひくまの出版幼年絵本シリーズ・あおいうみ・７ 立原 えりか 作 ひくまの出版 1984 30p

913 ｱ ひくまの出版幼年絵本シリーズ 安房 直子 作 ひくまの出版 1984 31p

913 ｼ 金 近 作 ひくまの出版 1999 28p

913 ｸ ひくまの出版幼年絵本シリーズ 立原 えりか 作 ひくまの出版 1984 28p

913 ﾋ 東　君平・作　絵 ひくまの出版 1985

913 ｱ おはなし広場 安房 直子 文 クレヨンハウス 1993 1冊

913 ﾊ おはなし広場 灰谷 健次郎 文 クレヨンハウス 1994 1冊

914 ｵ 乙武 洋匡 作 講談社 1998 299p

304 ｲ If the world were a village of 100 people 池田香代子　再話 マガジンハウス 2001

913 ｲ りとる いとう ひろし 作・絵 講談社 1995 31p

913 ｵ 福音館創作童話シリーズ おかしなお客の四つのお話 福音館創作童話シリーズ おの りえん さく 福音館書店 1994 157p

913 ｱ ひくまの出版幼年絵本シリーズ ひくまの出版幼年絵本シリーズ あまん きみこ 作 ひくまの出版 1984 30p

913 ｲ ひくまの出版幼年えほんシリーズ ひくまの出版幼年えほんシリーズ 鈴木 志郎康 詩 ひくまの出版 1986 31p

913 ｽ ひくまの出版幼年絵本シリーズ ひくまの出版幼年絵本シリーズ 生源寺 美子 作 ひくまの出版 1984 28p

724 ﾀ どんどんかいてみよう 高村 忠範 文・イラスト 汐文社 2001 47p

440 ｼ 小学館 2001 271p

388 ｲ イ オクベ 絵と文 セーラー出版 2000 1冊

790 ｶ かがくのとも ふたりであそぼ、みんなであそぼ かがくのとも 加古 里子 さく 福音館書店 2001 27p

470 ﾀ かがくのとも かがくのとも 多田 多恵子 文 福音館書店 2001 27p

486 ｸ かがくのとも かがくのとも 桑原 隆一 文 福音館書店 2001 27p

913 ﾆ かがくのとも かがくのとも 二宮 由紀子 ぶん 福音館書店 2001 27p

600 ｱ かがくのとも かがくのとも 秋山 とも子 作 福音館書店 2001 27p

780 ﾖ かがくのとも かがくのとも 横溝 英一 さく 福音館書店 2001 27p

913 ﾏ かがくのとも かがくのとも またき けいこ さく 福音館書店 2001 27p

460 ｵ かがくのとも かがくのとも 奥井 一満 文 福音館書店 2002 1冊

488 ｵ かがくのとも かがくのとも 大島 英太郎 作 福音館書店 2002 27p

500 ﾀ かがくのとも かがくのとも たるいし まこ 作 福音館書店 2002 27p

388 ﾔ こどものとも ラオス・モン族の民話 こどものとも ヤン・サン 再話 福音館書店 2001 32p

484 ｵ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 奥谷 喬司 文 福音館書店 2001 40 4p

786 ﾌ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 杉田 徹 写真 福音館書店 2001 40 4p

520 ﾌ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 深井 せつ子 文・絵 福音館書店 2001 37 8p



500 ﾆ 月刊たくさんのふしぎ 路面電車がまちをかえた 月刊たくさんのふしぎ 西森 聡 写真・文 福音館書店 2001 39 4p

500 ﾌ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 船木 拓生 文 福音館書店 2001 40 4p

470 ﾋ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 平山 和子 文と絵 福音館書店 2001 40 4p

489 ｳ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 宇津 孝 写真・文 福音館書店 2002 40 4p

590 ﾓ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 森枝 卓士 文 福音館書店 2002 40 8p

146 ｶ いのちのえほん ペットを失ったあなたへ 河原 まり子 〔作〕 岩崎書店 1998 62p

519 ﾜ 総合的な学習３・４年生まちの探検隊４ まちの川探検環境 渡辺一夫：構成・文 ポプラ社 2000 47p

519 ﾜ 総合的な学習３・４年生まちの探検隊４ まちの川探検環境 渡辺一夫：構成・文 ポプラ社 2000 47p

519 ｶ 図解でわかるいのちを学ぶ環境学習 水辺のレッドデータ 金子美智雄：監修 ほるぷ出版 2002 39p

470 ﾏ みつける・たべる・つくる 松岡 達英 構成 偕成社 1996 35p

290 ﾆ 中国の子どもたち 指導　西村佐二 学研 2000 63p

290 ﾆ フランスの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2000 63p

290 ﾆ インドの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2000 63p

290 ﾆ 韓国の子どもたち 指導　西村佐二 学研 2000 63p

290 ﾆ アメリカのこどもたち 指導　西村佐二 学研 2000 63p

290 ﾆ ケニアの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2000 63p

290 ﾆ タイの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2000 63p

290 ﾆ ブラジルの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2000 63p

290 ﾆ マレーシアの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2001 63p

290 ﾆ ノルウェーの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2001 63p

290 ﾆ ペルーの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2001 63p

290 ﾆ オーストラリアの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2001 63p

290 ﾆ スペインの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2001 63p

290 ﾆ オマーンの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2001 63p

290 ﾆ ロシアの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2001 63p

290 ﾆ ベトナムの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2001 63p

290 ﾆ モンゴルの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2002 63p

290 ﾆ ドイツの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2002 63p

290 ﾆ エジプトの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2002 63p

290 ﾆ パラオの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2002 63p

290 ﾆ キューバの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2002 63p

290 ﾆ カンボジアの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2002 63p

290 ﾆ ハンガリーの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2002 63p

290 ﾆ イタリアの子どもたち 指導　西村佐二 学研 2002 63p

519 ｿ 水を調べる 総合的学習調べよう身近な自然① 監修　梅澤実 学研 2000 47p

483 ﾂ かがくだいすき 塚崎 慎一郎 ぶん・しゃしん 大日本図書 1999 32p

491 ﾓ かがくだいすき 桃井 和馬 ぶん 大日本図書 2000 1冊

596 ｱ かがくだいすき 足立 己幸 ぶん 大日本図書 2000 31p

486 ﾋ かがくだいすき 蛭川 憲男 ぶん・しゃしん 大日本図書 2000 32p

484 ﾂ かがくだいすき 津田 真帆 ぶん・え 大日本図書 2000 1冊

489 ｸ かがくだいすき 倉沢 七生 ぶん・え 大日本図書 2000 36p



596 ﾀ かがくだいすき 竹内 昌昭 ぶん 大日本図書 2001 31p

470 ｺ かがくだいすき 近田 文弘 ぶん 大日本図書 2001 35p

913 ｺ こわせ たまみ 作 ひかりのくに 1996 31p

913 ﾀ 竹下 文子 作 ひかりのくに 1997 33p

913 ﾑ 村上 康成 作 ひかりのくに 1997 27p

913 ﾔ ひかりのくに傑作絵本集 やすい すえこ 作 ひかりのくに 1998 33p

913 ﾐ ひかりのくに傑作絵本集 みやざき ひろかず 作 絵 ひかりのくに 1998 33p

913 ﾔ ひかりのくに傑作絵本集 やすい すえこ 作 ひかりのくに 2000 31p

913 ﾑ ひかりのくに傑作絵本集 村上 康成 作・絵 ひかりのくに 2000 31p

913 ﾏ ひかりのくに傑作絵本集 松岡 節 作 ひかりのくに 2000 31p

913 ｱ ひかりのくに傑作絵本集 赤川 明 作 絵 ひかりのくに 2000 31p

480 ﾀ しいく図鑑 しいく図鑑 高嶺 一司 著 ひかりのくに 2001 48p

489 ﾀ しいく図鑑 しいく図鑑② 高嶺 一司 著 ひかりのくに 2001 48p

596 ﾂ ドングリクッキー 縄文時代の食事を体験しよう 次山 信男 監修 ポプラ社 2002 45p

750 ｸ アイデア実用品作り 学研 2002 47p

750 ｸ かっこいい記念品作り 学研 2002 46p

750 ﾘ びっくりプレゼント作り 学研 2002 47p

486 ﾀ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 監修　高家博成 学研 1996 120p

489 ｲ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 監修　今泉 学研 1996 120p

488 ｼ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 監修・指導　志村英雄 学研 1996 120p

487 ﾌ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 監修・指導　荒賀忠一 学研 1996 120p

470 ﾀ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 監修　高橋秀男 学研 1996 120p

457 ｺ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 監修　小畠郁生 学研 1996 119p

500 ｵ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 大阪交通科学博物館 学研 1996 120p

913 ｱ ポプラ社の新・小さな童話 ありったけ・これったけの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 1995 78p

913 ｱ ポプラ社の新・小さな童話 げんじゅつつかいうんこくさいの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 1995 78p

913 ｱ ポプラ社の新・小さな童話 こわーいだんごやの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 1995 78p

913 ｱ ポプラ社の新・小さな童話 かわいそうなにんじゃの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 1995 78p

913 ｱ ポプラ社の新・小さな童話 あひるさんをとりかえせ！の段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 1996 78p

913 ｱ ポプラ社の新・小さな童話 宝の地図のひみつの段 尼子 騒兵衛 原作 ポプラ社 1997 76p

911 ｶ 角野 栄子 さく のら書店 1992 77p

388 ｳ 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社 1995 238p

388 ｳ 内田 莉莎子 〔ほか〕著 実業之日本社 1995 238p

916 ｻ 小児ガンを体験した七人の物語 佐藤 律子 編 ポプラ社 2001 215p

916 ｺ ハンセン病訴訟までの長い旅 谺 雄二 著 ポプラ社 2001 142p

916 ｲ 音のない世界に生きる 今田 真由美 著 ポプラ社 2001 223p

914 ﾔ 山本 有三 編著 ポプラ社 2001 243p

388 ﾄ 愛蔵版おはなしのろうそく１ 愛蔵版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 1997 179p

388 ﾄ 愛蔵版おはなしのろうそく２ 愛蔵版おはなしのろうそく２ 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館 1998 171p

388 ﾄ 愛蔵版おはなしのろうそく３ 愛蔵版おはなしのろうそく３ 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館 2000 179p

15 ﾏ ☆お話の語り方ガイドブック☆ マーガレット・リード・マクドナルド著 編書房 2002



913 ｶ くまの子ウーフの童話集 神沢 利子 作 ポプラ社 2001 134p

913 ｶ くまの子ウーフの童話集 くまの子ウーフの童話集 神沢 利子 作 ポプラ社 2001 130p

913 ｶ くまの子ウーフの童話集 くまの子ウーフの童話集 神沢 利子 作 ポプラ社 2001 154p

943 ｳ トミー・ウンゲラー 作 文化出版局 1978 32p

911 ﾏ こみねのえほん まど みちお 文 小峰書店 1992 54p

911 ﾏ こみねのえほん まどさんとさかたさんのことばあそび　３ まど みちお 文 小峰書店 2000 54p

911 ﾏ こみねのえほん まどさんとさかたさんのことばあそび　２ まど みちお 文 小峰書店 1997 54p

933 ｷ 世界傑作絵本シリーズ フィービ・ギルマン 作・絵 福音館書店 1998 27p

596 ﾊ みんなが元気になるはじめての食育① 食べ物と友だちになろう 服部 幸応 監修・著 岩崎書店 2001 31p

596 ﾊ みんなが元気になるはじめての食育② 朝ごはんを食べよう 服部 幸応 監修・著 岩崎書店 2001 31p

596 ﾊ みんなが元気になるはじめての食育③ キレる食べ物、キレない食べ物 服部 幸応 監修・著 岩崎書店 2001 31p

596 ﾊ みんなが元気になるはじめての食育④ ストップ！ザ生活習慣病 服部 幸応 監修・著 岩崎書店 2001 31p

596 ﾊ みんなが元気になるはじめての食育⑤ じょうぶなからだをつくる 服部 幸応 監修・著 岩崎書店 2001 31p

596 ﾊ みんなが元気になるはじめての食育⑥ 家族で食育 服部 幸応 監修・著 岩崎書店 2001 31p

913 ﾅ こどものとも傑作集 こどものとも傑作集 中川 李枝子 さく 福音館書店 1980 27p

913 ﾅ こどものとも傑作集 《こどものとも》傑作集 なかがわ りえこ 〔さく〕 福音館書店 1995 27p

913 ﾅ 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ なかがわ りえこ 文 福音館書店 2002 31p

913 ﾅ こどものとも傑作集 こどものとも傑作集 なかがわ りえこ さく 福音館書店 1978 32p

913 ﾅ こどものとも傑作集 こどものとも傑作集 なかがわ りえこ 〔さく〕 福音館書店 1992 31p

486 ｺ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 小林 勇 ぶん・え 福音館書店 1982 23p

451 ﾉ かがくのとも傑作集 おてんきかんさつえほん かがくのとも傑作集 野坂 勇作 さく 福音館書店 1997 27p

481 ﾁ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 長 新太 さく 福音館書店 1992 27p

411 ﾏ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 まつい のりこ ぶん・え 福音館書店 1992 23p

486 ﾏ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 松岡 達英 さく 福音館書店 1990 27p

471 ｶ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 甲斐 信枝 ぶん・え 福音館書店 1992 23p

485 ﾖ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 吉崎 正巳 ぶん・え 福音館書店 1982 23p

481 ﾔｼ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 川田 健 ぶん 福音館書店 1992 23p

486 ｶ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 かみや しん 作 福音館書店 2001 27p

479 ﾃ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 森谷 憲 ぶん 福音館書店 1992 22p

486 ｲ かがくのとも傑作集 むしのかお かがくのとも傑作集 今森 光彦 ぶん・写真 福音館書店 1995 26p

479 ﾋ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 平山 和子 ぶん・え 福音館書店 1981 23p

476 ｶ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 甲斐 信枝 さく 福音館書店 1997 27p

480 ﾌ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 降矢 洋子 さく 福音館書店 1992 27p

479 ﾔ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 山口 進 文・写真 福音館書店 1998 27p

468 ｺ かがくのとも傑作集 こうや すすむ さく 福音館書店 1983 27p

468 ｶ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 こうや すすむ 文 福音館書店 1995 1冊

486 ｲ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 稲田 務 え 福音館書店 1992 1冊

451 ｲ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 さくらい じゅんじ 文 福音館書店 1998 27p

481 ﾀ かがくのとも傑作集 しゃがんでみつけた かがくのとも傑作集 小林 俊樹 ぶん 福音館書店 1986 27p

470 ｲ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 菅原 久夫 ぶん 福音館書店 1994 27p

471 ﾄ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 富成 忠夫 写真 福音館書店 1990 27p



400 ｶ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 高木 仁三郎 ぶん 福音館書店 1995 27p

486 ﾂ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 小林 俊樹 文 福音館書店 2000 1冊

480 ｺ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 小宮 輝之 文 福音館書店 2000 1冊

489 ｺ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 五味 太郎 さく 福音館書店 1988 27p

481 ｺ かがくのとも傑作集 五味 太郎 さく 福音館書店 1981 27p

486 ﾐ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 宮武 頼夫 文 福音館書店 2000 27p

480 ｱ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 あべ 弘士 さく 福音館書店 1997 27p

913 ﾀ 高畠 純 作 ひかりのくに 1997 27p

913 ｲ いわむら かずお さく 童心社 2002 1冊

480 ﾅ しいく図鑑④ 中山 周平 監修 ひかりのくに 2001 48p

31 ﾆ ニューワイド学習百科事典 あ～おひ 学研 2002 288p

31 ﾆ ニューワイド学習百科事典 おふ～けぃ 学研 2002 288p

31 ﾆ ニューワイド学習百科事典 けぇ～し 学研 2002 280p

31 ﾆ ニューワイド学習百科事典 しゅ～た 学研 2002 280p

31 ﾆ ニューワイド学習百科事典 たん～ね 学研 2002 288p

31 ﾆ ニューワイド学習百科事典 の～ほの 学研 2002 288p

31 ﾆ ニューワイド学習百科事典 ほは～ん 学研 2002 288p

31 ﾆ 学習資料編 学研 2002 192p

289 ﾊ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 浜野 卓也 文 ポプラ社 1998 158p

289 ﾔ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記② やなぎや けいこ 文 ポプラ社 1998 158p

289 ﾖ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記③ 吉本 直志郎 文 ポプラ社 1998 182p

289 ﾆ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記⑥ 西本 鶏介 文 ポプラ社 1998 173p

289 ｺ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記⑧ 木暮 正夫 文 ポプラ社 1998 166p

289 ｲ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記⑨ 伊東 信 文 ポプラ社 1998 158p

289 ﾊ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記⑪ 早野 美智代 文 ポプラ社 1998 157p

289 ﾖ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記⑬ 横山 充男 文 ポプラ社 1998 166p

289 ﾊ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記⑮ 浜野 卓也 文 ポプラ社 1998 158p

289 ﾆ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記⑰ 西本 鶏介 文 ポプラ社 1999 182p

290 ﾎ 国際理解に役立つ世界の衣食住 東アジアの食べ 星川妙子：文監修：江上佳奈美 小峰書店 2001 51p

290 ﾎ 国際理解に役立つ世界の衣食住 ヨーロッパの食べもの 文：星川妙子　監修：江上佳奈美 小峰書店 2001 51p

290 ﾎ 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 文：星川妙子　監修：江上佳奈美 小峰書店 2001 51p

290 ｸ 国際理解に役立つ世界の衣食住 特別な日の食べもの 文：久保田陽子　監修：和仁皓明 小峰書店 2001 51p

290 ｸ 国際理解に役立つ世界の衣食住 世界のおかし 文：久保田陽子監修:江上佳奈美 小峰書店 2001 51p

290 ｶ 国際理解に役立つ世界の衣食住 アジア、アフリカの家 文:佳元拓実　監修・写真:小松義夫 小峰書店 2001 51p

290 ｶ 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 文：佳元拓実 小峰書店 2001 51p

290 ｵ 国際理解に役立つ世界の衣食住 世界の学校 監修・写真：小松義夫　文：小野沢啓子 小峰書店 2001 51p

290 ｸ 国際理解に役立つ世界の衣食住 アジアの民族衣装 監修：石山彰　文：久保田陽子 小峰書店 2001 51p

290 ｸ 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 監修：石山彰　文：　久保田陽子 小峰書店 2001 51p

369 ﾍｰ1 国際協力を知る本 ポール・ベネット 著 小峰書店 1999 31p

369 ﾍｰ2 国際協力を知る本 ポール・ベネット 著 小峰書店 1999 31p

369 ﾍｰ3 国際協力を知る本 ポール・ベネット 著 小峰書店 1999 31p



369 ﾍｰ4 国際協力を知る本 ポール・ベネット 著 小峰書店 1999 31p

519 ﾅｰ2 ことばの意味がわかる 環境破壊と保護 七尾 純 著 大日本図書 2001 63p

519 ﾅｰ3 ことばの意味がわかる 資源とエネルギー 七尾 純 著 大日本図書 2002 63p

519 ﾅｰ4 ことばの意味がわかる 健康とエコライフ 七尾 純 著 大日本図書 2002 63p

440 ﾊｰ1 宇宙・地球・いのちのはじまり 宇宙の始まりから太陽系が生まれるまで 榎田 政隆 文・構成 理論社 2002 48p

440 ﾊｰ2 宇宙・地球・いのちのはじまり 燃える地球から水の惑星へ 榎田 政隆 文・構成 理論社 2002 48p
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289 ｽ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記⑲ 砂田 弘 文 ポプラ社 1999 158p
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289 ｸ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記⑯ 国松 俊英 文 ポプラ社 1998 174p
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913 ｲ 中垣 晴男 監修 砂書房 1999 1冊
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913 ｳ 内田 麟太郎 作 偕成社 1998 31p

388 ｶ 四国新聞社 2000
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949 ﾍ 世界傑作絵本シリーズ エルサ・ベスコフ さく・え 福音館書店 2001 1冊

949 ﾍ 世界傑作絵本シリーズ エルサ・ベスコフ さく・え 福音館書店 1976 1冊

949 ﾍ 世界傑作絵本シリーズ エルサ・ベスコフ さく・え 福音館書店 2001 1冊

949 ﾍ 世界傑作絵本シリーズ エルサ・ベスコフ さく・え 福音館書店 1981 1冊

949 ﾍ 世界傑作絵本シリーズ エルサ・ベスコフ さく・え 福音館書店 2001 1冊

911 ﾎ 花の詩画集 星野 富弘 著 偕成社 1986 93p

911 ﾎ 花の詩画集 星野 富弘 著 偕成社 1999 95p

911 ﾎ 花の詩画集 星野 富弘 著 偕成社 1992 125p

388 ﾉ アジア心の民話 須藤オリーブ語り 野村 敬子 編著 星の環会 2001 63p



388 ﾉ アジア心の民話 野村 敬子 編著 星の環会 2001 63p

388 ﾉ アジア心の民話 杉浦 邦子 編・語り 星の環会 2001 62p

388 ﾉ アジア心の民話 野村 敬子 編 星の環会 2001 63p

388 ﾏ アジア心の民話 栗田美和語り 松谷 みよ子 編著 星の環会 2001 63p

388 ｻ アジア心の民話 坂入 政生 編・語り 星の環会 2001 63p

916 ｶ パトリシア・カーチス 文 小学館 1998 55p

933 ﾛ 『ドリトル先生』番外篇 ヒュー・ロフティング 作 国書刊行会 2002 162p

19 ｱ 朝の読書推進協議会 編 メディアパル 2002 199 7p

930 ｶ 海外小説の誘惑 白水ブックス イタロ・カルヴィーノ 白水社 1995

916 ｵ 障害をもった宏子と先生の交換日記 大沢 宏子 著 偕成社 1989 205p

916 ｲ はるなちゃんと１年３組の１年間 いながき ようこ 文 偕成社 2000 150p

916 ｵ 未知へのとびら 大谷 美和子 文 ＰＨＰ研究所 1998 118p

916 ﾎ 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 著 偕成社 1986 168p

913 ﾅ 新・こども文学館 那須 正幹 作 ポプラ社 2002 208p

507 ﾌ ぼくらのともだち 福田 敏男 監修 ＰＨＰ研究所 2001 91p

933 ｲ 聴導犬ものがたり リンダ＝イェトマン 作 偕成社 1991 120p

916 ﾌ 盲導犬ものがたり 福沢 美和 著 偕成社 1980 156p

375 ｳ みんなでナットクなぞなぞ ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社 2002 47p

375 ｳ ズバリ当てようクイズ ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社 2002 47p

375 ｳ びっくりドキドキ心理テスト＆占い ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社 2002 47p

943 ﾌ 本の森 プロハースコヴァー 作 偕成社 1996 63p

750 ｽ 健康へのかぎ 鈴木　賀津乃 星の環会 1998

790 ｻ ゆびで結ぶ 齊藤　陽子 星の環会

790 ｷ チラシであそぶ 木村研 星の環会 1999

790 ｷ 割りばしであそぶ 木村研 星の環会 1999

790 ｷ 紙コップであそぶ 木村研 星の環会 1999

790 ｷ 水であそぶ 木村研 星の環会 1999

790 ｵ 折ってあそぶ 大橋晧也 星の環会 1999

790 ｻ ポップ・アップ 佐藤諒 星の環会 1999

594 ｽ 新・ゆびあしびシリーズ１ マフラー・ぼうし ファミリー 鈴木賀津乃 星の環会 2002

594 ｽ 新・ゆびあそびシリーズ２ 小物たち ボランティア 鈴木賀津乃 星の環会 2002

913 ｷ 大型版あらしのよるにシリーズ きむら ゆういち 作 講談社 2000 1冊

913 ｷ 大型版あらしのよるにシリーズ きむら ゆういち 作 講談社 2001 1冊
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913 ｺ こどもおはなしランド 後藤 竜二 作 ポプラ社 1994 63p
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375 ｳ メチャうけおもしろ話＆こわい話 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 金の星社 2002 47p
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410 ﾜ こどものとも傑作集 渡辺 茂男 さく 福音館書店 1980 27p
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913 ﾌ 講談社青い鳥文庫 福永 令三 〔著〕 講談社 1987 227p
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913 ﾌ 講談社青い鳥文庫 福永 令三 〔著〕 講談社 1990 259p
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913 ﾌ 講談社青い鳥文庫 福永 令三 〔著〕 講談社 1985 185p
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913 ﾌ 講談社青い鳥文庫 福永 令三 作 講談社 1996 385p
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933 ﾙ ゲド戦記　１ ゲド戦記　１ ル＝グウィン 作 岩波書店 2000 278p
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916 ｶ チャンピイ、ローザ、セリッサ 河相 洌 著 偕成社 2001 262p

486 ｼ かがくのとも かがくのとも 島津 和子 さく 福音館書店 2002 27p

470 ｶ かがくのとも かがくのとも 笠野 裕一 さく 福音館書店 2002 27p

486 ｶ かがくのとも かがくのとも 神沢 利子 文 福音館書店 2002 23p

490 ﾊ かがくのとも かがくのとも 浜田 桂子 さく 福音館書店 2002 27p

470 ﾋ かがくのとも ヒマラヤのふしぎなはな かがくのとも 広松 由希子 文 福音館書店 2002 27p

490 ｺ かがくのとも かがくのとも 五味 太郎 〔作〕 福音館書店 2002 27p

470 ﾏ かがくのとも かがくのとも 松岡 達英 さく 福音館書店 2002 27p

470 ｵ かがくのとも みずべのしょくぶつ かがくのとも 織田 道代 文 福音館書店 2002 1冊

420 ﾉ かがくのとも かがくのとも 野坂 勇作 さく 福音館書店 2002 27p

290 ｶ かがくのとも かがくのとも 笠原 則行 さく 福音館書店 2003 27p

470 ｻ かがくのとも かがくのとも さとうち 藍 文 福音館書店 2003 27p

778 ﾐ アニメージュコミックススペシャル 宮崎駿 徳間書店 1988

90 ｼ 来て見て四国 産業観光施設８８カ所めぐり 四国新聞社 2002

90 ｼ 四国新聞社 2001

911 ｲ ことばあそびの本 有馬 敲 〔ほか〕著 理論社 2001 107p

913 ｶ 落語絵本 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス 1996 1冊

913 ｳ おれたち、ともだち 内田 麟太郎 作 偕成社 1998 31p

913 ｲ トガリ山のぼうけん トガリ山のぼうけん① いわむら かずお 文・絵 理論社 1991 135p

913 ｲ トガリ山のぼうけん トガリ山のぼうけん② いわむら かずお 文・絵 理論社 1991 135p

913 ｲ トガリ山のぼうけん トガリ山のぼうけん③ いわむら かずお 文・絵 理論社 1992 167p

913 ｲ トガリ山のぼうけん トガリ山のぼうけん④ いわむら かずお 文・絵 理論社 1993 151p



913 ｲ トガリ山のぼうけん トガリ山のぼうけん⑤ いわむら かずお 文・絵 理論社 1995 158p

913 ｲ トガリ山のぼうけん トガリ山のぼうけん⑥ いわむら かずお 文・絵 理論社 1996 174p

913 ｲ トガリ山のぼうけん トガリ山のぼうけん⑦ いわむら かずお 文・絵 理論社 1997 151p

913 ｲ トガリ山のぼうけん トガリ山のぼうけん⑧ いわむら かずお 文・絵 理論社 1998 151p

913 ｲ ゆうひの丘のなかま ゆうひの丘のなかま いわむら かずお 文・絵 理論社 2003 153p

913 ｲ ゆうひの丘のなかま ゆうひの丘のなかま いわむら かずお 文・絵 理論社 2000 149p

913 ｷ 大型版あらしのよるにシリーズ 大型版あらしのよるにシリーズ① きむら ゆういち 作 講談社 2002 1冊

913 ｼ 島田 ゆか 作 絵 文渓堂 2002 1冊

933 ｼｰ2 若きバンパイア Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2001 302p

933 ｼｰ4 バンパイア・マウンテン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2002 254p

933 ｼｰ5 バンパイアの試練 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2002 238p

933 ｼｰ6 バンパイアの運命 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2002 230p

933 ﾃ ＭＩＲＡＣＬＥ　ＯＮ　３４th　ＳＴＲＥＥＴ ヴァレンタイン・デイヴィス あすなろ書房 2002

913 ｼ ファンタジックミステリー館 ファンタジックミステリー館 新庄 節美 作 学研 2002 199p

913 ｶ ファンタジックミステリー館 ひばりが丘小不思議探偵クラブ事件簿 ファンタジックミステリー館 かんざき たかし 作 学研 2002 215p

913 ﾔ ファンタジックミステリー館 ファンタジックミステリー館 矢島 誠 作 学研 2002 207p

480 ﾐｰ1 動物の目で環境を見る ごちそう砦 宮崎 学 著 偕成社 2002 35p

480 ﾐｰ2 動物の目で環境を見る 死を食べる 宮崎 学 著 偕成社 2002 35p

480 ﾐｰ3 動物の目で環境を見る 明るい夜 宮崎 学 著 偕成社 2002 35p

480 ﾐｰ4 動物の目で環境を見る あったかねぐら 宮崎 学 著 偕成社 2002 35p

480 ﾐｰ5 動物の目で環境を見る においの地図 宮崎 学 著 偕成社 2002 35p

913 ｷ 木村 裕一 作 講談社 2002 1冊

933 ﾏ イエラ・マリ さく ほるぷ出版 1977 1冊

933 ﾙ ロブ・ルイス さく ほるぷ出版 1992 1冊

933 ﾄ ゆたかな秋のものがたり アルビン・トレッセルト 文 ほるぷ出版 1999 1冊

933 ｿ ＴＨＥ　ＳＴＯＲＭ　ＢＯＯＫ シャーロット・ゾロトウ さく ほるぷ出版 1995 1冊

933 ｳ オーパル・ウィットリー 原作 ほるぷ出版 1994 1冊

933 ｸ 小さなおばあさんのお話 バーバラ・クーニー さく ほるぷ出版 1987 1冊

933 ﾎ ドナルド・ホール ぶん ほるぷ出版 1980 1冊

933 ﾌ アリス・プロベンセン 作 ほるぷ出版 1999 1冊

933 ﾊ ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 1995 45p

460 ｵ おくやま ひさし 〔著〕 ポプラ社 2001 303p

548 ｵ 集英社版・学習漫画 大谷 卓史 構成・文 集英社 2003 157p

913 ｶ 柏葉 幸子 作 講談社 1997 165p

913 ｼ ファンタジックミステリー館 ファンタジックミステリー館 芝田 勝茂 作 学研 2003 239p

943 ｼ イエルク・シュタイナー ぶん ほるぷ出版 1982 1冊

386 ｶｰ1 しばわんこの和のこころ 絵と文　川浦良枝 白泉社 2002

386 ｶｰ2 しばわんこの和のこころ 四季の喜び 絵と文　川浦良枝 白泉社 2002

548 ｺ きみにもできるロボット研究 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 2003 79p

933 ｸ あかね・新えほんシリーズ いちばん大切なもの ルシール・クリフトン 作 あかね書房 2003 1冊

933 ﾊ パーシーとゆかいななかまたち パーシーとゆかいななかまたち ニック・バトワース 作 金の星社 1996 1冊



933 ﾊ パーシーとゆかいななかまたち パーシーとゆかいななかまたち ニック・バトワース 作 金の星社 1996 1冊

933 ﾊ パーシーとゆかいななかまたち パーシーとゆかいななかまたち ニック・バトワース 作 金の星社 1996 1冊

933 ﾊ パーシーとゆかいななかまたち パーシーとゆかいななかまたち ニック・バトワース 作 金の星社 1996 1冊

933 ﾊ 世界の絵本ライブラリー パーシーとどうぶつたちの絵本 Ｎ・バトワース 作 金の星社 1992 1冊

933 ﾊ 世界の絵本ライブラリー パーシーとどうぶつたちの絵本 Ｎ・バトワース 作 金の星社 1995 1冊

480 ｲ 絵本図鑑シートンどうぶつ記 オオカミ王ロボ アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社 2000 34p

480 ｲ 絵本図鑑シートンどうぶつ記 カラスの王銀の星 アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社 2000 34p

480 ｲ 絵本図鑑シートンどうぶつ記 はい色グマワープ アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社 2000 34p

480 ｲ 絵本図鑑シートンどうぶつ記 ぎざ耳ウサギラッグ アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社 2000 34p

480 ｲ 絵本図鑑シートンどうぶつ記 キルダー川のアライグマ アーネスト・Ｔ．シートン 原作 金の星社 2000 34p

913 ﾅ 名木田 恵子 作 金の星社 2003 236p

913 ﾀ 竹下 文子 作 金の星社 2002 78p

913 ﾀ 竹下 文子 作 金の星社 2002 78p

913 ﾀ 竹下 文子 作 金の星社 2002 78p

913 ﾅ ＰＨＰ創作シリーズ 名木田 恵子 作 ＰＨＰ研究所 1999 125p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986 95p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986 95p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986 95p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986 95p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986 95p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1987 95p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1987 95p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1987 95p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1987 95p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1988 95p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1988 95p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1988 95p

913 ｺ 新・日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1994 95p

913 ｺ 新・日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1996 95p

913 ｺ 新・日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1996 95p

913 ﾎｰ1 あかねワンダー・ボックス 光の牙 堀 直子 作 あかね書房 1993 202p

913 ﾎｰ2 あかねワンダー・ボックス 魔王の宝 堀 直子 作 あかね書房 1994 206p

913 ｻ ナツカのおばけ事件簿 ナツカのおばけ事件簿４ 斉藤 洋 作 あかね書房 2000 108p

913 ｻ ナツカのおばけ事件簿 ナツカのおばけ事件簿５ 斉藤 洋 作 あかね書房 2001 112p

548 ｼ しくみ発見博物館 限りなく自立するマシンを模型断面でみる しくみ発見博物館 クライブ・ジフォード 文 丸善 1999 44p

933 ｼｰ3 バンパイア・クリスマス Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2002 286p

388 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1986 95p

913 ｺ 新・日本のおばけ話・わらい話 新・日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1997 95p

913 ｻ ナツカのおばけ事件簿 ナツカのおばけ事件簿１ 斉藤 洋 作 あかね書房 1999 112p

913 ｻ ナツカのおばけ事件簿 ナツカのおばけ事件簿３ 斉藤 洋 作 あかね書房 1999 109p

913 ﾀ 旅のはじまり 竹下 文子 作 偕成社 1994 125p



913 ﾀ キララの海へ 竹下 文子 作 偕成社 1994 141p

913 ﾀ やまねこの島 竹下 文子 作 偕成社 1994 156p

913 ﾀ 黒い海賊船 竹下 文子 作 偕成社 1994 125p

913 ﾀ 霧の灯台 竹下 文子 作 偕成社 1994 133p

913 ﾀ ケンとミリ 竹下 文子 作 偕成社 1996 141p

913 ﾀ 青いジョーカー 竹下 文子 作 偕成社 1996 132p

913 ﾀ ほのおをこえて 竹下 文子 作 偕成社 1996 133p

913 ﾀ 金の波　銀の風 竹下 文子 作 偕成社 1996 141p

913 ﾀ 最後の手紙 竹下 文子 作 偕成社 1996 125p

810 ｻ 声にだすことばえほん 斎藤 孝 文 ほるぷ出版 2003 1冊

913 ﾀ わくわく読み物コレクション 竹下 文子 作 岩崎書店 2002 140p

913 ﾀ わくわく読み物コレクション ドルフィン・エクスプレス 竹下 文子 作 岩崎書店 2003 157p

913 ｳｰ1 怪奇ワールド・シリーズ 怪奇ワールド・シリーズ ポオ先生のホラー教室① 宇賀神 水青 著 集英社 1998 159p

913 ｳｰ2 怪奇ワールド・シリーズ 怪奇ワールド・シリーズ ポオ先生のホラー教室② 宇賀神 水青 著 集英社 1998 159p

913 ｳｰ4 怪奇ワールド・シリーズ 怪奇ワールド・シリーズ ポオ先生のホラー教室④ 宇賀神 水青 著 集英社 1998 158p

913 ｳｰ5 怪奇ワールド・シリーズ 怪奇ワールド・シリーズ ポオ先生のホラー教室⑤ 宇賀神 水青 作 集英社 1998 159p

913 ｳｰ6 怪奇ワールド・シリーズ 怪奇ワールド・シリーズ ポオ先生のホラー教室⑥ 宇賀神 水青 作 集英社 1998 159p

460 ﾏ 大型絵本 かがくとなかよし ミック・マニング 作 岩波書店 1999 31p

916 ﾏ 松井 進 作 ポトス出版 2002 27p

933 ﾋ ２０９９恐怖の年 ２０９９恐怖の年 ジョン・ピール 作 偕成社 2003 217p

933 ﾋ ２０９９恐怖の年 ２０９９恐怖の年 ジョン・ピール 作 偕成社 2003 192p

933 ﾋ ２０９９恐怖の年 ２０９９恐怖の年 ジョン・ピール 作 偕成社 2003 190p

933 ﾋ ２０９９恐怖の年 ２０９９恐怖の年６ ジョン・ピール 作 偕成社 2003 201p

487 ﾏｰ1 カメ・トカゲのなかまとカエル・イモリのなかま 野外でみつけて観察しよう 松久保 晃作 文・写真 偕成社 2002 39p

487 ﾏｰ2 カメ・トカゲのなかまとカエル・イモリのなかま 家や学校で飼ってみよう 松久保 晃作 文・写真 偕成社 2002 39p

913 ﾄ 富安 陽子 作 偕成社 2002 208p

933 ﾛ アン・ローレンス 作 偕成社 2002 244p

933 ﾏ ジェラルディン・マコーリアン 作 偕成社 1998 333p

913 ｻ 偕成社ワンダーランド 月のしずく日のしずく 斉藤 洋 作 偕成社 1992 293p

913 ｻ 偕成社ワンダーランド ドルドニア戦記 斉藤 洋 作 偕成社 2001 237p

913 ｼ 偕成社ワンダーランド 白阪 実世子 作 偕成社 1998 197p

913 ﾄ 偕成社ワンダーランド 富安 陽子 作 偕成社 1998 229p

913 ｵ 偕成社ワンダーランド 光の石の伝説 岡田 淳 作 偕成社 1997 317p

913 ｻ 偕成社ワンダーランド 七つの怪談 斉藤 洋 作 偕成社 1994 173p

913 ｽ 偕成社ワンダーランド 末吉 暁子 作 偕成社 1991 237p

913 ｻ 偕成社ワンダーランド さとう まきこ 作 偕成社 1989 221p

457 ｸ ダイノワールド恐竜の世界 ダイノワールド恐竜の世界 工藤 晃司 絵・文 大日本図書 2002 39p

913 ｼ 偕成社ワンダーランド 竜と宝と空とぶじゅうたん 白阪 実世子 作 偕成社 2001 181p

457 ｸ ダイノワールド恐竜の世界 ダイノワールド恐竜の世界 工藤 晃司 絵・文 大日本図書 2002 39p

457 ｸ ダイノワールド恐竜の世界 ダイノワールド恐竜の世界 工藤 晃司 絵・文 大日本図書 2003 39p

590 ﾓ かがくだいすき ふろしきワンダーランド かがくだいすき 森田 知都子 さく 大日本図書 2003 32p



798 ﾐ かがくだいすき 十二支の動物あそび かがくだいすき みなみざわ みよじ さく 大日本図書 2003 31p

486 ﾕ かがくだいすき かがくだいすき 湯浅 政治 ぶん・しゃしん 大日本図書 2003 32p

498 ｱ かがくだいすき かがくだいすき 足立 己幸 ぶん 大日本図書 2003 31p

913 ｵ こそあどの森の物語　２ こそあどの森の物語 岡田 淳 作 理論社 1995 192p

913 ｵ こそあどの森の物語　４ こそあどの森の物語 岡田 淳 著 理論社 1998 205p

913 ｵ こそあどの森の物語　５ こそあどの森の物語 岡田 淳 作 理論社 1999 205p

913 ｵ こそあどの森の物語　６ こそあどの森の物語 岡田 淳 著 理論社 2001 304p

913 ｷ 犬がおしえてくれた本 バイリンガル版 きたやま ようこ 作 理論社 2002 93p

913 ｵ おはなしパレード 落合 恵子 作 理論社 1993 67p

913 ｽ おはなしパレード スズキ コージ 作 理論社 1993 1冊

913 ｲ おはなしパレード いせ ひでこ 作 理論社 1994 77p

913 ｷ 犬がおしえてくれた本 きたやま ようこ 作 理論社 1994 85p

913 ｷ 犬がおしえてくれた本 きたやま ようこ 作 理論社 1995 84p

913 ﾑ おはなしパレード 村上 康成 作 理論社 1996 63p

913 ｻ おはなしパレード 佐々木 マキ 作 理論社 1997 62p

913 ｶ おはなしパレード 角野 栄子 作 理論社 1997 101p

913 ｻ おはなしパレード 斉藤 洋 作 理論社 1997 60p

913 ｲ おはなしパレード いとう ひろし さく 理論社 1997 63p

913 ｷ 犬がおしえてくれた本 きたやま ようこ 作 理論社 1998 125p

913 ﾅ おはなしパレード なかがわ ちひろ 作・絵 理論社 1998 1冊

913 ｻ おはなしパレード 斉藤 洋 作 理論社 1998 60p

913 ｱ おはなしパレード 安土 萌 作 理論社 1999 63p

913 ｿ おはなしパレード 曽我 舞 作 理論社 1999 60p

913 ｻ おはなしパレード 斉藤 洋 作 理論社 1999 59p

913 ﾅ おはなしパレード なかがわ ちひろ 作 理論社 2000 94p

913 ｷ きたやま ようこ 作 理論社 1999 74p

913 ﾀ おはなしパレード たかどの ほうこ 作 理論社 2000 62p

913 ｻ おはなしパレード 斉藤 洋 作 理論社 2000 59p

913 ﾀ おはなしパレード 高山 栄子 さく 理論社 2000 59p

913 ｲ おはなしパレード 井上 洋介 作 理論社 2000 96p

913 ｱ おはなしパレード あべ 弘士 作 理論社 2000 62p

913 ﾀ おはなしパレード 高山 栄子 さく 理論社 2001 1冊

913 ﾀ おはなしパレード たかどの ほうこ 作 理論社 2001 63p

913 ｻ おはなしパレード 斉藤 洋 作 理論社 2001 59p

913 ｲ おはなしパレード 池田 進吾 作 理論社 2001 1冊

913 ﾀ おはなしパレード 高山 栄子 さく 理論社 2001 43p

913 ｷ 犬がおしえてくれた本 きたやま ようこ 作 理論社 1994 85p

913 ｱ おはなしパレード あべ 弘士 作 理論社 2002 62p

913 ｶ おはなしパレード とかいじゅうシーシー 角野 栄子 作 理論社 2002 99p

913 ﾓ おはなしパレード もりやま みやこ 作 理論社 2002 60p

913 ﾅ おはなしパレード なかがわ ちひろ 作 理論社 2002 85p



913 ｸ 旅立ち前夜の巻 恐竜の大陸 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 1992 38p

913 ｸ 恐竜の大陸 大空の主と戦う巻 恐竜の大陸 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 1992 39p

913 ｸ 恐竜の大陸 危険な川を渡る巻 恐竜の大陸 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 1993 38p

913 ｸ 恐竜の大陸 最大の敵現れるの巻 恐竜の大陸 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 1995 35p

913 ｸ 恐竜の大陸 驚異のジュラ紀で大活躍の巻 恐竜の大陸 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 1997 39p

913 ｸ 恐竜の大陸 肉食恐竜軍団と戦う巻 恐竜の大陸 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 1998 39p

913 ｶ 柏葉 幸子 作 小峰書店 2003 62p

913 ｶ 柏葉 幸子 作 小峰書店 2003 62p

913 ｶ 柏葉 幸子 作 小峰書店 2003 62p

913 ｶ どうわはともだち 柏葉 幸子 作 小峰書店 2001 70p

913 ｶ 柏葉 幸子 作 小峰書店 2002 78p

913 ｶ 柏葉 幸子 作 小峰書店 2003 69p

596 ﾀ 高橋 由為子 作・絵 小峰書店 2001 78p

289 ﾌ 時代を動かした人々 飛べ！ペガスス 時代を動かした人々 古川 薫 著 小峰書店 2000 185p

289 ﾌ 時代を動かした人々 走れ！若き獅子 時代を動かした人々 古川 薫 著 小峰書店 2000 197p

289 ﾌ 時代を動かした人々 わが青春のポセイドン 時代を動かした人々 古川 薫 著 小峰書店 2001 209p

289 ﾌ 時代を動かした人々 薩摩ハヤトのバラード 時代を動かした人々 古川 薫 著 小峰書店 2001 201p

289 ﾌ 時代を動かした人々 吟遊詩人のグラフィティ 時代を動かした人々 古川 薫 著 小峰書店 2002 189p

949 ｽ どうわコレクション ウルフ・スタルク 作 小峰書店 2003 70p

913 ｼ どうわコレクション しみず みちを 作 小峰書店 2002 71p

913 ｺ どうわコレクション 上坂 むねかず 作 小峰書店 2001 70p

913 ｷ どうわコレクション 北村 けんじ 作 小峰書店 2000 63p

913 ﾔ どうわコレクション 山脇 恭 作 小峰書店 1998 67p

913 ｷ どうわコレクション 北村 想 文 小峰書店 1997 76p

933 ｺ どうわコレクション ジョアンナ・コール 作 小峰書店 1996 77p

913 ﾓ もりやま みやこ さく 小峰書店 1989 59p

913 ﾓ もりやま みやこ さく 小峰書店 1989 59p

913 ﾓ もりやま みやこ さく 小峰書店 1989 59p

913 ﾓ もりやま みやこ さく 小峰書店 1989 59p

933 ｼｰ7 黄昏のハンター Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2003 268p

933 ﾋ ２０９９恐怖の年 ２０９９恐怖の年 ジョン・ピール 作 偕成社 2003 190p

913 ｽ すぎた ひろみ 絵・文 理論社 2001 1冊

913 ｸ 恐竜の大陸 アーケロンの海岸の巻 恐竜の大陸 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 1996 39p

913 ｶ 柏葉 幸子 作 小峰書店 2003 67p

913 ﾎ どうわコレクション 堀内 純子 作 小峰書店 1997 70p

913 ﾑ Ｉ'll stay with you 村山由佳 集英社 1999

913 ﾑ ＣＤブックス 村山 由佳 文 集英社 2000 1冊

457 ｸ 恐竜の大陸 アイウエオ順 恐竜の大陸 黒川 光広 文・絵 小峰書店 1999 103p

913 ｷ きたやま ようこ 作 理論社 2001 70p

913 ﾅ おはなしパレード なかがわ ちひろ 作 理論社 2001 78p

933 ﾛ 嘆きの湖 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2002 197p



933 ﾛ ネズミの街 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2002 205p

933 ﾛ 魔物の洞窟 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2002 205p

933 ﾛ いましめの谷 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2003 205p

933 ﾛ 帰還 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2003 221p

913 ｺ 平成うわさの怪談 平成うわさの怪談① 木暮 正夫 編 岩崎書店 2002 132p

913 ｺ 平成うわさの怪談 平成うわさの怪談② 木暮 正夫 編 岩崎書店 2002 140p

913 ｺ 平成うわさの怪談 平成うわさの怪談④ 木暮 正夫 編 岩崎書店 2003 148p

913 ｺ 平成うわさの怪談 平成うわさの怪談⑤ 木暮 正夫 編 岩崎書店 2003 149p

913 ﾌ 童話のパレット 藤本 ともひこ 作 絵 岩崎書店 1996 78p

913 ｶ 童話のパレット 狩生 玲子 作 岩崎書店 1996 79p

913 ｶ 童話のパレット 川北 亮司 作 岩崎書店 1997 77p

913 ﾄ 童話のパレット とき ありえ 作 岩崎書店 1997 76p

913 ｻ 童話のパレット 斉藤 洋 作 岩崎書店 1999 79p

487 ﾋ ドキドキワクワク生き物飼育教室５ アトリエモレリ 作・絵 リブリオ出版 2003 47p

375 ﾂ 環境を調べる　福祉を考える 自然史博物館・国立公園・動物園・水族館・清掃工場・浄水場・介護施設 次山 信男 監修 リブリオ出版 2003 79p

830 ｿ Ｌｅｔ’ｓ　ｐｌａｙ！ あそびうた ポプラ社 2001 47p

949 ｽ ショート・ストーリーズ ウルフ・スタルク 著 小峰書店 1996 71p

519 ｲ 水資源をかんがえる 岩田 一彦 監修 岩崎書店 2003 38p

519 ｲ 森林資源をかんがえる 岩田 一彦 監修 岩崎書店 2003 38p

519 ﾅ 水といのち 生命をはぐくむ水 七尾 純 著 あかね書房 2003 47p

519 ﾅ 水の科学 水の不思議さをさぐる 七尾 純 著 あかね書房 2003 47p

519 ﾅ 水と環境 水が汚染されていく 七尾 純 著 あかね書房 2003 47p

519 ﾅ 水とくらし 水のめぐみと生きる 七尾 純 著 あかね書房 2003 47p

31 ｼ Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ　ｐａｌ 小学館 2003 295p

200 ｶ 服のはじまり 紀元前３世紀～５世紀ごろ 川口 和正 文 リブリオ出版 2001 39p

200 ｶ 服で身分がわかる ６世紀～１４世紀 川口 和正 文 リブリオ出版 2001 39p

200 ｶ ファッションのはじまり １５世紀～１７世紀 川口 和正 文 リブリオ出版 2001 39p

200 ｶ 社会が服を変えた １８世紀～１９世紀 川口 和正 文 リブリオ出版 2001 39p

200 ｶ 科学が服を変えた ２０世紀 川口 和正 文 リブリオ出版 2001 39p

795 ｲ ゲーム＆マジックシリーズ ゼッタイできる！！ ゲーム＆マジックシリーズ１ 飯島 博 著 ポプラ社 2003 95p

795 ｲ ゲーム＆マジックシリーズ ゼッタイできる！！ ゲーム＆マジックシリーズ２ 飯島 博 著 ポプラ社 2003 95p

796 ｲ ゲーム＆マジックシリーズ ゼッタイできる！！ ゲーム＆マジックシリーズ３ 飯島 博 著 ポプラ社 2003 95p

796 ｲ ゲーム＆マジックシリーズ ゼッタイできる！！ ゲーム＆マジックシリーズ４ 飯島 博 著 ポプラ社 2003 95p

779 ｷ ゲーム＆マジックシリーズ ゼッタイできる！！ ゲーム＆マジックシリーズ５ 北見 マキ 著 ポプラ社 2003 95p

779 ｷ ゲーム＆マジックシリーズ ゼッタイできる！！ ゲーム＆マジックシリーズ６ 北見 マキ 著 ポプラ社 2003 95p

724 ﾆ みんなで作ろう １学期 学研 1996 48p

724 ﾆ みんなで作ろう ２学期 学研 1996 48p

724 ﾆ みんなで作ろう ３学期 学研 1996 48p

724 ｷ みんなで作ろう テクニックと材料 学研 1996 48p

933 ﾏ 世界傑作絵本シリーズ ロバート・マックロスキー ぶんとえ 福音館書店 1974 1冊

933 ﾄ 世界傑作絵本シリーズ ドーハーティ ぶん・え 福音館書店 1978 1冊



933 ﾚ 世界傑作絵本シリーズ マーグレット・レイ ぶん 福音館書店 1979 1冊

388 ｲ 世界傑作童話シリーズ 石井 桃子 編・訳 福音館書店 2001 333p

290 ﾆ 福音館のかがくのほん 那須 正幹 ぶん 福音館書店 1989 55p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1988 95p

913 ﾀ おはなしパレード 高山 栄子 さく 理論社 2002 54p

913 ｶ 柏葉 幸子 作 小峰書店 2003 62p

913 ｶ 柏葉 幸子 作 小峰書店 2003 78p

933 ﾛ 沈黙の森 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2002 188p

933 ﾛ 恐怖の山 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店 2002 205p

933 ﾊ 岩波の子どもの本 バージニア・リー・バートン 文・絵 岩波書店 1991 1冊

388 ﾌ 福井 信子 編訳 こぐま社 2001 190p

933 ｱ エドワード・アーディゾーニ 作 こぐま社 1998 1冊

933 ﾌ フリーマンの絵本 ドン＝フリーマン さく 偕成社 1990 30p

913 ｳ 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 偕成社 1996 325p

913 ｳ 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 偕成社 1999 357p

913 ｳ 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 偕成社 2000 309p

913 ｳ 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 偕成社 2003 288p

913 ｳ 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 偕成社 2003 316p

833 ﾀ あいうえおで英語がすぐわかる 田上 善浩 編 ポプラ社 2003 271p

596 ﾊ 米・麦の郷土料理 服部 幸応 監修・著 岩崎書店 2003 45p

596 ﾊ 豆・いもの郷土料理 服部 幸応 監修・著 岩崎書店 2003 44p

596 ﾊ 野菜の郷土料理 服部 幸応 監修・著 岩崎書店 2003 45p

596 ﾊ 服部 幸応 監修・著 岩崎書店 2003 42p

596 ﾊ 服部 幸応 監修・著 岩崎書店 2003 45p

596 ﾊ 服部 幸応 監修・著 岩崎書店 2003 43p

388 ﾘ 新・創作絵本 朝鮮のむかしばなし 李 錦玉 作 岩崎書店 1981 28p

913 ｱ ファンタジックミステリー館 ファンタジックミステリー館 あさの あつこ 作 学研 2002 191p

913 ｻ フレーベルのえほん さの ようこ 作・絵 フレーベル館 1980 31p

388 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1987 95p

913 ｳ 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 偕成社 2001 357p

830 ｷ 英語で歌おう！ 樋口 忠彦 監修 学研 2003 55p

913 ｺ 平成うわさの怪談 平成うわさの怪談③ 木暮 正夫 編 岩崎書店 2002 152p

933 ﾋ ２０９９恐怖の年 ２０９９恐怖の年２ ジョン・ピール 作 偕成社 2003 182p

933 ﾎ なにかが、なにかが、よんでいる ルース・Ｌ・ボーンスタイン さく ほるぷ出版 1996 1冊

913 ﾑ 村山 早紀 作 童心社 2002 153p

913 ﾑ 村山 早紀 作 童心社 2002 153p

913 ﾑ 村山 早紀 作 童心社 2002 157p

913 ﾑ 村山 早紀 作 童心社 2002 154p

913 ﾑ 村山 早紀 作 童心社 2002 156p

913 ﾑ 村山 早紀 作 童心社 2002 154p

913 ﾑ 村山 早紀 作 童心社 2002 154p



913 ﾑ 村山 早紀 作 童心社 2002 156p

913 ﾑ 村山 早紀 作 童心社 2002 156p

913 ﾑ 村山 早紀 作 童心社 2002 156p

933 ﾛ リンの谷のローワン リンの谷のローワン１ エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房 2002 216p

933 ﾛ リンの谷のローワン リンの谷のローワン２ エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房 2001 227p

933 ﾛ リンの谷のローワン リンの谷のローワン３ エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房 2002 247p

913 ﾄ ワニのバルボン とよた かずひこ 著 アリス館 1998 1冊

913 ﾄ ワニのバルボン とよた かずひこ 著 アリス館 1999 1冊

913 ﾄ ワニのバルボン とよた かずひこ 著 アリス館 1999 1冊

913 ﾄ ワニのバルボン とよた かずひこ 著 アリス館 1999 1冊

913 ﾄ ワニのバルボン とよた かずひこ 著 アリス館 2000 1冊

933 ﾛ リンの谷のローワン リンの谷のローワン５ エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房 2003 350p

913 ﾓ 斉藤 洋 作 佼成出版社 1999 1冊

913 ﾓ 斉藤 洋 作 佼成出版社 1999 1冊

913 ﾓ 斉藤 洋 作 佼成出版社 2000 1冊

913 ﾓ ポプラの木かげ ポプラの木かげ１ 茂市 久美子 作 ポプラ社 1999 167p

913 ｸ ポプラの木かげ ポプラの木かげ５ くぼしま りお 作 ポプラ社 2001 137p

913 ｸ ポプラの木かげ ポプラの木かげ１０ くぼしま りお 作 ポプラ社 2002 170p

913 ｸ ポプラの木かげ ポプラの木かげ１２ くぼしま りお 作 ポプラ社 2002 170p

913 ｲ ポプラの木かげ とがりねずみの暮らし ポプラの木かげ４ 石井 睦美 作 ポプラ社 2000 191p

913 ﾏ ポプラの木かげ ポプラの木かげ６ 松村 美樹子 作 ポプラ社 2001 174p

913 ｵ ポプラの木かげ ポプラの木かげ９ 岡田 貴久子 作 ポプラ社 2001 165p

812 ｸ 名前のはじまり探検隊 名前のはじまり探検隊１ 国松 俊英 文 岩崎書店 1999 95p

812 ｸ 名前のはじまり探検隊 名前のはじまり探検隊２ 国松 俊英 文 岩崎書店 1999 95p

812 ｸ 名前のはじまり探検隊 名前のはじまり探検隊３ 国松 俊英 文 岩崎書店 2000 95p

812 ｸ 名前のはじまり探検隊 名前のはじまり探検隊４ 国松 俊英 文 岩崎書店 2000 95p

812 ｸ 名前のはじまり探検隊 名前のはじまり探検隊５ 国松 俊英 文 岩崎書店 2000 95p

812 ｸ 名前のはじまり探検隊 名前のはじまり探検隊６ 国松 俊英 文 岩崎書店 2001 95p

812 ｸ 名前のはじまり探検隊 名前のはじまり探検隊７ 国松 俊英 文 岩崎書店 2001 95p

812 ｸ 名前のはじまり探検隊 名前のはじまり探検隊８ 国松 俊英 文 岩崎書店 2002 95p

812 ｸ 名前のはじまり探検隊 名前のはじまり探検隊９ 国松 俊英 文 岩崎書店 2002 95p

812 ｸ 名前のはじまり探検隊 名前のはじまり探検隊１０ 国松 俊英 文 岩崎書店 2002 103p

913 ﾏ 怪談レストラン１１ 怪談レストラン１１ たかい よしかず 絵 童心社 2000 140p

913 ﾏ 怪談レストラン 怪談レストラン１２ かとう くみこ 絵 童心社 2000 140p

913 ﾏ 怪談レストラン 怪談レストラン１３ たかい よしかず 絵 童心社 2001 140p

913 ﾏ 怪談レストラン 怪談レストラン１４ かとう くみこ 絵 童心社 2001 140p

913 ﾏ 怪談レストラン 怪談レストラン１６ かとう くみこ 絵 童心社 2001 140p

913 ﾏ 怪談レストラン 怪談レストラン１７ たかい よしかず 絵 童心社 2001 140p

913 ﾏ 怪談レストラン 怪談レストラン２０ たかい よしかず 絵 童心社 2001 140p

913 ﾏ 怪談レストラン 怪談レストラン２２ たかい よしかず 絵 童心社 2002 140p

913 ﾏ 怪談レストラン 怪談レストラン２３ たかい よしかず 絵 童心社 2002 140p



913 ﾏ 怪談レストラン 怪談レストラン２４ かとう くみこ 絵 童心社 2002 140p

990 ｹﾞ バーバラ・クーニー 絵 あすなろ書房 2003 31p

913 ﾜ えほんはなはなみんみの森 はなはなみんみのふゆ わたり むつこ 文 リブリオ出版 2002 39p

913 ﾜ えほんはなはなみんみの森 はなはなみんみのはる わたり むつこ 文 リブリオ出版 2002 39p

913 ﾜ えほんはなはなみんみの森 はなはなみんみのなつ わたり むつこ 文 リブリオ出版 2002 39p

913 ｵ おの りえん 作 理論社 2001 341p

933 ｼ 真夜中の同志 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2003 278p

933 ﾌ あかね世界の文学シリーズ あかね世界の文学シリーズ Ｓ．フライシュマン 作 あかね書房 1994 135p

933 ｷ あかね世界の文学シリーズ あかね世界の文学シリーズ Ｄ．キング＝スミス 作 あかね書房 1996 175p

933 ﾌ あかね世界の文学シリーズ あかね世界の文学シリーズ Ｓ．フライシュマン 作 あかね書房 1996 125p

933 ﾌ レイモンド・ブリッグス　作者 あすなろ書房 1998

913 ﾀ ものがたりのもり たかどの ほうこ 作 フレーベル館 2001 76p

913 ｳ 心妖怪シリーズ 心妖怪シリーズ１ 内田 麟太郎 作 佼成出版社 2000 126p

913 ｳ 心妖怪シリーズ 心妖怪シリーズ２ 内田 麟太郎 作 佼成出版社 2000 127p

913 ｳ 心妖怪シリーズ 心妖怪シリーズ３ 内田 麟太郎 作 佼成出版社 2000 127p

913 ｳ 心妖怪シリーズ 心妖怪シリーズ４ 内田 麟太郎 作 佼成出版社 2000 127p

913 ｳ 心妖怪シリーズ 心妖怪シリーズ５ 内田 麟太郎 作 佼成出版社 2000 127p

933 ﾀﾞ 評論社の児童図書館・文学の部屋 評論社の児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 1997 74p

933 ﾀﾞ 評論社の児童図書館・文学の部屋 評論社の児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 2000 114p

933 ﾀﾞ 評論社の児童図書館・文学の部屋 評論社の児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 評論社 1979

933 ﾀﾞ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 1990 164p

933 ﾀﾞ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 1989 82p

933 ﾀ 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 1991 332p

933 ﾀﾞ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 1987 302p

933 ﾀﾞ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 1985 304p

933 ﾀﾞ 児童図書館・文学の部屋 ダニィと父さんの物語 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール　作 評論社 1978

933 ﾀﾞ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 1986 68p

933 ﾀﾞ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 1982 110p

933 ﾀﾞ 評論社の児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 2002 94p

933 ﾀﾞ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 1972 238p

933 ﾀﾞ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 1979 196p

933 ﾀﾞ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 Ｒ．ダール 作 評論社 1979 221p

913 ﾏ ポプラの木かげ ポプラの木かげ７ 松居 スーザン 作 ポプラ社 2001 140p

913 ﾑ ポプラの木かげ カフェ・かもめ亭 ポプラの木かげ８ 村山 早紀 作 ポプラ社 2001 223p

913 ｺﾞ ポプラの木かげ 歌姫、旅立つ ポプラの木かげ１１ 後藤 耕 作 ポプラ社 2002 301p

944 ﾃﾞ ロジャー・デュボアザン さく・え 新世研 1999 1冊

949 ｱ わたしのちいさな物語 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 著 あすなろ書房 1996 43p

253 ﾚ ジュリアス・レスター 文 あすなろ書房 1999 37p

486 ｺ 近藤 薫美子 著 アリス館 1999 1冊

468 ｺ 近藤 薫美子 著 アリス館 1996 1冊

468 ｺ 野日記 近藤 薫美子 著 アリス館 1998 1冊



468 ｺ 近藤 薫美子 著 アリス館 1997 1冊

486 ｺ 近藤 薫美子 著 アリス館 2000 1冊

933 ｼ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋 デイビッド・シャノン さく 評論社 2001 1冊

913 ﾐ チューリップえほんシリーズ チューリップえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 2000 25p

933 ﾜ マーガレット・ワイルド 文 あすなろ書房 1995 1冊

933 ｸ ヘレン・Ｖ・グリフィス 作 あすなろ書房 1995 24p

457 ｸ 岩波の子どもの本 岩波の子どもの本 くさの だいすけ ぶん 岩波書店 1983 1冊

908 ﾆ 新美 南吉 作 大日本図書 1999 29p

913 ﾅ なるみや ますみ 作 ひくまの出版 1997 30p

913 ｽ ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一 作 ＰＨＰ研究所 1995 132p

913 ｽ ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一 作 ＰＨＰ研究所 1992 134p

913 ｽ ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一 作 ＰＨＰ研究所 1996 134p

913 ｽ ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一 作 ＰＨＰ研究所 1997 134p

913 ｽ ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一 作 ＰＨＰ研究所 1993 140p

913 ｽ ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一 作 ＰＨＰ研究所 2002 134p

913 ｽ ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一 作 ＰＨＰ研究所 1994 128p

913 ｽ ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一 作 ＰＨＰ研究所 1995 138p

913 ｽ ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一 作 ＰＨＰ研究所 1988 132p

913 ｽ ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一 作 ＰＨＰ研究所 1991 134p

913 ｽ ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一 作 ＰＨＰ研究所 1991 134p

913 ｽ ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ創作シリーズ 杉山 径一 作 ＰＨＰ研究所 1990 148p

913 ﾐ ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 1998 29p

913 ｳ おれたち、ともだち 内田 麟太郎 作 偕成社 2003 31p

913 ﾏ 子どもの文学傑作選 子どもの文学傑作選 松谷 みよ子 著 講談社 1995 210p

913 ﾏ 松谷 みよ子 作 ポプラ社 1997 31p

913 ﾐ 日本の童話名作選 宮沢 賢治 作 偕成社 1994 35p

943 ﾊ ヘルメ・ハイネ さく あすなろ書房 2000 1冊

913 ﾐ 宮沢賢治絵童話集 宮沢賢治絵童話集１０ オツベルと象 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版 1993 73p

933 ﾀﾞ 評論社の児童図書館・文学の部屋 評論社の児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 1999 34p

913 ｲ えほん・ハートランド えほん・ハートランド２０ 今西 祐行 作 岩崎書店 1998 1冊

913 ﾐ ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 1997 29p

913 ﾐ チューリップえほんシリーズ チューリップえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 1997 25p

913 ﾊ 長谷川 義史 作 ＢＬ出版 2000 1冊

31 ﾌ ふしぎ新聞社 編・著 福音館書店 2001 280 10p

253 ﾎﾟ Ｐｉｎｋ　ａｎｄ　Ｓａｙ パトリシア・ポラッコ 文と絵 あすなろ書房 2001 47p

933 ｼ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋 デイビッド・シャノン さく 評論社 2001 1冊

933 ﾌ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ジャン・フィアンリー さく 評論社 1999 1冊

933 ｺ ブロック・コール 文と絵 あすなろ書房 2002 1冊

489 ｶ 大自然の動物ファミリー 大自然の動物ファミリー６ クラウス・カラス 著 くもん出版 1994 52p

388 ｺ 剣持 弘子 訳・再話 こぐま社 2003 190p

400 ﾌ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふしぎだな？知らないこといっぱい ミック・マニング さく 評論社 2002 31p



400 ﾌ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふしぎだな？知らないこといっぱい マイク・マニング さく 評論社 1999 31p

400 ﾌ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふしぎだな？知らないこといっぱい ジェームズ・ダンバー さく 評論社 1999 1冊

400 ﾌ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふしぎだな？知らないこといっぱい マイク・マニング さく 評論社 2000 31p

400 ﾌ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふしぎだな？知らないこといっぱい カレン・ウォーラス ぶん 評論社 2000 31p

400 ﾌ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふしぎだな？知らないこといっぱい ロバート・Ｅ・ウェルズ さく 評論社 1999 1冊

400 ﾌ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふしぎだな？知らないこといっぱい ロバート・Ｅ・ウェルズ さく 評論社 1999 1冊

400 ﾌ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふしぎだな？知らないこといっぱい ロバート・Ｅ・ウェルズ さく 評論社 1999 1冊

400 ﾌ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ふしぎだな？知らないこといっぱい ロバート・Ｅ・ウェルズ さく 評論社 1999 1冊

400 ﾌ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 水ってふしぎ！ ふしぎだな？知らないこといっぱい マイク・マニング さく 評論社 2000 31p

933 ﾀﾞ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 ロアルド・ダール 作 評論社 1979 114p

933 ﾊ ゆかいなゆかいなおはなし ゆかいなゆかいなおはなし ロバート・バリー ぶんとえ 大日本図書 1980 65p

933 ﾏ ミスカ・マイルズ 作 あすなろ書房 1993 48p

913 ﾏ ポプラ社の創作絵本 松谷 みよ子 文 ポプラ社 1973 35p

918 ｼ 赤いろうそくと人魚 小川　未明 講談社 1986 261p 図版10p

913 ﾐ チューリップえほんシリーズ チューリップえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵 鈴木出版 1991 25p

933 ｼ ジーン・ジオン さく ペンギン社 1982 1冊

933 ﾊ ジョン・バーニンガム さく ほるぷ出版 1993 1冊

913 ｺ 新・日本のおばけ話・わらい話 新・日本のおばけ話・わらい話３ 木暮 正夫 文 岩崎書店 1995 95p

19 ｱ 赤木 かん子 著 リブリオ出版 2001 31p

19 ｱ 赤木 かん子 著 リブリオ出版 2001 31p

19 ｱ 赤木 かん子 著 リブリオ出版 2001 31p

19 ｱ 赤木 かん子 著 リブリオ出版 2001 31p

19 ｱ 赤木 かん子 著 リブリオ出版 2001 31p

19 ｱ 赤木 かん子 著 リブリオ出版 2001 31p

19 ｱ 赤木 かん子 著 リブリオ出版 2001 31p

913 ﾏ ポプラの木かげ ポプラの木かげ２ 松居 スーザン 作 ポプラ社 2000 221p

913 ﾆ 新美 南吉 作 あすなろ書房 1998 39p

913 ﾑ 椋鳩十全集 椋鳩十全集１７ 椋 鳩十 著 ポプラ社 1980 229p

933 ﾌ あかね世界の文学シリーズ Ｓ．フライシュマン 作 あかね書房 1994 103p

913 ｺ 日本のおばけ話・わらい話 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1988 95p

933 ﾅ 〔フランシス＝Ｐ＝チャーチ 著〕 偕成社 1977 1冊

388 ｲ 《こどものとも》傑作集 稲田 和子 再話 福音館書店 1977 31p

290 ﾐ みずほの国 みずほホールディングス 2002

913 ﾀ こどものとも ただ よしひと さく 福音館書店 2003 27p

388 ﾋ こどものとも 日本の昔話 日野　十成　再話 福音館書店 2004 32p

913 ﾏ かがくのとも 真木 文絵 ぶん 福音館書店 2003 27p

750 ｻ かがくのとも さとう ゆみか さく 福音館書店 2003 26p

720 ｻ かがくのとも Ｕ．Ｇ．サトー さく 福音館書店 2003 27p

486 ﾄ かがくのとも 得田 之久 ぶん 福音館書店 2003 27p

786 ﾖ かがくのとも 横溝 英一 さく 福音館書店 2003 27p

489 ｶ かがくのとも 金田 正実 文写真 福音館書店 2003 25p



750 ｷ かがくのとも きうち かつ 作写真 福音館書店 2003 27p

386 ｷ 月刊　かがくのとも 菊池　日出夫 福音館書店 2003

596 ﾐ 月刊　かがくのとも ミノオカ・リョウスケ 福音館書店 2004

913 ｻ 月刊　かがくのとも 澤口　たまみ 福音館書店 2004

913 ﾄ 月刊　かがくのとも 月刊　かがくのとも とりやま　みゆき 福音館書店 2004

338 ｶ 学研まんがでよくわかるシリーズ 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室 2003 128p

600 ｶ 学研まんがでよくわかるシリーズ 大林 かおる 漫画 学研広告ＳＰ事業部教材資料制作室 2003 128p

289 ﾂ 「伝えたいふるさとの１００話」選定委員会　監修 財団法人地域活性化センター 2004

90 ﾀ 市民文庫シリーズ 立石清 高松市図書館 2003

90 ﾀ 市民文庫シリーズ 立石清 高松市図書館 2003

913 ﾜ えほんはなはなみんみの森 はなはなみんみのあき わたり むつこ 文 リブリオ出版 2002 39p

913 ｺ 新・日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 岩崎書店 1996 95p

913 ﾎ あかねワンダー・ボックス 堀 直子 作 あかね書房 1994 206p

933 ｼ 大型絵本 Ａ．ウルフ談 ジョン・シェスカ　文 岩波書店 1991 28p

909 ﾌ 岩波の子どもの本 フランソワーズ　文・絵 岩波書店 1956 64p

943 ﾍ 大型絵本 ゼリ－ナ・ヘンツ　文 岩波書店 1973 40p

913 ｶ 落語絵本 川端誠　著 クレヨンハウス 1998 24p

913 ﾖ けやきの創作童話 エリカ、その夏の二週間 吉田比砂子　著 けやき書房 1994 175p

913 ﾓ けやきの創作童話 もがみせつこ　著 けやき書房 1995 191p

913 ｶ けやきの創作童話 かつおきんや　著 けやき書房 1999 236p

913 ｶ けやきの創作童話 加藤圭子　著 けやき書房 1999 175p

913 ｶ けやきの創作童話 梶田典代　著 けやき書房 2000 205p

913 ｻ けやきの創作童話 齋藤藤枝　著 けやき書房 2001 246p

913 ｵ けやきの創作童話 大石もり子　著 けやき書房 2001 191p

913 ﾔ けやきの創作童話 山本なおこ　著 けやき書房 2001 157p

913 ｶ けやきの創作童話 神田琴ニ　著 けやき書房 2001 257p

913 ﾆ けやきの創作童話 西尾ふみ子　著 けやき書房 2003 181p

933 ｸ 魔女のえほん タンギー・グレバン　作 小峰書店 2003 25p

933 ｸ 魔女のえほん タンギー・グレバン　作 小峰書店 2003 25p

933 ﾎ 魔女のえほん エミリー・ホーン　作 小峰書店 2003 25p

993 ｳ ヨゼフ・ウィルコン　絵 セ－ラ－出版 1989 25p

933 ｽ ウィリアム・スタイグ　作 セ－ラ－出版 2000 32p

933 ｼ たいへん！しまもようになっちゃった デヴィッド・シャノン　文と絵 セ－ラ－出版 1999 32p

933 ｼ ハウルの動く城 ダイアナ・ウィン・ジョ－ンズ　作 徳間書店 1997 310p

933 ｼ ハウルの動く城 ダイアナ・ウィン・ジョ－ンズ　作 徳間書店 1997 278p

911 ｶ 幼い子どものための詩の本 神沢利子　詩 のら書店 1988 101p

911 ｶ 角野栄子　さく のら書店 1989 77p

911 ｷ 子どもの季節とあそびのうた 岸田衿子　詩 のら書店 1990 101p

931 ﾊ 幼い子どもにおくる詩集 ドロシ－・バトラ－　編 のら書店 1991 85p

911 ｶ 幼い子どものための詩の本 神沢利子　詩 のら書店 1991 95p

911 ｶ 角野栄子　さく のら書店 1992 77p



911 ｵ 子どものための詩の本 小野寺悦子　詩 のら書店 1994 101p

911 ﾊ 子どもの詩集 灰谷健次郎　［ほか］編 のら書店 1995 101p

911 ｷ きしだえりこ　作 のら書店 1996 91p

911 ｷ きしだえりこ　作 のら書店 1997 71p

911 ｷ きたやまようこ　作 のら書店 1999 91p

28 ﾄ 調べたい本がかならず探せる 図書館流通センター　編 リブリオ出版 2003 663p

386 ｶ しばわんこの和のこころ 日々の愉しみ 川浦良枝　絵と文 白泉社 2004 59p

933 ﾚ レオ・レオーニ　作 至光社 1967 38p

759 ｵ 大西伝一郎　文 文溪堂 1997 32p

798 ｱ 安藤正樹　文 文溪堂 2002 30p

790 ﾓ 茂出木雅章　文 文溪堂 2002 31p

798 ﾏ 丸石照機 鈴木一郎 千葉雄司　文 文溪堂 2003 31p

759 ﾓ 森戸祐幸　文 文溪堂 2003 31p

759 ｵ 大熊進一　文 文溪堂 2003 31p

369 きみの味方だ！子どもの権利条約 こどもくらぶ　編著 ほるぷ出版 2003 39p

369 ｺ きみの味方だ!子どもの権利条約 こどもくらぶ　編・著 ほるぷ出版 2003 39p

369 ｺ きみの味方だ！子どもの権利条約 こどもくらぶ　編著 ほるぷ出版 2003 39p

369 ｺ きみの味方だ！子どもの権利条約 こどもくらぶ　編著 ほるぷ出版 2004 39p

369 ｺ きみの味方だ!子どもの権利条約 こどもくらぶ　編・著 ほるぷ出版 2004 40p

369 ｺ きみの味方だ!子どもの権利条約 こどもくらぶ　編・著 ほるぷ出版 2004 40p

933 ｼ ジェーン・ヨーレン　文 ほるぷ出版 1996 32p

600 ﾑ 村上龍　著 幻冬舎 2003 455p

913 ﾎ 穂高順也　文 ビリケン出版 1999 32p

913 ﾔ 山中恒　著 カドカワ文庫 1976 320p

726 ﾖ 葉祥明　絵・文 自由国民社 2000 48p

933 ﾃ ペーン・デュボア　文・絵 岩波書店 1977 44p

726 ﾚ マーグレット・Ｅ・レイ　文 文化出版局 1984 32p

486 ﾔ 昆虫の保護色と擬態　写真絵本 矢島稔　作 偕成社 1999 68p

486 ﾔ 昆虫の保護色と擬態　写真絵本 矢島稔　作 偕成社 1999 68p

933 ｼ レミー・シャーリップ　作 偕成社 1969 42p

916 ｷ コミック版　プロジェクトＸ　挑戦者たち ＜セブン－イレブン＞の流通革命 木村直巳　作画 宙出版 2001 181p

916 ﾛ コミック版　プロジェクトＸ　挑戦者たち 老友９０歳・戦闘機が姿を変えた 六田登　作画・脚本 宙出版 2001 185p

916 ﾛ コミック版　プロジェクトＸ　挑戦者たち ＜伏見工業ラグビー部＞日本一への挑戦 六田登　作画・脚本 宙出版 2002 203p

916 ｶ コミック版　プロジェクトＸ　挑戦者たち 魔法のラーメン＜日清カップヌードル＞ 加藤唯史　作画・脚本 宙出版 2002 201p

916 ﾋ コミック版プロジェクトＸ　挑戦者たち ＜ロータリー４７士＞開発からルマン制覇への挑戦 広井てつお　作画 宙出版 2002 200p

916 ｼ コミック版　プロジェクトＸ　挑戦者たち ＜ホテル・ニュージャパン＞伝説の消防士たち 篠原とおる　作画・脚本 宙出版 2002 201p

916 ｲ コミック版　プロジェクトＸ　挑戦者たち ＜瀬戸際のリーダー＞大勝負 池原しげと　作画・脚本 宙出版 2002 199p

916 ﾊ コミック版　プロジェクトＸ　挑戦者たち ＜クロネコヤマト＞の物流革命 はやせ淳　作画・脚本 宙出版 2002 201p

916 ﾖ コミック版　プロジェクトＸ　挑戦者たち ＜ホンダ＞マン島・オートバイにかけた若者たち 横山アキラ　作画・脚本 宙出版 2003 203p

916 ﾓ コミック版　プロジェクトＸ　挑戦者たち 白血病日本初の骨髄バンク 本そういち　作画・脚本 宙出版 2003 203p

916 ｶ コミック版　プロジェクトＸ　挑戦者たち 断崖絶壁の輸送作戦 影丸穣也　作画・脚本 宙出版 2003 203p



916 ｶ コミック版　プロジェクトＸ　挑戦者たち 世紀の難工事に挑む 笠原倫　作画・脚本 宙出版 2003 201p

916 ﾖ コミック版　プロジェクトＸ　挑戦者たち フェアレディＺ世界一売れたスポーツカー伝説 横山アキラ　作画・脚本 宙出版 2003 201p

913 ﾅ わははは！ことばあそびブック 中川ひろたか　文 ＰＨＰ研究所 1999 24p

455 ﾏ みぢかなかがく 香原知志　文 福音館書店 1996 48p

466 ｳ 自然の中の人間シリ－ズ[昆虫と人間編] 梅谷献二　著 農山漁村文化協会 1998 32p

910 ﾑ 村田千晴　ぶん 農山漁村文化協会 1991 49p

610 ﾌ そだててあそぼう そだててあそぼう ふじえだくにみつ・なかやまみすず　編 農山漁村文化協会 2003 36p

480 ｶ 科学のアルバム 川嶋一成　著 あかね書房 1974 54p

487 ｼ くもんの環境保護シリ－ズ 清水達也　文 くもん出版 1993 32p

386 ﾌ １月・２月 深光富士男　著 学習研究社 2004 71p

386 ﾌ ３月・４月 深光富士男　著 学習研究社 2004 53p

386 ﾌ ５月・６月 深光富士男　著 学習研究社 2004 55p

386 ﾌ ７月・８月 深光富士男　著 学習研究社 2004 55p

386 ﾌ ９月・１０月 深光富士男　著 学習研究社 2004 51p

386 ﾌ １１月・１２月 深光富士男　著 学習研究社 2004 55p

810 ｼ 話す力･聞く力を伸ばすことば遊び 白石範孝　監修 学習研究社 2004 48p

810 ｼ 話す力･聞く力を伸ばすことば遊び 白石範孝　監修 学習研究社 2004 48p

810 ｼ 話す力･聞く力を伸ばすことば遊び 白石範孝　監修 学習研究社 2004 48p

810 ｼ 話す力･聞く力を伸ばすことば遊び 白石範孝　監修 学習研究社 2004 48p

810 ｼ 話す力･聞く力を伸ばすことば遊び 白石範孝　監修 学習研究社 2004 48p

810 ｼ 話す力･聞く力を伸ばすことば遊び 白石範孝　監修 学習研究社 2004 48p

809 ｺ 日本語の美しさを味わい国語力を高める 小森茂　監修 学習研究社 2004 87p

809 ｺ 日本語の美しさを味わい国語力を高める 小森茂　監修 学習研究社 2004 87p

809 ｺ 日本語の美しさを味わい国語力を高める 小森茂　監修 学習研究社 2004 87p

809 ｺ 日本語の美しさを味わい国語力を高める 小森茂　監修 学習研究社 2004 87p

809 ｺ 日本語の美しさを味わい国語力を高める 小森茂　監修 学習研究社 2004 87p

809 ｺ 日本語の美しさを味わい国語力を高める 小森茂　監修 学習研究社 2004 87p

913 ﾓ ちっちゃないのち もも　さく・え 岩崎書店 2003 32p

290 ﾃ ブライアン・デルフ 著 あすなろ書房 2003 48p

933 ﾛ デルトラ・クエスト デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 2003 253p

933 ﾛ デルトラ・クエスト２ デルトラ・クエスト２ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 2003 253p

933 ﾛ デルトラ・クエスト２ デルトラ・クエスト２ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 2003 253p

913 ｺ 平成うわさの怪談　７ 平成うわさの怪談　７ 木暮　正夫 編 岩崎書店 2003 145p

913 ｺ 平成うわさの怪談　６ 平成うわさの怪談　６ 木暮　正夫 編 岩崎書店 2003 153p

290 ﾅ 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 東アジア　１ 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 仲尾　宏 著 岩崎書店 2003 67p

290 ｴ 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 東アジア　２ 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 江里　晃 著 岩崎書店 2003 63p

290 ｷ 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 東南アジア　１ 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 木村　宏一郎 著 岩崎書店 2003 67p

290 ｾ 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 東南アジア　２ 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 関根　秋雄 著 岩崎書店 2003 64p

290 ｵ 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 南アジア 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 大橋　正明 著 岩崎書店 2003 67p

290 ｷ 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 西アジア 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 清原　工 著 岩崎書店 2003 67p

290 ｲ 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 オセアニア 日本とのつながりで見るアジア過去・現在・未来 石出　法太 著 岩崎書店 2003 67p



913 ｱ 赤川次郎ミステリーコレクション　１０ 赤川次郎ミステリーコレクション　１０ 赤川　次郎 著 岩崎書店 2003 355p

913 ｱ 赤川次郎ミステリーコレクション　９ 赤川次郎ミステリーコレクション　９ 赤川　次郎 著 岩崎書店 2003 279p

913 ｱ 赤川次郎ミステリーコレクション８ 赤川次郎ミステリーコレクション　８ 赤川　次郎 著 岩崎書店 2003 299p

913 ｱ 赤川次郎ミステリーコレクション　７ 赤川次郎ミステリーコレクション　７ 赤川　次郎 著 岩崎書店 2003 279p

913 ｱ 赤川次郎ミステリーコレクション　６ 赤川次郎ミステリーコレクション　６ 赤川　次郎 著 岩崎書店 2002 351p

913 ｱ 赤川次郎ミステリーコレクション　５ 赤川次郎ミステリーコレクション　５ 赤川　次郎 著 岩崎書店 2002 300p

913 ｱ 赤川次郎ミステリーコレクション　４ 赤川次郎ミステリーコレクション　４ 赤川次郎 著 岩崎書店 2002 303p

913 ｱ 赤川次郎ミステリーコレクション　３ 赤川次郎ミステリーコレクション　３ 赤川　次郎 著 岩崎書店 2002 367p

913 ｱ 赤川次郎ミステリーコレクション　２ 赤川次郎ミステリーコレクション　２ 赤川　次郎 著 岩崎書店 2002 293p

913 ｱ 赤川次郎ミステリーコレクション１ 赤川次郎ミステリーコレクション　１ 赤川　次郎 著 岩崎書店 2002 287p

404 ｵ 大宮　信光 著 講談社 2000 243p

411 ﾅ 仲田　紀夫 著 講談社 1999 243p

491 ｺ 講談社 編 講談社 2000 235p

810 ﾆ 日本語を考える会 著 講談社 2000 229p

31 ｺ ＮＨＫ週間こどもニュース図解版スペシャル　目からうろこ こどもニュースプロジェクト 編 講談社 1996 255p

31 ｺ 小学生の大疑問１００　パート２ ＮＨＫ週間こどもニュース図解版スペシャル目からうろこ 小学生の大疑問１００　パート２ 講談社 編 講談社 1998 263p

31 ｺ 小学生の大疑問１００　パート３ ＮＨＫ週間こどもニュース図解版スペシャル目からうろこ 小学生の大疑問１００　パート３ 講談社 編 講談社 2001 259p

810 ﾀ ことばあそびえほん 谷川　俊太郎 著 さえら書房 1978 37p

933 ﾆ セブンス・タワー 第七の塔 セブンス・タワー ガース・ニクス 著 小学館 2003 253p

933 ﾆ セブンスタワー 第七の塔 セブンスタワー ガース・ニクス 著 小学館 2003 270p

933 ﾆ セブンスタワー 第七の塔 セブンスタワー ガース・ニクス 著 小学館 2004 300p

933 ﾆ セブンスタワー 第七の塔 セブンスタワー ガース・ニクス 著 小学館 2004 316p

596 ﾉ たのしくたべようたべもの絵本第１巻 たのしくたべようたべもの絵本　第　１巻 農山漁村文化協会 編 農山漁村文化協会 2004 36p

596 ﾉ たのしくたべようたべもの絵本第２巻 たのしくたべようたべもの絵本　第　２巻 農山漁村文化協会 編 農山漁村文化協会 2004 36p

626 ﾉ たのしくたべようたべもの絵本第３巻 たのしくたべようたべもの絵本　第　３巻 農山漁村文化協会 編 農山漁村文化協会 2004 36p

596 ﾉ たのしくたべようたべもの絵本第４巻 たのしくたべようたべもの絵本　第　４巻 農山漁村文化協会 編 農山漁村文化協会 2004 36p

596 ﾉ たのしくたべようたべもの絵本第５巻 たのしくたべようたべもの絵本　第　５巻 農山漁村文化協会 編 農山漁村文化協会 2004 36p

596 ﾉ たのしくたべようたべもの絵本　第　６巻 たのしくたべようたべもの絵本　第　６巻 農山漁村文化協会 編 農山漁村文化協会 2004 36p

933 ｴ こどものとも傑作集　５７ こどものとも傑作集　５７ ルース・エインワース 著 福音館書店 1997 31p

913 ｻ こどものとも傑作集　５４ こどものとも傑作集　５４ さとう　わきこ 著 福音館書店 2000 30p

913 ﾌ 日本傑作絵本シリーズ おおきなクマさんとちいさなヤマネくん 日本傑作絵本シリーズ ふくざわ　ゆみこ 著 福音館書店 2003 40p

407 ﾊ かがくのとも傑作集　わくわくにんげん かがくのとも傑作集　わくわくにんげん 長谷川　摂子 著 福音館書店 1987 26p

933 ﾌ 世界傑作絵本シリーズ・イギリスの絵本 世界傑作絵本シリーズ・イギリスの絵本 レイモンド・ブリッグズ 著 福音館書店 1997 1冊

933 ｶ 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ワンダ・ガアグ 著 福音館書店 2000 31p

993 ﾍ 世界傑作絵本シリーズ・ハンガリーの絵本 世界傑作絵本シリーズ・ハンガリーの絵本 マレーク・ベロニカ 著 福音館書店 2000 1冊

933 ｼ ダレン・シャン ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2003 262p

933 ｼ ダレン・シャン ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2004 326p

933 ｼ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2004 183p

933 ﾌ ポール・フライシュマン 著 あすなろ書房 1999 33p

933 ｸ ヘレン　Ｖ．グリフィス 著 あすなろ書房 1995 24p

933 ｽ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ウィリアム・スタイグ 著 評論社 1996 32p



388 ﾜ こどものとも傑作集 こどものとも傑作集 脇　和子 著 福音館書店 1993 20p

913 ﾏ こどものとも傑作集 こどものとも傑作集 槙　ひろし 著 福音館書店 2000 31p

933 ﾊ 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 パット・ハッチンス 著 福音館書店 1995 1冊

933 ｼ 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ユリー・シュルヴィッツ 著 福音館書店 1997 28p

933 ﾚ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋 メアリー・レイナー 著 評論社 1997 1冊

933 ﾊ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋 スーザン・バーレイ 著 評論社 1986 1冊

949 ﾘ 世界のどうわ傑作選１ 世界のどうわ傑作選　１ アストリッド・リンドグレーン 著 偕成社 2000 124p

913 ｵ 偕成社の創作 偕成社の創作 岡田　淳 著 偕成社 2000 237p

913 ｵ 新・子どもの文学 岡田　淳 著 偕成社 2000 164p

289 ﾄ シリーズ・素顔の勇者たち 華麗なるスラッガー シリーズ・素顔の勇者たち 鳥飼　新市 著 旺文社 2003 135p

289 ﾊ シリーズ・素顔の勇者たち 走る、かがやく、風になる シリーズ・素顔の勇者たち 早野　美智代 著 旺文社 2002 151p

289 ｾ シリーズ・素顔の勇者たち 初心でつかんだ金メダル シリーズ・素顔の勇者たち 瀬戸　環 著 旺文社 2001 143p

943 ｶ ヘルガ・ガルラ－ 著 偕成社 1999 1冊

933 ﾎ ミンフォン・ホ 著 偕成社 2000 32p

943 ﾎ うんちしたのはだれよ！ うんちしたのはだれよ！ ヴェルナー・ホルツヴァルト 著 偕成社 1993 23p

933 ｶ カーラ・カスキン 著 偕成社 2000 37p

913 ﾅ いわさき創作童話　４２ いわさき創作童話　４２ ながた　みかこ 著 岩崎書店 2003 79p

913 ﾔ 幼児えほん　１ 幼児えほん　１ 薮内　正幸 著 岩崎書店 1996 24p

596 ｹ 料理大百科 おいしい料理をつくってみよう 料理大百科 検見崎　聡美 著 あかね書房 2004 47p

596 ﾜ 料理大百科 みんなでおいしいイベント料理 料理大百科 渡辺　有子 著 あかね書房 2004 47p

596 ｴ 料理大百科 いろんな国のおいしい料理 料理大百科 枝元　なほみ 著 あかね書房 2004 47p

596 ﾜ 料理大百科 あまくておいしいお菓子がいっぱい 料理大百科 脇　雅世 著 あかね書房 2004 47p

913 ｲ Ｗｈｅｒｅ　Ａｒｅ　Ｙｏｕ　ＧｏｉｎｇＴｏＳｅｅ　Ｍｙ　Ｆｒｉｅｎｄ いわむら　かずお 著 童心社 2001 1冊

911 ｲ ことばあそびの絵本 ことばあそびの絵本 石津　ちひろ 著 ビーエル出版 2003 1冊

913 ﾏ 怪談レストラン　３０ 怪談レストラン　３０ 松谷　みよ子 編 童心社 2003 140p

913 ﾏ 怪談レストラン　２９ 怪談レストラン　２９ 松谷　みよ子 編 童心社 2003 140p

913 ﾏ 怪談レストラン　２８ 怪談レストラン　２８ 松谷　みよ子 編 童心社 2003 142p

913 ﾏ 怪談レストラン　２７ 怪談レストラン　２７ 松谷　みよ子 編 童心社 2003 158p

913 ﾏ 怪談レストラン　２６ 怪談レストラン　２６ 松谷　みよ子 編 童心社 2003 142p

487 ｳ 森の新聞　５ 森の新聞　５ 内田　至 著 フレーベル館 1996 55p

487 ﾏ 森の新聞　１０ 森の新聞　１０ 松永　勝彦 著 フレーベル館 1997 55p

487 ﾁ 中東　覚 著 文渓堂 1995 111p

913 ﾄ としま　かをり 著 文渓堂 1996 1冊

913 ｶ 声にだすことばえほん 河竹　黙阿弥 著 ほるぷ出版 2004 1冊

913 ｲ ちいさな絵童話りとる　１３ ちいさな絵童話りとる　１３ いとう　ひろし 著 講談社 1995 31p

913 ﾌ 講談社の創作絵本ベストセレクション 講談社の創作絵本ベストセレクション 舟崎　克彦 著 講談社 2001 30p

913 ｳ 講談社の創作絵本シリーズ 講談社の創作絵本シリーズ 内田　麟太郎 著 講談社 2003 1冊

913 ﾆ 心に残るロングセラー 名作１０話 心に残るロングセラー 新美　南吉 著 世界文化社 2004 135p

913 ｱ 絵本・いつでもいっしょ　９ 絵本・いつでもいっしょ　９ あまん　きみこ 著 ポプラ社 2003 22p

913 ﾖ ｆｏｒ　Ｂｏｙｓ　ａｎｄ　Ｇｉｒｌｓ　１６ 広畑耕平を主人公とする物語 ｆｏｒ　Ｂｏｙｓ　ａｎｄ　Ｇｉｒｌｓ　１６ 吉本　直志郎 著 ポプラ社 2000 175p

913 ｾ 絵本のひろば　２９ 絵本のひろば　２９ せな　けいこ 著 ポプラ社 1999 32p



913 ﾀ 高楼　方子 著 リブリオ出版 1999 332p

933 ｹ ジャック・ケント 著 リブリオ出版 2002 1冊

933 ｺ エレン・コンフォード 著 リブリオ出版 2000 32p

916 ｼ 篠　輝久 著 リブリオ出版 1995 183p

913 ｺ エレン・コンフォード 著 リブリオ出版 2002 30p

933 ｾ ジョン・セバスチャン 著 リブリオ出版 2000 1冊

913 ﾎ 本田　カヨ子 著 リブリオ出版 2000 1冊

953 ｿ Ｇ．ソロタレフ 著 リブリオ出版 2000 1冊

31 ﾏ くらしとあそび・自然の１２か月 くらしとあそび・自然の１２か月 増田　良子 編著 岩崎書店 1999 39p

31 ﾏ くらしとあそび・自然の１２か月 くらしとあそび・自然の１２か月 増田　良子 編著 岩崎書店 1999 39p

31 ﾏ くらしとあそび・自然の１２か月 くらしとあそび・自然の１２か月 増田　良子 編著 岩崎書店 1999 39p

31 ﾏ くらしとあそび・自然の１２か月 くらしとあそび・自然の１２か月 増田　良子 編著 岩崎書店 1999 39p

31 ﾏ くらしとあそび・自然の１２か月 くらしとあそび・自然の１２か月 増田　良子 編著 岩崎書店 1999 39p

31 ﾏ くらしとあそび・自然の１２か月 くらしとあそび・自然の１２か月 増田　良子 編著 岩崎書店 1999 39p

31 ﾏ くらしとあそび・自然の１２か月 くらしとあそび・自然の１２か月 増田　良子 編著 岩崎書店 1999 39p

31 ﾏ くらしとあそび・自然の１２か月 くらしとあそび・自然の１２か月 増田　良子 編著 岩崎書店 1999 39p

31 ﾏ くらしとあそび・自然の１２か月 くらしとあそび・自然の１２か月 増田　良子 編著 岩崎書店 1999 39p

31 ﾏ くらしとあそび・自然の１２か月 くらしとあそび・自然の１２か月 増田　良子 編著 岩崎書店 1999 39p

31 ﾏ くらしとあそび・自然の１２か月 くらしとあそび・自然の１２か月 増田　良子 編著 岩崎書店 1999 39p

31 ﾏ くらしとあそび・自然の１２か月 くらしとあそび・自然の１２か月 増田　良子 編著 岩崎書店 1999 39p

933 ﾌ とびたいペンギンのはなし バークリ・ブレスエット 作・絵 ＢＬ出版 1992 1冊

933 ﾎ クヌー・ホルスト 文 ブックローン出版 1990 1冊

913 ｵ 小沢 昭巳 作 ハート出版 1997 32p

913 ｺ 近藤 薫美子 作・絵 ブックローン出版 1993 1冊

90 ｶ 香川県の希少野生生物 香川県希少野生生物保護対策検討会 香川県環境森林部環境・水政策課 2004

480 ｽ 月刊　たくさんのふしぎ 鈴木　まもる 福音館書店 2004

600 ﾊ 月刊　たくさんのふしぎ 濱井　亜矢 福音館書店 2004

596 ﾅ 月刊　たくさんのふしぎ 中山　圭子 福音館書店 2004

470 ｻ 月刊　たくさんのふしぎ さとう　藍 福音館書店 2004

790 ﾅ 月刊　たくさんのふしぎ 仲田　紀夫 福音館書店 2004

916 ﾈ ねじめ正一 新潮社 2000

290 ﾔ 月刊　たくさんのふしぎ 月刊　たくさんのふしぎ 安井　清子　文・写真 福音館書店 2004

943 ﾌ 世界の子どもの本 オトフリート・プロイスラー 〔著〕 偕成社 1966 184p

913 ﾅ ピーマン村のおともだち 中川 ひろたか 文 童心社 2002 1冊

913 ﾜ くまくんの絵本 わたなべ しげお ぶん 福音館書店 1986 23p

913 ｶ かがくのとも 加古 里子 さく 福音館書店 1984 27p

90 ｽ 郷土の発展につくした人びと 角　節郎 光文書院 1982

291 ｶ 史跡と人物でつづる 新訂 香川県郷土史研究会 松林社 1997

210 ｺ しゃれた学習歴史まんが このみ ひかる 作 国土社 1992 87p

210 ﾏ 乱世に生きた足利尊氏 学研 1991 344p

913 ｼ ちいちゃんえほん しみず みちを 作 ほるぷ出版 2003 1冊



913 ﾅ 日本傑作絵本シリーズ なかや みわ さく・え 福音館書店 1998 1冊

913 ﾏ 新しい日本の幼年童話 松岡 享子 さく 学研 1973 61p

913 ｾ あーんあんの絵本 せな けいこ さく・え 福音館書店 1972 1冊

913 ﾅ 中川 ひろたか 文 偕成社 2000 1冊

913 ﾀ ミセスこどもの本 多田 ヒロシ さく 文化出版局 1972 1冊

913 ｼ ちいちゃんえほん しみず みちを 作 ほるぷ出版 2001 1冊

481 ﾔ 福音館の幼児絵本 やぶうち まさゆき 〔著〕 福音館書店 1987 31p

913 ﾔ 福音館の幼児絵本 薮内 正幸 画 福音館書店 1966 1冊

933 ﾛ ジュディス・ヴィオースト 文 文化出版局 1979 31p

388 ﾌ くりすますのおはなし ふじもと しろう え・ぶん 女子パウロ会 1984 1冊

486 ｷ 科学のアルバム 岸田 功 著 あかね書房 1979 54p

700 ｶ ＦＩＲＥＷＯＲＫＳ 鴨居　敦子 星の使い社 1998

486 ｻ 科学のアルバム 佐藤 有恒 写真 あかね書房 1978 53p

49 ｼ 財団法人　児童憲章愛の会 1991

289 ﾀ 本田宗一郎の生涯 高橋 透 文と絵 汐文社 1994 1冊

388 ﾆ 天人女房　ほか５話 編集　財団法人　出版文化産業振興財団 独立行政法人　国立オリンピック記念青少年総合センター 2004

388 ﾆ 一寸法師 編集　財団法人　出版文化産業振興財団 独立行政法人　国立オリンピック記念青少年総合センター 2004

388 ﾆ さるとかえるのもちころがし 編集　財団法人　出版文化産業振興財団 独立行政法人　国立オリンピック記念青少年総合センター 2004

933 ﾎ 岩波少年文庫 エリナー・ポーター 作 岩波書店 2002 369p

943 ﾘ 岩波少年文庫 ハンス・ペーター・リヒター 作 岩波書店 1977 249p

810 ｱ 安野 光雅 ぶん え 福音館書店 1993 27p

486 ｸ 科学のアルバム 光のひみつ 栗林 慧 著 あかね書房 1980 52p

486 ｷ 科学のアルバム 岸田 功 著 あかね書房 1978 54p

486 ﾊ 科学のアルバム 林 長閑 構成・文 あかね書房 1978 60p

388 ｱ チャイルド絵本館 世界の昔話 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 作 チャイルド本社 1994 32p

90 ﾀ 華麗なる末裔たち 編者　越智　繁杉 高松市歴史民族協会 1987

933 ｽ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ バーバラ・スレイ 作 福武書店 1991 142p

943 ｾ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ カーリ・ゼーフェルト 作 福武書店 1989 247p

913 ｱ 阿川 弘之 文 岩波書店 1959 1冊

750 ｴ 牛乳パック工作 すすめ！パック船 枝常 弘 著 誠文堂新光社 1995 52p

750 ｴ 牛乳パック工作 はしれ！パックカー 枝常 弘 著 誠文堂新光社 1994 52p

913 ﾅ 子どもとお母さんのおはなし 中川 李枝子 さく のら書店 1987 116p

933 ｸ マウリ＝クンナス 作 偕成社 1982 1冊

486 ｵ 科学のアルバム 小田 英智 文 あかね書房 1978 67p

913 ﾓ あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作 あかね書房 1985 75p

943 ﾌ 世界の子どもの本 プロイスラー 作 偕成社 1970 190p

933 ﾅ ひかりのくに名作・昔話絵本 武鹿 悦子 文 ひかりのくに 1992 30p

913 ﾜ こどものとも傑作集 わたり むつこ さく 福音館書店 1983 31p

933 ｸ スーザン・クーパー 作 学研 2002 449p

913 ｲ ゆうひの丘のなかま いわむら かずお 文・絵 理論社 2004 149p

388 ｾ チャイルド絵本館 日本・世界の昔話 関根 栄一 文 チャイルド本社 1995 32p



388 ｶ チャイルド絵本館 日本・世界の昔話 〔グリム 原作〕 チャイルド本社 1995 32p

388 ｺ チャイルド絵本館 日本・世界の昔話 こわせ たまみ 文 チャイルド本社 1995 32p

388 ﾀ チャイルド絵本館 日本・世界の昔話 〔アンデルセン 原作〕 チャイルド本社 1995 32p

388 ｺ チャイルド絵本館 日本・世界の昔話 香山 美子 文 チャイルド本社 1995 32p

388 ｶ チャイルド絵本館 日本・世界の昔話 〔グリム 原作〕 チャイルド本社 1995 32p

388 ｽ チャイルド絵本館 日本・世界の昔話 杉山 径一 文 チャイルド本社 1995 32p

388 ｵ チャイルド絵本館 日本・世界の昔話 大石 真 文 チャイルド本社 1995 32p

388 ﾂ チャイルド絵本館 日本・世界の昔話 鶴見 正夫 文 チャイルド本社 1995 32p

388 ﾐ チャイルド絵本館 日本・世界の昔話 〔マルシャーク 原作〕 チャイルド本社 1996 32p

388 ｺ チャイルド絵本館 日本・世界の昔話 〔グリム 原作〕 チャイルド本社 1996 32p

388 ﾀ チャイルド絵本館 世界の昔話 立原えりか チャイルド本社 1992

388 ｲ チャイルド絵本館 世界の昔話 岩崎 京子 文 チャイルド本社 1994 38p

388 ｵ チャイルド絵本館 世界の昔話 小沢 正 文 チャイルド本社 1994 38p

388 ﾀ チャイルド絵本館 アンデルセン 作 チャイルド本社 1994 30p

388 ﾔ チャイルド絵本館 矢崎 節夫 文 チャイルド本社 1996 38p

388 ｵ チャイルド絵本館 世界の昔話 大石 真 文 チャイルド本社 1994 38p

388 ｵ チャイルド絵本館 世界の昔話 岡本一郎 チャイルド本社 1994 32p

388 ﾌ チャイルド絵本館 世界の昔話 武鹿 悦子 文 チャイルド本社 1994 38p

388 ﾀ チャイルド絵本館 世界の昔話 谷　真介 チャイルド本社 1994

388 ﾀ チャイルド絵本館 世界の昔話 高田敏子 チャイルド絵本館 1994

388 ﾂ チャイルド絵本館 世界の昔話 鶴見 正夫 文 チャイルド本社 1994 38p

388 ﾄ せかいの名作えほん スロバキア民話 虎頭 恵美子 文 世界文化社 30p

388 ﾔ こどものとも年中向き ノルウェー昔話 山越 一夫 再話 福音館書店 2000 32p

933 ﾑ スコットランドの民話 フィオナ・ム－ディ　絵と文 セ－ラ－出版 1995 32p

953 ﾊ ガブリエル・バンサン　デッサン絵本セット ある犬の物語 ガブリエル・バンサン　作 ブックローン出版 1986 58p

388 ｹ デンマ－ク民話 ジャック・ケント　さく 朔北社 2001 28p

913 ｼ PHPにこにこえほん 城谷英男　さく・え ＰＨＰ研究所 1998 31p

388 ﾏ ポプラせかいの絵本 アフリカのむかしばなし フランチェスカ・マ－ティン　さく ポプラ社 2000 34p

480 ﾐ はっけんたんけんえほん 皆越ようせい　写真と文 ポプラ社 2000 32p

933 ｴ あかねせかいの本 マデライン・エドモンドソン　作 あかね書房 1978 48p

913 ﾀ あかね創作読物シリ－ズ まいごのかっぱはくいしんぼう たつみや章　作 あかね書房 1994 140p

913 ﾌ 絵本・子どものくに 福田岩緒　作・絵 ポプラ社 1984 32p

388 ｵ 子どもがはじめてであう民話 大川悦生　作 ポプラ社 1977 36p

943 ﾃ リザ・テツナ－　著 あすなろ書房 2002 359p

943 ﾃ リザ・テツナ－　著 あすなろ書房 2002 407p

388 ｶ <こどものとも>傑作集 新潟の昔話 梶山俊夫　画 福音館書店 1985 31p

913 ﾅ <こどものとも>傑作集 なかのひろたか　さく・え 福音館書店 1968 27p

913 ﾕ ゆもとかずみ　作 福音館書店 2003 32p

983 ｾ 日本傑作絵本シリ－ズ 瀬田貞二　訳 福音館書店 1994 24p

388 ｸ 世界傑作絵本シリーズ グリム童話 グリム　さく 福音館書店 1963 32p

388 ｸ 世界傑作絵本シリーズ グリム童話 グリム　さく 福音館書店 1967 32p



993 ﾊ 絵本の泉 アンナ・ヴァ－レンベルイ　文 岩崎書店 1999 31p

933 ﾊ 世界傑作絵本シリーズ バージニア・リー・バートン　ぶん・え 福音館書店 1961 45p

983 ｻ <こどものとも>傑作集 ロシア民話 Ａ・トルストイ　再話 福音館書店 1962 28p

388 ｷ 大型創作絵本 沖縄の絵本 儀間比呂志　作・絵 岩崎書店 1971

913 ﾄ とだきょうこ　文 福音館書店 1994 56p

949 ﾌ いのちのえほん リサがびょういんへいったとき いのちのえほん アン・フォッシュリンド　作・絵 岩崎書店 1996 32p

930 ﾎ いのちのえほん わるい人から身をまもる本 ベティ－・ボガホ－ルド　作 岩崎書店 1999 32p

913 ｵ いのちのえほん いのちのえほん おちとよこ　作 岩崎書店 2000 32p

913 ﾜ いのちのえほん いのちのえほん わだことみ　作 岩崎書店 2000 31p

913 ｵ いのちのえほん 及川和男　作 岩崎書店 2002 52p

913 ﾎ いのちのえほん いのちのえほん 細谷亮太　作 岩崎書店 2003 23p

290 ｷ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 城戸一夫　著 岩崎書店 2000 55p

290 ｾ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 清野賢司　著 岩崎書店 2000 55p

290 ｺ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 小松亮一　著 岩崎書店 2000 55p

290 ｷ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 清原工　著 岩崎書店 2000 55p

290 ﾊ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 原靖一　著 岩崎書店 2000 55p

290 ｽ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 鈴木しのぶ　著 岩崎書店 2000 59p

290 ｸ 総合学習に役立つみんなの世界遺産 倉部きよたか　著 岩崎書店 2000 55p

949 ｱ アンデルセンの絵本 すずのへいたいさん ハンス・クリスチャン・アンデルセン　原作 小学館 2004 32p

949 ｱ アンデルセンの絵本 野の白鳥 ハンス・クリスチャン・アンデルセン　原作 小学館 2004 40p

949 ｱ アンデルセンの絵本 はだかの王さま ハンス・クリスチャン・アンデルセン　原作 小学館 2004 32p

949 ｱ アンデルセンの絵本 えんどうまめの上のおひめさま ハンス・クリスチャン・アンデルセン　原作 小学館 2004 24p

949 ｱ アンデルセンの絵本 イーダちゃんの花 ハンス・クリスチャン・アンデルセン　原作 小学館 2004 24p

949 ｱ アンデルセンの絵本 みにくいあひるの子 ハンス・クリスチャン・アンデルセン　原作 小学館 2004 32p

949 ｱ アンデルセンの絵本 ナイチンゲール ハンス・クリスチャン・アンデルセン　原作 小学館 2004 32p

949 ｱ アンデルセンの絵本 人魚ひめ ハンス・クリスチャン・アンデルセン　原作 小学館 2004 32p

949 ｱ アンデルセンの絵本 ハンス・クリスチャン・アンデルセン　原作 小学館 2004 32p

949 ｱ アンデルセンの絵本 ハンス・クリスチャン・アンデルセン　原作 小学館 2004 32p

949 ｱ アンデルセンの絵本 火うちばこ ハンス・クリスチャン・アンデルセン　原作 小学館 2004 40p

949 ｱ アンデルセンの絵本 マッチ売りの女の子 ハンス・クリスチャン・アンデルセン　原作 小学館 2004 24p

949 ｱ アンデルセンの絵本 絵のない絵本 ハンス・クリスチャン・アンデルセン　原作 小学館 2004 72p

596 ﾊ なりたいな、料理の名人 服部幸應 服部津貴子　著 岩崎書店 1998 47p

596 ﾊ なりたいな、料理の名人 服部幸應 服部津貴子　著 岩崎書店 1998 47p

596 ﾊ なりたいな、料理の名人 服部幸應 服部津貴子　著 岩崎書店 1998 47p

596 ﾊ なりたいな、料理の名人 服部幸應 服部津貴子　著 岩崎書店 1998 47p

596 ﾊ なりたいな、料理の名人 服部幸應 服部津貴子　著 岩崎書店 1998 47p

596 ﾊ なりたいな、料理の名人 服部幸應 服部津貴子　著 岩崎書店 1998 47p

596 ﾊ なりたいな、料理の名人 服部幸應 服部津貴子　著 岩崎書店 1998 47p

596 ﾊ なりたいな、料理の名人 服部幸應 服部津貴子　著 岩崎書店 1998 47p

596 ﾊ なりたいな、料理の名人 服部幸應 服部津貴子　著 岩崎書店 1998 47p

933 ｸ 世界傑作絵本シリーズ 春をさがす ルース・クラウス　ぶん 福音館書店 1967 32p



933 ﾋ フィリパ・ピアス　著 岩波書店 1989 242p

388 ﾎ 復刊・日本の名作絵本 堀尾青史　文 岩崎書店 2002 34p

913 ｽ のびのび・えほん すとうあさえ　文 岩崎書店 2000 31p

913 ｱ 旺文社創作児童文学 阿部夏丸　作 旺文社 1999 143p

913 ﾐ 日本の童話名作選 宮沢賢治　作 偕成社 1992 36p

913 ｻ 日本の童話名作選 佐藤さとる　作 偕成社 1999 47p

933 ﾕ ジャニス＝メイ＝ユ－ドリイ　さく 偕成社 1976 32p

913 ﾆ 日本の童話名作選 新美南吉　作 偕成社 1999 35p

949 ｽ 本の森 ウルフ・スタルク　作 偕成社 2000 47p

933 ﾋ 岩波少年文庫 フィリパ・ピアス　作 岩波書店 2000 358p

811 ｺ 五味太郎のことばとかずの絵本 五味太郎　作 岩崎書店 1982 48p

913 ｼ 島田ゆか　作・絵 文溪堂 1999 32p

933 ﾒ チア・ブックス やさしくわかる経済の話 ジ－ン・メリル　作 偕成社 1997 174p

289 ｼ 「アンネの日記」の筆者・感動の生涯 シュナ－ベル　著 偕成社 1991 274p

487 ﾏ ならべてみると… 松橋利光　しゃしん アリス館 2002 27p

468 ｺ 近藤薫美子　著 アリス館 2001 30p

916 ﾏ ノンフィクション知られざる世界 沖縄伊江島二度めの戦争 真鍋和子　著 金の星社 1999 157p

420 ﾀ ふしぎ！かんたん！科学マジック 田中玄伯　監修 学習研究社 2004 48p

420 ﾀ ふしぎ！かんたん！科学マジック 田中玄伯　監修 学習研究社 2004 48p

420 ﾀ ふしぎ！かんたん！科学マジック 田中玄伯　監修 学習研究社 2004 48p

430 ﾀ ふしぎ！かんたん！科学マジック 田中玄伯　監修 学習研究社 2004 48p

420 ﾀ ふしぎ！かんたん！科学マジック 田中玄伯　監修 学習研究社 2004 48p

490 ﾀ ふしぎ！かんたん！科学マジック 田中玄伯　監修 学習研究社 2004 48p

798 ﾀ むすびめのない特製ひもつき 学習研究社 1994 24p

913 ﾀ 立松和平　著 河出書房新社 1998 142p

913 ｱ バッテリー あさのあつこ　作 教育画劇 1996 244p

933 ｸ 児童図書館・絵本の部屋 エマ・チチェスタ－・クラ－ク　さく 評論社 1999 32p

913 ﾀ 立松和平　文 くもん出版 2001 32p

913 ﾀ 立松和平　文 くもん出版 2000 32p

388 ｸ 児童図書館・絵本の部屋 グリム童話より グリム　原作 評論社 1980 24p

913 ｻ 沢田としき　作・絵 講談社 1996 35p

913 ｳ 内田麟太郎　文 童心社 1999 32p

933 ｴ ベンジャミン・エルキン　作 こぐま社 1999 34p

949 ｽ 世界の絵本コレクション ウルフ・スタルク　作 小峰書店 1999 48p

913 ｵ おはなしプレゼント 丘修三　作 小峰書店 2000 95p

913 ﾌ 絵本ぼくたちこどもだ 古田足日　作 童心社 1974 80p

911 ﾀ 絵本・ちいさななかまたち 田島征三　作 童心社 1984 39p

913 ﾁ 長新太　さく 佼成出版社 1990 36p

289 ﾏ フット・ノ－ト足で書かれた物語 レ－ナ・マリア　著 小学館 1998 197p

726 ﾎ ニコライ・ポポフ　作 ＢＬ出版 2000 40p

369 ｵ 大塚敦子　写真・文 小学館 1999 59p



486 ﾔ 矢島稔　文 小学館 2001 236p

911 ﾀ 谷川俊太郎　著 小学館 1988 48p

750 ﾋ やってみようたのしい伝承あそび 菱田清和　監修 学習研究社 1995 48p

750 ﾋ やってみようたのしい伝承あそび 菱田清和　監修 学習研究社 1995 48p

750 ﾋ やってみようたのしい伝承あそび 菱田清和　監修 学習研究社 1995 48p

750 ﾋ やってみようたのしい伝承あそび 菱田清和　監修 学習研究社 1995 48p

750 ﾋ やってみようたのしい伝承あそび 菱田清和　監修 学習研究社 1995 48p

750 ﾋ やってみようたのしい伝承あそび 菱田清和　監修 学習研究社 1995 48p

31 ﾆ 21世紀こども百科シリーズ 小学館 2002 493p

290 ｾ 小学館 2005 228p

913 ﾏ 新編・絵本平和のために 松谷みよ子　文 偕成社 1983 32p

537 ﾀ のりもの写真えほん 高島鎮雄　監修 成美堂出版 1998 64p

913 ｶ 創作えほん かんざわとしこ　ぶん 偕成社 1970 32p

933 ｽ ウィリアム・スタイグ　作 セ－ラ－出版 1988 32p

933 ｷ エズラ・ジャック・キ－ツ　さく 偕成社 1977 32p

933 ｶ エリック＝カ－ルの絵本 エリック・カ－ル　さく 偕成社 1999 29p

319 ﾔ 地雷ではなく花をください サニ－のおねがい 柳瀬房子　文 自由国民社 1996 40p

319 ﾔ 地雷ではなく花をください サニ－　カンボジアへ 柳瀬房子　文 自由国民社 1997 48p

319 ﾔ 地雷ではなく花をください サニー　ボスニア・ヘルツェゴビナへ 柳瀬房子　文 自由国民社 1998 48p

319 ﾔ 地雷ではなく花をください サニ－のゆめ 柳瀬房子　文 自由国民社 1999 48p

319 ﾔ サニーアフガニスタンヘ 柳瀬房子　文 自由国民社 2002 48p

388 ｸ グリム童話 グリム　原作 西村書店 1987 943p

933 ｸ サンディ・クリフォ－ド　作・絵 徳間書店 1999 142p

933 ｴ マリ－・ホ－ル・エッツ　作・絵 徳間書店 1997 52p

933 ｾ モーリス・センダック　作 冨山房 1975 40p

388 ｸ グリム童話 グリム　原作 西村書店 1986 27p

913 ｷ 岸川悦子　作 文溪堂 1999 117p

388 ｸ グリム童話 グリム　原作 西村書店 1992 28p

388 ｸ グリム童話 グリム　原作 西村書店 1988 26p

28 ﾆ 日本子どもの本研究会絵本研究部　編 一声社 2004 205p

933 ｵ クリスマス クリス・ヴァン・オールズバーグ　絵・文 あすなろ書房 2003 32p

798 ｾ はじめてでもすぐできる 瀬戸宙子　著 日本文芸社 2003 158p

933 ｼ ハリネズミの本箱 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ　著 早川書房 2004 370p

933 ﾆ セブンスタワー 第七の塔 戦い ガース・ニクス　作 小学館 2004 256p

913 ﾐ 画本宮澤賢治 宮澤賢治　作 パロル舎 1997 77p

913 ﾔ 山本容子　著 小学館 1996 32p

378 ﾎ 星川ひろ子　写真・文 小学館 1997 36p

913 ﾀ あかねピクチャ－ブックス たむらしげる　作 あかね書房 1994 24p

933 ｳ あかねせかいの本 ベラ・Ｂ．ウィリアムズ　作・絵 あかね書房 1984 1冊

930 ﾌ あかね・新えほんシリ－ズ ベッキ－・ブル－ム　作 あかね書房 2000 29p

913 ｲ 伊藤遊　作 福音館書店 1998 340p



489 ｺ かがくのほん ジョアンナ・コ－ル　文 福音館書店 1982 40p

913 ｷ しかけ絵本 木村研　作 ひさかたチャイルド 1989 39p

913 ｷ ブッククラブ 木村泰子　絵と文 至光社 1987 34p

913 ｶ <こどものとも>傑作集 加古里子　さく・え 福音館書店 1967 28p

913 ﾊ <こどものとも>傑作集 長谷川摂子　作 福音館書店 1990 32p

933 ﾏ デーヴィッド・マッキー　作 徳間書店 1995 25p

376 ﾓ 森田ゆり　作 童話館出版 1997 44p

388 ｸ グリム童話 グリム兄弟　著 ほるぷ出版 1980 32p

388 ｱ 雪の女王 ナオミ・ルイス　ぶん ほるぷ出版 1981 32p

949 ｱ みにくいあひるの子 みにくいあひるの子 ハンス・クリスチャン・アンデルセン　さく ほるぷ出版 1979 30p

933 ﾎ ルース・ボーンスタイン　作 ほるぷ出版 1978 32p

933 ﾌ マ－ガレット・Ｗ．ブラウン　ぶん ほるぷ出版 1976 40p

388 ﾋ 日本傑作絵本シリ－ズ 平野直　再話 福音館書店 1977 39p

462 ｲ ふしぎコレクション 今森光彦　著 フレ－ベル館 2002 43p

933 ｱ ひなぎくちゃんとくうのものがたり ド－ン・アパリ－　作・絵 フレ－ベル館 2002 28p

949 ｱ 大型絵本 アンデルセン　著 岩波書店 1996 32p

388 ｷ 大型絵本 日本むかしばなし 木下順二　文 岩波書店 1976 44p

913 ｻ 文研じゅべに－る 佐藤州男　作 文研出版 1986 152p

933 ﾌ 岩波の子どもの本 マージョリー・フラック　文・絵 岩波書店 1980 57p

949 ｱ おやゆびひめ おやゆびひめ ハンス・クリスチャン・アンデルセン　作 白泉社 2001 32p

913 ﾑ 椋鳩十全集 椋鳩十　著 ポプラ社 1969 229p

913 ｼ 島田ゆか　著 白泉社 2004 40p

913 ｾ チューリップえほんシリーズ せなけいこ　作・絵 鈴木出版 2003 25p

913 ｼ チューリップえほんシリーズ じゅてん　作 鈴木出版 2003 25p

913 ﾓ たんぽぽえほんシリーズ もとしたいづみ　作 鈴木出版 2004 23p

913 ﾆ たんぽぽえほんシリーズ 西内ミナミ　さく 鈴木出版 2004 25p

913 ｺ チューリップえほんシリーズ 小林与志　作・絵 鈴木出版 2003 25p

913 ｱ チューリップえほんシリーズ あきやまただし　作・絵 鈴木出版 2003 25p

913 ｵ ひまわりえほんシリーズ 越智のりこ　作 鈴木出版 2004 29p

911 ﾆ ひまわりえほんシリーズ 西本鶏介　編・文 鈴木出版 2003 29p

913 ｱ ひまわりえほんシリーズ あきやまただし　作・絵 鈴木出版 2003 29p

810 ﾆ ひまわりえほんシリーズ 西本鶏介　編・文 鈴木出版 2003 29p

913 ﾆ チューリップえほんシリーズ にしむらひろみ　作 鈴木出版 2003 25p

913 ｱ 創作えほん あまんきみこ　ぶん サンリード 1984 32p

289 ﾐ 砂田弘　著 ポプラ社 2002 127p

388 ｵ 子どもがはじめてであう民話 大川悦生　作 ポプラ社 1980 35p

913 ﾓ PHPこころのえほん 森はな　さく ＰＨＰ研究所 1982 32p

913 ｱ 車のいろは空のいろ　新装版 あまんきみこ　作 ポプラ社 2000 125p

913 ｱ 車のいろは空のいろ あまんきみこ　作 ポプラ社 2000 133p

913 ｱ 車のいろは空のいろ あまんきみこ　作 ポプラ社 2000 118p

781 ﾐ みんなであそぼう校内あそび 宮田泉　［ほか］編集 ポプラ社 2000 39p



781 ﾐ みんなであそぼう校内あそび 宮田泉　［ほか］編集 ポプラ社 2000 37p

781 ﾐ みんなであそぼう校内あそび 宮田泉　［ほか］編集 ポプラ社 2000 39p

781 ﾐ みんなであそぼう校内あそび 宮田泉　［ほか］編集 ポプラ社 2000 39p

781 ﾐ みんなであそぼう校内あそび 宮田泉　［ほか］編集 ポプラ社 2000 39p

781 ﾐ みんなであそぼう校内あそび 宮田泉　［ほか］編集 ポプラ社 2000 39p

913 ﾏ 大日本ようねん文庫 松谷みよ子　さく 大日本図書 1982 30p

933 ｳ ワニのライルのおはなし バ－ナ－ド・ウェ－バ－　さく 大日本図書 1984 55p

913 ｱ どうわがいっぱい 阿部夏丸　作 講談社 1999 76p

913 ｱ 新しいえほん あきやまただし　作・絵 金の星社 2002 32p

933 ﾊ マーリン Ｔ・Ａ・バロン　著 主婦の友社 2005 438p

913 ﾐ 宮下和男　著 理論社 1998 204p

913 ﾎ 新・名作の愛蔵版 星新一　作 理論社 1999 193p

913 ｲ 今江祥智　著 理論社 1989 618p

798 ｺ 世界各国から集めた７０の「手遊び」・「リズム遊び」編 後藤田純生　著 音楽之友社 1988 95p

781 ﾐ 水野豊二　著 遊戯社 1990 150p

833 ﾄ とだこうしろう　作・絵 戸田デザイン研究室 1999 215p

833 ﾄ とだこうしろう　作・絵 戸田デザイン研究室 2002 247p

913 ｲ いせひでこ　作・絵 講談社 2004 33p

913 ﾀ 田島征三　文と絵 偕成社 1973 35p

913 ｳ 梅田俊作　作・絵 ポプラ社 2000 35p

931 ｵ 世界の絵本 シンシア・ジャバール　絵 講談社 2004 32p

911 ﾀ 詩の散歩道 谷川俊太郎少年詩集 谷川俊太郎　著 理論社 1983 142p

798 ｱ 親子でたのしむ 麻生育子 山本昇　編著 東京書店 2004 127p

798 ｱ 山本昇 麻生育子　編 東京書店 2002 156p

933 ﾊ 児童図書館・絵本の部屋 ジョン・バーニンガム　さく 評論社 1983 32p

913 ﾐ 日本の童話名作選 宮沢賢治　作 偕成社 1995 35p

913 ﾏ 福音館のかがくのほん 真木文絵　ぶん 福音館書店 2003 31p

913 ｶ こどものとも傑作集 神沢利子　さく 福音館書店 1985 31p

538 ﾓ 集英社版・学習漫画 毛利 衛 監修 集英社 2000 190p

800 ｻ 斎藤　孝 草思社 2002

911 ｶ ことばの花束 佼成出版社 2002

933 ｾ あなたの心に届ける１６の贈り物 コリーン・セル＝選 光文社 2002

594 ｵ 週末で編めるよ！２ 雄鶏社 1998

798 ｲ ともだちにはないしょだよ 石田 真理 作 ポプラ社 1989 127p

913 ﾂ ポプラ社文庫 壷井 栄 著 ポプラ社 1995 334p

400 ﾃ 学研まんがでよくわかるシリーズ１４ 社会に役立つ充電池 学研 2004

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1989 147p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1989 147p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1990 147p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1990 147p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1991 147p



913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1992 147p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1992 146p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1993 147p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1994 147p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1994 147p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1995 147p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1996 146p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1997 146p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1997 147p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1998 146p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 1994 275p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 1994 293p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 1995 261p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 1996 269p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 1997 277p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 1998 261p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 1999 265p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 1999 286p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 2002 292p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 2004 364p

913 ｸ 倉橋燿子 講談社 1994 235p

913 ｸ 倉橋燿子 講談社 1995 219p

913 ｸ 倉橋燿子 講談社 1995 213p

913 ｸ 倉橋燿子 講談社 1996 219p

913 ｸ 倉橋燿子 講談社 1996 241p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 1996 269p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 1997 289p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 1997 289p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 1998 241p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 1998 249p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 1999 285p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 2000 265p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 2001 269p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 2001 333p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 2002 301p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 2002 309p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 2003 277p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 2005 341p

911 ﾐ はせみつこ編 冨山房 1997 167p

911 ｼ はせみつこ編 冨山房 1995 159p

911 ｶ 川崎洋 いそっぷ社 2001 125p



913 ﾀ 立松和平 くもん出版 2002 32p

933 ﾎ ホセ アルエゴ 評論社 1989 1冊

916 ｲ 井上美由紀 ポプラ社 2001 31p

480 ｱ あべ弘士 福音館書店 1995 1冊

913 ﾏ 松岡達英 小学館 2000 1冊

913 ﾀ 田島征彦 童心社 1998 40p

913 ﾀ 田島征彦 童心社 1989 48p

913 ﾏ 松野正子 童心社 1977 47p

913 ﾐ みやにしたつや 鈴木出版 1996 25p

913 ｸ 倉橋燿子 講談社 2000 236p

913 ｸ 倉橋燿子 講談社 2000 236p

913 ｸ 倉橋燿子 講談社 2000 245p

914 ﾀ 高倉健 集英社 2001 86p

916 ｲ 石黒謙吾 文藝春秋 2001 150p

913 ｱ あさのあつこ 教育画劇 1998 356p

913 ｱ あさのあつこ 教育画劇 2000 255p

913 ｱ あさのあつこ 教育画劇 2001 223p

913 ｱ あさのあつこ 教育画劇 2003 231p

913 ｱ あさのあつこ 教育画劇 2005 301p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 2003 341p

911 ｸ くどうなおこ 童話屋 1984 155p

911 ｸ くどうなおこ 童話屋 1985 153p

911 ｸ くどうなおこ 童話屋 1987 153p

911 ｸ くどうなおこ 童話屋 2000 153p

369 ﾀ 多和田悟 文藝春秋 2003 159p

913 ﾅ Dandan books しまぶくろさんとあそぶの巻 中川ひろたか　作 講談社 2001 29p

913 ﾅ Dandan books しまぶくろさんといわだぬきくんの巻 中川ひろたか　作 講談社 2002 29p

913 ﾅ Dandan books しまぶくろさんのたんじょうパ－ティ－の巻 中川ひろたか　作 講談社 2002 29p

913 ﾅ Dandan books どんなもんだい！の巻 中川ひろたか　作 講談社 2004 31p

913 ﾅ 中川ひろたか　さく アリス館 2004 32p

913 ﾅ わははは！ことばあそびブック 中川ひろたか　文 ＰＨＰ研究所 1999 24p

913 ﾅ わははは！ことばあそびブック 中川ひろたか　文 ＰＨＰ研究所 2001 24p

913 ﾅ わははは！ことばあそびブック 中川ひろたか　文 ＰＨＰ研究所 2001 24p

913 ﾅ わははは！ことばあそびブック 中川ひろたか　文 ＰＨＰ研究所 2003 24p

913 ﾅ わははは！ことばあそびブック 中川ひろたか　文 ＰＨＰ研究所 2003 24p

913 ｳ 生命 内田麟太郎　ぶん 佼成出版社 2004 32p

913 ﾏ 松岡達英　作 小学館 2001 32p

913 ﾏ 松岡達英　作 小学館 2003 30p

913 ﾅ わたしのえほん 中川ひろたか　作 ＰＨＰ研究所 2002 32p

913 ﾊ わたしのえほん 長谷川義史　さく・え ＰＨＰ研究所 2003 32p

913 ｻ わたしのえほん さとうわきこ　さく・え ＰＨＰ研究所 2003 32p



913 ﾋ <こどものとも>傑作集 土方久功　さく・え 福音館書店 1985 27p

913 ｷ 日本傑作絵本シリーズ 岸田今日子　作 福音館書店 1998 32p

383 ｺ 小林克　監修 岩崎書店 2004 175p

369 ｻ 学研のノンフィクション 沢田俊子　文 学習研究社 2004 111p

913 ﾓ もとしたいづみ　文 講談社 2004 95p

486 ｸ 栗林さんの虫めがね 栗林さんの虫めがね 栗林慧　著 フレーベル館 2004 40p

933 ﾌ 春 マーガレット・ワイズ・ブラウン　ぶん ほるぷ出版 2004 27p

983 ｵ ロシアのお話 Ｖ．オルロフ　原作 偕成社 2003 32p

933 ﾐ ジョン・Ｊ．ミュース　さく・え フレーベル館 2005 32p

929 ｼ クォン・ジョンセン　文 平凡社 2002 32p

913 ｻ アラビアン・ナイト 斉藤洋　著 偕成社 2004 221p

913 ｻ アラビアン・ナイト 斉藤洋　著 偕成社 2004 309p

913 ｻ アラビアン・ナイト 斉藤洋　著 偕成社 2005 245p

913 ｻ アラビアン・ナイト 斉藤洋　著 偕成社 2005 245p

913 ｳ えほんのマーチ 内田麟太郎　文 岩崎書店 2002 25p

913 ｳ えほんのマーチ 内田麟太郎　作 岩崎書店 2004 32p

913 ﾔ えほんのマーチ 山本孝　作・絵 岩崎書店 2004 32p

913 ﾀ えほんのマーチ たごもりのりこ　作・絵 岩崎書店 2004 31p

943 ﾌ ブロイスラー　作　中村浩三　訳 偕成社 2002 190p

913 ﾆ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会　編 ポプラ社 1993 150p

913 ﾆ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会　編 ポプラ社 1993 150p

913 ﾆ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会　編 ポプラ社 1993 142p

913 ﾆ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会　編 ポプラ社 1992 134p

489 ﾕ 親と子の写真絵本 結城モイラ　文 ポプラ社 2001 28p

489 ﾕ 親と子の写真絵本 結城モイラ　文 ポプラ社 2001 27p

489 ﾕ 親と子の写真絵本 結城モイラ　文 ポプラ社 2001 31p

488 ｳ 親と子の写真絵本 内山晟　写真・文 ポプラ社 2001 27p

489 ﾌ 親と子の写真絵本 福田幸広　写真・文 ポプラ社 2002 28p

489 ﾌ 親と子の写真絵本 福田幸広　写真・文 ポプラ社 2002 28p

489 ｺ 親と子の写真絵本 古関めぐみ　文 ポプラ社 2002 28p

489 ｵ 親と子の写真絵本 越智充奈子　文 ポプラ社 2002 28p

488 ﾄ 親と子の写真絵本 戸塚学　写真・文 ポプラ社 2002 28p

489 ﾏ 親と子の写真絵本 前川貴行　写真・文 ポプラ社 2003 32p

913 ｻ 小学１年生 齋藤孝　編 講談社 2005 203p

913 ｻ 小学２年生 齋藤孝　編 講談社 2005 211p

913 ｻ 小学３年生 齋藤孝　編 講談社 2005 242p

913 ｻ 小学４年生 齋藤孝　編 講談社 2005 251p

913 ｻ 小学５年生 齋藤孝　編 講談社 2005 274p

913 ｻ 小学６年生 齋藤孝　編 講談社 2005 282p

781 ｵ 国際理解に役立つ世界の遊び 大貫美佐子　監修 ポプラ社 1998 63p

781 ｵ 国際理解に役立つ世界の遊び 大貫美佐子　監修 ポプラ社 1998 63p



781 ｵ 国際理解に役立つ世界の遊び 大貫美佐子　監修 ポプラ社 1998 63p

781 ｵ 国際理解に役立つ世界の遊び 大貫美佐子　監修 ポプラ社 1998 63p

781 ｵ 国際理解に役立つ世界の遊び 大貫美佐子　監修 ポプラ社 1998 63p

781 ｵ 国際理解に役立つ世界の遊び 大貫美佐子　監修 ポプラ社 1998 63p

781 ｵ 国際理解に役立つ世界の遊び 大貫美佐子　監修 ポプラ社 1998 63p

489 ｲ 生きもの超・びっくりパワー 生きもの超・びっくりパワー 今泉忠明　監修・著 旺文社 2005 47p

488 ｲ 生きもの超・びっくりパワー 生きもの超・びっくりパワー 今泉忠明　監修・著 旺文社 2005 47p

486 ﾀ 生きもの超・びっくりパワー 生きもの超・びっくりパワー 高家博成　監修 旺文社 2005 47p

481 ﾀ 生きもの超・びっくりパワー 生きもの超・びっくりパワー 武田正倫　監修・著 旺文社 2005 47p

471 ｵ 生きもの超・びっくりパワー 大場秀章　監修・著 旺文社 2005 47p

375 ｻ ぼくら地球市民 戦禍の子どもたちと自画像で握手 佐藤真紀 日本国際ボランティアセンター　編 大月書店 2004 39p

913 ﾐ みやにし　たつや 著 女子パウロ会 2000 1冊

913 ｷ きむら　ゆういち 著 偕成社 2003 1冊

913 ｷ 新しいえほん 新しいえほん きむら　ゆういち 著 金の星社 2003 1冊

913 ｷ おおかみ・ゴンノスケの腹ペコ日記 きむら　ゆういち 著 講談社 2003 56p

913 ｷ おおかみ・ゴンノスケの腹ペコ日記 きむら　ゆういち 著 講談社 2003 60p

798 ｶ まなぶっく まなぶっく 学習クイズ研究会 著 メイツ出版 2004 127p

596 ﾆ 伊藤家の食卓裏ワザＣｏｏｋｉｎｇ　ｖｏｌ．１ 伊藤家の食卓裏ワザＣｏｏｋｉｎｇ　ｖｏｌ．１ 日本テレビ放送網 2003 151p

596 ﾆ 伊東家の食卓裏ワザＣｏｏｋｉｎｇ　Ｖｏｌ．２ 伊東家の食卓裏ワザＣｏｏｋｉｎｇ　Ｖｏｌ．２ 日本テレビ放送網 2004 158p

913 ﾐ 絵本の時間　３６ ティラノサウルスの絵本 絵本の時間　３６ 宮西　達也 著 ポプラ社 2004 1冊

49 ｷ 先生が「ほぉ～！」家族が「へぇ～！！」ライバルが「ガ～ン！！！」 キッズニュース研究会 編著 海苑社 2004 175p

913 ﾃ わかったさんのおかしシリーズ　１０ わかったさんのおかしシリーズ　１０ 寺村　輝夫 著 あかね書房 1991 74p

913 ｻ 偕成社ワンダーランド３０ 七つの怪談 偕成社ワンダーランド　３０ 斉藤　洋 著 偕成社 2004 201p

913 ﾔ はれぶたぶんこ　３ はれぶたぶんこ　３ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 1999 77p

913 ﾔ あたらしい創作童話　５６ あたらしい創作童話　５６ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 1993 95p

913 ﾔ いわさき創作童話　２６ いわさき創作童話　２６ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 1996 93p

913 ﾔ いわさき創作童話　４０ いわさき創作童話　４０ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 2002 95p

913 ﾔ はれぶたぶんこ　９ はれぶたぶんこ　９ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 2003 77p

913 ﾔ はれぶたぶんこ　１０ はれぶたぶんこ　１０ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 2004 77p

913 ｱ ポプラ社の新・小さな童話　２１３ ポプラ社の新・小さな童話　２１３ 尼子　騒兵衛 原著 ポプラ社 2005 76p

913 ｱ ポプラ社の新・小さな童話　２０９ ポプラ社の新・小さな童話　２０９ 尼子　騒兵衛 原著 ポプラ社 2004 76p

913 ﾀ えほんとなかよし　３７ えほんとなかよし　３７ 武田　美穂 著 ポプラ社 1995 28p

913 ﾀ えほんとなかよし　４３ えほんとなかよし　４３ 武田　美穂 著 ポプラ社 1996 48p

913 ﾀ えほんとなかよし　４６ えほんとなかよし　４６ 武田　美穂 著 ポプラ社 1996 49p

913 ﾀ えほんとなかよし　５３ えほんとなかよし　５３ 武田　美穂 著 ポプラ社 1997 48p

913 ｸ ヌチヌグスージ 生命 草場　一壽 著 サンマーク出版 2004 27p

913 ﾑ えほんのマーチ　１１ えほんのマーチ　１１ むらい　きくこ 著 岩崎書店 2004 28p

913 ｳ えほんのマーチ　１４ えほんのマーチ　１４ 内田　麟太郎 著 岩崎書店 2004 1冊

913 ｲ えほんのマーチ　１８ えほんのマーチ　１８ いもと　ようこ 著 岩崎書店 2004 31p

913 ﾑ フォア文庫　Ｂ　２５８ フォア文庫　Ｂ　２５８ 村山　早紀 著 童心社 2003 155p

913 ﾑ フォア文庫　Ｂ　２６７ フォア文庫　Ｂ　２６７ 村山　早紀 著 童心社 2003 154p



913 ﾑ フォア文庫　Ｂ　２７９ フォア文庫　Ｂ　２７９ 村山早紀 著 童心社 2004 158p

913 ﾑ フォア文庫　Ｂ　２９０ フォア文庫　Ｂ　２９０ 村山　早紀 著 童心社 2004 154p

913 ﾑ フォア文庫　Ｂ　３００ フォア文庫　Ｂ　３００ 村山早紀 著 童心社 2005 158p

913 ﾑ スピカの創作文学 魔法少女マリリン スピカの創作文学 村山　早紀 著 教育画劇 1995 210p

913 ﾑ スピカの創作文学 魔法少女マリリン２ スピカの創作文学 村山　早紀 著 教育画劇 1996 222p

913 ﾑ 教育画劇の創作文学 魔法少女マリリン３ 教育画劇の創作文学 村山　早紀 著 教育画劇 2000 271p

913 ﾑ 教育画劇の創作文学 魔法少女マリリン４ 教育画劇の創作文学 村山　早紀 著 教育画劇 2002 311p

913 ﾓ にんきものの本　１ にんきものの本　１ 森　絵都 著 童心社 1998 1冊

913 ﾓ にんきものの本　２ にんきものの本　２ 森　絵都 著 童心社 1998 1冊

913 ﾓ にんきものの本　３ にんきものの本　３ 森　絵都 著 童心社 2001 1冊

913 ﾓ にんきものの本　４ にんきものの本　４ 森　絵都 著 童心社 2001 1冊

913 ﾏ 怪談レストラン　３１ 怪談レストラン　３１ 松谷　みよ子 編 童心社 2004 140p

913 ﾏ 怪談レストラン　３２ 怪談レストラン　３２ 松谷　みよ子 編 童心社 2004 140p

913 ﾏ 怪談レストラン　３３ 怪談レストラン　３３ 松谷　みよ子 編 童心社 2004 140p

913 ﾏ 怪談レストラン　３４ 怪談レストラン　３４ 松谷　みよ子 編 童心社 2004 142p

913 ﾏ 怪談レストラン　３５ 怪談レストラン　３５ 松谷　みよ子 編 童心社 2004 140p

470 ﾌ やさいを育てて食べよう やさいを育てて食べよう 深光　富士男 著 学習研究社 2003 63p

933 ﾛ デルトラ・クエスト３ デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 2004 269p

933 ﾛ デルトラ・クエスト３ デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 2005 301p

933 ﾛ デルトラ・クエスト３ デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 2005 293p

933 ﾛ デルトラ・クエスト３ デルトラ・クエスト３ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 2005 309p

933 ﾛ デルトラ・クエスト デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 2002 205p

913 ｺ ジュニア文学館　２ 地獄堂霊界通信１ ジュニア文学館　２ 香月　日輪 著 ポプラ社 1994 183p

913 ｺ ジュニア文学館　６ 地獄堂霊界通信２ ジュニア文学館　６ 香月　日輪 著 ポプラ社 1994 190p

913 ｺ ジュニア文学館　１０ 地獄堂霊界通信３ ジュニア文学館　１０ 香月　日輪 著 ポプラ社 1995 214p

913 ｺ ジュニア文学館　１４ 地獄堂霊界通信４ ジュニア文学館　１４ 香月　日輪 著 ポプラ社 1995 174p

913 ｺ ジュニア文学館　１６ 地獄堂霊界通信５ ジュニア文学館　１６ 香月　日輪 著 ポプラ社 1995 214p

913 ｺ ミステリー＆ホラー文学館　１　地獄堂霊界通信 地獄堂霊界通信６ ミステリー＆ホラー文学館　１地獄堂霊界通信 香月　日輪 著 ポプラ社 1996 206p

913 ｺ ミステリー＆ホラー文学館　３　地獄堂霊界通信 地獄堂霊界通信７ ミステリー＆ホラー文学館　３　地獄堂霊界通信 香月　日輪 著 ポプラ社 1996 174p

913 ｺ ミステリー＆ホラー文学館　４　地獄堂霊界通信 地獄堂霊界通信８ ミステリー＆ホラー文学館　４地獄堂霊界通信 香月　日輪 著 ポプラ社 1996 166p

913 ｺ ミステリー＆ホラー文学館　５　地獄堂霊界通信 地獄堂霊界通信９ ミステリー＆ホラー文学館　５　地獄堂霊界通信 香月　日輪 著 ポプラ社 1997 182p

913 ｺ ミステリー＆ホラー文学館　６　地獄堂霊界通信 地獄堂霊界通信１０ ミステリー＆ホラー文学館　６　地獄堂霊界通信 香月　日輪 著 ポプラ社 1997 246p

913 ｺ ミステリー＆ホラー文学館　７ 地獄堂霊界通信Ⅱー１ ミステリー＆ホラー文学館　７ 香月　日輪 著 ポプラ社 2001 214p

913 ｺ ミステリー＆ホラー文学館　８ 地獄堂霊界通信Ⅱー２ ミステリー＆ホラー文学館８ 香月　日輪 著 ポプラ社 2001 183p

913 ｺ ミステリー＆ホラー文学館９ 地獄堂霊界通信Ⅱー３ ミステリー＆ホラー文学館　９ 香月　日輪 著 ポプラ社 2001 191p

913 ｺ ミステリー＆ホラー文学館　１０ 地獄堂霊界通信Ⅱー４ ミステリー＆ホラー文学館　１０ 香月　日輪 著 ポプラ社 2003 176p

913 ｺ ミステリー＆ホラー文学館　１１ 地獄堂霊界通信Ⅱー５ ミステリー＆ホラー文学館　１１ 香月　日輪 著 ポプラ社 2003 224p

916 ｲ ５００ｇで生まれた全盲の女の子 井上　美由紀 著 ポプラ社 2002 163p

916 ｲ ５００ｇで生まれた全盲の女の子 井上　美由紀 著 ポプラ社 2000 222p

933 ﾆ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 愛 評論社の児童図書館・絵本の部屋 マージョリー・ニューマン 著 評論社 2003 1冊

913 ｵ 偕成社文庫　３２４１ 偕成社文庫　３２４１ 丘　修三 著 偕成社 2002 186p



913 ｵ おはなしプレゼント おはなしプレゼント 丘　修三 著 小峰書店 2003 151p

913 ﾐ みやにし　たつや 著 学習研究社 1996 1冊

913 ﾐ みやにし　たつや 著 学習研究社 1997 1冊

913 ﾐ みやにし　たつや 著 学習研究社 1999 1冊

913 ﾐ ＴＨＡＮＫＳ　ＭＡＭＡ みやにし　たつや 著 学習研究社 2001 1冊

798 ｺ 小長谷　有紀 編著 講談社 2004 159p

913 ｻ タカオのつくもライフ　１ タカオのつくもライフ　１ 斉藤　洋 著 佼成出版社 2004 108p

488 ｽ 鈴木　まもる 著 偕成社 2005 35p

481 ﾆ 西川　寛 著 アリス館 2004 31p

487 ﾆ フィールドベスト図鑑　Ｖｏｌ．　６ フィールドベスト図鑑　Ｖｏｌ．　６ 学習研究社 2000 255p

913 ﾊ 長谷川　義史 著 絵本館 2005 1冊

913 ｵ 理論社名作の森 理論社名作の森 岡田　淳 著 理論社 2005 395p

913 ｵ 岡田　淳 著 偕成社 2003 109p

913 ｵ こそあどの森の物語　７ こそあどの森の物語　７ 岡田　淳 著 理論社 2005 176p

914 ｸ 郡司　ななえ 朝日ソノラマ 2001 220

913 ｸ 国松　エリカ 著 偕成社 1995 31p

913 ｻ 創作民話絵本 創作民話絵本 さねとう　あきら 著 佼成出版社 1994 30p

913 ｸ 国松　エリカ 著 小学館 1996 1冊

913 ｸ おひさまのほん おひさまのほん 国松　エリカ 著 小学館 2003 1冊

913 ｸ 国松　エリカ 著 偕成社 1993 31p

388 ﾐ 世界みんわ絵本　スペイン 世界みんわ絵本　スペイン 水谷　章三 著 ほるぷ出版 1995 1冊

913 ｷ 日本傑作絵本シリーズ すうじさがしかぞえうた 日本傑作絵本シリーズ 岸田衿子 著 福音館書店 1990 1冊

913 ﾑ こどものとも傑作集　８１ こどものとも傑作集　８１ 村山　桂子 著 福音館書店 2000 31p

485 ﾐ ふしぎいっぱい写真絵本　１ ふしぎいっぱい写真絵本　１ 皆越　ようせい 著 ポプラ社 2002 35p

913 ｻ 斉藤　洋 著 佼成出版社 2005 1冊

913 ｻ タカオのつくもライフ　２ タカオのつくもライフ　２ 斉藤　洋 著 佼成出版社 2005 107p

911 ｸ くどうなおことのはらみんな 工藤　直子 著 童話屋 2005 157p

798 ﾀ 大人と子どものあそびの教科書 総合学習に役立つ 大人と子どものあそびの教科書 田中　ひろし 著 今人舎 2002 55p

818 ﾔ 日本の方言大研究 日本の方言大研究 柳川　創造 著 ポプラ社 1997 47p

289 ﾃ 学習まんが人物館　世界　小学館版　１１ 貧しい人びとに限りなき愛をそそいだ現代の聖女 学習まんが人物館　世界　小学館版　１１ あべ　さより 画 小学館 1997 157p

913 ﾆ ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 著 すずき出版 2005 1冊

810 ﾆ ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 編著 すずき出版 2003 29p

810 ﾆ ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 編著 すずき出版 2005 1冊

498 ﾔ ５歳まで生きられない子どもたち 山本　敏晴 著 アートン 2003 70p

391 ﾀ ２００３年イラク 高橋　邦典 著 ポプラ社 2003 55p

302 ｶ 岩波フォト・ドキュメンタリー世界の戦場から 岩波フォト・ドキュメンタリー世界の戦場から 亀山　亮 著 岩波書店 2004 77p

367 ﾀ ぼくの出会ったリベリアの子どもたち 高橋　邦典 著 ポプラ社 2005 55p

302 ﾔ 山本　敏晴 著 小学館 2005 63p

316 ｷ 子どもの権利条約 キャロライン・キャッスル 著 ほるぷ出版 2003 1冊

369 ｱ シリーズ・自然いのちひと　７ ６０年目のことば シリーズ・自然いのちひと　７ 会田　法行 著 ポプラ社 2005 40p

487 ｶ 育て方とふやし方 片根　得光 著 誠文堂新光社 2005 79p



913 ｸ おひさまのほん おひさまのほん 国松　エリカ 著 小学館 2004 1冊

933 ｴ マリー・ホール・エッツ 著 徳間書店 1998 63p

913 ﾀ わくわく幼年どうわ　１４ わくわく幼年どうわ　１４ 竹下　文子 著 あかね書房 2005 74p

913 ﾜ 第９回「ほたる賞」グランプリ作品 渡辺　博子 著 ハート出版 2005 62p

159 ﾋ 未来を切りひらく希望のことば ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 2004 79p

913 ﾔ やまだ　けいた 著 講談社 2005 1冊

916 ｲ ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション カンボジアひとりＮＧＯ・栗本英世の挑戦 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション 今関　信子 著 ＰＨＰ研究所 2003 186p

913 ｱ エンタティーン倶楽部 ぼくらの心霊スポット エンタティーン倶楽部 あさの　あつこ 著 学習研究社 2004 183p

748 ﾀ 田沼武能写真集 田沼　武能 著 岩崎書店 2002 86p

487 ﾏ 松橋　利光 写真 アリス館 2005 27p

913 ｱ エンタティーン倶楽部 ぼくらの心霊スポット エンタティーン倶楽部 あさの　あつこ 著 学習研究社 2004 190p

953 ﾎﾞ アナイス・ヴォージュラード 著 徳間書店 2000 1冊

489 ｲ 犬とくらす犬と生きるまるごと犬百科 犬とくらす犬と生きるまるごと犬百科 金の星社 2005 47p

316 ﾓ 子どもの生きる権利 桃井　和馬 著 フレーベル館 2004 71p

377 ﾏ ノーベル賞１００年のあゆみ ノーベル賞１００年のあゆみ 前原政之 著 ポプラ社 2003 48p

913 ﾀ たかどの　ほうこ 著 フレーベル館 2005 59p

913 ｷ きど　のりこ 著 くもん出版 2005 107p

289 ﾏ かぎりない愛の奉仕 沖　守弘 著 くもん出版 2002 174p

470 ｵ 月刊　たくさんのふしぎ スプリング・エフェメラル 月刊　たくさんのふしぎ 奥山　多恵子　文・絵 福音館書店 2005

933 ｳ ロバート・ウェストール 作 徳間書店 1995 172p

51 ﾎ 月刊たくさんのふしぎ５月号 西森　聡 福音館 2005

778 ﾐ アニメージュコミックス　スペシャル 宮崎　駿 徳間書店 2001

596 ﾀ 月刊　たくさんのふしぎ 小林輝子　文　古山浩一　絵 福音館書店 2005

811 ｻ 第一漢　すうじのもり さくら・らびっと 文芸社 2005

779 ﾆ 月刊　たくさんのふしぎ 福音館書店 2005

931 ﾖ 谷川俊太郎 岩波書店 2000 165 42p

913 ﾌ 舟崎克彦 岩波書店 2000 266p

913 ﾌ 舟崎克彦 岩波書店 2001 354p

913 ﾌ 舟崎克彦 岩波書店 2002 261p

289 ﾋ 広田寛治 講談社 2000 205p

610 ｲ みかんとりんご 板倉 聖宣 監修 小峰書店 1999 35p

596 ｶ 学研　まんがでよくわかるシリーズ 青木　萌 学研

297 ﾎ たくさんのふしぎ２００６．１ 山内　はじめ 福音館書店

596 ｶ たくさんのふしぎ 明坂　英二

90 ﾀ 多田　弘美 高松図書館 2005

700 ｸ 月刊　たくさんのふしぎ 栗田宏一 福音館 2006

485 ｲ 今森光彦 アリス館 2002 1冊

486 ｲ 今森光彦 アリス館 2003 1冊

486 ｲ 今森光彦 アリス館 2004 1冊

485 ｲ 今森光彦 アリス館 2005 1冊

486 ｳ 水辺でであう虫たち 海野和男 草土文化 1999 55p



486 ｸ 変身 栗林慧 フレーベル館 2004 40p

486 ｸ 色形 栗林慧 フレーベル館 2004 40p

913 ｲ 今江祥智 ＢＬ出版 2004 1冊

913 ｱ あきやまただし 鈴木出版 2001 29p

913 ｱ あきやまただし 鈴木出版 2004 29p

913 ﾅ 長野ヒデ子 童心社 1993 1冊

913 ﾅ 長野ヒデ子 童心社 2002 1冊

913 ﾊ 長谷川義史 ＰＨＰ研究所 2004 1冊

913 ﾊ 長谷川義史 ＰＨＰ研究所 2005 1冊

913 ﾅ 中村倫明 女子パウロ会 2005 1冊

596 ｵ 奥薗壽子 金の星社 2005 95p

596 ｵ 奥薗壽子 金の星社 2003 95p

913 ｵ 大島まや 講談社 2003 127p

913 ｵ 大島まや 講談社 2004 127p

913 ｵ 大島まや 講談社 2005 155p

388 ｼ 学習研究社 2000 303p

369 ﾏ 松井進 明石書店 2004 245p

596 ｵ 奥薗壽子 金の星社 2004 96p

159 ﾏ 松岡修造 学習研究社 2005 185p

913 ｱ あさのあつこ 講談社 2002 235p

913 ｱ あさのあつこ 講談社 2000 269p

913 ｱ あさのあつこ 講談社 2003 251p

913 ｱ あさのあつこ 講談社 1999 237p

913 ｱ あさのあつこ 講談社 2004 249p

913 ｱ あさのあつこ 講談社 2001 245p

911 ﾎ 田中和雄編 童話屋 1998 157p

911 ﾎ 田中和雄編 童話屋 2001 157p

911 ﾎ 田中和雄編 童話屋 2004 157p

911 ﾊ 田中和雄編 童話屋 2002 157p

911 ﾊ 田中和雄編 童話屋 2002 157p

911 ﾎ 田中和雄編 童話屋 2005 157p

943 ﾏ 突撃ドリブラー・レオンの巻 マザネック ヨアヒム ポプラ社 2003 175p

943 ﾏ 疾風フォワード・フェリックスの巻 マザネック ヨアヒム ポプラ社 2003 174p

943 ﾏ 無敵の少女・ヴァネッサの巻 マザネック ヨアヒム ポプラ社 2003 158p

943 ﾏ 鉄壁要塞ユーリの巻 マザネック ヨアヒム ポプラ社 2004 174p

943 ﾏ 赤い機関車デニッツの巻 マザネック ヨアヒム ポプラ社 2004 153p

943 ﾏ ヒーロー・ラバンの巻 マザネック ヨアヒム ポプラ社 2004 157p

943 ﾏ 最強ストライカー・マキシの巻 マザネック ヨアヒム ポプラ社 2005 171p

943 ﾏ 世界最速右アウトサイド・ファビの巻 マザネック ヨアヒム ポプラ社 2005 171p

913 ｸ ポプラの木かげ くぼしまりお ポプラ社 2003 171p

913 ｸ ポプラの木かげ くぼしまりお ポプラ社 2003 170p



913 ｸ ポプラの木かげ くぼしまりお ポプラ社 2004 170p

913 ｸ ポプラの木かげ くぼしまりお ポプラ社 2004 170p

913 ｸ ポプラの木かげ くぼしまりお ポプラ社 2005 178p

486 ｸ 育てて、しらべる　日本の生きものずかん　１ 育てて、しらべる　日本の生きものずかん　１ 高家博成監修 集英社 2004 39p

486 ｸ 発見 栗林慧 フレーベル館 2004 40p

933 ﾍ ヘンドリ ダイアナ ポプラ社 2005 25p

933 ﾀ シムズ タバック フレーベル館 2001 1冊

933 ｷ エズラ・ジャック・キ－ツ　さく 偕成社 1977 32p

388 ﾏ 日本むかし話 松谷みよ子　文 フレーベル館 2002 40p

913 ｶ エリック・カ－ル　［ほか］作 童話屋 1986 24p

943 ﾎ 子どもの文学・青い海シリーズ キルステン・ボイエ　作 童話館出版 1996 199p

913 ﾋ 平塚武二　作 童心社 1980 48p

911 ｲ 声で読む日本の詩歌166 茨木のり子　［ほか］編 福音館書店 2001 192p

911 ｵ 声で読む日本の詩歌166 俳句・短歌鑑賞 大岡信　著 福音館書店 2001 105p

289 ﾅ 伝記世界を変えた人々 現在の看護のあり方を確立した、イギリスの不屈の運動家 パム・ブラウン著 偕成社 1991 180p

383 ﾓ 森枝卓士　著 福音館書店 2001 207p

913 ｺ 理論社ライブラリ－ モリ一本でクジラを捕るラマレラ村より 小島曠太郎　著 理論社 1997 187p

289 ﾚ 「沈黙の春」で地球の叫びを伝えた科学者 ジンジャ－・ワズワ－ス著 偕成社 1999 198p

933 ｱ 「昆虫記」の誕生 マ－ガレット・Ｊ．アンダ－ソン　作 くもん出版 1998 165p

933 ﾖ 94絵本・新刊セット ＯＷＬ　ＭＯＯＮ〔アウル　ムーン〕 ジェイン＝ヨ－レン　詩 偕成社 1989 32p

933 ｷ エリック・キャンベル　作 徳間書店 2000 246p

490 ｴ かがくのほん マリ－・ホ－ル・エッツ　ぶん・え 福音館書店 1982 60p

489 ﾓ モイヤ－さんと海のなかまたち ジャック・Ｔ．モイヤ－　著 フレ－ベル館 2000 55p

388 ﾌ 世界の昔話傑作選 ロシアの昔話 ミハイル・ブラ－トフ　再話 偕成社 2001 35p

388 ｲ 日本傑作絵本シリーズ いしいももこ　ぶん 福音館書店 1965 40p

388 ﾜ 日本みんわ絵本 渡辺節子　ぶん ほるぷ出版 1984 32p

913 ｲ おはなしメリ－ゴ－ランド 石井睦美　作 文渓堂 1996 141p

913 ﾐ 画本宮澤賢治 宮澤賢治　作 パロル舎 1979 55p

913 ﾔ 山中恒よみもの文庫 山中恒　作 理論社 2000 354p

933 ﾊ ジョン・バーニンガム　さく ほるぷ出版 1976 32p

911 ｼ 詩を読もう！ 新川和江詩集 新川和江　詩 大日本図書 1999 115p

913 ﾆ 新美南吉ようねん童話絵本 新美南吉　作 にっけん教育出版社 2002 30p

933 ﾌ ジュリ－・ブレッドソ－　作 偕成社 2001 85p

913 ｶ 絵本・こどものひろば 加藤多一　文 童心社 1999 35p

913 ｶ あかね・新読み物シリ－ズ 河俣規世佳　作 あかね書房 2001 116p

913 ｺ 絵本の泉 小林豊　作・絵 岩崎書店 2002 36p

913 ｺ カラフルえほん 小林豊　作・絵 岩崎書店 2005 37p

916 ﾀ 森の獣医さんの動物日記 竹田津実　著 偕成社 1997 190p

488 ﾊ 森の新聞 森の新聞　 蓮尾純子　著 フレ－ベル館 1997 55p

360 ｷ 世界をむすぶぼくの声わたしの声 バ－ナバス・キンダスリ－ アナベル・キンダスリ－　編 ほるぷ出版 1995 79p

933 ﾏ マ－ガレット・マ－ヒ－　作 岩波書店 2000 187p



913 ｱ きらきらジュニアライブシリ－ズ 阿部夏丸　著 佼成出版社 2000 94p

388 ﾆ こどもと大人のためのメルヘン 西本鶏介　文・編 ポプラ社 1999 198p

487 ﾓ モイヤ－さんと海のなかまたち ジャック・Ｔ．モイヤ－　著 フレ－ベル館 2000 55p

489 ﾎ 星野道夫　写真・文 小学館 1996 30p

933 ﾛ コルビ－・ロド－スキ－　作 金の星社 2000 221p

488 ﾐ 森の新聞 森の新聞　２ 宮崎学　著 フレ－ベル館 1996 55p

486 ｶ 森の新聞 森の新聞　３ 河野昭一　著 フレ－ベル館 1996 55p

486 ｵ 森の新聞 森の新聞　４ 大場信義　著 フレ－ベル館 1996 55p

487 ｳ 森の新聞 森の新聞　５ 内田至　著 フレ－ベル館 1996 55p

489 ｷ 森の新聞 森の新聞６ 北垣憲仁　著 フレ－ベル館 1996 55p

489 ｲ 森の新聞 森の新聞　７ 伊沢紘生　著 フレ－ベル館 1997 55p

488 ﾊ 森の新聞 森の新聞　９ 長谷川博　著 フレ－ベル館 1997 55p

913 ｳ カラフルえほん 内田麟太郎　作 岩崎書店 2005 32p

913 ｻ 創作えほん さとうさとる　ぶん 偕成社 1971 32p

913 ﾏ 絵本・こどものひろば 松成真理子　作 童心社 2002 32p

913 ﾓ もりひさし ユノセイイチ　著 こぐま社 1978 40p

28 ﾖ ぼくが教室で読んだ絵本１２０選 依田逸夫　著 アリス館 2005 170p

913 ｶ 川端誠　作 ＢＬ出版 2003 31p

913 ｺ 越野民雄　文 講談社 2002 23p

913 ﾀ 竹下文子　文 金の星社 2004 32p

913 ﾋ もりのうさぎのうたえほん ひろかわさえこ　さく・え あかね書房 2005 24p

289 ﾐ 西本鶏介 講談社 1982 229p

933 ｽ ストラウド ジョナサン 理論社 2003 613p

933 ｽ ストラウド ジョナサン 理論社 2004 683p

933 ｽ ストラウド ジョナサン 理論社 2005 638p

933 二 紫の塔 ニクス ガース 小学館 2005 300p

933 ｵ マジックツリーハウス　１５ マジックツリーハウス　１５ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2005 157p

913 ｻ 斉藤洋 あかね書房 1999 110p

913 ｲ 伊藤文人 新風舎 2000 1冊

913 ｲ 伊藤文人 新風舎 2000 1冊

913 ｲ 伊藤文人 新風舎 2001 1冊

913 ｱ 新しいえほん あきやまただし 金の星社 2005 1冊

933 ﾓ 森はるな 講談社 2004 48p

913 ﾓ 本信公久 くもん出版 1988 39p

933 ｵ マジックツリーハウス　１ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2002 157p

933 ｵ 女王フュテピのなぞ　マジック・ツリーハウス２ 女王フュテピのなぞ　マジック・ツリーハウス２ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2002 158p

933 ｵ アマゾン大脱出　マジック・ツリーハウス３ アマゾン大脱出　マジック・ツリーハウス３ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2002 157p

933 ｵ マジックツリーハウス　５ マジックツリーハウス　５ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2002 156p

933 ｵ サバンナ決死の横断　マジック・ツリーハウス６ サバンナ決死の横断　マジック・ツリーハウス６ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2003 156p

933 ｵ マジックツリーハウス　７ マジックツリーハウス　７ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2003 157p

933 ｵ マジックツリーハウス　８ マジックツリーハウス　８ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2003 155p



933 ｵ マジックツリーハウス　９ マジックツリーハウス　９ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2003 157p

933 ｵ マジックツリーハウス　１０ マジックツリーハウス　１０ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2004 157p

933 ｵ マジックツリーハウス　１１ マジックツリーハウス　１１ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2004 157p

933 ｵ マジックツリーハウス　１２ マジックツリーハウス　１２ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2004 157p

933 ｵ マジックツリーハウス　１３ マジックツリーハウス　１３ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2005 157p

913 ｺ 後藤竜二 講談社 1985 211p

913 ｺ 後藤竜二 講談社 1986 195p

913 ｺ 後藤竜二 講談社 1988 195p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 2002 308p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 2003 459p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 2004 316p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 2005 397p

289 ﾃ 石子順 童心社 1998 158p

289 ﾃ 石子順 童心社 2000 158p

289 ﾃ 石子順 童心社 2002 158p

388 ｷ 木下順二 岩波書店 2000 383p

700 ｵ 月刊　たくさんのふしぎ 岡戸敏幸 福音館 2005

913 ﾂ つちだよしはる 金の星社 2005 77p

487 ﾅ なかのひろみ アリス館 2004 31p

487 ﾅ なかのひろみ アリス館 2005 30p

487 ﾅ なかのひろみ アリス館 2005 28 4p

487 ﾅ なかのひろみ アリス館 2006 38p

487 ﾅ なかのひろみ アリス館 2006 30p

484 ﾅ なかのひろみ アリス館 2006 30p

369 ﾜ 身のまわりでできること 是枝祥子監修 学習研究社 2005 39p

913 ﾅ 南房秀久 学習研究社 2004 229p

913 ﾅ 南房秀久 学習研究社 2004 253p

913 ｸ 楠木誠一郎 学習研究社 2006 227p

933 ｾ セヴィン ガブリエル 理論社 2005 373p

913 ｸ 楠木誠一郎 学習研究社 2004 259p

913 ｺ めざめよ鬼神の剣 越水利江子 ポプラ社 2005 230p

913 ｺ 魔王降臨 越水利江子 ポプラ社 2005 239p

933 ｵ マジックツリーハウス　１７ マジックツリーハウス　１７ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2006 157p

911 ﾈ ねじめ正一 偕成社 2004 61p

913 ﾄ 富安陽子 理論社 2002 145p

911 ﾀ 谷川俊太郎 福音館書店 1981 1冊

933 ﾛ ローベル アーノルド 文化出版局 1983 64p

913 ﾋ ひだきょうこ 教育画劇 2006 1冊

913 ｱ あきやまただし 教育画劇 2006 1冊

388 ｶ 金森襄作再話 福音館書店 2005 31p

388 ｶ 金森襄作再話 福音館書店 1997 31p



913 ｺ 後藤竜二 ポプラ社 2006 29p

953 ﾎ ボーリエー クレイアー 小峰書店 2005 1冊

814 ｱ 荒井良二 のら書店 2004 53p

943 ﾌ ファイニク フランツ・ヨーゼフ あかね書房 2004 1冊

588 ｴ おやおや色・味・香りのふしぎ 生活環境教育研究会編 農山漁村文化協会 2003 36p

470 ｵ 森の工作野の工作 おくやまひさし 偕成社 2005 39p

470 ｵ 草のちからたねのふしぎ おくやまひさし 偕成社 2005 39p

913 ｵ 岡本和明 フレーベル館 2005 141p

933 ｼ 闇の帝王 シャン ダレン 小学館 2004 278p

933 ｼ 運命の息子 シャン ダレン 小学館 2005 286p

916 ﾀ 竹田津実 偕成社 2005 183p

369 ﾐ ワールドパイオニア編 小学館 2001 111p

369 ﾄ 共用品推進機構編 小学館 1999 112p

913 ｳ 内田麟太郎 くもん出版 2006 1冊

933 ﾏ 大魔術師の帰還 マイヤー カイ ポプラ社 2003 222p

933 ﾏ 悪魔のコウノトリ マイヤー カイ ポプラ社 2003 205p

933 ﾏ 廃墟のガーゴイル マイヤー カイ ポプラ社 2003 221p

933 ﾏ 黒い月の魔女 マイヤー カイ ポプラ社 2003 213p

933 ﾏ 影の天使 マイヤー カイ ポプラ社 2003 213p

933 ﾏ 黒死病の悪霊 マイヤー カイ ポプラ社 2003 228p

933 ﾏ 深海の魔物たち マイヤー カイ ポプラ社 2003 206p

953 ﾍ 仮面を持つ物 ペロー ブリアン 竹書房 2005 333p

953 ﾍ プラハの鍵 ペロー ブリアン 竹書房 2005 341p

953 ﾍ 神々の黄昏 ペロー ブリアン 竹書房 2005 342p

953 ﾍ フレイヤの呪い ペロー ブリアン 竹書房 2005 353p

953 ﾍ エル・バブの塔 ペロー ブリアン 竹書房 2005 349p

953 ﾍ エンキの怒り ペロー ブリアン 竹書房 2006 333p

953 ﾍ 地獄の旅 ペロー ブリアン 竹書房 2006 349p

953 ﾍ ペガサスの国 ペロー ブリアン 竹書房 2006 349p

929 ｲ 疑念 イ ヨンド 岩崎書店 2006 365p

929 ｲ 要請 イ ヨンド 岩崎書店 2006 365p

929 ｲ 野望 イ ヨンド 岩崎書店 2006 357p

929 ｲ 神力 イ ヨンド 岩崎書店 2006 373p

929 ｲ 追跡 イ ヨンド 岩崎書店 2006 413p

929 ｲ 報復 イ ヨンド 岩崎書店 2006 413p

929 ｲ 予言 イ ヨンド 岩崎書店 2006 397p

933 ﾛ 夢の森のユニコーン ロッダ エミリー 童心社 2006 172p

913 ﾓ 茂市久美子 あかね書房 2003 74p

471 ｳ ウェバー アーマ・Ｅ 福音館書店 1968 29p

913 ﾅ なかやみわ 小学館 2006 32p

913 ﾓ 森絵都 童心社 2002 158p



913 ﾓ 森絵都 理論社 2006 230p

913 ｶ 風野潮 講談社 2006 233p

913 ｶ 風野潮 講談社 2006 256p

913 ﾐ 幻界 宮部みゆき 角川書店 2006 308p

913 ﾐ 再会 宮部みゆき 角川書店 2006 360p

913 ﾐ 運命の塔 宮部みゆき 角川書店 2006 361p

913 ﾐ 幽霊ビル 宮部みゆき 角川書店 2006 374p

537 ｷ はたらくじどうしゃ パトカー・消防自動車・救急車 はたらくじどうしゃ 国土社 2002 55p

537 ﾊ はたらくじどうしゃ パワーショベル・ブルドーザ・クレーン車 はたらくじどうしゃ 国土社 2002 55p

537 ｲ はたらくじどうしゃ バス・移動販売車・郵便車・清掃車 はたらくじどうしゃ 国土社 2002 55p

537 ﾐ はたらくじどうしゃ 乗用車・スポーツカー はたらくじどうしゃ 国土社 2002 55p

537 ｼ はたらくじどうしゃ Ｑ＆Ａ・総索引 はたらくじどうしゃ 国土社 2002 55p

750 ﾓ 自然の素材で作る　野外体験学習に役立つ本 学習研究社 2003 47p

750 ﾓ 自然の素材で作る　野外体験学習に役立つ本 学習研究社 2003 47p

750 ﾓ 自然の素材で作る　野外体験学習に役立つ本 学習研究社 2003 47p

750 ﾓ 自然の素材で作る　野外体験学習に役立つ本 学習研究社 2003 47p

754 ｱ 遊ぶ・かざる・使うデザイン折り紙 学習研究社 2006 60p

754 ｵ 遊ぶ・かざる・使うデザイン折り紙 学習研究社 2006 60p

754 ｵ 遊ぶ・かざる・使うデザイン折り紙 学習研究社 2006 60p

754 ｼ 遊ぶ・かざる・使うデザイン折り紙 学習研究社 2006 60p

480 ｵ 学校のまわりの生きものずかん おくやまひさし　文・写真 ポプラ社 2004 71p

480 ｵ 学校のまわりの生きものずかん おくやまひさし　文・写真 ポプラ社 2004 71p

480 ｵ 学校のまわりの生きものずかん おくやまひさし　文・写真 ポプラ社 2004 71p

480 ｵ 学校のまわりの生きものずかん おくやまひさし　文・写真 ポプラ社 2004 71p

913 ﾀ カラフルえほん たごもりのりこ　作・絵 岩崎書店 2005 32p

913 ｻ 佐々木マキ　作 絵本館 2000 31p

470 ｵ 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　文・写真 ポプラ社 2005 71p

470 ｵ 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　文・写真 ポプラ社 2005 71p

470 ｵ 学校のまわりの植物ずかん 花の色でさがせる秋の草花 おくやまひさし　文・写真 ポプラ社 2005 71p

470 ｵ 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　文・写真 ポプラ社 2005 71p

470 ｵ 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　文・写真 ポプラ社 2005 127p

913 ｻ 佐々木マキ　作 絵本館 2001 31p

913 ｻ 佐々木マキ　作・絵 絵本館 1991 28p

913 ｻ 佐々木マキ　作 絵本館 2005 32p

933 ﾋ せかいのこどもたちのはなし セルビ－・ビ－ラ－　文 フレ－ベル館 1999 32p

933 ﾕ ユードリイ　さく 偕成社 1983 69p

933 ｱ エドワード・アーディゾーニ　作 福音館書店 1963 48p

911 ｲ ユーモア詩のえほん・かぞくのうた 伊藤英治　編 岩崎書店 2004 30p

911 ｲ ユーモア詩のえほん・かぞくのうた 伊藤英治　編 岩崎書店 2004 31p

911 ｲ ユーモア詩のえほん・かぞくのうた 伊藤英治　編 岩崎書店 2004 31p

911 ｲ ユーモア詩のえほん・かぞくのうた 伊藤英治　編 岩崎書店 2004 31p



911 ｲ ユーモア詩のえほん・かぞくのうた 伊藤英治　編 岩崎書店 2004 31p

911 ｲ ユーモア詩のえほん・かぞくのうた 伊藤英治　編 岩崎書店 2004 31p

810 ｻ Sanseido kids selection 三省堂編修所　編 三省堂 2003 223p

810 ﾖ まんがことわざ研究所 吉川豊　作 理論社 2005 108p

810 ﾖ まんがことわざ研究所 吉川豊　作 理論社 2005 107p

810 ﾖ まんがことわざ研究所 吉川豊　作 理論社 2005 107p

810 ﾖ まんがことわざ研究所 吉川豊　作 理論社 2006 107p

810 ﾖ まんがことわざ研究所 吉川豊　作 理論社 2006 107p

810 ｺ まなぶっく 国語学習研究会　著 メイツ出版 2005 128p

933 ﾙ ジ－クフリ－ド・ピ－・ルプレヒト　作 セ－ラ－出版 1989 24p

933 ﾎ ジュディス・ボ－スト　さく 偕成社 1979 27p

489 ﾖ 絵本アフリカのどうぶつたち 草原のなかま 吉田遠志　絵と文 リブリオ出版 2002 32p

489 ﾖ 絵本アフリカのどうぶつたち第１集 第１集　アフリカのかぞく 吉田遠志　絵と文 リブリオ出版 2001 29p

913 ﾀ 旺文社創作童話 たかどのほうこ　さく 旺文社 1998 46p

933 ｳ ガ－ス・ウイリアムズ　作 あすなろ書房 2002 32p

933 ﾌ ノ－マン・ブリッドウェル　さく 偕成社 2001 31p

913 ﾔ 新しい日本の幼年童話 山下明生　作 学習研究社 2002 47p

388 ﾏ 松谷みよ子むかしばなし 松谷みよ子　作 童心社 1993 32p

388 ｵ おはなし名作絵本 大川悦生　文 ポプラ社 1972 35p

388 ｷ 日本傑作絵本シリ－ズ 君島久子　再話 福音館書店 1976 48p

913 ﾄ PHP創作シリ－ズ 富安陽子　作・画 ＰＨＰ研究所 2000 193p

913 ﾄ 富安陽子　著 偕成社 2003 237p

913 ﾄ 富安陽子　著 偕成社 2004 365p

913 ﾓ 茂市久美子　作 あすなろ書房 1998 111p

913 ﾋ 東君平　著 フレ－ベル館 1995 69p

486 ﾏ みつけた！しぜんのなかで 松山史郎 小川宏　文と写真 大日本図書 1993 31p

933 ﾎ ゲイリー・ポールセン　著 あすなろ書房 2005 115p

913 ﾅ 梨屋アリエ　著 講談社 2004 234p

913 ﾅ 梨屋アリエ　著 講談社 2005 237p

913 ﾀ たつみや章　作 講談社 2006 285p

913 ｻ 白狐魔記 斉藤洋　作 偕成社 1996 221p

913 ｻ 白狐魔記 斉藤洋　作 偕成社 1998 235p

913 ｻ 白狐魔記 斉藤洋　作 偕成社 2000 273p

913 ｻ 白狐魔記 斉藤洋　作 偕成社 2006 361o

933 ﾎ 児童図書館・絵本の部屋 トム・ポウ　ぶん 評論社 2000 32p

933 ﾎ 児童図書館・絵本の部屋 ジョーン・ホルブ　ぶん 評論社 2006 32p

933 ｳ 児童図書館・絵本の部屋 トミー・ウンゲラー　［作］ 評論社 2006 32p

933 ｽ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ウィリアム・スタイグ　さく 評論社 2006 32p

913 ｸ Mystery land Mystery land 倉知淳　著 講談社 2004 345p

913 ﾓ Mystery land Mystery land 森博嗣　著 講談社 2004 352p

913 ﾉ Mystery land Mystery land 法月綸太郎　著 講談社 2006 362p



913 ﾆ Mystery land Mystery land 二階堂黎人　著 講談社 2005 329p

913 ｳ Mystery land Mystery land 歌野晶午　著 講談社 2004 343p

913 ｻ さいとうしのぶ　著 佼成出版社 2005 27p

913 ﾐ 宮沢賢治　原作 徳間書店 1995 44p

933 ﾊ ドラゴンライダー 遺志を継ぐ者 ドラゴンライダー１ クリストファー・パオリーニ　著 ソニー・マガジンズ 2004 645p

933 ﾊ ドラゴンライダー2 宿命の赤き翼 ドラゴンライダー２ クリストファー・パオリーニ　著 ソニー・マガジンズ 2005 501p

933 ﾊ ドラゴンライダー 宿命の赤き翼 ドラゴンライダー２ クリストファー・パオリーニ　著 ソニー・マガジンズ 2005 533p

933 ﾀ クリス・ダレーシー　著 竹書房 2003 338p

933 ﾀ 龍のすむ家 龍のすむ家　２ クリス・ダレーシー　著 竹書房 2004 406p

913 ﾐ 宮沢賢治のおはなし 宮沢賢治のおはなし　８ 宮沢賢治　作 岩崎書店 2005 68p

913 ﾐ 宮沢賢治のおはなし 宮沢賢治のおはなし　１０ 宮沢賢治　作 岩崎書店 2005 69p

913 ﾐ 宮沢賢治のおはなし 宮沢賢治のおはなし　２ 宮沢賢治　作 岩崎書店 2004 68p

913 ﾅ 理論社ライブラリ－ 梨木香歩　作 理論社 1996 323p

913 ｲ いがらしみきお・ぼのぼのえほん いがらしみきお　作 竹書房 1998 31p

913 ｱ 青木和雄 吉富多美　作 金の星社 2005 261p

913 ｱ 吉富多美 青木和雄　作 金の星社 2004 253p

913 ｱ ときめき文学館 真実と勇気の間で 青木和雄　作 金の星社 1999 253p

913 ｱ Ｔｒｕｅ　ｆｒｉｅｎｄｓ 青木和雄　作 金の星社 2001 253p

913 ｱ ときめき文学館 いつか翔べる日 青木和雄　作 金の星社 1996 285p

933 ｼ 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ジーン・ジオン 著／／マーガレット・ブロイ・グレアム 画／／わたなべ　しげお 訳 福音館書店 1998 32p

933 ｼ 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 ジーン・ジオン 著／／マーガレット・ブロイ・グレアム 画／／渡辺　茂男 訳 福音館書店 1997 32p

913 ﾓ 絵本のおもちゃばこ　１０ 絵本のおもちゃばこ　１０ 森山　京 著 ポプラ社 2005 1冊

913 ﾏ 学研おはなし絵本 学研おはなし絵本 松成　真理子 著 学習研究社 2005 1冊

913 ｵ こそあどの森の物語　８ こそあどの森の物語　８ 岡田　淳 著 理論社 2006 190p

933 ﾗ デイヴィッド・ラロシェル 著 徳間書店 2004 1冊

929 ｷ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋 エットガール・キャロット 著 評論社 2005 1冊

913 ｾ こいぬのひな　２ こいぬのひな　２ 瀬川　康男 著 童心社 2004 1冊

943 ﾌ あかね・新えほんシリーズ　２２ 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 著 あかね書房 2005 1冊

933 ﾌ レイモンド・ブリッグズ 著／／青山　南 訳 ビーエル出版 2005 1冊

470 ﾕ 絵本〈気になる日本の木〉シリーズ 絵本〈気になる日本の木〉シリーズ ゆのき　ようこ 著 理論社 2005 1冊

470 ﾕ 絵本〈気になる日本の木〉シリーズ 絵本〈気になる日本の木〉シリーズ ゆのき　ようこ 著 理論社 2005 1冊

913 ﾄ 富安　陽子 著 理論社 2003 180p

913 ﾄ 富安　陽子 著 理論社 2005 162p

913 ﾏ 怪談レストラン　３８ 怪談レストラン　３８ 松谷　みよ子 編 童心社 2005 141p

913 ﾏﾂ 怪談レストラン　３９ 怪談レストラン　３９ 松谷　みよ子 編 童心社 2005 141p

913 ﾏ 怪談レストラン　４０ 怪談レストラン　４０ 松谷　みよ子 編 童心社 2005 141p

929 ｼ ルーンの子供たち ルーンの子供たち ジョン　ミンヒ 著／／酒井　君二 訳 宙出版 2006 561p

913 ｺ 小泉　八雲 原著 小学館 2006 31p

470 ﾕ 絵本〈気になる日本の木〉シリーズ 絵本〈気になる日本の木〉シリーズ ゆのき　ようこ 著 理論社 2006 1冊

913 ﾏ 絵本のおもちゃばこ　１６ 絵本のおもちゃばこ　１６ 松田　もとこ 著 ポプラ社 2006 32p

913 ﾊ ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 著／／長谷川　義史 画 すずき出版 2006 1冊



388 ｾ 民話と伝説呪いの巻物 民話と伝説呪いの巻物 山主　敏子 編著 偕成社 2006 181p

388 ｾ 民話と伝説呪いの巻物 民話と伝説呪いの巻物 白木　茂 編著 偕成社 2006 193p

388 ﾆ 民話と伝説呪いの巻物 民話と伝説呪いの巻物 二反長　半 編著 偕成社 2006 189p

480 ｱ かいかたそだてかたずかん２ かいかたそだてかたずかん　２ 浅井　ミノル 著 岩崎書店 1994 43p

487 ｺ かいかたそだてかたずかん　１３ かいかたそだてかたずかん　１３ 小宮　輝之 著 岩崎書店 2001 31p

470 ﾏ かいかたそだてかたずかん　５ かいかたそだてかたずかん　５ 松原　巖樹 著 岩崎書店 1995 43p

790 ﾁ ゲーム機なしでもこんなにオモシロイ 偕成社 偕成社 2004 175p

933 ｽ せかいのどうわシリーズ キャサリン・ストー 著 岩波書店 1995 86p

486 ｲ いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん なにかわかるかな？ いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん 学習研究社 学習研究社 2006 60p

487 ｲ いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん なにかわかるかな？ いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん 学習研究社 学習研究社 2006 60p

488 ｲ いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん なにかわかるかな？ いきものナルホド！Ｑ＆Ａずかん 学習研究社 学習研究社 2006 60p

480 ｶ 絵本図鑑シリーズ　６ 絵本図鑑シリーズ　６ 加藤　由子 著 岩崎書店 2000 47p

457 ﾏ 絵本図鑑シリーズ　１ 絵本図鑑シリーズ　１ 松岡　達英 著 岩崎書店 1986 44p

487 ﾜ 絵本図鑑シリーズ　５ 絵本図鑑シリーズ　５ 渡辺　可久 著 岩崎書店 2000 43p

487 ﾜ 絵本図鑑シリーズ　１３ 絵本図鑑シリーズ　１３ 渡辺　可久 著 岩崎書店 1992 39p

813 ｼ 学習研究社 学習研究社 2005 255p

913 ｵ 絵本カーニバル　８ 絵本カーニバル　８ 小沢　正 著 ポプラ社 2005 31p

913 ﾀ たなか　ひろこ 著 偕成社 2006 1冊

913 ｼ 講談社の創作絵本シリーズ 講談社の創作絵本シリーズ 真珠　まりこ 著 講談社 2004 1冊

610 ﾀ そだててあそぼう４６ そだててあそぼう４６ 高橋　英生 編／／竹内通雅 画 農山漁村文化協会 2003 36p

460 ｼ はじめて育てる・自分で育てる 有沢　重雄 著 福音館書店 2000 381p

933 ﾏ サラ・マクメナミー 著 ビーエル出版 2005 1冊

801 ｷ 記号のポケット図鑑 記号のポケット図鑑 あかね書房 あかね書房 2006 95p

801 ｷ 記号のポケット図鑑 記号のポケット図鑑 あかね書房 あかね書房 2006 95p

913 ｽ 杉山　亮 著 偕成社 2004 148p

913 ｽ 杉山　亮 著 偕成社 2006 128p

913 ｽ 杉山　亮 著 偕成社 2006 144p

913 ｽ 杉山　亮 著 偕成社 2002 144p

913 ｽ 杉山　亮 著 偕成社 2003 138p

943 ﾌ あかね・新えほんシリーズ　２７ 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 著 あかね書房 2006 1冊

933 ﾏ 世界の絵本コレクション 世界の絵本コレクション コリン・マクノートン 著 小峰書店 2005 1冊

913 ｶ 角野　栄子 著 文渓堂 2005 1冊

913 ﾏ ハッピーとハナちゃん まさご　ゆき 著 毎日新聞社 2006 1冊

933 ｳ サリー・ウィットマン 著 童話館出版 1995 28p

911 ｸ 子どもがつくるのはらうた 子どもがつくるのはらうた 工藤　直子 編著 童話屋 2006 169p

480 ｱ 今津　秀邦 写真 エムジ－コ－ポレ－ション 2005 27p

468 ﾋ 水族館のいきものたち 水族館のいきものたち２　ポケット図鑑　もっと好きになる水族館 水族館のいきものたち アクアライフ編集部 編 エムピージェー／／マリン企画 2005 157p

913 ｷ きむら　ゆういち 著 白泉社 2006 1冊

913 ｲ 緑の文学館　３ 緑の文学館　３ 泉　啓子 著 新日本出版社 2006 190p

913 ｷ 木崎　さと子 著 女子パウロ会 2005 1冊

929 ｼ ルーンの子供たち ルーンの子供たち ジョン　ミンヒ 著 宙出版 2006 711p



913 ﾐ 三池　悠 著 新風舎 2006 1冊

388 ｾ 民話と伝説呪いの巻物 民話と伝説呪いの巻物 岡上　鈴江 編著 偕成社 2006 193p

783 ﾎ ＬＥＶＥＬ　ＵＰＢＯＯＫ ＬＥＶＥＬ　ＵＰ　ＢＯＯＫ 本間　正夫 著 実業之日本社 2006 167p

913 ﾐ こどものくに傑作絵本 こどものくに傑作絵本 宮西　達也 著 金の星社 2005 1冊

470 ﾀ 深石　隆司 写真 アリス館 2006 27p

933 ｼ ジーン・ジオン 著 アリス館 2006 1冊

913 ﾌ えほんのもり えほんのもり ふりや　かよこ 著 文研出版 2005 1冊

159 ｼ よりみちパン！セ　１ よりみちパン！セ　１ 重松　清 著 理論社 2004 196p

159 ｼ よりみちパン！セ　１２ よりみちパン！セ　１２ 重松　清 著 理論社 2005 210p

810 ﾔ よりみちパン！セ　２ よりみちパン！セ　２ 山本　史也 著 理論社 2004 172p

490 ﾖ よりみちパン！セ　１１ よりみちパン！セ　１１ 養老　孟司 著 理論社 2005 213p

490 ﾄ よりみちパン！セ　１９ よりみちパン！セ　１９ 徳永　進 著 理論社 2005 120p

913 ｵ 講談社青い鳥文庫 講談社青い鳥文庫 令丈　ヒロ子 著 講談社 2005 341p

913 ｵ 講談社青い鳥文庫 講談社青い鳥文庫 楠木　誠一郎 著 講談社 2005 388p

933 ﾛ デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 2006 325p

913 ｸ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　８ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　８ 草野　たき 著 ポプラ社 2006 210p

913 ｶ わくわく読み物コレクション　１１ わくわく読み物コレクション　１１ 風野　潮 著 岩崎書店 2006 159p

913 ﾅ わくわく読み物コレクション　１２ わくわく読み物コレクション　１２ 梨屋　アリエ 著 岩崎書店 2006 147p

913 ｼ 重松　清 著 新潮社 2005 316p

783 ｵ フィールドの向こうに人生が見える 木村　元彦 著 集英社インターナショナル 2005 238p

913 ﾓ 茂市　久美子 著 国土社 2001 63p

913 ﾓ 茂市　久美子 著 国土社 2006 63p

913 ｸ おはなしドロップシリーズ おはなしドロップシリーズ 薫　くみこ 著 佼成出版社 2006 61p

913 ｱ 新しいえほん 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社 2006 1冊

913 ｻ タカオのつくもライフ　３ タカオのつくもライフ　３ 斉藤　洋 著 佼成出版社 2005 106p

913 ｱ ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著 すずき出版 2005 1冊

388 ｼ 世界のなぞかけ昔話　１ 世界のなぞかけ昔話　１ ジョージ・シャノン 著 晶文社 2005 53p

388 ｼ 世界のなぞかけ昔話　２ 世界のなぞかけ昔話　２ ジョージ・シャノン 著 晶文社 2005 62p

388 ｼ 世界のなぞかけ昔話　３ 世界のなぞかけ昔話　３ ジョージ・シャノン 著 晶文社 2005 59p

210 ﾄ 東京新聞社会部 編 岩波書店 2006 235.3p

913 ｲ 今森　光彦 著 偕成社 2006 62p

810 ｾ 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 瀬川　康男 著 福音館書店 2000 41p

2 ｻ 齋藤孝の　「ガツンと一発」シリーズ　第　１巻 齋藤孝の　「ガツンと一発」シリーズ　第　１巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所 2004 94p

159 ｻ 齋藤孝の　「ガツンと一発」シリーズ　第　２巻 齋藤孝の　「ガツンと一発」シリーズ　第　２巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所 2004 94p

361 ｻ 齋藤孝の　「ガツンと一発」シリーズ　第　３巻 齋藤孝の　「ガツンと一発」シリーズ　第　３巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所 2004 94p

19 ｻ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　４巻 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　４巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所 2004 110p

367 ｻ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　５巻 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第５巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所 2004 94p

159 ｻ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　６巻 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第６巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所 2004 94p

376 ｻ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　７巻 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　７巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所 2004 94p

302 ｻ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　８巻 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　８巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所 2004 110p

159 ｻ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　９巻 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　９巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所 2005 102p



338 ｻ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　１０巻 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　１０巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所 2005 126p

152 ｻ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　１１巻 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　１１巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所 2005 118p

159 ｻ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　１２巻 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　１２巻 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所 2005 118p

933 ﾗ ケイト・ラム 著 小学館 2004 1冊

913 ｵ Ａ　Ｆｏｒｅｓｔ　Ｐｉｃｔｕｒｅ－Ｂｏｏｋ 長田　弘 著 講談社 2001 1冊

913 ﾓ わくわくライブラリー わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 講談社 1998 117p

913 ﾓ わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 講談社 2003 155p

913 ﾓ わくわくライブラリー わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 講談社 2001 159p

913 ﾓ わくわくライブラリー わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 講談社 2004 143p

913 ﾓ わくわくライブラリー わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 講談社 2005 159p

913 ｼ 塩野　米松 著 ひかりのくに 2002 32p

929 ｼ ルーンの子供たち ルーンの子供たち ジョン　ミンヒ 著 宙出版 2006 474p

933 ﾊ いのちの旅 レオ・バスカーリア 著 童話屋 1998 1冊

929 ｲ ドラゴンラージャ ドラゴンラージャ イ　ヨンド 著 岩崎書店 2006 421p

933 ｵ マジック・ツリーハウス　１８ マジック・ツリーハウス　１８ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 2006 157p

913 ｳ おれたち、ともだち！ おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著 偕成社 2004 31p

913 ｳ おれたち、ともだち！ おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著 偕成社 2006 47p

913 ｱ くまのがっきやさん 安房　直子 著 金の星社 2001 1冊

933 ｼ シェル・シルヴァスタイン 著 篠崎書林 1976 1冊

813 ﾅ 中川　ひろたか 著 ハッピーオウル社 2006 55p

480 ﾀ 武田 正倫 監修 ポプラ社 2003 87p

480 ﾀ 武田 正倫 監修 ポプラ社 2003 71p

480 ﾀ 武田 正倫 監修 ポプラ社 2003 79p

610 ｶ そだててあそぼう かわせ けんじ へん 農山漁村文化協会 2003 36p

596 ｵ やさしい科学 小竹 千香子 著 さ・え・ら書房 2002 63p

486 ﾄ かがくのとも　６月号 得田　之久 福音館 2006

491 ﾑ ポプラディア６月号 ワールドカップ　ドイツ ポプラ社

916 ｷ 「１リットルの涙」　亜也の５８通の手紙 木藤　亜也 幻冬社

289 ｼ マンガ　柴野栗山 てつきのこ　作画 牟礼町教育委員会

289 ｼ マンガ　柴野栗山 てつきのこ　作画 牟礼教育委員会

289 ｼ マンガ　柴野栗山 てつきのこ　作画 牟礼教育委員会

289 ｼ マンガ　柴野栗山 てつきのこ　作画 牟礼教育委員会

289 ｼ マンガ　柴野栗山 てつきのこ　作画 牟礼教育委員会

289 ｼ 小川　太一郎 財団法人　栗山顕彰会

289 ｼ 小川　太一郎 財団法人　栗山顕彰会

289 ｼ 小川太一郎 財団法人　栗山顕彰会

289 ｼ 小川太一郎 財団法人　栗山顕彰会

289 ｼ 小川　太一郎 財団法人　栗山顕彰会

519 ﾀ 月刊　ポプラディア２００４，１０月号 ポプラ社

913 ｵ かがくのとも　７月号 おかべ　りか 福音館

210 ﾎ 月刊ポプラディア７．８月号 ポプラ社



470 ｲ かがくのとも　6月号 今井　眞利子 福音館

470 ﾎ かがくのとも 細川剛 福音館 2006

308 ﾎ 消防署の一日 緊急地震速報 ポプラ社 2006

610 ｷ 月刊　かがくのとも 菊池日出夫 福音館 2006

933 ﾙ ゲド戦記　４ ゲド戦記　４ ル＝グウィン 作 岩波書店 1993 347p

590 ﾎ ポプラ社 2006

933 ﾌ かがくのとも　4月号 ロバート・フローマン　原作 福音館 2006

654 ﾓ 学研まんがでよくわかるシリーズ 望月　恭子 学研

595 ﾘ 学研まんがでよくわかるシリーズ 仕事のひみつ編 内海　準二 学研 2006

528 ﾄ 学研まんがでよくわかるシリーズ 橘　悠紀 学研 2006

610 ﾎ 月刊ポプラディア五月号 ポプラ社 2006

90 ﾖ 香川県国語教育研究会　編 日本標準 2005

913 ﾃ 理論社名作の愛蔵版 寺村 輝夫 作 理論社 1989 173p

537 ﾈ 学研　まんがでよくわかるシリーズ 学研

913 ﾎ 講談社の創作絵本シリーズ 講談社の創作絵本シリーズ 穂高　順也 著 講談社 2003 1冊

289 ｲ 少年の想い遥かに 義田　貴士 著 学習研究社 2005 223p

289 ﾏ 学研のノンフィクション ゴジラ・松井は世界の頂点を目指す！ 学研のノンフィクション 広岡　勲 著 学習研究社 2005 141p

913 ｵｵ 大西　伝一郎 著 ひくまの出版 2004 119p

384 ｵ ２０年代、３０年代、４０年代の昭和こども誌 奥成　達 著 ポプラ社 2001 308p

517 ﾔ 楽しく学ぶ・川の学校　 楽しく学ぶ・川の学校　1 山田　辰美 著 学習研究社 2002 47p

517 ﾅ 楽しく学ぶ・川の学校 楽しく学ぶ・川の学校　２ 七尾　純 著 学習研究社 2002 47p

517 ﾓ 楽しく学ぶ・川の学校 楽しく学ぶ・川の学校　３ 森下　郁子 著 学習研究社 2002 47p

517 ﾀ 楽しく学ぶ・川の学校 楽しく学ぶ・川の学校　４ 谷　幸三 著 学習研究社 2002 47p

517 ｼ 楽しく学ぶ・川の学校 楽しく学ぶ・川の学校　５ 柴田　敏隆 著 学習研究社 2002 47p

517 ｻ 楽しく学ぶ・川の学校 楽しく学ぶ・川の学校　６ 澤井　健二 著 学習研究社 2002 47p

517 ﾔ 楽しく学ぶ・川の学校 楽しく学ぶ・川の学校　７ 学習研究社 2002 47p

517 ﾊ 楽しく学ぶ・川の学校 楽しく学ぶ・川の学校８ 浜口　哲一 著 学習研究社 2002 47p

517 ﾜ 楽しく学ぶ・川の学校 楽しく学ぶ・川の学校　９ 学習研究社 2002 47p

517 ｼ 楽しく学ぶ・川の学校 楽しく学ぶ・川の学校１０ 島谷　幸宏 著 学習研究社 2002 47p

963 ﾛ アレックス・ロビラ 著 ポプラ社 2004 119p

913 ｺｸﾞ 平成うわさの怪談　２０ 平成うわさの怪談　２０ 木暮　正夫 編 岩崎書店 2006 160p

913 ｺｸﾞ 平成うわさの怪談　１９ 平成うわさの怪談　１９ 木暮　正夫 編 岩崎書店 2006 152p

913 ｺｸﾞ 平成うわさの怪談　１８ 平成うわさの怪談　１８ 木暮　正夫 編 岩崎書店 2006 149p

943 ﾏ ポップコーン・ブックス　１３ 七人目の勇士ヨシュカの巻 ヨアヒム・マザネック 著 ポプラ社 2005 200p

470 ﾅ 中島睦子 福音館書店 2004 26p

596 ｽ 涼森サエ 新風舎 2005 23p

933 ﾏ 消えゆく影の怪人 マーシュ ジョナサン 講談社 2004 221p

933 ﾏ マーシュ ジョナサン 講談社 2004 221p

933 ﾛ 誕生！ティーン・パワー株式会社 ロッダ エミリー 講談社 2003 185p

933 ﾛ つかみやジャックと天才手品師 ロッダ エミリー 講談社 2004 219p

933 ﾛ 消えたアイドル ロッダ エミリー 講談社 2004 201p



933 ﾛ 猫の王国 ロッダ エミリー 講談社 2004 189p

933 ﾛ 甘い話にご用心！ ロッダ エミリー 講談社 2005 205p

933 ﾛ テルティス城の怪事件 ロッダ エミリー 講談社 2005 207p

933 ﾛ 金のブレスレット ロッダ エミリー 講談社 2005 172p

933 ﾛ 花の妖精 ロッダ エミリー 講談社 2005 172p

933 ﾛ 三つの願い ロッダ エミリー 講談社 2005 172p

933 ﾛ 妖精のりんご ロッダ エミリー 講談社 2005 172p

933 ﾛ 魔法のかぎ ロッダ エミリー 講談社 2006 172p

913 ﾚ 令丈ヒロ子 講談社 2003 215p

913 ﾚ 令丈ヒロ子 講談社 2003 203p

913 ﾚ 令丈ヒロ子 講談社 2004 203p

913 ﾚ 令丈ヒロ子 講談社 2004 209p

913 ﾚ 令丈ヒロ子 講談社 2005 222p

913 ﾚ 令丈ヒロ子 講談社 2005 233p

913 ﾚ 令丈ヒロ子 講談社 2006 233p

933 ｵ マジックツリーハウス　１６ マジックツリーハウス　１６ オズボーン メアリ・ポープ メディアファクトリー 2006 157p

913 ﾑ 村山早紀 童心社 2005 158p

913 ﾑ 村山早紀 童心社 2006 158p

323 ｼ ９条を知っていますか 歴史教育者協議会編 汐文社 2006 47p

323 ｼ 平和を求めた人びと 歴史教育者協議会編 汐文社 2005 47p

323 ｼ 世界の中の９条 歴史教育者協議会編 汐文社 2006 47p

933 ﾎ 仮面の都 ホフマン メアリ 小学館 2003 501p

933 ﾎ 星の都 ホフマン メアリ 小学館 2005 701p

933 ｼ ロード・ロス シャン ダレン 小学館 2005 370p

933 ｼ スローター シャン ダレン 小学館 2006 390p

908 ﾎ ホラーセレクション ホラーセレクション　１ さねとうあきら ポプラ社 2006 180p

908 ｶ ホラーセレクション ホラーセレクション　２ 岡本綺堂 ポプラ社 2006 230p

908 ﾋ ホラーセレクション ホラーセレクション　３ 赤川次郎 ポプラ社 2006 185p

908 ｼ ホラーセレクション ホラーセレクション　４ 恩田陸 ポプラ社 2006 179p

908 ﾛ ホラーセレクション ホラーセレクション　５ 橋本治 ポプラ社 2006 238p

908 ﾎ ホラーセレクション ホラーセレクション　６ 坂田靖子 ポプラ社 2006 176p

908 ﾜ ホラーセレクション ホラーセレクション　７ ダール ロアルド ポプラ社 2006 213p

908 ｻ ホラーセレクション ホラーセレクション　８ 江戸川乱歩 ポプラ社 2006 190p

908 ｴ ホラーセレクション ホラーセレクション　９ スティーヴンソン ロバート・ルイス ポプラ社 2006 195p

908 ﾈ ホラーセレクション ホラーセレクション　１０ ポー エドガー・アラン ポプラ社 2006 220p

783 ﾀ 村上雅則監修 学習研究社 2003 128p

280 ﾆ 小和田哲男監修 学習研究社 2003 136p

490 ｱ 多湖輝監修 学習研究社 2004 128p

783 ﾔ 谷沢健一監修 学習研究社 2005 140p

486 ｺ 岡島秀治監修 学習研究社 2006 136p

289 ﾏ 革命の犠牲になったフランス最後の王妃 市川能里まんが 小学館 2005 159p



289 ﾏ 日本を飛び出しメジャー・リーグで活躍する野球 広岡勲原作 小学館 2005 175p

404 ﾔ 空想科学読本 柳田理科雄 メディアファクトリー 2006 255p

404 ﾔ 空想科学読本 柳田理科雄 メディアファクトリー 2006 253p

404 ﾔ 空想科学読本 柳田理科雄 メディアファクトリー 2006 255p

404 ﾔ 空想科学読本 柳田理科雄 メディアファクトリー 2006 255p

913 ﾌ 深沢美潮 ジャイブ 2004 190p

913 ﾌ 深沢美潮 ジャイブ 2005 186p

913 ﾌ 深沢美潮 ジャイブ 2005 174p

913 ﾌ 深沢美潮 ジャイブ 2006 168p

913 ﾌ 深沢美潮 ジャイブ 2006 174p

933 ｷ セイレーンの歌 キッド ロブ 講談社 2006 165p

933 ｷ 海賊競走 キッド ロブ 講談社 2006 159p

943 ﾏ ポップコーン・ブックス　１５ 背番号１０番マーロンの巻 ヨアヒム・マザネック 著 ポプラ社 2006 204p

953 ﾒ アラン・メッツ 著 パロル舎 2002 1冊

953 ﾒ アラン・メッツ 著 パロル舎 2005 1冊

933 ﾌ わたしのえほん わたしのえほん ステファニー・ブレイク 著 ＰＨＰ研究所 2004 1冊

487 ﾔ わたしのえほん カエルのきもち わたしのえほん 安延　尚文 著 ＰＨＰ研究所 2004 31p

913 ｸ ポプラの木かげ　２０ ポプラの木かげ　２０ くぼしま　りお 著 ポプラ社 2005 170p

783 ﾆｼ スポーツノンフィクション スポーツノンフィクション 西松　宏 著 学習研究社 2006 120p

600 ｼ まんがで読む仕事ナビ まんがで読む仕事ナビ１ 嶋田　かおり 画 ポプラ社 2005 159p

600 ﾌ まんがで読む仕事ナビ まんがで読む仕事ナビ２ 富士山　みえる 画 ポプラ社 2005 159p

600 ｵ まんがで読む仕事ナビ まんがで読む仕事ナビ３ 小田島　純子 画 ポプラ社 2005 159p

600 ｾ まんがで読む仕事ナビ まんがで読む仕事ナビ４ 妹尾　美穂 画 ポプラ社 2005 159p

600 ｵ まんがで読む仕事ナビ まんがで読む仕事ナビ５ 大橋　よしひこ 画 ポプラ社 2005 159p

600 ﾌ まんがで読む仕事ナビ まんがで読む仕事ナビ６ ふなつか　みちこ 画 ポプラ社 2005 159p

600 ﾌ まんがで読む仕事ナビ まんがで読む仕事ナビ７ 福島　千陽 画 ポプラ社 2005 159p

600 ﾌ まんがで読む仕事ナビ まんがで読む仕事ナビ８ 福永　博子 画 ポプラ社 2005 159p

626 ﾆ そだててあそぼう そだててあそぼう 日本土壌肥料学会 編 農山漁村文化協会 2002 36p

626 ﾆ そだててあそぼう そだててあそぼう 日本土壌肥料学会 編 農山漁村文化協会 2002 36p

626 ﾆ そだててあそぼう そだててあそぼう 日本土壌肥料学会 編 農山漁村文化協会 2002 36p

626 ﾆ そだててあそぼう そだててあそぼう 日本土壌肥料学会 編 農山漁村文化協会 2002 36p

519 ﾆ そだててあそぼう そだててあそぼう 日本土壌肥料学会 編 農山漁村文化協会 2002 36p

953 ﾄ シルヴィアン・ドニオ 著 ほるぷ出版 2004 1冊

596 ｵ 尾崎　曜子 編 アリス館 2001 32p

596 ｵ 尾崎　曜子 編 アリス館 2001 32p

596 ｵ 尾崎　曜子 編 アリス館 2001 32p

596 ｵ 尾崎　曜子 編 アリス館 2001 32p

596 ｵ 尾崎　曜子 編 アリス館 2001 32p

596 ｽ すずき　さちこ 著 講談社 2005 1冊

486 ﾌ 藤丸　篤夫 著 福音館書店 2002 103p

486 ｼ 新開　孝 著 福音館書店 2005 71p



750 ｶ Ｐｉｃｃｏｌｏ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ みんなで作ってあそぼう ＰｉｃｃｏｌｏＳｅｌｅｃｔｉｏｎ 学習研究社 2005 80p

750 ｶ Ｐｉｃｃｏｌｏ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ みんなで作ってあそぼう ＰｉｃｃｏｌｏＳｅｌｅｃｔｉｏｎ 学習研究社 2005 80p

750 ﾀ みんなでつくるアイデア工作 みんなでつくるアイデア工作 滝口　明治 著 金の星社 2005 79p

750 ﾀ みんなでつくるアイデア工作 みんなでつくるアイデア工作 滝口　明治 著 金の星社 2005 79p

750 ﾀ みんなでつくるアイデア工作 みんなでつくるアイデア工作 滝口　明治 著 金の星社 2005 79p

626 ﾔ そだててあそぼう そだててあそぼう 山田　貴義 編 農山漁村文化協会 1999 36p

626 ﾑ そだててあそぼう そだててあそぼう 村上　次男 編 農山漁村文化協会 2003 36p

477 ﾌ やさいを育てて食べよう やさいを育てて食べよう 深光　富士男 著 学習研究社 2003 55p

913 ﾄ えほんのマーチ　３ えほんのマーチ　３ 戸田　和代 著 岩崎書店 2003 32p

913 ｲ いとう　ひろし 著 徳間書店 2006 1冊

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 2003 349p

913 ﾊ 乱！ＲＵＮ！ラン！ はやみねかおる 講談社 2004 335p

913 ﾊ いつになったら作戦終了？ はやみねかおる 講談社 2005 335p

913 ﾊ 四重奏 はやみねかおる 講談社 2006 296p

933 ﾐ ミッチェル マーガレット 新潮社 1977 367p

933 ﾐ ミッチェル マーガレット 新潮社 1977 369p

933 ﾐ ミッチェル マーガレット 新潮社 1977 338p

933 ﾐ ミッチェル マーガレット 新潮社 1977 367p

933 ﾐ ミッチェル マーガレット 新潮社 1977 419p

913 ｷ 世界で８番目のたたかいに勝った男の物語 岸川悦子 ポプラ社 2005 186p

913 ﾉ 野中ともそ ポプラ社 2003 236p

913 ｲ 伊藤たかみ ポプラ社 2005 260p

913 ｲ 伊藤遊 ポプラ社 2004 263p

913 ｲ チョコ、デビューするの巻 石崎洋司 講談社 2005 217p

913 ｲ チョコ、空を飛ぶの巻 石崎洋司 講談社 2005 218p

913 ｲ ライバルあらわる！？の巻 石崎洋司 講談社 2006 225p

913 ｲ 黒魔女さんのシンデレラ 石崎洋司 講談社 2006 241p

913 ﾚ 花の湯温泉ストーリー 令丈ヒロ子 講談社 2006 249p

913 ﾊ はやみねかおる 講談社 2006 445p

933 ﾏ マンドラゴラの恐怖 マイヤー カイ ポプラ社 2004 217p

933 ﾏ 異界への扉 マイヤー カイ ポプラ社 2004 213p

933 ﾏ 月の妖魔 マイヤー カイ ポプラ社 2004 214p

933 ﾏ 七つの封印・外伝 マイヤー カイ ポプラ社 2003 333p

933 ﾄ デッドマン・チェスト トリンブル アイリーン 偕成社 2006 286p

913 ｱ 青木和雄 金の星社 2005 184p

913 ｱ 青木和雄 金の星社 2006 185p

943 ﾅ モーリッツの大活躍 ナールガング フラウケ 小学館 2006 189p

943 ﾅ ニコの大ピンチ ナールガング フラウケ 小学館 2006 189p

913 ﾓ 森絵都 理論社 1998 275p

916 ｽ ケーキ職人・辻口博啓の生き方 輔老心 岩崎書店 2006 231p

323 ｹ 井筒和幸ほか 岩波書店 2005 62p



590 ﾂ 覚えておくと一生役に立つ 筒井康隆 金の星社 2001 221p

590 ｼ 寺門友子監修 日本文芸社 2006 232p

590 ｻ 斎藤美保子 日本文芸社 2006 211p

590 ｼ イーメディア編 三修社 2006 134p

590 ﾎ おばあちゃんの知恵袋の会監修 学習研究社 2006 96p

386 ｶ しばわんこの和のこころ 川浦良枝 白泉社 2005 60p

913 ﾓ 森絵都 理論社 2003 1冊

611 ﾔ 山岡寛人 草土文化 2003 39p

783 ｲ 上達法がよくわかる・完全図解 池内豊 集英社 2006 240p

913 ｺ 時をかける魔鏡 越水利江子 ポプラ社 2006 235p

404 ﾔ 空想科学読本 柳田理科雄 メディアファクトリー 2006 255p

913 ﾌ 深沢美潮 ジャイブ 2006 186p

933 ｼ 悪魔の盗人 シャン ダレン 小学館 2006 382p

813 ｲ 石井勲 ぎょうせい 1990 1034p

943 ﾅ 小学校対抗サッカー大会 ナールガング フラウケ 小学館 2006 189p

933 ﾋ ピート マル 評論社 2006 257p

289 ｺ 古賀常次郎　伝 寺門　克 日経BP企画 2003

700 ﾐ 月刊かがくのとも　１１月号 三沢厚彦 福音館 2006

51 ﾎ 月刊　ポプラディア　１１月号 ポプラ社 2006

536 ｵ 学研　まんがでよくわかるシリーズ おぎのひとし 学研

913 ﾊ 月刊　かがくのとも　１２月号 浜田桂子 福音館 2006

460 ｻ 月刊　かがくのとも　１月号 澤口たまみ 福音館 2007

913 ｶ あかね創作えほん かんざわ としこ さく あかね書房 1982 1冊

913 ｶ あかね創作えほん 角野 栄子 作 あかね書房 1998 1冊

913 ｶ あかね創作えほん 神沢 利子 文 あかね書房 1984 32p

913 ｶ あかね創作えほん 角野 栄子 文 あかね書房 1996 1冊

69 ﾎ 博物館へ行こう！ ポプラ 2007

913 ｵ 月刊　かがくのとも 月刊　かがくのとも２月号 織田　道代 福音館 2007

383 ﾎ 月刊　ポプラディア　1月号 ポプラ社 2007

913 ﾀ たかはし ひろゆき 文・絵 金の星社 1980 48p

289 ﾘ 講談社火の鳥伝記文庫 どれい解放の父 松岡 洋子 著 講談社 1981 229p

913 ｻ さとうわきこ　作 文研出版 1991

596 ｺ 月刊　かがくのとも　3月号 小林　ゆき子 福音館 2007

460 ｲ 日野原　重明 ユーリーグ 2007

378 ﾎ 月刊　ポプラディア　3月号 ポプラ社 2007

778 ﾐ アニメージュコミックススペシャル 宮崎　駿 徳間書店 2001

210 ﾊ 満州からの引揚げ 森田　拳次 平和祈念事業特別基金

210 満州からの引揚げ 森田　拳次 平和祈念事業特別基金

790 ｱ みんなで　やってみよう 財団法人　児童憲章愛の会 2006

320 ｱ 学研　まんがでよくわかるシリーズ 学研　まんがでよくわかるシリーズ　２４ 青木　萌 学研 2007

933 ﾃ ディズニー　フェアリー文庫　１ ドリスコル ローラ 講談社 2005 139p



933 ﾃ ディズニー　フェアリー文庫　２ ソープ キキ 講談社 2005 139p

933 ﾃ ディズニー　フェアリー文庫　１１ ハーマン ゲイル 講談社 2007 139p

913 ﾂ 常光徹 講談社 2006 165p

913 ﾚ 花の湯温泉ストーリー 令丈ヒロ子 講談社 2007 215p

913 ﾐ 三浦哲郎 講談社 2006 251p

913 ｺ 香月日輪 講談社 2003 212p

913 ｺ 香月日輪 講談社 2004 177p

913 ｺ 香月日輪 講談社 2005 209p

913 ｺ 香月日輪 講談社 2006 235p

913 ｺ 香月日輪 講談社 2007 211p

933 ｷ コルテスの剣 キッド ロブ 講談社 2006 157p

933 ｷ 青銅器時代 キッド ロブ 講談社 2006 181p

933 ｷ 黄金の都市 キッド ロブ 講談社 2007 165p

933 ｷ 銀の時代 キッド ロブ 講談社 2007 163p

953 ﾍ 黄金の羊毛 ペロー ブリアン 竹書房 2006 345p

933 ｵ マジックツリーハウス　１９ マジックツリーハウス　１９ オズボーン メアリー・ポープ メディアファクトリー 2007 151p

913 ｲ 板橋雅弘 岩崎書店 2007 148p

933 ﾄ 呪われた海賊たち トリンブル アイリーン 偕成社 2006 270p

933 ｻ ワールド・エンド サザーランド Ｔ．Ｔ． 偕成社 2007 270p

933 ﾘ リチャーズ キティ 偕成社 2007 238p

913 ﾅ 魔法世界ファンタジー 南房秀久 学習研究社 2007 247p

929 ｲ 真実 イヨンド 岩崎書店 2007 421p

929 ｲ 飛翔 イヨンド 岩崎書店 2007 373p

913 ﾐ 宮沢賢治のおはなし 宮沢賢治 岩崎書店 2004 68p

913 ﾐ 宮沢賢治のおはなし 宮沢賢治 岩崎書店 2004 76p

913 ﾐ 宮沢賢治のおはなし 宮沢賢治 岩崎書店 2005 77p

913 ﾐ 宮沢賢治のおはなし 宮沢賢治 岩崎書店 2005 92p

913 ﾐ 宮沢賢治のおはなし 宮沢賢治 岩崎書店 2005 92p

913 ﾚ 令丈ヒロ子 佼成出版社 2006 63p

913 ｼ 正道かほる 佼成出版社 2004 63p

913 ｱ 阿部夏丸 佼成出版社 2005 61p

913 ﾈ ねじめ正一 佼成出版社 2004 63p

913 ﾄ 戸田和代 佼成出版社 2005 62p

913 ﾑ 村山早紀 佼成出版社 2004 63p

485 ﾀ 谷本雄治 ポプラ社 2007 79p

370 ｲ えほん基本教育法 伊藤美好 ほるぷ出版 2005 47p

913 ﾀ ぼくらの霞ヶ浦再生プロジェクト 多田実 合同出版 2007 174p

489 ﾉ 野中祐 ポプラ社 2006 143p

913 ﾏ 松谷みよ子 講談社 2007 31p

913 ﾆ 新美南吉 偕成社 1986 1冊

913 ﾀ 立松和平 くもん出版 2007 32p



933 ﾌ フロマンタル ジャン・リュック ブロンズ新社 2006 1冊

913 ﾆ 新美南吉 偕成社 1988 31p

913 ﾀ 立松和平 ポプラ社 1992 32p

480 ｿ ソウラー サンデー ブックローン出版 1996 25p

913 ﾆ 新美南吉 にっけん教育出版社 2003 29p

913 ﾆ 新美南吉ようねん童話絵本 新美南吉 にっけん教育出版社 2005 31p

913 ﾆ 新美南吉 にっけん教育出版社 2001 30p

913 ﾆ 新美南吉 にっけん教育出版社 2003 31p

913 ﾆ 新美南吉 にっけん教育出版社 2002 30p

487 ﾆ 松井孝爾監修 ひさかたチャイルド 2006 27p

485 ﾏ 須田孫七監修 ひさかたチャイルド 2006 27p

479 ｱ 大久保茂徳監修 ひさかたチャイルド 2007 27p

626 ﾔ 藤田智監修 ひさかたチャイルド 2007 27p

487 ﾍ 福山欣司監修 ひさかたチャイルド 2007 27p

913 ﾑ 新シェーラひめのぼうけん　９ 村山早紀 童心社 2007 158p

913 ﾑ 新シェーラひめのぼうけん　８ 村山早紀 童心社 2006 158p

914 ｸ 涙があふれて　心が温かくなる話 ニッポン放送「うえやなぎまさひこのサプライズ」 ニッポン放送 ニッポン放送 2006 167p

159 ﾅ あこがれの人の言葉 中井俊已 汐文社 2006 71p

159 ﾅ 語りつがれた言葉 中井俊已 汐文社 2006 71p

159 ﾅ 心にのこる言葉 中井俊已 汐文社 2007 75p

159 ｸ あたりまえだけど、とても大切なこと クラーク ロン 草思社 2004 1冊

913 ﾀ 牧場の猫 立松和平 河出書房新社 2000 154p

913 ﾀ 波うつ青い穂 立松和平 河出書房新社 2002 152p

913 ﾀ 牛が学校にやってきた 立松和平 河出書房新社 2004 146p

913 ｺ 赤玉　ふるえちゃう１５のお話！ 講談社 2006 205p

913 ｺ 青玉　ふるえちゃう１４のお話！ 講談社 2006 203p

726 ﾐ 宮崎駿 徳間書店 1988 144p

726 ﾐ 宮崎駿 徳間書店 1988 145p

726 ﾐ 宮崎駿 徳間書店 2001 169p

726 ﾐ 宮崎駿 徳間書店 2001 169p

726 ﾐ 宮崎駿 徳間書店 2001 169p

726 ﾐ 宮崎駿 徳間書店 2001 173p

933 ｼ おねがいごとを、いってみて！ ジョーンズ ミランダ ポプラ社 2005 175p

933 ｼ 小さくなるまほうってすてき？ ジョーンズ ミランダ ポプラ社 2006 179p

933 ｼ ピンクのまほう ジョーンズ ミランダ ポプラ社 2006 184p

933 ｼ ゆうれいにさらわれた！ ジョーンズ ミランダ ポプラ社 2006 184p

933 ｼ カウガールにへんしん！ ジョーンズ ミランダ ポプラ社 2007 188p

780 ｽ 友情とチームワーク 学習研究社 2007 175p

780 ｽ ライバルと名勝負 学習研究社 2007 175p

780 ｽ 記録への挑戦、自分との戦い 学習研究社 2007 175p

780 ｽ 天才、それは努力する才能 学習研究社 2007 174p



780 ｽ 挫折からの復活 学習研究社 2007 175p

780 ｽ ヒーローと偉大なる敗者 学習研究社 2007 175p

780 ｽ 国の誇りと平和への祈り 学習研究社 2007 175p

780 ｽ スポーツを支える名脇役 学習研究社 2007 175p

780 ｽ 勝利とスポーツマンシップ 学習研究社 2007 175p

780 ｽ 苦難を乗り越える力 学習研究社 2007 175p

780 ｽ 限界への挑戦 学習研究社 2007 175p

780 ｽ 勝利をよぶ絆 学習研究社 2007 175p

933 ﾒ レインボーマジック２ メドウズ デイジー ゴマブックス 2006 91p

933 ﾒ レインボーマジック３ メドウズ デイジー ゴマブックス 2006 91p

933 ﾒ レインボーマジック４ メドウズ デイジー ゴマブックス 2006 91p

933 ﾒ レインボーマジック５ メドウズ デイジー ゴマブックス 2006 91p

933 ﾒ レインボーマジック６ メドウズ デイジー ゴマブックス 2006 91p

933 ﾒ レインボーマジック７ メドウズ デイジー ゴマブックス 2006 91p

913 ﾀ 立松和平 フレーベル館 2001 181p

913 ﾊ ＩＮ塀戸 はやみねかおる 講談社 2007 271p

913 ﾊ ＩＮ塀戸 はやみねかおる 講談社 2007 280p

913 ﾂ 常光徹 講談社 1992 166p

916 ｲ 沖縄美ら海水族館フジの物語 岩貞るみこ 講談社 2007 189p

913 ﾚ 花の湯温泉ストーリー 令丈ヒロ子 講談社 2007 221p

377 ｱ 青木一平 ポプラ社 2004 139p

780 ｵ 大野益弘 ポプラ社 2004 139p

388 ｱ 青木一平 ポプラ社 2004 139p

536 ﾔ 山内ススム ポプラ社 2005 143p

507 ｱ 青木一平 ポプラ社 2005 143p

410 ｶ 笠原秀 ポプラ社 2006 141p

789 ｸ 栗田芽生 ポプラ社 2006 143p

726 ﾏ おかだえみこ ポプラ社 2006 143p

783 ﾖ 吉田昭彦 ポプラ社 2006 143p

913 ﾐ 宮沢賢治 講談社 2007 268p

913 ｺ 香月日輪 講談社 2004 171p

933 ｵ マジックツリーハウス２０ マジックツリーハウス２０ オズボーン メアリー・ポープ メディアファクトリー 2007 157p

913 ﾌ 深沢美潮 ジャイブ 2007 180p

933 ﾛ ホラー作家の悪霊屋敷 ロッダ エミリー 講談社 2006 207p

913 ｺ 香月日輪 講談社 2007 187p

953 ﾍ エーテルの仮面 ペロー ブリアン 竹書房 2007 333p

953 ﾍ 運命の部屋 ペロー ブリアン 竹書房 2007 333p

933 ﾛ 星のマント ロッダ エミリー 童心社 2006 172p

933 ﾛ 水の妖精 ロッダ エミリー 童心社 2007 172p

933 ﾛ 空色の花 ロッダ エミリー 童心社 2007 172p

933 ﾛ 虹の杖 ロッダ エミリー 童心社 2007 173p



913 ｺ 決戦、逢魔の城 越水利江子 ポプラ社 2007 239p

933 ｷ タイムキーパー キッド ロブ 講談社 2007 154p

913 ﾌ 深沢美潮 ジャイブ 2007 152p

913 ﾌ 深沢美潮 ジャイブ 2007 158p

913 ｺ 小林深雪 講談社 2006 268p

913 ﾏ 松原秀行 講談社 2007 347p

933 ｼ ジーニー・スクールへようこそ ジョーンズ ミランダ ポプラ社 2007 196p

913 ﾑ 村山早紀 童心社 2007 174p

913 ｱ 新しいえほん あきやまただし 金の星社 2007 1冊

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2007 91p

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2007 88p

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2007 91p

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2007 91p

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2007 91p

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2007 90p

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2007 91p

943 ﾅ キッカーズ！ 仲間割れの危機 フラウケ・ナールガング　作 小学館 2007 189p

913 ﾅ 講談社の創作絵本 成田雅子　作・絵 講談社 2004 32p

480 ﾏ 知の森絵本 いきものたちのふしぎな暮らしと一生 増井光子　監修 素朴社 2006 47p

489 ｸ ｢知｣のビジュアル百科 ｢知｣のビジュアル百科　６ ジュリエット・クラットン＝ブロック　著 あすなろ書房 2004 63p

487 ｲ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 育てて、しらべる日本の生きものずかん　８ 岩松鷹司　監修 集英社 2005 39p

485 ｵ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 育てて、しらべる日本の生きものずかん　９ 奥野淳兒　監修 集英社 2006 39p

486 ﾅ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 育てて、しらべる日本の生きものずかん　７ 中秀司　監修 集英社 2005 39p

486 ﾀ ドキュメント地球のなかまたち ハキリアリのふしぎなくらし 多摩動物園ハキリアリ飼育展示グループ　編 新日本出版 2007 30p

485 ﾅ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 育てて、しらべる日本の生きものずかん　３ 中谷勇　監修 集英社 2004 39p

480 ﾏ 科学絵本 増井光子　日本語版監修 小学館 2000 63p

489 ｸ 写真で見るたくましいアフリカの野生動物たち 写真で見るたくましいアフリカの野生動物たち　１ 黒田弘行　著 星の環会 2004 95p

489 ｸ 写真で見るたくましいアフリカの野生動物たち 写真で見るたくましいアフリカの野生動物たち　２ 黒田弘行　著 星の環会 2004 95p

480 ﾃ 児童図書館・科学の部屋 アネット・ティゾン タラス・テイラ－　［著］ 評論社 1986 96p

480 ﾃ 児童図書館・科学の部屋 アネット・ティゾン タラス・テイラ－　［著］ 評論社 1999 87p

933 ｼ 児童図書館・絵本の部屋 かあさんをさがして ポ－ル・ジェラティ　さく 評論社 1997 32p

913 ﾀ どうぶつさいばん 竹田津実　作 皆成社 2004 32p

913 ﾀ どうぶつさいばん 竹田津実　作 偕成社 2006 32p

916 ﾀ 森の獣医さんの動物日記 竹田津実　著 偕成社 2004 126p

750 ｲ 野原と庭に咲く花でつくる・遊ぶ 岩藤しおい　著 いかだ社 2007 77p

750 ｵ はじめての草花あそび はじめての草花あそび おくやまひさし　指導 ポプラ社 1995 40p

750 ｽ あそび・工作大図鑑 菅原道彦　著 大月書店 1995 178p

790 ﾀ 三世代で楽しむ伝承遊び 多田千尋　著 ひかりのくに 2004 80p

500 ﾃ 乗り物ワイドbook 新幹線・特急・電車・モノレール・ＳＬ・トロッコ電車 学習研究社 2006 48p

480 ｼ 児童図書館･絵本の部屋 スティーブ・ジェンキンズ　［ほか］作 評論社 2007 32p

489 ｻ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 佐藤英治　文・写真 福音館書店 2007 40p



489 ﾄ ニューワイド学研の図鑑 ほ乳類・鳥類・両生爬虫類 ニューワイド学研の図鑑　２２ 学習研究社 2006 140p

750 ﾄ 主婦の友生活シリーズ 身近なものでかんたんに作れる手作りおもちゃ トモ・ヒコ　著 主婦の友社 2006 96p

750 ﾀ やさしいかがくの工作 やさしいかがくの工作　８ 竹井史郎　著 小峰書店 1998 31p

750 ﾀ やさしいかがくの工作 やさしいかがくの工作　１０ 竹井史郎　著 小峰書店 1998 31p

750 ﾋ NHKシリーズ ヒダオサム 石崎友紀　著 日本放送出版協会 2006 79p

519 ﾆ 私たちの大切な資源　未来の地球環境を考えよう！ 新田義孝　監修 ＰＨＰ研究所 2006 80p

519 ﾔ 山本良一　責任編集 ダイヤモンド社 2006 144p

519 ﾂ いま、私にできること 辻信一　監修 光文社 2005 83p

519 ｺ アル・ゴア　著 ランダムハウス講談社 2007 325p

519 ｸ 別冊宝島 ひと目でわかる温暖化の今と未来 加藤久人　［ほか］執筆 宝島社 2007 93p

519 ﾔ 山本良一　責任編集 ダイヤモンド社 2004 160p

291 ﾋ 楽しく調べて体験する修学旅行 ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 2004 79p

291 ﾋ 修学旅行にもつかえる！　古都の楽しさを知ろう！ ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 2006 79p

290 ｸ 古都京都の文化財（京都市・宇治市・大津市） 倉部きよたか　著 岩崎書店 2007 47p

290 ﾊ 古都奈良の文化財／法隆寺地域の仏教建造物 原靖一　著 岩崎書店 2007 47p

911 ｸ フォトポエム絵本 工藤直子　作 小学館 2004 64p

911 ｸ フォトポエム絵本 工藤直子　作 小学館 2006 64p

911 ｸ 工藤直子　文 朝日出版社 2004 103p

911 ﾀ 詩の風景 谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎　作 理論社 2006 133p

911 ﾈ 詩の風景 ねじめ正一詩集 ねじめ正一　作 理論社 2006 140p

911 ﾐ 詩の風景 水上不二詩集 水上不二　作 理論社 2006 133p

911 ｳ 詩の風景 内田麟太郎詩集 内田麟太郎　作 理論社 2006 140p

911 ﾐ 詩の風景 三島慶子詩集 三島慶子　作 理論社 2006 136p

911 ﾀ 詩の風景 高木あきこ詩集 高木あきこ　作 理論社 2006 141p

911 ﾌ 詩の風景 武鹿悦子詩集 武鹿悦子　作 理論社 2006 140p

911 ﾀ 詩の風景 高丸とも子詩集 高丸とも子　作 理論社 2006 140p

911 ｽ 詩の風景 杉本深由起詩集 杉本深由起　作 理論社 2007 132p

911 ﾆ 詩の風景 新美亜希子詩集 新美亜希子　作 理論社 2007 132p

911 ｳ 詩の風景 宇部京子詩集 宇部京子　作 理論社 2007 137p

911 ｶ 詩の風景 覚和歌子詩集 覚和歌子　作 理論社 2007 141p

913 ｶ 角野栄子　作 ポプラ社 2007 125p

913 ｶ 角野栄子　作 ポプラ社 2007 141p

913 ｶ 角野栄子　作 ポプラ社 2007 125p

913 ｶ 角野栄子　作 ポプラ社 2007 125p

913 ｶ 角野栄子　作 ポプラ社 2007 125p

913 ｶ 角野栄子　作 ポプラ社 2007 141p

933 ｼ デモナータ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 小学館 2007 390p

500 ｼ 乗り物ワイドbook サイレンカー 学習研究社 2006 48p

500 ﾆ 乗り物ワイドbook 新幹線・電車・サイレンカー・はたらく自動車・飛行機・船 学習研究社 2007 48p

500 ﾋ 乗り物ワイドbook 旅客機・ヘリコプター・飛行船・客船・フェリー 学習研究社 2007 44p

500 ﾊ 乗り物ワイドbook トラック・工事用車両・カーキャリヤー・バス・タクシー 学習研究社 2006 48p



750 ﾀ リサイクル工作にもバッチリ！ 滝川洋二　監修 成美堂出版 2006 111p

376 ｳ 上野　一彦 編著 明治図書出版 2006 152p

913 ﾏ 怪談レストラン　４１ 怪談レストラン　４１ 松谷　みよ子 童心社 2006 144

913 ﾏ 怪談レストラン　４２ 怪談レストラン　４２ 松谷　みよ子 童心社 2006 144

913 ﾏ 怪談レストラン　４３ 怪談レストラン　４３ 松谷　みよ子 編 童心社 2006 141p

913 ﾏ 怪談レストラン　４４ 怪談レストラン　４４ 松谷　みよ子 編 童心社 2006 141p

913 ﾏ 怪談レストラン　４５ 怪談レストラン　４５ 松谷　みよ子 編 童心社 2006 141p

480 ﾔ 薮内　正幸 著 童心社 2004 1冊

913 ｺ 創作ひさかた傑作集　１ 創作ひさかた傑作集　１ 香山　美子 著 ひさかたチャイルド 2000 32p

913 ﾅ なみかわ　みさき 著 クレヨンハウス 2006 1冊

913 ﾀ 高畠　那生 著 絵本館 2006 1冊

911 ﾀ 谷川　俊太郎 原著 絵本館 2006 1冊

913 ｵ こそあどの森の物語　９ こそあどの森の物語　９ 岡田　淳 著 理論社 2007 221p

388 ﾀ 十二支むかしむかしシリーズ 十二支むかしむかしシリーズ 谷　真介 著 佼成出版社 2006 30p

388 ﾀ 十二支むかしむかしシリーズ 十二支むかしむかしシリーズ 谷　真介 著 佼成出版社 2006 30p

388 ﾀ 十二支むかしむかしシリーズ 十二支むかしむかしシリーズ 谷　真介 著 佼成出版社 2006 29p

388 ﾀ 十二支むかしむかしシリーズ 十二支むかしむかしシリーズ 谷　真介 著 佼成出版社 2006 30p

388 ﾀ 十二支むかしむかしシリーズ 十二支むかしむかしシリーズ 谷　真介 著 佼成出版社 2006 31p

388 ﾀ 十二支むかしむかしシリーズ 十二支むかしむかしシリーズ 谷　真介 著 佼成出版社 2006 30p

388 ﾀ 十二支むかしむかしシリーズ 十二支むかしむかしシリーズ 谷　真介 著 佼成出版社 2006 31p

388 ﾀ 十二支むかしむかしシリーズ 十二支むかしむかしシリーズ 谷　真介 著 佼成出版社 2006 31p

388 ﾀ 十二支むかしむかしシリーズ 十二支むかしむかしシリーズ 谷　真介 著 佼成出版社 2007 31p

388 ﾀ 十二支むかしむかしシリーズ 十二支むかしむかしシリーズ 谷　真介 著 佼成出版社 2007 28p

388 ﾀ 十二支むかしむかしシリーズ 十二支むかしむかしシリーズ 谷　真介 著 佼成出版社 2007 31p

388 ﾀ 十二支むかしむかしシリーズ 十二支むかしむかしシリーズ 谷　真介 著 佼成出版社 2007 31p

480 ﾀ ニューワイドなるほど図鑑 にたものずかん ニューワイドなるほど図鑑 高岡　昌江 著 学習研究社 2007 79p

913 ﾅ 金色の林檎 名木田　恵子 著 金の星社 2006 175p

913 ﾅ 那須田　淳 著 理論社 2006 339p

913 ｳ 偕成社ワンダーランド　３１ 偕成社ワンダーランド　３１ 上橋　菜穂子 著 偕成社 2005 365p

913 ﾖ 吉田　道子 著 国土社 2006 115p

913 ﾎ あかね・ブックライブラリー　１４ あたしと犬と！ あかね・ブックライブラリー　１４ 堀直子 著 あかね書房 2006 154p

450 ﾊ 自然とともに チョコやココアで噴火実験 自然とともに 林　信太郎 著 小峰書店 2006 127p

913 ｶ あかね・ブックライブラリー１２ あかね・ブックライブラリー　１２ 柏葉　幸子 著 あかね書房 2006 174p

913 ﾄ 富安　陽子 著 偕成社 2006 269p

933 ﾍ オー・ヘンリーショートストーリーセレクション　１ オー・ヘンリーショートストーリーセレクション　１ オー・ヘンリー 著 理論社 2007 212p

913 ｳ 獣の奏者 獣の奏者 上橋　菜穂子 著 講談社 2006 319p

913 ｳ 獣の奏者 獣の奏者 上橋　菜穂子 著 講談社 2006 414p

913 ｳ 偕成社ワンダーランド　３２ 偕成社ワンダーランド　３２ 上橋　菜穂子 著 偕成社 2006 348p

913 ｳ 偕成社ワンダーランド　３３ 偕成社ワンダーランド　３３ 上橋　菜穂子 著 偕成社 2007 308p

913 ｳ 偕成社ワンダーランド　３４ 偕成社ワンダーランド　３４ 上橋　菜穂子 著 偕成社 2007 364p

913 ｵ ミステリーＹＡ！ ミステリーＹＡ！ 折原　一 著 理論社 2007 404p



913 ｼ ミステリーＹＡ！　北斗学園七不思議　１ ミステリーＹＡ！　北斗学園七不思議　１ 篠田　真由美 著 理論社 2007 325p

913 ｾ 瀬尾　まいこ 著 講談社 2004 231p

913 ｸ ブンダバーとなかまたち　１ ブンダバーとなかまたち　１ くぼしま　りお 著 ポプラ社 2006 170p

913 ｸ ポプラの木かげ　２３ ポプラの木かげ　２３ くぼしま　りお 著 ポプラ社 2006 169p

913 ﾊ 長谷川　義史 著 絵本館 2006 1冊

386 ﾋ 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 2006 79p

783 ﾏ 小学生レッツ・スポーツシリーズ 小学生レッツ・スポーツシリーズ 松木　安太郎 著 ベースボール・マガジン社 2007 159p

783 ｳ 小学生レッツ・スポーツシリーズ 小学生レッツ・スポーツシリーズ 牛島　和彦 著 ベースボール・マガジン社 2007 159p

913 ﾌ 渕上　サトリーノ 著 自由国民社 2006 1冊

913 ﾀ 立松　和平 著 くもん出版 2007 32p

933 ｺ フィリップ・コランタン 著 朔北社 2006 1冊

913 ﾅ 中川　ひろたか 著 朔北社 2006 1冊

933 ｼ デモナータ　４幕 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2007 406p

913 ﾐ 絵本の時間　４７ 絵本の時間　４７ 宮西　達也 著 ポプラ社 2006 1冊

289 ﾐ 先生はいじめられっ子だった 宮本　延春 著 講談社 2006 197p

913 ﾐ 水木しげるのおばけ学校　９ 水木しげるのおばけ学校　９ 水木　しげる 著 ポプラ社 1983 111p

810 ﾐ 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村教育図書 2004 47p

810 ﾐ 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村教育図書 2004 47p

810 ﾐ 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村教育図書 2004 47p

810 ﾐ 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村教育図書 2003 47p

810 ﾐ 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村の国語調べて、まとめて、コミュニケーション 光村教育図書 2004 47p

933 ﾊ ジュディ・バレット 著 朔北社 2005 1冊

487 ｻ さかなクン 著 ＰＨＰ研究所 2004 47p

486 ﾀ 谷本　雄治 著 くもん出版 2006 142p

913 ｲ 岩崎　京子 著 文渓堂 2006 133p

600 ｲ 仕事の絵本 仕事の絵本 岩川　直樹 著 大月書店 2006 37p

600 ﾊ 仕事の絵本 仕事の絵本 浜林　正夫 著 大月書店 2006 37p

600 ｵ 仕事の絵本 仕事の絵本 大谷　猛夫 著 大月書店 2006 37p

600 ﾎ 仕事の絵本 仕事の絵本 朴木　佳緒留 著 大月書店 2007 37p

600 ｲ 仕事の絵本 仕事の絵本 伊田　広行 著 大月書店 2007 37p

600 ｵ 仕事の絵本 仕事の絵本 大野　一夫 著 大月書店 2007 61p

726 ｽ だいじな絵本　１ だいじな絵本　１ 砂川　しげひさ 著 星の環会 2006 55p

913 ｽ だいじな絵本　２ だいじな絵本　２ 砂川　しげひさ 著 星の環会 2006 55p

913 ｽ だいじな絵本　３ だいじな絵本　３ 砂川　しげひさ 著 星の環会 2006 55p

913 ｱ 新しいえほん 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社 2006 1冊

943 ﾅ キッカーズ！ キッカーズ！ フラウケ・ナールガング 著 小学館 2007 189p

20 ｷ 子どもの本〈６４４冊〉ガイド キラキラ読書クラブ 編 日本図書センター 2006 317p

933 ｳ 最後の宮廷龍 キャロル・ウィルキンソン 著 金の星社 2006 429p

913 ﾔ 椰月　美智子 著 講談社 2002 237p

913 ｺ 香坂　直 著 講談社 2005 244p

913 ﾊ 長谷川　義史 著 ビーエル出版 2006 1冊



482 ﾀ 森の獣医のナチュラリスト日記 竹田津　実 著 福音館書店 2006 327p

913 ﾐ 水木　しげる 著 小学館 2005 182p

913 ｸ 草野　たき 著 講談社 2005 233p

913 ｺ 香坂　直 著 講談社 2006 244p

913 ﾇ おばけの人生相談 おばけの人生相談 沼野　正子 著 草土文化 2006 63p

913 ﾇ おばけの人生相談 おばけの人生相談 沼野　正子 著 草土文化 2006 63p

913 ﾇ おばけの人生相談 おばけの人生相談 沼野　正子 著 草土文化 2006 63p

913 ﾇ おばけの人生相談 おばけの人生相談 沼野正子 著 草土文化 2006 63p

913 ｸ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　１１ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　１１ 草野　たき 著 ポプラ社 2007 188p

913 ﾊ 長谷川　義史 著 教育画劇 2007 1冊

933 ｱ グレイ・ア－サ－ グレイ・ア－サ－ ルイーズ・アーノルド 著 ヴィレッジブックス 2007 373p

913 ｸ ブンダバーとなかまたち　２ ブンダバーとなかまたち　２ くぼしま　りお 著 ポプラ社 2007 154p

507 ｾ 月刊　たくさんのふしぎ 瀬名　秀明 福音館書店 2007

480 ｻ 月刊　かがくのとも 澤口　たまみ 福音館 2007

591 ﾓ 学研　まんがでよくわかるシリーズ　仕事のひみつ編２ ライフプランをつくるＦＰの仕事 もりもと　なつき 学研 2007

472 ﾋ 学研　まんがでよくわかるシリース２７ ひろ　ゆうこ 学研 2007

687 ﾐ 月刊　かがくのとも　５月号 みねお　みつ 福音館 2007

588 ｱ 学研　まんがでよくわかるシリーズ２５ 青木　萌 学研 2007

519 ｱ 学研　まんがでよくわかるシリーズ２９ 青木萌 学研 2007

486 ﾖ 月刊　かがくのとも　６月号 吉谷昭憲 福音館 2007

588 ﾇ 学研　まんがでよくわかるシリーズ２６ ぬえりつき 学研 2007

527 ﾀ 学研　まんがでよくわかるシリーズ　２８ 篠木絹枝 田中久志 学研 2007

798 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ３１ 大岩　ビュン 学研 2007

470 ﾅ 月刊　かがくのとも　７月号 中村　仁 福音館 2007

338 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ３０ 学研まんがでよくわかるシリーズ３０ 田川滋 学研 2007

588 ﾂ 学研まんがでよくわかるシリーズ３２ つやまあきひこ 学研 2007

470 ｶ 香川農業共同組合 家の光 2001

750 ｻ 生活科実技シリーズ　１ 佐藤邦昭 明治図書 1991

750 ｻ 生活科実技シリーズ　２ 佐藤邦昭 明治図書 1991

470 ﾖ 月刊　かがくのとも　９月号 吉見　律子 福音館 2007

292 ｼ 月刊　たくさんのふしぎ 新藤　悦子 福音館書店 2007

593 ﾊ 和の文化に触れてみよう！　伝統的な日本の衣装 馬場　まみ　監修 ＰＨＰ研究所 2006 79p

770 ｵ 小道具から舞台装置まで 織田　紘二　監修 ＰＨＰ研究所 2006 79p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験１ 榎田　政隆 著 理論社 1996 40p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験２ ＮＨＫやってみようなんでも実験　２ ＮＨＫやってみようなんでも実験 榎田　政隆 著 理論社 1997 40p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験３ ＮＨＫやってみようなんでも実験３ ＮＨＫやってみようなんでも実験 榎田　政隆 著 理論社 1997 40p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験４ ＮＨＫやってみようなんでも実験　４ ＮＨＫやってみようなんでも実験 榎田　政隆 著 理論社 1997 40p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験５ ＮＨＫやってみようなんでも実験　５ ＮＨＫやってみようなんでも実験 榎田　政隆 著 理論社 1997 40p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集１ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集１ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集 榎田　政隆 著 理論社 1997 40p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集２ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集２ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集２ 榎田　政隆 著 理論社 1998 40p

407 ﾂ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集３ ＮＨＫやってみようなんでも実験第２集３ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集３ 露木　和男 著 理論社 1998 40p



407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集４ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集４ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集４ 榎田　政隆 著 理論社 1998 40p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集５ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集５ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第２集５ 榎田　政隆 著 理論社 1998 40p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集１ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集１ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集１ 榎田　政隆 著 理論社 1998 40p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集２ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集２ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集２ 榎田　政隆 著 理論社 1998 40p

407 ｲ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集４ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集４ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集４ 伍井　一夫 著 理論社 1999 40p

407 ｼ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集３ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集３ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集３ 白岩　等 著 理論社 1999 40p

407 ﾂ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集５ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集５ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第３集５ 露木　和男 著 理論社 1999 40p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集１ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集１ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集１ 榎田　政隆 著 理論社 1999 40p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集２ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集２ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集２ 榎田　政隆 著 理論社 1999 40p

407 ﾂ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集３ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集３ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集３ 露木　和男 著 理論社 2000 40p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集４ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集４ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集４ 榎田　政隆 著 理論社 2000 40p

407 ｴ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集５ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集５ ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集５ 榎田　政隆 著 理論社 2000 40p

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 総合的な学習・学校からはじまる環境チェック１ 山岡　寛人 著 童心社 2000 46p

519 ﾔ 総合的な学習・学校からはじまる環境チェック 総合的な学習・学校からはじまる環境チェック 山岡　寛人 著 童心社 2000 46p

443 ﾉ 少年少女ものがたり百科　４ 少年少女ものがたり百科　４ 野尻　抱影 著 偕成社 1997 222p

519 ﾔ 総合的な学習・学校からはじまる環境チェック 総合的な学習・学校からはじまる環境チェック 山岡　寛人 著 童心社 2000 46p

816 ｻ 声に出して読みたい日本語 声に出して読みたい日本語　１子ども版 声に出して読みたい日本語 齋藤　孝 編 草思社 2004 1冊

816 ｻ 声に出して読みたい日本語 声に出して読みたい日本語　２　子ども版 声に出して読みたい日本語 齋藤　孝 編 草思社 2004 1冊

816 ｻ 声に出して読みたい日本語 声に出して読みたい日本語　３　子ども版 声に出して読みたい日本語 齋藤　孝 編 草思社 2004 1冊

816 ｻ 声に出して読みたい日本語 声に出して読みたい日本語　４　子ども版 声に出して読みたい日本語 齋藤　孝 編 草思社 2004 1冊

816 ｻ 声に出して読みたい日本語 声に出して読みたい日本語　５　子ども版 声に出して読みたい日本語 齋藤　孝 編 草思社 2004 1冊

816 ｻ 声に出して読みたい日本語 声に出して読みたい日本語　６　子ども版 声に出して読みたい日本語 齋藤　孝 編 草思社 2004 1冊

816 ｻ 声に出して読みたい日本語 声に出して読みたい日本語　７子ども版 声に出して読みたい日本語 齋藤　孝 編 草思社 2005 1冊

816 ｻ 声に出して読みたい日本語 声に出して読みたい日本語　８　子ども版 声に出して読みたい日本語 齋藤　孝 編 草思社 2005 1冊

816 ｻ 声に出して読みたい日本語 声に出して読みたい日本語　９　子ども版 声に出して読みたい日本語 齋藤　孝 編 草思社 2005 1冊

816 ｻ 声に出して読みたい日本語　子ども版 声に出して読みたい日本語　１０ 齋藤　孝 編 草思社 2005 1冊

816 ｻ 声に出して読みたい日本語 声に出して読みたい日本語　１１　子ども版 声に出して読みたい日本語 齋藤　孝 編 草思社 2005 1冊

816 ｻ 声に出して読みたい日本語 声に出して読みたい日本語　１２　子ども版 声に出して読みたい日本語 齋藤　孝 編 草思社 2005 1冊

589 ﾐ エコライフにも役立つ！　くらしの知恵と和の文化 宮井株式会社　監修 ＰＨＰ研究所 2005 79p

521 ﾋ 風土にあった生活　日本人の知恵と工夫 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 2006 79p

383 ﾋ 国際化する日本の文化　作って食べる調べ学習 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 2005 79p

518 ﾎ みんなでできるリサイクル 調べて体験！ みんなでできるリサイクル 本多　淳裕　監修 学習研究社 2003 47p

518 ﾎ みんなでできるリサイクル 調べて体験！ みんなでできるリサイクル 本多　淳裕　監修 学習研究社 2003 47p

290 ﾊ 写真から学ぼう国際理解世界の家 写真から学ぼう国際理解世界の家 ニコラ・バーバー 著 ほるぷ出版 2007 31p

290 ﾊ 写真から学ぼう国際理解世界の家 写真から学ぼう国際理解世界の家 ニコラ・バーバー 著 ほるぷ出版 2007 31p

443 ﾌ 藤井　旭 著 ポプラ社 2004 301p

723 ｱ ベイビー・アインシュタイン ベイビー・アインシュタイン ジュリー・クラーク 著 フレーベル館 2006 1冊

913 ﾄ おはなしフレンズ！　１ おはなしフレンズ！　１ 富安　陽子 著 ポプラ社 2003 126p

913 ｲ おはなしフレンズ！　６ おはなしフレンズ！　６ 今村　葦子 著 ポプラ社 2004 125p

913 ﾅ おはなしフレンズ！　８ おはなしフレンズ！　８ 中島　和子 著 ポプラ社 2004 126p

913 ﾑ おはなしフレンズ！　１１ おはなしフレンズ！　１１ 村上　しいこ 著 ポプラ社 2005 119p



913 ﾓ おはなしフレンズ！　１４ おはなしフレンズ！　１４ 最上　一平 著 ポプラ社 2005 125p

913 ﾄ おはなしフレンズ！　１５ おはなしフレンズ！１５ 富安　陽子 著 ポプラ社 2006 140p

913 ﾑ おはなしフレンズ！　１６ おはなしフレンズ！　１６ 村上　しいこ 著 ポプラ社 2006 142p

913 ﾑ おはなしフレンズ！　１８ おはなしフレンズ！　１８ 村上　しいこ 著 ポプラ社 2006 144p

913 ﾌ おはなしフレンズ！　２ おはなしフレンズ！　２ 舟崎　克彦 著 ポプラ社 2003 119p

913 ﾌ おはなしフレンズ！　４ おはなしフレンズ！　４ 舟崎　克彦 著 ポプラ社 2004 119p

913 ｻ おはなしフレンズ！　５ おはなしフレンズ！　５ さとう　まきこ 著 ポプラ社 2004 126p

913 ﾌ おはなしフレンズ！　７ おはなしフレンズ！　７ 舟崎　克彦 著 ポプラ社 2004 111p

913 ﾌ おはなしフレンズ！　９ おはなしフレンズ！　９ 舟崎　克彦 著 ポプラ社 2004 111p

913 ﾌ おはなしフレンズ！　１２ おはなしフレンズ！　１２ 舟崎　克彦 著 ポプラ社 2005 111p

913 ﾄ おはなしフレンズ！　２０ おはなしフレンズ！２０ 富安　陽子 著 ポプラ社 2007 156p

519 ｵ 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事典 岡本　正志　監修 学習研究社 2007 47p

519 ｵ 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事典 岡本　正志　監修 学習研究社 2007 47p

519 ｷ 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典 岸　朝子　監修 学習研究社 2007 47p

519 ｵｶ 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　監修 学習研究社 2007 47p

519 ｻ 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 財団法人　省エネルギーセンター 学習研究社 2007 47p

519 ｵ もったいない生活大事典 もったいないと日本の伝統 もったいない生活大事典 岡本　正志　監修 学習研究社 2007 47p

90 ｶ さぬきのこども歳時記 香川県方言研究同好会 松林社 1995 203

90 ｶ さぬきのこども歳時記 香川県方言研究同好会 松林社 1995

500 ｺ 未来をひらく最先端科学技術 未来をひらく最先端科学技術 こどもくらぶ 編 岩崎書店 2004 47p

500 ｺ 未来をひらく最先端科学技術 未来をひらく最先端科学技術 こどもくらぶ 編 岩崎書店 2004 47p

500 ｺ 未来をひらく最先端科学技術 未来をひらく最先端科学技術 こどもくらぶ 編 岩崎書店 2004 47p

500 ｺ 未来をひらく最先端科学技術 未来をひらく最先端科学技術 こどもくらぶ 編 岩崎書店 2004 47p

500 ｺ 未来をひらく最先端科学技術 未来をひらく最先端科学技術 こどもくらぶ 編 岩崎書店 2004 47p

500 ｺ 未来をひらく最先端科学技術 未来をひらく最先端科学技術 こどもくらぶ 編 岩崎書店 2004 47p

913 ﾐ 絵本の時間 宮西　達也 ポプラ社 2007

590 ﾐ 月刊　かがくのとも　１０月号 水上　みのり 福音館 2007

386 ﾖ 月刊　たくさんのふしぎ 吉田智彦 福音館 2007

470 ｻ 月刊　かがくのとも　１１月号 佐竹絵里子 2007.11

588 ｱ 学研　まんがでよくわかるシリーズ　３４ 青木　萌 学研 2007

588 ﾔ 学研　まんがでよくわかるシリーズ３３ 山口　育孝 学研 2007

290 ﾎ 子どものための小百科 ピルヨ・ホンカサロ 日本・フィンランド文化交流実行委員会 2007

916 ｼ ズッコケ見習い警察犬 ジュリアン編 ジュリアン 2007

750 ｼ ズッコケ見習い警察犬 ジュリアン編 ジュリアン 2007

386 ﾓ 月刊　たくさんのふしぎ　１月号 森須磨子 福音館

913 ｻ 月刊　かがくのとも　１ 佐藤雅彦＋ユーフラテス 福音館 2007

519 ｵ 学研　まんがでよくわかるシリーズ　３５ おぎのひとし 学研 2007

296 ﾔ 月刊　たくさんのふしぎ　２月号 山本　紀夫 福音館 2007

487 ﾆ 月刊　かがくのとも　３月号 ひきがえるのはる 西村繁男 福音館 2008

933 ﾌ 火龍フェルノ ブレード アダム ゴマブックス 2008 140p

933 ﾌ 海龍セプロン ブレード アダム ゴマブックス 2008 130p



933 ﾌ 山男アークタ ブレード アダム ゴマブックス 2008 128p

933 ﾌ 馬人テーガス ブレード アダム ゴマブックス 2008 128p

933 ﾌ 雪獣ナヌーク ブレード アダム ゴマブックス 2008 131p

933 ﾌ 炎鳥エポス ブレード アダム ゴマブックス 2008 141p

590 ｲ 一家に一冊完全保存版 日本テレビ放送網 2007 132p

750 ﾂ すぐに作れて大満足 築地製作所 ＰＨＰ研究所 2008 95p

443 ﾌ 藤井旭 ポプラ社 2005 303p

590 ｲ 日本テレビ放送網 2006 279p

492 ﾔ これだけは知っておきたい 山内ススム ポプラ社 2007 141p

487 ﾔ これだけは知っておきたい 安延尚文 ポプラ社 2006 141p

783 ｷ これだけは知っておきたい 木村修一 ポプラ社 2007 143p

590 ｲ 日本テレビ放送網 2005 283p

933 ｼ 血塗られた砂浜 シャドウ ニック ゴマブックス 2008 222p

933 ｵ マジック・ツリーハウス２１ マジック・ツリーハウス２１ オズボーン メアリー・ポープ メディアファクトリー 2007 157p

590 ｲ 日本テレビ放送網 2003 252p

596 ｹ ケンタロウ メディアファクトリー 2008 186p

913 ﾋ 青い鳥文庫 東多江子 講談社 2007 280p

913 ﾋ 青い鳥文庫 東多江子 講談社 2005 305p

913 ﾋ 青い鳥文庫 東多江子 講談社 2006 315p

913 ｺ 青い鳥文庫 泣いちゃいそうだよ　６ 小林深雪 講談社 2008 212p

487 ｻ はじめての発見　４ ドゥラフォス クロード 岳陽舎 2000 1冊

457 ｷ はじめての発見　１ ドゥラフォス クロード 岳陽舎 2000 1冊

489 ｲ はじめての発見　１６ ブルゴアン パスカル・ド 岳陽舎 2002 1冊

489 ﾈ はじめての発見　１７ ブルゴアン パスカル・ド 岳陽舎 2002 1冊

537 ｼ はじめての発見　２０ ドゥラフォス クロード 岳陽舎 2002 1冊

484 ｶ はじめての発見　２６ オーブル ジルベール 岳陽舎 2003 1冊

489 ｿ はじめての発見　２７ ドゥラフォス クロード 岳陽舎 2003 1冊

468 ｶ はじめての発見　２９ ブール ローラ 岳陽舎 2003 1冊

538 ﾋ はじめての発見　３２ ガリマール・ジュネス社 岳陽舎 2004 1冊

686 ﾃ はじめての発見　３９ ブリュニエ ジェームズ 岳陽舎 2005 1冊

452 ﾐ はじめての発見　４３ ヴァラ ピエール・マリー 岳陽舎 2006 1冊

489 ﾗ はじめての発見　４４ ユーゴー ピエール・ド 岳陽舎 2006 1冊

913 ﾑ おばけマンション むらいかよ ポプラ社 2004 94p

519 ﾌ 漫画でよくわかるＬＰガス 漫画：藤岡照也 一般社団法人全国ＬＰガス協会 2014

913 ﾑ おばけマンション むらいかよ ポプラ社 2006 89p

933 ｼ ふたりはモデル！ ジョーンズ ミランダ ポプラ社 2007 176p

933 ｼ アイドルにドキドキ！ ジョーンズ ミランダ ポプラ社 2008 192p

913 ﾋ なにわのへこまし隊依頼ファイル 青い鳥文庫 東多江子 講談社 2006 269p

913 ｲ 赤い糸が見えた！？の巻 青い鳥文庫 石崎洋司 講談社 2008 264p

913 ﾚ 花の湯温泉ストーリー 青い鳥文庫 令丈ヒロ子 講談社 2008 213p

933 ｵ マジック・ツリーハウス２３ マジック・ツリーハウス２３ オズボーン メアリー・ポープ メディアファクトリー 2008 157p



933 ｵ マジック・ツリーハウス２２ マジック・ツリーハウス２２ オズボーン メアリー・ポープ メディアファクトリー 2008 157p

913 ﾌ 深沢美潮 ジャイブ 2006 174p

913 ﾌ 深沢美潮 ジャイブ 2007 190p

404 ﾔ 柳田理科雄 扶桑社 2006 260p

933 ｼ 声が聞こえる シャドウ ニック ゴマブックス 2008 222p

933 ｼ ゲームｵｰﾊﾞｰ シャドウ ニック ゴマブックス 2008 254p

913 ｺ 紅の宿命 越水利江子 ポプラ社 2008 238p

933 ﾒ レインボーマジック メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 89p

933 ﾒ レインボーマジック メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 92p

933 ﾒ レインボーマジック メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 88p

933 ﾒ レインボーマジック メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 87p

933 ﾒ レインボーマジック メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 90p

933 ﾒ レインボーマジック メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 90p

933 ﾒ レインボーマジック メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 87p

209 ｺ これだけは知っておきたい 吉田忠正ほか ポプラ社 2003 141p

210 ｼ これだけは知っておきたい 青木美加子ほか ポプラ社 2003 143p

337 ｳ これだけは知っておきたい 内海準二 ポプラ社 2004 141p

289 ﾐ これだけは知っておきたい 河野美智子 ポプラ社 2004 143p

210 ｱ これだけは知っておきたい 青木滋一 ポプラ社 2005 143p

210 ｱ これだけは知っておきたい 青木一平 ポプラ社 2006 143p

801 ｶ これだけは知っておきたい 鎌田達也 ポプラ社 2006 143p

686 ｳ これだけは知っておきたい 梅原淳 ポプラ社 2007 143p

933 ｽ グースバンプス　１ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 2006 189p

933 ｽ グースバンプス　２ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 2006 189p

933 ｽ グースバンプス　３ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 2006 181p

933 ｽ グースバンプス　４ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 2006 181p

933 ｽ グースバンプス　５ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 2006 197p

933 ｽ グースバンプス　６ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 2006 197p

933 ｽ グースバンプス　７ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 2007 181p

933 ｽ グースバンプス　９ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 2007 189p

933 ｽ グースバンプス　１０ スタイン Ｒ．Ｌ． 岩崎書店 2007 180p

754 ｾ 千光士義和 ＰＨＰ研究所 2007 19p

750 ﾅ 走る・はねる・飛ぶ！ 成井俊美 ＰＨＰ研究所 2005 63p

596 ｱ これだけは知っておきたい３２ 岡田哲監修 ポプラ社 2006 143p

913 ﾄ 名探偵登場！ 富安陽子 童心社 2007 192p

913 ﾄ なぞの挑戦状 富安陽子 童心社 2007 201p

913 ﾄ 闇に消えた男 富安陽子 童心社 2007 209p

913 ﾄ 満月池の秘密 富安陽子 童心社 2007 209p

913 ﾄ 本日休業 富安陽子 童心社 2007 217p

913 ﾌ 深沢美潮 ジャイブ 2008 172p

913 ﾌ 深沢美潮 ジャイブ 2008 214p



913 ｲ 世にも魔界な小学校の巻 石崎洋司 講談社 2008 248p

913 ﾚ 花の湯温泉ストーリー 令丈ヒロ子 講談社 2008 237p

913 ｺ 小林深雪 講談社 2008 215p

590 ｵ お掃除、洗濯、収納の知恵３００ スタジオダンク別冊宝島編集部編 宝島社 2008 206p

913 ｱ 届け！大好きのキモチ 粟生こずえ 学習研究社 2007 112p

913 ｱ 胸がキュン。ナミダポロリ 粟生こずえ 学習研究社 2007 112p

913 ｱ アイツの告白に…トクン。 粟生こずえ 学習研究社 2008 112p

933 ﾛ オルゴールの秘密 ロッダ エミリー 岩崎書店 2008 164p

933 ｼ キュートなペット ジョーンズ ミランダ ポプラ社 2008 192p

933 ｼ ネコばあさん シャドウ ニック ゴマブックス 2008 238p

933 ｼ うそつき シャドウ ニック ゴマブックス 2008 238p

933 ｼ 口は災いのもと シャドウ ニック ゴマブックス 2008 254p

933 ｼ 見つけたよ シャドウ ニック ゴマブックス 2008 222p

933 ｼ 死のハンター シャドウ ニック ゴマブックス 2008 238p

913 ﾓ わくわくライブラリー 茂市久美子 講談社 2008 127p

590 ｵ 宝島社 2008 127p

750 ﾀ ブティック社 2008 96p

913 ｷ １２か月のしかけえほん　１ きむらゆういち 教育画劇 1997 1冊

913 ｷ １２か月のしかけえほん　２ きむらゆういち 教育画劇 1998 1冊

913 ｷ １２か月のしかけえほん　３ きむらゆういち 教育画劇 1998 1冊

913 ｷ １２か月のしかけえほん　４ きむらゆういち 教育画劇 1998 1冊

913 ｷ １２か月のしかけえほん　５ きむらゆういち 教育画劇 1998 1冊

913 ｷ １２か月のしかけえほん　６ きむらゆういち 教育画劇 1998 1冊

913 ｷ １２か月のしかけえほん　７ きむらゆういち 教育画劇 1998 1冊

913 ｷ １２か月のしかけえほん　８ きむらゆういち 教育画劇 1998 1冊

913 ｷ １２か月のしかけえほん　９ きむらゆういち 教育画劇 1997 1冊

913 ｷ １２か月のしかけえほん　１０ きむらゆういち 教育画劇 1997 1冊

913 ｷ １２か月のしかけえほん　１１ きむらゆういち 教育画劇 1997 1冊

913 ｷ １２か月のしかけえほん　１２ きむらゆういち 教育画劇 1997 1冊

498 ﾊ 早ね早おき　１ はらだゆうこ　絵・文 汐文社 2007 33p

498 ﾊ 朝ごはん２ はらだゆうこ　絵・文 汐文社 2007 33p

498 ﾊ いつも元気でいるために　３ はらだゆうこ　絵・文 汐文社 2007 35p

490 ｱ NHKきみもチャレンジ!健康タマゴ NHKきみもチャレンジ!健康タマゴ 足立巳幸　監修 光村教育図書 2002 47p

490 ｴ NHKきみもチャレンジ!健康タマゴ NHKきみもチャレンジ!健康タマゴ 江澤郁子　監修 光村教育図書 2003 47p

490 ﾂ NHKきみもチャレンジ!健康タマゴ NHKきみもチャレンジ!健康タマゴ 坪田一男　監修 光村教育図書 2003 47p

490 ｻ NHKきみもチャレンジ!健康タマゴ NHKきみもチャレンジ!健康タマゴ 榊原洋一　監修 光村教育図書 2003 47p

490 ﾌ NHKきみもチャレンジ!健康タマゴ NHKきみもチャレンジ!健康タマゴ 福岡秀興　監修 光村教育図書 2003 47p

491 ﾔ からだと心のふしぎシリーズ からだと心のふしぎシリーズ　４ 山岡寛人　著 アリス館 2003 39p

759 ｲ 岩藤しおい　著 いかだ社 2007 79p

489 ﾔ 動物ふしぎ発見 動物ふしぎ発見 山本省三　文 くもん出版 2007 40p

489 ﾔ 動物ふしぎ発見 動物ふしぎ発見 山本省三　文 くもん出版 2008 40p



489 ﾔ 動物ふしぎ発見 動物ふしぎ発見 山本省三　文 くもん出版 2008 40p

489 ﾗ まもろうせかいの動物たち まもろうせかいの動物たち　１ ジャン・ラッタ　写真・文 あかね書房 2007 24p

489 ﾗ まもろうせかいの動物たち まもろうせかいの動物たち　２ ジャン・ラッタ　写真・文 あかね書房 2007 24p

489 ﾗ まもろうせかいの動物たち まもろうせかいの動物たち　３ ジャン・ラッタ　写真・文 あかね書房 2007 24p

489 ﾗ まもろうせかいの動物たち まもろうせかいの動物たち　４ ジャン・ラッタ　写真・文 あかね書房 2007 24p

369 ｸ 楠敏雄　［ほか］編著 解放出版社 2007 125p

369 ﾏ ともに暮らし、ともに歩き、広がる社会 松井進　著 明石書店 2007 141p

369 ｺ 社会でかつやくするイヌたち 社会でかつやくするイヌたち こどもくらぶ　編・著 鈴木出版 2002 31p

913 ｺ えほんはともだち 小林豊　作・絵 ポプラ社 1996 41p

913 ｺ えほんはともだち 小林豊　作・絵 ポプラ社 1995 39p

913 ｺ えほんはともだち 小林豊　作・絵 ポプラ社 2003 41p

913 ﾅ ねずみくんの絵本 ねずみくんの絵本 なかえよしを　作 ポプラ社 2001 31p

950 ｼ フランチェスカ・シュティッヒ　作 ひくまの出版 2000 25p

457 ﾍ デヴィッド・ベルゲン　著 小峰書店 2006 48p

519 ｺ 美しいこの星を守りぬくために 講談社　編 講談社 2006 143p

913 ﾓ わくわくライブラリー 茂市久美子　作 講談社 2007 157p

450 ｻ いのちのたびのおはなし 沢田としき　さく 教育画劇 2005 22p

467 ｼ 児童図書館・絵本の部屋 地球の生命はどこからきたか スティーブ・ジェンキンズ　作 評論社 2006 40p

383 ｽ 日本の生活100年の記録 日本の生活100年の記録　１ ポプラ社 2000 47p

383 ｼ 日本の生活100年の記録 日本の生活100年の記録　２ ポプラ社 2000 47p

369 ﾅ 大震災シミュレーションコミック 名古屋裕　まんが ポプラ社 2006 207p

538 ｳ なるほどkids 世界中のロケット＆宇宙船が大集合 なるほどkids 昭文社 2008 79p

933 ﾌ アイリーン・ブラウン　作 光村教育図書 2006 25p

481 ｲ 子供の科学・サイエンスブックス 海中生物の美しく不思議な変身術 伊藤勝敏　写真・文 誠文堂新光社 2008 95p

780 ﾆ 西川夏代　文 教育出版 2008 63p

485 ﾀ おおきなかがく おおきなかがく 武田正倫　監修 ひさかたチャイルド 2005 30p

457 ﾄ おおきなかがく おおきなかがく 冨田幸光　監修 ひさかたチャイルド 2006 28p

489 ﾎ おおきなかがく おおきなかがく 堀浩　監修 ひさかたチャイルド 2006 32p

685 ﾖ おおきなかがく おおきなかがく 横浜市安全管理局　監修 ひさかたチャイルド 2007 28p

788 ｺ 国が変わればルールも変わる！　古武道から総合格闘技まで 近藤隆夫　監修 ＰＨＰ研究所 2007 79p

913 ﾅ 那須田淳　作 理論社 2007 90p

913 ｻ おはなし３０ねぇ、よんで！ さいとうしのぶ　作 リーブル 2005 62p

913 ｻ おはなし３０ねぇ、よんで！ さいとうしのぶ　作 リーブル 2006 62p

913 ﾖ ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ よしなが　こうたく 著 長崎出版 2007 1冊

913 ﾖ ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小学校シリーズ２ ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小学校シリーズ　２ よしなが　こうたく 著 長崎出版 2008 1冊

519 ﾃ 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 著 小学館 2008 112p

913 ｵ 人生を変える６つの物語 クワガタと少年；ランチボックス；アフター・ザ・プロム　他 大村　あつし 著 ゴマブックス 2007 223p

913 ｺ 平成うわさの怪談　２３ 平成うわさの怪談　２３ 木暮　正夫 編 岩崎書店 2007 132p

913 ｺ 平成うわさの怪談　２４ 平成うわさの怪談　２４ 木暮　正夫 編 岩崎書店 2007 129p

480 ｸ きらわれものシリーズ きらわれものシリーズ テレサ・グリーナウェイ 著 リブリオ出版 1997 21p

480 ｸ きらわれものシリーズ きらわれものシリーズ　２ テレサ・グリーナウェイ 著 リブリオ出版 1997 21p



480 ｸ きらわれものシリーズ きらわれものシリーズ　３ テレサ・グリーナウェイ 著 リブリオ出版 1997 21p

480 ｸ きらわれものシリーズ きらわれものシリーズ　４ テレサ・グリーナウェイ 著 リブリオ出版 1997 21p

913 ｱ 新しいえほん 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社 2007 1冊

933 ﾇ ミシェル・ヌードセン作　ケビン・ホークス絵　福本友美子訳 岩崎書店 1冊

388 ﾐ 朝鮮の民話絵本シリーズ 朝鮮の民話絵本シリーズ 水谷　章三 著 佼成出版社 2007 1冊

388 ﾏ 朝鮮の民話絵本シリーズ 朝鮮の民話絵本シリーズ 松谷　みよ子 著 佼成出版社 2007 1冊

388 ﾏ 朝鮮の民話絵本シリーズ 朝鮮の民話絵本シリーズ 松谷　みよ子 著 佼成出版社 2007 1冊

783 ﾊ 車椅子のサッカーコーチ 羽中田　昌 著 集英社 2007 203p

913 ｳ 偕成社ワンダーランド　３６ 守り人短編集 偕成社ワンダーランド　３６ 上橋　菜穂子 著 偕成社 2008 275p

913 ｱ おはなし・ひろば　９ おはなし・ひろば　９ あんびる　やすこ 著 岩崎書店 2005 71p

913 ｱ おはなし・ひろば　１０ おはなし・ひろば　１０ あんびる　やすこ 著 岩崎書店 2005 71p

913 ｱ おはなしトントン　１０ おはなしトントン　１０ あんびる　やすこ 著 岩崎書店 2008 71p

913 ｱ おはなし・ひろば　１３ おはなし・ひろば　１３ あんびる　やすこ 著 岩崎書店 2006 71p

913 ｱ おはなしトントン　４ おはなしトントン　４ あんびる　やすこ 著 岩崎書店 2007 71p

933 ｼ デモナータ　６幕 デモナータ　６幕 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館 2008 350p

913 ﾀ わくわく読み物コレクション　１６ ドルフィン・エクスプレス わくわく読み物コレクション　１６ 竹下　文子 著 岩崎書店 2007 173p

913 ﾀ わくわく読み物コレクション　１０ ドルフィン・エクスプレス わくわく読み物コレクション１０ 竹下　文子 著 岩崎書店 2006 164p

913 ﾀ わくわく読み物コレクション　４ ドルフィン・エクスプレス わくわく読み物コレクション　４ 竹下　文子 著 岩崎書店 2004 164p

519 ﾐ 森は地球のたからもの 森は地球のたからもの１ 宮脇　昭 著 ゆまに書房 2007 39p

519 ﾐ 森は地球のたからもの 森は地球のたからもの　２ 宮脇　昭 著 ゆまに書房 2008 39p

519 ﾐ 森は地球のたからもの 森は地球のたからもの３ 宮脇　昭 著 ゆまに書房 2008 39p

519 ﾅ 食の総合学習 食の総合学習 七尾　純 著 あかね書房 2005 47p

913 ｳ 狂言えほん　３ 狂言えほん　３ 内田　麟太郎 著 ポプラ社 2008 36p

913 ｶ 日本傑作絵本シリーズ らくご絵本 日本傑作絵本シリーズ 桂　文我 著 福音館書店 2004 30p

783 ｺ スポーツなんでも事典 スポーツなんでも事典 こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2007 71p

783 ｺ スポーツなんでも事典 スポーツなんでも事典 こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2006 71p

913 ｱ ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著 すずき出版 2007 1冊

289 ﾗ マーティン・ルーサー・キングの生涯 ドリーン・ラパポート 著 国土社 2002 29p

933 ﾄ ベアトリス・シェンク・ド・レーニエ 著 童話館出版 2003 1冊

913 ﾅ おはなしパレード おはなしパレード なかがわ　ちひろ 著 理論社 2007 93p

913 ｸ ブンダバーとなかまたち　３ ブンダバーとなかまたち　３ くぼしま　りお 著 ポプラ社 2007 157p

933 ﾏ 鈴木出版の海外児童文学　この地球を生きる子どもたち 鈴木出版の海外児童文学　この地球を生きる子どもたち キャロリン・マースデン 著 すずき出版 2008 157p

913 ｼ ミステリーＹＡ！　北斗学園七不思議　２ ミステリーＹＡ！　北斗学園七不思議　２ 篠田　真由美 著 理論社 2008 335p

750 ｸ グループ・コロンブス 著 のら書店 2006 79p

486 ｳ 海野和男のさがしてムシハカセ 海野和男のさがしてムシハカセ 海野　和男 著 偕成社 2007 31p

486 ｳ 海野和男のさがしてムシハカセ 海野和男のさがしてムシハカセ２ 海野　和男 著 偕成社 2007 31p

486 ｳ 海野和男のさがしてムシハカセ 海野和男のさがしてムシハカセ３ 海野　和男 著 偕成社 2007 31p

481 ﾒ はじめての発見　４６ はじめての発見　４６ ルネ・メトレ 画 岳陽舎 2007 1冊

383 ﾅ らんぷの本 らんぷの本 中林　啓治 画 河出書房新社 2007 111p

783 ｲ 石田　靖司 著 アールズ出版 2006 175p

933 ｼ ニッキ・ジョヴァンニ 著 光村教育図書 2007 1冊



913 ﾀ よみきかせぶっく　３ よみきかせぶっく　３ 竹下　文子 著 あかね書房 2003 35p

913 ﾀ よみきかせぶっく　２ よみきかせぶっく　２ 竹下　文子 著 あかね書房 2002 35p

913 ﾀ よみきかせぶっく　１ よみきかせぶっく　１ 竹下　文子 著 あかね書房 2002 35p

913 ｱ ポプラ物語館　９ 魔法の庭ものがたり ポプラ物語館　９ あんびる　やすこ 著 ポプラ社 2007 149p

913 ｱ ポプラ物語館　３ 魔法の庭ものがたり ポプラ物語館　３ あんびる　やすこ 著 ポプラ社 2007 141p

913 ｱ ポプラ物語館　１５ 魔法の庭ものがたり ポプラ物語館　１５ あんびる　やすこ 著 ポプラ社 2008 149p

933 ｱ グレイ・アーサー グレイ・アーサー ルイーズ・アーノルド 著 ヴィレッジブックス 2008 445p

913 ﾐ 徳間アニメ絵本　３０ 徳間アニメ絵本　３０ 宮崎　駿 原著 徳間書店 2008 149p

913 ﾐ 水野　敬也 著 飛鳥新社 2007 357p

913 ﾄ 登坂　恵里香 著 ポプラ社 2007 189p

913 ｱ カドカワ銀のさじシリーズ 紅色のエイ カドカワ銀のさじシリーズ あさの　あつこ 著 角川書店 2008 198p

913 ｵ カドカワ銀のさじシリーズ カドカワ銀のさじシリーズ 荻原　規子 著 角川書店 2008 301p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　１ 「ぼくら」シリーズ　１ 宗田　理 著 ポプラ社 2007 343p

302 ｳ ジェシカ・ウィリアムズ 著 草思社 2007 157p

404 ﾔ 空想科学読本 空想科学読本 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー 2008 255p

913 ｸ いのちのまつり 草場　一壽 著 サンマーク出版 2007 23p

913 ｱ 新しいえほん 新しいえほん あきやま　ただし 著 金の星社 2008 1冊

596 ｱ 有田　道子 著 アスラン書房 2008 47p

783 ｸ 栗原　恵 著 実業之日本社 2008 189p

783 ﾀ 高橋　みゆき 著 実業之日本社 2008 231p

913 ﾀ 田村　裕 著 ワニブックス 2008 175p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　２ 「ぼくら」シリーズ　２ 宗田　理 著 ポプラ社 2007 311p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　３ 「ぼくら」シリーズ　３ 宗田　理 著 ポプラ社 2007 284p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　４ 「ぼくら」シリーズ　４ 宗田　理 著 ポプラ社 2007 245p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　５ 「ぼくら」シリーズ　５ 宗田　理 著 ポプラ社 2007 244p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　６ 「ぼくら」シリーズ　６ 宗田　理 著 ポプラ社 2007 236p

913 ﾖ ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小学校シリーズ３ ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小学校シリーズ　３ よしなが　こうたく 著 長崎出版 2008 1冊

913 ﾄ 絵本・こどものひろば 絵本・こどものひろば 富安　陽子 著 童心社 2008 1冊

913 ｸ ブンダバーとなかまたち　４ ブンダバーとなかまたち　４ くぼしま　りお 著 ポプラ社 2008 164p

913 ｷ 絵本・こどものひろば 絵本・こどものひろば きむら　ゆういち 著 童心社 2008 32p

913 ｼ 下村　昇 著 リブリオ出版 2008 175p

913 ｱ あさま　れいこ 著 彩雲出版 2008 47p

304 ｼ 真珠　まりこ 著 講談社 2008 79p

913 ﾆ あいうえおパラダイス　あ あいうえおパラダイス　あ 二宮　由紀子 著 理論社 2007 77p

913 ﾆ あいうえおパラダイス　か あいうえおパラダイス　か 二宮　由紀子 著 理論社 2007 75p

913 ﾆ あいうえおパラダイス　さ あいうえおパラダイス　さ 二宮　由紀子 著 理論社 2007 77p

913 ﾆ あいうえおパラダイス　た あいうえおパラダイス　た 二宮　由紀子 著 理論社 2007 77p

913 ﾆ あいうえおパラダイス　な あいうえおパラダイス　な 二宮　由紀子 著 理論社 2008 75p

913 ﾆ あいうえおパラダイス　は あいうえおパラダイス　は 二宮　由紀子 著 理論社 2008 77p

913 ﾊ 濱野　京子 著 講談社 2008 250p

785 ｵ 折山　淑美 著 学習研究社 2008 223p



913 ﾄ 富安　陽子 著 理論社 2007 201p

913 ﾐ 日本の童話名作選 日本の童話名作選 宮沢　賢治 著 偕成社 1994 35p

913 ﾌ 日本傑作絵本シリーズ おおきなクマさんとちいさなヤマネくん 日本傑作絵本シリーズ ふくざわ　ゆみこ 著 福音館書店 2005 40p

913 ﾌ 日本傑作絵本シリーズ おおきなクマさんとちいさなヤマネくん 日本傑作絵本シリーズ ふくざわ　ゆみこ 著 福音館書店 2006 40p

913 ﾌ 日本傑作絵本シリーズ おおきなクマさんとちいさなヤマネくん 日本傑作絵本シリーズ ふくざわ　ゆみこ 著 福音館書店 2002 40p

913 ﾀ 竹内　紘子 著 くもん出版 2008 151p

916 ｾ ＰＨＰノンフィクション ＰＨＰノンフィクション 関　朝之 著 ＰＨＰ研究所 2008 135p

913 ﾖ 吉富　多美 著 金の星社 2008 285p

913 ﾐ みやにし　たつや 著 金の星社 2008 1冊

913 ﾐ 新しいえほん 新しいえほん みやにし　たつや 著 金の星社 2008 1冊

913 ｺ こんの　ひとみ 著 金の星社 2008 1冊

913 ﾐ 大人になっても忘れたくないいもとようこ名作絵本 大人になっても忘れたくないいもとようこ名作絵本 宮沢　賢治 著 金の星社 2005 1冊

913 ｵ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 小沢　正 著 教育画劇 2003 1冊

913 ｳ わくわくえどうわ 内田　麟太郎 文検出版 2008 p79

810 ﾖ 月刊　たくさんのふしぎ　４月号 米川　明彦 福音館 2008

470 ﾀ ハートのはっぱ 月刊　かがくのとも　４月号 多田　多恵子 福音館 2008

750 ｻ 月刊　かがくのとも　５月号 さとう　ゆみか 福音館 2008

593 ｱ 学研　まんがでよくわかるシリーズ３８ あすみきり 学研 2008

586 ｶ 学研　まんがでよくわかるシリーズ　３６ 川口育孝 学研 2008

588 ｱ 学研　まんがでよくわかるシリーズ　３９ 青木　萌 学研 2008

537 ｴ 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 講談社 2008

386 ｼ 月刊　たくさんのふしぎ　６月号 白根　全 福音館 2008

536 ﾖ 月刊　かがくのとも　６月号 横溝　英一 福音館 2008

489 ｲ 月刊　かがくのとも　７月号 岩合　光昭 福音館 2008

550 ｲ 月刊　かがくのとも　８月号 石橋　真樹子 福音館 2008

430 ﾏ 月刊　たくさんのふしぎ　８月号 前野　紀一 福音館 2008

289 ﾐ 御木本幸吉生誕１５０周年記念出版 左近　蘭子 世界文化社 2008

486 ﾖ 月刊　かがくのとも　９月号 たんぼや　いけにすむ　いきもの 吉谷　昭憲 福音館 2008

386 ｾ 月刊　たくさんのふしぎ　 関根　秀樹 福音館 2008

400 ｸ 自由研究にも使える優れネタ２４選 國眼厚志 明治図書 2008

90 ﾀ 高松市民による戦争体験記　第２集 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 高松市民文化センター平和記念室 2008

913 ｱ あんびるやすこ　作・絵 ひさかたチャイルド 2007 40p

913 ｱ あんびるやすこ　作・絵 ひさかたチャイルド 2004 40p

913 ｱ あんびるやすこ　作・絵 ひさかたチャイルド 2003 40p

913 ｱ あんびるやすこ　作・絵 ひさかたチャイルド 2005 26p

913 ｱ あんびるやすこ　作・絵 ひさかたチャイルド 2006 27p

913 ｸ 桑原崇寿　著 農山漁村文化協会 2007 166p

933 ｱ 時空マシーンを探せ！ デボラ・アベラ　著 童心社 2007 252p

933 ｱ 悪の工場へ潜入せよ！ デボラ・アベラ　著 童心社 2007 284p

933 ｱ 悪夢のうずを食い止めろ！ デボラ・アベラ　著 童心社 2008 281p

913 ﾋ 身の毛もよだつ 平川陽一　編 汐文社 2007 159p



913 ﾋ 平川陽一　編 汐文社 2008 167p

411 ｾ 考え方の練習帳 瀬山士郎　著 さ・え・ら書房 2004 101p

923 ｷ 上 姜戎　著 講談社 2007 514p

923 ｷ 下 姜戎　著 講談社 2007 515p

489 ﾔ 山根明弘　著 さ・え・ら書房 2007 125p

933 ﾘ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々１ リック・リオーダン　作 ほるぷ出版 2006 527p

933 ﾘ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神　２魔界の冒険 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々２魔界の冒険 リック・リオーダン　作 ほるぷ出版 2006 527p

933 ﾘ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々３ リック・リオーダン　作 ほるぷ出版 2007 450p

913 ﾏ PHPにこにこえほん 間所ひさこ　さく ＰＨＰ研究所 2001 31p

933 ﾏ 流れ星のアーチン マージ・マカリスター　著 小学館 2006 365p

933 ﾏ アーチンとハートの石 マージ・マカリスター　著 小学館 2007 365p

933 ﾏ アーチンとプリンセス マージ・マカリスター　著 小学館 2008 381p

462 ﾐ 湊秋作　編著 農山漁村文化協会 2006 398p

913 ｲ だじゃれモン次郎 だじゃれモン次郎１ 石崎洋司　作 講談社 2007 95p

913 ｲ だじゃれモン次郎 だじゃれモン次郎２ 石崎洋司　作 講談社 2007 95p

913 ｲ だじゃれモン次郎 だじゃれモン次郎３ 石崎洋司　作 講談社 2007 95p

790 ｳ おもちゃばこ ウォルター・ウィック　作 小学館 2006 26p

790 ｳ ゆめのまち ウォルター・ウィック　作 小学館 2006 28p

790 ｳ サンタクロース ウォルター・ウィック　作 小学館 2006 28p

519 ｺ 温暖化について調べよう　環境をまもるための取り組み 国立環境研究所地球環境研究センター監修 ＰＨＰ研究所 2008 79p

411 ﾘ 算数がすきになる絵本 たし算たんていだん 算数がすきになる絵本　１ ロリーン・リーディ　作 大月書店 2008 32p

411 ﾘ 算数がすきになる絵本 ひき算マジック 算数がすきになる絵本　２ ロリーン・リーディ　作 大月書店 2008 32p

411 ﾘ 算数がすきになる絵本 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　作 大月書店 2008 32p

411 ﾘ 算数がすきになる絵本 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　作 大月書店 2008 32p

782 ｵ 尾縣貢　著 ベースボール・マガジン社 2007 191p

489 ﾛ 児童図書館・絵本の部屋 ほーら、大きくなったでしょ アンジェラ・ロイストン　文 評論社 1992 21p

933 ｹ メアリー＝ルイーズ・ゲイ　作 光村教育図書 2004 32p

933 ｹ メアリー＝ルイーズ・ゲイ　作 光村教育図書 2003 32p

933 ｹ メアリー＝ルイーズ・ゲイ　作 光村教育図書 2003 32p

933 ｹ メアリー＝ルイーズ・ゲイ　作 光村教育図書 2005 32p

933 ｹ メアリー＝ルイーズ・ゲイ　作 光村教育図書 2004 24p

933 ｹ メアリー＝ルイーズ・ゲイ　作 光村教育図書 2004 24p

913 ﾋ ひろはたえりこ　文 汐文社 2007 147p

388 ﾅ よみたいききたいむかしばなし １のまき よみたいききたいむかしばなし 中川李枝子　文 のら書店 2007 134p

388 ﾅ よみたいききたいむかしばなし ２のまき よみたいききたいむかしばなし 中川李枝子　文 のら書店 2008 142p

388 ﾏ Fukkan.com ルース・マニング＝サンダーズ　著 ブッキング 2004 202p

933 ﾒ 児童図書館・絵本の部屋 デイヴィッド・メリング　さく 評論社 2005 34p

913 ﾊ 長谷川　義史　作 絵本館 2007 24p

933 ｾ アレン・セイ　作 ほるぷ出版 2007 32p

913 ｷ 岸川悦子　作 農山漁村文化協会 1997 115p

31 ﾊ 小学館の子ども図鑑ﾌﾟﾚNEO はる・なつ・あき・ふゆ　楽しく遊ぶ学ぶ 小学館の子ども図鑑ﾌﾟﾚNEO 長谷川康男　監修 小学館 2007 207p



933 ｸ 闇の戦い 闇の戦い スーザン・クーパー　著 評論社 2006 358p

933 ｸ 闇の戦い 闇の戦い２ スーザン・クーパー　著 評論社 2006 208p

933 ｸ 闇の戦い 闇の戦い３ スーザン・クーパー　著 評論社 2007 256p

933 ｸ Fantasy classics 闇の戦い４ スーザン・クーパー　著 評論社 2007 406p

289 ｵ コミック版日本の歴史　１ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史１ 加来耕三　企画・構成・監修 ポプラ社 2007 118p

289 ﾄ コミック版日本の歴史　２ 戦国人物伝　２ 加来耕三　企画・構成・監修 ポプラ社 2007 118p

289 ﾄ コミック版日本の歴史　３ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史３ 加来耕三　企画・構成・監修 ポプラ社 2007 119p

289 ﾀ コミック版日本の歴史　４ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史４ 加来耕三　企画・構成・監修 ポプラ社 2008 125p

289 ｶ コミック版日本の歴史　５ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史５ 加来耕三　企画・構成 ポプラ社 2007 127p

289 ﾐ コミック版日本の歴史　６ 戦国人物伝６ 加来耕三　企画・構成 ポプラ社 2007 127p

210 ｶ コミック版日本の歴史　７ 歴史を変えた日本の合戦７ 加来耕三　企画・構成・監修 ポプラ社 2008 125p

210 ｶ コミック版日本の歴史　８ 歴史を変えた日本の合戦８ 加来耕三　企画・構成 ポプラ社 2007 126p

210 ｶ コミック版日本の歴史　９ 歴史を変えた日本の合戦 コミック版日本の歴史９ 加来耕三　企画・構成・監修 ポプラ社 2008 126p

210 ｶ コミック版日本の歴史　１０ 歴史を変えた日本の合戦 コミック版日本の歴史１０ 加来耕三　企画・構成・監修 ポプラ社 2008 126p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山亮　作 偕成社 1992 145p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山亮　作 偕成社 1994 141p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山亮　作 偕成社 1995 138p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山亮　作 偕成社 1997 148p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山亮　作 偕成社 1998 149p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山亮　作 偕成社 1999 149p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山亮　作 偕成社 2000 140p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山亮　作 偕成社 2004 149p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山亮　作 偕成社 2005 142p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山亮　作 偕成社 2007 120p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山亮　作 偕成社 2008 149p

598 ﾑ 学校トイレ出前教室うんこえほんセット うんこのえほん 村上八千世　文 ほるぷ出版 2000 34p

598 ﾑ 学校トイレ出前教室うんこえほんセット うんこのえほん 村上八千世　文 ほるぷ出版 2001 36p

598 ﾑ 学校トイレ出前教室うんこえほんセット うんこのえほん 村上八千世　文 ほるぷ出版 2004 34p

783 ﾏ 松岡修造の楽しいテニス 松岡修造の楽しいテニス　１ 松岡修造　著 汐文社 2007 47p

783 ﾏ 松岡修造の楽しいテニス 松岡修造の楽しいテニス　２ 松岡修造　著 汐文社 2007 47p

783 ﾏ 松岡修造の楽しいテニス 松岡修造の楽しいテニス　３ 松岡修造　著 汐文社 2007 47p

783 ﾅ 中村順司　監修 集英社 2007 240p

209 ﾓ 集英社版・学習漫画 古代オリエント 集英社版・学習漫画　１ 本村凌二　監修 集英社 2002 165p

209 ﾓ 集英社版・学習漫画 古代ギリシアとローマ帝国 集英社版・学習漫画　２ 本村凌二　監修 集英社 2002 165p

209 ﾋ 集英社版・学習漫画 古代アジアと漢帝国 集英社版・学習漫画　３ 平勢隆郎　監修 集英社 2002 165p

209 ｺ 集英社版・学習漫画 イスラム教の誕生と発展 集英社版・学習漫画　５ 後藤明　監修 集英社 2002 165p

209 ｶ 集英社版・学習漫画 ヨーロッパ中世の展開 集英社版・学習漫画　６ 河原温　監修 集英社 2002 165p

209 ｼ 集英社版・学習漫画 集英社版・学習漫画　７ 斯波義信　監修 集英社 2002 165p

209 ｽ 集英社版・学習漫画 人類の交流と冒険 集英社版・学習漫画　８ 鈴木恒之　監修 集英社 2002 165p

209 ｶ 集英社版・学習漫画 大航海時代と近代の幕開け 集英社版・学習漫画　９ 河原温　監修 集英社 2002 165p

209 ｺ 集英社版・学習漫画 ヨーロッパの絶対王政 集英社版・学習漫画　１０ 近藤和彦　監修 集英社 2002 165p



209 ｺ 集英社版・学習漫画 イギリスとフランスの激動 集英社版・学習漫画　１１ 近藤和彦　監修 集英社 2002 165p

209 ﾅ 集英社版・学習漫画 清帝国と列強のアジア侵略 集英社版・学習漫画　１２ 並木頼寿　監修 集英社 2002 165p

209 ｺ 集英社版・学習漫画 富国強兵のせめぎあい 集英社版・学習漫画　１３ 近藤和彦　監修 集英社 2002 165p

209 ｴ 集英社版・学習漫画 アメリカ合衆国の独立と発展 集英社版・学習漫画　１４ 遠藤泰生　監修 集英社 2002 165p

209 ｲ 集英社版・学習漫画 世界をのみこむ帝国主義 集英社版・学習漫画　１５ 石井規衛　監修 集英社 2002 165p

209 ｼ 集英社版・学習漫画 戦火におおわれるヨーロッパ 集英社版・学習漫画１６ 柴宜弘　監修 集英社 2002 165p

209 ｲ 集英社版・学習漫画 ロシア革命と中国革命 集英社版・学習漫画　１７ 石井規衛　監修 集英社 2002 165p

209 ｻ 集英社版・学習漫画 ヒトラーと戦う民主主義国家 集英社版・学習漫画　１８ 相良匡俊　監修 集英社 2002 165p

209 ｻ 集英社版・学習漫画 植民地支配からの解放 集英社版・学習漫画　１９ 相良匡俊　監修 集英社 2002 165p

209 ｻ 集英社版・学習漫画 アメリカの苦悩とソ連の崩壊 集英社版・学習漫画　２０ 相良匡俊　監修 集英社 2002 165p

443 ｴ 科学まんが宇宙論 科学まんが宇宙論　１ えびなみつる　著 旬報社 2006 62p

443 ｴ 科学まんが宇宙論 科学まんが宇宙論　２ えびなみつる　著 旬報社 2007 63p

443 ｴ 科学まんが宇宙論 科学まんが宇宙論　３ えびなみつる　著 旬報社 2007 63p

913 ｺ YA!entertainment YA!entertainment 香月日輪　著 講談社 2008 206p

933 ﾌ スパイダーウィック家の謎 スパイダーウィック家の謎１ ホリー・ブラック　作 文溪堂 2004 143p

933 ﾌ スパイダーウィック家の謎 スパイダーウィック家の謎３ ホリー・ブラック　作 文溪堂 2004 151p

933 ﾌ スパイダーウィック家の謎 スパイダーウィック家の謎２ ホリー・ブラック　作 文溪堂 2004 143p

933 ﾌ スパイダーウィック家の謎 スパイダーウィック家の謎４ ホリー・ブラック　作 文溪堂 2004 143p

933 ﾌ スパイダーウィック家の謎 スパイダーウィック家の謎５ ホリー・ブラック　作 文溪堂 2005 188p

933 ｷ ジャック・スパロウの冒険 パイレーツ・オブ・カリビアン９ ロブ・キッド　著 講談社 2007 171p

933 ｷ ジャック・スパロウの冒険 パイレーツ・オブ・カリビアン１０ ロブ・キッド　著 講談社 2008 159p

913 ﾐ フォア文庫 少女海賊ユーリ１ みおちづる　作 童心社 2001 157p

913 ﾐ フォア文庫 少女海賊ユーリ２ みおちづる　作 童心社 2002 158p

913 ﾐ フォア文庫 少女海賊ユーリ３ みおちづる　作 童心社 2003 157p

913 ﾐ フォア文庫 少女海賊ユーリ４ みおちづる　作 童心社 2004 155p

913 ﾐ フォア文庫 少女海賊ユーリ５ みおちづる　作 童心社 2004 157p

913 ﾐ フォア文庫 少女海賊ユーリ６ みおちづる　作 童心社 2004 157p

913 ﾐ フォア文庫 少女海賊ユーリ７ みおちづる　作 童心社 2005 157p

913 ﾐ フォア文庫 少女海賊ユーリ８ みおちづる　作 童心社 2005 157p

913 ﾐ フォア文庫 少女海賊ユーリ９ みおちづる　作 童心社 2006 157p

913 ﾐ フォア文庫 少女海賊ユーリ１０ みおちづる　作 童心社 2007 158p

913 ﾔ 講談社青い鳥文庫 源氏物語 大和和紀　原作・絵 講談社 2006 249p

913 ﾔ 講談社青い鳥文庫 源氏物語 大和和紀　原作・絵 講談社 2006 281p

913 ﾔ 講談社青い鳥文庫 源氏物語 大和和紀　原作・絵 講談社 2007 251p

913 ﾔ 講談社青い鳥文庫 源氏物語 大和和紀　原作・絵 講談社 2007 267p

913 ﾔ 講談社青い鳥文庫 源氏物語 大和和紀　原作・絵 講談社 2008 285p

913 ﾑ とっておきのどうわ 村上しいこ　さく ＰＨＰ研究所 2006 79p

410 ﾄ 満点ゲットシリ－ズ 満点ゲットシリ－ズ 鳥山明　キャラクタ－原作 集英社 2001 208p

810 ｻ 満点ゲットシリ－ズ 満点ゲットシリ－ズ さくらももこ　キャラクタ－原作 集英社 2000 205p

913 ﾜ ママとパパとわたしの本 わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2001 60p

913 ﾜ ママとパパとわたしの本 わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2002 63p



913 ﾜ ママとパパとわたしの本 わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2002 61p

913 ﾜ ママとパパとわたしの本 わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2003 61p

913 ﾜ ママとパパとわたしの本 わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2003 61p

600 ﾅ 学研　まんがでよくわかるシリーズ　３７ 名古屋　裕 学研 2008

913 ﾜ ママとパパとわたしの本 わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2005 60p

913 ﾜ ママとパパとわたしの本 わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2005 63p

913 ﾜ ママとパパとわたしの本 わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2006 58p

913 ﾕ ゆきのゆみこ 上野与志　作 ひさかたチャイルド 1990 40p

913 ﾕ ゆきのゆみこ 上野与志　作 ひさかたチャイルド 1992 40p

913 ﾕ ゆきのゆみこ 上野与志　作 ひさかたチャイルド 1993 40p

913 ﾕ ゆきのゆみこ 上野与志　作 ひさかたチャイルド 1995 40p

913 ﾕ ゆきのゆみこ 上野与志　作 ひさかたチャイルド 1996 40p

913 ﾕ ゆきのゆみこ 上野与志　作 ひさかたチャイルド 1997 40p

913 ﾕ ゆきのゆみこ 上野与志　作 ひさかたチャイルド 1999 40p

913 ﾕ ゆきのゆみこ 上野与志　作 ひさかたチャイルド 2001 40p

913 ﾕ ゆきのゆみこ 上野与志　作 ひさかたチャイルド 2003 40p

913 ﾕ ゆきのゆみこ 上野与志　作 ひさかたチャイルド 2005 40p

913 ﾕ ゆきのゆみこ 上野与志　作 ひさかたチャイルド 2005 40p

913 ﾕ ゆきのゆみこ 上野与志　作 ひさかたチャイルド 2007 40p

913 ﾜ ママとパパとわたしの本 わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2003 63p

913 ﾜ ママとパパとわたしの本 わたなべひろみ　さく・え ポプラ社 2004 57p

830 ﾃ TINA MATTHEWS houghton mifflin company 2007

913 ｻ ハコイヌのたんじょう さとうえいめい ひさかた　チャイルド 2008

383 ﾌ 月刊　たくさのふしぎ　12月号 深井　せつ子 福音館 2008

585 ｲ 学研　まんがでよくわかるシリーズ４１ 出口　由美子 学研 2008

600 ｲ 月刊　たくさんのふしぎ10月号 飯田辰彦 福音館 2008

388 ﾌ 月刊　こどものとも　2月号 アラスカ・クリンキッド族の昔話より 二川英一 福音館 2005

500 ｺ 月刊　たくさんのふしぎ2月号 小風さち　文　佐竹保雄　原案 福音館 2005

913 ｱ 月刊　かがくのとも　10月号 あべ弘士 福音館 2008

913 ｲ 今井恭子 ポプラ社 2002

913 ｵ 尾山　理津子 ポプラ社 2003

519 ｽ スギヤマ　カナヨ 講談社 2008

486 ｸ 生きもの発見シリーズ 栗林　慧 リブリオ出版 2007

916 ｲ 「いじめ」を演じて知った本当の友情 今関　信子 佼成出版社 2007

913 ﾐ みやにし　たつや 金の星社 2007

90 ﾀ 保存版 徳山久夫　監修 株式会社　郷土出版社 2008

600 ﾔ 月刊　かがくのとも　1月号 安江リエ 福音館 2009

291 ﾃ 月刊　たくさんのふしぎ　２月号 寺沢　孝毅 福音館 2009

490 ﾔ 月刊　かがくのとも　２月号 やぎゅう　げんいちろう 福音館 2009

389 ﾔ 月刊　たくさんのふしぎ 八百板洋子 福音館書店 2009

470 ﾔ 月刊　かがくのとも　３月号 ふゆにみつけた　ちいさなあおいはな 矢間芳子 福音館 2009



90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

90 ｼ 自然・史跡・伝説・そして生活のにおい 下笠居は宝とロマンがいっぱい 下笠居地区地域おこし推進協議会

673 ﾋ まんがでよくわかるシリーズ４２ 青木　萌 学研 2009

933 ﾄ トリンブル アイリーン 偕成社 2009 206p

913 ｲ 黒魔女さんのクリスマス 石崎洋司 講談社 2008 282p

913 ｶ 柏葉幸子 講談社 1995 221p

913 ｺ 泣いちゃいそうだよ　８ 小林深雪 講談社 2009 205p

913 ｺ 泣いちゃいそうだよ　９ 小林深雪 講談社 2009 219p

913 ﾊ 名探偵夢水清志郎事件ノート１２ はやみねかおる 講談社 2009 517p

913 ﾊ ぼくの家へおいで はやみねかおる 講談社 2008 313p

913 ｺ 香月日輪 講談社 2008 172p

913 ｺ 香月日輪 講談社 2009 215p

933 ﾛ おとぎの森 ロッダ エミリー 岩崎書店 2008 208p

933 ﾛ ロンドの鍵 ロッダ エミリー 岩崎書店 2009 236p

933 ｼ ハッピー・クリスマス！ ジョーンズ ミランダ ポプラ社 2008 192p

933 ｵ マジック・ツリーハウス２４ マジック・ツリーハウス２４ オズボーン メアリー・ポープ メディアファクトリー 2008 157p

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 90p

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 90p

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 90p

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 90p

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 88p

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 90p

933 ﾒ メドウズ デイジー ゴマブックス 2008 93p

289 ｴ アトムポケット人物館　１ 井上元画 講談社 2000 159p

289 ｹ アトムポケット人物館　２ 八木理英画 講談社 2000 159p

726 ﾃ アトムポケット人物館　３ わたべ淳画 講談社 2000 159p

289 ｻ アトムポケット人物館　４ 宮崎知子画 講談社 2000 159p

289 ﾌ アトムポケット人物館　５ 落書きにより、貸出不可状態5年くらい過ぎたら廃棄すること 宮脇要子画 講談社 2001 159p

723 ﾋ アトムポケット人物館　６ 岩崎こたろう画 講談社 2001 159p



289 ｼ アトムポケット人物館　７ 岸田恋 講談社 2001 159p

289 ﾓ アトムポケット人物館　８ 中島健志画 講談社 2001 159p

289 ﾅ アトムポケット人物館　９ 橋本るい画 講談社 2001 159p

767 ﾚ アトムポケット人物館　１０ わたべ淳画 講談社 2001 159p

289 ｵ アトムポケット人物館　１１ 中島健志画 講談社 2002 143p

726 ﾔ アトムポケット人物館　１２ 高見まこ画 講談社 2002 143p

723 ｱ アトムポケット人物館　１３ 萌木ミカ画 講談社 2002 143p

198 ﾃ アトムポケット人物館　１４ 岸田恋画 講談社 2002 143p

289 ﾑ アトムポケット人物館　１５ 橋本るい画 講談社 2002 143p

289 ﾌ アトムポケット人物館　１６ 甲斐謙二画 講談社 2002 143p

289 ｱ アトムポケット人物館　１７ 岩崎こたろう画 講談社 2002 143p

289 ﾍ アトムポケット人物館　１８ 高瀬直子画 講談社 2003 143p

289 ﾌ アトムポケット人物館　１９ 平松修画 講談社 2003 143p

289 ﾉ アトムポケット人物館　２０ 中島健志画 講談社 2003 143p

933 ﾌ 怪物イカゼファー ブレード アダム ゴマブックス 2008 142p

933 ﾌ 大猿クロウ ブレード アダム ゴマブックス 2008 141p

933 ﾌ 石魔女ソルトラ ブレード アダム ゴマブックス 2008 141p

933 ﾌ 蛇男ヴィペロ ブレード アダム ゴマブックス 2008 134p

933 ﾌ 巨大グモアラクニド ブレード アダム ゴマブックス 2009 134p

933 ﾌ 三頭ライオントリリオン ブレード アダム ゴマブックス 2009 133p

933 ｼ 逃げられない シャドウ ニック ゴマブックス 2008 127p

933 ｼ ホラーパーティ シャドウ ニック ゴマブックス 2008 143p

933 ｼ 夢からでた悪魔 シャドウ ニック ゴマブックス 2009 159p

933 ｼ 呪いのマスク シャドウ ニック ゴマブックス 2009 127p

933 ｼ 死の目撃者 シャドウ ニック ゴマブックス 2009 126p

933 ｼ 血のドレス シャドウ ニック ゴマブックス 2009 158p

913 ｶ 怪談レストラン 松谷みよ子編集 童心社 2008 143p

913 ｶ 怪談レストラン 松谷みよ子編集 童心社 2009 143p

913 ｻ 怪談レストラン４７ 怪談レストラン４７ 怪談レストラン編集委員会編 童心社 2007 141p

913 ﾏ 怪談レストラン５０ 怪談レストラン５０ 怪談レストラン編集委員会編 童心社 2007 141p

913 ﾐ キツネのかぎや　１ 三田村信行 あかね書房 2002 75p

913 ﾐ キツネのかぎや　２ 三田村信行 あかね書房 2002 74p

913 ﾐ キツネのかぎや　３ 三田村信行 あかね書房 2002 74p

913 ﾐ キツネのかぎや　４ 三田村信行 あかね書房 2003 76p

913 ﾐ キツネのかぎや　５ 三田村信行 あかね書房 2003 74p

913 ﾐ キツネのかぎや　６ 三田村信行 あかね書房 2004 74p

913 ﾐ キツネのかぎや　７ 三田村信行 あかね書房 2005 76p

913 ﾐ キツネのかぎや　９ 三田村信行 あかね書房 2006 76p

913 ﾐ キツネのかぎや　１０ 三田村信行 あかね書房 2006 76p

913 ｱ なんでも魔女商会 あんびるやすこ 岩崎書店 2003 127p

913 ｱ なんでも魔女商会　２ あんびるやすこ 岩崎書店 2004 127p



913 ｱ なんでも魔女商会　３ あんびるやすこ 岩崎書店 2004 127p

913 ｱ なんでも魔女商会　４ あんびるやすこ 岩崎書店 2005 127p

913 ｱ なんでも魔女商会　５ あんびるやすこ 岩崎書店 2005 127p

913 ｱ なんでも魔女商会　６ あんびるやすこ 岩崎書店 2006 127p

913 ｱ なんでも魔女商会　７ あんびるやすこ 岩崎書店 2006 126p

913 ｱ なんでも魔女商会　８ あんびるやすこ 岩崎書店 2007 127p

913 ｱ なんでも魔女商会　９ あんびるやすこ 岩崎書店 2007 128p

913 ｱ なんでも魔女商会　１０ あんびるやすこ 岩崎書店 2008 127p

913 ｱ なんでも魔女商会　１１ あんびるやすこ 岩崎書店 2008 127p

913 ｱ なんでも魔女商会　１２ あんびるやすこ 岩崎書店 2009 128p

210 ﾆ 河合敦監修 学習研究社 2004 175p

783 ﾔ 学習研究社 2007 172p

337 ｵ 植村峻監修 学習研究社 2004 175p

783 ｻ 学習研究社 2008 172p

913 ﾅ 南房秀久 学習研究社 2009 231p

913 ﾅ 南房秀久 学習研究社 2009 247p

913 ﾅ 南房秀久 学習研究社 2008 255p

913 ﾅ 南房秀久 学習研究社 2008 263p

913 ｱ 粟生こずえ 学習研究社 2009 112p

913 ｱ 粟生こずえ 学習研究社 2009 112p

913 ｱ 粟生こずえ 学習研究社 2009 112p

480 ｴ 野生ののおきてサバイバル編 講談社 2008 134p

480 ｴ 大迫力の巨大生物編 講談社 2008 134p

480 ｴ びっくり！日本（にっぽん）の動物編 講談社 2008 134p

913 ｱ あさのあつこ 角川書店 2007 238p

913 ﾚ 令丈ヒロ子 講談社 2009 285p

913 ﾊ 雨上がりのグラウンド はらだみずき カンゼン 2007 308p

913 ｵ 図工室のおはなし会 岡田　淳 偕成社 2008 163p

686 ﾋ 広田尚敬 講談社 2007 1冊

546 ﾋ 広田尚敬 講談社 2006 1冊

537 ﾀ フォト・リサーチほか 講談社 2004 1冊

536 ﾋ 広田尚敬 講談社 2003 1冊

537 ｼ フォト・クリエーション 講談社 2007 1冊

536 ﾋ 広田尚敬 講談社 2006 1冊

798 ｻ 満点ゲットシリーズ さくらももこ 集英社 2006 141p

798 ｻ 満点ゲットシリーズ さくらももこ 集英社 2006 141p

280 ﾎ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１ ポプラ社 2009 143p

280 ｸ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２ ポプラ社 2009 143p

280 ｳ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　３ ポプラ社 2009 143p

280 ﾃ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　４ ポプラ社 2009 143p

280 ｵ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　５ ポプラ社 2009 143p



280 ｹ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　６ ポプラ社 2009 143p

280 ｱ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　８ ポプラ社 2009 143p

280 ﾌ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　７ ポプラ社 2009 143p

280 ﾃ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　９ ポプラ社 2009 143p

280 ﾍ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１０ ポプラ社 2009 143p

280 ｵ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１１ ポプラ社 2009 143p

280 ﾄ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１２ ポプラ社 2009 143p

280 ｻ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１４ ポプラ社 2009 143p

280 ﾉ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１５ ポプラ社 2009 143p

280 ﾐ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１６ ポプラ社 2009 143p

280 ﾍ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１７ ポプラ社 2009 143p

280 ﾅ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１８ ポプラ社 2009 143p

280 ﾌ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１９ ポプラ社 2009 143p

280 ｴ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２０ ポプラ社 2009 143p

527 ｽ 住まい方を考える　１ 益子義弘監修 あかね書房 2009 47p

527 ｽ 住まい方を考える　２ 益子義弘監修 あかね書房 2009 47p

527 ｽ 住まい方を考える　３ 益子義弘監修 あかね書房 2009 47p

750 ﾋ NHKシリーズ ＮＨＫつくってあそぼ工作絵本 ヒダオサム　著 日本放送出版協会 1997 79p

750 ﾋ ＮＨＫシリーズ ＮＨＫつくってあそぼ工作絵本 ヒダオサム　著 日本放送出版協会 2003 79p

750 ﾋ ＮＨＫシリーズ ＮＨＫつくってあそぼ工作絵本 ヒダオサム 石崎友紀　著 日本放送出版協会 2007 79p

750 ﾋ ＮＨＫシリーズ ＮＨＫつくってあそぼ工作絵本 ヒダオサム　石橋友紀　著 日本放送出版協会 2004 79p

750 ﾋ NHKシリ－ズ ＮＨＫつくってあそぼ工作絵本 ヒダオサム　著 日本放送出版協会 2001 79p

750 ﾋ NHKシリ－ズ ＮＨＫつくってあそぼ工作絵本 ヒダオサム 石崎友紀　著 日本放送出版協会 2000 79p

750 ﾋ NHKシリ－ズ ＮＨＫつくってあそぼ工作絵本 ヒダオサム　著 日本放送出版協会 1999 79p

194 ﾃ マザ－・テレサ　述 女子パウロ会 1998 24p

596 ﾐ 小学生の自由研究　おいしく楽しくエコ・クッキング 三神彩子　作 近代映画社 2008 63p

519 ｶ エコ育絵本　ちきゅうにやさしく　なれるかな？ すてられたごみはどうなるの？ エコ育絵本　ちきゅうに　やさしく　なれるかな？１ かなだたえ　文 チャイルド本社 2009 28p

470 ﾐ エコ育絵本　ちきゅうに　やさしく　なれるかな？ だいちくんのたからさがし エコ育絵本　ちきゅうに　やさしく　なれるかな？２ 深山さくら　文 チャイルド本社 2009 28p

519 ﾔ エコ育絵本　ちきゅうに　やさしく　なれるかな？ あめはどこからくるの？ エコ育絵本　ちきゅうに　やさしく　なれるかな？３ 山本和子　文 チャイルド本社 2009 28p

519 ﾐ エコ育絵本　ちきゅうに　やさしく　なれるかな？ むだなでんきチェックたい！ エコ育絵本　ちきゅうに　やさしく　なれるかな？４ 深山さくら　文 チャイルド本社 2009 28p

484 ﾐ 三輪一雄　作・絵 偕成社 2006 31p

913 ｺ ひかりもの 香月日輪 後藤みわこ ひこ・田中 寮美千子 令丈ヒロ子　［著］ ポプラ社 2008 291p

810 ｷ 国語力アップめざせ日本語クイズマスター 北原保雄　編 金の星社 2009 126p

810 ｱ 青山由紀　著 国土社 2008 109p

485 ｵ 自然の観察事典 自然の観察事典　２３ 小田英智　構成・文 偕成社 2001 39p

480 ﾏ 松田素子　ぶん アリス館 2008 39p

913 ｳ 植田真　作 あかね書房 2007 42p

798 ﾖ 伝承遊び 吉田修　　山本正勝　文 文溪堂 2004 31p

798 ｵ 伝承遊び 宮本貴美子　［ほか］文 文溪堂 2006 31p

798 ﾓ 伝承遊び 森田知都子　文 文溪堂 2008 31p

798 ﾀ 伝承遊び 鷹家碧　文 文溪堂 2008 31p



798 ｶ ヤマタノオロチの世界から神話と物語の旅へ 香川元太郎　作・絵 ＰＨＰ研究所 2008 32p

798 ｶ 原始の海から人類誕生まで 香川元太郎　作・絵 ＰＨＰ研究所 2007 32p

913 ｶ 屋久島発世界一周旅行へ 香川元太郎　作・絵 ＰＨＰ研究所 2006 32p

923 ﾜ ビジュアル版 魏の巻 渡邉義浩　監修 ポプラ社 2008 175p

923 ﾜ ビジュアル版 呉の巻 渡邉義浩　監修 ポプラ社 2008 175p

923 ﾜ ビジュアル版 蜀の巻 渡邉義浩　監修 ポプラ社 2008 175p

486 ｲ 主婦の友ベストBOOKS 岩淵けい子　監修 主婦の友社 2009 127p

783 ｵ もっと活躍できる！ 大前益視　監修 メイツ出版 2009 128p

783 ｶ パパ・ママ＆コーチが必ず知っておきたい 金子憲一　監修 メイツ出版 2007 128p

783 ｷ 木村正憲　監修 ナツメ社 2008 223p

913 ﾋ 平田昌広　文 アリス館 2008 32p

913 ﾐ 宮沢賢治　文 文研出版 2008 32p

913 ｲ 市居みか　さく・え 小学館 2007 32p

625 ｽ しぜんにタッチ！ しぜんにタッチ！ 鈴木伸一　監修 ひさかたチャイルド 2007 32p

913 ﾅ 中川ひろたか　作 金の星社 2008 32p

913 ﾈ ねじめ正一　詩 教育画劇 2008 32p

913 ｴ えざきみつる　作 あすなろ書房 2007 32p

913 ｽ スズキコ－ジ　作・絵 イースト・プレス 2008 34p

973 ｻ マヌエラ・サルヴィ　作 岩崎書店 2008 30p

783 ﾎ 打撃・走塁編 本間正夫　著 実業之日本社 2006 167p

485 ｶ 科学のアルバム 科学のアルバム 川嶋一成　著 あかね書房 1988 54p

933 ﾌ ドン・フリーマン　作 ＢＬ出版 2008 48p

814 ﾌ 親子いっしょにひざを打つ 福井栄一　著 日本教育研究センター 2008 180p

913 ﾔ 山中恒よみもの文庫 山中恒　作 理論社 1999 215p

913 ﾔ 山中恒よみもの文庫 山中恒　作 理論社 1997 236p

953 ｲ ニコラ・ド・イルシング　作 日本標準 2008 93p

519 ﾐ 三浦太郎　作 ほるぷ出版 2008 32p

291 ｲ 自然いのちひと ６８５２の日本島物語 伊勢華子　写真・文 ポプラ社 2009 44p

537 ｵ はたらくじどう車スーパーずかん 町や人をまもるじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん１ 小賀野実　監修・写真 ポプラ社 2008 31p

537 ｵ はたらくじどう車スーパーずかん 町や人をまもるじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん２ 小賀野実　監修・写真 ポプラ社 2008 31p

537 ｵ はたらくじどう車スーパーずかん こうじげんばではたらくじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん３ 小賀野実　監修・写真 ポプラ社 2008 31p

537 ｵ はたらくじどう車スーパーずかん 人やものをはこぶじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん４ 小賀野実　監修・写真 ポプラ社 2008 31p

537 ｵ はたらくじどう車スーパーずかん くらしをささえるじどう車 はたらくじどう車スーパーずかん５ 小賀野実　監修・写真 ポプラ社 2008 31p

519 ﾆ 西岡秀三　［ほか］著 技術評論社 2009 239p

913 ﾋ 平田昌広　文 朔北社 2009 30p

913 ﾌ 文研の創作えどうわ 福田岩緒　作・絵 文研出版 2001 48p

913 ﾅ えほんはともだち なかえよしを　作 ポプラ社 2009 31p

750 ﾄ 地球環境力アップ！ トモ・ヒコ　著 大和書房 2009 143p

388 ﾄ 日本名作おはなし絵本 富安陽子　文 小学館 2009 32p

280 ｲ 何歳でも歴史はつくれる 稲田　雅子 著 小学館 2008 159p

596 ｽ 合い言葉は！早おき・早ね、朝ごはん 鈴木雅子 著 ほるぷ出版 2008 31p



498 ｽ 合い言葉は！早おき・早ね、朝ごはん 鈴木　みゆき 著 ほるぷ出版 2008 31p

953 ﾃ 講談社の翻訳絵本 勇気 講談社の翻訳絵本 ティエリー・デデュー 著 講談社 2008 1冊

953 ﾃ 講談社の翻訳絵本 信頼 講談社の翻訳絵本 ティエリー・デデュー 著 講談社 2008 1冊

519 ｱ 江戸のくらしから学ぶ「もったいない」　第１巻 ゴミをへらす知恵 江戸のくらしから学ぶ「もったいない」　第１巻 秋山　浩子 著 汐文社 2008 35p

519 ｱ 江戸のくらしから学ぶ「もったいない」　第２巻 快適にすごす工夫 江戸のくらしから学ぶ「もったいない」　第２巻 秋山　浩子 著 汐文社 2009 35p

519 ｱ 江戸のくらしから学ぶ「もったいない」　第３巻 ムダを出さない社会 江戸のくらしから学ぶ「もったいない」　第３巻 秋山　浩子 著 汐文社 2009 35p

159 ｻ よりみちパン！セ　４０ よりみちパン！セ　４０ 西原　理恵子 著 理論社 2008 234p

519 ﾌ 藤原　幸一 著 ポプラ社 2006 57p

519 ﾌ 藤原　幸一 著 ポプラ社 2007 58p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　７ 「ぼくら」シリーズ　７ 宗田　理 著 ポプラ社 2007 267p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　８ 「ぼくら」シリーズ　８ 宗田　理 著 ポプラ社 2007 251p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　９ 「ぼくら」シリーズ　９ 宗田　理 著 ポプラ社 2007 260p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　１０ 「ぼくら」シリーズ　１０ 宗田　理 著 ポプラ社 2007 259p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　１１ 「ぼくら」シリーズ　１１ 宗田　理 著 ポプラ社 2007 327p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ 宗田　理 著 ポプラ社 2008 315p

487 ｳ ふしぎいっぱい写真絵本　１４ ふしぎいっぱい写真絵本　１４ 内山　りゅう 著 ポプラ社 2009 36p

487 ｳ ふしぎいっぱい写真絵本　１５ ふしぎいっぱい写真絵本　１５ 内山　りゅう 写真 ポプラ社 2009 36p

483 ｿ ふしぎいっぱい写真絵本　１０ ふしぎいっぱい写真絵本　１０ 楚山　いさむ 著 ポプラ社 2008 35p

933 ﾊ ドラゴンライダー　３ ドラゴンライダー　３ クリストファー・パオリーニ 著 ヴィレッジブックス 2009 517p

933 ﾊ ドラゴンライダー　３ ドラゴンライダー　３ クリストファー・パオリーニ 著 ヴィレッジブックス 2009 517p

383 ﾋ つくってあそぼう つくってあそぼう　３０ 兵左衛門 編 農山漁村文化協会 2008 36p

596 ｵ つくってあそぼう つくってあそぼう　２３ 小田　聞多 編 農山漁村文化協会 2007 36p

596 ﾆ つくってあそぼう つくってあそぼう　１ 仁藤　齊 編 農山漁村文化協会 2004 36p

596 ﾜ つくってあそぼう つくってあそぼう　２ 渡辺　杉夫 編 農山漁村文化協会 2004 36p

596 ﾏ つくってあそぼう つくってあそぼう　２５ 増澤　武雄 編 農山漁村文化協会 2007 36p

596 ﾀ つくってあそぼう つくってあそぼう　１３ 舘　博 編 農山漁村文化協会 2006 36p

596 ｶ つくってあそぼう つくってあそぼう　１０ 片岡　芙佐子 編 農山漁村文化協会 2005 36p

596 ｶ つくってあそぼう つくってあそぼう 河口　理 編 農山漁村文化協会 2005 36p

596 ｺ つくってあそぼう つくってあそぼう　３３ 小清水　正美 編 農山漁村文化協会 2009 36p

481 ｽ 日経ＢＰムック 生きものたちのサバイバル術 日経ＢＰムック バーナード・ストーンハウス 著 日経ナショナルジオグラフィック社 2008 94p

382 ｲ 岩崎書店 2008 175p

913 ﾀ えほんのもり えほんのもり 谷川　俊太郎 著 文研出版 2009 30p

913 ｱ おはなしトントン　１１ おはなしトントン　１１ あんびる　やすこ 著 岩崎書店 2008 71p

913 ｱ おはなしトントン　２ おはなしトントン　２ あんびる　やすこ 著 岩崎書店 2007 71p

913 ｱ おはなし・ひろば　１５ おはなし・ひろば　１５ あんびる　やすこ 著 岩崎書店 2006 71p

913 ｻ 学研おはなし絵本 学研おはなし絵本 酒井　駒子 著 学習研究社 2005 1冊

388 ﾌ 世界のお話傑作選 ロシアの民話 世界のお話傑作選 Ａ．プーシキン 著 偕成社 2003 35p

750 ﾄ 地球環境力アップ！ トモ・ヒコ 著 大和書房 2009 143p

388 ｽ ｗｏｒｌｄｐｉｃｔｕｒｅ　ｂｏｏｋ ｗｏｒｌｄ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｂｏｏｋ ボリスラフ・ストエフ 画 学習研究社 2003 27p

388 ﾌ 世界のお話傑作選 ロシアの民話 世界のお話傑作選 ミハイル・ブラートフ 著 偕成社 2005 26p

913 ｳ キラキラえほん　１ キラキラえほん　１ 内田　麟太郎 著 岩崎書店 2008 1冊



484 ﾐ 三輪　一雄 著 偕成社 2004 31p

913 ﾋ ひがし　ちから 著 ビーエル出版 2008 1冊

530 ﾁ チャイルドブックこども百科 いろいろ５０１台 チャイルドブックこども百科 チャイルド本社 2004 90p

486 ﾁ チャイルドブックこども百科 チャイルドブックこども百科 チャイルド本社 1992 88p

388 ﾄ 愛蔵版おはなしのろうそく　８　 愛蔵版おはなしのろうそく　８　 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館 2007 174p

388 ﾄ 愛蔵版おはなしのろうそく　７ おはなしのろうそく　７　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館 2005 174p

388 ﾄ 愛蔵版おはなしのろうそく　６ おはなしのろうそく　６　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館 2002 169p

913 ﾄ 富安　陽子 著 偕成社 2008 253p

451 ｶ しぜんにタッチ！ しぜんにタッチ！ 片野　隆司 写真 ひさかたチャイルド 2007 27p

489 ｳ しぜんにタッチ！ しぜんにタッチ！ 内山　晟 写真 ひさかたチャイルド 2007 27p

281 ﾌ 戦国武将大百科 戦国武将大百科 ポプラ社 2009 143p

281 ﾌ 戦国武将大百科 戦国武将大百科 ポプラ社 2009 143p

281 ﾌ 戦国武将大百科 戦国武将大百科 ポプラ社 2009 143p

913 ﾐ 新・ともだちぶんこ　１３ 新・ともだちぶんこ　１３ 三田村　信行 著 金の星社 1998 90p

913 ﾐ 新・ともだちぶんこ　１９ 新・ともだちぶんこ　１９ 三田村　信行 著 金の星社 2002 88p

913 ﾐ キャベたまたんていシリーズ キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 金の星社 2007 84p

913 ﾐ キャベたまたんていシリーズ キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 金の星社 2005 77p

913 ﾐ 新・ともだちぶんこ　１７ 新・ともだちぶんこ　１７ 三田村　信行 著 金の星社 2001 90p

913 ﾐ キャベたまたんていシリーズ キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 金の星社 2004 79p

913 ﾐ 新・ともだちぶんこ　１６ 新・ともだちぶんこ　１６ 三田村　信行 著 金の星社 2001 85p

913 ﾐ キャベたまたんていシリーズ キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 金の星社 2006 92p

911 ﾉ ドロシー・ロー・ノルト 著 双葉社 2005 79p

726 ｴ 最強の害虫・野菜が危ない プロジェクトＸ挑戦者たちコミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 2003 203p

726 ｴ Ｈ２ロケットエンジンを探し出せ プロジェクトＸ挑戦者たちコミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 2004 205p

726 ｴﾇ プロジェクトＸ挑戦者たちコミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 2004 199p

726 ｴ カンカン重病・知られざる１１日間 プロジェクトＸ挑戦者たちパンダが日本にやって来た　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版 2004 201p

913 ｳ 絵本・こどものひろば 絵本・こどものひろば 内田　麟太郎 著 童心社 2007 1冊

489 ｲ 幻冬舎エデュケーションのネイチャーブック 幻冬舎エデュケーションのネイチャーブック 伊藤　年一 著 幻冬舎エデュケーション 2008 31p

386 ﾊ 芳賀　日出男 著 汐文社 2008 103p

481 ｱ 海辺をまるごと楽しもう！ 阿部　正之 著 誠文堂新光社 2008 135p

913 ﾐ キャベたまたんていシリーズ キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 金の星社 2008 90p

933 ﾁ チェン　ジャンホン 著 徳間書店 2008 37p

911 ｸ フォトポエム絵本 工藤　直子 著 小学館 2008 1冊

491 ﾔ これだけは知っておきたい　３ これだけは知っておきたい　３ 山内　ススム 著 ポプラ社 2003 141p

457 ﾆ これだけは知っておきたい　５ これだけは知っておきたい　５ 西川　寛 著 ポプラ社 2003 140p

486 ﾔ これだけは知っておきたい　９ これだけは知っておきたい　９ 山内　ススム 著 ポプラ社 2004 143p

451 ﾖ これだけは知っておきたい　１２ これだけは知っておきたい　１２ 吉田　忠正 著 ポプラ社 2004 143p

440 ﾔ これだけは知っておきたい　２０ これだけは知っておきたい　２０ 安延　尚文 著 ポプラ社 2005 143p

450 ｸ これだけは知っておきたい　２１ これだけは知っておきたい　２１ 久保田　曉 著 ポプラ社 2005 141p

470 ｵ これだけは知っておきたい　２２ これだけは知っておきたい　２２ 大地　佳子 著 ポプラ社 2005 140p

453 ｻ これだけは知っておきたい　２３ これだけは知っておきたい　２３ 佐々木　ときわ 著 ポプラ社 2005 143p



489 ｺ これだけは知っておきたい　２４ これだけは知っておきたい　２４ 合津　玲子 著 ポプラ社 2005 141p

443 ﾔ これだけは知っておきたい　３５ これだけは知っておきたい　３５ 安延　尚文 著 ポプラ社 2006 143p

548 ｺ これだけは知っておきたい　４０ これだけは知っておきたい　４０ 小林　雅子 著 ポプラ社 2007 143p

913 ﾅ 長井　るり子 著 国土社 2009 52p

913 ﾋ 平田　昌広 著 大日本図書 2008 1冊

481 ｶ 偕成社 2009 64p

31 ｼ 小学館の図鑑・ＮＥＯぷらす 小学館の図鑑・ＮＥＯぷらす 小学館 2009 127p

933 ﾚ エレン・レヴァイン 著 すずき出版 2008 1冊

933 ｻ 文研ブックランド 文研ブックランド ルイス・サッカー 著 文研出版 2009 111p

913 ﾋ 日向　理恵子 著 童心社 2008 231p

933 ﾊ わくわく世界の絵本 わくわく世界の絵本 トム・バーバー 著 小峰書店 2008 1冊

913 ｱ 青山　邦彦 著 教育画劇 2009 1冊

913 ﾋ 講談社青い鳥文庫　２４８－７ なにわのへこまし隊依頼ファイル 講談社青い鳥文庫　２４８－７ 東　多江子 著 講談社 2009 285p

913 ﾋ 平田　昌広 著 大日本図書 2009 1冊

913 ﾂ 講談社ＫＫ文庫　Ａ　４－１６ 講談社ＫＫ文庫　Ａ　４－１６ 常光　徹 著 講談社 2009 165p

913 ﾚ 講談社青い鳥文庫　１７１－１９ 講談社青い鳥文庫　１７１－１９ 令丈　ヒロ子 著 講談社 2009 219p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２１７－１７ 恋もおしゃれも大バトル？の巻 石崎　洋司 著 講談社 2009 256p

913 ｶ 講談社青い鳥文庫　２７０－４ あけてはならない５つの箱 講談社青い鳥文庫　２７０－４ 香谷　美季 著 講談社 2009 221p

913 ｱ ＹＡ！フロンティア ＹＡ！フロンティア あんびる　やすこ 著 岩崎書店 2009 186p

913 ｱ ポプラ物語館　２８ ポプラ物語館　２８ あんびる　やすこ 著 ポプラ社 2009 149p

913 ｱ おはなしトントン　１４ おはなしトントン　１４ あんびる　やすこ 著 岩崎書店 2009 71p

949 ﾌ アルフ＝プリョイセン　作　 学研 1966 166p

536 ﾐ 月刊　かがくのとも　5月号 みねお　みつ 福音館 2009

798 ﾏ がっこう 写真　ウォルター・ウィック　文　ジーン・マルゾーロ 小学館 2003

913 ﾓ 茂市久美子　作　土田義晴　絵 佼成出版社 2003 64p

913 ｲ 月刊　かがくのとも　４月号 伊沢尚子 福音館 2009

485 ﾖ 月刊　かがくのとも　６月号 横内襄 福音館 2009

519 ﾐ 小学生の自由研究　「もったいない」からはじめよう 親子で学ぶエコロジー 三神彩子 株式会社　近代映画社 2006

913 ｱ あまんきみこ　作　門田律子　絵 講談社 1999 78p

480 ﾏ 月刊　かがくのとも　７月号 松岡達英 福音館 2009

913 ﾓ もり　みすず ユニテ 2009

923 ﾐ 三田村信行　文 ポプラ社 2002 263p

480 ｻ さわってごらん　いその　いきもの 月刊　かがくのとも　８月号 澤口　たまみ 福音館 2009

750 ｸ 黒須和清　著 東京書籍 2001

480 ｻ 月刊　かがくのとも　９月号 佐藤雅彦 福音館 2009

913 ﾓ あかね幼年童話 もりやまみやこ　作　つちだよしはる　絵 あかね書房 1988 77p

530 ｶ 月刊　かがくのとも　１０月号 鎌田　歩 福音館 2009

913 ｱ 我が名はシャナイア あんびるやすこ 岩崎書店 2007 211p

913 ｱ 双魂の精霊 あんびるやすこ 岩崎書店 2008 211p

913 ｱ キマイラの王 あんびるやすこ 岩崎書店 2008 187p

913 ｱ 宝探しは眠りの森で あんびるやすこ 岩崎書店 2009 197p



913 ﾚ 令丈ヒロ子 岩崎書店 2007 210p

913 ﾚ 令丈ヒロ子 岩崎書店 2008 202p

913 ﾚ 令丈ヒロ子 岩崎書店 2009 172p

783 ﾖ 読めばうまくなるスポーツまんが 学習研究社 2007 143p

783 ﾖ 読めばうまくなるスポーツまんが 学習研究社 2007 143p

783 ﾖ 読めばうまくなるスポーツまんが 学習研究社 2007 143p

783 ﾖ 読めばうまくなるスポーツまんが 学習研究社 2007 143p

783 ﾖ 読めばうまくなるスポーツまんが 学習研究社 2007 143p

783 ﾖ 読めばうまくなるスポーツまんが　 学習研究社 2007 143p

783 ﾖ 読めばうまくなるスポーツまんが 学習研究社 2007 143p

783 ﾖ 読めばうまくなるスポーツまんが 学習研究社 2007 143p

780 ﾎ ベースボール・マガジン社 2009 143p

787 ﾊ 花房尚子 ポプラ社 2004 159p

913 ﾑ 村上しいこ 岩崎書店 2007 126p

913 ﾌ 深見春夫 佼成出版社 2008 63p

913 ﾅ 那須正幹 佼成出版社 2008 63p

913 ｲ 市川宣子 佼成出版社 2008 63p

913 ｺ 後藤竜二 佼成出版社 2008 63p

913 ｸ 工藤純子 ポプラ社 2008 221p

913 ｸ 工藤純子 ポプラ社 2009 222p

610 ﾔ 山下惣一 家の光協会 2009 198p

913 ﾅ 那須正幹 ポプラ社 2005 158p

913 ﾅ 那須正幹 ポプラ社 2005 164p

913 ﾅ 那須正幹 ポプラ社 2006 164p

913 ﾅ 那須正幹 ポプラ社 2006 164p

913 ﾅ 那須正幹 ポプラ社 2007 168p

913 ﾅ 那須正幹 ポプラ社 2008 160p

537 ﾀ 谷山武士 二玄社 2009 1冊

519 ｶ 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　１ 環境情報普及センター監修 金の星社 2009 39p

519 ｶ 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　２ 環境情報普及センター監修 金の星社 2009 39p

519 ｶ 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　３ 環境情報普及センター監修 金の星社 2009 39p

519 ｶ 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　４ 環境情報普及センター監修 金の星社 2009 39p

519 ｶ 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　５ 環境情報普及センター監修 金の星社 2009 39p

519 ｼ 水ってなんだろう　１ 嶋田泰子 ポプラ社 2009 47p

519 ｼ 水ってなんだろう　２ 嶋田泰子 ポプラ社 2009 47p

519 ｼ 水ってなんだろう　３ 嶋田泰子 ポプラ社 2009 39p

519 ｼ 水ってなんだろう　４ 嶋田泰子 ポプラ社 2009 47p

519 ｼ 水ってなんだろう　５ 嶋田泰子 ポプラ社 2009 47p

726 ﾅ 中川李枝子 福音館書店 2009 1冊

933 ﾌ フィスター マーカス 講談社 2009 1冊

933 ｵ マジックツリーハウス２６ マジックツリーハウス２６ オズポーン メアリー・ポープ メディアファクトリー 2009 157p



548 ﾀ 高橋智隆 メディアファクトリー 2009 209p

783 ｶ 金本知憲 学習研究社 2009 171p

913 ﾑ おはなしガーデン　１ おはなしガーデン　１ 村上　しいこ 著 岩崎書店 2003 108p

913 ﾔ あたらしい創作童話　１３ あたらしい創作童話　１３ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 1994 79p

913 ﾔ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 2007 77p

913 ﾔ あたらしい創作童話　２８ あたらしい創作童話　２８ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 1996 79p

913 ﾔ はれぶたぶんこ　１ はれぶたぶんこ　１ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 2000 77p

913 ﾔ はれぶたぶんこ　２ はれぶたぶんこ　２ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 2000 77p

916 ｻ 動物感動ノンフィクション みなしご犬たちの物語 動物感動ノンフィクション 沢田　俊子 著 学習研究社 2006 107p

913 ﾔ はれぶたぶんこ　４ はれぶたぶんこ　４ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 1999 93p

913 ﾔ はれぶたぶんこ　５ はれぶたぶんこ　５ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 1999 75p

913 ﾔ はれぶたぶんこ　６ はれぶたぶんこ　６ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 2000 93p

913 ﾔ はれぶたぶんこ　７ はれぶたぶんこ　７ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 2000 93p

933 ﾌ 世界の絵本 世界の絵本 マーカス・フィスター 著 講談社 2005 1冊

798 ｶ 恐竜時代から江戸時代まで 香川　元太郎 著 ＰＨＰ研究所 2005 1冊

913 ﾑ おはなしガーデン　８ おはなしガーデン　８ 村上　しいこ 著 岩崎書店 2005 142p

913 ｲ 講談社の創作絵本シリーズ 講談社の創作絵本シリーズ いもと　ようこ 著 講談社 2009 1冊

913 ｳ 獣の奏者 獣の奏者 上橋　菜穂子 著 講談社 2009 484p

913 ｳ 獣の奏者 獣の奏者 上橋　菜穂子 著 講談社 2009 426p

407 ｶ 実験しながら、おやつが作れる！ 学習研究社 2008 127p

407 ｶ 親子で楽しく遊びながら、学べる！ 学習研究社 2007 127p

933 ﾛ ロンド国物語 ロンド国物語 エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 2009 229p

913 ｱ ピュアフル文庫　あ　１－１ ピュアフル文庫　あ　１－１ あさの　あつこ 著 ジャイブ 2005 238p

913 ｱ ピュアフル文庫　あ　１－２ ピュアフル文庫　あ　１－２ あさの　あつこ 著 ジャイブ 2006 253p

913 ｱ ピュアフル文庫　あ　１－３ ピュアフル文庫　あ　１－３ あさの　あつこ 著 ジャイブ 2006 235p

913 ｱ ピュアフル文庫　あ　１－７ ピュアフル文庫　あ　１－７ あさの　あつこ 著 ジャイブ 2007 216p

913 ｱ ピュアフル文庫　あ　１－９ ピュアフル文庫　あ　１－９ あさの　あつこ 著 ジャイブ 2009 229p

289 ｽ コミック版日本の歴史　１１ 幕末・維新人物伝 日本の歴史　コミック版　１１ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 2008 126p

289 ｽ コミック版日本の歴史　１２ 幕末・維新人物伝 日本の歴史　コミック版　１２ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 2009 126p

289 ｽ コミック版日本の歴史　１３ 幕末・維新人物伝 日本の歴史　コミック版　１３ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 2009 126p

210 ｽ コミック版日本の歴史　１４ 歴史を変えた日本の戦い 日本の歴史　コミック版　１４ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 2009 126p

210 ｽ コミック版日本の歴史　１５ 歴史を変えた日本の戦い 日本の歴史　コミック版　１５ すぎた　とおる 原著 ポプラ社 2009 126p

596 ﾖ はじめての食育クッキングえほん ゆうやけごはんとねっこのスープ はじめての食育クッキングえほん 吉田　隆子 著 金の星社 2009 1冊

596 ﾖｼ はじめての食育クッキングえほん ふみふみ・もちもち・しこしこカレーうどん はじめての食育クッキングえほん 吉田　隆子 著 金の星社 2009 1冊

596 ﾖ はじめての食育クッキングえほん おたんじょうびのメニュー はじめての食育クッキングえほん 吉田　隆子 著 金の星社 2009 1冊

913 ｷ おおかみ・ゴンノスケの腹ペコ日記 きむら　ゆういち 著 講談社 2008 56p

913 ｷ おおかみ・ゴンノスケの腹ペコ日記 きむら　ゆういち 著 講談社 2007 56p

913 ｷ おおかみ・ゴンノスケの腹ペコ日記 きむらゆういち 著 講談社 2007 56p

913 ﾆ あいうえおパラダイス　ま あいうえおパラダイス　ま 二宮　由紀子 著 理論社 2008 77p

913 ﾆ あいうえおパラダイス　や あいうえおパラダイス　や 二宮　由紀子 著 理論社 2008 77p

913 ﾆ あいうえおパラダイス　ら あいうえおパラダイス　ら 二宮　由紀子 著 理論社 2009 77p



913 ｱ ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著 すずき出版 2009 1冊

913 ﾏ たんぽぽえほんシリーズ たんぽぽえほんシリーズ まどか　ななみ 著 すずき出版 2009 1冊

913 ﾔ 山本　孝 著 教育画劇 2006 1冊

400 ﾔ 柳田理科雄 学習研究社 2009 179

407 ﾔ 楽しく遊びながら、かしこくなる！ 学習研究社 2009 127p

289 ﾐ コミック版日本の歴史　１６ 源平武将伝 日本の歴史　コミック版　１６ 水谷　俊樹 原著 ポプラ社 2009 126p

519 ｼ もっとよく知ろう！地球温暖化ってなに？　第１巻 もっとよく知ろう！地球温暖化ってなに？　第１巻 新日本出版社 2009 31p

519 ｼ もっとよく知ろう！地球温暖化ってなに？　第２巻 もっとよく知ろう！地球温暖化ってなに？　第２巻 新日本出版社 2009 31p

519 ｼ もっとよく知ろう！地球温暖化ってなに？　第３巻 もっとよく知ろう！地球温暖化ってなに？　第３巻 新日本出版社 2009 31p

519 ｼ もっとよく知ろう！地球温暖化ってなに？第４巻 もっとよく知ろう！地球温暖化ってなに？　第４巻 新日本出版社 2009 29p

443 ｾ 星と星座の伝説　春　新装版 星と星座の伝説　春　新装版 瀬川　昌男 著 小峰書店 2009 87p

443 ｾ 星と星座の伝説　夏　新装版 星と星座の伝説　夏　新装版 瀬川　昌男 著 小峰書店 2009 87p

443 ｾ 星と星座の伝説　秋　新装版 星と星座の伝説　秋　新装版 瀬川　昌男 著 小峰書店 2008 87p

443 ｾ 星と星座の伝説　冬　新装版 星と星座の伝説　冬　新装版 瀬川　昌男 著 小峰書店 2008 87p

913 ﾀ おはなしカーニバル　１０ おはなしカーニバル　１０ 高楼　方子 著 偕成社 1995 77p

913 ﾀ おはなしカーニバル　２１ おはなしカーニバル　２１ たかどの　ほうこ 著 偕成社 1997 79p

913 ﾀ へんてこもりのはなし　３ へんてこもりのはなし　３ たかどの　ほうこ 著 偕成社 1999 79p

913 ﾀ へんてこもりのはなし　４ へんてこもりのはなし　４ たかどの　ほうこ 著 偕成社 2003 87p

913 ｱ ＨＡＮＫＡＣＨＩ　ＢＵＮＫＯ ＨＡＮＫＡＣＨＩ　ＢＵＮＫＯ 綾野　まさる 著 ハート出版 2009 174p

923 ﾐ 三田村信行　文 ポプラ社 2002 263p

700 ﾂ 月刊　かがくのとも　12月号 辻　恵子 福音館 2009

923 ﾐ 三田村信行　文 ポプラ社 2002 295p

489 ﾀ きたぐにの　もりに　いきる 月刊　かがくのとも　1月号 田中豊美 福音館 2009

923 ﾐ 三田村信行　文 ポプラ社 2002 303p

913 ﾋ 平田　研也 白泉社 2009

933 ﾚ ケン・レイニイ ブックローン 1997

596 ｷ 月刊　かがくのとも　11月号 菊池　日出夫 福音館 2009

933 ﾌ ジェフ・ブラウン　著　トミー・ウンゲラー　絵 あすなろ書房 1998

923 ﾐ 三田村信行　文 ポプラ社 2002 303p

913 ｷ 月刊　かがくのとも　3月号 菊谷　詩子 福音館 2010

913 ｲ ちゃおノベルズ もう涙はいらない 五十嵐かおる　原案・絵 小学館 2009 111p

913 ｲ ちゃおノベルズ いじめ２ 五十嵐かおる　原案・絵 小学館 2009 111p

913 ｸ 久保田香里　作 岩崎書店 2009 174p

913 ｼ 芝田勝茂　作 あかね書房 2007 156p

913 ｼ おいしいたべもの屋さんの７つのお話 芝田勝茂　編 ポプラ社 2009 143p

913 ｼ あこがれのお仕事！７つのお話 芝田勝茂　編 ポプラ社 2009 143p

913 ﾖ 角川つばさ文庫 蒼き戦記 吉橋通夫　作 角川書店 2010 198p

913 ﾖ 角川つばさ文庫 蒼き戦記 吉橋通夫　作 角川書店 2009 198p

913 ﾊ はやみねかおる　作 講談社 2009 273p

913 ﾊ はやみねかおる　著 講談社 2009 371p

911 ﾊ 写真で見る俳句歳時記 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 2003 71p



911 ﾊ 写真で見る俳句歳時記 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 2003 79p

911 ﾅ 写真で見る俳句歳時記 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 2003 79p

911 ﾅ 写真で見る俳句歳時記 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 2003 71p

911 ｱ 写真で見る俳句歳時記 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 2003 87p

911 ﾌ 写真で見る俳句歳時記 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 2003 87p

911 ｼ 写真で見る俳句歳時記 総索引 写真で見る俳句歳時記 長谷川秀一　［ほか］監修 小峰書店 2003 87p

933 ﾛ 危険な遊び エミリー・ロッダ　作 岩崎書店 2009 228p

933 ﾛ チュウチュウ通りのゆかいななかまたち１番地 エミリー・ロッダ　著 あすなろ書房 2009 47p

933 ﾛ チュウチュウ通りのゆかいななかまたち２番地 チュウチュウ通り２番地 エミリー・ロッダ　著 あすなろ書房 2009 47p

913 ｵ ＲＤＧ２ 荻原規子　作 角川書店 2009 317p

913 ｸ 草野　たき　著 ポプラ社 2009 221p

913 ｵ 岡田晴恵　著 学習研究社 2008 239p

913 ｱ あさのあつこ　著 学習研究社 2009 266p

913 ｱ 小学生文庫 友と青春のプロフブック 粟生こずえ　ストーリー 学研マーケティング（発売） 2009 96p

913 ｵ こそあどの森の物語　１０ こそあどの森の物語 岡田　淳　作 理論社 2009 188p

913 ｻ 佐藤佳代　作 金の星社 2009 159p

913 ｸ 天才シェフは小学生！？ 工藤純子　作 そうえん社 2008 143p

913 ｸ ハッピー・レシピは思い出の味！？ 工藤純子　作 そうえん社 2009 151p

913 ｸ 中国四千年のギョーザバトル！？ 工藤純子　作 そうえん社 2009 159p

913 ﾅ エンタティーン倶楽部 魔法世界ファンタジー エンタティーン倶楽部 南房秀久　作 学習研究社 2010 239p

488 ｼ 青い鳥見つけた 嶋田忠　文・写真 新日本出版社 2008 21p

388 ﾄ おはなしのろうそく　９ 愛蔵版おはなしのろうそく９ 東京子ども図書館　編纂 東京子ども図書館 2009 180p

519 ﾆ マータイさんのものがたり クレア・Ａ．ニヴォラ　作 評論社 2009 32p

913 ｻ さとうまどか　作 フレーベル館 2009 78p

489 ｲ ちきゅうのなかまたち 北アメリカ ちきゅうのなかまたち ビッキー・イーガン　文 新樹社 2007 29p

489 ｲ ちきゅうのなかまたち 中央アメリカ・南アメリカ ちきゅうのなかまたち ビッキー・イーガン　文 新樹社 2008 29p

489 ｲ ちきゅうのなかまたち ユーロッパ ちきゅうのなかまたち ビッキー・イーガン　文 新樹社 2007 29p

489 ｲ ちきゅうのなかまたち アフリカ ちきゅうのなかまたち ビッキー・イーガン　文 新樹社 2008 29p

489 ｲ ちきゅうのなかまたち アジア ちきゅうのなかまたち ビッキー・イーガン　文 新樹社 2008 29p

913 ﾊ Ya!entertainment 怪人は夢に舞う はやみねかおる　著 講談社 2009 383p

933 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 著 メディアファクトリー 2009 319p

913 ｶ ＹＡ！フロンティア ＹＡ！フロンティア 風野　潮 著 岩崎書店 2008 206p

913 ｶ ＹＡ！フロンティア ＹＡ！フロンティア 風野　潮 著 岩崎書店 2009 201p

481 ｷ 「生きもの摩訶ふしぎ図鑑」シリーズ 「生きもの摩訶ふしぎ図鑑」シリーズ 北村　雄一 著 保育社 2009 127p

289 ｸ フォア文庫　Ｂ　４００ 幕末の日本をかけぬける フォア文庫　Ｂ　４００ 国松　俊英 著 岩崎書店 2009 166p

933 ｻ 文研ブックランド 文研ブックランド ルイス・サッカー 著 文研出版 2008 119p

913 ﾊ おはなしルネッサンス おはなしルネッサンス 濱野　京子 著 理論社 2010 135p

913 ﾄ くもんの児童文学 くもんの児童文学 横田　順彌 著 くもん出版 2009 201p

913 ﾐ 絵本の時間　５０ 絵本の時間　５０ 宮西　達也 著 ポプラ社 2009 1冊

913 ﾄ くもんの児童文学 くもんの児童文学 清水　義範 著 くもん出版 2009 205p

913 ﾅ たんぽぽえほんシリーズ たんぽぽえほんシリーズ 長野　ヒデ子 著 すずき出版 2009 1冊



913 ﾓ ポプラちいさなおはなし　２２ ポプラちいさなおはなし　２２ もとした　いづみ 著 ポプラ社 2008 79p

913 ﾓ ポプラちいさなおはなし　２５ ポプラちいさなおはなし　２５ もとした　いづみ 著 ポプラ社 2008 78p

913 ｶ 絵本・こどものひろば 絵本・こどものひろば 川北　亮司 著 童心社 2008 1冊

913 ｳ えほんのもり えほんのもり 内田　麟太郎 著 文研出版 2009 1冊

913 ｸ えほんひろば えほんひろば くどう　なおこ 著 小峰書店 2009 1冊

913 ﾌ ポプラカラフル文庫　ふ　２－１８ ポプラカラフル文庫　ふ　２－１８ 深沢　美潮 著 ポプラ社 2010 197p

913 ﾌ ポプラカラフル文庫　ふ　２－１７ ポプラカラフル文庫　ふ　２－１７ 深沢　美潮 著 ポプラ社 2009 207p

933 ｾ 竹書房文庫　ディズニー 竹書房文庫　ディズニー ロバート・ゼメキス 著 竹書房 2009 215p

933 ｹ 竹書房文庫　ディズニー 竹書房文庫　ディズニー ビル・ケリー 著 竹書房 2008 285p

933 ﾊ 竹書房文庫　ディズニー 竹書房文庫　ディズニー ジェフリー　Ｍ．ハワード 著 竹書房 2008 269p

933 ﾎ 竹書房文庫　ディズニー 竹書房文庫　ディズニー クレイ・ホール 著 竹書房 2009 237p

913 ﾌ ポプラカラフル文庫ふ２－１６ ポプラカラフル文庫　ふ　２－１６ 深沢　美潮 著 ポプラ社 2009 189p

913 ｶ おはなしのたからばこ　１７ 上方落語 おはなしのたからばこ　１７ 桂　米平 著 フェリシモ出版 2009 31p

388 ｸ おはなしのたからばこ　２ ロシア民話より おはなしのたからばこ　２ 工藤　有為子 著 フェリシモ出版 2009 1冊

388 ｼ おはなしのたからばこ４ イギリス民話 おはなしのたからばこ　４ 新沢　としひこ 著 フェリシモ出版 2009 32p

388 ﾆ おはなしのたからばこ　５ 日本民話 おはなしのたからばこ　５ 新田　新一郎 著 フェリシモ出版 2009 31p

388 ｵ おはなしのたからばこ　１３ おはなしのたからばこ　１３ 岡田　淳 著 フェリシモ出版 2009 32p

913 ｱ あまんきみこセレクション あまんきみこセレクション あまん　きみこ 著 三省堂 2009 318p

913 ｱ あまんきみこセレクション あまんきみこセレクション あまん　きみこ 著 三省堂 2009 318p

913 ｱ あまんきみこセレクション あまんきみこセレクション あまん　きみこ 著 三省堂 2009 318p

913 ｱ あまんきみこセレクション あまんきみこセレクション あまん　きみこ 著 三省堂 2009 318p

913 ｱ あまんきみこセレクション あまんきみこセレクション あまん　きみこ 著 三省堂 2009 333p

913 ﾓ ポプラちいさなおはなし　３３ ポプラちいさなおはなし　３３ もとした　いづみ 著 ポプラ社 2009 78p

913 ﾋ ひぐち　ともこ 著 解放出版社 2009 1冊

933 ｻ サーティーナイン・クルーズ サーティーナイン・クルーズ ゴードン・コーマン 著 メディアファクトリー 2009 233p

933 ｻ サーティーナイン・クルーズ サーティーナイン・クルーズ ピーター・ルランジス 著 メディアファクトリー 2009 223p

821 ｵ おうよう　かりょう 著 ＪＵＬＡ出版局 2009 1冊

913 ﾊ 講談社の創作絵本シリーズ 講談社の創作絵本シリーズ 長谷川　義史 著 講談社 2008 1冊

764 ｾ 音楽の部屋 音楽の部屋 アンナ　Ｈ．セレンザ 著 評論社 2009 1冊

913 ﾐ クローバーえほんシリーズ クローバーえほんシリーズ 深山　さくら 著 佼成出版社 2009 31p

913 ｶ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 風野　潮 著 講談社 2009 249p

596 ﾐ つくって楽しい！かんたんスイーツ つくって楽しい！かんたんスイーツ 宮沢　うらら 著 汐文社 2009 46p

596 ﾐ つくって楽しい！かんたんスイーツ つくって楽しい！かんたんスイーツ 宮沢　うらら 著 汐文社 2009 46p

596 ﾐ つくって楽しい！かんたんスイーツ つくって楽しい！かんたんスイーツ 宮沢　うらら 著 汐文社 2009 46p

913 ｱ とっておきのどうわ とっておきのどうわ あんびる　やすこ 著 ＰＨＰ研究所 2009 79p

933 ｳ フェリーダ・ウルフ 著 光村教育図書 2008 25p

913 ｺ 講談社青い鳥文庫　ＧＯ！ＧＯ！　５０９－３ 講談社青い鳥文庫　ＧＯ！ＧＯ！　５０９－３ 小林　深雪 著 講談社 2009 157p

913 ﾋ なにわのへこまし隊依頼ファイル 東多江子  作 講談社 2010 253p

933 ｶ カロル ルーイス  作 講談社 2010 268p

913 ｺ 泣いちゃいそうだよ 小林深雪  作 講談社 2010 189p

913 ｲ 黒魔女さんのお正月 石崎洋司  作 講談社 2010 315p



933 ﾀ 田中伸輔　文・解説 講談社 2010 58p

913 ｱ 永遠（とわ）なる者たち あんびるやすこ  作 岩崎書店 2010 205p

933 ﾛ 天空の城 ロッダ エミリー  作 岩崎書店 2010 244p

933 ﾛ 崖の怪物 ロッダ エミリー  作 岩崎書店 2010 212p

933 ﾛ チュウチュウ通りのゆかいななかまたち３番地 チュウチュウ通り3番地 ロッダ エミリー  作 あすなろ書房 2010 46p

933 ﾛ チュウチュウ通りのゆかいななかまたち４番地 ロッダ エミリー  作 あすなろ書房 2010 46p

933 ｻ サザーランド Ｔ．Ｔ．  作 偕成社 2010 270p

933 ｻ サーティーナイン・クルーズ 死者の伝言 ワトソン ジュード　著 メディアファクトリー 2009 287p

933 ｻ 闇の包囲網 カーマン パトリック　著 メディアファクトリー 2010 239p

913 ﾅ 南房秀久  作 学習研究社 2010 231p

913 ﾏ 怪談レストラン 怪談レストラン編集委員会  〔編〕 童心社 2007 141p

913 ﾏ 怪談レストラン 怪談レストラン 怪談レストラン編集委員会  〔編〕 童心社 2007 141p

913 ﾏ 怪談レストラン 怪談レストラン 怪談レストラン編集委員会  〔編〕 童心社 2007 141p

913 ﾏ 怪談レストラン４９ 怪談レストラン４９ 怪談レストラン編集委員会  〔編〕 童心社 2007 141p

913 ﾖ 吉橋通夫  作 角川書店 2009 222p

490 ｹ 検定クイズ研究会  編 ポプラ社 2010 167p

913 ﾓ もとしたいづみ  作 ポプラ社 2010 78p

913 ﾄ 内科・オバケ科ホオズキ医院 富安陽子  作 ポプラ社 2010 118p

913 ｻ サイトウアカリ  作 アスキー・メディアワークス 2010 265p

913 ﾅ なかのひろたか  さく・え 福音館書店 2009 27p

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2004 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2004 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2004 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2004 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2004 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2004 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2004 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2004 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2004 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2008 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2008 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2008 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2008 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2008 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2008 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2008 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2009 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2009 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2009 1冊

388 ﾊ てのひらむかしばなし 長谷川摂子  文 岩波書店 2004 1冊

933 ｵ マジックツリーハウス２８ マジックツリーハウス２８ オズボーン メアリ・ポープ  著 メディアファクトリー 2010 157p



913 ﾌ 福田靖  作 角川書店 2010 287p

913 ﾌ 福田靖  作 角川書店 2010 255p

486 ｺ 西川祐介  写真 チャイルド本社 2010 28p

913 ｷ 木村研  文 ひさかたチャイルド 2004 40p

913 ｷ 木村研  文 ひさかたチャイルド 2009 40p

913 ｶ かさいまり  文 ひさかたチャイルド 2003 40p

913 ﾖ よしながこうたく  さく 長崎出版 2009 1冊

913 ﾅ いのちの絵本シリーズ なかようこ  ぶん 長崎出版 2009 1冊

913 ｵ いのちの絵本シリーズ おくだれいこ  さく 長崎出版 2010 1冊

913 ﾔ ねずみの7つ子シリーズ 山下明生  作 ひさかたチャイルド 1982 28p

913 ﾔ ねずみの7つ子シリーズ 山下明生  作 ひさかたチャイルド 1983 37p

913 ﾔ ねずみの7つ子シリーズ 山下明生  作 ひさかたチャイルド 1984 38p

913 ﾔ ねずみの7つ子シリーズ 山下明生  作 ひさかたチャイルド 1986 38p

913 ﾌ ブラミ エリザベス  作 ひさかたチャイルド 2010 27p

913 ﾋ とんでもはつめい？！バローンはかせの大ぼうけん ひらのてつお  作・絵 ひさかたチャイルド 2008 96p

913 ﾋ ひらのてつお  作・絵 ひさかたチャイルド 2008 96p

913 ﾋ 妖怪だらけの夏休み 廣嶋玲子  作 童心社 2010 158p

913 ﾋ 秋の宴はおおさわぎ 廣嶋玲子  作 童心社 2010 150p

913 ﾋ 神さまはてんてこまい 廣嶋玲子  作 童心社 2010 158p

913 ﾋ きけんなきけんな鬼退治 廣嶋玲子  作 童心社 2010 142p

913 ﾋ 満月の夜はミステリー 廣嶋玲子  作 童心社 2010 142p

913 ﾋ 妖怪たちの大運動会 廣嶋玲子  作 童心社 2010 142p

913 ﾋ まねき猫のおくりもの 廣嶋玲子  作 童心社 2010 158p

913 ｱ やさいのようせいＮ．Ｙ．ｓａｌａｄ 天野喜孝  原作 ＰＨＰ研究所 2008 1冊

913 ｱ やさいのようせいＮ．Ｙ．ｓａｌａｄ 天野喜孝  原作 ＰＨＰ研究所 2009 1冊

913 ｱ やさいのようせいＮ．Ｙ．ｓａｌａｄ 天野喜孝  原作 ＰＨＰ研究所 2009 1冊

913 ｱ やさいのようせいＮ．Ｙ．ｓａｌａｄ 天野喜孝  原作 ＰＨＰ研究所 2009 1冊

913 ｱ やさいのようせいＮ．Ｙ．ｓａｌａｄ 天野喜孝  原作 ＰＨＰ研究所 2009 1冊

530 ｵ 自動車 オックスレード クリス  著 ほるぷ出版 2009 31p

530 ｵ オートバイ オックスレード クリス  著 ほるぷ出版 2009 31p

530 ｵ トラック オックスレード クリス  著 ほるぷ出版 2009 31p

530 ｵ 飛行機 オックスレード クリス  著 ほるぷ出版 2010 31p

779 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 ふしぎなボディマジック付き 超ウケキッズマジック 大人気だ！休み時間・自由時間の巻 ふしぎなボディマジック付き 藤原邦恭  著 いかだ社 2010 63p

779 ﾌ 藤原邦恭  著 いかだ社 2010 63p

933 ﾒ おじょう様の子犬をさがせ！ メラー ジョディー  作 ＰＨＰ研究所 2009 114p

933 ﾒ 消えた名画をさがせ！ メラー ジョディー  作 ＰＨＰ研究所 2009 125p

933 ﾒ 猫の映画スター誘拐事件 メラー ジョディー  作 ＰＨＰ研究所 2010 124p

933 ﾒ 宝石どろぼうをつかまえろ！ メラー ジョディー  作 ＰＨＰ研究所 2010 125p

943 ｶ カフカ フランツ  原作 小学館 2009 48p

369 ｻ たくさんのふしぎ傑作集 さくまゆみこ  文 福音館書店 2009 39p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史１ 女王，倭国に立つ 週刊マンガ日本史　１ 藤原カムイ 朝日新聞出版 2009 50p



210 ｼ 週刊　マンガ日本史２ 日出づる処の天子 週刊マンガ日本史　２ 加藤和恵 朝日新聞出版 2009 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史３ 大化の改新 週刊マンガ日本史　３ シュガー佐藤 朝日新聞出版 2009 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史４ 大仏開眼 週刊マンガ日本史　４ 里中満智子 朝日新聞出版 2009 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史５ 海を渡った不屈の僧 週刊マンガ日本史　５ 高遠るい 朝日新聞出版 2009 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史６ 密教の伝道師 週刊マンガ日本史　６ 箸井地図 朝日新聞出版 2009 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史７ いざ、貴族の頂点に 週刊マンガ日本史　７ 船戸明里 朝日新聞出版 2009 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史８ 平安女性百花繚乱 週刊マンガ日本史　８ 高見まこ 朝日新聞出版 2009 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史９ 武士の時代の始まり 週刊マンガ日本史　９ 住吉文子 朝日新聞出版 2009 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史１０ 源平、いざ最終決戦 週刊マンガ日本史　１０ 大島やすいち 朝日新聞出版 2009 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史１１ 鎌倉幕府の成立 週刊マンガ日本史　１１ 清瀬のどか 朝日新聞出版 2010 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史１２ 蒙古襲来 週刊マンガ日本史　１２ 桂遊生丸 朝日新聞出版 2010 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史１３ 鎌倉幕府の終焉 週刊マンガ日本史　１３ 森ゆきなつ 朝日新聞出版 2010 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史１４ 金閣に秘めた願い 週刊マンガ日本史　１４ ふくやまけいこ 朝日新聞出版 2010 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史１５ 銀閣建立 週刊マンガ日本史　１５ 眠民 朝日新聞出版 2010 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史１６ 山河こそ我が師なり 週刊マンガ日本史　１６ 藤原カムイ 朝日新聞出版 2010 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史１７ キリスト教伝来 週刊マンガ日本史　１７ 三好直人 朝日新聞出版 2010 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史１８ 川中島の決戦 週刊マンガ日本史　１８ 久織ちまき 朝日新聞出版 2010 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史１９ 天下布武の戦い 週刊マンガ日本史　１９ 山田貴敏 朝日新聞出版 2010 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史２０ 本能寺の変 週刊マンガ日本史　２０ 片山誠 朝日新聞出版 2010 34p

210 ｼ 週刊　マンガ日本史２１ 天下統一 週刊マンガ日本史　２１ 納都花丸 朝日新聞出版 2010 34p

913 ﾅ 中松まるは  作 童心社 2010 335p

913 ｺ 星影の結界 越水利江子  作 ポプラ社 2009 319p

913 ｺ 愛する者たち 越水利江子  作 ポプラ社 2010 358p

913 ﾌ 福田靖  作 角川書店 2010 239p

933 ﾁ チュウ ルース  作 フレーベル館 2009 161p

933 ﾁ チュウ ルース  作 フレーベル館 2008 159p

933 ﾁ チュウ ルース  作 フレーベル館 2009 165p

933 ﾁ チュウ ルース  作 フレーベル館 2005 173p

933 ﾁ チュウ ルース  作 フレーベル館 2005 223p

933 ﾁ チュウ ルース  作 フレーベル館 2008 164p

933 ﾁ チュウ ルース  作 フレーベル館 2009 182p

933 ﾁ チュウ ルース  作 フレーベル館 2005 182p

913 ｺ 桃園の誓い 小前亮  文 理論社 2009 179p

913 ｺ 天上の舞姫 小前亮  文 理論社 2009 174p

913 ｺ 関羽千里行 小前亮  文 理論社 2009 178p

913 ｺ 伏竜の飛翔 小前亮  文 理論社 2009 183p

913 ｺ 赤壁の戦い 小前亮  文 理論社 2010 181p

596 ｵ 渡慶次富子  料理 農山漁村文化協会 2000 142p

916 ｵ 岡田典子  文 文芸社 2005 170p

913 ｸ ブンダバーとなかまたち くぼしまりお  作 ポプラ社 2009 156p

913 ｸ ブンダバーとなかまたち くぼしまりお  作 ポプラ社 2009 160p



913 ｸ ブンダバーとなかまたち くぼしまりお  作 ポプラ社 2010 160p

291 ｶ ワン・ステップ  編 金の星社 2010 126p

291 ｶ ワン・ステップ  編 金の星社 2010 126p

291 ｶ ワン・ステップ  編 金の星社 2010 126p

291 ｶ ワン・ステップ  編 金の星社 2010 126p

596 ｷ 教育画劇 2009 103p

219 ｶ 沖縄のいま、むかし 安斎育郎  文／監修 新日本出版社 2006 32p

219 ｶ 沖縄戦はなぜおきた？ 安斎育郎  文／監修 新日本出版社 2007 32p

219 ｶ 島ぐるみの悲劇の戦争 安斎育郎  文／監修 新日本出版社 2007 32p

219 ｶ 美ら島と米軍基地 安斎育郎  文／監修 新日本出版社 2007 32p

219 ｶ 命（ぬち）どぅ宝のこころ 安斎育郎  文／監修 新日本出版社 2007 32p

382 ﾌ 中国・四国地方のふしぎ文化 こどもくらぶ  編・著 旺文社 2010 63p

382 ﾌ 九州地方のふしぎ文化 こどもくらぶ  編・著 旺文社 2010 55p

596 ﾏ 九州・沖縄 向笠千恵子  監修 日本図書センター 2010 56p

596 ﾏ 中国・四国 向笠千恵子  監修 日本図書センター 2010 60p

626 ﾆ そだててあそぼう 藤枝國光  へん 農山漁村文化協会 2003 36p

489 ﾔ そだててあそぼう 萬田正治  へん 農山漁村文化協会 2000 36p

617 ｻ そだててあそぼう 杉本明  へん 農山漁村文化協会 2000 36p

913 ｶ かがくいひろし  さく ブロンズ新社 2008 1冊

913 ｶ かがくいひろし  さく ブロンズ新社 2009 1冊

913 ﾐ 絵本の時間 ティラノサウルスシリーズ 宮西達也  作絵 ポプラ社 2010 1冊

913 ﾀ 多田多恵子  ぶん 福音館書店 2010 23p

913 ﾔ 秋 八百板洋子  ぶん 福音館書店 2010 23p

913 ｺ 小林深雪  作 講談社 2010 187p

913 ﾓ もりやまみやこ　作 ポプラ社 2009 145p

913 ｲ 伊藤充子　作 偕成社 2010 150p

913 ﾄ 富安陽子  作 偕成社 2008 285p

911 ｼ 新沢としひこ　詩 理論社 2000 107p

933 ﾏ ジュディ・モードとなかまたち２ マクドナルド メーガン　作 小峰書店 2010 134p

388 ﾌ プロイスラー オトフリート　作 小峰書店 2008 135p

933 ﾏ ジュディ・モードとなかまたち１ マクドナルド メーガン　作 小峰書店 2010 163p

913 ﾖ 吉野万里子　作 学研教育出版 2010 260p

911 ｶ 神沢利子　詩 のら書店 2005 101p

911 ﾐ 神沢利子　ほか著 のら書店 2009 125p

933 ﾎ どうぶつむらのがちょうおくさん　１のまき ポター ミリアム・クラーク　さく 福音館書店 2009 100p

933 ｴ エインワース ルース　作 岩波書店 2007 94p

933 ﾏ ジュディ・モードとなかまたち３ マクドナルド メーガン　作 小峰書店 2010 158p

913 ﾄ 学校ふしぎ案内　つむじ風の一学期 富安陽子  作 福音館書店 2009 221p

933 ｷ キング・スミス ディック　作 評論社 2007 122p

487 ﾆ 伝説のハブ捕り名人と奄美の森の物語 西野嘉憲　写真・文 ポプラ社 2005 1冊

911 ﾀ 谷川俊太郎  著 福音館書店 2009 180p



367 ﾀ 谷川俊太郎  文 東京書籍 2007 59p

460 ﾀ 小さな地球　１ 生まれて死んで、また生まれる たかはしきよし　絵・文 偕成社 2000 47p

460 ﾀ 小さな地球　２ 生まれて死んで、また生まれる たかはしきよし　絵・文 偕成社 2003 47p

460 ﾀ 小さな地球　３ 生まれて死んで、また生まれる たかはしきよし　絵・文 偕成社 2006 47p

290 ｽ 世界３１カ国の教室から スミス ペニー　編著 あすなろ書房 2008 79p

479 ﾀ ネイチャー・プロ編集室編著 偕成社 2010 31p

385 ﾁ 長新太　さく 福音館書店 1989 31p

486 ﾑ 今森光彦 童心社 2007 1冊

159 ｸ クリスティアンソン レイフ　文 岩崎書店 2008 23p

159 ｸ クリスティアンソン レイフ　文 岩崎書店 2010 16p

933 ﾛ ローベル アーノルド　作 文化出版局 2009 61p

491 ﾔ やぎゅうげんいちろう　さく 福音館書店 2010 28p

471 ﾁ 栗林慧　写真 福音館書店 2010 26p

481 ｱ かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさないのち アストン ダイアナ　文 ほるぷ出版 2008 1冊

933 ﾌ ブレイク クェンテイン　作 あかね書房 2005 1冊

933 ｽ ストロボドキン ルイス　作 偕成社 2006 32p

913 ﾌ ふくざわゆみこ　さく のら書店 2010 1冊

913 ﾀ 竹下文子　作 フレーベル館 2008 28p

933 ﾄ トレッセルト アルビン　さく ブックローン出版 2010 1冊

933 ﾌ フランス アンソニー　さく 理論社 2005 1冊

913 ﾓ 森山京　作 小峰書店 2010 1冊

933 ﾜ ワインスティーン エレン　作 鈴木出版 2010 27p

913 ｺ こどものとも傑作集 こいでやすこ　さく 福音館書店 2010 31p

913 ｱ 青山邦彦　作・絵 教育画劇 2010 1冊

913 ｲ なぞのおおにもつ 飯野和義　さく 学研教育出版 2010 1冊

943 ｵ オルファース ジビュレ・フォン　作 平凡社 2009 1冊

388 ﾀ 酒井公子　再話 偕成社 2003 35p

913 ｻ 佐藤さとる　作 偕成社 2010 1冊

388 ｽ 大塚勇三　再話 福音館書店 2010 1冊

933 ｶ ふわふわした　ふしぎなせかい カーティス ジェイミー・リー　ぶん バベル・プレス 2008 1冊

913 ﾋ 広野多珂子　作・絵 福音館書店 2008 35p

619 ﾎ 星川ひろ子 ポプラ社 2010 1冊

621 ｲ 花･花びん・水をめぐる３つのものがたり 大西暢夫　写真 福音館書店 2005 53p

290 ﾅ 那須正幹　ぶん 福音館書店 2009 55p

913 ﾓ 茂市久美子　作 講談社 2010 162p

913 ｱ 安房直子　作 講談社 2010 122p

385 ﾊ バーナード エメリー　文 メディカ出版 2006 1冊

913 ﾏ 松谷みよ子　作 講談社 2010 117p

388 ｶ ルーマニアの昔話 ガスター モーゼス　原作 講談社 2005 1冊

916 ｲ この命、灰になるために生まれてきたんじゃない 今西乃子　著 金の星社 2009 157p

913 ｱ 安房直子　作 偕成社 2004 338p



913 ﾀ 高田桂子　作 国土社 2009 93p

388 ｷ 中国の民話 君島久子　文 岩波書店 1997 40p

913 ｳ おれたち、ともだち おれたち　ともだち 内田麟太郎　作 偕成社 2010 31p

484 ﾅ たくさんのふしぎ傑作集 Ｓｅａ　ｓｌｕｇ たくさんのふしぎ傑作集 中野理枝　文 福音館書店 2009 38p

590 ﾓ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 森枝卓士　文・写真 福音館書店 1998 40p

480 ﾓ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 本川達雄　文 福音館書店 1992 39p

20 ﾂ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 辻村益朗　作 福音館書店 1995 40p

383 ﾓ たくさんのふしぎ傑作集 森枝雄司　写真・文 福音館書店 2007 40p

790 ﾆ 海のなかを大冒険 探し絵ツアー 4 ケイト・ニードハム　作 文溪堂 2009 31p

790 ﾋ 古代世界を大冒険 探し絵ツアー 5 ジェーン・ビングハム　作 文溪堂 2009 31p

790 ﾍ 地球を大冒険 探し絵ツアー 6 エマ・ヘルブロー　作 文溪堂 2009 32p

329 ﾋ 平和を守る １００円からできる国際協力編集委員会　編 汐文社 2010 31p

329 ﾋ 命とくらしを守る １００円からできる国際協力編集委員会　編 汐文社 2010 31p

329 ﾋ 大地を守る １００円からできる国際協力編集委員会　編 汐文社 2010 31p

913 ﾊ 長谷川義史　作 理論社 2009 48p

913 ﾊ 長谷川　義史　作 絵本館 2010 24p

913 ｼ 四季のえほん 柴田晋吾　さく 金の星社 2010 32p

913 ｼ 四季のえほん 柴田晋吾　さく 金の星社 2009 32p

913 ｼ 四季のえほん 柴田晋吾　さく 金の星社 2009 32p

913 ｼ 四季のえほん 柴田晋吾　さく 金の星社 2009 32p

913 ｻ さこんらんこ　ぶん フレーベル館 2010 32p

933 ｽ マチルデ・ステイン　文 光村教育図書 2010 25p

913 ｻ ナツカのおばけ事件簿 ナツカのおばけ事件簿　８ 斉藤洋　作 あかね書房 2002 113p

913 ｻ ナツカのおばけ事件簿 ナツカのおばけ事件簿7 斉藤洋　作 あかね書房 2005 113p

913 ｻ ナツカのおばけ事件簿 ナツカのおばけ事件簿 8 斉藤洋　作 あかね書房 2010 106p

913 ﾅ なりゆきわかこ　作 ポプラ社 2010 109p

949 ﾎ マルヨライン・ホフ　著 小学館 2010 167p

913 ﾎ 星新一ＹＡセレクション 星新一ＹＡセレクション1 星新一　作 理論社 2008 213p

913 ﾎ 星新一のＹＡセレクション 星新一ＹＡセレクション　２ 星新一　作 理論社 2008 213p

913 ﾎ 星新一ＹＡセレクション 星新一ＹＡセレクション　３ 星新一　作 理論社 2008 213p

913 ﾎ 星新一ＹＡセレクション 星新一ＹＡセレクション　４ 星新一　作 理論社 2009 213p

913 ﾎ 星新一ＹＡセレクション 星新一ＹＡセレクション　５ 星新一　作 理論社 2009 213p

933 ﾗ エイブラハム・リンカーンの生涯 ドリーン・ラパポート　文 国土社 2009 34p

913 ﾄ 富安陽子　作 佼成出版社 2010 208p

969 ｼ ジラルド　作 静山社 2009 103p

913 ｷ おおかみ・ゴンノスケの腹ペコ日記 おおかみ・ゴンノスケの腹ペコ日記 きむらゆういち　作 講談社 2010 56p

913 ｼ 夢をひろげる物語 こわい？かわいい？モンスターの７つのお話 夢をひろげる物語 芝田勝茂　編 ポプラ社 2010 151p

913 ｼ 夢をひろげる物語 恋するプリンセスの７つのお話 夢をひろげる物語　３ 芝田勝茂　編 ポプラ社 2010 141p

913 ｼ 夢をひろげる物語 事件だ！なぞがいっぱい７つのお話 夢をひろげる物語　６ 芝田勝茂　編 ポプラ社 2010 159p

913 ｼ 夢をひろげる物語 魔女の魔法アイテム・７つのお話 夢をひろげる物語　５ 芝田勝茂　編 ポプラ社 2010 152p

933 ｼ ジェニファー・リチャード・ジェイコブソン　作 講談社 2009 120p



933 ﾎ Ｎ．Ｅ．ボード　作 徳間書店 2009 302p

913 ﾅ 中川なをみ　作 国土社 2009 134p

388 ｷ 君島久子　ぶん 童話館出版 2005 32p

913 ﾊ ＴＲＩＣＫ　青春版 はやみねかおる　著 講談社 2010 292p

933 ﾗ アンドリュー・ラースン　文 あすなろ書房 2009 31p

916 ｴ 世界ではじめてクロマグロの完全養殖に成功！ 江川多喜雄　文 アリス館 2009 31p

916 ﾀ イヌイット大島育雄との旅 武田剛　著 フレーベル館 2009 119p

913 ﾓ もりやまみやこ　作 偕成社 2010 78p

913 ｵ 大谷美和子　著 くもん出版 2010 191p

913 ｼ 夢をひろげる物語 だれも知らないプリンセス！７つのお話 夢をひろげる物語　７ 芝田勝茂　編 ポプラ社 2010 165p

913 ｷ きむらゆういち　ぶん 偕成社 2009 32p

913 ｷ きむらゆういち　ぶん 偕成社 2001 32p

913 ｻ 児童文学創作シリ－ズ 斉藤洋　作 講談社 1987 274p

369 ﾔ ドキュメント・ユニバーサルデザイン 学校はみんなでつくる場所 ドキュメント・ユニバーサルデザイン 保井隆之　著 大日本図書 2009 172p

369 ｼ ドキュメント・ユニバーサルデザイン だれもが自信と誇りをもって ドキュメント・ユニバーサルデザイン 清水直子　著 大日本図書 2009 174p

369 ｸ ドキュメント・ユニバーサルデザイン くらしを豊かにするために ドキュメント・ユニバーサルデザイン くごうえり　著 大日本図書 2009 176p

369 ﾅ ドキュメント・ユニバーサルデザイン わかりやすさ・ここちよさの追求 ドキュメント・ユニバーサルデザイン 成松一郎　著 大日本図書 2009 180p

594 ﾃ 寺西恵里子　作 汐文社 2009 47p

594 ﾃ 寺西恵里子　作 汐文社 2009 47p

594 ﾃ 寺西恵里子　作 汐文社 2009 47p

913 ﾊ ポプラ物語館 イシシとノシシのスッポコペッポコへんてこ話 原京子　文 ポプラ社 2009 155p

913 ｳ えほんのマーチ 内田麟太郎　作 岩崎書店 2003 32p

913 ｳ カラフルえほん 内田麟太郎　作 岩崎書店 2005 32p

913 ｳ レインボーえほん 内田麟太郎　作 岩崎書店 2006 32p

913 ｳ キラキラえほん 内田麟太郎　作 岩崎書店 2008 32p

913 ﾛ ステファノ・フォン・ロー　文 三修社 2008 113p

913 ｱ 原爆 天野夏美　作 主婦の友社 2006 61p

913 ｺ こやま峰子　文 教育画劇 2008 32p

485 ﾀ フレーベル館だいすきしぜん みずのいきもの フレーベル館だいすきしぜん みずのいきもの　３ 武田正倫　指導 フレーベル館 2009 27p

487 ﾅ フレーベル館だいすきしぜん みずのいきもの フレーベル館だいすきしぜん みずのいきもの　２ 長坂拓也　指導 フレーベル館 2009 27p

489 ﾆ フレーベル館だいすきしぜん みずのいきもの フレーベル館だいすきしぜん みずのいきもの　５ 西山登志雄　指導 フレーベル館 2008 27p

489 ﾌ フレーベル館だいすきしぜん どうぶつ フレーベル館だいすきしぜん どうぶつ　２ 藤巻康年　指導 フレーベル館 2008 27p

479 ｵ フレーベル館だいすきしぜん しょくぶつ フレーベル館だいすきしぜん しょくぶつ　１ 小川潔　指導 フレーベル館 2008 27p

470 ｱ フレーベル館だいすきしぜん たべもの フレーベル館だいすきしぜん たべもの　１ 天野實　指導 フレーベル館 2007 28p

913 ｶ かがくいひろし　さく ブロンズ新社 2008 20p

486 ﾔ フレーベル館だいすきしぜん むし フレーベル館だいすきしぜん むし　３ 安永一正　文・絵 フレーベル館 2007 27p

486 ﾔ フレーベル館だいすきしぜん むし フレーベル館だいすきしぜん むし　４ 安永一正　文・絵 フレーベル館 2007 27p

486 ﾉ フレーベル館だいすきしぜん むし フレーベル館だいすきしぜん むし　１ 野村周平　指導 フレーベル館 2007 27p

470 ﾔ フレーベル館だいすきしぜん しょくぶつ フレーベル館だいすきしぜん しょくぶつ　４ 柳宗民　指導 フレーベル館 2008 27p

470 ｻ フレーベル館だいすきしぜん しょくぶつ フレーベル館だいすきしぜん たべもの　３ 斎藤光一　構成・絵 フレーベル館 2008 27p

486 ﾔ フレーベル館だいすきしぜん むし フレーベル館だいすきしぜん むし　６ 安永一正　文・絵 フレーベル館 2007 27p



488 ｶ フレーベル館だいすきしぜん どうぶつ フレーベル館だいすきしぜん どうぶつ　３ 唐沢孝一　指導 フレーベル館 2008 27p

488 ｶ フレーベル館だいすきしぜん どうぶつ フレーベル館だいすきしぜん どうぶつ　４ 柿澤亮三　指導 フレーベル館 2008 27p

913 ｻ 児童文学創作シリ－ズ 続：ルドルフとイッパイアッテナ　２ 斉藤洋　作 講談社 1988 220p

913 ｻ 児童文学創作シリ－ズ ルドルフとイッパイアッテナ３ 斉藤洋　作 講談社 2002 228p

913 ｻ 偕成社ワンダーランド 七つの怪談 斉藤洋　作 偕成社 2010 173p

913 ﾖ 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 2010 134p

913 ﾖ 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 2010 142p

933 ｼ ゴキゲンなダンスコンテスト ミランダ・ジョーンズ　作 ポプラ社 2009 192p

933 ｼ 名たんていにおまかせ！ ミランダ・ジョーンズ　作 ポプラ社 2009 200p

388 ｷ 中国のむかしばなし 君島久子　文 岩波書店 2007 36p

388 ｷ 中国のむかしばなし 君島久子　文 岩波書店 2000 40p

388 ｼ 肖甘牛　作 岩波書店 1969 182p

388 ｱ 中国苗族民話 君島久子　再話 福音館書店 1985 31p

913 ﾄ くもんの児童文学 くもんの児童文学 小佐田　定雄 著 くもん出版 2009 205p

913 ｱ ポプラ物語館　３１ ポプラ物語館　３１ あんびる　やすこ 著 ポプラ社 2010 149p

913 ｱ おはなしトントン　１８ おはなしトントン　１８ あんびる　やすこ 著 岩崎書店 2010 71p

913 ｱ おはなしガーデン　２３ なんでも魔女商会１４ おはなしガーデン　２３ あんびる　やすこ 著 岩崎書店 2010 126p

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４迷宮の戦い リック・リオーダン 著 ほるぷ出版 2008 511p

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 最後の神 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々5最後の神 リック・リオーダン 著 ほるぷ出版 2009 527p

783 ﾒ まなぶっく まなぶっく メイツ出版 2010 127p

289 ﾐ コミック版日本の歴史　１７ 源平武将伝 日本の歴史　コミック版　１７ 水谷　俊樹 原著 ポプラ社 2009 126p

210 ﾐ コミック版日本の歴史　１８ 歴史を変えた日本の戦い 日本の歴史　コミック版　１８ 水谷俊樹 原著 ポプラ社 2009 105p

210 ﾐ コミック版日本の歴史　１９ 歴史を変えた日本の戦い 日本の歴史　コミック版　１９ 水谷　俊樹 原著 ポプラ社 2009 103p

288 ﾐ コミック版日本の歴史　２０ 飛鳥人物伝 日本の歴史　コミック版　２０ 水谷　俊樹 原著 ポプラ社 2010 126p

913 ｵ カドカワ銀のさじシリーズ 夏休みの過ごしかた カドカワ銀のさじシリーズ 荻原　規子 著 角川書店 2010 330p

480 ﾐ 絶滅どうぶつものがたり 宮川　アジュ 画 ひさかたチャイルド 2009 55p

519 ｸ アンナ・クレイボーン 著 文研出版 2009 47p

480 ﾊ スティーブ・パーカー 著 文研出版 2009 47p

410 ｷ 数字ってこ～んなにオモシロい！！ ゆかいな数字の知識 数字ってこ～んなにオモシロい！！ 教育画劇 2010 47p

410 ｷ 数字ってこ～んなにオモシロい！！ 身の回りの数字 数字ってこ～んなにオモシロい！！ 教育画劇 2010 47p

410 ｷ 数字ってこ～んなにオモシロい！！ たのしい計算・図形 数字ってこ～んなにオモシロい！！ 教育画劇 2010 47p

410 ｺ 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－ 秋山仁先生のたのしい算数教室 木幡　寛 著 ポプラ社 2010 47p

410 ｺ 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－ 秋山仁先生のたのしい算数教室 木幡　寛 著 ポプラ社 2010 47p

410 ｺ 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－ 秋山仁先生のたのしい算数教室 木幡　寛 著 ポプラ社 2010 45p

913 ﾐ ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 宮西　達也 著 すずき出版 2010 1冊

913 ｱ 赤川次郎ショートショートシリーズ　１ 赤川次郎ショートショートシリーズ　１ 赤川　次郎 著 理論社 2009 230p

913 ｱ 赤川次郎ショートショートシリーズ　２ 赤川次郎ショートショートシリーズ　２ 赤川　次郎 著 理論社 2009 220p

913 ｱ 赤川次郎ショートショートシリーズ　３ 赤川次郎ショートショートシリーズ　３ 赤川　次郎 著 理論社 2010 230p

913 ﾖ 文研ブックランド 文研ブックランド 横山　充男 著 文研出版 2010 119p

913 ｸ いのちのまつり 草場　一壽 著 サンマーク出版 2010 23p

916 ｶ 義足をつけた子ゾウの絵日記 クアトーン・カヤン 著 新樹社 2009 79p



990 ﾀﾞ アンドリュー・ダッド 著 クレヨンハウス 2009 1冊

913 ｻ 佐々木　マキ 著 絵本館 2010 1冊

596 ｻ 子どもがつくる旬の料理 素材を感じる「食育」レシピ 子どもがつくる旬の料理 坂本　廣子 著 クレヨンハウス 2003 111p

596 ｻ 子どもがつくる旬の料理 素材を感じる「食育」レシピ 子どもがつくる旬の料理 坂本　廣子 著 クレヨンハウス 2003 111p

596 ｻ 生きる力がつく「食育」レシピ 坂本　廣子 著 クレヨンハウス 2007 101p

596 ｳ 梅崎　和子 著 クレヨンハウス 2007 92p

759 ﾀ 立花　愛子 著 チャイルド本社 2009 79p

781 ﾀ 立花　愛子 著 チャイルド本社 2009 79p

754 ﾀ 立花　愛子 著 チャイルド本社 2008 79p

916 ｳ 原爆の子からのメッセージ 上野　さかる 著 ＢＯＣ出版部 2005 1冊

933 ﾀ こちら動物のお医者さん こちら動物のお医者さん ルーシー・ダニエルズ 著 ほるぷ出版 2010 151p

916 ｵ 若い人の絵本 原爆の子 若い人の絵本 長田　新 編 童心社 1982 94p

420 ﾋ 楽しい実験がいっぱい！　光・熱・力に変わるふしぎなエネルギー ＰＨＰ研究所 2010 79p

933 ﾓ パット・モーラ 著 さえら書房 2010 1冊

410 ｻ 佐藤　健一 著 文渓堂 2006 31p

480 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 著 講談社 2010 64p

913 ﾜ わたり　むつこ 著 のら書店 2010 34p

913 ｶ 角野　栄子 著 のら書店 2009 60p

783 ﾍ ベースボール・マガジン社 2010 159p

470 ﾗ ビタミンがスンナリわかる本 植物栄養素で若返る　フィトケミカルのお話 ビタミンがスンナリわかる本 ライフサイエンス研究所 編 ライフサイエンス研究所 2004 55p

953 ﾃ さんすうのむかしばなし デミ 著 光村教育図書 2009 40p

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プ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 ポプラ社 2009 176p

933 ｼ ランプの精リトル・ジーニー うきうき★キャンプ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 ポプラ社 2010 194p

933 ｼ ランプの精リトル・ジーニー ちびっこジーニーをさがせ！ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 ポプラ社 2010 193p

913 ﾀ かずのえほん かずのえほん 谷川　俊太郎 著 くもん出版 2010 1冊

610 ｽ そだててあそぼう そだててあそぼう 菅原　眞治 編 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ﾅ そだててあそぼう そだててあそぼう 中井　滋郎 編 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ｷ そだててあそぼう そだててあそぼう 木村　雅行 編 農山漁村文化協会 1999 35p

487 ｶ フィールドベスト図鑑　増補改訂　Ｖｏｌ．　６ フィールドベスト図鑑　増補改訂　Ｖｏｌ．　６ 学習研究社 2009 263p

488 ｺ フィールドベスト図鑑　増補改訂　Ｖｏｌ．　８ フィールドベスト図鑑　増補改訂　Ｖｏｌ．　８ 小宮　輝之 著 学研教育出版 2010 267p

913 ｳ 上橋菜穂子 講談社 2010 332

754 ｲ きったりはったり いまい　みさ 著 毎日新聞社 2009 63p

913 ｽ 鈴木　まもる 著 教育画劇 2009 1冊

913 ｶ 講談社・文学の扉 講談社・文学の扉 柏葉　幸子 著 講談社 2009 101p

913 ｵ 絵本・いつでもいっしょ　３１ 絵本・いつでもいっしょ　３１ オームラ　トモコ 著 ポプラ社 2009 35p

933 ﾚ ジェーン・レイ 著 徳間書店 2009 1冊

407 ｼ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１７ あそび・工作・手品 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１７ 小学館 2009 167p

600 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２ 国土社編集部 編 国土社 2010 47p

537 ﾓ 乗り物ひみつルポ　２ 乗り物ひみつルポ　２ モリナガ　ヨウ 著 あかね書房 2010 28p

913 ｲ ポプラ物語館　３３ オレらの友情てんこもり弁当 ポプラ物語館　３３ イノウエ　ミホコ 著 ポプラ社 2010 152p

913 ｻ さいとう　しのぶ 著 教育画劇 2010 1冊



933 ﾛ チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　５番地 チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　５番地 エミリー・ロッダ 著 あすなろ書房 2010 46p

913 ｲ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ 石津　ちひろ 著 福音館書店 2010 23p

481 ｲ 「生きもの摩訶ふしぎ図鑑」シリーズ たくましい海の魚たち 「生きもの摩訶ふしぎ図鑑」シリーズ 伊藤　勝敏 写真 保育社 2010 190p

933 ﾌ テリー・プラチェット 著 あすなろ書房 2004 351p

933 ﾌ テリー・プラチェット 著 あすなろ書房 2006 367p

388 ﾘ 李錦玉・朝鮮のむかし話　１ 李錦玉・朝鮮のむかし話　１ 李　錦玉 著 少年写真新聞社 2009 109p

388 ﾘ 李錦玉・朝鮮のむかし話　２ 李錦玉・朝鮮のむかし話　２ 李　錦玉 著 少年写真新聞社 2009 109p

388 ﾘ 李錦玉・朝鮮のむかし話　３ 李錦玉・朝鮮のむかし話　３ 李　錦玉 著 少年写真新聞社 2009 109p

913 ｻ わらべうたえほん さいとう　しのぶ 著 ひさかたチャイルド 2009 23p

481 ｵ 大西　成明 写真 アリス館 2010 40p

810 ｺ 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　編 読売新聞社 2010

71 ｱ 学研　まんがでよくわかるシリーズ５０ 青木　萌 学研 2010

596 ｲ 学研　まんがでよくわかるシリーズ４８ 望月恭子　構成 学研 2009

913 ｻ 月刊　こどものとも　4月号 ばばばあちゃんのはなし さとう　わきこ 福音館 2010

210 ｲ 週刊　マンガ日本史２２　関ヶ原の戦い 朝日 大島やすいち 朝日新聞出版 2010

526 ｼ 学研　まんがでよくわかるシリーズ　４９ 橘　悠紀 学研 2010

543 ｴ 学研　まんがでよくわかるシリーズ　５１ 橘　悠紀　構成 学研 2010

543 ﾈ 学研　まんがでよくわかるシリーズ　５２ 吉田　一紀　構成 学研 2010

289 ﾄ 週刊　マンガ日本史　２３ 決戦！大阪の陣 週刊　マンガ日本史　２３ 決戦！大阪の陣 氷栗優 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史　２４ 徳川の世は天下泰平 岩崎美奈子 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史２５ 村上もとか 朝日新聞出版 2010

543 ﾀ 学研　まんがでよくわかるシリーズ５４ 入澤宣幸 学研 2010

648 ｷ 牛乳のことがよくわかる本 橘　悠紀 学研 2010

588 ｶ 学研　まんがでよくわかるシリーズ５８ おぎのひとし 学研 2011

210 ﾁ 週刊　マンガ日本史　２６ 世話浄瑠璃の始まり 稲光伸二 朝日新聞出版 2010

388 ﾌ ネパールの昔話 こどものとも　6月号 プル・トゥリパティ再話 福音館 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史２８ 日本近代医学の夜明け 六田登 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史２７ 国学の大成者 週刊マンガ日本史２７ よしだもろへ 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史２９ 週刊マンガ日本史２９ 日本を測った男 緒里　たばさ 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史　３０ あげよ、救民ののろし 週刊　マンガ日本史　３０ 岩田やすてる 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史　３１ 世界を見てきた漂流者 週刊　マンガ日本史　３１ 世界を見てきた漂流者 トミイ大塚 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史　３２ 黒船来航 週刊　マンガ日本史　３２ 黒船来航 高山しのぶ 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史　３３ 幕末のヒーロー 佐々倉コウ 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史　３４ 咸臨丸、太平洋を渡る 安彦良和 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史　３５ 碧也ぴんく 朝日新聞出版 2010

913 ｷ 岸川悦子 ひくまの出版 2004

210 ｼ 週刊　マンガ日本史　３６ 明治維新 城爪草 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史３７ 週刊マンガ日本史３７ 学問のすヽめ 魚戸おさむ 朝日新聞出版 2010

210 ﾔ 学研まんがでよくわかるシリーズ５３ 学研まんがでよくわかるシリーズ５３ 山口育孝 学研 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史３８ 週刊マンガ日本史　３８ 西南戦争 武村勇治 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史３９ 週刊マンガ日本史３９ 自由民権運動 樋口大輔 朝日新聞出版 2010



210 ｼ 週刊　マンガ日本史４０ 週刊マンガ日本史　４０ 大日本帝国憲法発布 おおのじゅんじ 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史４１ 本庄敬 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史４２ 日本海海戦 週刊マンガ日本史４２ 柏葉比呂樹 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史４３ 条約改正への道のり 週刊マンガ日本史４３ 梶原にき 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史４４ 『青鞜』の女 週刊マンガ日本史４４ 土方悠 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史４５ 週刊マンガ日本史４５ デモクラシーの夜明け シュガー佐藤 朝日新聞出版 2010

291 ﾆ 株式会社M.Co. 2010

291 ﾆ 株式会社Ｍ．Ｃｏ． 2010

538 ﾄ 学研　まんがでよくわかるシリーズ５６ 鳥飼規世 学研 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史４６ 週刊マンガ日本史　４６ 細菌の狩人 星里もちる 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史４７ 週刊マンガ日本史　４７ 命のビザ 尾瀬あきら 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史４８ 週刊マンガ日本史４８ 太平洋戦争への道 永山愛子 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史４９ 週刊マンガ日本史４９ 少女たちの沖縄戦 ふくやまけいこ 朝日新聞出版 2010

210 ｼ 週刊　マンガ日本史５０ 週刊マンガ日本史　50 戦後日本を導いた男 本そういち 朝日新聞出版 2010

338 ｻ キッズ生活探検おはなしシリーズ キッズ生活探検おはなしシリーズ 斉藤　洋 著 玉川大学出版部 2010 93p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2007 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2007 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2007 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2008 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2008 92p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2008 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2008 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2008 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2008 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2008 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2008 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2008 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2008 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2008 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2009 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2009 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2009 94p

911 ｶ 詩と歩こう 川崎洋詩集 詩と歩こう 川崎　洋 著 理論社 2005 128p

912 ｸ 倉本　聰 著 理論社 1997 299p

912 ｸ 倉本　聰 著 理論社 1982 323p

933 ｸ 世界の子どもライブラリー 世界の子どもライブラリー アンドリュー・クレメンツ 著 講談社 2002 189p

933 ｶ もう、ジョーイったら！　１ もう、ジョーイったら！　１ ジャック・ギャントス 著 徳間書店 2007 205p

468 ﾀ ちしきのぽけっと１ 雑木林の絵本 ちしきのぽけっと　１ 谷本　雄治 著 岩崎書店 2005 31p

486 ﾔ イワサキ・ノンフィクション　４ イワサキ・ノンフィクション　４ 山口　進 著 岩崎書店 2006 214p

616 ｱ 青柳　健二 著 福音館書店 2007 71p

720 ﾂ びじゅつのゆうえんち 絵にみるたし算のいきもの びじゅつのゆうえんち 辻村　益朗 著 福音館書店 2004 32p



379 ﾊ 子どものためのライフ・スタイル 子どものためのライフ・スタイル マリリン・バーンズ 著 晶文社 1999 125p

289 ｲ 感動ノンフィクションシリーズ 障害を克服する自助具の発明家加藤源重 感動ノンフィクションシリーズ 今関　信子 著 佼成出版社 2005 127p

486 ﾀ 新日本動物植物えほん　７ 新日本動物植物えほん　７ 高家　博成 著 新日本出版社 1980 31p

487 ｵ ちしきのぽけっと　５ ちしきのぽけっと　５ 大方　洋二 著 岩崎書店 2007 31p

487 ﾅ そうえんしゃ・写真のえほん　３ そうえんしゃ・写真のえほん　３ なかむら　こうじ 写真 草炎社 2007 1冊

913 ﾑ どうわのとびらシリーズ どうわのとびらシリーズ 村中　李衣 著 佼成出版社 2008 96p

913 ｲ 伊東　寛 著 徳間書店 1995 109p

933 ｾ マイク・セイラー 著 偕成社 1998 1冊

933 ﾄ 偕成社文庫　３０７４ 偕成社文庫　３０７４ マーク・トウェイン 著 偕成社 1985 266p

933 ﾄ 偕成社文庫　３０７３ 偕成社文庫　３０７３ マーク・トウェイン 著 偕成社 1985 262p

933 ｴ ジョーン・エイキン 著 岩波書店 2002 150p

911 ﾑ 美しい日本の詩歌　３ 室生犀星詩集 美しい日本の詩歌　３ 室生犀星 著 岩崎書店 1995 102p

650 ﾎ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 星野　道夫 著 福音館書店 1996 40p

913 ｺ 風の文学館　２－１ 風の文学館　２－１ 後藤　竜二 著 新日本出版社 2000 189p

519 ﾓ 本木　洋子 著 新日本出版社 2003 31p

913 ｶ 能の絵本 愛しいわが子をさがして 能の絵本 片山　清司 著 ビーエル出版 2006 1冊

913 ﾕ Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ 湯本　香樹実 著 徳間書店 2001 226p

933 ﾎ グリーン・ノウ物語　１ グリーン・ノウ物語　１ ルーシー　Ｍ．ボストン 著 評論社 2008 269p

973 ﾀ 鈴木出版の海外児童文学　この地球を生きる子どもたち　２ 世界一勇気ある少年 鈴木出版の海外児童文学　この地球を生きる子どもたち　２ フランチェスコ・ダダモ 著 すずき出版 2004 221p

933 ﾌ ドン・フリーマン 著 あすなろ書房 2006 32p

726 ﾃ 朝日文庫　て　３－６ 朝日文庫　て　３－６ 手塚　治虫 著 朝日新聞出版 2010 379p

933 ﾊ リンダ・スー・パーク 著 あすなろ書房 2003 199p

911 ﾎ めくってびっくり短歌絵本　４ 動物の短歌 めくってびっくり短歌絵本　４ 穂村　弘 編 岩崎書店 2007 1冊

210 ﾜ 天下統一めざせ！日本史クイズマスター 天下統一めざせ！日本史クイズマスター ワン・ステップ 編 金の星社 2010 126p

210 ﾜ 天下統一めざせ！日本史クイズマスター 天下統一めざせ！日本史クイズマスター ワン・ステップ 編 金の星社 2010 126p

210 ﾜ 天下統一めざせ！日本史クイズマスター 天下統一めざせ！日本史クイズマスター ワン・ステップ 編 金の星社 2010 126p

210 ﾜ 天下統一めざせ！日本史クイズマスター 天下統一めざせ！日本史クイズマスター ワン・ステップ 編 金の星社 2010 126p

210 ｱ 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 あかね書房 2010 47p

913 ｸ ちょっと不思議あり 楠　章子 著 毎日新聞社 2008 141p

726 ﾃ 手塚治虫漫画全集　１ 手塚治虫漫画全集　１ 手塚　治虫 著 講談社 1977 173p

726 ﾃ 手塚治虫漫画全集　２ 手塚治虫漫画全集　２ 手塚　治虫 著 講談社 1977 186p

210 ｱ 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 あかね書房 2010 47p

726 ﾃ 手塚治虫漫画全集　３ 手塚治虫漫画全集　３ 手塚　治虫 著 講談社 1977 175p

486 ｵ 小原　玲 著 教育出版 2010 95p

913 ﾅ エンタティーン倶楽部 魔法世界ファンタジー エンタティーン倶楽部 南房　秀久 著 学研教育出版 2010 227p

913 ﾊ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 講談社 2010 375p

913 ﾔ 矢玉　四郎 著 岩崎書店 2010 77p

913 ﾀ えほんのぼうけん　１８ えほんのぼうけん　１８ 高畠　那生 著 岩崎書店 2010 1冊

913 ﾐ たんぽぽえほんシリーズ たんぽぽえほんシリーズ みやにし　たつや 著 すずき出版 2010 1冊

913 ｻ ＴＥＥＮＳ’ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　１２ 県立桜花高校★ぼっち部 ＴＥＥＮＳ’ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　１２ 笹生　陽子 著 ポプラ社 2010 213p

913 ﾊ 濱野　京子 著 偕成社 2010 286p



913 ﾌ 角川つばさ文庫　Ｃ　ふ　１－４ 角川つばさ文庫　Ｃ　ふ　１－４ 福田　靖 著 角川書店 2010 255p

913 ﾊ 濱野　京子 著 あかね書房 2010 191p

295 ﾎ アラスカの詩 アラスカの詩 星野　道夫 著 新日本出版社 2010 126p

913 ｿ 角川つばさ文庫　Ｂそ１－４ 角川つばさ文庫　Ｂ　そ　１－４ 宗田　理 著 角川書店 2010 284p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2009 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2009 94p

913 ﾅ 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ　みのる 著 ひくまの出版 2009 94p

519 ﾎ ポプラディア情報館 ポプラディア情報館 ポプラ社 2011 239p

210 ｱ 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 あかね書房 2010 47p

210 ｱ 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 あかね書房 2010 47p

210 ｱ 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 あかね書房 2010 47p

596 ﾋ しぜんにタッチ！ しぜんにタッチ！ ひさかたチャイルド ひさかたチャイルド 2010 27p

304 ｲ きっずジャポニカ・セレクション きっずジャポニカ・セレクション 池上　彰 小学館 2007 119p

304 ｲ きっずジャポニカ・セレクション きっずジャポニカ・セレクション 池上　彰 小学館 2007 135p

913 ｶ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 風野潮 著 講談社 2010 285p

913 ﾖ 学研の新・創作シリーズ 学研の新・創作シリーズ 吉野　万理子 著 学習研究社 2007 187p

913 ﾖ 学研の新・創作シリーズ 学研の新・創作シリーズ 吉野　万理子 著 学習研究社 2008 220p

913 ﾖ 学研の新・創作シリーズ 学研の新・創作シリーズ 吉野　万理子 著 学研教育出版 2009 266p

914 ﾀ 高橋　和の助 著 講談社 2010 103p

933 ﾒ ゼバスティアン・メッシェンモーザー 著 光村教育図書 2009 1冊

933 ﾒ ゼバスティアン・メッシェンモーザー 著 コンセル 2007 1冊

933 ﾒ ゼバスティアン・メッシェンモーザー 著 コンセル 2008 57p

943 ｼ アンドレアス・シュタインヘーフェル 著 岩波書店 2009 284p

913 ｺ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社 2006 267p

913 ｺ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社 2007 221p

913 ｺ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社 2010 266p

913 ｺ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 講談社 2010 269p

750 ｼ 小学生の自由研究 塩浦　信太郎 著 学研教育出版 2010 127p

407 ﾑ 実験しながら、おやつが作れる！ 村上祥子 学研教育出版 2010 79p

210 ﾌ 藤田英昭 ポプラ社 2010 319p

913 ｷ きしら　まゆこ 著 致知出版社 2010 1冊

933 ｺ 伝説の怪物 伝説の怪物 クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店 2009 230p

933 ｺ 深海の秘宝 深海の秘宝 クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店 2009 229p

933 ｺ 天牢の女海賊 天牢の女海賊 クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店 2010 238p

933 ｺ 氷海の呪い 氷海の呪い クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店 2010 246p

933 ｺ 灼熱の予言 灼熱の予言 クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店 2010 263p

933 ｺ 迷宮の図書館 迷宮の図書館 クレシッダ・コーウェル 著 小峰書店 2010 208.32p

933 ｵ クリス・ヴァン・オールズバーグ 著 河出書房新社 2006 1冊

913 ﾓ 森下　一仁 著 ゴブリン書房 2010 239p

913 ﾅ 物語の王国　２－１ 物語の王国　２－１ 梨屋　アリエ 著 岩崎書店 2010 177p

913 ﾌ ポプラカラフル文庫　ふ　２－１９ ポプラカラフル文庫ふ　２－１９ 深沢　美潮 著 ポプラ社 2010 156p



913 ﾌ ポプラカラフル文庫　ふ　２－２０ ポプラカラフル文庫ふ　２－２０ 深沢　美潮 著 ポプラ社 2010 189p

913 ｲ 至光社国際版絵本 至光社国際版絵本 いもと　ようこ 著 至光社 2003 1冊

933 ﾎ 講談社の翻訳絵本　クラシックセレクション 講談社の翻訳絵本　クラシックセレクション キャサリン・ホラバード 著 講談社 2004 1冊

913 ｸ 絵本・いつでもいっしょ　５ 絵本・いつでもいっしょ　５ 薫　くみこ 著 ポプラ社 2001 1冊

458 ｼ 「知」のビジュアル百科　２ 「知」のビジュアル百科　２ Ｒ．Ｆ．シムス 著 あすなろ書房 2004 63p

913 ﾆ きらきら宝石箱　１ きらきら宝石箱　１ 日本児童文学者協会 編 文渓堂 2010 149p

913 ﾆ きらきら宝石箱　２ きらきら宝石箱　２ 日本児童文学者協会 編 文渓堂 2010 141p

913 ﾆ きらきら宝石箱３ きらきら宝石箱　３ 日本児童文学者協会 編 文渓堂 2010 139p

973 ｸ 羊がかなえてくれた夢 パオロ・グアルニエーリ 著 西村書店 2000 1冊

210 ｵ 小川　忠博 著 平凡社 2004 44p

210 ｶ ｆｕｋｋａｎ．ｃｏｍ ｆｕｋｋａｎ．ｃｏｍ 加古　里子 著 ブッキング 2006 77.2p

933 ﾎ ルーシー・ホーキング 著 岩崎書店 2008 300p

519 ｶ 土はいのちのみなもと 菅野　芳秀 著 講談社 2002 196p

329 ｻ 写真絵本国境なき医師団 写真絵本国境なき医師団 早乙女　勝元 編 大月書店 2005 37p

113 ﾅ 人間は遊ぶために生きている 永井　均 著 講談社 1997 125p

388 ﾊ 韓国のむかしばなし パク　ジェヒョン 著 光村教育図書 2006 1冊

388 ｸ 岩波おはなしの本 エチオピアのたのしいお話 岩波おはなしの本 ハロルド・クーランダー 著 岩波書店 1997 158p

388 ﾃ 岩波おはなしの本 スペインのたのしいお話 岩波おはなしの本 ロバート・デイヴィス 著 岩波書店 1997 154p

388 ﾕ 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 2007 254p

388 ｺ 児島　満子 編訳 こぐま社 2000 188p

913 ﾅ 福音館創作童話シリーズ 福音館創作童話シリーズ 中川　李枝子 著 福音館書店 1997 119p

388 ﾍ アジア・アフリカ絵本シリーズ　アフリカ 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 著 アートン 2006 35p

388 ｳ アジア・アフリカ絵本シリーズ　インド インド民話 アジア・アフリカ絵本シリーズ　インド ギタ・ウルフ 著 アートン 2005 1冊

913 ｺ 角川文庫　こ　３４－１ 角川文庫　こ　３４－１ 香月　日輪 著 角川書店 2010 193p

913 ｺ 角川文庫　こ　３４－２ 角川文庫　こ　３４－２ 香月　日輪 著 角川書店 2010 185p

913 ｺ 角川文庫　こ　３４－３ 角川文庫　こ　３４－３ 香月　日輪 著 角川書店 2010 187p

933 ﾛ ロンド国物語 ロンド国物語 エミリー・ロッダ 著 岩崎書店 2010 184p

933 ﾛ チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　６番地 チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　６番地 エミリー・ロッダ 著 あすなろ書房 2010 46p

933 ｵ マジック・ツリーハウス　２９ マジック・ツリーハウス　２９ メアリー・ポープ・オズボーン 著 メディアファクトリー 2010 157p

990 ｳ イラクで本当にあった話 ジャネット・ウィンター 著 晶文社 2006 1冊

388 ｳ 日本傑作絵本シリーズ 北欧民話 日本傑作絵本シリーズ 内田　莉莎子 著 福音館書店 1985 31p

588 ｶ 学研まんがでよくわかるシリーズ５７ 青木　萌 学研 2011

388 ﾌ こどものとも1月号 日本の昔話 福知　伸夫 福音館 2011

366 ｶ 学研まんがでよくわかるシリーズ　仕事のひみつ編３ 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 みんなを守る労働組合 たまだまさお 学研 2011

210 ｱ 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 あかね書房 2010 47p

210 ｱ 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史 あかね書房 2010 47p

933 ﾏ ジュディ・モードとなかまたち４ メーガン・マクドナルド　作 小峰書店 2006 155p

933 ﾏ ジュディ・モードとなかまたち５ メーガン・マクドナルド　作 小峰書店 2007 175p

933 ﾏ ジュディ・モードとなかまたち６ メーガン・マクドナルド　作 小峰書店 2007 167p

913 ｵ 病気の魔女と薬の魔女 岡田晴恵　著 学研教育出版 2010 188p

913 ﾀ 音が見える絵本 たどころみなみ　さく・え 汐文社 2009 24p



933 ｺ 復讐の航海 復讐の航海 クレシッダ・コーウェル　古ノルド語訳 小峰書店 2010 278p

933 ｺ 樹海の決戦 樹海の決戦 クレシッダ・コーウェル　古ノルド語訳 小峰書店 2011 329 4p

289 ｻ コミック版日本の歴史　２１ 戦国人物伝 すぎたとおる　原作 ポプラ社 2010 127p

289 ﾀ コミック版日本の歴史　２２ 戦国人物伝 すぎたとおる　原作 ポプラ社 2010 126p

289 ｲ コミック版日本の歴史　２３ 戦国人物伝 すぎたとおる　原作 ポプラ社 2010 126p

289 ﾓ コミック版日本の歴史　２４ 戦国人物伝 すぎたとおる　原作 ポプラ社 2010 126p

289 ｱ コミック版日本の歴史　２５ 戦国人物伝 すぎたとおる　原作 ポプラ社 2011 127p

913 ﾓ わくわくライブラリー 茂市久美子　作 講談社 2010 141p

913 ｻ サトシン　作 文溪堂 2011 32p

366 ｽ しごとばシリーズ 鈴木のりたけ　作 ブロンズ新社 2009 40p

366 ｽ しごとばシリーズ 鈴木のりたけ　作 ブロンズ新社 2010 40p

366 ｽ しごとばシリーズ 鈴木のりたけ　作 ブロンズ新社 2011 40p

913 ﾊ かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか　さく・え ポプラ社 2010 103p

519 ﾔ １秒の世界　２ １秒の世界　２ 山本良一　責任編集 ダイヤモンド社 2008 143p

913 ﾆ じぶんを見つける物語２ ヘンなおばけの７つのお話 日本児童文芸家協会　編 ポプラ社 2008 150p

913 ﾆ じぶんを見つける物語 ７人のプリンセスのお話 日本児童文芸家協会　編 ポプラ社 2008 151p

913 ｲ 自然科学読み物生き物のちえ 伊藤年一　文 学研教育出版 2011 63p

913 ｵ 乙武洋匡　著 講談社 2010 277p

933 ﾊ トッド・パール　作 童心社 2007 32p

323 ｲ 井上ひさし　原案 講談社 2011 56p

720 ｲ 井上ひさし　著 講談社 2006 71p

913 ﾔ 柳原慧　著 小学館 2008 319p

913 ﾔ 柳原慧　著 小学館 2009 318p

615 ｵ 米の巻 おぐまこうじ ほりえいくよ　作・絵 偕成社 2004 96p

615 ｵ 野菜の巻 おぐまこうじ ほりえいくよ　さく・え 偕成社 2004 96p

615 ｵ 魚の巻 おぐまこうじ ほりえいくよ　さく・え 偕成社 2004 94p

615 ｵ 豆の巻 おぐまこうじ ほりえいくよ　さく・え 偕成社 2005 96p

615 ｵ 梅の巻 おぐまこうじ ほりえいくよ　さく・え 偕成社 2005 95p

727 ｺ 小林正樹　著 マール社 2006 207p

913 ﾓ 森山京　作 あかね書房 2008 31p

949 ｵ キム・フォップス・オーカソン　文 あすなろ書房 2005 31p

913 ｳ 植垣歩子　さく 偕成社 2008 32p

488 ｽ 鈴木まもる　文・絵 偕成社 2007 32p

913 ｽ 末吉暁子　作 偕成社 1978 40p

941 ｳ 日本傑作絵本シリ－ズ ゲーテのバラードによる 上田真而子　文 福音館書店 1992 28p

388 ｵ 子どもがはじめてであう民話 大川悦生　作 ポプラ社 1980 36p

913 ﾏ 日本むかし話 松谷みよ子　文 フレーベル館 2002 38p

913 ｽ 日本みんわ絵本 鈴木喜代春　文 ほるぷ出版 1985 32p

913 ｾ 瀬田貞二　文 のら書店 1998 159p

913 ﾐ 日本みんわ絵本 水谷章三　文 ほるぷ出版 1984 32p

913 ﾀ 行事むかしむかし 一月（初夢のはなし） 谷真介　文 佼成出版社 1991 31p



913 ｲ 日本傑作絵本シリ－ズ 石井桃子　再話 福音館書店 1982 40p

913 ｱ あかね創作えほん あまんきみこ　作 あかね書房 1988 32p

933 ｽ ドクター・スース　さく・え 偕成社 2008 56p

913 ｱ 日本の童話名作選 芥川竜之介　作 偕成社 1994 35p

913 ﾌ 舟崎克彦　文 偕成社 1978 48p

913 ｶ 落語絵本 川端誠　著 クレヨンハウス 1994 25p

933 ﾏ ジャクリ－ン・ブリッグズ・マ－ティン　作 ＢＬ出版 1999 32p

481 ﾐ ぼくら地球のなかまたち 水口博也　文・写真 アリス館 2010 40p

486 ﾐ ゲンジボタルその不思議な一生 三石暉弥　編著 信濃毎日新聞社 2010 127p

610 ｶ そだててあそぼう かわせけんじ　へん 農山漁村文化協会 2003 36p

610 ｶ そだててあそぼう かわせけんじ　へん 農山漁村文化協会 2003 36p

610 ﾅ そだててあそぼう 中井滋郎　へん 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ｷ そだててあそぼう きむらまさゆき　へん 農山漁村文化協会 1999 36p

913 ﾏ 福音館のかがくのほん 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 著 福音館書店 2004 31p

933 ｺ ポール・ゴーブル 著 光村教育図書 2006 1冊

913 ﾐ ミキハウスの絵本 ミキハウスの絵本 宮沢　賢治 著 三起商行 2007 1冊

489 ﾐ 宮崎　学 著 偕成社 2006 161p

913 ｳ 狂言えほん　２ 狂言えほん　２ 内田　麟太郎 著 ポプラ社 2008 36p

913 ﾋ おとうさん・おかあさんのしごとシリーズ おとうさん・おかあさんのしごとシリーズ 平田昌広 著 佼成出版社 2009 31p

913 ﾋ おとうさん・おかあさんのしごとシリーズ おとうさん・おかあさんのしごとシリーズ 平田　昌広 著 佼成出版社 2009 32p

913 ﾋ おとうさん・おかあさんのしごとシリーズ おとうさん・おかあさんのしごとシリーズ 平田昌広 著 佼成出版社 2010 32p

913 ｲ 黒魔女さんが通る！！×若おかみは小学生！ 石崎洋司 講談社 2010 311p

159 ﾀ 自立のすすめ 辰巳　渚 著 毎日新聞社 2008 167p

159 ﾀ 自立のすすめマイルール 辰巳　渚 著 毎日新聞社 2010 186p

933 ﾊ 消えた反重力マシン リンダ・バックリー・アーチャー 著 ソフトバンククリエイティブ 2007 485p

933 ﾊ タイムトラベラー タイムトラベラー リンダ・バックリー・アーチャー 著 ソフトバンククリエイティブ 2008 537p

933 ﾊ タイムトラベラー タイムトラベラー リンダ・バックリー・アーチャー 著 ソフトバンククリエイティブ 2010 475p

913 ｲ おはなしバスケット　４ おはなしバスケット　４ 今村　葦子 著 ポプラ社 2001 76p

487 ハ スティーブ・パーカー 著 文研出版 2010 47p

913 ﾋ 東川　篤哉 （株）小学館 2011 P255

210 ﾜ 小学生の社会科の勉強にピッタリ！ 旺文社 編 旺文社 1984 232p

210 ﾜ Ｗｏｒｌｄ 小学生の社会科の勉強にピッタリ！ 旺文社 編 旺文社 1985 159p

210 ﾋ 小学生の社会科の勉強にピッタリ！ 旺文社編 旺文社 1985

210 ﾐ 原始の人びととくらし 縄文時代 あすなろ書房 1989 55p

210 ﾐ 稲づくりと人びとのくらし 弥生・古墳時代 あすなろ書房 1989 55p

210 ﾐ 都に集まる人びととくらし 飛鳥・奈良時代 あすなろ書房 1989 55p

210 ﾐ 都に集まる人びととくらし 飛鳥・奈良時代 あすなろ書房 1989 55p

210 ﾐ 貴族と庶民のくらし 平安時代 あすなろ書房 1989 55p

210 ﾐ 武士と庶民のくらし 鎌倉・室町時代 あすなろ書房 1989 55p

210 ﾐ 農村と都市のくらし 江戸時代 あすなろ書房 1989 54p

210 ﾐ くらしの中の歴史発見 資料編 あすなろ書房 1989 54p



386 ﾔ 絵本ノンフィクション 絵本ノンフィクション 山中 冬児 作絵 岩崎書店 1976 32p

911 音読詩集１ 感性をみがき言葉の美しさに気づかせる 水谷　晃三 文溪堂

59 ｼ 少年写真新聞社 編集 少年写真新聞社 1997 135p

290 ｶ 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 1999 228p

90 ﾎ 市民文庫シリーズ１９ 北条　令子 高松市図書館 1996

470 ｷ 木崎秀樹 創森社 2000

90 ｾ 時をめぐる海の路 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会 2001

210 ｶ 土木の絵本 異国にささげた技術と情熱 かこ さとし 画・構成 全国建設研修センター 1998 32p

210 ｶ 土木の絵本 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 2002 32p

210 ｶ 土木の絵本 日本の土木工事をひらいた人びと かこ さとし 画・構成 全国建設研修センター 1997 31p

913 ﾀ たばた せいいち 〔ほか〕共同制作 偕成社 1985 1冊

388 ｲ 絵で読む 出雲井　晶 明成社 2000

913 ﾅ 那須田 淳 作 ひくまの出版 1989 290p

913 ﾑ 子ども図書館 椋 鳩十 作 大日本図書 1970 164p

913 ﾑ アルプスのキジ 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1983 85p

913 ﾑ 栗野岳のぬし イノシシ物語 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1983 77p

913 ﾑ 黒ものがたり 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1983 77p

913 ﾑ モグラものがたり 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1983 69p

913 ﾑ 森の王者 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1983 77p

913 ﾑ 片足の母スズメ 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1983 69p

913 ﾑ やねうらのネコ 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1983 77p

913 ﾑ 愛犬カヤ 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1983 69p

913 ﾑ 山へかえる サル物語 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1984 69p

913 ﾑ はねのある友だち 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1984 69p

913 ﾑ カイムのいずみ 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1984 77p

913 ｻ 創作絵本 斎藤 隆介 作 岩崎書店 1980 30p

913 ｱ どうわランド あまん きみこ 作 佼成出版社 1990 62p

913 ﾀ えほんはともだち 立松 和平 作 ポプラ社 1990 30p

913 ﾀ えほんはともだち 立松 和平 作 ポプラ社 1990 30p

913 ﾑ なきむしたろう 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1983 77p

913 ﾑ どうぞかんべん 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1983 77p

913 ﾑ ゾウのたび 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1983 77p

913 ﾑ 三ぼん足のイタチ 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1983 77p

913 ﾑ ちょこまかギツネなきギツネ 椋 鳩十 作 あすなろ書房 1983 101p

913 ﾑ 椋鳩十全集 椋 鳩十 著 ポプラ社 1978 269p

468 ﾀ 福音館の科学の本 田川 日出夫 文 福音館書店 1987 31p

913 ｱ 安房直子　文　南塚直子　絵 小峰書店 1999 32p

913 ｼ 原爆絵本シリーズ 四国 五郎 作 絵 汐文社 1989 1冊

913 ｲ 原爆絵本シリーズ 入野 忠芳 作 絵 汐文社 1989 1冊

913 ﾔ 原爆絵本シリーズ 山下 まさと 作 絵 汐文社 1989 1冊

913 ｼ 原爆絵本シリーズ 下村 仁一 作・絵 汐文社 1989 1冊



913 ｼ 原爆絵本シリーズ 白井 史朗 作 絵 汐文社 1989 1冊

913 ﾔ 原爆絵本シリーズ 山本 美次 作 絵 汐文社 1989 1冊

913 ｶ 原爆絵本シリーズ 金崎 是 作 絵 汐文社 1989 1冊

480 ｼ 幼年版 オオカミ王ロボ あすなろ書房 1990 105p

480 ｼ 幼年版 灰色グマのワーブ あすなろ書房 1990 105p

480 ｼ 幼年版 旗尾リスのぼうけん あすなろ書房 1990 105p

480 ｼ 幼年版 スプリングフィールドのキツネ あすなろ書房 1990 105p

480 ｼ 幼年版 あわふきぼうず（たたかう野ブタ） あすなろ書房 1989 105p

480 ｼ 幼年版 あばれウマのマスタング あすなろ書房 1989 105p

480 ｼ 幼年版 少年とオオヤマネコ あすなろ書房 1989 105p

480 ｼ 幼年版 サンドヒルの雄ジカ あすなろ書房 1986 105p

480 ｼ 幼年版 ギザ耳ウサギ あすなろ書房 1989 105p

480 ｼ 幼年版 ドン谷のエリマキライチョウ あすなろ書房 1988 105p

470 ｶ 学校菜園と野菜 学研 1985 143p

911 ｷ 岩波の愛蔵版 北原白秋童謡選 北原 白秋 作 岩波書店 1964 337p

911 ｼ 国土社の詩の本 清水 たみ子 著 国土社 1975 77p

911 ﾏ 子ども図書館 まど みちお 著 大日本図書 1968 57p

911 ﾖ 子ども図書館 少年少女詩曲集 与田 準一 著 大日本図書 1973 91 25p

453 ﾜ こども・ものしりゼミナール 渡部 景隆 訳・著 岩崎書店 1985 32p

469 ﾀ こども・ものしりゼミナール 高橋 伸夫 訳著 岩崎書店 1985 32p

913 ｻ こみねのえほん さの ようこ さく・え 小峰書店 1990 1冊

933 ｱ 児童図書館・絵本の部屋 フランク・アッシュ えとぶん 評論社 1985 1冊

933 ﾄ ジョアンナ・トゥロートン 評論社 32p

933 ｼ 児童図書館・絵本の部屋 ハリエット・ジィーフェルト ぶん 評論社 1990 1冊

933 ﾊ 児童図書館・絵本の部屋 スーザン・バーレイ さく　え 評論社 1986 1冊

440 ﾌ チロの天文シリーズ 藤井 旭 著 誠文堂新光社 1989 100p

440 ﾌ チロの天文シリーズ 藤井 旭 著 誠文堂新光社 1987 100p

486 ｾ 観察の本 千国 安之輔 写真と文 偕成社 1978 79p

486 ｵ 観察の本 小原 嘉明 文 偕成社 1979 79p
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380 ｶ くらしの移り変わり 学研 1986 176p

380 ﾏ ふるさとの「まち」や「むら」 学研 1986 176p

380 ｱ 遊びと仲間 学研 1986 176p

913 ﾁ えほんのもり 長 新太 さく 文研出版 1986 28p

913 ｶ かこさとし七色のおはなしえほん かこ さとし 文と絵 偕成社 1984 1冊

933 ｶ エリック＝カール さく 偕成社 1981 1冊

933 ｶ エリック＝カール さく 偕成社 1990 1冊

913 ｶ エリック＝カール さく 偕成社 1990 1冊

933 ｶ エリック＝カール さく・え 偕成社 1979 1冊

933 ｶ エリック＝カール え 偕成社 1984 1冊

933 ｶ エリック＝カール さく 偕成社 1991 1冊



933 ｶ エリック＝カール 作 偕成社 1991 1冊

933 ｶ エリック＝カール さく 偕成社 1980 1冊

943 ﾌ ある少女と戦争 ウルズラ・フックス 作 さ・え・ら書房 1983 240p

933 ｶ キャロル・カーリック 作 さ・え・ら書房 1986 134p

911 ｺ 国土社の詩の本 戦後名作選・１ 国土社編集部 編 国土社 1976 76p

911 ﾌ 国土社の詩の本 武鹿 悦子 著 国土社 1976 77p

911 ﾐ 国土社の詩の本 宮沢 章二 詩 国土社 1975 77p

911 ﾂ 国土社の詩の本 都築 益世 著 国土社 1975 78p

911 ｺ 国土社の詩の本 戦後名作選・２ 国土社編集部 編 国土社 1976 78p

911 ｻ 国土社の詩の本 阪田 寛夫 詩 国土社 1975 77p

90 ﾎ 木の巻 北條　令子 松林社 1993

90 ｽ 郷土の発展につくした人びと 角　節郎 光文書院 1982

750 ｱ 青津 優子 著 大日本絵画 1993 66p

933 ﾘ 世界の絵本 メアリ・リース さく・え 岩崎書店 1994 25p

90 ｽ 香川県小学校歴史読本 角　節郎 松林社 1979

486 ﾏ みつけた！しぜんのなかで 松山 史郎 文と写真 大日本図書 1990 31p

519 ｶ 香川の自然ガイドブック１ 香川県生活環境部環境局環境・土地政策自然保護室 1998

519 ｶ 香川の自然ガイドブック１ 香川県生活環境部環境局環境・土地政策自然保護室 1998

519 ｶ 香川の自然ガイドブック２ 香川県生活環境部環境局環境・土地政策自然保護室 1998

519 ｶ 香川の自然ガイドブック２ 香川県生活環境部環境局環境・土地政策自然保護室 1998

519 ｶ 香川の自然ガイドブック３ 香川県生活環境部環境局環境・土地政策自然保護室 1998

519 ｶ 香川の自然ガイドブック３ 香川県生活環境部環境局環境・土地政策自然保護室 1998

519 ｶ 香川の自然ガイドブック 香川県生活環境部環境局環境・土地政策自然保護室 1989

519 ｶ 香川の自然ガイドブック 香川県生活環境部環境局環境・土地政策自然保護室 1989
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911 ﾏ 詩の散歩道 松永伍一少年詩集 松永 伍一 著 理論社 1981 142p
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913 ﾋ あかね幼年どうわ 東 君平 作・絵 あかね書房 1981 77p

913 ﾓ あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作 あかね書房 1987 75p



913 ｳ うめみや えいすけ 作・絵 福武書店 1984 1冊

913 ｱ あかね創作えほん あまん きみこ 作 あかね書房 1982 1冊

913 ｱ あかね創作えほん あまん きみこ 作 あかね書房 1982 1冊

913 ﾐ セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治 著 岩崎書店 1979 174p

470 ﾏ みるずかん・かんじるずかん 高森 登志夫 え 福音館書店 1992 31p

913 ﾆ 新美南吉童話選集 新美 南吉 作 大日本図書 1973 62p

933 ﾜ インガルス一家の物語 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店 1982 254p

90 ﾀ 「香川の地理ものがたり」編集委員会 編 日本標準 1981 207p

90 ﾀ 「香川の地理ものがたり」編集委員会 編 日本標準 1981 207p

90 ﾀ 「香川の地理ものがたり」編集委員会 編 日本標準 1981 207p

90 ﾀ 「香川の地理ものがたり」編集委員会 編 日本標準 1981 207p

90 ｶ 香川県小学校理科教育研究会 編 日本標準 1982 206p

90 ｶ 香川県小学校理科教育研究会 編 日本標準 1982 206p

90 ｶ 香川県小学校体育連盟　編 光文書院 1984

90 ｶ 香川県小学校体育連盟　編 光文書院 1984

90 ｶ 「香川の歴史ものがたり」刊行委員会 編 日本標準 1980 222p

90 ｶ 香川県小学校教育研究会国語部会 編 日本標準 1977 255p

388 ﾔ 大型絵本 古代エジプトの物語 リーセ・マニケ 文　絵 岩波書店 1984 1冊

470 ﾄ 楽しく育てておいしく食べる 戸沢　英男 農山漁村文化協会 1985

470 ﾀ まるごと楽しむ 武田　英之 農文協 1989

470 ﾖ まるごと楽しむ 吉田　稔 農文協 1988

470 ﾔ まるごと楽しむ 山田　貴義 農文協 1989

470 ﾓ まるごと楽しむ 森　俊人 農文協 1989

911 ﾏ 国土社の詩の本 まど みちお 詩 国土社 1978 78p

911 ｻ 国土社の詩の本 佐藤 義美 著 国土社 1980 78p

911 ｺ 国土社の詩の本 小林 純一 著 国土社 1977 78p

911 ｶ 国土社の詩の本 神沢 利子 詩 国土社 1980 78p

911 ﾐ 国土社の詩の本 三越 左千夫 詩 国土社 1977 78p

911 ﾖ 国土社の詩の本 与田 準一 著 国土社 1980 78p

911 ﾂ 国土社の詩の本 鶴見 正夫 詩 国土社 1980 77p

911 ﾀ 国土社の詩の本 谷川 俊太郎 詩 国土社 1980 78p

911 ｼ 国土社の詩の本 柴野 民三 著 国土社 1979 77p

911 ｾ 国土社の詩の本 関根 栄一 詩 国土社 1979 77p

911 ﾌ 国土社の詩の本 藤田 圭雄 著 国土社 1980 78p

911 ｻ 国土社の詩の本 サトウ ハチロー 著 国土社 1980 78p

913 ｶ 絵本のひろば 神沢 利子 作 ポプラ社 1975 35p

911 ｺ くもんのまんがおもしろ大事典 くもん出版 1989 176p

911 ｺ くもんのまんがおもしろ大事典 くもん出版 1988 175p

911 ﾊ くもんのまんがおもしろ大事典 くもん出版 1987 176p

913 ｱ 童話 安房 直子 作 筑摩書房 1979 135p

913 ｱ 安房 直子 著 筑摩書房 1987 149p



913 ｱ 童話集 安房 直子 〔著〕 筑摩書房 1973 206p

913 ｱ 童話集 安房 直子 〔著〕 筑摩書房 1975 221p

916 ﾋ ジュニア・ノンフィクション 広島大学教育学部付属小学校内国際平和教育研究会 編 教育出版センター 1982 145p

913 ｱ ポプラ社の小さな童話 あまん きみこ さく ポプラ社 1987 77p

480 ｶ カラー版 は虫類・両生類・魚・こん虫 学研 1988 80p

933 ｶ エリック＝カール 絵 偕成社 1987 1冊

911 ｶ 門倉 　 作 草土文化 1982 67p

596 ﾓ 月刊　たくさんのふしぎ 月刊　たくさんのふしぎ 森枝 卓士 文・写真 福音館書店 1988 39 8p

380 ﾀ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 田沼 武能 文・写真 福音館書店 1989 40 8p

450 ｶ 月刊たくさんのふしぎ 桂 雄三 文 福音館書店 1991 39p

500 ﾔ 月刊たくさんのふしぎ 山本 忠敬 さく 福音館書店 1992 47 4p

290 ｵ 月刊　たくさんのふしぎ 大村次郷　文・写真 福音館書店 1992

800 ｱ 月刊たくさんのふしぎ 天野 祐吉 文 福音館書店 1988 40 4p

383 ﾏ 月刊たくさんのふしぎ 松本 敏子 文・写真 福音館書店 1989 40 4p

290 ｲ 月刊たくさんのふしぎ 今森 光彦 文・写真 福音館書店 1991 40 4p

600 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ 田中 久志 漫画 学研広告宣伝局教材資料制作室 2001 128p

380 ﾀ 市民文庫シリーズ 高松市図書館 1995

361 ﾊ 朝日選書 原田伴彦 朝日新聞社 1975

361 ﾊ 朝日選書 原田伴彦 朝日新聞社 1975

361 ﾊ 朝日選書 原田伴彦 朝日新聞社 1975

361 ﾊ 朝日選書 原田伴彦 朝日新聞社 1975

361 ﾊ 朝日選書 原田伴彦 朝日新聞社 1975
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916 ｼ 昭和２０年の証言 四国新聞社 1995

913 ﾂ アイドルブックス 壷井 栄 著 ポプラ社 1978 302p

90 ｼ 小豆郡教育会 1971

90 ｼ 小豆郡教育会 1971

90 ｼ おもしろＩｓｌａｎｄ再発見 四国新聞社 1999

300 ｶ 松林社 1996



400 ｶ 自然と歴史ガイドブック 香川県自然科学館 2002
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90 ﾌ 文藝春愁 1992

90 ﾌ 文藝春愁 1992

90 ﾌ 文藝春愁 1992
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90 ｶ 五色台と私たち（Ⅲ） 家族で五色台を楽しもう 香川県自然科学館協議会 2000

913 ﾓ あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作 あかね書房 1985 75p
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486 ﾅ ジュニア図鑑 ジュニア図鑑 中西 元男 著 保育社 1983 89p

451 ｵ ジュニア図鑑 ジュニア図鑑 岡林 一夫 著 保育社 1982 89p

450 ｲ ジュニア図鑑 ジュニア図鑑 池田 俊夫 著 保育社 1983 89p

470 ﾏ ジュニア図鑑 ジュニア図鑑 松下 まり子 著 保育社 1982 89p

470 ﾅ ジュニア図鑑 ジュニア図鑑 中川 重年 著 保育社 1982 89p

470 ｻ ジュニア図鑑 ジュニア図鑑 野原 斎鹿 潤子 著 保育社 1983 89p

470 ｻ ジュニア図鑑 ジュニア図鑑 川と水辺 斎鹿 潤子 著 保育社 1983 89p

474 ｳ ジュニア図鑑 ジュニア図鑑 上田 俊穂 著 保育社 1982 87p

470 ｱ ジュニア図鑑 ジュニア図鑑 赤木 聡子 著 保育社 1981 91p

470 ｶ ジュニア図鑑 夏～秋 ジュニア図鑑 金崎 一夫 著 保育社 1983 89p

470 ｶ ジュニア図鑑 春～初夏 ジュニア図鑑 金崎 一夫 著 保育社 1982 89p

916 ﾊ 文研じゅべにーる 第五福竜丸物語 長谷川 潮 著 文研出版 1984 207p

933 ﾜ 文研じゅべにーる ジャン・ワール 作 文研出版 1979 159p

943 ﾍ ペーター＝ヘルトリング 作 偕成社 1985 206p

943 ﾍ ペーター＝ヘルトリング 作 偕成社 1979 170p

943 ﾌ オトフリート＝プロイスラー 作 偕成社 1980 349p



913 ｱ あたらしい創作童話 安房 直子 〔作〕 岩崎書店 1975 78p

488 ｳ カラーサイエンス 内田 康夫 責任編集 集英社 1985 62p

913 ｶ おはなし名作絵本 川村 たかし 文 ポプラ社 1974 35p

380 ｵ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 小野 かおる さく 福音館書店 1989 40 4p

480 ｵ おはなし科学 おはなし科学 折井 英治 文 大日本図書 1978 54p

486 ﾀ 新日本動物植物えほん 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん 新日本出版社 1991 31p

913 ｱ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 あまん きみこ 作 理論社 1985 139p

913 ﾑ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 椋 鳩十 作 理論社 1984 174p

913 ｶ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 神沢 利子 作 理論社 1987 189p

913 ｻ こみね幼年どうわ こみね幼年どうわ 佐藤 さとる 作 小峰書店 1983 59p

913 ﾓ こみね幼年どうわ こみね幼年どうわ 森山 京 作 小峰書店 1983 55p

913 ﾏ こみね幼年どうわ こみね幼年どうわ 松谷 みよ子 作 小峰書店 1986 63p

913 ｶ こみね幼年どうわ こみね幼年どうわ 角野 栄子 作 小峰書店 1983 55p

913 ﾔ こみね幼年どうわ こみね幼年どうわ 山中 恒 作 小峰書店 1984 63p

291 ｲ 京都府 ぎょうせい 1989 71p

291 ｲ 奈良県 ぎょうせい 1988 71p

291 ｲ 沖縄県 ぎょうせい 1988 71p

400 ﾏ Ｆｉｅｌｄ‐ｐａｌ 松岡 達英 絵　塩野米松　文 小学館 1993 255p

913 ﾅ こども文学館 こども文学館 那須 正幹 作 ポプラ社 1985 222p

913 ﾅ こども文学館 こども文学館 那須 正幹 作 ポプラ社 1985 198p

913 ｵ 新創作児童文学 及川 和男 作 岩崎書店 1992 179p

953 ﾋﾟ あかね世界の文学シリーズ あかね世界の文学シリーズ Ｍ．ピクマル 作 あかね書房 1992 150p

480 ﾅ アイウエオ順　カタツムリ～キンギョ みんなでかおう 学研 1993 47p

480 ﾅ アイウエオ順　ジュウシマツ～ハツカネズミ みんなでかおう 学研 1993 47p

480 ﾅ アイウエオ順　バッタ～ヤドカリ みんなでかおう 学研 1993 47p

470 ﾅ アイウエオ順　アサガオ～カブ みんなでそだてよう 学研 1993 47p

470 ﾅ アイウエオ順　みんなでそだてよう トマト～ヒヤシンス 学研 1993 47p

470 ﾅ アイウエオ順　みんなでそだてよう ヒョウタン～ワタ 学研 1993 47p

488 ﾔ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん 福音館書店 1989 25p

933 ﾚ ちからを　あわせた　もじたちの　はなし レオ・レオニ 作 好学社 1975 1冊

933 ﾚ たってあるいた　わにの　はなし レオ＝レオニ 作 好学社 1983 1冊

933 ﾚ じぶんをみつけたぶぶんひんのはなし レオ・レオニ 〔作〕 好学社 1975 1冊

933 ﾚ ちょっとかわったのねずみのはなし レオ・レオニ 作 好学社 1969 1冊

933 ﾚ にひきののみのはなし レオ・レオニ 作 好学社 1977 1冊

933 ﾚ かえるのまねしたさかなのはなし レオ・レオニ 作 好学社 1975 1冊

913 ﾀ たかどのほうこ　杉浦範茂 童心社 2009 40p

913 ｳ 内田麟太郎・文　高畠純・絵 文溪堂 2002

949 ﾛ ティエリー・ロブレヒト　作　フィリップ・ホーセンス　絵 文溪堂 2010

933 ﾉ せかいいちのパパがいるひとみんなに カール・ノラック　文　イングリッド・ゴドン　絵 セーラー出版 2006 25p

933 ｹ アンナ・ケンプ　文　サラ・オギルヴィー　絵　かどのえいこ　訳 ＢＬ出版 2011 32p

913 ﾏ まつおかたつひで　作・文 ポプラ社 2011 32p



620 ｶ サラ　ガーランド　さく　まき　ふみえ　やく 福音館書店 2010 36p

913 ｵ 岡信子　作　土田義晴　絵 岩崎書店 1998

913 ｸ くすのきしげのり　作　たるいしまこ　絵 小学館 2012

913 ｱ あまんきみこ　文　北田卓史　絵 ポプラ社 1977 32p

386 ｺ 監修橋本裕之 講談社 2005 120p

913 ｲ 石崎洋司　作　藤田香　絵 講談社 2007 254p

913 ﾎ 星新一ショートショートセレクション 星新一　作　和田誠　絵 理論社 2001

933 ｵ マジック・ツリーハウス１４ メディアファクトリー 2005

519 ｲ 太陽の写真家と子どもたちのエコ革命 今関信子　著 汐文社 2012

519 ｲ シェーファー先生の自然の学校 今泉みね子　著 合同出版 1999

486 ｵ ドキドキいっぱい虫のくらし写真館１２ 写真　海野和男　文　大木邦彦 ポプラ社 2004 39p

470 ｺ 絵本図鑑シリーズ 絵本図鑑シリーズ 小宮山 洋夫 作 岩崎書店 1989 40p

470 ｺ 絵本図鑑シリーズ 絵本図鑑シリーズ 小林 路子 作 岩崎書店 1991 35p

470 ﾊ 絵本図鑑シリーズ 絵本図鑑シリーズ 長谷川 哲雄 作 岩崎書店 1989 47p

470 ﾊ 絵本図鑑シリーズ 野の花と虫たち 絵本図鑑シリーズ 長谷川 哲雄 作 岩崎書店 1992 48p

468 ｳ 絵本図鑑シリーズ 絵本図鑑シリーズ 海野 和男 文・写真 岩崎書店 1987 39p

933 ﾚ なんでもはかれるしゃくとりむしのはなし レオ・レオニ 〔作〕 好学社 1979 1冊

933 ﾚ ともだちをみつけたねずみのはなし レオ・レオニ 〔作〕 好学社 1975 1冊

933 ﾚ りこうになったかたつむりのはなし レオ・レオニ 作 好学社 1969 1冊

933 ﾚ はじめておんがくをきいたねずみのはなし レオ＝レオニ 作 好学社 1979 1冊

933 ﾚ かめんに　とりつかれた　ねずみの　はなし レオ・レオニ 作 好学社 1973 1冊

933 りんごのすきなうさぎのはなし レオ・レオニ 作 好学社 1975 1冊

933 ﾚ えかきになったねずみのはなし レオ＝レオニ 作 好学社 1992 1冊

933 ﾚ ３びきのけんかずきのかえるのはなし レオ＝レオニ 〔作〕 好学社 1985 1冊

933 ﾚ ほんものになった　うさぎの　はなし レオ＝レオニ 作 好学社 1982 1冊

933 ﾚ いろいろさがしたカメレオンのはなし レオ＝レオニ 作 好学社 1975 1冊

470 ﾅ アイウエオ順　みんなでそだてよう ジャガイモ～トウモロコシ 学研 1993 47p

486 ﾊ 絵本図鑑シリーズ 小さな虫たちのせかい 長谷川 哲雄 作 岩崎書店 1987 43p

407 ｼ 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 1987 94p

913 ｵ えほん・ドリームランド えほん・ドリームランド 岡 信子 作 岩崎書店 1981 28p

933 ﾖ えほん・ドリームランド えほん・ドリームランド ジョン・ヨーマン 作 岩崎書店 1984 27p

933 ﾌ えほん・ドリームランド えほん・ドリームランド マーガレット・ワイズ・ブラウン 作 岩崎書店 1984 28p

913 ﾏ 行事のえほん 行事のえほん 松野 正子 作 教育画劇 1992 27p

913 ｲ 行事のえほん 行事のえほん 岩崎 京子 作 教育画劇 1993 28p

913 ﾌ 行事のえほん たなばたのおはなし 行事のえほん 武鹿 悦子 作 教育画劇 1993 27p

913 ｵ 行事のえほん 行事のえほん 岡 信子 作 教育画劇 1993 28p

913 ｶ 行事のえほん お月見のおはなし 行事のえほん 香山 美子 作 教育画劇 1993 28p

913 ﾀ わたしのえほん わたしのえほん 高田 桂子 さく ＰＨＰ研究所 1990 1冊

913 ﾌ 止揚学園の子ども 作 偕成社 1982 31p

754 ﾔ 楽しい生活科 楽しい生活科 八木 紘一郎 著 誠文堂新光社 1993 46p

754 ﾔ 楽しい生活科 楽しい生活科 八木 紘一郎 著 誠文堂新光社 1993 46p



930 ｽ えほん・ドリームランド えほん・ドリームランド キャスリーン・スティーブンス 作 岩崎書店 1982 27p

913 ﾓ スピカの創作童話 スピカの創作童話 森山 京 作 教育画劇 1988 78p

913 ｶ スピカの創作童話 スピカの創作童話 柏葉 幸子 作 教育画劇 1992 62p

486 ｲ わたしのノンフィクション わたしの研究 わたしのノンフィクション 石井 象二郎 文 偕成社 1991 108p

486 ｵ わたしのノンフィクション おどろくべきみつばちの生態 わたしのノンフィクション 小原 嘉明 作 偕成社 1992 222p

369 ﾍ 脳性まひの障害とたたかう少年 トーマス＝ベリイマン 写真 文 偕成社 1990 39p

911 ﾎ 花の詩画集 花の詩画集 星野 富弘 著 偕成社 1986 93p

750 ﾀ 水溶液の性質 ナツメ社 159p

913 ﾐ 宮沢賢治絵童話集 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版 1993 77p

913 ﾐ 宮沢賢治絵童話集 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版 1992 73p

913 ﾐ 宮沢賢治絵童話集 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版 1992 77p

913 ﾐ 宮沢賢治絵童話集 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版 1993 77p

913 ﾐ 宮沢賢治絵童話集 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版 1993 73p

913 ﾐ 宮沢賢治絵童話集 宮沢賢治絵童話集 宮沢 賢治 〔著〕 くもん出版 1993 73p

913 ﾐ 宮沢賢治絵童話集 宮沢賢治絵童話集 〔宮沢 賢治 著〕 くもん出版 1993 77p

913 ﾐ 宮沢賢治絵童話集 宮沢賢治絵童話集 宮沢 賢治 〔著〕 くもん出版 1993 77p

913 ﾆ 天の岩戸 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989 87p

913 ﾆ イナバの白うさぎ 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989 79p

913 ﾆ ちいさな神さま 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989 79p

913 ﾆ ちからじまんの神さま 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989 79p

913 ﾆ コノハナサクヤヒメ 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989 79p

913 ﾆ ウミサチとヤマサチ 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989 77p

913 ﾆ まぼろしの白いクマ 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989 79p

913 ﾆ ヤマトタケル 西野 綾子 文 ひくまの出版 1989 79p

549 ｻ 斎藤 賢之輔 著 誠文堂新光社 1991 62p

913 ﾓ 新あかね幼年どうわ 新あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作 あかね書房 1990 77p

913 ﾓ 新あかね幼年どうわ 新あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作 あかね書房 1991 77p

913 ﾓ 新あかね幼年どうわ 新あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作 あかね書房 1992 77p

913 ﾓ 新あかね幼年どうわ 新あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作 あかね書房 1992 77p

484 ｾ かたつむり 生活科を創る会 編 小峰書店 1993 43p

480 ｾ あさがお 生活科を創る会 編 小峰書店 1993 43p

480 ｾ ひまわり 生活科を創る会 編 小峰書店 1993 43p

480 ｾ ミニトマト 生活科を創る会 編 小峰書店 1993 43p

480 ｾ さつまいも 生活科を創る会 編 小峰書店 1993 43p

480 ｾ そだててみたい花とやさい 生活科を創る会 編 小峰書店 1993 43p

388 ﾗ えほん・ドリームランド Ａ・トルストイ 再話 岩崎書店 1982 27p

484 ｵ 学研の図鑑 学研の図鑑 学研 1981 136p

443 ｵ 学研まんが新ひみつシリーズ 藤井旭　監修　大岩ビュン　まんが 学研

779 ｶ 古典落語 クロスロード 1989 45p

779 ﾊ 寄席雑芸 （太神楽曲芸・紙切り・手品） クロスロード 1989 48p

708 ﾊ 名画の秘密をさぐる 鳥に話しかけた画家 名画の秘密をさぐる Ｙ・パンギーリ 文 岩崎書店 1993 55p



708 ｽ 名画の秘密をさぐる さかさまの世界を描いた画家 名画の秘密をさぐる Ｐ・ステルクス 文 岩崎書店 1993 52p

708 ｸ 名画の秘密をさぐる 夢のなかの旅 名画の秘密をさぐる Ｄ・グロスジャン 文 岩崎書店 1993 50p

708 ﾙ 名画の秘密をさぐる 火の玉の太陽にこがれて 名画の秘密をさぐる Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店 1993 55p

708 ﾋ 名画の秘密をさぐる 南の国にひかれた画家 名画の秘密をさぐる Ｍ・ピエール 文 岩崎書店 1993 51p

708 ﾊ 名画の秘密をさぐる 線と形の画家 名画の秘密をさぐる Ｙ・バイエ 文 岩崎書店 1993 49p

708 ｱ 名画の秘密をさぐる 立体派の巨匠 名画の秘密をさぐる Ｖ・アントワーヌ 文 岩崎書店 1993 51p

708 ﾙ 名画の秘密をさぐる ぼくの大すきなロシアの町 名画の秘密をさぐる Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店 1993 53p

837 ﾊ おもしろかいわ①　ひとくち表現集 学研 1993 41p

837 ﾊ おもしろかいわ②　場面別表現集 学研 1993 41p

837 ﾊ だんごあそび 学研 1993 73p

837 ﾊ アメリカンライフ 学研 1994 73p

837 ﾊ ＡＢＣあそび 学研 1994 65p

913 ｱ えほん・ドリームランド えほん・ドリームランド あまん きみこ 作 岩崎書店 1980 27p

913 ﾐ 講談社青い鳥文庫 宮沢 賢治 〔著〕 講談社 1985 205p

933 ｼ あたらしい世界の童話 エリザベス・ショー 作・絵 岩崎書店 1993 51p

90 ﾎ 水の巻 北條　令子 松林社 1991

90 ﾎ 島の巻 北條　令子 松林社 1991

90 ﾎ 山の巻 北條　令子 松林社 1993

90 ﾎ 人の巻 北條　令子 松林社 1992

90 ﾎ 木の巻 北條　令子 松林社 1993

480 ﾅ アイウエオ順　みんなでかおう アヒル～カイコ 学研 1993 47p

480 ﾅ アイウエオ順　みんなでかおう グッピー～シマリス 学研 1993 47p

480 ﾅ アイウエオ順　みんなでかおう バッタ～ヤドカリ 学研 1993 47p

470 ﾅ アイウエオ順　みんなでそだてよう カボチャ～サルビア 学研 1993 47p

519 ﾆ 学研の図鑑 学研 1991 152p

911 ﾑ 村田 清司 え 偕成社 1991 1冊

480 ﾈ たんけんだいすき 生きものといっしょ 学研 1991 48p

300 ｶ 光文書院 1988

480 ｶ どうぶつなぜなぜずかん あかちゃん どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ ぶん 草土文化 1994 26p

480 ｶ どうぶつなぜなぜずかん からだのうごき どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ ぶん 草土文化 1994 26p

480 ｶ どうぶつなぜなぜずかん こうどう どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ ぶん 草土文化 1993 26p

480 ｶ どうぶつなぜなぜずかん かぞく どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ ぶん 草土文化 1994 26p

480 ｶ どうぶつなぜなぜずかん きろく アニタ・ガネリ ぶん 草土文化 1993 26p

480 ｶ どうぶつなぜなぜずかん たべもの どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ ぶん 草土文化 1994 26p

480 ｶ どうぶつなぜなぜずかん おしゃべり どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ ぶん 草土文化 1993 26p

480 ｶ どうぶつなぜなぜずかん カムフラージュ どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ ぶん 草土文化 1993 26p

489 ｲ はじめてのえほん図館 はじめてのえほん図館 小松原 英 〔ほか〕絵 学研 1994 32p

486 ｽ はじめてのえほん図館 はじめてのえほん図館 今井 桂三 〔ほか〕絵 学研 1994 32p

913 ﾊ みるみる絵本 みるみる絵本 灰谷 健次郎 作 文研出版 1978 30p

913 ﾀ みるみる絵本 みるみる絵本 谷川 俊太郎 作 文研出版 1977 29p

913 ｱ みるみる絵本 みるみる絵本 あまん きみこ 作 文研出版 1979 1冊



913 ｺ 五味 太郎 作絵 偕成社 1985 1冊

913 ｺ 五味 太郎 作絵 偕成社 1984 1冊

913 ｺ 五味太郎・しかけ絵本 五味太郎・しかけ絵本２ 五味 太郎 作・絵 偕成社 1983 1冊

219 ﾅ かがくのほん かがくのほん 那須 正幹 文 福音館書店 1995 83p

913 ﾀ かずあそび 谷川晃一　作 童心社 1999 32p

930 ﾏ 世界の絵本 世界の絵本 ジュリア・マックレランド 作 岩崎書店 1994 28p

913 ｶ くまの子ウーフの絵本 くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 1982 31p

913 ｶ くまの子ウーフの絵本 くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 1979 31p

913 ｶ くまの子ウーフの絵本 くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 1979 35p

913 ｶ くまの子ウーフの絵本 くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 1982 35p

913 ｶ くまの子ウーフの絵本 くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 1984 35p

913 ｶ くまの子ウーフの絵本 くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 1984 34p

913 ｶ くまの子ウーフの絵本 くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 1980 31p

913 ｶ くまの子ウーフの絵本 くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 1980 31p

913 ｶ くまの子ウーフの絵本 くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作 ポプラ社 1981 30p

916 ｲ 私が日本にいたときのこと イ サンクム 著 福音館書店 1993 429p

913 ﾅ 新日本ともだち文庫 新日本ともだち文庫 那須 正幹 さく 新日本出版社 1990 76p

388 ﾅ えほん・ハートランド えほん・ハートランド 村尾 靖子 文 岩崎書店 1994 31p

953 ｳ 世界の絵本 世界の絵本 トミー・ウンゲラー さく・え 岩崎書店 1994 1冊

388 ﾄ おもしろとんち話 おもしろとんち話 とみた ひろゆき 文 国土社 1983 87p

388 ﾄ おもしろとんち話 おもしろとんち話 とみた ひろゆき 文 国土社 1983 87p

388 ﾄ おもしろとんち話 おもしろとんち話 とみた ひろゆき 文 国土社 1983 87p

388 ﾄ おもしろとんち話 おもしろとんち話 とみた ひろゆき 文 国土社 1984 95p

388 ﾌ 世界傑作童話シリーズ ドイツの昔話 世界傑作童話シリーズ ヴィルヘルム・ブッシュ 採話 福音館書店 1991 141p

930 ﾕ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 ビクトル・ユゴー 〔著〕 集英社 1989 222p

930 ｵ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 ルイザ・メイ・オルコット 〔著〕 集英社 1990 222p

930 ｺ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 アーサー・コナン・ドイル 〔著〕 集英社 1990 222p

930 ｳ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 ジーン・ウェブスター 〔著〕 集英社 1990 206p

930 ｾ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 ミゲール・デ・セルバンテス 〔著〕 集英社 1990 222p

930 ｼ 少年少女世界名作の森 シェークスピア名作集 少年少女世界名作の森 ウィリアム・シェークスピア 〔著〕 集英社 1990 222p

930 ﾊ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 フランシス・Ｅ・Ｈ・バーネット 〔著〕 集英社 1990 222p

930 ﾙ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 モーリス・ルブラン 〔著〕 集英社 1990 222p

930 ﾓ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 ルーシー・モード・モンゴメリ 〔著〕 集英社 1990 222p

930 ﾃ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 アレクサンドル・デュマ 〔著〕 集英社 1990 238p

930 ｱ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 〔著〕 集英社 1990 222p

930 ｺ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 呉 承恩 〔著〕 集英社 1990 222p

930 ﾊ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 パーベル・ペトロービッチ・バジョーフ 〔著〕 集英社 1990 206p

913 ｻ アニメ絵本 早乙女 勝元 原作 金の星社 1989 1冊

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社 1974 1冊

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社 1973 1冊

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社 1973 1冊



913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社 1973 1冊

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社 1972 1冊

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社 1973 1冊

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社 1973 1冊

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社 1973 1冊

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社 1972 1冊

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとしおはなしのほん かこ さとし 絵と文 偕成社 1973 1冊

930 ｲ 少年少女世界名作の森 イギリス伝説 少年少女世界名作の森 生田 信夫 訳 集英社 1990 222p

388 ﾄ おもしろとんち話 おもしろとんち話 とみた ひろゆき 文 国土社 1982 87p

388 ﾄ おもしろとんち話 おもしろとんち話 とみた ひろゆき 文 国土社 1984 95p

913 ｱ 童話の海 童話の海 安房 直子 作 ポプラ社 1989 118p

913 ｲ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 今江 祥智 作 理論社 1971 161p

913 ｲ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 今江 祥智 作 理論社 1968 177p

913 ｲ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 今江 祥智 作 理論社 1971 184p

913 ｲ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 今江 祥智 作 理論社 1978 237p

913 ｵ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 小沢 正 童話 理論社 1973 174p

913 ｵ 理論社名作の愛蔵版 大石 真 作 理論社 1973 150p

913 ｵ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 おおえ ひで 作 理論社 1978 158p

913 ｲ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 いぬい とみこ 作 理論社 1982 214p

913 ｲ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 いぬい とみこ 作 理論社 1967 185p

913 ｲ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 いぬい とみこ 作 理論社 1968 206p

913 ｻ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 斎藤 隆介 作 理論社 1967 219p

913 ﾌ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 古田 足日 作 理論社 1973 202p

913 ｷ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 北村 けんじ 作 理論社 1971 243p

913 ｻ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 斎藤 隆介 作 理論社 1970 251p

913 ｻ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 早乙女 勝元 作 理論社 1978 205p

913 ｻ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 さねとう あきら 作 理論社 1972 205p

913 ﾊ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 早船 ちよ 作 理論社 1976 229p

913 ﾏ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 松谷 みよ子 作 理論社 1984 174p

913 ﾔ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 山中 恒 作 理論社 1969 269p

913 ﾔ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 山中 恒 作 理論社 1977 227p

913 ﾔ 理論社名作の愛蔵版 理論社名作の愛蔵版 山中 恒 作 理論社 1968 163p

491 ﾔ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 柳生 弦一郎 さく 福音館書店 1986 40p

481 ﾏ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 松沢 哲郎 文 福音館書店 1985 39p

481 ﾓ たくさんのふしぎ傑作集 本川 達雄 文 福音館書店 1993 40p

489 ｺ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 香原 志勢 文 福音館書店 1987 40p

489 ｲ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 伊沢 雅子 文 福音館書店 1991 39p

548 ﾉ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 野崎 昭弘 文 福音館書店 1990 40p

380 ｵ たくさんのふしぎ傑作集 大西 広 文 福音館書店 1987 39p

361 ﾀ たくさんのふしぎ傑作集 谷川 俊太郎 文 福音館書店 1985 40p

488 ｲ 子どもたのしいかがく 子どもたのしいかがく 石部 久 ぶん・しゃしん 大日本図書 1995 32p



411 ｱ 安野 光雅 〔著〕 福音館書店 1982 103p

411 ｱ 安野 光雅 〔著〕 福音館書店 1982 103p

760 ｵ 音楽のえほん 音楽のえほん 東 竜男 文 岩崎書店 1987 32p

760 ｵ 音楽のえほん 魔笛 音楽のえほん 東 竜男 文 岩崎書店 1987 32p

760 ｵ 音楽のえほん 音楽のえほん 東 竜男 文 岩崎書店 1988 32p

760 ｵ 音楽のえほん アメリカ 音楽のえほん 矢沢 寛 文 岩崎書店 1987 32p

760 ｵ 音楽のえほん 西ヨーロッパ 音楽のえほん 矢沢 寛 文 岩崎書店 1988 32p

760 ｵ 音楽のえほん アジア 音楽のえほん 矢沢 寛 文 岩崎書店 1988 32p

760 ｵ 音楽のえほん 管楽器のしくみ 音楽のえほん 繁下 和雄 文 岩崎書店 1988 32p

760 ｵ 音楽のえほん 弦楽器のしくみ 音楽のえほん 繁下 和雄 文 岩崎書店 1988 32p

760 ｵ 音楽のえほん 打楽器のしくみ 音楽のえほん 繁下 和雄 文 岩崎書店 1988 32p

760 ｵ 音楽のえほん 音楽のえほん 東 竜男 文 岩崎書店 1989 32p

760 ｵ 音楽のえほん 音楽のえほん 東 竜男 文 岩崎書店 1988 32p

760 ｵ 音楽のえほん 音楽のえほん 東 竜男 文 岩崎書店 1989 32p

760 ｵ 音楽のえほん 音楽のえほん 東 竜男 文 岩崎書店 1988 32p

760 ｵ 音楽のえほん ソビエト 音楽のえほん 矢沢 寛 文 岩崎書店 1988 32p

760 ｵ 音楽のえほん 東ヨーロッパ 音楽のえほん 矢沢 寛 文 岩崎書店 1988 32p

760 ｵ 音楽のえほん 中南米 音楽のえほん 矢沢 寛 文 岩崎書店 1989 32p

760 ｵ 音楽のえほん 音楽のえほん 繁下 和雄 文 岩崎書店 1989 32p

760 ｵ 音楽のえほん 音楽のえほん 繁下 和雄 文 岩崎書店 1989 32p

760 ｵ 音楽のえほん 音楽のえほん 繁下 和雄 文 岩崎書店 1989 32p

763 ｼ 鍵盤楽器 アラン・シップトン 著 偕成社 1994 31p

763 ｼ 弦楽器 アラン・シップトン 著 偕成社 1994 31p

763 ｼ 金管楽器 アラン・シップトン 著 偕成社 1994 31p

763 ｼ 木管楽器 アラン・シップトン 著 偕成社 1994 31p

763 ｼ 打楽器 アラン・シップトン 著 偕成社 1994 31p

763 ｼ たのしい音楽 アラン・シップトン 著 偕成社 1994 31p

933 ﾊ 旺文社ジュニア図書館 ふしぎな話 旺文社ジュニア図書館 ハーン 作 旺文社 1976 157p

590 ｶ ふしぎ発見 食べもの アリス館 1994 32p

590 ｶ ふしぎ発見 おかし アリス館 1994 32p

590 ｶ ふしぎ発見 調味料 アリス館 1994 32p

500 ｶ ふしぎ発見 文房具 アリス館 1994 32p

590 ｶ ふしぎ発見 スポーツ用品 アリス館 1994 32p

590 ｶ ふしぎ発見 日用品１ アリス館 1994 32p

590 ｶ ふしぎ発見 日用品２ アリス館 1994 32p

443 ﾌ チロの星空カレンダー 冬・１月の星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 1994 47p

443 ﾌ チロの星空カレンダー 冬・２月の星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 1994 47p

443 ﾌ チロの星空カレンダー 春・３月の星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 1994 47p

443 ﾌ チロの星空カレンダー 春・４月の星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 1994 47p

443 ﾌ チロの星空カレンダー 春・５月の星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 1994 47p

443 ﾌ チロの星空カレンダー 夏・６月の星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 1994 47p



443 ﾌ チロの星空カレンダー 夏・８月の星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 1993 47p

443 ﾌ チロの星空カレンダー 秋・９月の星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 1993 47p

443 ﾌ チロの星空カレンダー 秋・１０月の星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 1993 47p

443 ﾌ チロの星空カレンダー 秋１１月の星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 1993 47p

443 ﾌ チロの星空カレンダー 冬・１２月の星 チロの星空カレンダー 藤井 旭 著 ポプラ社 1993 47p

913 ﾑ 創作どうわライブラリー 創作どうわライブラリー 椋 鳩十 作 フレーベル館 1991 102p

486 ﾐ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 日浦 勇 案 福音館書店 1985 40p

450 ﾎ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 堀内 誠一 さく 福音館書店 1985 40p

519 ﾊ 環境と人間 環境と人間 半谷 高久 著 小峰書店 1993 119p

911 ﾎ 堀江 卓 絵 金の星社 1993 159p

316 ｱ 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 〔著〕 金の星社 1990 47p

290 ﾎ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 星野 道夫 文・写真 福音館書店 1990 40p

240 ｱ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 赤地 経夫 文・写真 福音館書店 1988 40p

470 ﾅ あかね幼年カラー図鑑 うえよう　そだてよう 七尾 純 構成・文 あかね書房 1982 71p

470 ﾅ あかね幼年カラー図鑑 ひろおう　あそぼう あかね幼年カラー図鑑 七尾 純 構成・文 あかね書房 1982 71p

470 ﾅ あかね幼年カラー図鑑 くだもの　やさい あかね幼年カラー図鑑 七尾 純 著 あかね書房 1983 69p

289 ｱ マンガ大江戸パワフル人物伝 ゴーギャンも絶賛！八方破れの絵師人生 マンガ大江戸パワフル人物伝 アンベ 幸 マンガ 草土文化 1994 145p

289 ﾊ マンガ大江戸パワフル人物伝 庶民の心を描ききった日本のシェークスピア マンガ大江戸パワフル人物伝 春樹 椋尾 マンガ 草土文化 1994 141p

830 ｲ はじめてのえほん図館 はじめてのえほん図館 伊東 美貴 絵 学研 1994 32p

833 ﾙ 絵と写真で楽しむ１，０００の英語 ベティ・ルート 作 フレーベル館 1994 96p

289 ﾑ 学研まんが人物日本史　江戸時代（後期） 江戸の天才発明家 学研まんが人物日本史　江戸時代 学研 1989 148p

610 ｲ そだててあそぼう おおもりせいじゅへん　いいのかずよし　え 農山漁村文化協会 2001 36p

913 ﾁ 長　新太 さく 文研出版 1992 25p

989 ｾ チボル・セケリ 作 福音館書店 1993 147p

913 ﾁ みるみる絵本 みるみる絵本 長 新太 文・絵 文研出版 1980 1冊

913 ｽ 文研子どもランド 文研子どもランド 末吉 暁子 作 文研出版 1981 79p

90 ﾎ 水の巻 北条　令子 松林社

90 ﾎ 島の巻 北条　令子 松林社

388 ﾎ 山の巻 北条　令子 松林社

90 ﾎ 木の巻 北条　令子 松林社

913 ﾔ 新日本おはなし文庫 新日本おはなし文庫 山口 勇子 さく 新日本出版社 1988 85p

913 ﾔ 新日本おはなし文庫 新日本おはなし文庫 山本 典人 さく 新日本出版社 1981 75p

913 ﾔ 新日本おはなし文庫 新日本おはなし文庫 山口 勇子 さく 新日本出版社 1982 67p

913 ｵ こそあどの森の物語 岡田淳　作 理論社 2009 192p

460 ﾏ 松岡達英　さく 福音館書店 2003 72p

913 ｺ 新日本にじの文学 新日本にじの文学 児玉 辰春 作 新日本出版社 1989 115p

913 ｺ 新日本おはなし文庫 新日本おはなし文庫 古世古 和子 さく 新日本出版社 1980 75p

913 ｺ 新日本子ども図書館 新日本子ども図書館 児玉 辰春 作 新日本出版社 1990 109p

814 ｲ くもんのまんがおもしろ大事典 おぼえてつかおう くもん出版 1994 176p

814 ｷ くもんのまんがおもしろ大事典 くもん出版 1991 176p

801 ﾂ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 鶴見 俊輔 文 福音館書店 1988 40p



470 ﾔ 大自然のふしぎ 大自然のふしぎ 学研 1993 160p

410 ﾓ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 森 毅 文 福音館書店 1985 40p

451 ﾅ 子どもたのしいかがく 子どもたのしいかがく 永田 英治 ぶん 大日本図書 1995 31p

913 ｳ くもんのまんが古典文学館 くもんのまんが古典文学館 くもん出版 1990 159p

913 ｻ くもんのまんが古典文学館 くもんのまんが古典文学館 くもん出版 1990 159p

913 ﾓ くもんのまんが古典文学館 くもんのまんが古典文学館 くもん出版 1990 159p

913 ﾓ くもんのまんが古典文学館 くもんのまんが古典文学館 くもん出版 1990 159p

913 ｲ くもんのまんが古典文学館 くもんのまんが古典文学館 くもん出版 1990 159p

913 ｷ くもんのまんが古典文学館 くもんのまんが古典文学館 くもん出版 1990 159p

933 ﾎ 世界の絵本 世界の絵本 キャスリーン・スティーブンス 作 岩崎書店 1992 28p

401 ﾉ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 野崎 昭弘 文 福音館書店 1986 39p

502 ｻ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 佐々木 マキ 作 福音館書店 1990 39p

933 ﾓ 世界の絵本 世界の絵本 ケン・モチヅキ 作 岩崎書店 1993 31p

470 ﾅ あかね幼年カラー図鑑 さがそう　あそぼう あかね幼年カラー図鑑 七尾 純 構成・文 あかね書房 1983 71p

916 ｵ 福音館日曜日文庫 福音館日曜日文庫 荻内 勝之 著 福音館書店 1994 321p

480 ﾅ アイウエオ順　みんなでかおう カタツムリ～キンギョ 学研 1993 47p

480 ﾅ アイウエオ順　みんなでかおう ジュウシマツ～ハツカネズミ 学研 1993 47p

486 ｸ かがくのとも傑作集 栗原 毅 ぶん 福音館書店 1990 27p

750 ﾓ 見つける、つくる、感じる、新しい森の遊び。 ＦＯＲＥＳＴ ＦＡＲＭ 小学館 1994

454 ｺ 子ども科学図書館 近田 文弘 著 大日本図書 1994 36p

753 ﾊ 林 泣童 著 さ・え・ら書房 1991 47p

519 ﾄ 講談社青い鳥文庫 自然と人間 富山 和子 〔著〕 講談社 1984 187p

750 ﾊ 秋の草花あそび ポプラ社 1995 39p

933 ﾌ レイモンド・ブリッグズ 評論社 1978 32p

460 ｾ アイウエオ順　みんなでかおう グッピー～シマリス 学研 1993 47p

386 ﾅ クリスマスのはじまり いろいろな行事のはじまり ポプラ社 1990 39p

913 ｶ わくわくライブラリー 柏葉 幸子 作 講談社 1993 285p

323 ﾐ 戦争と平和主義 岩崎書店 1996 55p

911 ﾐ コミックストーリーわたしたちの古典 コミックストーリーわたしたちの古典２ 水沢 遥子 シナリオ 学校図書 1990 143p

913 ﾔ コミックストーリーわたしたちの古典 コミックストーリーわたしたちの古典３ 柳川 創造 シナリオ 学校図書 1990 144p

914 ｾ コミックストーリーわたしたちの古典 清少納言 コミックストーリーわたしたちの古典４ 柳川 創造 シナリオ 学校図書 1990 143p

913 ｺ コミックストーリーわたしたちの古典 コミックストーリーわたしたちの古典７ 柳川 創造 シナリオ 学校図書 1990 143p

915 ﾑ コミックストーリーわたしたちの古典 松尾芭蕉 コミックストーリーわたしたちの古典１０ 柳川 創造 シナリオ 学校図書 1989 143p

913 ﾔ コミックストーリーわたしたちの古典 コミックストーリーわたしたちの古典１２ 柳川 創造 シナリオ 学校図書 1991 143p

911 ﾔ コミックストーリーわたしたちの古典 コミックストーリーわたしたちの古典１３ 柳川 創造 シナリオ 学校図書 1991 143p

913 ﾔ コミックストーリーわたしたちの古典 コミックストーリーわたしたちの古典１４ 柳川 創造 シナリオ 学校図書 1991 143p

913 ｳ コミックストーリーわたしたちの古典 上田秋成 コミックストーリーわたしたちの古典１５ 柳川 創造 シナリオ 学校図書 1991 143p

916 ﾎ ぼくもわたしも梅の花 日本児童文学者協会 編 草土文化 1979 190p

916 ｲ 生きとってよかった 日本児童文学者協会 編 草土文化 1979 190p

915 ｺ 骨壺（こつつぼ） 日本児童文学者協会 編 草土文化 1979 190p

916 ﾋ ビルマのくず湯 日本児童文学者協会 編 草土文化 1980 190p



916 ｶ 神の子たち 日本児童文学者協会 編 草土文化 1980 190p

916 ｸ 原爆予告をきいた 日本児童文学者協会 編 草土文化 1983 177p

916 ｵ 沖縄県で戦った 日本児童文学者協会 編 草土文化 1983 177p

916 ﾋ 火におわれて 日本児童文学者協会 編 草土文化 1983 177p

916 ﾏ 満州第７３１部隊 日本児童文学者協会 編 草土文化 1983 177p

916 ﾄ 鳥になりたい 日本児童文学者協会 編 草土文化 1983 177p

913 ｴ 忠盛 木下 順二 文 ほるぷ出版 1984 40p

913 ｴ ぎおう 木下 順二 文 ほるぷ出版 1984 40p

913 ｴ 俊寛 木下 順二 文 ほるぷ出版 1985 40p

913 ｴ 文覚 木下 順二 文 ほるぷ出版 1987 40p

913 ｴ 清盛 木下 順二 文 ほるぷ出版 1987 40p

913 ｴ 義仲 木下 順二 文 ほるぷ出版 1988 40p

913 ｴ 忠度 木下 順二 文 ほるぷ出版 1989 40p

913 ｴ 知盛 木下 順二 文 ほるぷ出版 1991 34p

210 ｼ 旧石器・縄文・弥生・古墳時代　日本のあけぼのから国づくりまで 絵や資料で調べる あかね書房 1996 47p

210 ｼ 絵や資料で調べる 飛鳥・奈良・平安時代　天皇中心の国づくりから貴族の世の中へ あかね書房 1996 47p

210 ｼ 絵や資料で調べる 鎌倉・南北時代　武家政治の始まりから戦乱の時代へ あかね書房 1996 47p

210 ｼ 絵や資料で調べる 室町・戦国・安土桃山時代戦乱の時代から全国統一へ あかね書房 1996 47p

210 ｼ 絵や資料で調べる 江戸時代前期　士農工商の世の中 あかね書房 1996 47p

210 ｼ 絵や資料で調べる　江戸時代後期 繁栄の世から動乱の時代へ あかね書房 1996 47p

210 ｼ 絵や資料で調べる　明治・大正・昭和・平成時代 近代国家日本から世界の中の日本へ あかね書房 1996 47p

913 ﾀ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 谷川 俊太郎 ぶん 福音館書店 1981 27p

913 ﾀ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ 谷川 俊太郎 ぶん 福音館書店 1993 23p

913 ﾀ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ 谷川 俊太郎 ぶん 福音館書店 1990 23p

913 ﾀ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ 谷川 俊太郎 ぶん 福音館書店 1990 23p

913 ｶ 福音館の幼児絵本 福音館の幼児絵本 片山 健 さく・え 福音館書店 1988 23p

913 ｶ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ 片山 健 さく・え 福音館書店 1991 23p

913 ｶ 福音館の幼児絵本 福音館の幼児絵本 片山 健 さく・え 福音館書店 1995 23p

913 ｶ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ かんざわ としこ ぶん 福音館書店 1993 23p

913 ﾋ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ 東 君平 さく 福音館書店 1990 23p

913 ﾋ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ 平山 英三 ぶん 福音館書店 1992 23p

913 ﾋ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ 東 君平 さく 福音館書店 1990 23p

913 ﾂ 福音館の幼児絵本 福音館の幼児絵本 筒井 頼子 さく 福音館書店 1988 23p

913 ﾂ 福音館の幼児絵本 福音館の幼児絵本 筒井 頼子 さく 福音館書店 1981 23p

913 ﾓ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ 元永 定正 さく 福音館書店 1990 23p

913 ﾓ 福音館の幼児絵本 福音館の幼児絵本 元永 定正 さく・え 福音館書店 1984 23p

913 ﾏ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ 松野 正子 さく 福音館書店 1992 23p

913 ﾐ 福音館の幼児絵本 福音館の幼児絵本 みねむら かつこ さく 福音館書店 1995 23p

913 ｷ 福音館の幼児絵本 福音館の幼児絵本 きしだ えりこ さく 福音館書店 1994 23p

913 ﾁ 福音館の幼児絵本 福音館の幼児絵本 長 新太 さく 福音館書店 1994 23p

913 ｷ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ きもと ももこ さく 福音館書店 1994 31p



913 ｺ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ こいで たん ぶん 福音館書店 1992 31p

913 ｺ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ こいで たん ぶん 福音館書店 1993 31p

933 ﾚ 岩波の子どもの本 岩波の子どもの本 マーガレット・レイ 文 岩波書店 1966 1冊

933 ﾚ 岩波の子どもの本 岩波の子どもの本 エッチ・エイ・レイ 文・絵 岩波書店 1966 1冊

933 ﾚ 岩波の子どもの本 岩波の子どもの本 エッチ・エイ・レイ 文・絵 岩波書店 1959 1冊

933 ﾚ 岩波の子どもの本 岩波の子どもの本 エッチ・エイ・レイ 文・絵 岩波書店 1954 1冊

933 ﾚ 岩波の子どもの本 岩波の子どもの本 マーガレット・レイ 文 岩波書店 1968 1冊

913 ﾏ オバケちゃんの本 オバケちゃんの本 松谷 みよ子 作 講談社 1991 141p

913 ﾏ オバケちゃんの本 オバケちゃんの本 松谷 みよ子 作 講談社 1991 76p

913 ﾏ オバケちゃんの本 オバケちゃんの本 松谷 みよ子 作 講談社 1992 84p

913 ﾏ オバケちゃんの本 オバケちゃんの本 松谷 みよ子 作 講談社 1992 68p

913 ﾏ オバケちゃんの本 オバケちゃんの本 松谷 みよ子 作 講談社 1994 77p

913 ﾏ 児童文学創作シリーズ モモちゃんとアカネちゃんの本１ 児童文学創作シリーズ 松谷 みよ子 著 講談社 1974 162p

913 ﾏ 児童文学創作シリーズ モモちゃんとアカネちゃんの本２ 児童文学創作シリーズ 松谷 みよ子 著 講談社 1974 210p

913 ﾏ 児童文学創作シリーズ モモちゃんとアカネちゃんの本３ 児童文学創作シリーズ 松谷 みよ子 著 講談社 1974 190p

913 ﾏ 児童文学創作シリーズ モモちゃんとアカネちゃんの本４ 児童文学創作シリーズ 松谷 みよ子 著 講談社 1978 217p

913 ﾏ 児童文学創作シリーズ モモちゃんとアカネちゃんの本５ 児童文学創作シリーズ 松谷 みよ子 著 講談社 1983 218p

913 ﾏ 児童文学創作シリーズ モモちゃんとアカネちゃんの本６ 児童文学創作シリーズ 松谷 みよ子 著 講談社 1992 204p

811 ﾀ 漢字はことばだ 漢字には意味がある 下村 昇 編著 小峰書店 1995 31p

811 ﾀ 絵が字になった 漢字のできかた 下村 昇 編著 小峰書店 1995 31p

811 ﾀ 漢字のよみかた 漢字の音と訓 下村 昇 編著 小峰書店 1995 31p

811 ﾀ 漢字をくみあわせる 熟語のできかた 下村 昇 編著 小峰書店 1995 31p

811 ﾀ へんとつくりってなに？ 漢字の部首 下村 昇 編著 小峰書店 1995 31p

811 ﾀ 書き順のたのしいおぼえかた 漢字の口唱法 下村 昇 編著 小峰書店 1995 31p

811 ﾀ 漢字のおこり 漢字の歴史とかな文字 下村 昇 編著 小峰書店 1995 31p

811 ﾀ 漢字の話 おもしろい漢字 下村 昇 編著 小峰書店 1995 31p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ 角野 栄子 さく ポプラ社 2011 85p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ 角野 栄子 さく ポプラ社 2011 85p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 2013 77p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 2013 77p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 2014 77p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 2013 77p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 2013 84p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 2014 76p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 2014 77p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 2013 85p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 2013 77p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 2013 76p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 2014 77p

913 ｶ ポプラ社の小さな童話 ポプラ社の小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ 角野 栄子 さく ポプラ社 2014 77p

913 ｶ ポプラ社の新・小さな童話 角野栄子の小さなオバケシリーズ ポプラ社の新・小さな童話 角野 栄子 さく ポプラ社 2013 75p



913 ﾐ 注文の多い料理店 岩崎書店 1995 85p

913 ﾑ 月の輪ぐま 岩崎書店 1995 85p

913 ｲ 日本の名作童話 岩崎書店 1995 84p

913 ｱ 日本の名作童話１５ あまんきみこ　作　いもとようこ　絵 岩崎書店 1995 77p

913 ｱ 日本の名作童話２０ 安房直子　さく　南塚直子　絵 岩崎書店 1995 85p

457 ﾋ 恐竜はどうたたかったか？ ヒサ クニヒコ 文・画 あかね書房 1989 57p

457 ﾋ 恐竜はなぜほろんだか？ ヒサ クニヒコ 文・画 あかね書房 1989 63p

407 ｺ 木とあそぼう（１） やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 1996 36p

407 ｺ 木とあそぼう（２） やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 1996 36p

407 ｺ 雑草とあそぼう やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 1996 36p

407 ｺ 花とあそぼう やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 1996 36p

407 ｺ 野菜とあそぼう やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 1996 36p

407 ｺ 土や石とあそぼう やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 1996 36p

407 ｺ 池や水とあそぼう やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 1996 36p

407 ｺ 虫とあそぼう（１） やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 1996 36p

480 ｺ 虫とあそぼう（２） やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 1996 36p

460 ｺ 空や風とあそぼう やまだ たくぞう 編 農山漁村文化協会 1996 36p

411 ﾆ 国土社の算数えほん《分数》 国土社の算数えほん《分数》１ 新居 信正 著 国土社 1989 39p

411 ﾆ 国土社の算数えほん《分数》 国土社の算数えほん《分数》２ 新居 信正 著 国土社 1989 40p

411 ﾆ 国土社の算数えほん《分数》 国土社の算数えほん《分数》３ 新居 信正 著 国土社 1989 40p

411 ﾆ 国土社の算数えほん《割合》 国土社の算数えほん《割合》１ 新居 信正 著 国土社 1990 39p

411 ﾆ 国土社の算数えほん《割合》 国土社の算数えほん《割合》２ 新居 信正 著 国土社 1990 40p

411 ﾆ 国土社の算数えほん《均等分布》 国土社の算数えほん《均等分布》 新居 信正 著 国土社 1993 39p

596 ｲ お菓子の絵本 お菓子の絵本 今田 美奈子 著 金の星社 1995 39p

210 ﾎ 家のくらしのうつりかわり 本間 昇 作 岩崎書店 1996 47p

210 ﾎ 子どもの遊びのうつりかわり 本間 昇 作 岩崎書店 1996 47p

210 ﾎ 学校のうつりかわり 本間 昇 作 岩崎書店 1996 47p

210 ﾎ 仕事のうつりかわり（おとうさん） 本間 昇 作 岩崎書店 1996 47p

210 ﾎ 仕事のうつりかわり（おかあさん） 本間 昇 作 岩崎書店 1996 47p

210 ﾎ 町のうつりかわり 本間 昇 作 岩崎書店 1996 47p

210 ﾎ 村のうつりかわり 本間 昇 作 岩崎書店 1996 47p

210 ﾎ 道と乗り物のうつりかわり 本間 昇 作 岩崎書店 1996 47p

519 ﾓ 君たちに伝えておきたい！ 大気と森 松井 光瑶 編 文研出版 1996 55p

519 ﾓ 君たちに伝えておきたい！ 森の宝物 松井 光瑶 編 文研出版 1996 55p

519 ﾓ 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 1996 55p

953 ﾐ 奇巖城 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 262p

953 ﾐ 怪盗紳士 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 251p

953 ﾐ 古塔の地下牢 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 238p

953 ﾐ 八つの犯罪 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 268p

953 ﾐ 黄金三角 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 262p

953 ﾐ 怪奇な家 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 242p



953 ﾐ 青い目の少女 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 276p

953 ﾐ 怪盗対名探偵 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 278p

953 ﾐ 七つの秘密 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 234p

953 ﾐ 三十棺桶島 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 250p

953 ﾐ 虎の牙 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 246p

953 ﾐ ピラミッドの秘密 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 254p

953 ﾐ 消えた宝冠 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 235p

953 ﾐ 魔女とルパン ルブラン 原作 ポプラ社 1958 246p

953 ﾐ 魔神と海賊王 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 262p

953 ﾐ ルパンの大冒険 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 270p

953 ﾐ まぼろしの怪盗 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 260p

953 ﾐ ルパンの大失敗 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 243p

953 ﾐ 妖魔と女探偵 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 254p

953 ﾐ ルパンの名探偵 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 262p

953 ﾐ 悪魔の赤い輪 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 282p

953 ﾐ ルパンと怪人 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 268p

953 ﾐ ルパン最後の冒険 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 257p

953 ﾐ ルパンの大作戦 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 270p

953 ﾐ 悪魔のダイヤ ルブラン 原作 ポプラ社 1958 263p

953 ﾐ ルパンと時限爆弾 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 222p

953 ﾐ ルパン二つの顔 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 221p

953 ﾐ ルパン危機一髪 ルブラン 原作 ポプラ社 1958 226p

913 ﾅ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ なかがわ りえこ ぶん 福音館書店 1993 23p

913 ｺ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ こいで たん ぶん 福音館書店 1993 31p

913 ﾁ 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ 長 新太 作 福音館書店 1989 1冊

785 ﾅ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 なかの ひろたか さく 福音館書店 1981 27p

750 ｺ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 小林 実 ぶん 福音館書店 1973 23p

750 ｵ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 笠原 邦彦 企画・作図 福音館書店 1992 27p

750 ｻ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 佐伯 俊男 さく 福音館書店 1983 27p

750 ﾖ かがくのとも傑作集 スタンプあそび絵本 かがくのとも傑作集 よしだ きみまろ さく 福音館書店 1991 27p

490 ﾔ かがくのとも傑作集 かがくのとも版 かがくのとも傑作集 山田 真 ぶん 福音館書店 1987 28p

491 ｶ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 1970 23p

491 ﾔ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 柳生 弦一郎 さく 福音館書店 1989 28p

491 ﾎ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 堀内 誠一 ぶんとえ 福音館書店 1978 23p

491 ﾔ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 1981 27p

491 ﾔ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 やぎゅう げんいちろう さく 福音館書店 1982 27p

491 ﾎ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 堀内 誠一 さく 福音館書店 1974 23p

596 ｶ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 神沢 利子 ぶん 福音館書店 1981 27p

489 ﾇ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 沼野 正子 さく 福音館書店 1983 26p

524 ｶ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 1969 23p

531 ｶ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 加古 里子 ぶん・え 福音館書店 1970 23p



596 ｻ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 さとう わきこ さく 福音館書店 1987 27p

596 ｻ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 さとう わきこ さく 福音館書店 1980 27p

596 ﾋ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 平野 レミ 〔文〕 福音館書店 1989 27p

596 ﾋ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 平野 レミ 〔文〕 福音館書店 1991 27p

546 ﾖ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 横溝 英一 さく 福音館書店 1989 27p

519 ﾓ 君たちに伝えておきたい！ 水と土をはぐくむ森 松井 光瑶 編 文研出版 1996 55p

519 ﾓ 君たちに伝えておきたい！ 森の異変 松井 光瑶 編 文研出版 1996 55p

470 ﾐ タンポポ 七尾 純 構成・文 国土社 1995 53p

470 ﾐ チューリップ 七尾 純 構成・文 国土社 1995 53p

488 ﾐ ツバメ 七尾 純 構成・文 国土社 1995 53p

486 ﾐ アゲハチョウ 七尾 純 構成・文 国土社 1995 53p

470 ﾐ アサガオ 七尾 純 構成・文 国土社 1995 53p

486 ﾐ カブトムシ 七尾 純 構成・文 国土社 1995 52p

470 ﾐ ヒマワリ 七尾 純 構成・文 国土社 1995 53p

486 ﾐ セミ 七尾 純 構成・文 国土社 1995 53p

486 ﾐ テントウムシ 七尾 純 構成・文 国土社 1995 53p

913 ｶ 毛皮をきたともだち 神沢 利子 著 あかね書房 1994 243p

913 ｶ とおくへ！ 神沢 利子 著 あかね書房 1994 229p

913 ｶ おなべの星と天のくぎ 神沢 利子 著 あかね書房 1994 245p

913 ｶ おはなしバスケット 神沢 利子 著 あかね書房 1994 235p

913 ｶ 空色のたまごは 神沢 利子 著 あかね書房 1994 285p

990 ｱ ギリシア神話 講談社 1988 269p

933 ﾊ ロビン＝フッドの冒険 講談社 1988 317p

930 ｼ ロミオとジュリエット 講談社 1988 269p

933 ｽ ガリバー旅行記 講談社 1988 301p

933 ﾃ ロビンソン漂流記 講談社 1988 327p

933 ｽ 宝島 講談社 1988 317p

933 ﾃ クリスマス・キャロル 講談社 1987 248p

933 ﾄ シャーロック＝ホームズの冒険 講談社 1987 277p

933 ﾊ 小公子 講談社 1987 307p

933 ﾄ トム＝ソーヤーの冒険 講談社 1987 321p

933 ｳ あしながおじさん 講談社 1986 252p

933 ﾎ 黒猫・黄金虫 講談社 1987 293p

933 ﾓ 赤毛のアン 講談社 1987 372p

943 ｹ 飛ぶ教室 講談社 1987 324p

943 ｽ アルプスの少女 講談社 1987 317p

953 ﾃ 三銃士 講談社 1987 349p

953 ﾍ １５少年漂流記 講談社 1987 341p

980 ﾄ イワンの馬鹿 講談社 1988 313p

963 ｾ ドン＝キホーテ 講談社 1988 272p

970 ｱ クオレ 講談社 1988 381p



923 ｺ 西遊記 講談社 1987 354p

923 ﾗ 三国志 講談社 1986 348p

913 ﾑ 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 著 理論社 1995 221p

913 ﾑ 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 作 理論社 1995 213p

451 ﾈ 春のお天気 小峰書店 1996 67p

451 ﾜ 秋のお天気 小峰書店 1996 65p

451 ﾈ 冬のお天気 小峰書店 1996 67p

451 ﾜ 日本と世界のお天気 小峰書店 1996 59p

400 ｽ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 杉山 弘之 文と構成 福音館書店 1993 27p

457 ﾀ シリーズ・自然にチャレンジ シリーズ・自然にチャレンジ１ 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 1987 83p

453 ﾎ シリーズ・自然にチャレンジ シリーズ・自然にチャレンジ２ 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 1987 83p

450 ｻ シリーズ・自然にチャレンジ シリーズ・自然にチャレンジ３ 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 1987 83p

451 ﾁ シリーズ・自然にチャレンジ シリーズ・自然にチャレンジ５ 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 1987 83p

454 ﾁ シリーズ・自然にチャレンジ シリーズ・自然にチャレンジ６ 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 1987 75p

454 ﾁ シリーズ・自然にチャレンジ シリーズ・自然にチャレンジ７ 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 1987 83p

458 ﾁ シリーズ・自然にチャレンジ シリーズ・自然にチャレンジ８ 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 1987 83p

456 ﾁ シリーズ・自然にチャレンジ シリーズ・自然にチャレンジ９ 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 1987 83p

453 ﾁ シリーズ・自然にチャレンジ シリーズ・自然にチャレンジ１０ 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 1987 83p

913 ﾑ 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 作 理論社 1996 221p

913 ﾑ 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 作 理論社 1995 213p

913 ﾑ 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 著 理論社 1995 221p

913 ﾑ 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋鳩十まるごと動物ものがたり 椋 鳩十 作 理論社 1996 221p

913 ﾋ たけくらべ・山椒大夫 樋口一葉　森鴎外　小泉八雲 講談社 1986 285p 図版10p

913 ﾅ 坊っちゃん 夏目漱石 講談社 1985 269p

913 ﾂ ふるさと・野菊の墓 島崎藤村　国木田独歩　伊藤左千夫 講談社 1987 277p

913 ﾀ 小さな王国・海神丸 谷崎潤一郎　鈴木三重吉　野上弥生子 講談社 1987 249p

913 ｼ 小僧の神様・一房の葡萄 志賀直哉　武者小路実篤　有島武郎 講談社 1986 267p

913 ｱ トロッコ・鼻 芥川龍之介 講談社 1985 269p

913 ﾔ ウミヒコ　ヤマヒコ 山本有三　菊池寛 講談社 1987 251p

913 ｵ 明治・大正・昭和　詩歌選 大岡信編 講談社 1987 360p

913 ﾑ 幼年時代・風立ちぬ 室生犀星　佐藤春夫　堀辰雄 講談社 1986 325p

913 ﾐ 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 講談社 1985 309p

913 ｶ 伊豆の踊子・泣虫小僧 川端康成　林芙美子 講談社 1986 289p

913 ﾂ 二十四の瞳 壺井栄 講談社 1985 333p

913 ﾆ ごんぎつね・夕鶴 新美南吉　木下順二 講談社 1986 261p

913 ﾀ ビルマの竪琴 竹山道雄 講談社 1986 269p

913 ﾔ ちいさこべ・山月記 山本周五郎　中島敦　ほか 講談社 1986 291p 図版10p

913 ｲ しろばんば 井上靖 講談社 1986 413p

913 ｵ 母六夜・おじさんの話 大岡昇平　中野重治　ほか 講談社 1986 301p

913 ﾔ サアカスの馬・童謡 安岡章太郎　吉行淳之介　ほか 講談社 1987 307p

913 ﾐ 雪三景・裸の王様 水上務　開高健 講談社 1987 285p



913 ｲ 汚点・春は夜汽車の窓から 井上ひさし　三浦哲郎　ほか 講談社 1987 255p

913 ｱ 現代児童文学傑作選 安藤美紀夫　椋鳩十　松谷みよ子古田足日　ほか 講談社 1987 274p

913 ﾖ 現代児童文学傑作選２ 与田準一　佐藤さとる　筒井敬介神沢利子　ほか 講談社 1987 270p

913 ｼ 次郎物語 下村湖人 講談社 1987 421p

913 ﾐ 潮騒 三島由紀夫 講談社 1988 237p

913 ﾅ 吾輩は猫である　上 夏目漱石 講談社 1988 424p

913 ﾅ 吾輩は猫である　下 夏目漱石 講談社 1988 347p

913 ﾆ 強力伝・高安犬物語 新田次郎　戸川幸夫　田辺聖子 講談社 1988 277p

913 ﾑ ノンフィクション名作選 向田邦子　灰谷健次郎　河合雅雄　植村直己　ほか 講談社 1988 397p 図版10p

590 ｾ 新・たのしいジュニア手芸① 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 学習研究社 2001 55p

590 ｲ 新・たのしいジュニア手芸③ 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 学習研究社 2001 55p

590 ｷ 新・たのしいジュニア手芸④ 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 学習研究社 2001 55p

590 ﾀ 新・たのしいジュニア手芸⑤ 手作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 学習研究社 2001 55p

933 ﾊ ロバート・バリーさく　光吉夏弥　やく 大日本図書 2000

590 ｶ 新・たのしいジュニア手芸⑥ 基本の縫い方・ステッチの刺し方・編み方 学習研究社 2001 55p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業１ 国土社 1996 41p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業 国土社 1996 47p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業 国土社 1996 45p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業 国土社 1996 55p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業 国土社 1996 47p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業 国土社 1996 45p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業 国土社 1996 47p

319 ﾎ 国際連合 偕成社 1996 106p

319 ﾄ 国連難民　高等弁務官事務所 偕成社 1996 94p

319 ﾎ 国際赤十字 偕成社 1996 101p

319 ﾌ アムネスティ 偕成社 1996 102p

319 ﾃ 世界自然保護基金 偕成社 1996 106p

983 ﾏ 新しい世界の幼年童話 新しい世界の幼年童話 サムイル＝マルシャーク さく 学研 1968 93p

470 ｵ かがくのとも傑作集 はたけのあおむしとこどもたち 大場 牧夫 文 福音館書店 1994 27p

913 ｶ 新しい日本の幼年童話 新しい日本の幼年童話 加古 里子 ぶん・え 学研 1971 69p

913 ｸ 新しい日本の幼年童話 新しい日本の幼年童話 工藤 直子 さく 学研 1995 62p

913 ｶ 新しい日本の幼年童話 新しい日本の幼年童話 神沢 利子 さく 学研 1974 61p

913 ｸ 新しい日本の幼年童話 新しい日本の幼年童話 工藤 直子 さく 学研 1993 63p

913 ｳ 新しい日本の幼年童話 新しい日本の幼年童話 内田 莉莎子 さく 学研 1974 69p

913 ｲ 新しい日本の幼年童話 新しい日本の幼年童話 今村 葦子 作 学研 1995 62p

913 ｻ 新しい日本の幼年童話 新しい日本の幼年童話 佐藤 さとる 作 学研 1971 65p

913 ﾅ 新しい日本の幼年童話 新しい日本の幼年童話 中川 李枝子 さく 学研 1971 65p

933 ｸ 新しい世界の幼年童話 新しい世界の幼年童話 ハーディー・グラマトキー 著 学研 1967 66p
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408 ｵ 実験はかせの理科の目・科学の芽 実験はかせの理科の目・科学の芽１４ 大竹 三郎 〔著〕 国土社 1995 39p
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113 ﾃ かがくのとも傑作集 かがくのとも傑作集 てるおか いつこ 文 福音館書店 1982 27p

916 ﾎ 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 著 偕成社 1986 168p
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933 ｴ ひきがえるとんだ大冒険シリーズ４ 児童図書館・文学の部屋 ラッセル・エリクソン 作 評論社 1984 140p
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918 ｼ 東海道中膝栗毛 講談社 1992 309p
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750 ｺ さあ、はじめよう 素焼きまで こどものやきもの研究会 編 小峰書店 1997 31p

750 ｺ いろいろなつくり方 こどものやきもの研究会 編 小峰書店 1997 31p

750 ｺ こどものやきものあつまれ こどものやきもの研究会 編 小峰書店 1997 31p

750 ｺ 工房と工場をたずねる こどものやきもの研究会 編 小峰書店 1997 31p

750 ｺ 日本と世界のやきもの こどものやきもの研究会 編 小峰書店 1997 31p

750 ｺ こんなときどうする？ やきものＱ＆Ａ こどものやきもの研究会 編 小峰書店 1997 31p

911 ｻ さ・え・ら図書館／国語 口訳詩で味わう和歌の世界 さ・え・ら図書館／国語 佐佐木 幸綱 編著 さ・え・ら書房 1985 142p

420 ﾀ やさしい科学 やさしい科学 立花 愛子 著 さ・え・ら書房 1996 63p

420 ｺ やさしい科学 やさしい科学 小林 卓二 著 さ・え・ら書房 1987 63p

420 ｽ やさしい科学 やさしい科学 ベルニー・ズボルフスキー 著 さ・え・ら書房 1987 47p

400 ﾓ やさしい科学 やさしい科学 本山 卓彦 著 さ・え・ら書房 1987 62p

400 ｽ やさしい科学 やさしい科学 末松 茂孝 著 さ・え・ら書房 1988 63p

918 ﾊ 古事記・風土記 学研 1990 64p

918 ﾊ 竹取物語 学研 1990 64p

918 ﾊ 源氏物語 学研 1990 64p

918 ﾊ 枕草子・徒然草 学研 1990 64p

918 ﾊ 今昔物語 学研 1990 64p

918 ﾊ 平家物語 学研 1990 64p

918 ﾊ 奥の細道 学研 1990 64p

918 ﾊ 東海道中膝栗毛 学研 1990 64p



590 ﾊ どうやってつくるの？ＭＯＮＯ知り図鑑 どうやってつくるの？ＭＯＮＯ知り図鑑１ 花形 康正 著 国土社 1997 39p

590 ﾊﾍﾞ どうやってつくるの？ＭＯＮＯ知り図鑑 どうやってつくるの？ＭＯＮＯ知り図鑑２ 花形 康正 著 国土社 1997 39p

590 ﾊ どうやってつくるの？ＭＯＮＯ知り図鑑 どうやってつくるの？ＭＯＮＯ知り図鑑３ 花形 康正 著 国土社 1997 39p

590 ﾊ どうやってつくるの？ＭＯＮＯ知り図鑑 どうやってつくるの？ＭＯＮＯ知り図鑑４ 花形 康正 著 国土社 1997 39p

750 ﾘ スポーツ ポプラ社 1997 47p

750 ﾘ イベント ポプラ社 1997 47p

750 ﾘ 栽培と飼育 ポプラ社 1997 47p

750 ﾘ 校内のかざり ポプラ社 1997 47p

750 ﾘ 生活グッズ ポプラ社 1997 47p

210 ﾏ みんなの学校、昔と今 小峰書店 1992 43p

210 ﾏ すまいとくらしの道具、昔と今 小峰書店 1992 43p

210 ﾏ 祭りと行事、昔と今 小峰書店 1992 43p

210 ﾏ 遊びとくらし、昔と今 小峰書店 1992 43p

210 ﾏ 村のくらし、昔と今 小峰書店 1992 43p

210 ﾏ お店と町、昔と今 小峰書店 1992 43p

210 ﾏ 工場と町、昔と今 小峰書店 1992 43p

210 ﾏ 町と交通、昔と今 小峰書店 1992 43p

210 ﾏ 町のしせつ、昔と今 小峰書店 1992 43p

210 ﾏ 町の昔たんけん 小峰書店 1992 43p

750 ﾄ 安全に・じょうずに・たのしく はさみのつかいかた（おもったとおりきれるかな？） ポプラ社 1994 31p

750 ﾄ 安全に・じょうずに・たのしく のりのつかいかた（いろいろなものをはってみよう） ポプラ社 1994 31p

750 ﾄ 安全に・じょうずに・たのしく 色えんぴつ・クレヨン・フェルトのつかいかた（きれいな色でかいてごらん） ポプラ社 1994 31p

750 ﾄ 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（けがをしないで安全に） ポプラ社 1994 31p

750 ﾄ 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（はかってひいて、あそんでみよう） ポプラ社 1994 31p

750 ﾄ 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（はさんでとめて、なにができるかな？） ポプラ社 1994 31p

750 ﾄ 安全に・じょうずに・たのしく ひも・はりがねのつかいかた（むすんでつないで、つくってみよう） ポプラ社 1994 31p

750 ﾄ 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（たたいてねじって、つくってみよう） ポプラ社 1994 31p

750 ﾄ 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（すべてのどうぐがつかえるように） ポプラ社 1994 30p

210 ｺ 飛鳥・奈良時代 学研 1997 48p

210 ｺ 平安時代 学研 1997 48p

210 ﾋ 鎌倉時代 学研 1997 48p

210 ﾋ 室町時代 学研 1997 48p

210 ｺ 安土桃山時代 学研 1997 47p

210 ｺ 江戸時代（前期） 学研 1997 48p

210 ｺ 江戸時代（後期） 学研 1997 48p

210 ｺ 明治時代（前期） 学研 1997 48p

210 ｺ 明治時代（後期） 学研 1997 48p

210 ｺ 大正・昭和（前期）時代 学研 1997 48p

210 ｺ 昭和（後期）・平成時代 学研 1997 48p

420 ﾔ やさしい科学 やさしい科学 山本 進一 著 さ・え・ら書房 1996 63p

410 ﾔ 山崎 直美 著 さ・え・ら書房 1997 95p



410 ﾔ やさしい科学 『ギルガメシュ叙事詩』をもとに やさしい科学 山崎 直美 著 さ・え・ら書房 1990 78p

410 ﾔ やさしい科学 やさしい科学 山崎 直美 著 さ・え・ら書房 1995 79p

410 ﾔ やさしい科学 やさしい科学 山崎 直美 著 さ・え・ら書房 1993 78p

410 ﾔ やさしい科学 ルイス・キャロル作『鏡の国のアリス』をもとにして やさしい科学 山崎 直美 著・訳 さ・え・ら書房 1985 79p

410 ﾔ やさしい科学 ルイス・キャロル作『ふしぎの国のアリス』をもとにして やさしい科学 山崎 直美 著・訳 さ・え・ら書房 1983 78p

420 ｽ やさしい科学 やさしい科学 ベルニー・ズボルフスキー 著 さ・え・ら書房 1985 47p

407 ｺ やさしい科学 やさしい科学 小林 卓二 著 さ・え・ら書房 1983 79p

460 ｽ やさしい科学 やさしい科学 末松 茂孝 著 さ・え・ら書房 1987 63p

427 ｺ やさしい科学 やさしい科学 小林 卓二 著 さ・え・ら書房 1986 55p

913 ｻ 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ さがら あつこ さく 福音館書店 1992 1冊

913 ｺ 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 小風 さち 作 福音館書店 1994 39p

913 ｱ 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ あまん きみこ 作 福音館書店 1992 1冊

913 ﾅ 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ なかがわ りえこ さく 福音館書店 1991 1冊

913 ｵ 長田 弘 さく クレヨンハウス 1996 1冊

913 ﾅ 中川 ひろたか 文 クレヨンハウス 1996 1冊

913 ｻ 佐々木 マキ 〔作〕 クレヨンハウス 1994 1冊

913 ｲ いとう ひろし 〔作〕 クレヨンハウス 1994 1冊

594 ｲ はじめての手芸シリーズ はじめての手芸シリーズ１ 石井 正子 著 偕成社 1996 47p

594 ﾉ はじめての手芸シリーズ はじめての手芸シリーズ２ 野口 光世 著 偕成社 1996 47p

594 ﾓ はじめての手芸シリーズ はじめての手芸シリーズ５ 望月 通陽 制作・監修 偕成社 1996 47p

818 ｻ 郷土の研究 北海道地方 ベネッセコーポレーション 1990 47p

818 ｻ 郷土の研究 関東地方 ベネッセコーポレーション 1990 47p

818 ｻ 郷土の研究 中部地方 佐藤 亮一 監修 ベネッセコーポレーション 1990 47p

818 ｻ 郷土の研究 近畿・北陸地方 ベネッセコーポレーション 1990 47p

818 ｻ 郷土の研究 中国地方 ベネッセコーポレーション 1990 47p

818 ｻ 郷土の研究 四国地方 ベネッセコーポレーション 1990 47p

818 ｻ 郷土の研究 九州地方 ベネッセコーポレーション 1990 47p

818 ｻ 郷土の研究 沖縄地方 ベネッセコーポレーション 1990 47p

818 ｻ 郷土の研究 絵でみる方言地図 ベネッセコーポレーション 1990 47p

933 ｽ 児童図書館・文学の部屋 ウィリアム・スタイグ 作 評論社 1977 94p

943 ｳ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 トミー・ウンゲラー えとぶん 評論社 1986 101p

943 ｳ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 トミー・ウンゲラー えとぶん 評論社 1986 68p

933 ｻ 児童図書館・文学の部屋 ライアン・クリークの三日間 児童図書館・文学の部屋 アイバン・サウスオール 作 評論社 1975 323p

933 ｽ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 ウィリアム・スタイグ 〔著〕 評論社 1980 174p

933 ｽ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 ウィリアム・スタイグ 作・絵 評論社 1977 212p

933 ｻ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 アイバン・サウスオール 作 評論社 1976 297p

933 ｺ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 Ｒ・ゴッデン 作 評論社 1975 211p

913 ｻ 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ さとう わきこ さく 福音館書店 1993 47p

933 ﾀ 評論社の児童図書館・文学の部屋 評論社の児童図書館・文学の部屋 テッサ・ダール 作 評論社 1995 48p

933 ｼ 児童図書館・文学の部屋 児童図書館・文学の部屋 ミルドレッド・ジョーダン 作 評論社 1992 221p

407 ｺ やさしい科学 やさしい科学 小林 卓二 著 さ・え・ら書房 1985 79p



407 ｺ やさしい科学 やさしい科学 ヴィッキイ・コブ 共著 さ・え・ら書房 1996 78p

420 ｺ やさしい科学 やさしい科学 小林 卓二 著 さ・え・ら書房 1988 55p

432 ﾀ やさしい科学 やさしい科学 高梨 賢英 共著 さ・え・ら書房 1988 63p

407 ﾀ やさしい科学 基本編 高梨 賢英 共著 さ・え・ら書房 1992 79p

407 ﾀ やさしい科学 応用編 高梨 賢英 共著 さ・え・ら書房 1993 79p

616 ﾄ 自然と人間 富山 和子 著 講談社 1995 140p

519 ﾄ 自然と人間シリーズ 富山 和子 著 講談社 1994 142p

519 ﾄ 自然と人間シリーズ 富山 和子 著 講談社 1994 133p

517 ﾄ 自然と人間シリーズ 富山 和子 著 講談社 1994 101p

470 ﾊ ひとつの『なぜ』から広がる世界 植物と環境のはなし ひとつの『なぜ』から広がる世界１ 埴 沙萠 文 偕成社 1997 31p

491 ｲ ひとつの『なぜ』から広がる世界 心と体のつながりのはなし ひとつの『なぜ』から広がる世界２ 岩間 久行 文 偕成社 1997 31p

457 ｲ ひとつの『なぜ』から広がる世界 化石と地層のはなし ひとつの『なぜ』から広がる世界４ 今泉 忠明 文 偕成社 1997 31p

448 ﾀ ひとつの『なぜ』から広がる世界 太陽系と地球のはなし ひとつの『なぜ』から広がる世界５ 田中 三彦 文 偕成社 1997 31p

481 ｲ ひとつの『なぜ』から広がる世界 動物の性と生殖のはなし ひとつの『なぜ』から広がる世界６ 今泉 忠明 文 偕成社 1997 31p

491 ｱ ひとつの『なぜ』から広がる世界 呼吸や消化のはなし ひとつの『なぜ』から広がる世界７ 相沢 省三 文 偕成社 1997 31p

423 ﾀ ひとつの『なぜ』から広がる世界 燃焼とエネルギーのはなし ひとつの『なぜ』から広がる世界８ 田中 三彦 文 偕成社 1997 31p

450 ﾅ ひとつの『なぜ』から広がる世界 地球と生命の歴史のはなし　１ ひとつの『なぜ』から広がる世界９ 中 雄一 文 偕成社 1997 29p

450 ﾅ ひとつの『なぜ』から広がる世界 地球と生命の歴史のはなし　２ ひとつの『なぜ』から広がる世界１０ 中 雄一 文 偕成社 1997 29p

375 ﾐ 全国の調べ学習実践集 まちを調べる ポプラ社 1996 47p

375 ﾐ 全国の調べ学習実践集 野山を調べる ポプラ社 1996 47p

375 ﾐ 全国の調べ学習実践集 たべものを調べる ポプラ社 1996 47p

375 ﾐ 全国の調べ学習実践集 工場を調べる ポプラ社 1996 47p

375 ﾐ 全国の調べ学習実践集 歴史を調べる ポプラ社 1996 47p

375 ﾐ 全国の調べ学習実践集 いろいろな調べ学習 ポプラ社 1996 47p

519 ﾎ 湖 琵琶湖の自然をまもる 本間 正樹 文 小峰書店 1996 33p

519 ﾎ 川 水とくらしをまもる 本間 正樹 文 小峰書店 1996 33p

519 ﾎ 干潟 失われゆく自然をまもる 本間 正樹 文 小峰書店 1996 33p

519 ﾎ 海 赤潮とたたかう 本間 正樹 文 小峰書店 1996 33p

519 ﾄ 遠山 柾雄 著 講談社 1994 190p

210 ｶ 講談社 1995 439p

443 ﾔ 天文ブックス 天文ブックス１ 山主 敏子 作 ポプラ社 1981 127p

443 ﾔ 天文ブックス 天文ブックス３ 山主 敏子 作 ポプラ社 1996 127p

443 ﾔ 天文ブックス 天文ブックス４ 山主 敏子 作 ポプラ社 1981 127p

443 ﾌ 天文ブックス 天文ブックス５ 藤井 旭 著 ポプラ社 1996 124p

519 ﾎ 都市 都市公害とたたかう 本間 正樹 文 小峰書店 1996 33p

486 ﾌ ますい針をもつかりうど ジガバチ・ベッコウバチ・ハナダカバチ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店 1986 47p

486 ﾌ つぼをつくるかりうど トックリバチ・キゴシジガバチほか ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店 1986 47p

486 ﾌ 紙の家をたてる建築家 クロスズメバチ・ハキリバチ・コハナバチ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店 1987 47p

486 ﾌ 虫の本能をさぐる アナバチ・ツチバチ・サムライアリ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店 1987 47p

486 ﾌ ふんの玉をころがす虫 タマオシコガネ・ダイコクコガネほか ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店 1987 47p

486 ﾌ リラの花祭りのお客 ハナムグリ・ツチハンミョウ・カミキリムシ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店 1987 47p



486 ﾌ 長い鼻はあなあけドリル ツギゾウムシ・チョッキリ・オトシブミ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店 1987 47p

486 ﾌ キャベツの青虫 モンシロチョウ・ミノムシ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店 1987 47p

486 ﾌ やかましい演奏家 セミ・カメムシ・サシガメ・アワフキムシ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店 1987 47p

486 ﾌ 野原のバイオリンひき コオロギ・バッタのなかま ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店 1986 47p

486 ﾌ おいのりする虫 カマキリ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店 1986 47p

486 ﾌ 糸をつむいであみづくり ナガコガネグモ・クサグモ ジャン・アンリ・ファーブル 原作 岩崎書店 1987 47p

408 ﾃ 水のふしぎ キム・テイラー さく 岩崎書店 1997 30p

408 ﾃ 光のふしぎ キム・テイラー さく 岩崎書店 1997 29p

408 ﾃ かたちのひみつ キム・テイラー さく 岩崎書店 1997 30p

408 ﾃ もようのひみつ キム・テイラー さく 岩崎書店 1997 29p

408 ﾃ どうしてうごく？ キム・テイラー さく 岩崎書店 1997 31p

408 ﾃ どうしてとぶ？ キム・テイラー さく 岩崎書店 1997 30p

408 ﾃ あつい！ キム・テイラー さく 岩崎書店 1997 31p

408 ﾃ つめたい！ キム・テイラー さく 岩崎書店 1997 29p

360 ﾐ 飢える人びと ポプラ社 1997 31p

360 ﾐ 戦争はなぜおこるのか ポプラ社 1997 31p

360 ﾐ 傷つけられる動物たち ポプラ社 1997 31p

388 ﾌ 日本の神話第１巻 赤羽 末吉 絵 あかね書房 1995 1冊

388 ﾌ あまのいわと 赤羽 末吉 絵 あかね書房 1995 1冊

388 ﾌ やまたのおろち 赤羽 末吉 絵 あかね書房 1995 1冊

388 ﾌ いなばのしろうさぎ 赤羽 末吉 絵 あかね書房 1995 1冊

388 ﾌ すさのおとおおくにぬし 赤羽 末吉 絵 あかね書房 1995 1冊

388 ﾌ うみさちやまさち 赤羽 末吉 絵 あかね書房 1995 1冊

378 ﾏ あいさつをしてみよう 丸山 浩路 著・監修 学研 1995 48p

378 ﾏ 自分の気持ちを伝えよう 丸山 浩路 著・監修 学研 1995 48p

489 ﾀ 立松 和平 文 講談社 1993 44p

323 ﾐ 憲法ってなに？ 岩崎書店 1996 60p

323 ﾐ 国民主権と民主主義 岩崎書店 1996 52p

323 ﾐ 人権－自由権 岩崎書店 1996 55p

323 ﾐ 人権－社会権 岩崎書店 1996 49p

323 ﾐ 身近な地方自治 岩崎書店 1996 57p

323 ﾐ 司法と裁判 岩崎書店 1996 53p

388 ｵ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ﾏ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 まつたに みよこ ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ｲ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 いわさき きょうこ ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ｶ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 かんざわ としこ ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ｲ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 いまえ よしとも ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ﾏ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 まつたに みよこ ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ｶ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 かんざわ としこ ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ｵ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ｲ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 いわさき きょうこ ぶん ポプラ社 1967 1冊



388 ｲ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 いまえ よしとも ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ｵ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ﾏ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 まつたに みよこ ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ｻ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 さいごう たけひこ ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ｵ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ﾏ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 まつたに みよこ ぶん ポプラ社 1968 1冊

388 ｻ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 さいごう たけひこ ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ｵ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 1968 1冊

388 ｻ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 さいごう たけひこ ぶん ポプラ社 1968 1冊

388 ｵ むかしむかし絵本 「殺生石ものがたり」より むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 1968 1冊

388 ﾏ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 まつたに みよこ ぶん ポプラ社 1969 1冊

388 ﾖ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 よしざわ かずお ぶん ポプラ社 1969 1冊

388 ﾖ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 よしざわ かずお ぶん ポプラ社 1967 1冊

388 ｵ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 1969 1冊

388 ｱ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 あんどう みきお ぶん ポプラ社 1969 1冊

388 ｻ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 さいごう たけひこ ぶん ポプラ社 1970 1冊

388 ｱ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 ありよし さわこ ぶん ポプラ社 1970 1冊

388 ﾏ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 まつたに みよこ ぶん ポプラ社 1969 1冊

388 ｵ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 おおかわ えっせい ぶん ポプラ社 1969 1冊

388 ｶ むかしむかし絵本 むかしむかし絵本 かく のぶゆき ぶん ポプラ社 1970 1冊

289 ﾌ 生きぬいたユダヤ人少女の記録 ウォルター・ブッキグナーニ 著 金の星社 1995 285p

443 ﾔ 天文ブックス 天文ブックス２ 山主 敏子 作 ポプラ社 1996 127p

386 ｵ 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん 福音館書店 1996 37p

596 ｱ やさしい科学 ふくらむなぞに挑戦 やさしい科学 相場 博明 著 さ・え・ら書房 1992 63p

291 ﾀ 立松 和平 文 講談社 1995 44p

291 ﾀ 立松 和平 文・写真 講談社 1994 46p

388 ﾖ 伝説のセルチーの物語 ジェーン・ヨーレン 文 セーラー出版 1993 40p

388 ｶ １９のおはなしとイソップにまつわる伝説と歴史 イソップ 〔原作〕 セーラー出版 1994 64p

388 ｸ ヘレン・クレイグ 再話・絵 セーラー出版 1994 25p

910 ｳ 日本の名作案内 漆原 智良 作 金の星社 1995 257p

901 ｺ 世界の文学案内 こやま 峰子 作 金の星社 1997 189p 図版16p

913 ｽ スズキ コージ 〔作〕 クレヨンハウス 1996 1冊

913 ｻ 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 佐々木 マキ 作 福音館書店 1996 1冊

486 ｺ こども版 タマコロガシものがたり アンリ・ファーブル 〔著〕 小峰書店 1980 126p

486 ｺ こども版 セミのうた・コオロギのうた アンリ・ファーブル 〔著〕 小峰書店 1978 125p

486 ｺ こども版 かりゅうバチのひみつ アンリ・ファーブル 〔著〕 小峰書店 1980 126p

486 ｺ こども版 カマキリとクモのふしぎ アンリ・ファーブル 〔著〕 小峰書店 1980 126p

486 ｺ こども版 オサムシとカミキリムシ アンリ・ファーブル 〔著〕 小峰書店 1980 126p

486 ｺ こども版 アリのくに・バッタのくに アンリ・ファーブル 〔著〕 小峰書店 1979 126p

486 ｺ こども版 シデムシとゾウムシのなぞ アンリ・ファーブル 〔著〕 小峰書店 1979 126p

590 ﾊ どうやってつくるの？ＭＯＮＯ知り図鑑 どうやってつくるの？ＭＯＮＯ知り図鑑 花形 康正 著 国土社 1997 39p



470 ｱ 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 姉崎 一馬 写真 福音館書店 1981 1冊

455 ﾔ やさしい科学 やさしい科学 山崎 良雄 著 さ・え・ら書房 1997 63p

435 ﾀ やさしい科学 二酸化炭素の実験 高梨 賢英 著 さ・え・ら書房 1990 63p

451 ﾂ 天文ブックス 塚本 治弘 著 ポプラ社 1996 127p

485 ｾ だんごむし 生活科を創る会 編 小峰書店 1993 43p

486 ｾ こおろぎ 生活科を創る会 編 小峰書店 1993 43p

489 ｾ モルモット 生活科を創る会 編 小峰書店 1993 43p

596 ﾊ 学研まんがひみつシリーズ 学研 1995 128p

750 ﾊ コックさんになろう 偕成社 1994 32p

750 ｵ かがくのとも傑作集 笠原 邦彦 企画・作図 福音館書店 1992 27p

750 ﾖ かがくのとも傑作集 よしだ きみまろ さく 福音館書店 1989 27p

290 ｺ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 小松 義夫 文・写真 福音館書店 1997 40 4p

596 ｵ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 小野 かおる さく 福音館書店 1998 40 4p

484 ﾀ 月刊　たくさんのふしぎ 高山茂樹 福音館書店 1997

911 ｶ わが内なる宇宙 矢崎　節夫 ＪＩＬＡ出版局 1996

913 ﾃ 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま１ 寺村 輝夫 作 理論社 1967 185p

913 ﾃ 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま２ 寺村 輝夫 作 理論社 1975 173p

913 ﾃ 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま５ 寺村 輝夫 作 理論社 1977 157p

913 ﾃ 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま６ 寺村 輝夫 作 理論社 1978 157p

913 ﾃ 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま７ 寺村 輝夫 作 理論社 1981 165p

913 ﾃ 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま８ 寺村 輝夫 作 理論社 1984 165p

913 ﾃ 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま９ 寺村 輝夫 作 理論社 1985 226p

913 ﾃ 理論社名作の愛蔵版 ぼくは王さま１０ 寺村 輝夫 作 理論社 1985 163p

913 ﾃ ちいさな王さまシリーズ ちいさな王さまシリーズ１ 寺村 輝夫 作 理論社 1985 93p

916 ﾐ 学研のノンフィクション 人と動物・感動の記録 三戸 サツヱ 文・写真 学研 1989 156p

916 ﾊ 学研のノンフィクション 人と動物・感動の記録 長谷川 博 文・写真 学研 1990 172p

916 ｷ 学研のノンフィクション 菊地 澄子 文 学研 1988 162p

916 ｲ 学研のノンフィクション 医師をめざすアフリカの少女の日本留学記 井口 民樹 文 学研 1988 163p

916 ｲ 学研のノンフィクション ４５年つづけられる入院患者と小学生たちのふれあい 今関 信子 文 学研 1993 131p

916 ﾘ 学研のノンフィクション ボランティアってだれのため？ 寮 美千子 文・写真 学研 1997 134p

933 ﾛ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 1960 378p

933 ﾛ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 1952 357p

933 ﾛ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 1978 403p

933 ﾛ 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 1979 321p

933 ﾛ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 1979 333p

933 ﾛ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 1979 318p

933 ﾛ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 1979 246p

933 ﾛ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 1979 280p

933 ﾛ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 1979 240p

933 ﾛ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 1979 275p

933 ﾛ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 1979 379p



933 ﾛ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 1979 314p

726 ﾃ 復活・羽衣編 手塚治虫 角川書店 1986

726 ﾃ 乱世編（上） 手塚治虫 角川書店 1986

726 ﾃ 乱世編（下） 手塚治虫 角川書店 1986

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1983 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1986 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1987 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1987 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1989 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1989 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1990 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1991 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1992 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1993 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1993 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1994 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1995 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1996 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1996 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1997 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1997 94p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1996 95p

913 ｵ ポプラ社のなかよし童話 ポプラ社のなかよし童話 岡野 薫子 作 ポプラ社 1997 95p

913 ﾌ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 福永 武彦 作 岩波書店 1957 295p

933 ﾄ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ヘンリー・トリース 作 岩波書店 1997 181p

931 ｷ 岩波少年文庫 イギリス子ども詩集 岩波少年文庫 谷川 俊太郎 編訳 岩波書店 1997 214 2p

933 ｴ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 エレナー・エスティス 作 岩波書店 1995 377p

933 ﾖ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ドラ・ド・ヨング 作 岩波書店 1995 272p

913 ｻ 岩波少年文庫 ガンバと１５ひきの仲間 岩波少年文庫 斎藤 惇夫 作 岩波書店 1990 388p

933 ｱ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 アリソン・アトリー 作 岩波書店 1996 212p

933 ﾎ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ルーシー・Ｍ・ボストン 作 岩波書店 1997 189p

933 ｶ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 作 岩波書店 1989 189p

933 ﾉ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 メアリー・ノートン 作 岩波書店 1986 263p

933 ｸ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 エリザベス・グージ 作 岩波書店 1997 325p

933 ﾄ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作 岩波書店 1985 283p

933 ﾄ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作 岩波書店 1975 364p

933 ﾄ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作 岩波書店 1975 368p

933 ﾄ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 パミラ・リンド・トラヴァース 作 岩波書店 1975 348p

982 ﾏ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 サムイル・マルシャーク 作 岩波書店 1979 226p

933 ﾄ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 作 岩波書店 1979 305p

933 ﾄ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 作 岩波書店 1979 254p



989 ﾁ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｋ．チャペック 作 岩波書店 1986 263p

913 ﾏ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 征矢 清 作 岩波書店 1996 379p

933 ﾏ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 マクドナルド 作 岩波書店 1996 224p

933 ﾏ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 マクドナルド 作 岩波書店 1995 220p

933 ｶ 岩波少年文庫 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 作 岩波書店 1975 208p

933 ﾖ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ドラ・ド・ヨング 作 岩波書店 1995 229p

913 ｵ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 乙骨 淑子 作 岩波書店 1996 364p

933 ﾘ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 マイロン・リーボイ 作 岩波書店 1995 287p

973 ｱ 岩波少年文庫 愛の学校 岩波少年文庫 デ・アミーチス 作 岩波書店 1987 270p

973 ｱ 岩波少年文庫 愛の学校 岩波少年文庫 デ・アミーチス 作 岩波書店 1987 298p

973 ﾛ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ジャンニ・ロダーリ 作 岩波書店 1987 375p

949 ﾘ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 リンドグレーン 作 岩波書店 1990 263p

949 ｱ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 〔アンデルセン 著〕 岩波書店 1986 255p

949 ｱ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 〔アンデルセン 著〕 岩波書店 1986 263p

949 ｱ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 〔アンデルセン 著〕 岩波書店 1986 251p

943 ﾙ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ジーモン・ルーゲ 作 岩波書店 1997 332p

943 ﾍ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ウルズラ・ヴェルフェル 作 岩波書店 1981 153p

943 ﾊ 岩波少年文庫 キャラバン 岩波少年文庫 ハウフ 作 岩波書店 1977 244p

953 ﾄ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 モーリス・ドリュオン 作 岩波書店 1977 220p

943 ｸ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 グリム 〔著〕 岩波書店 1997 324p

943 ｸ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 グリム 〔著〕 岩波書店 1997 355p

943 ｸ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 グリム 〔著〕 岩波書店 1997 330p

933 ﾎ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 マヤ・ヴォイチェホフスカ 作 岩波書店 1997 148p

949 ﾊ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 マリー・ハムズン 作 岩波書店 1990 268p

933 ﾊ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ジョーエル・チャンドラー・ハリス 〔著〕 岩波書店 1953 277p

943 ｹ 岩波少年文庫 エーリヒ・ケストナー 作 岩波書店 1979 220p

933 ﾙ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 1985 347p

933 ﾙ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 1986 346p

933 ﾙ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 1986 315p

933 ﾙ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 1986 290p

933 ﾙ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 1986 294p

933 ﾙ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 1985 314p

933 ﾙ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店 1985 265p

933 ﾓ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ド・モーガン 作 岩波書店 1997 273p

933 ﾌ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ファージョン 作 岩波書店 1987 280p

933 ｷ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ルイス・キャロル 作 岩波書店 1985 217p

933 ｺ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 ルーマー・ゴッデン 作 岩波書店 1978 245p

933 ｶ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 作 岩波書店 1995 241p

933 ｴ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 エレナー・エスティス 作 岩波書店 1988 318p

933 ｴ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 エレナー・エスティス 作 岩波書店 1991 350p

933 ｱ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 アリソン・アトリー 作 岩波書店 1996 182p



913 ｻ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 斎藤 惇夫 作 岩波書店 1990 351p

911 ｷ 岩波少年文庫 北原白秋童謡選 岩波少年文庫 北原 白秋 作 岩波書店 1995 325p

913 ｷ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 木島 始 作 岩波書店 1996 155p

913 ｻ 岩波少年文庫 岩波少年文庫 佐藤 さとる 作 岩波書店 1996 226p

913 ﾅ 梨木 香歩 著 小学館 1996 205p

787 ﾁ よくつれる！超カンタンつり入門 よくつれる！超カンタンつり入門 千坂 隆男 著 金の星社 1998 95p

787 ﾌ よくつれる！超カンタンつり入門 よくつれる！超カンタンつり入門 藤谷 立自 著 金の星社 1998 95p

913 ｼ どうわがいっぱい どうわがいっぱい２ 椎名 誠 作 講談社 1990 84p

913 ﾔ どうわがいっぱい どうわがいっぱい２７ 山下 明生 作 講談社 1992 76p

913 ｱ どうわがいっぱい どうわがいっぱい３ あまん きみこ 作 講談社 1990 68p

913 ｱ どうわがいっぱい どうわがいっぱい７ あまん きみこ 作 講談社 1990 76p

913 ｱ どうわがいっぱい どうわがいっぱい２３ あまん きみこ 作 講談社 1991 76p

913 ｱ どうわがいっぱい どうわがいっぱい３５ 安房 直子 作 講談社 1993 76p

913 ｱ どうわがいっぱい どうわがいっぱい４０ 安房 直子 作 講談社 1996 76p

933 ﾛ ミセスこどもの本 フレッド・フレガー 文 文化出版局 1987 64p

933 ﾛ ミセスこどもの本 ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1974 64p

933 ﾛ ミセスこどもの本 ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1979 62p

933 ﾛ こどもの本 こどもの本 アーノルド　ローベル 作 文化出版局 1976 64p

933 ﾛ ミセスこどもの本 ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1972 64p

933 ﾛ ミセスこどもの本 マザー・グース ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 絵 文化出版局 1980 32p

933 ﾛ ミセスこどもの本 ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1971 63p

933 ﾛ アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1977 64p

933 ﾛ ミセスこどもの本 ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1980 64p

933 ﾛ アーノルド・ローベル 作 文化出版局 1982 64p

933 ﾛ ミセスこどもの本 ミセスこどもの本 ペギー・パリッシュ 文 文化出版局 1976 32p

933 ﾛ ロバート・モリス 文 文化出版局 1976 63p

933 ﾛ ナサニエル・ベンチリー 文 文化出版局 1978 64p

933 ﾎ 世界傑作童話シリーズ 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド 作 福音館書店 1967 209p

933 ﾎ 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド 作 福音館書店 1997 195p

933 ﾎ 世界傑作童話シリーズ 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド 作 福音館書店 1977 184p

933 ﾎ 世界傑作童話シリーズ 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド 作 福音館書店 1967 180p

933 ﾎ 世界傑作童話シリーズ 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド 作 福音館書店 1970 171p

933 ﾎ 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド 作 福音館書店 1989 179p

933 ﾎ 世界傑作童話シリーズ マイケル・ボンド 作 福音館書店 1971 177p

471 ﾀ 監修　多田多恵子 偕成社 2008 32p

370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん 車いすといっしょに富士登山 ボランティアふれあいのえほん１ 松美 里枝子 文 学研 1997 31p

370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん みんなのいのちをまもる ボランティアふれあいのえほん３ 早野 美智代 文 学研 1997 31p

370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん 病院をほうもんする ボランティアふれあいのえほん４ 今関 信子 文 学研 1997 31p

370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん 世界の友だちをたすける ボランティアふれあいのえほん５ ゆうき えみ 文 学研 1997 30p

370 ﾎｱ ボランティアふれあいのえほん ジャングルのみどりをまもる ボランティアふれあいのえほん６ 井上 こみち 文 学研 1997 31p

370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん 生きものを大切にする ボランティアふれあいのえほん７ 松美 里枝子 文 学研 1997 31p



370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん 尾瀬のしぜんをまもる ボランティアふれあいのえほん８ 松美 里枝子 文 学研 1997 31p

370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん プルタブをあつめて車いすプレゼント ボランティアふれあいのえほん９ 宮川 ひろ 文 学研 1997 29p

370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん 手話をみんなで学ぶ ボランティアふれあいのえほん１０ 七尾 純 文 学研 1997 31p

370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん おもちゃ図書館であそぶ ボランティアふれあいのえほん１１ 七尾 純 文 学研 1997 30p

370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん ししおどりをつたえる ボランティアふれあいのえほん１２ ゆうき えみ 文 学研 1997 30p

370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん 体のふじゆうな人に水えいを教える ボランティアふれあいのえほん１３ 早野 美智代 文 学研 1997 31p

370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん みんなでせんしゅをはげます ボランティアふれあいのえほん１４ 寮 美千子 文 学研 1997 31p

370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん 阪神・淡路大震災でのたすけあい ボランティアふれあいのえほん１５ 今関 信子 文 学研 1997 31p

370 ﾎ ボランティアふれあいのえほん あぶらまみれの生きものをたすける ボランティアふれあいのえほん１６ 井上 こみち 文 学研 1997 31p

289 ﾓ イエス 森　禮子　著 講談社 1988 229p

280 ｻ 聖徳太子 澤田　ふじ子　著 講談社 1988 293p

280 ｲ 源頼朝 今西　祐行　著 講談社 1989 285p

280 ﾊ マルコ＝ポーロ 春名　徹　著 講談社 1988 285p

280 ｲ 一休 伊藤　桂一　著 講談社 1988 285p

280 ﾂ 織田信長 津本　陽　著 講談社 1989 237p

280 ﾏ 徳川家康 松本　清張　著 講談社 1988 341p

280 ﾊ ベートーベン 畑山　博　著 講談社 1988 297p

280 ｽ リンカーン 砂田　弘　著 講談社 1989 237p

280 ﾐ ファーブル 三木　卓　著 講談社 1989 277p

280 ｺ 福沢諭吉 小島　直記　著 講談社 1989 273p

280 ﾄ キュリー夫人 ドーリー　著 講談社 1988 285p

280 ｶ 野口英世 神戸　淳吉　著 講談社 1987 297p

280 ｶ ガンジー 辛島　昇　著 講談社 1989 269p

280 ｲ ヘレン＝ケラー 井上　一夫　訳 講談社 1987 309p

280 ｸ ベーブ＝ルース 久米　穣　著 講談社 1989 269p

280 ﾆ 宮沢賢治 西本　鶏介　著 講談社 1989 277p

280 ｵ アンネ＝フランク 小山内　美江子　著 講談社 1989 277p

290 ｵ アジアの遊び２ 監修：大貫美佐子 ポプラ社 1998 63p

290 ｵ ヨーロッパの遊び 監修：大貫美佐子 ポプラ社 1998 63p

290 ｵ 北アメリカの遊び 監修：大貫美佐子 ポプラ社 1998 63p

290 ｵ 南アメリカの遊び 監修：大貫美佐子 ポプラ社 1998 63p

290 ｵ オセアニアの遊び 監修：大貫美佐子 ポプラ社 1998 63p

498 ﾀ 頭スッキリ！毎朝５分の脳元気ゲーム 田島信元・新田信一郎　監修 学習研究社 2006 48p

913 ﾓ もりやまみやこ　作　いしいつとむ　絵 あかね書房 2011 77p

913 ﾀ 竹下文子　作　堀川波　絵 小峰書店 2010 ７９p

388 ｺ 松岡享子　編 こぐま社 2007

913 ﾀ 武田美穂　作・絵 ポプラ社 1991 ２８p

489 ｲ 写真でわかる 今泉　忠明 世界文化社 1995 40p

222 ﾀ 王者ジンギスカンの最期 たかし よいち 原作 理論社 1992 111p

209 ﾀ ノアの箱船をさがせ たかし よいち 原作 理論社 1993 109p

223 ﾀ 死者をよぶアンコールワット たかし よいち 原作 理論社 1994 109p



210 ﾀ 不老不死の国？吉野ヶ里 たかし よいち 原作 理論社 1994 107p

721 ｲ ちひろ美術館１ いわさき　ちひろ 講談社 1997

721 ｲ ちひろ美術館２ いわさきちひろ 講談社 1997

721 ｲ ちひろ美術館３ いわさき　ちひろ 講談社 1997

721 ｲ ちひろ美術館４ いわさき　ちひろ 講談社 1997

721 ｲ ちひろ美術館５ いわさき　ちひろ 講談社 1997

721 ｲ ちひろ美術館６ いわさき　ちひろ 講談社 1997

721 ｲ ちひろ美術館７ いわさき　ちひろ 講談社 1997

721 ｲ ちひろ美術館８ いわさき　ちひろ 講談社 1997

721 ｲ ちひろ美術館９ いわさき　ちひろ 講談社 1997

721 ｲ ちひろ美術館１０ いわさき　ちひろ 講談社 1997

721 ｲ ちひろ美術館１１ いわさき　ちひろ 講談社 1998

721 ｲ ちひろ美術館１２ いわさき　ちひろ 講談社 1998

721 ｲ ちひろ美術館・別巻 いわさき　ちひろ 講談社 1998

779 ﾄ トランプマンのマジック入門 トランプマンのマジック入門４ トランプマン 作 岩崎書店 1998 32p

796 ｺ 将棋っておもしろい？ 小暮 克洋 著 汐文社 1998 79p

796 ｺ 学校名人にねれる将棋 小暮 克洋 著 汐文社 1998 79p

457 ｲ 写真でわかる 世界文化社 1995 40p

470 ﾔ 写真でわかる 世界文化社 1995 40p

488 ﾅ 写真でわかる 世界文化社 1995 40p

726 ﾃ 手塚治虫傑作選集２ 手塚　治虫 秋田書房 1990

726 ﾃ 手塚治虫傑作選集２２ 手塚　治虫 秋田書房 1993

933 ｲ おおきなもりの　ふゆ ローラ・インガルス・ワイルダー 原作 文渓堂 1996 1冊

933 ｲ おじいちゃんのいえのダンスパティー ローラ・インガルス・ワイルダー 原作 文渓堂 1996 1冊

933 ｲ ローラ・インガルス・ワイルダー 原作 文渓堂 1997 1冊

916 ｺ ポプラ社いきいきノンフィクション ２０００本の桜をうえたバスの車掌さん ポプラ社いきいきノンフィクション２ 木暮 正夫 著 ポプラ社 1993 134p

916 ｱ ポプラ社いきいきノンフィクション 筋萎縮症とたたかう少年と先生の記録 ポプラ社いきいきノンフィクション３ 綾野 まさる 著 ポプラ社 1994 166p

916 ｲ ポプラ社いきいきノンフィクション タヌキ博士ばかしあいの２０年 ポプラ社いきいきノンフィクション４ 池田 啓 著 ポプラ社 1994 166p

916 ｶ ポプラ社いきいきノンフィクション ポプラ社いきいきノンフィクション６ 亀井 一成 著 ポプラ社 1994 166p

916 ﾄ ポプラ社いきいきノンフィクション 模型飛行機ひとすじに生命をかける男 ポプラ社いきいきノンフィクション７ 富永 敏治 著 ポプラ社 1994 142p

916 ｸ ポプラ社いきいきノンフィクション 戦争とダムにうばわれた７０年の人生 ポプラ社いきいきノンフィクション９ 楠山 忠之 著 ポプラ社 1995 174p

916 ｼ ポプラ社いきいきノンフィクション 阪神大震災の子どもたち ポプラ社いきいきノンフィクション１０ 東海林 のり子 著 ポプラ社 1995 166p

916 ﾕ ポプラ社いきいきノンフィクション ぼくの青春アメリカ１万５千キロ ポプラ社いきいきノンフィクション１２ ゆうき えみ 著 ポプラ社 1995 181p

916 ﾅ ポプラ社いきいきノンフィクション 車イスで救援活動 ポプラ社いきいきノンフィクション１４ 奈佐 誠司 著 ポプラ社 1996 198p

916 ﾔ ポプラ社いきいきノンフィクション 二つのピアノ物語 ポプラ社いきいきノンフィクション１６ 矢崎 節夫 著 ポプラ社 1996 174p

916 ﾊ ポプラ社いきいきノンフィクション ぼくの勉強は“なぜ”からはじまった ポプラ社いきいきノンフィクション１７ 林 良博 著 ポプラ社 1996 174p

916 ｻ ポプラ社いきいきノンフィクション カモが育てるゆかいな米づくり 佐藤 一美 著 ポプラ社 1997 174p

916 ﾕ ポプラ社いきいきノンフィクション 日本海重油流出事故黒い油とたたかった人々 ポプラ社いきいきノンフィクション２１ ゆうき えみ 著 ポプラ社 1997 166p

916 ﾕ ポプラ社いきいきノンフィクション ポプラ社いきいきノンフィクション２５ ゆーち みえこ 著 ポプラ社 1998 157p

390 ﾅ 長崎源之助・作　山中冬児・絵 教育画劇 1996 32p

913 ｸ くすのきしげのり・作　石井聖岳・絵 小学館 2008 32p



280 ﾄ ライト兄弟 富家　清　著 講談社 1988 281p

909 ｴ クマのプーさんえほん クマのプーさんえほん１ Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982 34p

909 ｴ クマのプーさんえほん クマのプーさんえほん２ Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982 36p

909 ｴ クマのプーさんえほん クマのプーさんえほん３ Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982 33p

909 ｴ クマのプーさんえほん クマのプーさんえほん４ Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982 33p

909 ｴ クマのプーさんえほん クマのプーさんえほん５ Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982 35p

909 ｴ クマのプーさんえほん クマのプーさんえほん６ Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982 36p

909 ｴ クマのプーさんえほん クマのプーさんえほん７ Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店 1982 32p

909 ｴ クマのプーさんえほん クマのプーさんえほん８ Ａ．Ａ．ミルン さく 岩波書店 1982 26p

909 ｴ クマのプーさんえほん クマのプーさんえほん１０ Ａ．Ａ．ミルン さく 岩波書店 1982 31p

913 ﾎ おはなしフェスタ 郵便やさんの不思議なお話 おはなしフェスタ４ 堀内 純子 作 あかね書房 1996 161p

913 ﾀ おはなしフェスタ たかどの ほうこ 作・絵 あかね書房 1996 168p

913 ﾉ おはなしフェスタ おはなしフェスタ８ 野村 一秋 作 あかね書房 1996 167p

933 ｸ おはなしフェスタ おはなしフェスタ９ Ｇ．クロス 作 あかね書房 1996 129p

913 ﾀ おはなしフェスタ おはなしフェスタ１０ たつみや 章 作 あかね書房 1997 168p

210 ﾏ ロマンと抗争の古代王権盛衰劇 実業之日本社 1997

210 ｵ 乱世がわかれば現代が見える！ 監修　小和田　哲男 実業之日本社 1996

210 ｵ 「東京」のルーツがここにある 監修　小木新造 実業之日本社 1996

210 ﾅ 幕府存亡の秋をいかに生きたか 永岡慶之助 実業之日本社 1998

210 ｵ 長期政権を彩る人間ドラマ 監修　大石　慎三郎 実業之日本社 1996

210 ｶ 歴史を動かしたすごい奴ら 監修　勝部真長 実業之日本社 1996

210 ｲ 気骨ある日本人の原型ここにあり！ 監修　伊藤隆 実業之日本社 1997

933 ｲ おおきなもりのクリスマス ローラ・インガルス・ワイルダー 原作 文渓堂 1996 1冊

780 ﾋ 東島 新次 著 ベースボール・マガジン社 1997 160p

780 ﾏ 松木 安太郎 著 ベースボール・マガジン社 1998 160p

470 ﾏ 科学絵本 科学絵本 松岡 達英 絵 小学館 1995 41p

536 ﾔ-1 むしのなかま ポプラ社 1998 63p

470 ﾔ くさばなと木 ポプラ社 1998 63p

911 ｸ-2 子供ってすごーい 熊田 松雄 編 汐文社 1995 1冊

911 ｸ-3 子供ってすごーい 熊田 松雄 編 汐文社 1995 1冊

911 ｴ 炎天寺 編 汐文社 1996 91p

911 ｴ 炎天寺 編 汐文社 1996 1冊

911 ｴ 炎天寺 編 汐文社 1996 1冊

911 ｴ 炎天寺 編 汐文社 1996 1冊

911 ｴ 炎天寺 編 汐文社 1996 1冊

291 ﾖ-1 あたたかい土地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社 1999 47p

291 ﾜ-2 寒い土地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社 1999 47p

291 ﾌ-3 雪国のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社 1999 47p

291 ﾌ-4 低地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社 1999 47p

291 ﾖ-5 山地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社 1999 47p

291 ﾜ-6 高原のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社 1999 47p



291 ﾌ-7 島のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社 1999 47p

291 ﾖ-8 海辺のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社 1999 47p

291 ﾜ-9 台地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社 1999 47p

291 ﾜ-10 くらべよう各地のくらし 次山 信男 監修 ポプラ社 1999 47p

480 ﾛ-1 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ ローレンス・マウンド 文 ブックローン出版 1996 25p

480 ｸ Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ クリストファー・メイナード 文 ブックローン出版 1996 25p

568 ﾆ 学研まんがひみつシリーズ 学研まんがひみつシリーズ 学研 1992 128p

202 ｱ 学研まんがひみつシリーズ 学研まんがひみつシリーズ 学研 1992 144p

916 ｲ ポプラ社いきいきノンフィクション 盲導犬アイリーンとともに プラ社いきいきノンフィクション 伊志井 桃雲 著 ポプラ社 1997 198p

486 ｲ わたしの研究 わたしの研究１ 石井 象二郎 文 偕成社 1989 132p

486 ｲ わたしの研究 わたしの研究３ 石井 象二郎 文 偕成社 1993 117p

486 ﾁ わたしの研究４ 茅野 春雄 文 偕成社 1995 151p

479 ﾏ わたしの研究 わたしの研究５ 真船 和夫 文 偕成社 1997 108p

916 ｱ 薬害エイズがうばった命 綾野 まさる 文 小学館 1997 223p

916 ｺ 学研のノンフィクション 米村伝治郎のおもしろ実験物語 学研のノンフィクション 木暮 正夫 文 学研 1997 143p

916 ﾅ 学研のノンフィクション 歩いてアフリカ大陸横断１１０００キロの大冒険 学研のノンフィクション 永瀬 忠志 文・写真 学研 1991 175p

543 ﾋ 広河　隆一 小学館 1992

911 ｼ えほん詩のぶらんこ えほん詩のぶらんこ 渋谷 清視 編 金の星社 1988 1冊

911 ｼ えほん詩のぶらんこ えほん詩のぶらんこ 渋谷 清視 編 金の星社 1988 1冊

911 ｼ えほん詩のぶらんこ えほん詩のぶらんこ 渋谷 清視 編 金の星社 1989 1冊

911 ｼ えほん詩のぶらんこ えほん詩のぶらんこ 渋谷 清視 編 金の星社 1989 1冊

911 ｼ えほん詩のぶらんこ 渋谷 清視 編 金の星社 1989 1冊

911 ｼ えほん詩のぶらんこ えほん詩のぶらんこ 渋谷 清視 編 金の星社 1989 1冊

911 ｼ えほん詩のぶらんこ えほん詩のぶらんこ 渋谷 清視 編 金の星社 1989 1冊

726 ﾃ 手塚治虫傑作選集１０ 手塚　治虫 秋田書店 1992

726 ﾃ 手塚治虫傑作選集６ 手塚　治虫 秋田書店 1990

726 ﾃ 手塚治虫傑作選集１１ 手塚　治虫 秋田書店 1992

750 ﾔ-1 ししゃくのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店 1998 30p

750 ﾔ-2 でんきのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店 1998 31p

750 ﾔ-3 かがみのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店 1998 31p

750 ﾔ-4 レンズのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店 1998 31p

750 ﾔ-5 くうきのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店 1998 31p

750 ﾔ-6 かぜのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店 1998 31p

750 ﾔ-7 おもりのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店 1998 31p

750 ﾔ-9 おとのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店 1998 30p

750 ﾔ-11 みずのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店 1998 31p

750 ﾔ-12 しゃぼんだまのこうさく 竹井 史郎 著 小峰書店 1998 31p

490 ｽ 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 1991 39p

490 ｽ 病原体とたたかう 抗体・免疫 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 1991 39p

490 ｽ ささえる・うごかす 骨・筋肉 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 1991 39p

490 ｽ 消化する・吸収する 胃・腸 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 1991 39p



490 ｽ 呼吸する 気管支・肺 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 1991 38p

490 ｽ いらないものをすてる 腎臓・ぼうこう 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 1991 39p

490 ｽ からだのバランスをとる 内分泌 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 1991 39p

490 ｽ 感じる・かんがえる 脳・神経 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 1991 39p

490 ｽ みる・きく・かぐ 目・耳・鼻 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 1991 38p

490 ｽ いのちがうまれる 精子・卵子 鈴木 喜代春 共著 岩崎書店 1991 38p

388 ﾏ むかしむかし むかしむかし１ 松谷 みよ子 文 講談社 1997 79p

388 ﾏ むかしむかし むかしむかし２ 松谷 みよ子 文 講談社 1997 79p

388 ﾏ むかしむかし むかしむかし３ 松谷 みよ子 文 講談社 1997 79p

388 ﾏ むかしむかし むかしむかし４ 松谷 みよ子 文 講談社 1997 79p

388 ﾏ むかしむかし むかしむかし５ 松谷 みよ子 文 講談社 1997 79p

388 ﾏ むかしむかし むかしむかし６ 松谷 みよ子 文 講談社 1997 79p

388 ﾏ むかしむかし むかしむかし７ 松谷 みよ子 文 講談社 1998 79p

388 ﾏ むかしむかし むかしむかし８ 松谷 みよ子 文 講談社 1998 79p

388 ﾏ むかしむかし むかしむかし９ 松谷 みよ子 文 講談社 1998 79p

388 ﾏ むかしむかし むかしむかし１０ 松谷 みよ子 文 講談社 1998 79p

480 ｵ いきものの　顔 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997 31p

480 ｵ いきものの　手と　あし 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997 31p

480 ｵ いきものの　しっぽと　おしり 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997 31p

460 ｵ ぐるぐるうずまきと　まるいもの 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997 31p

460 ｵ とげとげと　ぎざぎざ 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997 31p

460 ｵ ふしぎなあな 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997 31p

460 ｵ ふしぎなかたち 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997 31p

460 ｵ ふしぎなもよう 大木 邦彦 文 ポプラ社 1997 31p

90 ｶ 史跡と人物でつづる 新訂 松林社 1980

90 ｶ 史跡と人物でつづる 新訂 松林社 1980

90 ｶ 史跡と人物でつづる 新訂 松林社 1980

90 ｶ 史跡と人物でつづる 新訂 松林社 1980

810 ｱ 学研まんがひみつシリーズ 学研まんがひみつシリーズ 学研 1992 144p

726 ｼ ピーナッツエッセンス１ チャールズ・Ｍ・シュルツ 講談社 1996

726 ｼ ピーナッツエッセンス２ チャールズ・Ｍ・シュルツ 講談社 1996

726 ｼ ピーナッツエッセンス３ チャールズ・Ｍ・シュルツ 講談社 1996

726 ｼ ピーナッツエッセンス８ チャールズ・Ｍ・シュルツ 講談社 1996

726 ｼ ピーナッツエッセンス１２ チャールズ・Ｍ・シュルツ 講談社 1996

726 ｼ ピーナッツエッセンス１５ チャールズ・Ｍ・シュルツ 講談社 1996

726 ﾅ 中沢 啓治 著 汐文社 1980 265p

489 ﾄ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 学研 1996 120p

488 ｱ Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ アレクサンドラ・パーソンズ 文 ブックローン出版 1996 25p

470 ﾀ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 学研 1996 120p

90 ｽ 郷土の発展につくした人びと 角　節郎 光文書院 1982

90 ｽ 郷土の発展につくした人びと 角　節郎 光文書院 1982



90 ｽ 郷土の発展につくした人びと 角　節郎 光文書院 1982

90 ｽ 郷土の発展につくした人びと 角　節郎 光文書院 1982

485 ｺ かいかたそだてかたずかん 小宮 輝之 文 岩崎書店 1998 31p

388 ｵ 子どもがはじめてであう民話 大川 悦生 作 ポプラ社 1977 35p

388 ｵ 大川悦生・子どもがはじめてであう民話 大川 悦生 作 ポプラ社 1979 35p

488 ｸ 絵本図鑑シリーズ どこでなにをたべているのかな 藪内 正幸 絵 岩崎書店 1998 44p

798 ﾅ 福音館日曜日文庫 福音館書店編集部 編 福音館書店 1982 197 10p

90 ｶ 史跡と人物でつづる 光文書院 1980

596 ﾓ 月刊　たくさんのふしぎ 月刊　たくさんのふしぎ 森枝 卓士 文・写真 福音館書店 1998 40 4p

486 ｴ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 槐 真史 文 福音館書店 1998 40 4p

500 ﾀ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 高頭 祥八 文・絵 福音館書店 1998 39 4p

380 ｻｵ 月刊たくさんのふしぎ 斎藤 たま 文 福音館書店 1998 39 4p

290 ﾇ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ ぬくみ ちほ 文・写真 福音館書店 1998 40 4p

420 ﾂ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 都筑 卓司 文 福音館書店 1998 40 4p

90 ｶ 史跡と人物でつづる 新訂 松林社 1980

210 ﾀ 親子で語る 高松市平和を願う市民団体協議会 1998

933 ﾛ 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店 1979 228p

726 ｼ ピーナッツエッセンス９ チャールズ・Ｍ・シュルツ 講談社 1996

388 ﾏ むかしむかしばなし むかしむかしばなし１ 松谷 みよ子 文 フレーベル館 1988 32p

388 ﾓ むかしむかしばなし むかしむかしばなし２ 望月 新三郎 文 フレーベル館 1988 32p

388 ﾖ むかしむかしばなし むかしむかしばなし３ 吉沢 和夫 文 フレーベル館 1988 32p

388 ﾐ むかしむかしばなし むかしむかしばなし４ 水谷 章三 文 フレーベル館 1988 32p

388 ﾜ むかしむかしばなし むかしむかしばなし５ 渡辺 節子 文 フレーベル館 1989 32p

388 ｼ むかしむかしばなし むかしむかしばなし６ 渋谷 勲 文 フレーベル館 1989 32p

388 ﾋ むかしむかしばなし むかしむかしばなし７ 樋口 淳 文 フレーベル館 1989 32p

388 ﾐ むかしむかしばなし むかしむかしばなし８ 水谷 章三 文 フレーベル館 1989 32p

388 ﾏ むかしむかしばなし むかしむかしばなし１０ 松谷 みよ子 文 フレーベル館 1989 32p

388 ﾏ むかしむかしばなし むかしむかしばなし１１ 松谷 みよ子 文 フレーベル館 1991 32p

388 ﾐ むかしむかしばなし むかしむかしばなし１２ 水谷 章三 文 フレーベル館 1991 32p

388 ｼ むかしむかしばなし むかしむかしばなし１３ 渋谷 勲 文 フレーベル館 1991 32p

388 ﾖ むかしむかしばなし むかしむかしばなし１４ 吉沢 和夫 文 フレーベル館 1991 32p

388 ﾋ むかしむかしばなし むかしむかしばなし１５ 樋口 淳 文 フレーベル館 1992 32p

388 ﾓ むかしむかしばなし むかしむかしばなし１６ 望月 新三郎 文 フレーベル館 1992 32p

388 ﾏ むかしむかしばなし むかしむかしばなし２０ 松谷 みよ子 文 フレーベル館 1994 32p

913 ﾓ 新しい日本の幼年童話 新しい日本の幼年童話 茂市 久美子 作 学研 1994 46p

913 ﾓ 新しい日本の幼年童話 新しい日本の幼年童話 茂市 久美子 作 学研 1996 45p

913 ｶ 新しい日本の幼年童話 新しい日本の幼年童話 上条 さなえ 作 学研 1998 46p

913 ｵ さようなら沖縄 大城 立裕 原作 理論社 1982 109p

913 ｻ 戦争がうばった夢と友情 早乙女 勝元 原作 理論社 1993 126p

913 ﾆ ごんぎつね 新見　南吉　作 岩崎書店 1995 85p

913 ﾂ 石うすの歌 壺井　栄　作 岩崎書店 1995 85p



913 ｻ モチモチの木 斉藤　隆介　作 岩崎書店 1995 77p

913 ﾏ エッフェルとうの足音 前川　康男　作 岩崎書店 1995 77p

913 ｲ かもの卵 岩崎　京子　作 岩崎書店 1995 84p

913 ﾐ おはじき 宮川　ひろ　作 岩崎書店 1995 85p

913 ﾅ つりばしわたれ 長崎　源之助　作 岩崎書店 1995 85p

913 ｶ 春のくまたち 神沢　利子　作 岩崎書店 1995 85p

913 ｵ おかあさんの手 大石　真　作 岩崎書店 1995 77p

913 ﾏ 花いっぱいになあれ 松谷　みよ子　作 岩崎書店 1995 77p

913 ｽ 加代の四季 杉　みき子　作 岩崎書店 1995 85p

913 ｲ おにごっこだいすき 今江　祥智　作 岩崎書店 1995 85p

913 ｽ ふき子の父 砂田　弘　作 岩崎書店 1995 85p

913 ﾔ かいぞくオネション 山下　明生　作 岩崎書店 1995 85p

913 ﾓ コスモス 森山　京　作 岩崎書店 1997 75p

913 ｶ くじらの海 川村　たかし　作 岩崎書店 1997 76p

913 ｼ かっぱのかげぼうし 清水　達也　作 岩崎書店 1997 85p

913 ｸ だれにあえるかな 工藤　直子　作 岩崎書店 1997 85p

913 ﾀ あんず林のどろぼう 立原　えりか　作 岩崎書店 1997 77p

913 ｵ 紅鮭 丘　修二　作 岩崎書店 1997 85p

913 ﾖ さんきち 吉橋　通夫　作 岩崎書店 1997 85p

913 ﾀ 電車にのって 竹下　文子　作 岩崎書店 1997 76p

913 ｲ 五月のはじめ、日曜日の朝 石井　睦美　作 岩崎書店 1997 85p

913 ﾑ 走れ 村中　李衣　作 岩崎書店 1997 85p

993 ｴ タンタンの冒険旅行 タンタンの冒険旅行１ エルジェ 作 福音館書店 1983 62p

993 ｴ タンタンの冒険旅行 タンタンの冒険旅行２ エルジェ 作 福音館書店 1983 62p

993 ｴ タンタンの冒険旅行 タンタンの冒険旅行３ エルジェ 作 福音館書店 1983 62p

993 ｴ タンタンの冒険旅行 タンタンの冒険旅行 エルジェ 作 福音館書店 1983 62p

993 ｴ タンタンの冒険旅行 タンタンの冒険旅行５ エルジェ 作 福音館書店 1983 62p

388 ｶ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 川村 たかし 文 教育画劇 1996 27p

388 ｶ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 川村 たかし 文 教育画劇 1996 28p

388 ｺ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 香山 美子 文 教育画劇 1996 27p

388 ｺ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 香山 美子 文 教育画劇 1996 1冊

388 ｲ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 岩崎 京子 文 教育画劇 1996 28p

388 ｻ 日本の民話えほん 日本の民話えほん さねとう あきら 文 教育画劇 1996 1冊

388 ｲ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 岩崎 京子 文 教育画劇 1996 28p

388 ｵ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 小沢 正 文 教育画劇 1996 1冊

388 ｵ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 小沢 正 文 教育画劇 1996 28p

388 ｻ 日本の民話えほん 日本の民話えほん さねとう あきら 文 教育画劇 1996 1冊

388 ｺ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 香山 美子 文 教育画劇 1998 1冊

388 ｻ 日本の民話えほん 日本の民話えほん さねとう あきら 文 教育画劇 1998 1冊

388 ｶ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 川村 たかし 文 教育画劇 1998 1冊

388 ｺ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 香山 美子 文 教育画劇 1998 1冊



388 ｵ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 小沢 正 文 教育画劇 1998 1冊

388 ｶ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 川村 たかし 文 教育画劇 1998 1冊

388 ｵ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 小沢 正 文 教育画劇 1998 1冊

388 ｲ 日本の民話えほん 日本の民話えほん 岩崎 京子 文 教育画劇 1998 28p

388 ｻ 日本の民話えほん 日本の民話えほん さねとう あきら 文 教育画劇 1998 1冊

949 ﾘ リンドグレーン作品集 リンドグレーン作品集４ リンドグレーン 作 岩波書店 1965 196p

949 ﾘ リンドグレーン作品集 リンドグレーン作品集５ リンドグレーン 作 岩波書店 1965 212p

933 ｸ 偕成社文庫 エジプト墳墓の謎ほか アガサ・クリスティ 作 偕成社 1997 209p

933 ｸ 偕成社文庫 プリマス行き急行列車ほか アガサ・クリスティ 作 偕成社 1997 219p

933 ｸ 偕成社文庫 潜水艦の設計図ほか アガサ・クリスティ 作 偕成社 1997 207p

933 ｸ 偕成社文庫 死のハーブほか アガサ・クリスティ 作 偕成社 1997 201p

933 ｸ 偕成社文庫 検察側の証人ほか アガサ・クリスティ 作 偕成社 1997 201p

933 ｸ 偕成社文庫 アガサ＝クリスティ 作 偕成社 1986 247p

933 ｸ 偕成社文庫 アガサ＝クリスティ 作 偕成社 1986 241p

933 ｸ 偕成社文庫 完訳版 クリスティ 作 偕成社 1990 436p

933 ｸ 偕成社文庫 完訳版 アガサ・クリスティ 作 偕成社 1993 408p

933 ｸ 偕成社文庫 アガサ・クリスティ 作 偕成社 1995 422p

933 ｸ 偕成社文庫 完訳版 アガサ・クリスティ 作 偕成社 1998 468p

388 ｻ アイヌの民話 アイヌの民話 萱野 茂 文 小峰書店 1999 1冊

388 ｻ アイヌの民話 アイヌの民話 萱野 茂 文 小峰書店 1998 1冊

388 ｻ アイヌの民話 萱野 茂 文 小峰書店 1998 1冊

933 ﾜ わーいいっしょ わーいいっしょ１ ブライアン・ワイルドスミス 原作 画 学研 1996 1冊

933 ﾜ わーいいっしょ わーいいっしょ２ ブライアン・ワイルドスミス 原作 画 学研 1996 1冊

933 ﾜ わーいいっしょ わーいいっしょ３ ブライアン・ワイルドスミス 原作 画 学研 1996 1冊

933 ﾜ わーいいっしょ わーいいっしょ４ ブライアン・ワイルドスミス 原作 画 学研 1996 1冊

913 ﾀ 高円宮妃久子殿下 作 学研 1996 1冊

388 ｱ いわさきちひろの絵本 いわさきちひろの絵本 アンデルセン さく 偕成社 1987 1冊

388 ﾃ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫 文 あかね書房 1978 111p

388 ﾃ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫 〔著〕 あかね書房 1977 111p

388 ﾃ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫 文 あかね書房 1978 111p

388 ﾃ 寺村輝夫のとんち話 寺村輝夫のとんち話 寺村 輝夫 文 あかね書房 1976 111p

388 ﾃ 寺村輝夫のとんち話 寺村輝夫のとんち話 寺村 輝夫 文 あかね書房 1976 111p

388 ﾃ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫 文 あかね書房 1979 111p

388 ﾃ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫 文 あかね書房 1980 111p

388 ﾃ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫 文 あかね書房 1980 111p

388 ﾃ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫 文 あかね書房 1981 111p

388 ﾃ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫 文 あかね書房 1982 111p

388 ﾃ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫 文 あかね書房 1978 111p

388 ﾃ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫 文 あかね書房 1979 111p

931 ﾍ ニコラ・ベーリー え ほるぷ出版 1980 29p

913 ﾃ ちいさな王さまシリーズ ちいさな王さまシリーズ２ 寺村 輝夫 作 理論社 1985 101p



913 ﾃ ちいさな王さまシリーズ ちいさな王さまシリーズ４ 寺村 輝夫 作 理論社 1986 93p

913 ﾃ ちいさな王さまシリーズ ちいさな王さまシリーズ５ 寺村 輝夫 作 理論社 1987 93p

913 ﾃ ちいさな王さまシリーズ ちいさな王さまシリーズ７ 寺村 輝夫 作 理論社 1988 93p

913 ﾃ ちいさな王さまシリーズ ちいさな王さまシリーズ８ 寺村 輝夫 作 理論社 1989 93p

913 ﾃ ちいさな王さまシリーズ ちいさな王さまシリーズ９ 寺村 輝夫 作 理論社 1989 93p

913 ﾃ ちいさな王さまシリーズ ちいさな王さまシリーズ１０ 寺村 輝夫 作 理論社 1990 85p

913 ﾃ ぼくは王さま ぼくは王さまⅡ１ 寺村 輝夫 作 理論社 1990 101p

913 ﾃ ぼくは王さま ぼくは王さまⅡ２ 寺村 輝夫 作 理論社 1991 93p

913 ﾃ ぼくは王さま ぼくは王さまⅡ３ 寺村 輝夫 作 理論社 1991 101p

913 ﾃ ぼくは王さま ぼくは王さまⅡ４ 寺村 輝夫 作 理論社 1991 101p

913 ﾃ ぼくは王さま ぼくは王さまⅡ５ 寺村 輝夫 作 理論社 1992 101p

913 ﾃ ぼくは王さま ぼくは王さまⅡ６ 寺村 輝夫 作 理論社 1992 101p

913 ﾃ ぼくは王さま ぼくは王さまⅡ８ 寺村 輝夫 作 理論社 1993 100p

913 ﾃ ぼくは王さま ぼくは王さまⅡ９ 寺村 輝夫 作 理論社 1994 101p

933 ｸ 子どもの本 子どもの本 シーラ・グリーンウォルド 作 絵 大日本図書 1993 128p

913 ｻﾋ 子どもの本 子どもの本 佐藤 さとる 作 大日本図書 1998 107p

933 ﾄ バスカビル家の犬 コナン＝ドイル 著 偕成社 1985 334p

933 ﾄ シャーロック＝ホームズの冒険（上） コナン＝ドイル 著 偕成社 1983 357p

933 ﾄ シャーロック＝ホームズの冒険（下） コナン＝ドイル 著 偕成社 1983 373p

933 ﾄ シャーロック＝ホームズの思い出（上） コナン＝ドイル 著 偕成社 1983 309p

933 ﾄ シャーロック＝ホームズの思い出（下） コナン＝ドイル 著 偕成社 1983 273p

933 ﾄ シャーロック＝ホームズの帰還（上） コナン＝ドイル 著 偕成社 1983 395p

933 ﾄ シャーロック＝ホームズの帰還（下） コナン＝ドイル 著 偕成社 1984 353p

933 ﾄ シャーロック＝ホームズ　最後の挨拶（上） コナン＝ドイル 著 偕成社 1984 271p

933 ﾄ シャーロック＝ホームズ　最後の挨拶（下） コナン＝ドイル 著 偕成社 1985 233p

933 ﾄ シャーロック＝ホームズの事件簿（上） コナン＝ドイル 著 偕成社 1984 361p

933 ﾄ シャーロック＝ホームズの事件簿（下） コナン＝ドイル 著 偕成社 2002 301p

460 ｲ ホタルはなぜ光るの？ 虫のふしぎ 学研 1999 47p

460 ｲ クジラはどれくらいもぐっていられるの？ 動物のふしぎ 学研 1999 47p

460 ｲ ツルはなぜかた足で立っているの？ 鳥のふしぎ 学研 1999 47p

460 ｲ サケはどうやって生まれた川にもどってくるの？ 水にすむいきもののふしぎ 学研 1999 47p

470 ｲ アサガオはなぜ朝早くさくの？ 草花・木のふしぎ 学研 1999 47p

468 ｲ ”環境ホルモン”ってなに？ くらしのなかのふしぎ 学研 1999 47p

400 ｲ 花火はなぜいろいろな色が出るの？ 身のまわりのふしぎ 学研 1999 47p

440 ｲ 南極と北極とどっちが寒いの？ 地球のふしぎ 学研 1999 47p

440 ｲ 空に星はいくつくらいあるの？ 宇宙のふしぎ 学研 1999 47p

488 ｱ とり 福音館書店 1980 39p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史２ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 229p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史４ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 206p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史５ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 237p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史６ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 222p



289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史７ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 222p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史８ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 228p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史９ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 205p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史１０ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 206p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史１１ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 222p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史１２ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 222p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史１４ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 222p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史１５ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 222p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史１６ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 222p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史１７ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 222p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史１８ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 222p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史１９ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 222p

289 ﾂ 堂々日本人物史 堂々日本人物史２０ 戦国・幕末編 筑波 常治 作 国土社 1999 222p

519 ﾅ 環境教育実践シリーズ ゴミをへらすためにできること 環境教育実践シリーズ 監修　奈須　紀幸 ポプラ社 1994 47p

460 ｻ 動物・植物を知るために さとうち 藍 文 福音館書店 1986 382p

781 ｵ いつでもどこでもだれとでも 奥成 達 文 福音館書店 1987 382p

31 ｱ 身近なふしぎを探検しよう 有沢 重雄 文 福音館書店 1998 383p

590 ｵ 『生きる力』を楽しくみがく おち とよこ 文 福音館書店 1997 382p

488 ﾔ にわやこうえんの鳥からうみの鳥まで 薮内 正幸 さく 福音館書店 1991 351p

491 ﾌ 子どもの“いのち”を守る あごの骨と筋肉 子どもの“いのち”を守る１ 藤森 弘 構成・文 偕成社 1994 31p

491 ﾌ 子どもの“いのち”を守る 消化とはいせつ 子どもの“いのち”を守る２ 藤森 弘 構成・文 偕成社 1994 31p

491 ﾌ 子どもの“いのち”を守る なぜふとるのか？ 子どもの“いのち”を守る３ 藤森 弘 構成・文 偕成社 1995 31p

491 ﾌ 子どもの“いのち”を守る 骨と筋肉と関節 子どもの“いのち”を守る４ 藤森 弘 構成・文 偕成社 1996 31p

491 ﾌ 子どもの“いのち”を守る 呼吸とじゅんかん 子どもの“いのち”を守る５ 藤森 弘 構成・文 偕成社 1996 31p

491 ﾌ 子どもの“いのち”を守る 「めんえき」の話 子どもの“いのち”を守る６ 藤森 弘 構成・文 偕成社 1996 31p

913 ﾖ はじめてであう日本の古典 やまたのおろちほか はじめてであう日本の古典 与田 凖一 編 小峰書店 1998 220p

913 ｲ はじめてであう日本の古典 天人の琴ほか はじめてであう日本の古典 今西 祐行 編 小峰書店 1998 218p

913 ﾐ はじめてであう日本の古典 しあわせになったお姫さまほか はじめてであう日本の古典 三越 左千夫 編 小峰書店 1998 217p

913 ﾐ はじめてであう日本の古典 一ぽんのわらしべほか はじめてであう日本の古典 水藤 春夫 編 小峰書店 1998 220p

913 ﾐ はじめてであう日本の古典 馬ぬすびとほか はじめてであう日本の古典 水藤 春夫 編 小峰書店 1998 221p

913 ｾ はじめてであう日本の古典 源平八島のたたかい はじめてであう日本の古典 関 英雄 編 小峰書店 1998 224p

913 ｸ はじめてであう日本の古典 義経と弁慶ほか はじめてであう日本の古典 久保 喬 編 小峰書店 1998 225p

913 ﾊ はじめてであう日本の古典 千早城のまもり はじめてであう日本の古典 花岡 大学 編 小峰書店 1998 221p

913 ﾅ はじめてであう日本の古典 空をとんだ茶わんほか はじめてであう日本の古典 那須田 稔 編 小峰書店 1998 213p

913 ｼ はじめてであう日本の古典 月夜と鬼のふえほか はじめてであう日本の古典 柴野 民三 編 小峰書店 1998 219p

913 ﾆ はじめてであう日本の古典 はちかづきほか はじめてであう日本の古典 二反長 半 編 小峰書店 1998 221p

912 ｲ はじめてであう日本の古典 ふたり大名ほか はじめてであう日本の古典 今江 祥智 編 小峰書店 1998 225p

913 ﾌ はじめてであう日本の古典 菊のやくそくほか はじめてであう日本の古典 古田 足日 編 小峰書店 1998 225p

913 ﾐ はじめてであう日本の古典 やじきた東海道の旅ほか はじめてであう日本の古典 宮脇 紀雄 編 小峰書店 1998 226p

913 ﾅ はじめてであう日本の古典 八人の勇士とふしぎな玉 はじめてであう日本の古典 長崎 源之助 編 小峰書店 1998 227p

308 ﾄ 校外学習 学校給食 戸辺　勝弘 岩崎書店 1998 39p



308 ｻ 校外学習 スーパーマーケット 鈴木　びんこ 岩崎書店 1998 39p

308 ｱ 校外学習 駅 田沢　梨枝子 岩崎書店 1998 39p

308 ﾅ 校外学習 市役所 かどた　りつこ 岩崎書店 1998 39p

308 ｺ 校外学習 清掃工場とゴミ 小西　聖一 岩崎書店 1998 39p

308 ﾅ 校外学習 上水道・下水道 長崎　武昭 岩崎書店 1998 39p

308 ｱ 校外学習 消防署 秋山　滋 岩崎書店 1998 39p

308 ｻ 校外学習 警察署と交番 財部　智 岩崎書店 1998 37p

308 ｶ 校外学習 郵便局 岩崎書店 1998 39p

308 こ 校外学習 テレビ局 岩崎書店 1998 39p

500 ﾏ のりものスーパー百科 のりものスーパー百科１ 真島 満秀 写真 ひかりのくに 1994 35p

500 ﾏ のりものスーパー百科 のりものスーパー百科２ 真島 満秀 写真 ひかりのくに 1994 35p

500 ﾏ のりものスーパー百科 のりものスーパー百科３ 真島 満秀 写真 ひかりのくに 1995 35p

500 ｵ のりものスーパー百科 のりものスーパー百科５ 小賀野 実 写真・文 ひかりのくに 1995 35p

500 ｵ のりものスーパー百科 のりものスーパー百科６ 小賀野 実 写真・文 ひかりのくに 1995 35p

500 ﾏ のりものスーパー百科 のりものスーパー百科７ 持田 昭俊 写真 ひかりのくに 1995 35p

388 ｲ 日本むかし話 松谷 みよ子 文 偕成社 1997 1冊

388 ｲ イタリア民話 坂本 鉄男 文 偕成社 1996 1冊

388 ｲ アンデルセン 作 偕成社 1997 1冊

369 ｼ 子どものためのバリアフリーブック 障害と私たちの社会 稲沢 潤子 文 大月書店 1998 34p

369 ｼ 子どものためのバリアフリーブック ダウン症の子どもたち 稲沢 潤子 文 大月書店 1998 35p

369 ｼ 子どものためのバリアフリーブック てんかんのある子どもたち 稲沢 潤子 文 大月書店 1998 35p

369 ｼ 子どものためのバリアフリーブック ことばの不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文 大月書店 1998 35p

369 ｼ 子どものためのバリアフリーブック 耳の不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文 大月書店 1998 35p

369 ｼ 子どものためのバリアフリーブック 目の不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文 大月書店 1998 35p

369 ｼ 子どものためのバリアフリーブック 自閉症の子どもたち 稲沢 潤子 文 大月書店 1998 35p

369 ｼ 子どものためのバリアフリーブック ＬＤ（学習障害）の子どもたち 稲沢 潤子 文 大月書店 1998 35p

369 ｼ 子どものためのバリアフリーブック 知的なおくれのある子どもたち 稲沢 潤子 文 大月書店 1998 35p

369 ｼ 子どものためのバリアフリーブック からだの不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文 大月書店 1999 35p

369 ｼ 子どものためのバリアフリーブック 障害児を支える人びと 稲沢 潤子 文 大月書店 1999 35p

485 ﾅ えほん・フォトかみしばい ザリガニ 七尾 純 構成・文 あかね書房 1999 1冊

486 ﾅ えほん・フォトかみしばい 七尾 純 構成・文 あかね書房 1999 1冊

486 ﾅ えほん・フォトかみしばい 七尾 純 構成・文 あかね書房 1999 1冊

470 ﾅ えほん・フォトかみしばい 七尾 純 構成・文 あかね書房 1999 1冊

31 ｸ 家の中 ＫＡＺ企画 構成・編集 国土社 1997 31p

31 ｸ 身のまわり ＫＡＺ企画 構成・編集 国土社 1997 31p

590 ｸ 食べもの ＫＡＺ企画 構成・編集 国土社 1997 31p

490 ｸ からだ ＫＡＺ企画 構成・編集 国土社 1997 31p

31 ｸ 学校 ＫＡＺ企画 構成・編集 国土社 1997 31p

31 ｸ 町の中 ＫＡＺ企画 構成・編集 国土社 1997 31p

530 ｸ のりもの ＫＡＺ企画 構成・編集 国土社 1997 31p

31 ｸ 野原・林 ＫＡＺ企画 構成・編集 国土社 1997 31p



519 ﾃ 環境学習シリーズ 学校編 環境学習シリーズ 寺本 潔 著 大日本図書 1998 47p

519 ﾃ 環境学習シリーズ 地域編 環境学習シリーズ 寺本 潔 著 大日本図書 1998 47p

519 ﾃ 環境学習シリーズ 家庭編 環境学習シリーズ 寺本 潔 著 大日本図書 1998 48p

291 ｿ 北海道・東北 北 俊夫 監修 国土社 1999 75p

291 ｿ 関東 北 俊夫 監修 国土社 1999 75p

291 ｿ 中部 北 俊夫 監修 国土社 1999 95p

291 ｿ 近畿 北 俊夫 監修 国土社 1999 75p

291 ｿ 中国・四国 北 俊夫 監修 国土社 1999 95p

291 ｿ 九州・沖縄 北 俊夫 監修 国土社 1999 85p

291 ｿ 東日本ミニクイズ 北 俊夫 監修 国土社 1999 94p

291 ｿ 西日本ミニクイズ 北 俊夫 監修 国土社 1999 98p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業１ 国土社 1996 41p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業２ 国土社 1996 47p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業３ 国土社 1996 45p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業４ 国土社 1996 55p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業５ 国土社 1996 47p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業６ 国土社 1996 45p

750 ｷ 調べよう・日本の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業７ 国土社 1996 47p

611 ｵ お米がとどくまで（米） 岩崎書店 1998 39p

621 ｵ キャベツがとどくまで（野菜） 岩崎書店 1998 39p

621 ｵ ミカンがとどくまで（くだもの） 岩崎書店 1998 39p

641 ﾖ お肉がとどくまで（食肉） 岩崎書店 1998 39p

600 ｻ チョコレートがとどくまで（おかし） 岩崎書店 1998 39p

600 ﾖ シャープペンシルがとどくまで（文房具） 岩崎書店 1998 39p

600 ﾀ ピアノがとどくまで（楽器） 岩崎書店 1998 39p

600 ｲ 本がとどくまで（出版） 岩崎書店 1998 39p

600 ﾀ 車がとどくまで（自動車） 岩崎書店 1998 39p

953 ﾗ ラモリス 作 偕成社 1968 1冊

499 ｺ ドラッグを知ろう ドラッグを知ろう１ こどものいのちを守る会 編 リブリオ出版 1998 31p

493 ｺ ドラッグを知ろう ドラッグを知ろう２ こどものいのちを守る会 編 リブリオ出版 1998 31p

499 ｺ ドラッグを知ろう ドラッグを知ろう３ こどものいのちを守る会 編 リブリオ出版 1998 31p

499 ｺ ドラッグを知ろう ドラッグを知ろう４ こどものいのちを守る会 編 リブリオ出版 1999 31p

499 ｺ ドラッグを知ろう ドラッグを知ろう５ こどものいのちを守る会 編 リブリオ出版 1999 31p

388 ﾁ 郷土の研究 知里幸恵「アイヌ神謡集」より 郷土の研究 知里 幸恵 編訳 星の環会 1993 40p

388 ﾔ 郷土の研究 郷土の研究２ 柳田 国男 〔著〕 星の環会 1994 55p

388 ｽ 郷土の研究 山形のおかあさん・須藤オリーブさんの語り 郷土の研究３ 須藤 オリーブ 〔述〕 星の環会 1993 56p

290 ﾆ 中国 監修・著　西村　成雄 偕成社 1999 47p

290 ｷ 韓国 監修　北嶋　静江 偕成社 1999 47p

290 ｻ インド・パキスタン・バングラデシュ・スリランカ 監修・著　佐藤　宏 偕成社 1999 47p

290 ﾐ タイ・ミャンマー 監修　宮本　マラシー　南田　みどり 偕成社 1999 47p

290 ﾀ マレーシア・シンガポール・インドネシア 監修・著　田中　恭子 偕成社 1999 47p



290 ﾄ ベトナム 監修　冨田　健次 偕成社 1999 47p

290 ｶ トルコ・シリア 監修　勝田　茂　高階　美行 偕成社 1999 47p

388 ｲ 浜田 広介 文 偕成社 1965 1冊

369 ﾏ 身近なものを表現してみよう 丸山 浩路 著・監修 学研 1995 48p

369 ﾏ たずねる表現を覚えよう 丸山 浩路 著・監修 学研 1995 48p

423 ｶﾞ どこまでもふくらむシャボン玉 石けんの水の実験 ポプラ社 1998 47p

428 ｶﾞ 空気を飛ばそう空気で浮かそう 空気を知る実験 ポプラ社 1998 47p

460 ｶﾞ 生きているってどんなこと 生物を知る実験 ポプラ社 1998 47p

400 ｶﾞ 大地は命のみなもと 地球を知る実験 ポプラ社 1998 47p

426 ｶﾞ 飛ばそう熱気球 熱を知る実験 ポプラ社 1998 47p

423 ｶﾞ 遊園地は科学実験室 体で知る力の実験 ポプラ社 1998 47p

420 ｶﾞ 超能力のなぞをとく マジックのなぞとき実験 ポプラ社 1998 47p

427 ｶﾞ 磁石の不思議パワー 磁石と電気の関係を知る実験 ポプラ社 1999 47p

424 ｶﾞ 音のすがたをみつけよう 手作り楽器で音の実験 ポプラ社 1999 47p

425 ｶﾞ つくろう虹の不思議な世界 光と色の実験 ポプラ社 1999 47p

426 ｶﾞ 生かそう！太陽エネルギー 太陽の光と熱の実験 ポプラ社 1999 47p

400 ｶﾞ 光れ！手づくりエンジン電球 電球づくりから地球環境を巻が考えよう ポプラ社 1999 47p

432 ｶﾞ 飛ばそう野菜ロケット 台所の実験 ポプラ社 1999 46p

428 ｶﾞ つくろう湯船で竜巻 ふろ場の実験 ポプラ社 1999 47p

210 ｻ 食物の歴史 写真や絵でみる食生活のうつりかわり 監修：佐藤和彦 ポプラ社 1994 47p

210 ｻ 衣服の歴史 美しい日本の服装の原点をさぐる 監修：佐藤和彦 ポプラ社 1994 47p

210 ｻ 住まいの歴史 自然にあわせた日本の住まいのうつりかわり 監修：佐藤和彦 ポプラ社 1994 47p

210 ｻ 交通・通信の歴史 古代から現代までの交通や通信の発達 監修：佐藤和彦 ポプラ社 1994 47p

210 ｻ 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 監修：佐藤和彦 ポプラ社 1994 47p

210 ｻ 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 監修：佐藤和彦 ポプラ社 1994 47p

210 ｻ 国際関係の歴史 日本のくらしをかえた外国の交流 監修：佐藤和彦 ポプラ社 1994 47p

801 ﾀ 地球・世界・ことば 世界の国ぐに 監修：竹下昌之 ポプラ社 1996 47p

801 ﾀ こんにちは・おはよう 世界のあいさつ 監修：竹下昌之 ポプラ社 1996 47p

801 ﾀ 子ども・友だち・学校 世界の子どもたち 監修：竹下昌之 ポプラ社 1996 47p

801 ﾀ 家族・家・食事 世界の家族 監修：竹下昌之 ポプラ社 1996 47p

801 ﾀ まち・店・乗りもの 世界のまちや村 監修：竹下昌之 ポプラ社 1996 47p

801 ﾀ ワンワン・ジャンケンポン 世界のいろんなことば 監修：竹下昌之 ポプラ社 1996 47p

837 ﾜ ＧＯＯＤ　ＭＯＲＮＩＮＧ，ＭＯＭ！ おはよう、ママ！ 渡邉 寛治 著 ポプラ社 1998 47p

837 ﾜ ＬＥＴ’Ｓ　ＧＯ　ＴＯ ＳＣＨＯＯＬ！ 学校にいこう！ 渡邉 寛治 著 ポプラ社 1998 47p

837 ﾜ ＨＯＷ ＭＵＣＨ　ＩＳ ＴＨＩＳ？ いくらですか？ 渡邉 寛治 著 ポプラ社 1998 47p

837 ﾜ ＬＥＴ’Ｓ ＧＯ ＯＮ Ａ ＰＩＣＮＩＣ！ ピクニックにいこう！ 渡邉 寛治 著 ポプラ社 1998 47p

837 ﾜ ＰＩＣＴＵＲＥ ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹ 絵でわかる８００語 渡邉 寛治 著 ポプラ社 1998 51p

750 ｱ どうぶつをつくろう 阿部 恒 編 小峰書店 1997 39p

750 ｱ プレゼントをつくろう 阿部 恒 編 小峰書店 1997 38p

750 ｱ おりがみでアウトドア 阿部 恒 編 小峰書店 1997 39p

750 ｱ おりがみパズル 阿部 恒 編 小峰書店 1997 39p



488 ﾄ 大自然のふしぎ 大自然のふしぎ 学研 1993 160p

457 ｷ 大自然のふしぎ 大自然のふしぎ 学研 1994 160p

460 ｼ 大自然のふしぎ 大自然のふしぎ 学研 1993 160p

487 ｻ 大自然のふしぎ 大自然のふしぎ 学研 1993 160p

913 ﾏ まつおか きょうこ さく こぐま社 1975 1冊

913 ﾀ 多田 ヒロシ 著 こぐま社 1977 1冊

913 ﾊ 馬場 のぼる 著 こぐま社 1980 1冊

913 ﾊ 馬場 のぼる 著 こぐま社 1981 1冊

388 ｺ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー 木暮 正夫 文 フレーベル館 1995 27p

388 ﾔ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー 矢崎 節夫 文 フレーベル館 1995 27p

388 ｺ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー 木暮 正夫 文 フレーベル館 1995 27p

388 ﾆ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー 西本 鶏介 文 フレーベル館 1995 27p

388 ﾔ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー 矢崎 節夫 文 フレーベル館 1995 27p

388 ｵ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー 岡本 一郎 文 フレーベル館 1995 27p

388 ﾆ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー 西本 鶏介 文 フレーベル館 1996 27p

388 ﾌ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー 武鹿 悦子 文 フレーベル館 1996 27p

388 ｺ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー こわせ たまみ 文 フレーベル館 1996 27p

388 ﾆ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー 西本 鶏介 文 フレーベル館 1997 27p

388 ｵ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー 小沢 正 文 フレーベル館 1997 27p

388 ｺ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー 香山 美子 文 フレーベル館 1997 27p

388 ｶ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー 川崎 洋 文 フレーベル館 1998 27p

388 ﾔ 日本むかしばなしライブラリー 日本昔話より 日本むかしばなしライブラリー 矢崎 節夫 文 フレーベル館 1998 27p

280 ﾘ 愛と勇気をあたえた人びと すべての人に愛を伝える世界の母 愛と勇気をあたえた人びと１ リチャード・テームズ 著 国土社 1999 55p

280 ﾘ 愛と勇気をあたえた人びと 南アフリカの革命児“黒ハコベ” 愛と勇気をあたえた人びと２ リチャード・テームズ 著 国土社 1999 55p

280 ﾘ 愛と勇気をあたえた人びと それでも空を飛びたかった女性 愛と勇気をあたえた人びと３ リチャード・テームズ 著 国土社 1999 55p

280 ﾘ 愛と勇気をあたえた人びと 光と音を求めた“奇跡”の人生 愛と勇気をあたえた人びと４ リチャード・テームズ 著 国土社 1999 55p

280 ﾘ 愛と勇気をあたえた人びと 日記とともに生きつづける少女 愛と勇気をあたえた人びと５ リチャード・テームズ 著 国土社 1999 55p

280 ﾘ 愛と勇気をあたえた人びと 空にあこがれた“永遠の少年” 愛と勇気をあたえた人びと６ リチャード・テームズ 著 国土社 1999 55p

280 ﾘ 愛と勇気をあたえた人びと 未来科学のとびらを開いた女性 愛と勇気をあたえた人びと７ リチャード・テームズ 著 国土社 1999 55p

930 ﾀ 谷川 俊太郎 訳 草思社 1975 56 6p

930 ﾀ 谷川 俊太郎 訳 草思社 1975 58 4p

930 ﾀ 谷川 俊太郎 訳 草思社 1975 58 5p

930 ﾀ 谷川 俊太郎 訳 草思社 1976 58 5p

930 ﾀ 谷川 俊太郎 訳 草思社 1976 58 5p

490 ｲ どうしてねむくなるの？ 学研 1999 47p

913 ﾁ 絵本・こどものひろば 絵本・こどものひろば 長 新太 作 童心社 1998 31p

913 ﾅ Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 小学生はいかに生きるべきか 那須 正幹 作 ポプラ社 1998 198p

913 ﾓ おはなしランドくじらの部屋 五色の糸の物語 おはなしランドくじらの部屋６ 森山 京 作 理論社 1998 66p

486 ﾔ ふしぎ発見シリーズ 行列するのはなぜ？ ふしぎ発見シリーズ 山口 進 写真・文 アリス館 1998 31p

388 ｺ 日本むかしばなしライブラリー 文・こわせたまみ　絵・蓬田やすひろ フレーベル館 1995 ２８p

913 ﾄ 新日本ひまわり文庫 新日本ひまわり文庫 富安 陽子 さく 新日本出版社 1998 68p



913 ｲ 学研の新・創作シリーズ 学研の新・創作シリーズ 今村 葦子 作 学研 1998 127p

750 ﾀ ●マルで作ってあそぼう 滝口 明治 作・絵 リブリオ出版 1999 39p

750 ﾀ □シカクで作ってあそぼう 滝口 明治 作・絵 リブリオ出版 1999 39p

400 ｸ どうぶつえん・はくぶつかん ＫＡＺ企画 構成・編集 国土社 1997 31p

750 ｼ 篠原　くにこ 星の環会 1998

750 ｽ 健康へのかぎ 鈴木　賀津乃 星の環会 1998

750 ｽ ゆびで結ぶ 斉藤　陽子 星の環会 1999

750 ｷ チラシであそぶ 木村　研 星の環会 1999

750 ｷ 紙コップであそぶ 木村　研 星の環会 1999

750 ｷ 水であそぶ 木村　研 星の環会 1999

750 ｵ 折ってあそぶ 大橋　晧也 星の環会 1999

388 ﾀ 日本傑作絵本シリーズ 白ロシア民話 田中 かな子 訳 福音館書店 1988 1冊

933 ｶ ワンダ・ガアグ　ぶん・え あすなろ書房 1999 48p

949 ﾘ リンドグレーン作品集 リンドグレーン 作 岩波書店 1965 249p

933 ｸ 講談社青い鳥文庫 ケネス＝グレアム 作 講談社 1997 331p

388 ｶ こどものとも年中向き こどものとも年中向き 梶山 俊夫 再話・画 福音館書店 2000 27p

388 こどものとも カナダ・インディアンの昔話 こどものとも マーガレット・ベミスター 再話 福音館書店 2000 31p

388 ﾀ こどものとも年中向き 中国の昔話 こどものとも年中向き 譚 小勇 再話 福音館書店 2000 31p

750 ｶ かがくのとも かがくのとも 笠原 邦彦 文・作図 福音館書店 1999 27p

486 ｲ かがくのとも かがくのとも いまもり みつひこ 文・写真 福音館書店 1999 25p

480 ｶ かがくのとも うさぎ・ハムスター・りす・やぎのしいくえほん かがくのとも 加賀崎 武 文 福音館書店 1999 27p

790 ｷ かがくのとも かがくのとも きうち かつ さく 福音館書店 1999 27p

790 ｶ かがくのとも かがくのとも 加古 里子 さく 福音館書店 1999 27p

600 ｵ かがくのとも かがくのとも 岡崎 務 文 福音館書店 1999 27p

500 ﾖ かがくのとも かがくのとも 横溝 英一 さく 福音館書店 1999 28p

490 ｼ かがくのとも かがくのとも 設楽 哲也 文 福音館書店 1999 27p

440 ｻ かがくのとも かがくのとも 佐治 晴夫 文 福音館書店 1999 1冊

480 ｱ かがくのとも かがくのとも あべ 弘士 さく・え 福音館書店 2000 27p

470 ｶ 月刊　かがくのとも 月刊　かがくのとも 甲斐 信枝 さく 福音館書店 2000 27p

750 ﾔ かがくのとも かがくのとも やまわき ゆりこ さく 福音館書店 2000 27p

750 ﾀ 月刊たくさんのふしぎ とくべつな道具はいらない。家にあるものをつかって、いろいろ作ってみよう。 月刊たくさんのふしぎ 田村 寿美恵 文 福音館書店 1999 39 8p

916 ｱ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 有馬 もと 文 福音館書店 1999 40 4p

460 ﾉ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 野坂 勇作 文・絵 福音館書店 1999 40 8p

933 ﾗ ラリー，Ｈ．Ｉ．  作 ゴマブックス 2009 125p

933 ﾗ ラリー，Ｈ．Ｉ．  作 ゴマブックス 2009 126p

933 ﾗ ラリー，Ｈ．Ｉ．  作 ゴマブックス 2009 126p

933 ﾗ ラリー，Ｈ．Ｉ．  作 ゴマブックス 2009 126p

933 ﾗ ラリー，Ｈ．Ｉ．  作 ゴマブックス 2009 127p

933 ﾗ ラリー，Ｈ．Ｉ．  作 ゴマブックス 2009 127p

933 ﾗ ラリー，Ｈ．Ｉ．  作 ゴマブックス 2009 123p

933 ﾗ ラリー，Ｈ．Ｉ．  作 ゴマブックス 2009 121p



933 ﾌ ブレード，アダム  作 浅尾敦則　訳 ゴマブックス 2009 142p

933 ﾌ ブレード，アダム  作 浅尾敦則　訳 ゴマブックス 2009 141p

933 ﾌ ブレード，アダム  作 浅尾敦則　訳 ゴマブックス 2010 134p

933 ﾌ ブレード，アダム  作 浅尾敦則　訳 ゴマブックス 2011 133p

933 ﾌ ブレード，アダム  作 浅尾敦則　訳 ゴマブックス 2011 134p

933 ｻ サーティン・クルーズ 遠い記憶  メディアファクトリー 2010 303p

933 ｻ サーティー・ナインクルーズ 毒蛇の巣窟  メディアファクトリー 2010 287p

933 ｻ サーティー・ナインクルーズ 皇帝の暗号  メディアファクトリー 2011 287p

933 ｻ サーティー・ナインクルーズ 海賊の秘宝  メディアファクトリー 2011 287p

913 ｺ 後藤竜二  作 スカイエマ　絵 そうえん社 2008 109p

913 ｺ 後藤竜二  作 スカイエマ　絵 そうえん社 2008 111p

913 ｺ 後藤竜二  作 スカイエマ　絵 そうえん社 2009 117p

913 ﾎ 日本児童文学者協会  編 偕成社 2009 165p

913 ﾎ 日本児童文学者協会  編 偕成社 2009 160p

913 ﾎ 日本児童文学者協会  編 偕成社 2009 162p

913 ﾎ 日本児童文学者協会  編 偕成社 2009 165p

913 ﾎ 日本児童文学者協会  編 偕成社 2009 154p

913 ﾎ 日本児童文学者協会  編 偕成社 2010 165p

913 ﾎ 日本児童文学者協会  編 偕成社 2010 165p

913 ﾎ 日本児童文学者協会  編 偕成社 2010 169p

913 ﾎ 日本児童文学者協会  編 偕成社 2010 155p

913 ﾎ 日本児童文学者協会  編 偕成社 2010 157p

913 ﾂ 土屋理敬  著 満田拓也　原作 小学館 2008 332p

913 ﾂ 土屋理敬  著 満田拓也　原作 小学館 2009 263p

913 ﾀ 丹沢まなぶ  著 満田拓也　原作 小学館 2010 348p

913 ｱ 荒木源  著 小学館 2010 281p

913 ｱ 荒木源  著 小学館 2010 253p

933 ﾄ トリンブル，アイリーン  作 しぶやまさこ　訳 偕成社 2011 198p

913 ｷ 岸本斉史  著 東山彰良　著 集英社 2010 252p

913 ｷ 岸本斉史  著 日下部匡俊　著 集英社 2010 224p

913 ﾑ 村上もとか  著 日下部匡俊　著 集英社 2009 237p

913 ﾑ 村上もとか  著 日下部匡俊　著 集英社 2011 259p

913 ｵ 尾田栄一郎  著 浜崎達也　著 集英社 2008 240p

913 ｵ 尾田栄一郎  著 浜崎達也　著 集英社 2007 220p

913 ｵ 尾田栄一郎  著 浜崎達也　著 集英社 2009 210p

913 ｵ 尾田栄一郎  著 浜崎達也　著 集英社 2011 194p

913 ｵ 尾田栄一郎  著 浜崎達也　著 集英社 2006 218p

913 ｵ 尾田栄一郎  著 浜崎達也　著 集英社 2001 228p

913 ｵ 尾田栄一郎  著 浜崎達也　著 集英社 2001 232p

913 ｵ 尾田栄一郎  著 浜崎達也　著 集英社 2002 220p

913 ｵ 尾田栄一郎  著 浜崎達也　著 集英社 2003 220p



913 ｵ 尾田栄一郎  著 浜崎達也　著 集英社 2004 224p

933 ｵ ロンドンのゴースト　マジック・ツリーハウス３０ ロンドンのゴースト　マジック・ツリーハウス３０ オズボーン，メアリ・ポープ  著 食野雅子　訳 メディアファクトリー 2011 157p

933 ｳ ウィルソン，サラ  著 東京ゴールデン商会　訳 角川書店 2011 169p

913 ﾚ 令丈ヒロ子  作 亜沙美　絵 講談社 2010 219p

913 ﾚ 令丈ヒロ子  作 亜沙美　絵 講談社 2011 203p

913 ｺ アネモネ探偵団１ 香港式ミルクティーの謎 アネモネ探偵団１ 香港式ミルクティーの謎 近藤史恵  著 メディアファクトリー 2010 244p

913 ｺ アネモネ探偵団２ 迷宮ホテルへようこそ アネモネ探偵団２ 迷宮ホテルへようこそ 近藤史恵  著 メディアファクトリー 2011 221p

913 ｶ ＹＡ！　フロンディア ＹＡ！　フロンディア 風野潮  作 そらめ　絵 岩崎書店 2011 199p

814 ｶ 川嶋優　著 さくらももこ  キャラクター原作 集英社 2002 205p

916 ﾋ  講談社 2003 79p

159 ﾋ 日野原重明  著 冨山房インターナショナル 2006 185p

538 ｻ 佐藤真澄　著 渡辺勝巳　監修 汐文社 2010 176p

913 ｳ 内田美智子  文 諸江和美　絵 西日本新聞社 2009 77p

814 ｴ どりむ社  編著 たつみ都志　監修 ＰＨＰ研究所 2010 127p

933 ｷ キッド，ダイアナ  作 もりうちすみこ　訳 あかね書房 2003 99p

814 ｲ 五十嵐清治  文 高村忠範　絵 汐文社 2011 79p

814 ｵ 面谷哲郎  文 高村忠範　絵 汐文社 2011 79p

814 ｵ 面谷哲郎  文 高村忠範　絵 汐文社 2011 79p

913 ﾓ もりやまみやこ  作 はたこうしろう　絵 ポプラ社 2009 141p

913 ﾓ もりやまみやこ  作 西川おさむ　絵 ポプラ社 2009 145p

913 ﾓ もりやまみやこ  作 黒井健　絵 ポプラ社 2009 145p

913 ﾓ もりやまみやこ  作 ささめやゆき　絵 ポプラ社 2009 145p

913 ﾓ もりやまみやこ  作 太田大八　絵 ポプラ社 2009 145p

814 ｼ 金田一秀穂  監修 学習研究社 2005 255p

289 ﾅ 中井俊已  著 童心社 2007 175p

913 ﾑ わくわくライブラリー 村上しいこ  作 田中六大　絵 講談社 2011 89p

933 ｴ エステス，エレノア  作 石井桃子　訳 岩波書店 2006 92p

913 ﾓ 茂市久美子  作 黒井健　絵 学習研究社 2009 195p

814 ｵ 面谷哲郎  文 中村陽子　漫画 集英社 2003 159p

943 ﾍ ウ゛ェルフェル，ウルズラ  作 関楠生　訳 童話館出版 1997 162p

810 ｷ 金田一秀穂  監修 あかね書房 2008 55p

366 ｼ  学研教育出版 2011 64p

366 ｼ  学研教育出版 2011 64p

366 ｼ  学研教育出版 2011 64p

366 ｼ  学研教育出版 2011 64p

366 ｼ  学研教育出版 2011 64p

366 ｼ  学研教育出版 2011 64p

366 ｼ  学研教育出版 2011 64p

10 ｼ 笠原良郎 アリス館 2010 27p

10 ｼ 紺野順子 アリス館 2010 27p

10 ｼ 紺野順子 アリス館 2010 31p



10 ｼ 笠原良郎 アリス館 2010 31p

10 ｼ 笠原良郎　著 紺野順子　著 アリス館 2010 40p

145 ﾀ 竹内龍人  編著 汐文社 2010 47p

145 ﾀ 竹内龍人  編著 汐文社 2011 47p

145 ﾀ 竹内龍人  編著 汐文社 2011 47p

376 ﾄ どんぐり。  著 マール社 2009 191p

596 ｵ 折原みと  著 ポプラ社 2000 95p

596 ｵ 折原みと  著 ポプラ社 2000 95p

596 ｵ 折原みと  著 ポプラ社 1999 95p

382 ﾆ 年中行事から伝統芸能まで ＰＨＰ研究所  編 ＰＨＰ研究所 2005 79p

812 ﾜ 三宮庄二  監修 ＰＨＰ研究所 2008 79p

815 ｶ 村越正則  監修 ＰＨＰ研究所 2006 79p

31 ﾆ ２１世紀こども百科 近藤二郎　総監修 小学館 2008 223p

530 ｵ 元浦年康  写真 学研教育出版 2010 46p

933 ｶ カール，エリック  さく もりひさし　やく 偕成社 2006

913 ｷ 義経 木下順二  文 瀬川康男　絵 ほるぷ出版 1989 40p

953 ﾁ チェン・ジャンホン  作・絵 平岡敦　訳 徳間書店 2007

933 ﾜ ワイルド，マーガレット  文 ブルックス，ロン　絵 ＢＬ出版 2001

933 ｸ クネイン，ケリー  文 フアン，アナ　絵 ＢＬ出版 2007

933 ﾋ ビーナー，キャラリン  ぶん ビーナー，マーク　え 評論社 2005

726 ﾏ マーティン，ビル  ぶん カール，エリック　え 偕成社 2006

933 ﾛ ロッカー，トマス  さく みのうらまりこ　やく 偕成社 1992 30p

210 ﾀ 大道あや  著 ポプラ社 2002

933 ｳ ウィーズナー，デーウ゛ィド  作・絵 当麻ゆか　訳 徳間書店 2000

289 ﾊ ボーデン，ルイーズ  文 ブレグウ゛ァッド，エリック　絵 あすなろ書房 2005 47p

913 ｵ 大野允子  文 山中冬児　絵 ポプラ社 1977 31p

913 ﾏ 松谷みよ子  文 丸木俊　絵 偕成社 1985

933 ｱ アリソン，キャサリン  ぶん ハーパー，ピアーズ　え ブロンズ新社 2005

913 ｱ 安房直子  文 いもとようこ　絵 小峰書店 1989

913 ｲ 今西祐行  文 松永禎郎　絵 偕成社 1991 32p

933 ｹ ケッセルマン，ウェンディ  文 クーニー，バーバラ　絵 徳間書店 1998

933 ﾕ ユーレン，アンドレア  作 千葉茂樹　訳 光村教育図書 2004

933 ｾ セーラー，マイク  さく グロスマン，ロバート　え 偕成社 2011 32p

369 ﾋ ビナード，アーサー　文 シャーン，ベン  絵 集英社 2006 56p

908 ﾁ 千葉幹夫  編・著 久保純子　よみきかせ 成美堂出版 2005 127p

908 ﾁ 千葉幹夫  編・著 西村由紀江　よみきかせ 成美堂出版 2005 127p

908 ﾁ 千葉幹夫  編・著 雅姫　よみきかせ 成美堂出版 2006 127p

388 ｷ 木下順二  文 初山滋　絵 岩波書店 1982

913 ｲ ちゃおノベルズ 五十嵐　かおる 画 武内　昌美 著 小学館 2011 111p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　１５ 宗田　理 著 ポプラ社 2011 292p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　１６ 宗田　理 著 ポプラ社 2011 303p



913 ﾖ 学研の新・創作シリーズ 吉野　万理子 著 宮尾　和孝 画 学研教育出版//学研マーケティング 2011 273p

913 ｱ おはなしトントン　２３ あんびる　やすこ 著 岩崎書店 2011 71p

289 ｷ コミック版日本の歴史　３０ 源平武将伝 瀧玲子　作画 水谷俊樹　原作 ポプラ社 2012 126p

289 ﾐ コミック版日本の歴史　２９ 源平武将伝 中島健志　作画 水谷俊樹　原作 ポプラ社 2012 126p

289 ﾎ コミック版日本の歴史　２６ 戦国人物伝 瀧玲子　作画 すぎたとおる　原作 ポプラ社 2011 126p

913 ｲ １００かいだてのいえ １００かいだてのいえ いわいとしお　作 偕成社 2009 32p

913 ｲ １００かいだてのいえ １００かいだてのいえ いわいとしお　作 偕成社 2008 32p

913 ｶ ＣＤつきおもしろ落語絵本 桂文我　文 飯野和好　絵 小学館 2002 63p

913 ｶ ＣＤつきおもしろ落語絵本 桂文我　文 飯野和好　絵 小学館 2003 63p

913 ｶ CDつきおもしろ落語絵本 桂文我　文 たんじあきこ　絵 小学館 2007 65p

913 ｶ CDつきおもしろ落語絵本 桂文我　文 たんじあきこ　絵 小学館 2007 65p

913 ｶ 桂文我，桂宗助，古今亭菊之丞，桂平治，桂米平　噺 浅賀行雄，国松エリカ，松下惠子，矢吹申彦，谷口幸三郎　絵 小学館 2007 62p

913 ｶ 桂文我　桂平治　柳亭市馬　桂米平　噺 藤枝リュウジ　荒井良二　長野ヒデ子　灘本唯人　山崎英介　絵 小学館 2007 62p

913 ﾘ 柳亭市馬，桂平治，古今亭菊之丞，桂宗助，桂米平　噺 スズキコージ，唐仁原教久，つちだのぶこ，玉井詞，飯野和好　絵 小学館 2007 62p

754 ｲ たのしいぎょうじのかざりつけ いまいみさ　著 小学館 2011 63p

754 ﾀ たけいしろう　著 草土文化 2009 59p

680 ｵ はっけんずかんシリーズ はじめてののりもの絵本 小賀野実，東京消防庁・田園調布消防署　監修 西片拓史　絵 学習研究社 1999 34p

596 ｶ キャラぱふぇＤＥキャラ弁！ ｋａｅｒｅｎｍａｍａ，ａｓａｍｉ　著 アスキーメディアワークス 2010 82p

916 ｵ 感動ノンフィクションシリーズ ダウン症の書家・金澤翔子物語 丘修三　文 佼成出版社 2011 128p

913 ﾊ Ya! Entertainment 前夜祭内人ｓｉｄｅ はやみねかおる　著 講談社 2011 251p

913 ﾊ Ya! Entertainment 前夜祭創也ｓｉｄｅ はやみねかおる　著 講談社 2012 355p

913 ｱ おはなしトントン Ｍａｐｌｅ　Ｓｔｒｅｅｔ あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店 2011 71p

913 ﾊ かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか　さく・え ポプラ社 2011 103p

933 ﾀ 龍のすむ家３ クリス・ダレーシー　著 三辺律子　訳 竹書房 2007 517p

933 ﾀ 龍のすむ家４ クリス・ダレーシー　著 三辺律子　訳 竹書房 2009 478p

913 ﾋ 東川篤哉　著 小学館 2011 271p

913 ｻ ナツカのおばけ事件簿 ナツカのおばけ事件簿 斉藤洋　作 かたおかまなみ　絵 あかね書房 2011 111p

913 ｻ ナツカのおばけ事件簿 ナツカの事件簿 斉藤洋　作 かたおかまなみ　絵 あかね書房 2012 112p

933 ｻ 最後の試練　前編 マーガレット・ピーターソン・ハディックス　著 小浜杳　訳 メディアファクトリー 2011 239p

933 ｻ サーティー・ナインクルーズ 最後の試練　後編 マーガレット・ピーターソン・ハディックス　著 小浜杳　訳 メディアファクトリー 2012 239p

913 ｺ アネモネ探偵団３ねらわれた実生女学院 アネモネ探偵団３ねらわれた実生女学院 近藤史恵　著 メディアファクトリー 2012 182p

913 ﾑ とっておきのどうわ すいはんきのあきやすみ 村上しいこ　さく 長谷川義史　え ＰＨＰ研究所 2010 79p

913 ﾑ とっておきのどうわ 村上しいこ　さく 長谷川義史　え ＰＨＰ研究所 2012 78p

913 ﾑ わくわくライブラリー 音楽室の日曜日 村上しいこ　作 田中六大　絵 講談社 2010 95p

913 ﾑ わくわくライブラリー 図書室の日曜日 村上しいこ　作 田中六大　絵 講談社 2011 95p

913 ｺ 決戦の地へ 香月日輪　著 講談社 2011 173p

913 ｺ 戦いの果て 香月日輪　著 講談社 2011 183p

913 ｱ 澳門骨董譚 あんびるやすこ　作 十々夜　絵 岩崎書店 2012 196p

913 ﾆ じぶんを見つける物語 ７人の忍者のドキドキなお話 日本児童文芸家協会　編 ポプラ社 2009 159p

913 ﾆ じぶんを見つける物語 ７人のコックさんのおいしいお話 日本児童文芸家協会　編 ポプラ社 2009 157p

366 ｽ しごとばシリーズ 東京スカイツリー 鈴木のりたけ　作 ブロンズ新社 2012 44p



913 ｳ おれたち、ともだち よろしくともだち 内田麟太郎　作 降矢なな　絵 偕成社 2012 32p

388 ﾁ はじめのはなし チョン・チャジュン　文 ハン・ビョンホ　絵 平凡社 2003 38p

913 ﾓ わくわくライブラリー 茂市久美子　作 柿田ゆかり　絵 講談社 2009 127p

159 ﾀ 自立のすすめ：マイルール 辰巳渚　著 朝倉世界一　まんが 毎日新聞社 2012 187p

404 ﾔ 空想科学読本 空想科学読本 柳田理科雄　著 メディアファクトリー 2009 255p

404 ﾔ 空想科学読本 空想科学読本 柳田理科雄　著 メディアファクトリー 2010 255p

404 ﾔ 空想科学読本 空想科学読本 柳田理科雄　著 メディアファクトリー 2010 223p

404 ﾔ 空想科学読本 空想科学読本 柳田理科雄　著 メディアファクトリー 2011 221p

404 ﾔ 空想科学読本 空想科学読本 柳田理科雄　著 メディアファクトリー 2012 255p

933 ｺ 運命の秘剣 運命の秘剣 クレシッダ・コーウェル　古ノルド語訳 相良倫子，陶浪亜希　日本語共訳 小峰書店 2012 388p

536 ﾓ 運転手はきみだ！ 元浦年康　写真 学研教育出版 2012 46p

913 ｻ ポプラ物語館 ふしぎメッセンジャーＱ 斉藤洋　作 下平けーすけ　絵 ポプラ社 2008 118p

913 ｻ ポプラ物語館 ふしぎメッセンジャーＱ 斉藤洋　作 下平けーすけ　絵 ポプラ社 2007 120p

913 ｻ ポプラ物語館 ふしぎメッセンジャーＱ 斉藤洋　作 下平けーすけ　絵 ポプラ社 2007 120p

913 ｼ 千葉県安房郡延命寺所蔵 白仁成昭　［ほか］構成 風涛社 1980 34p

913 ｺ 決意の入蜀 小前亮　文 理論社 2010 179p

913 ｺ 五虎大将軍 小前亮　文 理論社 2010 179p

913 ｺ 復讐の東征 小前亮　文 理論社 2011 187p

913 ｺ 秋風五丈原 小前亮　文 理論社 2011 189p

913 ｺ 見果てぬ夢 小前亮　文 理論社 2011 189p

90 ｷ 新人物文庫 香川県謎解き散歩 木原溥幸　著 新人物往来社 2012 255p

913 ﾅ 講談社青い鳥文庫 講談社青い鳥文庫スペシャル短編集 名木田恵子，倉橋燿子，加納朋子，小林深雪，八束澄子，令丈ヒロ子　作 講談社 2008 446p

913 ｳ おとうさんだいすき とうさん 内田麟太郎　文 つよしゆうこ　絵 ポプラ社 2010 31p

538 ﾘ 日本発着国際線 イカロス出版 2012 267p

289 ﾏ 子どもたちに、伝えておきたいこと 益川敏英　著 朝日学生新聞社 2012 165p

913 ﾖ 希望をかなえる実 吉富多美　作 金の星社 2011 237p

913 ﾏ おとうさんの手 おとうさんの手 まはら三桃　作 長谷川義史　絵 講談社 2011 74p

913 ｱ おはなしトントン Ｍａｐｌｅ　Ｓｔｒｅｅｔ あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店 2012 72p

726 ｺ はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断 コマヤスカン　作 講談社 2011 31p

10 ｲ 小・中・高対応 五十嵐綾，井元ひろい，中村光宏　イラスト 少年写真新聞社 2007 88p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫 そこにきみがいなかったころの巻 石崎洋司　作 藤田香　絵 講談社 2011 263p

17 ﾔ 知識と情報の宝庫＝図書館活用術 山形県鶴岡市立朝暘第一小学校　編 国土社 2007 83p

17 ｲ 魅力的な図書委員会の活動・図書館行事のアイデア集 五十嵐絹子　編著 国土社 2011 102p

913 ｱ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学 ｗｈａｔ　ａ　ｌａｕｇｈ！ 芥川龍之介，巌谷小波，岡本一平，菊池寛，太宰治，豊島与志雄，宮沢賢治，森鴎外　作 くもん出版 2007 149p

913 ｷ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学 菊池寛，牧野信一　［ほか］作 くもん出版 2009 157p

913 ｷ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学 ｐｏｗｅｒ　ｏｆ　ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ 菊池寛，国木田独歩，太宰治，新美南吉，堀辰雄，宮沢賢治　作 くもん出版 2007 149p

913 ｷ 文芸まんがシリーズ 恩讐の彼方に 菊池寛　原作 司敬　作画 ぎょうせい 2010 223p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫 黒魔女さんのバレンタイン 石崎洋司　作 藤田香　絵 講談社 2010 278p

933 ﾛ ロンドの戦い エミリー・ロッダ　作 神戸万知　訳 岩崎書店 2010 244p

913 ｷ あらしのよるに　スペシャル きむらゆういち　作 あべ弘士　絵 講談社 2011 40p

933 ﾌ ちいさなつきがらす ちいさなつきがらす マーカス・フィスター　作 谷川俊太郎　訳 講談社 2010 25p



913 ﾑ しげちゃん しげちゃん 室井滋　作 長谷川義史　絵 金の星社 2011 32p

913 ｶ 講談社の創作絵本 はっきよい畑場所 かがくいひろし　作 講談社 2008 24p

913 ｶ ぼくのいえにけがはえて ぼくのいえにけがはえて 川北亮司　文 石井聖岳　絵 くもん出版 2010 32p

913 ﾀ 桂米朝・上方落語・兵庫船・小倉船より たじまゆきひこ　作 童心社 2011 40p

913 ﾐ サカサかぞくのだんなしぶいぶしなんだ サカサかぞくのだんなしぶいぶしなんだ 宮西達也　作 ほるぷ出版 2011 32p

913 ｷ メイはなんにもこわくない メイはなんにもこわくない きむらゆういち　作 あべ弘士　絵 講談社 2011 40p

913 ﾑ とっておきのはいく とっておきのはいく 村上しいこ　作 市居みか　絵 ＰＨＰ研究所 2012 79p

913 ﾐ 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし ゲゲゲの鬼太郎と妖怪ドライブ 水木しげる　著 メディアファクトリー 2009 95p

913 ﾐ 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし ゲゲゲの鬼太郎とオベベ沼の妖怪 水木しげる　著 メディアファクトリー 2009 95p

913 ﾐ 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし ゲゲゲの鬼太郎と妖怪タイムマシン 水木しげる　著 メディアファクトリー 2009 95p

913 ﾐ 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし ゲゲゲの鬼太郎ときょうふの昆虫軍団 水木しげる　著 メディアファクトリー 2008 95p

913 ﾐ 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし ゲゲゲの鬼太郎と妖怪ガマ先生 水木しげる　著 メディアファクトリー 2008 95p

913 ﾐ 水木しげるのふしぎ妖怪ばなし ゲゲゲの鬼太郎とゆうれいテレビ局 水木しげる　著 メディアファクトリー 2008 93p

913 ﾌ 身近にひそむ謎と恐怖 藤田晋一　編 ＰＨＰ研究所 2008 157p

913 ﾌ あなたにせまる恐怖の世界 藤田晋一　編 ＰＨＰ研究所 2010 157p

913 ﾌ 身の毛もよだつ恐怖の話 藤田晋一　編 ＰＨＰ研究所 2011 157p

913 ﾌ あなたの知らない恐怖の世界 藤田晋一　編 ＰＨＰ研究所 2012 156p

913 ﾃ アニメ版 手塚治虫　原作 藤田晋一　文 金の星社 2009 94p

913 ﾃ アニメ版 手塚治虫　原作 藤田晋一　文 金の星社 2010 94p

913 ﾃ アニメ版 手塚治虫　原作 藤田晋一　文 金の星社 2010 94p

913 ﾃ アニメ版 手塚治虫　原作 藤田晋一　文 金の星社 2010 94p

913 ﾃ アニメ版 手塚治虫　原作 藤田晋一　文 金の星社 2009 94p

757 ﾅ 写真でひもとく４８７色の名前 永田泰弘　監修 ナツメ社 2010 263p

451 ﾀ 空の名前 空の名前 高橋健司　写真・文 角川書店 1999 199p

913 ﾊ まわるおすし まわるおすし 長谷川義史　作 ブロンズ新社 2012 32p

913 ﾊ おかあちゃんがつくったる おかあちゃんがつくったる 長谷川義史　作 講談社 2012 33p

913 ｲ なぞなぞのみせ なぞなぞのみせ 石津ちひろ　なぞなぞ なかざわくみこ　え 偕成社 2011 23p

913 ﾖ ハードル３ ハードル３ 吉富多美　作 四分一節子　画 金の星社 2009 253p

289 ﾎ スティーブ・ジョブズ スティーブ・ジョブズ パム・ポラック，メグ・ベルヴィソ　著 伊藤菜摘子　訳 ポプラ社 2012 111p

159 ﾅ 夢をかなえる言葉 中井俊已　文 小林ゆき子　絵 汐文社 2010 71p

159 ﾅ やさしくなれる言葉 中井俊已　文 小林ゆき子　絵 汐文社 2010 71p

159 ﾅ 笑顔になれる言葉 中井俊已　文 小林ゆき子　絵 汐文社 2010 75p

783 ﾍ こどもチャレンジシリーズ できたよ、鉄棒・平均台 ベースボール・マガジン社　編 行本浩人，赤羽綾子　監修 ベースボール・マガジン社 2012 127p

783 ﾍ こどもチャレンジシリーズ できたよ、とび箱・マット ベースボール・マガジン社　編 行本浩人　監修 ベースボール・マガジン社 2011 127p

783 ﾍ こどもチャレンジシリーズ できたよ、なわとび ベースボール・マガジン社　編 太田昌秀　監修 ベースボール・マガジン社 2011 128p

783 ﾍ こどもチャレンジシリーズ できたよ、一輪車 ベースボール・マガジン社　編 日本一輪車協会　監修 ベースボール・マガジン社 2011 128p

913 ｶ ホップステップキッズ！ 出会いの剣 開隆人　作 高田桂　絵 そうえん社 2009 174p

913 ｶ ホップステップキッズ！ 試練の剣 開隆人　作 高田桂　絵 そうえん社 2010 175p

916 ﾔ 地球の中の宇宙、深海を探る 山本省三　著 くもん出版 2012 127p

913 ﾊ かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか　さく・え ポプラ社 2010 98p

783 ｱ 野球で大活躍できる！小学生のためのバッティングがうまくなる本 有安信吾　監修 メイツ出版 2011 128p



916 ｵ ポプラ社ノンフィクション 大野益弘　著 ポプラ社 2012 143p

933 ｵ メアリー・ポープ・オズボーン　著 食野雅子　訳 メディアファクトリー 2011 157p

645 ｵ メアリー・ポープ・オズボーン　著 ナタリー・ポープ・ボイス　著 メディアファクトリー 2012 127p

913 ﾊ はやみねかおる  作 佐藤友生　絵 講談社 2011 316p

913 ﾊ はやみねかおる  作 村田四郎　絵 講談社 2001 317p

913 ﾊ はやみねかおる  作 村田四郎　絵 講談社 2003 348p

913 ﾊ はやみねかおる  作 藤島康介　絵 講談社 2011 301p

913 ﾊ はやみねかおる  作 杉作　絵 講談社 2002 268p

913 ﾐ 名探偵コナン１１人目のストライカー 水稀しま  著 青山剛昌　原作 小学館 2012 198p

913 ﾌ 深沢美潮  作 山田Ｊ太　画 ポプラ社 2011 141p

913 ﾌ 深沢美潮  作 山田Ｊ太　画 ポプラ社 2011 153p

913 ﾌ 深沢美潮  作 山田Ｊ太　画 ポプラ社 2012 172p

913 ﾌ 深沢美潮  作 山田Ｊ太　画 ポプラ社 2011 150p

913 ﾄ 冨岡淳広  著 小学館 2010 199p

913 ﾄ 冨岡淳広  著 小学館 2011 199p

913 ﾊ はやみねかおる  著 講談社 2010 238p

482 ｽ ニコライ・スラトコフ  作 福井研介　訳 福音館書店 2005 309p

482 ｽ ニコライ・スラトコフ  作 松谷さやか　訳 福音館書店 2005 309p

933 ﾏ ヴィッキー・マイロン  作 岡田好惠　訳 角川書店 2012 249p

798 ﾔ イナズマイレブン科学研究所 イナズマイレブン科学研究所 柳田理科雄  著 角川書店 2011 111p

933 ﾌ ゴルゴン犬ケイモン アダム・ブレード  作 浅尾敦則　訳 ゴマブックス 2010 125p

913 ｺ だれか私に友だちをください。 こはら裕子  作 小学館 2010 109p

913 ｺ あなたはだあれ？  もうひとりの私へ こはら裕子  作 小学館 2010 109p

933 ｵ アルプスの救助犬バリー　　　　　　　　　マジックツリーハス３２ アルプスの救助犬バリー　　　　　　　　　マジックツリーハス３２ メアリー・ポープ・オズボーン  著 食野雅子　訳 メディアファクトリー 2012 157p

457 ｵ 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  著 ウィル･ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ　著 メディアファクトリー 2011 127p

911 ｼ くじけないで くじけないで 柴田トヨ  著 飛鳥新社 2010 109p

388 ﾕ 松瀬七織  訳 湯沢朱実　再話 こぐま社 2009 188p

388 ﾆ 西尾哲夫  訳・再話 茨木啓子　再話 こぐま社 2011 204p

388 ｲ 伊東一郎  訳・再話 茨木啓子　再話 こぐま社 2007 197p

388 ﾏ 松岡享子  編・訳 こぐま社 2010 205p

388 ｺ 児島満子  編・訳 こぐま社 2000 188p

911 ｶ 川崎洋  編 木坂涼　編 岩崎書店 2003 142p

949 ｱ ハンス・クリスチャン・アンデルセン  作 大畑末吉　訳 のら書店 2005 159p

933 ｱ 冒険ファンタジー名作選 １０ うそつきロボット アイザック・アシモフ  作 小尾芙佐  訳 岩崎書店 2003 151p

933 ｽ カーラ・スティーブンズ  さく 掛川恭子　やく のら書店 1990 94p

369 ｼ 地震イツモプロジェクト  編 寄藤文平　絵 ポプラ社 2011

386 ﾀ 高野紀子  作 あすなろ書房 2006 59p

386 ﾀ 高野紀子  作 あすなろ書房 2007 59p

912 ｷ 菊池寛  著 舵社 2005 189p

913 ｲ 市川宣子  さく さとうあや　え 福音館書店 2006 127p

798 ｺ 小林一夫  文 国際おりがみ協会　監修 文溪堂 2012 32p



798 ﾊ 畑野栄三  文 全国郷土玩具館　監修 文溪堂 2012 32p

750 ｵ 尾崎敬子  文 日本てまりの会　監修 文溪堂 2004 31p

753 ﾓ 森戸祐幸  文 ビーズ博物館　監修 文溪堂 2004 31p

798 ﾅ 中島郁子  著 文溪堂 2008 31p

798 ｺ 後藤圭  文 劇団かかし座　監修 文溪堂 2012 32p

210 ｶ 神戸光男　文 西村繁男  画 童心社 1997 35p

462 ｱ 有沢重雄  さく 松岡真澄　え 福音館書店 2007 47p

435 ｳ ウォルター・ウィック  作 林田康一　訳 あすなろ書房 1998 35p

480 ﾊ リン・ハギンズ＝クーパー  著 宮田攝子　訳 文溪堂 2011 160p

913 ﾋ 日野十成  文 斎藤隆夫　絵 福音館書店 2002

913 ｱ 真島節子  絵 こぐま社 1994

913 ｶ 川北亮司  作 いそけんじ　画 アスラン書房 1997

388 ﾊ 羽仁進  文 赤羽末吉　絵 岩崎書店 2002

388 ｷ 岸田衿子  文 渡辺学　絵 岩崎書店 2002

388 ﾖ 与田凖一  文 渡辺学　絵 岩崎書店 2002

913 ｻ 佐々木たづ  文 杉浦範茂　絵 ポプラ社 1977 31p

474 ﾊ 埴沙萠  写真・文 ポプラ社 2011 35p

913 ﾀ 乾千恵  書 谷川俊太郎　文 福音館書店 2005 27p

388 ﾏ 松谷みよ子  〔著〕 講談社 2010 255p

645 ｿ 造事務所  編集・構成 森裕司　監修 ＰＨＰ研究所 2011 63p

486 ﾈ ネイチャー・プロ編集室  編著 偕成社 2011 31p

486 ﾈ ネイチャー・プロ編集室  編著 偕成社 2011 31p

486 ﾈ ネイチャー・プロ編集室  編著 偕成社 2011 31p

486 ﾈ ネイチャー・プロ編集室  編著 偕成社 2012 31p

486 ﾈ ネイチャー・プロ編集室  編著 偕成社 2012 31p

486 ｸ 栗林慧  著 あかね書房 2005 52p

486 ｸ 栗林慧  著 あかね書房 2005 52p

486 ｵ 田んぼの生きものたち 大場信義  文・写真 農山漁村文化協会 2010 56p

486 ｵ 田んぼの生きものたち 大場信義  文・写真 農山漁村文化協会 2010 56p

486 ｸ 栗林慧  写真 リブリオ出版 2009 31p

290 ﾊ ニコラ・バーバー  著 岩渕孝　監修 ほるぷ出版 2007 31p

290 ﾊ ニコラ・バーバー  著 岩渕孝　監修 ほるぷ出版 2007 31p

290 ﾊ ニコラ・バーバー  著 岩渕孝　監修 ほるぷ出版 2007 31p

290 ﾊ ニコラ・バーバー  著 岩渕孝　監修 ほるぷ出版 2007 31p

654 ﾅ 生命をはぐくむ森 森といのち 七尾純  著 あかね書房 2004 48p

653 ﾅ 森の不思議をさぐる 森の科学 七尾純  著 あかね書房 2004 48p

519 ﾅ 森が消えていく 森と環境 七尾純  著 あかね書房 2004 48p

583 ﾅ 森とともに生きる 森とくらし 七尾純  著 あかね書房 2004 48p

645 ﾁ 盲導犬・聴導犬・介助犬 ポプラ社 2010 47p

645 ﾆ 災害救助犬・警察犬 ポプラ社 2010 47p

645 ｾ 牧羊犬・そり犬 ポプラ社 2010 47p



645 ﾆ 訪問活動犬・タレント犬 ポプラ社 2010 47p

486 ｸ 自然なぜなに？ＤＶＤ図鑑４ 栗林慧　文・写真・映像 アスク出版 2006 32p

913 モ 百瀬　しのぶ　作 小学館 2012 １４０ｐ

369 カ ３．１１が教えてくれた防災の本 かもがわ出版 2011 31p

369 カ ３．１１が教えてくれた防災の本 かもがわ出版 2012 31p

369 カ ３．１１が教えてくれた防災の本 かもがわ出版 2012 31p

369 ｶ ３．１１が教えてくれた防災の本 かもがわ出版 2012 31p

913 ﾐ えほんのもり あの日をわすれないで 光丘　真理 著 山本　省三 画 文研出版 2011

913 ﾅ 大津波をのりこえて なかだ　えり 画 汐文社 2011 31p

913 ﾀ 高村　忠範 著 汐文社 2011 31p

645 ｵ 大西　暢夫 写真 幻冬舎エデュケーション//幻冬舎 2010 87p

280 ﾌ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社 2009 141p

280 ﾌ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社 2009 141p

280 ﾌ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社 2009 141p

280 ﾌ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社 2009 141p

280 ﾌ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社 2010 141p

280 ﾌ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社 2010 141p

280 ﾌ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社 2010 141p

280 ﾌ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社 2010 141p

280 ﾌ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社 2010 141p

280 ﾌ この人を見よ！歴史をつくった人びと伝 プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社 2010 141p

501 ﾋ 自然の力を生かす！　太陽光から風力・バイオマスまで ＰＨＰ研究所 2010 79p

501 ﾔ 地球と人にやさしい発電＆節電＆省エネ社会 矢沢サイエンス・オフィス 編著 学研教育出版//学研マーケティング 2012 95p

933 ﾍ ヘザー・ヘンソン 著 デイビッド・スモール 画 藤原　宏之 訳 さえら書房 2010

470 ｲ 生きものカレンダー　１ いがり　まさし 著 アリス館 2011 56p

486 ｲ 生きものカレンダー　２ 今森　光彦 著 アリス館 2011 56p

480 ﾏ 生きものカレンダー　３ 松橋　利光 著 アリス館 2011 56p

653 ｱ 生きものカレンダー　４ 姉崎　一馬 著 アリス館 2011 56p

470 ﾋ 生きものカレンダー　５ 平野　隆久 著 アリス館 2012 56p

626 ｶ 生きものカレンダー　６ 亀田　龍吉 著 アリス館 2012 56p

487 ﾅ さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科 中村　征夫 写真 さかなクン 画 新日本出版社 2011 31p

487 ﾅ さかなクンと中村征夫の海のおさかな大百科 中村　征夫 写真 さかなクン 画 新日本出版社 2011 31p

487 ﾅ 中村　征夫 新日本出版社 2012 31

530 ｺ 人びとをまもるのりもののしくみ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2011 31p

530 ｺ 人びとをまもるのりもののしくみ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2011 31p

530 ｺ 人びとをまもるのりもののしくみ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2012 31p

530 セ 鉄道、車、飛行機、船、宇宙船かっこいいのりもの発見！ 成美堂出版 2011 79p

913 ｶ 永遠の夏休み 川口　雅幸 著 アルファポリス//星雲社 2012 397p

626 ﾄ そだててあそぼう８１ 十勝農業試験場菜豆グループ 編 バン　チハル 画 農山漁村文化協会 2009 36p

626 ﾑ そだててあそぼう５２ 村上　次男 編 杉田　比呂美 画 農山漁村文化協会 2003 36p

423 ｱ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 青山　剛昌 原著 金井　正幸 画 小学館 2011 125p



428 ｱ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 名探偵コナン実験・観察ファイル 青山　剛昌 原著 金井　正幸 画 小学館 2003 175p

435 ｱ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 名探偵コナン実験・観察ファイル 青山　剛昌 原著 金井　正幸 画 小学館 2004 189p

440 ｱ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 名探偵コナン実験・観察ファイル 青山　剛昌 原著 金井　正幸 画 小学館 2005 189p

435 ｱ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 名探偵コナン実験・観察ファイル 青山　剛昌 原著 金井　正幸 画 小学館 2009 189p

754 ｲ 親子であそべるミニブック　４ かんたん！かわいい！アイディアいっぱい！ いしかわ　まりこ 著 ポプラ社 2012 59p

754 ｲ 親子であそべるミニブック　３ おって！あそんで！かんたんカワイイおりがみ４５ いしかわ　まりこ 著 ポプラ社 2011 59p

754 ﾔ 親子であそべるミニブック　２ かわいい動物がいっぱい！ 山口　真 著 ポプラ社 2011 59p

159 ﾎ 元気がでる日本人１００人のことば ポプラ社 2012 47p

159 ﾎ 元気がでる日本人１００人のことば ポプラ社 2012 47p

159 ﾎ 元気がでる日本人１００人のことば ポプラ社 2012 47p

159 ﾎ 元気がでる日本人１００人のことば ポプラ社 2012 47p

159 ﾎ 元気がでる日本人１００人のことば ポプラ社 2012 47p

59 ｱ 朝日ジュニア学習年鑑 朝日新聞出版 2012 272p

369 ﾀ おばあちゃんの紙しばい 田畑　ヨシ　作 産経新聞社 2011 ３１ｐ

627 ｻ 佐野　藤右衛門 講談社 2012 ３２ｐ

779 ｺ コロッケ 新潮社 2012 173Ｐ

210 セ 日本の歴史　旧石器時代～現代 世界文化社 2012 479ｐ

916 ﾜ 渡部　陽一　作 角川書店 2012 189p

726 ナ マンガづくりの基本がすべてわかる 成田　早苗　 グラフィック社 2011 159p

468 シ 身ながら学習調べてなっとく 技術評論社 2012 135p

913 サ 集英社みらい文庫 さくら　ももこ　作・絵 集英社 2011 １８７ｐ

913 サ 集英社みらい文庫 さくら　ももこ　作・絵 集英社 2011 １８６ｐ

913 ｻ 集英社みらい文庫 さくら　ももこ　作・絵 集英社 2011 ２００ｐ

913 サ 集英社みらい文庫 さくら　ももこ　作・絵 集英社 2011 １８９ｐ

913 ｻ 集英社みらい文庫 さくら　ももこ　作・絵 集英社 2011 １６８ｐ

913 ｻ 集英社みらい文庫 さくら　ももこ　作・絵 集英社 2012 １８４ｐ

754 ﾋ ＮＨＫつくってあそぼ工作絵本　ＮＨＫシリーズ ヒダオサム　石崎友紀 日本放送出版協会 2010 ７９ｐ

779 ﾑ ムッシュ・ピエール フォーラム・Ａ 2010 １１４ｐ

913 ﾅ 角川つばさ文庫 東日本大震災で迷子になった犬 なりゆきわかこ　作 ドックウッド，東海林綾　原案 角川書店 2012 158p

913 ﾋ 東野圭吾　著 講談社 2011 361p

289 ﾊ コミック版日本の歴史　３１ 室町人物伝 早川大介　作画 ポプラ社 2012 126p

410 ﾆ ＮＨＫマテマティカ見て、感じて、発見する算数 ＮＨＫ「マテマティカ」制作班　編 金の星社 2011 39p

410 ﾆ ＮＨＫマテマティカ見て、感じて、発見する算数 ＮＨＫ「マテマティカ」制作班　編 金の星社 2011 39p

471 ｵ 太田威　写真・文 福音館書店 2012 32p

913 ｲ だましあう生き物の話 伊藤年一　文 今泉忠明　監修 学習研究社 2011 63p

442 ｴ えびなみつる　絵と文 中西昭雄　写真 旬報社 2012 32p

457 ﾗ ティラノサウルスと巨大肉食恐竜 ロニー・ランドール　文 デイヴィッド・ウェスト　絵 岩崎書店 2012 31p

457 ﾗ ヴェロキラプトルと小型肉食恐竜 ロニー・ランドール　文 デイヴィッド・ウェスト　絵 岩崎書店 2012 31p

457 ﾗ トリケラトプスと角竜のなかま ロニー・ランドール　文 デイヴィッド・ウェスト　絵 岩崎書店 2012 31p

457 ﾗ ブラキオサウルスと雷竜のなかま ロニー・ランドール　文 デイヴィッド・ウェスト　絵 岩崎書店 2012 31p

457 ﾗ アンキロサウルス・ステゴサウルスのなかま ロニー・ランドール　文 デイヴィッド・ウェスト　絵 岩崎書店 2012 31p



457 ﾗ パラサウロロフス・イグアノドンのなかま ロニー・ランドール　文 デイヴィッド・ウェスト　絵 岩崎書店 2012 32p

596 ｴ エダモンおすすめ 枝元なほみ　著 竹下和男　監修 共同通信社 2011 63p

596 ｵ NHKきょうの料理シリーズ 小田真規子　著 ＮＨＫ出版 2008 79p

596 ﾃ タツミムック お弁当６０バージョン、おかず４６２種満載！ 寺西恵里子　著 辰巳出版 2012 127p

450 ﾊ 小学館の図鑑NEO 萩谷宏，堀秀道，平野弘道　指導・監修・執筆 籔本美孝，大花民子，大路樹生，甲能直樹　監修・執筆 小学館 2012 175p

388 ﾀ ふるさとお話の旅 さぬきの昔語り 谷原博信　編著 池原昭治　さし絵 星の環会 2005 199p

543 ﾄ くりかえしつかえるエネルギー アラン・ドラモンド　さく まつむらゆりこ　やく 福音館書店 2012 40p

368 ｵ 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，ウィル・オズボーン　著 高畑智子　訳 メディアファクトリー 2012 127p

933 ﾛ ジェラルド・ローズ　文・絵 ふしみみさを　訳 岩波書店 2011 32p

913 ﾀ 小学館ジュニア文庫 武内　昌美 著 五十嵐　かおる 画 小学館 2012 191p

913 ﾀ 小学館ジュニア文庫 武内　昌美 著 五十嵐　かおる 画 小学館 2012 189p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２１７－２２ 黒魔女さんが通る！！ＰＡＲＴ１５ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 2012 272p

404 ﾔ 空想科学読本 科学で解けない超難問編 柳田理科雄 著 メディアファクトリー 2012 223p

913 ﾌ ポプラカラフル文庫　ふ　２－２８ 深沢　美潮 著 山田　Ｊ太 画 ポプラ社 2012 170p

913 ﾌ ポプラカラフル文庫　ふ　２－２９ 深沢　美潮 著 山田　Ｊ太 画 ポプラ社 2012 174p

913 ｵ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 尾田　栄一郎，浜崎　達也 著 集英社 2012 256p

933 ｵ マジック・ツリーハウス　３３ メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳 メディアファクトリー 2012 157p

289 ｵ マジック・ツリーハウス探険ガイド リンカン大統領　マシック・ツリーハウス探検ガイド メアリー・ポープ・オズボーン，ナタリー・ポープ・ボイス 著 高畑　智子 訳 メディアファクトリー 2012 127p

913 ﾚ 講談社青い鳥文庫　１７１－２３//花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画 講談社 2011 229p

913 ﾚ 講談社青い鳥文庫　１７１－２４//花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画 講談社 2012 233p

913 ﾚ 講談社青い鳥文庫　１７１－２５//花の湯温泉ストーリー 令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画 講談社 2012 201p

913 ﾊ かいけつゾロリシリーズ　５２ 原　ゆたか 著 ポプラ社 2012

209 ﾅ ほんとうにあった！？世界の超ミステリー　３ ほんとうにあった！？世界の超ミステリー　３ 並木伸一郎 ポプラ社 2012 204p

440 ﾅ ほんとうにあった！？世界の超ミステリー　１ ほんとうにあった！？世界の超ミステリー　１ 並木伸一郎 ポプラ社 2012 205p

289 ﾐ コミック版日本の歴史　３３ 室町人物伝 水谷　俊樹 原著 やまざき　まこと 画 ポプラ社 2012 126p

913 ﾊ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 修学旅行においで はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社 2012 223p

913 ﾋ 講談社文庫　ひ　１７－２９ 東野　圭吾 著 講談社 2011 365p

933 ｼ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社 2010 194p

933 ｼ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社 2011 181p

933 ｼ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社 2011

933 ｼ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社 2011 200p

933 ｼ ランプの精リトル・ジーニー ミランダ・ジョーンズ 著 宮坂　宏美 訳 サトウ　ユカ 画 ポプラ社 2012 200p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　１３ 宗田　理 著 ポプラ社 2010 293p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　１４ 宗田　理 著 ポプラ社 2010 304p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　１２ 宗田　理 著 ポプラ社 2010 308p

913 ﾂ 講談社ＫＫ文庫　Ａ　４－１７ 常光　徹 著 楢　喜八 画 講談社 2010 166p

913 ﾂ 講談社ＫＫ文庫　Ａ　４－１８ 常光　徹 著 楢　喜八 画 講談社 2011 166p

913 ﾂ 講談社ＫＫ文庫　Ａ　４－１９ 常光　徹 著 楢　喜八 画 講談社 2012 166p

913 ﾑ わくわくライブラリー 村上　しいこ 著 田中　六大 画 講談社 2012 89p

913 ｱ ポプラ社の新・小さな童話　２６９ 尼子　騒兵衛 原著 望月　千賀子 著 亜細亜堂 画 ポプラ社 2012 86p

913 ｱ ポプラ社の新・小さな童話　２６４ 尼子　騒兵衛 原著 望月　千賀子 著 亜細亜堂 画 ポプラ社 2011 94p



913 ﾊ 講談社青い鳥文庫　１７４－２７//名探偵夢水清志郎の事件簿//２ はやみね　かおる 著 佐藤　友生 画 講談社 2012 317p

933 ｻ サーティーナイン・クルーズ 新たなる脅威 リック・リオーダン，他 著 小浜　杳 訳 メディアファクトリー 2012 343p

933 ｻ サーティーナイン・クルーズ メドゥーサの罠 ゴードン・コーマン 著 小浜　杳 訳 メディアファクトリー 2012 303p

913 ﾄ 小学館ジュニアシネマ文庫 村松　哲次，冨岡　淳広 著 レベルファイブ 原著 小学館 2012 199p

913 ﾄ 小学館ジュニアシネマ文庫 冨岡　淳広 著 レベルファイブ 原著 小学館 2012 198p

913 ｷ 木下　繁 著 アルファポリス//星雲社 2009 428p

913 ｲ ちゃおノベルズ 五十嵐　かおる 画 村上　アンズ 著 小学館 2012 111p

913 ｻ 集英社みらい文庫　さ　１－７ こども小説 さくら　ももこ 著 集英社 2012 190p

943 ｼ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング 2010 211p

943 ｼ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング 2010 263p

943 ｼ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング 2010 247p

943 ｼ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング 2011 279p

943 ｼ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング 2011 279p

943 ｼ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング 2011 279p

943 ｼ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング 2012 263p

289 ｸ フォア文庫　Ｂ　４６５ 会津と京都に咲いた大輪の花 国松　俊英 著 十々夜 画 岩崎書店//フォア文庫の会 2012 182p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社 2011 135p

913 ｽ 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社 2010 143p

913 ﾐ キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 宮本　えつよし 画 金の星社 2012 89p

913 ﾐ キャベたまたんていシリーズ 三田村　信行 著 宮本　えつよし 画 金の星社 2011 93p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話　２６３//おばけマンションシリーズ//２８ むらい　かよ 著 ポプラ社 2011 80p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話　２７３//おばけマンションシリーズ//３１ むらい　かよ 著 ポプラ社 2012 88p

913 ﾐ 風の陰陽師 三田村　信行 著 二星　天 画 ポプラ社 2007 383p

913 ﾐ 風の陰陽師 三田村　信行 著 二星　天 画 ポプラ社 2007 381p

913 ﾐ 風の陰陽師 三田村　信行 著 二星　天 画 ポプラ社 2008 391p

913 ﾐ 風の陰陽師 三田村　信行 著 二星　天 画 ポプラ社 2009 388p

933 ｱ 角川つばさ文庫　Ｃ　あ　２－１ アレックス・アーバイン，他 著 石田　文子 訳 角川書店//角川グループパブリッシング 2011 268p

913 ｸ 講談社青い鳥文庫　２２３－２７ 楠木　誠一郎 著 岩崎　美奈子 画 講談社 2012 221p

913 ｸ 講談社青い鳥文庫　２２３－２５ 楠木　誠一郎 著 岩崎　美奈子 画 講談社 2011 217p

913 ｸ 講談社青い鳥文庫　２２３－２３ 楠木　誠一郎 著 岩崎　美奈子 画 講談社 2011 221p

913 ｸ 講談社青い鳥文庫　２２３－２０ 楠木　誠一郎 著 岩崎　美奈子 画 講談社 2010 199p

913 ｸ 講談社青い鳥文庫　２２３－１９ 楠木　誠一郎 著 岩崎　美奈子 画 講談社 2010 221p

913 ｸ 講談社青い鳥文庫　ＧＯ！ＧＯ！　５１１－２ 楠木　誠一郎 著 岩崎　美奈子 画 講談社 2010 156p

913 ｸ 講談社青い鳥文庫　２２３－１８ 楠木　誠一郎 著 岩崎　美奈子 画 講談社 2009 251p

913 ｸ 講談社青い鳥文庫　２２３－１７ 楠木　誠一郎 著 岩崎　美奈子 画 講談社 2009 251p

913 ｸ 講談社青い鳥文庫　ＧＯ！ＧＯ！　５１１－１ 楠木　誠一郎 著 岩崎　美奈子 画 講談社 2009 157p

913 ｸ 講談社青い鳥文庫　２２３－１６ 楠木　誠一郎 著 岩崎　美奈子 画 講談社 2008 249p

913 ｸ 講談社青い鳥文庫　２２３－１５ 楠木　誠一郎 著 岩崎　美奈子 画 講談社 2008 253p

913 ｸ 講談社青い鳥文庫　２２３－１２ 楠木　誠一郎 著 岩崎　美奈子 画 講談社 2007 261p

913 ｸ 講談社青い鳥文庫　２２３－１０ 楠木　誠一郎 著 岩崎　美奈子 画 講談社 2007 269p

580 タ 学研まんがでよくわかるシリーズ５９ 橘　悠紀 学研 2011 １２８ｐ



499 サ 学研まんがでよくわかるシリーズ６０ 佐藤　守 学研 2011 １２７ｐ

449 モ 学研　まんがで　よくわかる　シリーズ　６１ 望月　恭子 学研 2011 １２８ｐ

527 タ 学研まんがでよくわかるシリーズ　６２ 橘　悠紀 学研 2011 １２７ｐ

588 サ 学研まんがでよくわかるシリーズ６３ 佐藤　守 学研 2011 １２８ｐ

683 オ 学研まんがでよくわかるシリーズ６４ オフィス・イディオム 学研 2012 １２８ｐ

499 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ６５ 橘　悠紀 学研 2012 １２７ｐ

699 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ６６ オフィス・イディオム 学研 2012 １２８ｐ

588 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ６７ オフィス・イデイオム 学研 2012 １２８ｐ

598 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ６８ オフィス・イディオム 学研 2012 １２８ｐ

689 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ６９ 学研まんがでよくわかるシリーズ６９ 橘　悠紀 学研 2012 １２７ｐ

535 タ 学研まんがでよくわかるシリーズ７０ 橘　悠紀 学研 2012 １２８ｐ

694 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ７１ 橘　悠紀 学研 2012 １２８ｐ

365 ｻ 学研まんがでよくわかるシリーズ７２ 学研まんがでよくわかるシリーズ７２ 佐藤　守 学研 2012 １２８ｐ

596 ﾓ 学研まんがでよくわかるシリーズ７３ 望月　恭子 学研 2012 １２７ｐ

580 ｲ 学研まんがでよくわかるシリーズ７４ 入澤　宣幸 学研 2012 １２８ｐ

687 ｻ 学研まんがでよくわかるシリーズ７５ 佐藤　守 学研 2012 １２８ｐ

534 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ７６ おぎの　ひとし 学研 2012 １２８ｐ

514 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ７７ 橘　悠紀 学研 2012 １２８ｐ

225 ｲ 学研まんがでよくわかるシリーズ７８ 入澤　宣幸 学研 2012 １２８ｐ

913 ﾀ 高松市教育委員会 2012 １６９ｐ

913 ﾀ 高松市教育委員会 2012 １６９ｐ

913 ﾀ 高松市教育委員会 2012 １５４ｐ

790 ｼ 朝日新聞連載 小学館ほか 2011 ２００ｐ

187 マ 学研まんがでよくわかるシリーズ７９ 松本　義弘 学研 2013 128p

693 オ 学研まんがでよくわかるシリーズ８０ オフィス・イディオム 学研 2013 128p

561 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ８１ 橘　悠紀 学研 2013 127p

913 ﾀ 新潮文庫 太宰　治 新潮社 2011 300ｐ

667 ｻ 学研まんがでよくわかるシリーズ　82 斉藤　友桂子 学研パブリッシング 2013 127ｐ

596 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ　83 大岩　ピュン 学研パブリッシング 2013 128ｐ

593 ｱ 学研まんがでよくわかるシリーズ　84 あすみきり 学研パブリッシング 2013 128ｐ

699 モ 学研まんがでよくわかるシリーズ　85 もちつき　かつみ 学研パブリッシング 2013 128ｐ

792 ｸ まんがッ社会見学シリーズ　1 工藤　ケン 講談社 2013 126ｐ

481 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに　4 成島　悦雄 鈴木出版 2013 35ｐ

486 ﾁ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに　5 矢島　稔 鈴木出版 2013 35ｐ

210 ﾌ 週刊　マンガ世界の偉人６１ ふくやまけいこ 朝日新聞出版 2013 34ｐ

210 ｶ 週刊　マンガ世界の偉人６２ 烏丸　匡 朝日新聞出版 2013 34ｐ

210 ｼ 週刊　マンガ世界の偉人６３ シヒラ竜也 朝日新聞出版 2013 34ｐ

210 ﾖ 週刊　マンガ世界の偉人６４ よねやませつこ 朝日新聞出版 2013 34ｐ

210 ﾐ 週刊　マンガ世界の偉人６５ みなもと悠 朝日新聞出版 2013 34ｐ

210 ｷ 週刊　マンガ世界の偉人６６ 清瀬のどか 朝日新聞出版 2013 34ｐ

210 ｸ 週刊　マンガ世界の偉人６７ 週刊マンガ世界の偉人 楠美マユラ 朝日新聞出版 2013 34ｐ



487 ｽ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに６ 杉浦　宏 鈴木出版 2013 35ｐ

588 ミ 学研まんがでよくわかるシリーズ　 学研まんがでよくわかるシリーズ　８７ 宮原　美香　漫画 学研パブリッシング 2013 128ｐ

497 ヤ 学研まんがでよくわかるシリーズ　８６ 学研まんがでよくわかるシリーズ　８６ 山口　育孝　漫画 学研パブリッシング 2013 １２８ｐ

470 シ かんきょうを　かんがえる　ベスト版しぜんのくに　７ かんきょうを　かんがえる　ベスト版しぜんのくに　７ 末松　茂孝　監修 すずき出版 2013 35ｐ

210 ｽ 週刊　マンガ世界の偉人６８ 隅田かずあさ 朝日新聞出版 2013 34ｐ

210 ﾛ 週刊　マンガ世界の偉人６９ 六田　登　漫画 朝日新聞出版 2013 34ｐ

210 ﾌ 週刊　マンガ世界の偉人７０ 藤井　アシオ　漫画 朝日新聞出版 2013 ３４ｐ

210 ｻ 週刊　マンガ世界の偉人７１ 坂本　あきら 朝日新聞出版 2013 ３４ｐ

210 ﾔ 週刊　マンガ世界の偉人７２ やぶうち　ゆうき 朝日新聞出版 2013 ３４ｐ

210 ｳ 週刊　マンガ世界の偉人７３ 浦地　コナツ 朝日新聞出版 2013 ３４ｐ

210 ﾀ 週刊　マンガ世界の偉人７４ 高山　しのぶ 朝日新聞出版 2013 ｐ３４

210 ﾐ 週刊　マンガ世界の偉人７５ 櫁屋　涼 朝日新聞出版 2013 ｐ３４

210 ﾕ 週刊　マンガ世界の偉人７６ 遊行寺　たま 朝日新聞出版 2013 ｐ３４

430 ﾀ 学研　まんがでよくわかるシリーズ９０ 学研　まんがでよくわかるシリーズ９０ たまだ　まさお　漫画 学研パブリッシング 2013 ｐ１２７

210 ﾖ 週刊　マンガ世界の偉人７７ 由浦カズヤ 朝日新聞出版 2013 ｐ３４

210 ｳ 週刊　マンガ世界の偉人７８ 上田夢人 朝日新聞出版 2013 ｐ３４

210 ﾐ 週刊　マンガ世界の偉人７９ 三上キャノン 朝日新聞出版 2013 ｐ３４

210 ﾌ 週刊　マンガ世界の偉人８０ 藤原カムイ 朝日新聞出版 2013 ｐ３４

486 ｸ しぜんのくに　８ 矢島稔　監修 鈴木出版 2013 ｐ３５

933 ﾘ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　外伝 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　外伝 リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版 2010 158p

404 ﾔ 空想科学読本 空想科学読本　１４　名キャラ対決！どっちがすごい！？編 柳田理科雄 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013 239p

147 ﾅ ほんとうにあった！？世界の超ミステリー　６ ほんとうにあった！？世界の超ミステリー　６ 並木伸一郎 ポプラ社 2013 201p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２６８－２０ 新妖界ナビ・ルナ　９ 池田　美代子 著 戸部　淑 画 講談社 2013 203p

913 ｲ ちゃおノベルズ いじめ－残酷な放課後 五十嵐　かおる 画 都築　奈央 著 小学館 2013 111p

913 ﾀ 小学館ジュニア文庫 いじめ－過去へのエール 武内　昌美 著 五十嵐　かおる 画 小学館 2013 191p

781 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ８８ 学研まんがでよくわかるシリーズ８８ 鳥飼　規世　漫画 学研パブリッシング 2013 １２８ｐ

491 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ　８９ 学研まんがでよくわかるシリーズ　８９ 田川　滋 学研パブリッシング 2013 １２８Ｐ

588 ｸ 学研まんがでよくわかるシリーズ　 学研まんがでよくわかるシリーズ　９１ 工藤　ケン 学研パブリッシング 2014 １２８ｐ

90 ｻ さぬき・人ここにあり さぬき・人ここにあり 香川県教育会 2013 ２４４ｐ

90 ｻ さぬき・人ここにあり さぬき・人ここにあり 香川県教育会 2013 ２４４ｐ

290 ﾀ まんがで読む まんがで読む 田中　正雄 郵便出版社 2013 １４３ｐ

913 ﾖ カーくんと森のなかまたち カーくんと森のなかまたち 吉沢　誠　文　　夢ら丘　実果　絵 ワイズ・アウル 2007 ３０ｐ

596 ﾎ 堀川望美  著 成美堂出版 2012 175p

913 ｻ 斉藤洋  作 森田みちよ  絵 偕成社 2012 221p

596 ﾋ 平井一代  著 成美堂出版 2012 169p

783 ﾏ 前田幸長  監修 日本文芸社 2012 207p

486 ｵ 大場信義  著 ハート出版 2012 202p

913 ﾏ まはら三桃  作 長谷川義史  絵 講談社 2012 76p

943 ｴ 時間どろぼうと、ぬすまれた時間を人間にとりかえしてくれた女の子のふしぎな物語 ミヒャエル・エンデ  作 大島かおり  訳 岩波書店 1998 360p

470 ｷ 菊本るり子  作 のぐちようこ  絵 あかね書房 2012

616 ﾑ 向田智也  作 小学館 2013 39p



486 ｼ ふしぎいっぱい写真絵本 新開孝  写真・文 ポプラ社 2012 35p

451 ｶ ふしぎいっぱい写真絵本 片平孝  写真・文 ポプラ社 2012 36p

483 ｿ ふしぎいっぱい写真絵本 楚山いさむ  写真・文 ポプラ社 2013 37p

486 ｼ ふしぎいっぱい写真絵本 新開孝  写真・文 ポプラ社 2013 39p

481 ｺ しぜんにタッチ！ 香山美子  文 飯村茂樹  ほか写真 ひさかたチャイルド 2009 27p

460 ｵ しぜんにタッチ！ 大久保茂徳　監修 川又利彦  写真撮影 ひさかたチャイルド 2011 27p

486 ｽ しぜんにタッチ！ 須田孫七　監修 榎本功  写真撮影 ひさかたチャイルド 2012 27p

481 ｻ しぜんにたっち！ サンシャイン水族館　監修 友永たろ  イラスト ひさかたチャイルド 2012 27p

486 ｽ しぜんにタッチ！ 須田孫七　監修 片野隆司  写真撮影 ひさかたチャイルド 2013 27p

484 ｸ しぜんにタッチ！ 黒住耐ニ　監修 武田晋一  写真撮影 ひさかたチャイルド 2013 27p

329 ｸ 子どもたちを守る くさばよしみ  著 汐文社 2013 31p

329 ｸ 差別から守る くさばよしみ  著 汐文社 2013 31p

329 ｸ 災害から守る くさばよしみ  著 汐文社 2013 31p

916 ｻ 指田和  文 伊藤秀男  絵 ポプラ社 2013

726 ｻ 西原理恵子  著 小学館 2013

480 ﾅ ホタル 中山れいこ  著 少年写真新聞社 2013 47p

479 ｲ 伊沢尚子  文 及川賢治  絵 福音館書店 2013 27p

383 ﾔ 地形・気候・文化がわかる 野外民族博物館リトルワールド  監修 ＰＨＰ研究所 2013 63p

400 ﾍ 100の知識 スー・ベックレイク  著 渡辺政隆  日本語版監修 文研出版 2012 47p

933 ｶ ウィリアム・カムクワンバ 文 ブライアン・ミーラー　文 さ・え・ら書房 2012

488 ｵ おおたぐろまり  作・絵 偕成社 2013 40p

913 ﾏ 蒔田晋治　作 長谷川知子　絵 子どもの未来社 2004 32p

913 ｱ おはなしトントン Ｍａｐｌｅ　Ｓｔｒｅｅｔ あんびるやすこ　作・絵 岩崎書店 2013 71p

913 ｻ ナツカのおばけ事件簿 斉藤洋　作 かたおかまなみ　絵 あかね書房 2013 106p

943 ｼ 迷子の子鹿と雪山の奇跡 タニヤ・シュテーブナー　著 中村智子　訳 学研教育出版 2013 259p

913 ｵ 岡田　淳　作 偕成社 2012 141p

913 ｵ 岡田　淳　作 田中六大　絵 偕成社 2012 123p

913 ｵ おはなし いちばん星 岡田　淳　作・絵 ＢＬ出版 2013 108p

459 ﾊ 八川シズエ　著 中央アート出版社 2007 111p

404 ﾔ 空想科学読本 ［そんなコトして死なないの！？］編 柳田理科雄　著 メディアファクトリー 2013 239p

483 ｼ 科学のアルバム 白井祥平　著 あかね書房 1994 54p

913 ｲ 自然科学読み物生き物のちえ２ アマサギとゾウ　サメとコバンザメ　アリとアリヅカコオロギ　など 伊藤年一　文 今泉忠明　監修 学習研究社 2011 63p

913 ｲ 自然科学読み物生き物のちえ３ オオヨシキリとカッコウ　など 伊藤年一　文 今泉忠明　監修 学習研究社 2011 63p

913 ｲ 自然科学読み物生き物のちえ４ スミレとアリなど 伊藤年一　文 今泉忠明　監修 学習研究社 2011 63p

778 ﾉ 徳間アニメ絵本 野坂昭如　原作 高畑勲　監督 徳間書店 1988 111p

289 ﾁ コミック版日本の歴史　２７ 戦国人物伝 やまざきまこと　作画 ポプラ社 2011 126p

289 ｶ コミック版日本の歴史　３４ 幕末・維新人物伝 中島健志　作画 ポプラ社 2013 126p

289 ｺ コミック版日本の歴史　３２ 室町人物伝 中島健志　作画 ポプラ社 2012 126p

289 ﾋ コミック版日本の歴史　３５ 幕末・維新人物伝 すぎたとおる　作画 ポプラ社 2013 127p

913 ﾋ おとうさん･おかあさんのしごとシリーズ 平田昌広　作 鈴木まもる　絵 佼成出版社 2012 31p

913 ﾓ わくわくライブラリー 茂市久美子　作 中村悦子　絵 講談社 2012 155p



913 ﾅ 絵本・すいぞくかん なかのひろみ　文 松橋利光　写真 アリス館 2013 40p

913 ｲ どうわがいっぱい いとうひろし　作・絵 講談社 1991 85p

913 ｲ どうわがいっぱい いとうひろし　作・絵 講談社 1991 86p

913 ｲ どうわがいっぱい いとうひろし　作・絵 講談社 1992 86p

913 ｲ どうわがいっぱい いとうひろし　作・絵 講談社 1994 86p

913 ｲ どうわがいっぱい いとうひろし　作・絵 講談社 1997 94p

913 ｲ どうわがいっぱい いとうひろし　作・絵 講談社 1999 93p

913 ｲ どうわがいっぱい いとうひろし　作・絵 講談社 2003 78p

913 ｲ どうわがいっぱい いとうひろし　作・絵 講談社 2005 86p

913 ｲ どうわがいっぱい いとうひろし　作・絵 講談社 2011 85p

487 ﾀ 高岡昌江　ぶん 安田守　しゃしん アリス館 2012 27p

913 ﾑ わくわくライブラリー 村上しいこ　作 田中六大　絵 講談社 2013 95p

913 ﾑ わくわくライブラリー 村上しいこ　作 田中六大　絵 講談社 2012 95p

383 ﾂ 土橋とし子　作・絵 佼成出版社 2013 31p

913 ｻ 児童文学創作シリ－ズ ルドルフとイッパイアッテナ　４ 斉藤洋　作 杉浦範茂　絵 講談社 2012 287p

933 ｺ トゥースレス大騒動 トゥースレス大騒動 クレシッダ・コーウェル　作 相良倫子　［ほか］訳 小峰書店 2012 198p

446 ｵ 大枝史郎　文 佐藤みき　絵 あすなろ書房 2012 39p

933 ﾌ キャンデス・フレミング　文 エリック・ローマン　絵 あすなろ書房 2013 34p

913 ｵ 岡田よしたか　さく ブロンズ新社 2012 28p

383 ﾗ 世界の家の絵本 ジャイルズ・ラロッシ　作 千葉茂樹　訳 偕成社 2013 32p

480 ｺ フレーベル館の図鑑ナチュラ  ふしぎをためす図鑑 フレーベル館の図鑑ナチュラ  ふしぎをためす図鑑 小宮輝之　［ほか］監修 フレーベル館 2013 128p

913 ｵ 乙武洋匡　著 下平けーすけ　絵 講談社 2011 171p

913 ｵ 乙武洋匡　著 講談社 2012 286p

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとし　作・絵 偕成社 2013 32p

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとし　作・絵 偕成社 2013 32p

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとし　作・絵 偕成社 2013 32p

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとし　作・絵 偕成社 2013 32p

748 ｲ 石川直樹　著 教育画劇 2009 34p

953 ｱ エリ・アンダーソン　著 坂田雪子　訳 角川書店 2012 299p

953 ｱ エリ・アンダーソン　著 坂田雪子　訳 角川書店 2012 311p

953 ｱ エリ・アンダーソン　著 坂田雪子　訳 角川書店 2013 293p

953 ｱ エリ・アンダーソン　著 坂田雪子　訳 角川書店 2013 279p

913 ﾐ 妖怪道中膝栗毛 三田村信行　作 十々夜　　絵 あかね書房 2011 160p

913 ﾐ 妖怪道中膝栗毛 三田村信行　作 十々夜　　絵 あかね書房 2011 160p

913 ﾐ 妖怪道中膝栗毛 三田村信行　作 十々夜　　絵 あかね書房 2012 160p

913 ﾐ 妖怪道中膝栗毛 三田村信行　作 十々夜　　絵 あかね書房 2012 160p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山亮　作 中川大輔　絵 偕成社 2013 149p

783 ｳ スポーツ　ノンフィクション 世界一の心のきずな物語 上野直彦　文 学習研究社 2012 135p

933 ｱ 94絵本・新刊セット トミ－＝アンゲラ－　さく いまえよしとも　やく 偕成社 1977 38p

916 ｳ スポーツｶﾞ教えてくれたこと 野球 内海哲也　監修 あかね書房 2013 160p

916 ﾅ スポーツｶﾞ教えてくれたこと サッカー 中村憲剛　監修 あかね書房 2013 160p



916 ｲ スポーツｶﾞ教えてくれたこと 水泳 入江陵介　監修 あかね書房 2013 160p

916 ﾀ スポーツｶﾞ教えてくれたこと 体操 田中和仁　監修 あかね書房 2013 160p

916 ﾌ スポーツｶﾞ教えてくれたこと 柔道 福見友子　監修 あかね書房 2013 160p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに 韓国 稲葉　茂勝 著 こどもくらぶ 編 あすなろ書房 2011 32p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに　 中国 稲葉　茂勝 著 こどもくらぶ 編 あすなろ書房 2011 32p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに アメリカ 稲葉　茂勝 著 こどもくらぶ 編 あすなろ書房 2011 32p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに サウジアラビア 稲葉　茂勝 著 こどもくらぶ 編 あすなろ書房 2013 32p

404 ﾔ 空想科学文庫　 空想科学読本　６．５ 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー 2010 159p

913 ｸ くすのき　しげのり 著 狩野　富貴子 画 小学館 2010

913 ﾌ ポプラカラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１４ ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件　上 深沢　美潮 著 山田　Ｊ太 画 ポプラ社 2010 172p

913 ﾌ ポプラカラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１５ ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件　下 深沢　美潮 著 山田　Ｊ太 画 ポプラ社 2010 172p

913 ﾐ 小学館ジュニアシネマ文庫 名探偵コナン天空の難破船 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館 2013 198p

913 ﾐ 小学館ジュニアシネマ文庫 名探偵コナン沈黙の１５分 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館 2013 197p

913 ﾐ 小学館ジュニアシネマ文庫 名探偵コナン絶海の探偵 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 櫻井　武晴 著 小学館 2013 197p

913 ﾐ 小学館ジュニアシネマ文庫 名探偵コナン漆黒の追跡者 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館 2013 199p

557 ｵ マジック・ツリーハウス探険ガイド　５ タイタニック メアリー・ポープ・オズボーン，ウィル・オズボーン 著 高畑　智子 訳 メディアファクトリー 2013 135p

147 ﾅ ほんとうにあった！？世界の超ミステリー　５ ほんとうにあった！？世界の超ミステリー　５ 並木伸一郎 ポプラ社 2013 197p

378 ｽ 特別支援教育をすすめる本　１ アスペルガー症候群（高機能自閉症）、ＡＤＨＤを中心に 諏訪　利明，安倍　陽子 編 ミネルヴァ書房 2009 101p

378 ｱ 特別支援教育をすすめる本　２ アスペルガー症候群（高機能自閉症）、ＡＤＨＤを中心に 安倍　陽子，諏訪　利明 編 ミネルヴァ書房 2009 101p

378 ﾅ 特別支援教育をすすめる本　３ アスペルガー症候群（高機能自閉症）、ＡＤＨＤを中心に 中山　清司 編 ミネルヴァ書房 2009 101p

378 ﾎ 特別支援教育をすすめる本　４ 細川佳代子 ミネルヴァ書房 2009 61p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２６８－５ 新妖界ナビ・ルナ　１ 池田　美代子 著 戸部　淑 画 講談社 2009 171p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２６８－７ 新妖界ナビ・ルナ　２ 池田　美代子 著 戸部　淑 画 講談社 2010 172p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２６８－９ 新妖界ナビ・ルナ　３ 池田　美代子 著 戸部　淑 画 講談社 2010 173p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２６８－１１ 新妖界ナビ・ルナ　４ 池田　美代子 著 戸部　淑 画 講談社 2011 173p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２６８－１２ 新妖界ナビ・ルナ　５ 池田　美代子 著 戸部　淑 画 講談社 2011 173p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２６８－１４ 新妖界ナビ・ルナ　６ 池田　美代子 著 戸部　淑 画 講談社 2012 173p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２６８－１６ 新妖界ナビ・ルナ　７ 池田　美代子 著 戸部　淑 画 講談社 2012 171p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２６８－１８ 新妖界ナビ・ルナ　８ 池田　美代子 著 戸部　淑 画 講談社 2013 173p

596 ｵ 主婦の友生活シリーズ アイスクリーム、パンケーキ、蒸しパン、ドリンク… 荻田　尚子 著 主婦の友社 2012 66p

596 ﾌ ブティック・ムック　Ｎｏ．　１０５７ 簡単デコや本格チョコ、焼き菓子まで盛りだくさんの６５レシピ ブティック社 ブティック社 2013 80p

596 ﾔ ＧＡＫＫＥＮ　ＨＩＴ　ＭＯＯＫ キラキラ友チョコ＆ラッピング 谷田部道子 学研パブリッシング//学研マーケティング 2012 50p

596 ﾌ やっぱりママのおべんとうが好き！ １５年間の子どものおべんとう日記とヒント集 藤井　恵 著 ＰＨＰ研究所 2012 127p

596 ﾀ 旭屋出版ＭＯＯＫ 楽しく、食べ、育て！季節のキャラ＆デコ弁教室 高田　ゆみこ 著 旭屋出版 2012 95p

913 ﾊ 講談社青い鳥文庫　１７４－２１ ピラミッドキャップの謎前編 はやみね　かおる 著 Ｋ２商会 画 講談社 2008 459p

913 ﾊ 講談社青い鳥文庫　１７４－２２ ピラミッドキャップの謎後編 はやみね　かおる 著 Ｋ２商会 画 講談社 2008 523p

913 ﾊ 講談社青い鳥文庫　１７４－２６ 怪盗クイーン、かぐや姫は夢を見る はやみね　かおる 著 Ｋ２商会 画 講談社 2011 491p

557 ﾘ トルコと日本を結ぶ心の物語 寮　美千子 著 磯　良一 画 小学館クリエイティブ//小学館 2013 62p

913 ｲ かあちゃん取扱説明書 かあちゃん取扱説明書 いとう　みく 著 佐藤　真紀子 画 童心社 2013 151p

913 ｶ 怪談図書館　１１ 怪談図書館　１１ 怪談図書館編集委員会 編 本橋　靖昭 画 島村　木綿子，他 著 国土社 2009 142p

913 ｶ 怪談図書館　１２ 怪談図書館　１２ 怪談図書館編集委員会 編 本橋　靖昭 画 八百板　洋子，他 著 国土社 2009 142p



913 ｶ 怪談図書館　１３ 怪談図書館　１３ 怪談図書館編集委員会 編 本橋　靖昭 画 長井　るり子，他 著 国土社 2009 142p

913 ｶ 怪談図書館　１４ 怪談図書館　１４ 怪談図書館編集委員会 編 本橋　靖昭 画 牧野　節子，他 著 国土社 2010 142p

913 ｶ 怪談図書館　１５ 怪談図書館　１５ 怪談図書館編集委員会 編 本橋　靖昭 画 田村　理江，他 著 国土社 2010 142p

485 ｲ いきものとなかよしはじめての飼育　１ ダンゴムシ　１ 今泉忠明 金の星社 2013 31p

485 ｲ いきものとなかよしはじめての飼育　２ ザリガニ　２ 今泉忠明 金の星社 2013 31p

486 ｲ いきものとなかよしはじめての飼育　３ アゲハ　３ 今泉忠明 金の星社 2013 31p

484 ｲ いきものとなかよしはじめての飼育　４ カタツムリ　４ 今泉忠明 金の星社 2013 31p

489 ｲ いきものとなかよしはじめての飼育　５ ウサギ　５ 今泉忠明 金の星社 2013 31p

460 ﾀ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 高家博成　監修 佐藤裕，安東浩　撮影 集英社 2004 39p

487 ﾌ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 福山欣司　監修 前田憲男　［ほか］撮影 集英社 2004 39p

485 ﾅ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 中谷勇　監修 佐藤裕，安東浩　撮影 集英社 2004 39p

485 ﾇ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 布村昇　監修 佐藤裕　［ほか］撮影 集英社 2004 39p

486 ﾉ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 野村周平　監修 佐藤裕　撮影 集英社 2005 39p

460 ﾔ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 矢部隆　監修 佐藤裕　撮影 集英社 2005 39p

460 ﾅ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 中秀司　監修 安東浩　撮影 集英社 2005 39p

460 ｲ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 岩松鷹司　監修 安東浩　撮影 集英社 2005 39p

485 ｵ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 奥野淳兒　監修 佐藤裕　撮影 集英社 2006 39p

460 ﾋ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 疋田努　監修 佐藤裕　［ほか］撮影 集英社 2006 39p

460 ｵ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 大谷剛　　監修 安東浩　撮影 集英社 2006 39p

460 ﾏ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 前畑政善　監修 若田部美行　　撮影 集英社 2006 39p

460 ﾔ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 山脇兆史　監修 若田部美行　　撮影 集英社 2007 39p

460 ｵ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 岡本信明　　監修 星野達郎　撮影 集英社 2007 39p

460 ｺ 育てて、しらべる日本の生きものずかん 小宮輝之　　監修 佐藤裕　［ほか］撮影 集英社 2007 39p

486 ｲ 今森光彦　作 童心社 2013 48p

486 ｲ 今森光彦　作 童心社 2013 48p

481 ﾐ 見ながら学習調べてなっとく 見ながら学習調べてなっとく ミミズくらぶ　文・構成 皆越ようせい　写真 技術評論社 2013 127p

488 ｺ 田んぼの生きものたち 神山和夫，佐藤信敏，渡辺仁　文 佐藤信敏　写真 農山漁村文化協会 2012 56p

486 ｳ 海野和男のワクワクむしずかん１ 海野和男　写真・文 新日本出版社 2009 30p

486 ｳ 海野和男のワクワクむしずかん２ 海野和男　写真・文 新日本出版社 2009 31p

486 ｳ 海野和男のワクワクむしずかん３ 海野和男　写真・文 新日本出版社 2009 31p

486 ｳ 海野和男のワクワクむしずかん４ 海野和男　写真・文 新日本出版社 2009 31p

486 ｳ 海野和男のワクワクむしずかん５ 海野和男　写真・文 新日本出版社 2009 31p

486 ｳ 海野和男のワクワクむしずかん６ 海野和男　写真・文 新日本出版社 2009 31p

486 ｳ 海野和男のワクワクむしずかん７ 海野和男　写真・文 新日本出版社 2010 30p

486 ｳ 海野和男のワクワクむしずかん８ 海野和男　写真・文 新日本出版社 2010 31p

468 ｳ 昆虫 海野和男　著 誠文堂新光社 2012 159p

485 ｼ 巣を見れば、クモの種類がわかる 新海明　著 谷川明男　写真 偕成社 2013 119p

443 ｲ 小学館の図鑑NEO POCKET　8 出雲晶子　執筆 小学館 2012 175p

616 ｲ もっと知りたい!図鑑 お米とごはんのすべてがわかる！ 石谷孝佑　監修 ポプラ社 2013 159p

465 ﾎ 野外で探す微生物の不思議 細矢剛　［ほか］著 全国農村教育協会 2010 160p

470 ﾓ ちしきのぽけっと12 盛口満　絵・文 岩崎書店 2010 32p



488 ｽ 鈴木まもる　文・絵 偕成社 2011 64p

913 ﾋ ジュニア版 平川陽一　著 若菜等＋Ｋｉ　絵 汐文社 2010 212p

913 ﾋ ジュニア版 平川陽一　著 若菜等＋Ｋｉ　絵 汐文社 2010 220p

913 ﾋ ジュニア版 平川陽一　著 若菜等＋Ｋｉ　絵 汐文社 2010 231p

596 ｶ しぜんにタッチ! 片野隆司　写真 ひさかたチャイルド 2011 27p

913 ﾄ 妖怪一家九十九さん　１ 妖怪一家九十九さん　１ 富安陽子　作 山村浩二　絵 理論社 2012 150p

913 ﾄ 妖怪一家九十九さん 妖怪一家九十九さん 富安陽子　作 山村浩二　絵 理論社 2013 166p

933 ﾊ 名探偵犬バディ ドリー・ヒルスタッド・バトラー　作 もりうちすみこ　訳 国土社 2012 122p

933 ﾊ 名探偵犬バディ ドリー・ヒルスタッド・バトラー　作 もりうちすみこ　訳 国土社 2012 122p

933 ﾊ 名探偵犬バディ ドリー・ヒルスタッド・バトラー　作 もりうちすみこ　訳 国土社 2012 122p

913 ﾊ Ya!entertainment ＤＯＵＢＬＥ はやみねかおる　著 講談社 2013 271p

913 ﾊ Ya!entertainment ＤＯＵＢＬＥ はやみねかおる　著 講談社 2013 269p

813 ｷ カタカナ語・外来語事典 カタカナ語・外来語事典 桐生りか　著 汐文社 2006 159p

933 ｺ 砂漠の宝石 砂漠の宝石 クレシッダ・コーウェル　古ノルド語訳 相良倫子，陶浪亜希　日本語共訳 小峰書店 2013 411p

90 ｶ 歴史散歩 香川県の歴史散歩 香川県の歴史散歩編集委員会　編 山川出版社 2013 347p

387 ﾀ 空想科学文庫 空想妖怪読本 武村政春　著 メディアファクトリー 2011 173p

913 ｱ こどものとも傑作集 秋山　あゆ子 著 福音館書店 2005 32p

913 ｲ 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 二俣　英五郎 画 教育画劇 1997 28p

913 ｱ おひさまのほん 十二支まるわかり 荒井　良二 画 やまち　かずひろ 著 小学館 2006

913 ﾊ 講談社の創作絵本シリーズ 長谷川　義史 著・絵 講談社 2005

913 ｲ 福音館創作童話シリーズ 岩城　範枝 著 松村　公嗣 画 福音館書店 2009 79p

913 ﾐ 新潮文庫　み　２２－２３ 宮部　みゆき 著 新潮社 2012 431p

913 ﾐ 新潮文庫　み　２２－２４ 宮部　みゆき 著 新潮社 2012 414p

369 ﾄ 徳田克己 ポプラ社 2013 199p

933 ﾘ オリンポスの神々と７人の英雄2-1　消えた英雄 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々シーズン２-１　消えた英雄 リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版 2011 588p

933 ﾘ オリンポスの神々と７人の英雄2-2　海神の息子 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々シーズン２-２　海神の息子 リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版 2012 537p

913 ﾘ 岩崎創作絵本　９ 朝鮮のむかしばなし 李　錦玉 著 朴　民宜 画 岩崎書店 2000 28p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　１ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2012 269p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　２ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2012 253p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　３ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2012 301p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　４ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2012 269p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　５ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2012 349p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　６ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2012 317p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　７ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2012 341p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　８ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2012 373p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　９ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2012 373p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　１０ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2012 341p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　１１ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2012 373p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　１２ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2012 381p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　１３ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2012 381p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　１４ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2013 317p



933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　１５ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2013 373p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　１６ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2013 381p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　１７ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2013 413p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　１８ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2013 397p

933 ﾛ ハリー・ポッター文庫　１９ Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社 2013 381p

481 ﾃ 不思議ってすばらしい！ すごい生き物　ビックリな行動 ディスカバリージャパン シルバーバック 2012 p64

481 ﾃ 不思議ってすばらしい！ すごい生き物　ビックリな行動 ディスカバリージャパン シルバーバック 2012 ｐ64

481 ﾃ 不思議ってすばらしい！ すごい生き物　ビックリな行動 ディスカバリージャパン シルバーバック 2012 p64

481 ﾃ 不思議ってすばらしい！ すごい生き物　ビックリな行動 ディスカバリージャパン シルバーバック 2012 p64

482 ﾃ ディスカバリージャパン シルバーバック 2012 p128

913 ﾎ 細田守  作 喜久屋めがね  挿絵 角川書店 2012 270p

369 ﾕ 由井りょう子  文 米澤鐡志  語り 小学館 2013 125p

913 ﾊ かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか  さく・え ポプラ社 2013 103p

726 ﾃ 漫画家たちの戦争 手塚治虫  著 中沢啓治  著 金の星社 2013 374p

726 ﾁ 漫画家たちの戦争 ちばてつや  著 巴里夫  著 金の星社 2013 358p

726 ﾌ 漫画家たちの戦争 藤子・Ｆ・不二雄  著 樹村みのり  著 金の星社 2013 366p

726 ﾐ 漫画家たちの戦争 水木しげる  著 手塚治虫  著 金の星社 2013 350p

726 ｲ 漫画たちの戦争 石ノ森章太郎  著 小松左京  著 金の星社 2013 274p

210 ﾐ 漫画家たちの戦争 宮部精一  執筆 黒沢哲哉  執筆 金の星社 2013 111p

720 ｸ 近世の画家　～雪舟、葛飾北斎、俵屋宗達～ 工藤美也子  著 糸井邦夫　監修 汐文社 2012 47p

720 ｸ 日本画家～横山大観、東山魁夷、上村松園 工藤美也子  著 糸井邦夫　監修 汐文社 2013 47p

720 ｸ 洋画家～黒田清輝、岸田劉生、高橋由一 工藤美也子  著 糸井邦夫　監修 汐文社 2013 47p

440 ﾌ 福井県立恐竜博物館  編・著 今人舎 2013 143p

440 ｳ 宇宙航空研究開発機構  編 今人舎 2013 143p

750 ﾂ ひろばブックス 津留見裕子  著 アド・グリーン企画出版 2012 112p

790 ﾌ 福音館書店編集部  編 福音館書店 2013 16p

448 ｻ 佐藤真紀  文 堀切リエ  文 子どもの未来社 2013 46p

720 ﾎ 花の詩画集 星野富弘  著 偕成社 2010 95p

470 ﾋ ふしぎをためす図鑑 フレーベル館の図鑑ナチュラ 肥土邦彦  監修 フレーベル館 2013 128p

913 ﾐ 宮沢賢治  作 清川あさみ  絵 リトルモア 2009 111p

913 ﾐ 宮沢賢治  作 清川あさみ  絵 リトルモア 2012 80p

913 ﾊ 畠中恵  著 新潮社 2004 342p

750 ﾏ プチブテックシリーズ 丸山亮平　編 ブティック社 2012 48p

481 ﾃ ディスカバリージャパン シルバーバック 2012 p126

911 ﾖ 光琳かるた他絵図解説を掲載 良海直人 あかね書房 2006 143p

519 ﾐ 野生動物被害から考える環境破壊今、動物たちに何が起きているのか 三浦慎悟 金の星社 2012 40p

519 ﾐ 野生動物被害から考える環境破壊今、動物たちに何が起きているのか 三浦慎悟 金の星社 2012 40p

519 ﾐ 野生動物被害から考える環境破壊今、動物たちに何が起きているのか 三浦慎悟 金の星社 2012 40p

519 ﾐ 野生動物被害から考える環境破壊今、動物たちに何が起きているのか 三浦慎悟 金の星社 2012 40p

519 ﾐ 野生動物被害から考える環境破壊今、動物たちに何が起きているのか 三浦慎悟 金の星社 2012 40p

481 ﾈ 動物のちえ　１ 虫をえさにして魚を取るササゴイほか ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 2013 39p



481 ﾈ 動物のちえ　２ とがった毛を逆立てるヤマアラシほか ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 2013 39p

481 ﾈ 動物のちえ　３ 引っこしをして子育てするツバメほか ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 2014 39p

481 ﾈ 動物のちえ　４ 泳ぎながら眠るイルカほか ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 2014 39p

481 ﾈ 動物のちえ　５ イソギンチャクとくらすクマノミほか ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 2014 39p

471 ﾌ みるずかん・かんじるずかん　金の本 とぶ・はじける・くっつく 古矢　一穂 著 高森　登志夫 画 福音館書店 1990 31p

291 ﾏ 日本地理データ年鑑 松田博康 小峰書店 2014 215p

810 ｲ 金田一先生の使ってのばそう日本語力 井波　玲子 著 あかね書房 2008 55p

810 ｺ 金田一先生の使ってのばそう日本語力 小林　照子，荒井　温子 著 あかね書房 2008 55p

810 ｳ 金田一先生の使ってのばそう日本語力 梅澤　実 著 あかね書房 2008 55p

810 ｳ 金田一先生の使ってのばそう日本語力 梅澤　実 著 あかね書房 2008 55p

471 ﾔ かがくのとも傑作集　どきどきしぜん 矢間　芳子 著 福音館書店 2002 27p

481 ﾈ どうぶつのからだ　１ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 2010 31p

481 ﾈ どうぶつのからだ　２ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 2010 31p

481 ﾈ どうぶつのからだ　３ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 2010 31p

481 ﾈ どうぶつのからだ　４ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 2010 31p

481 ﾈ どうぶつのからだ　５ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 2010 31p

481 ﾈ どうぶつのからだ　６ ネイチャー・プロ編集室 編著 偕成社 2010 31p

291 ﾜ 日本の国土とくらし 渡辺　一夫 著 ポプラ社 2011 47p

291 ﾖ 日本の国土とくらし 吉田　忠正 著 ポプラ社 2011 47p

291 ﾜ 日本の国土とくらし 渡辺　一夫 著 ポプラ社 2011 47p

291 ﾖ 日本の国土とくらし 吉田　忠正 著 ポプラ社 2011 47p

291 ﾖ 日本の国土とくらし 吉田　忠正 著 ポプラ社 2011 47p

291 ﾜ 日本の国土とくらし 渡辺　一夫 著 ポプラ社 2011 47p

291 ﾖ 日本の国土とくらし 吉田　忠正 著 ポプラ社 2011 47p

291 ﾜ 日本の国土とくらし 渡辺　一夫 著 ポプラ社 2011 47p

610 ｽ そだててあそぼう 末澤　克彦，福田　哲生 編 星野　イクミ 画 農山漁村文化協会 2009 36p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　１９ 宗田　理 著 ポプラ社 2013 286p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　１８ 宗田　理 著 ポプラ社 2012 297p

913 ﾔ 山田　マチ 著 杉山　実 画 あかね書房 2013 115p

913 ﾔ 山田　マチ 著 杉山　実 画 あかね書房 2013 114p

913 ﾔ 山田　マチ 著 杉山　実 画 あかね書房 2014 114p

810 ﾓ 森山卓郎 あかね書房 2014 143p

810 ｷ 金田一先生と日本語を学ぼう 金田一秀穂 岩崎書店 2013 47p

810 ｷ 金田一先生と日本語を学ぼう 金田一秀穂 岩崎書店 2013 47p

810 ｷ 金田一先生と日本語を学ぼう 金田一秀穂 岩崎書店 2013 47p

810 ｷ 金田一先生と日本語を学ぼう 金田一秀穂 岩崎書店 2014 47p

810 ｷ 金田一先生と日本語を学ぼう 金田一秀穂 岩崎書店 2014 47p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 渡辺　茂男 訳 岩波書店 1999 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 渡辺　茂男 訳 岩波書店 1999 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 1999 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 1999 24p



933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 1999 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 1999 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 渡辺　茂男 訳 岩波書店 1999 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 渡辺　茂男 訳 岩波書店 1999 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 渡辺　茂男 訳 岩波書店 2000 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 渡辺　茂男 訳 岩波書店 2000 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 2000 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 2000 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 渡辺　茂男 訳 岩波書店 2003 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 渡辺　茂男 訳 岩波書店 2003 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 2003 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 2003 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 2006 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 2006 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 2006 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 2006 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 2009 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 2009 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 2009 24p

933 ﾚ Ｍ．レイ，Ｈ．Ａ．レイ 原著 福本　友美子 訳 岩波書店 2011 24p

933 ﾈ ディズニーアニメ小説版　１００ サラ・ネイサン，セラ・ローマン 著 しぶや　まさこ 訳 偕成社 2014 238p

913 ﾆ にしまき　かやこ 著 こぐま社 1995

933 ﾌ 世界こどもの文学 アン・フォーサイス 著 熊谷　鉱司 訳 金の星社 1995 85p

933 ﾌ 世界こどもの文学 アン・フォーサイス 著 熊谷　鉱司 訳 金の星社 1988 77p

933 ﾌ 世界こどもの文学 アン・フォーサイス 著 熊谷　鉱司 訳 金の星社 1991 76p

933 ﾌ 世界こどもの文学 アン・フォーサイス 著 熊谷　鉱司 訳 金の星社 1994 77p

933 ﾌ 世界こどもの文学 アン・フォーサイス 著 熊谷　鉱司 訳 金の星社 1997 93p

933 ﾌ 大型絵本 あるむかしばなし マーシャ・ブラウン 著 こみや　ゆう 訳 岩波書店 2010

366 ｽ しごとばシリーズ　５ 鈴木　のりたけ 著 ブロンズ新社 2014

913 ﾋ えほんのもり 肥田　美代子 著 小泉　るみ子 画 文研出版 2010

913 ﾓ 森山　京 著 講談社 1996 77p

913 ﾊ ひろすけ童話絵本 浜田　廣介 著 ｎａｋａｂａｎ 画 集英社 2005

933 ﾚ 英語でもよめる レオ・レオニ 著 谷川　俊太郎 訳 好学社 2013

913 ﾋ こどものとも傑作集　９０ ヴェ・ヴィクトロフ，イ・ベロポーリスカヤ 原著 加古　里子 著 福音館書店 1992 27p

913 ﾀ こどものとも傑作集　１０５ たかどの　ほうこ 著 福音館書店 1995 27p

913 ｶ こどものとも傑作集 角野　栄子 著 長　新太 画 福音館書店 2005 31p

933 ﾀ シムズ・タバック 著 木坂　涼 訳 フレーベル館 2003

933 ｳ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 トミー・ウンゲラー 著 たむら　りゅういち，あそう　くみ 訳 評論社 1996

933 ｻ マイク・サーラー 著 ジェリー・ジョイナー 画 岸田　衿子 訳 ほるぷ出版 2000

388 ｳ こどものとも傑作集　１０ リトアニア民話 内田　莉莎子 著 堀内　誠一 画 福音館書店 1999 31p

388 ﾋ クレール　Ｈ．ビショップ 著 クルト・ヴィーゼ 画 川本　三郎 訳 瑞雲舎//地方・小出版流通センター 1995



210 ﾅ ながた　はるみ 画 奥成　達 著 金の星社 2014 59p

913 ﾔ 椰月　美智子 著 講談社 2006 268p

780 ﾐ 九州新幹線８００系誕生物語 水戸岡　鋭治 著 講談社 2004 155p

610 ﾊ 日本の農業 果物をそだてる 長谷川美典 岩崎書店 2010 47p

291 ﾔ 山田邦和 小峰書店 2014 44p

291 ﾔ 山田邦和 小峰書店 2014 43p

913 ｱ おはなしひろば　１０ あまん　きみこ 著 西巻　茅子 画 フレーベル館 2007 79p

596 ﾀ 高岡　昌江 著 すがわら　けいこ 画 学研教育出版//学研マーケティング 2013 47p

596 ｳ ＷＩＬＬこども知育研究所 編 金の星社 2014 127p

913 ｿ 「ぼくら」シリーズ　１７ 宗田　理 著 ポプラ社 2011 297p

913 ﾏ 松岡　享子 著 こぐま社 2000 57p

913 ｶ 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社 2013 158p

913 ｶ 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社 2013 158p

913 ｶ 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香 画 童心社 2013 159p

913 ｶ 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社 2013 159p

913 ｶ 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社 2013 159p

933 ﾏ ドロシー・マリノ 著 まさき　るりこ 訳 ペンギン社 1982

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2012 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2012 39p

608 ｻ アダム・サザーランド 原著 こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2012 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2012 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2013 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2013 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2013 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2013 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2014 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2014 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2014 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2014 39p

610 ｶ そだててあそぼう 川城　英夫 編 陣崎　草子 画 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ｶ そだててあそぼう 川城　英夫 編 陣崎　草子 画 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ｶ そだててあそぼう 川城　英夫 編 陣崎　草子 画 農山漁村文化協会 2011 36p

610 ﾀ そだててあそぼう 高橋　国昭 編 陣崎　草子 画 農山漁村文化協会 2011 36p

610 ｶ そだててあそぼう 川城　英夫 編 陣崎　草子 画 農山漁村文化協会 2011 36p

610 ｽ そだててあそぼう 末澤　克彦，福田　哲生 編 星野　イクミ 画 農山漁村文化協会 2009 36p

913 ｽ ミルキー杉山のあなたも名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画 偕成社 2014 146p

933 ｷ きたむら　さとし 著 ビーエル出版 2009

913 ﾚ 講談社青い鳥文庫 令丈ヒロ子　作 亜沙美　絵 講談社 2014 272p

913 ｶ おばけとなかよし 角野栄子　作 はたこうしろう　絵 小峰書店 2010 62p

913 ｶ おばけとなかよし 角野栄子　作 はたこうしろう　絵 小峰書店 2011 60p

913 ｶ おばけとなかよし 角野栄子　作 はたこうしろう　絵 小峰書店 2013 62p



31 ﾃ 小学館の子ども図鑑プレNEO 寺本潔　著 小学館 2014 191p

610 ｽ そだててあそぼう 菅原眞治　へん 陣崎草子　え 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ｽ そだててあそぼう 菅原眞治　へん 陣崎草子　え 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ｽ そだててあそぼう 菅原眞治　へん 陣崎草子　え 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ｽ そだててあそぼう 菅原眞治　へん 陣崎草子　え 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ｽ そだててあそぼう 菅原眞治　へん 陣崎草子　え 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ｽ そだててあそぼう 菅原眞治　へん 陣崎草子　え 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ｽ そだててあそぼう 菅原眞治　へん 陣崎草子　え 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ｽ そだててあそぼう 菅原眞治　へん 陣崎草子　え 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ｽ そだててあそぼう 菅原眞治　へん 陣崎草子　え 農山漁村文化協会 2010 36p

610 ｽ そだててあそぼう 菅原眞治　へん 陣崎草子　え 農山漁村文化協会 2010 36p

377 ﾜ ノーベル賞の大研究 若林文高　監修 文研出版 2013 47p

377 ﾜ ノーベル賞の大研究 若林文高　監修 文研出版 2014 47p

377 ﾜ ノーベル賞の大研究 若林文高　監修 文研出版 2014 47p

377 ﾜ ノーベル賞の大研究 若林文高　監修 文研出版 2014 47p

377 ﾜ ノーベル賞の大研究 若林文高　監修 文研出版 2014 48p

933 ﾘ 岩波の子どもの本 マンロー・リーフ　おはなし ロバート・ローソン　え 岩波書店 1954 69p

933 ｽ ピ－タ－・スピア－　著 松川真弓　やく 評論社 1987 40p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに インド 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 2013 32p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに ブラジル 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 2013 32p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに ミャンマー 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 2013 32p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに トルコ 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 2014 32p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに デンマーク・ノルウェー・スウェーデン 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 2014 32p

388 ｷ 大型絵本 中国の民話 君島久子　訳 赤羽末吉　絵 岩波書店 1969 42p

913 ﾀ <こどものとも>傑作集 田島征三　作 福音館書店 1977 31p

913 ﾀ 竹下文子　作 鈴木まもる　画 金の星社 2008 172p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに 日本 稲葉茂勝　著 こどもくらぶ　編 あすなろ書房 2012 40p

913 ﾄ 小学館ジュニアシネマ文庫 Ｓｉｌｖｅｒ　Ｓｐｏｏｎ 時海結以　著 小学館 2014 194p

913 ﾐ 小学館ジュニアシネマ文庫 水稀しま　著 小学館 2013 196p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに イギリス 稲葉茂勝，高橋うらら　著 こどもくらぶ　編 あすなろ書房 2012 32p

913 ﾔ 山中恒　著 栗田八重子　絵 あかね書房 1969 93p

913 ﾅ 新・ともだちぶんこ 中島和子　作 秋里信子　絵 金の星社 1999 92p

913 ﾅ 新・ともだちぶんこ 中島和子　作 秋里信子　絵 金の星社 2001 92p

913 ﾅ 新・ともだちぶんこ 中島和子　作 秋里信子　絵 金の星社 2003 92p

913 ﾅ 新・ともだちぶんこ 中島和子　作 秋里信子　絵 金の星社 2004 95p

913 ﾅ 新・ともだちぶんこ 中島和子　作 秋里信子　絵 金の星社 2005 92p

913 ﾔ やまだともこ　作 いとうみき　絵 金の星社 2008 94p

913 ﾔ やまだともこ　作 いとうみき　絵 金の星社 2013 94p

913 ｲ いもとようこ　作 金の星社 2014 24p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに スリランカ 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 2012 32p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに ロシア 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 2012 32p



302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに ブータン 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 2012 32p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに フランス 稲葉茂勝　著 あすなろ書房 2013 32p

123 ﾔ 親子で楽しむ 安岡定子　著 明治書院 2008 61p

686 ﾏ 全国の電車１８０種掲載 松尾定行　構成 学研教育出版 2013 64p

686 ﾏ 新幹線全車種＋全国の特急１１０種掲載 松尾定行　構成 学研教育出版 2013 64p

913 ｻ 創作絵本 斎藤隆介　作 滝平二郎　絵 岩崎書店 1971 32p

913 ﾅ 福音館創作童話シリ－ズ 南部和也　さく さとうあや　え 福音館書店 2001 84p

930 ﾄ ユ－ジ－ン・トリビザス　文 ヘレン・オクセンバリ－　絵 富山房 1994 32p

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとし　作・絵 偕成社 2013 32p

913 ｶ かこさとしおはなしのほん かこさとし　作・絵 偕成社 2013 32p

481 ﾔ 幼児絵本シリ－ズ 薮内正幸のどうぶつ絵本 やぶうちまさゆき　著 福音館書店 1987 31p

913 ｻ 斉藤洋　作 高畠純　絵 ＰＨＰ研究所 2014 78p

913 ｻ 斎藤隆介　作 滝平二郎　絵 岩崎書店 1969 32p

596 ｺ 小林カツ代　著 合同出版 2008 63p

933 ｼ ディズニーアニメ小説版2010年度新刊セット ジャスミン・ジョーンズ　作　しぶやまさこ　訳　　 偕成社 2010 222p

933 シ ディズニーアニメ小説版　第一期 Ａ．Ｌ．シンガー　作　橘高弓枝　訳 偕成社 1999 192p

339 ｵ まんが　社会見学シリーズ まんが　小川京美 講談社ビーシー 2013

481 ﾉ まんが　社会見学シリーズ まんが　野本トロ 講談社ビーシー 2013

589 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　たまだまさお 学研パブリッシング 2014

499 ｻ 学研まんがでよくわかるシリーズ 構成　佐藤守　作/文　青木萌　漫画　おだぎみを 学研パブリッシング 2014

499 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研パブリッシング 2014

582 ﾓ 学研まんがでよくわかるシリーズ 構成　望月恭子　漫画　おがたたかはる 学研パブリッシング 2014

754 ﾀ きせつのかんたんおりがみ① 竹井史郎 小峰書店 2013 47p

754 ﾀ きせつのかんたんおりがみ② 竹井史郎 小峰書店 2013 47p

754 ﾀ きせつのかんたんおりがみ③ 竹井史郎 学研パブリッシング 2013 47p

754 ﾀ きせつのかんたんおりがみ④ 竹井史郎 学研パブリッシング 2013 47p

470 ｱ 荒井真紀　文・絵 金の星社 2013 32ｐ

953 ﾃ スティーヴン・デイヴィーズ　文　クリストファー・コー　絵 ほるぷ出版 2013 32ｐ

913 ｲ 井上よう子・作　くすはら順子・絵 文研出版 2013 72ｐ

913 ﾆ 西本鶏介/作　渡辺有一/絵 すずき出版 2013

913 ｻ 水俣から世界を見続けた医師　原田正純 三枝三七子　文・絵 学研マーケティング 2013

460 ﾏ 松岡たつひで 福音館書店 2013 40ｐ

943 ｼ タンザニアの男の子のお話 ハンナ・ショット　作　佐々木田鶴子　訳　斉藤木綿子　絵 徳間書店 2013 152ｐ

913 ｵ 大塚篤子・作　タムラフキコ・絵 小峰書店 2013 182ｐ

916 ﾔ 山口進　著 汐文社 2013

933 ﾌ ポール・フライシュマン　文　バグラム・イバトゥーリン　絵 ＢＬ出版 2013 38ｐ

913 ﾌ 福田隆浩 講談社 2013 220ｐ

489 ｶ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに４ 監修/成島悦雄 鈴木出版 2014 35ｐ

486 ｶ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに５ 監修/矢島稔 鈴木出版 2014 35ｐ

487 ｶ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに６ 監修/杉浦宏 鈴木出版 2014 35ｐ

470 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに７ 監修/河原裕子 鈴木出版 2014



486 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに８ 監修/矢島稔 鈴木出版 2014

443 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに９ 監修/磯部　琇三 鈴木出版 2014

489 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに１０ 監修/土屋公幸 鈴木出版 2014

780 ｶ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　宮原美香 学研パブリッシング 2014

474 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに１１ 鈴木出版 2014

489 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに１２ 鈴木出版 2014

586 ﾓ まんが社会見学シリーズ 漫画　森脇葵　構成　鈴木俊行 講談社ビーシー 2014

290 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに１ 鈴木出版 2015

489 ﾏ 月刊　かがくのとも 米田一彦　文　田中豊美　絵 福音館書店 2011

486 ﾖ 月刊　かがくのとも 吉谷昭憲　さく 福音館書店 2011

470 ｲ 月刊　かがくのとも 稲垣栄洋　さく 福音館書店 2011

600 ｲ 月刊　かがくのとも 飯野まき　さく 福音館書店 2011

610 ﾏ 月刊　かがくのとも 松岡真澄　さく 福音館書店 2011

700 ｷ 月刊　かがくのとも きうちかつ　作 福音館書店 2012

460 ﾏ 月刊　かがくのとも 松岡達英　さく 福音館書店 2012

610 ﾀ 月刊　かがくのとも 棚橋亜左子　さく 福音館書店 2012

700 ｺ 月刊　かがくのとも 小林ゆき子　さく 福音館書店 2012

483 ﾅ 月刊　たくさんのふしぎ 並河洋　文　石森愛彦 福音館書店 2011

760 ﾔ 月刊　たくさんのふしぎ 中南米の旅から 山本紀夫　文・写真　中垣ゆたか　絵 福音館書店 2011

750 ﾐ 月刊　たくさんのふしぎ みやわきまさお　文・絵 福音館書店 2012

290 ｳ 月刊　たくさんのふしぎ 上里隆史　文　冨山義則　写真　一ノ関圭　 福音館書店 2012

596 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに２ 鈴木出版 2015

376 ｵ 岡崎市立城南小学校 著 明治図書出版 2009 152p

781 ｷ 学校レクリエーション　４ いつでもどこでも５分でできる 木村　研 編著 いかだ社 2013 63p

781 ｷ 学校レクリエーション　３ つくってあそんで楽しさ２倍！　ベスト２９ 木村　研 編著 いかだ社 2013 63p

781 ｵ 学校レクリエーション　２ 全校・学年・たてわり活動におすすめ　ベスト２９ 奥田　靖二 編著 いかだ社 2013 63p

781 ｵ 学校レクリエーション　１ クラスがまとまる・なかよくなる　ベスト２９ 奥田　靖二 編著 いかだ社 2013 63p

70 ｼ 読む力、考える力、調べる力が身につく　ＮＩＥ・新聞学習のヒントがいっぱい！ ＰＨＰ研究所 2004 79p

15 ﾎ 図書館の達人！　調べるのがおもしろくなる ＰＨＰ研究所 2007 79p

350 ｼ ひと目でわかる「まとめ」にしよう！ ＰＨＰ研究所 2009 79p

70 ﾆ 報道のしくみがよくわかる　どうつくり、どう伝えてる？ ＰＨＰ研究所 2009 79p

70 ｽ わかりやすく伝えよう！　取材の方法から記事の書き方まで 鈴木　伸男 編 ＰＨＰ研究所 2011 63p

7 ｱ 気をつけよう！情報モラル 秋山　浩子 著 平田　美咲 画 汐文社 2013 31p

519 ｵ 川の総合学習 岡崎　務 著 ポプラ社 2004 47p

519 ｵ 川の総合学習 岡崎　務 著 ポプラ社 2004 47p

519 ｵ 川の総合学習 岡崎　務 著 ポプラ社 2004 47p

625 ｲ 「絶対不可能」を覆した農家木村秋則の記録 石川　拓治、藤川　努 幻冬舎 2013 p

625 ｽ 個性的品種をつくりこなす 末澤　克彦，福田　哲生 著 農山漁村文化協会 2008 149p

626 ｲ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　２０ 板木　利隆，他 著 小学館 2013 175p

625 ﾋ 知りたいなりたい職業ガイド マンガ　フルーツショップスタッフ　果物生産者　ワイン醸造家 ヴィットインターナショナル企画室 編 ほるぷ出版 2008 140p

625 ﾓ ゲッチョ先生の果物コレクション 盛口　満 著 少年写真新聞社 2013 63p



479 ﾅ 自然きらきら　８ 七尾　純 著 久保　秀一 写真 偕成社 1988 27p

913 ﾅ こどものとも傑作集　２５ 中川　李枝子 著 おおむら　ゆりこ 画 福音館書店 1964 27p

388 ﾄ 世界傑作絵本シリーズ・ロシアの絵本 レフ・ニコラェヴィチ・トルストイ 著 バスネツォフ 画 おがさわら　とよき 訳 福音館書店 1982

933 ｽ 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 エズフィール・スロボドキーナ 著 まつおか　きょうこ 訳 福音館書店 1998 42p

913 ｲ 日本傑作絵本シリーズ いしい　ももこ 著 なかがわ　そうや 画 福音館書店 1982

388 ﾄ 日本傑作絵本シリーズ 時田　史郎 著 秋野　不矩 画 福音館書店 1974 31p

913 ﾔ フレーベルのえほん　２ やなせ　たかし 著 フレーベル館 1999 32p

949 ｱ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 原著 バーナデット・ワッツ 画 佐々木　田鶴子 訳 西村書店 1999

943 ｵ ジビレ・フォン・オルファース 画 ヘレン・ディーン・フィッシュ 著 いしい　ももこ 編訳 童話館出版 2003 20p

486 ｳ ドキュメント地球のなかまたち 海野　和男 著 新日本出版社 2008 29p

959 ｽ サバスティア・スリバス 著 宇野　和美 訳 スギヤマ　カナヨ 画 あすなろ書房 2006 191p

943 ｹ 岩波少年文庫 エーリヒ・ケストナー 著 池田　香代子 訳 岩波書店 2000 230p

913 ﾔ 山下　明生 著 杉浦　範茂 画 偕成社 2000

913 ﾆ 絵本・新美南吉の世界 新美　南吉 著 鶴田　陽子 画 大日本図書 2005 34p

913 ｳ 日本傑作絵本シリーズ アイヌの昔話より 宇梶　静江 著 福音館書店 2008 35p

933 ｸ ベバリイ・クリアリー 著 松岡　享子 訳 ルイス・ダーリング 画 学習研究社 2007 227p

949 ﾖ 評論社の児童図書館・文学の部屋 ルーネル・ヨンソン 著 エーヴェット・カールソン 画 石渡　利康 訳 評論社 2011 230p

913 ﾋ 東君平のおはようどうわ－春のおはなし 東　君平 著 新日本出版社 2010 92p

913 ｱ 安房直子十七の物語 安房　直子 著 味戸　ケイコ 画 瑞雲舎//地方・小出版流通センター 2006 252p

468 ｾ 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う！ ＰＨＰ研究所 2011 63p

663 ﾊ 命と地球をはぐくむ「鉄」物語 畠山　重篤 著 スギヤマ　カナヨ 画 小学館 2011 222p

913 ｸ 福音館創作童話シリーズ 草野　たき 著 ともこ　エヴァーソン 画 福音館書店 2005 251p

913 ﾜ 幼児絵本シリーズ 和歌山　静子 著 福音館書店 2006

913 ｶ 角野　栄子 著 オームラ　トモコ 画 偕成社 2007 71p

929 ｾ 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン 著 脇　明子 訳 岩波書店 2002

388 ｲ 岩波の子どもの本　カンガルー印 にほんむかしばなし 石井　桃子 著 清水　崑 画 岩波書店 1975

913 ｶ 世界傑作絵本シリーズ 神沢　利子 著 Ｇ．Ｄ．パヴリーシン 画 福音館書店 2004

626 ｶ そだててあそぼう 株本　暉久 編 ささめや　ゆき 画 農山漁村文化協会 2005 36p

626 ｶ そだててあそぼう 株本　暉久 編 ささめや　ゆき 画 農山漁村文化協会 2005 36p

626 ﾔ そだててあそぼう 山口　正己 編 南　椌椌 画 農山漁村文化協会 2010 36p

626 ﾔ そだててあそぼう 山口　正己 編 南　椌椌 画 農山漁村文化協会 2010 36p

460 ｳ 海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野　和男 写真 新日本出版社 2012 31p

460 ｳ 海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野　和男 写真 新日本出版社 2012 31p

460 ｳ 海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野　和男 写真 新日本出版社 2012 31p

460 ｳ 海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野　和男 写真 新日本出版社 2012 31p

460 ｳ 海野和男のみぢかなしぜんのふしぎ 海野　和男 写真 新日本出版社 2012 31p

620 ｵ かんさつ名人はじめての栽培 大角　修 著 菊池　東太，高橋　尚紀 写真 小峰書店 2012 35p

620 ｵ かんさつ名人はじめての栽培 大角　修 著 菊池　東太，高橋　尚紀 写真 小峰書店 2012 35p

484 ﾎ はじめての飼育 本間　正樹 著 菊池　東太 写真 小峰書店 2011 35p

484 ﾎ はじめての飼育 本間　正樹 著 菊池　東太 写真 小峰書店 2011 35p

486 ｶ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに３ 監修/矢島稔 鈴木出版 2015



499 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ 構成　望月恭子　漫画　おぎひとし 学研パブリッシング 2015

471 ｵ ぼくの自然観察記 おくやま　ひさし 著 少年写真新聞社 2014 47p

366 ﾏ 世界でいちばん勇敢な少女へ ローズマリー・マカーニー 著 西田　佳子 訳 西村書店 2014

291 ﾏ 日本地理データ年鑑 松田博康 小峰書店 2015 215p

407 ｱ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 青山　剛昌 原著 小学館 2011 127p

913 ｲ １００かいだてのいえ １００かいだてのいえ いわい　としお　作 偕成社 2014

141 ｳ ウォルター・ウィック 著 林田　康一 訳 あすなろ書房 1999 39p

498 ｱ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 名探偵コナン実験・観察ファイル 青山　剛昌 原著 金井　正幸 画 小学館 2006 189p

404 ｱ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 名探偵コナン実験・観察ファイル 青山　剛昌 原著 金井　正幸 画 小学館 2015 159p

933 ｽ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 ウィリアム・スタイグ 著 うつみ　まお 訳 評論社 1996

913 ｶ 車、電車から船、飛行機まで 香川　元太郎 著 ＰＨＰ研究所 2013 24p

440 ﾅ ほんとうにあった！？世界の超ミステリー　７ 並木伸一郎 ポプラ社 2014 201p

147 ﾅ ほんとうにあった！？世界の超ミステリー　８ 並木伸一郎 ポプラ社 2014 198p

147 ﾅ ほんとうにあった！？世界の超ミステリー　９ 並木伸一郎 ポプラ社 2014 195p

147 ﾅ ほんとうにあった！？世界の超ミステリー　１０ 並木伸一郎 ポプラ社 2015 197p

519 ｸ くさば　よしみ 編 中川　学 画 汐文社 2014 32p

913 ﾖ ヨシタケ　シンスケ 著 ブロンズ新社 2013

913 ﾖ ヨシタケ　シンスケ 著 ＰＨＰ研究所 2015

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉　茂勝 著 こどもくらぶ 編 あすなろ書房 2014 32p

302 ｷ さがし絵で発見！世界の国ぐに 木矢　恵梨子 著 こどもくらぶ 編 あすなろ書房 2014 32p

302 ｲ さがし絵で発見！世界の国ぐに 稲葉　茂勝 著 こどもくらぶ 編 あすなろ書房 2015 32p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2014 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2015 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2015 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2015 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2014 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2015 39p

913 ｱ ビッグ・コロタン あさだ　みほ 画 福田　幸江 著 レベルファイブ 原著 小学館 2014 111p

913 ｱ ビッグ・コロタン あさだ　みほ 画 福田　幸江 著 レベルファイブ 原著 小学館 2015 111p

933 ﾛ チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　７番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房 2010 46p

933 ﾛ チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　８番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房 2011 46p

933 ﾛ チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　９番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房 2011 46p

933 ﾛ チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　１０番地 エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画 あすなろ書房 2011 46p

913 ｸ 本はともだち　２ 薫　くみこ 著 つちだ　のぶこ 画 ポプラ社 2014 58p

913 ｸ 本はともだち　４ 薫　くみこ 著 つちだ　のぶこ 画 ポプラ社 2015 70p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２１７－２３ 黒魔女さんが通る！！ＰＡＲＴ１６ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 2013 327p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２１７－２５ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 2014 296p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２１７－２７ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 2014 299p

913 ｲ 講談社青い鳥文庫　２１７－２９ 石崎　洋司 著 藤田　香 画 講談社 2015 281p

913 ｲ 石鍋　芙佐子 著 偕成社 2001

913 ｺ 幼児絵本シリーズ こいで　たん 著 こいで　やすこ 画 福音館書店 1992 31p



933 ｷ グレッグ・ヘフリーの記録 ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社 2008 221p

916 ｸ 講談社青い鳥文庫　１５５－１ 黒柳　徹子 著 講談社 1991 356p

913 ﾔ ポケネコ・にゃんころりん 山本　悦子 著 沢音　千尋 画 童心社 2011 173p

913 ﾔ ポケネコ・にゃんころりん 山本　悦子 著 沢音　千尋 画 童心社 2011 172p

913 ﾔ ポケネコ・にゃんころりん 山本　悦子 著 沢音　千尋 画 童心社 2011 171p

913 ﾔ ポケネコ・にゃんころりん 山本　悦子 著 沢音　千尋 画 童心社 2011 169p

913 ﾔ ポケネコ・にゃんころりん 山本　悦子 著 沢音　千尋 画 童心社 2011 170p

933 ｺ カズノ・コハラ 著 石津　ちひろ 訳 光村教育図書 2013

933 ｺ カズノ・コハラ 著 石津　ちひろ 訳 光村教育図書 2009

933 ﾌ 世界傑作童話シリーズ ジョイス　Ｌ．ブリスリー 著 上條　由美子 訳 菊池　恭子 画 福音館書店 2014 195p

913 ﾆ 日本児童文芸家協会 編 新井　悦子，他 著 ＰＨＰ研究所 2014 173p

913 ﾆ 日本児童文芸家協会 編 麻生　かづこ，他 著 ＰＨＰ研究所 2014 172p

913 ﾆ 日本児童文芸家協会 編 宮下　恵茉，他 著 ＰＨＰ研究所 2014 172p

913 ﾆ 日本児童文芸家協会 編 竹内　もと代，他 著 ＰＨＰ研究所 2014 173p

913 ｶ こどものとも傑作集　２８ 加古　里子 著 福音館書店 1982 27p

913 ﾀ たじま　ゆきひこ 著 くもん出版 2014

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話　２８６//おばけマンションシリーズ//３５ むらい　かよ 著 ポプラ社 2014 82p

933 ﾏ エゴン・マチーセン 著 松岡　享子 訳 こぐま社 1998

933 ｶ ジュディス・カー 著 晴海　耕平 訳 童話館出版 1994

913 ｱ ＰＨＰにこにこえほん あまん　きみこ 著 やまわき　ゆりこ 画 ＰＨＰ研究所 2008

913 ﾏ 日本傑作絵本シリーズ 松居　直 著 赤羽　末吉 画 福音館書店 1965

913 ﾔ 日本傑作絵本シリーズ 山下　洋輔 著 元永　定正 画 福音館書店 1990

913 ﾊ こどものとも傑作集　１００ 長谷川　摂子 著 降矢　奈々 画 福音館書店 2000 31p

933 ﾛ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 マイケル・ローゼン 著 ヘレン・オクセンバリー 画 山口　文生 訳 評論社 1996

913 ｱ 安房　直子 著 こみね　ゆら 画 小学館 2009 46p

933 ﾌ ロバート・ブライト 著 中川　千尋 訳 徳間書店 2004 63p

933 ﾎ ゆかいなゆかいなおはなし　新装版 シド・ホフ 著 光吉　夏弥 訳 大日本図書 2010 72p

483 ﾐ ふしぎいっぱい写真絵本　３ 皆越　ようせい 写真 ポプラ社 2004 35p

913 ｶ 日本の創作幼年童話　５ 神沢　利子 著 あかね書房 1969 90p

388 ｾ 瀬田　貞二 訳 太田　大八 画 のら書店 2000 159p

913 ｲ いとうひろしの本　４ いとう　ひろし 著 ポプラ社 2001

913 ﾄ 富安　陽子 著 高橋　和枝 画 偕成社 2011 191p

388 ｱ アンデルセン 著 松岡　享子 編 こぐま社 2005 219p

911 ｶ 豊かなことば現代日本の詩　３ 金子みすゞ詩集 金子　みすゞ 著 /崎　節夫 編 岩崎書店 2009 95p

383 ｺ 世界ぐるりと家めぐり 小松　義夫 著 福音館書店 1999 333p

383 ﾐ 装いの文化をたずねてみよう ＭＣＤプロジェクト 編 ＰＨＰ研究所 2006 79p

913 ｻ 岩崎創作絵本　１１ 斎藤　隆介 著 滝平　二郎 画 岩崎書店 2000 32p

446 ｴ えびな　みつる 画 中西　昭雄 写真 旬報社 2011

383 ｶ 神野善治 岩崎書店 2008 175p

481 ﾊ デイヴィッド・バーニー 著 西尾　香苗 訳 東京書籍 2011 191p

480 ｼ シートン動物記 アーネスト　Ｔ．シートン 著 今泉　吉晴 訳 童心社 2010 175p



489 ﾏ 前川　貴行 写真 あかね書房 2011

933 ﾓ シュジー・モルゲンステルン 著 宮坂　宏美，佐藤　美奈子 訳 講談社 2009 71p

933 ﾎ 福音館古典童話シリーズ　２８ Ｌ．Ｆ．バウム 著 渡辺　茂男 訳 福音館書店 1997 317p

933 ｽ ルイス・スロボドキン 著 清水　真砂子 訳 あすなろ書房 2012 79p

933 ｼ ユリ・シュルヴィッツ 著 さくま　ゆみこ 訳 あすなろ書房 2009 32p

911 ｸ 豊かなことば現代日本の詩　４ 黒田三郎詩集 黒田　三郎 著 伊藤　英治 編 岩崎書店 2009 91p

588 ﾀ 見て、知って、作ってみよう　五感で味わう「和の文化」 俵屋吉富 ＰＨＰ研究所 2008 79p

913 ﾆ 新美南吉名作絵本 新美　南吉 著 さいとう　よしみ 画 小学館 2005 31p

302 ﾕ 小学生が知りたい日本と都道府県のぎもん集 由井薗健 学研教育出版//学研マーケティング 2013 191p

31 ｲ 伊丹田弓子 学研教育出版//学研マーケティング 2011 183p

31 ｲ 伊丹田弓子 学研教育出版//学研マーケティング 2011 183p

31 ﾐ なぜ？どうして？みぢかなぎもん 三田大樹 学研教育出版//学研マーケティング 2011 191p

31 ﾐ なぜ？どうして？みぢかなぎもん 三田大樹 学研教育出版//学研マーケティング 2011 191p

31 ﾐ なぜ？どうして？身近なぎもん 三田大樹 学研教育出版//学研マーケティング 2011 191p

31 ﾐ なぜ？どうして？身近なぎもん 三田大樹 学研教育出版//学研マーケティング 2011 191p

289 ｽ コミック版日本の歴史　３６ 戦国人物伝 すぎた　とおる 原著 若松　卓宏 画 ポプラ社 2013 127p

289 ｽ コミック版日本の歴史　３７ 戦国人物伝 すぎた　とおる 原著 藤科　遥市 画 ポプラ社 2013 127p

289 ﾐ コミック版日本の歴史　３８ 戦国人物伝 水谷　俊樹 原著 やまざき　まこと 画 ポプラ社 2013 126p

289 ﾐ コミック版日本の歴史　３９ 戦国人物伝 水谷　俊樹 原著 瀧　玲子 画 ポプラ社 2014 126p

289 ｽ コミック版日本の歴史　４０ 幕末・維新人物伝 すぎた　とおる 原著 中島　健志 画 ポプラ社 2014 126p

289 ｲ コミック版日本の歴史　４１ 幕末・維新人物伝 井出窪　剛 原著 若松　卓宏 画 ポプラ社 2014 126p

289 ｲ コミック版日本の歴史　４２ 江戸人物伝 井手窪　剛 原著 三笠　百合 画 ポプラ社 2014 126p

289 ｼ コミック版日本の歴史　４３ 江戸人物伝 静霞　薫 原著 藤科　遥市 画 ポプラ社 2014 127p

289 ｼ コミック版日本の歴史　４４ 平安人物伝 静霞　薫 原著 中島　健志 画 ポプラ社 2015 127p

289 ｼ コミック版日本の歴史　４５ 戦国人物伝 静霞　薫 原著 早川　大介 画 ポプラ社 2015 126p

933 ｻ 斎藤妙子 講談社 2015

913 ﾅ 中川　ひろたか 著 長谷川　義史 画 ハモニカブックス//河出書房新社 2011

319 ﾋ アーサー・ビナード 著 岡倉　禎志 写真 童心社 2012 32p

913 ｵ 怪談えほん　１０ 小野　不由美 著 ｎａｋａｂａｎ 画 岩崎書店 2015

913 ｷ 怪談えほん　３ 京極　夏彦 著 町田　尚子 画 岩崎書店 2012

943 ｼ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング 2013 217p

943 ｼ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング 2013 199p

943 ｼ 動物と話せる少女リリアーネ タニヤ・シュテーブナー 著 中村　智子 訳 学研教育出版//学研マーケティング 2015 319p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p



813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

813 ｶ 川嶋　優 編 三省堂 2009 411p

913 ｱ 秋山とも子 教育画劇 2003

798 ｵ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 小野寺ぴりり紳 伊東ぢゅん子 ポプラ社 2006 175p

798 ｸ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 熊谷さとし 伊東美貴 ポプラ社 2006 175p

798 ｵ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 小野寺ぴりり紳 伊東ぢゅん子 ポプラ社 2006 175p

798 ｺ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 このみ・プラニング やなぎみゆき ポプラ社 2006 175p

798 ｺ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 このみ・プラニング いけだたかし ポプラ社 2006 175p

798 ｺ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 このみ・プラニング さんさん ポプラ社 2006 175p

798 ｶ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 かなだたえ 伊東ぢゅん子 ポプラ社 2006 175p

798 ﾎ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 本間正夫 はるまき ポプラ社 2006 174p

798 ｵ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 小野寺ぴりり紳 伊東ぢゅん子 ポプラ社 2006 175p

798 ｵ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 小野寺ぴりり紳 伊東ぢゅん子 ポプラ社 2006 175p

798 ｵ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 小野寺ぴりり紳 森のくじら ポプラ社 2006 175p

798 ｵ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 小野寺ぴりり紳 伊東ぢゅん子 ポプラ社 2006 175p

798 ｵ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 小野寺ぴりり紳 森のくじら ポプラ社 2006 175p

798 ｵ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 小野寺ぴりり紳 伊東ぢゅん子 ポプラ社 2006 175p

798 ｵ 図書館版なぞなぞ＆ゲーム王国 小野寺ぴりり紳 伊東ぢゅん子 ポプラ社 2006 175p

798 ｺ ニューワイド学研の図鑑 〔岡島秀治〕 学研教育出版 2014 197p

798 ｷ ニューワイド学研の図鑑 〔真鍋真〕 学研教育出版 2013 197p

798 ﾃ ニューワイド学研の図鑑 池口英司 学研教育出版 2013 199p

798 ﾄ ニューワイド学研の図鑑 〔今泉忠明〕 学研教育出版 2013 197p

798 ﾎ ニューワイド学研の図鑑 〔藤井旭〕 学研教育出版 2013 197p

400 ﾋ ニューワイド学研の図鑑ｉ 〔阿部和厚〕 学研教育出版 2012 197p

798 ｲ ニューワイド学研の図鑑ｉ 〔今泉忠明〕 〔岡島秀治〕 学研教育出版 2012 197p

913 ﾌ 武鹿悦子 末崎茂樹 ひかりのくに 2013 31p



913 ﾌ 武鹿悦子 末崎茂樹 ひかりのくに 2011 31p

913 ﾌ 武鹿悦子 末崎茂樹 ひかりのくに 2010 31p

913 ﾌ 武鹿悦子 末崎茂樹 ひかりのくに 2007 31p

913 ﾋ えほんのもり 肥田美代子 小泉るみ子 文研出版 2015

798 ﾊ 原ゆたか 嵩瀬ひろし ポプラ社 2015 159p

653 ﾊ 山溪ハンディ図鑑 実物スキャンで見分ける１１００種類 林将之 山と溪谷社 2014 759p

485 ﾄ ネイチャーウォッチングガイドブック 日本産淡水性・汽水性甲殻類１０２種 豊田幸詞 関慎太郎 誠文堂新光社 2014 255p

460 ｳ 内山りゅう 山と溪谷社 2013 336p

460 ｾ ＩＵＣＮレッドリスト ＩＵＣＮ（国際自然保護連合） 岩槻邦男 丸善出版 2014 17 389p

487 ﾀ 日本で見られる淡水魚の見分け方 田口哲 細谷和海 誠文堂新光社 2014 256p

480 ｱ 秋山幸也 松橋利光 偕成社 2014 55p

480 ｱ 秋山幸也 松橋利光 偕成社 2014 55p

480 ｱ 秋山幸也 松橋利光 偕成社 2014 55p

480 ｱ 秋山幸也 松橋利光 偕成社 2014 55p

480 ｱ 秋山幸也 松橋利光 偕成社 2014 55p

480 ｱ 秋山幸也 松橋利光 偕成社 2014 55p

480 ｱ コツがまるわかり！生き物の飼いかた１ ハムスター・モルモット・シマリス 足立区生物園 ポプラ社 2014 55p

480 ｺ コツがまるわかり！生き物の飼いかた２ ウサギ・ヤギ・ミニブタ 横浜市立金沢動物園 ポプラ社 2014 55p

480 ｺ コツがまるわかり！生き物の飼いかた３ セキセイインコ・ブンチョウ・ジュウシマツ・カナリア 横浜市立野毛山動物園 ポプラ社 2014 55p

480 ｺ コツがまるわかり！生き物の飼いかた４ ニワトリ・ハト・クジャク 横浜市立野毛山動物園 ポプラ社 2014 55p

480 ｺ コツがまるわかり！生き物の飼いかた⑤ メダカ・グッピー・キンギョ・ドジョウ 足立区生物園 ポプラ社 2014 55p

480 ｺ コツがまるわかり！生き物の飼いかた⑥ ザリガニ・カニ・オタマジャクシ・ウーパールーパー・カメ 足立区生物園 ポプラ社 2014 55p

480 ｺ コツがまるわかり！生き物の飼いかた７ カブトムシ・クワガタムシ・アゲハの幼虫・カイコ・スズムシ 足立区生物園 ポプラ社 2014 55p

480 ｺ コツがまるわかり！生き物の飼いかた８ ヤゴ・ゲンゴロウ・タガメ・アリ・ダンゴムシ・カタツムリ 足立区生物園 ポプラ社 2014 55p

817 ｵ 味わおう！お笑い 教育画劇 2015 63p

817 ｵ やってみよう！お笑い 教育画劇 2015 63p

817 ｵ お笑いの歴史と研究 教育画劇 2015 55p

610 ﾍ そだててあそぼう 堀保男 野村俊夫 農山漁村文化協会 2000 36p

594 ﾃ かんたん手芸１ 寺西恵里子 小峰書店 2013 35p

594 ﾃ かんたん手芸２ 寺西恵里子 小峰書店 2013 35p

594 ﾃ かんたん手芸３ かんたん手芸３ 寺西恵里子 小峰書店 2013 35p

594 ﾃ かんたん手芸４ 寺西恵里子 小峰書店 2013 35p

594 ﾃ かんたん手芸５ 寺西恵里子 小峰書店 2013 35p

594 ﾃ かんたん手芸６ 寺西恵里子 小峰書店 2013 35p

594 ﾜ かんたん手芸７ 渡部のり子 中根会美 小峰書店 2013 35p

400 ｲ しんかい６５００で行く、深海への旅 井上よう子 木下真一郎 岩崎書店 2014 36p

159 ｺ 人生の大切なことはマンガがすべて教えてくれる ; 心が強くなる 学研教育出版 2014 45p

159 ｺ 人生の大切なことはマンガがすべて教えてくれる ; 夢に近づく 学研教育出版 2014 45p

159 ｺ 人生の大切なことはマンガがすべて教えてくれる ; 気持ちがラクになる 学研教育出版 2014 45p

159 ｺ 人生の大切なことはマンガがすべて教えてくれる ; きずなを深める 学研教育出版 2014 45p

159 ｺ 人生の大切なことはマンガがすべて教えてくれる ; 大切なことに気づく 学研教育出版 2014 45p



913 ｷ こどものとも絵本 岸田衿子 中谷千代子 福音館書店 2008 27p

384 ｶ まんが　社会見学シリーズ 漫画　香山梨緒　構成　鈴木俊行　 講談社ビーシー 2015

22 ﾔ まんが　社会見学シリーズ 漫画　やまざきまこと　構成　鈴木俊行 講談社ビーシー 2015

548 ﾋ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　ひろゆうこ　構成　橘悠紀 学研パブリッシング 2015

530 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　大岩ビュン　構成　オフィス・イディオム 学研パブリッシング 2015

687 ｶ まんが　社会見学シリーズ 漫画　加藤広史　構成　鈴木俊行 講談社 2015

489 ｼ しぜん　キンダーブック４ フレーベル館 2015

210 ﾐ 週刊　マンガ世界の偉人１ 水谷フーカ 朝日新聞出版 2012

210 ｶ 週刊　マンガ世界の偉人２ 風屋カズヤ 朝日新聞出版 2012

210 ﾌ 週刊　マンガ世界の偉人３ 藤原カムイ 朝日新聞出版 2012

210 ｲ 週刊　マンガ世界の偉人４ 伊藤伸平 朝日新聞出版 2012

210 ｳ 週刊　マンガ世界の偉人５ 浦地コナツ 朝日新聞出版 2012

210 ﾈ 週刊　マンガ世界の偉人６ ねこだす 朝日新聞出版 2012

210 ｵ 週刊　マンガ世界の偉人７ 大井昌和 朝日新聞出版 2012

210 ﾀ 週刊　マンガ世界の偉人８ 竹谷州史 朝日新聞出版 2012

210 ﾆ 週刊　マンガ世界の偉人９ 日本橋恵太朗 朝日新聞出版 2012

210 ﾀ 週刊　マンガ世界の偉人１０ 谷口敬 朝日新聞出版 2012

210 ｲ 週刊　マンガ世界の偉人１１ 今谷鉄柱 朝日新聞出版 2012

210 ｸ 週刊　マンガ世界の偉人１２ 桑原晶 朝日新聞出版 2012

210 ﾔ 週刊　マンガ世界の偉人１３ 山崎浩 朝日新聞出版 2012

210 ﾊ 週刊　マンガ世界の偉人１４ 馬場民雄 朝日新聞出版 2012

210 ｻ 週刊　マンガ世界の偉人１５ 沢田一 朝日新聞出版 2012

470 ｼ しぜん　キンダーブック５ フレーベル館 2015

489 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに４ 監修/成島悦雄 鈴木出版 2015

486 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに５ 監修/矢島稔 鈴木出版 2015

210 ﾌ 週刊　マンガ世界の偉人１６ ふくやまけいこ 朝日新聞出版 2012

210 ｻ 週刊　マンガ世界の偉人１７ 佐藤ヒロシ 朝日新聞出版 2012

210 ｱ 週刊　マンガ世界の偉人１８ 甘夏柑子 朝日新聞出版 2012

210 ｲ 週刊　マンガ世界の偉人１９ イセダイチケン 朝日新聞出版 2012

210 ﾛ 週刊　マンガ世界の偉人２０　 六田登 朝日新聞出版 2012

210 ｲ 週刊　マンガ世界の偉人２１ 市川智茂 朝日新聞出版 2012

210 ｴ 週刊　マンガ世界の偉人２２ ヱビスヤ・ボンゴ 朝日新聞出版 2012

210 ｻ 週刊　マンガ世界の偉人２３ 佐々木典子 朝日新聞出版 2012

210 ｺ 週刊　マンガ世界の偉人２４ 小林たつよし 朝日新聞出版 2012

588 ｳ まんが　社会見学シリーズ 漫画　兎谷しぇぱこ　構成　鈴木俊行　 朝日新聞出版 2012

913 ﾓ もりやまみやこ　作　はたこうしろう　絵 小峰書店 2014 63p

913 ﾑ 村中李衣　作　藤原ヒロコ ＢＬ出版 2014 96p

933 ﾃ ドリュー・デイウォルト　文　オリヴァー・ジェファーズ　絵　木坂涼　訳 ほるぷ出版 2014 32p

913 ｶ 鎌田歩　作・絵 教育画劇 2014 32p

913 ｼ 塩野米松　作　はまのゆか　絵 佼成出版社 2014 96p

913 ｻ 佐和みずえ　著 くもん出版 2014 112p



933 ｺ ニキ・コールウェル　作　渋谷弘子　訳　中山成子　絵 文研出版 2014 128p

913 ﾅ 中川ひろたか　文　はたこうしろう　絵 アリス館 2014 32p

913 ﾆ 西村すぐり　作　大野八生 ポプラ社 2014 231p

949 ｳ アンナ・ウェルツ　作　野坂悦子　訳　きたむらさとし　絵 フレーベル館 2014 260p

465 ﾆ ニコラ・デイビス　文　エミリー・サットン　絵　越智典子　訳 ゴブリン書房 2014

916 ｼ 葛西紀明選手と下川ジャンプ少年団ものがたり 城島充　著 講談社 2014 191p

933 ｴ ニューベリー賞受賞読み物セット エリザベス・ジョージ・スピア　著 あすなろ書房 2009 247

487 ｼ しぜん　キンダーブック６ フレーベル館 2015

530 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　大岩ビュン 学研パブリッシング//学研マーケティング 2015 128p

485 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに６ 監修/杉浦宏 鈴木出版 2015

481 ｵ 学研の大図鑑 〔小川賢一〕  〔監修〕　〔篠永哲〕  〔監修〕 学研マーケティング 2002 0

519 ｼ しぜん　キンダーブック７ フレーベル館 2015

450 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに７ 監修/杉浦宏 鈴木出版 2015

596 ｶ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画：山口育孝　構成：ＹＨＢ編集企画 学研パブリッシング//学研マーケティング 2015

486 ｼ しぜん　キンダーブック８ フレーベル館 2015

486 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに８ 監修/矢島稔 鈴木出版 2015

385 ﾄ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画；鳥飼規世 学研パブリッシング 2015

588 ｵ まんが　社会見学シリーズ 漫画：小川京美　構成：鈴木俊行 講談社ビーシー 2015

481 ｼ しぜん　キンダーブック９ フレ－ベル館 2015

450 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに９ 鈴木出版 2015

383 ｺ 日本の生活１００年の記録 日本の生活１００年の記録３ ポプラ社 2000

571 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　おがたたかはる　構成　橘悠紀 学研パブリッシング 2015

485 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに１０ 監修/新海栄一 鈴木出版 2015

470 ｼ しぜん　キンダーブック１０ フレーベル館 2015

90 ｶ 香川県中学校社会科研究会 2014

338 ｵ 岡野進　著 朝日学生新聞社

595 ﾓ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　宮原美香　シナリオ　清水めぐみ 学研パブリッシング 2015 128p

537 ﾓ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　もちつきかつみ　構成　橘悠紀 学研パブリッシング//学研マーケティング 2015 128p

420 ｼ しぜん　キンダーブック１１ フレーベル館 2015

470 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに１１ 監修/河原裕子 すずき出版 2015

596 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに１２ 鈴木出版 2015

596 ｼ しぜん　キンダーブック１２ 写真　岡本好明 フレーベル館 2015

913 ﾀ 武田　美穂 著 ＷＡＶＥ出版 2015

933 ｸ 世界の絵本コレクション ケス・グレイ 著 ニック・シャラット 画 よしがみ　きょうた 訳 小峰書店 2002

933 ｸ 世界の絵本コレクション ケス・グレイ 著 ニック・シャラット 画 よしがみ　きょうた 訳 小峰書店 2004

933 ｸ 世界の絵本コレクション ケス・グレイ 著 ニック・シャラット 画 よしがみ　きょうた 訳 小峰書店 2006

913 ﾏ 児童文学創作シリーズ 松谷　みよ子 著 田代　三善 画 講談社 2006 209p

913 ﾃ かいぞくポケット　１ 寺村　輝夫 著 あかね書房 1989 102p

913 ﾃ かいぞくポケット　２ 寺村　輝夫 著 あかね書房 1989 103p

913 ﾃ かいぞくポケット　３ 寺村　輝夫 著 あかね書房 1990 102p

913 ﾃ かいぞくポケット　４ 寺村　輝夫 著 あかね書房 1990 103p



913 ﾃ かいぞくポケット　５ 寺村　輝夫 著 あかね書房 1991 102p

913 ｱ ビッグ・コロタン あさだ　みほ 画 福田　幸江 著 レベルファイブ 原著 小学館 2015 111p

913 ｵ おかべ　りか 著 福音館書店 1995 103p

913 ｵ こそあどの森の物語　３ 岡田　淳 著 理論社 1995 208p

933 ｱ アードマン・アニメーションズ 原著 松井　京子 著 金の星社 2013 32p

933 ｱ アードマン・アニメーションズ 原著 松井　京子 著 金の星社 2013 32p

933 ｱ アードマン・アニメーションズ 原著 松井　京子 著 金の星社 2013 32p

933 ｱ アードマン・アニメーションズ 原著 松井　京子 著 金の星社 2013 32p

933 ｱ アードマン・アニメーションズ 原著 松井　京子 著 金の星社 2014 32p

933 ｱ アードマン・アニメーションズ 原著 松井　京子 著 金の星社 2014 30p

933 ﾊ バージニア・リー・バートン 著 いしい　ももこ 訳 岩波書店 2015 76p

402 ｼ フレーベル館の図鑑ナチュラ　ふしぎをためす図鑑 フレーベル館 2012 128p

913 ｱ こどものとも絵本 あまん　きみこ 著 垂石　眞子 画 福音館書店 2015 31p

31 ﾋ 学研の図鑑　ｆｏｒ　Ｋｉｄｓ 学研教育出版//学研マーケティング 2012 191p

376 ｺ 絵でわかるこどものせいかつずかん 子どもの生活科学研究会 編 きたもり　ちか 画 合同出版 2012 45p

376 ｺ 絵でわかるこどものせいかつずかん 子どもの生活科学研究会 編 きたもり　ちか 画 合同出版 2012 45p

376 ｺ 絵でわかるこどものせいかつずかん 子どもの生活科学研究会 編 きたもり　ちか 画 合同出版 2012 45p

376 ｺ 絵でわかるこどものせいかつずかん 子どもの生活科学研究会 編 きたもり　ちか 画 合同出版 2012 45p

368 ｷ こども健康ずかん 少年写真新聞社 2010 47p

365 ｺ ルールとマナーを学ぶ子ども生活図鑑 子どもの生活を考える会 編 国土社 2012 31p

911 ﾏ まど・みちお詩の絵本　４ まど　みちお 著 南塚　直子 画 小峰書店 2009

913 ﾀ 創作大型えほん 田島　征三 著 偕成社 1999

933 ﾊ 大型絵本 マリオン・デーン・バウアー 著 テッド・ルウィン 画 千葉　茂樹 訳 岩波書店 2011 32p

933 ﾃ ロジャー・デュボワザン 著 松岡　享子 訳 冨山房 1999 32p

913 ｲ 飯野　和好 著 理論社 2005

913 ﾄ 富安　陽子 著 大島　妙子 画 理論社 2011 32p

388 ｵ 子どもがはじめてであう民話　１ 大川　悦生 著 長谷川　知子 画 ポプラ社 1999 35p

929 ｳ 世界傑作絵本シリーズ シビル・ウェッタシンハ 著 松岡　享子 訳 福音館書店 1994 43p

147 ｿ 幸せを呼ぶ世界のおまじない ローズアン・ソング 著 エリサ・クレヴェン 画 椎名　かおる 訳 あすなろ書房 2009 37p

933 ﾚ レオ・レオーニ 著 谷川　俊太郎 訳 あすなろ書房 2009

913 ﾏ 日本傑作絵本シリーズ 松岡　享子 著 林　明子 画 福音館書店 1971

913 ﾌ 日本の創作児童文学選 古田　足日 著 あかね書房 2000 169p

480 ｳ リチャード・ウォーカー 著 西田　美緒子 訳 河出書房新社 2010 123p

480 ｸ くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん ポプラ社 2008 32p

480 ｸ くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん ポプラ社 2008 32p

480 ｸ くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん ポプラ社 2008 32p

382 ｼ 知ろう！遊ぼう！すてきな日本の伝統 教育画劇 2012 47p

382 ｼ 知ろう！遊ぼう！すてきな日本の伝統 教育画劇 2012 47p

382 ｼ 知ろう！遊ぼう！すてきな日本の伝統 教育画劇 2012 47p

991 ｺ 小出　正吾 著 三好　碩也 画 イソップ 著 のら書店 2010 159p

382 ｵ みぢかなかがく 世界一のけんきゅう者になるために 岡本　信也，岡本　靖子 著 伊藤　秀男 画 福音館書店 2000 39p



911 ｻ 阪田　寛夫 著 和田　誠 画 童話館出版 1998

943 ｺ イリーナ・コルシュノフ 著 酒寄　進一 訳 国土社 1989 103p

645 ﾊ はたらく犬 学習研究社 2004 47p

645 ﾊ はたらく犬 学習研究社 2004 47p

645 ﾊ はたらく犬 学習研究社 2004 47p

645 ﾊ はたらく犬 学習研究社 2004 47p

388 ﾌ イギリスの昔話 マーシャ・ブラウン 著 まつおか　きょうこ 訳 アリス館 2007

929 ｳ 世界傑作絵本シリーズ シビル・ウェッタシンハ 著 松岡　享子 訳 福音館書店 1996 35p

943 ﾌ 新しい世界の童話シリーズ オトフリート・プロイスラー 著 大塚　勇三 訳 学習研究社 1999 190p

913 ﾔ ポケネコ・にゃんころりん 山本　悦子 著 沢音　千尋 画 童心社 2013 174p

913 ﾔ ポケネコ・にゃんころりん 山本　悦子 著 沢音　千尋 画 童心社 2013 174p

913 ﾔ ポケネコ・にゃんころりん 山本　悦子 著 沢音　千尋 画 童心社 2013 172p

913 ﾔ ポケネコ・にゃんころりん 山本　悦子 著 沢音　千尋 画 童心社 2013 174p

913 ﾔ ポケネコ・にゃんころりん 山本　悦子 著 沢音　千尋 画 童心社 2013 168p

933 ｻ フランセスカ・サイモン 著 ケレン・ラドロー 画 青山　南 訳 文化出版局 1997

913 ﾜ かがみのえほん わたなべ　ちなつ 著 福音館書店 2014

913 ﾜ かがみのえほん わたなべ　ちなつ 著 福音館書店 2014

913 ﾀ 絵本 竹下　和男 原著 魚戸　おさむ 画 河出書房新社 2015 34p

933 ｶ ダニエル・カーク 著 わたなべ　てつた 訳 瑞雲舎//地方・小出版流通センター 2012

950 ﾃ 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 著 中島　さおり 訳 主婦の友社 2006

933 ｶ エリック・カール 著 アーサー・ビナード 訳 偕成社 2009 29p

388 ﾔ 山下　明生 著 梶山　俊夫 画 偕成社 2000

933 ﾌ マーガレット・ワイズ・ブラウン 著 レナード・ワイスガード 画 うちだ　ややこ 訳 フレーベル館 2001

933 ｺ ルーマー・ゴッデン 著 中川　千尋 訳 徳間書店 2001 110p

17 ｾ 全国学校図書館協議会 公益社団法人全国学校図書館協議会 2015 159

913 ｵ 岡田　よしたか 著 ブロンズ新社 2011

913 ｵ 岡田　よしたか 著 ブロンズ新社 2013

933 ﾓ ポプラ世界名作童話　１ Ｌ．Ｍ．モンゴメリ 著 柏葉　幸子 訳 垂石　眞子 画 ポプラ社 2015 141p

933 ﾄ ポプラ世界名作童話　２ Ｍ．トウェイン 著 阿部　夏丸 訳 佐藤　真紀子 画 ポプラ社 2015 137p

933 ﾊ ポプラ世界名作童話　３ Ｆ．Ｈ．バーネット 著 越水　利江子 訳 丹地　陽子 画 ポプラ社 2015 141p

943 ｼ ポプラ世界名作童話　４ Ｊ．シュピリ 著 那須田　淳 訳 ｐｏｎ－ｍａｒｓｈ 画 ポプラ社 2015 163p

933 ｳ ポプラ世界名作童話　５ ウィーダ 著 濱野　京子 訳 小松　咲子 画 ポプラ社 2015 133p

923 ｺ ポプラ世界名作童話　６ 呉　承恩 著 三田村　信行 訳 武田　美穂 画 ポプラ社 2015 173p

949 ｱ ポプラ世界名作童話　７ Ｈ．Ｃ．アンデルセン 著 西本　鶏介 訳 ｓｈｉｎｏ 画 ポプラ社 2015 157p

949 ﾘ ポプラ世界名作童話　８ Ａ．リンドグレーン 著 角野　栄子 訳 あだち　なみ 画 ポプラ社 2015 133p

933 ﾛ ポプラ世界名作童話　９ Ｈ．ロフティング 著 舟崎　克彦 訳 はた　こうしろう 画 ポプラ社 2015 157p

933 ﾄ ポプラ世界名作童話　１０ Ｐ．Ｌ．トラヴァース 著 富安　陽子 訳 佐竹　美保 画 ポプラ社 2015 141p

911 ｷ 季語と歳時記の会 編著 小学館 2014 223p

388 ｵ 日本傑作絵本シリーズ おざわ　としお 著 赤羽　末吉 画 福音館書店 2000 36p

953 ｻ サン・テグジュペリ 著 内藤　濯 訳 岩波書店 2000 142p

498 ｲ たべることがめちゃくちゃ楽しくなる！ いとう　みつる 画 日本図書センター 2014 79p



498 ｲ 気になるあの成分のホントがよくわかる！ いとう　みつる 画 日本図書センター 2015 79p

291 ｼ 事前学習に役立つみんなの修学旅行京都 小峰書店 2015 44p

913 ﾌ ふくざわ　ゆみこ 著 教育画劇 2013

480 ﾀ 月刊　かがくのとも　５ 竹中　践／文，　石森　愛彦／絵 福音館書店 2015

933 ｻ 斎藤　妙子 著 講談社 2014 25p

983 ﾉ 世界傑作絵本シリーズ ユーリー・ノルシュテイン，セルゲイ・コズロフ 著 フランチェスカ・ヤルブーソヴァ 画 福音館書店 2000

913 ｻ たべものあいうえお さいとう　しのぶ 著 リーブル//地方・小出版流通センター 2001 140p

798 ｷ ニューワイド学研の図鑑 学研教育出版//学研マーケティング 2014 200

798 ｻ 学研教育出版 2015 200

588 ｶ 学研まんがでよくわかるシリーズ 学研教材資料制作室編 学研プラス 2015

493 ﾅ まんが　社会見学シリーズ 漫画　なかざき冬　構成　鈴木俊行 講談社ビーシー 2015

489 ｼ しぜん　キンダーブック１ フレ－ベル館 2016

489 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに１ 監修/成島悦男 鈴木出版 2016

377 ﾌ 文春まんが読みとくシリーズ まんが　名古屋裕　シナリオ　大畑英明 文藝春秋企画出版部 2016

545 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　谷豊　構成　オフィス・イディオム 学研プラス 2015

596 ｼ しぜん　キンダーブック２ フレーベル館 2016

420 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに２ 鈴木出版 2016

486 ｼ しぜん　キンダーブック３ フレーベル館 2016

537 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　おぎのひとし　構成　オフィス・イディオム 学研プラス 2016

791 ﾋ 日本文化の基礎がわかる　初歩から学ぶ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所 2006 79p

913 ｲ 奇跡の５年１組、解散！？ 石崎　洋司 講談社 2015 280

913 ﾊ かいけつゾロリシリーズ　５８ 原　ゆたか 著 ポプラ社 2015

913 ﾊ かいけつゾロリシリーズ　５７ 原　ゆたか 著 ポプラ社 2015

807 ﾊ 原　ゆたか 原著 Ｐ．Ｏ．Ｃ 著 ポプラ社 2015 150p

290 ｾ キッズペディア 小学館 2015 223p

913 ﾊ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社 2015 235p

913 ﾊ かいけつゾロリシリーズ　５６ 原　ゆたか 著 ポプラ社 2014

383 ﾄ つくってあそぼう　 つくってあそぼう　２７ 冨樫　朗 編 森　英二郎 画 農山漁村文化協会 2008 36p

943 ﾌ オトフリート・プロイスラー 著 フランツ・ヨーゼフ・トリップ 画 はたさわ　ゆうこ 訳 徳間書店 2003 185p

933 ﾌ ロバート・ブライト 著 なかがわ　ちひろ 訳 徳間書店 2006 63p

933 ﾌ ロバート・ブライト 著 なかがわ　ちひろ 訳 徳間書店 2008 59p

913 ｾ ちゃおノベルズ ひみつのすみっコ生活はじめました せき　ちさと 著 サンエックス 原著 小学館 2015 119p

933 ｷ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社 2008 220p

933 ｷ グレッグのダメ日記　３ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社 2009 221p

486 ｻ かいかたそだてかたずかん　１ 三枝　博幸 著 松原　巖樹 画 岩崎書店 1993 47p

645 ﾅ かいかたそだてかたずかん　３ 成島　悦雄 著 滝波　明生 画 岩崎書店 1994 46p

666 ｱ かいかたそだてかたずかん　２ 浅井　ミノル 著 浅井　粂男，松原　巖樹 画 岩崎書店 1994 43p

626 ｺ かいかたそだてかたずかん　４ 小宮山　洋夫 著 岩崎書店 1995 47p

627 ﾏ かいかたそだてかたずかん　５ 松原　巖樹 著 岩崎書店 1995 43p

487 ｺ かいかたそだてかたずかん　８ 小宮　輝之 著 佐藤　芽実 画 岩崎書店 1998 31p

646 ｻ かいかたそだてかたずかん　７ 三枝　博幸 著 高橋　清 画 岩崎書店 1998 31p



485 ｺ かいかたそだてかたずかん　９ 小宮　輝之 著 浅井　粂男 画 岩崎書店 1998 31p

645 ﾅ かいかたそだてかたずかん　６ 成島　悦雄 著 滝波　明生 画 岩崎書店 1998 31p

645 ｺ かいかたそだてかたずかん　１０ 小宮　輝之 著 大野　彰子，大野　弘子 画 岩崎書店 2000 39p

481 ｱ かいかたそだてかたずかん　１１ 洗面器でかおう 浅井　ミノル 著 浅井　粂男 画 岩崎書店 1999 31p

646 ｺ かいかたそだてかたずかん　１２ 小宮　輝之 著 大野　彰子，大野　弘子 画 岩崎書店 2000 31p

666 ｺ かいかたそだてかたずかん　１３ 小宮　輝之 著 浅井　粂男 画 岩崎書店 2001 31p

620 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに３ 監修/河原裕子 鈴木出版 2016

534 ﾃ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　出口由美子　構成　橘悠紀　 学研プラス 2016

499 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　大石容子　構成/文　WILLこども知育研究所 学研プラス 2016

670 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　たまだまさお　構成　オフィス・イディオム 学研プラス 2016

588 ﾂ まんが　社会見学シリーズ 漫画　月路よなぎ　構成　鈴木俊行 講談社ビーシー 2016 128p

913 ｵ おばけやさん おかべ　りか 著 偕成社 2011 85p

913 ｵ おばけやさん おかべ　りか 著 偕成社 2012 85p

913 ｵ おばけやさん おかべ　りか 著 偕成社 2013 85p

913 ｵ おばけやさん おかべ　りか 著 偕成社 2014 84p

913 ｵ おばけやさん おかべ　りか 著 偕成社 2015 84p

202 ｹ ノンフィクション知られざる世界 ５０００年前からきた男 デイビッド・ゲッツ 著 赤澤　威 訳 金の星社 1998 87p

913 ｻ たべものあいうえお さいとう　しのぶ 著 リーブル（地方小）//地方・小出版流通センター 2005 142p

385 ｵ マナーと敬語完全マスター！ オオノ　マサフミ 画 あかね書房 2015 47p

720 ﾃ みつけた！名画の楽しみ方と描き方　１ ロージー・ディキンズ 著 宮坂　宏美 訳 あかね書房 2015 46p

720 ﾃ みつけた！名画の楽しみ方と描き方　２ ロージー・ディキンズ 著 杉本　詠美 訳 あかね書房 2015 45p

720 ﾃ みつけた！名画の楽しみ方と描き方　３ ロージー・ディキンズ 著 佐藤　淑子 訳 あかね書房 2015 79p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2015 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2015 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2015 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2015 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2016 39p

608 ｺ こどもくらぶ 編 ほるぷ出版 2016 39p

913 ｷ 岸田　衿子 著 あかね書房 1999 90p

913 ｺ 五味太郎クラシックス 五味　太郎 著 岩崎書店 2016

289 ｼ 塩谷京子 学研教育出版//学研マーケティング 2015 175p

289 ｼ 塩谷京子 学研教育出版//学研マーケティング 2015 175p

289 ｼ 塩谷京子 学研教育出版//学研マーケティング 2015 175p

289 ｼ 塩谷京子 学研教育出版//学研マーケティング 2015 175p

289 ｼ 塩谷京子 学研教育出版//学研マーケティング 2015 175p

289 ｼ 塩谷京子 学研教育出版//学研マーケティング 2015 175p

913 ﾀ たかどの　ほうこ 著 フレーベル館 2015 32p

913 ﾀ たかどの　ほうこ 著 フレーベル館 2013 32p

913 ﾁ 小学生文庫 お得！ チーム１５０Ｅ☆ 著 学研教育出版//学研マーケティング 2014

913 ﾁ 小学生文庫 お得！ チーム１５１Ｅ☆ 著 学研教育出版//学研マーケティング 2013 248p

913 ﾁ 小学生文庫 選んでたどる友ストーリー チーム１５１Ｅ☆ 著 学研教育出版//学研マーケティング 2013 117p



913 ﾐ ひまわりえほんシリーズ 宮西　達也 著 すずき出版 2014

913 ﾓ どうわがいっぱい　８５ 茂市　久美子 著 よしざわ　けいこ 画 講談社 2012 74p

913 ｱ あき　びんご 著 くもん出版 2015

913 ｻ さいとう　しのぶ 著 リーブル（地方小）//地方・小出版流通センター 2016 140p

913 ﾎ 星新一ショートショートセレクション　１ 星　新一 著 和田　誠 画 理論社 2001 199p

913 ﾂ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 著 絵本館 2013

933 ﾀ こちら動物のお医者さん ルーシー・ダニエルズ 著 千葉　茂樹 訳 サカイ　ノビー 画 ほるぷ出版 2010 140p

913 ﾋ 広瀬　克也 著 絵本館 2014

913 ｵ 岡田　よしたか 著 ブロンズ新社 2016

470 ｱ 荒井　真紀 著 金の星社 2011

470 ｱ 荒井　真紀 著 金の星社 2015

786 ﾁ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 崔　徳煕 著 姜　境孝 画 朝日新聞出版 2008 173p

402 ﾁ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 崔　徳熈 著 姜　境孝 画 朝日新聞出版 2008 172p

402 ﾎ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版 2010 201p

454 ﾁ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 崔　徳熈 著 姜　境孝 画 朝日新聞出版 2008 168p

482 ﾎ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版 2009 170p

786 ﾁ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 崔　徳煕 著 姜　境孝 画 朝日新聞社 2008 173p

786 ﾎ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版 2010 203p

557 ﾎ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版 2009 171p

454 ﾎ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 文　情厚 画 朝日新聞出版 2010 200p

453 ﾎ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版 2009 171p

454 ｺ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版 2011 197p

454 ｺ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版 2011 206p

786 ﾎ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ 洪　在徹 著 鄭　俊圭 画 朝日新聞出版 2012 172p

452 ｺ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ ゴムドリｃｏ． 著 韓　賢東 画 朝日新聞出版 2012 192p

810 ｺ ことばあそびえほん ことばあそびの会 著 金川　禎子 画 さえら書房 1978 37p

810 ﾀ ことばあそびえほん 谷川　俊太郎 著 小林　和子 画 さえら書房 1979 37p

750 ｷ 作って遊ぼう伝承創作おもちゃ 木内　勝 著 福音館書店 1998 382p

913 ﾔ 講談社の創作絵本シリーズ 絵本 安武　信吾，他 原著 魚戸　おさむ 著 講談社 2015 47p

913 ﾐ 小学館ジュニア文庫 Ｍｏｔｈｅｒ ｓ　ｄａｙこんぷれっくすは、ケーキをめぐる！ 宮沢　みゆき 著 久世　みずき 原著 小学館 2012 191p

913 ﾐ 小学館ジュニア文庫 ミラクルガールは止まらない！！ 宮沢　みゆき 著 いわおか　めめ 原著 小学館 2014 190p

913 ﾔ 小学館ジュニア文庫　や　５－１ 山田　悠介 著 ｗｏｇｕｒａ 画 小学館 2014 285p

913 ﾅ 小学館ジュニア文庫　な　２－１ 南房　秀久 著 小学館 2014 189p

913 ﾅ 小学館ジュニア文庫　な　３－１ 成田　良美 著 八神　千歳 画 小学館 2014 188p

913 ﾆ 小学館ジュニア文庫　の　１－３ 新倉　なつき 著 能登山　けいこ 原著 小学館 2015 188p

913 ﾉ 小学館ジュニア文庫　の　２－１ のまみ　ちこ 著 けーしん 画 小学館 2015 190p

913 ﾑ とっておきのどうわ 村上　しいこ 著 長谷川　義史 画 ＰＨＰ研究所 2015 78p

913 ﾑ とっておきのどうわ 村上　しいこ 著 長谷川　義史 画 ＰＨＰ研究所 2013 78p

913 ﾀ ちゃおノベルズ 世界で一番大切なキミへ 武内　昌美 著 小学館 2011 109p

913 ｱ ちゃおノベルズ 明野　みる 著 小学館 2012 138p

913 ｺ ちゃおノベルズ 小出真朱 小学館 2009 106p



913 ｽ ちゃおノベルズ 栖川マキ 小学館 2008 107p

933 ｽ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス 著 もりうち　すみこ 訳 広野　多珂子 画 文研出版 2006 126p

933 ｽ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス 著 もりうち　すみこ 訳 広野　多珂子 画 文研出版 2007 126p

933 ｽ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス 著 もりうち　すみこ 訳 広野　多珂子 画 文研出版 2009 119p

933 ｽ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス 著 もりうち　すみこ 訳 広野　多珂子 画 文研出版 2010 126p

933 ｽ 文研ブックランド アレグザンダー・マコール・スミス 著 もりうち　すみこ 訳 広野　多珂子 画 文研出版 2011 127p

913 ﾚ 模擬原爆の夏 令丈　ヒロ子 著 宮尾　和孝 画 講談社 2011 95p

404 ﾔ 柳田　理科雄 著 講談社 2016 205p

913 ﾓ 森　絵都 著 講談社 1995 189p

626 ﾊ ふしぎいっぱい写真絵本　２９ 埴　沙萠 写真 嶋田　泰子 著 ポプラ社 2016 39p

289 ｼ 日本の歴史　コミック版　４６ 戦国人物伝 静霞　薫 原著 中島　健志 画 ポプラ社 2015 127p

289 ｼ 日本の歴史　コミック版　４７ 平安人物伝 静霞　薫 原著 早川　大介 画 ポプラ社 2015 127p

289 ｲ 日本の歴史　コミック版　４８ 幕末・維新人物伝 井手窪　剛 原著 中島　健志 画 ポプラ社 2015 127p

289 ｼ 日本の歴史　コミック版　４９ 戦国人物伝 静霞　薫 原著 瀧　玲子 画 ポプラ社 2016 126p

289 ｱ 日本の歴史　コミック版　５０ 戦国人物伝 安戸　ひろみ 原著 早川　大介 画 ポプラ社 2016 126p

159 ｾ 学校では教えてくれない大切なこと　９ 関　和之 画 旺文社 2016 159p

159 ｲ 学校では教えてくれない大切なこと　１ 入江　久絵 画 旺文社 2015 167p

913 ｵ 岡田　淳 著 田中　六大 画 偕成社 2014 140p

933 ｷ グレッグのダメ日記　４ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社 2009 221p

933 ｷ グレッグのダメ日記　５ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社 2010 221p

933 ｷ グレッグのダメ日記　６ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社 2011 221p

596 ｶ カンタンなのにかわいい★ポリ袋で作るお弁当　春・夏 川平　秀一，川平　稔己 著 理論社 2013 39p

596 ｶ カンタンなのにかわいい★ポリ袋で作るお弁当　秋・冬 川平　秀一，川平　稔己 著 理論社 2013 39p

596 ｺ 和の食文化 長く伝えよう！世界に広めよう！ こどもくらぶ 編 岩崎書店 2015 47p

596 ｺ 和の食文化 長く伝えよう！世界に広めよう！ こどもくらぶ 編 岩崎書店 2015 47p

596 ｺ 和の食文化 長く伝えよう！世界に広めよう！ こどもくらぶ 編 岩崎書店 2015 47p

596 ｺ 和の食文化 長く伝えよう！世界に広めよう！ こどもくらぶ 編 岩崎書店 2015 47p

490 ｺ 保健室で見る早寝・早起き・朝ごはんの本　１ 近藤　とも子 著 大森　眞司 画 国土社 2015 31p

913 ﾃ かいぞくポケット　６ 寺村　輝夫 著 あかね書房 1991 103p

913 ﾃ かいぞくポケット　７ 寺村　輝夫 著 あかね書房 1992 100p

913 ﾃ かいぞくポケット　８ 寺村　輝夫 著 あかね書房 1992 100p

913 ﾃ かいぞくポケット　９ 寺村　輝夫 著 あかね書房 1993 102p

913 ﾃ かいぞくポケット　１０ 寺村　輝夫 著 あかね書房 1993 96p

159 ｺ 人生の大切なことはマンガがすべて教えてくれる ; 困難を乗り越える 第２期　１ 学研プラス 2016 45p

159 ｺ 人生の大切なことはマンガがすべて教えてくれる ; 視野が広がる 第２期　２ 学研プラス 2016 45p

159 ｺ 人生の大切なことはマンガがすべて教えてくれる ; 大切な人とつながる 第２期　３ 学研プラス 2016 45p

159 ｺ 人生の大切なことはマンガがすべて教えてくれる ; 生きる力がわく 第２期　４ 学研プラス 2016 45p

159 ｺ 人生の大切なことはマンガがすべて教えてくれる ; 豊かな心が育つ 第２期　５ 学研プラス 2016 45p

374 ｲ 写真とイラストでよくわかる！ ; 浄水場・下水処理場 1 国土社編集部 国土社 2011 46p

387 ﾅ 並木伸一郎 洋介犬 理論社 2014 111p

387 ﾅ 並木伸一郎 洋介犬 理論社 2014 110p



810 ｼ 倉島節尚 あかね書房 2011 143p

798 ｼ ニューワイド学研の図鑑 〔土田真二〕 学研教育出版 2015 197p

913 ﾋ 廣嶋玲子 ｊｙａｊｙａ 偕成社 2013 149p

913 ﾋ 廣嶋玲子 ｊｙａｊｙａ 偕成社 2014 159p

913 ﾋ 廣嶋玲子 ｊｙａｊｙａ 偕成社 2014 155p

913 ﾋ 廣嶋玲子 ｊｙａｊｙａ 偕成社 2015 165p

913 ﾋ 廣嶋玲子 ｊｙａｊｙａ 偕成社 2015 150p

913 ｽ 杉山亮 中川大輔 偕成社 2015 148p

783 ﾀ マンガでマスター 高岩ヨシヒロ 前田智徳 ポプラ社 2015 208p

911 ｸ えほんひろば くどうなおこ ほてはまたかし 小峰書店 2007

913 ﾅ 絵本・こどものひろば なかやみわ 童心社 2001

913 ﾅ 絵本・こどものひろば なかやみわ 童心社 2004

913 ﾅ 絵本・こどものひろば なかやみわ 童心社 2009

913 ｳ おれたち、ともだち！ 内田麟太郎 降矢なな 偕成社 2016 27p

913 ｺ こんのひとみ いもとようこ 金の星社 2015

781 ﾔ こままわし 1 日本独楽博物館 ポプラ社 2016 31p

913 ﾐ 絵本の時間 宮西達也 ポプラ社 2015

626 ﾒ ゴーヤ・キュウリ・オクラ ; 実を食べる野菜 11 こどもくらぶ 日本農業教育学会 ポプラ社 2016 47p

680 ﾈ のりものくらべ 乗り物の種類、大きさ、重さ、速さなどがわかるデータ付き ネイチャー＆サイエンス 元浦年康 偕成社 2015 39p

680 ﾈ のりものくらべ 乗り物の種類、大きさ、重さ、速さなどがわかるデータ付き ネイチャー＆サイエンス 元浦年康 偕成社 2015 39p

680 ﾈ のりものくらべ ネイチャー＆サイエンス 元浦年康 偕成社 2015 39p

680 ﾈ のりものくらべ 乗り物の種類、大きさ、重さ、速さなどがわかるデータ付き ネイチャー＆サイエンス 元浦年康 偕成社 2015 39p

680 ﾈ のりものくらべ 乗り物の種類、大きさ、重さ、速さなどがわかるデータ付き ネイチャー＆サイエンス 元浦年康 偕成社 2015 39p

537 ﾊ しごととつくり ; しょうぼう車・きゅうきゅう車 2 小峰書店編集部 小峰書店 2016 31p

479 ﾜ しぜんのひみつ写真館 渡邉弘晴 仁田坂英二 ポプラ社 2015 68p

479 ﾀ 小川潔 金の星社 2015 79p

913 ﾐ みやにしたつやのさんすうえほん みやにしたつや 坪田耕三 学研教育出版 2014 43p

913 ｵ 怪談えほん 恩田陸 樋口佳絵 岩崎書店 2014

388 ﾖ ビジュアル版 ; 油ずまし、鬼、河童、座敷童子ほか 常光徹 ポプラ社 2011 119p

388 ﾖ ビジュアル版 ; 天狗、ぬらりひょん、のっぺらぼう、山姥ほか 常光徹 ポプラ社 2011 119p

913 ﾊ ポプラ社の小さな童話 原ゆたか ポプラ社 1987 85p

913 ﾊ ポプラ社の新・小さな童話 原ゆたか ポプラ社 1990 83p

913 ﾊ ポプラ社の新・小さな童話 原ゆたか ポプラ社 1991 85p

913 ﾊ ポプラ社の新・小さな童話 原ゆたか ポプラ社 1992 85p

913 ﾊ ポプラ社の新・小さな童話 ; かいけつゾロリシリーズ 原ゆたか ポプラ社 1995 86p

913 ｱ 怪談えほん 綾辻行人 牧野千穂 岩崎書店 2015

913 ﾆ 新美南吉童話傑作選 新美　南吉 著 篠崎　三朗 画 小峰書店 2004 155p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　１巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 245p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　２巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 221p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　３巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 265p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　４巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 209p



913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　５巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 181p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　６巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 209p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　７巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 213p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　８巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 201p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　９巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 197p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　１０巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 185p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　１１巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 177p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　１２巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 173p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　１３巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 173p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　１４巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 173p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　１５巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 173p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　１６巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 173p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　１７巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 165p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　１８巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 173p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　１９巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 177p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　２０巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 177p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　２１巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 181p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　２２巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 181p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　２３巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 181p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　２４巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 229p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　２５巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 229p

913 ｴ 少年探偵・江戸川乱歩　文庫版　第　２６巻 江戸川　乱歩 著 ポプラ社 2005 189p

913 ｶ かさい　まり 著 北村　裕花 画 絵本塾出版 2016

933 ﾃ ロジャー・デュボワザン 著 伏見　操 訳 復刊ドツトコム 2012 31p

913 ﾂ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 著 ブロンズ新社 2012

913 ｻ 佐野　洋子 著 講談社 1986 31p

933 ﾌ ローレンス・ブルギニョン 著 ヴァレリー・ダール 画 柳田　邦男 訳 文渓堂 2005

933 ｲ 講談社の翻訳絵本 ロベルト・インノチェンティ 画 Ｊ．パトリック・ルイス 著 長田　弘 訳 講談社 2010

625 ｻ 絵本図鑑シリーズ　３ さとうち　藍 著 松岡　達英 画 岩崎書店 2000 39p

913 ﾋ 日本傑作絵本シリーズ 平野　恵理子 著 福音館書店 2015 36p

487 ﾏ ほるぷ水族館えほん 松橋　利光 写真 高岡　昌江 著 宮野　耕治 画 ほるぷ出版 2015 31p

675 ﾓ 絵本地球ライブラリー 絵でみる魚市場の一日 モリナガ　ヨウ 著 小峰書店 2016 31p

933 ｱ 世界傑作絵本シリーズ・イギリスの絵本　チムシリーズ　２ エドワード・アーディゾーニ 著 なかがわ　ちひろ 訳 福音館書店 2001 47p

933 ｱ 世界傑作絵本シリーズ・イギリスの絵本　チムシリーズ　３ エドワード・アーディゾーニ 著 なかがわ　ちひろ 訳 福音館書店 2001 47p

933 ｱ 世界傑作絵本シリーズ・イギリスの絵本　チムシリーズ　４ エドワード・アーディゾーニ 著 なかがわ　ちひろ 訳 福音館書店 2001 47p

933 ｱ 世界傑作絵本シリーズ・イギリスの絵本　チムシリーズ　５ エドワード・アーディゾーニ 著 なかがわ　ちひろ 訳 福音館書店 2001 47p

933 ﾃ ロジャー・デュボワザン 著 伏見　操 訳 復刊ドツトコム 2012 31p

913 ｷ 岸田　衿子 著 あかね書房 1999 77p

913 ﾊ かいけつゾロリシリーズ　５９ 原　ゆたか 著 ポプラ社 2016

913 ﾀ 高楼　方子 著 フレーベル館 1995 158p

916 ｷ 感動ノンフィクションシリーズ 聴覚障害の両親に育てられて 岸川　悦子 著 岡本　順 画 佼成出版社 2006 128p



933 ｼ エリカ・シルヴァマン 著 Ｓ．Ｄ．シンドラー 画 せな　あいこ 訳 アスラン書房 1996

933 ｽ ゆかいなゆかいなおはなし　新装版 フランセス・ステリット 著 光吉　夏弥 訳 土方　重巳 画 大日本図書 2010 72p

933 ﾎ シド・ホフ 著 三原　泉 訳 偕成社 2007 64p

913 ﾜ 渡辺　茂男 著 堀内　誠一 画 あかね書房 1969 90p

913 ｺ 福音館創作童話シリーズ 小風　さち 著 夏目　ちさ 画 福音館書店 2015 117p

933 ﾗ ゆかいなゆかいなおはなし　新装版 ベッキー・ライアー 著 光吉　郁子 訳 ルース・ガネット 画 大日本図書 2010 42p

933 ﾌ 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 マージョリー・フラック 著 瀬田　貞二 訳 福音館書店 1999

913 ﾏ あかちゃんのむかしむかし 松谷　みよ子 著 和歌山　静子 画 童心社 1997

913 ｵ 日本傑作絵本シリーズ おざわ　としお 著 赤羽　末吉 画 福音館書店 2000 31p

943 ｸ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム 著 佐々　梨代子 訳 こぐま社 1994 187p

943 ｸ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム 著 佐々　梨代子 訳 こぐま社 2000 185p

943 ｸ 子どもに語るグリムの昔話 ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム 著 佐々　梨代子 訳 こぐま社 1992 180p

481 ｼ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　７ 白山　義久，他 著 小学館 2005 191p

487 ﾏ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　６ 松井　正文 著 松橋　利光 写真 小学館 2004 167p

754 ﾃ かんたん！たのしい！手作り手紙 寺西　恵里子 著 汐文社 2012 47p

596 ﾃ ひとりでできる！Ｆｏｒ　Ｋｉｄｓ！！　作って楽しい！食べておいしい！もらってうれしい！ 寺西　恵里子 著 日東書院 2016 63p

596 ﾃ ひとりでできる！Ｆｏｒ　Ｋｉｄｓ！！　作って楽しい！食べておいしい！もらってうれしい！ 寺西　恵里子 著 日東書院 2016 63p

933 ｼ ジーン・クレイグヘッド・ジョージ 著 茅野　美ど里 訳 偕成社 2009 277p

2 ｻ 齋藤　孝 著 筑摩書房 2011 111p

547 ｲ インターネット協会 著 インターネット協会//鍬谷書店 2012 105p

913 ﾀ 谷川　俊太郎 著 和田　誠 画 玉川大学出版部 2002

625 ﾎ ほりかわ　りまこ 著 あすなろ書房 2015 63p

726 ｲ 知ってたのしい食べてジューシー いわさ　ゆうこ 著 文化出版局 2016 39p

750 ﾃ ポプラディア情報館 ポプラ社 2006 215p

949 ﾘ リンドグレーン作品集　８ リンドグレーン 著 尾崎　義 訳 岩波書店 1965 230p

933 ｼ ミセスこどもの本 クロケット・ジョンソン 著 岸田　衿子 訳 文化出版局 1971 64p

933 ｼ クロケット・ジョンソン 著 小宮　由 訳 文化出版局 2011 48p

913 ｺ 福音館創作童話シリーズ 小風　さち 著 夏目　ちさ 画 福音館書店 2016 117p

492 ｸ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　工藤ケン　構成　オフィスhana 学研プラス 2016

616 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　田川　滋　構成　橘　悠紀 学研プラス 2016

499 ﾓ 学研まんがでよくわかるシリーズ 構成　望月恭子　漫画　おぎのひとし 学研プラス 2016

673 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　たまだまさお　構成　ＹＨＢ編集企画 学研プラス 2016

683 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ 構成　橘悠紀　漫画　おがたたかはる 学研プラス 2016

489 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに４ 監修/成島　悦雄 鈴木出版 2016

486 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに５ 監修/矢島稔 鈴木出版 2016

610 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに６ 監修/河原裕子 鈴木出版 2016

600 ｱ 授業で使えるキャリア教育教材 監修/谷和樹 朝日出版社 2016

451 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに７ 監修/塚本治弘 鈴木出版 2016

518 ﾋ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　ひろ　ゆうこ　構成　ＹＨＢ編集企画 学研プラス 2016

470 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに８ 監修/河原裕子 鈴木出版 2016

532 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　田中久志 学研プラス 2016



210 ｸ 週刊　マンガ世界の偉人２５ 楠美マユラ 朝日新聞出版 2012

210 ﾐ 週刊　マンガ世界の偉人２６ みずはらけんじ 朝日新聞出版 2012

210 ｲ 週刊　マンガ世界の偉人２７ 逸架ぱずる 朝日新聞出版 2012

210 ｵ 週刊　マンガ世界の偉人２８ おおのじゅんじ 朝日新聞出版 2012

210 ｻ 週刊　マンガ世界の偉人２９ 颯田直斗 朝日新聞出版 2012

210 ﾆ 週刊　マンガ世界の偉人３０ 二星　天 朝日新聞出版 2012

210 ｸ 週刊　マンガ世界の偉人３１ 桑原草太 朝日新聞出版 2012

210 ｼ 週刊　マンガ世界の偉人３２ 城爪草 朝日新聞出版 2012

210 ﾕ 週刊　マンガ世界の偉人３３ 結賀さとる 朝日新聞出版 2012

210 ﾋ 週刊　マンガ世界の偉人３４ 土方悠 朝日新聞出版 2012

210 ｷ 週刊　マンガ世界の偉人３５ キムラダイスケ 朝日新聞出版 2012

210 ｶ 週刊　マンガ世界の偉人３６ 柏葉比呂樹 朝日新聞出版 2012

210 ﾄ 週刊　マンガ世界の偉人３７ ＴＯＢＩ 朝日新聞出版 2012

210 ﾐ 週刊　マンガ世界の偉人３８ 美貴本晴彦 朝日新聞出版 2012

933 ｱ Ｆ・エマーソン・アンドリュース作　ルイス・スロボドキン絵 岩波書店 2015

486 ｼ 写真・文　島田たく ポプラ社 2015

953 ｸ アンヌ・クロザさく　児玉しおりやく 西村書店 2016

913 ﾌ ふじもとみさと　作　田中六大　絵 金の星社 2015

913 ｵ 小川洋子　作　岡田千晶　絵 ＰＨＰ 2015

916 ﾅ 中村文人 佼成出版社 2015

933 ﾎ 　砂漠を緑の町にかえた　ある女のひとのおはなし Ｈ，ジョセフ・ホプキンズ　文　ジル・マケルマリー　絵　池本佐恵子　訳 ＢＬ出版 2015

913 ｲ いとうみく　作　丸山ゆき　絵 そうえん社 2015

289 ｵ 苦しい道こそ楽しい人生 馬場錬成　著 毎日新聞出版 2015

913 ｻ 中川なをみ すずき出版 2015

916 ｵ 大西暢夫 アリス館 2015

933 ﾊ Ｒ・Ｊ・パラシオ　作 ほるぷ出版 2015

588 ﾔ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　山口育孝　構成　入澤宣幸 学研プラス 2016

499 ﾐ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　宮原美香　構成　オフィス・イディイオム 学研プラス 2016

486 ﾔ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに９ 監修/矢島稔 鈴木出版 2016

496 タ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　谷豊　構成　オフィス・イディオム 学研プラス 2016

486 ﾄ 友国 雅章 平井 信義 学研アソシエ 2016 100p

486 ﾄ 友国 雅章 平井 信義 学研アソシエ 2016 112p

480 ｲ 今泉 忠明 平井 信義 学研アソシエ 2016 106p

489 ｲ 今泉 吉典 平井 信義 学研アソシエ 2016 92p

488 ﾀ 高野 伸二 平井 信義 学研アソシエ 2016 104p

487 ﾂ 堤 俊夫 平井 信義 学研アソシエ 2016 104p

480 ｵ 奥谷 喬司 平井 信義 学研アソシエ 2016 112p

457 ｵ 小畠 郁生 平井 信義、真鍋 真 学研アソシエ 2016 100p

490 ﾎ 保志 宏 平井 信義 学研アソシエ 2016 100p

470 ｱ 浅山 英一 平井 信義 学研アソシエ 2016 112p

470 ｵ 大場 達之 平井 信義 学研アソシエ 2016 120p



470 ｱ 浅山 英一 平井 信義 学研アソシエ 2016 104p

470 ﾊ 原田 良平 荻原 佐太郎、平井 信義 学研アソシエ 2016 96p

680 ﾐ 宮本 晃男 平井 信義 学研アソシエ 2016 108p

680 ﾐ 宮本 晃男 平井 信義、木俣 滋郎 学研アソシエ 2016 108p

486 ｱ 青木 良 学研ネクスト 2013 80p

486 ﾀ 高家 博成 学研ネクスト 2013 80p

480 ｲ 今泉 忠明 学研ネクスト 2013 80p

480 ｲ 今泉 忠明 学研ネクスト 2013 80p

480 ｵ 奥谷 喬司 学研ネクスト 2013 80p

480 ﾀ 武田 正倫 学研ネクスト 2013 80p

470 ﾊ 畑中 忠雄 学研ネクスト 2013 80p

491 ﾎ 保志 宏 学研ネクスト 2013 80p

440 ｵ 岡 重吉 学研ネクスト 2013 80p

450 ｽ 須田 健 学研ネクスト 2013 80p

400 ｲ 今泉 忠明 学研ネクスト 2013 48p

489 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに１０ 監修/成島悦雄 鈴木出版 2016

470 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに１１ 監修/河原裕子 鈴木出版 2016

686 ﾋ 文春まんが読みとくシリーズ まんが　久松ゆのみ　シナリオ　大畑英明 文藝春秋 2016

497 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　たまだまさお　構成　オフィス・イディオム 学研プラス 2016

933 ｼ クロケット・ジョンソン　作　岸田衿子　訳 文化出版局 2006

913 ｻ 斉藤洋　作　たかいよしかず　絵 講談社 2011

943 ﾋ G.A.ビュルガー　編　斉藤洋　文　はたこうしろう　絵 偕成社 2014

596 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに１２ 鈴木出版 2016

386 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに１ 鈴木出版 2016

933 ｼ こころのほんばこシリーズ ロシアの昔話 シンシア・ジェイムソン 著 アーノルド・ローベル 画 小宮　由 訳 大日本図書 2016 62p

943 ﾔ 世界傑作絵本シリーズ・ドイツの絵本 ヤーノシュ 著 やがわ　すみこ 訳 福音館書店 1997

930 ｾ モーリス・センダック 著 じんぐう　てるお 訳 冨山房 1998 39p

288 ｶ 歴史とともに進化する国旗 苅安　望 著 偕成社 2016 255p

913 ｷ こどものとも傑作集　１９ 岸田　衿子 著 中谷　千代子 画 福音館書店 2000 19p

913 ﾌ もりはおもしろランド　１ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1997 31p

913 ﾌ もりはおもしろランド　２ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1994 31p

913 ﾌ もりはおもしろランド　３ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1998 30p

913 ﾌ もりはおもしろランド　４ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1996 31p

913 ﾌ もりはおもしろランド　５ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1997 31p

913 ﾌ もりはおもしろランド　６ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1996 31p

913 ﾌ もりはおもしろランド　７ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1998 31p

913 ﾌ もりはおもしろランド　８ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1998 31p

913 ﾌ もりはおもしろランド　９ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1996 31p

913 ﾌ もりはおもしろランド　１０ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1998 31p

913 ﾌ もりはおもしろランド　１１ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1994 31p

913 ﾌ もりはおもしろランド　１２ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1998 31p



913 ﾌ もりはおもしろランド　１３ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1998 31p

913 ﾌ もりはおもしろランド　１４ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1996 31p

913 ﾌ もりはおもしろランド　１５ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画 偕成社 1996 31p

933 ｼ こころのほんばこシリーズ ジーン・ジオン 著 マーガレット・ブロイ・グレアム 画 小宮　由 訳 大日本図書 2015 60p

933 ｹ こころのほんばこシリーズ リチャード・ケネディ 著 マーク・シーモント 画 小宮　由 訳 大日本図書 2015 62p

933 ﾊ こころのほんばこシリーズ パット・ハッチンス 著 小宮　由 訳 大日本図書 2016 47p

933 ﾏ こころのほんばこシリーズ パトリシア・マクラクラン 著 ウィリアム・ペン・デュボア 画 小宮　由 訳 大日本図書 2016 46p

913 ﾓ どうわがいっぱい　８９ 茂市　久美子 著 よしざわ　けいこ 画 講談社 2012 76p

913 ﾓ どうわがいっぱい　８７ 茂市　久美子 著 よしざわ　けいこ 画 講談社 2012 74p

913 ﾓ どうわがいっぱい　９０ 森山　京 著 鴨下　潤 画 講談社 2012 74p

913 ｱ どうわがいっぱい　６２ 阿部　夏丸 著 村上　康成 画 講談社 2006 74p

933 ﾏ 大型絵本 ドロシー・マリノ 著 石井　桃子 訳 岩波書店 2001 35p

933 ﾔ ゆかいなゆかいなおはなし　新装版 ミリアム・ヤング 著 光吉　郁子 訳 アーノルド・ロベル 画 大日本図書 2010 66p

933 ｱ ゆかいなゆかいなおはなし　新装版 セラ・アシャロン 著 光吉　夏弥 訳 スーザン・パール 画 大日本図書 2010 72p

933 ｸ ゆかいなゆかいなおはなし　新装版 Ｍ．Ｓ．クラッチ 著 光吉　夏弥 訳 クルト・ビーゼ 画 大日本図書 2010 63p

933 ｱ ゆかいなゆかいなおはなし　新装版 コーラ・アネット 著 ウォルター・ロレイン 画 光吉　夏弥 訳 大日本図書 2010 70p

388 ﾐ ゆかいなゆかいなおはなし　新装版 北欧民話 光吉　夏弥 著 箕田　源二郎 画 大日本図書 2010 63p

933 ﾄ ゆかいなゆかいなおはなし　新装版 アルビン・トレセルト 著 光吉　夏弥 訳 アルバート・アキノ 画 大日本図書 2011 56p

913 ｼ 角川つばさ文庫　Ｃ　し　１－１ 新海　誠 著 ちーこ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 252p

913 ﾕ ゆきの　ゆみこ，上野　与志 著 末崎　茂樹 画 ひさかたチャイルド 2016 36p

913 ﾕ ゆきの　ゆみこ，上野　与志 著 末崎　茂樹 画 ひさかたチャイルド 2014 36p

913 ﾕ ゆきの　ゆみこ，上野　与志 著 末崎　茂樹 画 ひさかたチャイルド 2008 40p

933 ｼ ぼくはめいたんてい　新装版 マージョリー・ワインマン・シャーマット 著 マーク・シーモント 画 光吉　夏弥 訳 大日本図書 2014 60p

913 ﾓ どうわのひろばセレクション 森山　京 著 大社　玲子 画 小峰書店 2009 119p

933 ｸ ゆかいなゆかいなおはなし　新装版 マリオン・ベルデン・クック 著 光吉　夏弥 訳 池田　龍雄 画 大日本図書 2011 71p

798 ﾊ 紙ひこうきクラフトスクール　レベル１　はじめて編 クリストファー　Ｌ．ハーボ 著 鎌田　歩 画 ほるぷ出版 2015 31p

798 ﾊ 紙ひこうきクラフトスクール　レベル２　初級編 クリストファー　Ｌ．ハーボ 著 鎌田　歩 画 ほるぷ出版 2015 31p

933 ｷ ポプラ世界名作童話　１１ Ｌ．キャロル 著 石崎　洋司 訳 千野　えなが 画 ポプラ社 2016 141p

953 ﾍ ポプラ世界名作童話　１２ Ｊ．ベルヌ 著 高楼　方子 訳 佐竹　美保 画 ポプラ社 2016 161p

933 ｵ ポプラ世界名作童話　１３ Ｌ．Ｍ．オルコット 著 薫　くみこ 訳 こみね　ゆら 画 ポプラ社 2016 165p

486 ﾌ ポプラ世界名作童話　１４ Ｊ．Ｈ．ファーブル 著 伊藤　たかみ 訳 大庭　賢哉 画 ポプラ社 2016 133p

943 ｸ ポプラ世界名作童話　１５ ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム 著 安東　みきえ 訳 ポプラ社 2016 159p

933 ﾎ ポプラ世界名作童話　１６ Ｌ．Ｆ．ボーム 著 菅野　雪虫 訳 丹地　陽子 画 ポプラ社 2016 141p

933 ﾊ ポプラ世界名作童話　１７ Ｆ．Ｈ．バーネット 著 さとう　まきこ 訳 狩野　富貴子 画 ポプラ社 2016 165p

933 ｳ ポプラ世界名作童話　１８ Ｊ．ウェブスター 著 石井　睦美 訳 あだち　なみ 画 ポプラ社 2016 165p

991 ｱ ポプラ世界名作童話　１９ イソップ 著 内田　麟太郎 訳 高畠　純 画 ポプラ社 2016 149p

943 ｹ ポプラ世界名作童話　２０ Ｅ．ケストナー 著 最上　一平 訳 矢島　眞澄 画 ポプラ社 2016 173p

798 ﾊ 紙ひこうきクラフトスクール　レベル３ クリストファー　Ｌ．ハーボ 著 鎌田　歩 画 ほるぷ出版 2016 31p

949 ﾘ 世界のどうわ傑作選　２ アストリッド・リンドグレーン 著 山室　静 訳 偕成社 2000 158p

913 ﾄ 妖怪一家九十九さん 富安　陽子 著 山村　浩二 画 理論社 2014 160p

913 ｺ 双葉社ジュニア文庫 ノベライズ こうの　史代 原著 蒔田　陽平 著 双葉社 2016 239p



480 ｼ おもしろい！進化のふしぎ 下間　文恵，他 画 高橋書店 2016 175p

726 ﾀ 講談社の創作絵本シリーズ 田中　六大 著 講談社 2016

913 ﾋ ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社 2016 165p

913 ﾄ 集英社みらい文庫　と　１－２３ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社 2016 188p

913 ｳ 学研の新・創作シリーズ 魚住　直子 著 あずみ虫 画 学習研究社 2007 158p

913 ｽ 天山の巫女ソニン 菅野　雪虫 著 講談社 2006 255p

913 ｲ ポプラ物語館　３７ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社 2011 148p

913 ｲ ポプラ物語館　３９ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社 2012 149p

913 ｲ ポプラ物語館　５９ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社 2014 149p

913 ﾔ 角川つばさ文庫　Ｂ　や　３－２ 山中　恒 著 杉基　イクラ 画 角川書店//角川グループパブリッシング 2012 204p

913 ｵ おばけやさん おかべ　りか 著 偕成社 2016 84p

913 ﾄ 妖怪一家九十九さん 富安　陽子 著 山村　浩二 画 理論社 2015 148p

913 ﾓ 学研の新・創作シリーズ 茂市　久美子 著 黒井　健 画 学習研究社 2004 154p

913 ﾄ 妖怪一家九十九さん 富安　陽子 著 山村　浩二 画 理論社 2016 149p

933 ﾜ 世界傑作童話シリーズ インガルス一家の物語２ ローラ・インガルス・ワイルダー 著 恩地　三保子 訳 福音館書店 1995 406p

913 ﾅ 梨木　香歩 著 小沢　さかえ 画 福音館書店 2015 223p

399 ｻ 強くしなやかなこころを育てる！ 齋藤孝 日本図書センター 2016 71p

933 ﾛ ハリー・ポッターと呪いの子　第一部・第二部 Ｊ．Ｋ．ローリング，他 著 松岡　佑子 訳 静山社 2016 416p

913 ﾎ 角川つばさ文庫　Ｃ　ほ　１－３ 細田　守 著 ＹＵＭＥ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 307p

913 ﾓ 森　絵都 著 講談社 1995 189p

798 ｲ ニューワイド学研の図鑑 今泉忠明 学研プラス 2016 197p

798 ｲ ニューワイド学研の図鑑 今泉忠明 学研プラス 2016 197p

798 ﾊ 紙ひこうきクラフトスクール　レベル４ クリストファー　Ｌ．ハーボ 著 鎌田　歩 画 ほるぷ出版 2016 31p

933 ｾ ゆかいなゆかいなおはなし　新装版 ジョージ・セルデン 著 光吉　郁子 訳 ピーター・リップマン 画 大日本図書 2010 72p

933 ﾄ ゆかいなゆかいなおはなし　新装版 マーガリット・ドリアン 著 光吉　夏弥 訳 大日本図書 2010 52p

488 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに２ 監修／竹下信雄 鈴木出版 2017

537 ﾔ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　山口育孝　構成　橘悠紀 学研プラス 2016

390 ｽ 杉村智子　絵

527 ﾏ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　松野千歌　構成　橘悠紀 学研プラス 2017

913 ﾅ 小学館ジュニア文庫　な　３－２ 成田　良美 著 八神　千歳 画 小学館 2015 188p

913 ﾅ 小学館ジュニア文庫　な　３－３ 成田　良美 著 八神　千歳 画 小学館 2015 189p

783 ﾀ マンガでマスター 高岩　ヨシヒロ 画 ポプラ社 2016 207p

913 ﾖ ヨシタケ　シンスケ 著 ブロンズ新社 2015

480 ｼ かんきょうをかんがえる　しぜんのくに３ 監修／矢島　稔 鈴木出版 2017

320 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　おがたたかはる　構成／文　WILLこども知育研究所 学研プラス 2017

913 ﾅ 福音館創作童話シリーズ 南部　和也 著 さとう　あや 画 福音館書店 2004 221p

913 ｾ こどものとも傑作集　１８ 瀬田　貞二 著 村山　知義 画 福音館書店 1975 27p

913 ﾋ ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋　玲子 著 ｊｙａｊｙａ 画 偕成社 2017 181p

913 ｲ ポプラ物語館　３５ イノウエ　ミホコ 著 東野　さとる 画 ポプラ社 2011 130p

933 ｷ グレッグのダメ日記　７ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社 2012 221p

933 ｷ グレッグのダメ日記　８ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社 2013 221p



933 ｷ グレッグのダメ日記　９ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社 2014 221p

933 ｷ グレッグのダメ日記　１０ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社 2015

933 ｷ グレッグのダメ日記　１１ ジェフ・キニー 著 中井　はるの 訳 ポプラ社 2016 221p

949 ﾌ 新しい世界の童話シリーズ アルフ・プリョイセン 著 大塚　勇三 訳 学習研究社 1968 178p

933 ｽ ルイス・スロボドキン 著 こみや　ゆう 訳 徳間書店 2013 62p

913 ｲ 伊東　寛 著 徳間書店 1995

913 ﾀ おはなしわくわくシリーズ たかどの　ほうこ 著 たかべ　せいいち 画 佼成出版社 2003 64p

933 ﾀ こちら動物のお医者さん ルーシー・ダニエルズ 著 千葉　茂樹 訳 サカイ　ノビー 画 ほるぷ出版 2011 155p

913 ｺ 角川つばさ文庫　Ｄ　こ　３－１ びんぼう電車をすくったねこ 小嶋　光信 著 永地 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 159p

499 ﾖ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　吉野恵美子　構成　橘悠紀 学研プラス 2017

294 ﾅ 世界のともだち　１ アナ・マリアの手づくり生活 長倉　洋海 写真 偕成社 2013 39p

294 ﾍ 世界のともだち　２ ソウルの下町っ子ピョンジュン 裴　昭 写真 偕成社 2013 40p

294 ﾅ 世界のともだち　３ 陽気なカリオカミゲル 永武　ひかる 写真 偕成社 2013 39p

294 ﾏ 世界のともだち　４ 雪と森の国のカオリ 松岡　一哲 写真 偕成社 2013 39p

294 ｼ 世界のともだち　５ 草原でくらすバタナー 清水　哲朗 写真 偕成社 2014 39p

294 ｽ 世界のともだち　６ 西海岸の太陽とコリン 鈴木　智子 写真 偕成社 2014 39p

294 ｸ 世界のともだち　７ 祈りの街のアヌスカ 公文　健太郎 写真 偕成社 2014 39p

294 ｻ 世界のともだち　８ 大地をかけるアティエノ 桜木　奈央子 写真 偕成社 2014 39p

294 ｲ 世界のともだち　９ わんぱくアシフと青い自転車 石川　直樹 写真 偕成社 2014 39p

294 ﾐ 世界のともだち　１０ おしゃれ大好き！プリュンヌ ＭＩＫＡ　ＰＯＳＡ 写真 偕成社 2014 39p

294 ｶ 世界のともだち　１１ ふたごのソンとチュン 鎌澤　久也 著 偕成社 2014 40p

294 ｺ 世界のともだち　１２ スレイダー家族と生きる 古賀　絵里子 写真 偕成社 2014 39p

294 ﾅ 世界のともだち　１３ 織物の町の少女リセット 長倉　洋海 写真 偕成社 2014 39p

294 ﾌ 世界のともだち　１４ シフィウェ夢はサッカー選手 船尾　修 写真 偕成社 2014 39p

294 ｴ 世界のともだち　１５ バンコクの都会っ子ヌック ＥＲＩＣ 写真 偕成社 2014 40p

294 ｽ 世界のともだち　１６ アマゾン生まれのウリーセス 鈴木　智子 写真 偕成社 2014 40p

294 ﾑ 世界のともだち　１７ 小さな芸術家シラ 村田　信一 写真 偕成社 2014 39p

294 ﾑ 世界のともだち　１８ 聖なる地のルールデス 村田　信一 写真 偕成社 2014 39p

294 ﾓ 世界のともだち　１９ アルナブ世界をめざす 桃井　和馬 写真 偕成社 2014 39p

294 ｲ 世界のともだち　２０ 棚田の村のネリ 石川　直樹 写真 偕成社 2015 39p

294 ｻ 世界のともだち　２１ リクソルと伝統のくらし 齋藤　亮一 写真 偕成社 2015 39p

294 ｶ 世界のともだち　２２ ニーハオ！わたしはチューチン 片野田　斉 写真 偕成社 2015 39p

294 ｶ 世界のともだち　２３ 元気にジャンプ！ブルーベル 加瀬　健太郎 写真 偕成社 2015 40p

294 ﾊ 世界のともだち　２４ エブラールの楽しいペンション 林　典子 写真 偕成社 2015 39p

294 ｲ 世界のともだち　２５ バリの踊り子マン・アユ 石川　梵 写真 偕成社 2015 39p

294 ﾓ 世界のともだち　２６ 湖の上でくらすスミンミャ 森枝　卓士 写真 偕成社 2015 39p

294 ﾔ 世界のともだち　２７ 野球の国のエリオ 八木　虎造 写真 偕成社 2015 39p

294 ﾄ 世界のともだち　２８ ナティはたよれるお兄ちゃん 東海林　美紀 写真 偕成社 2015 39p

294 ｻ 世界のともだち　２９ 毎日わくわく！ビリーの海ぐらし 阪口　克 写真 中山　茂大 著 偕成社 2015 39p

294 ｺ 世界のともだち　３０ 貝がら島のマドレーヌ 小松　義夫 写真 偕成社 2015 39p

294 ﾔ 世界のともだち　３１ パスタの島のジャンパオロ 山口　規子 写真 偕成社 2015 39p



294 ｱ 世界のともだち　３２ 丘の上の小さなハカセクラース 新井　卓 写真 偕成社 2015 39p

294 ｱ 世界のともだち　３３ サシャの笑顔はチューリップ 浅田　政志 写真 偕成社 2016 39p

294 ﾂ 世界のともだち　３４ アフマド毎日がもりだくさん！ 常見　藤代 写真 偕成社 2016 39p

294 ﾔ 世界のともだち　３５ セミョーン北の国の夏休み 安井　草平 写真 偕成社 2016 39p

294 ﾄ 世界のともだち　３６ シルクロードの少年サブラト 百々　新 写真 偕成社 2016 39p

910 ｲ 声に出して楽しもう古典の世界 伊東玉美 金の星社 2017 39p

933 ｼ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 デイビッド・シャノン 著 小川　仁央 訳 評論社 2005

913 ﾀ おはなしルネッサンス 怪盗ダンダンの秘密 たかどの　ほうこ 著 さとう　あや 画 理論社 2009 163p

487 ﾖ ほるぷ水族館えほん 横塚　眞己人 写真 江口　絵理 著 ほるぷ出版 2014 31p

943 ｴ ミヒャエル・エンデ 著 上田　真而子，佐藤　真利子 訳 岩波書店 2000 589p

17 ｵ 太田　敬子 著 全国学校図書館協議会 2017 111p

481 ｲ さがそう！生きものかくれんぼ　１ 今泉忠明 ポプラ社 2016 39p

933 ﾜ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013 253p

933 ﾜ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 222p

933 ﾜ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013 254p

933 ﾜ 暗号クラブ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 253p

933 ﾜ ペニー・ワーナー 著 番　由美子 訳 ヒョーゴノスケ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 222p

813 ﾀ 田近　洵一，近藤　章 編 三省堂 2015 283p

813 ﾀ 田近　洵一，近藤　章 編 三省堂 2015 283p

813 ﾀ 田近　洵一，近藤　章 編 三省堂 2015 283p

933 ｴ 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 マリー・ホール・エッツ 著 よだ　じゅんいち 訳 福音館書店 1982 30p

913 ﾄ 集英社みらい文庫　と　１－１ 新幹線を追いかけろ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社 2011 183p

913 ﾄ 集英社みらい文庫　と　１－４ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社 2012 205p

913 ﾄ 集英社みらい文庫　と　１－７ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社 2013 190p

913 ﾄ 集英社みらい文庫　と　１－１１ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社 2014 189p

916 ﾊ 森は海の恋人 畠山　重篤 著 講談社 2000 173p

913 ﾅ 小学館ジュニア文庫　な　２－２ 南房　秀久 著 あるや 画 小学館 2014 190p

913 ﾏ 真田十勇士 松尾　清貴 著 理論社 2015 194p

913 ﾏ 真田十勇士 松尾　清貴 著 理論社 2016 254p

913 ﾏ 真田十勇士 松尾　清貴 著 理論社 2016 249p

481 ﾌ ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ　アドベンチャー 藤倉克則 ポプラ社 2016 135p

481 ﾅ ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ　アドベンチャー 成島悦雄 ポプラ社 2017 135p

933 ｸ 角川つばさ文庫　Ｃ　て　９－１ モンスター・シティへようこそ！ カリオペ・グラス，他 著 増井　彩乃 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017 181p

400 ﾌ 角川つばさ文庫　Ｄ　ふ　２－１ 世界一の先生が教える超おもしろい理科 ファラデー 原著 平野　累次，冒険企画局 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017 188p

913 ﾀ 角川つばさ文庫　Ｄ　た　２－１ いつもいっしょだよ！学校を楽しくする犬の物語 高倉　優子 著 烏羽　雨 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017 159p

913 ﾅ 小学館ジュニア文庫　な　２－３ 南房　秀久 著 あるや 画 小学館 2015 190p

913 ﾅ 小学館ジュニア文庫　な　２－４ 南房　秀久 著 あるや 画 小学館 2015 190p

913 ｶ 落語絵本７ 川端　誠 著 クレヨンハウス 2003

913 ｶ 落語絵本１２ 川端　誠 著 クレヨンハウス 2007

913 ｶ 落語絵本６ 川端　誠 著 クレヨンハウス 2001

913 ｶ 落語絵本５ 川端　誠 著 クレヨンハウス 2001



380 ｺ 調べる学習百科 こどもくらぶ 編 岩崎書店 2016 63p

289 ﾅ コミック版日本の歴史 戦国人物伝 安戸／ひろみ∥原作 ポプラ社 2016 126p

289 ﾖ コミック版日本の歴史 戦国人物伝 静霞／薫∥原作 ポプラ社 2016 126p

289 ﾎ コミック版日本の歴史 戦国人物伝 井手窪／剛∥原作 ポプラ社 2016 126p

289 ﾊ コミック版日本の歴史 幕末・維新人物伝 東山／成江∥原作 ポプラ社 2016 126p

289 ｲ コミック版日本の歴史 戦国人物伝 水谷／俊樹∥原作 ポプラ社 2017 126p

289 ﾊ コミック版日本の歴史 戦国人物伝 水谷／俊樹∥原作 ポプラ社 2017 126p

280 ﾎ 今泉／忠明∥〔ほか〕監修 ポプラ社 2017 311p

280 ﾎ 今泉／忠明∥〔ほか〕監修 ポプラ社 2017 319p

280 ﾎ 今泉／忠明∥〔ほか〕監修 ポプラ社 2017 295p

280 ﾎ 今泉／忠明∥〔ほか〕監修 ポプラ社 2017 295p

280 ﾎ ポプラ社 2017 367p

801 ｺ 小峰書店編集部∥編・著 小峰書店 2017 39p

801 ｺ 小峰書店編集部∥編・著 小峰書店 2017 39p

801 ｺ 小峰書店編集部∥編・著 小峰書店 2017 39p

801 ｺ 小峰書店編集部∥編・著 小峰書店 2017 39p

801 ｺ 小峰書店編集部∥編・著 小峰書店 2017 39p

726 ﾅ 漫画家たちの戦争 中沢／啓治∥著 金の星社 2017 345p

726 ﾑ 漫画家たちの戦争 村上／もとか∥著 金の星社 2017 350p

726 ﾌ 漫画家たちの戦争 藤子・Ｆ・不二雄∥著 金の星社 2017 340p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 1989 77p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 1989 76p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 1990 77p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 1991 76p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 1993 77p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 1994 76p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 1995 76p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 1996 76p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 1997 77p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 1998 79p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 1999 76p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 2000 66p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 2002 76p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 2003 66p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 2009 72p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 2011 76p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 2013 75p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 2015 71p

913 ｽ ぞくぞく村のおばけシリーズ 末吉／暁子∥作 あかね書房 2016 72p

903 ｹ 中地／文∥監修 岩崎書店 2016 173p

754 ｲ いしかわ／まりこ∥作 岩崎書店 2017 47p



754 ｲ いしかわ／まりこ∥作 岩崎書店 2017 47p

754 ｲ いしかわ／まりこ∥作 岩崎書店 2017 47p

754 ｲ いしかわ／まりこ∥作 岩崎書店 2017 47p

369 ﾅ ７２時間生きぬくための１０１の方法 夏　緑 著 たかおか　ゆみこ 画 童心社 2012 87p

913 ﾅ 中川　李枝子 著 山脇　百合子 画 福音館書店 2009

385 ﾉ まんが　社会見学シリーズ 漫画　野本トロ　構成　鈴木俊行 講談社 2017

810 ｱ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　アサミネ鈴　構成　オフィス・イディオム 学研プラス 2017

596 ｵ 学研まんがでよくわかるシリーズ 構成　望月恭子　漫画　おぎのひとし 学研プラス 2017

470 ｽ 月刊かがくのとも 菅原久夫　ぶん　大島加奈子　え 福音館書店 2015

470 ｱ 月刊かがくのとも 荒井真紀　さく 福音館書店 2017

596 ﾀ 学研まんがでよくわかるシリーズ 構成　望月恭子　漫画　たまだまさお 学研プラス 2017

210 ｵ 週刊　マンガ世界の偉人３９ 大富寺航 朝日新聞出版 2012

210 ｲ 週刊　マンガ世界の偉人４０ いわさき砂也 朝日新聞出版 2012

210 ｵ 週刊　マンガ世界の偉人４１ 大富寺航 朝日新聞出版 2012

210 ﾂ 週刊　マンガ世界の偉人４２ 樋口大輔 朝日新聞出版 2012

210 ﾌ 週刊　マンガ世界の偉人４３ ふる鳥弥生 朝日新聞出版 2012

210 ﾕ 週刊　マンガ世界の偉人４４ 雪広うたこ 朝日新聞出版 2012

210 ｲ 週刊　マンガ世界の偉人４５ イセダイチケン 朝日新聞出版 2012

210 ﾄ 週刊　マンガ世界の偉人４６ 富田安紀子 朝日新聞出版 2012

210 ﾊ 週刊　マンガ世界の偉人４７ 馬場民雄 朝日新聞出版 2012

210 ｸ 週刊　マンガ世界の偉人４８ 九条友淀 朝日新聞出版 2013

210 ﾃ 週刊　マンガ世界の偉人４９ TNSK 朝日新聞出版 2013

210 ﾔ 週刊　マンガ世界の偉人５０ 安彦良和 朝日新聞出版 2013

210 ｲ 週刊　マンガ世界の偉人 緒里たばさ 朝日新聞出版 2013

210 ｶ 週刊　マンガ世界の偉人５２ かのえゆうし 朝日新聞出版 2013

210 ﾏ 週刊　マンガ世界の偉人５３ まんだ林檎 朝日新聞出版 2013

210 ｲ 週刊　マンガ世界の偉人５４ 猪川朱美 朝日新聞出版 2013

210 ﾖ 週刊　マンガ世界の偉人５５ 吉岡榊 朝日新聞出版 2013

210 ｱ 週刊　マンガ世界の偉人５６ 新井テル子 朝日新聞出版 2013

210 ｻ 週刊　マンガ世界の偉人５７ 細雪純 朝日新聞出版 2013

210 ﾖ 週刊　マンガ世界の偉人５８ よしだもろへ 朝日新聞出版 2013

210 ﾅ 週刊　マンガ世界の偉人５９ 成家慎一郎 朝日新聞出版 2013

210 ﾋ 週刊　マンガ世界の偉人６０ 姫川　明 朝日新聞出版 2013

486 ﾊ 月刊　かがくのとも　６ 長谷川哲雄 福音館書店 2017

289 ｵ 小学館版　学習まんが人物館 まんが　大谷じろう 小学館 2017

913 ｸ 絵本・ちいさななかまたち 楠　章子 著 いしい　つとむ 画 童心社 2016 35p

913 ｸ くさの　たき 著 つじむら　あゆこ 画 金の星社 2016 94p

933 ｼ ジャーヴィス 著 青山　南 訳 ビーエル出版 2016

488 ｷ キム　ファン 著 イ　スンウォン 画 ほるぷ出版 2016 32p

913 ｵ 岡野　かおる子 著 上路　ナオ子 画 理論社 2016 191p

913 ﾓ 茂木　ちあき 著 ゆーち　みえこ 画 国土社 2016 118p



933 ﾁ ナンシー・チャーニン 著 ジェズ・ツヤ 画 斉藤　洋 訳 光村教育図書 2016

588 ﾓ ふしぎびっくり写真えほん 森枝　卓士 写真 フレーベル館 2016 33p

913 ｲ 文研じゅべにーる いとう　みく 著 こがしわ　かおり 画 文研出版 2016 166p

913 ﾄ 戸森　しるこ 著 佐藤　真紀子 画 講談社 2016 222p

933 ﾌ アン・ブース 著 杉田　七重 訳 橋　賢亀 画 あかね書房 2016 223p

494 ｳ ポプラ社ノンフィクション　２６ ぼくが義足を作る理由 臼井　二美男 著 ポプラ社 2016 188p

519 ﾌ 文春まんが読みとくシリーズ まんが　みずなともみ　シナリオ　清水めぐみ 文藝春秋 2017

694 ﾄ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画　鳥飼規世　構成　オフィス・イディオム 学研プラス 2017

673 ﾌ 文春まんが読みとくシリーズ まんが　名古屋裕　シナリオ　大畑英明 文藝春秋 2017

491 ｱ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　９ 阿部和厚 学研教育出版//学研マーケティング 2015 191p

440 ﾖ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　４ 吉川真 学研教育出版//学研マーケティング 2014 195p

480 ｲ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　２ 今泉忠明 学研教育出版//学研マーケティング 2014 247p

457 ｶ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　１４ 加藤太一 学研プラス 2017 227p

486 ｵ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　１ 岡島秀治 学研教育出版//学研マーケティング 2014 271p

470 ﾋ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　６ 樋口正信 学研教育出版//学研マーケティング 2015 255p

290 ﾐ 新・世界図絵 アレクサンドラ・ミジェリンスカ，ダニエル・ミジェリンスキ 著 徳間書店児童書編集部 訳 徳間書店 2014 105p

488 ｺ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　５ 小宮輝之 学研教育出版//学研マーケティング 2014 239p

450 ｲ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　１２ 猪郷久義 学研プラス 2016 199p

617 ｵ 大野　八生 著 あすなろ書房 2016 47p

913 ﾊ 長谷川　義史 著 理論社 2017

913 ﾌ えほん・ドリームランド　４ 深見　春夫 著 岩崎書店 1980 28p

913 ｶ 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社 2014 158p

913 ｶ 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社 2014 159p

913 ｶ 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社 2014 158p

913 ｶ 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社 2014 158p

913 ｶ 怪談オウマガドキ学園 怪談オウマガドキ学園編集委員会，常光　徹 編 村田　桃香，他 画 童心社 2014 159p

754 ｼ 下中　菜穂 著 平凡社 2010 39p

913 ﾄ 集英社みらい文庫　と　１－２７ 豊田　巧 著 裕龍　ながれ 画 集英社 2017 188p

913 ﾅ 長野　ヒデ子，本田　カヨ子 著 あすなろ書房 2017 32p

457 ﾏ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　３ 真鍋真 学研教育出版//学研マーケティング 2014 199p

487 ﾓ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　１１ 森哲 学研プラス 2016 231p

483 ﾀ 学研の図鑑　ＬＩＶＥ　１０ 武田正倫 学研プラス 2016 223p
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210 ｱ CONAN COMIC STUDY SERIES 名探偵コナン歴史まんが 青山剛昌 小学館 2017 159p

210 ｱ CONAN COMIC STUDY SERIES 名探偵コナン歴史まんが 青山剛昌 小学館 2018 159p

210 ｱ CONAN COMIC STUDY SERIES 名探偵コナン歴史まんが 青山剛昌 小学館 2018 159p

913 ｵ 集英社みらい文庫 最後まで歩けるのはだれだ!? 大久保開 集英社 2017 188p

7 ｺ かがくるBOOK 生き残り作戦 ゴムドリｃｏ． 朝日新聞出版 2018 173p

933 ﾜ ペニー・ワーナー KADOKAWA 2016 253p

933 ﾜ ペニー・ワーナー KADOKAWA 2016 253p

933 ﾜ ペニー・ワーナー KADOKAWA 2017 253p

913 ﾃ かいぞくポケット 寺村輝夫 あかね書房 1995 100p

913 ﾃ かいぞくポケット 寺村輝夫 あかね書房 1995 102p

913 ｿ 小学館ジュニア文庫 そにしけんじ 小学館 2018 190p

908 ｸ 石川文子 フロネーシス桜蔭社 2008 222p

916 ﾔ スポーツのスゴイ話 『野球太郎』編集部 ポプラ社 2016 230p

913 ﾖ ヨシタケシンスケ アリス館 2018

913 ﾄ トロル ポプラ社 2018 28p

913 ﾉ 小学館ジュニア文庫 のまみちこ 小学館 2016 190p

913 ｻ どうわがいっぱい 斉藤洋 講談社 2014 76p

913 ｱ ポプラ物語館 あんびるやすこ ポプラ社 2017 149p

913 ｺ 五味太郎 絵本館 1982

913 ｶ 苅田澄子 アリス館 2011

787 ﾆ 最高においしい魚たちを最高に楽しく釣るための超入門書 西野弘章 山と溪谷社 2017 175p

913 ﾐ ポプラポケット文庫 緑川聖司 ポプラ社 2017 220p

913 ﾅ 小学館ジュニア文庫 成田良美 小学館 2017 189p

933 ｷ さすがに、へとへとだよ ジェフ・キニー ポプラ社 2018 221p

913 ｸ 言箱と言珠のひみつ 久米絵美里 朝日学生新聞社 2014 205p

913 ﾄ 角川つばさ文庫 床丸迷人 角川書店 2013 254p

480 ﾏ NATIONAL GEOGRAPHIC ルース・Ａ・マスグレイヴ ハーパーコリンズ・ジャパン 2018 79p

376 ﾂ 角川文庫 坪田信貴 KADOKAWA 2015 239p

913 ﾓ 桃戸ハル 学研プラス 2018 279p

913 ﾏ 「5分後に意外な結末」シリーズ 麻希一樹 学研教育出版 2015 287p

913 ﾓ 桃戸ハル 学研プラス 2018 275p

913 ﾏ 「5分後に意外な結末」シリーズ 麻希一樹 学研教育出版 2015 301p

318 タ 学研まんがでよくわかるシリーズ地域のひみつ編 構成　松本義弘　漫画谷豊　キャラクター　藤子不二雄Ａ 2018

318 ク 日本大震災を忘れない 構成：オフィス・イディオム漫画：工藤ケン 学研プラス 2018

514 タ 学研まんがでよくわかるシリーズ 漫画：田川滋　構成：YHB編集企画 学研プラス 2018

366 ウ 日清食品 学研自分のみらいを考えるシリーズ1 WILLこども知育研究所 2018

913 ｲ いとうひろしの本 いとうひろし　作 ポプラ社 2017 32p



913 ﾊ はせがわさとみ　作 あかね書房 2017 63p

933 ｴ カーソン・エリス　さく アーサー・ビナード　やく フレーベル館 2017 48p

933 ﾚ アダム・レックス　文 クリスチャン・ロビンソン　絵 ＷＡＶＥ出版 2017 32p

913 ﾅ どうわがいっぱい 長崎夏海　作 いちかわなつこ　絵 理論社 2017 133p

933 ﾎ むかし、カナダであったほんとうのはなし レベッカ・ボンド　作 もりうちすみこ　訳 ゴブリン書房 2017 38p

371 ﾏ 世界に生きる子どもたち ローズマリー・マカーニー　文 西田佳子　訳 西村書店 2017 34p

913.6 ﾏ タイムストーリー まはら三桃　著 講談社 2017 239p

913.6 ｲ くもんの児童文学 今井恭子　作 いぬんこ　画 くもん出版 2017 342p

933 ﾛ わたしたちの本棚 友だちは発明王 フィリップ・ロイ　著 櫛田理絵　訳 ＰＨＰ研究所 2017 222p

916 ｲ 池田まき子　著 汐文社 2017 157p

596 オ 学研まんがでよくわかるシリーズ137 まんが：おだぎみを　構成：望月恭子 学研プラス 2018

365 ト 学研まんがでよくわかるシリーズ138 まんが：トミイ大塚　構成：オフィスhana 2018

582 ｸ まんが社会見学シリーズ13 漫画：工藤ケン　構成：鈴木俊行 講談社 2018

596 オ 学研まんがでよくわかるシリーズ139 おだぎみを 学研プラス 2018

528 ﾐ 学研まんがでよくわかるシリーズ142 宮原美香 学研プラス 2018

528 オ 学研まんがでよくわかるシリーズ141 大岩ピュン 学研プラス 2018

528 ｶ 学研まんがでよくわかるシリーズ145 学研教材資料制作室編　まんが：藤みき生構成：オフィス・イディオム 学研プラス 2018 128

289 キ 菊池寛生誕130年・没後70年記念 菊池寛記念館　高松市 菊池寛記念館 2018 87

596 キ 学研まんがでよくわかるシリーズ146 まんが北上諒構成ＷＩＬＬこども知育研究所 学研プラス

318 コ まんがでよくわかるシリーズ地域のひみつ編 まんが小室栄子構成ＹＨＢ編集企画 学研プラス 2018

588 マ まんが社会見学シリーズ14 漫画松浦まどか構成鈴木敏行

528 タ 学研まんがでよくわかるシリーズ まんがまさだまさお構成オフィス・イディオム 学研プラス 2018

596 ヤ 学研まんがでよくわかるシリーズ148 まんが山口育孝構成望月恭子 学研プラス 2018

596 マ 学研まんがでよくわかるシリーズ147 まんがマンガデザイナーズ構成スリーシーズン 学研プラス 2018

913 ﾀ こどものとも絵本 たむらしげる 福音館書店 2016 32p

953 ﾃ ジャック・デュケノワ ほるぷ出版 1995

913 ﾖ よしながこうたく 好学社 2014

913 ﾖ ヨシタケシンスケ PHP研究所 2018

913 ﾄ おしりたんていシリーズ トロル ポプラ社 2019 86p

913 ﾄ おしりたんていシリーズ トロル ポプラ社 2019 59p

913 ｲ ポプラ社の絵本 石黒亜矢子 ポプラ社 2018

933 ｳ 世界傑作絵本シリーズ ガース・ウイリアムズ 福音館書店 1980

7 ｺ かがくるBOOK 生き残り作戦 ゴムドリｃｏ． 朝日新聞出版 2018 186p

488 ｺ かがくるBOOK 生き残り作戦 ゴムドリｃｏ． 朝日新聞出版 2016 165p

913 ﾐ 小学館ジュニア文庫 青山剛昌 小学館 2019 223p

210 ﾆ CONAN HISTORY COMIC SERIES 名探偵コナン歴史まんが 青山剛昌 小学館 2018 159p

210 ﾆ CONAN HISTORY COMIC SERIES 名探偵コナン歴史まんが 青山剛昌 小学館 2019 159p

210 ﾆ CONAN HISTORY COMIC SERIES 名探偵コナン歴史まんが 青山剛昌 小学館 2018 159p

210 ﾆ CONAN HISTORY COMIC SERIES 名探偵コナン歴史まんが 青山剛昌 小学館 2019 159p

778 ｶ 14歳の世渡り術 梶裕貴 河出書房新社 2018

289 ﾄ コミック版日本の歴史 加来耕三 ポプラ社 2011 127p



159 ﾖ 小学校入学までに身に付けたい45の習慣 横山浩之 小学館 2017 112p

290 ﾎ ポプラ社 2019 311p

290 ﾎ ポプラ社 2019 279p

290 ﾎ ポプラ社 2019 311p

290 ﾎ ポプラ社 2019 327p

290 ﾎ ポプラ社 2019 375p

913 ﾐ 小学館ジュニア文庫 田尻智 小学館 2017 199p

913 ﾂ 小学館ジュニア文庫 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 2019 305p

933 ﾊ ポプラ世界名作童話 Ｊ．Ｍ．バリ ポプラ社 2018 173p

929 ｱ ポプラ世界名作童話 濱野京子 ポプラ社 2018 173p

953 ﾕ ポプラ世界名作童話 Ｖ．ユゴー ポプラ社 2018 177p

933 ｽ ポプラ世界名作童話 Ｒ．Ｌ．スチーブンソン ポプラ社 2018 173p

953 ﾃ ポプラ世界名作童話 Ａ．デュマ ポプラ社 2018 173p

933 ﾃ ポプラ世界名作童話 Ｃ．ディケンズ ポプラ社 2018 157p

943 ﾎ ポプラ世界名作童話 Ｅ．Ｔ．Ａ．ホフマン ポプラ社 2018 165p

933 ﾜ ポプラ世界名作童話 Ｏ．ワイルド ポプラ社 2019 141p

933 ｽ ポプラ世界名作童話 Ｊ．スウィフト ポプラ社 2019 149p

931 ﾏ ポプラ世界名作童話 蜂飼耳 ポプラ社 2019 141p

913 ﾊ 〔ポプラ社の新・小さな童話〕 原ゆたか ポプラ社 2018 103p

913 ﾅ 小学館ジュニア文庫 成田良美 小学館 2017 190p

913 ﾘ 集英社みらい文庫 りょくち真太 集英社 2018 187p

913 ﾘ 集英社みらい文庫 りょくち真太 集英社 2018 186p

913 ﾘ 集英社みらい文庫 りょくち真太 集英社 2019 187p

913 ﾋ ふしぎ駄菓子屋 廣嶋玲子 偕成社 2019 167p

933 ﾜ ペニー・ワーナー KADOKAWA 2017 253p

933 ﾜ ペニー・ワーナー KADOKAWA 2017 253p

913 ｱ おはなしのくに あきやまただし 鈴木出版 2013 63p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2002 73p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2003 95p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2007 91p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2008 90p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2008 94p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2011 85p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2011 95p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2012 88p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2013 91p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2013 93p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2014 90p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2014 91p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2015 92p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2015



913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2015 93p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2016 93p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2016 84p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2017 93p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2018 84p

913 ﾑ ポプラ社の新・小さな童話 むらいかよ ポプラ社 2019 91p

913 ｶ 角野栄子 福音館書店 1985 259p

913 ｶ 角野栄子 福音館書店 1994 382p

913 ｶ 福音館創作童話シリーズ 角野栄子 福音館書店 2003 320p

913 ｶ 福音館創作童話シリーズ 角野栄子 福音館書店 2004 282p

913 ｶ 福音館創作童話シリーズ 角野栄子 福音館書店 2007 270p

913 ｶ 福音館創作童話シリーズ 角野栄子 福音館書店 2009 404p

796 ｼ マンガでマスター 橋本崇載 ポプラ社 2015 207p

7 ﾌ マンガでマスター たにぐちまこと ポプラ社 2017 206p

913 ｸ 久米絵美里 朝日学生新聞社 2018 299p

159 ﾕ 英語でふれる77人のことば 弓狩匡純 くもん出版 2014 159p

480 ﾓ おもしろい!進化のふしぎ 今泉忠明 高橋書店 2019 159p

376 ｳ しょうがくせいになるまでに、やるといいこと。しょうがくせいになったら、やるといいこと。 うい 学研プラス 2019

913 ﾖ ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 2019

798 ﾑ こどももおとなも必ずハマる! むずかしすぎるまちがいさがし制作委員会 ワニブックス 2019 48p

913 ｶ ひさかたメルヘン 加藤ますみ ひさかたチャイルド 1984 38p

291 ﾆ 松田博康 小峰書店 2019 215p

754 ﾔ 山口真 ナツメ社 1995 398p

913 ﾌ 講談社青い鳥文庫 福永令三 講談社 2011 317p

933 ﾙ 角川つばさ文庫 新訳 Ｃ・Ｓ・ルイス KADOKAWA 2017 235p

913 ﾀ 「5分後に意外な結末」シリーズ 橘つばさ 学研プラス 2018 355p

913 ﾀ 「5分後に意外な結末」シリーズ 橘つばさ 学研プラス 2018 355p

913 ｷ 東雅夫 ポプラ社 2014 159p

913 ｷ 東雅夫 ポプラ社 2014 159p

913 ｷ 東雅夫 ポプラ社 2014 167p

913 ｷ 東雅夫 ポプラ社 2014 171p

913 ｷ 東雅夫 ポプラ社 2014 163p

913 ｺ 講談社の創作絵本 コマヤスカン 講談社 2012

913 ｺ コマヤスカン くもん出版 2015

913 ﾂ 筒井ともみ あすなろ書房 2018 79p

913 ｶ 加藤休ミ 文溪堂 2019

913 ﾀ ぽっぽライブラリ 谷川俊太郎 文研出版 2010

913 ｸ 1人称童話シリーズ クゲユウジ 高陵社書店 2017 42p

913 ｸ 1人称童話シリーズ クゲユウジ 高陵社書店 2017 42p

913 ｸ 1人称童話シリーズ クゲユウジ 高陵社書店 2017 42p

913 ﾌ 5分シリーズ+ 藤白圭 河出書房新社 2018 149p



210 ﾈ そにしけんじ 実業之日本社 2017 127p

913 ｶ 角川文庫 神永学 角川書店 2008 332p

798 ﾄ 東京大学謎解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状 東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎ 扶桑社 2017 124p

913 ﾂ ちゃおノベルズ 都築奈央 小学館 2011 98p

913 ﾏ ケロちゃんえほん ますだゆうこ そうえん社 2008

445 ｳ もしも宇宙を旅したらもしも宇宙でくらせたら 宇宙兄さんズ 誠文堂新光社 2018 63p

159 ﾒ 高濱正伸 日本図書センター 2019 111p

480 ｲ 理科好きな子に育つふしぎのお話365傑作選 理系脳を伸ばす遊び&調べ学習ヒント付き 自然史学会連合 誠文堂新光社 2019 159p

814 ﾖ 見てわかる・おぼえる・使える! 深谷圭助 日本図書センター 2018 95p

491 ｳ しらべる・くらべる・おぼえるチカラが身につく! 荒俣宏 日本図書センター 2018 79p

337 ｲ 藤田千枝 大月書店 2017 56p

913 ｲ えほんのぼうけん 板橋雅弘 岩崎書店 2011

913 ｸ くすのきしげのり 佼成出版社 2015 29p

913 ﾄ 日本傑作絵本シリーズ 富安陽子 福音館書店 2015

913 ｶ 苅田澄子 教育画劇 2010

913 ｲ えほんのぼうけん 板橋雅弘 岩崎書店 2014

913 ｲ えほんのぼうけん 板橋雅弘 岩崎書店 2018

913 ｸ くすのきしげのり えほんの杜 2011

913 ｸ 絵本・こどものひろば くすのきしげのり 童心社 2011

913 ｸ くすのきしげのり 偕成社 2011 32p

913 ｸ のびのび・えほん くすのきしげのり 岩崎書店 2002 32p

913 ｸ とっておきのどうわ くすのきしげのり PHP研究所 2016 89p

913 ﾌ PHPにこにこえほん ふくべあきひろ PHP研究所 2017

388 ﾂ おばけ×行事えほん 常光徹 童心社 2017

913 ﾋ ヨリヨクイキル食育絵本 ひげラク商店 パイインターナショナル 2017

913 ｵ おおなり修司 絵本館 2016

913 ﾖ おしごとのおはなしサッカー選手 吉野万理子 講談社 2015

913 ﾑ シリーズおしごとのおはなし おしごとのおはなし花屋さん 村上しいこ 講談社 2015 74p

913 ｷ おしごとのおはなし獣医さん きむらゆういち 講談社 2015 74p

913 ﾏ シリーズおしごとのおはなし おしごとのおはなしコックさん まはら三桃 講談社 2015 74p

913 ｸ シリーズおしごとのおはなし おしごとのおはなし小学校の先生 くすのきしげのり 講談社 2015 75p

913 ｱ シリーズおしごとのおはなし おしごとのおはなしお医者さん あさのあつこ 講談社 2015 73p

913 ﾓ シリーズおしごとのおはなし おしごとのおはなし電車の運転士 最上一平 講談社 2016 74p

913 ｻ シリーズおしごとのおはなし おしごとのおはなし消防士 佐川芳枝 講談社 2016 74p

913 ｷ シリーズおしごとのおはなし おしごとのおはなし警察官 如月かずさ 講談社 2016 74p

913 ｶ シリーズおしごとのおはなし おしごとのおはなしパティシエ 柏葉幸子 講談社 2016 73p

913 ﾖ シリーズおしごとのおはなし おしごとのおはなしパイロット 吉野万理子 講談社 2017 74p

913 ｺ シリーズおしごとのおはなし おしごとのおはなしまんが家 小林深雪 講談社 2017 74p

913 ｲ シリーズおしごとのおはなし おしごとのおはなし保育士 井上林子 講談社 2017 75p

913 ﾔ シリーズおしごとのおはなし おしごとのおはなしお笑い芸人 安田夏菜 講談社 2017 75p

913 ﾐ シリーズおしごとのおはなし おしごとのおはなし新聞記者 みうらかれん 講談社 2018 75p
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517 ﾎ ドボジョママに聞く土木の世界 星の環会 編 星の環会//星の環会 2020 47p

518 ﾎ ドボジョママに聞く土木の世界 星の環会 編 星の環会//星の環会 2019 47p

913 ｸ コドモエのえほん 工藤　ノリコ 著 白泉社//白泉社 2019

378 ﾊ ゼロからどんどんひとりで学べる！ 主婦の友社//主婦の友社 2018 111p

289 ﾀ 学習まんがスペシャル　小学館版 ポケモンをつくった男 田中　顕 画 小学館//小学館 2018 159p

140 ﾌ ハートをみがく方法 双葉　陽 画 はぴふるガール編集部 編 池田書店//池田書店 2020 255p

500 ｼ 小学館の図鑑・ＮＥＯぷらす 小学館//小学館 2020 127p

486 ｽ 小学館の図鑑ネオぽけっと　１１ チョウ・ガの幼虫図鑑 鈴木　知之 小学館//小学館 2019 207p

378 ﾌ マンガでマスター 藤科　遥市 画 山田　せいこ 原著 ポプラ社//ポプラ社 2018 189p

596 ﾎ ポプラディア情報館 ポプラ社//ポプラ社 2009 223p

374 ﾆ ４７都道府県の給食が大集合 フレーベル館//フレーベル館 2015 72p

913 ク 工藤ノリコ 白泉社

210 イ ？！歴史漫画タイムワープシリーズ別巻 朝日新聞出版

913 ﾊ 電撃文庫 ０８０３ ハセガワケイスケ  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡアスキー・メディアワークス 2004 315

913 ﾊ 電撃文庫 ０８５３ ハセガワケイスケ  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡアスキー・メディアワークス 2004 266

913 ﾊ 電撃文庫 ０８８７ ハセガワケイスケ  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡアスキー・メディアワークス 2004 270

913 ﾊ 電撃文庫 ０９２２ ハセガワケイスケ  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡアスキー・メディアワークス 2004 276

913 ﾊ 電撃文庫 ０９７４ ハセガワケイスケ  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡアスキー・メディアワークス 2004 330

913 ﾊ 電撃文庫 １０９３ ハセガワケイスケ  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡアスキー・メディアワークス 2005 233

913 ﾊ 電撃文庫 １１２６ ハセガワケイスケ  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡアスキー・メディアワークス 2005 296

913 ﾊ 電撃文庫 １２３０ ハセガワケイスケ  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡアスキー・メディアワークス 2006 315

913 ﾊ 電撃文庫 １２９８ ハセガワケイスケ  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡアスキー・メディアワークス 2006 195

913 ﾊ 電撃文庫 １３９８ ハセガワケイスケ  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡアスキー・メディアワークス 2007 285



913 ｶ 角川文庫 １６１３５ 神永学  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2010 347

913 カ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

913 カ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016

913 ｶ 神永学 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016 312

913 ｶ 角川文庫 １５５６０ 神永学  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2009 394

913 ｶ 角川文庫 １５７２６ 神永学  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2009 423

913 ｶ 角川文庫 １６４４５ 神永学  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2010 256

913 ｶ 角川文庫 １６４４６ 神永学  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2010 248

913 ｶ 角川文庫 １７０６７ 神永学  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2011 359

913 ｶ 角川文庫 １７５３２ 神永学  〔著〕 角川グループホールディングス 2012 445

913 ｶ 角川文庫 １８０５０ 神永学  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013 330

913 ｶ 角川文庫 １８５９５ 神永学  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 387

913 ｶ 神永学  著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 455

913 ﾏ 小学生文庫 マインドウェイブ  キャラクター　粟生こずえ  ストーリー 学研マーケティング 2009 96

114 ﾅ 子どもだって哲学 １ 中村桂子  〔ほか〕著 佼成出版社 2007 196

913 ｱ 有川浩  作村上勉  絵 講談社 2015 347

913 ﾋ ファミ通文庫 ８０８ 氷上慧一  著 ＫＡＤＯＫＡＷＡエンターブレイン 2008 241

913 ﾋ ファミ通文庫 ８３４ 氷上慧一  著 ＫＡＤＯＫＡＷＡエンターブレイン 2009 254

913 ﾋ ファミ通文庫 ８５０ 氷上慧一  著 ＫＡＤＯＫＡＷＡエンターブレイン 2009 252

913 ﾋ ファミ通文庫 ８８６ 氷上慧一  著 ＫＡＤＯＫＡＷＡエンターブレイン 2009 276

913 ﾕ ファミ通文庫 ４２１ ゆうきりん  著 ＫＡＤＯＫＡＷＡエンターブレイン 2004 222

913 ﾕ ファミ通文庫 ４５０ ゆうきりん  著 ＫＡＤＯＫＡＷＡエンターブレイン 2004 213

913 ｳ 上橋　菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 565

913 ｳ 上橋　菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 554

933 ﾄ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン  〔著〕　瀬田貞二  訳 評論社 2002

933 ﾄ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン  〔著〕　瀬田貞二  訳 評論社 1997 358

933 ﾄ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン  〔著〕　瀬田貞二  訳 評論社 1997 358

933 ﾄ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン  〔著〕　瀬田貞二  訳 評論社 1997 272

933 ﾄ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン  〔著〕　瀬田貞二  訳 評論社 1997 286

933 ﾄ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン  〔著〕　瀬田貞二  訳 評論社 1997 2630

913 ﾐ 宮部みゆき  著 講談社 2004 537

361 ｶ ちくまプリマー新書 ０７９ 菅野仁  著 筑摩書房 2008 156

772 ｵ 小野幸恵  著　野村萬斎  監修 岩崎書店 2002 48

782 ｶ コツがわかる本 苅部俊二  監修 メイツ出版 2010 128

459 ﾐ 宮脇律郎  監修 新星出版社 2008 223

645 ｲ ノンフィクション知られざる世界 今西乃子  著　浜田一男  写真 金の星社 2010 158

913 ｱ 日日日　著 碧天舎 2005 141

430 ﾌ 角川文庫 ２１９２ ファラデー  〔著〕　三石巌  訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1996 180

913 ﾏ 講談社青い鳥文庫 １８６ー１ 松原秀行  作　梶山直美  絵 講談社 2011 258

913 ｶ 中公文庫 か６１ー３ 角田光代  著 中央公論新社 2011 376

913 ｲ 伊藤たかみ  著 文藝春秋 2006 122



913 ｲ 伊藤たかみ  作 理論社 1999 214

913 ｲ 伊藤たかみ  作 理論社 2003 206

300 カ

913 ヒ 時の魔法はいかがでしょう？ 廣嶋玲子 静山社 2018

565 ヤ 学研まんがでよくわかるシリーズ173 山口育孝ＹＨＢ編集企画 学研プラス 2020

619 ク 文春まんが読みとくシリーズ7 くろにゃこ。大畑英明 文芸春秋企画出版部 2021

913 ｶ 角川文庫 １５９３８ 神永学  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2009 383

493 ワ OCD「こだわりからぬけられないの」 著：アミタ・ジャッシ―　訳：上田勢子　絵：高橋由為子 大月書店 2015 47p

493 ワ わかって私のハンディキャップ チックはわざとじゃないんだ マル・レスター  著　 大月書店 2015 47

493 ワ わかって私のハンディキャップ 食べるのがこわい　 ブライアン・ラスク  著　 大月書店 2016 54

493 ワ わかって私のハンディキャップ 言葉がすらすらでないんだ　 スー・コトレル  著　 大月書店 2016 46

493 ワ わかって私のハンディキャップ いつも不安で心配なの　 ルーシー・ウィレッツ  著　 大月書店 2016 46

493 ワ わかって私のハンディキャップ ぶきっちょとはちがうんだ　 モーリーン・ブーン  著　 大月書店 2016 53

596 ツ ほかほかごはん たかはしみき  絵 文研出版 2009 40

596 ツ ふんわりトースト・サンドイッチ たかはしみき  絵 文研出版 2009 40

596 ツ だいすきパスタ・めん たかはしみき  絵 文研出版 2010 40

596 ツ おしゃれスープ・サラダ たかはしみき  絵 文研出版 2010 40

596 ツ かわいいデザート・おかし たかはしみき  絵 文研出版 2010 40

780 ｼ さかあがり／一輪車 下山真二  著 鈴木出版 2006 39

780 ｼ なわとび／短距離走 下山真二  著 鈴木出版 2006 39

780 ｼ クロール／平泳ぎ 下山真二  著 鈴木出版 2006 39

780 ｼ とび箱/マット運動 下山真二  著 鈴木出版 2006 39

780 ｼ サッカー/ドッジボール/バスケットボール/ソフトボール 下山真二  著 鈴木出版 2006 39

543 ﾑ 夢ら丘実果  文　渡辺あきお  絵 新日本出版社 2014 33

913 ﾓ 毛利まさみち  作　うめだゆみ  絵 新日本出版社 2014 126

369 エ ＮＨＫスペシャル取材班  作 新日本出版社 2014 90

726 ﾆ にしのあきひろ 著 幻冬舎 2016

908 シ 松田哲夫  編 あすなろ書房 2014 245

908 シ 松田哲夫  編 あすなろ書房 2014 239

908 シ 松田哲夫  編 あすなろ書房 2013 247

908 シ 松田哲夫  編 あすなろ書房 2013 247

908 シ 松田哲夫  編 あすなろ書房 2013 255

908 シ 松田哲夫  編 あすなろ書房 2013 253

796 ス 石倉淳一  まんが　かたおか徹治  まんが くもん出版 2007 383

291 ニ 升川　和雄　発行者 教育画劇 2014 0

291 ニ 升川　和雄　発行者 教育画劇 2014 0

291 ニ 升川　和雄　発行者 教育画劇 2014 63

319 コ 子どもの本・九条の会 著 大月書店 2018 112p

31 ク 日本テレビ 編 KADOKAWA 2020 159p

814 メ 青山剛昌 原作 戸谷述夫 監修 小学館 2019 415p

7 ｸ 熊谷基継 著 かんき出版 2020 191p



626 マ 塚越覚 監修 ポプラ社 2020 39p

626 マ 塚越覚 監修 ポプラ社 2020 39p

626 マ キュウリをそだてよう 塚越覚 監修 ポプラ社 2020 39p

626 マ ピーマンをそだてよう 塚越覚 監修 ポプラ社 2020 39p

814 ｱ あかいわしゅうご 文 ヨシタケシンスケ 絵 草思社 2016 142p

814 ｱ あかいわしゅうご 文 ヨシタケシンスケ 絵 草思社 2016 142p

913 ケ マンガでさきどり古典 冴木奈緒 マンガ 平田喜信 監修 くもん出版 2020 148p

913 コ マンガでさきどり古典 森有子 マンガ 平田喜信 監修 くもん出版 2020 149p

915 オ マンガでさきどり古典 岸田恋 マンガ 平田喜信 監修 くもん出版 2021 149p

913 タ マンガでさきどり古典 森藤よしひろ マンガ 平田喜信 監修 くもん出版 2021 146p

420 オ ほるぷ出版 2016

420 オ ほるぷ出版 2016

420 オ ほるぷ出版 2017

913 シ junaida 著 福音館書店 2020 [40p]

913 ヒ 劇団ひとり 中居正広 古市憲寿 著 マガジンハウス 2020

913 ク コドモエのえほん 工藤ノリコ 著 白泉社 2017

913 ﾋ 廣嶋玲子 作 jyajya 絵 偕成社 2020 189p

369 イ 防災問題研究会 編 岩崎書店 2019 47p

369 イ 防災問題研究会 編 岩崎書店 2019 47p

369 イ 防災問題研究会 編 岩崎書店 2019 47p

369 イ 防災問題研究会 編 岩崎書店 2019 47p

369 ホ 国崎信江 監修 金の星社 2021 47p

369 ホ 国崎信江 監修 金の星社 2021 47p

369 ホ 国崎信江 監修 金の星社 2021 47p

369 ホ 国崎信江 監修 金の星社 2021 47p

597 オ 辰巳渚 監修 大野直人 マンガ・イラスト 金の星社 2016 143p

385 オ 辰巳渚 監修 池田圭吾 マンガ・イラスト 金の星社 2016 143p

159 オ 菅原洋平 監修 大野直人 マンガ・イラスト 金の星社 2017 143p

361 オ 相川充 監修 とげとげ。 マンガ・イラスト 金の星社 2017 143p

913 ﾅ 小学館ジュニア文庫 ; ジな-3-7 成田良美 著 八神千歳 イラスト 小学館 2018 187p

814 シ 全国漢文教育学会 編 汐文社 2018 37p

814 シ 全国漢文教育学会 編 汐文社 2018 37p

814 シ 全国漢文教育学会 編 汐文社 2018 37p

913 ｼ 柴田ケイコ 作 KADOKAWA 2020 [32p]

913 ス 講談社　編 講談社 2021 232p

913 ﾖ MOEのえほん ヨシタケシンスケ 著 白泉社 2020

159 ヤ ヤワな大人にならない! 齋藤 孝／監修 林 ユミ／絵 日本図書センター 2019

307 ヨ 子ども教養図鑑 小学校社会科授業づくり研究会 著 誠文堂新光社 2019 223p

367 ｼ シオリーヌ 著 松岡宗嗣 監修 村田エリー 絵 ワニブックス 2021 151p

815 ｳ 家 ＷＩＬＬこども知育研究所 編・著 ; 森山卓郎 監修 ; 青山由紀 監修 金の星社 2016 31p

815 ｳ 学校 ＷＩＬＬこども知育研究所 編・著 ; 森山卓郎 監修 ; 青山由紀 監修 金の星社 2016 31p



815 ｳ 町 ＷＩＬＬこども知育研究所 編・著 ; 森山卓郎 監修 ; 青山由紀 監修 金の星社 2016 31p

815 ｳ お店 ＷＩＬＬこども知育研究所 編・著 ; 森山卓郎 監修 ; 青山由紀 監修 金の星社 2016 31p

815 ｳ しぜんと生きもの ＷＩＬＬこども知育研究所 編・著 ; 森山卓郎 監修 ; 青山由紀 監修 金の星社 2016 31p

929 ヘ 作：ペク・ヒナ　訳：長谷川　義史 ブロンズ新社 2018

913 ｸ 講談社青い鳥文庫 ; Eく4-152 倉橋燿子 作 たま 絵 講談社 2019 205p

517 ス かがくるBOOK. 科学漫画サバイバルシリーズ スウィートファクトリー 文 韓賢東 絵 [HANA韓国語教育研究会] [訳] 朝日新聞出版 2016 172p

913 ｻ 5分シリーズ+ 櫻井とりお 著 河出書房新社 2019 283p

913 ｻ 櫻井とりお 河出書房新社 2020 248

933 ハ ポーラ・ハリソン 原作 チーム151E☆ 企画・構成 学研マーケティング 2015 151p

933 ハ ポーラ・ハリソン 原作 チーム151E☆ 企画・構成 学研マーケティング 2015 151p

913 ト 講談社KK文庫 ; A25-3 清水茜 原作・イラスト 時海結以 著 講談社 2019 220p

933 リ ジャスティン・リチャードソン ピーター・パーネル 文 ヘンリー・コール 絵 尾辻かな子 前田和男 訳 ポット出版 2008 1冊(ﾍﾟｰｼﾞ付なし)

913 ﾔ やなせたかし  著 復刊ドットコム 2012 0

519 ホ ミランダ・ポール 文 エリザベス・ズーノン 絵 藤田千枝 訳 さ・え・ら書房 2019 1冊(ﾍﾟｰｼﾞ付なし)

913 ｼ 陣崎草子 光村図書出版 2018 205

913 ｸ くすのきしげのり　ふるしょうようこ 学研プラス 2019 32

913 ヒ 廣嶋 玲子/作 jyajya/絵 偕成社 2021

993 ヤ ムーミン全集新版 トーベ・ヤンソン　著 講談社

993 ヤ ムーミン全集新版 トーベ・ヤンソン　著 講談社

519 ﾔ おはなしSDGs. 貧困をなくそう 安田夏菜 作 黒須高嶺 絵 講談社 2020 79p

519 ﾅ おはなしSDGs 那須田淳 作 梶山直美 絵 講談社 2021 94p

519 ﾄ おはなしSDGs. ジェンダー平等を実現しよう 戸森しるこ 作 しんやゆう子 絵 講談社 2020 79p

519 ｲ おはなしSDGs 石崎洋司 作 下平けーすけ 絵 講談社 2021 79p

519 ﾖ おはなしSDGs 吉野万理子 作 宮尾和孝 絵 講談社 2021 78p

519 ﾓ おはなしSDGs 森川成美 作 こばようこ 絵 講談社 2021 79p

519 ｺ おはなしSDGs 小手鞠るい 作 サトウユカ 絵 講談社 2021 79p

519 ｺ おはなしSDGs 小林深雪 作 めばち 絵 講談社 2021 78p

519 ｻ おはなしSDGs 佐藤まどか 作 大庭賢哉 絵 講談社 2021 79p
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