
高松市立十河小学校　 図書目録一覧 （平成２５年１１月１５日現在）

本校には、現在１２，２３５冊蔵書があります。

書名 副書名 叢書名等 著者名

都道府県別日本なんでも情報館 保岡 孝之 監修

世界なんでも情報館 世界１９２の国と地域のデータブック 田邉 裕 監修

学研まんが　日本の歴史１ 日本のあけぼの　原始時代

学研まんが　日本の歴史２ 大和の国ぐに　大和時代

学研まんが　日本の歴史４ 栄える貴族　平安時代

学研まんが　日本の歴史５ 源氏と平氏　鎌倉時代・前期

学研まんが　日本の歴史６ 元寇のあらし　鎌倉時代・後期

学研まんが　日本の歴史７ 南北朝の争い　室町時代

学研まんが　日本の歴史８ 天下の統一　安土・桃山時代

学研まんが　日本の歴史９ 江戸幕府ひらく　江戸時代・前期

学研まんが　日本の歴史１０ 元禄の世　江戸時代・中期

学研まんが　日本の歴史１１ ゆれる江戸幕府　江戸時代・後期

学研まんが　日本の歴史１２ 明治維新　明治時代・前期

学研まんが　日本の歴史１３ 日清・日露の戦い　明治時代・後期

学研まんが　日本の歴史１４ 民主主義のめばえ　大正時代

学研まんが　日本の歴史１５ 戦争への道　昭和時代・前期

学研まんが　日本の歴史１６ 新しい日本　昭和時代・後期

学研まんが　日本の歴史１７ 昭和から平成へ　現代

はじめてであうアジアの歴史 ベトナム・ラオス・カンボジアの歴史 国際理解シリーズ

はじめてであうアジアの歴史 韓国・朝鮮の歴史 国際理解シリーズ

はじめてであうアジアの歴史 中国の歴史 国際理解シリーズ

はじめてであうアジアの歴史 タイ・ミャンマー（ビルマ）の歴史 国際理解シリーズ

はじめてであうアジアの歴史 インドネシア・マレーシア・シンガポール・ブルネイの歴史 国際理解シリーズ

はじめてであうアジアの歴史 モンゴル・シベリア・中国西北部の歴史 国際理解シリーズ

はじめてであうアジアの歴史 フィリピン・西太平洋の歴史 国際理解シリーズ

教科書にでてくる人物１２４人 「社会」にでてくる人物Ⅰ（B.C５C～A.D11C） 稲垣 友美 編

教科書にでてくる人物１２４人 「社会」にでてくる人物Ⅲ（1534～1817年) 稲垣 友美 編

教科書にでてくる人物１２４人 「社会」にでてくる人物Ⅳ（1745～1899年）） 稲垣 友美 編

教科書にでてくる人物１２４人 「社会」にでてくる人物Ⅴ（1835～1976年） 稲垣 友美 編

教科書にでてくる人物１２４人 「国語」にでてくる人物 稲垣 友美 編

教科書にでてくる人物１２４人 「美術・音楽」にでてくる人物 稲垣 友美 編

教科書にでてくる人物１２４人 「理科・算数（数学）」にでてくる人物 稲垣 友美 編

歴史おもしろ新聞１ 卑弥呼、邪馬台国の女王に 佐藤和彦・監

歴史おもしろ新聞２ 東大寺に日本一の大仏 佐藤和彦・監

歴史おもしろ新聞３ 栄華をきわめる藤原氏 佐藤和彦・監

歴史おもしろ新聞４ 頼朝、鎌倉に幕府をひらく 佐藤和彦・監

歴史おもしろ新聞５ 足利義満、金閣をたてる 佐藤和彦・監

歴史おもしろ新聞６ 秀吉、大阪城をつくる 佐藤和彦・監

歴史おもしろ新聞７ 徳川家光、鎖国令をだす 佐藤y和彦・監

歴史おもしろ新聞８ 吉宗、享保の改革を行う 佐藤和彦・監

歴史おもしろ新聞９ 開国せまるペリーの黒船 佐藤和彦・監

歴史おもしろ新聞１０ 明治天皇、憲法を定める 佐藤和彦・監

歴史おもしろ新聞１２ 日本商品、世界をかける 佐藤和彦・監

歴史見学にやくだつ遺跡と人物４ 鎌倉時代の遺跡と人物 加藤章・監

歴史見学にやくだつ遺跡と人物５ 室町時代の遺跡と人物 加藤章・監

歴史見学にやくだつ遺跡と人物６ 戦国時代の遺跡と人物 加藤章・監

歴史見学にやくだつ遺跡と人物７ 安土桃山時代の遺跡と人物 加藤章・監

歴史見学にやくだつ遺跡と人物８ 江戸時代前期の遺跡と人物 加藤章・監

歴史見学にやくだつ遺跡と人物９ 江戸時代中期・後期の遺跡と人物 加藤章・監

歴史見学にやくだつ遺跡と人物１０ 明治・大正・昭和時代の遺跡と人物 加藤章・監

歴史見学にやくだつ遺跡と人物１ 先土器・縄文・弥生時代の遺跡と人物 加藤章・監



歴史見学にやくだつ遺跡と人物２ 古墳（大和）時代の遺跡と人物 加藤章・監

ニラムおじさんのくらべてみよう「あれ」と「これ」１ おおきい⇔ちいさい 本田 睨 文

ニラムおじさんのくらべてみよう「あれ」と「これ」２ おもい⇔かるい 本田 睨 文

ニラムおじさんのくらべてみよう「あれ」と「これ」３ はやい⇔おそい 本田 睨 文

ニラムおじさんのくらべてみよう「あれ」と「これ」４ あかるい⇔くらい 本田 睨 文

ニラムおじさんのくらべてみよう「あれ」と「これ」５ あつい⇔つめたい 本田 睨 文

ニラムおじさんのくらべてみよう「あれ」と「これ」６ とおい⇔ちかい 本田 睨 文

ニラムおじさんのくらべてみよう「あれ」と「これ」７ かたい⇔やわらかい 本田 睨 文

ニラムおじさんのくらべてみよう「あれ」と「これ」８ たかい⇔ひくい 本田 睨 文

ニラムおじさんのくらべてみよう「あれ」と「これ」９ ひろい⇔せまい 本田 睨 文

ニラムおじさんのくらべてみよう「あれ」と「これ」１０ ながい⇔みじかい 本田 睨 文

図説学習日本の歴史１ 古代国家の成り立ち　原始-大和時代 旺文社 編

まんがで見る日本の戦後５０年　１ １９４５年～１９４９年（昭和２０年～２４年） 岩崎書店編集部 編集

まんがで見る日本の戦後５０年　２ １９５０年～１９５４年（昭和２５年～２９年） 岩崎書店編集部 編集

まんがで見る日本の戦後５０年　３ １９５５年～１９５９年（昭和３０年～３４年） 岩崎書店編集部 編集

まんがで見る日本の戦後５０年　４ １９６０年～１９６４年（昭和３５年～３９年） 岩崎書店編集部 編集

まんがで見る日本の戦後５０年　５ １９６５年～１９６９年（昭和４０年～４４年） 岩崎書店編集部 編集

まんがで見る日本の戦後５０年　６ １９７０年～１９７４年（昭和４５年～４９年） 岩崎書店編集部 編集

都道府県別日本なんでも情報館 保岡 孝之 監修

調べることからはじめよう１調べ方の計画を立てよう－調べごとの進め方とまとめ方 総合的な学習に役立つ 山崎 哲男 指導・監修

調べることからはじめよう２図書館やインターネットで調べよう－資料やデータの探し方 総合的な学習に役立つ 山崎 哲男 指導・監修

調べることからはじめよう３人に話を聞いて調べよう－インタビューやアンケートのしかた 総合的な学習に役立つ 山崎 哲男 指導・監修

調べることからはじめよう４自分の目で確かめよう－観察や実験のしかた 総合的な学習に役立つ 山崎 哲男 指導・監修

本のれきし５０００年 たくさんのふしぎ傑作集 辻村 益朗 作

夢ってなんだろう たくさんのふしぎ傑作集 村瀬 学 文

ふれあいしぜん図鑑 四季の歌・折り紙・工作・遊び・行事・図鑑

ふれあいしぜん図鑑 四季の歌・折り紙・工作・遊び・行事・図鑑

ふれあいしぜん図鑑 四季の歌・折り紙・工作・遊び・行事・図鑑

ふれあいしぜん図鑑 四季の歌・折り紙・工作・遊び・行事・図鑑

やってみたい総合学習６米 お米ってスゴイ！エライ！ 関口 シュン 絵

やってみたい総合学習７町・地図 ぼくたちの町改造計画 西尾小学校・寺本潔　監修

やってみたい総合学習８漢字 日本語のパワー再発見 今泉　博　監修

やってみたい総合学習９やさい 虫くいのやさいを食べますか？ 善元　幸夫　監修

やってみたい総合学習１０からだ 大人になるっていいな 松本　徳重　監修

学研まんが　日本の歴史　別巻 教科書人物事典

調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑１ 食物の歴史

調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑７ 文化の歴史

調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑８ 国際関係の歴史

調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑３ 住まいの歴史

足軽は戦のプロ まんが日本史キーワード 高野 澄 著

海賊の表と裏 まんが日本史キーワード 高野 澄 著

殿さまも楽じゃない まんが日本史キーワード 高野 澄 著

貴族になってみないか まんが日本史キーワード 高野 澄 著

一揆いろいろ まんが日本史キーワード 高野 澄 著

お金のねうちは何できまる まんが日本史キーワード ムロタニ ツネ象 著

代官のうつり変わり まんが日本史キーワード 高野 澄 著

税金あの手この手 まんが日本史キーワード 桜井 正信 原案

神仏と日本人 まんが日本史キーワード 桜井 正信 原案

本のれきし５０００年 たくさんのふしぎ傑作集 辻村 益朗 作

言葉図鑑１ うごきのことば 五味 太郎 監修・制作

言葉図鑑２ ようすのことば 五味 太郎 監修・制作

言葉図鑑３ かざることば(A) 五味 太郎 監修・制作

言葉図鑑４ かざることば(B) 五味 太郎 監修・制作

言葉図鑑５ つなぎのことば 五味 太郎 監修・制作

言葉図鑑６ くらしのことば 五味 太郎 監修・制作

言葉図鑑７ たとえのことば 五味 太郎 監修・制作

言葉図鑑８ かくれたことば 五味 太郎 監修・制作

言葉図鑑９ しっぽのことば 五味 太郎 監修・制作

言葉図鑑１０ なまえのことば 五味 太郎 監修・制作



理科・社会がおもしろくなる博物館⑤ 郷土の研究　　古代人を体験しよう

理科・社会がおもしろくなる博物館⑥ 郷土の研究　　生きた博物館京都を歩く

理科・社会がおもしろくなる博物館⑦ 郷土の研究　　海の道・海のくらし

理科・社会がおもしろくなる博物館⑧ 郷土の研究　　乗り物のしくみとあゆみ

理科・社会がおもしろくなる博物館⑩ 郷土の研究　　博物館使いこなし事典

理科・社会がおもしろくなる博物館① 郷土の研究　　人間の生命のひみつ

理科・社会がおもしろくなる博物館② 郷土の研究　日本の森を守る

理科・社会がおもしろくなる博物館③ 郷土の研究　　生きている地球をさぐる

みんなの調べ学習 歴史を調べる

新エリア学習事典１ こくご・さんすう・せいかつ

新エリア学習事典２ 国語

新エリア学習事典３ 算数

新エリア学習事典４ 社会１

新エリア学習事典５ 社会２

新エリア学習事典６ 理科１

新エリア学習事典７ 理科２

学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ６ 本間 昇 作

学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ７ 本間 昇 作

学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ８ 本間 昇 作

学習図説小学校社会科全集１５ 日本の歴史　Ⅰ

学習図説小学校社会科全集１６ 日本の歴史　Ⅱ

学習図説小学校社会科全集１７ 日本の歴史　Ⅲ

学習図説小学校社会科全集１８ 日本の歴史　Ⅳ

くらしとあそび・自然の１２か月①　４月 増田 良子 編著

くらしとあそび・自然の１２か月②　５月 増田 良子 編著

くらしとあそび・自然の１２か月③　６月 増田 良子 編著

くらしとあそび・自然の１２か月④　７月 増田 良子 編著

くらしとあそび・自然の１２か月⑤　８月 ８月 増田 良子 編著

くらしとあそび・自然の１２か月⑥　９月 増田 良子 編著

くらしとあそび・自然の１２か月⑦　１０月 増田 良子 編著

くらしとあそび・自然の１２か月⑧　１１月 １１月 増田 良子 編著

くらしとあそび・自然の１２か月⑪　２月 増田 良子 編著

くらしとあそび・自然の１２か月⑫　３月 増田 良子 編著

みんなの調べ学習２ 全国の調べ学習実践集 ゴミを調べる

みんなの調べ学習３ 川と水を調べる

みんなの調べ学習４ 全国の調べ学習実践集 野山を調べる

みんなの調べ学習７ 歴史を調べる

まんが日本の歴史２０００年 学研のまるごとシリーズ 人見 倫平 まんが

まんが世界の歴史５０００年 学研のまるごとシリーズ 七瀬 カイ 〔ほか〕まんが

日本史まんが年表 年代早覚え 学研のまるごとシリーズ うめだ ふじお 〔ほか〕まんが

まんが・写真教科書にでてくる最重要人物１８５人 分野別・ビジュアル版 学研のまるごとシリーズ

２１世紀こども百科大図解

２１世紀こども地図館 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ

理科・社会がおもしろくなる博物館④ 郷土の研究　　恐竜に会おう

まんが日本史事典２ 学研まんが事典シリーズ クニ トシロウ 〔ほか〕漫画

迷宮へどうぞ たくさんのふしぎ傑作集 種村 季弘 文

クリスマス・クリスマス たくさんのふしぎ傑作集 角野 栄子 さく

アメリカ・インディアンはうたう たくさんのふしぎ傑作集 金関 寿夫 文・訳詩

アイヌネノアンアイヌ たくさんのふしぎ傑作集 萱野 茂 文

粉がつくった世界 たくさんのふしぎ傑作集 三輪 茂雄 文

ある都市のれきし 横浜・３３０年 たくさんのふしぎ傑作集 北沢 猛 文

やねはぼくらのひるねするばしょ たくさんのふしぎ傑作集 小野 かおる さく

すてきにへんな家 たくさんのふしぎ傑作集 タイガー立石 作

ヒグマのくる川 たくさんのふしぎ傑作集 稗田 一俊 文

コククジラの旅 たくさんのふしぎ傑作集 水口 博也 文・写真

ズボンとスカート たくさんのふしぎ傑作集 松本 敏子 文・写真

ヒツジのおくりもの たくさんのふしぎ傑作集 宇土 巻子 文

ドキドキドキ心ぞうの研究 たくさんのふしぎ傑作集 柳生 弦一郎 さく

１００まで生きる？ たくさんのふしぎ傑作集 柳生 弦一郎 さく



星空はタイムマシン たくさんのふしぎ傑作集 松田 卓也 文

あっ、流れ星！ たくさんのふしぎ傑作集 庄司 絵里子 文

なぜまるい？ たくさんのふしぎ傑作集 木下 是雄 文

ぐにゃぐにゃ世界の冒険 たくさんのふしぎ傑作集 瀬山 士郎 文

分類ごっこ たくさんのふしぎ傑作集 森 毅 文

まんがで見る日本の戦後５０年　７ １９７５年～１９７９年（昭和５０年～５４年） 岩崎書店編集部 編集

まんがで見る日本の戦後５０年　８ １９８０年～１９８４年（昭和５５年～５９年） 岩崎書店編集部 編集

まんがで見る日本の戦後５０年　９ １９８５年～１９８９年（昭和６０年～平成元年） 岩崎書店編集部 編集

まんがで見る日本の戦後５０年　１０ １９９０年～１９９４年（平成２年～６年） 岩崎書店編集部 編集

歴史アルバム時代をきめた１１４のできごと３ 室町・安土桃山時代

歴史アルバム時代をきめた１１４のできごと４ 江戸時代

歴史アルバム時代をきめた１１４のできごと５ 明治時代

歴史アルバム時代をきめた１１４のできごと６ 大正・昭和・平成時代

歴史アルバム時代をきめた１１４のできごと１ 原始・大和・奈良時代

はじめてであう世界なるほど偉人伝〔１〕マザー・テレサ 今西 大 日本語文

はじめてであう世界なるほど偉人伝〔２〕ガンジー 今西 大 日本語文

はじめてであう世界なるほど偉人伝〔３〕アインシュタイン 今西 大 日本語文

はじめてであう世界なるほど偉人伝〔４〕ニュートン 今西 大 日本語文

はじめてであう世界なるほど偉人伝〔５〕釈迦 今西 大 日本語文

はじめてであう世界なるほど偉人伝〔６〕イエス・キリスト 今西 大 日本語文

はじめてであう世界なるほど偉人伝〔８〕レオナルド・ダ・ビンチ 今西 大 日本語文

はじめてであう世界なるほど偉人伝〔９〕ソクラテス 今西 大 日本語文

はじめてであう世界なるほど偉人伝〔１０〕 マルコ・ポーロ 今西 大 日本語文

科学偉人伝 まんが発明発見の科学史 ムロタニ ツネ象 まんが

日本の歴史人物伝 まんが時代を動かした人びと ムロタニ ツネ象 まんが

アイヌネノアンアイヌ たくさんのふしぎ傑作集 萱野 茂 文

いっぽんの鉛筆のむこうに たくさんのふしぎ傑作集 谷川 俊太郎 文

鬼が出た たくさんのふしぎ傑作集 大西 広 文

外国の小学校 たくさんのふしぎ傑作集 斎藤 次郎 文

顔の美術館 たくさんのふしぎ傑作集 タイガー立石 文と絵

かぼちゃ人類学入門 たくさんのふしぎ傑作集 川原田 徹 さく

クリスマス・クリスマス たくさんのふしぎ傑作集 角野 栄子 さく

草や木のまじゅつ たくさんのふしぎ傑作集 山崎 青樹 文・絵

粉がつくった世界 たくさんのふしぎ傑作集 三輪 茂雄 文

ズボンとスカート たくさんのふしぎ傑作集 松本 敏子 文・写真

ナイル川とエジプト たくさんのふしぎ傑作集 赤地 経夫 文・写真

ひと・どうぶつ行動観察じてん たくさんのふしぎ傑作集 池田 啓 文

目でみる戦争とくらし百科 早乙女 勝元 監修

目でみる戦争とくらし百科 早乙女 勝元 監修

目でみる戦争とくらし百科 早乙女 勝元 監修

目でみる戦争とくらし百科 早乙女 勝元 監修

目でみる戦争とくらし百科 早乙女 勝元 監修

にほんたんじょう 復刊・日本の名作絵本 岸田 衿子 文

うみがふたつにわれた ものがたり絵本 中山 知子 文

日本の歴史をつくった人びと１ 「くに」から「国」へ（邪馬台国から大和国家へ） 学図の伝記シリーズ

日本の歴史をつくった人びと２ 天皇中心の国へ（花開く仏教文化） 学図の伝記シリーズ

日本の歴史をつくった人びと３ 貴族の時代（貴族文化をささえるもの） 学図の伝記シリーズ

日本の歴史をつくった人びと４ 武士のおごり（源平の戦い） 学図の伝記シリーズ

日本の歴史をつくった人びと５ 武士の時代（鎌倉の人びと） 学図の伝記シリーズ

日本の歴史をつくった人びと６ 室町幕府と民衆の力（室町時代の文化） 学図の伝記シリーズ

日本の歴史をつくった人びと７ 天下統一に向けて（戦国、安土・桃山時代） 学図の伝記シリーズ

日本の歴史をつくった人びと８ 江戸幕府の成立（鎖国と社会） 学図の伝記シリーズ

日本の歴史をつくった人びと９ ゆらぐ幕府政治（学問文化の発展） 学図の伝記シリーズ

日本の歴史をつくった人びと１０ 民衆の文化（江戸時代の文化） 学図の伝記シリーズ

日本の歴史をつくった人びと１１ 新しい国家の開花（幕末、維新） 学図の伝記シリーズ

日本の歴史をつくった人びと１２ 近代国家への道（開花する明治） 学図の伝記シリーズ

ふるさと歴史新聞１ あれ地を田畑に！〔東日本編〕

ふるさと歴史新聞２ あれ地を田畑に！〔西日本編〕

ふるさと歴史新聞３ 川とたたかう



ふるさと歴史新聞４ 新しい特産物をつくる

ふるさと歴史新聞５ 新しい産業をおこす

ふるさと歴史新聞６ ふるさとに文化のともしびを

調べ学習に役立つ社会科データブック１１ 災害と事故

調べ学習に役立つ社会科データブック１ 日本の国土

図説学習日本の歴史３ 武士の活躍　鎌倉－室町時代 旺文社 編

図説学習日本の歴史４ 町人の進出　安土桃山－江戸時代 旺文社 編

図説学習日本の歴史６ ものがたり人物事典・上　古代－安土桃山時代 旺文社 編

図説学習日本の歴史７ ものがたり人物事典・下　江戸時代－現代 旺文社 編

図説学習日本の歴史８ 文化のながれ・総合年表・関連さくいん 旺文社 編

新図解わたしたちの日本地理　日本の国土 いきいき調べ学習

新図解わたしたちの日本地理　中国・四国地方 いきいき調べ学習

新図解わたしたちの日本地理　近畿地方 いきいき調べ学習

新図解わたしたちの日本地理　中部地方 いきいき調べ学習

新図解わたしたちの日本地理　関東地方 いきいき調べ学習

新図解わたしたちの日本地理　東北・北海道地方 いきいき調べ学習

新図解わたしたちの日本地理　地図と調査・観察 いきいき調べ学習

ふるさとのくらし日本のまちとむら 山のくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら 海のくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら 歴史のあるむら

ふるさとのくらし日本のまちとむら 米づくりのむら

ふるさとのくらし日本のまちとむら 都市近郊のむら

ふるさとのくらし日本のまちとむら 開拓農村のくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら 雪国のくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら 南島のくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら 大都会のくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら 大工場のあるまち

ふるさとのくらし日本のまちとむら 日本列島の人びとのくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら 全国都道府県・市町村データ集

ふるさとのくらし日本のまちとむら１ 山のくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら２ 海のくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら３ 歴史のあるむら

ふるさとのくらし日本のまちとむら４ 米づくりのむら

ふるさとのくらし日本のまちとむら５ 都市近郊のむら

ふるさとのくらし日本のまちとむら６ 開拓農村のくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら７ 雪国のくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら８ 南島のくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら９ 大都会のくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら１０ 大工場のあるまち

ふるさとのくらし日本のまちとむら１１ 日本列島の人びとのくらし

ふるさとのくらし日本のまちとむら１２ 全国都道府県・市町村データ集

学習図説小学校社会科全集１ 地図と地球のはなし

学習図説小学校社会科全集２ わたしたちの国土

日本の川を調べる１ 川から何を学ぶか 犬井 正 著

日本の川を調べる２ 北海道・東北の川とくらし 犬井 正 監修・執筆

日本の川を調べる３ 関東・北陸の川とくらし 犬井 正 監修・執筆

日本の川を調べる４ 東海・近畿の川とくらし 犬井 正 監修・執筆

日本の川を調べる５ 中国・四国の川とくらし 犬井 正 監修・執筆

日本の川を調べる６ 九州・沖縄の川とくらし 犬井 正 監修・執筆

ふるさと歴史新聞１ あれ地を田畑に！〔東日本編〕

ふるさと歴史新聞２ あれ地を田畑に！〔西日本編〕

ふるさと歴史新聞３ 川とたたかう

ふるさと歴史新聞４ 新しい特産物をつくる

ふるさと歴史新聞５ 新しい産業をおこす

日本各地のくらし１ 雪国のくらし

日本各地のくらし２ 寒い土地のくらし

日本各地のくらし３ あたたかい土地のくらし

日本各地のくらし４ 山地のくらし

日本各地のくらし５ 高原のくらし



日本各地のくらし６ 低地のくらし

日本各地のくらし７ 海辺のくらし

日本各地のくらし８ 砂丘のくらし

日本各地のくらし９ 島のくらし

日本各地のくらし１０ 都会のくらし

やさしい地図入門１ 地図読みかた入門 渡辺 一夫 文

やさしい地図入門２ 地図調べかた入門 渡辺 一夫 文

やさしい地図入門３ 地図かきかた入門 渡辺 一夫 文

やさしい地図入門４ 地図遊びかた入門 渡辺 一夫 文

やさしい地図入門５ 地球儀たのしさ入門 渡辺 一夫 文

まんが世界のノンフィクション 人びとを感動させた出来事

まんが世界のノンフィクション 社会のためにつくした人類愛

世界なんでも情報館 世界１９２の国と地域のデータブック 田邉 裕 監修

新・日本各地のくらし あたたかい土地のくらし 次山 信男 監修

新・日本各地のくらし 寒い土地のくらし 次山 信男 監修

新・日本各地のくらし 雪国のくらし 次山 信男 監修

新・日本各地のくらし 低地のくらし 次山 信男 監修

新・日本各地のくらし 山地のくらし 次山 信男 監修

新・日本各地のくらし 高原のくらし 次山 信男 監修

新・日本各地のくらし 島のくらし 次山 信男 監修

新・日本各地のくらし 海辺のくらし 次山 信男 監修

新・日本各地のくらし 台地のくらし 次山 信男 監修

新・日本各地のくらし くらべよう各地のくらし 次山 信男 監修

わたしは町の探検記者 いろいろな国と交流しよう 水越 敏行 監修

ドキドキワクワクやってみようよボランティア１ やってみるまえに　ボランティアってなに？ 加藤 優 監修

ドキドキワクワクやってみようよボランティア２ やってみようよ！　人とふれあうボランティア 加藤 優 監修

ドキドキワクワクやってみようよボランティア３ やってみようよ！　地球をはげますボランティア 加藤 優 監修

ドキドキワクワクやってみようよボランティア４ やってみようよ！　社会につながるボランティア 加藤 優 監修

ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本 「年をとる」って、どんなこと？ 一番ケ瀬 康子 監修

ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本 高齢社会って、どんな社会？ 一番ケ瀬 康子 監修

ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本 町や住まいにあるバリア 一番ケ瀬 康子 監修

ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本 高齢者をささえる福祉の仕事 一番ケ瀬 康子 監修

ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本 日本と世界の高齢者福祉 一番ケ瀬 康子 監修

ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本 ノーマライゼーション　だれもが生きがいを感じられる社会に 一番ケ瀬 康子 監修

国際理解に役立つ世界の衣食住１ 東アジアの食べもの

国際理解に役立つ世界の衣食住２ ヨーロッパの食べもの

国際理解に役立つ世界の衣食住３ 西アジア、アフリカ、南北アメリカ、オセアニアの食べもの

国際理解に役立つ世界の衣食住４ 特別な日の食べもの

国際理解に役立つ世界の衣食住５ 世界のおかし

国際理解に役立つ世界の衣食住６ アジア、アフリカの家

国際理解に役立つ世界の衣食住７ ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアの家

国際理解に役立つ世界の衣食住８ 世界の学校

国際理解に役立つ世界の衣食住９ アジアの民族衣装

国際理解に役立つ世界の衣食住１０ 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

学習図説小学校社会科全集８ これからの社会

調べて学ぶ世界のすがた１ 平和と人権 小林 汎 監修

調べて学ぶ世界のすがた２ 経済と貿易 小林 汎 監修

調べて学ぶ世界のすがた３ 民族・国家・社会 小林 汎 監修

調べて学ぶ世界のすがた４ 人々のくらしと地球環境 小林 汎 監修

調べて学ぶ世界のすがた５ 人々のくらしと文化 小林 汎 監修

松浪（ちょんまげ）先生アフガンの秘境を行く ノンフィクション・ワールド 松浪 健四郎 著

松浪（ちょんまげ）先生アフガンの秘境を行く ノンフィクション・ワールド 松浪 健四郎 著

世界各地のくらし１６ ポーランドのくらし

世界各地のくらし１７ イランのくらし

世界各地のくらし１８ ケニアのくらし

世界各地のくらし１９ メキシコのくらし

世界各地のくらし11 イギリスのくらし

世界各地のくらし１３ ドイツのくらし

世界各地のくらし１４ スウェーデンのくらし



世界各地のくらし１ 中国のくらし

世界各地のくらし２ 韓国のくらし

世界各地のくらし３ タイのくらし

世界各地のくらし４ インドネシアのくらし

世界各地のくらし５ マレーシアのくらし

世界各地のくらし６ フィリピンのくらし

世界各地のくらし８ インドのくらし

世界各地のくらし９ オーストラリアのくらし

世界各地のくらし１０ アメリカのくらし

世界各地のくらし１２ フランスのくらし

世界各地のくらし１３ ドイツのくらし

世界各地のくらし１４ スウェーデンのくらし

世界各地のくらし１５ ロシアのくらし

世界各地のくらし１６ ポーランドのくらし

世界各地のくらし１７ イランのくらし

世界各地のくらし１８ ケニアのくらし

世界各地のくらし１９ メキシコのくらし

世界各地のくらし２０ ブラジルのくらし

世界各地のくらし３ タイのくらし

世界各地のくらし４ インドネシアのくらし

世界各地のくらし５ マレーシアのくらし

世界各地のくらし６ フィリピンのくらし

世界各地のくらし７ シンガポールのくらし

雑木林の１年 たくさんのふしぎ傑作集 菅野 徹 文・写真

手紙で友だち北と南 たくさんのふしぎ傑作集 斎藤 次郎 文

ハチヤさんの旅 たくさんのふしぎ傑作集 沢木 耕太郎 文

サンゴしょうの海 たくさんのふしぎ傑作集 本川 達雄 文

日本じゅうの４月１日 たくさんのふしぎ傑作集 ４月１日しらべ委員会 編

音楽だいすき たくさんのふしぎ傑作集 翠川 敬基 文

きみの楽器はどんな音 たくさんのふしぎ傑作集 繁下 和雄 文

御殿場線ものがたり たくさんのふしぎ傑作集 宮脇 俊三 文

青函連絡船ものがたり たくさんのふしぎ傑作集 宮脇 俊三 文

森の小さなアーティスト たくさんのふしぎ傑作集 今森 光彦 文・写真

日本の歴史２０ 新しい国際社会と日本　　昭和時代Ⅲ・平成時代 集英社版・学習漫画

日本の歴史２ 弥生時代・古墳時代Ⅰ イネと国づくり 集英社版・学習漫画

日本の歴史３ 大和政権と飛鳥　　古墳時代Ⅱ・飛鳥時代 集英社版・学習漫画

日本の歴史４ 花さく奈良の都　　奈良時代 集英社版・学習漫画

日本の歴史５ さかえる平安の貴族　　平安時代Ⅰ 集英社版・学習漫画

日本の歴史８ 南北朝の争い　　南北朝時代・室町時代Ⅰ 集英社版・学習漫画

日本の歴史９ 室町幕府と一揆の世　　室町時代Ⅱ 集英社版・学習漫画

日本の歴史１０ 戦国大名の戦い　　室町時代Ⅲ・戦国時代 集英社版・学習漫画

日本の歴史１１ 天下統一への道　　安土・桃山時代 集英社版・学習漫画

日本の歴史１２ 江戸幕府ひらく　　江戸時代Ⅰ 集英社版・学習漫画

日本の歴史１３ 町人たちの世の中　　江戸時代Ⅱ 集英社版・学習漫画

日本の歴史１４ ゆらぐ江戸幕府　　江戸時代Ⅲ 集英社版・学習漫画

日本の歴史１５ 明治維新と近代日本　　明治時代Ⅰ 集英社版・学習漫画

日本の歴史１７ 大正デモクラシー　　大正時代 集英社版・学習漫画

日本の歴史１８ アジア太平洋戦争　　昭和時代Ⅰ 集英社版・学習漫画

スイス鉄道ものがたり たくさんのふしぎ傑作集 宮脇 俊三 文

言葉はひろがる たくさんのふしぎ傑作集 鶴見 俊輔 文

人権の絵本 じぶんを大切に

人権の絵本 ちがいを豊かさに

人権の絵本 それって人権？

人権の絵本 わたしたちの人権宣言

人権の絵本 タイムトラベル人権号

人権の絵本 学びの手引き

きみのこころのあじがする 絵本 村田 清司 え

わたしたちのトビアス セシリア＝スベドベリ 編

わたしたちのトビアス大きくなる ボー＝スベドベリ 編



小児糖尿病とたたかうジョニー トーマス＝ベリイマン 写真 文

父さんの小さかったとき 塩野 米松 文

母さんの小さかったとき 越智 登代子 文

半分のふるさと 私が日本にいたときのこと イ サンクム 著

半分のふるさと 私が日本にいたときのこと イ サンクム 著

シリーズ国際協力１ 〔飢え〕 食べものをつくり不公平をなくそう

シリーズ国際協力２ 〔保健衛生〕 健康をはぐくみ病気をなくそう

シリーズ国際協力３ 〔教育〕 ともに学び知識をひろげよう

さんちゃんのピラミッド 古代エジプトに夢をかけた考古学者 学研のノンフィクション 吉村 作治 著

わたしたちのトビアス セシリア＝スベドベリ 編

わたしたちのトビアス大きくなる ボー＝スベドベリ 編

わたしたちのトビアス学校へいく 小学１年から読みきかせたい本ボー・スベドベリ 文・写真

小児糖尿病とたたかうジョニー トーマス＝ベリイマン 写真 文

みんなで生きる・２１世紀９ 人種差別

みんなで生きる・２１世紀１０ 飢える人びと

みんなで生きる・２１世紀１１ 戦争はなぜおこるのか

ハイテクで解く縄文の謎 ノンフィクション・ワールド 岩田 一平 著

みんなで生きる・２１世紀１ 自分をまもる

みんなで生きる・２１世紀２ いじめ

みんなで生きる・２１世紀３ 家族のつながり

みんなで生きる・２１世紀５ 「年をとる」ということ

みんなで生きる・２１世紀７ 離婚

ドボルザーク チェコが生んだ偉大な作曲家９ 伝記世界の作曲家 ロデリック・ダネット 著

グリーグ ノルウェーを代表する民族音楽の作曲家１０ 伝記世界の作曲家 ウエンディ・トンプソン 著

バーンスタイン 「ウエストサイド物語」の作曲者１１ 伝記世界の作曲家 デイビッド・ウィルキンズ 著

ジョン・レノン 永遠に語りつがれるスーパースター 伝記世界の作曲家 マイケル・ホワイト 著

ボブ・マーリー レゲエを世界に広めた伝説のミュージシャン１３ 伝記世界の作曲家 マーシャ・ブロンソン 著

エルトン・ジョン 輝き続けるポピュラー音楽のトップスター１４ 伝記世界の作曲家 ジョン・オマホニー 著

スティング 熱帯雨林の保護を訴えるロックスター１５ 伝記世界の作曲家 マーシャ・ブロンソン 著

世界を救う国際組織１ 国際連合

世界を救う国際組織２ 国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）

世界を救う国際組織３ 国際赤十字

世界を救う国際組織４ アムネスティ

世界を救う国際組織５ 世界自然保護基金（ＷＷＦ）

世界の子どもたち マレーシア　　ウィティの南の島通信

世界の子どもたち ニュージーランド　　羊がともだちヘイミッシュ

世界の子どもたち パレスチナ　　難民キャンプの子メルバット

世界の子どもたち 韓国　　小さな巨人チョンホ

世界の子どもたち フィリピン　　漁師の子エルバート

世界の子どもたち スウェーデン　　イサベルのふたつの家族

世界の子どもたち ブータン　　龍の子ティンレイ

世界の子どもたち インドネシア　　線路をはしるドニの夢

世界の子どもたち メキシコ　　みんなアミーゴ　マリア＝エレナ

世界の子どもたち ネパール　　モヒタの夢の旅

世界の子どもたち 太陽の妖精フェリサ

世界の子どもたち ミャンマー　　少年僧（シン）になったテッ＝ウェ

世界の子どもたち フィンランド　　サンタの町のトオマス

世界の子どもたち ギリシア　　風の島のカテリーナ

世界の子どもたち ブラジル　　カミーレとアンドレのカーニバル

世界の子どもたち ヨルダン　　アリの歴史への旅

世界の子どもたち ボリビア　　ポルフィリオの葦舟

世界の子どもたち オーストラリア　　動物の森のスコット

世界の子どもたち チェコ　　小さな芸術家オンドラ

世界の子どもたち イタリア　　花の町のヴァニーナ

世界の子どもたち インド　　ライオンの子ビク

世界の子どもたち タイ　　マナと緑の大地

世界の子どもたち タンザニア　　サバンナの小さな王様ラジャブ

世界の子どもたち トルコ　　岩の森のヌルダン

世界の子どもたち サッカー少年クリスチャン



世界の子どもたち イギリス　　小さな紳士ベン

世界の子どもたち フランス　　りんごの花カリーヌ

世界の子どもたち アメリカ合衆国　　デービットはニューヨークが大好き

世界の子どもたち ロシア　　カチューシャの唄

世界の子どもたち ブルキナファソ　　マリアムのサバンナ日記

世界の子どもたち エジプト　　ナイルの子アフマド

世界の子どもたち ハンガリー　　歴史の街のバラーシュ

世界の子どもたち 日本　　博史・雅代のいそがしい一日

世界各地のくらし７ シンガポールのくらし

世界各地のくらし１２ フランスのくらし

世界各地のくらし８ インドのくらし

世界各地のくらし１ 中国のくらし

世界各地のくらし２ 韓国のくらし

ドキドキワクワクやってみようよボランティア ボランティアってなに？ 加藤 優 監修

ドキドキワクワクやってみようよボランティア 人とふれあうボランティア 加藤 優 監修

ドキドキワクワクやってみようよボランティア 地球をはげますボランティア 加藤 優 監修

ドキドキワクワクやってみようよボランティア 社会につながるボランティア 加藤 優 監修

世界の子どもたちはいま 中国の子どもたち

世界の子どもたちはいま フランス子どもたち

世界の子どもたちはいま インドの子どもたち

世界の子どもたちはいま 韓国の子どもたち

世界の子どもたちはいま タイの子どもたち

世界の子どもたちはいま ブラジルの子どもたち

漢字のひみつ 学研まんがひみつシリーズ

難民少女ランちゃん お医者さんになったベトナムの少女 ノンフィクション・ワールド 吹浦 忠正 著

みんなで生きる・２１世紀４

地球をつつむ「愛のポシェット」 ノンフィクション・ワールド 柳瀬 房子 著

社会科はじめて大百科１ 社会のしくみ

社会科はじめて大百科３ いろいろなしごと

社会科はじめて大百科７ 食べもの

社会科はじめて大百科８ 家庭生活

学習図説小学校社会科全集５ くらしと政治

学習図説小学校社会科全集６ 憲法と政治のしくみ

学習図説小学校社会科全集７ 世界の国ぐにと日本

イーダとペールとミニムン あかちゃんがやってくる！ グレーテ・ファーゲルストローム さく

なぜなのママ？ ３歳からの性教育絵本 きたざわ きょうこ さく

なぜなのパパ？ ３歳からの性教育絵本 きたざわ きょうこ さく

あかちゃんはこうしてできる だれもおしえなかったえほんシリーズＰ．Ｈ．クヌートセン えとぶん

からだとこころのビックリ！大図鑑 ジョー・カウフマン 作

ぼくのいもうとがうまれた だれもおしえなかったえほんシリーズ北沢 杏子 作

ぼくはジョナサン…エイズなの 写真絵本 ジョナサン・スウェイン 著

ジョナサンのニッポン日記 写真絵本 ジョナサン・スウェイン 著

シリーズ国際協力４ 〔難民　〕 くらしをささえ文化をとりもどそう

シリーズ国際協力５ 〔地球環境〕 環境をまもり未来へわたそう

シリーズ国際協力６ 〔国際協力のいま〕 たすけあう世界、わたしたちにできること

指で見る ぼく，どんな顔しているのかなあ。さわれる鏡があればいいなあ。 トーマス＝ベリイマン 写真・文

車いすのマティアス 脳性まひの障害とたたかう少年 トーマス＝ベリイマン 写真 文

筋ジストロフィーとたたかうステファン トーマス・ベリイマン 写真 文

図解むかしのくらし１ 着る物とはきもの

図解むかしのくらし２ 食べ物と調理器具

図解むかしのくらし３ 住まいと家具

図解むかしのくらし４ 仕事と道具

図解むかしのくらし５ 行事と遊び

図解むかしのくらし６ 町や村と乗り物

図解むかしのくらし７ ことばと文字

たのしくおぼえる手話２ クイズで手話 こどもくらぶ 編・著

たのしくおぼえる手話３ ゲームで手話 こどもくらぶ 編・著

たのしくおぼえる手話４ うたって手話 こどもくらぶ 編・著

たのしくおぼえる手話５ おどって手話 こどもくらぶ 編・著



小学生のためのたのしい自由研究１ そだてる・かんさつする・つくってみる 旺文社 編

小学生のためのたのしい自由研究２ しらべる・やってみる・かいてみる 旺文社 編

調べ学習に役立つ社会科データブック５ 政治と行政

もののはじまりシリーズ１ いろいろなたべもののはじまり① アイスクリームのはじまり

もののはじまりシリーズ２ いろいろなたべもののはじまり② ハンバーグのはじまり

もののはじまりシリーズ３ お金のはじまり 身のまわりのもの

もののはじまりシリーズ４ トイレのはじまり いろいろな生活用品

もののはじまりシリーズ５ 学校のはじまり 学校生活と学用品

もののはじまりシリーズ６ クリスマスのはじまり いろいろな行事

もののはじまりシリーズ７ お年玉のはじまり いろいろな風俗・習慣

もののはじまりシリーズ９ かんごふさんのはじまり いろいろなしごと

もののはじまりシリーズ１０ マラソンのはじまり スポーツとあそび

学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ１ 家のくらしのうつりかわり 本間 昇 作

学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ２ 子どもの遊びのうつりかわり 本間 昇 作

学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ３ 学校のうつりかわり 本間 昇 作

学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ４ 仕事のうつりかわり〈おとうさん〉 本間 昇 作

学習に役立つくらしのうつりかわりシリーズ５ 仕事のうつりかわり〈おかあさん〉 本間 昇 作

ボランティアわたしたちにできること１ いっしょにたのしもう　　お年よりとともに

ボランティアわたしたちにできること２ 友だちになろうよ　　障害のある人とともに

ボランティアわたしたちにできること６ 住みよい地域をつくろう　　地域社会を考える

ボランティアわたしたちにできること７ 世界の人と手をつなごう　　国際協力を考える

ボランティアわたしたちにできること８ ボランティアガイドブック

はじめての草花あそび１ 春の草花あそび

はじめての草花あそび２ 夏の草花あそび

はじめての草花あそび４ 冬の草花あそび

はじめての草花あそび５ 木の実であそぼう

はじめての草花あそび６ 木の葉であそぼう

はじめての草花あそび７ やさいであそぼう

おかあさん こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著

おとうさん こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著

あいしあう動物たち こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著

あかちゃんはどこからきたの こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著

女の子 こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著

男の子 こころからだいのちのえほん北沢 杏子 著

指で見る ぼく，どんな顔しているのかなあ。さわれる鏡があればいいなあ。 トーマス＝ベリイマン 写真・文

世界が見えてくる身近なもののはじまり トイレットペーパー　　はじめはなにをつかったの？

世界が見えてくる身近なもののはじまり 自転車　　はじめはどこの国で？

世界が見えてくる身近なもののはじまり いす　　はじめはどんな形？

世界が見えてくる身近なもののはじまり ジーンズとＴシャツ　　はじめはだれが着たの？

さよならエルマおばあさん 大塚 敦子 写真・文

わたしは町の探検記者 町から情報を発信しよう 水越 敏行 監修

わたしは町の探検記者 町の伝統や文化を知ろう 水越 敏行 監修

わたしは町の探検記者 川・水を調べて自然を守ろう 水越 敏行 監修

わたしは町の探検記者 リサイクルを工夫し環境に生かそう 水越 敏行 監修

わたしは町の探検記者 お年寄りや町の人とふれあおう 水越 敏行 監修

わたしは町の探検記者 健康なくらしといのちを見つめよう 水越 敏行 監修

わたしは町の探検記者 日本と世界の食べ物を比べよう 水越 敏行 監修・指導

地球をまもるみんなの環境学習実践集 環境しらべてビックリ！ 中川 志郎 監修

地球をまもるみんなの環境学習実践集 ゴミはへらせる！ 中川 志郎 監修

地球をまもるみんなの環境学習実践集 小さな草木の大きな力 中川 志郎 監修

地球をまもるみんなの環境学習実践集 生き物ばんざい！ 中川 志郎 監修

地球をまもるみんなの環境学習実践集 いのちはつながっている 中川 志郎 監修

楽しく学ぶ川の学校１ 川の安全とマナー

楽しく学ぶ川の学校２ 楽しいよ　川遊び

楽しく学ぶ川の学校３ 川の魚

楽しく学ぶ川の学校４ 川の水生昆虫・動物

楽しく学ぶ川の学校５ 川辺の鳥・植物・動物

楽しく学ぶ川の学校６ 川のはたらき

楽しく学ぶ川の学校７ 川と人々のくらし



楽しく学ぶ川の学校８ 川と環境・川と海と森

楽しく学ぶ川の学校９ わたしたちの学校では

楽しく学ぶ川の学校１０ 豊かな川をめざして

お花がさいたやさいができた１ チューリップ おかだ ひろみ 文

お花がさいたやさいができた２ ユリ おかだ ひろみ 文

お花がさいたやさいができた３ ワスレナグサ おかだ ひろみ 文

お花がさいたやさいができた４ エンドウ おかだ ひろみ 文

お花がさいたやさいができた５ ハツカダイコン おかだ ひろみ 文

お花がさいたやさいができた６ コマツナ おかだ ひろみ 文

お花がさいたやさいができた７ マリーゴールド おかだ ひろみ 文

お花がさいたやさいができた８ コスモス おかだ ひろみ 文

お花がさいたやさいができた９ アサガオ おかだ ひろみ 文

お花がさいたやさいができた１０ ヒマワリ おかだ ひろみ 文

学習漫画　世界の発明・発見事典 集英社版

総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞 世界の国ぐにを身近で発見

総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞４ 健康・福祉・ボランティアを体験

総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞 情報・通信・ネットワークを活用

たのきゅう 西本鶏介日本むかしばなし西本 鶏介 文

そらへとばされたおとこのこ 西本鶏介日本むかしばなし西本 鶏介 文

ちいさなわらいばなし 西本鶏介日本むかしばなし西本 鶏介 文

あめをふらせたなみこぞう 西本鶏介日本むかしばなし西本 鶏介 文

ゆきむすめ 西本鶏介日本むかしばなし西本 鶏介 文

にげだしたふくのかみ 西本鶏介日本むかしばなし西本 鶏介 文

はじめてのマナー ６さいからのおつきあい

みんな新聞記者・学校新聞入門１ 新聞づくり入門

みんな新聞記者・学校新聞入門２ 学級新聞１２か月

みんな新聞記者・学校新聞入門３ 学校新聞１２か月

みんな新聞記者・学校新聞入門４ おもしろ壁新聞入門

調べ学習にやくだつ社会科資料のよみ方・つくり方１ 図・表・グラフ

調べ学習にやくだつ社会科資料のよみ方・つくり方２ 地図

調べ学習にやくだつ社会科資料のよみ方・つくり方３ 年表・こよみ

調べ学習にやくだつ社会科資料のよみ方・つくり方４ 文章・お話

調べ学習にやくだつ社会科資料のよみ方・つくり方５ 写真・絵

調べ学習にやくだつ社会科資料のよみ方・つくり方６ 新聞・テレビ

教科書にでてくる法律と政治１２ 世界の平和を守っていこう

教科書にでてくる産業と経済７ どうして銀行にお金をあずけるの？

教科書にでてくる法律と政治４ 国会議員ってなにをするの？

教科書にでてくる法律と政治５ 総理大臣ってなにをするの？

教科書にでてくる法律と政治６ 裁判ってどうやるの？

教科書にでてくる法律と政治７ 親子のあいだにも法律があるんだね

教科書にでてくる法律と政治８ 立ち小便しちゃいけないんだって！？

教科書にでてくる法律と政治９ 会社の取り引きにも法律があるんだね

教科書にでてくる法律と政治１０ 健康保険ってなんだろう？

教科書にでてくる法律と政治１ どうして学校へ行かなくちゃならないの？

教科書にでてくる法律と政治２ 憲法ってなんだろう？

調べ学習に役立つ社会科データブック４ 人口と人口問題

調べ学習に役立つ社会科データブック８ 教育と文化

調べ学習に役立つ社会科データブック９ 健康と福祉

みぢかなふしぎ絵本　７ おうだんほどうはどうしてしましまなの？ 横山 正 文

世界のあいさつ みるずかん・かんじるずかん長 新太 さく

ミニチュアでみる世界の台所 みるずかん・かんじるずかん宮崎 玲子 文製作

委員会活動アイデア集１ 飼育委員会・栽培委員会

委員会活動アイデア集２ 保健委員会・給食委員会

委員会活動アイデア集７ 放送委員会

委員会活動アイデア集８ 代表委員会

委員会活動アイデア集４ 美化・環境委員会

委員会活動アイデア集５ 集会委員会

学級イベントのアイデア１００ 楽しい季節の行事

学級イベントのアイデア１００ みんなでする交流や発表



学級イベントのアイデア１００ 思い出に残る卒業記念制作

はじめての飼育と栽培１１　かってみたい生きもの 生活科を創る会 編

難民少女ランちゃん お医者さんになったベトナムの少女 ノンフィクション・ワールド 吹浦 忠正 著

町とくらしのうつりかわり４ 遊びとくらし、昔と今

町とくらしのうつりかわり５ 村のくらし、昔と今

町とくらしのうつりかわり６ お店と町、昔と今

町とくらしのうつりかわり１ みんなの学校、昔と今

町とくらしのうつりかわり２ すまいとくらしの道具、昔と今

うらしまたろう 日本むかし話 世界おはなし絵本 まつたに みよこ ・ぶん

つるのおんがえし 日本むかし話 世界おはなし絵本 まつたに みよこ ・ぶん

まんがからだ事典３ 子どもから大人へ 学研まんが事典シリーズ

つるのおんがえし 日本むかし話 世界おはなし絵本 まつたに みよこ ・ぶん

理科の自由研究 学研の図鑑

理科の実験 学研の図鑑

電気 学研の図鑑

ふれあいの手話１ 身近なものを表現しよう 丸山 浩路 著・監修

ふれあいの手話２ あいさつをしてみよう 丸山 浩路 著・監修

ふれあいの手話３ 自分の気持ちを伝えよう 丸山 浩路 著・監修

ふれあいの手話４ たずねる表現を覚えよう 丸山 浩路 著・監修

理科がよくわかるクイズの本１ こん虫とみぢかな生き物

理科がよくわかるクイズの本２ 植物のつくりや育ち方

理科がよくわかるクイズの本７ 日なたと日かげ、重さとてんびん

空気の実験をしよう やさしい科学 小林 卓二 著

理科の自由研究のまとめ方　基礎編 やさしい科学 高梨 賢英 共著

理科の自由研究のまとめ方　応用編 やさしい科学 高梨 賢英 共著

生活科ずかん　春 みてみよう！やってみよう！ 加藤 明 編著

生活科ずかん　春 みてみよう！やってみよう！ 加藤 明 編著

生活科ずかん　夏 みてみよう！やってみよう！ 加藤 明 編著

生活科ずかん　秋 みてみよう！やってみよう！ 加藤 明 編著

生活科ずかん　秋 みてみよう！やってみよう！ 加藤 明 編著

生活科ずかん　冬 みてみよう！やってみよう！ 加藤 明 編著

生活科ずかん　冬 みてみよう！やってみよう！ 加藤 明 編著

独眼竜伊達政宗 ポプラ社文庫 木暮 正夫 著

武田信玄 ポプラ社文庫 西本 鶏介 著

上杉謙信 ポプラ社文庫 砂田 弘 著

春日局 ポプラ社文庫 西本 鶏介 著

かさじぞう こどものとも傑作集 瀬田 貞二 再話

あやちゃんの学校たんけん 生活科のえほん① 学校生活をたのしくすごそう 石田 昌子 作

おはようございます先生 生活科のえほん② 身近な人々との上手な接し方をおぼえよう 石田 昌子 作

公園にいこうよ 生活科のえほん③ 自然や社会とのふれあいの心を育てよう 田中 力 作

もうすぐ２年生 生活科のえほん⑥ 一年間をふりかえろう 山口 令司 作

ひとりでおかいもの 生活科のえほん⑦ 自分でできる自信をつけよう 竹下 昌之 作

こしおれすずめ 西本鶏介日本むかしばなし西本 鶏介 文

かがくあそび ふしぎをためすかがく図鑑

しぜんあそび ふしぎをためすかがく図鑑

はるなつあきふゆ ふしぎがわかるしぜん図鑑

たべものひみつはっけん 手作りおもしろ実験 高田 慶子 〔著〕

空気ひみつはっけん 手作りおもしろ実験 小佐野 正樹 〔著〕

電気・じしゃくふしぎはっけん 手作りおもしろ実験 佐久間 徹 〔著〕

とけているものひみつはっけん 手作りおもしろ実験 高橋 洋 〔著〕

音・光ふしぎはっけん 手作りおもしろ実験 高鷹 敦 〔著〕

障害を知る本２ ダウン症の子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本３ てんかんのある子どもたち 稲沢 潤子 文

手話ソング・ベストセレクション ラブソング・愛のうた こどもくらぶ 編

障害を知る本７ 自閉症の子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本８ ＬＤ（学習障害）の子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本９ 知的なおくれのある子どもたち 稲沢 潤子 文

カボチャの絵本 そだててあそぼう いとう きみお へん

メロンの絵本 そだててあそぼう せこ たつお へん



ラッカセイの絵本 そだててあそぼう すずき かずお へん

ラッカセイの絵本 そだててあそぼう すずき かずお へん

トマトの絵本 そだててあそぼう もり としひと へん

ナスの絵本 そだててあそぼう やまだ きよし へん

ジャガイモの絵本 そだててあそぼう よしだ みのる へん

トウモロコシの絵本 そだててあそぼう とざわ ひでお へん

トマトの絵本 そだててあそぼう もり としひと へん

ナスの絵本 そだててあそぼう やまだ きよし へん

ジャガイモの絵本 そだててあそぼう よしだ みのる へん

トウモロコシの絵本 そだててあそぼう とざわ ひでお へん

ふれあいの手話１Ⅱ期① 手話で歌おう 丸山 浩路 著・監修

ふれあいの手話Ⅱ期② 手話でゲームをしよう 丸山 浩路 著・監修

ふしぎふにゃふにゃフランケン いのちのえほん 立花 尚之介 作・絵

さようなら、ありがとう、ぼくの友だち ペットを失ったあなたへ いのちのえほん 河原 まり子 〔作〕

とにかくさけんでにげるんだ わるい人から身をまもる本 いのちのえほん ベティー・ボガホールド 作

ぼくのいのち いのちのえほん 細谷 亮太 作

カボチャの絵本 そだててあそぼう いとう きみお へん

メロンの絵本 そだててあそぼう せこ たつお へん

みずいろのこびん いのちのえほん わだ ことみ 作

ミュー一族 童話のパレット 藤本 ともひこ 作 絵

ぼくのなかにいる 童話のパレット 狩生 玲子 作

たんていポコロなぞのおばけ鳥 童話のパレット 川北 亮司 作

リコとふしぎな豆の木 童話のパレット とき ありえ 作

ボックニャック団長のぼうけん 童話のパレット 斉藤 洋 作

アカネヒメ物語オルゴールのひみつ 童話のパレット 村山 早紀 作

アカネヒメ物語夢みる木馬 童話のパレット 村山 早紀 作

アカネヒメ物語たそがれの約束 童話のパレット 村山 早紀 作

アフリカの動物たち１ 爪と牙で生きるライオン 黒田 弘行 写真・文

アフリカの動物たち２ スピードで生きるチーター 黒田 弘行 写真・文

アフリカの動物たち３ 群れで生きるブチハイエナ 黒田 弘行 写真・文

アフリカの動物たち４ 鼻で生きるアフリカゾウ 黒田 弘行 写真・文

アフリカの動物たち５ 食いわけで生きるシマウマたち 黒田 弘行 写真・文

もっと知ろうよ！ハングル　１ あいさつと文字 金 順玉 文

もっと知ろうよ！中国　１ 漢字ってどこからきたの 納村 公子 作・絵

ダイコンの絵本 そだててあそぼう ささき ひさし へん

ヘチマの絵本 そだててあそぼう ほり やすお へん

コンニャクの絵本 そだててあそぼう うちだ しゅうじ へん

サトウキビの絵本 そだててあそぼう すぎもと あきら へん

ヤギの絵本 そだててあそぼう まんだ まさはる へん

ゴミとつきあおう 環境ホルモンがわかる本 わたしたちの生きている地球－調べ学習にやくだつ環境の本－桐生 広人 著

天気がへんだ 地球温暖化がわかる本 わたしたちの生きている地球－調べ学習にやくだつ環境の本－桐生 広人 著

オゾンホールのなぞ 大気汚染がわかる本 わたしたちの生きている地球－調べ学習にやくだつ環境の本－桐生 広人 著

エネルギーをどうする 新しいエネルギーがわかる本 わたしたちの生きている地球－調べ学習にやくだつ環境の本－桐生 広人 著

わたしたちの地球をすくおう 地球全体がわかる本 わたしたちの生きている地球－調べ学習にやくだつ環境の本－桐生 広人 著

ジェンダー・フリーの絵本１ こんなのへんかな？

ジェンダー・フリーの絵本２ 生きるってすてき

ジェンダー・フリーの絵本３ 働くってたのしい

ジェンダー・フリーの絵本４ 女と男　これまで、これから

ジェンダー・フリーの絵本５ いろんな国、いろんな生き方

ジェンダー・フリーの絵本６ 学びのガイド

ためしてわかる環境問題１ 大気・水 山崎 慶太 編

ためしてわかる環境問題２ ゴミ・エネルギー・電磁波 山崎 慶太 編

ためしてわかる環境問題３ 食物・生物 山崎 慶太 編

身近な自然とビオトープ１ 身近な自然観察　植物 山田 卓三 監修

身近な自然とビオトープ２ 生きもの 山田 卓三 監修

身近な自然とビオトープ３ 小さな宇宙をつくってまもる 山田 卓三 監修

はだしのゲン 絵本 中沢 啓治 作・絵

あらしのよるに りとる絵本 木村 裕一 作

あるはれたひに りとる絵本 木村 裕一 作



くものきれまに りとる絵本 木村 裕一 作

きりのなかで りとる絵本 木村 裕一 作

どしゃぶりのひに りとる絵本 木村 裕一 作

ふぶきのあした りとる絵本 木村 裕一 作

わらって！リッキ 絵本 ヒド・ファン・ヘネヒテン さく・え

ライオンのこウィリー チューリップえほんシリーズ浅沼 とおる 作・絵

おふろにはいろう チューリップえほんシリーズ高部 晴市 作・絵

ヤギとライオン トリニダード・トバゴの民話 ひまわりえほんシリーズ 内田 莉莎子 文

はまひるがおのさくうみ ひまわりえほんシリーズ 土田 明子 作

はらぺこおおかみとぶたのまち ひまわりえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵

にゃーご ひまわりえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵

さようならこんにちは ひまわりえほんシリーズ やすい すえこ 作

くまさんじゃなくてきつねさん ひまわりえほんシリーズ 戸田 和代 作

あるのかな チューリップえほんシリーズ織田 道代 作

ちょんまげとのさま チューリップえほんシリーズ遠山 繁年 作・絵

きょうはなんてうんがいいんだろう ひまわりえほんシリーズ 宮西 達也 作・絵

つきよのくじら ひまわりえほんシリーズ絵本戸田 和代 作

ろくべえまってろよ ぽっぽライブラリ絵本 灰谷 健次郎 作

ゆうやけのじかんです ぽっぽライブラリ　絵本 柴田 香苗 作

てがみをください ぽっぽライブラリ　絵本 やました はるお さく

小学生のための理科の自由研究ヒント集 小学１・２・３年 愛知県刈谷市児童生徒理科研究推進グループ 編

小学生のための理科の自由研究ヒント集 小学４・５・６年 愛知県刈谷市児童生徒理科研究推進グループ 編

牛乳パックでカラクリ工作 芳賀 哲 著

ストローでカラクリ工作 芳賀 哲 著

総合学習のためのなんでもブック 小学１・２年 子供の科学編集部 編

総合学習のためのなんでもブック 小学３・４年 子供の科学編集部 編

総合学習のためのなんでもブック 小学５・６年 子供の科学編集部 編

那須正幹の動物ものがたり１ キツネのハナジロ 那須 正幹 作

那須正幹の動物ものがたり２ 裏山のちびダヌキ 那須 正幹 作

那須正幹の動物ものがたり３ 野良ネコ大将 那須 正幹 作

那須正幹の動物ものがたり４ みなぐろグマの森 那須 正幹 作

那須正幹の動物ものがたり５ のっぽジカのシッポ 那須 正幹 作

からからからが… ぽっぽライブラリ　絵本 高田 桂子 作

トリゴラス ぽっぽライブラリ　絵本 長谷川 集平 作

ひつじぐものむこうに ぽっぽライブラリ　絵本 あまん きみこ 作

ナターシャ チェルノブイリの歌姫 イワサキ・ライブラリー 手島 悠介 著

砂のゲーム ぼくと弟のホロコースト 新しい世界の文学 ウーリー・オルレブ 作

いつかどんぐりの木が 海外秀作絵本 イヴ・バンティング 作

あれからそれから ぽっぽライブラリ　絵本 高田 桂子 作

なぜ、おきたのか？ ホロコーストのはなし クライヴ・Ａ．ロートン 作

平和へ キャサリン・スコールズ 作

戦火の中の子どもたち 絵本 岩崎ちひろ・作

ぞうれっしゃがやってきた 絵本ノンフィクション 小出 隆司 作

いま沖縄をかんがえる 戦跡と基地の島 岩崎少年文庫 丸木 政臣 著

ぼくらの心は国境を越えた 地雷ゼロへの願い イワサキ・ライブラリー 和田 登 著

アンコール・ワットの神さまへ 「国境なき子どもたち」の記録 イワサキ・ライブラリー 石原 尚子 著

南雄太 型やぶりなゴールキーパー 素顔の勇者たち 野上 伸悟 著

野口健 最高峰でつかんだ未来 素顔の勇者たち 綾野 まさる 著

イチロー 努力の天才バッター 素顔の勇者たち 高原 寿夫 著

中村俊輔 世界へはなつシュート 素顔の勇者たち 北条 正士 著

荻原健司 白銀の世界チャンピオン 素顔の勇者たち 岩瀬 孝文 著

松江美季 はばたけ車いすアスリート 素顔の勇者たち 鳥飼 新市 著

つりばしわたれ 母と子の絵本 長崎 源之助 作

さんねん峠 朝鮮のむかしばなし 新・創作絵本 李 錦玉 作

へらない稲たば 朝鮮のむかしばなし 岩崎創作絵本 李 錦玉 作

のんびり森のぞうさん えほん・ハートランド かわきた りょうじ 作

はなのみち えほん・ハートランド 岡 信子 作

土のふえ えほん・ハートランド 今西 祐行 作

昔のおもちゃをつくろう 大賀 弘章 著



卑弥呼 まぼろしの女王 学研まんが人物日本史　原始時代

聖徳太子 仏教伝来と法隆寺 学研まんが人物日本史　大和時代

天智天皇 大化の改新 学研まんが人物日本史　大和時代

聖武天皇 大仏にこめたいのり 学研まんが人物日本史　奈良時代

藤原道長 藤原氏の全盛 学研まんが人物日本史　平安時代

紫式部 はなやかな源氏絵巻 学研まんが人物日本史　平安時代

平清盛 平氏一門の栄え 学研まんが人物日本史　平安時代

源頼朝 源平の戦い 学研まんが人物日本史　鎌倉時代前期

源義経 平氏追討の戦い 学研まんが人物日本史　鎌倉時代前期

北条時宗 元寇のあらし 学研まんが人物日本史　鎌倉時代後期

足利義満 花の御所と金閣寺 学研まんが人物日本史　室町時代

豊臣秀吉 天下の統一 学研まんが人物日本史　桃山時代

徳川家康 関ケ原の合戦 学研まんが人物日本史　江戸時代前期

徳川家光 キリシタン追放と鎖国 学研まんが人物日本史　江戸時代（前期）

勝海舟 江戸城明けわたし 学研まんが人物日本史　江戸時代（後期）

西郷隆盛 官軍の総大将 学研まんが人物日本史　江戸時代後期

大久保利通 明治政府の指導者 学研まんが人物日本史　明治時代

福沢諭吉 新しい文化と学問 学研まんが人物日本史　明治時代

伊藤博文 維新と文明開化 学研まんが人物日本史　明治時代

おり紙メールワンダーランド 紙１枚がびっくり手紙に大変身 遊ブックスワイド 藤原 邦恭 著

おり紙シアターワンダーランド 紙１枚で演じる不思議な紙しばい 遊ブックスワイド 藤原 邦恭 著

モチモチの木 創作絵本 斎藤 隆介 作

かっぱのかげぼうし 創作絵本 北島 新平 絵

おかあさんの紙びな 創作絵本 長崎 源之助 作

食の安全とスローフード１ 食の安全と安心を求めて 中村 靖彦 監修・執筆

食の安全とスローフード２ 四季のおくりもの－春夏の食材－ 中村 靖彦 監修

食の安全とスローフード３ 四季のおくりもの－秋冬の食材－ 中村 靖彦 監修

食の安全とスローフード４ 食・加工する知恵 中村 靖彦 監修

水のいきものかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん浅井 ミノル 文

やってみたい総合学習６米 お米ってスゴイ！エライ！ 関口 シュン 絵

リコとふしぎな豆の木 童話のパレット とき ありえ 作

ボックニャック団長のぼうけん 童話のパレット 斉藤 洋 作

アカネヒメ物語オルゴールのひみつ 童話のパレット 村山 早紀 作

アカネヒメ物語夢みる木馬 童話のパレット 村山 早紀 作

アカネヒメ物語たそがれの約束 童話のパレット 村山 早紀 作

目でみる子どものあそび百科１ そとあそび事典 多田 千尋 監修

目でみる子どものあそび百科２ うちあそび事典 多田 千尋 監修

目でみる子どものあそび百科３ なかまあそび事典 多田 千尋 監修

目でみる子どものあそび百科４ まつりのあそび事典 多田 千尋 監修

こんにちは！しょちょうさん だれもおしえなかったえほんシリーズきたざわ きょうこ 作

パパとママがりこんしたとき モニカ　ギーダール 作

めざせ！２１世紀の国際人２ この人たちから学ぼう！国際社会の“現在”と“未来” 畠山 哲明 監修

ためしてわかる環境問題２ クイズ・実験・データ 山崎 慶太 編

おり紙たこカイトワンダーランド 土岐幹男

トットちゃんが出会った子どもたち 田沼武能 写真集 絵本 田沼　武能　著

キャベツくん ぽっぽライブラリ　絵本 長 新太 文・絵

世界史アトラス ジェレミー・ブラック　総監修

そこがちょっとちがうんだ ぽっぽライブラリ　絵本 今江 祥智 作

もこもこもこ ぽっぽライブラリ　絵本 谷川 俊太郎 作

５ひきのこぶたビービーブゥ！ ひまわりえほんシリーズ こみ まさやす 作・絵

ぎゅうぎゅうかぞく ひまわりえほんシリーズ ねじめ 正一 作

ケロケロがえるがなくときは チューリップえほんシリーズ浅沼 とおる 作・絵

ゆきのひにトントン チューリップえほんシリーズやすい すえこ 作

ゆきのひのくまさん ひまわりえほんシリーズ いなつぐ かつら 作

こんやはすてきなゆきのよる チューリップえほんシリーズしばはら ち 作・絵

おおきくなるっていうことは ピーマン村の絵本たち 中川 ひろたか 文

ぶたくんと１００ぴきのおおかみ チューリップえほんシリーズ宮西 達也 作・絵

キュウリの絵本 そだててあそぼう いなやま みつお へん

恐竜 小学館の図鑑ＮＥＯ 富田 幸光 監修



恐竜 小学館の図鑑ＮＥＯ 富田 幸光 監修

動物 小学館の図鑑ＮＥＯ 三浦 慎悟 〔ほか〕指導・執筆

植物 小学館の図鑑ＮＥＯ 門田 裕一 監修

昆虫 小学館の図鑑ＮＥＯ 小池 啓一 〔ほか〕指導・執筆

魚 小学館の図鑑ＮＥＯ 井田 斉 監修・執筆

動物 小学館の図鑑ＮＥＯ 三浦 慎悟 〔ほか〕指導・執筆

植物 小学館の図鑑ＮＥＯ 門田 裕一 監修

昆虫 小学館の図鑑ＮＥＯ 小池 啓一 〔ほか〕指導・執筆

魚 小学館の図鑑ＮＥＯ 井田 斉 監修・執筆

ママの手をにぎって いのちのえほん わだ ことみ 作

イチゴの絵本 そだててあそぼう きむら まさゆき へん

おばあちゃんのさがしもの いのちのえほん おち とよこ 文

たっちゃんぼくがきらいなの たっちゃんはじへいしょう（自閉症） いのちのえほん さとう としなお 作

げんきになるって！ 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

おばあちゃんといつもいっしょ いのちのえほん 池見 宏子 作

サツマイモの絵本 そだててあそぼう たけだ ひでゆき へん

サツマイモの絵本 そだててあそぼう たけだ ひでゆき へん

キュウリの絵本 そだててあそぼう いなやま みつお へん

イチゴの絵本 そだててあそぼう きむら まさゆき へん

学習漫画 世界の伝記 アガサ・クリスティー 名探偵ポアロを生んだ「ミステリーの女王」

学習漫画 世界の伝記 アンデルセン 世界じゅうで愛される「童話の王さま」

学習漫画　世界の伝記　モンゴメリ 『赤毛のアン』を書いた女性作家

学習漫画 世界の伝記 ショパン 「ピアノの詩人」とよばれた天才作曲家

学習漫画　世界の伝記　ケネディ 理想を追求したアメリカの大統領

学習漫画 世界の伝記 マリー・ローランサン 「パリの美神」とよばれた画家

学習漫画 世界の伝記 マリー・アントワネット 革命に散った悲劇の王妃

学習漫画　世界の伝記　ナポレオン 荒れ野のライオンとよばれた英雄

学習漫画 世界の伝記 チンギス・ハン モンゴル帝国きずいた草原の勇者

学習漫画 世界の伝記 ガリレオ・ガリレイ 「それでも地球は動く」といった物理学の父

学習漫画 世界の伝記 アインシュタイン 相対性理論を生み出した天才科学者

学習漫画 世界の伝記 ニュートン 万有引力の法則を発見した科学者

学習漫画 世界の伝記 ファーブル 『昆虫記』を書いた虫の詩人

学習漫画　世界の伝記　クレオパトラ 古代エジプトの最後の女王

学習漫画 世界の伝記 二宮金次郎 農業の発展につくした偉人

学習漫画 世界の伝記 野口英世 伝染病にたちむかった医学の父

学習漫画　世界の伝記　ナイチンゲール 愛に生きたクリミアの天使

学習漫画　世界の伝記　エジソン 魔術師といわれた発明王

学習漫画 世界の伝記 キュリー夫人 ラジウムを発見した科学者

学習漫画 世界の伝記 福沢諭吉 文明開化につくした教育者

学習漫画 世界の伝記 リンカーン どれい解放をおこなった大統領

学習漫画 世界の伝記 新渡戸稲造 世界平和につくした教育者

学習漫画 世界の伝記 ノーベル ダイナマイトの発明者

学習漫画 世界の伝記 コロンブス 新大陸を発見した探検家

総合的な学習３・４年生まちの探検隊２ まちのゴミ探検

総合的な学習３・４年生まちの探検隊３ まちの木と森探検

総合的な学習３・４年生まちの探検隊５ まちのバリアフリー

総合的な学習３・４年生まちの探検隊６ まちのなかで世界探検

総合的学習に役立つくらしと国の省庁１ 内閣府ってなんだろう？ 菊池 武夫 文

総合的学習に役立つくらしと国の省庁２ 総務省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文

総合的学習に役立つくらしと国の省庁３ 法務省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文

総合的学習に役立つくらしと国の省庁４ 外務省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文

総合的学習に役立つくらしと国の省庁５ 財務省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文

総合的学習に役立つくらしと国の省庁６ 文部科学省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文

総合的学習に役立つくらしと国の省庁７ 厚生労働省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文

総合的学習に役立つくらしと国の省庁８ 農林水産省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文

総合的学習に役立つくらしと国の省庁９ 経済産業省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文

総合的学習に役立つくらしと国の省庁１０ 国土交通省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文

総合的学習に役立つくらしと国の省庁１１ 環境省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文

総合的学習に役立つくらしと国の省庁１２ くらしと政治 菊池 武夫 文



平賀源内 江戸の天才発明家 学研まんが人物日本史　江戸時代（後期）

大久保利通 明治政府の指導者 学研まんが人物日本史　明治時代

みんなの調べ学習 いろいろな調べ学習

走れ！ソーラーカー 光と夢の３０００キロレース ノンフィクション・ワールド 中部 博 著

君に生きていてほしい ノンフィクション・ワールド 桝田 武宗 著

みんなの調べ学習 まちを調べる

町とくらしのうつりかわり７ 工場と町、昔と今

町とくらしのうつりかわり８ 町と交通、昔と今

町とくらしのうつりかわり９ 町のしせつ、昔と今

町とくらしのうつりかわり１０ 町の昔たんけん

秋山仁先生のたのしい算数教室１ 身長と体重はたし算できるかな？（数と計算） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室２ リンゴの皮をむくとできる形は？（図形①平面） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室３ ジャングルジムは何角形？（図形②立体） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室４ 丸いピザと四角いピザ、どっちが大きい？（面積） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室５ かた足で体重をはかると軽くなる？（重さと時間） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室６ 算数ならわってもおこられない！（分数と小数） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室７ センチやメートル、どうやってきめたの？（単位と体積） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室８ むかしといま、算数どうちがう？（むかしの算数・いまの算数） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室９ 一筆書きに秘められた算数のひ・み・つ（一筆書きと迷路の算数） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室１０ きみもなれる算数パズル・チャンピオン（伝統的な算数パズル） 木幡 寛 著

君に生きていてほしい ノンフィクション・ワールド 桝田 武宗 著

みんなの調べ学習８ いろいろな調べ学習

みんなの調べ学習１ まちを調べる

一休さん 少年少女伝記読みもの 岡本 文良 著

豊臣秀吉 少年少女伝記読みもの 高野 澄 著

高山右近 少年少女伝記読みもの 神戸 淳吉 著

近松門左衛門 少年少女伝記読みもの 河竹 登志夫 著

徳川吉宗 少年少女伝記読みもの 森下 研 著

十返舎一九 やじきた道中記の 少年少女伝記読みもの 桜井 正信 著

江川太郎左衛門 日本の夜明けにつくした 少年少女伝記読みもの 今西 祐行 著

高杉晋作 少年少女伝記読みもの 砂田 弘 著

西郷隆盛 少年少女伝記読みもの 北川 幸比古 著

女王ヒミコ 少年少女伝記読みもの 浜田 けい子 著

光明皇后 少年少女伝記読みもの 浜野 卓也 著

大海人皇子 壬申の乱と 少年少女伝記読みもの 浜田 けい子 著

大伴家持 「万葉集」の生みの親 少年少女伝記読みもの 佐佐木 幸綱 著

平清盛 少年少女伝記読みもの 加藤 秀 著

北条時宗 少年少女伝記読みもの 浜野 卓也 著

榎本武揚 少年少女伝記読みもの 木暮 正夫 著

徳川家康 少年少女伝記読みもの 村山 孚 著

大黒屋光太夫 少年少女伝記読みもの 岡本 文良 著

銭屋五兵衛 少年少女伝記読みもの 木暮 正夫 著

シーボルト 長崎　出島のオランダ医者 少年少女伝記読みもの 浜田 泰三 著

クラーク先生 札幌農学校の父 少年少女伝記読みもの 中島 竜美 著

与謝野晶子 少年少女伝記読みもの 生源寺 美子 著

田中正造 足尾の鉱毒問題とたたかった 少年少女伝記読みもの 北川 幸比古 著

塩のおもしろ実験室 やさしい科学 高梨 賢英 共著

カルメ焼きはなぜふくらむ 二酸化炭素の実験 やさしい科学 高梨 賢英 著

ボールペンで実験をしよう やさしい科学 ベルニー・ズボルフスキー 著

ストローで調べる強いかたち やさしい科学 ベルニー・ズボルフスキー 著

ファラデーのモーターの科学 やさしい科学 小林 卓二 著

紙飛行機を飛ばそう やさしい科学 吉田 辰男 著

おもしろ科学実験室 やさしい科学 小林 卓二 著

静電気のふしぎ やさしい科学 小林 卓二 著

しゃぼん玉の実験 やさしい科学 ベルニー・ズボルフスキー 著

科学でゲーム・ぜったいできる！ やさしい科学 Ｖ．コブ 著

秋山仁先生のたのしい算数教室 身長と体重はたし算できるかな？（数と計算） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室 リンゴの皮をむくとできる形は？（図形①平面） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室 ジャングルジムは何角形？（図形②立体） 木幡 寛 著



秋山仁先生のたのしい算数教室 丸いピザと四角いピザ、どっちが大きい？（面積） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室 かた足で体重をはかると軽くなる？（重さと時間） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室 算数ならわってもおこられない！（分数と小数） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室 センチやメートル、どうやってきめたの？（単位と体積） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室 むかしといま、算数どうちがう？（むかしの算数・いまの算数） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室 一筆書きに秘められた算数のひ・み・つ（一筆書きと迷路の算数） 木幡 寛 著

秋山仁先生のたのしい算数教室 きみもなれる算数パズル・チャンピオン（伝統的な算数パズル） 木幡 寛 著

教科書にでてくる法律と政治３ 市役所ってなにをするところ？

町とくらしのうつりかわり１ みんなの学校、昔と今

町とくらしのうつりかわり２ すまいとくらしの道具、昔と今

町とくらしのうつりかわり３ 祭りと行事、昔と今

町とくらしのうつりかわり４ 遊びとくらし、昔と今

町とくらしのうつりかわり５ 村のくらし、昔と今

町とくらしのうつりかわり６ お店と町、昔と今

町とくらしのうつりかわり７ 工場と町、昔と今

町とくらしのうつりかわり８ 町と交通、昔と今

町とくらしのうつりかわり９ 町のしせつ、昔と今

総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞１ 学校のまわり・地域を探検

ぼくのはなし おかあさんとみる性の本 和歌山 静子 さく

ふたりのはなし おかあさんとみる性の本 山本 直英 さく

総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞 学校のまわり・地域を探検

宇宙飛行士になりたい！ お茶の水博士の夢講座１長沢光男　著

宇宙人に会いたい！ お茶の水博士の夢講座２岩田勉　著

宇宙飛行士になりたい！ お茶の水博士の夢講座１長沢光男　著

宇宙の謎を知りたい！ お茶の水博士の夢講座３縣秀彦　著

宇宙飛行士になりたい！ お茶の水博士の夢講座１長沢光男　著

宇宙人に会いたい！ お茶の水博士の夢講座２岩田勉　著

宇宙の謎を知りたい！ お茶の水博士の夢講座３縣秀彦　著

必ずよく飛ぶ室内模型飛行機 初級 つくるブックス 野中繁吉　著

あそびの大図鑑 オールイラストガイドブック 菅原 道彦 著

あそびの大図鑑　続 オールイラストガイドブック 菅原 道彦 著

ファーブルこんちゅう記１ ふんをころがす虫の話 ファーブル 〔著〕

ファーブルこんちゅう記２ せみの話 ファーブル 〔著〕

ファーブルこんちゅう記４ ありとしでむしの話 ファーブル 〔著〕

ファーブルこんちゅう記６ かみきりむしとおとしぶみの話 ファーブル 〔著〕

ファーブルこんちゅう記７ こがねむしとぞうむしの話 ファーブル 〔著〕

ファーブルこんちゅう記８ かまきりとあわふきむしの話 ファーブル 〔著〕

ファーブルこんちゅう記９ こおろぎとばったの話 ファーブル 〔著〕

ファーブルこんちゅう記１０ くもとおさむしの話 ファーブル 〔著〕

ダイオキシンの夏 いのちの地球 蓮見 けい 原作

続・手づくりおもちゃ大図鑑 菅原 道彦 著

頭をよくする面白・難問パズル５００ 図形・数理・論理ＩＱパズル

ソメコとオニ 岩崎創作絵本 斎藤 隆介 作

水のいきものかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん浅井 ミノル 文

やさいのうえかたそだてかた かいかたそだてかたずかん小宮山 洋夫 文・絵

やさいのうえかたそだてかた かいかたそだてかたずかん小宮山 洋夫 文・絵

昆虫のかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん三枝 博幸 文

昆虫のかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん三枝 博幸 文

もういちど考えよう！わたしたちの食生活１ なぜ食べるか？ 小松崎 薫 監修

もういちど考えよう！わたしたちの食生活２ なにを食べるか？ 小松崎 薫 監修

もういちど考えよう！わたしたちの食生活３ どう作るか？ 小松崎 薫 監修

もういちど考えよう！わたしたちの食生活４ どう食べるか？ 小松崎 薫 監修

もういちど考えよう！わたしたちの食生活５ 食べたあとは？ 小松崎 薫 監修

目でみる子どものあそび百科５ あそびとおもちゃ情報事典 多田 千尋 監修

ダレン・シャン４ バンパイア・マウンテン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著

ダレン・シャン５ バンパイアの試練 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著

ダレン・シャン６ バンパイアの運命 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著

魔法使いハウルと火の悪魔 ハウルの動く城 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 作

デルトラ・クエスト１ 沈黙の森 エミリー・ロッダ 作



ダレン・シャン２ 若きバンパイア Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著

ダレン・シャン３ バンパイア・クリスマス Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著

どのあしがさき？ くもとむかでのおはなし チューリップえほんシリーズほその あやこ 作

総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞２ 地球・自然・環境を守る活動

きょうりゅうとおおむかしのいきもの ふしぎがわかるしぜん図鑑

ちきゅうかんきょう ふしぎがわかるしぜん図鑑

うちゅうせいざ ふしぎがわかるしぜん図鑑

地球は生きている１ 海

地球は生きている２ 森林

地球は生きている３ 川

地球は生きている４ 砂漠

地球は生きている５ 北極と南極

わたしのはなし おかあさんとみる性の本 山本 直英 さく

学習漫画　世界の伝記　ジャンヌ・ダルク フランスを救ったオルレアンの乙女

学習漫画　世界の伝記　一休さん とんちで名高い禅宗の僧

総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞２ 地球・自然・環境を守る活動

総合的な学習３・４年生まちの探検隊４ まちの川探検

星と星座の伝説　春 瀬川 昌男 著

星と星座の伝説　冬 瀬川 昌男 著

やさしい天体観察 瀬川 昌男 著

小学生の星空めぐり２ かがやく冬の星 前川 光 著

小学生の星空めぐり３ 春をつげる星 前川 光 著

小学生の星空めぐり５ 秋の夜の星ものがたり 前川 光 著

学研の観察・実験シリーズ 物のとけ方

学研の観察・実験シリーズ てこのしくみ

学研の観察・実験シリーズ おもりのはたらき

学研の観察・実験シリーズ 水溶液の性質

学研の観察・実験シリーズ 電流のはたらき

アイスクリームのてんぷら 「あわ」をしらべる 子ども科学図書館 折井 英治 文

科学だいすき！なぜなぜ大発見１０ 空に星はいくつくらいあるの？

社会科はじめて大百科４ 情報をつたえる

社会科はじめて大百科５ のりものと交通

社会科はじめて大百科６ 日用品

社会科はじめて大百科２ 町のなか

かずのほん かがくのとも傑作集 まつい のりこ ぶん・え

ぼくからみると かがくのとも傑作集 高木 仁三郎 ぶん

ぼくはぞうだ かがくのとも傑作集 五味 太郎 さく

スプーンぼし（ほくとしちせい）とおっぱいぼし（カシオペア座） かがくのとも傑作集 八板 康麿 写真と文

まんがことわざ事典 学研まんがひみつシリーズ

星までどのくらいあるの？ 宇宙のなぜ？どうして？ Ｓ．ローゼン 著

彗星にのれるかな？ 宇宙のなぜ？どうして？ Ｓ．ローゼン 著

天の川にいくにはどうするの？ 宇宙のなぜ？どうして？ Ｓ．ローゼン 著

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　きょうりゅう

からだが不自由ってどんなこと？１ いろいろな人がいる

からだが不自由ってどんなこと？２ バリアフリーの町に！

からだが不自由ってどんなこと？３ 愛犬ブルースはわたしの手足

からだが不自由ってどんなこと？４ ノー・プロブレムの社会に！

からだが不自由ってどんなこと？５ シルバーシートはいらない

からだが不自由ってどんなこと？６ ささえあい助けあうなかま

タンポポが教えてくれる環境 調べよう学校周辺の自然と環境

アサガオで知る町の環境 調べよう学校周辺の自然と環境

樹木のふしぎと森の偉大な働き 調べよう学校周辺の自然と環境

ゲンジボタルが光ったよ 調べよう学校周辺の自然と環境

サケよ生まれた川へ元気に戻れ 調べよう学校周辺の自然と環境

ムツゴロウはなぜだいじか 調べよう学校周辺の自然と環境

わたしたちのハクチョウを守ろう 調べよう学校周辺の自然と環境

学校に自然を再現しよう 調べよう学校周辺の自然と環境

耳がきこえないエイミーのねがい わたしのことばは手話です ルー・アン・ウォーカー 著

わたしの家族はいぬのブルース パートナードッグ物語 岸川 悦子 文



科学だいすき！なぜなぜ大発見１ ホタルはなぜ光るの？

科学だいすき！なぜなぜ大発見２ クジラはどれくらいもぐっていられるの？

科学だいすき！なぜなぜ大発見３ ツルはなぜかた足で立っているの？

科学だいすき！なぜなぜ大発見４ サケはどうやって生まれた川にもどってくるの？

科学だいすき！なぜなぜ大発見７ “環境ホルモン”ってなに？

科学だいすき！なぜなぜ大発見８ 花火はなぜいろいろな色が出るの？

科学だいすき！なぜなぜ大発見い９ 南極と北極とどっちが寒いの？

恐竜の生態図鑑 大自然のふしぎ

みんなで生きる・２１世紀６ 障害のある人びと

ルソン・助左衛門 南海にゆめと自由をもとめた 少年少女伝記読みもの 森下 研 著

学研の観察・実験シリーズ 天気の変化

まんが世界のノンフィクション５ 真実をときあかした発見

小学校理科の教室１０ 天気のかわり方

調べ学習にやくだつ社会科資料のよみ方・つくり方７ 発表のアイディア

「障害」について考えよう１ 指はまほうの探知機　　目に障害のある子どもたち 増田 美加 文

「障害」について考えよう２ 目でしっかりきく　　耳に障害のある子どもたち 増田 美加 文

「障害」について考えよう３ ひとりひとりの歩みで　　からだに障害のある子どもたち 増田 美加 文

「障害」について考えよう４ ゆっくりおとなに　　知的障害のある子どもたち 増田 美加 文

「障害」について考えよう５ みんな元気に！　　病院から学校にかよう子どもたち 増田 美加 文

学習漫画 世界の伝記 ライト兄弟 人類の夢・飛行機の発明者

学習漫画 世界の伝記 徳川家康 江戸に幕府を開いた将軍

学習漫画 世界の伝記 へレン・ケラー 三重苦をのりこえた奇跡の人

学習漫画 世界の伝記 モーツァルト 神童とよばれた天才作曲家

天地のドラマすごい雷大研究 かこさとし大自然のふしぎえほんかこ さとし 作

天地のドラマすごい雷大研究 かこさとし大自然のふしぎえほんかこ さとし 作

天地のドラマすごい雷大研究 かこさとし大自然のふしぎえほんかこ さとし 作

とり ふしぎがわかるしぜん図鑑

たねいっぱいわらったね 近藤 薫美子 著

あそびの大図鑑 オールイラストガイドブック 菅原 道彦 著

続・あそびの大図鑑 オールイラストガイドブック 菅原 道彦 著

手づくりおもちゃ大図鑑 菅原 道彦 著

続・手づくりおもちゃ大図鑑 菅原 道彦 著

障害を知る本１０ からだの不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本１１ 障害児を支える人びと 稲沢 潤子 文

障害を知る本１ 障害とわたしたちの社会 稲沢 潤子 文

障害を知る本２ ダウン症の子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本３ てんかんのある子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本４ ことばの不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本５ 耳の不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本６ 目の不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本７ 自閉症の子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本８ ＬＤ（学習障害）の子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本９ 知的なおくれのある子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本１０ からだの不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本１１ 障害児を支える人びと 稲沢 潤子 文

障害を知る本１ 障害とわたしたちの社会 稲沢 潤子 文

障害を知る本２ ダウン症の子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本３ てんかんのある子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本４ ことばの不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本５ 耳の不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本６ 目の不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本７ 自閉症の子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本８ ＬＤ（学習障害）の子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本９ 知的なおくれのある子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本１１ 障害児を支える人びと 稲沢 潤子 文

障害を知る本４ ことばの不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本５ 耳の不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本６ 目の不自由な子どもたち 稲沢 潤子 文

障害を知る本１ 障害とわたしたちの社会 稲沢 潤子 文



デルトラ・クエスト２ 嘆きの湖 エミリー・ロッダ 作

みえないってどんなこと？ いのちのえほん 星川 ひろ子 写真・文

ボランティアに役立つはじめてであう点字１ 指から広がる世界 黒崎 惠津子 著

ボランティアに役立つはじめてであう点字２ 点字のことば百科 黒崎 惠津子 著

おり紙ヒコーキワンダーランド やさしくおれてよく飛ぶ１９機 遊ブックスワイド 戸田 拓夫 著

介助犬 社会でかつやくするイヌたち介助犬協会 監修

盲導犬 社会でかつやくするイヌたちこどもくらぶ 編著

聴導犬 社会でかつやくするイヌたち田中 ひろし 監修

訪問活動犬 社会でかつやくするイヌたちこどもくらぶ 編・著

織田信長 乱世の戦い 学研まんが人物日本史　安土時代

台風におそわれたキャンプ 心にのこるみんなの体験①日本児童文芸家協会 編 著

きりと雪からのだっしゅつ 心にのこるみんなの体験②日本児童文芸家協会 編 著

わらってよ、お母さん 心にのこるみんなの体験③日本児童文芸家協会 編 著

いつか、わたしもシンデレラ 心にのこるみんなの体験④日本児童文芸家協会 編 著

大たつまきのきょうふ 心にのこるみんなの体験⑤日本児童文芸家協会 編 著

友だちは、いじめられっこ 心にのこるみんなの体験⑥日本児童文芸家協会 編 著

１００さいのおばあちゃん先生 おはなしノンフィクション 岩崎 京子 作

海からぶたがやってきた！ おはなしノンフィクション 下嶋 哲朗 作・絵

おじいさんのたからもの たったひとりの〈平和博物館〉ものがたり おはなしノンフィクション 日野 多香子 作

それゆけネッピー！ プロ野球マスコットにかけたゆめ おはなしノンフィクション 花木 聡 作

はじめてみんなとかえった日 はるなちゃんと１年３組の１年間 いながき ようこ 文

小学生の星空めぐり６ 空のおくになにがある？ 前川 光 著

出会いのカリフォルニア 盲導犬ユリアと私のアメリカ留学記 児玉 聖子 著

先生は笑わせマン 障害をもった宏子と先生の交換日記 大沢 宏子 著

４０本のカーネーションにつつまれて 心臓病の娘・朋美とともに歩んだ日々 坂見 紀子 著

愛犬ボタンはぼくの耳 聴導犬ものがたり リンダ＝イェトマン 作

フー子とママのふたり 盲導犬ものがたり 福沢 美和 著

かぎりなくやさしい花々 野の花々が手足の不自由な私に生命の尊さを教えてくれました 星野 富弘 著

トンボの国をまもる 桶ヶ谷沼の人びと いきいき人間ノンフィクション望月 正子 作

赤いくつをはいた女の子 野口雨情と私の心の歌物語 いきいき人間ノンフィクション鬼塚 りつ子 作

チューリップが咲いた メルヘンの花を咲かせた水野豊造 いきいき人間ノンフィクション伊藤 真智子 作

利根川のはじまり探検 源流をみた小野伊喜雄 いきいき人間ノンフィクション林 朝子 作

動物園出前しまーす 子どもドキュメント 川内 松男 文・写真

動物園出前しまーす 子どもドキュメント 川内 松男 文・写真

小さなコップのひみつ ハタケチャダイゴケの研究 子ども科学図書館 吉見 昭一 文と写真

卵のかたちから 強さと美しさ 子ども科学図書館 岡野 薫子 著

小さな池からのたより 自然から学んだ８年間 子ども科学図書館 松山 史郎 文と写真

台所でみつけた宝石 塩の結晶をしらべる 子ども科学図書館 田中 実 文

生きているバネ 自然の中にみつける 子ども科学図書館 岡野 薫子 著

クリの木の太陽 子ども科学図書館 松岡 洋子 文

アリーナと風になる 盲導犬アリーナ物語 エムナマエ 文

はじめましてアリーナ 盲導犬アリーナ物語 エムナマエ 文

アリーナ空をとぶ 盲導犬アリーナ物語 エムナマエ 文

さよならハーネス 盲導犬クララものがたり 新日本おはなしの本だな 赤座 憲久 作

自由のたびびと南方熊楠 こどもの心をもちつづけた学問の巨人 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション三田村 信行 作

カネト 炎のアイヌ魂 ひくまのノンフィクションシリーズ沢田 猛 著

母さん、ぼくに光をください 津軽三味線にかけた盲目の少年の夢 ポプラ社いきいきノンフィクション緑川 崇久 著

世界のお母さんマザー・テレサ レンズの中に愛がみえた ポプラ社いきいきノンフィクション小林 正典 著

ぼくは野鳥のレンジャーだ ひくまのノンフィクションシリーズ大畑 孝二 作

ヤギのリリのおくりもの ひくまのノンフィクションシリーズ岩崎 京子 作

台風におそわれたキャンプ 心にのこるみんなの体験 日本児童文芸家協会 編 著

いつか、わたしもシンデレラ 心にのこるみんなの体験 日本児童文芸家協会 編 著

大たつまきのきょうふ 心にのこるみんなの体験 日本児童文芸家協会 編 著

友だちは、いじめられっこ 心にのこるみんなの体験 日本児童文芸家協会 編 著

はるにれ 日本傑作絵本シリーズ 姉崎 一馬 写真

フー子とママのふたり 盲導犬ものがたり 福沢 美和 著

かぎりなくやさしい花々 野の花々が手足の不自由な私に生命の尊さを教えてくれました 星野 富弘 著

盲導犬フロックスの思い出 福沢 美和 著

盲導犬カンナ、わたしと走って！ ロードレースに出場した、全盲の漢小百合さんの記録 わたしのノンフィクション 坂井 ひろ子 文



愛の点字図書館長 全盲をのりこえて日本点字図書館を作った本間一夫 わたしのノンフィクション 池田 澄子 文

出会いのカリフォルニア 盲導犬ユリアと私のアメリカ留学記 児玉 聖子 著

先生は笑わせマン 障害をもった宏子と先生の交換日記 大沢 宏子 著

４０本のカーネーションにつつまれて 心臓病の娘・朋美とともに歩んだ日々 坂見 紀子 著

キタキツネのボロとモモンガのネナイ ある動物カメラマンの記録 学研のノンフィクション 目黒 誠一 文・写真

テレジンの小さな画家たち ナチスの収容所で子どもたちは４０００枚の絵をのこした 野村 路子 著

二つの国をつなぐ子ら いま、うけつがれる日本とブラジルの交流 学研のノンフィクション 岡本 文良 文

アホウドリと大あほうどり先生 人と動物・感動の記録 学研のノンフィクション 長谷川 博 文・写真

わたしの孫は１００ぴきのサル 人と動物・感動の記録 学研のノンフィクション 三戸 サツヱ 文・写真

峯ちゃんのピッカピカ 学研のノンフィクション 菊地 澄子 文

リヤカーマンアフリカを行く 歩いてアフリカ大陸横断１１０００キロの大冒険 学研のノンフィクション 永瀬 忠志 文・写真

天使たちの花リレー ４５年つづけられる入院患者と小学生たちのふれあい 学研のノンフィクション 今関 信子 文

夢 サーカス ベンポスタ子ども共和国から 学研のノンフィクション 松美 里枝子 文

黄金の大仮面とおどるガイコツ アンデス文明を書きかえる日本人考古学者島田泉 学研のノンフィクション 田中舘 哲彦 文

デンジロウ博士がやってくる！ 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

マザー・テレサへの旅 ボランティアってだれのため？ 学研のノンフィクション 寮 美千子 文・写真

天気・気象 学研の図鑑

星・星座 学研の図鑑 堀 源一郎 指導・執筆

飼育と観察 学研の図鑑

宇宙 学研の図鑑

地球 学研の図鑑

ゴミから地球をかんがえる リサイクルにとりくむ七人のゴミなかまたち わたしのノンフィクション 石沢 清史 著

ありがとう！山のガイド犬「平治」 わたしのノンフィクション 坂井 ひろ子 文

母さんのじん臓をあげる！ わたしのノンフィクション 馬場 錬成 文

がんばれ！赤ちゃんラッコのラリー オホーツク水族館のラッコの記録 わたしのノンフィクション 島田 治子 文

お母さん、笑顔をありがとう！ 白血病とたたかった少女真木の記録 わたしのノンフィクション 小川 陽子 文

鶴になったおじさんの動物記 空気銃でヒグマをたおす　キツネをだました話ほか わたしのノンフィクション 高橋 良治 文

行け！名警察犬アルフ号 わたしのノンフィクション 三田村 信行 文

アリに知恵はあるか？ わたしの研究 わたしのノンフィクション 石井 象二郎 文

盲導犬カンナ、わたしと走って！ ロードレースに出場した、全盲の漢小百合さんの記録 わたしのノンフィクション 坂井 ひろ子 文

まもれ！物見山のオオタカ オオタカの巣立ちをまもった『鳩山野鳥の会』の記録 わたしのノンフィクション 鈴木 伸 文

世界の名選手物語 わたしのノンフィクション 加藤 博夫 著

みつばち家族の大冒険 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

虫はなぜガラス窓をあるけるのか？ わたしの研究 わたしのノンフィクション 石井 象二郎 文

ぼくたちは池田先生をわすれない 筋ジスとたたかいながら塾をつづけた池田浩己さんの記録 わたしのノンフィクション 小川 陽子 文

ぼくが見たメサグランデ難民キャンプ 中米ホンジュラスの難民キャンプの記録 わたしのノンフィクション 大淵 喜隆 文 写真

まいごのアザラシをたすけて！ よごれた海とたたかうアザラシ病院の人びと わたしのノンフィクション 平沢 一郎 文 写真

愛の点字図書館長 全盲をのりこえて日本点字図書館を作った本間一夫 わたしのノンフィクション 池田 澄子 文

雪にあこがれて南極へ 女性初の日本南極観測隊員・森永由紀さんの記録 わたしのノンフィクション 島田 治子 文

虫はどのように冬を越すのか？ わたしの研究 わたしのノンフィクション 茅野 春雄 文

うりこひめとあまんじゃく ものがたり絵本 木島 始 文

うらしま ものがたり絵本 平岩 弓枝 文

おおくにぬしのぼうけん ものがたり絵本 福永 武彦 文

うみひこ　やまひこ ものがたり絵本 与田 準一 文

てんにんのはごろも ものがたり絵本 堀尾 青史 文

手作りおもちゃのかがく館１　重さでうごかす 木村 裕一 作・構成

手作りおもちゃのかがく館２　重さでうごかす 木村 裕一 作・構成

手作りおもちゃのかがく館３　てこでうごかす 木村 裕一 作・構成

手作りおもちゃのかがく館５　おってうごかす 木村 裕一 作・構成

手作りおもちゃのかがく館６　空気でうごかす 木村 裕一 作・構成

手作りおもちゃのかがく館７　まわしてあそぶ 木村 裕一 作・構成

手作りおもちゃのかがく館９　とばしてあそぶ 木村 裕一 作・構成

手作りおもちゃのかがく館１０　光とじしゃくであそぶ 木村 裕一 作・構成

手作りおもちゃのかがく館１１　音であそぶ 木村 裕一 作・構成

手作りおもちゃのかがく館１２　自然であそぶ 木村 裕一 作・構成

やまたのおろち ものがたり絵本 羽仁 進 文

さるかに ものがたり絵本 松谷 みよ子 文

かぐやひめ ものがたり絵本 円地 文子 文

おっ父ったんが行く 福音館日曜日文庫 荻内 勝之 著



みぢかないきものみつけようそだてよう１０ くさばなであそぼう

みぢかないきものみつけようそだてよう１２ がっこうのしょくぶつ

化石・岩石 学研の図鑑

顕微鏡観察 学研の図鑑

調べ学習に役立つ社会科データブック２ 日本の気候

ことわざ大事典 学研まんが事典シリーズ 相田 克太 〔ほか〕漫画

げんきをつくる食育えほん１ たべるのだいすき！ 吉田 隆子 作

げんきをつくる食育えほん３ びょうきからまもってくれるたべもの 吉田 隆子 作

げんきをつくる食育えほん４ つよいちからがでるたべもの 吉田 隆子 作

げんきをつくる食育えほん５ おいしいあじのおてつだい 吉田 隆子 作

たねがとぶ かがくのとも傑作集 甲斐 信枝 さく

たべられるしょくぶつ かがくのとも傑作集 森谷 憲 ぶん

だれだかわかるかい？ むしのかお かがくのとも傑作集 今森 光彦 ぶん・写真

たんぽぽ かがくのとも傑作集 平山 和子 ぶん・え

つくし かがくのとも傑作集 甲斐 信枝 さく

どうぶつえんのおいしゃさん かがくのとも傑作集 降矢 洋子 さく

どんぐり かがくのとも傑作集 こうや すすむ さく

どんぐりかいぎ かがくのとも傑作集 こうや すすむ 文

にわさきのむし しゃがんでみつけた かがくのとも傑作集 小林 俊樹 ぶん

はながさいたら かがくのとも傑作集 菅原 久夫 ぶん

ピーナッツなんきんまめらっかせい かがくのとも傑作集 こうや すすむ 文

ふゆめがっしょうだん かがくのとも傑作集 富成 忠夫 写真

あしたのてんきははれ？くもり？あめ？ おてんきかんさつえほん かがくのとも傑作集 野坂 勇作 さく

あげは かがくのとも傑作集 小林 勇 ぶん・え

おなら かがくのとも傑作集 長 新太 さく

まんがからだ事典１ 食べ物のゆくえと血液 学研まんが事典シリーズ

やぁ、すてきななかまたち！ トゥリシア・ブラウン　作

盲導犬フロックスとの旅 福沢 美和 著

草花のうえかたそだてかた かいかたそだてかたずかん松原 巌樹 文・絵

学級イベントのアイデア１００ 仲良くする集合ゲーム

勉強っていやいやするもの？ ほんとうに学ぶとはどういうこと ノンフィクション・ワールド 行宗 蒼一 著

補聴犬ノンコ物語 ノンフィクション・ワールド 鎌奥 哲男 著

ウォッチング雲と星 校外活動ガイドブック 酒井 哲雄 著

地球はえらい みぢかなかがく 城 雄二 案

みんなで生きる・２１世紀　１２ 傷つけられる動物たち

動物の生態図鑑 大自然のふしぎ

はじめての飼育と栽培１２ そだててみたい花とやさい 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培３　だんごむし 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培４　こおろぎ 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培５　うさぎ 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培６　モルモット 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培７　あさがお 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培８　ひまわり 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培９　ミニトマト 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培１０　さつまいも 生活科を創る会 編

みんなうんち かがくのとも傑作集 五味 太郎 さく

めだか かがくのとも傑作集 吉崎 正巳 さく

やぶかのはなし かがくのとも傑作集 栗原 毅 ぶん

雪の上のなぞのあしあと かがくのとも傑作集 あべ 弘士 さく

ざっそう かがくのとも傑作集 甲斐 信枝 ぶん・え

しっぽのはたらき かがくのとも傑作集 川田 健 ぶん

みぢかな飼育と栽培１　タンポポ 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

みぢかな飼育と栽培２　アリ 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

みぢかな飼育と栽培３　チューリップ 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

みぢかな飼育と栽培１０　カブトムシ 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

みぢかな飼育と栽培１２　ヒマワリ 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

みぢかな飼育と栽培１３　セミ 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

みぢかな飼育と栽培１４　バッタ・キリギリス 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

みぢかな飼育と栽培１５　テントウムシ 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文



みぢかな飼育と栽培１６　ドングリ 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

みぢかな飼育と栽培６　ツバメ 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

みぢかな飼育と栽培７　アゲハチョウ 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

みぢかな飼育と栽培８　アサガオ 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

２本のリンゴの木 一年間の観察をとおして 子ども科学図書館 おくやま ひさし 文と写真

キノコの女王 キヌガサタケが開く！ 子ども科学図書館 吉見 昭一 文と写真

ウキクサのじゅうたん 小さな植物のちから 子ども科学図書館 いぬい みのる 文

学研の観察・実験シリーズ 星とその動き

学研の観察・実験シリーズ 土地のでき方

アサガオ たねからたねまで 科学のアルバム１３ 佐藤 有恒 写真

ヒマワリのかんさつ 科学のアルバム２５ 叶沢 進 写真

学習にやくだつマンガの本８ 地方自治 地方公共団体のしくみと仕事

アサガオ そだててみよう 小野 隆 構成・文

アゲハ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文

ヒマワリ そだててみよう 小野 隆 構成・文

クワガタムシ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文

スズムシ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文

まんがで学習　ことわざ事典 吉田 ゆたか 著

ちびっこかたつむり 自然・きらきら 久保 秀一 写真

たんぽぽさいて 自然・きらきら 久保 秀一 写真

おかえりあかとんぼ 自然・きらきら 久保 秀一 写真

れんげのおきゃくさま 自然・きらきら 久保 秀一 写真

すいかごろりん 自然・きらきら 久保 秀一 写真

とびたて　てんとうむし 自然・きらきら 久保 秀一 写真

カブトムシ そだててみよう１ 吉家 世洋 構成・文

アサガオ そだててみよう 小野 隆 構成・文

アゲハ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文

ヒマワリ そだててみよう 小野 隆 構成・文

スズムシ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文

ぼくらの天神まつり たくさんのふしぎ傑作集 田沼 武能 文・写真

はじめての飼育と栽培１２ そだててみたい花とやさい 生活科を創る会 編

美しい地球をよごさないで 自然保護を訴える７０数か国の子どもたちの声 ヘレン＝エクスレイ 編

はじめての飼育と栽培３　だんごむし 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培４　こおろぎ 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培５　うさぎ 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培６　モルモット モルモット 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培７　あさがお あさがお 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培８　ひまわり ひまわり 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培９　ミニトマト 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培１０　さつまいも 生活科を創る会 編

いただきま～す食事の本１ １日３回よい食事

いただきま～す食事の本２ ぼくたちのきゅうしょく

つよいぞきょうりゅうのつのとしっぽ ２年生のきょうりゅうたんけん隊 きょうりゅうたんけん隊 たかし よいち 文

おれさまがヨロイきょうりゅうだ！ ３年生のきょうりゅうたんけん隊 きょうりゅうたんけん隊 たかし よいち 文

きょうりゅうだって病気になる ４年生のきょうりゅうたんけん隊 きょうりゅうたんけん隊 たかし よいち 文

日本にもきょうりゅうがいた！ ５年生のきょうりゅうたんけん隊 きょうりゅうたんけん隊 たかし よいち 文

きょうりゅうの大決とう ６年生のきょうりゅうたんけん隊 きょうりゅうたんけん隊 たかし よいち 文

きょうりゅうはなぜほろんだ ６年生のきょうりゅうたんけん隊 きょうりゅうたんけん隊 たかし よいち 文

いきもののしいく ふしぎをためすかがく図鑑

しょくぶつのさいばい ふしぎをためすかがく図鑑

はらっぱハウス 近藤 薫美子 著

ひとのからだ ふしぎがわかるしぜん図鑑

しらべてみようリサイクル かん 中村 三郎 文

しらべてみようリサイクル びん 中村 三郎 文

しらべてみようリサイクル ペットボトル・プラスチック 中村 三郎 文

しらべてみようリサイクル 紙・衣類 中村 三郎 文

しらべてみようリサイクル 水・生ごみ 中村 三郎 文

かまきりっこ 近藤 薫美子 著

つちらんど 近藤 薫美子 著



のにっき 野日記 近藤 薫美子 著

こんちゅう ふしぎがわかるしぜん図鑑

どうぶつ ふしぎがわかるしぜん図鑑

しょくぶつ ふしぎがわかるしぜん図鑑

みずのいきもの ふしぎがわかるしぜん図鑑

学校からはじめるみんなの自然たんけん 見つける・感じる学校の自然　　自然体験入門 姉崎 一馬 監修

学校からはじめるみんなの自然たんけん 作る・育てる学校の自然　　学校ビオトープ入門 姉崎 一馬 監修

学校からはじめるみんなの自然たんけん 遊ぶ・クラス学校の自然　　アウトドア入門 姉崎 一馬 監修

おかあさん 佐々木卓也作品集 岸田今日子・文

ファーブルこんちゅう記５ もんしろちょうとみのむし ファーブル 〔著〕

ダレン・シャン１ 奇怪なサーカス Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著

鳥 小学館の図鑑ＮＥＯ 上田恵介　監修

鳥 小学館の図鑑ＮＥＯ 上田恵介　監修

アラスカたんけん記 たくさんのふしぎ傑作集 星野 道夫 文・写真

アラスカたんけん記 たくさんのふしぎ傑作集 星野 道夫 文・写真

アラスカたんけん記 たくさんのふしぎ傑作集 星野 道夫 文・写真

人類の長い旅 ビッグ・バンからあなたまで やさしい科学 キム・マーシャル 著

火よう日のごちそうはひきがえる 児童図書館・文学の部屋ラッセル・エリックソン 作

火よう日のごちそうはひきがえる 児童図書館・文学の部屋ラッセル・エリックソン 作

火よう日のごちそうはひきがえる 児童図書館・文学の部屋ラッセル・エリックソン 作

人類の長い旅 ビッグ・バンからあなたまで やさしい科学 キム・マーシャル 著

ＮＨＫひとりでできるもん！ 飼ってみよう育ててみよう

わたってきた虫たちのなぞ 虫がいっぱい！南の島 湊 和雄 文・写真

オシドリからのおくりもの おはなしノンフィクション 国松 俊英 作

田中正造 足尾の鉱毒問題とたたかった 少年少女伝記読みもの 北川 幸比古 著

はじめての飼育と栽培１１ かってみたい生きもの 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培１ ざりがに 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培２　かたつむり 生活科を創る会 編

花と実の図鑑　１ 春に花が咲く木 斎藤 謙綱 絵

花と実の図鑑　２ 夏・秋・冬に花が咲く木 斎藤 謙綱 絵

花と実の図鑑　３ 公園や庭でみられる木 斎藤 謙綱 絵

花と実の図鑑　４ 校庭や街路でみられる木 三原 道弘 文

花と実の図鑑　５ 散歩道でみられる木 斎藤 謙綱 絵

カメレオンはかくれんぼじょうず？ 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

サルはとぶことができる？ 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

クジラの１日のしょくじは？ たべもの どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ ぶん

ライオンをそだてるのは？ あかちゃん どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ ぶん

ミミズはヘビのしんせき？ かぞく どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ ぶん

ザリガニ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文

糸でいきる虫たち みつけた！しぜんのなかで松山 史郎 文と写真

糸でいきる虫たち みつけた！しぜんのなかで松山 史郎 文と写真

魔術師のくだものづくり ネパールの人と自然を愛し、果樹を育てる近藤亨 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ岡本 文良 作

日本のねこ話 てんとう虫ブックス 西本 鶏介 文

学習にやくだつマンガの本４ 哲学

学習にやくだつマンガの本１ 憲法 人間の尊重と日本国憲法

小学校理科の教室　５ こん虫のたんじょう

小学校理科の教室　７ 動物のからだ

イネの一生 科学のアルバム２６ 守矢 登 著

ジャガイモ 科学のアルバム７２ 鈴木 公治 著

学研の観察・実験シリーズ 植物のつくりと養分

学研の観察・実験シリーズ たねの発芽と成長

エジソン 努力の人・世界一の発明王 児童伝記シリーズ 久保 喬 著

良寛さま 子どもが大すきな、やさしい坊さん 児童伝記シリーズ 山本 和夫 著

シュバイツァー アフリカ黒人のためにささげた一生 児童伝記シリーズ 山本 和夫 著

ディズニー まんがえいがの王さま 児童伝記シリーズ 塩谷 太郎 著

おしゃかさま 仏教のおしえをはじめた人 児童伝記シリーズ 大木 雄二 著

宮沢賢治 童話の名作をかいた農村の指導者 児童伝記シリーズ 伊藤 佐喜雄 著

ノーベル ノーベル賞をのこした発明家 児童伝記シリーズ 山本 藤枝 著

ワシントン アメリカ独立の父 児童伝記シリーズ 小出 正吾 著



むかしのおもちゃであそぼう 生活科のえほん⑮ 竹井 史郎 作

うさぎとなかよし 生活科のえほん④ 身近な小動物をかわいがろう 毛利 澄夫 作

チョウの大旅行 オオカバマダラの山をもとめて 子ども科学図書館 海野 和男 文・写真

昆虫のかくれんぼ 身を守る昆虫たち 子ども科学図書館 海野 和男 文と写真

クヌギ林の２４時間 昆虫酒場は大にぎわい 子ども科学図書館 海野 和男 文と写真

みぢかな飼育と栽培９　ザリガニ 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

どうぶつの目 ふしぎ発見シリーズ わしお としこ 構成・文

どうぶつのはな ふしぎ発見シリーズ わしお としこ 構成・文

どうぶつの耳 ふしぎ発見シリーズ わしお としこ 構成・文

どうぶつのおっぱい ふしぎ発見シリーズ わしお としこ 構成・文

みぢかな飼育と栽培４　カタツムリ 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

みぢかな飼育と栽培５　カエル 校外学習に役立つ 七尾 純 構成・文

ざりがに かがくのとも傑作集 吉崎 正巳 ぶん・え

はじめての飼育と栽培１　ざりがに 生活科を創る会 編

はじめての飼育と栽培２　かたつむり かたつむり 生活科を創る会 編

えほん・フォトかみしばい１　ザリガニ 七尾 純 構成・文

えほん・フォトかみしばい２　メダカ 七尾 純 構成・文

えほん・フォトかみしばい３　カブトムシ 七尾 純 構成・文

えほん・フォトかみしばい４　アゲハチョウ 七尾 純 構成・文

えほん・フォトかみしばい５　アサガオ 七尾 純 構成・文

えほん・フォトかみしばい６　タンポポ 七尾 純 構成・文

科学だいすき！なぜなぜ大発見５ アサガオはなぜ朝早くさくの？

科学だいすき！なぜなぜ大発見６ どうしてねむくなるの？

花と実の図鑑　１ 春に花が咲く木 斎藤 謙綱 絵

花と実の図鑑　２ 夏・秋・冬に花が咲く木 斎藤 謙綱 絵

花と実の図鑑　３ 公園や庭でみられる木 斎藤 謙綱 絵

花と実の図鑑　４ 校庭や街路でみられる木 三原 道弘 文

花と実の図鑑　５ 散歩道でみられる木 斎藤 謙綱 絵

花と実の図鑑　６ 身近な樹木の１年 斎藤 謙綱 絵

いろんな場所の虫さがし 昆虫図鑑 みぢかなかがく 藤丸 篤夫 文・写真

野の花道ばたの草 さいているところさがそう みぢかなかがく たかはし きよし 絵

花の虫さがし 昆虫図鑑 みぢかなかがく 藤丸 篤夫 文・写真

みんなで生きる・２１世紀８ エイズ

みんなが変わる話し方・伝え方・演じ方１ 個性をのばす自己表現アイデア集 －学校行事や遊びのなかで身につく自己表現－ 子どもの表現研究会 編著

みんなが変わる話し方・伝え方・演じ方２ “話しベタ”克服　言葉・あそびアイデア集 －学校行事や遊びのなかで身につく自己表現－ 子どもの表現研究会 編著

みんなが変わる話し方・伝え方・演じ方３ クラスが変わる劇・表現アイデア集 －学校行事や遊びのなかで身につく自己表現－ 子どもの表現研究会 編著

カメのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん小宮 輝之 文

ザリガニのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん小宮 輝之 文

水のいきものかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん浅井 ミノル 文

動物・小鳥のかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん成島 悦雄 文

昆虫の図解 学研の図鑑

魚のくらし 学研の図鑑

みぢかなふしぎ絵本　２ ゾウのはなはなぜながいの？ 横山 正 文

みぢかなふしぎ絵本　３ アサガオは朝しかさかないの？ 横山 正 文

植物 学研の図鑑

地面の下のいきもの みるずかん・かんじるずかん松岡 達英 え

たねのずかん とぶ・はじける・くっつく みるずかん・かんじるずかん高森 登志夫 え

おいしい野草 みるずかん・かんじるずかん高森 登志夫 え

おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》１ てんとうむし

おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》２ ちょう

おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》３ むしのたまご

おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》４ みつばち

おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》５ とんぼ

おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》６ ようちゅう

おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》７ おとしぶみ

おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》８ かまきり

おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》９ あしもとのいきもの

おおきなしぜんちいさなしぜん《こんちゅう》１０ かぶとむしのなかま

はなきのみ フレーベル館のこどもずかん



さかなみずべのいきもの フレーベル館のこどもずかん

ねこうさぎハムスター フレーベル館のこどもずかん

くだもの フレーベル館のこどもずかん

きょうりゅう フレーベル館のこどもずかん

はたらくじどうしゃ フレーベル館のこどもずかん

むし フレーベル館のこどもずかん

すぐできるやさしいあそびの本８ 工作あそび 竹井 史郎 著

かんきょう絵本　５ がんばれ！こじか 西本 鶏介 作

昆虫 学研の図鑑

植物のくらし 学研の図鑑

昆虫のくらし 学研の図鑑

動物のくらし 学研の図鑑

人とからだ 学研の図鑑

花 園芸植物・作物 学研の図鑑

爬虫・両生類 学研の図鑑 川村 智治郎 監修

世界の昆虫 学研の図鑑

鳥のくらし 学研の図鑑

ハムスターのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん成島 悦雄 文

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　むし

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　どうぶつ

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　とり

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　さかな

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　ひとのからだ

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　くさばな

キャプテン・クックの動物たち すばらしいオセアニアの生きもの ノンフィクション・ワールド 羽田 節子 著

上野動物園サル山物語 ノンフィクション・ワールド 川口 幸男 著

植物の生態図鑑 大自然のふしぎ

どうぶつえんのたんけん 飼育係のしごと みぢかなかがく なかの ひろみ 文

ネコ みぢかなともだち みぢかなかがく 田中 豊美 作

月の輪熊は山へ帰った！ 人とクマ、共生への道 ノンフィクション・ワールド 米田 一彦 著

上野動物園サル山物語 ノンフィクション・ワールド 川口 幸男 著

キャプテン・クックの動物たち すばらしいオセアニアの生きもの ノンフィクション・ワールド 羽田 節子 著

昆虫の生態図鑑 大自然のふしぎ

鳥の生態図鑑 大自然のふしぎ

つくってあそぼうよ！３ コックさんになろう 子どもの生活をゆたかに！

つばさは友だち 野鳥と人間をむすぶもの 子ども科学図書館 篠原 五男 文と写真

クマタカの森と空 あこがれの鳥をみつめて 子ども科学図書館 宮崎 学 文・写真

エゾリスのいる林 チロとわたしと６ぴきの子リス 子ども科学図書館 高橋 健 文

のろり　とろり　カタツムリ 観察と実験のいろいろ 子ども科学図書館 いぬい みのる 文

クマゲラのいる島 赤いベレーをかぶったキツツキ 子ども科学図書館 松田 忠徳 文と写真

鳥のいるけしき 自然を見つめる目 子ども科学図書館 中村 登流 文と絵

クモの糸 子ども科学図書館 岡野 薫子 文

花 園芸植物・作物 学研の図鑑

花 園芸植物・作物 学研の図鑑

飼育と観察 学研の図鑑

人とからだ 学研の図鑑

植物のくらし 学研の図鑑

植物のくらし 学研の図鑑

昆虫のくらし 学研の図鑑

昆虫のくらし 学研の図鑑

植物 学研の図鑑

昆虫の図解 学研の図鑑

北の森にヒグマを追って ヒグマ研究にかけた情熱 子ども科学図書館 青井 俊樹 文

北の森にヒグマを追って ヒグマ研究にかけた情熱 子ども科学図書館 青井 俊樹 文

小学校理科の教室　８ 動物の四季

小学校理科の教室　６ 池や小川の動物たち

さかなは木にのぼる？ こうどう どうぶつなぜなぜずかん アニタ・ガネリ ぶん

庭にできたウサギの国 たくさんのふしぎ傑作集 河合 雅雄 文

ポプラ社・ゲーム大百科６ にこにこ伝承あそび１０１ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編



小さなソフィーとのっぽのパタパタ エルス・ペルフロム 作

赤姫さまの冒険 パウル・ビーヘル 作

ロバになったトム アン・ロレンス 作

金のくるみ銀の星 偕成社ワンダーランド 白阪 実世子 作

アンブラと４人の王子 アン・ローレンス 作

エイズと闘った少年の記録 心にのこる文学 ライアン＝ホワイト 著

緑の森の神話 心にのこる文学 折原 みと 作絵

メルティの冒険 遥かなるアーランド伝説 心にのこる文学 吉村 夜 作

赤毛のアンに出会う旅 折原みと、プリンス・エドワード島を訪ねて 心にのこる文学 折原 みと 作

かいけつゾロリのきょうふの宝さがし ポプラ社の新・小さな童話原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリのテレビゲームききいっぱつ ポプラ社の新・小さな童話原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ ポプラ社の新・小さな童話原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリとなぞのひこうき ポプラ社の新・小さな童話原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリつかまる！！ ポプラ社の新・小さな童話原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリのきょうふのサッカー ポプラ社の新・小さな童話95原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリのきょうふのプレゼント ポプラ社の新・小さな童話75原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリのきょうふのカーニバル ポプラ社の新・小さな童話原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリの大きょうりゅう ポプラ社の新・小さな童話原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリのまほうつかいのでし ポプラ社の新・小さな童話原 ゆたか さく・え

① ほうれんそうマンのゆうれいじょう ポプラ社の小さな童話 みづしま 志穂 さく

ほうれんそうマンのようかいがっこう ポプラ社の小さな童話 みづしま 志穂 さく

ほうれんそうマンのようかいじま ポプラ社の小さな童話 みづしま 志穂 さく

ほうれんそうマンのじどうしゃレース ポプラ社の小さな童話 みづしま 志穂 さく

バンビ ディズニーアニメ小説版 〔フェリックス・ザルテン 原作〕

バグズ・ライフ ディズニーアニメ小説版 Ｊ・コーマン 作

イーヨーのあたらしい家 クマのプーさん おはなしプーさんえほん Ａ．Ａ．Ｍｉｌｎｅ 〔原作〕

プーさんのぼうあそび クマのプーさん おはなしプーさんえほん Ａ．Ａ．Ｍｉｌｎｅ 〔原作〕

ティガーの朝ごはん クマのプーさん おはなしプーさんえほん Ａ．Ａ．Ｍｉｌｎｅ 〔原作〕

ピグレットだいかつやく クマのプーさん おはなしプーさんえほん Ａ．Ａ．Ｍｉｌｎｅ 〔原作〕

はねとびティガー クマのプーさん おはなしプーさんえほん Ａ．Ａ．Ｍｉｌｎｅ 〔原作〕

ピグレットをすくいだせ クマのプーさん おはなしプーさんえほん Ａ．Ａ．Ｍｉｌｎｅ 〔原作〕

ティガーの木のぼり クマのプーさん おはなしプーさんえほん Ａ．Ａ．Ｍｉｌｎｅ 〔原作〕

森の大パーティー クマのプーさん おはなしプーさんえほん Ａ．Ａ．Ｍｉｌｎｅ 〔原作〕

坊っちゃん アニメ日本の名作 夏目 漱石 原作

野菊の墓 アニメ日本の名作 伊藤 左千夫 原作

姿三四郎 アニメ日本の名作 富田 常雄 原作

たけくらべ アニメ日本の名作 樋口 一葉 原作

路傍の石 アニメ日本の名作 山本 有三 原作

風立ちぬ アニメ日本の名作 堀 辰雄 原作

ビルマの竪琴 アニメ日本の名作 竹山 道雄 原作

舞姫 アニメ日本の名作 森 鴎外 原作

怪談 芳一ものがたり アニメ日本の名作 小泉 八雲 原作

伊豆の踊子 アニメ日本の名作 川端 康成 原作

なぞのたから島 かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

空とぶかいぞくせん かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

のろわれたたまご かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

あやしいほらあな かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

あやうしポケット かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

竜王のたからもの かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

魔女のワナムケ かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

海の女王のわな かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

人魚となぞの木 かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

うらないのひみつ かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

はねのあるキリン かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

かみなりトッケポ かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

ゆうれいせんペサ かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

とうめい人間ジャン かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

ロボット人間ポン かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

うちゅう人間ケン かいぞくポケット 寺村 輝夫 作



こおったポケット かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

アイコのじゅもん かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

サアナごうをうて かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

ながれ星のひみつ かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

死者の学園祭 赤川次郎ミステリーコレクション赤川 次郎 作

三毛猫ホームズの四捨五入 赤川次郎ミステリーコレクション赤川 次郎 作

セーラー服と機関銃 赤川次郎ミステリーコレクション赤川 次郎 作

三姉妹探偵団　珠美・初恋編 赤川次郎ミステリーコレクション赤川 次郎 作

吸血鬼はお年ごろ 赤川次郎ミステリーコレクション赤川 次郎 作

子子家庭は危機一髪 赤川次郎ミステリーコレクション赤川 次郎 作

赤いこうもり傘 赤川次郎ミステリーコレクション赤川 次郎 作

灰の中の悪魔 赤川次郎ミステリーコレクション赤川 次郎 作

若草色のポシェット 赤川次郎ミステリーコレクション赤川 次郎 作

アンバランスな放課後 赤川次郎ミステリーコレクション赤川 次郎 作

キリンさん まど・みちお詩のえほん まど みちお 詩

ちきゅうはメリーゴーラウンド まど・みちお詩のえほん まど みちお 詩

あしたはリョウちゃんがくる 赤座 憲久 詩

たんぽぽヘリコプター まど・みちお詩のえほん まど みちお 詩

ひらがなどうぶつえん えほん・こどもとともに 関根 栄一 詩

ひまへまごろあわせ まどさんとさかたさんのことばあそび　３ こみねのえほん まど みちお 文

だじゃれはだれじゃ まどさんとさかたさんのことばあそび　２ こみねのえほん まど みちお 文

まどさんとさかたさんのことばあそび こみねのえほん まど みちお 文

ともだちや 内田 麟太郎 作

ともだちくるかな 内田 麟太郎 作

あしたもともだち 内田 麟太郎 作

ごめんねともだち 内田 麟太郎 作

ともだちひきとりや 内田 麟太郎 作

シェーラひめのぼうけんガラスの子馬 フォア文庫 村山 早紀 作

シェーラひめのぼうけん闇色の竜 フォア文庫 村山 早紀 作

シェーラひめのぼうけん魔法の杖 フォア文庫 村山 早紀 作

シェーラひめのぼうけん最後の戦い フォア文庫 村山 早紀 作

目をつぶれば、きつねの世界 学研の新しい創作 津島 節子 作

ありがとうをわすれると 新しい日本の幼年童話 山下 明生 作

雨のじょうろとあなぐまモンタン 新しい日本の幼年童話 茂市 久美子 作

ハッピーファミリー 新しい日本の幼年童話 魚住 直子 作

サッカー日本代表物語 世界を夢見た男たち 学研のノンフィクション 大住 良之 文

目の見えない犬ダン 学研のノンフィクション 大西 伝一郎 文

深海底７５００メートルの世界へ 学研のノンフィクション ぬくみ ちほ 文・写真

雪のにおい 学研の新・創作シリーズ 高林 潤子 作

あいさつはいつも“なまけんぼう” グリーシャ、ボサボサ惑星に行く 学研の新・創作シリーズ エレーナ・ガボワ 作

台風 学研の新・創作シリーズ せがわ きり 作

動物園は心の学校 オリの中からのメッセージ ポプラ社いきいきノンフィクション亀井 一成 著

悪魔の兵器・地雷 地雷の中に生きるカンボジアの子どもたち ポプラ社いきいきノンフィクション名倉 睦生 文

ぼく、とうふやの営業部長です かっちゃんは障害をこえて ポプラ社いきいきノンフィクション小川 陽子 著

ペットはぼくの家族 日本のペットは幸せなのかな？ ポプラ社いきいきノンフィクションマルコ・ブルーノ 著

ぼく、目が見えなくても富士山を撮る 盲導犬アイリーンとともに ポプラ社いきいきノンフィクション伊志井 桃雲 著

ゴリラを描きたくて 世界のゴリラを訪ねて ポプラ社いきいきノンフィクション阿部 知暁 著

海は死なない 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ゆうき えみ 著

アイガモ家族 カモが育てるゆかいな米づくり ポプラ社いきいきノンフィクション佐藤 一美 著

先生のピアノが歌った 二つのピアノ物語 ポプラ社いきいきノンフィクション矢崎 節夫 著

世界のお母さんマザー・テレサ レンズの中に愛がみえた ポプラ社いきいきノンフィクション小林 正典 著

まけるなしんちゃん 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東海林 のり子 著

サルが山からおりてきた 屋久島のサルと人間のチエくらべ ポプラ社いきいきノンフィクション佐藤 一美 著

９００回のありがとう 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綾野 まさる 著

さくらがさいた！ 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木暮 正夫 著

強いぞ、アシカの母さん 助けあったアシカ家族の物語 ポプラ元気ノンフィクション亀井 一成 著

父と娘の日本横断 ３００ｋｍ・自転車の旅 ポプラ元気ノンフィクション山口 理 著

盲導犬ボランティア物語 林先生と子どもたちの奮闘記 ポプラ元気ノンフィクション長谷島 妙子 著

盲導犬ミントの子守歌 二代目キースに歌いつがれて ポプラ元気ノンフィクション星野 有史 著



ニュース犬ブーニー物語 ポプラ元気ノンフィクション福田 秀和 著

ママが風になれたら 重度障害者の私のねがい ポプラ元気ノンフィクション岸川 悦子 著

ありがとうの歌 ぼくの音楽をつくってください ポプラ元気ノンフィクションくりす あきら 著

動物園ほのぼの日記 オリの中からのメッセージ ポプラ元気ノンフィクション亀井 一成 著

２１世紀の平和を考えるシリーズ 紛争　　傷つけあう悲劇をのりこえて 大貫 美佐子 監修

２１世紀の平和を考えるシリーズ 難民　　ふるさとを追われた人々 大貫 美佐子 監修

２１世紀の平和を考えるシリーズ 地雷　　なくそう「悪魔の兵器」を 大貫 美佐子 監修

２１世紀の平和を考えるシリーズ 飢餓　　くりかえされる苦しみからの脱出 大貫 美佐子 監修

２１世紀の平和を考えるシリーズ エイズ　　とめよう世界に広がる病 大貫 美佐子 監修

２１世紀の平和を考えるシリーズ 貧困　　みながともに生きるために 大貫 美佐子 監修

もけらもけら 日本傑作絵本シリーズ 山下 洋輔 ぶん

みんなであそぶわらべうた 日本傑作絵本シリーズ 近藤 信子 編・遊び方指導

みみをすます 谷川 俊太郎 著

にほんご 安野光雅・著

なぞなぞの本 福音館日曜日文庫 福音館書店編集部 編

ことばあそびうた　また 日本傑作絵本シリーズ 谷川 俊太郎 詩

ことばあそびうた 日本傑作絵本シリーズ 谷川 俊太郎 詩

木いちごつみ 子どものための詩と絵の本 日本傑作絵本シリーズ きしだ えりこ 詩

かぞえうたのほん 日本傑作絵本シリーズ 岸田 衿子 作

おれは歌だおれはここを歩く アメリカ・インディアンの詩 金関 寿夫 訳

おひさまぞろぞろ 子どものつぶやきがはじける！ かめむら ごろう 選

わかったさんのクッキー わかったさんのおかしシリーズ寺村 輝夫 作

わかったさんのシュークリーム わかったさんのおかしシリーズ寺村 輝夫 作

わかったさんのドーナツ わかったさんのおかしシリーズ寺村 輝夫 作

わかったさんのアップルパイ わかったさんのおかしシリーズ寺村 輝夫 作

わかったさんのホットケーキ わかったさんのおかしシリーズ寺村 輝夫 作

わかったさんのプリン わかったさんのおかしシリーズ寺村 輝夫 作

わかったさんのアイスクリーム わかったさんのおかしシリーズ寺村 輝夫 作

わかったさんのショートケーキ わかったさんのおかしシリーズ寺村 輝夫 作

わかったさんのクレープ わかったさんのおかしシリーズ寺村 輝夫 作

わかったさんのマドレーヌ わかったさんのおかしシリーズ寺村 輝夫 作

オーパーツこんなものがなぜ存在する 恐竜と人間は共存したのか？ 南山 宏 著

オーパーツこんなものがなぜ存在する 古代の人は空を飛んだのか？ 南山 宏 著

オーパーツこんなものがなぜ存在する 大ピラミッドは宇宙からの遺産か？ 南山 宏 著

オーパーツこんなものがなぜ存在する 海底遺跡はまぼろしの大陸か？ 南山 宏 著

名門フライドチキン小学校 名門フライドチキン小学校田中 成和 作

大うんどう会 名門フライドチキン小学校田中 成和 作

注射がいちばん 名門フライドチキン小学校田中 成和 作

ぷかぷかサッカー 名門フライドチキン小学校田中 成和 作

ようかいランド 名門フライドチキン小学校田中 成和 作

ルーシーおばさんの台所 小石通りのいとこたち シンシア・ライラント 作

すもも通りの花屋さん 秋のミニチュアづくり 小石通りのいとこたち シンシア・ライラント 作

青い日記帳 冬のプレゼント 小石通りのいとこたち シンシア・ライラント 作

小石通りタイムズ 春のいとこ新聞 小石通りのいとこたち シンシア・ライラント 作

三人のキューピッド 夏のパーティー 小石通りのいとこたち シンシア・ライラント 作

ピーター・パン ディズニーアニメ小説版 〔ジェームズ・マシュー・バリー 原作〕

オリバー ニューヨーク子猫ものがたり ディズニーアニメ小説版 ジャン・カー 作

ほうれんそうマンよいこの１年生 ポプラ社の小さな童話 みづしま 志穂 さく

へんし～んほうれんそうマン ポプラ社の小さな童話 みづしま 志穂 さく

おはなしおはなし アフリカ民話より ゲイル・Ｅ．ヘイリー さく

影ぼっこ ブレーズ・サンドラール ぶん

おおきくなりすぎたくま リンド・ワード 文・画

きょうはよいてんき ナニー・ホグロギアン さく

ジュマンジ クリス・バン・オールスバーグ さく

チャンティクリアときつね ジェフリー・チョーサー 原作

どうしてカはみみのそばでぶんぶんいうの？ 西アフリカ民話より ヴェルナ・アールデマ ぶん

野うまになったむすめ ポール・ゴーブル さく

にぐるま　ひいて ドナルド・ホール ぶん

太陽へ飛ぶ矢 ジェラルド・マクダーモット・作



おじいさんの旅 アレン・セイ 文・絵

精霊の守り人 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作

闇の守り人 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作

夢の守り人 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作

虚空の旅人 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作

神の守り人　来訪編 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作

神の守り人　帰還編 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作

シェーラひめのぼうけん魔神の指輪 村山 早紀 作

シェーラひめのぼうけんうしなわれた秘宝 村山 早紀 作

シェーラひめのぼうけんダイヤモンドの都 村山 早紀 作

ムーラン ディズニーアニメ小説版 デュボウスキー 作

王様の剣 ディズニーアニメ小説版 〔Ｔ・Ｈ・ホワイト 原作〕

わんわん物語 ディズニーアニメ小説版 ストラッサー 作

ピノキオ ディズニーアニメ小説版 〔カルロ・コッローディ 原作〕

シンデレラ ディズニーアニメ小説版 〔シャルル・ペロー 原作〕

ジャングル・ブック ディズニーアニメ小説版 〔ラドヤード・キプリング 原作〕

シェーラひめのぼうけん空とぶ城 フォア文庫 村山 早紀 作

美女と野獣ベルの素敵なプレゼント ディズニーアニメ小説版 橘高 弓枝 文

１０１匹わんちゃん ディズニーアニメ・ノベライゼーション 橘高 弓枝 文

ライオン・キング ディズニーアニメ小説版 橘高 弓枝 文

アラジン ディズニーアニメ小説版 橘高 弓枝 文

盗賊王の伝説 アラジン完結編 ディズニーアニメ小説版 橘高 弓枝 文

ポカホンタス ディズニーアニメ小説版 インゴリア 作

眠れる森の美女 ディズニーアニメ小説版 〔シャルル・ペロー 原作〕

ヘラクレス ディズニーアニメ小説版 デュボウスキー 作

リトル・マーメイド 人魚姫 ディズニーアニメ小説版 〔ハンス・クリスチャン・アンデルセン 原作〕

Ａｌａｄｄｉｎジャファーの逆襲 ディズニーアニメ小説版 橘高 弓枝 文

美女と野獣 ディズニーアニメ小説版 〔ルプランス・ド・ボーモン夫人 原作〕

白雪姫 ディズニーアニメ小説版 〔グリム 原作〕

ダンボ ディズニーアニメ小説版 橘高 弓枝 文

ふしぎの国のアリス ディズニーアニメ小説版 〔ルイス・キャロル 原作〕

かばのさかだち　あいうえお よしだ ていいち 作

とりかえっこ さとう わきこ 作

めがねうさぎ せな けいこ 作・絵

きょうだいきかんしゃたろうとじろう 鶴見 正夫 作

ぱっくんおおかみとくいしんぼん 木村 泰子 作・絵

トマトせんせいのじどうしゃ きょうだいきかんしゃたろうとじろう 鶴見 正夫 作

おばけのてんぷら せな けいこ 作・絵

こぐまのぼうけん よしざき まさみ ぶんとえ

もりたろうさんのじどうしゃ おおいし まこと ぶん

トッチくんのカレーようび まどころ ひさこ ぶん

ゆでたまごまーだ かんざわ としこ ぶん

だいちゃんのちびねこ やまもと まつこ ぶんとえ

いたちのこもりうた 松谷 みよ子 作

おばけのどろんどろんとぴかぴかおばけ わかやま けん 作・絵

ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村 泰子 作・絵

かくれているのだあれ？ 大西 さとる 作・絵

いたずらララちゃん なかえ よしを 作

おとうさんといっしょ つちだ よしはる 作

小さなピスケのはじめてのたび えほんはともだち 二木 真希子 作・絵

小さなピスケのはじめてのともだち えほんはともだち 二木 真希子 作・絵

らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

とれるか１００点はしれ！にんタマ三人ぐみ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

どろぼうたいじで１００点満点！？ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

すいえい大とっくん　わるいとのさまをやっつけろ！ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

にんタマ三人ぐみのたすけてちょーだいおしょうさま！！ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

くらやみでどっきり！にんタマ三人ぐみのようかいたいじ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

にんタマ三人ぐみのあやうし！あさごはんとうばん らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

にんじゃやしききょーふのおるすばん！ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵



にんタマ三人ぐみのあっとおどろくたからさがし！ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

にんタマ三人ぐみのくんれん山大けっとう！ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

たいへんだ！にんタマ三人ぐみの夜のおはかで大ゲンカ！？ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

にんタマ三人ぐみのラクして頭がよくなる大さくせん！！ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

にんタマ三人ぐみのバケモノやしきでおっとっと！！ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

にんタマ、ちょー一流にんじゃとたたかう！？ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

にんタマ三人ぐみのにんじゅつ学園八ふしぎ！？ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

あわてるにんタマ、テストでコケる！？ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

にんタマと１１人のとうぞく らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

まいごのにんタマ、ヌエと大たいけつ！！ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

にんタマ三人ぐみのチョーこわい！！合戦場マラソン らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

たからものをとりかえせ！！にんタマ、子てんぐ、大てんぐ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

にんタマとやってきたびんぼう神！！ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

にんタマ、げんタマげんじゅつくらべ！？ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

にんタマ！かいぞく！！ウミボウズ！！！ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド 尼子 騒兵衛 作・絵

３６人めは誰？ ふしぎな教室 三田村 信行 作

真夜中のピアノ教室 ふしぎな教室 三田村 信行 作

先生をとりかえて ふしぎな教室 三田村 信行 作

ラブレター大作戦 ふしぎな教室 三田村 信行 作

きえた学校ぼっこ ふしぎな教室 三田村 信行 作

風力鉄道に乗って 童話パラダイス 斉藤 洋 作

星モグラサンジの伝説 童話パラダイス 岡田 淳 作

タモちゃん 童話パラダイス 那須 正幹 作

空中メリーゴーラウンド 童話パラダイス 斉藤 洋 著

テーオバルトの騎士道入門 童話パラダイス 斉藤 洋 作

七人のいろいろな魔法使い 童話パラダイス タカシ トシコ 作

レベル２１ アンジュさんの不思議ショップ 童話パラダイス さとう まきこ 作

まつぼっくり公園のふるいブランコ 童話パラダイス 今村 葦子 作

ハンサム・ガール 童話パラダイス 佐藤 多佳子 作

光年のかなたデヴォ 童話パラダイス 長谷川 集平 作

クマさんたら、クマさん 童話パラダイス 森山 京 作

カナディアンサマー・ＫＹＯＫＯ 童話パラダイス 村中 李衣 作

ひだまり色のチョーク 童話パラダイス 岸本 進一 作

みちこのダラダラ日記 童話パラダイス 佐野 洋子 作

パーティがはじまる 童話パラダイス 小松 久美子 著

やまんば娘、街へゆく 由布の海馬亭通信 童話パラダイス 村山 早紀 作

太陽君 童話パラダイス 岡崎 弘明 作

××（バツ）天使 童話パラダイス 令丈 ヒロ子 作

迷い鳥とぶ 童話パラダイス 岩瀬 成子 作

ついてくるなよ、お化けのベー 童話パラダイス ひろた みを 作

ノックアウトのその後で 童話パラダイス 岸本 進一 作

森はたのしいことだらけ 田島 征三 作

川はたまげたことだらけ 田島 征三 作

町はふしぎなことだらけ 田島 征三 作

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

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

絵本図鑑シートンどうぶつ記 はい色グマ　ワーブ アーネスト・Ｔ．シートン 原作

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

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

かや川のキツネ 絵本むかしばなし傑作選 むらかみ ゆたか え

金色のかも 絵本むかしばなし傑作選 いぐち ぶんしゅう え

ふしぎなウリどろぼう 絵本むかしばなし傑作選 おおた だいはち え

さる神たいじ 絵本むかしばなし傑作選 いしい きみひこ え

ふたり衣女 絵本むかしばなし傑作選 ふくだ しょうすけ え

空とぶ米ぐら 絵本むかしばなし傑作選 こんの しんいち え

五色のしか 絵本むかしばなし傑作選 すずき よしはる え

羅城門 絵本むかしばなし傑作選 かじ あゆた え

ひとしずくのなみだ 絵本むかしばなし傑作選 あかさか みよし え

かぐやひめ 絵本むかしばなし傑作選 あさくら せつ え



ないた盗ぞく 絵本むかしばなし傑作選 かなざわ ゆうこう え

虫めずる姫ぎみ 絵本むかしばなし傑作選 いまぜき のぶこ ぶん

花ぐるまの井戸 絵本むかしばなし傑作選 はやふね ちよ ぶん

わらしべ長者 絵本むかしばなし傑作選 きたがわ さちひこ ぶん

なが鼻の内供さま 絵本むかしばなし傑作選 たけざき ゆうひ ぶん

ふしぎな赤い雲 絵本むかしばなし傑作選 はまの たくや ぶん

わしにさらわれた子ども 絵本むかしばなし傑作選 せき ひでお ぶん

こしおれすずめ 絵本むかしばなし傑作選 いわさき きょうこ ぶん

雷のおか 絵本むかしばなし傑作選 おおいし まこと ぶん

つりがねどろぼう 絵本むかしばなし傑作選 いまにし すけゆき ぶん

おばけ野球チーム 水木しげるのおばけ学校水木 しげる 著

ゆうれい電車 水木しげるのおばけ学校水木 しげる 著

ブルートレインおばけ号 水木しげるのおばけ学校水木 しげる 著

おばけ宇宙大戦争 水木しげるのおばけ学校水木 しげる 著

吸血鬼チャランポラン 水木しげるのおばけ学校水木 しげる 著

３年Ａ組おばけ教室 水木しげるのおばけ学校水木 しげる 著

カッパの三平　水泳大会 水木しげるのおばけ学校水木 しげる 著

カッパの三平　魔法だぬき 水木しげるのおばけ学校水木 しげる 著

妖怪大戦争 水木しげるのおばけ学校９ 水木 しげる 著

おばけレストラン 水木しげるのおばけ学校水木 しげる 著

おばけマイコンじゅく 水木しげるのおばけ学校水木 しげる 著

ラジコン大海獣 水木しげるのおばけ学校水木 しげる 著

ロボットのくにＳＯＳ こどものとも傑作集 たむら しげる さく

やまのぼり ばばばあちゃんのおはなし こどものとも傑作集 さとう わきこ さく・え

もりのひなまつり こどものとも傑作集 こいで やすこ さく

めっきらもっきらどおんどん こどものとも傑作集 長谷川 摂子 作

マフィンおばさんのぱんや こどものとも傑作集 竹林 亜紀 さく

マトリョーシカちゃん こどものとも傑作集 加古 里子 ぶん・え

まあちゃんのながいかみ こどものとも傑作集 たかどの ほうこ さく

ぽとんぽとんはなんのおと こどものとも傑作集 神沢 利子 さく

ぼくびょうきじゃないよ こどものとも傑作集 角野 栄子 さく

ばけくらべ こどものとも傑作集 松谷 みよ子 さく

にぎりめしごろごろ こどものとも傑作集 小林 輝子 再話

どろんこおそうじ ばばばあちゃんのおはなし こどものとも傑作集 さとう わきこ さく・え

とべ！ちいさいプロペラき こどものとも傑作集 小風 さち 作

とうもろこしおばあさん アメリカ・インディアン民話 こどものとも傑作集 秋野 和子 再話

ちょろりんのすてきなセーター こどものとも傑作集 降矢 なな さく・え

ちょろりんととっけー こどものとも傑作集 降矢 なな 作

ちいさなろば こどものとも傑作集 ルース・エインズワース 作

たろうのひっこし こどものとも傑作集 村山 桂子 さく

だるまちゃんととらのこちゃん こどものとも傑作集 加古 里子 さく　え

だるまちゃんとだいこくちゃん こどものとも傑作集 加古 里子 さく

たからさがし こどものとも傑作集 なかがわ りえこ 〔作〕

たいへんなひるね ばばばあちゃんのおはなし こどものとも傑作集 さとう わきこ さく・え

だいふくもち こどものとも傑作集 田島 征三 作

そりあそび こどものとも傑作集 さとう わきこ さく・え

すいかのたね ばばばあちゃんのおはなし こどものとも傑作集 さとう わきこ さく・え

さんまいのおふだ 新潟の昔話 こどものとも傑作集 水沢 謙一 再話

サンタさんからきたてがみ 《こどものとも》傑作集 たんの ゆきこ さく

ごろごろ　にゃーん こどものとも傑作集 長 新太 作・画

ぐりとぐらとくるりくら こどものとも傑作集 なかがわ りえこ 〔さく〕

くいしんぼうのあおむしくん こどものとも傑作集 槙 ひろし 作

きょだいなきょだいな こどものとも傑作集 長谷川 摂子 作

カニツンツン こどものとも傑作集 金関 寿夫 ぶん

かさもっておむかえ こどものとも傑作集 征矢 清 さく

おっとせいおんど こどものとも傑作集 神沢 利子 文

おっとおとしもの こどものとも傑作集 五味 太郎 〔作〕

おじぞうさん こどものとも傑作集 田島 征三 〔作〕

おかえし こどものとも傑作集 村山 桂子 さく



いもうとのにゅういん こどものとも傑作集 筒井 頼子 さく

いちごばたけのちいさなおばあさん こどものとも傑作集 わたり むつこ さく

いそがしいよる ばばばあちゃんのおはなし こどものとも傑作集 さとう わきこ さく・え

あめふり ばばばあちゃんのおはなし こどものとも傑作集 さとう わきこ さく・え

あたごの浦 讃岐のおはなし こどものとも傑作集 脇 和子 再話

おばけのアッチのあるかないかわからないごちそう ポプラ社の新・小さな童話角野 栄子 さく

おばけのアッチのおばけカレー ポプラ社の新・小さな童話角野 栄子 さく

おばけのソッチねこちゃんのまき ポプラ社の新・小さな童話角野 栄子 さく

おこさまランチがにげだした ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

アッチとボンのいないいないグラタン ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

おばけのソッチおよめさんのまき ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

アッチのオムレツぽぽぽぽぽ～ん ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

おばけのソッチラーメンをどうぞ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

おばけのアッチこどもプールのまき ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

ハンバーガーぷかぷかどん ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

おばけのアッチ　スーパーマーケットのまき ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

フルーツポンチ　はいできあがり ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

カレーパンでやっつけよう ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

おばけのソッチ１年生のまき ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

おばけのコッチ　あかちゃんのまき ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

エビフライをおいかけろ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

おばけのアッチねんねんねんね ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

ピザパイくん　たすけてよ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

おばけのソッチぞびぞびぞー ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

おばけのコッチ　ピピピ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

カレーライスはこわいぞ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

ハンバーグつくろうよ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

スパゲッティがたべたいよう ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく

ふしぎなかぎばあさん あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんの魔法のかぎ あたらしい創作童話 手島 悠介 作

にせもののかぎばあさん あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんは名探偵 あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんアメリカへいく あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんへのひみつの手紙 あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんぼうけんの島へ あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんのマンガ教室 あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんのサンタクロース あたらしい創作童話 手島 悠介 作

三塁打だよ、かぎばあさん あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんのことわざ教室 あたらしい創作童話 手島 悠介 作

親切キップだかぎばあさん あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんの魔法クラブ あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんの家みつけた かぎばあさんのゲームブック あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんのファミリーレストラン あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんのミステリー館 あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさん、犯人はぼくなの あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんとペット探偵団 あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんともう一人のボク あたらしい創作童話 手島 悠介 作

かぎばあさんがさらわれた あたらしい創作童話 手島 悠介 作

算数の呪い 世界の絵本コレクション ジョン・シェスカ 文

１０わのインコどこいった！ 世界の絵本コレクション クェンティン・ブレイク 作

はらぺこおおかみと７ひきのこやぎ 世界の絵本コレクション トニー・ロス 作

ピーナッちゃんとドーナッちゃん 世界の絵本コレクション つつみ あれい 著

びっくりめちゃくちゃビッグなんてこわくない 世界の絵本コレクション トニー・ロス 作

コーラルの海 世界の絵本コレクション サイモン・パトック 作

たこのぼうやがついてきた 世界の絵本コレクション ダン・ヤッカリーノ さく

ちいさくなったパパ 世界の絵本コレクション ウルフ・スタルク 作

マディーのダンス 世界の絵本コレクション クレア・ジャレット さく

きこえるきこえるなつのおと 世界の絵本コレクション マーガレット・ワイズ・ブラウン 作

きこえるきこえるふゆのおと 世界の絵本コレクション マーガレット・ワイズ・ブラウン 作



きこえるきこえる 世界の絵本コレクション マーガレット・ワイズ・ブラウン 作

ちいさないえがありました 世界の絵本コレクション エヴァ・エリクソン 絵

キャサリンとライオン 世界の絵本コレクション クレア・ジャレット さく

ヘスターとまじょ 世界の絵本コレクション バイロン・バートン 作 絵

マーヤの植物だより 世界の絵本コレクション レーナ・アンデション 作

愛についてのちいさなおはなし 世界の絵本コレクション マリット・テーンクヴィスト 作

目でみる子どものあそび百科１ そとあそび事典 多田 千尋 監修

目でみる子どものあそび百科２ うちあそび事典 多田 千尋 監修

目でみる子どものあそび百科３ なかまあそび事典 多田 千尋 監修

目でみる子どものあそび百科４ まつりのあそび事典 多田 千尋 監修

目でみる子どものあそび百科５ あそびとおもちゃ情報事典 多田 千尋 監修

乙武レポート 乙武 洋匡 著

ペットボトルでミニガーデン シリーズ・子どもとつくる ５６ 育てて観察 かざって食べて 楽しみいっぱい！ ひろせ　かおる　著

タイル・モザイク シリーズ・子どもとつくる ５７ 色あざやかでじょうぶ！いろんなタイルで楽しもう 原　恒夫　ほか　著

手づくりフェルト シリーズ・子どもとつくる ５８ フワフワ、あったか羊毛からのフェルトづくり 若井　麗華ほか　著

フェイス・ペインティング シリーズ・子どもとつくる ６０ みんなウキウキまほうのペイント 高田　佳子　著

古事記 くもんのまんが古典文学館

源氏物語 くもんのまんが古典文学館

今昔物語集 くもんのまんが古典文学館

雨月物語 くもんのまんが古典文学館

平家物語 くもんのまんが古典文学館

ＮＨＫひとりでできるもん！ なんでもチャレンジ 生活・アイデア

ちきゅうはメリーゴーラウンド まど・みちお詩のえほん３ まど みちお 詩

キリンさん まど・みちお詩のえほん２ まど みちお 詩

たんぽぽヘリコプター まど・みちお詩のえほん まど みちお 詩

ひらがなどうぶつえん えほん・こどもとともに 関根 栄一 詩

あしたはリョウちゃんがくる 赤座 憲久 詩

まどさんとさかたさんのことばあそび こみねのえほん まど みちお 文

だじゃれはだれじゃ まどさんとさかたさんのことばあそび　２ こみねのえほん まど みちお 文

ひまへまごろあわせ まどさんとさかたさんのことばあそび　３ こみねのえほん まど みちお 文

ロボット・カミイ 福音館創作童話シリーズ古田 足日 さく

かんからさんしん 沖縄戦を生きぬいた子どもたち アニメ絵本 「かんからさんしん」制作委員会 企画・構成

おばけ煙突のうた 戦争がうばった夢と友情 アニメ絵本 早乙女 勝元 原作

ちびっこカムのぼうけん アニメ絵本 神沢 利子 原作

ライヤンツーリーのうた アニメ絵本 たかし よいち 原作

むくはとじゅうの名犬物語 アニメ絵本 椋 鳩十 原作

病気とケガのタネあかし５ 子どものためのインフォームドコンセント ケガをよくする君に 大野 孝一 絵

ローワンと魔法の地図 リンの谷のローワン１ エミリー・ロッダ 作

ローワンと黄金の谷の謎 リンの谷のローワン２ エミリー・ロッダ 作

学習漫画 世界の伝記 シュバイツァー 集英社版

ぞくぞく村のおおかみ男 ぞくぞく村のおばけシリーズ５末吉 暁子 作

ぞくぞく村のドラキュラのむすこ ぞくぞく村のおばけシリーズ６末吉 暁子 作

たまねぎ博士２号タリラン はれぶたぶんこ６ 矢玉 四郎 作・絵

たまねぎ博士３号タリラン はれぶたぶんこ７ 矢玉 四郎 作・絵

すいかおばけのおよめさん はれぶたぶんこ８ 矢玉 四郎 作・絵

ぞくぞく村のミイラのラムさん ぞくぞく村のおばけシリーズ１末吉 暁子 作

ぞくぞく村の魔女のオバタン ぞくぞく村のおばけシリーズ２末吉 暁子 作

ぞくぞく村のとうめい人間サムガリー ぞくぞく村のおばけシリーズ８末吉 暁子 作

ぞくぞく村のがいこつガチャさん ぞくぞく村のおばけシリーズ９末吉 暁子 作

ぞくぞく村の魔女のオバタンの使い魔 ぞくぞく村のおばけシリーズ１２末吉 暁子 作

みんなであそぼう校内あそび１ 一輪車・竹馬 嶋野 道弘 監修

みんなであそぼう校内あそび２ ボールあそび 嶋野 道弘 監修

みんなであそぼう校内あそび３ なわとび・ゴムとび 嶋野 道弘 監修

みんなであそぼう校内あそび４ おにごっこ 嶋野 道弘 監修

みんなであそぼう校内あそび５ じゃんけんあそび・ゆびあそび 嶋野 道弘 監修

みんなであそぼう校内あそび６ 紙あそび・ひもあそび 嶋野 道弘 監修

おしいれの中のみこたん はれぶたぶんこ１ 矢玉 四郎 作・絵

どこでもでんしゃ はれぶたぶんこ３ 矢玉 四郎 作・絵

たまねぎ博士１号タリラン はれぶたぶんこ４ 矢玉 四郎 作・絵



町とくらしのうつりかわり１０ 町の昔たんけん

総合的な学習３・４年生まちの探検隊１ まちの探検へ出発

総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞３ 世界の国ぐにを身近で発見

総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞４ 健康・福祉・ボランティアを体験

総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞５ 情報・通信ネットワークを活用

ＮＨＫひとりでできるもん！ 手づくり大好き 手芸

ＮＨＫひとりでできるもん！ リサイクルでつくっちゃおう 工作

ＮＨＫひとりでできるもん！ 元気いっぱいやさい料理 料理

エルマーのぼうけん 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく

エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット さく

エルマーと１６ぴきのりゅう 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく

あたまをつかった小さなおばあさん 世界傑作童話シリーズ ホープ・ニューウェル 作

おーいペンギンさーん 福音館創作童話シリーズ岡田 よしたか 作

おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ 世界傑作童話シリーズ ジャンヌ・ロッシュ・マゾン 作

おもちゃ屋のクィロー 世界傑作童話シリーズ ジェームズ・サーバー さく

カエルのべんとうや 福音館創作童話シリーズ安江 リエ さく

くしゃみくしゃみ天のめぐみ 福音館創作童話シリーズ松岡 享子 作

くつなおしの店 世界傑作童話シリーズ アリスン・アトリー さく

ざりがにのおうさままっかちん おおとも やすお さく

しゃくしゃくけむしくん 福音館創作童話シリーズねじめ 正一 作

しらゆきひめと七人の小人たち ワンダ・ガアグ 再話・え

チャールズのおはなし 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース さく

ぬい針だんなとまち針おくさん 福音館創作童話シリーズ土橋 悦子 さく

ねずくんとらくんのあついあついあつい 福音館創作童話シリーズたるいし まこ さく・え

バレエをおどりたかった馬 世界傑作童話シリーズ Ｈ・ストルテンベルグ 作

番ねずみのヤカちゃん 世界傑作童話シリーズ リチャード・ウィルバー さく

ヘンゼルとグレーテル ワンダ・ガアグ 再話・絵

森おばけ 福音館創作童話シリーズ中川 李枝子 さく

不思議を売る男 ジェラルディン・マコーリアン 作

雪わたり 福音館創作童話シリーズ宮沢 賢治 著

雪わたり 福音館創作童話シリーズ宮沢 賢治 著

雪わたり 福音館創作童話シリーズ宮沢 賢治 著

エルマーのぼうけん 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく

エルマーのぼうけん 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく

やさい町どんどん 神沢 利子 作

赤ちゃん海ガメ大きくなあれ 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

赤ちゃん海ガメ大きくなあれ 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

せなかをぴん からだのえほん６ 小林 まさこ さく

せなかをぴん からだのえほん６ 小林 まさこ さく

せなかをぴん からだのえほん６ 小林 まさこ さく

性とからだの本３ お母さんのおなかの中の１０か月 受精から誕生まで 本田 睨 構成と文

性とからだの本５ 女の子のからだ男の子のからだ からだの変化とこころの成長 本田 睨 構成と文

海のコウモリ アニメ絵本 山下 明生 原作

海のコウモリ アニメ絵本 山下 明生 原作

行ってみたいなあんな国こんな国１ 国際理解に役立つ アジア 東 菜奈 作

行ってみたいなあんな国こんな国２ 国際理解に役立つ ヨーロッパ 東 菜奈 作

行ってみたいなあんな国こんな国３ 国際理解に役立つ 中東・東ヨーロッパ 東 菜奈 作

行ってみたいなあんな国こんな国４ 国際理解に役立つ 北アメリカ 東 菜奈 作

行ってみたいなあんな国こんな国５ 国際理解に役立つ 南アメリカ・アフリカ 東 菜奈 作

行ってみたいなあんな国こんな国１ 国際理解に役立つ アジア 東 菜奈 作

行ってみたいなあんな国こんな国２ 国際理解に役立つ ヨーロッパ 東 菜奈 作

行ってみたいなあんな国こんな国３ 国際理解に役立つ 中東・東ヨーロッパ 東 菜奈 作

行ってみたいなあんな国こんな国４ 国際理解に役立つ 北アメリカ 東 菜奈 作

行ってみたいなあんな国こんな国５ 国際理解に役立つ 南アメリカ・アフリカ 東 菜奈 作

絵でわかる英語じてん１ Ｇａｋｋｅｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅｗｏｒｄｂｏｏｋ 学校 School Life

絵でわかる英語じてん２ Ｇａｋｋｅｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅｗｏｒｄｂｏｏｋ 身のまわり Daily LIfe

絵でわかる英語じてん３ Ｇａｋｋｅｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅｗｏｒｄｂｏｏｋ 町・自然 Our Surroundings

世界の子どもたちはいま１ 中国の子どもたち

世界の子どもたちはいま３ インドの子どもたち



世界の子どもたちはいま５ アメリカの子どもたち

世界の子どもたちはいま６ ケニアの子どもたち

世界の子どもたちはいま７ タイの子どもたち

世界の子どもたちはいま８ ブラジルの子どもたち

はとくちのふしぎ からだのふしぎしりたいな１ すがわら けいこ 絵

かぜのふしぎ からだのふしぎしりたいな６ すがわら けいこ 絵

きいろいばけつ あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作

きいろいばけつ あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作

きいろいばけつ あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作

きいろいばけつ あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作

屋根の上のゆうれい 木村 桂子 作

屋根の上のゆうれい 木村 桂子 作

屋根の上のゆうれい 木村 桂子 作

病気とケガのタネあかし２ 子どものためのインフォームドコンセント カゼをよくひく君に 大野 孝一 絵

ラマになった王様 ディズニーアニメ小説版39 ゾエフェルド 作

わんわん物語Ⅱ Ｓｃａｍｐ’ｓ　ａｄｖｅｎｔｕｒｅ ディズニーアニメ小説版40 橘高 弓枝 文

スペース・レンジャーバズ・ライトイヤー 帝王ザーグを倒せ！ ディズニーアニメ小説版41 橘高 弓枝 文

アトランティス 失われた帝国 ディズニーアニメ小説版42 ラーラー・バーゲン 作

モンスターズ・インク ディズニーアニメ小説版43 キキ・ソープ 作

きつねと猟犬 ディズニーアニメ小説版44 橘高 弓枝 文

ビアンカの大冒険 ゴールデン・イーグルを救え！ ディズニーアニメ小説版45 橘高 弓枝 文

ママは怪盗紳士の大ファン！ わたしのママは魔女 こども童話館４６ 藤 真知子 作

ママのまほうはきけんがいっぱい！ わたしのママは魔女 こども童話館４２ 藤 真知子 作

恋のまほうはママにおまかせ！ わたしのママは魔女 こども童話館３５ 藤 真知子 作

まほうの国からママがきた！ わたしのママは魔女 こども童話館３１ 藤 真知子 作

ユーレイくんはわたしに夢中！ わたしのママは魔女 こども童話館７４ 藤 真知子 作

転校生のママも魔女！？ わたしのママは魔女 こども童話館７０ 藤 真知子 作

ママのまほうで天才歌手！？ わたしのママは魔女 こども童話館６５ 藤 真知子 作

ママのまほうですてきなバカンス！ わたしのママは魔女 こども童話館６０ 藤 真知子 作

ママのまほうで大へんしん！ わたしのママは魔女 こども童話館５４ 藤 真知子 作

クラスメイトは霊感少年！！ わたしのママは魔女 こども童話館８７ 藤 真知子 作

今夜はまちじゅう悪霊さわぎ！？ わたしのママは魔女 こども童話館８６ 藤 真知子 作

大すきなスターはオオカミ男！？ わたしのママは魔女 こども童話館８４ 藤 真知子 作

恋するカオリは超能力者！？ わたしのママは魔女 こども童話館８２ 藤 真知子 作

ボーイフレンドはすてきな王子！？ わたしのママは魔女 こども童話館８０ 藤 真知子 作

カオリはすてきなまほうつかい！？ わたしのママは魔女 こども童話館７６ 藤 真知子 作

ママにはないしょのラブレター！！ わたしのママは魔女 こども童話館９５ 藤 真知子 作

王女さまとかわりっこ！？ わたしのママは魔女 こども童話館９４ 藤 真知子 作

ロマンチックなまほうがいっぱい！！ わたしのママは魔女 こども童話館９３ 藤 真知子 作

ねらわれた学芸会の魔女！！ わたしのママは魔女 こども童話館９１ 藤 真知子 作

カオリはすてきなおひめさま！？ わたしのママは魔女 こども童話館９０ 藤 真知子 作

キャンプに氷の魔女がきた！！ わたしのママは魔女 こども童話館８９ 藤 真知子 作

王子さまはすてきな天使！！ わたしのママは魔女 こども童話館１０４ 藤 真知子 作

すてきなまほうつかいの男の子！！ わたしのママは魔女 こども童話館１０３ 藤 真知子 作

まほうの国へつれてって！！ わたしのママは魔女 こども童話館１０１ 藤 真知子 作

まほうの森の恋のメロディー わたしのママは魔女 こども童話館100 藤 真知子 作

氷の国のプリンセス！！ わたしのママは魔女 こども童話館98 藤 真知子 作

一日だけ魔女にならせて！！ わたしのママは魔女 こども童話館97 藤 真知子 作

ビアンカの大冒険 ディズニーアニメ小説版37 〔マージェリー・シャープ 原作〕

おしゃれキャット ディズニーアニメ小説版36 橘高 弓枝 文

ナイトメアー・ビフォア・クリスマス ディズニーアニメ小説版35 橘高 弓枝 文

ダイナソー ディズニーアニメ小説版34 スコット・ソレンティーノ 作

くまのプーさん プーさんとはちみつ ディズニーアニメ小説版33 〔Ａ．Ａ．ミルン 原作〕

リトル・マーメイドⅡ ディズニーアニメ小説版32 橘高 弓枝 文

ティガームービー プーさんの贈りもの ディズニーアニメ小説版31 レスリー・ゴールドマン 作

ライオン・キングⅡ ディズニーアニメ小説版30 橘高 弓枝 文

トイ・ストーリー２ ディズニーアニメ小説版29 レスリー・ゴールドマン 作

ロビン・フッド ディズニーアニメ小説版27 Ａ．Ｌ．シンガー 作

先生にあいにくる幽霊 学校の怪談１ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編



放課後のトイレはおばけがいっぱい 学校の怪談２ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

保健室のねむり姫 学校の怪談３ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

校庭にうかんだ墓地 学校の怪談４ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

遠足に幽霊がついてきた 学校の怪談５ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

放送室に消えた先生 学校の怪談６ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

塾の帰りはおばけ屋敷 学校の怪談７ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

学校の七不思議 学校の怪談８ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

魔界からのお知らせ 学校の怪談９ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

真夜中のミステリー・ツアー 学校の怪談10 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

３ばんめのトイレに花子さんがいる！？ 学校の怪談11 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

体育館であそぶ霊 学校の怪談12 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

幽霊によばれた校長先生 学校の怪談13 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

こっくりさん、きてください 学校の怪談14 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

夜の理科室でわらうガイコツ 学校の怪談15 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

学校の怪談スペシャル１ 幽霊は、体育館でキミを待っている･･･!!編 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

学校の怪談スペシャル２ 「真夜中の金次郎」っていったい何･･･??編 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

学校の怪談スペシャル３ 八番めの不思議を知ったとき、キミは･･･!?編 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

学校の怪談大事典 日本民話の会学校の怪談編集委員会 著

あおいめ　くろいめ　ちゃいろのめ かこさとしおはなしのほん１ かこ さとし 絵と文

とんぼのうんどうかい かこさとしおはなしのほん２ かこ さとし 絵と文

わっしょい　わっしょい　ぶんぶんぶん かこさとしおはなしのほん３ かこ さとし 絵と文

どろぼうがっこう かこさとしおはなしのほん４ かこ さとし 絵と文

ダレン・シャン外伝 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著

ダレン・シャン７ 黄昏のハンター Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著

ダレン・シャン８ 真夜中の同士 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著

ローワンと白い魔物 リンの谷のローワン５ エミリー・ロッダ 作

ただいまお仕事中 大きくなったらどんな仕事をしてみたい？ おち とよこ 文

あかいありとくろいあり かこさとしおはなしのほん５ かこ さとし 絵と文

おたまじゃくしの１０１ちゃん かこさとしおはなしのほん６ 加古 里子 絵と文

からすのパンやさん かこさとしおはなしのほん７ かこ さとし 絵と文

にんじんばたけのパピプペポ かこさとしおはなしのほん８ かこ さとし 絵と文

サザンちゃんのおともだち かこさとしおはなしのほん９ かこ さとし 絵と文

からたちばやしのてんとうむし かこさとしおはなしのほん１０ かこ さとし 絵と文

新・小学校理科の教室１ 芽がでた、育った

新・小学校理科の教室２ 実やたねができた

新・小学校理科の教室３ 植物のからだ

新・小学校理科の教室４ 植物の四季

新・小学校理科の教室５ こん虫のたんじょう

新・小学校理科の教室６ 池や小川の動物たち

新・小学校理科の教室７ 動物のからだ

新・小学校理科の教室８ 動物の四季

新・小学校理科の教室９ 星と月と太陽の動き

新・小学校理科の教室１０ 天気のかわり方

はだかのおうさま ひかりのくに名作・昔話絵本１天神 しずえ 文

こびとのくつやさん ひかりのくに名作・昔話絵本２西本 鶏介 文

三びきのくま ひかりのくに名作・昔話絵本３小春 久一郎 文

あかずきん ひかりのくに名作・昔話絵本４武鹿 悦子 文

おむすびころりん ひかりのくに名作・昔話絵本５飯島 敏子 文

てんぐのうちわ ひかりのくに名作・昔話絵本６松岡 節 文

きんのがちょう ひかりのくに名作・昔話絵本７香山 美子 文

三びきのこぶた ひかりのくに名作・昔話絵本８飯島 敏子 文

七ひきのこやぎ ひかりのくに名作・昔話絵本９中村 美佐子 文

ジャックとまめのき ひかりのくに名作・昔話絵本１０武鹿 悦子 文

ねずみのよめいり ひかりのくに名作・昔話絵本１１中島 和子 文

かさじぞう ひかりのくに名作・昔話絵本１２中島 和子 文

六にんのごうけつ ひかりのくに名作・昔話絵本１３川村 たかし 文

ながぐつをはいたねこ ひかりのくに名作・昔話絵本１４島田 陽子 文

こうのとりになったおうさま ひかりのくに名作・昔話絵本１５香山 美子 文

おやゆびひめ ひかりのくに名作・昔話絵本１６西本 鶏介 文



さるじぞう ひかりのくに名作・昔話絵本１７松岡 節 文

わらしべちょうじゃ ひかりのくに名作・昔話絵本１８かたおか しろう 文

おうさまとうぐいす ひかりのくに名作・昔話絵本１９中村 美佐子 文

かもとりごんべえ ひかりのくに名作・昔話絵本２０かたおか しろう 文

まんがサイエンスⅠ 紙おむつは地球を救う!?　ほか 図書館版まんがサイエンスあさり よしとお 著

まんがサイエンスⅡ ロケットの作り方おしえます 図書館版まんがサイエンスあさり よしとお 著

まんがサイエンスⅢ 吾輩はロボットである 図書館版まんがサイエンスあさり よしとお 著

まんがサイエンスⅣ ゴミも積もれば環境問題 図書館版まんがサイエンスあさり よしとお 著

まんがサイエンスⅤ 地球の熱で電気を作る！　ほか 図書館版まんがサイエンスあさり よしとお 著

まんがサイエンスⅥ 夢はなぜ見る？ 図書館版まんがサイエンスあさり よしとお 著

まんがサイエンスⅦ 「見る」科学 図書館版マンガサイエンスあさり よしとお 著

まんがサイエンスⅧ ロボットの来た道 図書館版まんがサイエンスあさり よしとお 著

算数・数学パズルと手品 やさしい科学 Ｒ．Ｍ．シャープ 共著

０から１００までの数 山崎 直美 著

シャーロック・ホームズの算数パズル やさしい科学 山崎 直美 著

グリムの森の算数パズル やさしい科学 山崎 直美 著

ねん土板の国の算数パズル 『ギルガメシュ叙事詩』をもとに やさしい科学 山崎 直美 著

小町算と布ぬすっと算 わらべうたと物語でつづるたのしい算数 やさしい科学 山崎 直美 著

鏡の国のアリスの算数パズル 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

ふしぎの国の　アリスの算数パズル 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

太平記 くもんのまんが古典文学館

枕草子 くもんのまんが古典文学館

徒然草 くもんのまんが古典文学館

竹取物語 くもんのまんが古典文学館

おくのほそ道 くもんのまんが古典文学館

東海道中膝栗毛 くもんのまんが古典文学館

世間胸算用 くもんのまんが古典文学館

東海道四谷怪談 くもんのまんが古典文学館

お伽草子 くもんのまんが古典文学館

更級日記 くもんのまんが古典文学館

義経記 くもんのまんが古典文学館

南総里見八犬伝 くもんのまんが古典文学館

伊勢物語 くもんのまんが古典文学館

つきよに魔女がとんできた スピカみんなのえほん 清水 達也 文

お手玉いくつ 教育画劇みんなのえほん長崎 源之助 作

うみのひかり 教育画劇みんなのえほん緒島 英二 作

ひびけ、チンドン 教育画劇みんなのえほん清水 達也 作

ぼくのベッドはおつきさま 教育画劇みんなのえほん竹下 文子 作

ぼく 教育画劇みんなのえほん竹田 まゆみ 作

あのときすきになったよ 教育画劇みんなのえほん薫 くみこ さく

きょうりゅうトプスのだいぼうけん 教育画劇みんなのえほんにしかわ おさむ ぶん・え

いじめられっ子と探偵団 子どもの本 鈴木 喜代春 作

こげよブランコもっと高く 子どもの本 ゆうき えみ 作

かんすけさんとふしぎな自転車 子どもの本 松野 正子 作

ぼく、とうさんの足になる 子どもの本 岸川 悦子 作

ありがとうを三つ 子どもの本 松野 正子 作

けむし先生はなき虫か 子どもの本 水内 喜久雄 作

おたよりください 子どもの本 シャスティン・スンド 作

新・たのしいジュニア手芸１ 縫う デニムのスカート・お役立ちバッグ・キュートなぬいぐるみ

新・たのしいジュニア手芸２ 編む かぎ針編みのバッグ・棒針編みのマフラー・ゆび編みのぼうし

新・たのしいジュニア手芸３ 飾る シャツのクッション・おひな様の飾り・かわいい手づくり雑貨

新・たのしいジュニア手芸４ かわいい小物

新・たのしいジュニア手芸５ 新しい手芸 手づくりフェルトのおさいふ・ステンシルの小物入れ・ドールハウス

新・たのしいジュニア手芸６ よくわかる手芸の基本 基本の縫い方・ステッチの刺し方・編み物

ゴミを調べる１ 衣・食生活とゴミ 塚本 治弘 著

ゴミを調べる２ 住まいと身の回りのゴミ 塚本 治弘 著

ゴミを調べる３ 社会活動とゴミ 塚本 治弘 著

世界が見えてくる身近なもののはじまり１ パン はじめはどんなあじ

どうぐがじょうずにつかえる本１ 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？



どうぐがじょうずにつかえる本２ 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

どうぐがじょうずにつかえる本３ 安全に・じょうずに・たのしく 色えんぴつ・クレヨン・フェルトペンのつかいかた　きれいな色でかいてごらん

どうぐがじょうずにつかえる本４ 安全に・じょうずに・たのしく えのぐのつかいかた　かいたりぬったり、えのぐであそぼう

どうぐがじょうずにつかえる本５ 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

どうぐがじょうずにつかえる本６ 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

どうぐがじょうずにつかえる本７ 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？

どうぐがじょうずにつかえる本８ 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

どうぐがじょうずにつかえる本９ 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

土のふしぎな力を育てよう 地球環境子ども探検隊６ 山岡 寛人 著

食べ物から環境を考える 地球環境子ども探検隊７ 川口 啓明 著

ぼくらのミニ地球をつくろう 地球環境子ども探検隊８ 三輪 主彦 著

ゴミ怪獣をやっつけろ 地球環境子ども探検隊１ 左巻 健男 著

森や原っぱで環境を考えよう 地球環境子ども探検隊２ 山岡 寛人 著

川遊びから自然を学ぼう 地球環境子ども探検隊３ 三輪 主彦 著

ぼくらは大気のパトロール隊 地球環境子ども探検隊４ 川口 啓明 著

せかいいちおおきなうち りこうになったかたつむりのはなし 絵本 レオ・レオニ 作

さかなはさかな かえるのまねしたさかなのはなし 絵本 レオ・レオニ 作

アレクサンダとぜんまいねずみ ともだちをみつけたねずみのはなし 絵本 レオ・レオニ 〔作〕

ひとあし　ひとあし なんでもはかれるしゃくとりむしのはなし 絵本 レオ・レオニ 〔作〕

じぶんだけのいろ いろいろさがしたカメレオンのはなし 絵本 レオ＝レオニ 作

ペツェッティーノ じぶんをみつけたぶぶんひんのはなし 絵本 レオ・レオニ 〔作〕

ここにいたい！あっちへいきたい！ にひきののみのはなし 絵本 レオ・レオニ 作

みどりの　しっぽの　ねずみ かめんに　とりつかれた　ねずみの　はなし 絵本 レオ・レオニ 作

あいうえおの　き ちからを　あわせた　もじたちの　はなし 絵本 レオ・レオニ 作

おんがくねずみ　ジェラルディン はじめておんがくをきいたねずみのはなし 絵本 レオ＝レオニ 作

うさぎを　つくろう ほんものになった　うさぎの　はなし 絵本 レオ＝レオニ 作

コーネリアス たってあるいた　わにの　はなし 絵本 レオ＝レオニ 作

ぼくのだ！わたしのよ！ ３びきのけんかずきのかえるのはなし 絵本 レオ＝レオニ 〔作〕

マシューのゆめ えかきになったねずみのはなし 絵本 レオ＝レオニ 作

びっくりたまご ３びきのかえるとへんなにわとりのはなし 絵本 レオ＝レオニ 作

海は広いね、おじいちゃん 絵本 五味 太郎 作画

おばさんのごちそう 絵本 五味 太郎 作・画

うしろにいるのはだあれだ 絵本 五味 太郎 作・画

うみのむこうは 絵本 五味 太郎 作・画

でんわでおはなし 絵本 五味 太郎 作・画

みんながおしえてくれました 絵本 五味 太郎 作

クリスマスにはおくりもの 絵本 五味 太郎 作

あいうえおばけだぞ ４５　Ｍｏｎｓｔｅｒｓ 絵本 五味 太郎 作

くまさんホームラン！ 絵本 五味 太郎 作

ふたりではんぶん 絵本 五味 太郎 作

かげ 絵本 五味 太郎 作

春 絵本 五味 太郎 作

夏 なつ 絵本 五味 太郎 作

秋 絵本 五味 太郎 作

冬 絵本 五味 太郎 作

とんだとんだ たんぽぽえほんシリーズ とりごえ まり さく・え

すっぽんぽんのすけ たんぽぽえほんシリーズ もとした いづみ 作

あるのかな チューリップえほんシリーズ織田 道代 作

しっぽのつり チューリップえほんシリーズせな けいこ 文・絵

たいこのひびきは森のうた スピカの創作童話 茂市 久美子 作

さっちゃんはマンションでワナにはまった スピカの創作童話 皿海 達哉 作

ねこなき山小学校 スピカの創作童話 富安 陽子 作

ひなの市 教育画劇の創作童話 三谷 亮子 作

あたしの声がすき 教育画劇の創作童話 渡川 浩美 作

ふしぎな絵かき歌 教育画劇の創作童話 小倉 明 作

ふしぎなジロン 教育画劇の創作童話 山末 やすえ 作

クマのたんす 教育画劇の創作童話 茂市 久美子 作

きみのおかげだよ 教育画劇の創作童話 笹山 久三 作

ゆうれい家庭訪問 スピカの創作童話 三田村 信行 作



いっしょになみだ スピカの創作童話 森山 京 作

空を走る電車 スピカの創作童話 最上 一平 作

ゆめろうそく 教育画劇の創作童話 やすい すえこ 作

とりかえっことりかえっこ 教育画劇の創作童話　絵本森山 京 作

たっちゃんぼくがきらいなの たっちゃんはじへいしょう（自閉症） いのちのえほん２ さとう としなお 作

とにかくさけんでにげるんだ わるい人から身をまもる本 いのちのえほん６ ベティー・ボガホールド 作

おばあちゃんのさがしもの いのちのえほん８ おち とよこ 文

アベくん・コベくん・アベコベくん 子どもの本 浜野 卓也 作

アタック！ひいばあちゃん 子どもの本 石神 悦子 作

やまさきしょうてんひとくちもなか 子どもの本 村中 李衣 作

ひめさまと二十日ねずみ 子どもの本 佐藤 さとる 作

おひなさまＳＯＳ 子どもの本 石神 悦子 作

時のかなたからの訪問者 子どもの本 都筑 二郎 作

もうすぐ飛べる！ 子どもの本 越水 利江子 作

みんなが月にいく前に 子どもの本 吉田 道子 作

乗り合いＵＦＯ 子どもの本 牧野 節子 作

コロッケ探偵団１ 那須 正幹 作

コロッケ探偵団２ 那須 正幹 作

コロッケ探偵団３ 那須 正幹 作

コロッケ探偵団４ 那須 正幹 作

コロッケ探偵団５ 那須 正幹 作

五体不満足 乙武 洋匡 作

だから、あなたも生きぬいて 大平 光代 著

げんきなうんちくん しってるかなからだのふしぎ 若山 憲 作

あせあせがんばれ しってるかなからだのふしぎ 宮本 忠夫 作

あるけばあるある しってるかなからだのふしぎ 夏目 尚吾 作

なみだがポロロン しってるかなからだのふしぎ 篠崎 三朗 作

モジャモジャくんとパラパラくん しってるかなからだのふしぎ むかい ながまさ 作

ちなんてへへんのへーんだ しってるかなからだのふしぎ 福田 岩緒 作

ぼくのきもちわかってね しってるかなからだのふしぎ むかい ながまさ 作

お父さんの技術が日本を作った！ 〈メタルカラー〉のエンジニア伝 茂木 宏子 著

お父さんの技術が日本を作った！２ 〈メタルカラー〉のエンジニア伝 茂木 宏子 著

夢をかなえるエンジニア お父さんの技術が日本を作った　３ 茂木 宏子 著

花の色でさがそう春の野の花 しぜんたんけんずかん１ 松原 巌樹 絵・文

すみかでさがそういその生きもの しぜんたんけんずかん２ 松原 巌樹 絵・文

公園でみつけよう生きものの冬ごし しぜんたんけんずかん３ 松原 巌樹 絵・文

かんさつしようこん虫のへんしん しぜんたんけんずかん４ 松原 巌樹 絵・文

落ち葉でしらべようどんぐりのいろいろ しぜんたんけんずかん５ 松原 巌樹 絵・文

世界一すてきなお父さん 赤い鳥文庫 前川 康男 作

げんきになるって！ リサがびょういんへいったとき いのちのえほん３ アン・フォッシュリンド 作・絵

クジラ・イルカ 音でなかまと話す おはなし図鑑１ Ｂｉｇ　ｃｈｕｍ－地球の明日を考えよう－瀬戸波 たいら 文

ラッコ どうぐを上手につかう おはなし図鑑２ Ｂｉｇ　ｃｈｕｍ－地球の明日を考えよう－瀬戸波 たいら 文

ビーバー 森や川をつくりかえる おはなし図鑑３ Ｂｉｇ　ｃｈｕｍ－地球の明日を考えよう－田中 節子 文

アネハヅル せかいのやねヒマラヤをこえる おはなし図鑑４ Ｂｉｇ　ｃｈｕｍ－地球の明日を考えよう－瀬戸波 たいら 文

エンペラーペンギン 南きょくのま冬にひなをそだてる おはなし図鑑５ Ｂｉｇ　ｃｈｕｍ－地球の明日を考えよう－瀬戸波 たいら 文

ロンサム・ジョージ さいごの１ぴきになったガラパゴスゾウガメ おはなし図鑑６ Ｂｉｇｃｈｕｍ－地球の明日を考えよう－田中 節子 文

きょうりゅうたち 大むかしにぜつめつした おはなし図鑑７ Ｂｉｇ　ｃｈｕｍ－地球の明日を考えよう－瀬戸波 たいら 文

くしろしつ原 水とみどりが生きものたちをまもる おはなし図鑑８ Ｂｉｇ　ｃｈｕｍ－地球の明日を考えよう－瀬戸波 たいら 文

アマゾンのねったい雨林 せかいいち生きもののしゅるいが多い おはなし図鑑９ Ｂｉｇ　ｃｈｕｍ－地球の明日を考えよう－瀬戸波 たいら 文

白保のサンゴしょう 小さな生きものがつくる海のパラダイス おはなし図鑑10 Ｂｉｇｃｈｕｍ－地球の明日を考えよう－田中 節子 文

ふうちゃんの詩 金子みすゞ《南京玉》より 金子 みすゞ 詩

ほしとたんぽぽ 金子 みすゞ 童謡

みすゞコスモス わが内なる宇宙 矢崎　節夫　著

金子みすゞ童謡集 このみちをゆこうよ 金子 みすゞ 著

金子みすゞ童謡集 明るいほうへ 金子 みすゞ 著

金子みすゞ童謡集 わたしと小鳥とすずと 金子 みすゞ 著

世界中のこどもたちが 月刊　音楽広場　特別編集１ 絵本　ＳＯＮＧ ＢＯＯＫ

ぼくたちのうた 月刊　音楽広場　特別編集２ 絵本　ＳＯＮＧ　ＢＯＯＫ

パレード 月刊　音楽広場　特別編集３ 絵本　ＳＯＮＧ　ＢＯＯＫ



ハロー！ 月刊　音楽広場　特別編集４ 絵本　ＳＯＮＧ　ＢＯＯＫ

あしたがすき 月刊　音楽広場　特別編集５ 絵本　ＳＯＮＧ　ＢＯＯＫ

スマイル 月刊　音楽広場　特別編集６ 絵本　ＳＯＮＧ　ＢＯＯＫ

ポケットに歌をつめて 月刊　音楽広場　特別編集７ 絵本　ＳＯＮＧ　ＢＯＯＫ

地球は歌う 月刊　音楽広場　特別編集８ 絵本　ＳＯＮＧ　ＢＯＯＫ

フレデリック ちょっとかわったのねずみのはなし 絵本 レオ・レオニ 作

集まる虫たちのふしぎ 虫がいっぱい！南の島 湊 和雄 文・写真

森の中のかくれんぼ 虫がいっぱい！南の島 湊 和雄 文・写真

あざやかな虫たちのひみつ 虫がいっぱい！南の島 湊 和雄 文・写真

たべものランドのおまつりだ！ たべもののはたらき 食育紙芝居たべるこそだつこげんきなこ 宗方 あゆむ 作

あさごはんでもりもりげんき あさごはんの大切さ 食育紙芝居たべるこそだつこげんきなこ 林 ふみこ 作

きんぴらたろう よくかんで味わう 食育紙芝居たべるこそだつこげんきなこ 仲倉 眉子 作

おひめさまのカレーライス すききらい 食育紙芝居たべるこそだつこげんきなこ 山本 和子 作

がいこつめがね 丈夫なほねをつくる 食育紙芝居たべるこそだつこげんきなこ 藤本 ともひこ 作 画

ジュンペイのウンチ うんちのはなし 食育紙芝居たべるこそだつこげんきなこ 清水 道尾 作

けちくらべ ワッハッハ！ゆかいでおかしい日本の民話 小野 和子 文

うまかたどんとたぬきのポンタ ワッハッハ！ゆかいでおかしい日本の民話 菊地 ただし 文

どくのはいったかめ ワッハッハ！ゆかいでおかしい日本の民話 多田 ヒロシ 文 画

ないて百にん力 ワッハッハ！ゆかいでおかしい日本の民話 東川 洋子 文

ぼたもちをくったほとけさま ワッハッハ！ゆかいでおかしい日本の民話 やすい すえこ 文

むかでのおつかい ワッハッハ！ゆかいでおかしい日本の民話 吉田 タキノ 文

漢詩への誘い～歴史と風土（成都の巻） ＮＨＫカルチャーアワー 石川　忠久　ほか　著

漢詩への誘い～歴史と風土（成都の巻） ＮＨＫカルチャーアワー 石川　忠久　ほか　著

つくってあそぼうよ！４ にんぎょう・おめんをつくろう 子どもの生活をゆたかに！

つくってあそぼうよ！５ パーティーしよう 子どもの生活をゆたかに！

つくってあそぼうよ！６ おばけとあそぼう 子どもの生活をゆたかに！

つくってあそぼうよ！７ 草花あそび 春・夏の本 子どもの生活をゆたかに！

つくってあそぼうよ！８ 草花あそび 秋・冬の本 子どもの生活をゆたかに！

つくってあそぼうよ！９ 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！

つくってあそぼうよ！１０ リサイクル品をいかそう！　応用編 子どもの生活のために！

つくってあそぼうよ！１ 工作してあそぼう 子どもの生活をゆたかに！

つくってあそぼうよ！２ えんげいかになろう 子どもの生活をゆたかに！

保母さん やってみたいなこんなしごと１７

ぬいぐるみ作り やってみたいなこんなしごと１８

動物学者 やってみたいなこんなしごと１９

新聞記者 やってみたいなこんなしごと２０

看護婦さん やってみたいなこんなしごと１１

動物園の飼育係 やってみたいなこんなしごと１２

陶器作り やってみたいなこんなしごと１３

旅客機のパイロット やってみたいなこんなしごと１５

日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで２ キャベツがとどくまで〔野菜〕

日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで３ ミカンがとどくまで〔くだもの〕

日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで４ お肉がとどくまで〔食肉〕

日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで５ チョコレートがとどくまで〔おかし〕

日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで６ シャープペンシルがとどくまで〔文房具〕

日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで７ ピアノがとどくまで〔楽器〕

日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで８ 本がとどくまで〔出版〕

日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで９ 車がとどくまで〔自動車〕

日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで１０ ソフトがとどくまで〔情報〕

わたしにもできるリサイクル３ きょうから始めよう！ 話題のごみのリサイクルプラスチック・ペットボトル・電池・食用油・自動車

わたしにもできるリサイクル４ 学校でできるリサイクル活動

はとくちのふしぎ からだのふしぎしりたいな１ すがわら けいこ 絵

うんちのふしぎ からだのふしぎしりたいな２ すがわら けいこ 絵

ちとしんぞうのふしぎ からだのふしぎしりたいな３ すがわら けいこ 絵

ほねのふしぎ からだのふしぎしりたいな４ すがわら けいこ 絵

あたまのなかのふしぎ からだのふしぎしりたいな５ すがわら けいこ 絵

かぜのふしぎ からだのふしぎしりたいな６ すがわら けいこ 絵

からだのふしぎしつもんばこ からだのふしぎしりたいな７ すがわら けいこ 絵

たべもののふしぎ からだのふしぎしりたいな８ すがわら けいこ 絵



きみにもできるウィンドウズ１ ようこそマルチメディアへ

きみにもできるウィンドウズ２ こんにちはウィンドウズ

きみにもできるウィンドウズ３ こんにちはマック

きみにもできるウィンドウズ４ デザイナーになっちゃおう

きみにもできるウィンドウズ５ クリエイターになっちゃおう

きみにもできるウィンドウズ６ シナリオライターになっちゃおう

きみにもできるウィンドウズ７ 数学者になっちゃおう

きみにもできるウィンドウズ８ ミュージシャンになっちゃおう

きみにもできるウィンドウズ９ ネットワーカーになっちゃおう

きみにもできるウィンドウズ１０ 博士になっちゃおう

わたしにもできるリサイクル１ きょうから始めよう！ 燃えるごみのリサイクル紙・生ごみ・衣類

インターネットでむかえる２１世紀１ インターネットを体験してみよう

インターネットでむかえる２１世紀２ 学校のホームページをつくろう

インターネットでむかえる２１世紀３ インターネットで共同学習

インターネットでむかえる２１世紀４ インターネットで調べ学習

ちびっこカムのぼうけん アニメ絵本 神沢 利子 原作

むくはとじゅうの名犬物語 アニメ絵本 椋 鳩十 原作

あかまんまとうげ ちひろからあなたへ 岩崎 京子 文

こどもたちよ！ ちひろからあなたへ 高田 宏 編

あおい空に ちひろからあなたへ 松永 伍一 編

愛について Ｏｎ　ｌｏｖｅ ちひろからあなたへ 落合 恵子 編

おかあさん　おめでとう くまの子ウーフの絵本１ 神沢 利子 作

さかなにはなぜしたがない くまの子ウーフの絵本２ 神沢 利子 作

ぶつぶついうのだあれ くまの子ウーフの絵本３ 神沢 利子 作

お月さんはきつねがすき？ くまの子ウーフの絵本４ 神沢 利子 作

くまの子ウーフのかいすいよく くまの子ウーフの絵本６ 神沢 利子 作

あかいそりにのったウーフ くまの子ウーフの絵本７ 神沢 利子 作

ぴかぴかのウーフ くまの子ウーフの絵本 神沢 利子 作

あんちゃんのたんぼ 童心社の絵本 梅田 俊作 作

にちよういち 童心社の絵本 西村 繁男 作

あつおのぼうけん 童心社のえほん 田島 征彦 作

そうべえごくらくへゆく 童心社の絵本 たじま ゆきひこ 作

ミドリがひろったふしぎなかさ 童心社の絵本 岡野 かおる子 文

こぎつねコンとこだぬきポン 童心社の絵本 松野 正子 文

ぼくのすきなおじさん 童心社の絵本 長 新太 さく

でんでんだいこいのち 今江 祥智 文

てっぽうをもったキジムナー 童心社の絵本 たじま ゆきひこ 〔作〕

コバンザメのぼうけん 童心社の絵本 灰谷 健次郎 文

はらっぱ 戦争・大空襲・戦後…いま 童心社の絵本 西村 繁男 画

盲導犬フロックスのてがみ 福沢 美和 著

ちいさなくも 絵本 エリック・カール さく

やどかりのおひっこし 絵本 エリック＝カール さく

できるかな？ あたまからつまさきまで 絵本 エリック・カール さく

うたが　みえる　きこえるよ 絵本 エリック＝カール さく

おほしさまかいて！ 絵本 エリック＝カール さく

くもさんおへんじどうしたの 絵本 エリック＝カール さく

ことりをすきになった山 絵本 エリック＝カール 絵

たんじょうびの　ふしぎな　てがみ 絵本 エリック＝カール さく・え

しりたがりのこひつじ 絵本 エリック＝カール え

ちいさいタネ 絵本 エリック＝カール さく

月ようびはなにたべる？ アメリカのわらべうた 絵本 エリック・カール え

ごきげんななめのてんとうむし 絵本 エリック＝カール さく

花をうかべて 新美南吉詩集 美しい日本の詩歌１ 新美 南吉 著

めだかの学校 茶木滋童謡詩集 美しい日本の詩歌２ 茶木 滋 著

生きものはかなしかるらん 室生犀星詩集 美しい日本の詩歌３ 室生 犀星 著

おうい雲よ 山村暮鳥詩集 美しい日本の詩歌４ 山村 暮鳥 著

ぞうさん・くまさん まど・みちお詩集 美しい日本の詩歌５ まど みちお 著

いしっころ 谷川俊太郎詩集 美しい日本の詩歌６ 谷川 俊太郎 著

夕日がせなかをおしてくる 阪田寛夫童謡詩集 美しい日本の詩歌７ 阪田 寛夫 著



どうぶつぶつぶつ 川崎洋詩集 美しい日本の詩歌８ 川崎 洋 著

うたにあわせてあいうえお 工藤直子詩集 美しい日本の詩歌９ 工藤 直子 著

夢 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

こどものしあわせ ちいさな　ちひろ画集１ いわさき　ちひろ　著

花とこども ちいさなちひろ画集２ いわさき　ちひろ　著

母と子 ちいさなちひろ画集３ いわさき　ちひろ　著

ね、ぼくのともだちになって！ 絵本 エリック＝カール 作

鈴の鳴る道 花の詩画集 星野 富弘 著

速さのちがう時計 花の詩画集 星野 富弘 著

ぼくのねこみなかった？ 絵本 エリック＝カール さく

ウィンドウズ活用アイデア１０１ 第1巻 パソコンにさわってみよう

ウィンドウズ活用アイデア１０１ 第2巻 パソコンで絵を描こう

ウィンドウズ活用アイデア１０１ 第3巻 パソコンで文章を書こう

ウィンドウズ活用アイデア１０１ 第4巻 パソコンで学級新聞を作ろう

ウィンドウズ活用アイデア１０１ 第5巻 パソコンでらくらく自由研究

ウィンドウズ活用アイデア１０１ 第6巻 パソコンでインターネット探検

ウィンドウズ活用アイデア１０１ 第7巻 パソコンを授業にも活用しよう

ウィンドウズ活用アイデア１０１ 第8巻 パソコン用語集・CD-ROMの使い方

いま、地球になにがおこっているの？１ ちきゅうは、あつぎ 地球温暖化

いま、地球になにがおこっているの？２ へんしんする、あめ 酸性雨

いま、地球になにがおこっているの？３ もりのげっぷ、もりのおしっこ 森林の減少

いま、地球になにがおこっているの？４ くずれそうな、つみき 生物種の減少

いま、地球になにがおこっているの？５ とりかえられない、みず 海洋汚染

いま、地球になにがおこっているの？６ きえた、ごみ ごみ問題

伝統工業を調べよう 調べよう・日本の伝統工業１

北海道・東北の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業２

関東の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業３

中部の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業４

近畿の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業５

中国・四国の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業６

九州・沖縄の伝統工業 調べよう・日本の伝統工業７

音をつくってあそぼう つくってあそぼ 繁下 和雄 作

昔のおもちゃをつくろう つくってあそぼ 大賀 弘章 著

めいろをつくろう つくってあそぼ 井出 圭祐 著・イラスト

人形劇のはじまりはじまり つくってあそぼ 西浦 万里子 著

草花であそぼう つくってあそぼ 辺見 泰子 著・写真

図解いきいき日本の産業３ 教科書がよくわかる 水産物・畜産物・林産物

図解いきいき日本の産業４ 教科書がよくわかる 自動車・石油化学製品

牛乳パックであそぼう つくってあそぼ 猶原 通正 著

紙がおもちゃになる つくってあそぼ 吉田 しげ介 著

くらしとあそび・自然の１２か月⑨　１２月 増田 良子 編著

くらしとあそび・自然の１２か月⑩　１月 増田 良子 編著

町とくらしのうつりかわり３ 祭りと行事、昔と今

諸葛孔明伝　上 まんが三国志シリーズ 瀬戸　龍哉　作

諸葛孔明伝　下 まんが三国志シリーズ 瀬戸　龍哉　作

キャンプ 校外活動ガイドブック１ 川西 正志 著

オリエンテーリング・ウォークラリー 校外活動ガイドブック２ 師岡 文男 著

サバイバル活動 校外活動ガイドブック３ 山口 泰雄 著

尾瀬をまもる人びと 長蔵小屋の三代 ノンフィクション・ワールド 後藤 允 著

走れ！ソーラーカー 光と夢の３０００キロレース ノンフィクション・ワールド 中部 博 著

女子高生・汗と涙の初登頂 立川女子高校山岳部未踏峰コングール４峰への挑戦 ノンフィクション・ワールド 高橋 清輝 著

町の水族館町の植物園 さかなやさんとやおやさん みぢかなかがく 小林 亜里 文

みんなであそぼう ６５０のあそびのヒント集 みぢかなかがく 有木 昭久 案

インターネットでむかえる２１世紀５ インターネットは社会への窓

インターネットでむかえる２１世紀６ インターネットとわたしたちの町

インターネットでむかえる２１世紀７ インターネットとプライバシー

インターネットでむかえる２１世紀８ インターネットのむこうに世界がある

みんなの調べ学習５ 全国の調べ学習実践集 たべものを調べる

こぶとり　さるのひとりごとほか むかしむかし１ 松谷 みよ子 文



へっぷりよめさま　あずきとぎのおばけほか むかしむかし４ 松谷 みよ子 文

おむすびころころ　かさじぞうほか むかしむかし６ 松谷 みよ子 文

ももたろう　ばけくらべほか むかしむかし８ 松谷 みよ子 文

したきりすずめ　六月のむすこほか むかしむかし９ 松谷 みよ子 文

花さかじい　ピピンピヨドリほか むかしむかし10 松谷 みよ子 文

ふたりのテストはみんなばつ とびだせ！２年生① 鈴木 喜代春 作

ちこくチャンピオンのひみつ とびだせ！２年生② 鈴木 喜代春 作

ごっくんピーマンたべちゃった とびだせ！２年生③ 鈴木 喜代春 作

ビリだわっしょいどうあげだ とびだせ！２年生④ 鈴木 喜代春 作

チビをさがしてどこまでも とびだせ！２年生⑤ 鈴木 喜代春 作

むぎばたけ 日本傑作絵本シリーズ アリスン・アトリー 作

ようちえんにいったともちゃんとこぐまくん 日本傑作絵本シリーズ あまん きみこ 作

ともちゃんとこぐまくんのうんどうかい 日本傑作絵本シリーズ あまん きみこ 作

おばけのひっこし 日本傑作絵本シリーズ さがら あつこ 文

おひさまおねがいチチンプイ 日本傑作絵本シリーズ なかがわ りえこ さく

かっぱ・かぞえうた 日本傑作絵本シリーズ せがわ やすお 〔著〕

くいしんぼうのはなこさん 日本傑作絵本シリーズ いしい ももこ ぶん

ジャリおじさん 日本傑作絵本シリーズ おおたけ しんろう えとぶん

だれかがよんだ 日本傑作絵本シリーズ せがわ やすお 〔作〕

サーカスの小びと ケストナー少年文学全集別巻ケストナー 作

えかきうたのほん 日本傑作絵本シリーズ 中村 柾子 ぶん

おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん

五月三十五日 ケストナー少年文学全集５ケストナー 作

わたしが子どもだったころ ケストナー少年文学全集７ケストナー 作

はやくあいたいな 絵本 五味 太郎 作・画

動物会議 ケストナー少年文学全集８ケストナー 作

ふたりのロッテ ケストナー少年文学全集６ケストナー 作

エーミールと探偵たち ケストナー少年文学全集１ケストナー 作

エーミールと三人のふたご ケストナー少年文学全集２ケストナー 作

点子ちゃんとアントン ケストナー少年文学全集３ケストナー 作

飛ぶ教室 ケストナー少年文学全集４ケストナー 作

かんたんおりがみ２ どうぶつをつくろう 阿部 恒 編

かんたんおりがみ５ おりがみパズル 阿部 恒 編

シートンどうぶつ記２ 幼年版 タラク山のクマ王 シートン 〔作〕

シートンどうぶつ記３ 幼年版 はたおリスのぼうけん シートン 〔作〕

シートンどうぶつ記４ 幼年版 銀ギツネものがたり シートン 〔作〕

シートンどうぶつ記５ 幼年版 スズメのランディー シートン 〔作〕

シートンどうぶつ記６ 幼年版 クマがり犬　ビリー シートン 〔作〕

シートンどうぶつ記９ 幼年版 ギザ耳ウサギ シートン 〔作〕

シートンどうぶつ記１０ 幼年版 あわふきぼうず シートン 〔作〕

日本語は世界一むずかしいことば？ 日本語と世界の言語 ことばの探検Ⅰ 吉田 智行 著

日本語のルーツをさぐったら… 日本語の起源 ことばの探検Ⅱ あべ せいや 著

ことばのはじめことばのふるさと 日本語の単語 ことばの探検Ⅲ 飛田 良文 著

つぶつぶうた まどさんの詩の本 まど みちお 著

にほんごにこにこ まどさんの詩の本 まど みちお 著

むしいっぱい まどさんの詩の本 まど みちお 著

ものいろいろ まどさんの詩の本 まど みちお 著

あのうたこのうた まどさんの詩の本 まど みちお 著

たのしいどくしょかんそうぶんのかきかた １ねん 日本作文の会 編

たのしいどくしょかんそう文の書きかた ２年 日本作文の会 編

楽しい読書かんそう文の書き方 ３年 日本作文の会 編

楽しい読書感想文の書き方 ４年 日本作文の会 編

楽しい読書感想文の書き方 ５年 日本作文の会 編

楽しい読書感想文の書き方 ６年 日本作文の会 編

私のアンネ＝フランク 偕成社の創作文学 松谷 みよ子 著

ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　のりもの

試験に強くなる漢字熟語事典 学研まんが事典シリーズ

まちんと 新編・絵本平和のために１松谷 みよ子 文

ぼうさまになったからす 新編・絵本平和のために２松谷 みよ子 文



やさしい木曽馬 新編・絵本平和のために３庄野 英二 文

とうろうながし 新編・絵本平和のために４松谷 みよ子 文

すみれ島 新編・絵本平和のために６今西 祐行 文

六人の男たち なぜ戦争をするのか？ 絵本 デイビッド＝マッキー 作

おとなになれなかった　弟たちに… 絵本 米倉 斉加年 作

象のいない動物園 斎藤 憐 作

長くつ下のピッピ 世界一つよい女の子 リンドグレーン作品集１ リンドグレーン 作

ピッピ南の島へ リンドグレーン作品集３ リンドグレーン 作

やさいのうえかたそだてかた かいかたそだてかたずかん小宮山 洋夫 文・絵

くまさん　くまさん　なにみてるの？ 絵本 エリック＝カール え

図説学習日本の歴史５ 旺文社 編

図説学習日本の歴史２ 旺文社 編

ライヤンツーリーのうた アニメ絵本 たかし よいち 原作

対馬丸 さようなら沖縄 大城 立裕 原作

かんからさんしん 沖縄戦を生きぬいた子どもたち アネメ絵本 「かんからさんしん」制作委員会 企画・構成

ちひろの詩 ちひろからあなたへ ちひろ美術館 編

ファッションデザイナー やってみたいなこんなしごと１６

ちょっとかわったおりがみ つくってあそぼ たきがわ たかし 著

学習図説小学校社会科全集３ 日本の農業

学習図説小学校社会科全集４ 日本の水産業

日本の方言大研究１ あいさつの方言大研究

日本の方言大研究２ 生き物の方言大研究

日本の方言大研究３ 遊びの方言大集合

日本の方言大研究４ 日本列島方言じまん

日本の方言大研究５ すばらしい方言の世界

日本の方言大研究６ なるほど方言学入門

日本の方言大研究７ ききくらべよう日本の方言

地球でくらす人と生き物のかかわり１ 絵物語で感じ資料でわかる 生き物をとらえる･･･イワシずきのうちゅう人

地球でくらす人と生き物のかかわり２ 絵物語で感じ資料でわかる 動物を育てる･･･テレビから出てきたライオン

地球でくらす人と生き物のかかわり３ 絵物語で感じ資料でわかる 植物を育てる･･･農家のおじさん大げんか

地球でくらす人と生き物のかかわり４ 絵物語で感じ資料でわかる 微生物を利用する･･･微生物のストライキ

地球でくらす人と生き物のかかわり５ 絵物語で感じ資料でわかる 生き物とくらす･･･ポチはいちばんの友だち

地球でくらす人と生き物のかかわり６ 絵物語で感じ資料でわかる ともに地球に生きる･･･オランじいさんのくらす島

エコアップ大作戦１ 学校編 環境学習シリーズ 寺本 潔 著

エコアップ大作戦２ 地域編 環境学習シリーズ 寺本 潔 著

エコアップ大作戦３ 家庭編 環境学習シリーズ 寺本 潔 著

たのしくわかる日本の産業１ 絵地図・絵グラフ 米・麦・豆・いも　食料生産①

たのしくわかる日本の産業２ 絵地図・絵グラフ 野菜とくだもの　食料生産②

たのしくわかる日本の産業３ 絵地図・絵グラフ 畜産と水産　食料生産③

たのしくわかる日本の産業４ 絵地図・絵グラフ 林業と工芸作物　原料生産

たのしくわかる日本の産業５ 絵地図・絵グラフ 食品工業　工業生産①

たのしくわかる日本の産業６ 絵地図・絵グラフ 鉄と金属工業　工業生産②

たのしくわかる日本の産業７ 絵地図・絵グラフ 石油と化学工業　工業生産③

たのしくわかる日本の産業８ 絵地図・絵グラフ 自動車と機械工業　工業生産④

たのしくわかる日本の産業９ 絵地図・絵グラフ 家電とエレクトロニクス　工業生産⑤

環境とリサイクル１ ペットボトル ものづくりと再生のしくみ 本間 正樹 文

環境とリサイクル２ かん ものづくりと再生のしくみ 本間 正樹 文

環境とリサイクル３ びん ものづくりと再生のしくみ 本間 正樹 文

環境とリサイクル４ 電池 ものづくりと再生のしくみ 本間 正樹 文

環境とリサイクル５ 自動車と粗大ゴミ ものづくりと再生のしくみ 本間 正樹 文

環境とリサイクル６ 紙 ものづくりと再生のしくみ 本間 正樹 文

環境とリサイクル７ 衣類 ものづくりと再生のしくみ 本間 正樹 文

環境とリサイクル８ プラスチック ものづくりと再生のしくみ 本間 正樹 文

環境とリサイクル９ ごみ処理場 回収と減量化へのとりくみ 本間 正樹 文

環境とリサイクル１０ うめたて処分場 ごみの最終処分のしくみ 本間 正樹 文

図解いきいき日本の産業５ 教科書がよくわかる 伝統工芸品

図解いきいき日本の産業６ 教科書がよくわかる 新技術とハイテク製品

図解いきいき日本の産業７ 教科書がよくわかる 交通運輸・貿易

図解いきいき日本の産業８ 教科書がよくわかる 情報通信



図解いきいき日本の産業９ 教科書がよくわかる 資源・エネルギーと産業

図解いきいき日本の産業１０ 教科書がよくわかる 国土と地球環境

空気をきれいにしよう ものの燃焼・大気・植物 図解でわかる地球環境とわたしたちの生活

食べ物を安全にしよう 食事・流通・農業 図解でわかる地球環境とわたしたちの生活

リサイクルでゴミをへらそう くらし・ゴミ・資源 図解でわかる地球環境とわたしたちの生活

オゾン層の破壊をふせごう 日光・大気・健康 図解でわかる地球環境とわたしたちの生活

地球温暖化をふせごう 資源・エネルギー・二酸化炭素 図解でわかる地球環境とわたしたちの生活

自然とともに生きよう 人のくらし・森・川・海 図解でわかる地球環境とわたしたちの生活

酸性雨をふせごう 水溶液・工業生産・電気自動車 図解でわかる地球環境とわたしたちの生活

学習図説小学校社会科全集１２ 日本の伝統工業

学習図説小学校社会科全集１３ 日本の交通と運輸

学習図説小学校社会科全集１４ 日本の流通とサービス

まいごのまいごのフーとクー くまの子ウーフの絵本８ 神沢 利子 作

きょうはすてきなおばけの日！ えほんとなかよし１５ 武田 美穂 作・絵

森はたのしいことだらけ 絵本 田島 征三 作

川はたまげたことだらけ 絵本 田島 征三 作

町はふしぎなことだらけ 絵本 田島 征三 作

おたんじょうびのおくりもの ティモシーとサラのえほん① えほんとなかよし１ 芭蕉 みどり 作・絵

パパのくれたおくりもの ティモシーとサラのえほん③ えほんとなかよし１１ 芭蕉 みどり 作・絵

ティモシーとサラのパーティー ティモシーとサラのえほん⑤ えほんとなかよし３５ 芭蕉 みどり 作・絵

にじのみずうみ イタリア民話 坂本 鉄男 文

小さな山神スズナ姫 小さなスズナ姫 富安 陽子 作

スズナ沼の大ナマズ 小さなスズナ姫 富安 陽子 作

大雲払いの夜 小さなスズナ姫 富安 陽子 作

くらやみ谷の魔物 小さなスズナ姫 富安 陽子 作

ユキの愛する人たち ヨシコ・ウチダ 作

まぼろしの４番バッター ひくまの出版創作童話 竹崎 有斐 作

まんげつ小学校の夜 新日本おはなしの本だな④富安 陽子 作

地球が動いた日 新日本おはなしの本だな⑦岸川 悦子 著

遠い風のなかで ひくまの出版創作童話 清水 達也 作

ななのタンスはふしぎがいっぱい 教育画劇の創作童話 わたり むつこ 作

じゅうたんはねこのもの わーいいっしょ① ブライアン・ワイルドスミス 原作 画

おちたのだあれ わーいいっしょ② ブライアン・ワイルドスミス 原作 画

つきよのくじら ひまわりえほんシリーズ絵本戸田 和代 作

グスコーブドリの伝記 アニメ版 宮沢 賢治 原作

つるにのって とも子の冒険 ミホ・シボ 原案

雪渡り アニメ版 宮沢 賢治 原作

長くつ下のピッピ アニメ版 リンドグレーン 原作

ＭＡＲＣＯ母をたずねて三千里 長編アニメーション映画「ＭＡＲＣＯ母をたずねて三千里」より デ・アミーチス 原作

チロヌップのきつね アニメ版 高橋 宏幸 原作

トトイ アニメ版 ジャンニ・パドアン 原作

森を守ろう 動物たちのゆかいな大作戦 ボイ・ロルンゼン 原作

マヤの一生 アニメ版 椋 鳩十 原作

うしろの正面だあれ アニメ版 海老名 香葉子 原作

お星さまのレール アニメ版 小林 千登勢 原作

いそげいそげ わーいいっしょ③ ブライアン・ワイルドスミス 原作 画

ゆめをみた わーいいっしょ④ ブライアン・ワイルドスミス 原作 画

カエルくんのおひるね チューリップえほんシリーズ宮西 達也 作・絵

カラフルおり紙ＢＯＯＫ おり紙マジックワンダーランド すぐに遊べる２０作品４０枚！ 藤原　邦恭　作

ムツゴロウとゆかいな仲間たち１ 畑正憲珠玉の写真集 動物王国　命あふれ 畑 正憲 著

ムツゴロウとゆかいな仲間たち２ 畑正憲珠玉の写真集 動物王国　熱い願い 畑 正憲 著

ムツゴロウとゆかいな仲間たち３ 畑正憲珠玉の写真集 犬を求め犬と共に 畑 正憲 著

ムツゴロウとゆかいな仲間たち４ 畑正憲珠玉の写真集 アフリカのゆかいな仲間 畑 正憲 著

ムツゴロウとゆかいな仲間たち５ 畑正憲珠玉の写真集 人と動物　みんな友だち 畑 正憲 著

ムツゴロウとゆかいな仲間たち６ 畑正憲珠玉の写真集 幻の犬、幻の馬を求めて 畑 正憲 著

ムツゴロウとゆかいな仲間たち７ 畑正憲珠玉の写真集 すべてを抱きしめたくて 畑 正憲 著

ムツゴロウとゆかいな仲間たち８ 畑正憲珠玉の写真集 自然こそ　人の宝 畑 正憲 著

ムツゴロウとゆかいな仲間たち９ 畑正憲珠玉の写真集 世界の犬　ムツゴロウ図鑑 畑 正憲 著

ムツゴロウとゆかいな仲間たち１０ 畑正憲珠玉の写真集 素晴らしい猫の世界 畑 正憲 著



世界の歴史・地理事典 ビジュアル世界史 グローバルライブラリーシリーズ１多田　孝志　編集代表

教科書から生まれた動く作品たち２ 夢の数だけ、創造力はでっかくなる 動く工作シリーズ

牛乳パックが動くよ 夢の数だけ、創造力はでっかくなる 動く工作シリーズ 小関 武明 著

かんたん、かんたん動くよ 夢の数だけ、創造力はでっかくなる 動く工作シリーズ 小鴨 成夫 著

段ボールが動くよ 夢の数だけ、創造力はでっかくなる。 動く工作シリーズ 滝口 あきはる 著

紙が動物に、そして動くぞ 夢の数だけ、創造力はでっかくなる 動く工作シリーズ 畑野 光男 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業１ 野菜とくだものをつくる 岩井のレタスと宇和島みかん 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業３ 水産業ではたらく 長崎漁港の漁業 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業４ 伝統的な技術をいかす 備前焼をつくる 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業５ 自動車をつくる 豊田市の自動車工業 飯島 博 著

子ヤギの木 新日本おはなしの本だな①北村 けんじ 作

ボルピィ物語 那須田 淳 作

方言はまほうのことば！ 方言と標準語 ことばの探検Ⅳ 彦坂 佳宣 著

生まれることば死ぬことば 新語・流行語・隠語 ことばの探検Ⅴ 湯浅 茂雄 著

日本語にはどうして敬語が多いの？ 敬語 ことばの探検Ⅵ 浅田 秀子 著

ことわざにうそはない？ ことわざと慣用句 ことばの探検Ⅶ 木下 哲生 著

日本の文字のふしぎふしぎ 漢字・ひらがな・カタカナ ことばの探検Ⅷ 古藤 友子 著

ドオン！ 日本傑作絵本シリーズ 山下 洋輔 文

百人一首 コミックストーリーわたしたちの古典１３ 柳川 創造 シナリオ

太平記 コミックストーリーわたしたちの古典１４ 柳川 創造 シナリオ

雨月物語 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

２１世紀こども英語館

万葉集 コミックストーリーわたしたちの古典２ 水沢 遥子 シナリオ

日本霊異記 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

今昔物語 コミックストーリーわたしたちの古典７ 柳川 創造 シナリオ

徒然草 兼好法師 コミックストーリーわたしたちの古典９ 柳川 創造 シナリオ

おくのほそ道 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

おばけ煙突のうた 戦争がうばった夢と友情 早乙女 勝元 原作

カッパの三平　魔法だぬき 水木しげるのおばけ学校８ 水木 しげる 著

吉四六さんとおとのさま おもしろとんち話３ とみた ひろゆき 文

おしょうさんとあんねんさん おもしろとんち話４ とみた ひろゆき 文

おしょうさんとぼんねんさん おもしろとんち話５ とみた ひろゆき 文

彦市とんちくらべ おもしろとんち話７ とみた ひろゆき 文

あっぱれ　しゅじゅどん おもしろとんち話８ とみた ひろゆき 文

たいさくさんのちえぶくろ おもしろとんち話９ とみた ひろゆき 文

ヘンゼルとグレーテル 完訳 グリムどうわ 偕成社世界のどうわ１ グリム兄弟 原文

赤ずきん 完訳 グリムどうわ 偕成社世界のどうわ３ グリム兄弟 原文

ズッコケ　大作戦 こども文学館１３ 那須 正幹 作

おおかみと七ひきの子やぎ 完訳 グリムどうわ 偕成社世界のどうわ５ グリム兄弟 原文

ねむり姫 完訳 グリムどうわ 偕成社世界のどうわ６ グリム兄弟 原文

みにくいあひるの子 完訳 アンデルセンどうわ 偕成社世界のどうわ７ Ｈ．Ｃ．アンデルセン 作

おやゆび姫 完訳 アンデルセンどうわ 偕成社世界のどうわ８ Ｈ．Ｃ．アンデルセン 作

マッチうりの少女 完訳 アンデルセンどうわ 偕成社世界のどうわ９ Ｈ．Ｃ．アンデルセン 作

はだかの王さま 完訳 アンデルセンどうわ 偕成社世界のどうわ１０ Ｈ．Ｃ．アンデルセン 作

すずのへいたいさん 完訳 アンデルセンどうわ 偕成社世界のどうわ１１ Ｈ．Ｃ．アンデルセン 作

もみの木 完訳 アンデルセンどうわ 偕成社世界のどうわ１２ Ｈ．Ｃ．アンデルセン 作

長ぐつをはいたねこ 完訳 ペローどうわ 偕成社世界のどうわ１３ シャルル・ペロー 作

シンデレラ 完訳 ペローどうわ 偕成社世界のどうわ１４ シャルル・ペロー 作

北かぜとお日さま 完訳 イソップどうわ 偕成社世界のどうわ１５ アイソポス 作

いなかのねずみとまちのねずみ 完訳 イソップどうわ 偕成社世界のどうわ１６ アイソポス 作

三びきの子ぶた 完訳 イギリスのどうわ 偕成社世界のどうわ１７ ジェイコブズ 再話

大きなかぶ 完訳 ロシアのどうわ 偕成社世界のどうわ２０ トルストイ 再話

だれかを好きになった日に読む本 きょうはこの本読みたいな１現代児童文学研究会 編

０点をとった日に読む本 きょうはこの本読みたいな２現代児童文学研究会 編

けんかをした日に読む本 きょうはこの本読みたいな３現代児童文学研究会 編

おやつを食べながら読む本 きょうはこの本読みたいな４現代児童文学研究会 編

学校に行きたくない日に読む本 きょうはこの本読みたいな５現代児童文学研究会 編

遠くへ行きたい日に読む本 きょうはこの本読みたいな６現代児童文学研究会 編

ねる前に読む本 きょうはこの本読みたいな７現代児童文学研究会 編



音楽をききながら読む本 きょうはこの本読みたいな８現代児童文学研究会 編

おかあさんがいない日に読む本 きょうはこの本読みたいな９現代児童文学研究会 編

かぜをひいた日に読む本 きょうはこの本読みたいな１０現代児童文学研究会 編

まにあいませんよサンタさん！ 絵本 ルシール・パウニー ぶん

ミセス・サンタはおおいそがし 絵本 ペニー・アイブス さく・え

うそつきのつき 絵本 内田 麟太郎 作

トッポ・ジージョ１ 地下水道のかいぶつ 絵本 マリア・ペレゴ 原作

トッポ・ジージョ２ すみかききいっぱつ 絵本 マリア・ペレゴ 原作

トッポ・ジージョ３ ドーナツ・ロボット大作戦 絵本 マリア・ペレゴ 原作

トッポ・ジージョ４ ネコになったジージョ 絵本 マリア・ペレゴ 原作

たんじょうびをわすれたきょうりゅう きょうりゅうのこどもたち１マイケル・サーモン 文・絵

がっこうのきらいなきょうりゅう きょうりゅうのこどもたち２マイケル・サーモン 文・絵

月にとんだ猫 絵本 森津 和嘉子 作・絵

もりのぎんこう もりはおもしろランド１３ ふなざき やすこ さく

もりのピザやさん もりはおもしろランド１４ ふなざき やすこ さく

もりのゆうびんきょく もりはおもしろランド１ 舟崎 靖子 作

もりのじてんしゃやさん もりはおもしろランド３ 舟崎 靖子 作

もりのはいしゃさん もりはおもしろランド４ 舟崎 靖子 作

もりのおもちゃやさん もりはおもしろランド５ 舟崎 靖子 作

もりのレストラン もりはおもしろランド６ 舟崎 靖子 作

もりのとけいやさん もりはおもしろランド７ 舟崎 靖子 作

もりのおべんとうやさん もりはおもしろランド９ 舟崎 靖子 作

こまったさんのグラタン おはなしりょうりきょうしつ６寺村 輝夫 作

こまったさんのラーメン おはなしりょうりきょうしつ９寺村 輝夫 作

こまったさんのシチュー おはなしりょうりきょうしつ１０寺村 輝夫 作

こまったさんのスパゲティ おはなしりょうりきょうしつ１寺村 輝夫 作

こまったさんのカレーライス おはなしりょうりきょうしつ２寺村 輝夫 作

こまったさんのハンバーグ おはなしりょうりきょうしつ３寺村 輝夫 作

こまったさんのオムレツ おはなしりょうりきょうしつ４寺村 輝夫 作

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業６ トラックではこぶ 宅配便とピーマンの旅 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業７ 食品を輸入する エビと牛肉の輸入 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業８ テレビ番組をつくる ＮＨＫ・朝のニュース番組 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業９ 飲み物をつくる ジュースとビール 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業１０ ＴＶゲームをつくる ドラクエⅥができるまで 飯島 博 著

みんなの調べ学習２ 全国の調べ学習実践集 ゴミを調べる

みんなの調べ学習４ 全国の調べ学習実践集 野山を調べる

みんなの調べ学習５ 全国の調べ学習実践集 たべものを調べる

尾瀬をまもる人びと 長蔵小屋の三代 ノンフィクション・ワールド 後藤 允 著

むしばちゃんをやっつけろ！ ママといっしょによむえほん 子どもの健康を考える絵本１ 今西 孝博 著

むしばくんにはまけないよ！！ ママといっしょによむえほん 子どもの健康を考える絵本２ 今西 孝博 構成・文

絵で読む広島の原爆 かがくのほん 那須 正幹 文

わすれものをした日に読む本 きょうはこの本読みたいな１１現代児童文学研究会 編

テストの前の日に読む本 きょうはこの本読みたいな１２現代児童文学研究会 編

動物といっしょに読む本 きょうはこの本読みたいな１３現代児童文学研究会 編

三振をした日に読む本 きょうはこの本読みたいな１４現代児童文学研究会 編

雨ふりの日に読む本 きょうはこの本読みたいな１５現代児童文学研究会 編

うそをついた日に読む本 きょうはこの本読みたいな１６現代児童文学研究会 編

四つの署名 世界の名作全集１ コナン・ドイル 原作

宝島 世界の名作全集３ ロバート・ルイス・スチーブンソン 原作

よい子連盟 世界の名作全集５ イーディス・ネズビット 原作

トム・ソーヤーの冒険 世界の名作全集６ マーク・トウェイン 原作

赤毛のアン 世界の名作全集９ ルーシー・モード・モンゴメリー 原作

故郷の人びと 世界の名作全集１０ ルイザ・メイ・オルコット 原作

グリム童話集 世界の名作全集１１ ヤーコブ・グリム 原作

みつばちマーヤの冒険 世界の名作全集１２ ワルデマル・ボンゼルス 原作

飛ぶ教室 世界の名作全集１３ エーリヒ・ケストナー 原作

世界の名作全集14 アルプスの少女 ヨハンナ・スピリ 原作

愛の一家 世界の名作全集１５ アグネス・ザッパー 原作

風車小屋だより 世界の名作全集１６ アルフォンス・ドーデ 原作



にんじん 世界の名作全集１８ ジュール・ルナール 原作

アンデルセン童話集 世界の名作全集２０ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 原作

ノンニとマンニの冒険 世界の名作全集２１ ヨーン・スウェンソン 原作

あくたれジャンの日記 世界の名作全集２２ ヴァンバ 原作

裁くものは 世界の名作全集２３ フェルナン・カバリェーロ 原作

幼年時代 世界の名作全集２４ レフ・トルストイ 原作

史記 世界の名作全集２７ 司馬 遷 原作

聖書物語 世界の名作全集２８ バン・ルーン 原作

Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝１０ それゆけ八犬士！ 滝沢 馬琴 原作

Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝１ とびちった八つの玉 滝沢 馬琴 原作

Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝２ ふしぎな刀のゆくえ 滝沢 馬琴 原作

Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝３ 玉をもった勇士たち 滝沢 馬琴 原作

Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝５ ほらあなの中の怪物 滝沢 馬琴 原作

Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝６ 犬士、はなればなれに 滝沢 馬琴 原作

Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝７ 力を合わせて戦えば 滝沢 馬琴 原作

Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝８ 怪力少年がやってきた 滝沢 馬琴 原作

Ｊｕｎｉｏｒ里見八犬伝９ 古だぬきの化けの皮 滝沢 馬琴 原作

カブトムシ・クワガタのひみつ 学研まんがひみつシリーズ

みぢかなふしぎ絵本５ しんかんせんはどうしてはやいの？ のりもの 横山 正 文

石油のひみつ 学研まんがひみつシリーズ

調べ学習に役立つ社会科データブック６ 日本の産業

調べ学習に役立つ社会科データブック７ 運輸と通信

女の子と男の子のための料理と手芸６ おしゃれなアクセサリー

女の子と男の子のための料理と手芸７ みんなに贈る手作りプレゼント 友だち・きょうだい・両親・祖父母のために

女の子と男の子のための料理と手芸８ 通学やお出かけ用バッグ

女の子と男の子のための料理と手芸１０ あなただけの手作りおしゃれ

調べ学習に役立つ社会科データブック１０ 家計とくらし

調べ学習に役立つ社会科データブック１２ 日本と世界

アラビアン・ナイト 世界の名作全集３０ かの りゅう 編訳

だれにもすかれるあいさつことばの事典 てのり文庫 北川 幸比古 著

やさしいからだのえほん１ からだのなかはどうなってるの？ せべ まさゆき 絵

やさしいからだのえほん２ うんちはどうしてでるの？ せべ まさゆき 絵

やさしいからだのえほん３ ほねはどうしてかたいの？ せべ まさゆき 絵

やさしいからだのえほん４ むしばはどうしてできるの せべ まさゆき 絵

クリスマス・キャロル 世界の名作全集２ チャールズ・ディケンズ 原作

ボランティアわたしたちにできること４ ゆたかな自然を守ろう 環境を考える

ボランティアわたしたちにできること５ 使う、すてるを考える リサイクルの輪でつなぐ

みんなで読む詩・ひとりで読む詩１ しぜんのうた 小海 永二 編

みんなで読む詩・ひとりで読む詩２ いきもののうた 小海 永二 編

みんなで読む詩・ひとりで読む詩５ こころのうた 小海 永二 編

しんかんせん フレーベル館のこどもずかん10

からだがすきなたべものなあに？ ママといっしょによむえほん 子どもの健康を考える絵本４安藤 節子 構成・文

こんなときどうするの？ ママといっしょによむえほん 子どもの健康を考える絵本５高田 芳朗 構成・文

ほねがつよいこじょうぶなこ！ ママといっしょによむえほん 子どもの健康を考える絵本６杉浦 保夫 構成・文

よくみえる　いいめになろう！ ママといっしょによむえほん 子どもの健康を考える絵本７湖崎 克 構成・文

せなかを　ぴんと　のばそう！ ママといっしょによむえほん 子どもの健康を考える絵本８正木 健雄 構成・文

なぜいきをするの？ 呼吸のはなし よこもり先生のからだの本１横森 周信 構成・文

たべたものはどうなるの？ 消化のはなし よこもり先生のからだの本３横森 周信 構成・文

きみのうんこはどんないろ？ うんこで健康管理 うんこは体内からのだいじな手紙です。 人間性ゆたかな子どもに！④藤森 弘 構成・文

せなかであくしゅできるかな？ しなやかな心と体 人間性ゆたかな子どもに！⑤藤森 弘 構成・文

じょうぶなからだになれるよ！ 健康な日常生活 自分のからだは自分で守る心がまえを！ 人間性ゆたかな子どもに！⑥藤森 弘 構成・文

１ ２ ３どうぶつえんへ かずのほん 絵本 エリック・カール 構成・絵

ことばあそびだニャン 小島 貞二 編・著

水をきれいにしよう からだ・くらし・環境 図解でわかる地球環境とわたしたちの生活

環境とリサイクル１１ 自然のしくみと人間の社会 水のリサイクル 本間 正樹 文

水といのちを考えよう 地球環境子ども探検隊５ 左巻 健男 著

もも子・ぼくの妹 子どもの本 星 あかり 作

すえっこメリーメリー 子どもの本 ジョーン・ロビンソン 作・絵

おれたちはステップブラザー 子どもの本 早川 真知子 作



わが家のバイオリンそうどう 子どもの本 シーラ・グリーンウォルド 作 絵

ラベンダーのくつ アリスン・アトリーおはなし集 世界傑作童話シリーズ アリスン・アトリー さく

シカクだいおうとハナクソ・マルメル はれぶたぶんこ⑤ 矢玉 四郎 作・絵

学校の怪談のなぞ だいすきこわい話１ 日本児童文学者協会 編

やさい町どんどん 神沢 利子 作

ゆびぬき小路の秘密 小風 さち 作

カッパのかーやん 新日本おはなしの本だな８溝江 玲子 作

トラックママろっくんろーる 新日本おはなしの本だな９長崎 夏海 作

あやちゃんのスケッチブック 新日本おはなしの本だな 白根 厚子 作

ランドセルをしょったじぞうさん 新日本おはなし文庫１ 古世古 和子 さく

舞は１０さいです。 新日本おはなしの本だな６あさの あつこ 作

コヨーテ老人とともに アメリカインディアンの旅物語 ジェイム・デ・アングロ 作・画

なぞとき名人のお姫さま フランスの昔話 山口 智子 編・訳

神々の島マムダ 江副 信子 作

吸血鬼の花よめ ブルガリアの昔話 世界傑作童話シリーズ 八百板 洋子 編・訳

転校生レンカ В ・ジェレーズニコフ 作

おばあちゃんのイエローカード ジュニア文学館１ 長崎 源之助 作

小さな赤いてぶくろ 西野 綾子 文

ファーブル昆虫記１ ふしぎなスカラベ ファーブル 〔著〕

ファーブル昆虫記５ オトシブミのゆりかご ファーブル 〔著〕

ファーブル昆虫記６ ツチハンミョウのミステリー ファーブル 〔著〕

木かげの家の小人たち 福音館創作童話シリーズいぬい とみこ 作

ひさしの村 福音館創作童話シリーズ筒井 頼子 作

いく子の町 福音館創作童話シリーズ筒井 頼子 作

子どもたちの日々 飯沢　耕太郎　編

帰ってくる火の玉 ほんとうにあったおばけの話８ 日本児童文学者協会 編

レーナ・マリア物語 レーナ・マリア 作

作文大すき１ １・２年 せいかつ文をかこう 畑島 喜久生 編

作文大すき２ １・２年 手紙・せつめい文をかこう 畑島 喜久生 編

作文大すき３ １・２年 日記・かんさつ文をかこう 畑島 喜久生 編

作文大すき４ ３・４年 生活文・手紙を書こう 畑島 喜久生 編

作文大すき５ ３・４年 日記・記録文を書こう 畑島 喜久生 編

作文大すき６ ３・４年 報道文・感想文を書こう 畑島 喜久生 編

作文大すき７ ５・６年 生活文を書こう 畑島 喜久生 編

作文大すき８ ５・６年 記録文・報道文を書こう 畑島 喜久生 編

地球のためにわたしたちにできること６ 自然と生きるためにできること 環境教育実践シリーズ

地球のためにわたしたちにできること７ 地球環境のためにできること 環境教育実践シリーズ

作文大すき１０ ５・６年 物語・感想文を書こう 畑島 喜久生 編

地球のためにわたしたちにできること３ リサイクルのためにできること 環境教育実践シリーズ

地球のためにわたしたちにできること１ 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

いただきま～す食事の本３ みんなで食べるとおいしいね

いただきま～す食事の本４ にんじんピーマンこわくない

いただきま～す食事の本５ 太りすぎなくそうね

いただきま～す食事の本６ 運動 すいみん おいしい食事

教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた７ 説明文を読もう

教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた９ わたしたちの歳時記

教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた１０ 作家事典

大小便のはなし 人間の知恵３０ 藤田 千枝 著

ゴミのはなし 人間の知恵２０ 藤田 千枝 著

下水のはなし 人間の知恵１３ 藤田 千枝 著

教科書にでてくる産業と経済１０ 世界にほこる日本の伝統工芸 地域の発展と産業

教科書にでてくる産業と経済１ 北へ南へ、日本をかけるトラック便 運輸のしくみ

教科書にでてくる産業と経済２ とれたてトマトがスーパーにならぶまで 流通のしくみ

教科書にでてくる産業と経済３ 世界のニュースをいますぐ家庭に 情報の流れと通信

教科書にでてくる産業と経済４ いま、日本人の食べ物があぶない！ 日本の農林水産業

教科書にでてくる産業と経済６ みそ・しょうゆ、原料すべて外国産？ 日本の貿易

教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた１ 詩を読もう

教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた２ 詩をつくってみよう

教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた３ 短歌・俳句・川柳を読もう



教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた４ 短歌・俳句・川柳をつくってみよう

教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた５ 物語を読もう

学習に役立つ日本の環境１ わたしたちと地球－未来と自然－

学習に役立つ日本の環境２ ゆたかなくらしとは？－くらしよい環境－

学習に役立つ日本の環境３ ふくれあがる大都市－都市問題－

学習に役立つ日本の環境４ 食べものがあぶない－食糧危機と汚染－

学習に役立つ日本の環境５ かぎりあるエネルギー －資源とエネルギー－

学習に役立つ日本の環境６ 水と人のくらし－川と湖沼－

学習に役立つ日本の環境８ 生きものとともに－動植物の危機－

学習に役立つ日本の環境１０ あたらしい森の人へ－森の歴史と未来－

まちがいだらけの言葉づかい１ あいさつ・ていねい語

まちがいだらけの言葉づかい２ ことばのきまり

まちがいだらけの言葉づかい３ ことわざ・格言

まちがいだらけの言葉づかい４ 手紙

まちがいだらけの言葉づかい５ 漢字・熟語編

まちがいだらけの言葉づかい６ 外来語

まちがいだらけの言葉づかい７ 日記・作文

ふね きゃくせん・こうそくせん のりものスーパー百科④ 池田 良穂 文

ファーブル昆虫記７ アリやハエのはたらき ファーブル 〔著〕

ファーブル昆虫記８ 伝記　虫の詩人の生涯 ファーブル 〔著〕

木かげの家の小人たち 創作童話シリーズ いぬい とみこ 作

走れ！ひまわり号 岸川 悦子 作

いのちの詩　雅子の青春 グリーンブックス１ 岡本　雅子

モーラばあさんの超能力 子どもの本 アイノ・ペルビク 作

ぼくよわむしじゃない イリーナ・コルシュノウ 作

のうじょうは大さわぎ 評論社の児童図書館・絵本の部屋ジャック・ベッドソン ぶん

ヘンリーのごじまんは… 評論社の児童図書館・絵本の部屋メアリー・ホフマン さく

ありがとうがいっぱい おはなしポケット フォア文庫 後藤 竜二 〔ほか〕著

黒ばらさんの七つの魔法 偕成社ワンダーランド 末吉 暁子 作

精霊の守り人 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作

選ばなかった冒険 光の石の伝説 偕成社ワンダーランド 岡田 淳 作

ドードー鳥の小間使い 偕成社ワンダーランド 柏葉 幸子 作

闇の守り人 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作

不思議を売る男 ジェラルディン・マコーリアン 作

日本の妖怪百科１ 絵と写真でもののけの世界をさぐる 山の妖怪 岩井 宏実 監修

日本の妖怪百科 絵と写真でもののけの世界をさぐる 岩井 宏実 監修

日本の妖怪百科 絵と写真でもののけの世界をさぐる 里の妖怪 岩井 宏実 監修

日本の妖怪百科 絵と写真でもののけの世界をさぐる 屋敷の妖怪 岩井 宏実 監修

日本の妖怪百科 絵と写真でもののけの世界をさぐる 妖怪を調べる 岩井 宏実 監修

てりふり山の染めものや 偕成社ワンダーランド おち のりこ 作

クジラの歌がきこえる ときめき文学館 ビクター・ケラハー 作

初恋ストリート ときめき文学館 藤村 かおり 作

モンゴルに米ができた日 日本の村の大きな国際協力 ときめき文学館 鈴木 喜代春 作

魔法の贈りもの 砂の上の小さな恋 ときめき文学館 Ｃ・アドラー 作

やさしいたんぽぽ こみねのえほん 安房 直子 文

ひどいよひどい 心のなやみにこたえます 評論社の児童図書館・絵本の部屋ブライアン・モーセズ ぶん

どうしようあたし 心のなやみにこたえます 評論社の児童図書館・絵本の部屋ブライアン・モーセズ ぶん

つまらないつまらない 心のなやみにこたえます 評論社の児童図書館・絵本の部屋ブライアン・モーセズ ぶん

なんだかさびしい 心のなやみにこたえます 評論社の児童図書館・絵本の部屋ブライアン・モーセズ ぶん

なんだかかなしい 心のなやみにこたえます 評論社の児童図書館・絵本の部屋ブライアン・モーセズ ぶん

ずるいよずるい 心のなやみにこたえます 評論社の児童図書館・絵本の部屋ブライアン・モーセズ ぶん

ぼくはおこってる 心のなやみにこたえます 評論社の児童図書館・絵本の部屋ブライアン・モーセズ ぶん

こわいよう 心のなやみにこたえます 評論社の児童図書館・絵本の部屋ブライアン・モーセズ ぶん

くまのローラ 世界傑作童話シリーズ トルード・デ・ヨング さく

すんだことはすんだこと または家のしごとがしたくなったおやじさんのお話 世界傑作童話シリーズ ワンダ・ガアグ 再話・え

こぐまくんのハーモニカ ジョン・セバスチャン 作

もうぜったいうさちゃんってよばないで Ｇ．ソロタレフ さく・え

むぎうちヨナス クルト・バウマン 文

ポケットのたからもの レベッカ・コーディル 文



エルマーのぼうけん 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく

エルマーとりゅう 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく

いしになったかりゅうど 日本傑作絵本シリーズ　モンゴル民話大塚 勇三 再話

おかしのくに 世界傑作絵本シリーズ マブリナ ぶん・え

オーラのたび 世界傑作絵本シリーズ ドーレア夫妻 作

カウボーイのスモールさん 世界傑作絵本シリーズ ロイス・レンスキー ぶん・え

しあわせなふくろう オランダ民話 チェレスチーノ・ピヤッチ え

しあわせハンス グリム童話 世界傑作絵本シリーズ グリム 〔原作〕

スモールさんののうじょう 世界傑作絵本シリーズ ロイス・レンスキー ぶん・え

ちいさいじどうしゃ 世界傑作絵本シリーズ ロイス・レンスキー ぶん・え

ちいさいひこうき 世界傑作絵本シリーズ ロイス・レンスキー ぶん・え

ちいさいヨット 世界傑作絵本シリーズ ロイス・レンスキー ぶん・え

ながいかみのラプンツェル グリム童話 グリム 〔著〕

ぬまばばさまのさけづくり 世界傑作絵本シリーズ イブ・スパング・オルセン さく・え

はしれちいさいきかんしゃ 世界傑作絵本シリーズ イブ・スパング・オルセン さく・え

マルチンとナイフ 世界傑作絵本シリーズ エドアルド・ペチシカ ぶん

みんなのかお さとう あきら 写真

バレエをおどりたかった馬 世界傑作童話シリーズ Ｈ・ストルテンベルグ 作

番ねずみのヤカちゃん 世界傑作童話シリーズ リチャード・ウィルバー さく

ベーロチカとタマーロチカのおはなし 世界傑作童話シリーズ Ｌ・パンテレーエフ さく

ヘンゼルとグレーテル 世界傑作童話シリーズ ワンダ・ガアグ 再話

ミリー・モリー・マンデーのおはなし 世界傑作童話シリーズ ジョイス・Ｌ・ブリスリー さく

たからものくらべ 福音館創作童話シリーズ杉山 亮 作

ラベンダーのくつ アリスン・アトリーおはなし集 世界傑作童話シリーズ アリスン・アトリー さく

めざせ！あこがれの仕事１ 医師・看護婦・看護士 医療や保健の仕事

めざせ！あこがれの仕事 新聞記者・キャスター・ディレクター マスコミの仕事

めざせ！あこがれの仕事 漫画家・イラストレーター・作家 書籍や雑誌で表現する仕事

めざせ！あこがれの仕事 タレント・歌手・声優・スポーツ選手 娯楽を提供する仕事

めざせ！あこがれの仕事 スチュワーデス･パイロット 旅行にかかわる仕事

めざせ！あこがれの仕事 カーデザイナー・パソコン開発者 物を生産する仕事

めざせ！あこがれの仕事 設計士･大工･インテリアコーディネーター 家やビルを作る仕事

めざせ！あこがれの仕事 花屋さん・すし屋さん・シェフ 物やサービスを売る仕事

めざせ！あこがれの仕事 パークレンジャー・動物飼育係 自然にかかわる仕事

めざせ！あこがれの仕事 消防官・警察官・社会福祉士 福祉・社会サービスの仕事

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記１ 野口英世 浜野 卓也 文

マザー・テレサ 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

豊臣秀吉 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記３ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記吉本 直志郎 文

調べ学習にやくだつ図書館シリーズ１図書館ってなんだろう 笠原　良郎　著

調べ学習にやくだつ図書館シリーズ２図書館のしくみ 紺野　順子　著

調べ学習にやくだつ図書館シリーズ３図書委員になってみよう 依田　逸夫　著

調べ学習にやくだつ図書館シリーズ４楽しい読書のための本 水野　寿美子　著

調べ学習にやくだつ図書館シリーズ５調べ学習のための図書館利用法 山崎　哲男著

育てるふれあう飼い方図鑑

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

ベートーベン おもしろくてやくにたつ子どもの伝記５ 加藤 純子 文

宮沢賢治 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記６ 西本 鶏介 文

ヘレン・ケラー おもしろくてやくにたつ子どもの伝記７ 砂田 弘 文

一休 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記８ 木暮 正夫 文

キュリー夫人 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記９ 伊東 信 文

エジソン おもしろくてやくにたつ子どもの伝記１０ 桜井 信夫 文

ナイチンゲール おもしろくてやくにたつ子どもの伝記１１ 早野 美智代 文

キリスト おもしろくてやくにたつ子どもの伝記１２ 谷 真介 文

アンネ・フランク おもしろくてやくにたつ子どもの伝記１４ 加藤 純子 文

福沢諭吉 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記１５ 浜野 卓也 文

手塚治虫 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記１６ 国松 俊英 文

徳川家康 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記１７ 西本 鶏介 文

二宮金次郎 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記１８ 木暮 正夫 文

ファーブル おもしろくてやくにたつ子どもの伝記１９ 砂田 弘 文

織田信長 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記２０ 吉本 直志郎 文



よい子仮面なんかいらない 自分探しの旅シリーズ１ 久美 沙織 著

くよくよしないで、笑っちゃえ！ 自分探しの旅シリーズ２ 倉橋 燿子 著

めざせ！マンガ大王 自分探しの旅シリーズ３ 秋元 奈美 著

だいじょうぶ！可能性は無限大 自分探しの旅シリーズ４ 下川 香苗 著

自分は自分、他人（ひと）じゃない 自分探しの旅シリーズ５ 吉本 由美 著

プラス～歌と踊りと宝塚と～ 自分探しの旅シリーズ７ 真織 由季 著

香山リカ・正本ノンのおしゃべりな放課後－いい子でなくてもダイジョーブ！－ 自分探しの旅シリーズ９ 香山 リカ 著

２１世紀をつくるきみたちへ－自分の頭で考えよう－ 自分探しの旅シリーズ１０ 日向 章一郎 著

私も悩んでおとなになった－声優っておもしろい－ 自分探しの旅シリーズ１１ 川村 万梨阿 著

心が輝く１２の手紙－想像力は生きる力－ 自分探しの旅シリーズ１２ 永田 萠 著

ひとりじゃないよ一緒だよ－誰だって誰かのためになっている－ 自分探しの旅シリーズ１３ 倉本 由布 著

失敗はチャンスだ！－コシノジュンコ流生き方－ 自分探しの旅シリーズ１４ コシノ ジュンコ 著

きっと会えるよ！新しい自分－占いは楽しく生きるヒント－ 自分探しの旅シリーズ１５ 結城 モイラ 著

育てるふれあう飼い方図鑑１ ハムスター　シマリス

育てるふれあう飼い方図鑑 ウサギ・モルモット

育てるふれあう飼い方図鑑 ニワトリ・アヒル・ウズラ

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

たんぽぽ色のリボン 絵童話・しぜんのいのち 安房 直子 文

うぐいす 絵童話・しぜんのいのち 安房 直子 文

ハードル 真実と勇気の間で ときめき文学館 青木 和雄 作

ハートボイス いつか翔べる日 ときめき文学館 青木 和雄 作

花豆の煮えるまで 小夜の物語 偕成社ワンダーランド 安房 直子 作

ミツバチのなぞ フリズル先生のマジック・スクールバスジョアンナ・コール 文

台風にのる フリズル先生のマジック・スクールバスジョアンナ・コール 文

海のそこへ フリズル先生のマジック・スクールバスジョアンナ・コール 文

星めぐり フリズル先生のマジック・スクールバスジョアンナ・コール 文

からだたんけん フリズル先生のマジック・スクールバスジョアンナ・コール 文

地球のまんなか フリズル先生のマジック・スクールバスジョアンナ・コール 文

恐竜さがし フリズル先生のマジック・スクールバスジョアンナ・コール 文

カレーライスがやってきた たくさんのふしぎ傑作集 森枝 卓士 文・写真

江戸時代 人づくり風土記37 ふるさとの人と知恵 香川 木原　溥幸　監修

江戸時代 人づくり風土記37 ふるさとの人と知恵 香川 木原　溥幸　監修

江戸時代 人づくり風土記37 ふるさとの人と知恵 香川 木原　溥幸　監修

江戸時代 人づくり風土記37 ふるさとの人と知恵 香川 木原　溥幸　監修

パソコンでゲームをつくろう１ 探偵とパズル 学校でつかえるパソコンシリーズ！

パソコンでゲームをつくろう２ パソコン・アニメ 学校でつかえるパソコンシリーズ！

パソコンでゲームをつくろう３ 数のマジック 学校でつかえるパソコンシリーズ！

パソコンでゲームをつくろう５ パソコン遊園地 学校でつかえるパソコンシリーズ！

パソコンでゲームをつくろう６ ロゴでアドベンチャー 学校でつかえるパソコンシリーズ！

パソコンでゲームをつくろう７ パソコン時間ゲーム 学校でつかえるパソコンシリーズ！

みぢかないきものみつけようそだてよう１１ 生活科 がっこうのどうぶつ

かんきょう絵本１ じいちゃんとぼくの海 〔自然編・海〕 西本 鶏介 作

かんきょう絵本２ 川のなかのきょうりゅう 〔自然編・川〕 西本 鶏介 作

かんきょう絵本３ とうちゃんの木 〔自然編・森〕 西本 鶏介 作

かんきょう絵本４ 土になったねこのトラ 〔自然編・土〕 西本 鶏介 作

リトルツインズ１ コロックルじまはおおさわぎ 絵本 つちだ いさむ さく

リトルツインズ２ みずうみがほえたひ 絵本 つちだ いさむ さく

リトルツインズ３ ふえのねはあきかぜにのって 絵本 つちだ いさむ さく

リトルツインズ４ フェアリーリングのまんなかで 絵本 つちだ いさむ さく

リトルツインズ５ さようならバーボー 絵本 つちだ いさむ さく

リトルツインズ６ もりのかみさまフォーラボー えほん つちだ いさむ さく

リトルツインズ７ なんてすてきなプレゼント 絵本 つちだ いさむ さく

リトルツインズ８ まつりのよるオスカがよぶ 絵本 つちだ いさむ さく

リトルツインズ９ かんしゃさいのできごと 絵本 つちだ いさむ さく

リトルツインズ１１ とべグルー 絵本 つちだ いさむ さく

リトルツインズ１３ ぼくらのなつがとんでいく 絵本 つちだ いさむ さく

かんきょう絵本６ 大きな木のある町 西本 鶏介 作

かんきょう絵本７ １日にどれだけごみがでるかな？ 〔生活編・ごみ〕 西本 鶏介 作

かんきょう絵本９ みんなのすむ地球 〔まとめ編・地球〕 西本 鶏介 作



かんきょう絵本１０ やってみよう？かんきょうしらべ 西本 鶏介 作

地下鉄のできるまで みるずかん・かんじるずかん 加古 里子 さく

虫のかくれんぼ みるずかん・かんじるずかん 海野 和男 さく

やってみようたのしい伝承あそび１ 春から夏の草花あそび

やってみようたのしい伝承あそび２ 秋から冬の草花あそび

やってみようたのしい伝承あそび３ 室内でするあそび

やってみようたのしい伝承あそび４ 野外でするあそび

やってみようたのしい伝承あそび５ 音のでるおもちゃ作り

やってみようたのしい伝承あそび６ 動くおもちゃ作り

子どものための世界文学の森１ 若草物語

子どものための世界文学の森２ たから島

子どものための世界文学の森３ ガリバー旅行記

子どものための世界文学の森４ ひみつの花園

子どものための世界文学の森５ アルプスの少女

子どものための世界文学の森６ 王子とこじき

子どものための世界文学の森７ 海底二万里

子どものための世界文学の森８ トム・ソーヤの冒険

子どものための世界文学の森１０ 家なき子

子どものための世界文学の森１４ オズのまほうつかい

子どものための世界文学の森１７ ピーター・パン

子どものための世界文学の森１８ デブの国ノッポの国

子どものための世界文学の森２１ 足ながおじさん

子どものための世界文学の森２２ ああ無情

子どものための世界文学の森２３ きょうりゅうの世界

子どものための世界文学の森２４ 十五少年漂流記

子どものための世界文学の森２５ ふしぎの国のアリス

子どものための世界文学の森２６ 三国志

子どものための世界文学の森２８ ギリシア神話

子どものための世界文学の森３０ 三銃士

環境とリサイクル１２ 暮らしとごみ 理想のリサイクル社会をもとめて 本間 正樹 文

ひとりでできるもん！７ うきうきおべんとう作り

ひとりでできるもん！８ らくらく電子レンジ料理

みぢかないきものみつけようそだてよう９ 生活科 うみにいこうよ

みぢかないきものみつけようそだてよう２ 生活科 アリはどこにいくの

みぢかないきものみつけようそだてよう３ 生活科 カタツムリがいたよ

みぢかないきものみつけようそだてよう４ 生活科 チョウをかってみよう

みぢかないきものみつけようそだてよう５ 生活科 とりがきたよ

みぢかないきものみつけようそだてよう６ 生活科 オタマジャクシをそだてよう

みぢかないきものみつけようそだてよう７ 生活科 スズムシをさがそう

農林水産業はすてきな仕事２ 日本の資源を生かして 野菜や果物をつくる

農林水産業はすてきな仕事３ 日本の資源を生かして 家畜を育てる

農林水産業はすてきな仕事４ 日本の資源を生かして 花をつくる

農林水産業はすてきな仕事５ 日本の資源を生かして 木を育てる

農林水産業はすてきな仕事６ 日本の資源を生かして 国土を守る森づくり

農林水産業はすてきな仕事７ 日本の資源を生かして 魚をとる

農林水産業はすてきな仕事８ 日本の資源を生かして 海の幸を育てる

絵がたのしくかける本１ 絵がすきになるには

絵がたのしくかける本２ 友だちや家族をかこう

絵がたのしくかける本４ 動物をかこう

絵がたのしくかける本５ 建てものや乗りものをかこう

絵がたのしくかける本６ 大すきなものをかこう

絵がたのしくかける本７ 風景をかこう

絵がたのしくかける本８ 空想や物語の絵をかこう－読書感想画にも挑戦しよう－

つくってあそぼう・工作ランド１ 生活科や図画工作につかえる たのしいおもちゃ工作１０１ 神戸 憲治 作

つくってあそぼう・工作ランド２ 生活科や図画工作につかえる ゆかいなゲーム工作１０１ 神戸 憲治 作

つくってあそぼう・工作ランド３ 生活科や図画工作につかえる おたのしみ会の工作１０１ 神戸 憲治 作

つくってあそぼう・工作ランド５ 生活科や図画工作につかえる 紙でつくる工作１０１ 神戸 憲治 作

つくってあそぼう・工作ランド６ 生活科や図画工作につかえる しぜんとあそぶ工作１０１ 神戸 憲治 作

紙ねんどで作るウキウキ水族館 クレイワールド 黒川 幹雄 著



紙ねんどで作るイキイキ動物園 クレイワールド 黒川 幹雄 著

紙ねんどで作るクスクス人間博物館 クレイワールド 黒川 幹雄 著

紙ねんどで作るドキドキ恐竜時代 クレイワールド 黒川 幹雄 著

あきかんで作るからくり工作 摺本 好作 著

あきかんで作るロボット工作 摺本 好作 著

船を作ろう すすめ！パック船 牛乳パック工作 枝常 弘 著

これはたいへん！ゴミの話１ 教科書が楽しくわかる かいじゅうゴミーラはだれだ？－家庭ゴミの量 平見 修二 文

これはたいへん！ゴミの話３ 教科書が楽しくわかる まちがって出したゴミを追え－ゴミ処理の仕組み 平見 修二 文

これはたいへん！ゴミの話４ 教科書が楽しくわかる わが町の大そうどう－ゴミ処理場の建設問題 平見 修二 文

これはたいへん！ゴミの話５ 教科書が楽しくわかる ゴミとたたかう町－ゴミの減量とリサイクル 平見 修二 文

これはたいへん！ゴミの話６ 教科書が楽しくわかる もうすぐ地球はゴミの星－廃棄物と地球環境 平見 修二 文

これはたいへん！ゴミの話７ 教科書が楽しくわかる ごせんぞさまのゴミ説教－江戸時代のゴミ処理 平見 修二 文

地球のためにわたしたちにできること４ 食べ物の安全のためにできること 環境教育実践シリーズ

接着のひみつ やさしい科学 本山 卓彦 著

ダイズ・大豆 やさしい科学 末松 茂孝 著

牛乳のひみつ たのしい料理と実験 やさしい科学 小竹 千香子 共著

カレーライスがやってきた たくさんのふしぎ傑作集 森枝 卓士 文・写真

図解音楽の世界１ 鍵盤楽器 アラン・シップトン 著

図解音楽の世界２ 弦楽器 アラン・シップトン 著

図解音楽の世界３ 金管楽器 アラン・シップトン 著

図解音楽の世界４ 木管楽器 アラン・シップトン 著

図解音楽の世界５ 打楽器 アラン・シップトン 著

図解音楽の世界６ たのしい音楽 アラン・シップトン 著

音楽が好きだ！１ 歌をつくろう！ だれでもできる作詞・作曲

音楽が好きだ！２ 歌おう！ ひとりで歌う・みんなで歌う

音楽が好きだ！３ 演奏しよう！ バンドっておもしろい

音楽が好きだ！４ クラシックってなんだろう？ きみの知らないクラシック

音楽が好きだ！５ コンピュータで音楽をつくろう！ コンピュータとシンセサイザー

音楽が好きだ！６ 世界は音楽でいっぱい！ 世界の音楽・日本の音楽

詩のランドセル １ねん 吉田 瑞穂 〔ほか〕編集

詩のランドセル ２ねん 吉田 瑞穂 〔ほか〕編集

詩のランドセル ３ねん 吉田 瑞穂 〔ほか〕編集

詩のランドセル ４ねん 吉田 瑞穂 〔ほか〕編集

詩のランドセル ５ねん 吉田 瑞穂 〔ほか〕編集

詩のランドセル ６ねん 吉田 瑞穂 〔ほか〕編集

どうぐがじょうずにつかえる本４ 安全に・じょうずに・たのしく えのぐのつかいかた　かいたりぬったり、えのぐであそぼう

みんなで考える地球環境シリーズ１ 森林がきえていく

みんなで考える地球環境シリーズ２ 食べものがこわい

みんなで考える地球環境シリーズ３ 水の命があぶない

みんなで考える地球環境シリーズ４ 天気がおかしい

みんなで考える地球環境シリーズ５ 動物たちがいなくなる

レイアとナネット フィリピン・チボリ族の子どもたちの一日 きたざわ きょうこ 文

ホンホンとメイメイ 中国雲南省の先住民・イ族の子どもたちの一日 北沢 杏子 文

国境の村の子どもたち 中国／朝鮮族、漢族、満族の子どもたちの生活 北沢 杏子 文

草原の子どもたち モンゴル族の子どもたちの生活 北沢 杏子 文

枯葉剤の村の子どもたち ヴェトナム・パコ族の子どものくらし 北沢 杏子 文

ひろがるひろがるしのせかい １年生 いちねんせいばんざい 水内 きくお 編著

ひろがるひろがるしのせかい ２年生 ともだちだいすき 水内 きくお 編著

ひろがるひろがる詩の世界 ３年生 ぼくのきもち 水内 きくお 編著

ひろがるひろがる詩の世界 ４年生 ことばであそぼう 水内 きくお 編著

ひろがるひろがる詩の世界 ５年生 気になる思い 水内 きくお 編著

ひろがるひろがる詩の世界 ６年生 自分を生きる 水内 きくお 編著

ふしぎいっぱいヘビ Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ アレクサンドラ・パーソンズ 文

ふしぎいっぱいトカゲ Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ トレバー・スミス 文

ふしぎいっぱい鳥 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ アレクサンドラ・パーソンズ 文

ふしぎいっぱい肉食の鳥 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ ジマイマ・パリー・ジョーンズ 文

ふしぎいっぱい熱帯の鳥 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ ジェラルド・レッグ 文

ふしぎいっぱいほ乳類 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ アレクサンドラ・パーソンズ 文

ふしぎいっぱいネコの仲間 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ アレクサンドラ・パーソンズ 文



ふしぎいっぱいサル Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ スコット・スティードマン 文

ふしぎいっぱいクマ Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ テレサ・グリーナウェイ 文

ふしぎいっぱいコウモリ Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ フランク・グリーナウェイ 文

ふしぎいっぱい擬態をする動物 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ サンディー・ソウラー 文

ふしぎいっぱいよろいを着た動物 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ サンディー・ソウラー 文

ふしぎいっぱい動物の赤ちゃん Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ クリストファー・メイナード 文

のうさぎ　にげろ 新日本動物植物えほん 伊藤 政顕 ぶん

たんぽぽ　さいた 新日本動物植物えほん 小川 潔 ぶん

ありのごちそう 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん

とべ　あほうどり 新日本動物植物えほん 長谷川 博 ぶん

いわしのたび 新日本動物植物えほん 渡辺 可久 ぶん・え

こすもすと虫たち 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん

ひぐまの冬ごもり 新日本動物植物えほん 加納 菜穂子 ぶん

むささびのおやこ 新日本動物植物えほん 今泉 吉晴 ぶん

あげはのとぶ日 新日本動物植物えほん 渡辺 守 ぶん

うみがめのふるさと 新日本動物植物えほん 倉田 洋二 ぶん

あまがえるのてんきよほう 新日本動物植物えほん 松井 孝爾 ぶん・え

ふかい海のさかな 新日本動物植物えほん 武田 正倫 ぶん

林のどんぐり 新日本動物植物えほん 広井 敏男 ぶん

いしがけちょう日記 新日本動物植物えほん 杉浦 和貴子 ぶん

がんばれ　ひめねずみ 新日本動物植物えほん 今泉 吉晴 ぶん

おおばことなかよし 新日本動物植物えほん 真船 和夫 ぶん

鳥さんとんで 新日本動物植物えほん 中村 登流 ぶん

ぞうさんのはな 新日本動物植物えほん 増井 光子 ぶん

たつのおとしご 新日本動物植物えほん 武田 正倫 ぶん

おはようちびっこゴリラ 新日本動物植物えほん 山極 寿一 ぶん

とびたておおたか 新日本動物植物えほん 室伏 三喜男 ぶん・え

サルのいる森 新日本動物植物えほん 菊間 かおる ぶん

あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん

北のさかな南のさかな 新日本動物植物えほん 武田 正倫 ぶん

さばくのカエル 新日本動物植物えほん 松井 孝爾 ぶん・え

どんどんのびる草 新日本動物植物えほん 村山 幸三郎 ぶん

ふしぎいっぱいカエル Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ バリー・クラーク 文

アフリカの動物たち１ 爪と牙で生きるライオン 黒田 弘行 写真・文

アフリカの動物たち３ ブチハイエナ 黒田 弘行 写真・文

アフリカの動物たち４ アフリカゾウ 黒田 弘行 写真・文

アフリカの動物たち５ シマウマ 黒田 弘行 写真・文

ふしぎいっぱい昆虫 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ ローレンス・マウンド 文

ふしぎいっぱい甲虫 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ ジョン・スティル 文

ふしぎいっぱいチョウとガ Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ ジョン・スティル 文

ふしぎいっぱいクモ Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ アレクサンドラ・パーソンズ 文

犬とつきあう本 河原 まり子 著

猫とつきあう本 河原 まり子 著

みんなで考える地球環境シリーズ６ 酸性雨がふっている

みんなで考える地球環境シリーズ 地球があつくなっていく

みんなで考える地球環境シリーズ 人口がふえつづけている

みんなで考える地球環境シリーズ ゴミがあふれている

みんなで考える地球環境シリーズ

育てるふれあう飼い方図鑑

しらゆきひめと七人の小人たち 世界傑作童話シリーズ ワンダ・ガアグ 再話・え

１月のこども図鑑 しぜん観察せいかつ探検

２月のこども図鑑 しぜん観察せいかつ探検

３月のこども図鑑 しぜん観察せいかつ探検

４月のこども図鑑 しぜん観察せいかつ探検

５月のこども図鑑 しぜん観察せいかつ探検

６月のこども図鑑 しぜん観察せいかつ探検

７月のこども図鑑 しぜん観察せいかつ探検

８月のこども図鑑 しぜん観察せいかつ探検

９月のこども図鑑 しぜん観察せいかつ探検



１０月のこども図鑑 しぜん観察せいかつ探検

１１月のこども図鑑 しぜん観察せいかつ探検

１２月のこども図鑑 しぜん観察せいかつ探検

おどりのすきなとら 絵本＝かんこく・ちょうせんのみんわ松谷 みよ子 作

おばけのトッカビと朝鮮人参 絵本＝かんこく・ちょうせんのみんわ水谷 章三 作

ひきがえるのおんがえし 絵本＝かんこく・ちょうせんのみんわ藤 かおる 文

火をぬすむ犬 絵本＝かんこく・ちょうせんのみんわ松谷 みよ子 文

ごまひとつぶで… 絵本＝かんこく・ちょうせんのみんわ水谷 章三 文

チゲとむしろとおばあさんのとらたいじ 絵本＝かんこく・ちょうせんのみんわ小沢 清子 文

ねこといぬとたからの玉 絵本＝かんこく・ちょうせんのみんわ藤 かおる 文

科学ブック やせいのどうぶつ

科学ブック かぶと・くわがたのなかま

科学ブック４ さかなのくらし

科学ブック５ とんぼ・ちょうなどのなかま

科学ブック６ やさいとくだもの

科学ブック きょうりゅうのくらし

科学ブック８ とりのせいかつ

科学ブック９ はなとたね

科学ブック１２ ちきゅうとうちゅう

ふしぎいっぱい毒をもつ動物 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ　２０ アレクサンドラ・パーソンズ 文

できるまで図鑑２ ふしぎ発見 おかし

できるまで図鑑３ ふしぎ発見 調味料

できるまで図鑑４ ふしぎ発見 文房具

できるまで図鑑５ ふしぎ発見 スポーツ用品

できるまで図鑑６ ふしぎ発見 日用品①

できるまで図鑑７ ふしぎ発見 日用品②

ポップコーンの科学 ふくらむなぞに挑戦 やさしい科学 相場 博明 著

お米のひみつ たのしい料理と実験 やさしい科学 小竹 千香子 著

砂糖のひみつ たのしい料理と実験 やさしい科学 小竹 千香子 共著

お魚のひみつ たのしい料理と実験 やさしい科学 小竹 千香子 著

グスコーブドリの伝記 アニメ版 宮沢 賢治 原作

森を守ろう 動物たちのゆかいな大作戦 ボイ・ロルンゼン 原作

椋鳩十動物童話集 第９巻 カモの友情 椋 鳩十 著

椋鳩十動物童話集 第１０巻 たたかうカモシカ 椋 鳩十 著

椋鳩十動物童話集 第１１巻 ツルのおどり 椋 鳩十 著

椋鳩十動物童話集 第１４巻 太郎とクロ 椋 鳩十 著

椋鳩十動物童話集 第１５巻 やせ牛物語 椋 鳩十 著

椋鳩十動物童話集 第５巻 屋根うらのネコ 椋 鳩十 著

椋鳩十動物童話集 第６巻 大造じいさんとガン 椋 鳩十 著

椋鳩十動物童話集 第７巻 子ザルひよし 椋 鳩十 著

ごんぎつねとてぶくろ 新美南吉童話選集 新美 南吉 作

あかいろうそく 新美南吉童話選集 新美 南吉 作

こどものすきなかみさま 新美南吉童話選集 新美 南吉 作

こぞうさんのおきょう 新美南吉童話選集 新美 南吉 作

はしれムンシー！ 絵本 福井 達雨 編

ボスがきた 絵本 たけうち まさき え

おばあちゃんをすてちゃいやだ！！ パキスタンのむかしばなしより 絵本 福井 達雨 文

おとなになれなかった　弟たちに… 絵本 米倉 斉加年 作

やさしい木曽馬 新編・絵本平和のために３庄野 英二 文

ぼうさまになったからす 新編・絵本平和のために２松谷 みよ子 文

まちんと 新編・絵本平和のために１松谷 みよ子 文

ケンの戦場日記 ぼくの沖縄戦 久手堅 憲俊 作

テレジンの小さな画家たち ナチスの収容所で子どもたちは４０００枚の絵をのこした 野村 路子 著

むしばくん　だいすき？ からだのえほん１ 七尾 純 さく

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

おへそに　きいてごらん からだのえほん３ 七尾 純 さく



せなかをぴん からだのえほん６ 小林 まさこ さく

なみだくんありがとう からだのえほん７ 小林 まさこ さく

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学国語辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学漢字辞典

チャレンジ小学国語辞典

チャレンジ小学国語辞典

チャレンジ小学国語辞典

チャレンジ小学漢字辞典

風のむらから　さわこ シリーズ平和の風４ マオ アキラ 作

夏の記憶 シリーズ平和の風５ 丘 修三 作

やぎが育てた赤ん坊 シリーズ平和の風６ 土屋 美智子 作

ひなげしの里 シリーズ平和の風７ 岡崎 ひでたか 作

灯ろう リョウヘイの夏 シリーズ平和の風８ 原 のぶ子 作

まけるな、おかあさん シリーズ平和の風９ 山田 あおい 作

明日をさがせ シリーズ平和の風１０ 上原 孝一郎 作

赤毛のアン 世界の名作ライブラリー１ モンゴメリ 作

あしながおじさん 世界の名作ライブラリー２ ウェブスター 作

ピーター・パン 世界の名作ライブラリー３ バリ 作

若草物語 Ｗｏｒｌｄ　ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ　ｆｏｒ　ｃｈｉｌｄｒｅｎ 世界の名作ライブラリー４ ルイザ＝メイ＝オルコット 〔著〕

少女ポリアンナ 世界の名作ライブラリー５ ポーター 作

小公女 Ｔｈｅ　ｌｉｂｒａｒｙ　ｏｆ　ｗｏｒｌｄ　ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅバーネット 作

クリスマス・キャロル 世界の名作ライブラリー７ ディケンズ 作

アルプスのハイジ 世界の名作ライブラリー８ スピリ 作

ふしぎの国のアリス 世界の名作ライブラリー１０ キャロル 作

アンの青春 世界の名作ライブラリー１１ モンゴメリ 作

名探偵シャーロック・ホームズ１ 赤毛軍団のひみつ コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ２ ノーウッドの建築家 コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ４ 技師のおやゆび事件 コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホーム５ 背中のまがった男 コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ６ ボスコム谷のなぞ コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ９ プライオリ学院事件 コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ１０ くちびるのねじれた男 コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ１２ 六つのナポレオン像 コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ１３ 名馬シルバー・ブレイズ号 コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ１４ いなくなったラグビー選手 コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ１５ ホームズ最後の事件 コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ１６ ギリシャ語通訳のひみつ コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ１７ さびしい自転車のり コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ１８ 第ニのしみ事件 コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ１９ 消えたカーファクス姫 コナン・ドイル 作

名探偵シャーロック・ホームズ２０ ボールばこのひみつ コナン・ドイル 作

金曜日の怪談 だいすきこわい話８ 日本児童文学者協会 編

しろいいぬ？くろいいぬ？ ゆかいなゆかいなおはなしマリオン・ベルデン・クック 〔著〕

“なんでもふたつ”さん ゆかいなゆかいなおはなしＭ・Ｓ・クラッチ 〔著〕



だんごをなくしたおばあさん ゆかいなゆかいなおはなし小泉 八雲 さく

大きいツリー小さいツリー ゆかいなゆかいなおはなしロバート・バリー ぶんとえ

うさぎがいっぱい ゆかいなゆかいなおはなしペギー・パリシュ さく

トミーは大いそぎ ゆかいなゆかいなおはなしヘレン・パーマー さく

すずめのくつした ゆかいなゆかいなおはなしジョージ・セルデン ぶん

王さまのアイスクリーム ゆかいなゆかいなおはなしフランセス・ステリッド ぶん

ともだちができちゃった！ ゆかいなゆかいなおはなしセラ・アシャロン ぶん

りすのスージー ゆかいなゆかいなおはなしミリアム・ヤング ぶん

月ようびのどうわ よんでみようよ教科書のどうわ１しゅうかん日本児童文学者協会 編

火ようびのどうわ よんでみようよ教科書のどうわ１しゅうかん日本児童文学者協会 編

水ようびのどうわ よんでみようよ教科書のどうわ１しゅうかん日本児童文学者協会 編

木ようびのどうわ よんでみようよ教科書のどうわ１しゅうかん日本児童文学者協会 編

金ようびのどうわ よんでみようよ教科書のどうわ１しゅうかん日本児童文学者協会 編

日ようびのどうわ よんでみようよ教科書のどうわ１しゅうかん日本児童文学者協会 編

さくらがさいた！ 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木暮 正夫 著

９００回のありがとう 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綾野 まさる 著

タヌキはぼくのたからもの タヌキ博士ばかしあいの２０年 ポプラ社いきいきノンフィクション池田 啓 著

母さん、ぼくに光をください 津軽三味線にかけた盲目の少年の夢 ポプラ社いきいきノンフィクション緑川 崇久 著

ありがとう！！ヒグマの母さん ポプラ社いきいきノンフィクション亀井 一成 著

まけるなしんちゃん 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東海林 のり子 著

ぼくは母さんの涙を見た 十五歳の修行僧 ポプラ社いきいきノンフィクション根本 順善 著

鬼太鼓座が走る 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ゆうき えみ 著

大震災！！イヌ、ネコを救え 車イスで救援活動 ポプラ社いきいきノンフィクション奈佐 誠司 著

世界のお母さんマザー・テレサ レンズの中に愛がみえた ポプラ社いきいきノンフィクション小林 正典 著

ハラスよ！！ありがとう ポプラ社いきいきノンフィクション中野 孝次 著

アイガモ家族 カモが育てるゆかいな米づくり ポプラ社いきいきノンフィクション佐藤 一美 著

海は死なない 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ゆうき えみ 著

ゴリラを描きたくて 世界のゴリラを訪ねて ポプラ社いきいきノンフィクション阿部 知暁 著

ぼく、目が見えなくても富士山を撮る 盲導犬アイリーンとともに ポプラ社いきいきノンフィクション伊志井 桃雲 著

父の過去を旅して 板東ドイツ俘虜収容所物語 ポプラ社いきいきノンフィクション安宅 温 著

ペットはぼくの家族 日本のペットは幸せなのかな？ ポプラ社いきいきノンフィクションマルコ・ブルーノ 著

サルが山からおりてきた 屋久島のサルと人間のチエくらべ ポプラ社いきいきノンフィクション佐藤 一美 著

いそべの生物 科学のアルバム 川嶋 一成 著

ニホンカモシカ 科学のアルバム 宮崎 学 著

サンゴ礁の世界 科学のアルバム 白井 祥平 著

海の貝 科学のアルバム 白井 祥平 著

ムササビの森 科学のアルバム 菅原 光二 著

カタツムリ 科学のアルバム 増田 戻樹 写真

モリアオガエル 科学のアルバム 増田 戻樹 著

エゾリスの森 科学のアルバム 右高 英臣 著

シカのくらし 科学のアルバム 増田 戻樹 著

ネコのくらし 科学のアルバム 吉野 信 著

ヘビとトカゲ 科学のアルバム 増田 戻樹 著

森のキタキツネ 科学のアルバム 右高 英臣 著

サケのたんじょう 科学のアルバム 桜井 淳史 著

コウモリ 科学のアルバム 増田 戻樹 著

メダカのくらし 科学のアルバム 草野 慎二 著

ヤマネのくらし 科学のアルバム 西村 豊 著

ヤドカリ 科学のアルバム 川嶋 一成 著

カエルのたんじょう 科学のアルバム 種村 ひろし 著

おばけがっこうのユータくん ポプラ社の新しい幼年童話那須 正幹 さく

コウモリ 科学のアルバム 増田 戻樹 著

カメのくらし 科学のアルバム 増田 戻樹 著

メダカのくらし 科学のアルバム 草野 慎二 著

ヤマネのくらし 科学のアルバム 西村 豊 著

ヤドカリ 科学のアルバム 川嶋 一成 著

総合百科事典ポプラディア１ あいう

総合百科事典ポプラディア２ えおかょ

総合百科事典ポプラディア３ かきくけ



総合百科事典ポプラディア４ こさ

総合百科事典ポプラディア５

総合百科事典ポプラディア６ すせそた

総合百科事典ポプラディア７ ちつてとな

総合百科事典ポプラディア８ にぬねのはひ

総合百科事典ポプラディア９ ふへほまみ

総合百科事典ポプラディア１０ らりるれろわんむめもやゆよ

総合百科事典ポプラディア１１ 索引

カエルのべんとうや 福音館創作童話シリーズ安江 リエ さく

バムとケロのにちようび 島田 ゆか 作 絵

バムとケロのそらのたび 島田 ゆか 作 絵

かばんうりのガラゴ 島田 ゆか 作 絵

あかりの花 中国苗族民話 日本傑作絵本シリーズ 君島 久子 再話

筆箱の中の暗闇 偕成社ワンダーランド 那須 正幹 作

うさぎのくれたバレエシューズ えほん・こどもとともに 安房 直子 文

おめでとうがいっぱい おはなしポケット フォア文庫 石井 睦美 〔ほか〕著

ももこちゃんはおねむです 絵本の部屋 パトリック・イー え

科学ブック３ でんしゃときしゃ

シラサギの森 科学のアルバム 田中 徳太郎 著

タンチョウの四季 科学のアルバム 林田 恒夫 著

ライチョウの四季 科学のアルバム 右高 英臣 著

ツバメのくらし 科学のアルバム 菅原 光二 著

たまごのひみつ 科学のアルバム 清水 清 著

ウミネコのくらし 科学のアルバム 右高 英臣 著

フクロウ 科学のアルバム 福田 俊司 著

カラスのくらし 科学のアルバム 菅原 光二 著

キツツキの森 科学のアルバム 右高 英臣 著

モズのくらし 科学のアルバム 菅原 光二 著

ハヤブサの四季 科学のアルバム 伊藤 正清 写真

カエルのたんじょう 科学のアルバム 種村 ひろし 著

カニのくらし 科学のアルバム 桜井 淳史 写真

いそべの生物 科学のアルバム 川嶋 一成 著

ニホンカモシカ 科学のアルバム 宮崎 学 著

サンゴ礁の世界 科学のアルバム 白井 祥平 著

海の貝 科学のアルバム 白井 祥平 著

カタツムリ 科学のアルバム 増田 戻樹 写真

モリアオガエル 科学のアルバム 増田 戻樹 著

エゾリスの森 科学のアルバム 右高 英臣 著

シカのくらし 科学のアルバム 増田 戻樹 著

ネコのくらし 科学のアルバム 吉野 信 著

森のキタキツネ 科学のアルバム 右高 英臣 著

夢の国のちびっこバク 高円宮妃久子殿下 作

バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか 作 絵

アンネの日記 アニメ絵本 アンネ・フランク 原作

めざせ！犬の訓練士 ポプラ社いきいきノンフィクション２５ゆーち みえこ 著

ちびっこ大せんしゅ ゆかいなゆかいなおはなしシド・ホフ ぶんとえ

おとこの子とおもっていた犬 ゆかいなゆかいなおはなしコーラ・アネット さく

でっかいねずみとちっちゃなライオン ゆかいなゆかいなおはなしイブ・タイタス ぶん

くまさんくまさん 日本傑作絵本シリーズ なかがわ りえこ さく

かなえちゃんへ おとうさんからのてがみ 日本傑作絵本シリーズ 原田 宗典 ぶん

えほん 絵本 イアン・ベック 作・絵

ＡＢＣ 絵本 イアン・ベック 作・絵

サンタクロースのくるひ 日本傑作絵本シリーズ 西巻 茅子 さく・え

わにのはいた ゆかいなゆかいなおはなしマーガリット・ドリアン ぶんとえ

とらとおじいさん ゆかいなゆかいなおはなしアルビン・トレセルト ぶん

ねこはやっぱりねこがいい ゆかいなゆかいなおはなしヘレン・ヒル ぶん

クリスマスってなんなの？ ゆかいなゆかいなおはなしヘレン・モンセル さく

わたしのおかあさんは世界一びじん ゆかいなゆかいなおはなしベッキー・ライアー さく

ちきゅう－あおいわくせい しぜんといのちをかんがえる① マリオ・ゴンボリ 文



からだのしくみ しぜんといのちをかんがえる② マリオ・ゴンボリ 文

うみのなか しぜんといのちをかんがえる③ ラウラ・クレーマ 文・絵

きはいきている しぜんといのちをかんがえる④ マリオ・ゴンボリ 文・絵

あかちゃんこんにちは しぜんといのちをかんがえる⑤ ジョヴァンナ・マンテガッツァ 文

のうのはたらき しぜんといのちをかんがえる⑥ パオラ・パニゾン 文

ネコまんがのほけん室 新日本おはなしの本だな③和田 登 作

りゅうのめのなみだ 絵本 浜田 広介 文

はらぺこあおむし 絵本 エリック＝カール さく

モザンビークからきた天使 医師をめざすアフリカの少女の日本留学記 学研のノンフィクション 井口 民樹 文

星砂のぼうや 童心社の絵本 灰谷 健次郎 文

萌えろ！ガジュマル 沖縄戦から五十年、一家全滅の村で 久手堅 憲俊 作

屋根裏部屋の秘密 直樹とゆう子の物語 偕成社の創作 松谷 みよこ 著

そしてぼくだけが生き残った あるカンボジア難民の証言 学研のノンフィクション チア・サンピアラ 文

ノアおじさんのはこぶね ものがたり絵本11 岸田 衿子 文

ヘラクレスのぼうけん ものがたり絵本12 北村 順治 文

地震のひみつ 学研まんがひみつシリーズ

地球環境白書４ 今「水」が危ない ＵＴＡＮ「驚異の科学」シリーズ

りゅうのめのなみだ 絵本 浜田 広介 文

つくってあそぼうよ！１ 工作してあそぼう 子どもの生活をゆたかに！

つくってあそぼうよ！２ えんげいかになろう 子どもの生活をゆたかに！

つくってあそぼうよ！３ コックさんになろう 子どもの生活をゆたかに！

つくってあそぼうよ！４ にんぎょう・おめんをつくろう 子どもの生活をゆたかに！

つくってあそぼうよ！５ パーティーしよう 子どもの生活をゆたかに！

つくってあそぼうよ！６ おばけとあそぼう 子どもの生活をゆたかに！

すぐできるやさしいあそびの本１ 山あそび 竹井 史郎 著

すぐできるやさしいあそびの本２ 川あそび 竹井 史郎 著

すぐできるやさしいあそびの本３ 海あそび 竹井 史郎 著

すぐできるやさしいあそびの本４ 広場あそび 竹井 史郎 著

すぐできるやさしいあそびの本５ 雨の日のあそび 竹井 史郎 著

すぐできるやさしいあそびの本６ 草花あそび 竹井 史郎 著

すぐできるやさしいあそびの本７ 雪・氷あそび 竹井 史郎 著

オズの魔法使い 世界の名作全集７ ライマン・フランク・ボーム 原作

すぐできるやさしいあそびの本９ キャンプあそび 竹井 史郎 著

すぐできるやさしいあそびの本１０ グループあそび 竹井 史郎 著

家なき子 世界の名作全集１９ エクトール・マロ 原作

きょうりゅうがやってきた１ イグアノドンですまいどあり 絵本 舟崎 克彦 作

きょうりゅうがやってきた３ ポドケザウルスなんまいだ 絵本 舟崎 克彦 作

きょうりゅうがやってきた４ マメンチザウルスはわたしんち 絵本 舟崎 克彦 作

きょうりゅうがやってきた５ アパトザウルスにまかせなさい 絵本 舟崎 克彦 作

作文大すき９ ５・６年 意見文・説明文を書こう 畑島 喜久生 編

農林水産業はすてきな仕事１ 日本の資源を生かして 米をつくる

教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた８ 説明文や生活文を書いてみよう

教科書にでてくる詩や文の読みかた・つくりかた６ 物語や感想文を書いてみよう

六人の男たち なぜ戦争をするのか？ 絵本 デイビッド＝マッキー 作

すみれ島 新編・絵本平和のために６今西 祐行 文

平和への手紙 〈第1部〉 アメリカ高校生の手記 マイケル＝ジャコビー　原文

悲劇の少女アンネ 「アンネの日記」の筆者・感動の生涯 シュナーベル 著

屋根裏部屋の秘密 直樹とゆう子の物語 偕成社の創作 松谷 みよこ 著

とうろうながし 新編・絵本平和のために４松谷 みよ子 文

子どもの笑顔を消さないで うたの絵本 止揚学園 作詩・作曲

最後のひと葉 オー＝ヘンリー 作

こわいことなんか　あらへん 絵本 福井 達雨 編

アイデアてづくり ６さいからのおつきあい３

手塚治虫のえほん館２ ねずみじょうど 絵本 手塚 治虫 著

手塚治虫のえほん館３ 空とぶラビ 絵本 手塚 治虫 著

手塚治虫のえほん館４ かわいそうなぞう 絵本 手塚 治虫 著

手塚治虫のえほん館 別巻１ びいこちゃん 絵本 手塚 治虫 著

手塚治虫のえほん館 別巻２ ビス・ビス・ビス星ものがたり 絵本 手塚 治虫 著

さようならカバくん アニメ絵本 早乙女 勝元 原作



稲むらの火 アニメ絵本

どうぐがじょうずにつかえる本５ 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

どうぐがじょうずにつかえる本６ 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

どうぐがじょうずにつかえる本７ 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？

どうぐがじょうずにつかえる本８ 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

どうぐがじょうずにつかえる本９ 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

どうぐがじょうずにつかえる本１０ 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

どうぐがじょうずにつかえる本１ 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？

どうぐがじょうずにつかえる本２ 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

どうぐがじょうずにつかえる本３ 安全に・じょうずに・たのしく 色えんぴつ・クレヨン・フェルトペンのつかいかた　きれいな色でかいてごらん

おにさんはどこにいる 今西祐行　絵ぶんこ６ 今西 祐行 作

ねむり屋さん 今西祐行　絵ぶんこ９ 今西 祐行 作

にじのはしがかかるとき 今西祐行　絵ぶんこ１０ 今西 祐行 作

なたねじぞう 今西祐行　絵ぶんこ１１ 今西 祐行 作

一つの花 今西祐行　絵ぶんこ１２ 今西 祐行 作

カレーライスのすきなペンギン フレーベル館の幼年創作童話３０落合 恵子 作

さとるのじてんしゃ 創作幼年童話７ 大石 真 作

車のいろは空のいろ ポプラ社の創作童話３ あまん きみこ 〔著〕

ひきざんもできるめいけんシロ フレーベル館の幼年創作童話１０東 君平 作　絵

ぼくらのカマキリくん 創作どうわ いずみだ まきこ 文

走りぬけて 風 わくわくライブラリー 伊沢 由美子 作

ぬまをわたるカワセミ 今西祐行　絵ぶんこ１ 今西 祐行 作

ハマヒルガオのちいさな海 今西祐行　絵ぶんこ２ 今西 祐行 作

空のひつじかい 今西祐行　絵ぶんこ３ 今西 祐行 作

おもちは　なぜ　ふくれるの 今西祐行　絵ぶんこ４ 今西 祐行 作

あかいマントをほどいた日 フレーベル館の幼年創作童話１５香山 美子 作

ブタノさんの　ぼうけん フレーベル館の幼年創作童話２２小沢 正 作

パパのくれたおくりもの えほんとなかよし１１ 芭蕉 みどり 作・絵

５０年まえのプレゼント ＰＨＰ創作シリーズ 浜 たかや 作

ボク、ただいまレンタル中 新・こども文学館31 長崎 源之助 作

先生のピアノが歌った 二つのピアノ物語 ポプラ社いきいきノンフィクション矢崎 節夫 著

おばあちゃん泣いて笑ってシャッターをきる 戦争とダムにうばわれた７０年の人生 ポプラ社いきいきノンフィクション楠山 忠之 著

教科書にでてくる生きものウォッチング１ 七尾 純 構成・文

教科書にでてくる生きものウォッチング３ 七尾 純 構成・文

教科書にでてくる生きものウォッチング６ 七尾 純 構成・文

新ジュニアクッキング全集１

新ジュニアクッキング全集３

新ジュニアクッキング全集４

新ジュニアクッキング全集６

新ジュニアクッキング全集７

新ジュニアクッキング全集８

新ジュニアクッキング全集９

新ジュニアクッキング全集１０

ボランティアわたしたちにできること２

ボランティアわたしたちにできること

ボランティアわたしたちにできること４

ボランティアわたしたちにできること５

ボランティアわたしたちにできること６

ボランティアわたしたちにできること７

ボランティアわたしたちにできること８

日本の方言大研究1

日本の方言大研究２

日本の方言大研究３

日本の方言大研究４

日本の方言大研究５

日本の方言大研究７

日本の方言大研究

いま地球がたいへんだ 地球の健康診断 石 弘之 著

地球は暖かくなるか？ 地球の健康診断 木村 竜治 著



大地は荒れはてるか？ 地球の健康診断 小森 長生 著

生物は生き残れるか？ 地球の健康診断 大島 泰郎 著

宇宙のオアシスを守る 地球の健康診断 立川 涼 〔ほか〕著

教室を飛び出そう２ チャレンジ漫画 街にチャレンジ

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば１

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば２

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば３

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば４

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば５

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば６

学校でできるアイデアスポーツ２１２④ クラス全員でできるアイデアスポーツ 日本レクリエーション協会 編著

絵でわかる英語じてん Ｇａｋｋｅｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅｗｏｒｄｂｏｏｋ

絵でわかる英語じてん Ｇａｋｋｅｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅｗｏｒｄｂｏｏｋ

絵でわかる英語じてん Ｇａｋｋｅｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅｗｏｒｄｂｏｏｋ

絵でわかる英語じてん Ｇａｋｋｅｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅｗｏｒｄｂｏｏｋ

絵でわかる英語じてん Ｇａｋｋｅｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅｗｏｒｄｂｏｏｋ

くらしをまもる・くらしをささえる１ 校外学習

くらしをまもる・くらしをささえる２ 校外学習

くらしをまもる・くらしをささえる３ 校外学習

くらしをまもる・くらしをささえる４ 校外学習

くらしをまもる・くらしをささえる５ 校外学習

くらしをまもる・くらしをささえる６ 校外学習

くらしをまもる・くらしをささえる７ 校外学習

くらしをまもる・くらしをささえる８ 校外学習

くらしをまもる・くらしをささえる９ 校外学習

くらしをまもる・くらしをささえる１０ 校外学習

総合百科事典ポプラディア１２

サケのたんじょう 科学のアルバム 桜井 淳史 著

地球をまもるみんなの環境学習実践集 中川 志郎 監修

地球をまもるみんなの環境学習実践集 中川 志郎 監修

地球をまもるみんなの環境学習実践集 小さな草木の大きな力 中川 志郎 監修

ばんごはんつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング坂本 広子 著

特別の日のごはんつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング坂本 広子 著

特別の日のごはんつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング坂本 広子 著

おべんとうつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング坂本 広子 著

おやつつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング坂本 広子 著

いくぞ！カレーたんけん隊 坂本広子のカレークッキング 坂本 広子 著

たべよう！チーズ、ヨーグルト 坂本広子のチーズ・ヨーグルトクッキング 坂本 広子 著

朝ごはんつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング坂本 広子 著

昼ごはんつくろう！ 坂本広子のひとりでクッキング坂本 広子 著

調べてみようわたしたちの食べもの 板倉 聖宣 監修

調べてみようわたしたちの食べもの 板倉 聖宣 監修

調べてみようわたしたちの食べもの 板倉 聖宣 監修

調べてみようわたしたちの食べもの 板倉 聖宣 監修

調べてみようわたしたちの食べもの 板倉 聖宣 監修

調べてみようわたしたちの食べもの 板倉 聖宣 監修

調べてみようわたしたちの食べもの 板倉 聖宣 監修

調べてみようわたしたちの食べもの 板倉 聖宣 監修

調べてみようわたしたちの食べもの 板倉 聖宣 監修

ネズンタはかせの発見 スピカの創作童話 高楼 方子 作

とんでけ　とんでけ　おお　いたい！ ピチピチえほん10 梅田 俊作 作・絵

のどか森のリトル・ジョイ アニメ版 柳川 茂 原作

チョッちゃん物語 アニメ版 黒柳 朝 原作

ウーフはあかちゃんみつけたよ くまの子ウーフの絵本９ 神沢 利子 作

べろりんべろりん 創作民話絵本 福田 庄助 作・絵

吉四六さんとごさくどん おもしろとんち話２ とみた ひろゆき 文

ありこのおつかい 日本傑作絵本シリーズ 石井 桃子 さく

おつかい 福音館のペーパーバック絵本さとう わきこ さく・え

めいけんバリー アルプスの救助犬ものがたり ものがたり絵本１９ 神戸 淳吉 文



花さき山 ものがたり絵本 斎藤 隆介 作

にんぎょひめ アンデルセン 作

あかいくつ いわさきちひろの絵本 アンデルセン さく

きょうりゅうのおやこ ものがたり絵本１５ たかし よいち 文

あかいふうせん 絵本 ラモリス さく

にんタマ三人ぐみのあっとおどろくたからさがし！ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド４８ 尼子 騒兵衛 作・絵

じごくのそうべえ 桂米朝・上方落語・地獄八景より 童心社の絵本 田島 征彦 作

愛がいっぱいいっぱい イラストエッセイ 福井　達雨　文と絵

にんぎょひめ アンデルセン 作

あかいくつ いわさきちひろの絵本 アンデルセン さく

あかいふうせん ラモリス 作

おまけのペンギン・タッキー 絵本 Ｈ・レスター 作

もりのスパゲッティやさん もりはおもしろランド１５ ふなざき やすこ さく

チップとチョコのおでかけ 絵本 どい かや 作 絵

ベアーズソング フィオナ・ギャリック 作・絵

きょうはなんのひ？ 日本傑作絵本シリーズ 瀬田 貞二 作

コッコさんのかかし 日本傑作絵本シリーズ 片山 健 〔作〕

トーマスのもくば 日本傑作絵本シリーズ 小風 さち 作

ねことバイオリン ゆかいなゆかいなおはなしタマラ・キット ぶん

地球の環境問題シリーズ２ 地球から森が消えていく

どすこい！ふうちゃん ＰＨＰ創作シリーズ 上条 さなえ 作

となりのせきのますだくん えほんとなかよし１２ 武田 美穂 作・絵

ねこのまま えほんとなかよし１３ いわもと 葉月 作・絵

カブトの勇者町へいく 角おれカブトの大冒険　３ ＰＨＰ創作シリーズ 大原 興三郎 作

赤いハンカチのひみつ ＰＨＰ創作シリーズ 堀内 純子 作

ワルツの夏 ＰＨＰ創作シリーズ 名木田 恵子 作

ぼくのふるさとみどり村 ＰＨＰ創作シリーズ 若山 三郎 作

１４歳ゆらめきのなかで 続・１４歳の妖精たち ＰＨＰ創作シリーズ 小川 千歳 作

それ縁日だナミが行く ＰＨＰ創作シリーズ 坂本 伊都子 作

でこぼこラッパの鳴る牧場 ＰＨＰ創作シリーズ 鈴木 喜代春 作

曙の旅立ち ＰＨＰ創作シリーズ 堀内 純子 作

ひとりでできるもん！２ おいしい肉・まめ・魚料理

おもしろ国語ゼミナール３ 漢字大研究

おもしろ国語ゼミナール４ 全国方言たんけん

おもしろ国語ゼミナール５ 外来語ふるさとたんけん

おもしろ国語ゼミナール６ なぜなに大語源

おもしろ国語ゼミナール８ こども俳句歳時記

おもしろ国語ゼミナール９ チャレンジ！ことば遊び

おもしろ国語ゼミナール１０ チャレンジ！漢字遊び

まっくろスニーカー フレーベル館の幼年創作童話２４馬場 淑子 作

えっちゃんとふうせんばたけ フレーベル館の幼年創作童話２６あまん きみこ 作

せんせいのスリッパ フレーベル館の幼年創作童話２７長谷川 美智子 作

プレゼントは　お・ば・け フレーベル館の幼年創作童話１９西内 ミナミ 作

走りぬけて 風 わくわくライブラリー 伊沢 由美子 作

おおかみかいだん　かけのぼれ フレーベル館の幼年創作童話９松沢 睦実 作

えりちゃんのひみつ フレーベル館の幼年創作童話１１武鹿 悦子 作

ダンプカーをおいかけろ フレーベル館の幼年創作童話１２世良 絹子 作

とらおおかみのくる村で フレーベル館の幼年創作童話１筒井 敬介 作

えかきうさぎ フレーベル館の幼年創作童話３竹下 文子 作

とけいよまわれ フレーベル館の幼年創作童話４谷 真介 作

かめ２００えん フレーベル館の幼年創作童話７岩崎 京子 作

エリちゃんでておいで どうわランド あまん きみこ 作

ふしぎなたいこ 日本のわらいばなし 文研児童読書館 はなおか だいがく 著

おかし屋けんちゃん１等賞 創作こどもの文学２５ 角田 光男 作

こうつうルールをまもろう！ 交通安全のために 子どもの生活　交通安全は幼児期から確かな知識を！ 人間性ゆたかな子どもに！②宇留野 藤雄 構成・文

ふにゃふにゃ一男とまちがい清二 あすなろ小学生文庫 鈴木 喜代春 作

ダメな子　ビリの子　まけない子 あすなろ小学生文庫 鈴木 喜代春 作

３年２組のあばれんぼう あすなろ小学生文庫 鈴木 喜代春 作

おたすけ組ライオン班 鈴木 喜代春 作



せなかであくしゅできるかな？ しなやかな心と体 子どもの生活　子どもの心や体のこわばりをときほぐそう！ 人間性ゆたかな子どもに！⑤藤森 弘 構成・文

じょうぶなからだになれるよ！ 健康な日常生活 子どもの生活　自分のからだは自分で守る心がまえを！ 人間性ゆたかな子どもに！⑥藤森 弘 構成・文

たったいちどの夕やけ 創作こどもの文学２９ 浜 たかや 作

うれしいときにも涙がでる 創作こどもの文学３２ 岸 武雄 作

雪女のスケッチブック 創作こどもの文学３３ 北原 宗積 作

ぼくら三人原始ゴリラ 創作こどもの文学３４ 赤木 由子 作

今夜はパーティー 創作こどもの文学３８ 新 冬二 作

キャプテンタロ鯨の海へ 創作こどもの文学４０ 森下 研 作

生きているわたし　体と心⑥ 守るたたかう－自己防衛 学習に役立つビジュアルシリーズ

生きているわたし　体と心⑦ 心のひとり立ち－心の発達 学習に役立つビジュアルシリーズ

生きているわたし　体と心① おなかがすいた－食事と食欲 学習に役立つビジュアルシリーズ

生きているわたし　体と心② 曲げたりのばしたり－運動のしくみ 学習に役立つビジュアルシリーズ

生きているわたし　体と心④ すってはいて深呼吸－呼吸のしくみ 学習に役立つビジュアルシリーズ

まんが百人一首なんでも事典 堀江 卓 絵

土俵の鬼たち 横綱若乃花から若・貴兄弟へ 岡本 文良 作

もりへさがしに 絵本 田島　征三 ぶん

しろいくに 絵本 村田 清司 え

さっちゃんの　まほうのて 絵本 たばた せいいち 〔ほか〕共同制作

ぼくのひげそりクリーム あかね創作どうわ２７ 筒井 敬介 作

おにんぎょうがさらわれた あかね創作どうわ２８ 森田 文 作

空にうかんだエレベーター あかね創作どうわ２９ 安房 直子 作

コアラはぼくんだからね あかね創作どうわ３０ 生源寺 美子 作

おしゃれ教室いいにおい あかね創作どうわ３１ 宮川 ひろ 作

おばけのチミとセンタクバサミ あかね創作どうわ３２ 佐藤 さとる 作

せんせいあ・り・が・と あかね創作どうわ３３ 村中 李衣 作

雨ですてきなたんじょうび あかね創作どうわ１９ 筒井 敬介 作

さくら子とおじいさん あかね創作どうわ２２ 今西 祐行 作

らくがきはけさないで あかね創作どうわ２３ 角野 栄子 作

あみだくじで　おたんじょう会 あかね創作どうわ２４ 末吉 暁子 作

トップリカップリチコのおまじない あかね創作どうわ２５ 大石 真 作

学校でできるアイデアスポーツ２１２② ６人からできるアイデアスポーツ 日本レクリエーション協会 編著

学校でできるアイデアスポーツ２１２③ １０人からできるアイデアスポーツ 日本レクリエーション協会 編著

みんなでのぼろう日本一高いところ 車いすといっしょに富士登山 ボランティアふれあいのえほん松美 里枝子 文

がんばれわたしのアリエル もうどう犬をそだてる ボランティアふれあいのえほん七尾 純 文

おじいさんは島のおいしゃさん 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早野 美智代 文

土よう日はおみまいの日 病院をほうもんする ボランティアふれあいのえほん今関 信子 文

一本のえんぴつありがとう 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ゆうき えみ 文

あきかん大さくせん 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井上 こみち 文

赤ちゃん海ガメ大きくなあれ 生きものを大切にする ボランティアふれあいのえほん松美 里枝子 文

ことしもさいた山の花 尾瀬のしぜんをまもる ボランティアふれあいのえほん松美 里枝子 文

小さな学校の大きなおもいやり 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宮川 ひろ 文

手でお話しうれしいな 手話をみんなで学ぶ ボランティアふれあいのえほん七尾 純 文

手ぶくろ人形パクパクパク 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七尾 純 文

たいこたたいてダダンコダンチキ ししおどりをつたえる ボランティアふれあいのえほんゆうき えみ 文

やった！およげたよ！がんばったよ！ 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早野 美智代 文

南の島はせいえんでいっぱい 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寮 美千子 文

ありがとながんばろな 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今関 信子 文

ペンギンがあぶない 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井上 こみち 文

ウサギ みぢかないのち・生活科のほん１

アゲハ・モンシロチョウ みぢかないのち・生活科のほん２

ザリガニ みぢかないのち・生活科のほん３

カタツムリ みぢかないのち・生活科のほん４

かずのかずかず熟語の話 おもしろ熟語話 木暮 正夫 文

こころにズッキン熟語の話 おもしろ熟語話 木暮 正夫 文

できたてピカピカ熟語の話 おもしろ熟語話 木暮 正夫 文

おばけもビックリ語源の話 おもしろ語源話 木暮 正夫 文

ごちそうパクパク語源の話 おもしろ語源話 木暮 正夫 文

いきものイキイキ語源の話 おもしろ語源話 木暮 正夫 文

からだノビノビ語源の話 おもしろ語源話 木暮 正夫 文



こころにピカッと語源の話 おもしろ語源話 木暮 正夫 文

やさしい地図入門１ 地図読みかた入門 渡辺 一夫 文

やさしい地図入門２ 地図調べかた入門 渡辺 一夫 文

やさしい地図入門３ 地図かきかた入門 渡辺 一夫 文

やさしい地図入門４ 地図遊びかた入門 渡辺 一夫 文

やさしい地図入門５ 地球儀たのしさ入門 渡辺 一夫 文

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業１ 飯島 博 著

わたしたちの野外活動１ 新体験学習

わたしたちの野外活動３ 新体験学習

わたしたちの野外活動５ 新体験学習

わたしたちの野外活動６ 新体験学習

わたしたちの野外活動７ 新体験学習

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業３ 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業４ 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業５ 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業６ 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業７ 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業８ 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業９ 飯島 博 著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業１０ 飯島 博 著

学校でできるアイデアスポーツ２１２① ２人からできるアイデアスポーツ 日本レクリエーション協会 編著

ぼくはくまのままでいたかったのに…… 絵本 イエルク・シュタイナー ぶん

ルピナスさん 小さなおばあさんのお話 絵本 バーバラ・クーニー さく

バッファローのむすめ 絵本 ポール・ゴーブル さく

おおきななみ ブルックリン物語 絵本 バーバラ・クーニー さく

みずうみにきえた村 絵本 ジェーン・ヨーレン 文

もみの木森のグンナル 絵本 ボリェ・リンドストロム 文

おおきくなりすぎたくま 絵本 リンド・ワード 文・画

空気がなくなる日 おはなし名作絵本 岩倉 政治 文

少年と子だぬき おはなし名作絵本 佐々木 たづ 文

ゆうかんなゆうきちゃん 評論社の児童図書館・絵本の部屋アニタ・ジェラーム さく

正しい暮し方読本 五味 太郎 作

かめさんのさんぽ 日本傑作絵本シリーズ 中谷 千代子 さく・え

恐竜とつきあう本 ヒサ クニヒコ 著

あたまにきちゃう！ 「うん、そうなんだ！」シリーズノーマ・サイモン さく

しっぱいしちゃった 「うん、そうなんだ！」シリーズノーマ・サイモン さく

ぼくたちだっていそがしい 「うん、そうなんだ！」シリーズノーマ・サイモン さく

いろいろあるんだ 「うん、そうなんだ！」シリーズノーマ・サイモン さく

くらべてみよう１００年前と１ ２０世紀から２１世紀へ 日本人のくらし 本間 昇 編

くらべてみよう１００年前と ２０世紀から２１世紀へ 日本の子ども 本間 昇 編

くらべてみよう１００年前と ２０世紀から２１世紀へ 日本の社会 本間 昇 編・著

くらべてみよう１００年前と ２０世紀から２１世紀へ 日本のできごと 本間 昇 編・著

くらべてみよう１００年前と ２０世紀から２１世紀へ 世界のすがた 本間 昇 編・著

地球をまもるみんなの環境学習実践集 中川 志郎 監修

地球をまもるみんなの環境学習実践集 中川 志郎 監修

むしたちのうんどうかい 絵本・こどものひろば 得田 之久 文

ざしきわらし一郎太の修学旅行 あかね・新読み物シリーズ１柏葉 幸子 作

富士山大ばくはつ かこさとし大自然のふしぎえほんかこ さとし 作

教室 ６年１組がこわれた日 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 斉藤 栄美 作

教室 ６年１組がこわれた日 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 斉藤 栄美 作

けんかのきもち からだとこころのえほん２ 柴田 愛子 文

アンソニー はまなす写真館の物語 あかね・ブックライブラリー５茂市 久美子 作

アンソニー はまなす写真館の物語 あかね・ブックライブラリー５茂市 久美子 作

よみがえれ白いライオン 評論社の児童図書館・文学の部屋マイケル・モーパーゴ 作

よみがえれ白いライオン 評論社の児童図書館・文学の部屋マイケル・モーパーゴ 作

よみがえれ白いライオン 評論社の児童図書館・文学の部屋マイケル・モーパーゴ 作

むしたちのうんどうかい 絵本・こどものひろば 得田 之久 文

むしたちのうんどうかい 絵本・こどものひろば 得田 之久 文

アンソニー はまなす写真館の物語 あかね・ブックライブラリー５茂市 久美子 作



わたしにもできるリサイクル２ きょうから始めよう！ 燃えないごみのリサイクル かん・びん・粗大ごみ

ちはどんなはたらきをするの？ 血液のはなし 血はなぜたいせつかが分る本 よこもり先生のからだの本２横森 周信 構成・文

みぢかなふしぎ絵本８ せつぶんにはどうしてまめをまくの？ 横山 正 文

みぢかなふしぎ絵本１ うんちはどうしてでるの？ 横山 正 文

は　は　はるだよ 詩の絵本 与田 準一 詩

ひねくれとんぼ 絵本 なかえ よしを 作

おはいんなさい　えりまきに 絵本 角野 栄子 作

えんそく 絵本 山本 まつ子 作・絵

ちちんぷいのぷい 絵本 北田 卓史 作絵

なおちゃんのおはなやさん 絵本 やまむろ さやか 作

また　よくばりすぎたねこ わたしのえほん５ さとう わきこ 作・絵

ねむっちゃだめだよかえるくん わたしのえほん 塩田 守男 え

そらからきたさかな 絵本 多田 ヒロシ えと文

ふえふきとうげ 絵本 谷 真介 作

ど・ど・ど・ど・ど 絵本 赤坂 三好 作

はるかぜのたいこ くまのがっきやさん 絵本 安房 直子 作

だれが　ないてるの 絵本 今西 祐行 作

せかいいちのはなし 絵本 北 彰介 作

にわとりさんはネ… 絵本 福井 達雨 編

速さのちがう時計 花の詩画集 星野 富弘 著

あそびのチャンピオン ６さいからのおつきあい４

どきどきよぼうちゅうしゃ からだのえほん５ 小林 まさこ さく

小学校理科の教室１ 芽がでた、育った

小学校理科の教室２ 実やたねができた

小学校理科の教室３ 植物のからだ

小学校理科の教室４ 植物の四季

日本各地のくらし１ 雪国のくらし 写真と作文でつづる豪雪地帯の人々の生活

日本各地のくらし２ 寒い土地のくらし 写真と作文でつづる寒さきびしい根釧原野のくらしと開たくの歴史

日本各地のくらし３ あたたかい土地のくらし 写真と作文でつづる南国の農漁業と生活

日本各地のくらし４ 山地のくらし 写真と作文でつづる林業に生きる山地の人々の生活

日本各地のくらし５ 高原のくらし 写真と作文でつづる高原の農家のくらしと開たくの歴史

日本各地のくらし６ 低地のくらし 写真と作文でつづる輪中のくらしと水とのたたかいの歴史

日本各地のくらし７ 海辺のくらし 写真と作文でつづる漁業に生きる人々のくらし

日本各地のくらし８ 砂丘のくらし 写真と作文でつづる砂丘の農業と開たくの歴史

日本各地のくらし９ 島のくらし 写真と作文でつづる海と空にかこまれた小さな島の生活

日本各地のくらし１０ 都会のくらし 写真と作文でつづる大都会東京のいろいろなまちのすがたと生活

はしれ！とうほくしんかんせん のりものえほん 関根 栄一 ぶん

うみのでんしゃぼくらの江ノ電 のりものえほん 中島 章作 ぶん・え

ぼくとじょうえつしんかんせん のりものえほん 関根 栄一 文

ＪＲまわるまわるやまのてせん 砂田 弘 文

はしれ、二階だて新幹線 松本 典久 文

ちいさなあかいきかんしゃ のりものえほん 鶴見 正夫 ぶん

ＪＲあたらしいとっきゅうずかん のりものえほん 松本 典久 文

関西のでんしゃずかん のりものえほん 松本 典久 文

図解　みんなの産業シリーズ１ 米

図解　みんなの産業シリーズ２ 野菜と果物

図解　みんなの産業シリーズ３ 畜産物と木材

図解　みんなの産業シリーズ４ 水産物

図解　みんなの産業シリーズ５ 地下資源とエネルギー

図解　みんなの産業シリーズ６ 鉄鋼

図解　みんなの産業シリーズ７ 自動車

図解　みんなの産業シリーズ８ 石油化学製品

図解　みんなの産業シリーズ９ せんいと食料品

図解　みんなの産業シリーズ１０ 伝統工芸品

図解　みんなの産業シリーズ１１ ロボットとコンピュータ

図解　みんなの産業シリーズ１２ 交通と貿易

ゆきぐにのこじか ひさかたメルヘン絵本 大石 真 作

おばあさんとこぶたのぶうぶう ひさかたメルヘン２９絵本与田 凖一 文

おなかのなかに　おにがいる ひさかたメルヘン絵本 小沢 孝子 作



かみなりになったごろべえ ひさかたメルヘン絵本 大川 悦生 作

こねこのしろちゃん ひさかたメルヘン絵本 堀尾 青史 文

じゃんぐる・じゃんはいたずらっこ ひさかたメルヘン３９絵本磯田 和一 作・絵

すずおばあさんのハーモニカ ひさかたメルヘン４０絵本あまん きみこ 作

はくちょうのぐー ひさかたメルヘン絵本 岩崎 京子 作

もこちゃんとむくむく ひさかたメルヘン４５絵本岡村 登久子 作

とびだせ　ぶーた ひさかたメルヘン４７絵本鶴見 正夫 作

おほしさまにたんぽぽをうえてあげましょう ひさかたメルヘン絵本 岡村 登久子 作

きんいろの　こびとと　ぎんいろの　こびと ひさかたメルヘン絵本 田中 利光 作

あさいちばんのしんかんせん のりものえほん 砂田 弘 ぶん

はしれちんちんでんしゃ 東京都電　荒川線 のりものえほん 後藤 英雄 さく

それゆけはしごしゃせいのびくん のりものえほん 杉山 径一 ぶん

あいさつげんきにできるかな？ 心がかよう挨拶 人間性ゆたかな子どもに！１浜田 恭子 構成・文

よわむしケンとなきむしトン かこさとしこころのほん７絵本加古 里子 絵・文

さぬきのおもしろ伝説① 水の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説① 水の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説① 水の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説① 水の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説① 水の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説① 水の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説② 島の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説② 島の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説② 島の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説② 島の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説② 島の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説② 島の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説② 島の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説② 島の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説② 島の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説② 島の巻 北條　令子　著

香川のむかし話 香川県小学校教育研究会国語部会 編

香川のむかし話 香川県小学校教育研究会国語部会 編

野の図鑑３ 見る・つくる・食べる・そだてる・あそぶ 秋の野あそび おくやま ひさし 著

野の図鑑４ 見る・つくる・食べる・そだてる・あそぶ 冬の野あそび おくやま ひさし 著

学習にやくだつマンガの本９ 交通 交通のしくみと運輸

小公子 てんとう虫ブックス バーネット 作

ふしぎの国のアリス てんとう虫ブックス ルイス＝キャロル 作

つる てんとう虫ブックス 和田 夏十 〔ほか〕作

ぼく、ネコの父さんになる！ てんとう虫ブックス グードルン＝パウゼヴァング 作

アンネの青春ノート てんとう虫ブックス アンネ＝フランク 作

コタロー日記 てんとう虫ブックス 大坪 かず子 作

汚れなき悪戯 パンとぶどう酒のマルセリーノ てんとう虫ブックス Ｊ．Ｍ．サンチェス＝シルバ 作

だめの子日記 てんとう虫ブックス 光吉 智加枝 文

レストラン海賊船へようこそ！ てんとう虫ブックス 早野 美智代 作

ねこいるといいなあ こみねのえほん さの ようこ さく・え

たのしいはりえ ペーパーランド２ 寺門 保夫 作

うきだし　はりえ ペーパーランド４ 寺門 保夫 作・絵

どうぶつのおめん ペーパーランド６ 神戸 憲治 作

おりがみブロック ペーパーランド７ 佐藤 芳夫 作

山のいのち えほんはともだち１０ 立松 和平 作

山のいのち えほんはともだち１０ 立松 和平 作

日本各地のくらし１ 雪国のくらし 写真と作文でつづる豪雪地帯の人々の生活

日本各地のくらし２ 寒い土地のくらし 写真と作文でつづる寒さきびしい根釧原野のくらしと開たくの歴史

日本各地のくらし３ あたたかい土地のくらし 写真と作文でつづる南国の農漁業と生活

日本各地のくらし４ 山地のくらし 写真と作文でつづる林業に生きる山地の人々の生活

日本各地のくらし５ 高原のくらし 写真と作文でつづる高原の農家のくらしと開たくの歴史

日本各地のくらし６ 低地のくらし 写真と作文でつづる輪中のくらしと水とのたたかいの歴史

日本各地のくらし７ 海辺のくらし 写真と作文でつづる漁業に生きる人々のくらし

日本各地のくらし８ 砂丘のくらし 写真と作文でつづる砂丘の農業と開たくの歴史



日本各地のくらし９ 島のくらし 写真と作文でつづる海と空にかこまれた小さな島の生活

日本各地のくらし１０ 都会のくらし 写真と作文でつづる大都会東京のいろいろなまちのすがたと生活

香川のむかし話 香川県小学校教育研究会国語部会 編

香川のむかし話 香川県小学校教育研究会国語部会 編

香川のむかし話 香川県小学校教育研究会国語部会 編

香川のむかし話 香川県小学校教育研究会国語部会 編

香川のむかし話 香川県小学校教育研究会国語部会 編

香川のむかし話 香川県小学校教育研究会国語部会 編

香川のむかし話 香川県小学校教育研究会国語部会 編

伝記世界を変えた人々１ キュリー夫人 ラジウムを発見、人々の幸せに役立てたポーランドの科学者

伝記世界を変えた人々２ キング牧師 黒人差別に対してたたかった、アメリカの偉大な非暴力主義の指導者

伝記世界を変えた人々３ マザーテレサ 世界のもっとも貧しい人々をたすけた、”神の愛の宣教者会”の修道女

伝記世界を変えた人々 ツツ大主教 南アフリカの黒人差別・アパルトヘイト（人種隔離）政策に対してたたかう勇敢な大主教

伝記世界を変えた人々 ナイチンゲール 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

伝記世界を変えた人々 ワレンバーグ ナチスの大虐殺から10万人のユダヤ人を救った、スウェーデンの外交官

伝記世界を変えた人々 シュヴァイツァー 音楽家・著作家の実績をなげうって、アフリカの医者として献身した人

伝記世界を変えた人々 ブライユ 目の見えない人が読み書きできる“点字”を発明したフランス人

伝記世界を変えた人々 ガンジー インドを独立にみちびき、非暴力によって世界を変えた人

伝記世界を変えた人々 パストゥール 微生物の研究により、はじめて伝染病の原因をつきとめたフランスの科学者

伝記世界を変えた人々 ピーター・スコット WWF（世界自然保護基金）をつくり、自然保護に一生をささげたイギリス人

伝記世界を変えた人々 チャップリン 新しい喜劇を確立し、世界中の人々に希望と笑いをもたらした映画監督・俳優

伝記世界を変えた人々 ダーウィン 生物は、自然選択によって進化してきたという進化論をとなえ、世界観を変えた博物学者

伝記世界を変えた人々 ヘレン・ケラー 目･耳･口が不自由という障害を乗りこえ、人々に愛と希望をあたえつづけた運動家

伝記世界を変えた人々 グーテンベルク 印刷術を発明、多くの人々に知識の世界を開き歴史の流れを変えたドイツの技術者

伝記世界を変えた人々 エイブラハム・リンカン 「奴隷解放宣言」を発して奴隷制度を廃止し、民主主義の指針を示したアメリカの大統領

伝記世界を変えた人々 ガリレオ･ガリレイ 地動説をとなえ、宗教裁判で迫害されながら真理を追究し続けた偉大な科学者

伝記世界を変えた人々 エリノア・ルーズベルト アメリカ大統領夫人で、世界人権宣言の起草に大きな役割を果たした人道主義者

伝記世界を変えた人々 アインシュタイン 相対性理論により、わたしたちの世界観を一変させ、平和運動にも貢献した天才物理学者

伝記世界を変えた人々 夏目漱石 いまも読みつがれる数々の名作を書き、人間の生き方を深く追求しつづけた小説家

いだてんの六 おはなし名作絵本 そや きよし ・ぶん

オーパルひとりぼっち 絵本 オーパル・ウィットリー 原作

土ようびのどうわ よんでみようよ教科書のどうわ１しゅうかん日本児童文学者協会 編

１ねんサルぐみへようこそ！ ポプラ社の新しい幼年童話舟崎 靖子 さく

のろわれたたまご かいぞくポケット３ 寺村 輝夫 作

あやうしポケット かいぞくポケット５ 寺村 輝夫 作

海の女王のわな かいぞくポケット８ 寺村 輝夫 作

左ききのネコ ポプラ社の新しい幼年童話山下 明生 さく

こんにちはむし ゆうたくんちのいばりいぬ７ きたやま ようこ 作

じんぺいの絵日記 ゆうたくんちのいばりいぬ 別巻 きたやま ようこ 作

時を超えた記憶 ラスコーの夢 ときめき文学館 Ｊ・フェリス 作

白鳥異伝 荻原 規子 作

薄紅天女 荻原 規子 作

嘘ばっかし 天野 祐吉 作

くしゃみくしゃみ天のめぐみ 福音館創作童話シリーズ松岡 享子 作

おもちゃ屋のクィロー 世界傑作童話シリーズ ジェームズ・サーバー さく

ねこと遊ぼう ねこは楽しいお友だち 小学館基本攻略シリーズ加藤 由子 著

サバイバルキャンプ入門 はじめの一歩 小学館基本攻略シリーズ浅野 拓 著

ロボット・カミイ 福音館創作童話シリーズ古田 足日 さく

ぬい針だんなとまち針おくさん 福音館創作童話シリーズ土橋 悦子 さく

金魚のタマと玉三郎 学研の新・創作シリーズ 秋川 ゆみ 作

おひかえなすって 学研の新・創作シリーズ 吉橋 通夫 作

オレ、背番号１８番補欠です 学研の新・創作シリーズ 上条 さなえ 作

大逆転！出前自転車スペシャル 学研の新・創作シリーズ 荒尾 和彦 作

いじわる退治ひみつ組 学研の新・創作シリーズ 牧野 節子 作

はこ舟の仲間たち 学研の新・創作シリーズ 今村 葦子 作

ぶっとびマウンテンバイク 学研の新・創作シリーズ 肥田 美代子 作

調べることからはじめよう１調べ方の計画を立てよう－調べごとの進め方とまとめ方 総合的な学習に役立つ 山崎 哲男 指導・監修

ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい46 阿部 夏丸 作

かあさんのエプロンポケットふたつ ポプラ社の新しい幼年童話８宮川 ひろ さく



ぼうしねこはほんとねこ ポプラ社の新しい幼年童話１あまん きみこ さく

とかげのトホホ ポプラ社の新しい幼年童話２角野 栄子 さく

地球がおこった 旺文社創作児童文学 小山 勇 作

生活科ブックさあやってみよう１ 春とあそぼう 生活科を創る会 編

生活科ブックさあやってみよう２ 夏をたのしく 生活科を創る会 編

生活科ブックさあやってみよう３ 秋とあそぼう 生活科を創る会 編

生活科ブックさあやってみよう４ 冬をたのしく 生活科を創る会 編

生活科ブックさあやってみよう６ 花ややさいをそだてよう 生活科を創る会 編

生活科ブックさあやってみよう７ 友だちとなかよく 生活科を創る会 編

生活科ブックさあやってみよう８ 町をたんけんしよう 生活科を創る会 編

生活科ブックさあやってみよう９ おまつりをしよう 生活科を創る会 編

生活科ブックさあやってみよう１０ どんなことがあったかな 生活科を創る会 編

りかのこうさく １ねん たのしい理科工作① 松原 巌樹 著

りかの工作 ２ねん たのしい理科工作② 松原 巌樹 著

１年生のじゆうけんきゅう 夏休みおまかせ大事典

２年生の自由研究 夏休みおまかせ大事典

３年生の自由研究 夏休みおまかせ大事典

６年生の自由研究 夏休みおまかせ大事典

ふきの下の神さま 紙しばい日本児童文学名作選宇野 浩二 原作

かたきうちの話 紙しばい日本児童文学名作選新美 南吉 原作

杜子春 紙しばい日本児童文学名作選芥川 竜之介 原作

安寿とずし王（上） 紙しばい日本児童文学名作選森 鴎外 原作

安寿とずし王（下） 紙しばい日本児童文学名作選森 鴎外 原作

十力の金剛石 宮沢 賢治 文

注文の多い料理店 宮沢 賢治 作

若い木霊（コダマ） 宮沢 賢治 文

やまなし 宮沢 賢治 文

ひのきとひなげし 宮沢 賢治 作

めくらぶどうと虹 近藤 弘明 絵

かしわばやしの夜 宮沢 賢治 文

雪渡り 宮沢 賢治 文

祭の晩 宮沢 賢治 文

オッペルと象 みやざわ けんじ さく

しぜんはぼくらのともだち 春の図鑑

ひとりぼっちのロビンフッド きみとぼくの本 飯田 栄彦 作

ぼくは一ねんせいだぞ！ 絵本・ちいさななかまたち福田 岩緒 作

コロッケ天使 学研の新・創作シリーズ 上条 さなえ 作

しぜんはぼくらのともだち 秋の図鑑

しぜんはぼくらのともだち 冬の図鑑

しょくぶつ ふしぎがわかるしぜん図鑑

しょくぶつ ふしぎがわかるしぜん図鑑

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ１ 体験学習やってみよう見てみよう！ 植物のくらし　園芸のてつだいで見つけるなぜ　サボテンの葉　クリの実　トウモロコシの花･･･ ＰＨＰ研究所 編

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ１ 体験学習やってみよう見てみよう！ 植物のくらし　園芸のてつだいで見つけるなぜ　サボテンの葉　クリの実　トウモロコシの花･･･ ＰＨＰ研究所 編

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ２ 体験学習やってみよう見てみよう！ 動物・昆虫・魚のくらし 家のまわりにいる生きもののなぜ　犬の鼻　金魚のねむり　チョウのはね･･･ ＰＨＰ研究所 編

ちびっこカムのぼうけん 理論社名作の愛蔵版 神沢 利子 作

ヒマワリ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

ドングリ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

ツバメ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

カタツムリ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

カエル フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

カブトムシ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

ナナホシテントウ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

クワガタムシ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

アゲハチョウ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

メダカ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

ザリガニ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

アカトンボ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

キリギリス フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

アブラゼミ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文



わたり鳥 フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

ジャガイモ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ３ 体験学習やってみよう見てみよう！ 人とそのからだ　こんな経験のあったからだのなぜ　涙　くしゃみ　おなかの虫･･･ ＰＨＰ研究所 編

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ３ 体験学習やってみよう見てみよう！ 人とそのからだ　こんな経験のあったからだのなぜ　涙　くしゃみ　おなかの虫･･･ ＰＨＰ研究所 編

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ６ 体験学習やってみよう見てみよう！ 電気・光・音のふしぎ　街や家で気のついたなぜ　アイロン　電池　けい光灯 ＰＨＰ研究所 編

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ６ 体験学習やってみよう見てみよう！ 電気・光・音のふしぎ　街や家で気のついたなぜ　アイロン　電池　けい光灯 ＰＨＰ研究所 編

足軽は戦のプロ まんが日本史キーワード 高野 澄 著

殿さまも楽じゃない まんが日本史キーワード 高野 澄 著

貴族になってみないか まんが日本史キーワード 高野 澄 著

一揆いろいろ まんが日本史キーワード 高野 澄 著

代官のうつり変わり まんが日本史キーワード 高野 澄 著

おもしろクイズきょうしつ こくご １ねん 国語学習研究会 編

おもしろクイズ教室 国語２年 国語学習研究会 編

おもしろクイズ教室 国語３年 月館 和男 著

おもしろクイズ教室 国語５年 鈴村 一成 著

おもしろクイズ教室 国語６年 江渡 大輔 著

おもしろクイズ教室 理科４年

おもしろクイズ教室 理科５年

おもしろクイズ教室 理科６年

おもしろクイズきょうしつ さんすう１ねん

おもしろクイズ教室 算数２年

おもしろクイズ教室 算数４年

おもしろクイズ教室 算数５年

おもしろクイズ教室 算数６年

ちょう　あり　はち 花にくる昆虫 あかね幼年カラー図鑑① 七尾 純 構成・文

どうぶつ　これなあに 動物のからだ あかね幼年カラー図鑑⑤ 七尾 純 構成　文

おもしろクイズ教室 社会２年

おもしろクイズ教室 理科２年

ちゅーりっぷ　ひまわり うえよう　そだてよう あかね幼年カラー図鑑⑨ 七尾 純 構成・文

どんぐり　さくら ひろおう　あそぼう あかね幼年カラー図鑑⑩ 七尾 純 構成・文

ビーだまは数をしっている こうしたらどうなる？どうしたらこうなる？折井 英治 作

まほうのわ こうしたらどうなる？どうしたらこうなる？折井 英治 作

２本のストロー こうしたらどうなる？どうしたらこうなる？折井 英治 作

だるまおとし こうしたらどうなる？どうしたらこうなる？折井 英治 作

おどるピンポンだま こうしたらどうなる？どうしたらこうなる？折井 英治 作

水のやまもり こうしたらどうなる？どうしたらこうなる？折井 英治 作

うきしずみ こうしたらどうなる？どうしたらこうなる？折井 英治 作

生きているわたし　体と心⑧ 大人になっていく－第二次性徴 学習に役立つビジュアルシリーズ

生きているわたし　体と心⑨ 命が生まれる－生殖と誕生 学習に役立つビジュアルシリーズ

生きているわたし　体と心⑩ 周りとわたし－環境と適応 学習に役立つビジュアルシリーズ

ファーブルこんちゅう記１ こども版 タマコロガシものがたり アンリ・ファーブル 〔著〕

ファーブルこんちゅう記５ こども版 オサムシとカミキリムシ アンリ・ファーブル 〔著〕

調べることからはじめよう３人に話を聞いて調べよう－インタビューやアンケートのしかた 総合的な学習に役立つ 山崎 哲男 指導・監修

音楽が好きだ！１ 歌をつくろう！ だれでもできる作詞・作曲

音楽が好きだ！２ 歌おう！ ひとりで歌う・みんなで歌う

音楽が好きだ！３ 演奏しよう！ バンドっておもしろい

音楽が好きだ！４ クラシックってなんだろう？ きみの知らないクラシック

音楽が好きだ！５ コンピュータで音楽をつくろう！ コンピュータとシンセサイザー

音楽が好きだ！６ 世界は音楽でいっぱい！ 世界の音楽・日本の音楽

水のいきものかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん２ 浅井 ミノル 文

動物・小鳥のかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん３ 成島 悦雄 文

ハムスターのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん６ 成島 悦雄 文

ザリガニのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん９ 小宮 輝之 文

ウサギのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん１０ 小宮 輝之 文

海のいきものかいかたそだてかた 洗面器でかおう かいかたそだてかたずかん１１ 浅井 ミノル 文

岡田武史の考えるサッカー 小学館基本攻略シリーズ岡田 武史 著

マジック入門 友だちもビックリ！ 小学館基本攻略シリーズ小林 恵子 著

そらとぶカカシ 福音館創作童話シリーズスズキ コージ 著

おはなしぽっちり１ はる もりやま みやこ さく



おはなしぽっちり３ あき もりやま みやこ さく

おはなしぽっちり４ ふゆ もりやま みやこ さく

だいきらいがいっぱい おはなしポケット フォア文庫 小野 裕康 〔ほか〕著

ごめんねがいっぱい おはなしポケット フォア文庫 斉藤 洋 〔ほか〕著

おもしろ！なっとく！なぜなぜ大事典４ 植物 １０１

おもしろ！なっとく！なぜなぜ大事典５ 地球・宇宙 １０１

おもしろ！なっとく！なぜなぜ大事典１０ 食べ物・ことば １０１

どの本よもうかな？ １・２年生 日本子どもの本研究会 編

どの本よもうかな？ ３・４年生 日本子どもの本研究会 編

どの本よもうかな？ ５・６年生 日本子どもの本研究会 編

ゆうたとかぞく ゆうたくんちのいばりいぬ４ きたやま ようこ 作

ゆうたのおかあさん ゆうたくんちのいばりいぬ５ きたやま ようこ 作

ざりがにのおうさままっかちん おおとも やすお さく

人類の長い旅 ビッグ・バンからあなたまで やさしい科学 キム・マーシャル 著

カモメがおそう島 巨大石像物語 文研じゅべにーる ロベルト・ピウミーニ 作

シートン動物記６ シートン 〔著〕

シートン動物記７ シートン 〔著〕

大どろぼうくまさん スピカみんなのえほん２０ふりや かよこ 作 絵

消えたビーチサンダル ほんとうにあったおばけの話９ 日本児童文学者協会 編

大どろぼうくまさん スピカみんなのえほん２０ふりや かよこ 作 絵

漢字のランドセル １ねん 恩田 方子 執筆

漢字のランドセル ２ねん 清水 真知子 執筆

漢字のランドセル ３ねん 宮津 大蔵 執筆

漢字のランドセル ４ねん 立尾 保子 執筆

漢字のランドセル ５ねん 井上 洋一 執筆

漢字のランドセル ６ねん 木下 ひさし 執筆

調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑４ 交通・通信の歴史 古代から現代までの交通や通信の発達

調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑６ 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

りえの砂の旅 創作こどもの文学２７ 武鹿 悦子 作

魔術師のくだものづくり ネパールの人と自然を愛し、果樹を育てる近藤亨 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ岡本 文良 作

たまごが　われたら フレーベル館の幼年創作童話８寺村 輝夫 作

まほうつかいのじてんしゃ フレーベル館の幼年創作童話２８平塚 ウタ子 作

おりがみえあそび ペーパーランド８ 寺門 保夫 作・絵

はこをつくろう ペーパーランド９ 神戸 憲治 作

色セロハンでつくろう たのしいステンドグラスのいろいろ ペーパーランド１０ 渡辺 叡 作

学習にやくだつマンガの本３ 農業 日本の農業と農家のくらし

おみせやさん 絵本・ちいさななかまたちかどの えいこ ぶん

おみせやさん 絵本・ちいさななかまたちかどの えいこ ぶん

木を植えた男 絵本 ジャン・ジオノ 原作

木を植えた男 絵本 ジャン・ジオノ 原作

かがくあそびのくふう なぜなぜはかせのかがくの本１２小林 実 著

ぎんいろのねこ 小学館こども文庫・おはなしプレゼントあまん きみこ 作

峠をこえたふたりの夏 あかね創作文学シリーズ三輪 裕子 著

あらしのあとで 世界の絵本ライブラリー Ｎ・バトワース 作

ゆずちゃん えほんとなかよし34 肥田 美代子 作

ぼく、お月さまとはなしたよ 児童図書館・絵本の部屋フランク・アッシュ えとぶん

ペンギン 海の生きもの６ クストー 編

マナティー 海の生きもの３ クストー 編

イルカ 海の生きもの４ クストー 編

ペンギン 海の生きもの６ クストー 編

世界の祭り 子どもの祭り５ 芳賀 日出男 著

たのしいお天気学４ 冬のお天気

新・香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

新・香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

新・香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

新・香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

新・香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

史跡と人物でつづる 新訂 香川県の歴史 香川県郷土史研究会 編著

史跡と人物でつづる 新訂 香川県の歴史 香川県郷土史研究会 編著



ペンギン 海の生きもの６ クストー 編

われら北極探検隊 科学絵本 松岡 達英 絵

雪の一生 科学のアルバム48 片平 孝 著

史跡と人物でつづる 新訂 香川県の歴史 香川県郷土史研究会 編著

しんかんせんスーパーとっきゅう のりものスーパー百科① 真島 満秀 写真

とっきゅうブルートレイン のりものスーパー百科② 真島 満秀 写真

でんしゃ・ちかてつ のりものスーパー百科③ 真島 満秀 写真

ふね きゃくせん・こうそくせん のりものスーパー百科④ 池田 良穂 文

ブルドーザー・クレーンしゃ のりものスーパー百科⑥ 小賀野 実 写真・文

じょうききかんしゃ・ディーゼルきかんしゃ のりものスーパー百科⑦ 持田 昭俊 写真

バス・トラック のりものスーパー百科⑧ 小賀野 実 写真・文

アザラシ 海の生きもの１ クストー 編

森からみる地球の未来２ 君たちに伝えておきたい！ 森の宝物 松井 光瑶 編

森からみる地球の未来３ 君たちに伝えておきたい！ 木のふしぎな力 松井 光瑶 編

森からみる地球の未来５ 君たちに伝えておきたい！ 森の異変 松井 光瑶 編

チャイコフスキー クリンへ帰る旅びと 作曲家の物語シリーズ１ ひの まどか 著

バッハ 忘れられていた巨人 作曲家の物語シリーズ２ ひの まどか 著

ベートーヴェン 運命は扉をたたく 作曲家の物語シリーズ３ ひの まどか 著

ドヴォルジャーク わが祖国チェコの大地よ 作曲家の物語シリーズ４ 黒沼 ユリ子 著

シューベルト 孤独な放浪者 作曲家の物語シリーズ５ ひの まどか 著

ワーグナー バイロイトの長い坂道 作曲家の物語シリーズ６ ひの まどか 著

ブラームス 人はみな草のごとく 作曲家の物語シリーズ７ ひの まどか 著

バルトーク 歌のなる木と亡命の日々 作曲家の物語シリーズ８ ひの まどか 著

ヴェルディ 太陽のアリア 作曲家の物語シリーズ９ ひの まどか 著

モーツァルト 美しき光と影 作曲家の物語シリーズ１０ひの まどか 著

しっかりかんでいますか あごの骨と筋肉 かむことの大切さがよくわかる本！ 子どもの“いのち”を守る①藤森 弘 構成・文

うんことおしっこのはなし 消化とはいせつ うんことおしっこのちがいがわかるよ！ 子どもの“いのち”を守る②藤森 弘 構成・文

こうすればふとらないよ なぜふとるのか？ “ふとる”とはどういうことかがよくわかる！ 子どもの“いのち”を守る③藤森 弘 構成・文

せぼねはなぜたいせつなの 骨と筋肉と関節 200こ以上の骨がからだを組みたてている！ 子どもの“いのち”を守る④藤森 弘 構成・文

いきをするのはなぜだろう 呼吸とじゅんかん どうやってさんそをとりいれ、どうつかうのか？ 子どもの“いのち”を守る⑤藤森 弘 構成・文

からだをまもるしくみ 「めんえき」の話 さいきんやウィルスはこうやってやっつける！ 子どもの“いのち”を守る⑥藤森 弘 構成・文

カブトムシ　セミ みぢかないのち・生活科のほん５

はねのあるキリン かいぞくポケット１１ 寺村 輝夫 作

空とぶかいぞくせん かいぞくポケット２ 寺村 輝夫 作

サツマイモ みぢかないのち・生活科のほん９

木のは　木のみ みぢかないのち・生活科のほん１０

学校でできるアイデアスポーツ２１２① ２人からできるアイデアスポーツ 日本レクリエーション協会 編著

世界の地図 教科書対応版

世界の地図 教科書対応版

世界の地図 教科書対応版

世界の地図 教科書対応版

世界の地図 教科書対応版

日本の地図 教科書対応版

日本の地図 教科書対応版

日本の地図 教科書対応版

日本の地図 教科書対応版

日本の地図 教科書対応版

自然観察ハンドブック フィールドガイドシリーズ① 日本自然保護協会　編集・監修

指標生物 フィールドガイドシリーズ③ 自然をみるものさし 日本自然保護協会　編集・監修

ネイチュア・フィーリング フィールドガイドシリーズ④ からだの不自由な人たちとの自然観察 日本自然保護協会　編集・監修

小さな自然かんさつ フィールドガイドシリーズ⑤ こどもと楽しむ身近な自然 日本自然保護協会　編集・監修

学習図説小学校社会科全集９ くらしと通信

しらんぷり 絵本 梅田 俊作 作・絵

しらんぷり 絵本 梅田 俊作 作・絵

オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかがく 山本 かずとし ぶん

オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかがく 山本 かずとし ぶん

はじめてのふゆ 絵本 ロブ・ルイス さく

学校でできるアイデアスポーツ２１２② ６人からできるアイデアスポーツ 日本レクリエーション協会 編著

学校でできるアイデアスポーツ２１２③ １０人からできるアイデアスポーツ 日本レクリエーション協会 編著



学校でできるアイデアスポーツ２１２④ クラス全員でできるアイデアスポーツ 日本レクリエーション協会 編著

黒いちょう おはなし名作絵本２２ 松谷 みよ子 文

学校には霊がいっぱい だいすきこわい話３ 日本児童文学者協会 編

幽霊たちの事件簿 だいすきこわい話７ 日本児童文学者協会 編

てぶくろをかいに おはなし名作絵本 にいみ なんきち ・ぶん

ごんぎつね ポプラ社文庫 新美 南吉 作

おにたのぼうし おはなし名作絵本 あまん きみこ ・ぶん

ヌーチェの水おけ おはなし名作絵本 かんざわ としこ ぶん

かたあしだちょうのエルフ おはなし名作絵本 おのき がく 　ぶん・え

わにのバンポ おはなし名作絵本 おおいし まこと ・ぶん

むささび星 おはなし名作絵本 いまにし すけゆき ぶん

きつねの花火 おはなし名作絵本 なすだ みのる ・ぶん

小さな青い馬 おはなし名作絵本 いまえ よしとも 文

茂吉のねこ おはなし名作絵本 松谷 みよ子 文

ふえをふく岩 おはなし名作絵本 君島 久子 文

一つの花 おはなし名作絵本 今西 祐行 文

火くいばあ おはなし名作絵本 清水 達也 文

ばんどりだいこ おはなし名作絵本 みやした かずお ぶん

サーカスのライオン おはなし名作絵本 川村 たかし 文

へっこきあねさがよめにきて おはなし名作絵本 大川 悦生 文

えすがた　あねさま おはなし名作絵本 大川 悦生 文

つるのあねさ おはなし名作絵本 大川 悦生 文

山ねこおことわり おはなし名作絵本 あまん きみこ 文

かあさんのうた おはなし名作絵本 大野 允子 文

なぞのたから島 かいぞくポケット 寺村 輝夫 作

ゆうたはともだち ゆうたくんちのいばりいぬ１ きたやま ようこ 作

こんにちは　ねこ ゆうたくんちのいばりいぬ８ きたやま ようこ 作

じんぺいの絵日記２ ともだちがきた ゆうたくんちのいばりいぬ 別巻 きたやま ようこ 作

ばけものつかい 落語絵本 川端 誠 〔作〕

まんじゅうこわい 落語絵本 川端 誠 〔作〕

はつてんじん 落語絵本 川端 誠 〔作〕

じゅげむ 落語絵本 川端 誠 〔作〕

ゆうたのおとうさん ゆうたくんちのいばりいぬ６ きたやま ようこ 作

空色勾玉 荻原 規子 作

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん 4月～7月 林 克己 著

ふしぎいっぱいは虫類 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ メアリー・リング 文

ヘスターとまじょ 世界の絵本コレクション バイロン・バートン 作 絵

赤ちゃん海ガメ大きくなあれ 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

ぞくぞく村の雨ぼうずピッチャン ぞくぞく村のおばけシリーズ１１末吉 暁子 作

ぞくぞく村のちびっこおばけグー・スー・ピー ぞくぞく村のおばけシリーズ３末吉 暁子 作

トンでもない！ 児童図書館・絵本の部屋バーバラ・モスマン え

黒ねこのおきゃくさま 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース 作

黒ねこのおきゃくさま 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース 作

ばあちゃんのなつやすみ 新・創作絵本１７ 梅田 俊作 作・絵

地球・夜空ふしぎはっけん 手作りおもしろ実験 佐藤 完二 〔著〕

マルチメディア子ども大図鑑 別冊家庭画報

マルチメディア子ども大図鑑 別冊家庭画報

図解いきいき日本の産業１ 教科書がよくわかる 米

九ひきの小おに おはなし名作絵本７ たに しんすけ ぶん

白い鳥 おはなし名作絵本１３ 椋 鳩十 文

ケーキ屋さん やってみたいなこんなしごと14

保健室にひそむ霊 だいすきこわい話⑨ 日本児童文学者協会 編

だんまりレナーテと愛犬ルーファス 文研じゅべにーる リブ・フローデ 作

マザーツリー 科学絵本 松岡 達英 絵

地球救出作戦 わたしたちと地球の２１世紀へ向けて 子どものアジェンダ２１特別委員会 著

さと子の日記 鈴木 聡子 文

パトカーのピーすけ 日本傑作絵本シリーズ さがら あつこ さく

かんたんおりがみ３ プレゼントをつくろう 阿部 恒 編

かんたんおりがみ４ 阿部 恒 編



さと子の日記 鈴木 聡子 文

バムとケロのそらのたび 絵本 島田 ゆか 作 絵

お米は生きている 自然と人間 富山 和子 著

ベントリー・ビーバーのものがたり 絵本 マージョリー・Ｗ・シャーマット ぶん

野外活動おもしろ図鑑１ 季節あそび

野外活動おもしろ図鑑５ キャンプへいこう

香川の先人たち 郷土の発展につくした人びと 香川県郷土史研究会　編著

香川の先人たち 郷土の発展につくした人びと 香川県郷土史研究会　編著

香川の先人たち 郷土の発展につくした人びと 香川県郷土史研究会　編著

香川の先人たち 郷土の発展につくした人びと 香川県郷土史研究会　編著

香川の先人たち 郷土の発展につくした人びと 香川県郷土史研究会　編著

香川の先人たち 郷土の発展につくした人びと 香川県郷土史研究会　編著

香川の先人たち 郷土の発展につくした人びと 香川県郷土史研究会　編著

香川の先人たち 郷土の発展につくした人びと 香川県郷土史研究会　編著

香川の先人たち 郷土の発展につくした人びと 香川県郷土史研究会　編著

香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

香川県につたわるこどもの遊び 香川県小学校体育連盟　編著

香川県につたわるこどもの遊び 香川県小学校体育連盟　編著

鳥のなき声ずかん みるずかん・かんじるずかん薮内 正幸 ぶん・え

２１世紀こども人物館

２１世紀こども人物館

２１世紀こども人物館

２１世紀こども人物館

百人一首をおぼえよう 口訳詩で味わう和歌の世界 さ・え・ら図書館 佐佐木 幸綱 編著

短歌をつくろう さ・え・ら図書館／国語 佐佐木 幸綱 著

俳句をつくろう さ・え・ら図書館／国語 藤井 圀彦 著

ことばあそびをしよう さ・え・ら図書館／国語 村田 栄一 著

カタカナ語おもしろ辞典 さ・え・ら図書館／国語 村石 利夫 著

庭の草木 自然ふしぎ観察シリーズ４浅井 粂男 著

にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズＭ．ピクマル 作

せみを鳴かせて 巽 聖歌 作

動物のうた 室生 犀星 作

野ゆき山ゆき 与田 準一 作

ぽんこつマーチ 阪田 寛夫 作

どんぐりころころ 自然・きらきら 久保 秀一 写真

おべんとうを　たべたのはだあれ ひさかたメルヘン絵本 神沢 利子 作

ぐんぐんはしれちゅうおうせん 中島 章作 絵と文

ＪＲあたらしいでんしゃずかん 松本 典久 文

作文わくわく教室 さ・え・ら図書館／国語 植垣 一彦 著

話してみようよ！ さ・え・ら図書館／国語 鶴田 洋子 著

詩をつくろう さ・え・ら図書館／国語 石毛 拓郎 著

みんなのくうき かがくみてみようやってみよう江川 多喜雄 さく

べっこうあめパーティー かがくみてみようやってみよう左巻 健男 さく

じしゃくはめいたんてい かがくみてみようやってみよう玉田 泰太郎 さく

つくってみようかみがくるくる かがくみてみようやってみよう玉田 泰太郎 さく

みつけたみつけたタネいっぱい かがくみてみようやってみよう江川 多喜雄 さく

きんぞくたんけんぴかぴかでピカッ かがくみてみようやってみよう玉田 泰太郎 さく

ＡＢＣ怪事件 推理・探偵傑作シリーズ２ アガサ・クリスティー 作

恐怖の黒いカーテン 推理・探偵傑作シリーズ３ ウィリアム・アイリッシュ 作

魔女のかくれ家 推理・探偵傑作シリーズ６ ジョン・ディクスン・カー 著

マルタの鷹 推理・探偵傑作シリーズ８ ダシール・ハメット 著

ジキル博士とハイド氏 推理・探偵傑作シリーズ９ ロバート・ルイス・スティブンソン 著

怪盗紳士ルパン 推理・探偵傑作シリーズ１３ モーリス・ルブラン 作

黄色い部屋の秘密 推理・探偵傑作シリーズ１５ ガストン・ルルー 作

ビクトリア号怪事件 推理・探偵傑作シリーズ１６ ディクスン・カー 作

怪紳士暗黒街を行く 推理・探偵傑作シリーズ１９ レスリー・チャータリス 作

なぞの０３８事件 推理・探偵傑作シリーズ２０ エラリー・クイーン 作



ホームズと三つのなぞ 推理・探偵傑作シリーズ２１ コナン・ドイル 作

どろぼう天国 推理・探偵傑作シリーズ２２ チェスタートン 作

冒険家クラブ 推理・探偵傑作シリーズ２３ アガサ・クリスティー 作

らせん階段のなぞ 推理・探偵傑作シリーズ２４ マリー・ラインハート 著

ポイントさんはめいたんてい わたしのえほん１３ 多田 ヒロシ さく・え

きみにもできる国際交流１ 中国

きみにもできる国際交流 韓国

きみにもできる国際交流 インド・パキスタン・バングラデシュ・スリランカ

きみにもできる国際交流 タイ・ミャンマー

きみにもできる国際交流 マレーシア・シンガポール・インドネシア

きみにもできる国際交流 ベトナム

きみにもできる国際交流 トルコ・シリア

マザー・テレサ 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リチャード・テームズ 著

ネルソン・マンデラ 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リチャード・テームズ 著

アメリア・イヤハート 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リチャード・テームズ 著

ヘレン・ケラー 光と音を求めた“奇跡”の人生 愛と勇気をあたえた人びとリチャード・テームズ 著

アンネ・フランク 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リチャード・テームズ 著

ライト兄弟 空にあこがれた“永遠の少年” 愛と勇気をあたえた人びとリチャード・テームズ 著

マリー・キュリー 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リチャード・テームズ 著

ナイチンゲール 人につくす喜びこそ生きる喜び 愛と勇気をあたえた人びとリチャード・テームズ 著

北条早雲 筑波常治・伝記物語全集筑波 常治 著

山中鹿之介 堂々日本人物史 筑波 常治 作

上杉謙信 堂々日本人物史 筑波 常治 作

織田信長 堂々日本人物史 筑波 常治 作

武田勝頼 堂々日本人物史 筑波 常治 作

足利義昭 堂々日本人物史 筑波 常治 作

島津義久 堂々日本人物史 筑波 常治 作

徳川家康 筑波常治・伝記物語全集筑波 常治 著

高山右近 堂々日本人物史 筑波 常治 作

天草四郎 堂々日本人物史 筑波 常治 作

大蔵永常 堂々日本人物史 筑波 常治 作

間宮林蔵 堂々日本人物史 筑波 常治 作

高野長英 堂々日本人物史 筑波 常治 作

昆虫のかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん三枝 博幸 文

カブトムシのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん三枝 博幸 文

やさいのうえかたそだてかた かいかたそだてかたずかん小宮山 洋夫 文・絵

草花のうえかたそだてかた かいかたそだてかたずかん松原 巌樹 文・絵

チックタック 評論社の児童図書館・絵本の部屋アイリーン・ブラウン ぶん

やねうら 評論社の児童図書館・絵本の部屋ハーウィン・オラム 文

ちいちゃなまあちゃん 評論社の児童図書館・絵本の部屋ジョン・ウォーラス えとぶん

あしたもいっしょにあそんでくれる 評論社の児童図書館・絵本の部屋ジョン・ウォーラス えとぶん

おじいちゃんへのプレゼント 評論社の児童図書館・絵本の部屋ニコラ・ムーン ぶん

あまのじゃくのてんこちゃん 評論社の児童図書館・絵本の部屋アニタ・ジェラーム さく

５０点先生と２７人の子どもたち エリザベス・シュティーメルト 作

都道府県別日本なんでも情報館 保岡 孝之 監修

ゆうたのゆめをみる ゆうたくんちのいばりいぬ３ きたやま ようこ 作

水のたび フリズル先生のマジック・スクールバスジョアンナ・コール 文

これならおとくいジェラルディン エレン・コンフォード 文

とのさまサンタ 本田 カヨ子 ぶん

かんがえるカエルくん いわむら かずお 作

まだかんがえるカエルくん いわむら かずお 作

あめのひ 世界傑作絵本シリーズ ユリー・シュルヴィッツ 作・画

ベンジーのふねのたび 世界傑作絵本シリーズ マーガレット・ブロイ・グレアム さく・え

森おばけ 福音館創作童話シリーズ中川 李枝子 さく

ライト兄弟 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記４ 早野 美智代 文

育てるふれあう飼い方図鑑５ カブトムシ　クワガタムシ　ゲンゴロウ　タガメ　ヤゴ

夢の守り人 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作

おとうさんはウルトラマン みやにし たつや 作絵

トマトの絵本 そだててあそぼう もり としひと へん



ナスの絵本 そだててあそぼう やまだ きよし へん

サツマイモの絵本 そだててあそぼう たけだ ひでゆき へん

ジャガイモの絵本 そだててあそぼう よしだ みのる へん

トウモロコシの絵本 そだててあそぼう とざわ ひでお へん

イネの絵本 そだててあそぼう やまもと たかかず へん

ムギの絵本 そだててあそぼう よしだ ひさし へん

ソバの絵本 そだててあそぼう またの としこ へん

ダイズの絵本 そだててあそぼう こくぶん まきえ へん

ワタの絵本 そだててあそぼう ひび あきら へん

科学ブック１０ はたらくくるま

はじめよう総合学習７ 資源とエネルギー　電気・ペットボトル・再生紙を調べる

はじめよう総合学習８ 通信・流通とマルチメディア　インターネット・コンビニエンスストアを調べる

スーパー・ガールいちごちゃん 学研の新・創作シリーズ 上条 さなえ 作

ヘビとトカゲ 科学のアルバム 増田 戻樹 著

ムササビの森 科学のアルバム 菅原 光二 著

はじめよう総合学習１ いろいろな食品Ⅰ　米・なし・トマトを調べる

はじめよう総合学習２ いろいろな食品Ⅱ　おかし・そば・とうふを調べる

はじめよう総合学習３ 勉強に使うもの　えんぴつ・セロハンテープ・電卓を調べる

はじめよう総合学習５ 着る物　Ｔシャツ・着物を調べる

島津斉彬 堂々日本人物史 筑波 常治 作

西郷隆盛 堂々日本人物史 筑波 常治 作

福沢諭吉 堂々日本人物史 筑波 常治 作

坂本竜馬 堂々日本人物史 筑波 常治 作

徳川慶喜 堂々日本人物史 筑波 常治 作

高杉晋作 堂々日本人物史 筑波 常治 作

近藤富蔵 堂々日本人物史 筑波 常治 作

日本の産業シリーズ・きみの手にとどくまで１ お米がとどくまで〔米〕

からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち山本 直英 さく

からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち山本 直英 さく

からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち山本 直英 さく

やぶかのはなし かがくのとも 栗原 毅 ぶん

やぶかのはなし かがくのとも 栗原 毅 ぶん

宇宙ステーション みるずかん・かんじるずかん長友 信人 ぶん

キツネ山の夏休み ジョイ・ストリート 富安 陽子 著

みぢかなふしぎ絵本６ おもちをやくとどうしてふくらむの？ たべもの 横山 正 文

もののはじまりシリーズ８ 自転車のはじまり のりものと交通

さぬきのおもしろ方言集 香川の方言辞典 香川県方言研究同好会　著

ラッコ 海の生きもの２ クストー 編

しょうぼうしゃ・パトカー しょうぼうしゃ　パトカー のりものスーパー百科 小賀野 実 写真・文

げんきをつくる食育えほん２ じょうぶなからだをつくるたべもの あかのえいようのなかまたち 吉田 隆子 作

地球のためにわたしたちにできること２ ゴミをへらすためにできること 環境教育実践シリーズ

でっかいぞ！きょうりゅうのうんち ４年生のきょうりゅうたんけん隊 きょうりゅうたんけん隊⑧ たかし よいち 文

教科書にでてくる法律と政治１１ 自然と環境を守っていこう 自然を守る法律

ぼくのジャングルを救って！ モニカ＝サーク 文

できるまで図鑑１ ふしぎ発見 食べもの

はっこう博士大かつやく やさしい科学 末松 茂孝 著

ポプラ社・ゲーム大百科１ 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・ゲーム大百科２ 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・ゲーム大百科４ 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・ゲーム大百科５ うきうき友だちゲーム１０１ 少人数のグループであそべるゲーム ２１世紀・子どもの遊び研究会 編

象のいない動物園 斎藤 憐 作

初恋　北国プリンセス ポプラ社文庫 井上 明子 著

幽霊はデートがおすき おまかせ探偵局 ポプラ社文庫 薫 くみこ 作

京子のダメ先生日記 ポプラ社文庫 鈴木 喜代春 作

乙女はせつないバレンタイン おまかせ探偵局 ポプラ社文庫 薫 くみこ 作

きらめきの十二歳 ポプラ社文庫 薫 くみこ 作

さよなら十二歳のとき ポプラ社文庫 薫 くみこ 作

六年二組あの子が好き ポプラ社文庫 井上 明子 著

５年３組の番長たち ポプラ社文庫 赤木 由子 作



人魚の身の上相談 おまかせ探偵局 ポプラ社文庫 薫 くみこ 作

ビルマの竪琴 ポプラ社文庫 竹山 道雄 著

十二歳の合い言葉 ポプラ社文庫 薫 くみこ 著

あした天気に十二歳 ポプラ社文庫 薫 くみこ 作

星からきた大どろぼう ポプラ社文庫 手島 悠介 作

みゆき、十歳の片思い ポプラ社文庫 井上 明子 著

十二歳はいちどだけ ポプラ社文庫 薫 くみこ 作

標準原色図鑑全集７ 園芸植物

標準原色図鑑全集８ 樹木

人の体 学研の観察図鑑８

地球の環境問題シリーズ６ フロンガスがオゾン層をこわす 紫外線をふせぐオゾン層

地球の環境問題シリーズ７ 核の時代をどういきるか 核兵器と原子力発電

地球の環境問題シリーズ３ 人間のいのちをささえる土

地球の環境問題シリーズ４ わたしたちの水があぶない！

ひとりでできるもん！５ すてきなおかし作り

学研の観察・実験シリーズ２０ 人の特ちょうと環境

標準原色図鑑全集１１ 高山植物

標準原色図鑑全集１２ 温室植物

標準原色図鑑全集１３ 有用植物

標準原色図鑑全集１４ 菌類（きのこ・かび）

標準原色図鑑全集１５ 海藻・海浜植物

標準原色図鑑全集１６ 海岸動物

標準原色図鑑全集１７ 熱帯魚・金魚

標準原色図鑑全集１８ 飼鳥・家畜

カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文

カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文

ほうれんそうマンのおばけやしき ポプラ社の小さな童話68 みづしま 志穂 さく

かいけつゾロリのきょうふのやかた ポプラ社の新・小さな童話１原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリぜったいぜつめい ポプラ社の新・小さな童話179原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん ポプラ社の新・小さな童話66原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリのママだーいすき ポプラ社の新・小さな童話52原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち ポプラ社の新・小さな童話43原 ゆたか さく・え

かさぶたくん かがくのとも やぎゅう げんいちろう さく

ハッピーバースデー 命かがやく瞬間 アニメ版 青木 和雄 原作

ひみつだよがいっぱい おはなしポケット フォア文庫 泉 啓子 〔ほか〕著

さよならがいっぱい おはなしポケット フォア文庫 皿海 達哉 〔ほか〕著

だいすきがいっぱい おはなしポケット フォア文庫 さとう まきこ 〔ほか〕著

犬と話そう 犬とつきあう本　Ｐａｒｔ２ 河原 まり子 著

よい子への道 おかべ りか 作

ヘスターとまじょ 世界の絵本コレクション バイロン・バートン 作 絵

きいろいばけつ あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作

トイ・ストーリー ディズニーアニメ小説版 デュボウスキー 作

夕やけ色のトンネルで 童話の城２２ 北原 宗積 作

ねこの正月 おはなし１２か月① １月のおはなし 日本民話の会 編

雪むすめ おはなし１２か月② ２月のおはなし 日本民話の会 編

かえるぼたもち おはなし１２か月③ ３月のおはなし 日本民話の会 編

花さかじい おはなし１２か月④ 春休みのおはなし 日本民話の会 編

あたまにさくら おはなし１２か月⑤ ４月のおはなし 日本民話の会 編

ももたろう おはなし１２か月⑥ ５月のおはなし 日本民話の会 編

田うえねこ おはなし１２か月⑦ 田うえねこ 日本民話の会 編

かっぱのおくりもの おはなし１２か月⑧ ７月のおはなし 日本民話の会 編

海ぼうず おはなし１２か月⑨ 夏休みのおはなし 日本民話の会 編

あめかいゆうれい おはなし１２か月⑩ ８月のおはなし 日本民話の会 編

きのこのばけもの おはなし１２か月⑪ ９月のおはなし 日本民話の会 編

こぶとり おはなし１２か月⑫ １０月のおはなし 日本民話の会 編

きつねのよめさま おはなし１２か月⑬ １１月のおはなし 日本民話の会 編

かさじぞう おはなし１２か月⑭ １２月のおはなし 日本民話の会 編

てんぐのかくれみの おはなし１２か月⑮ 冬休みのおはなし 日本民話の会 編

学校の七不思議 学校の怪談８ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編



標準原色図鑑全集１０ 植物Ⅱ

標準原色図鑑全集１ 蝶・蛾

標準原色図鑑全集３ 貝

標準原色図鑑全集５ 鳥

標準原色図鑑全集６ 岩石鉱物

西遊記１ 孫悟空、天界で大あばれの巻 〔呉 承恩 原作〕

雨ニモマケズ ポプラ社文庫 宮沢 賢治 著

飛べゴンザ、あの空を 現代の創作児童文学４３ 八束 澄子 作

みんなげんきな歯！１ 歯のけんこうをかんがえる本 歯はなんぼんあるの？－歯のしくみとはたらき 大竹 邦明 著

みんなげんきな歯！３ 歯のけんこうをかんがえる本 歯ぐきのびょうき－しそうのうろうってなあに 大竹 邦明 著

みんなげんきな歯！４ 歯のけんこうをかんがえる本 歯いしゃさんはこわくない－歯いしゃさんのしごと 大竹 邦明 著

みんなげんきな歯！５ 歯のけんこうをかんがえる本 あっ、歯がはえてきた－子どもの歯からおとなの歯へ 大竹 邦明 著

みんなげんきな歯！６ 歯のけんこうをかんがえる本 じょうずにはなせる？たべられる？－歯ならびとかみあわせ 大竹 邦明 著

みんなげんきな歯！８ 歯のけんこうをかんがえる本 げんきな歯をつくろう！－けんこうなからだはじょうぶな歯から 大竹 邦明 著

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

真夜中のミステリー・ツアー 学校の怪談１０ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

お江戸の百太郎 現代の創作児童文学２２ 那須 正幹 作

お江戸の百太郎赤猫がおどる 現代の創作児童文学３９ 那須 正幹 作

イノシシの谷 あすなろ小学生文庫 椋 鳩十 〔作〕

星のとまり木 あすなろ小学生文庫 生源寺 美子 〔著〕

おたすけ組ライオン班 鈴木 喜代春 作

赤いヤッケの駅長さん 赤い鳥文庫 はま みつを 作

お江戸の百太郎怪盗黒手組 現代の創作児童文学３３ 那須 正幹 作

ふたりと一羽 あすなろ小学生文庫 生源寺 美子 〔著〕

大きな木にすむ小さな神さま あすなろ小学生文庫 今西 祐行 〔著〕

リリコふしぎな国へいく あすなろ小学生文庫 生源寺 美子 作

ぼくはスズメ 小林 清之介 文

きつねケンタのアナウンサー あすなろ小学生文庫 久保 喬 さく

３年２組のあばれんぼう あすなろ小学生文庫 鈴木 喜代春 作

グーチョキパー鳥 あすなろ小学生文庫 小林 清之介 作

いじめられっこ　いじめっこ あすなろ小学生文庫 鈴木 喜代春 作

マラソンビリ子と勉強ビリ子 あすなろ小学生文庫 鈴木 喜代春 作

えらい先生ズッコケた あすなろ小学生文庫 鈴木 喜代春 作

ペンギン 海の生きもの６ クストー 編

ペンギン 海の生きもの６ クストー 編

ペンギン 海の生きもの６ クストー 編

魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒーお話集 世界傑作童話シリーズ マーガレット・マーヒー 作

ちきゅうのなかみ どうわコレクション 長崎 夏海 作

サッコがいく 童心社・新創作シリーズ 泉 啓子 作

こちら七不思議探検隊 だいすきこわい話４ 日本児童文学者協会 編

あしたぶたの日 ぶたじかん あたらしい創作童話２８ 矢玉 四郎 作・絵

ザリガニ同盟 学研の新・創作シリーズ 今村 葦子 作

ヨースケくん 小学生はいかに生きるべきか Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ５ 那須 正幹 作

どんぐりと山猫 宮沢賢治絵童話集① 〔宮沢 賢治 著〕

よだかの星 宮沢賢治絵童話集② 〔宮沢 賢治 著〕

注文の多い料理店 宮沢賢治絵童話集③ 〔宮沢 賢治 著〕

虔十公園林 宮沢賢治絵童話集④ 〔宮沢 賢治 著〕

双子の星 宮沢賢治絵童話集⑤ 〔宮沢 賢治 著〕

セロ弾きのゴーシュ 宮沢賢治絵童話集⑥ 〔宮沢 賢治 著〕

カイロ団長 宮沢賢治絵童話集⑦ 〔宮沢 賢治 著〕

シグナルとシグナレス 宮沢賢治絵童話集⑧ 〔宮沢 賢治 著〕

水仙月の四日 宮沢賢治絵童話集⑨ 〔宮沢 賢治 著〕

グスコーブドリの伝記 宮沢賢治絵童話集⑩ 〔宮沢 賢治 著〕



マリヴロンと少女 宮沢賢治絵童話集⑪ 〔宮沢 賢治 著〕

風の又三郎 宮沢賢治絵童話集⑫ 宮沢 賢治 〔著〕

銀河鉄道の夜 宮沢賢治絵童話集⑬ 〔宮沢 賢治 著〕

宮沢賢治詩画館 宮沢賢治絵童話集⑭ 宮沢 賢治 〔著〕

とべ！！翼竜号 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

絵がたのしくかける本１ 絵がすきになるには

絵がたのしくかける本２ 友だちや家族をかこう

絵がたのしくかける本３ 木や花をかこう

絵がたのしくかける本４ 動物をかこう

絵がたのしくかける本５ 建てものや乗りものをかこう

絵がたのしくかける本６ 大すきなものをかこう

絵がたのしくかける本７ 風景をかこう

絵がたのしくかける本８ 空想や物語の絵をかこう－読書感想画にも挑戦しよう－

教科書にでてくる生きものウォッチング４ 池や川に行こう－魚や水生こん虫のふしぎなくらし－ 七尾 純 構成・文

教科書にでてくる生きものウォッチング５ 海に行こう－いそべでであうふしぎな生きもの－ 七尾 純 構成・文

さぬきのおもしろ方言集 香川の方言辞典 香川県方言研究同好会　著

さぬきのおもしろ方言集 香川の方言辞典 香川県方言研究同好会　著

さぬきのおもしろ方言集 香川の方言辞典 香川県方言研究同好会　著

さぬきのおもしろ方言集 香川の方言辞典 香川県方言研究同好会　著

さぬきのおもしろ方言集 香川の方言辞典 香川県方言研究同好会　著

さぬきのおもしろ方言集 香川の方言辞典 香川県方言研究同好会　著

さぬきのおもしろ方言集 香川の方言辞典 香川県方言研究同好会　著

さぬきのおもしろ方言集 香川の方言辞典 香川県方言研究同好会　著

さぬきのおもしろ方言集 香川の方言辞典 香川県方言研究同好会　著

さぬきのおもしろ方言集 香川の方言辞典 香川県方言研究同好会　著

野外における危険な生物 フィールドガイドシリーズ② 日本自然保護協会　編集・監修

アサガオ みぢかないのち・生活科のほん７

ヒマワリ みぢかないのち・生活科のほん８

ビバルディ バロック音楽を代表するイタリアの作曲家 伝記 世界の作曲家１ パム・ブラウン 著

バッハ バロック音楽を集大成した近代音楽の父 伝記 世界の作曲家２ シャーロット・グレイ 著

モーツァルト オーストリアが生んだ古典派の天才作曲家 伝記 世界の作曲家３ マイケル・ホワイト 著

ベートーベン 古典派音楽を完成したドイツの作曲家 伝記 世界の作曲家４ パム・ブラウン 著

シューベルト 歌曲の王といわれるオーストリアの作曲家 伝記 世界の作曲家５ バリー・カーソン・ターナー 著

ショパン ピアノの詩人とよばれるポーランドの作曲家 伝記 世界の作曲家６ パム・ブラウン 著

チャイコフスキー １９世紀ロシアの代表的作曲家 伝記 世界の作曲家７ マイケル・ポラード 著

ドビュッシー 印象主義音楽をつくりあげたフランスの作曲家 伝記 世界の作曲家８ ロデリック・ダネット 著

おしょうがつ 行事のえほん１ 松野 正子 作

おにのおめん まめまきのおはなし 行事のえほん２ 神沢 利子 作

ももこのひなまつり 行事のえほん３ 森山 京 作

ちいさなこいのぼりのぼうけん 行事のえほん４ 岩崎 京子 作

もりのはみがき むしばのおはなし 行事のえほん５ 村山 桂子 作

ほしにおねがい たなばたのおはなし 行事のえほん６ 武鹿 悦子 作

こぐまのまぐのなつやすみ 行事のえほん７ 岡 信子 作

おつきさまのとおるみち お月見のおはなし 行事のえほん８ 香山 美子 作

七・五・三きょうだい 七五三のおはなし 行事のえほん９ なかえ よしを 作

サンタさんといっしょに クリスマスのおはなし 行事のえほん10 あまん きみこ 作

ふれあいの手話２期① みんなでトライ！ 手話で歌おう 丸山 浩路 著・監修

ふれあいの手話２期② みんなでトライ！ 手話でゲームをしよう 丸山 浩路 著・監修

ふれあいの手話２期③ みんなでトライ！ 手話で詩をよもう 丸山 浩路 著・監修

ふれあいの手話２期④ みんなでトライ！ 手話で劇をしよう 丸山 浩路 著・監修

あやしいほらあな かいぞくポケット４ 寺村 輝夫 作

竜王のたからもの かいぞくポケット６ 寺村 輝夫 作

ことわざのお話１００ やすい すえこ 文

かんきょう絵本８ よごれた水はどこへいくの？ 生活編・排水 西本 鶏介 作

エネルギーのひみつ 学研まんがひみつシリーズ61

ジョナサンのニッポン日記 写真絵本 ジョナサン・スウェイン 著

ふしぎなたいこ にほんむかしばなし 岩波の子どもの本 石井 桃子 ぶん

めんどりペニー 絵本 ポール・ガルドン おはなしとえ

ぼくは魔法学校三年生 てのり文庫 佐藤 さとる 作



ドクター・トミーのからだの本１ うんこはなんでもしっている たべものといのち－消化器と栄養 田沢 梨枝子 絵

ドクター・トミーのからだの本２ やすまずはたらく心ぞうのひみつ 血をぜんしんに送る－心ぞうと血管 田沢 梨枝子 絵

ドクター・トミーのからだの本３ 口と歯のはたらき おいしくたべる－口と歯 田沢 梨枝子 絵

ドクター・トミーのからだの本４ どうして見えるの 目のしくみ 見てたしかめる－目と視神経 田沢 梨枝子 絵

ドクター・トミーのからだの本５ おしっことあせ どうしてでるの にょうとあせをつくる－じんぞうとぼうこう 田沢 梨枝子 絵

ドクター・トミーのからだの本６ からだをめぐる 血とさんそ こきゅう器と血のやくめ－気管・肺と血えき 田沢 梨枝子 絵

ドクター・トミーのからだの本７ からだを動かす ほねと筋肉 からだをささえ動かす－ほねと筋肉 田沢 梨枝子 絵

ドクター・トミーのからだの本８ 耳鼻口のどのはたらき 聞く、かぐ、話す－耳鼻と声たい 田沢 梨枝子 絵

ドクター・トミーのからだの本９ みんなおとなになるんだね からだを守り成長する－皮ふ・リンパ・細ぼう・ホルモン 田沢 梨枝子 絵

ドクター・トミーのからだの本１０ のうと心のひみつ 考えて命じる－のうと神経 田沢 梨枝子 絵

こころのなかのおじいちゃん あいとへいわのえほん モニカ　ギーダール 作

委員会活動アイデア集３ 新聞委員会・掲示委員会

もりのアイスクリームやさん もりはおもしろランド１１ 舟崎 靖子 作

巨人（ジャイアント）にきをつけろ！ 絵本 エリック＝カール さく

新選 たのしい小学校劇 高学年〔上〕 北島 春信 編集

かえるちゃんとかばおばさん わたしのえほん14 わたなべ ゆういち さく・え

性についてはなそう！１ ６人のともだち それぞれの性・それぞれの人生

性についてはなそう！２ 性ってな～んだ 身近な性のギモンにこたえる

性についてはなそう！３ 生命はどうやってできるか 動物たちの受精

性についてはなそう！４ みんな生きている 自分らしさをみつけたいあなたへ

性についてはなそう！５ 家族ってなに？ 家族のつながりを考える

性についてはなそう！６ 赤ちゃんが生まれる！ 新しい生命の誕生

性についてはなそう！７ エイズって知ってる？ 今知ってほしいエイズのすべて

性についてはなそう！８ 自分のからだとつきあう本 自分自身を知るために

ぼくはジョナサン…エイズなの 写真絵本 ジョナサン・スウェイン 著

エイズってなんだろう？ みえない敵とのたたかい どんぐりブックス１４ 渡辺 雄二 著

ちはたからもの からだのえほん８ 小林 まさこ さく

グリーン・ゲイブルズへの道 アニメ版 赤毛のアン① モンゴメリ 原作

あかちゃんがうまれる こどものためのあいのえほん アニュエス・ロザンスチエール ぶん・え

クイズ・いのちはどこから？ 人間についてきみはどこまで知っている？ やまなか 泰子 さく

おへそのひみつ ハートブックス１ 武川 行男 文

からだのひみつ ハートブックス２ 武川 行男 文

こころのひみつ ハートブックス３ 武川 行男 文

からだを知る本１０ いのちってなんだ 生命と細胞

からだを知る本１２ おとなに聞きにくい話 性と生殖

生きることと　愛すること こころからだいのちのえほん８北沢 杏子 著

きょうりゅうの運動会 ３年生のきょうりゅうたんけん隊 きょうりゅうたんけん隊⑥ たかし よいち 文

たつくんといっしょに 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

がんばれ！あかね 絵本 はじめてであう手話② 「はじめてであう手話」編集委員会 編

みんなでチャレンジ手話劇 絵本 はじめてであう手話③ 「はじめてであう手話」編集委員会 編

ぼくどこからきたの？ あるがままのいのちのはなし。ごまかしなし、さしえつき。 ピーター・メイル　著

マナーをきちんとおぼえよう！ 生活習慣のきほん 人間としての生活習慣を大切にしよう！ 人間性ゆたかな子どもに！③浜田 恭子 構成・文

きみのうんこはどんないろ？ うんこで健康管理 人間性ゆたかな子どもに！④藤森 弘 構成・文

ベートーベン ポプラ社文庫 浜野 政雄 著

アンネの童話集 てんとう虫ブックス アンネ＝フランク 作

ちいちゃんのかげおくり あかね創作えほん あまん きみこ 作

あかちゃんからのおくりもの 星きらら村ものがたり えほんとなかよし わたなべ リオ 作・絵

チラホラもりのはいしゃさん えほんとなかよし５ 舟崎 克彦 作

南極のカラフト犬　タロ・ジロ物語 講談社青い鳥文庫 藤原 一生 〔著〕

標準原色図鑑全集２０ 動物Ⅱ

学研の観察・実験シリーズ１４ 人のたん生と成長

手づくりおもちゃ大図鑑 菅原 道彦 著

ぞくぞく村の妖精レロレロ ぞくぞく村のおばけシリーズ７末吉 暁子 作

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん 7月～8月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん 9月～12月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん 4月～7月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん 7月～8月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん 9月～12月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん 1月～3月 林 克己 著



もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん 4月～7月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん 9月～12月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん 1月～3月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん 4月～7月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん 7月～8月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん 9月～12月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん 1月～3月 林 克己 著

やねうら 評論社の児童図書館・絵本の部屋ハーウィン・オラム 文

おり紙マジックワンダーランド 紙１枚であなたもマジシャン 藤原　邦恭　著

あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほんⅡ－⑦高家 博成 ぶん

しぜんはぼくらのともだち 春の図鑑

やさいのずかん 絵本図鑑シリーズ８ 小宮山 洋夫 作

方丈記 徒然草 正法眼蔵随聞記　歎異抄 日本古典文学全集 27 日本古典文学全集 神田　秀夫　ほか　校注・訳者

学校放送 作り方・伝え方 さ・え・ら図書館／国語 向後 友恵 著

ことわざ・慣用句おもしろ辞典 さ・え・ら図書館／国語 村山 孚 著

新聞をつくろう さ・え・ら図書館／国語 大沢 和子 〔ほか〕著

しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん

香川の野鳥記 山本　正幸　写真・文

香川の野鳥記 山本　正幸　写真・文

ぼくのでかべそ 愛の会創作童話集 児童憲章愛の会編集部 編

昆虫２・クモ 学研の観察図鑑２

人の体 学研の観察図鑑８

生物の消えた島 福音館の科学の本 田川 日出夫 文

川は生きている 自然と人間 講談社青い鳥文庫 富山 和子 〔著〕

川は生きている 自然と人間 講談社青い鳥文庫 富山 和子 〔著〕

お母さんこっちむいて 愛の会創作童話集 児童憲章愛の会編集部 編

おかあさん４１集 第４１回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集 温かな心で

昆虫 自然ふしぎ観察シリーズ１松原 巌樹 著

たけし先生も一年生 愛の会創作童話集 児童憲章愛の会編集部 編

おかあさん４０集 第４０回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集 おかあさんのタオル

おとうさんはガキ大将 愛の会創作童話集 児童憲章愛の会編集部 編

カマキリはともだち かがくみてみようやってみよう江川 多喜雄 さく

ぼくらはむしさがしたんていだん かがくみてみようやってみよう江川 多喜雄 さく

ある池のものがたり 福音館のかがくのほん 三芳 悌吉 さく

宇宙 そのひろがりをしろう かがくのほん 加古 里子 ぶん・え

星座を見つけよう 科学の本 Ｈ・Ａ・レイ 文・絵

地球 その中をさぐろう かがくのほん 加古 里子 ぶん・え

海 かがくのほん 加古 里子 ぶん・え

やさしい人形劇 No.１ 観客２０人～４００人が楽しめる 人形作りから上演まで 浜島 代志子 著

ひとりぼっちのおるすばん 生活科のえほん⑨ 電話での応対の仕方をおぼえよう 竹下 昌之 作

草花とあそぼう 生活科のえほん⑬ 植物の特徴を生かしたおもちゃ作りをたのしもう 椎野 利一 作 絵

２年１組のヒマワリ 生活科のえほん⑧ 植物を育ててみよう 鈴木 勢津子 作

たこを工夫する 手づくりのたこを上げよう 子ども科学図書館 熊谷 寛夫 文と写真

セイタカシギ大空を飛ぶ 荒地に生まれた４つのいのち 子ども科学図書館 国松 俊英 文と写真

口の中の戦争 むし歯の科学 子ども科学図書館 落合 靖一 文

北限のアオサギを守る ウトナイ湖サンクチュアリに舞う 子ども科学図書館 松田 忠徳 文と写真

人をたすけ国をつくったお坊さんたち 日本の土木工事をひらいた人びと 土木の絵本 かこ さとし 画・構成

職員室ネズミのぼうけん 愛の会創作童話集 岩崎 京子 編集委員

おかあさん４４集 第４４回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集 プレゼント

たろうの木 絵本 真鍋 タヨ子 文

香川県の歴史 県史３７ 木原　溥幸　ほか　著

香川県の歴史 県史３７ 木原　溥幸　ほか　著

香川県の歴史 県史３７ 木原　溥幸　ほか　著

昆虫のかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん１三枝 博幸 文

森からみる地球の未来１ 君たちに伝えておきたい！ 大気と森 松井 光瑶 編

えぞまつ うけつがれるいのちのひみつ かがくのとも傑作集 神沢 利子 ぶん

かぶとむしくわがたむし はじめてのえほん図館 今井 桂三 〔ほか〕絵

おおきなかぶ こどものとも傑作集　絵本内田 莉莎子 再話

おかあさん４２集 第４２回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集 じてん車にのって



ヒマワリさいた！ 愛の会創作童話集 児童憲章愛の会編集部 編

とうさんの安来節 愛の会創作童話集 岩崎 京子 編集委員

にじのみずうみ イタリアむかし話 さかもと てつお ぶん

おかあさん４５集 第４５回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集 メリーゴーランド

教室を飛び出そう３ チャレンジ漫画 わが家は大実験室

教室を飛び出そう５ チャレンジ漫画 星と太陽

楽しい修学旅行ガイド 奈良／伊勢・志摩 グループ見学のプラン作りに役立つ

ろばのウインドミル 絵本 マイケル・ボンド さく

木のうた 文字のない絵本 イエラ・マリ さく

カメのくらし 科学のアルバム９０ 増田 戻樹 著

教科書にでてくる生きものウォッチング２ 山や森に行こう－木の葉かげにこん虫や鳥をさがす－ 七尾 純 構成・文

子うさぎましろのお話 おはなし名作絵本３ ささき たづ ぶん

カニのくらし 科学のアルバム２３ 桜井 淳史 写真

いつもんさんのたんじょうび 絵本 すとう あさえ ぶん

いつもんさんのおつきみ 絵本 すとう あさえ ぶん

いつもんさんのピクニック 絵本 すとう あさえ ぶん

教室を飛び出そう１ チャレンジ漫画 はじめての旅

ウォッチング植物と昆虫 校外活動ガイドブック④ 永吉 宏英 著

バードウォッチング 校外活動ガイドブック⑤ 酒井 哲雄 著

雪のこんこ あすなろ小学生文庫 野村 昇司 作

花ヶ淵河童ばなし 現代の創作児童文学 滝沢 よし子 作

あの愛はいま 現代の創作児童文学 ドラープキナ 作

京のかざぐるま 現代の創作児童文学 吉橋 通夫 作

歌は忘れない 現代・創作児童文学 阿部 よしこ 作

お星さまのレール フォア文庫愛蔵版 小林 千登勢 作

あの日の空は青かった 野長瀬正夫少年少女詩集 現代・創作児童文学 野長瀬 正夫 著

シューラおじさんの結婚 現代の創作児童文学 ジェレズニコフ 作

なぞの鳥屋敷 現代・創作児童文学 阿部 よしこ 作

母よ誰が 詩で語る戦争と平和 現代・創作児童文学 渋谷 清視 編

ひとりぼっちの海はきらいだ 現代・創作児童文学 後藤 竜二 著

きみはサヨナラ族か 現代・創作児童文学 森 忠明 著

赤ちゃんのはなし 福音館のかがくのほん マリー・ホール・エッツ ぶん・え

緑色の休み時間 広太のイギリス旅行 わくわくライブラリー 三輪 裕子 作

ふぶきだ走れ 現代の創作児童文学 加藤 多一 作

アンネのばら咲くとき 現代の創作児童文学 和田 登 作

飛べゴンザ、あの空を 現代の創作児童文学 八束 澄子 作

シートン荒野をゆく 現代・創作児童文学 戸川 幸夫 著

高きホタル座へ 現代・創作児童文学 香川 茂 著

土の童子 現代・創作児童文学 那須田 稔 作

巨人の国へ 現代の創作児童文学 吉橋 通夫 作

はだかの山脈 現代の創作児童文学 木暮 正夫 作

アンドロメダ特急 現代の創作児童文学 舟崎 克彦 作

北風にたつ少年 現代の創作児童文学 椎名 竜治 作

消えろ、いくさの火 宥日さま物語 現代の創作児童文学 大木 一夫 作

ゆきと弥助 紙すきのうた 現代の創作児童文学 角田 雅子 作

およし十七よめざかり 現代の創作児童文学 坂井 ひろこ 作

富士山にのぼる 福音館のかがくのほん 岡部 一彦 絵

わからんちんのココ 日本傑作絵本シリーズ はた たかし 文

先生のおとおりだい！ 名作ランド 中野 みち子 作

先生のおとおりだい！ 名作ランド 中野 みち子 作

小さなスプーンおばさん 新しい世界の童話シリーズアルフ・プリョイセン 著

たたかいの人 田中正造 大石 真 著

おかあさん ３９集 第３９回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集

タンポポ フォトかみしばいかがくのアルバム 七尾 純 構成・文

メダカ そだててみよう④ 吉家 世洋 構成・文

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

チャレンジ小学漢字辞典

みんなでやってみよう自由研究の本 中野 重人 監修

とざんでんしゃとモンシロチョウ あかねおはなし図書館 長崎 源之助 作



チャレンジ小学漢字辞典
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チャレンジ小学漢字辞典
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チャレンジ小学漢字辞典

ゆうびんきょくのしごと 小学生・社会科見学シリーズ１野田 一郎 指導

駅ではたらく 小学生・社会科見学シリーズ２松沢 正二 指導

バスではたらく 小学生・社会科見学シリーズ３松沢 正二 指導

野さいをつくる農家 小学生・社会科見学シリーズ５野田 一郎 指導

牧場のしごと 小学生・社会科見学シリーズ６及川 徳弥 指導

スーパーの一日 小学生・社会科見学シリーズ７野田 一郎 指導

市場ではたらく 小学生・社会科見学シリーズ８長谷田 武 指導

動物園の一日 小学生・社会科見学シリーズ９杉浦 宏 指導

水族館の一日 小学生・社会科見学シリーズ10堤 俊夫 指導

おかあさん こころからだいのちのえほん①北沢 杏子 著

おとうさん こころからだいのちのえほん②北沢 杏子 著

あいしあう動物たち こころからだいのちのえほん③北沢 杏子 著

あかちゃんはどこからきたの こころからだいのちのえほん④北沢 杏子 著

あなたがうまれるまで こころからだいのちのえほん⑦北沢 杏子 著

生きることと　愛すること こころからだいのちのえほん⑧北沢 杏子 著

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典



チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

チャレンジ　小学国語辞典

えほん・おとうさんのしごと５ うおいちばのおとうさん

駅ではたらく 小学生・社会科見学シリーズ２松沢 正二 指導

バスではたらく 小学生・社会科見学シリーズ３松沢 正二 指導

パンをつくる工場 小学生・社会科見学シリーズ４及川 徳弥 指導

牧場のしごと 小学生・社会科見学シリーズ６及川 徳弥 指導

スーパーの一日 小学生・社会科見学シリーズ７野田 一郎 指導

市場ではたらく 小学生・社会科見学シリーズ８長谷田 武 指導

動物園の一日 小学生・社会科見学シリーズ９杉浦 宏 指導

水族館の一日 小学生・社会科見学シリーズ10堤 俊夫 指導

わたしたちの日本１ ふるさとの山や川 浅井 得一 著

わたしたちの日本４ ふるさとの気候 浅井 得一 著

祭りと生活２ 夏をたのしむ祭り 芳賀 日出男 写真・文

祭りと生活３ 秋をよろこぶ祭り 芳賀 日出男 写真・文

祭りと生活５ 世界の祭り 芳賀 日出男 写真・文

夜田打 むかしの「麦作り」 ふるさとを見直す絵本１ 飯田中央農業協同組合広報課 文

おさなぶり むかしの「米作り」 ふるさとを見直す絵本２ 飯田中央農業協同組合広報課 文

おかいこさま むかしの「蚕飼い」 ふるさとを見直す絵本３ 飯田中央農業協同組合広報課 文

虫封じ みんなの健康 ふるさとを見直す絵本４ 飯田中央農業協同組合広報課 文　写真

石の語り部 むらの歴史 ふるさとを見直す絵本５ 飯田中央農業協同組合広報課 文

むらの碑 協同組合の歴史 ふるさとを見直す絵本６ 飯田中央農業協同組合広報課 文

いろり 農家のくらし　１ ふるさとを見直す絵本７ 飯田中央農業協同組合広報課 文

もらい風呂 農家のくらし　２ ふるさとを見直す絵本８ 飯田中央農業協同組合広報課 文

こばし休み むらの仕来たり　１ ふるさとを見直す絵本９ 飯田中央農業協同組合組織広報課 文

むら祭り むらの仕来たり　２ ふるさとを見直す絵本１０飯田中央農業協同組合組織広報課 文

少年少女の体育・スポーツ全集２ 鉄棒・平均台

少年少女の体育・スポーツ全集３ とび箱・マット運動

少年少女の体育・スポーツ全集８ すもう・柔道・剣道

少年少女の体育・スポーツ全集９ 野外活動

少年少女の体育・スポーツ全集１０ 体力を高める

商店会のしごと 小学生・社会科見学シリーズ21次山 信男 指導

宅配便のしごと 小学生・社会科見学シリーズ22野田 一郎 指導

市役所のしごと 小学生・社会科見学シリーズ23野田 一郎 指導

ニュースをつたえる 小学生・社会科見学シリーズ24次山 信男 指導

かまぼこをつくる工場 小学生・社会科見学シリーズ25及川 徳弥 指導

しょうゆをつくる工場 小学生・社会科見学シリーズ26及川 徳弥 指導

鉄をつくる工場 小学生・社会科見学シリーズ27野田 一郎 指導

お茶をつくる農家 小学生・社会科見学シリーズ28次山 信男 指導

織物をつくる 小学生・社会科見学シリーズ29及川 徳弥 指導

人形をつくる 小学生・社会科見学シリーズ30次山 信男 指導

日本の詩２ あなたへ 遠藤 豊吉 編著

日本の詩４ いのち 遠藤 豊吉 編著

日本の詩５ わたし 遠藤 豊吉 編著

日本の詩６ おや・こ 遠藤 豊吉 編著

日本の詩９ しごと 遠藤 豊吉 編著

小学生・詩のくにへ１ とんでいきたい あこがれ・思い出 新川 和江 編

小学生・詩のくにへ２ ぎんいろの空 空想・おとぎ話 新川 和江 編

小学生・詩のくにへ４ つららのクレヨン 秋・冬 新川 和江 編

小学生・詩のくにへ５ みどりのしずく 自然 新川 和江 編

小学生・詩のくにへ８ きりんきりりん 動物Ⅰ 新川 和江 編

小学生・詩のくにへ１０ いるかいないか ことばあそび 新川 和江 編

小学生・詩のくにへ１１ いつかみた雲 わらべうた・童謡・小学唱歌 新川 和江 編

小学生・詩のくにへ１２ 地球をまもろうよ せんそうとへいわ 新川 和江 編

ぼくは農家のファーブルだ トマトを守る小さな虫たち イワサキ・ライブラリー７ 谷本 雄治 著

ばんごはんつくろう！<和食編> 坂本広子のひとりでクッキング③ 坂本 広子 著



さぬきのおもしろ伝説① 水の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説② 島の巻 北條　令子　著

ふるさとの味　香川の食文化

ＪＡ香川県のうちんくの野菜づくり 香川県農業協同組合　編

四国の樹木観察図鑑 葉で引く 松井　宏光　著

さぬきのおもしろ方言集 香川の方言辞典 香川県方言研究同好会　著

いま小学生とよみたい７０の詩 １・２年 水内 喜久雄 編著

いま小学生とよみたい７０の詩 ３・４年 水内 喜久雄 編著

いま小学生とよみたい７０の詩 ５・６年 水内 喜久雄 編著

えほん・おとうさんのしごと６ せいざいこうばのおとうさん

えほん・おとうさんのしごと７ おとうさんはぎんこういん

えほん・おとうさんのしごと８ おとうさんはえきいんさん

えほん・おとうさんのしごと９ けしゴムこうばのおとうさん

えほん・おとうさんのしごと１０ ビニルハウスのいちごづくり

えほん・おとうさんのしごと１１ はつでんきをつくるおとうさん

えほん・おとうさんのしごと１２ にもつをはこぶおとうさん

えほん・おとうさんのしごと１３ ほけんがいしゃのおとうさん

えほん・おとうさんのしごと１４ じどうしゃこうばのおとうさん

えほん・おとうさんのしごと１５ けんせつがいしゃのおとうさん

えほん・おとうさんのしごと１６ パンこうじょうのおとうさん

えほん・おとうさんのしごと１７ イカつりぶねのおとうさん

えほん・おとうさんのしごと１８ やまではたらくおとうさん

えほん・おとうさんのしごと１９ じょうすいじょうのおとうさん

えほん・おとうさんのしごと２０ せいそうこうばのおとうさん

あそんじゃう本 春 季節と場所の遊び集１ こすぎ みちお 編著

あそんじゃう本 夏 季節と場所の遊び集２ こすぎ みちお 編著

あそんじゃう本 秋 季節と場所の遊び集３ こすぎ みちお 編著

あそんじゃう本 冬＜部屋のなか＞ 季節と場所の遊び集４ こすぎ みちお 編著

あそんじゃう本 雨 季節と場所の遊び集６ こすぎ みちお 編著

あそんじゃう本 広場 季節と場所の遊び集７ こすぎ みちお 編著

あそんじゃう本 海 季節と場所の遊び集８ こすぎ みちお 編著

小学生の理科全集１ 植物のいのち

鉄鋼 鉄鋼と産業 図説 日本の産業⑦ 安田 清 著

アルミと合金 軽金属と産業 図説 日本の産業⑧ 根本 茂 著

コンピュータ コンピュータと産業 図説 日本の産業⑨ 古沢 章 著

海洋牧場 漁業の将来 図説 日本の産業⑪ 市村 武美 著

森と木材 林業の将来 図説・日本の産業⑫ 堂脇 昭夫 著

けんちゃんの手紙 生活科のえほん⑩ 手紙の書き方をおぼえよう 田中 力 作

うば車のおばあちゃん あかね創作どうわ１０ 岡野 かおる子 作

たぬきの　てん校生 あかね創作どうわ１１ 鶴見 正夫 作

生物の消えた島 福音館の科学の本 田川 日出夫 文

からだの国の探検 岡野 薫子 〔著〕

白い町ヒロシマ 現代・創作児童文学 木村 靖子 作

野の草花 福音館のかがくのほん 古矢 一穂 ぶん

道ばたの四季 福音館のかがくのほん 高橋 清 え

ならの大仏さま 加古 里子 文・絵

木の本 福音館のかがくのほん 高森 登志夫 え

ミッドナイト・ステーション 真夜中の駅 現代の創作児童文学 八束 澄子 作

ガラスのうさぎ 現代・創作児童文学 高木 敏子 著

おとうさんけらいになってあげる あかね創作どうわ２６ 西本 鶏介 作

地面の下のいきもの みるずかん・かんじるずかん松岡 達英 え

写真と作文でつづる　昭和の子どもたち１ 学校生活の移り変わり

写真と作文でつづる　昭和の子どもたち２ くらしの移り変わり

写真と作文でつづる　昭和の子どもたち３ ふるさとの「まち」や「むら」

写真と作文でつづる　昭和の子どもたち４ 遊びと仲間

目で見る日本の歴史１ テーマ別 古代人の生活をさぐる

目で見る日本の歴史３ テーマ別 武将の城と合戦場

目で見る日本の歴史４ テーマ別 歴史の町なみと街道

目で見る日本の歴史６ テーマ別 庶民のくらしと道具



目で見る日本の歴史７ テーマ別 幕末激動のあとをたどる

目で見る日本の歴史８ テーマ別 近代の生活記録

えほん・おとうさんのしごと１ おとうさんはけいさつかん

えほん・おとうさんのしごと２ おとうさんはしょうぼうかん

えほん・おとうさんのしごと３ こうげんのおちゃづくり

アニーとおばあちゃん 絵本 ミスカ・マイルズ 作

遠足に幽霊がついてきた 学校の怪談⑤ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

植物 学研の図鑑

鳥 学研の図鑑

鳥 学研の図鑑

鳥のくらし 学研の図鑑

ねずみのつきめくり 絵本 レオ・レオニ 絵

赤いろうそくと人魚 紙しばい日本児童文学名作選小川 未明 原作

少年駅伝夫 紙しばい日本児童文学名作選鈴木 三重吉 原作

りゅうの目のなみだ 紙しばい日本児童文学名作選浜田 広介 原作

１４ひきのおつきみ 絵本 いわむら かずお さく

こぶたのもしもし フレーベル館の低学年童話１森山 京 作

こぶたのもしもし フレーベル館の低学年童話１森山 京 作

かもつれっしゃのワムくん のりものえほん 関根 栄一 ぶん

とざんでんしゃとモンシロチョウ あかねおはなし図書館８ 長崎 源之助 作

とざんでんしゃとモンシロチョウ あかねおはなし図書館８ 長崎 源之助 作

きっと明日は 雪子、二十年の闘病記 ポプラ・ノンフィクション４５江崎 雪子 著

きっと明日は 雪子、二十年の闘病記 ポプラ・ノンフィクション４５江崎 雪子 著

よわむしケンとなきむしトン かこさとしこころのほん７絵本加古 里子 絵・文

右むけ、左！ 青葉学園物語 ポプラ社文庫 吉本 直志郎 作

さよならは半分だけ 青葉学園物語 ポプラ社文庫 吉本 直志郎 作

翔ぶんだったら、いま！ 青葉学園物語 ポプラ社文庫 吉本 直志郎 作

空色の空の下で 青葉学園物語 ポプラ社文庫 吉本 直志郎 作

四年二組の転校生 ポプラ社文庫 井上 明子 著

まっちくれ、涙 青葉学園物語 ポプラ社文庫 吉本 直志郎 作

たんぽぽ　れんげそう さがそう　あそぼう あかね幼年カラー図鑑１１七尾 純 構成・文

おもしろクイズ教室 社会３年

おもしろクイズ教室 社会４年

てんぷらぴりぴり 子ども図書館 まど みちお 著

少年少女シートン動物記１ おおかみ王ロボ／カラスの大将“銀の星” シートン 〔著〕

おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし 松田 素子 作

おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし 松田 素子 作

伊勢物語 コミックストーリーわたしたちの古典１２ 柳川 創造 シナリオ

そのとき、ぼくは戦場にいた 勇たちの沖縄戦 坂井 ひろ子 文

ニーナ先生と子どもたち チェルノブイリから 広河　隆一

おかあさんがおかあさんになった日 絵本・こどものひろば 長野 ヒデ子 さく

きつきつぎゅうぎゅう 絵本 ジューリア・ドナルドソン ぶん

むかし、森のなかで 絵本 トーマス・ティードホルム 文

一つの花 ポプラ社文庫 今西 祐行 著

アンナの赤いオーバー 児童図書館・絵本の部屋ハリエット・ジィーフェルト ぶん

調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑５ 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

チャレンジ小学漢字辞典

すっきり　うんち からだのえほん２ 七尾 純 さく

あさがお 小学館こども文庫・科学シリーズ４藤井 清 指導

めぐりあい ガラスのうさぎと私 高木 敏子 著

貝になった子ども 名作版日本の児童文学 松谷 みよ子 作

おこりじぞう 絵本 山口 勇子 原作

チロヌップの子　さくら 絵本 たかはし ひろゆき 文・絵

トビウオのぼうやはびょうきです 絵本 いぬい とみこ 作

小学生の理科全集２ 動物のからだとくらし

小学生の理科全集３ 人のからだのふしぎ

小学生の理科全集４ 水と空気－物質の変化

小学生の理科全集５ 力のはたらき

小学生の理科全集６ 音・熱・光



小学生の理科全集７ 電気－そのはたらき

小学生の理科全集９ 気象の変化

小学生の理科全集１０ 大地のうつりかわり

あそんじゃう本 野原 季節と場所の遊び集９ こすぎ みちお 編著

あめこんこん ちいさいモモちゃんえほん　１ 松谷　みよ子 著

モモちゃんのまほう ちいさいモモちゃんえほん　２ 松谷　みよ子 著

うみとモモちゃん ちいさいモモちゃんえほん ３ 松谷　みよ子 著

おばけとモモちゃん ちいさいモモちゃんえほん　４ 松谷　みよ子 著

モモちゃんのおくりもの ちいさいモモちゃんえほん　５ 松谷　みよ子 著

おいしいもののすきなくまさん ちいさいモモちゃんえほん　６ 松谷　みよ子 著

モモちゃんのおいのり ちいさいモモちゃんえほん　７ 松谷　みよ子 著

ぽんぽのいたいくまさん ちいさいモモちゃんえほん　８ 松谷　みよ子 著

よるですよう ちいさいモモちゃんえほん　９ 松谷　みよ子 著

モモちゃんとこや ちいさいモモちゃんえほん　１０ 松谷　みよ子 著

ルウのおうち ちいさいモモちゃんえほん　１１ 松谷　みよ子 著

ソースなんてこわくない ちいさいモモちゃんえほん　１２ 松谷　みよ子 著

十二支のおはなし えほんのマーチ　１ 内田　麟太郎 著

まあばあさんのゆきのひピクニック えほんのマーチ　２ すとう　あさえ 著

かえるのかさやさん えほんのマーチ　３ 戸田　和代 著

それからのおにがしま えほんのマーチ　４ 川崎　洋 著

しゅくだい えほんのマーチ　５ いもと　ようこ 著

たぬきのおつきみ えほんのマーチ　７ 内田　麟太郎 著

そばやのまねきねこ えほんのマーチ　８ 村田　エミコ 著

のはらのおみせ えほんのマーチ　９ やすい　すえこ 著

ふくはうちおにもうち えほんのマーチ　１０ 内田　麟太郎 著

かいけつゾロリの大きょうりゅう * ポプラ社の新・小さな童話　３５ ポプラ社の新・小さな童話　３５原　ゆたか 著

みんなおそろい ともだちだいすき　１ 山脇　恭 著

おべんとうなあに ともだちだいすき　２ 山脇　恭 著

ぼうしころころ ともだちだいすき　３ 山脇　恭 著

たっちんのドキッ たっちんのえほん　１ きむら　ゆういち 著

たっちんのヤダッ たっちんのえほん　２ きむら　ゆういち 著

おばけがっこう おはなしゲーム絵本 木村　裕一 著

るすばんどきどき おはなしゲーム絵本 木村　裕一 著

みんなみんなみーつけた 木村裕一・しかけ絵本　１木村　裕一 著

たんじょうびのごちそう 木村裕一・しかけ絵本　７木村　裕一 著

がんばれはぶらしハーマン 木村裕一・しかけ絵本　８木村　裕一 著

ばけっこばけっこ 木村裕一・しかけ絵本　１０木村　裕一 著

だれかなだれかな 木村裕一・しかけ絵本　１１木村　裕一 著

げんきにごあいさつ 木村裕一・しかけ絵本　１２木村　裕一 著

がんばれごん 木村裕一・しかけ絵本　１３木村　裕一 著

おにがでた 木村裕一・しかけ絵本　１４木村　裕一 著

おばけかなほんとかな 木村裕一・しかけ絵本　１５木村　裕一 著

おふろぽかぽかいいきもち 木村裕一・しかけ絵本　１６木村　裕一 著

ごめんねごん 木村裕一・しかけ絵本　１７木村　裕一 著

まーくんだいすき 木村裕一・しかけ絵本　１８木村　裕一 画

風になったヤギ 旺文社創作童話 漆原　智良 著

とべとべフワフワ 赤ちゃんペンギンのゆめ わしお　としこ 著

だめだめネコはこまったゾウ 旺文社創作童話 はらだ　ゆうこ 著

おばけファクトリー 旺文社創作童話 みやざき　ひろかず 著

トイレの神さま 旺文社創作童話 黒瀬　澄枝 著

大あたりアイスクリームの国へごしょうたい 旺文社創作童話 立原えりか 著

しっぽを出したお月さま 旺文社創作童話 絵本 西本　鶏介 著

生きるんだポンちゃん 人間と動物・愛のシリーズ 中村　ただし 著

プカプカチョコレー島 プカプカチョコレー島　１ 原　ゆたか 著

プカプカチョコレー島 かいぞくあらわる プカプカチョコレー島　３ 原　ゆたか 著

プカプカチョコレー島 めざせたから島 プカプカチョコレー島　４ 原　ゆたか 著

プカプカチョコレー島 こおりの国のにんじゃ プカプカチョコレー島５ 原　ゆたか 著

ロード・オブ・ザ・リング　映画版 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 原著

ロード・オブ・ザ・リング二つの塔　映画版 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 原著



ロード・オブ・ザ・リング王の帰還　映画版 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 原著

ルドルフとイッパイアッテナ 児童文学創作シリーズ 斉藤　洋 著

ルドルフともだちひとりだち 続ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋 著

ルドルフといくねこくるねこ ルドルフとイッパイアッテナ３ 斉藤　洋 著

アマーリア姫とこうもり城 王立ユウレイ学校のなかまたち　１ 王立ユウレイ学校のなかまたち　１アレクサンドラ・フィッシャー・フーノルト 著

アマーリア姫と海賊船 王立ユウレイ学校のなかまたち　２ アレクサンドラ・フィッシャー・フーノルト 著

アマーリア姫と古城の宝 王立ユウレイ学校のなかまたち　３ アレクサンドラ・フィッシャー・フーノルト 著

アマーリア姫と恐怖ツアー 王立ユウレイ学校のなかまたち　４ アレクサンドラ・フィッシャー・フーノルト 著

アマーリア姫と黄金大作戦 王立ユウレイ学校のなかまたち　５ アレクサンドラ・フィッシャー・フーノルト 著

シンデレラ　２ ディズニーアニメ小説版　４６ 橘高　弓枝 著

ピーター・パン　２ ディズニーアニメ小説版　４７ 橘高　弓枝 著

リロアンドスティッチ ディズニーアニメ小説版　４８ キキ・ソープ 著

トレジャー・プラネット ディズニーアニメ小説版　４９ キキ・ソープ 著

ファインディングニモ ディズニーアニメ小説版　５０ ゲイル・ハーマン 著

おまたせ！オムレツできあがり ごちそう大集合　１ 日本児童文学者協会 編

高木くんのカレー研究 ごちそう大集合　２ 日本児童文学者協会 編

ラーメンだいすき！ ごちそう大集合　３ 日本児童文学者協会 編

誕生日のたこ焼きパーティー ごちそう大集合　４ 日本児童文学者協会 編

今日はびっくりハンバーガー ごちそう大集合　５ 日本児童文学者協会 編

消えたゲームソフト だいすきミステリー　１ 日本児童文学者協会 編

幽霊屋敷のなぞを追え だいすきミステリー　２ 日本児童文学者協会 編

ぼくの推理白書 だいすきミステリー　３ 日本児童文学者協会 編

学級ノートのミステリー だいすきミステリー　４ 日本児童文学者協会 編

魔女から電話です だいすきミステリー　５ 日本児童文学者協会 編

わたしの推理ノート だいすきミステリー　６ 日本児童文学者協会 編

学校の七不思議ミステリー だいすきミステリー　７ 日本児童文学者協会 編

異次元の怪奇レポート だいすきミステリー　８ 日本児童文学者協会 編

もしかして大事件？！ だいすきミステリー　９ 日本児童文学者協会 編

ふしぎなコピー機のなぞ だいすきミステリー　１０ 日本児童文学者協会 編

旅のはじまり 黒ねこサンゴロウ　１ 竹下　文子 著

キララの海へ 黒ねこサンゴロウ　２ 竹下　文子 著

やまねこの島 黒ねこサンゴロウ　３ 竹下　文子 著

黒い海賊船 黒ねこサンゴロウ　４ 竹下　文子 著

霧の灯台 黒ねこサンゴロウ　５ 竹下　文子 著

ケンとミリ 黒ねこサンゴロウ旅のつづき　１ 竹下　文子 著

青いジョーカー 黒ねこサンゴロウ旅のつづき　２ 竹下　文子 著

ほのおをこえて 黒ねこサンゴロウ旅のつづき　３ 竹下　文子 著

金の波銀の風 黒ねこサンゴロウ旅のつづき　４ 竹下　文子 著

最後の手紙 黒ねこサンゴロウ旅のつづき　５ 竹下　文子 著

大あばれ山賊小太郎 那須　正幹 著

大あばれ山賊小太郎気球にのった少年 那須　正幹 著

大あばれ山賊小太郎八雲国の大合戦 那須　正幹 著

ここまで進化した最新ロボット大図鑑　２００４ ＰＨＰ研究所 編

ここまで進化した最新ロボット大図鑑　２００４ ＰＨＰ研究所 編

チベットの聖なる山へ グレートジャーニー人類５万キロの旅　１３ 関野　吉晴 著

絵で見るナイル川ものがたり 時をこえて世界最長の川をくだる アン・ミラード 著

ふしぎびっくり語源博物館　２ ことばの調べ学習に役立つ 衣・食・住のことば 草刈　めぐみ 著

ふしぎびっくり語源博物館　５ ことばの調べ学習に役立つ 動植物・自然のことば 山下　暁美 著

生きものの名前のなぞ 名前のはじまり探検隊３ 国松　俊英 著

たべものの名前のひみつ 名前のはじまり探検隊　７ 国松　俊英 著

道具の名前のなぞ 名前のはじまり探検隊　５ 国松　俊英 著

盲導犬 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

わくわくロボットワールド 学習漫画　集英社版 大谷　卓史 著

Ｑ＆Ａジュニア法律相談　４ これも法律違反？ こどもくらぶ 編

はたらく犬　第１巻 はたらく犬 はたらく犬

はたらく犬　第２巻 はたらく犬 はたらく犬

はたらく犬　第３巻 はたらく犬 はたらく犬

はたらく犬　第４巻 はたらく犬 はたらく犬

お米なんでも大百科　１ お米なんでも大百科 お米なんでも大百科 保岡孝之



お米なんでも大百科　２ お米ができるまで・届くまで 保岡孝之

お米なんでも大百科　３ お米ってどんな植物だろう？ 保岡孝之

お米なんでも大百科　４ 学校でお米をつくろう！ 保岡孝之

お米なんでも大百科　５ お米をおいしく食べよう！ 保岡孝之

お金のひみつ 証券会社の仕事 学研まんがでよくわかるシリーズ８川村 雄介 監修

コンビニのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ９大林 かおる 漫画

デジタルカメラのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ１０田川 滋 漫画

荒野にネコは生きぬいて 文研じゅべにーる Ｇ．Ｄ．グリフィス 著

シートン動物記３ 山の雄ヒツジ、クラッグ、町のスズメ、ランディの冒険／ほか シートン 〔著〕

それぞれのかいだん 評論社の児童図書館・文学の部屋アン・ファイン 作

アガサ・クリスティー探偵名作集２０ マザーグース殺人事件 アガサ・クリスティー 著

マヤイのとけいやさん わたしまじょですマヤイです⑤ 寺村 輝夫 作

チューインガムのひみつ 学研まんがひみつシリーズ６４ながい のりあき 漫画

宅配便のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ田中 久志 漫画

おかあさん ４８集 第４８回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集 わたしのゆめ

きょうからジャスパー 佐々木　久美子　ほか

でこちゃん わたしのえほん つちだ のぶこ さく・え

でこちゃん わたしのえほん つちだ のぶこ さく・え

でこちゃん わたしのえほん つちだ のぶこ さく・え

かさぶたくん かがくのとも やぎゅう げんいちろう さく

かさぶたくん かがくのとも やぎゅう げんいちろう さく

ソリちゃんのチュソク イ オクベ 絵と文

ソリちゃんのチュソク イ オクベ 絵と文

ソリちゃんのチュソク イ オクベ 絵と文

ソリちゃんのチュソク イ オクベ 絵と文

ソリちゃんのチュソク イ オクベ 絵と文

アディオスぼくの友だち 学研の新しい創作 上条 さなえ 作

アディオスぼくの友だち 学研の新しい創作 上条 さなえ 作

アディオスぼくの友だち 学研の新しい創作 上条 さなえ 作

アディオスぼくの友だち 学研の新しい創作 上条 さなえ 作

ぼくらは知床探険隊 絵本の泉11 関屋 敏隆 文・型染版画

ぼくらは知床探険隊 絵本の泉11 関屋 敏隆 文・型染版画

ぼくらは知床探険隊 絵本の泉11 関屋 敏隆 文・型染版画

ぼくらは知床探険隊 絵本の泉11 関屋 敏隆 文・型染版画

ぼくらは知床探険隊 絵本の泉11 関屋 敏隆 文・型染版画

チロと秘密の男の子 あかね・ブックライブラリー4河原 潤子 作

チロと秘密の男の子 あかね・ブックライブラリー4河原 潤子 作

少年たちの夏 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ17横山 充男 作

少年たちの夏 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ17横山 充男 作

少年たちの夏 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ17横山 充男 作

少年たちの夏 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ17横山 充男 作

森のスケーターヤマネ 文研科学の読み物 湊 秋作 著

森のスケーターヤマネ 文研科学の読み物 湊 秋作 著

森のスケーターヤマネ 文研科学の読み物 湊 秋作 著

森のスケーターヤマネ 文研科学の読み物 湊 秋作 著

バムとケロのおかいもの 島田 ゆか 作 絵

北極のムーシカミーシカ アニメ絵本 いぬい とみこ 原作

対馬丸 さようなら沖縄 大城 立裕 原作

でこちゃん わたしのえほん つちだ のぶこ さく・え

バンザイ！なかやまくん 草炎社新こども文庫23 太田 京子 作

バンザイ！なかやまくん 草炎社新こども文庫23 太田 京子 作

バンザイ！なかやまくん 草炎社新こども文庫23 太田 京子 作

バンザイ！なかやまくん 草炎社新こども文庫23 太田 京子 作

バンザイ！なかやまくん 草炎社新こども文庫23 太田 京子 作

フルート吹きレオさんの犬 とっておきの動物ものがたり石川 良子 作

不思議を売る男 ジェラルディン・マコーリアン 作

ヤギになっちゃうぞ 新日本ひまわり文庫Ⅱ･④最上 一平 さく

ヤギになっちゃうぞ 新日本ひまわり文庫Ⅱ･④最上 一平 さく

ヤギになっちゃうぞ 新日本ひまわり文庫Ⅱ･④最上 一平 さく



ヤギになっちゃうぞ 新日本ひまわり文庫Ⅱ･④最上 一平 さく

ねこたち町 おはなしさいた５ わしお としこ 文

ねこたち町 おはなしさいた５ わしお としこ 文

ねこたち町 おはなしさいた５ わしお としこ 文

ねこたち町 おはなしさいた５ わしお としこ 文

虹の谷のスーパーマーケット 池川 恵子 作

虹の谷のスーパーマーケット 池川 恵子 作

虹の谷のスーパーマーケット 池川 恵子 作

虹の谷のスーパーマーケット 池川 恵子 作

ぼくのクジラ 文研ブックランド キャサリン・スコウルズ 作

ぼくのクジラ 文研ブックランド キャサリン・スコウルズ 作

ぼくのクジラ 文研ブックランド キャサリン・スコウルズ 作

ぼくのクジラ 文研ブックランド キャサリン・スコウルズ 作

やどかりのいえさがし 新日本動物植物えほん６武田 正倫 ぶん

たぬきの子 新日本動物植物えほん17増井 光子 ぶん

とかげのしっぽ 新日本動物植物えほん11椋 鳩十 ぶん

カモメがおそう島 巨大石像物語 文研じゅべにーる ロベルト・ピウミーニ 作

カモメがおそう島 巨大石像物語 文研じゅべにーる ロベルト・ピウミーニ 作

カモメがおそう島 巨大石像物語 文研じゅべにーる ロベルト・ピウミーニ 作

教室 ６年１組がこわれた日 Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ 斉藤 栄美 作

ざしきわらし一郎太の修学旅行 あかね・新読み物シリーズ１柏葉 幸子 作

ざしきわらし一郎太の修学旅行 あかね・新読み物シリーズ１柏葉 幸子 作

ざしきわらし一郎太の修学旅行 あかね・新読み物シリーズ１柏葉 幸子 作

富士山大ばくはつ かこさとし大自然のふしぎえほんかこ さとし 作

富士山大ばくはつ かこさとし大自然のふしぎえほんかこ さとし 作

富士山大ばくはつ かこさとし大自然のふしぎえほんかこ さとし 作

ぼくは農家のファーブルだ トマトを守る小さな虫たち イワサキ・ライブラリー７ 谷本 雄治 著

ぼくは農家のファーブルだ トマトを守る小さな虫たち イワサキ・ライブラリー７ 谷本 雄治 著

ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい46 阿部 夏丸 作

ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい46 阿部 夏丸 作

黒ねこのおきゃくさま 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース 作

黒ねこのおきゃくさま 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース 作

黒ねこのおきゃくさま 世界傑作童話シリーズ ルース・エインズワース 作

ウラパン・オコサ かずあそび 絵本・こどものひろば 谷川 晃一 作

ウラパン・オコサ かずあそび 絵本・こどものひろば 谷川 晃一 作

ウラパン・オコサ かずあそび 絵本・こどものひろば 谷川 晃一 作

ウラパン・オコサ かずあそび 絵本・こどものひろば 谷川 晃一 作

ふしぎなともだち 評論社の児童図書館・絵本の部屋サイモン・ジェームズ さく

ふしぎなともだち 評論社の児童図書館・絵本の部屋サイモン・ジェームズ さく

ふしぎなともだち 評論社の児童図書館・絵本の部屋サイモン・ジェームズ さく

ふしぎなともだち 評論社の児童図書館・絵本の部屋サイモン・ジェームズ さく

ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい46 阿部 夏丸 作

小鳥の先生、ただいま診療中！ おはなしノンフィクション３横田 順弥 作

ぱくぱくもぐもぐじょうぶなは しってるかなからだのふしぎ 藤本 四郎 作

カッパの三平 アニメ版 水木 しげる 原作

火の雨がふる 長編アニメーション映画「火の雨がふる」より 有原誠治　今泉俊昭

のらネコの子守歌 教育画劇の創作童話 松居 スーザン 作

ピッピの空 スピカの創作童話 清水 友子 作

スイミー ちいさなかしこいさかなのはなし 絵本 レオ・レオニ 〔作〕

日本の歴史１９ 戦後日本のあゆみ　　昭和時代Ⅱ 集英社版・学習漫画

日本の歴史６ 院政と武士の登場　　平安時代Ⅱ 集英社版・学習漫画

日本の歴史７ 鎌倉幕府の成立　　鎌倉時代 集英社版・学習漫画

カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文

カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文

アンソニー はまなす写真館の物語 あかね・ブックライブラリー５茂市 久美子 作

けんかのきもち からだとこころのえほん２ 柴田 愛子 文

けんかのきもち からだとこころのえほん２ 柴田 愛子 文

けんかのきもち からだとこころのえほん２ 柴田 愛子 文

けんかのきもち からだとこころのえほん２ 柴田 愛子 文



よみがえれ白いライオン 評論社の児童図書館・文学の部屋マイケル・モーパーゴ 作

むしたちのうんどうかい 絵本・こどものひろば 得田 之久 文

あやとりひめ 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

あやとりひめ 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

あやとりひめ 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

あやとりひめ 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

クロクサアリのひみつ 行列するのはなぜ？ ふしぎ発見シリーズ７ 山口 進 写真・文

クロクサアリのひみつ 行列するのはなぜ？ ふしぎ発見シリーズ７ 山口 進 写真・文

クロクサアリのひみつ 行列するのはなぜ？ ふしぎ発見シリーズ７ 山口 進 写真・文

クロクサアリのひみつ 行列するのはなぜ？ ふしぎ発見シリーズ７ 山口 進 写真・文

ザリガニ同盟 学研の新・創作シリーズ 今村 葦子 作

だんまりレナーテと愛犬ルーファス 文研じゅべにーる リブ・フローデ 作

だんまりレナーテと愛犬ルーファス 文研じゅべにーる リブ・フローデ 作

ヨースケくん 小学生はいかに生きるべきか Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ５ 那須 正幹 作

ボールのまじゅつしウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋アンソニー・ブラウン さく

ボールのまじゅつしウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋アンソニー・ブラウン さく

ボールのまじゅつしウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋アンソニー・ブラウン さく

ボールのまじゅつしウィリー 評論社の児童図書館・絵本の部屋アンソニー・ブラウン さく

キツネのまいもん屋 新日本ひまわり文庫６ 富安 陽子 さく

キツネのまいもん屋 新日本ひまわり文庫６ 富安 陽子 さく

キツネのまいもん屋 新日本ひまわり文庫６ 富安 陽子 さく

キツネのまいもん屋 新日本ひまわり文庫６ 富安 陽子 さく

キツネのまいもん屋 新日本ひまわり文庫６ 富安 陽子 さく

コカリナの海 小さな木の笛の物語 鈴木 ゆき江 作

コカリナの海 小さな木の笛の物語 鈴木 ゆき江 作

コカリナの海 小さな木の笛の物語 鈴木 ゆき江 作

コカリナの海 小さな木の笛の物語 鈴木 ゆき江 作

犬はなぜ足をあげてオシッコをするのか ぼくの勉強は“なぜ”からはじまった ポプラ社いきいきノンフィクション17林 良博 著

教科書にでてくる生きものウォッチング７ 木を見つめよう－季節でかわるサクラの一年－ 七尾 純 構成・文

わたしたちの野外活動４ 新体験学習 楽しい野鳥観察

ぼくへそまでまんが あたらしい創作童話53 矢玉 四郎 作・絵

はれときどきぶた あたらしい創作童話13 矢玉 四郎 作・絵

教室を飛び出そう４ チャレンジ漫画 川と森の探検

魚・貝の生態図鑑 大自然のふしぎ

ますだくんの１ねんせい日記 えほんとなかよし４３ 武田 美穂 作・絵

ますだくんとまいごのみほちゃん えほんとなかよし５３ 武田 美穂 作・絵

車いすからこんにちは あかねノンフィクション９ 嶋田 泰子 著

車いすからこんにちは あかねノンフィクション９ 嶋田 泰子 著

からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち山本 直英 さく

シンタのあめりか物語 新日本おはなしの本だなⅡ－4八束 澄子 作

シンタのあめりか物語 新日本おはなしの本だなⅡ－4八束 澄子 作

しらんぷり 絵本 梅田 俊作 作・絵

しらんぷり 絵本 梅田 俊作 作・絵

しらんぷり 絵本 梅田 俊作 作・絵

しらんぷり 絵本 梅田 俊作 作・絵

しらんぷり 絵本 梅田 俊作 作・絵

車いすからこんにちは あかねノンフィクション９ 嶋田 泰子 著

車いすからこんにちは あかねノンフィクション９ 嶋田 泰子 著

車いすからこんにちは あかねノンフィクション９ 嶋田 泰子 著

なぞなぞライオン おはなしパレード７ 佐々木 マキ 作

なぞなぞライオン おはなしパレード７ 佐々木 マキ 作

なぞなぞライオン おはなしパレード７ 佐々木 マキ 作

ミナクローと公平じいさん 草炎社新ともだち文庫６ 最上 二郎 作

ミナクローと公平じいさん 草炎社新ともだち文庫６ 最上 二郎 作

ミナクローと公平じいさん 草炎社新ともだち文庫６ 最上 二郎 作

ミナクローと公平じいさん 草炎社新ともだち文庫６ 最上 二郎 作

オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかがく 山本 かずとし ぶん

オタマジャクシの尾はどこへきえた 子どもたのしいかがく 山本 かずとし ぶん

ぼくの一輪車は雲の上 文研じゅべにーる 山口 理 作



ぼくの一輪車は雲の上 文研じゅべにーる 山口 理 作

ぼくの一輪車は雲の上 文研じゅべにーる 山口 理 作

シンタのあめりか物語 新日本おはなしの本だなⅡ－4八束 澄子 作

シンタのあめりか物語 新日本おはなしの本だなⅡ－4八束 澄子 作

お日さま　はだかんぼ くまの子ウーフの絵本５ 神沢 利子 作

からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち山本 直英 さく

からだっていいな 絵本・ちいさななかまたち山本 直英 さく

コロ助の科学質問箱 学研まんがひみつシリーズ４

宇宙のひみつ 学研まんがひみつシリーズ

星と星座のひみつ 学研まんがひみつシリーズ

からだのひみつ 学研まんがひみつシリーズ

英語のひみつ 学研まんがひみつシリーズ

古代遺跡のひみつ 学研まんがひみつシリーズ

２１世紀こども人物館

それいけズッコケ三人組 こども文学館３ 那須 正幹 作

ぼくらはズッコケ探偵団 こども文学館８ 那須 正幹 作

ゆずちゃん えほんとなかよし34 肥田 美代子 作

ゆずちゃん えほんとなかよし34 肥田 美代子 作

ゆずちゃん えほんとなかよし34 肥田 美代子 作

ゆずちゃん えほんとなかよし34 肥田 美代子 作

お米は生きている 自然と人間 富山 和子 著

お米は生きている 自然と人間 富山 和子 著

お米は生きている 自然と人間 富山 和子 著

帰ってきたナチ 紀州犬愛の物語 学研の新・創作シリーズ 水上 美佐雄 作

帰ってきたナチ 紀州犬愛の物語 学研の新・創作シリーズ 水上 美佐雄 作

さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ④今関 信子 作

さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ④今関 信子 作

さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ④今関 信子 作

さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ④今関 信子 作

さよならの日のねずみ花火 “緑の風”読み物シリーズ④今関 信子 作

お米は生きている 自然と人間 富山 和子 著

ゆずちゃん えほんとなかよし34 肥田 美代子 作

かんすけさんとふしぎな自転車 子どもの本 松野 正子 作

かんすけさんとふしぎな自転車 子どもの本 松野 正子 作

かんすけさんとふしぎな自転車 子どもの本 松野 正子 作

かんすけさんとふしぎな自転車 子どもの本 松野 正子 作

かんすけさんとふしぎな自転車 子どもの本 松野 正子 作

でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋２おの りえん 作

でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋２おの りえん 作

でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋２おの りえん 作

でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋２おの りえん 作

でんでら竜がでてきたよ おはなしランドくじらの部屋２おの りえん 作

いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ⑥

いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ⑥

いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ⑥

いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ⑥

いもむしのうんち ふしぎ発見シリーズ⑥

ふうちゃんのハーモニカ ひくまの出版創作童話 西野 綾子 作

ふうちゃんのハーモニカ ひくまの出版創作童話 西野 綾子 作

ふうちゃんのハーモニカ ひくまの出版創作童話 西野 綾子 作

ふうちゃんのハーモニカ ひくまの出版創作童話 西野 綾子 作

帰ってきたナチ 紀州犬愛の物語 学研の新・創作シリーズ 水上 美佐雄 作

ブレーメンのおんがくたい 偕成社世界のどうわ４ グリム兄弟 原文

ボランティアわたしたちにできること３ やさしい心をとどけよう 災害にあった人に

ズッコケ時間漂流記 こども文学館28 那須 正幹 作

とびだせズッコケ事件記者 こども文学館34 那須 正幹 作

ズッコケ財宝調査隊 こども文学館43 那須 正幹 作

花のズッコケ児童会長 こども文学館55 那須 正幹 作

ズッコケ宇宙大旅行 こども文学館58 那須 正幹 作



ズッコケ結婚相談所 こども文学館75 那須 正幹 作

謎のズッコケ海賊島 こども文学館78 那須 正幹 作

ズッコケ文化祭事件 新・こども文学館２ 那須 正幹 作

驚異のズッコケ大時震 新・こども文学館６ 那須 正幹 作

ズッコケ三人組の推理教室 新・こども文学館10 那須 正幹 作

大当たりズッコケ占い百科 新・こども文学館15 那須 正幹 作

ズッコケＴＶ本番中 新・こども文学館20 那須 正幹 作

夢のズッコケ修学旅行 新・こども文学館26 那須 正幹 作

参上！ズッコケ忍者軍団 新・こども文学館37 那須 正幹 作

ズッコケ三人組と学校の怪談 新・こども文学館39 那須 正幹 作

ズッコケ愛の動物記 新・こども文学館42 那須 正幹 作

二十四の瞳 講談社青い鳥文庫 壷井 栄 著

コンチキ号漂流記 偕成社文庫 3010 トール・ハイエルダール 著

ふたりはともだち アーノルド・ローベル 作

折り鶴の子どもたち 原爆症とたたかった佐々木禎子と級友たち ＰＨＰこころのノンフィクション那須 正幹 作

岩宿遺跡のなぞ 関東編Ⅰ 日本発掘物語全集３ たかし よいち 著

あかちゃんが生まれました 子ども図書館 長崎 源之助 作

川べにそよ風 ケネス・グレアム 作

沖縄少年漂流記 現代・創作児童文学 谷 真介 著

ちきゅうのなかみ どうわコレクション 長崎 夏海 作

ちきゅうのなかみ どうわコレクション 長崎 夏海 作

ちきゅうのなかみ どうわコレクション 長崎 夏海 作

ちきゅうのなかみ どうわコレクション 長崎 夏海 作

あきかんカンカラカンコン 学研の新・創作シリーズ 渋谷 愛子 作

あきかんカンカラカンコン 学研の新・創作シリーズ 渋谷 愛子 作

あきかんカンカラカンコン 学研の新・創作シリーズ 渋谷 愛子 作

ブータンの朝日に夢をのせて ヒマラヤの王国で真の国際協力をとげた西岡京治の物語 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ木暮 正夫 作

だんまりこおろぎ 音のでる絵本 エリック＝カール さく

ブータンの朝日に夢をのせて ヒマラヤの王国で真の国際協力をとげた西岡京治の物語 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ木暮 正夫 作

まんが日本史事典３ 学研まんが事典シリーズ クニ トシロウ 〔ほか〕漫画

夕ごはんまでの五分間 本の森１ プロハースコヴァー 作

ゆみ子とつばめのおはか 偕成社の創作どうわ傑作選今西 祐行 さく

こまったさんのサンドイッチ おはなしりょうりきょうしつ７寺村 輝夫 作

ちきゅうのなかみ どうわコレクション 長崎 夏海 作

天使のいる教室 シリーズじーんドキドキ 宮川 ひろ 作

天使のいる教室 シリーズじーんドキドキ 宮川 ひろ 作

天使のいる教室 シリーズじーんドキドキ 宮川 ひろ 作

天使のいる教室 シリーズじーんドキドキ 宮川 ひろ 作

天使のいる教室 シリーズじーんドキドキ 宮川 ひろ 作

あいたかったよ、カネチン 童話だいすき８ 林 洋子 作

あいたかったよ、カネチン 童話だいすき８ 林 洋子 作

あいたかったよ、カネチン 童話だいすき８ 林 洋子 作

こまったさんのサラダ おはなしりょうりきょうしつ５寺村 輝夫 作

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業２ 米をつくる 庄内平野の米づくり 飯島 博 著

ねむの木ゆうびん 教育画劇の創作童話 阿部 正子 作

カメのかいかたそだてかた かいかたそだてかたずかん８小宮 輝之 文

ヨースケくん 小学生はいかに生きるべきか Ｆｏｒ　ｂｏｙｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ５ 那須 正幹 作

３年Ａ組おばけ教室 水木しげるのおばけ学校６ 水木 しげる 著

カッパの三平　水泳大会 水木しげるのおばけ学校７ 水木 しげる 著

やさしいからだのえほん５ ちはどうしてながれてるの？ せべ まさゆき 絵

帰ってきたナチ 紀州犬愛の物語 学研の新・創作シリーズ 水上 美佐雄 作

さくらがさいた！ 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

みちくさ一年生 どうわがいっぱい③ あまん きみこ 作

大草原の小さな家 大草原の小さな家シリーズ２ 講談社青い鳥文庫 ローラ＝インガルス＝ワイルダー 〔作〕

くまのコールテンくん フリーマンの絵本 ドン＝フリーマン さく

風の又三郎 宮沢賢治童話集 偕成社文庫 3014 宮沢 賢治 著

リンカン アメリカを変えた大統領 ラッセル・フリードマン 著

悲劇の少女アンネ 「アンネの日記」の筆者・感動の生涯 シュナーベル 著

おじいちゃんの休暇 イヴォン・モーフレ 作



真夜中の森で 新・文学の扉18 Ｒ・カーヴェン 作

もうひとりのぼくも、ぼく スピカの創作文学７ 岡田 淳 著

風にのってきたメアリー・ポピンズ 岩波少年文庫 2030 Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作

長くつ下のピッピ 岩波少年文庫　1047 リンドグレーン 作

あしながおじさん 世界の少女名作９ Ｊ・ウェブスター 作

みどりのゆび 岩波少年文庫 1019 モーリス・ドリュオン 作

自由のたびびと南方熊楠 こどもの心をもちつづけた学問の巨人 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション三田村 信行 作

ビーチカのこだま 文研ブックランド ユーリィ・ナギービン 作

お父さんのバックドロップ 学研の新・創作シリーズ 中島 らも 作

センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン

アザラシのカール北海へ帰る くもんの環境保護シリーズ１ブルクハルト・バルトス 作

星のひとみ Ｚ・トペリウス　作

きつねとぶどう 大人になっても忘れたくない名作絵本坪田 譲治 作

ともだちは海のにおい きみとぼくの本 工藤 直子 作

大むかしの動物 学研の図鑑

鳥 学研の図鑑

ふしぎなたいこ にほんむかしばなし 岩波の子どもの本 石井 桃子 ぶん

生きるんだポンちゃん 人間と動物　愛のシリーズ中村 ただし 文・写真

生きるんだポンちゃん 人間と動物　愛のシリーズ中村 ただし 文・写真

あのこにあえた あかね幼年どうわ もりやま みやこ 作

やかましむらのこどもの日 幼年翻訳どうわ リンドグレーン 作

さよなら　おじいちゃん……ぼくは　そっと　いった Ｅ．ドネリー 著

さよなら　おじいちゃん……ぼくは　そっと　いった Ｅ．ドネリー 著

いればをしたロバの話 フォア文庫 今西 祐行 作

いればをしたロバの話 フォア文庫 今西 祐行 作

墓どろぼうの話 てのり文庫 たかし よいち 著

大仏建立物語 てのり文庫 神戸 淳吉 文

ふところにいだく生命の水・富士の自然 子ども科学図書館 近田 文弘 著

ふところにいだく生命の水・富士の自然 子ども科学図書館 近田 文弘 著

ふところにいだく生命の水・富士の自然 子ども科学図書館 近田 文弘 著

少年少女日本文学館３

マーシャとくま ロシア民話 世界傑作絵本シリーズ Ｅ・ラチョフ え

マーシャとくま ロシア民話 世界傑作絵本シリーズ Ｅ・ラチョフ え

魔女の宅急便 角野 栄子 作

魔女の宅急便 角野 栄子 作

おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし 松田 素子 作

おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし 松田 素子 作

キツネ山の夏休み ジョイ・ストリート 富安 陽子 著

おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作

おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作

おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作

おじいちゃんは荷車にのって グードルン・パウゼバンク 作

サッコがいく 童心社・新創作シリーズ 泉 啓子 作

サッコがいく 童心社・新創作シリーズ 泉 啓子 作

やぶかのはなし かがくのとも 栗原 毅 ぶん

やぶかのはなし かがくのとも 栗原 毅 ぶん

やぶかのはなし かがくのとも 栗原 毅 ぶん

ゆめをにるなべ スピカの創作童話 茂市 久美子 作

ゆめをにるなべ スピカの創作童話 茂市 久美子 作

ゆめをにるなべ スピカの創作童話 茂市 久美子 作

ゆめをにるなべ スピカの創作童話 茂市 久美子 作

オーレ！ぼくらのジェーリーグ 草炎社こども文庫47 菊地 ただし 作

オーレ！ぼくらのジェーリーグ 草炎社こども文庫47 菊地 ただし 作

オーレ！ぼくらのジェーリーグ 草炎社こども文庫47 菊地 ただし 作

おばあちゃんがいるといいのにな えほんとなかよし 松田 素子 作

塾の帰りはおばけ屋敷 学校の怪談⑦ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編

雪の女王 愛蔵版 アンデルセンの童話３ Ｈ・Ｃ・アンデルセン 作

にんタマ三人ぐみのくんれん山大けっとう！ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド49 尼子 騒兵衛 作・絵

宇宙のアルバム みるずかん・かんじるずかん森本 雅樹 さく



ファーブルこんちゅう記２ 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〕

ファーブルこんちゅう記４ こども版 カマキリとクモのふしぎ アンリ・ファーブル 〔著〕

アニーとおばあちゃん 絵本 ミスカ・マイルズ 作

アニーとおばあちゃん 絵本 ミスカ・マイルズ 作

アニーとおばあちゃん 絵本 ミスカ・マイルズ 作

星のまつり 童心社のジョイブックス 最上 一平 文

星のまつり 童心社のジョイブックス 最上 一平 文

星のまつり 童心社のジョイブックス 最上 一平 文

大どろぼうくまさん スピカみんなのえほん２０ふりや かよこ 作 絵

あばれ天竜を恵みの流れに 治山治水に生涯をささげた金原明善 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション赤座 憲久 作

少年の海 文研じゅべにーる 横山 充男 作

少年の海 文研じゅべにーる 横山 充男 作

少年の海 文研じゅべにーる 横山 充男 作

あばれ天竜を恵みの流れに 治山治水に生涯をささげた金原明善 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション赤座 憲久 作

ホームズと四つの怪事件 推理・探偵傑作シリーズ１１ コナン・ドイル 作

見えない殺人犯 推理・探偵傑作シリーズ１２ ウィリアム・アイリッシュ 作

九月の口伝 シリーズ平和の風１ 後藤 竜二 作

ぬちどぅたから 木の上でくらした二年間 シリーズ平和の風２ 真鍋 和子 作

少年倶楽部のなぞ シリーズ平和の風３ 吉橋 通夫 作

どんどんのびる草 新日本動物植物えほん10村山 幸三郎 ぶん

どんどんのびる草 新日本動物植物えほん10村山 幸三郎 ぶん

どんどんのびる草 新日本動物植物えほん10村山 幸三郎 ぶん

どんどんのびる草 新日本動物植物えほん10村山 幸三郎 ぶん

どんどんのびる草 新日本動物植物えほん10村山 幸三郎 ぶん

どんどんのびる草 新日本動物植物えほん10村山 幸三郎 ぶん

はたらきもののあひるどん 児童図書館・絵本の部屋マーティン・ワッデル さく

はたらきもののあひるどん 児童図書館・絵本の部屋マーティン・ワッデル さく

はたらきもののあひるどん 児童図書館・絵本の部屋マーティン・ワッデル さく

はたらきもののあひるどん 児童図書館・絵本の部屋マーティン・ワッデル さく

はたらきもののあひるどん 児童図書館・絵本の部屋マーティン・ワッデル さく

大どろぼうくまさん スピカみんなのえほん２０ふりや かよこ 作 絵

名探偵シャーロック・ホームズ２２ ホームズ最後のあいさつ コナン・ドイル 作

みぢかないきものみつけようそだてよう８ 生活科 カブトムシをみつけたよ

歴史見学にやくだつ遺跡と人物３ 飛鳥・奈良・平安時代の遺跡と人物

らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド31 尼子 騒兵衛 作・絵

とれるか１００点はしれ！にんタマ三人ぐみ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド32 尼子 騒兵衛 作・絵

にんタマ三人ぐみのあやうし！あさごはんとうばん らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド45 尼子 騒兵衛 作・絵

はじめての草花あそび３ 秋の草花あそび

わかったさんのドーナツ わかったさんのおかしシリーズ３寺村 輝夫 作

わかったさんのアップルパイ わかったさんのおかしシリーズ４寺村 輝夫 作

わかったさんのホットケーキ わかったさんのおかしシリーズ５寺村 輝夫 作

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

トトイ アニメ版 ジャンニ・パドアン 原作

椋鳩十動物童話集 第８巻 金色の足あと 椋 鳩十 著

椋鳩十動物童話集 第４巻 栗野岳の主 椋 鳩十 著

私のアンネ＝フランク 偕成社の創作文学 松谷 みよ子 著

星と星座の伝説 夏 瀬川 昌男 著

調べ学習にやくだつ くらしの歴史図鑑２ 衣服の歴史 美しい日本の服装の原点をさぐる

ひとりぼっちのロビンフッド きみとぼくの本 飯田 栄彦 作

コロッケ天使 学研の新・創作シリーズ 上条 さなえ 作

コロッケ天使 学研の新・創作シリーズ 上条 さなえ 作

しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん

動物園出前しまーす 子どもドキュメント 川内 松男 文・写真

ボク、ただいまレンタル中 新・こども文学館31 長崎 源之助 作

ボク、ただいまレンタル中 新・こども文学館31 長崎 源之助 作



ボク、ただいまレンタル中 新・こども文学館31 長崎 源之助 作

にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズＭ．ピクマル 作

にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズＭ．ピクマル 作

にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズＭ．ピクマル 作

地球の環境問題シリーズ５ ゴミが地球をうめつくす

アサガオ フォトかみしばいかがくのアルバム七尾 純 構成・文

にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズＭ．ピクマル 作

にじ色のガラスびん あかね世界の文学シリーズＭ．ピクマル 作

森は呼んでいる 新創作児童文学 及川 和男 作

森は呼んでいる 新創作児童文学 及川 和男 作

森は呼んでいる 新創作児童文学 及川 和男 作

森は呼んでいる 新創作児童文学 及川 和男 作

森は呼んでいる 新創作児童文学 及川 和男 作

動物園出前しまーす 子どもドキュメント 川内 松男 文・写真

おみせやさん 絵本・ちいさななかまたちかどの えいこ ぶん

うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋ポール・ジェラティ さく

うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋ポール・ジェラティ さく

うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋ポール・ジェラティ さく

うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋ポール・ジェラティ さく

子うしのハナベエ日記 ひくまの出版創作童話 金田 喜兵衛 作

子うしのハナベエ日記 ひくまの出版創作童話 金田 喜兵衛 作

子うしのハナベエ日記 ひくまの出版創作童話 金田 喜兵衛 作

しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん

しまふくろう かがくのとも傑作集 山本 純郎 ぶん

マガーク少年探偵団１ こちらマガーク探偵団 Ｅ・Ｗ・ヒルディック 著

まんが世界のノンフィクション２ 大自然にいどんだ冒険

ゆりさんの花物語 ＰＨＰ創作シリーズ 大野 允子 作

ぎんいろのねこ 小学館こども文庫・おはなしプレゼントあまん きみこ 作

ハチのおかあさん 写真動物記 小川 宏 著

やさしいたんぽぽ こみねのえほん２ 安房 直子 文

かいじゅうたちのいるところ 絵本 モーリス・センダック さく

花と実のなぞ いたずらはかせのかがくの本板倉 聖宣 著

おばあさんのひこうき 創作幼年童話選４ 佐藤 さとる 作

さよなら　おじいちゃん……ぼくは　そっと　いった Ｅ．ドネリー 著

黒つちがもえた 子ども科学図書館 大竹 三郎 文

ヨーンじいちゃん ペーター＝ヘルトリング 作

かたすみの満月 花岡大学作品集 花岡 大学 著

かたすみの満月 花岡大学作品集 花岡 大学 著

夢にむかって飛べ 宇宙飛行士エリソン＝オニヅカ物語 毛利 恒之 文

夢にむかって飛べ 宇宙飛行士エリソン＝オニヅカ物語 毛利 恒之 文

２１世紀こども人物館

２１世紀こども地図館 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ

２１世紀こども地図館 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ

２１世紀こども地図館 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ

あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほんⅡ－⑦高家 博成 ぶん

夕やけ色のトンネルで 童話の城２２ 北原 宗積 作

あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほんⅡ－⑦高家 博成 ぶん

あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほんⅡ－⑦高家 博成 ぶん

あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほんⅡ－⑦高家 博成 ぶん

峠をこえたふたりの夏 あかね創作文学シリーズ三輪 裕子 著

北の森にヒグマを追って ヒグマ研究にかけた情熱 子ども科学図書館 青井 俊樹 文

北の森にヒグマを追って ヒグマ研究にかけた情熱 子ども科学図書館 青井 俊樹 文

ＰＨＰ理科なぜだろうシリーズ２ 体験学習やってみよう見てみよう！ 動物・昆虫・魚のくらし 家のまわりにいる生きもののなぜ　犬の鼻　金魚のねむり　チョウのはね･･･ ＰＨＰ研究所 編

よだかの星 宮沢 賢治 作

理科の工作 ５・６年生 たのしい理科工作④ 松原 巌樹 著

香川のむかし話 香川県小学校教育研究会国語部会 編

おかあさん ３８集 第３８回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集 スキー学習

ねこいるといいなあ こみねのえほん さの ようこ さく・え

おかあさん ３７集 第３７回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集 招待状



うちゅうから来た小犬 愛の会創作童話集 児童憲章愛の会編集部 編

こちらズッコケ探偵事務所 ポプラ社文庫 那須 正幹 作

トコちゃんの金のおさかな 今西祐行　絵ぶんこ５ 今西 祐行 作

おかあちゃん　がんばる フレーベル館の幼年創作童話２９山本 なおこ 作

なんだかへんです　おるすばん フレーベル館の幼年創作童話１４角野 栄子 作

山のいのち えほんはともだち１０ 立松 和平 作

香川のむかし話 香川県小学校教育研究会国語部会 編

西遊記３ 孫悟空、金角銀角と術くらべの巻 〔呉 承恩 原作〕

おもしろクイズ教室 理科３年

いぬ　ねこ みぢかな動物 あかね幼年カラー図鑑⑦ 七尾 純 構成・文

氷のゆげ こうしたらどうなる？どうしたらこうなる？折井 英治 作

車のいろは空のいろ ポプラ社の創作童話３ あまん きみこ 〔著〕

消えたスクールバス 世界のよみもの ダグマール・ガーリン 作

雨あがりのウエディング わくわくライブラリー 矢部 美智代 作

わすれるもんか！ 文研ブックランド 佐藤 州男 作

どんこうれっしゃがとまります のりものえほん 鶴見 正夫 ぶん

白い町ヒロシマ 現代・創作児童文学 木村 靖子 作

赤いヤッケの駅長さん 赤い鳥文庫 はま みつを 作

ブルートレインほくとせい のりものえほん 関根 栄一 ぶん

２１世紀こども人物館

道は生きている 自然と人間 講談社青い鳥文庫 富山 和子 著

２１世紀こども人物館

りかのこうさく １ねん たのしい理科工作① 松原 巌樹 著

理科の工作 ３・４年生 たのしい理科工作③ 松原 巌樹 著

啄木のうた 若い人の絵本 城　侑 編

翼あるうた 日本女流詩集 新川 和江 編

赤い蝋燭と人魚 若い人の絵本 小川 未明 作

雪の童話集 宮沢　賢治　作

野ばら 小川未明童話集 若い人の絵本 小川 未明 〔著〕

愛の童話集 若い人の絵本 宮沢　賢治　作

清少納言 少年少女伝記読みもの 山本 藤枝 著

花の童話集 若い人の絵本 宮沢 賢治 作

星の童話集 宮沢　賢治　作

松谷みよ子全集１ 貝になった子どもほか 松谷 みよ子 著

松谷みよ子全集２ 黒い蝶・うさぎのてぶくろほか 松谷 みよ子 著

松谷みよ子全集３ かきのはっぱのてがみほか 松谷 みよ子 著

松谷みよ子全集４ 黒ねこ四代・火星のりんごほか 松谷 みよ子 著

松谷みよ子全集６ 茂吉のねこ・おおかみのまゆげほか 松谷 みよ子 著

松谷みよ子全集７ ちいさいモモちゃん 松谷 みよ子 著

松谷みよ子全集８ まえがみ太郎 松谷 みよ子 著

松谷みよ子全集９ ヤッホーさそりくん・クーとジャムほか 松谷 みよ子 著

松谷みよ子全集１０ ちょうちょホテル・まねっこぞうさんほか 松谷 みよ子 著

松谷みよ子全集１１ コッペパンはきつねいろ・むささびのコロほか 松谷 みよ子 著

松谷みよ子全集１２ おじさんの話－鯨小学校ほか 松谷 みよ子 著

松谷みよ子全集１３ モモちゃんとプー 松谷 みよ子 著

松谷みよ子全集１４ ふたりのイーダ 松谷 みよ子 著

松谷みよ子全集１５ 松谷 みよ子 著

絵のない絵本 アンデルセン 〔作〕

こぶたがずんずん 絵本 渡辺 一枝 ぶん

こぶたがずんずん 絵本 渡辺 一枝 ぶん

わたしのヒロシマ 森本 順子 作・絵

ブーちゃんの秋 新日本にじの文学１２ 最上 一平 作

あめのひのトランペット くまのがっきやさん 絵本 安房 直子 作

ことりとねこのものがたり 絵本 なかえ よしを 作

おしゃれなおたまじゃくし わたしのえほん１１ 塩田 守男 え

かえるちゃんのおねしょ わたしのえほん１２ わたなべ ゆういち さく・え

おかあさん ３６集 第３６回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集 大空高く、天までとどけ

てんぐで町は大さわぎ 愛の会創作童話集 児童憲章愛の会編集部 編

椋鳩十えぶんこ８ 大造じいさんとガン 椋 鳩十 作



椋鳩十えぶんこ１２ アルプスのキジ 椋 鳩十 作

花いっぱいになあれ 大日本ようねん文庫 松谷 みよ子 さく

びりっかすの神さま 新・子どもの文学 岡田 淳 作・絵

潜水海賊キャプテン・グック 創作児童文学館 斉藤 洋 作

学校ウサギをつかまえろ 創作こどもクラブ 岡田 淳 さく・え

２１世紀こども人物館

２１世紀こども人物館

おかあさん ４３集 第４３回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集 本との出会い

ふしぎなけっこんしき 愛の会創作童話集 岩崎 京子 編集委員

まっ黒なおべんとう 新日本にじの文学１８ 児玉 辰春 作

エーミールと探偵たち ケストナー少年文学全集１ケストナー 作

史跡と人物でつづる 新訂 香川県の歴史 香川県郷土史研究会 編著

２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ

２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ

おかあさん ４７集 第４７回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集 楽しいプール

とってもいい日 愛の会創作童話集 岩崎 京子 編集委員

アンソニー はまなす写真館の物語 あかね・ブックライブラリー５茂市 久美子 作

おんぼろクッペ空をとぶ 愛の会創作童話集 児童憲章愛の会編集部 編

やさしいポルトガル 子どものための小百科 ペドロ・カナヴァーロ 編集

おかあさん ４６集 第４６回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集 ぼくとフラミンゴ

いのちは見えるよ いのちのえほん11 及川 和男 作

いのちは見えるよ いのちのえほん11 及川 和男 作

いのちは見えるよ いのちのえほん11 及川 和男 作

いのちは見えるよ いのちのえほん11 及川 和男 作

おばあちゃんすごい！ ピーマン村のおともだち　絵本中川 ひろたか 文

おばあちゃんすごい！ ピーマン村のおともだち　絵本中川 ひろたか 文

おばあちゃんすごい！ ピーマン村のおともだち　絵本中川 ひろたか 文

おばあちゃんすごい！ ピーマン村のおともだち　絵本中川 ひろたか 文

ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作

ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作

ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作

ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子 作

そして、カエルはとぶ！ 広瀬 寿子 作

そして、カエルはとぶ！ 広瀬 寿子 作

そして、カエルはとぶ！ 広瀬 寿子 作

そして、カエルはとぶ！ 広瀬 寿子 作

ダンゴムシ やあ！出会えたね① 今森 光彦 文・写真

ダンゴムシ やあ！出会えたね① 今森 光彦 文・写真

ダンゴムシ やあ！出会えたね① 今森 光彦 文・写真

ダンゴムシ やあ！出会えたね① 今森 光彦 文・写真

ダンゴムシ やあ！出会えたね① 今森 光彦 文・写真

トウモロコシが実るころ 文研ブックランド ドロシー・ローズ 作

トウモロコシが実るころ 文研ブックランド ドロシー・ローズ 作

トウモロコシが実るころ 文研ブックランド ドロシー・ローズ 作

トウモロコシが実るころ 文研ブックランド ドロシー・ローズ 作

ハンナのかばん アウシュビッツからのメッセージ カレン・レビン 著

ハンナのかばん アウシュビッツからのメッセージ カレン・レビン 著

ハンナのかばん アウシュビッツからのメッセージ カレン・レビン 著

ハンナのかばん アウシュビッツからのメッセージ カレン・レビン 著

おじいちゃんの桜の木 おはなしプレゼント アンジェラ・ナネッティ 作

おじいちゃんの桜の木 おはなしプレゼント アンジェラ・ナネッティ 作

おじいちゃんの桜の木 おはなしプレゼント アンジェラ・ナネッティ 作

おじいちゃんの桜の木 おはなしプレゼント アンジェラ・ナネッティ 作

ワニぼうのこいのぼり 絵本 内田 麟太郎 文

ワニぼうのこいのぼり 絵本 内田 麟太郎 文

ワニぼうのこいのぼり 絵本 内田 麟太郎 文

盲導犬グレフ誕生物語 パトリシア・カーチス 文

ドラえもんの車いすの本 バリアフリーブック 共用品推進機構 編

車いすでアジア 山之内　俊夫　著



命をくれたキス 「車椅子の花嫁」愛と自立の１６年 鈴木　ひとみ　著

エディー・リーのおくりもの バージニア・フレミング 作

ばっちゃん 助けられた繁殖犬たち 井上 夕香 文

こめぶき・あわぶき 日本の民話えほん 川村 たかし 文

ゆきおんな 日本の民話えほん 川村 たかし 文

うみぼうず 日本の民話えほん 岩崎 京子 文

やまのねこやしき 日本の民話えほん さねとう あきら 文

おにのここづな 日本の民話えほん さねとう あきら 文

ばけものでら 日本の民話えほん 岩崎 京子 文

てんぐのはうちわ 日本の民話えほん 香山 美子 文

しっぺいたろう 日本の民話えほん 香山 美子 文

たびびとうま 日本の民話えほん 小沢 正 文

かみそりぎつね 日本の民話えほん 小沢 正 文

よーいどん！ 赤塚不二夫のさわる絵本赤塚 不二夫 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著



もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん１ １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん２ なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん３ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん４ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

エジソンものがたり 世界一の発明王 せかいの伝記ぶんこ1 三越 左千夫 ぶん

ナイチンゲールものがたり 看護婦の母 せかいの伝記ぶんこ2 岡 信子 ぶん

野口英世ものがたり 病気から人びとを守った医者 せかいの伝記ぶんこ3 森 いたる ぶん

ヘレン・ケラーものがたり ひかりの天使 せかいの伝記ぶんこ4 若林 利代 ぶん

リンカーンものがたり 平等と平和を勝ちとった大統領 せかいの伝記ぶんこ5 西岡 光秋 ぶん

坂本竜馬ものがたり 明治維新のえいゆう せかいの伝記ぶんこ6 西岡 光秋 ぶん

キュリー夫人ものがたり ２度のノーベル賞 せかいの伝記ぶんこ7 桂木 寛子 ぶん

武田信玄ものがたり 戦国のえいゆう せかいの伝記ぶんこ8 桜井 信夫 ぶん

ベートーベンものがたり 偉大な音楽家 せかいの伝記ぶんこ9 大蔵 宏之 ぶん

徳川家康ものがたり 平和をきずいた政治家 せかいの伝記ぶんこ10 大蔵 宏之 ぶん

ハリー・ポッターと炎のゴブレット 上 Ｊ．Ｋ．ローリング 作

イワナの銀平海へゆく 絵本 村田 千晴 ぶん

イワナの銀平山へかえる 絵本 村田 千晴 ぶん

すきなものだけたべないで！ ママといっしょによむえほん 子どもの健康を考える絵本３ 安藤 節子 構成・文

どうしてあかちゃんはできるの？ リッレール・ムッレール さく

るすばん 日本傑作絵本シリーズ さとう わきこ さく

鉄道・自動車 学研の図鑑15

飛行機・ロケット・船 学研の図鑑16

ふところにいだく生命の水・富士の自然 子ども科学図書館 近田 文弘 著

世界各地のくらし１５ ロシアのくらし

宇宙ロケット 学研の図鑑51

貝 学研の図鑑52

世界各地のくらし２０ ブラジルのくらし

飛行機・ロケット・船 学研の図鑑16



少年少女の体育・スポーツ全集４ 陸上運動・競技

少年少女の体育・スポーツ全集７ 水泳

立原えりか 詩のアルバム２－成長 つばさよ 立原 えりか 編

立原えりか 詩のアルバム３－家庭・家族 くるみ色の灯り 立原 えりか 編

立原えりか 詩のアルバム４－自然 木のあいさつ 立原 えりか 編

立原えりか 詩のアルバム６－原爆Ⅱ いのり 立原 えりか 編

立原えりか 詩のアルバム７－動物 もぐらの春 立原 えりか 編

立原えりか 詩のアルバム９－戦争Ⅰ はてしないつぶやき 立原 えりか 編

しもばしら 新・創作えぶんこ 椋 鳩十 作

ドリトル先生のサーカス ドリトル先生物語全集４ ロフティング 〔著〕

ドリトル先生の動物園 ドリトル先生物語全集５ ロフティング 〔著〕

ドリトル先生と月からの使い ドリトル先生物語全集７ ロフティング 〔著〕

ドリトル先生月へゆく ドリトル先生物語全集８ ロフティング 〔著〕

ドリトル先生と秘密の湖 ドリトル先生物語全集１０ ロフティング 〔著〕

ドリトル先生と緑のカナリア ドリトル先生物語全集１１ ロフティング 〔著〕

こころのうた 詩集 八木 重吉 〔ほか〕詩

たけくらべ 樋口　一葉　文

わたしの花物語 壺井　栄　文

鈴の鳴る道 花の詩画集 星野 富弘 著

鶴になったおじさん わたしのノンフィクション⑪高橋 良治 文

パメラ・パティー・ポッスのあたらしいいえ いしいむつみ・作　こみねゆら・絵

近代土木の夜明け 日本人技術者の努力と自立 土木の絵本 おがた ひでき 文・編集

とってもいい日 愛の会創作童話集 岩崎 京子 編集委員

ドリトル先生アフリカゆき ドリトル先生物語全集 ロフティング 〔著〕

バナナの話 バナナの全てがわかる「バナナ百科」 堀事務所 編集

学習図説小学校社会科全集１ 地図と地球のはなし

学習図説小学校社会科全集２ わたしたちの国土

学習図説小学校社会科全集４ 日本の水産業

学習図説小学校社会科全集５ くらしと政治

学習図説小学校社会科全集６ 憲法と政治のしくみ

学習図説小学校社会科全集７ 世界の国ぐにと日本

学習図説小学校社会科全集８ これからの世界

学習図説小学校社会科全集９ くらしと通信

さぬきのおもしろ方言集 香川の方言辞典 香川県方言研究同好会　著

さぬきのおもしろ国語集 香川の国語辞典 香川県方言研究同好会　編著

新編小学校学校劇全集 初級１ 日本演劇教育連盟 編

新編小学校学校劇全集 中級１ 日本演劇教育連盟 編

新編小学校学校劇全集 上級１ 日本演劇教育連盟 編

ないた赤おに 旺文社ジュニア図書舘 はまだ ひろすけ さく

椋鳩十えぶんこ１ なきむしたろう 椋 鳩十 作

椋鳩十えぶんこ３ 片耳の大シカ 椋 鳩十 作

放送・通信 学研の図鑑

すぐ役立つ工作あそび 西村 裕介 作・イラスト

紙でつくる 楽しい手づくりあそび 竹内 博 〔作〕

大阪府の民話 星月夜の織姫ほか 県別ふるさとの民話３３ 日本児童文学者協会 編

青森県の民話 ねぶた祭りのおこりほか 県別ふるさとの民話３９ 日本児童文学者協会 編

宮城県の民話 松島の紅蓮尼ほか 県別ふるさとの民話４０ 日本児童文学者協会 編

富山県の民話 早百合のぶらり火ほか 県別ふるさとの民話３１ 日本児童文学者協会 編

茨城県の民話 イバラの城ほか 県別ふるさとの民話３６ 日本児童文学者協会 編

山梨県の民話 笛吹権三郎と笛吹川ほか 県別ふるさとの民話３７ 日本児童文学者協会 編

福井県の民話 豆神さまほか 県別ふるさとの民話４１ 日本児童文学者協会 編

滋賀県の民話 比叡山の七ふしぎほか 県別ふるさとの民話４２ 日本児童文学者協会 編

椋鳩十えぶんこ５ ゾウのたび 椋 鳩十 作

平和の本 ピースブック バーナード・ベンソン 作

あめんぼがとんだ 新日本動物植物えほん 高家 博成 ぶん

地球と子どもたちへの環境（グリーン）パスポート 今すぐできる３０の方法で地球を救おう

理科の自由研究 学研の図鑑

夏休みなんでもブック 小学１・２年 自然観察と工作 子供の科学編集部 編

夏休みなんでもブック 小学３・４年 自然観察と工作 子供の科学編集部 編



夏休みなんでもブック 小学５・６年 自然観察と工作 子供の科学編集部 編

みんなでやってみよう自由研究の本 中野 重人 監修

みんなでやってみよう遊びの本

みんなでやってみよう遊びの本

小学生の英単語はかせ 楽しく学べる英単語の絵本 学灯社編集部 編

チャレンジ小学漢字辞典

源平八島のたたかい 平家物語 日本の古典童話６ 関 英雄 編著

だれも知らない小さな国 コロボックル物語１ 講談社青い鳥文庫 佐藤 さとる 著

いそがしいよる こどものとも傑作集 さとう わきこ さく・え

わすれられないおくりもの 児童図書館・絵本の部屋スーザン・バーレイ さく　え

たんぽぽ 詩と絵が出合って･･････絵本

新聞をつくろう さ・え・ら図書館 大沢 和子 〔ほか〕著

海をわたり夢をかなえた土木技術者たち 青山士・八田与一・久保田豊 土木の絵本 おがた ひでき 文・編集

おやとい外国人とよばれた人たち 異国にささげた技術と情熱 土木の絵本 かこ さとし 画・構成

ひるごはんシリーズ７ コンニャク

わたしたちの町のおまわりさん 読売新聞社 編

勇気でいこう！ 少年消防クラブ防災コミック 徳田　正明　監修

勇気でいこう！ 少年消防クラブ防災コミック 徳田　正明　監修

勇気でいこう２ 少年消防クラブ防災コミック 徳田　正明　監修

勇気でいこう２ 少年消防クラブ防災コミック 徳田　正明　監修

ちきゅうのなぜなぜ？ しぜんなぜなぜえほん７ チャイルド科学絵本館 せべ まさゆき 絵

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば１ 地球・世界・ことば 世界の国ぐに

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば２ こんにちは・おはよう 世界のあいさつ

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば３ 子ども・友だち・学校 世界の子どもたち

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば４ 家族・家・食事 世界の家族

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば５ まち・店・乗りもの 世界のまちや村

国際理解教育にやくだついろんな国・いろんなことば６ ワンワン・ジャンケンポン 世界のいろんなことば

木の本 福音館のかがくのほん 高森 登志夫 え

水とたたかった戦国の武将たち 武田信玄・豊臣秀吉・加藤清正 土木の絵本 かこ さとし 画・構成

住むこと 住まいのえほん 清家 清 文

知恵蔵 １９９９ 朝日現代用語 花井　正和　編集

１秒の世界 山本　良一　責任編集

森の王国 自然がぼくにくれたもの 竹田津　実 著

家族になったスズメのチュン 森の獣医さんの動物日記① 竹田津　実 著

子ぎつねヘレンがのこしたもの 森の獣医さんの動物日記② 竹田津　実 著

写真記野生動物診療所 森の獣医さんの動物日記 竹田津　実 著

じゅげむ／目黒のさんま おもしろ落語ランド　新版 桂　小南 著

まんじゅうこわい／平林 おもしろ落語ランド　新版 桂　小南 著

花の都／てんしき おもしろ落語ランド　新版 桂　小南 著

こども古典落語１ あっぱれわんぱく編 小島　貞二 著

こども古典落語２ 歴史とんち人物編 小島　貞二 著

こども古典落語３ うらめしやオバケ編 小島　貞二 著

こども古典落語４ トンチンカン長屋編 小島　貞二 著

こども古典落語５ 江戸っ子かわりもの編 小島　貞二 著

ローワンと魔法の地図 リンの谷のローワン１ エミリー・ロッダ 著

ローワンと黄金の谷の謎 リンの谷のローワン２ エミリー・ロッダ 著

ローワンと伝説の水晶 リンの谷のローワン３ エミリー・ロッダ 著

ローワンとゼバックの黒い影 リンの谷のローワン４ エミリー・ロッダ 著

ローワンと白い魔物 リンの谷のローワン５ エミリー・ロッダ 著

ダレン・シャン１０ 精霊の湖 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著

ダレンシャン１１ 闇の帝王 ダレン・シャン

ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング 著

ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング 著

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 Ｊ．Ｋ．ローリング 著

ハリー・ポッターと炎のゴブレット下 Ｊ．Ｋ．ローリング 作

ハリーポッターと不死鳥の騎士団・下 Ｊ．Ｋ．ローリング 著／／松岡　佑子 訳

ハリーポッターと不死鳥の騎士団・下 Ｊ．Ｋ．ローリング 著／／松岡　佑子 訳

にんタマ三人ぐみのこれぞにんじゃの大運動会だ！？ らくだいにんじゃらんたろう こどもおはなしランド　７１ 尼子　騒兵衛 著

ぞくぞく村のゾンビのビショビショ ぞくぞく村のおばけシリーズ１３ 末吉　暁子 著



ぞくぞく村の怪鳥ホヤホヤ ぞくぞく村のおばけシリーズ１４ 末吉　暁子 著

デルトラ・クエスト２　１ デルトラ・クエスト デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著

デルトラ・クエスト２　２ 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

デルトラ・クエスト２　３ 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

でんきおばけしんがた はれぶたぶんこ　９ 矢玉　四郎 著

やかんねこ はれぶたぶんこ　１０ 矢玉　四郎 著

プールで死者がよんでいる 平成うわさの怪談１ 木暮　正夫 編

しのびよる図書室の亡霊 平成うわさの怪談２ 木暮　正夫 編

のろわれた携帯メール 平成うわさの怪談３ 木暮　正夫 編

恐怖の人食い観覧車 平成うわさの怪談４ 木暮　正夫 編

地獄からもどった黒ねこ 平成うわさの怪談５ 木暮　正夫 編

のろいをまねく一輪車 平成うわさの怪談６ 木暮　正夫 編

怪奇スープをめしあがれ 平成うわさの怪談７ 木暮　正夫 編

ゆうれいねずみがささやいた 平成うわさの怪談８ 木暮　正夫 編

マジックショーは死のかおり 平成うわさの怪談９ 木暮　正夫 編

ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン 著

とらねこのしましまパンツ ＰＨＰにこにこえほん 高木　さんご 著

種をまく人 ポール・フライシュマン 著

風にのってきたメアリー・ポピンズ 岩波少年文庫５２ Ｐ．Ｌ．トラヴァース 著

わすれんぼ一年生 どうわがいっぱい４５ あまん　きみこ 著

さよならおじいちゃんぼくはそっといった エルフィー・ドネリー 著

天使のいる教室 シリーズじーんドキドキ 宮川　ひろ 著

天使たちのカレンダー シリーズじーんドキドキ 宮川　ひろ 著

天使たちのたんじょう会 シリーズじーんドキドキ 宮川　ひろ 著

カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ 著

魔女からの手紙 角野　栄子 著

クジラと少年の海 モリ一本でクジラを捕るラマレラ村より 理論社ライブラリー 小島　曠太郎 / 著

どこどこどこ いってきまーす えさがしえほん　１ 長谷川　義史 著

どこどこどこ いってみたーい えさがしえほん　２ 長谷川　義史 著

天使のかいかた おはなしパレード なかがわ　ちひろ 著

ふしぎな木の実の料理法 こそあどの森の物語１ 岡田　淳 著

まよなかの魔女の秘密 こそあどの森の物語２ 岡田　淳 著

森のなかの海賊船 こそあどの森の物語３ 岡田　淳 著

ユメミザクラの木の下で こそあどの森の物語４ 岡田　淳 著

ミュージカルスパイス こそあどの森の物語５ 岡田　淳 著

はじまりの樹の神話 こそあどの森の物語６ 岡田　淳 著

幽霊列車レストラン 怪談レストラン４ 松谷　みよ子 編

うえへまいりまぁす わたしのえほん 長谷川　義史 著

まんぷくでぇす わたしのえほん 長谷川　義史 著

わたしが誘拐された？ ファンタジックミステリー館 井口　民樹 著

地下道の悪魔 ファンタジックミステリー館 新庄　節美 著

走る二宮金次郎のなぞ ひばりが丘小不思議探偵クラブ事件簿 ファンタジックミステリー館 かんざき　たかし 著

ぼくらの心霊スポット ファンタジックミステリー館 あさの　あつこ 著

危険なオーディション ファンタジックミステリー館 矢島　誠 著

マジカル・ミステリー・シャドー ファンタジックミステリー館 芝田　勝茂 著

やまんばあさん海へ行く 富安　陽子 著

にんきもののひけつ にんきものの本１ 森　絵都 著

にんきもののねがい にんきものの本２ 森　絵都 著

にんきものをめざせ にんきものの本３ 森　絵都 著

にんきもののはつこい にんきものの本４ 森　絵都 著

くさばなのかんさつ かんさつとしいく図鑑１

どうぶつのかいかた かんさつとしいく図鑑２

むしのかいかた かんさつとしいく図鑑３

ちいさないきもののかいかた かんさつとしいく図鑑４

うみべのいきものくらしとかいかた かんさつとしいく図鑑５

あさがお・ひまわりのそだてかた かんさつとしいく図鑑６

くわがたかぶとむしのくらしとかいかた かんさつとしいく図鑑７

とんぼ・やごくらしとかいかた かんさつとしいく図鑑８

ハムスターのかいかた かんさつとしいく図鑑９



くさばなのかんさつ かんさつとしいく図鑑１

どうぶつのかいかた かんさつとしいく図鑑２

むしのかいかた かんさつとしいく図鑑３

ちいさないきもののかいかた かんさつとしいく図鑑４

うみべのいきものくらしとかいかた かんさつとしいく図鑑５

あさがお・ひまわりのそだてかた かんさつとしいく図鑑６

くわがたかぶとむしのくらしとかいかた かんさつとしいく図鑑７

とんぼ・やごくらしとかいかた かんさつとしいく図鑑８

ハムスターのかいかた かんさつとしいく図鑑９

まちの施設たんけん１ 市役所 林　義人 著

まちの施設たんけん２ 図書館 林　義人 著

まちの施設たんけん３ 博物館・郷土資料館 林　義人 著

まちの施設たんけん　４ 公民館・児童館・スポーツ公園 林　義人 著

まちの施設たんけん５ 消防署 林　義人 著

まちの施設たんけん６ 警察署 林　義人 著

ごみ処理場・リサイクルセンター まちの施設たんけん７ まちの施設たんけん 林　義人 / 著

まちの施設たんけん８ 水道・下水道 林　義人 著

昔のくらしの道具事典 小林　克

川の総合学習１ 川のはたらき 岡崎　務 著

川の総合学習２ 川と環境 岡崎　務 著

川の総合学習３ 川とくらし 岡崎　務 著

川の総合学習１ 川のはたらき 岡崎　務 著

川の総合学習２ 川と環境 岡崎　務 著

川の総合学習３ 川とくらし 岡崎　務 著

バリアフリーいっしょに生きていくために１ バリアフリーを考えよう 松井　智 著

バリアフリーいっしょに生きていくために２ 住みよい家ってなんだろう 松井　智 著

バリアフリーいっしょに生きていくために３ くらしやすい町ってなんだろう 松井　智 著

バリアフリーいっしょに生きていくために４ たのしい学校ってなんだろう 高嶋　健夫 著

バリアフリーいっしょに生きていくために５ ともにゆたかに生きるために 高嶋　健夫 著

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　幸應 著

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　幸應 著

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 服部幸應 著

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　幸應 著

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　幸應 著

みんなが元気になるはじめての食育６ 家族で食育 服部　幸應 著

水べの生きもの野外観察ずかん１ 海べの魚類・鳥類・植物・むせきつい動物 企画室・トリトン 著

水べの生きもの野外観察ずかん２ 川・池の魚類・両生類・はちゅう類・鳥類 企画室・トリトン 著

水べの生きもの野外観察ずかん３ 川・池の昆虫・植物・むせきつい動物 企画室・トリトン 著

ふしぎ！かんたん！科学マジック１ 磁石と電気のマジック

ふしぎ！かんたん！科学マジック２ 空気と水のマジック

ふしぎ！かんたん！科学マジック３ 光と温度のマジック

ふしぎ！かんたん！科学マジック４ 水よう液と燃焼のマジック

ふしぎ！かんたん！科学マジック５ 力とバランスのマジック

ふしぎ！かんたん！科学マジック６ からだのマジック

国際紛争の本１ いつ・どこで・何がおきたか？ アジアの紛争１

国際紛争の本２ いつ・どこで・何がおきたか？ アジアの紛争２

国際紛争の本３ いつ・どこで・何がおきたか？ 中東／北アフリカの紛争

国際紛争の本４ いつ・どこで・何がおきたか？ 中部・南部アフリカの紛争

国際紛争の本５ いつ・どこで・何がおきたか？ ヨーロッパ／アメリカの紛争

まんが語源なんでも事典 内田　玉男 画

まんが慣用句なんでも事典 北山　竜 画

まんが難読漢字なんでも事典 関口　たか広 画

まんが外来語なんでも事典 江川　清 著

まんが方言なんでも事典 三井　はるみ 著

盲導犬クイールの一生 石黒　謙吾 著

盲導犬アンドリューの一日 松井　進 著

真夜中のパーティー 岩波少年文庫　４２ フィリパ・ピアス 著

黒うさぎ王国とぶキャベツのひみつ 旺文社創作児童文学 柏葉　幸子 著

ありがとうともだち おれたち、ともだち！絵本内田　麟太郎 著



しーっぼうやがおひるねしているの 絵本 ミンフォン・ホ 著

杉原千畝物語 命のビザをありがとう 杉原　幸子 著

友情の二つの花 日米友好のハナミズキをさがしもとめて イワサキ・ライブラリー５ 手島 悠介 著

調べ学習にやくだつ図書館シリーズ６百科事典や図鑑の調べ方 山崎　哲男　著

おとうさんはウルトラマン／おとうさんの休日 みやにし たつや 作・絵

おはなしぽっちり２ なつ もりやま みやこ さく

調べることからはじめよう４自分の目で確かめよう－観察や実験のしかた 総合的な学習に役立つ 山崎 哲男 指導・監修

調べることからはじめよう２図書館やインターネットで調べよう－資料やデータの探し方 総合的な学習に役立つ 山崎 哲男 指導・監修

たのしく書ける読書かんそう文 1･2年生 板橋 清 〔ほか〕編 著

たのしく書ける読書かんそう文 3･4年生 板橋 清 〔ほか〕編 著

たのしく書ける読書かんそう文5･6年生 板橋 清 〔ほか〕編 著

はじめよう総合学習６ 新しい乗り物 電気自動車・リニアモーターカーを調べる

四季の野鳥かんさつ 科学のアルバム 別巻 菅原 光二 写真

ピンポコピンポコポケベル孝介 学研の新・創作シリーズ 山中 恒 作

朝日新聞で読む２０世紀 出版局年鑑事典編集部　編

どうぶつゾロゾロ熟語の話 おもしろ熟語話３ 木暮 正夫 文

シンタのあめりか物語 新日本おはなしの本だなⅡ－4八束 澄子 作

車いすからこんにちは あかねノンフィクション９ 嶋田 泰子 著

ゆうれいせんペサ かいぞくポケット１３ 寺村 輝夫 作

おばけがヒュードロ熟語の話 おもしろ熟語話１ 木暮 正夫 文

ミニトマト みぢかないのち・生活科のほん６

スケートねこ ポプラ社の新しい幼年童話４佐藤 さとる さく

はりがねネコ ポプラ社の新しい幼年童話７三木 卓 さく

うさちゃんのニュース なにかが、なにかが、よんでいる 絵本 ルース・Ｌ・ボーンスタイン さく

ブータンの朝日に夢をのせて ヒマラヤの王国で真の国際協力をとげた西岡京治の物語 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ木暮 正夫 作

ジスランさんとうそつきお兄ちゃん 文研ブックランド ブリジット・スマッジャ 作

『歌で平和を･･･。』 帰ってきたつばめ アグネス・チャン　著

あきかんで作るロボット工作 摺本 好作 著

菊池寛 新潮日本文学アルバム39

あばれ天竜を恵みの流れに 治山治水に生涯をささげた金原明善 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション赤座 憲久 作

少年の海 文研じゅべにーる 横山 充男 作

ぼくは農家のファーブルだ トマトを守る小さな虫たち イワサキ・ライブラリー７ 谷本 雄治 著

チロと秘密の男の子 あかね・ブックライブラリー4河原 潤子 作

おかあさん ４９集 第４９回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集

カブトエビの寒い夏 谷本 雄治 文

トウモロコシが実るころ 文研ブックランド ドロシー・ローズ 作

ハリー・ポッターと炎のゴブレット 上 Ｊ．Ｋ．ローリング 著

ハリーポッターと不死鳥の騎士団 上 Ｊ．Ｋ．ローリング

ハリーポッターと不死鳥の騎士団 上 Ｊ．Ｋ．ローリング

しゅくだい えほんのマーチ５ 宗正 美子 原案

しゅくだい えほんのマーチ５ 宗正 美子 原案

かいけつゾロリのじごくりょこう ポプラ社の新・小さな童話190原 ゆたか さく・え

かいけつゾロリちきゅうさいごの日 ポプラ社の新・小さな童話174原 ゆたか さく・え

くまのプーさん クリストファー・ロビンを探せ！ ディズニーアニメ小説１８ 〔Ａ・Ａ・ミルン 原作〕

江戸時代 人づくり風土記37 ふるさとの知恵 香川 木原　溥幸　監修

江戸時代 人づくり風土記37 ふるさとの知恵 香川 木原　溥幸　監修

学研のこども図鑑 のりもの

あきかんカンカラカンコン 学研の新・創作シリーズ 渋谷 愛子 作

２１世紀こども百科大図解

２１世紀こども百科大図解

新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史１

新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史３

新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史４

新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史５

新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史６

新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史７

新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史８

ごんぎつね おはなし名作絵本１ にいみ なんきち ・ぶん

こぞうさんのおきょう 新美南吉童話選集 新美 南吉 作



鯨小学校 おじさんの話 偕成社の創作 松谷 みよ子 著

おときときつねと栗の花 偕成社の創作 松谷 みよ子 著

宮沢賢治童話全集１０ ポラーノの広場 宮沢 賢治 著

宮沢賢治童話全集１１ 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 著

白いなみ白いなみイルカが行く フレーベルどうわ文庫 椋 鳩十 著

すっとびこぞうとふしぎなくに 新・創作えぶんこ 椋 鳩十 作

森の少女 偕成社の創作 椋 鳩十 著

日本の地理 小学館の学習百科図鑑７矢田 俊文 共編

香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

野鳥の図鑑 にわやこうえんの鳥からうみの鳥まで 陸の鳥② 薮内 正幸 さく

しゅくだい えほんのマーチ５ 宗正 美子 原案

トットちゃんとアフガニスタンの子どもたち 田沼武能写真集 田沼　武能　著

こんにちは　いぬ ゆうたくんちのいばりいぬ９ きたやま ようこ 作

将棋入門 かならず強くなる 小学館基本攻略シリーズ田辺 忠幸 著

ワニぼうのこいのぼり 絵本 内田 麟太郎 文

エルマーと１６ぴきのりゅう 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット さく

ゆうたとさんぽする ゆうたくんちのいばりいぬ２ きたやま ようこ 作

ももこちゃんとあそびましょう 絵本の部屋 パトリック・イー え

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記１ 野口英世 浜野 卓也 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記２ マザー・テレサ やなぎや けいこ 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記３ 豊臣秀吉 吉本 直志郎 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記５ ベートーベン 加藤 純子 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記７ ヘレン・ケラー 砂田 弘 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記８ 一休 木暮 正夫 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記９ キュリー夫人 伊東 信 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記10 エジソン 桜井 信夫 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記11 ナイチンゲール 早野 美智代 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記12 キリスト 谷 真介 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記13 坂本竜馬 横山 充男 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記14 アンネ・フランク 加藤 純子 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記15 福沢諭吉 浜野 卓也 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記16 手塚治虫 国松 俊英 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記17 徳川家康 西本 鶏介 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記18 二宮金次郎 木暮 正夫 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記19 ファーブル 砂田 弘 文

おもしろくてやくにたつ子どもの伝記20 織田信長 吉本 直志郎 文

せかいいちうつくしいぼくの村 えほんはともだち　４０ えほんはともだち　４０ 小林　豊 著

せかいいちうつくしい村へかえる えほんはともだち　５５ 小林　豊 著

２１世紀こども百科地球環境館 和田　武

おかあさん５１集 第51回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集

日本・中国・韓国の昔話集１ 天人女房 ほか５話 日中韓子ども童話交流事業実行委員会　企画

日本・中国・韓国の昔話集２ 一寸法師 ほか５話 日中韓子ども童話交流事業実行委員会　企画

日本・中国・韓国の昔話集３ さるとかえるのもちころがし ほか１０話 日中韓子ども童話交流事業実行委員会　企画

パンダ先生のかわいい仲間たち 三育図書教育シリーズ 中川　志郎　著

調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業２ 米をつくる 庄内平野の米づくり 飯島 博 著

学習漫画 世界の伝記10 リンカーン

学習漫画 日本の伝記 平賀源内 集英社版

学習漫画 世界の伝記 ヘレン・ケラー 三重苦をのりこえた奇跡の人 集英社版

学習漫画 世界の伝記 キュリー夫人 ラジウムを発見した科学者 集英社版

学習漫画 世界の伝記 キリスト 神の愛をといた救世主 集英社版

学習漫画 世界の伝記 クララ・シューマン 愛をつらぬいた女性ピアニスト 集英社版

学習漫画 世界の伝記 クレオパトラ 古代エジプトの最後の女王

学習漫画 世界の伝記 クレオパトラ 古代エジプトの最後の女王



学習漫画 世界の伝記 ジャンヌ・ダルク フランスを救ったオルレアンの乙女 集英社版

学習漫画 世界の伝記 モンゴメリ 『赤毛のアン』を書いた女性作家 集英社版

学習漫画 世界の伝記 ジョイ・アダムソン 自然を愛した「野生のエルザ」の作家 集英社版

学習漫画 世界の伝記 マリー・ローランサン 「パリの美神」とよばれた画家 シュウエイシャバン

まんが日本史年表１ 原始・大和・奈良時代 学研版

学習漫画日本の歴史１３ 近代日本の夜明け 明治時代Ⅰ 集英社版 笠原 一男 責任編集・考証

てぶくろ 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

赤いくつをはいた女の子 野口雨情と私の心の歌物語 いきいき人間ノンフィクション・２鬼塚 りつ子 作

あゆみ１０歳レモン色の交かん日記 こども童話館 沢井 いづみ 作

きつねのでんわボックス 新・ともだちぶんこ 戸田 和代 作

ズッコケ恐怖体験 こども文学館 那須 正幹 作

ズッコケ発明狂時代 新・こども文学館 那須 正幹 作

いやいやえん 童話 福音館創作童話シリーズ中川 李枝子 さく

心があったかくなる話 １年生 「ぼくだけのにゅうがくしき」ほか 日本児童文学者協会 編

プカプカチョコレー島 プカプカチョコレー島・１ 原 ゆたか 著

③ かいけつゾロリの大金もち ポプラ社の新・小さな童話原 ゆたか さく・え

③ かいけつゾロリのテレビゲームききいっぱつ ポプラ社の新・小さな童話167原 ゆたか さく・え

③ かいけつゾロリのきょうふの宝さがし ポプラ社の新・小さな童話171原 ゆたか さく・え

③ かいけつゾロリちきゅうさいごの日 ポプラ社の新・小さな童話174原 ゆたか さく・え

もりのじてんしゃやさん もりはおもしろランド 舟崎 靖子 作

モグラ原っぱのなかまたち 古田 足日 作

ドラえもん　なぞなぞクイズ ドラえもん・ふしぎシリーズ④

ゴリラはごりら くどう なおこ 詩

ふくろうめがね くどう なおこ 詩

とべないホタル 小沢 昭巳 作

とべないホタル２－ホタルたちのふしぎな夜－ 小沢 昭巳 作

ちびっこカムのぼうけん 理論社名作の愛蔵版 わたしのほん神沢 利子 作

おばけのコッチ　ピピピ ポプラ社の小さな童話20 角野 栄子 さく

せんせいマッツァオこわーい話 新・日本のおばけ話・わらい話10 木暮 正夫 文

龍の子太郎 児童文学創作シリーズ 松谷 みよ子 著

シンデレラにはもうなれない ポプラ社文庫 加藤 純子 作

西遊記 講談社青い鳥文庫 呉 承恩 〔著〕

ロビンソン・クルーソー 岩波少年文庫 デフォー 作

エーミールと三人のふたご 岩波少年文庫 エーリヒ・ケストナー 作

十五少年漂流記 ポプラ社文庫 ベルヌ 作

はじめてのおこづかい フォア文庫 生源寺 美子 作

二十四の瞳 講談社青い鳥文庫 壷井 栄 著

名探偵はアイドル志願 ハチャメチャ探偵帳１ ポプラ社文庫 田原 一朗 作

それいけズッコケ三人組 ポプラ社文庫 那須 正幹 作

ズッコケ発明狂時代 ポプラ社文庫 那須 正幹 作

怪盗クイーンはサーカスがお好き 講談社青い鳥文庫 はやみね かおる 作

『ミステリーの館』へ、ようこそ 名探偵夢水清志郎事件ノート 講談社青い鳥文庫 はやみね かおる 作

怪盗クイーンの優雅な休暇（バカンス） 講談社青い鳥文庫 はやみね かおる 作

あやかし修学旅行 鵺のなく夜 名探偵夢水清志郎事件ノート 講談社青い鳥文庫 はやみね かおる 作

パスワードは ひ・み・つ パソコン通信探偵団事件ノート 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作

パスワードのおくりもの パソコン通信探偵団事件ノート２ 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作

パスワードに気をつけて パソコン通信探偵団事件ノート３ 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作

パスワード謎旅行 パソコン通信探偵団事件ノート４ 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作

パスワードとホームズ４世 パソコン通信探偵団事件ノート５ 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作

続・パスワードとホームズ４世 パソコン通信探偵団事件ノート６ 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作

パスワードＶＳ．紅カモメ パソコン通信探偵団事件ノート７ 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作

パスワードで恋をして パソコン通信探偵団事件ノート８ 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作

パスワード龍（ドラゴン）伝説 パソコン通信探偵団事件ノート９ 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作

パスワード魔法都市　龍伝説２ パソコン通信探偵団事件ノート10 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作

パスワード幽霊ツアー  魔法都市外伝 パソコン通信探偵団事件ノート13 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作

パスワード地下鉄ゲーム パソコン通信探偵団事件ノート14 講談社青い鳥文庫 松原 秀行 作

椋鳩十まるごと愛犬物語 フォア文庫 椋 鳩十 作

椋鳩十まるごとシカ物語 フォア文庫 椋 鳩十 作

月の輪グマ ポプラ社文庫 椋 鳩十 著



トム・ソーヤーの冒険 ポプラ社文庫 マーク・トウェン 作

ドリトル先生航海記 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作

ドリトル先生の動物園 岩波少年文庫 ヒュー・ロフティング 作

帰ってきたメアリー・ポピンズ 岩波少年文庫 Ｐ．Ｌ．トラヴァース 作

だれも知らない小さな国 コロボックル物語１ 講談社青い鳥文庫 佐藤 さとる 著

ふしぎいっぱい魚 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ メアリー・リング 文

川釣り 驚くほど釣れる 小学館基本攻略シリーズ上田 歩 著

記号・単位のひみつ 学研まんがひみつシリーズ39

原色学習ワイド図鑑11 天体・気象

学研の図鑑 日本の歴史③近世の人びと〔上〕 学研の図鑑

学研の図鑑 日本地理１ 自然とくらし

学研の図鑑 日本地理２ 資源と産業

学研の図鑑 理科の自由研究

学研の図鑑 地球

石油のひみつ 学研まんがひみつシリーズ59

のねずみチュウチュウおくさんのおはなし ピーターラビットの絵本８ ビアトリクス・ポター さく・え

小さなスプーンおばさん 新しい世界の童話シリーズアルフ・プリョイセン 著

おもしろクイズきょうしつ しゃかい１ねん

１１ぴきのねこ 馬場 のぼる 著

小さい魔女 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

大どろぼうホッツェンプロッツ 新・世界の子どもの本１ オトフリート＝プロイスラー 作

大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわる 世界の子どもの本・22 プロイスラー 作

火のくつと風のサンダル 子どもの文学・青い海シリーズウルズラ・ウェルフェル 作

ぼくはスーパーマン新入生 文研じゅべにーる Ｂ・ブリトゥン 作

はれときどきぶた あたらしい創作童話13 矢玉 四郎 作・絵

あしたぶたの日 ぶたじかん あたらしい創作童話 矢玉 四郎 作・絵

ぼくときどきぶた あたらしい創作童話36 矢玉 四郎 作　絵

ドラえもんのなぞなぞ学校 てんとう虫ブックス ヨシダ 忠 作・構成

これはのみのぴこ 谷川 俊太郎 作

だいじょうぶだいじょうぶ りとる いとう ひろし 作・絵

１４ひきのひっこし いわむら かずお 作

わんぱくだんのたからじま ゆきの ゆみこ 作

とてもとてもあついひ 幼児絵本シリーズ こいで たん ぶん

おじさんのかさ 銀河社の創作絵本 さの ようこ おはなし・え

からす　たろう やしま たろう 文・絵

ナツカのおばけ事件簿６ 夕ぐれの西洋やしき 斉藤 洋 作

おおきなおおきなおいも 鶴巻幼稚園・市村久子の教育実践による 福音館創作童話シリーズ赤羽 末吉 さく・え

かんさつとしいく図鑑７ くわがたかぶとむしのくらしとかいかた 浜野 栄次 写真

なぞなぞハンバーグ ビッキーのなぞなぞ１・２・３ ⑥ すずき えつを 作

おばけのはなし２ 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫 文

おばけのはなし３ 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫 文

ぼくは王さま 理論社名作の愛蔵版 寺村 輝夫 作

かいぞくポケット１ なぞのたから島 寺村 輝夫 作

かいぞくポケット３ のろわれたたまご 寺村 輝夫 作

かいぞくポケット８ 海の女王のわな 寺村 輝夫 作

かいぞくポケット11 はねのあるキリン 寺村 輝夫 作

かいぞくポケット12 かみなりトッケポ 寺村 輝夫 作

かいぞくポケット13 ゆうれいせんペサ 寺村 輝夫 作

かいぞくポケット15 ロボット人間ポン 寺村 輝夫 作

かいぞくポケット16 うちゅう人間ケン 寺村 輝夫 作

かいぞくポケット17 こおったポケット 寺村 輝夫 作

かいぞくポケット18 アイコのじゅもん 寺村 輝夫 作

かいぞくポケット19 サアナごうをうて 寺村 輝夫 作

かいぞくポケット20 ながれ星のひみつ 寺村 輝夫 作

魔女がいっぱい 児童図書館・文学の部屋ロアルド・ダール 作

フランダースの犬 アニメ版 ウィーダ 原作

椋鳩十えぶんこ11 母グマ子グマ 椋 鳩十 作

讃岐ものしり事典 香川県図書館協会  編著

讃岐ものしり事典 香川県図書館協会  編著



ふるさと香川の歴史 香川県史　別編 Ⅲ 香川県　編集・発行

かがわ今昔－香川の歴史と文化－ 香川県歴史博物館 総合案内 香川県歴史博物館　編集

古からのメッセージ さぬき歴史教室第１部・第２部 香川県埋蔵文化財調査センター　編

古からのメッセージ さぬき歴史教室第１部・第２部 香川県埋蔵文化財調査センター　編

菊池寛伝 市民文庫シリーズ⑮ 高松市立図書館　編集

椋鳩十えぶんこ６ 月の輪グマ 椋 鳩十 作

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

島ひきおに 絵本 梶山 俊夫 絵

てんぷらぴりぴり 子ども図書館 まど みちお 著

新教科書に出てくる４２人の人物と日本の歴史２ 聖武天皇 鑑真 行基 藤原道長 紫式部 清少納言

逸話に生きる菊池寛 田中　健五

あばれ天竜を恵みの流れに 治山治水に生涯をささげた金原明善 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション赤座 憲久 作

みんなでやってみよう自由研究の本 中野 重人 監修

歴史アルバム時代をきめた１１４のできごと２ 平安・鎌倉時代

国旗で知ろう！世界の国々 小学社会（３～６年）の学習に役立つ シグマベスト 文英堂編集部 編

１１ぴきのねことあほうどり 馬場 のぼる 著

こどものための世界名作童話１ ねむりの森のおひめさま ペロー　作

こどものための世界名作童話２ はだかの王さま アンデルセン　さく

こどものための世界名作童話３ ぞうのはなはなぜながい キプリング　さく

こどものための世界名作童話４ ふしぎの国のアリス キャロル　さく

こどものための世界名作童話10 くるみわり人形 Ｅ．Ｔ．Ａ．ホフマン　さく

こどものための世界名作童話17 水をふくたま 中国民話

こどものための世界名作童話18 ハンプティ ダンプティの本 イギリス・アメリカのわらべうた

こどものための世界名作童話21 ソリマンのおひめさま チャペック　さく

こどものための世界名作童話22 マッチうりの少女 アンデルセン　さく

こどものための世界名作童話24 うさぎどんきつねどん Ｊ．Ｃ．ハリス　さく

こどものための世界名作童話25 きたかぜとたいよう イソップ童話集 立原　えりか　ぶん

こどものための世界名作童話26 もじゃもじゃペーター Ｈ．ホフマン

こどものための世界名作童話27 しあわせな王子 ワイルド　さく

こどものための世界名作童話28 王さまの耳はろばの耳 ギリシア神話

こどものための世界名作童話29 みつばちマーヤ ボンゼルス　さく

こどものための世界名作童話30 こぶとりじいさん 日本おとぎ話 鶴見　正夫　ぶん

しゅくだい えほんのマーチ５ 宗正 美子 原案

アニメむかしむかし絵本９ おむすびころりん 西本 鶏介 文

アニメむかしむかし絵本10 ねずみのすもう 谷 真介 文

スーホの白い馬 モンゴル民話 日本傑作絵本シリーズ 大塚 勇三 再話

三びきのやぎのがらがらどん 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

おだんごぱん ロシア民話 日本傑作絵本シリーズ 瀬田 貞二 訳

こども世界名作童話５ 十五少年漂流記 ベルヌ 作

こども世界名作童話16 ひみつの花園 バーネット 作

子どものための世界文学の森27 ドラキュラ物語

すてきな三にんぐみ アンゲラーの絵本 トミー＝アンゲラー さく

しろいうさぎとくろいうさぎ 世界傑作絵本シリーズ ガース・ウイリアムズ ぶん え



どろんこハリー 世界傑作絵本シリーズ ジーン・ジオン ぶん

かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック さく

いたずらきかんしゃちゅうちゅう 世界傑作絵本シリーズ バージニア・リー・バートン ぶん え

ティッチ 世界傑作絵本シリーズ パット・ハッチンス さく・え

くまのコールテンくん フリーマンの絵本 ドン＝フリーマン さく

ぼくのへやにうみがある マーガレット・ワイルド ぶん

となりのせきのますだくん えほんとなかよし12 武田 美穂 作・絵

ピカピカ たばた せいいち 〔作〕

ちいさな星の子と山ねこ にしまき かやこ 作・絵

しずかなおはなし 世界傑作絵本シリーズ・ソビエトの絵本サムイル・マルシャーク ぶん

鳥の巣 月刊たくさんのふしぎ２００４年４月号（第２２９号） 鈴木　まもる 文・絵

おじいの海 月刊たくさんのふしぎ２００４年５月号（第２３０号） 濱井　亜矢　写真・文

おじいの海 月刊たくさんのふしぎ２００４年５月号（第２３０号） 濱井　亜矢　写真・文

和菓子のほん 月刊たくさんのふしぎ２００４年６月号（第２３１号） 中山　圭子　文

和菓子のほん 月刊たくさんのふしぎ２００４年６月号（第２３１号） 中山　圭子　文

オルカの夏 月刊たくさんのふしぎ２００４年７月号（第２３２号） 二川　英一　文・絵

種採り物語 月刊たくさんのふしぎ２００４年８月号（第２３３号） さとうち 藍　文

“豪華客船ミステリーツアー”へようこそ！ 月刊たくさんのふしぎ２００４年９月号（第２３４号） 仲田　紀夫　作

“豪華客船ミステリーツアー”へようこそ！ 月刊たくさんのふしぎ２００４年９月号（第２３４号） 仲田　紀夫　作

絵とき 生きものは円柱形 月刊たくさんのふしぎ２００４年１０月号（第２３５号） 本川  達雄　文

絵とき 生きものは円柱形 月刊たくさんのふしぎ２００４年１０月号（第２３５号） 本川  達雄　文

わたしのスカート 月刊たくさんのふしぎ２００４年１１月号（第２３６号） 安井　清子　文・写真

わたしのスカート 月刊たくさんのふしぎ２００４年１１月号（第２３６号） 安井　清子　文・写真

ロバのつくった道 月刊たくさんのふしぎ２００４年１２月号（第２３７号） 清水　たま子　文

ロバのつくった道 月刊たくさんのふしぎ２００４年１２月号（第２３７号） 清水　たま子　文

ものまね名人 ツノゼミ 月刊たくさんのふしぎ２００５年１月号（第２３８号） 森島　啓司　文・写真

ものまね名人 ツノゼミ 月刊たくさんのふしぎ２００５年１月号（第２３８号） 森島　啓司　文・写真

おじいちゃんのＳＬアルバム 月刊たくさんのふしぎ２００５年２月号（第２３９号） 小風　さち　文

わが町の歴史 高松 市原　輝士　著

にじいろのさかなとおおくじら 世界の絵本 マーカス・フィスター 作

２１世紀幼稚園百科 アンデルセン おはなし名作編 アンデルセン 〔原作〕

世界おはなし名作全集１ 赤ずきんちゃん ブレーメンの音楽たい／ヘンゼルとグレーテル グリム童話 寺村　輝夫　文

世界おはなし名作全集２ マッチ売りの少女 はだかの王さま／人魚ひめ アンデルセン童話 末吉　暁子　文

世界おはなし名作全集３ ジャックとまめの木 三びきの子ぶた／三びきのくま 森山　京　文

世界おはなし名作全集４ イソップどうわ ライオンとねずみ／かえると牛 ほか 川崎　洋　文

世界おはなし名作全集５ おやゆびひめ 火うちばこ／みにくいあひるの子 アンデルセン童話 舟崎　克彦　文

世界おはなし名作全集６ 三びきのやぎ にげだしたパンケーキ／まほうのぼうし・はらぺこねこ 北欧の民話

世界おはなし名作全集７ おおかみと七ひきの子やぎ こびとのくつや／しらゆきひめ グリム童話 寺村　輝夫　文

世界おはなし名作全集８ 大きなかぶ マーシャとくま／バーバ・ヤガー ロシア民話 寺村　輝夫　文

世界おはなし名作全集９ ながぐつをはいたねこ ねむりひめ／シンデレラ ペロー童話 奥本　大三郎　文

世界おはなし名作全集10 スホーの馬 アナンシのへびたいじ／ジャッカルとらくだほか２編 アジア・アフリカの民話 さくま　ゆみこ　文

世界おはなし名作全集11 アリババと40人のとうぞく アラジンとふしぎなランプ／空とぶじゅうたん アラビアンナイト 小沢　正　文

まんがまるごと小倉百人一首 学研のまるごとシリーズ 有吉　保　監修

日本の歴史 合戦のなぞ・ひみつ 学研のなぞ・ひみつシリーズ梅澤　庄亮　ほか 文

江戸・将軍のなぞ・ひみつ 学研のなぞ・ひみつシリーズ小野　隆 ほか　文

日本の歴史２ イネと国づくり 弥生時代・古墳時代Ⅰ 集英社版・学習漫画

少年少女日本の歴史７ 鎌倉幕府の成立 鎌倉時代 小学館版学習まんが

学研まんが 仏教を開いた おしゃかさま 伝記シリーズ

学研の写真図鑑 きょうりゅう 椎名 真弓 指導

やさいのずかん 絵本図鑑シリーズ８ 小宮山 洋夫 作

ひがんばな かがくのとも特製版 甲斐 信枝 さく

むしがとぶ かがくのとも 栗林 慧 さく

動物のふしぎな世界５ 鳥の親子 沢近 十九一 構成・文

ぼくのぱん　わたしのぱん かがくのとも傑作集 神沢 利子 ぶん

およぐ かがくのとも傑作集 なかの ひろたか さく

あるなしクイズ小学生 上級編 ともだちにはないしょだよ26花村 大一 作

プチしぜんのえほん傑作シリーズ ゆき 伊東　彊自　監修

プチしぜんのえほん傑作シリーズ うめ 大坪　孝之　監修

りんご プチしぜんのえほん傑作シリーズ 小池　洋男　監修



プチしぜんのえほん傑作シリーズ らっかせい 末松　茂孝　監修

プチしぜんのえほん傑作シリーズ おもち 末松　茂孝　監修

ガブリちゃん なかがわ りえこ さく

金色のクジラ 岸川 悦子 作

ガラスのうさぎ フォア文庫 高木 敏子 作

こぎつねコンチ 子どもとお母さんのおはなし 中川 李枝子 さく

吉四六（キッチョム）さん 寺村輝夫のとんち話 寺村 輝夫 文

いやいやえん 童話 中川 李枝子 さく

こまった神さま大さくせん 創作どうわのひろば１１ 那須 正幹 作

ねこのネコカブリ小学校 ＰＨＰ創作シリーズ 三田村 信行 作

きつねのクリーニングや ともだちぶんこ 三田村 信行 作

おしゃれ教室いいにおい あかね創作どうわ31 宮川 ひろ 作

ぼくときどきぶた あたらしい創作童話36 矢玉 四郎 作　絵

少年少女日本文学館23　現代児童文学傑作選１

少年少女日本文学館24 現代児童文学傑作選

番ねずみのヤカちゃん 世界傑作童話シリーズ リチャード・ウィルバー さく

しろばらとべにばら 世界傑作童話シリーズ ワンダ・ガアグ 再話

秘密の花園 ポプラ社文庫 バーネット 作

まいごのまいごのフーとクー くまの子ウーフの絵本８ 神沢 利子 作

たぬきのえきちょうさん かぼちゃ畑三ちょうめ１ 舟崎 靖子 作

ゆうびんやのくまさん 世界傑作絵本シリーズ フィービ・ウォージントン さく・え

オリバーくん ロバート・クラウス ぶん

チャーリー・ブラウンなぜなんだい？ ともだちがおもい病気になったとき チャールズ・Ｍ・シュルツ 作

ぼくにげちゃうよ マーガレット・Ｗ・ブラウン ぶん

やぎのびりいとふとったなかまたち ミセスこどもの本 ノニー・ホグローギアン 作

あたまのうえにりんごがいくつ？ はじめてひとりでよむ本 セオ・レスィーグ 作

ブレーメンのおんがくたい グリム童話 世界傑作絵本シリーズ グリム 原作

ながぐつをはいたねこ せかいむかしばなし９ 稗田 宰子 文

おおきなかぶ ロシア民話 《こどものとも》傑作集 Ａ．トルストイ 再話

ぐりとぐらのおきゃくさま こどものとも傑作集 中川 李枝子 さく

まほうつかいのでし ワンダーおはなし館１ ゲーテ 原作

ふしぎな もくば ワンダーおはなし館２ 建石　修志　文・絵

しあわせな おやゆびひめ ワンダーおはなし館３ アンデルセン　原作

にげだしたパンがし ワンダーおはなし館４ ラング 原作

みつばちのじょおう ワンダーおはなし館５ グリム　原作

そらとぶ じゅうたん ワンダーおはなし館６ 山本　省三　文

まわれふうしゃ ワンダーおはなし館７ ドーデ 原作

みっつのやくそく ワンダーおはなし館８ セギュール夫人 原作

かるわざし ワンダーおはなし館９ アナトール・フランス 原作

つばめの おんがえし ワンダーおはなし館１０ 季　在順　文

もじゃもじゃくん ワンダーおはなし館１１ ハインリッヒ・ホフマン 原作

マルーシカと１２のつき ワンダーおはなし館１２ 虎頭 恵美子 文

こんこんさまにさしあげそうろう ＰＨＰこころのえほん⑭ 森 はな さく

かばのさかだち　あいうえお 絵本のせかい２０ よしだ ていいち 作

まいごのペンギンだるま 絵本のおくりもの 渡辺 有一 作・絵

シナの五にんきょうだい クレール・Ｈ・ビショップ ぶん

うみべのハリー 世界傑作絵本シリーズ ジーン・ジオン ぶん

ワンプのほし ピートの絵本シリーズ12 ビル・ピート 作絵

こねこのみつけたクリスマス マーガレット・ワイズ・ブラウン 文

パパがくまになるとき あかね新作幼年童話 神沢 利子 著

ゆうくんのくろいくつ どうわはともだち さとう まきこ さく

そらとぶかいぞくせん ＰＨＰゆかいな童話 ヒサ クニヒコ さく・え

ぼくんちおばけ 舟崎 克彦 さく・え

なくなったつうしんぼ 童話の花たば 宮川 ひろ さく

おおかみと七ひきのこやぎ グリム童話 世界傑作絵本シリーズ グリム 〔原作〕

やさしさの木の下で ぼくとびょうきとファミリーハウス 絵本 くすもと みちこ 文

でこちゃん わたしのえほん つちだ のぶこ さく・え

道－きみと出会いに－ ２００３年５月号（第２１８号） 月刊　たくさんのふしぎ 八板　美智夫　文・写真

変形菌な人びと ２００３年６月号（第２１９号） 月刊　たくさんのふしぎ 越智　典子　文



野菜の花が咲いたよ ２００３年７月号（第２２０号） 月刊　たくさんのふしぎ 北條　純之　文・写真

ウミウシ ２００３年８月号（第２２１号） 月刊　たくさんのふしぎ 中野　理枝　文

大根はエライ ２００３年９月号（第２２２号） 月刊　たくさんのふしぎ 久住　昌之　文・絵

地球は今･･･ 第２巻 迫りくる〔温暖化〕 知ってるつもりの地球、本当は？

地球は今･･･ 第３巻 消えゆく〔森林〕 知ってるつもりの地球、本当は？

勇気でいこう！３ 少年消防クラブ防災コミック 徳田　正明　監修

勇気でいこう！３ 少年消防クラブ防災コミック 徳田　正明　監修

こどものための世界名作童話12 ながぐつをはいたねこ ペロー　さく

こひつじクロ あたらしい世界の童話 エリザベス・ショー 作・絵

こひつじクロ あたらしい世界の童話 エリザベス・ショー 作・絵

こひつじクロ あたらしい世界の童話 エリザベス・ショー 作・絵

こひつじクロ あたらしい世界の童話 エリザベス・ショー 作・絵

ねむれないほどこわい話２ 真夜中にあそぶ亡霊 日本児童文学者協会 編

サンタさんきてね 愛の会創作童話集 岩崎 京子 編集委員

きつねのきのじ ポプラ社の新しい幼年童話⑨森山 京 さく

ゴムあたまポンたろう 絵本・こどものひろば 長 新太 作

ゴムあたまポンたろう 絵本・こどものひろば 長 新太 作

ゴムあたまポンたろう 絵本・こどものひろば 長 新太 作

ゴムあたまポンたろう 絵本・こどものひろば 長 新太 作

子どものための世界文学の森12 フランダースの犬

ガリヴァーがやってきた小さな小さな島 ２００３年１０月号（第２３３号） 月刊　たくさんのふしぎ 明坂　 英二　文

好奇心の部屋デロール ２００３年１２月号（第２２５号） 月刊　たくさんのふしぎ 今森　光彦　文・写真

なぞのサルアイアイ ２００４年１月号（第２２６号） 月刊　たくさんのふしぎ 島　泰三　文

なぞのサルアイアイ ２００４年１月号（第２２６号） 月刊　たくさんのふしぎ 島　泰三　文

エンザロ村のかまど ２００４年２月号（第２２７号） 月刊　たくさんのふしぎ さくま　ゆみこ 文

エンザロ村のかまど ２００４年２月号（第２２７号） 月刊　たくさんのふしぎ さくま　ゆみこ 文

ツバメ観察記 ２００４年３月号（第２２８号） 月刊　たくさんのふしぎ 孝森　まさひで　文・写真

ツバメ観察記 ２００４年３月号（第２２８号） 月刊　たくさんのふしぎ 孝森　まさひで　文・写真

しゅくだい えほんのマーチ５ 宗正 美子 原案

しゅくだい えほんのマーチ５ 宗正 美子 原案

きつねのかみさま 絵本 あまん　きみこ　作

きつねのかみさま 絵本 あまん　きみこ　作

きつねのかみさま 絵本 あまん　きみこ　作

きつねのかみさま 絵本 あまん　きみこ　作

きつねのかみさま 絵本 あまん　きみこ　作

きつねのかみさま 絵本 あまん　きみこ　作

このはのおかね、つかえます おはなしわくわくシリーズ 茂市 久美子 作

このはのおかね、つかえます おはなしわくわくシリーズ 茂市 久美子 作

このはのおかね、つかえます おはなしわくわくシリーズ 茂市 久美子 作

このはのおかね、つかえます おはなしわくわくシリーズ 茂市 久美子 作

このはのおかね、つかえます おはなしわくわくシリーズ 茂市 久美子 作

ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須　正幹　文

ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須　正幹　文

ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須　正幹　文

ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須　正幹　文

ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須　正幹　文

ずいとん先生と化けの玉 絵本・だいすきおはなし 那須　正幹　文

よみがえれ、えりもの森 本木 洋子 文

よみがえれ、えりもの森 本木 洋子 文

よみがえれ、えりもの森 本木 洋子 文

よみがえれ、えりもの森 本木 洋子 文

よみがえれ、えりもの森 本木 洋子 文

よみがえれ、えりもの森 本木 洋子 文

ちびねこグルのぼうけん 世界傑作童話シリーズ アン・ピートリ さく

ちびねこグルのぼうけん 世界傑作童話シリーズ アン・ピートリ さく

ちびねこグルのぼうけん 世界傑作童話シリーズ アン・ピートリ さく

ちびねこグルのぼうけん 世界傑作童話シリーズ アン・ピートリ さく

ちびねこグルのぼうけん 世界傑作童話シリーズ アン・ピートリ さく

ナツカのおばけ事件簿３ ゆうれいドレスのなぞ 斉藤 洋 作



ナツカのおばけ事件簿４ 真夜中のあわせかがみ 斉藤 洋 作

ナツカのおばけ事件簿５ わらうピエロ人形 斉藤 洋 作

４年生ドキドキ友情組 学研の新・創作シリーズ みなみ らんぼう 作

調べてみようわたしたちの食べもの２ 小麦 板倉 聖宣 監修

人がねむる 動物がねむる 月刊たくさんのふしぎ２０００年２月号 月刊たくさんのふしぎ 井上　昌次郎　文

おさるはおさる どうわがいっぱい いとう ひろし 作・絵

おいしゃさんなんかこわくない あかね幼年どうわ 渡辺 茂男 作

ちびねこグルのぼうけん 世界傑作童話シリーズ アン・ピートリ さく

救出 日本・トルコ友情のドラマ 人と“こころ”のシリーズ４ 木暮 正夫 文

救出 日本・トルコ友情のドラマ 人と“こころ”のシリーズ４ 木暮 正夫 文

救出 日本・トルコ友情のドラマ 人と“こころ”のシリーズ４ 木暮 正夫 文

おおふじひっこし大作戦 ２００２年５月号（第２０６号） 月刊　たくさんのふしぎ 塚本　こなみ　文

石の中のうずまきアンモナイト ２００２年７月号（第２０８号） 月刊　タクサンノフシギ 三輪　一雄　文・絵

じいちゃんの自然教室 ２００２年８月号（第２０９号） 月刊　タクサンノフシギ さとうち　藍　文

旅をするチョウ ２００２年１０月号（第２１１号） 月刊　たくさんのふしぎ 佐藤　広　文

石のたんじょうび ２００２年１１月号（第２１２号） 月刊　たくさんのふしぎ スティーヴン・ギル　文・写真

アジアの台所たんけん ２００２年１２月号（第２１３号） 月刊　たくさんのふしぎ 大村　次郷　写真・文

できたぜ！かくれ家 ２００１年７月号（第１９６号） 月刊　たくさんのふしぎ プチ　文

走れ、ＬＲＴ－路面電車がまちをかえた－ ２００１年９月号（第１９８号） 月刊　たくさんのふしぎ 西森　聡　写真・文

落ち葉 ２００１年１１月号（第２００号） 月刊　たくさんのふしぎ 平山　和子　文と絵

どうして、お酒飲むの？ ２００２年３月号（第２０４号） 月刊　たくさんのふしぎ 森枝　卓士　文

世界一の展覧会 ２００１年２月号（第１９１号） 月刊　たくさんのふしぎ 高橋　直裕　文

さつまいも ３７９号 月刊　かがくのとも⑩ 小宮山　洋夫　さく

町が海におそわれた 伊勢湾台風物語 神山 征二郎 文

香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

香川の歴史ものがたり 「香川の歴史ものがたり」刊行委員会 編

郷土の発展につくした人びと 香川の先人たち 香川県郷土史研究会 編著

香川県につたわるこどもの遊び 香川県小学校体育連盟　編著

高松の民俗 市民文庫シリーズ⑱ 高松市図書館　編集

四国昔ばなし 山田　竹系　著

四国昔ばなし 山田　竹系　著

民俗芸能で広がる子どもの世界 学校における体験活動の学習素材として取り入れるために 『民俗芸能で広がる子どもの世界』編集委員会　編集

さぬきのおもしろ伝説① 水の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説② 島の巻 北條　令子　著

さぬきのおもしろ伝説③ 山の巻 北條　令子　著

親子で語る高松平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編

親子で語る高松平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編

親子で語る高松平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編

親子で語る高松平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編

高松空襲 子どもたちへのメッセージ 「高松空襲を記録する会」 編著

香川の自然ガイドブック 空と緑の散歩道 香川県環境自然保護課　企画・編集

香川の自然ガイドブック 空と緑の散歩道 香川県環境自然保護課　企画・編集

香川の自然ガイドブック 空と緑の散歩道 香川県環境自然保護課　企画・編集

五色台野外学習ガイドブック 1990 光と風と緑の中で 五色台と私たち（Ⅱ） 香川県自然科学館協議会　編

栗林の植物

香川の野鳥 市民文庫シリーズ11 山本　正幸　著

２１世紀こども地図館 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ

伝えたいふるさとの１００話 地域活性化センター　編集

そだててみよう④ メダカ 吉家 世洋 構成・文

逸話に生きる菊池寛 田中　健五

逸話に生きる菊池寛 田中　健五

逸話に生きる菊池寛 田中　健五

逸話に生きる菊池寛 田中　健五

逸話に生きる菊池寛 田中　健五

逸話に生きる菊池寛 田中　健五

２１世紀こども百科 Ｗｏｒｌｄ　ｗａｔｃｈ

身近な自然ウォッチング 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・土地政策化自然保護室　編集

身近な自然ウォッチング 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・土地政策化自然保護室　編集

かがわの自然 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・土地政策化自然保護室　編集



自然との共生を考える 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・土地政策化自然保護室　編集

自然との共生を考える 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・土地政策化自然保護室　編集

かがわの自然保護マップ 香川の自然ガイドブック 香川県生活環境部環境局環境・土地政策化自然保護室　編集

かがわの自然保護マップ 香川の自然ガイドブック 香川県生活環境部環境局環境・土地政策化自然保護室　編集

江戸時代 人づくり風土記37 香川 木原　溥幸　監修

アザラシに会いたい 月刊たくさんのふしぎ２００５年３月号（第２４０号） 寺沢　孝毅　文・写真

アザラシに会いたい 月刊たくさんのふしぎ２００５年３月号（第２４０号） 寺沢　孝毅　文・写真

かがわの野鳥 第53回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」記念誌 第５３回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」記念誌編集員会　編

かがわの野鳥 第53回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」記念誌 第５３回愛鳥週間「全国野鳥保護のつどい」記念誌編集員会　編

救出 日本・トルコ友情のドラマ 人と“こころ”のシリーズ４ 木暮 正夫 文

すてねこタイガーと家出犬スポット 文研じゅべにーる リブ・フローデ 作

すてねこタイガーと家出犬スポット 文研じゅべにーる リブ・フローデ 作

すてねこタイガーと家出犬スポット 文研じゅべにーる リブ・フローデ 作

すてねこタイガーと家出犬スポット 文研じゅべにーる リブ・フローデ 作

海で見つけたこと 講談社・文学の扉 八束 澄子 作

海で見つけたこと 講談社・文学の扉 八束 澄子 作

海で見つけたこと 講談社・文学の扉 八束 澄子 作

海で見つけたこと 講談社・文学の扉 八束 澄子 作

シュヴァル 夢の宮殿をたてた郵便配達夫 ２００３年２月号（第２１５号） 岡谷　公ニ　文

ぼくの影をさがして 月刊　たくさんのふしぎ 飯沢　耕太郎　文

かがわの自然 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・土地政策化自然保護室　編集

勇気でいこう！ 少年消防クラブ防災コミック 徳田　正明　監修

小学生・詩のくにへ６ ガラスにかいたかお 新川 和江 編

エリちゃんでておいで どうわランド あまん きみこ 作

ことばの森 小学生用 吉田 瑞穂 監修

ことばの森 小学生用 吉田 瑞穂 監修

ことばの森 小学生用 吉田 瑞穂 監修

ことばの森 小学生用 吉田 瑞穂 監修

ちきゅう－あおいわくせい しぜんといのちをかんがえる① マリオ・ゴンボリ 文

からだのしくみ しぜんといのちをかんがえる② マリオ・ゴンボリ 文

うみのなか しぜんといのちをかんがえる③ ラウラ・クレーマ 文・絵

きはいきている しぜんといのちをかんがえる④ マリオ・ゴンボリ 文・絵

であいのずかん２ とり にわにくるとり まつばら いわき ぶん・え

三原色の絵の具箱１ 描いてみよう！もやし・イカ・空 三原色の絵の具箱 松本　キミ子　著

三原色の絵の具箱２ 描いてみよう！サバ・いぬ・木 三原色の絵の具箱 松本　キミ子　著

三原色の絵の具箱３ 描いてみよう！ねぎ・にわとり・風景 三原色の絵の具箱 松本　キミ子　著

かもめちゃんみなとくんのワクワク港ものがたり ワクワク港ものがたり編集委員会 企画・編集

やかまし村の子どもたち リンドグレーン作品集４ リンドグレーン 作

カッレくんの冒険 リンドグレーン作品集９ リンドグレーン 作

やかまし村の春・夏・秋・冬 リンドグレーン作品集５ リンドグレーン 作

名探偵カッレくん リンドグレーン作品集８ リンドグレーン 作

ピッピ船にのる リンドグレーン作品集２ リンドグレーン 作

やかまし村はいつもにぎやか リンドグレーン作品集６ リンドグレーン 作

名探偵カッレとスパイ団 リンドグレーン作品集10 リンドグレーン 作

きゅうりばあちゃんのコンサート かこ　さとし　作

けんちゃん・ゆうちゃんのあっぷっぷぅ！ ふじえだ　つう　作

ホイヤヤのうた かこ　さとし　作

しろいやさしいぞうのはなし かこ　さとし　作

黒いきこりと白いきこり ひろすけ童話紙芝居全集　第１集浜田 広介 作

メッカの花 ひろすけ童話紙芝居全集　第１集浜田 広介 作

犬と少年 ひろすけ童話紙芝居全集　第１集浜田 広介 作

ふしぎな山のおじいさん ひろすけ童話紙芝居全集　第１集浜田 広介 作

こりすのおかあさん ひろすけ童話紙芝居全集　第１集浜田 広介 作

よしのは鳥 ひろすけ童話紙芝居全集　第１集浜田 広介 作

子ざるのかげぼうし ひろすけ童話紙芝居全集　第１集浜田 広介 作

ある島のきつね ひろすけ童話紙芝居全集　第１集浜田 広介 作

こがねのいなたば ひろすけ童話紙芝居全集　第１集浜田 広介 作

小学生のための漢字をおぼえる辞典 川嶋 優 編集

小学生のための漢字をおぼえる辞典 川嶋 優 編集



ごんぎつね 新美南吉の世界展 鳥越　信　ほか　監修

広島・長崎 原子爆弾の記録 子どもたちに世界に！被爆の記録を贈る会　著

おさとうのひみつ かぞくみんなでたのしめる絵雑誌

地球コミュニケーション時代の最新英語雑学事典 ｉｍｉｄａｓ'99別冊付録 信　達郎　監修

水のかたち ２００３年１月号（第２１４号） 月刊　たくさんのふしぎ 増村　征夫　文・写真

こんなときどうする？ 救急の本 槙島　敏治　編

おかあさん５０集 天才おじいちゃん 第３８回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集

１０２（ワン・オー・ツー） ディズニーアニメ小説版38 アリス・ダウンズ 作

ノートルダムの鐘 ディズニーアニメ小説版２ 〔ユーゴー 原作〕

新・香川県社会科学習事典 香川県郷土学習研究会　編著

わたしたちの日本５ ふるさとの農業と牧畜１ 浅井 得一 著

ないた赤おに ひろすけ童話紙芝居全集　第１集浜田 広介 作

ふるさと歴史新聞６ きょう土につくした人びと ふるさとに文化のともしびを

ふるさと歴史新聞７ きょう土につくした人びと ふるさとの自然をまもる

地球をつつむ「愛のポシェット」 ノンフィクション・ワールド 柳瀬 房子 著

屋上のとんがり帽子 ２００２年９月号（第２１０号） 月刊　たくさんのふしぎ 折原　恵　写真と文

あたまをつかった小さなおばあさん 世界傑作童話シリーズ ホープ・ニューウェル 作

みんなの調べ学習３ 川と水を調べる

雪はじゃまものか？ 新・雪国ものがたり ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ鈴木 哲 著

ふね きゃくせん・こうそくせん のりものスーパー百科④ 池田 良穂 文

ふね きゃくせん・こうそくせん のりものスーパー百科④ 池田 良穂 文

じどうしゃ博物館 みるずかん・かんじるずかん真田 勇夫 え

なく虫ずかん みるずかん・かんじるずかん松岡 達英 え

はらだちごんべ おはなし名作絵本18 舟崎 克彦 文

士農工商 仕事と暮らし 江戸 明治２ 農民 太陽コレクション 奈良本　辰也　監修

ハチのおかあさん 写真動物記 小川 宏 著

万葉のうた 大原 富枝 文

うちのなまくらさん 児童図書館・絵本の部屋ポール・ジェラティ さく

おもしろクイズ教室 社会５年

おもしろクイズ教室 社会６年

生きているわたし 体と心③ はらはら どきどき－心臓と血液 学習に役立つビジュアルシリーズ

生きているわたし　体と心⑤ 見る 聞く 感じる－感覚と認識 学習に役立つビジュアルシリーズ

アニーとおばあちゃん 絵本 ミスカ・マイルズ 作

みんなちきゅうのなかまたち 絵本 イングリット・シューベルト 作

ケンちゃん、まって！ ケンとかなはキャラメルな年ごろ 学研の新・創作シリーズ 岸本 進一 作

ザリガニ同盟 学研の新・創作シリーズ 今村 葦子 作

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

ほんとはネ、いじめっ子じゃないよ ふるさとを中国にもつ少年の記録 ポプラ・ノンフィクション 善元 幸夫 著

海の牧場を夢みて 養殖漁業にかけた野網和三郎 ＰＨＰこころのノンフィクション香川 茂 作

緑のドクター 老木の治療に生涯をささげる樹医・山野忠彦 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ藤崎 康夫 作

もりのクリーニングやさん もりはおもしろランド 舟崎 靖子 作

小学学習漢字の正しい書き方 新指導要領準拠

小学学習漢字の正しい書き方 新指導要領準拠

チャレンジ小学国語辞典

もってあるけるポケットずかん① １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん② なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん③ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん④ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん① １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん② なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん③ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん④ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん① １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん② なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん③ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん④ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん① １がっきのずかん ４月～７月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん② なつやすみのずかん ７月～８月 林 克己 著



もってあるけるポケットずかん③ ２がっきのずかん ９月～１２月 林 克己 著

もってあるけるポケットずかん④ ３がっきのずかん １月～３月 林 克己 著

シェーラひめのぼうけん海賊船シンドバッド 村山 早紀 作

シェーラひめのぼうけん海の王冠 村山 早紀 作

けっこんをしたがらないリスのゲルランゲ 世界傑作童話シリーズ ジャンヌ・ロッシュ・マゾン さく

新選国語辞典 金田一 京助 〔ほか〕編

チャレンジ小学国語辞典

チャレンジ小学漢字辞典

人間が地雷をすてる日 ノンフィクション・ワールド 柳瀬 房子 著

委員会活動アイデア集６ 図書委員会

スパイダーウィック家の謎　第５巻 スパイダーウィック家の謎　第５巻 スパイダーウィック家の謎　第５巻ホリー・ブラック 著／／トニー・ディテルリッジ 画／／飯野　眞由美 訳

スパイダーウィック家の謎　第４巻 スパイダーウィック家の謎　第４巻 スパイダーウィック家の謎　第４巻ホリー・ブラック 著／／トニー・ディテルリッジ 画／／飯野　眞由美 訳

スパイダーウィック家の謎　第３巻 スパイダーウィック家の謎　第３巻 スパイダーウィック家の謎　第３巻ホリー・ブラック 著／／トニー・ディテルリッジ 画／／飯野　眞由美 訳

スパイダーウィック家の謎　第２巻 スパイダーウィック家の謎　第２巻 スパイダーウィック家の謎　第２巻ホリー・ブラック 著／／トニー・ディテルリッジ 画／／飯野　眞由美 訳

スパイダーウィック家の謎　第１巻 スパイダーウィック家の謎　第１巻 スパイダーウィック家の謎　第１巻ホリー・ブラック 著／／トニー・ディテルリッジ 画／／飯野　眞由美 訳

サークル・オブ・マジック邪悪の彫像／王様の劇場 サークル・オブ・マジック サークル・オブ・マジック デブラ・ドイル 著／／武者　圭子 訳

ダレン・シャン　１２ ダレン・シャン ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著

アブダラと空飛ぶ絨毯 ハウルの動く城　２ ハウルの動く城２ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著／／西村　醇子 訳

真夜中、くすり屋では… ものがたりのもり ものがたりのもり 垣内　磯子 著

魔法使いはだれだ 大魔法使いクレストマンシー 大魔法使いクレストマンシーダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著／／野口　絵美 訳／／佐竹　美保 画

クリストファーの魔法の旅 大魔法使いクレストマンシー 大魔法使いクレストマンシーダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著／／田中　薫子 訳／／佐竹　美保 画

魔女と暮らせば 大魔法使いクレストマンシー 大魔法使いクレストマンシーダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著／／田中　薫子 訳／／佐竹　美保 画

トニーノの歌う魔法 大魔法使いクレストマンシー 大魔法使いクレストマンシーダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著／／野口　絵美 訳／／佐竹　美保 画

レイチェルと滅びの呪文 クリフ・マクニッシュ 著

レイチェルと魔法の匂い クリフ・マクニッシュ 著

レイチェルと魔導師の誓い クリフ・マクニッシュ 著

ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ　１ ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジＮＨＫ科学番組部 編

ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ　２ ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジＮＨＫ科学番組部 編

ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ　３ ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジＮＨＫ科学番組部 編

ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ　４ ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジＮＨＫ科学番組部 編

クイズで学ぶＮＨＫためしてガッテン健康事典　１ クイズで学ぶＮＨＫためしてガッテン健康事典 クイズで学ぶＮＨＫためしてガッテン健康事典ＮＨＫ科学番組部 編

クイズで学ぶＮＨＫためしてガッテン健康事典　２ クイズで学ぶＮＨＫためしてガッテン健康事典 クイズで学ぶＮＨＫためしてガッテン健康事典ＮＨＫ科学番組部 編

クイズで学ぶＮＨＫためしてガッテン健康事典　３ クイズで学ぶＮＨＫためしてガッテン健康事典 クイズで学ぶＮＨＫためしてガッテン健康事典ＮＨＫ科学番組部 編

クイズで学ぶＮＨＫためしてガッテン健康事典　４ クイズで学ぶＮＨＫためしてガッテン健康事典 クイズで学ぶＮＨＫためしてガッテン健康事典ＮＨＫ科学番組部 編

ピラミッドのひみつ まんが世界ふしぎ物語　１ まんが世界ふしぎ物語　１たかし　よいち 原著

ミイラと墓どろぼう まんが世界ふしぎ物語　２ まんが世界ふしぎ物語　２たかし　よいち 原著

王家の谷にねむる宝 まんが世界ふしぎ物語　３ まんが世界ふしぎ物語　３たかし　よいち 原著

なぞの少年王ツタンカーメン まんが世界ふしぎ物語　４ まんが世界ふしぎ物語４ たかし　よいち 原著

まぼろしの王国トロイア まんが世界ふしぎ物語　５ まんが世界ふしぎ物語　５たかし　よいち 原著

よみがえる黄金の宝 まんが世界ふしぎ物語　６ まんが世界ふしぎ物語　６たかし　よいち 原著

ジャングルにきえたマヤ まんが世界ふしぎ物語　７ まんが世界ふしぎ物語　７たかし　よいち 原著

インカ帝国のひみつ まんが世界ふしぎ物語　８ まんが世界ふしぎ物語　８たかし　よいち 原著

ねむりからさめたミイラ まんが世界ふしぎ物語　９ まんが世界ふしぎ物語　９たかし　よいち 原著

日本にのこるなぞのミイラ まんが世界ふしぎ物語　１０ まんが世界ふしぎ物語１０たかし　よいち 原著

ゆかいないっきゅうさん 学研・ひとりよみ名作　１ 学研・ひとりよみ名作　１ おばら　あやこ 著

イソップどうわ 学研・ひとりよみ名作　２ 学研・ひとりよみ名作　２ イソップ 著

おおかみと七ひきのこやぎ 学研・ひとりよみ名作　３ 学研・ひとりよみ名作　３ ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム 著／／長谷川　彰 訳

あかずきん 学研・ひとりよみ名作　４ 学研・ひとりよみ名作　４ ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム 著／／星山　博之 訳

しらゆきひめ 学研・ひとりよみ名作　５ 学研・ひとりよみ名作　５ ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム 著／／おばら　あやこ 訳

おはなしイソップ 学研・ひとりよみ名作　６ 学研・ひとりよみ名作　６ イソップ 著

にんぎょひめ 学研・ひとりよみ名作　７ 学研・ひとりよみ名作　７ アンデルセン 著

おむすびころりん 学研・ひとりよみ名作　８ 学研・ひとりよみ名作　８ 鈴木　良武 著

ねずみのよめいり 学研・ひとりよみ名作　９ 学研・ひとりよみ名作　９ 藤本　四郎 著

三まいのおふだ 学研・ひとりよみ名作　１０ 学研・ひとりよみ名作　１０桜井　正明 著

三びきのこぶた 学研・ひとりよみ名作　１１ 学研・ひとりよみ名作　１１ジェイコブス 著／／長谷川　彰 訳／／高橋　信也 画

マッチうりのしょうじょ 学研・ひとりよみ名作　１２ 学研・ひとりよみ名作　１２アンデルセン 著

名犬ラッシー 学研・ひとりよみ名作　１３ 学研・ひとりよみ名作　１３エリック・ナイト 著

ももたろう 学研・ひとりよみ名作　１４ 学研・ひとりよみ名作　１４おばら　あやこ 著

おやゆびひめ 学研・ひとりよみ名作　１５ 学研・ひとりよみ名作　１５アンデルセン 著



やさしいスプーンおばさん プリョイセン 著／／塩野　米松 訳

がんばるスプーンおばさん プリョイセン 著／／塩野　米松 訳

ゆかいなスプーンおばさん プリョイセン 著／／塩野　米松 訳

スプーンおばさんのゆかいな旅 新しい世界の童話シリーズ 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

小さなスプーンおばさん 新しい世界の童話シリーズ 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

スプーンおばさんのぼうけん 新しい世界の童話シリーズ 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

スプーンおばさんのお料理絵本　お菓子編 アルフ・プリョイセン 原著／／田中　史子 原著／／田中　史子 株田　馨 著

スプーンおばさんのお料理絵本　パーティー編 アルフ・プリョイセン 原著／／田中　史子 原著／／田中　史子 株田　馨 著

スプーンおばさんのお料理絵本　料理編 アルフ・プリョイセン 原著／／田中　史子 原著／／田中　史子 株田　馨 著

幼児のためのよみきかせおはなし集　１ 幼児のためのよみきかせおはなし集 幼児のためのよみきかせおはなし集西本　鶏介 編著

幼児のためのよみきかせおはなし集　２ 幼児のためのよみきかせおはなし集 幼児のためのよみきかせおはなし集西本　鶏介 編著

幼児のためのよみきかせおはなし集　３ 幼児のためのよみきかせおはなし集 幼児のためのよみきかせおはなし集西本　鶏介 編著

幼児のためのよみきかせおはなし集　４ 幼児のためのよみきかせおはなし集 幼児のためのよみきかせおはなし集西本　鶏介 編著

幼児のためのよみきかせおはなし集　５ 幼児のためのよみきかせおはなし集 幼児のためのよみきかせおはなし集西本　鶏介 編著

幼児のためのよみきかせおはなし集　６ 幼児のためのよみきかせおはなし集 幼児のためのよみきかせおはなし集西本　鶏介 編著

幼児のためのよみきかせおはなし集　７ 幼児のためのよみきかせおはなし集 幼児のためのよみきかせおはなし集西本　鶏介 編著

ふしぎの国のレイチェル エミリー・ロッダ 著

ひ・み・つ 絵本 たばた　せいいち 著

ＮＰＯってなんですか　２ ＮＰＯってなんですか ＮＰＯってなんですか ＮＰＯ活動を考える会 編著

ぼくの見た戦争 ２００３年イラク 高橋　邦典 著

おにいちゃん、死んじゃった イラクの子どもたちとせんそう 谷川　俊太郎 著

猫吉一家物語春夏 大島　妙子 著

猫吉一家物語秋冬 大島　妙子 著

ドワーフじいさんのいえづくり 青山　邦彦 著

まんがサイエンス　１　図書館版　改訂新版 まんがサイエンス まんがサイエンス あさり　よしとお 著

まんがサイエンス　２　図書館版　改訂新版 まんがサイエンス まんがサイエンス あさり　よしとお 著

まんがサイエンス　３　図書館版　改訂新版 まんがサイエンス まんがサイエンス あさり　よしとお 著

まんがサイエンス　４　図書館版　改訂新版 まんがサイエンス まんがサイエンス あさり　よしとお 著

まんがサイエンス　５　図書館版　改訂新版 まんがサイエンス まんがサイエンス あさり　よしとお 著

まんがサイエンス　６　図書館版　改訂新版 まんがサイエンス まんがサイエンス あさり　よしとお 著

まんがサイエンス　７　図書館版　改訂新版 まんがサイエンス まんがサイエンス あさり　よしとお 著

まんがサイエンス　８　図書館版　改訂新版 まんがサイエンス まんがサイエンス あさり　よしとお 著

魔女の友だちになりませんか 風の丘のルルー　１ 風の丘のルルー　１ 村山　早紀 著

魔女のルルーとオーロラの城 風の丘のルルー　２ 風の丘のルルー　２ 村山　早紀 著

魔女のルルーと時の魔法 風の丘のルルー　３ 風の丘のルルー　３ 村山　早紀 著

魔女のルルーと風の少女 風の丘のルルー　４ 風の丘のルルー　４ 村山　早紀 著

魔女のルルーと赤い星の杖 風の丘のルルー　５ 風の丘のルルー　５ 村山　早紀 著

魔女のルルーと魔法使いの塔 風の丘のルルー　６ 風の丘のルルー　６ 村山　早紀 著

シンドバッドのさいごの航海 大型絵本 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン 著／／脇　明子 訳

シンドバッドと怪物の島 大型絵本 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン 著／／脇　明子 訳

シンドバッドの冒険 大型絵本 大型絵本 ルドミラ・ゼーマン 著／／脇　明子 訳

好きな仕事発見完全ガイド　１ 職業調べで使える 好きな仕事発見完全ガイド 好きな仕事発見完全ガイド鹿嶋　研之助

好きな仕事発見完全ガイド　２ 職業調べで使える 好きな仕事発見完全ガイド 好きな仕事発見完全ガイド鹿嶋　研之助

好きな仕事発見完全ガイド　３ 職業調べで使える 好きな仕事発見完全ガイド 好きな仕事発見完全ガイド鹿嶋　研之助

好きな仕事発見完全ガイド　４ 職業調べで使える 好きな仕事発見完全ガイド 好きな仕事発見完全ガイド鹿嶋　研之助

好きな仕事発見完全ガイド　５ 職業調べで使える 好きな仕事発見完全ガイド 好きな仕事発見完全ガイド鹿嶋　研之助

好きな仕事発見完全ガイド　６ 職業調べで使える 好きな仕事発見完全ガイド 好きな仕事発見完全ガイド鹿嶋　研之助

好きな仕事発見完全ガイド　７ 職業調べで使える 好きな仕事発見完全ガイド 好きな仕事発見完全ガイド鹿嶋　研之助

国際理解に役立つ韓国まるごと大百科　１ 国際理解に役立つ韓国まるごと大百科 国際理解に役立つ韓国まるごと大百科渡辺　一夫 著

国際理解に役立つ韓国まるごと大百科　２ 国際理解に役立つ韓国まるごと大百科 国際理解に役立つ韓国まるごと大百科吉田　忠正 著

国際理解に役立つ韓国まるごと大百科　３ 国際理解に役立つ韓国まるごと大百科 国際理解に役立つ韓国まるごと大百科吉田　忠正 著

国際理解に役立つ韓国まるごと大百科　４ 国際理解に役立つ韓国まるごと大百科 国際理解に役立つ韓国まるごと大百科渡辺　一夫 著

国際理解に役立つ韓国まるごと大百科　５ 国際理解に役立つ韓国まるごと大百科 国際理解に役立つ韓国まるごと大百科渡辺　一夫 著

つくってあそぼう　１ つくってあそぼう つくってあそぼう 仁藤　齊 編

つくってあそぼう　２ つくってあそぼう つくってあそぼう 渡辺　杉夫 編

つくってあそぼう　３ つくってあそぼう つくってあそぼう 今井　誠一 編

つくってあそぼう　４ つくってあそぼう つくってあそぼう 江川　和徳 編

つくってあそぼう　５ つくってあそぼう つくってあそぼう 服部　隆 編

やさいパワー調べて食べて元気なからだ　第１巻 やさいパワー調べて食べて元気なからだ やさいパワー調べて食べて元気なからだ吉田　企世子 著



やさいパワー調べて食べて元気なからだ　第２巻 やさいパワー調べて食べて元気なからだ　第２巻 やさいパワー調べて食べて元気なからだ　第２巻吉田　企世子 著

やさいパワー調べて食べて元気なからだ　第３巻 やさいパワー調べて食べて元気なからだ　第３巻 やさいパワー調べて食べて元気なからだ　第３巻吉田　企世子 著

やさいパワー調べて食べて元気なからだ　第４巻 やさいパワー調べて食べて元気なからだ　第４巻 やさいパワー調べて食べて元気なからだ　第４巻吉田　企世子 著

やさいパワー調べて食べて元気なからだ　第５巻 やさいパワー調べて食べて元気なからだ　第５巻 やさいパワー調べて食べて元気なからだ　第５巻針谷　順子 著

モンスター・ホテルでパーティーだ 柏葉　幸子 著

モンスター・ホテルでおどりましょう 柏葉　幸子 著

モンスター・ホテルでおばけバラ 柏葉　幸子 著

モンスター・ホテルでインターネット どうわはともだち どうわはともだち 柏葉　幸子 著

モンスター・ホテルでクリスマス どうわはともだち どうわはともだち 柏葉　幸子 著

モンスター・ホテルでプレーボール どうわはともだち　１８ どうわはともだち　１８ 柏葉　幸子 著

モンスター・ホテルでなつやすみ どうわはともだち　１７ どうわはともだち　１７ 柏葉　幸子 著

モンスター・ホテルであいましょう どうわはともだち　１４ どうわはともだち　１４ 柏葉　幸子 著

モンスター・ホテルでこんばんは どうわはともだち　１３ どうわはともだち　１３ 柏葉　幸子 著

モンスターホテルでおめでとう どうわはともだち　１２ どうわはともだち　１２ 柏葉　幸子 著

こおりのくにのシロクマおやこ 親と子の写真絵本　１０ 親と子の写真絵本　１０ 前川　貴行 著

コアホウドリはかぜとともだち 親と子の写真絵本　９ 親と子の写真絵本　９ 戸塚　学 著

あおいうみのイルカたち 親と子の写真絵本　８ 親と子の写真絵本　８ 越智　充奈子 著

ニーハオ！ふたごのパンダ 親と子の写真絵本　７ 親と子の写真絵本　７ 古関　めぐみ 著

マナティーはやさしいともだち 親と子の写真絵本　６ 親と子の写真絵本　６ 福田　幸広 著

ぽっかぽかだいすきおさるさん 親と子の写真絵本　５ 親と子の写真絵本　５ 福田　幸広 著

コウテイペンギンのおやこ 親と子の写真絵本　４ 親と子の写真絵本　４ 内山　晟 著

キタキツネのあかちゃん 親と子の写真絵本　３ 親と子の写真絵本　３ 結城　モイラ 著

ウリボウなかよしだいかぞく 親と子の写真絵本　２ 親と子の写真絵本　２ 結城　モイラ 著

タテゴトアザラシのおやこ 親と子の写真絵本　１ 親と子の写真絵本　１ 結城　モイラ 著

ロスト・ワールド 冒険ファンタジー名作選　１ 冒険ファンタジー名作選　１コナン・ドイル 著／／久米　穣 訳／／竹本　泉 画

火星のプリンセス 冒険ファンタジー名作選　２ 冒険ファンタジー名作選　２エドガー　Ｒ．バローズ 著／／亀山　龍樹 訳／／山本　貴嗣 画

２７世紀の発明王 冒険ファンタジー名作選　３ 冒険ファンタジー名作選　３ヒューゴー・ガーンズバック 著／／福島　正実 訳／／大塚　あきら 画

いきている首 冒険ファンタジー名作選　４ 冒険ファンタジー名作選　４アレクサンドル・ベリヤーエフ 著／／馬上　義太郎 訳／／琴月　綾 画

ぬすまれたタイムマシン 冒険ファンタジー名作選　５ 冒険ファンタジー名作選　５レイ・カミングス 著

ついらくした月 冒険ファンタジー名作選　６ 冒険ファンタジー名作選６ロバート　Ｃ．シェリフ 著

黒い宇宙船 冒険ファンタジー名作選　７ 冒険ファンタジー名作選　７マレイ・ラインスター 著

キャプテン・フューチャーの冒険 冒険ファンタジー名作選　８ 冒険ファンタジー名作選　８エドモンド・ハミルトン 著

次元パトロール 冒険ファンタジー名作選　９ 冒険ファンタジー名作選　９サム・マーウィン・ジュニア 著

うそつきロボット 冒険ファンタジー名作選　１０ 冒険ファンタジー名作選　１０アイザック・アシモフ 著

２１世紀の平和を考えるシリーズ　１ ２１世紀の平和を考えるシリーズ ２１世紀の平和を考えるシリーズ勝間　靖 著

２１世紀の平和を考えるシリーズ　２ ２１世紀の平和を考えるシリーズ ２１世紀の平和を考えるシリーズ佐藤　真紀 著

２１世紀の平和を考えるシリーズ　３ ２１世紀の平和を考えるシリーズ ２１世紀の平和を考えるシリーズ清水　俊弘 著

２１世紀の平和を考えるシリーズ　４ ２１世紀の平和を考えるシリーズ ２１世紀の平和を考えるシリーズ国連世界食糧計画 著

２１世紀の平和を考えるシリーズ　５ ２１世紀の平和を考えるシリーズ ２１世紀の平和を考えるシリーズ高橋　央 著

２１世紀の平和を考えるシリーズ　６ ２１世紀の平和を考えるシリーズ ２１世紀の平和を考えるシリーズ松山　章子 著

１０ｔｈバースデイは運命の日 だいすきＢＯＯＫＳ　１ だいすきＢＯＯＫＳ　１ 大原　興三郎 著

王様わがままケーキ だいすきＢＯＯＫＳ　２ だいすきＢＯＯＫＳ　２ たかしま　なおみ 著

きょうは母子ゲンカの日 だいすきＢＯＯＫＳ　３ だいすきＢＯＯＫＳ　３ 高山　栄子 著

もも＆ピーマンのきょうからヒミツの名探偵 だいすきＢＯＯＫＳ　４ だいすきＢＯＯＫＳ　４ いそ　みゆき 著

だめねこのいっしょけんめい だいすきＢＯＯＫＳ　５ だいすきＢＯＯＫＳ　５ 森山　京 著

ねこじゃら商店へいらっしゃい だいすきＢＯＯＫＳ　６ だいすきＢＯＯＫＳ　６ 富安　陽子 著

もも＆ピーマンのなぞの算数ゆうかい事件 だいすきＢＯＯＫＳ　８ だいすきＢＯＯＫＳ　８ いそ　みゆき 著

とうさんの家庭訪問 だいすきＢＯＯＫＳ　９ だいすきＢＯＯＫＳ　９ 依田　逸夫 著

４年１組気になる男の子 だいすきＢＯＯＫＳ　１０ だいすきＢＯＯＫＳ　１０ 沢井　いづみ 著

王さまのふしぎチョコレート だいすきＢＯＯＫＳ　１１ だいすきＢＯＯＫＳ　１１ たかしま　なおみ 著

４年１組交換日記はもういらない だいすきＢＯＯＫＳ　１２ だいすきＢＯＯＫＳ　１２ 沢井　いづみ 著

また会おうね、グランパ だいすきＢＯＯＫＳ　１３ だいすきＢＯＯＫＳ　１３ 依田　逸夫 著

ゆめがかなう魔法のおうち だいすきＢＯＯＫＳ　１４ だいすきＢＯＯＫＳ　１４ 薫　くみこ 著

ぼくは未来の七冠王 だいすきＢＯＯＫＳ　１５ だいすきＢＯＯＫＳ　１５ 竹田　まゆみ 著

王さまのまほうカレー だいすきＢＯＯＫＳ　１６ だいすきＢＯＯＫＳ　１６ たかしま　なおみ 著

おおどろぼうさんと空とぶ自転車 だいすきＢＯＯＫＳ　１７ だいすきＢＯＯＫＳ　１７ 薫　くみこ 著

いたずら魔女スプリのたんじょう日 だいすきＢＯＯＫＳ　１８ だいすきＢＯＯＫＳ１８ 計良ふき子 著

おやゆびママの大冒険 だいすきＢＯＯＫＳ　１９ だいすきＢＯＯＫＳ　１９ 薫　くみこ 著

リリーテ！となりのジュリエット だいすきＢＯＯＫＳ　２０ だいすきＢＯＯＫＳ　２０ 薫　くみこ 著



王さまのどきどきコロッケ だいすきＢＯＯＫＳ　２１ だいすきＢＯＯＫＳ　２１ たかしま　なおみ 著

あっおちてくるふってくる 絵本 ジーン・ジオン 著／／マーガレット・ブロイ・グレアム 画／／まさき　るりこ 訳

王さまのびっくりピザ だいすきＢＯＯＫＳ　７ だいすきＢＯＯＫＳ　７ たかしま　なおみ 著

トランプ入門 楽しくはじめる 小学館基本攻略シリーズ松田 道弘 著

いたずらきかんしゃちゅうちゅう 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本バージニア・リー・バートン 著／／むらおか　はなこ 訳

みんなのかお 戸田　杏子 著

はなをくんくん 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・アメリカの絵本ルース・クラウス 著

お月さまってどんなあじ 絵本 ミヒャエル・グレイニェク 著／／いずみ　ちほこ 訳

こんとあき 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 林　明子 著

きつねのおきゃくさま 創作えほん 創作えほん あまん　きみこ 著

ワニのライルがやってきた ワニのライルのおはなし　１ ワニのライルのおはなし　絵本バーナード・ウェーバー 著

ガンピーさんのふなあそび 絵本 ジョン・バーニンガム 著／／光吉　夏弥 訳

こいぬがうまれるよ 福音館のかがくのほん 福音館のかがくのほん ジョアンナ・コール 著

どろぼうがっこう かこさとしおはなしのほん　４ かこさとしおはなしのほん　絵本加古　里子 著

しっぽのはたらき かがくのとも傑作集　１ かがくのとも傑作集　１ 川田　健 著

となりのせきのますだくん えほんとなかよし　１２ えほんとなかよし　１２ 武田　美穂 著

青いかいじゅうと赤いかいじゅう あいとへいわのえほん あいとへいわのえほん デイビッド・マッキー 著

絵本ことばあそび 絵本 五味　太郎 著

みんなうんち かがくのとも傑作集　２２ かがくのとも傑作集　絵本五味　太郎 著

こんこんさまにさしあげそうろう ＰＨＰこころのえほん　１４ ＰＨＰこころのえほん　１４森はな 著

だいこんどのむかし 幼児みんわ絵本　１ 幼児みんわ絵本　１ 渡辺　節子 著

こころの花たば ＰＨＰにこにこえほん ＰＨＰにこにこえほん 城谷　英男 著

かいじゅうたちのいるところ 絵本 モーリス・センダック 著

しずくのぼうけん 世界傑作絵本シリーズ・ポーランドの絵本 世界傑作絵本シリーズ・ポーランドの絵本マリア・テルリコフスカ 著

はたけのともだち 絵本・ちいさななかまたち 絵本・ちいさななかまたち田島　征三 著

あいうえおっとせい ことばあそびえほん ことばあそびえほん 谷川　俊太郎 著

いっすんぼうし 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 石井　桃子 著

ピーターのいす エズラ・ジャック・キーツ 著

おおきなかぶ ロシア民話 こどものとも傑作集　２６ こどものとも傑作集　２６ トルストイ 著

いいことってどんなこと こどものとも傑作集 こどものとも傑作集　絵本神沢　利子 著

めっきらもっきらどおんどん こどものとも傑作集　８５ こどものとも傑作集絵本 長谷川　摂子 著

そらまめくんのベッド こどものとも傑作集 こどものとも傑作集 なかや　みわ 著

しんせつなともだち こどものとも傑作集　３９ こどものとも傑作集　絵本方　軼羣 著

しょうぼうじどうしゃじぷた こどものとも傑作集　２２ こどものとも傑作集絵本 渡辺　茂男 著

だるまちゃんとてんぐちゃん こどものとも傑作集　２７ こどものとも傑作集　絵本加古　里子 著

いちねんせい 谷川　俊太郎 著

はたらく自動車ずかん のりもの写真えほん　１ のりもの写真えほん　１ 高島　鎮雄

１４ひきのおつきみ 絵本 いわむら　かずお 著

おしいれのぼうけん 絵本ぼくたちこどもだ　１ 絵本ぼくたちこどもだ　１ 古田　足日 著

いちばんたいせつなともだち ひなぎくちゃんとくうのものがたり 絵本 ドーン・アパリー 著

花いっぱいになあれ 大日本ようねん文庫 大日本ようねん文庫　絵本松谷　みよ子 著

ずーっとずっとだいすきだよ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋ハンス・ウィルヘルム 著

ぼくにげちゃうよ 絵本 マーガレット・ワイズ・ブラウン 著／／クレメント・ハード 画／／岩田　みみ 訳

おかあさんだいすき 岩波の子どもの本　カンガルー印 岩波の子どもの本絵本 まーじょりー・ふらっく 著

かにむかし 日本むかしばなし 岩波の子どもの本　カンガルー印 岩波の子どもの本　絵本 木下　順二 著

ライギョのきゅうしょく どうわがいっぱい　４６ どうわがいっぱい　４６ 阿部　夏丸 著

なぞなぞあそびうた 角野　栄子 著

なぞなぞあそびうた　２ なぞなぞあそびうた なぞなぞあそびうた 角野　栄子 著

ベンジャミンのたからもの 絵本 ガース・ウィリアムズ 著

にじ ウィルコンの絵本シリーズ ウィルコンの絵本シリーズジークフリード・ピー・ルプレヒト 著

フレデリック ちょっとかわったのねずみのはなし 絵本 レオ・レオニ 著／／谷川俊太郎 訳

てがみをください ぽっぽライブラリ　みるみる絵本 ぽっぽライブラリ　みるみる絵本山下　明生 著

さんまいのおふだ 松谷みよ子むかしばなし 松谷みよ子むかしばなし 松谷　みよ子 著

はなさかじい 日本むかし話　１ 日本むかし話　１ 松谷　みよ子 著

にゃーご 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

かさこじぞう むかしむかし絵本　３ むかしむかし絵本　３ 岩崎　京子 著

はがぬけたらどうするの せかいのこどもたちのはなし 絵本 セルビー・ビーラー 著／ブライアン・カラス 画／／こだま　ともこ 訳

たんぽぽ 絵本のおくりもの 絵本のおくりもの 甲斐　信枝 著

ぽんぽん山の月 えほんのもり　７ えほんのもり　７ あまん　きみこ 著



ムッシュ・ムニエルのサーカス 絵本 佐々木　マキ 著

チムとゆうかんなせんちょうさん 世界傑作絵本シリーズ・イギリスの絵本　チムシリーズ　１ 世界傑作絵本シリーズ・イギリスの絵本　チムシリーズ　１エドワード・アーディゾーニ 著

おっきょちゃんとかっぱ こどものとも傑作集　１１２ こどものとも傑作集　絵本長谷川　摂子 著

こぎつねコンとこだぬきポン 童心社の絵本　２ 童心社の絵本　２ 松野　正子 著

どうぶつえんガイド よんでたのしい　いってたのしい 福音館のかがくのほん 福音館のかがくのほん あべ　弘士 著

たんぽぽ かがくのとも傑作集　１４ かがくのとも傑作集　１４ 平山　和子 著

ペレのあたらしいふく 世界傑作絵本シリーズ・スウェーデンの絵本 世界傑作絵本シリーズ・スウェーデンの絵本エルサ・ベスコフ 著／／おのでら　ゆりこ 訳

あめの日のおさんぽ 絵本 Ｕ．シェフラー 著

おとうさん・パパ・おとうちゃん 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

なぞなぞのすきな女の子 新しい日本の幼年童話　５ 新しい日本の幼年童話　５松岡　享子 著

夜にくちぶえふいたなら 旺文社創作童話 旺文社創作童話 たかどの　ほうこ 著

びんぼうがみとふくのかみ 子どもがはじめてであう民話　９ 子どもがはじめてであう民話　９大川悦生 著

だんごむしそらをとぶ 絵本 松岡　達英 著

はじめてのかり 絵本アフリカのどうぶつたち　第　１集 絵本アフリカのどうぶつたち　第　１集吉田　遠志 著

スーホの白い馬 モンゴル民話 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 大塚　勇三 著

ランパンパン インドみんわ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋マギー・ダフ 著／／ホセ・アルエゴ 著／／ホセ・アルエゴ アリアンヌ・ドウィ 画

やまなしもぎ 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 平野　直 著

だいくとおにろく こどものとも傑作集　３６ こどものとも傑作集　３６ 松居　直 著

くまの子ウーフ くまの子ウーフの童話集　１ くまの子ウーフの童話集　１神沢　利子 著

きいろいばけつ あかね幼年どうわ　３３ あかね幼年どうわ　３３ もりやま　みやこ 著

いやいやえん 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

ふたりはともだち 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 著

あのね、わたしのたからものはね 偕成社・幼年翻訳どうわ 偕成社・幼年翻訳どうわ ジャニス・メイ・ユードリイ 著

おさるのまいにち どうわがいっぱい　２２ どうわがいっぱい　２２ いとう　ひろし 著

ペンギンたんけんたい どうわがいっぱい　２４ どうわがいっぱい　２４ 斉藤　洋 著

うそつきたいかい はれぶたぶんこ　２ はれぶたぶんこ　２ 矢玉　四郎 著

ふしぎなたいこ にほんむかしばなし 岩波の子どもの本　カンガルー印 岩波の子どもの本　カンガルー印石井　桃子 著

てんぐちゃん おはなしパレード おはなしパレード もりやま　みやこ 著

どうぶつはいくあそび 岸田　衿子 著

のはらうた　１ くどうなおことのはらみんな のはらうた のはらうた 工藤　直子 著

のはらうた　２ くどうなおことのはらみんな のはらうた のはらうた 工藤　直子 著

のはらうた　３ くどうなおことのはらみんな のはらうた のはらうた 工藤　直子 著

のはらうた　４ くどうなおことのはらみんな のはらうた のはらうた 工藤　直子 著

ばけものつかい 落語絵本 川端　誠 著

じゅげむ 落語絵本 川端　誠 著

雑木林のコレクション ふしぎコレクション　２ ふしぎコレクション　２ 今森　光彦 著

モチモチの木 創作絵本　６ 創作絵本　６ 斎藤　隆介 著

木はいいなあ 絵本 ジャニス・メイ・ユードリイ 著

手ぶくろを買いに 絵本 新美　南吉 著

だれもしらない 絵本 灰谷　健次郎 著

ちいちゃんのかげおくり あかね創作えほん　１１ あかね創作えほん　１１ あまん　きみこ 著

まるいちきゅうのまるいちにち 絵本 安野　光雅 編

サーカスのライオン おはなし名作絵本　１６ おはなし名作絵本　１６ 川村　たかし 著

へっこきあねさがよめにきて おはなし名作絵本　１７ おはなし名作絵本　１７ 大川　悦生 著

イルカの知られざる世界 モイヤーさんと海のなかまたち モイヤーさんと海のなかまたちジャックＴ．モイヤー 著

まどさんとさかたさんのことばあそび こみねのえほん こみねのえほん まど　みちお 著

ほしになったりゅうのきば 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 君島　久子 著

魔女のたまご あかねせかいの本　１ あかねせかいの本　１ マデライン・エドモンドソン 著

とっときのとっかえっこ サリー・ウィットマン 著

はれときどきぶた 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

てんぷらぴりぴり 子ども図書館 子ども図書館 まど　みちお 著

わすれられないおくりもの 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／／小川　仁央 訳

魔女の宅急便 福音館創作童話シリーズ角野　栄子 / 著

大造じいさんとがん 椋鳩十学年別童話　４年生の童話　１ 椋鳩十学年別童話　４年生の童話　１椋　鳩十 著

ビッグバンのてんじくネズミ おはなしメリーゴーランド 石井　睦美 / 著

ふしぎふにゃふにゃフランケン いのちのえほん　１ いのちのえほん　１ 立花　尚之介 / 著

だいじょうぶだいじょうぶ 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

カニグズバーグ作品集　１ カニグズバーグ作品集 カニグズバーグ作品集 カニグズバーグ 著

レーナ・マリア フット・ノート　足で書かれた物語 レーナ・マリア ・クリンヴァル



のん・たん・ぴん 山中恒よみもの文庫　１５ 山中恒よみもの文庫 山中　恒 / 著

いつもどこかで 詩を読もう！ 詩を読もう 新川　和江 / 著

女優オードリー・ヘップバーン こんな生き方がしたい こんな生き方がしたい 古屋　美登里 著

少年・椋鳩十物語 宮下　和男 著

ゾウの王パパ・テンボ エリック・キャンベル / 著

ファーブルの夏ものがたり 昆虫記の誕生 マーガレット　Ｊ．アンダーソン 著

みどりのゆび　新版 岩波少年文庫　１０１ 岩波少年文庫 モーリス・ドリュオン / 著

わらしべ長者 日本民話選 岩波少年文庫　５７ 岩波少年文庫 木下　順二 / 著

よりぬきマザーグース 岩波少年文庫　６８ 岩波少年文庫 谷川　俊太郎 / 訳

ザ・ビートルズ ロックの革命児たち 講談社火の鳥人物文庫　２ 講談社火の鳥人物文庫　２広田　寛治 著

坊っちゃん フォア文庫　Ｃ フォア文庫　Ｃ 夏目　漱石 著

たのしいムーミン一家 講談社青い鳥文庫　２１－１ 講談社青い鳥文庫 トーベ・ヤンソン / 著

キャプテンはつらいぜ キャプテンシリ－ズ１ 講談社青い鳥文庫　１２－３ 講談社青い鳥文庫 後藤　竜二 / 著

かくまきの歌 フォア文庫　Ｃ 杉　みき子 / 著

赤いろうそくと人魚 日本の童話名作選 日本の童話名作選　絵本小川　未明 著

赤いろうそくと人魚 日本の童話名作選 日本の童話名作選　絵本小川　未明 著

生物の消えた島 福音館の科学の本 福音館の科学の本 田川　日出夫 著

田んぼのいのち 立松　和平 著

川のいのち 立松　和平 著

街のいのち 立松　和平 著

海のいのち えほんはともだち　２５　立松和平・伊勢英子心と感動の絵本　２ えほんはともだち　２５　立松和平・伊勢英子心と感動の絵本　２立松　和平 著

山のいのち えほんはともだち　１０　立松和平・心と感動の絵本　１ えほんはともだち　１０　立松和平・心と感動の絵本　１立松和平 著

絵本玉虫厨子の物語 愛と真実の絵本 愛と真実の絵本 平塚　武二 著

しらんぷり 梅田　俊作 著

アンジュール ある犬の物語 絵本 ガブリエル・バンサン 著

ハマヒルガオのちいさな海 今西祐行絵ぶんこ　２ 今西祐行絵ぶんこ　２ 今西　祐行 著

マヤの一生 子ども図書館 子ども図書館 椋　鳩十 著

いないいないばあ 松谷みよ子あかちゃんの本 松谷みよ子あかちゃんの本　絵本松谷　みよ子 著

おーいぽぽんた 茨木のり子

まぼろしの小さい犬 フィリパ・ピアス 著／／猪熊　葉子 訳

黒い兄弟　上 黒い兄弟 黒い兄弟 リザ・テツナー 著

黒い兄弟　下 黒い兄弟 黒い兄弟 リザ・テツナー 著

歯みがきつくって億万長者 やさしくわかる経済の話 チア・ブックス　４ チア・ブックス　４ ジーン・メリル 著

シマが基地になった日 沖縄伊江島二度めの戦争 ノンフィクション知られざる世界 ノンフィクション知られざる世界真鍋　和子 著

カメをつって考えた 旺文社創作児童文学 旺文社創作児童文学 阿部　夏丸 著

龍の子太郎 子どもの文学傑作選 子どもの文学傑作選 松谷　みよ子 著

ふたりのイーダ 子どもの文学傑作選 子どもの文学傑作選 松谷　みよ子 著

バッテリー 教育画劇の創作文学 教育画劇の創作文学 あさの　あつこ 著

宮沢賢治 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記　６ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記　６西本　鶏介 著

パパは専業主夫 子どもの文学・青い海シリーズ　４ 子どもの文学・青い海シリーズ　４キルステン・ボイエ 著／／遠山　明子 訳

新ちゃんがないた！ 文研じゅべにーる 文研じゅべにーる 佐藤　州男 著

ちいさいモモちゃん 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モモちゃんとアカネちゃんの本　１松谷　みよ子 著

おじいさんのランプ 新美南吉童話傑作選 新美南吉童話傑作選 新美　南吉 著

花のき村と盗人たち 新美南吉童話傑作選 新美南吉童話傑作選 新美　南吉 著

きまぐれロボット 新・名作の愛蔵版 新・名作の愛蔵版 星　新一 著

マチルダはちいさな大天才 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 著／／宮下　嶺夫 訳

木かげの家の小人たち 福音館創作童話シリーズ 福音館創作童話シリーズいぬい　とみこ 著

大造じいさんとがん 椋鳩十学年別童話　４年生の童話　１ 椋鳩十学年別童話　４年生の童話　１椋　鳩十 著

鬼の橋 福音館創作童話シリーズ 福音館創作童話シリーズ伊藤　遊 著

物語１００ 今江　祥智 著

牛をつないだ椿の木 日本の文学　２７ 日本の文学　２７ 新美　南吉 著

酪農家族 立松　和平 著

弟の戦争 ロバート・ウェストール 著

生命の木 アジアの人びとと自然 生命の木 生命の木 大石　芳野 著

宮沢賢治 銀河鉄道の童話詩人 講談社火の鳥伝記文庫　２０ 講談社火の鳥伝記文庫　２０西本鶏介 著

手塚治虫－未来からの使者 フォア文庫　Ｂ　２００ フォア文庫　Ｂ　２００ 石子　順 著

おじいさんのランプ フォア文庫　Ｂ フォア文庫　Ｂ 新美　南吉 著

ヒロシマの歌 フォア文庫　Ｂ フォア文庫　Ｂ 今西　祐行 著

風の又三郎 講談社青い鳥文庫　８８－２　宮沢賢治童話集　２ 講談社青い鳥文庫　８８－２　宮沢賢治童話集　２宮沢賢治 著



トムは真夜中の庭で　新版 岩波少年文庫　４１ 岩波少年文庫　４１ フィリパ・ピアス 著／／高杉　一郎 訳

肥後の石工 岩波少年文庫　７８ 岩波少年文庫　７８ 今西　祐行 著

おーいぽぽんた　俳句・短歌鑑賞 声で読む日本の詩歌１６６ 大岡 信 著

ことばあそびうた 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 谷川　俊太郎 著

すんだことはすんだこと 世界傑作童話シリーズ 世界傑作童話シリーズ ワンダ・ガアグ 著／／佐々木　マキ 訳

ゆうすげ村の小さな旅館 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

かくれ山の冒険 ＰＨＰ創作シリーズ ＰＨＰ創作シリーズ 富安　陽子 著

なん者ひなた丸　ねことんの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　１ なん者・にん者・ぬん者　１斉藤洋 著

エルマーのぼうけん 世界傑作童話シリーズ 世界傑作童話シリーズ ルース・スタイルス・ガネット 著／／わたなべ　しげお 訳

キロコちゃんとみどりのくつ おはなしフェスタ　７ おはなしフェスタ　７ たかどの　ほうこ 著

ポリーとはらぺこオオカミ　新装 せかいのどうわシリーズ せかいのどうわシリーズ キャサリン・ストー 著

ぼくは王さま 新・名作の愛蔵版 新・名作の愛蔵版 寺村　輝夫 著

トチノキ村の雑貨屋さん 茂市　久美子 著

日本のむかしばなし 瀬田　貞二 著

世界のむかしばなし 瀬田　貞二 訳

ひとくち童話　１ ひとくち童話 ひとくち童話 東　君平 著

ひとくち童話　２ ひとくち童話 ひとくち童話 東　君平 著

ロックフォール団のねずみたち サンディ・クリフォード 著

さんねん峠 朝鮮のむかしばなし フォア文庫　Ａ　１２０ フォア文庫　絵本 李　錦玉 著

世界の子どもたち 世界をむすぶぼくの声わたしの声 バーナバス・キンダスリー 編

生命がうまれる海辺ウミガメの浜を守る くもんの環境保護シリーズ３ くもんの環境保護シリーズ　３清水　達也 著

ごんぎつね 日本の童話名作選 日本の童話名作選絵本 新美　南吉 著

ふなひき太良 沖繩の絵本 創作絵本　２ 創作絵本　２ 儀間　比呂志 著

おばあさんの飛行機 日本の童話名作選 日本の童話名作選絵本 佐藤　さとる 著

狐 日本の童話名作選 日本の童話名作選絵本 新美　南吉 著

オキクルミのぼうけん アイヌの民話 アイヌの民話絵本 萱野　茂 著

水鳥たちの干潟 森の新聞　８ 森の新聞　８ 蓮尾　純子 著

おじいさんのハーモニカ 絵本 ヘレン　Ｖ．グリフィス 著／／ジェイムズ・スティーブンソン 画／／今村　葦子 訳

１００万回生きたねこ 絵本 佐野　洋子 著

アフリカの音 絵本 沢田　としき 著

じごくのそうべえ 童心社の絵本　３ 童心社の絵本　３ 田島　征彦 著

いっぽんの鉛筆のむこうに たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 谷川　俊太郎 著

夏のわすれもの 文研の創作えどうわ 文研の創作えどうわ 福田　岩緒 著

えっちゃんのせんそう 岸川　悦子 著

ぼくは弟とあるいた 絵本の泉　１２ 絵本の泉　１２ 小林　豊 著

アジアイチャリバ、チョーデー アジアからの手紙 絵本 大貫　美佐子 著

はるふぶき 絵本・こどものひろば 絵本・こどものひろば 加藤　多一 著

一つの花 日本の名作童話　９ 教科書にでてくる日本の名作童話　９ 教科書にでてくる　日本の名作童話今西　祐行 / 著

車のいろは空のいろ　１　新装版 車のいろは空のいろ 車のいろは空のいろ あまん　きみこ 著

しゃべる詩あそぶ詩きこえる詩 波瀬　満子 編

ちいさくなったパパ 世界の絵本コレクション 世界の絵本コレクション ウルフ・スタルク 著

約束 村山　由佳 著

びりっかすの神さま 新・子どもの文学 新・子どもの文学 岡田　淳 著

長くつ下のピッピ　改版 世界一つよい女の子 リンドグレーン作品集　１ リンドグレーン作品集　１ リンドグレーン 著

ケストナー少年文学全集　６ ケストナ－少年文学全集 ケストナ－少年文学全集 エーリヒ・ケストナー 著

大どろぼうホッツェンプロッツ　改訂 新・世界の子どもの本　１ 新・世界の子どもの本　１オトフリート・プロイスラー 著／／中村　浩三 訳

龍の子太郎 子どもの文学傑作選 子どもの文学傑作選 松谷　みよ子 著

じっぽ まいごのかっぱはくいしんぼう あかね創作読物シリーズ　２２ あかね創作読物シリーズ　２２たつみや　章 著

口で歩く おはなしプレゼント おはなしプレゼント 丘　修三 著

ちびっこカムのぼうけん 新・名作の愛蔵版 新・名作の愛蔵版 神沢　利子 著

チョコレート戦争 新・名作の愛蔵版 新・名作の愛蔵版 大石　真 著

ぬすまれた宝物 評論社の児童図書館・文学の部屋 評論社の児童図書館・文学の部屋ウイリアム・スタイグ 著

火よう日のごちそうはひきがえる 児童図書館・文学の部屋　ひきがえるとんだ大冒険シリーズ　１ 児童図書館・文学の部屋　ひきがえるとんだ大冒険シリーズ　１ラッセル　Ｅ．エリクソン 著

魔女学校の一年生 評論社の児童図書館・文学の部屋　ミルドレッドの魔女学校１ 評論社の児童図書館・文学の部屋　ミルドレッドの魔女学校　１ジル・マーフィ 著

おれんじ屋のきぬ子さん あかね・新読み物シリーズ　９ あかね・新読み物シリーズ　９河俣　規世佳 著

南極のペンギン 高倉　健 著

あらしのよるに ちいさな絵童話りとる　２ ちいさな絵童話りとる　２　絵本木村　裕一 著

オオサンショウウオの夏 きらきらジュニアライブシリーズ きらきらジュニアライブシリーズ阿部　夏丸 著

ルーム・ルーム コルビー・ロドースキー 著



わたしと小鳥とすずと 金子みすず

食べもの記 森枝　卓士 / 著

赤ちゃんのはなし 福音館のかがくのほん マリー・ホール・エッツ / 著

どんぐりと山猫 画本宮澤賢治 宮沢　賢治 / 原著

彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ / 著

月夜のみみずく ジェイン・ヨーレン / 著

ちかい 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋ポール・ジェラティ 著／／せなあいこ 訳

猫は生きている 理論社のカラー版愛蔵本早乙女　勝元 / 著

絵ときゾウの時間とネズミの時間 たくさんのふしぎ傑作集 本川　達雄 / 著

鬼が出た たくさんのふしぎ傑作集 大西　廣 / 著

大草原の小さな家 インガルス一家の物語２ 世界傑作童話シリーズ 世界傑作童話シリーズ ローラ・インガルス・ワイルダー 著

ライオンと魔女 ナルニア国ものがたり　１ ナルニア国ものがたり Ｃ．Ｓ．ルイス / 著

だだずんじゃん 川崎　洋 / 著

レイチェル・カーソン 沈黙の春で地球の叫びを伝えた科学者 ジンジャー・ワズワース / 著

森は呼んでいる 新創作児童文学　１４ 新創作児童文学　１４ 及川　和男 / 著

川は生きている 富山　和子 / 著

野口英世 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記　１ おもしろくてやくにたつ子どもの伝記　１浜野　卓也 著

おひさまホテル エーリッヒ・ハイネマン 著

おばけのジョージーおおてがら ロバート・ブライト 著

ハリー・ポッター魔法使いと妖怪たち 本と映画がよ～くわかる 林雪絵 著

フェイマス・ファイブ宝島への大冒険 エニード・ブライトン 著

カードミステリー 失われた魔法の島 ヨースタイン・ゴルデル 著

夜物語 パウル・ビーヘル 著

マライアおばさん ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著

魔法使いの卵 ダイアナ・ヘンドリー 著

七人の魔法使い ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著

オーディンとのろわれた語り部 スーザン・プライス 著

おさわがせなバーティくん 絵本 ケネス・グレアム 著

あくまくん 絵本 ハイケ・ホールバイン 著

こども 絵本 キャサリン・アンホルト 著

ちゃっかりこぞうはまるもうけ？ 絵本 マラキー・ドイル 著

ペニーさん 絵本 マリー・ホール・エッツ 著

ペニーさんと動物家族 絵本 マリー・ホール・エッツ 著

ぼく、もうなかないよ 絵本 サイモン・パトック 著

ふうせんばたけのひみつ 絵本 ジャーディン・ノーレン 著

オオカミと石のスープ 絵本 アナイス・ヴォージュラード 著

たったひとりの戦い アナイス・ヴォージュラード 著

ティラノサウルス 大型肉食恐竜はほんとうに獰猛だったのか 恐竜の行動とくらし　１ 恐竜の行動とくらし　１ 佐藤　哲 著

デイノニクス 小型肉食恐竜はどのように狩りをしたのか 恐竜の行動とくらし２ 恐竜の行動とくらし　２ 佐藤　哲 著

ブラキオサウルス 恐竜はどうしてここまで巨大になれたのか 恐竜の行動とくらし　３ 恐竜の行動とくらし　３ 佐藤　哲 著

イグアノドン 草食恐竜はなぜ世界じゅうで繁栄したのか 恐竜の行動とくらし４ 恐竜の行動とくらし　４ 佐藤　哲 著

マイアサウラ 恐竜も子どもをまもりそだてたのか 恐竜の行動とくらし　５ 恐竜の行動とくらし　５ 佐藤　哲 著

トリケラトプス 角竜は巨大な角を何につかっていたのか 恐竜の行動とくらし６ 恐竜の行動とくらし　６ 佐藤　哲 著

日本の恐竜 どんな恐竜がどのような環境にくらしていたのか 恐竜の行動とくらし　８ 恐竜の行動とくらし　８ 佐藤　哲 著

ホウキさんとメガネさん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋ハンスペーター・シュミット 著

クリスマスのおはなし 絵本 ジェーン・レイ 著

指先から知能をはぐくむおりがみ１ 指先から知能をはぐくむおりがみ 指先から知能をはぐくむおりがみエキグチ　クニオ 編著

指先から知能をはぐくむおりがみ２ 指先から知能をはぐくむおりがみ 指先から知能をはぐくむおりがみエキグチ　クニオ 編著

指先から知能をはぐくむおりがみ３ 指先から知能をはぐくむおりがみ 指先から知能をはぐくむおりがみエキグチ　クニオ 編著

指先から知能をはぐくむおりがみ４ 指先から知能をはぐくむおりがみ 指先から知能をはぐくむおりがみエキグチ　クニオ 編著

指先から知能をはぐくむおりがみ５ 指先から知能をはぐくむおりがみ 指先から知能をはぐくむおりがみエキグチ　クニオ 編著

指先から知能をはぐくむおりがみ６ 指先から知能をはぐくむおりがみ 指先から知能をはぐくむおりがみエキグチ　クニオ 編著

小さな魔女のカプチーヌ 魔女のえほん 魔女のえほん タンギー・グレバン 著

しつれいですが、魔女さんですか 魔女のえほん 魔女のえほん エミリー・ホーン 著

カプチーヌ 魔女のえほん 魔女のえほん タンギー・グレバン 著

彗星がやってくる ムーミンのぼうけん　１ ムーミンのぼうけん　１ トーベ・ヤンソン 原著

ムーミン谷をめざせ ムーミンのぼうけん　２ ムーミンのぼうけん　２ トーベ・ヤンソン 原著

ムーミン谷に冬がきた ムーミンのぼうけん　３ ムーミンのぼうけん　３ トーベ・ヤンソン 原著

ムーミンとたのしいなかまたち ムーミンのぼうけん　４ ムーミンのぼうけん　４ トーベ・ヤンソン 原著



考えようあなたの健康といのち１ 考えようあなたの健康といのち 考えようあなたの健康といのち野津　有司 著

考えようあなたの健康といのち２ 考えようあなたの健康といのち 考えようあなたの健康といのち西岡　伸紀 著

考えようあなたの健康といのち３ 考えようあなたの健康といのち 考えようあなたの健康といのち勝野　眞吾 著

考えようあなたの健康といのち４ 考えようあなたの健康といのち 考えようあなたの健康といのち川畑　徹朗 著

考えようあなたの健康といのち５ 考えようあなたの健康といのち 考えようあなたの健康といのち石川　哲也 著

はれときどきぶた 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

ヒッコスでひっこす いわさき創作童話　２６ いわさき創作童話　２６ 矢玉　四郎 著

あしたぶたの日ぶたじかん 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

ぼくときどきぶた あたらしい創作童話　３６ あたらしい創作童話　３６ 矢玉　四郎 著

はれときどきたこ いわさき創作童話　４０ いわさき創作童話　４０ 矢玉　四郎 著

ぼくへそまでまんが あたらしい創作童話　５３ あたらしい創作童話　５３ 矢玉　四郎 著

ゆめからゆめんぼ 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

作ってみようらくらく俳句 国語がもっとすきになる本 国語がもっとすきになる本辻　桃子 著

読んでみようわくわく俳句 国語がもっとすきになる本 国語がもっとすきになる本辻　桃子 著

作ってみようらくらく短歌 国語がもっとすきになる本 国語がもっとすきになる本今野　寿美 著

読んでみようわくわく短歌 国語がもっとすきになる本 国語がもっとすきになる本今野　寿美 著

書いてみようらくらく作文 国語がもっとすきになる本 国語がもっとすきになる本武良　竜彦 著

こもり森のおわかれの日 ＷＡＫＵＷＡＫＵ童話館 ＷＡＫＵＷＡＫＵ童話館 今村　葦子 著

ものまねきょうりゅう ＷＡＫＵＷＡＫＵ童話館 ＷＡＫＵＷＡＫＵ童話館 斉藤　洋 著

おとうさんの玉手箱 ＷＡＫＵＷＡＫＵ童話館 ＷＡＫＵＷＡＫＵ童話館 富安　陽子 著

かぜの学校のなかまたち かぜの学校　２ かぜの学校　２ 今村　葦子 著

アレクセイと泉のはなし 本橋成一 著

ダヤン、わちふぃーるどへ 池田　あきこ 著

ダヤンとジタン 池田　あきこ 著

ダヤンと時の魔法 Ｄａｙａｎ　ｉｎ　Ｗａｃｈｉｆｉｅｌｄ３ 池田　あきこ 著

ダヤンとタシルの王子 Ｄａｙａｎ　ｉｎ　Ｗａｃｈｉｆｉｅｌｄ４ 池田　あきこ 著

小さな戦士マッティメオ レッドウォール伝説 ブライアン・ジェイクス 著

モスフラワーの森 レッドウォール伝説 ブライアン・ジェイクス

勇者の剣 レッドウォール伝説 ブライアン・ジェイクス 著

消えゆくメダカと水辺の自然 水辺のレッドデータ 図解でわかるいのちを学ぶ環境学習 図解でわかるいのちを学ぶ環境学習金子　美智雄

まちと里山の小さないのち 人のくらしと身近な自然 図解でわかるいのちを学ぶ環境学習 図解でわかるいのちを学ぶ環境学習金子　美智雄

ゴミをへらす３つのリ（Ｒｅ） これからのリサイクルのかたち 図解でわかるいのちを学ぶ環境学習 図解でわかるいのちを学ぶ環境学習金子　美智雄

未来をすくう省エネチェック 地球環境とエネルギーの未来 図解でわかるいのちを学ぶ環境学習 図解でわかるいのちを学ぶ環境学習金子　美智雄

健康をまもる水・空気・食べ物 人の健康と生活環境 図解でわかるいのちを学ぶ環境学習 図解でわかるいのちを学ぶ環境学習金子　美智雄

水辺の自然・遊んで学ぼう　１ 実験、体験、発見！ 水辺の自然・遊んで学ぼう 水辺の自然・遊んで学ぼう木村　義志 著

水辺の自然・遊んで学ぼう　２ 実験、体験、発見！ 水辺の自然・遊んで学ぼう 水辺の自然・遊んで学ぼう木村　義志 著

水辺の自然・遊んで学ぼう　３ 実験、体験、発見！ 水辺の自然・遊んで学ぼう 水辺の自然・遊んで学ぼう木村　義志

水辺の自然・遊んで学ぼう　４ 実験、体験、発見！ 水辺の自然・遊んで学ぼう 水辺の自然・遊んで学ぼう木村　義志 著

水辺の自然・遊んで学ぼう　５ 実験、体験、発見！ 水辺の自然・遊んで学ぼう 水辺の自然・遊んで学ぼう木村　義志 著

水辺の自然・遊んで学ぼう　６ 実験、体験、発見！ 水辺の自然・遊んで学ぼう 水辺の自然・遊んで学ぼう木村　義志

写真・絵画集成日本災害史　１ 写真・絵画集成日本災害史 写真・絵画集成日本災害史岩切信 編

写真・絵画集成日本災害史　２ 写真・絵画集成日本災害史 写真・絵画集成日本災害史岩切信 編

写真・絵画集成日本災害史　３ 写真・絵画集成日本災害史 写真・絵画集成日本災害史岩切信 編

地球環境のためにできること　１ 地球環境のためにできること 地球環境のためにできること金谷　健 著

地球環境のためにできること　２ 地球環境のためにできること 地球環境のためにできること内山　裕之 著

地球環境のためにできること　３ 地球環境のためにできること 地球環境のためにできること左巻　健男 著

地球環境のためにできること　４ 地球環境のためにできること 地球環境のためにできること山岡　寛人 著

地球環境のためにできること　５ 地球環境のためにできること 地球環境のためにできること大野　栄三 著

ぼくたちの危険攻略ファイル　１ 戸田　芳雄

ぼくたちの危険攻略ファイル　２ ぼくたちの危険攻略ファイル ぼくたちの危険攻略ファイル戸田　芳雄

ぼくたちの危険攻略ファイル　３ ぼくたちの危険攻略ファイル ぼくたちの危険攻略ファイル戸田　芳雄

ぼくたちの危険攻略ファイル　４ ぼくたちの危険攻略ファイル ぼくたちの危険攻略ファイル戸田　芳雄

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

鳥　超・びっくりパワー 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

昆虫　超・びっくりパワー 生きもの超・びっくりパワー 生きもの超・びっくりパワー安延　尚文

魚と水の生きもの超・びっくりパワー 生きもの超・びっくりパワー 生きもの超・びっくりパワー武田　正倫

植物　超・びっくりパワー 生きもの超・びっくりパワー 生きもの超・びっくりパワー大場　秀章

ゲームでおぼえるはじめての英語　１ ＬＥＴ’Ｓ　ＰＬＡＹ ゲームでおぼえるはじめての英語 ゲームでおぼえるはじめての英語松崎　博 著

ゲームでおぼえるはじめての英語　２ ＬＥＴ’Ｓ　ＰＬＡＹ ゲームでおぼえるはじめての英語 ゲームでおぼえるはじめての英語松崎　博 著



ゲームでおぼえるはじめての英語　３ ＬＥＴ’Ｓ　ＰＬＡＹ ゲームでおぼえるはじめての英語 ゲームでおぼえるはじめての英語松崎　博 著

ゲームでおぼえるはじめての英語　４ ＬＥＴ’Ｓ　ＰＬＡＹ ゲームでおぼえるはじめての英語 ゲームでおぼえるはじめての英語松崎　博 著

ゲームでおぼえるはじめての英語　５ ＬＥＴ’Ｓ　ＰＬＡＹ ゲームでおぼえるはじめての英語 ゲームでおぼえるはじめての英語ジェリー・ソーレス 編

資源・環境・リサイクル　１ 資源・環境・リサイクル 資源・環境・リサイクル 板倉　聖宣 著

資源・環境・リサイクル　２ 資源・環境・リサイクル 資源・環境・リサイクル 城　雄二 著

資源・環境・リサイクル　３ 資源・環境・リサイクル 資源・環境・リサイクル 吉村　七郎 著

資源・環境・リサイクル　４ 資源・環境・リサイクル 資源・環境・リサイクル 城　雄二 著

資源・環境・リサイクル　５ 資源・環境・リサイクル 資源・環境・リサイクル 小林　光子 著

資源・環境・リサイクル　６ 資源・環境・リサイクル 資源・環境・リサイクル 荒井　公毅 著

資源・環境・リサイクル　７ 資源・環境・リサイクル 資源・環境・リサイクル 松崎　重広 著

資源・環境・リサイクル　８ 資源・環境・リサイクル 資源・環境・リサイクル 由良　文隆 著

資源・環境・リサイクル　９ 資源・環境・リサイクル 資源・環境・リサイクル 井藤　伸比古 著

資源・環境・リサイクル　１０ 資源・環境・リサイクル 資源・環境・リサイクル 落合　大海 著

すぐ調べられる「環境と生き物」　１　生物と環境編 環境と生き物 環境と生き物 内山　裕之

すぐ調べられる「環境と生き物」　２　海辺の生物編 環境と生き物 環境と生き物 内山　裕之

すぐ調べられる「環境と生き物」　３　川や池の生物編 環境と生き物 環境と生き物 内山　裕之

すぐ調べられる「環境と生き物」　４　里山の生物編 環境と生き物 環境と生き物 内山　裕之

すぐ調べられる「環境と生き物」　５　まちの生物編 環境と生き物 環境と生き物 内山　裕之

すぐ調べられる「環境と生き物」　６　観察と解剖編 環境と生き物 環境と生き物 内山　裕之

ひらがなあいうえお 下村式リズムでおぼえる 下村式リズムでおぼえる 下村　昇 著

カタカナアイウエオ 下村式リズムでおぼえる 下村式リズムでおぼえる 下村　昇 著

すうじ１・２・３ 下村式リズムでおぼえる 下村式リズムでおぼえる 下村　昇 著

すぐできる環境調査　１ 環境体験学習 すぐできる環境調査 すぐできる環境調査 梅澤実

すぐできる環境調査　２ 環境体験学習 すぐできる環境調査 すぐできる環境調査 梅澤実

すぐできる環境調査　３ 環境体験学習 すぐできる環境調査 すぐできる環境調査 梅澤実

すぐできる環境調査　４ 環境体験学習 すぐできる環境調査 すぐできる環境調査 梅澤実

すぐできる環境調査　５ 環境体験学習 すぐできる環境調査 すぐできる環境調査 梅澤実

すぐできる環境調査　６ 環境体験学習 すぐできる環境調査 すぐできる環境調査 梅澤実

すぐできる環境調査　７ 環境体験学習 すぐできる環境調査 すぐできる環境調査 梅澤実

おしゃべりレオくんやってきた！ はじめてえいごでよむおはなし 評論社の児童図書館・絵本の部屋　しかけ絵本の本棚 評論社の児童図書館・絵本の部屋　しかけ絵本の本棚オパール・ダン 著

おねがいだからなかよくしてね 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋キャスリン・ホワイト 著

青い花のじゅうたん テキサス州のむかしばなし 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋トミー・デパオラ 著

ロージーのおひっこし 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋ジュディ・ヒンドレイ 著

フローラのもうふ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋デビ・グリオリ 著

キスなんてごめんだよ！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋エマ・チチェスター・クラーク 著

はみがき、やーだよ！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋スベトラーナ・チューリナ 著

ミランダの大ぼうけん 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋ジェームズ・メイヒュー 著

あいしているから 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋マージョリー・ニューマン 著

どこへいったの、ブルーカンガルー？ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋エマ・チチェスター・クラーク 著

みんないっしょに 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋ロブ・ルイス 著

ブルーカンガルーがやったのよ！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋エマ・チチェスター・クラーク 著

ホッペル、ポッペル、それともストッペル？ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋マックス・ボリガー 著

とんとんとん！とをたたくのはだあれ？ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋サリー・グリンドレー 著

ねがいごとをしてごらん こんなにもあるたのしいねがいごと 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋ティファニー・リースン 著

はじめのちいさないっぽ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋サイモン・ジェームズ 著

ツリーにやどったおほしさま 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋クリスティーン・リースン 著

サムならきっとできるから 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋エイミー・ヘスト 著

イゴールの金のすず 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋ミレイユ・ダランセ 著

ぜったいがっこうにはいかないからね チャーリーとローラのおはなし チャーリーとローラのおはなしローレン・チャイルド 著

Ｐｏｏうんち この謎に満ちたすばらしきもの ニコラ・デイビス 著

リッキとおともだち ヒド・ファン・ヘネヒテン 著

ちいさなしろいさかな ヒド・ファン・ヘネヒテン 著

やさしいね！ メアリー・マーフィ 著

ケイティー ポリー・ダンバー 著

シロクマくんのひみつ ヒド・ファン・ヘネヒテン 著

あかちゃんにちゅっ！ メアリー・マーフィ 著

ちいさなしろいさかなの１０ぴきみーつけた！ ヒド・ファン・ヘネヒテン 著

ジュールとセザール エリック・バテュ 著

いろいろかわるよ メアリー・マーフィ 著



リトルペンギンのきしゃぽっぽ メアリー・マーフィ 著

しゅっぱーつ！ メアリー・マーフィ 著

とこちゃんのしゅっちょうひきうけます とこちゃんのえほん　２ とこちゃんのえほん　２ かわかみ　たかこ 著

ほしベソくんふたたびちきゅうへ おぐら　ひろかず 著

学校のまわりの生きものずかん　１ 学校のまわりの生きものずかん 学校のまわりの生きものずかんおくやま　ひさし 著

学校のまわりの生きものずかん　２ 学校のまわりの生きものずかん 学校のまわりの生きものずかんおくやま　ひさし 著

学校のまわりの生きものずかん　３ 学校のまわりの生きものずかん 学校のまわりの生きものずかんおくやま　ひさし 著

学校のまわりの生きものずかん　４ 学校のまわりの生きものずかん 学校のまわりの生きものずかんおくやま　ひさし 著

バーバパパのたんじょうび バーバパパのちいさなおはなし　１ バーバパパのちいさなおはなし　１アネット・チゾン 著

バーバパパのふうせんりょこう バーバパパのちいさなおはなし　２ バーバパパのちいさなおはなし　２アネット・チゾン 著

バーバパパのすいしゃごや バーバパパのちいさなおはなし　３ バーバパパのちいさなおはなし　３アネット・チゾン 著

バーバパパののみたいじ バーバパパのちいさなおはなし　４ バーバパパのちいさなおはなし　４アネット・チゾン 著

バーバパパのしんじゅとり バーバパパのちいさなおはなし　５ バーバパパのちいさなおはなし　５アネット・チゾン 著

バーバパパうみにでる バーバパパのちいさなおはなし　６ バーバパパのちいさなおはなし　６アネット・チゾン 著

バーバパパのジュースづくり バーバパパのちいさなおはなし　７ バーバパパのちいさなおはなし　７アネット・チゾン 著

バーバパパのがっきやさん バーバパパのちいさなおはなし　８ バーバパパのちいさなおはなし　８アネット・チゾン 著

バーバパパのクリスマス バーバパパのちいさなおはなし　９ バーバパパのちいさなおはなし　９アネット・チゾン 著

バーバパパのおんがくかい バーバパパのちいさなおはなし　１０ バーバパパのちいさなおはなし　１０アネット・チゾン 著

バーバパパのアフリカいき バーバパパのちいさなおはなし　１１ バーバパパのちいさなおはなし　１１アネット・チゾン 著

バーバパパのこもりうた バーバパパのちいさなおはなし　１２ バーバパパのちいさなおはなし　１２アネット・チゾン 著

昔のくらし ポプラディア情報館 ポプラディア情報館 田中　力

自動車 ポプラディア情報館 ポプラディア情報館 竹内　裕一

日本国憲法 ポプラディア情報館 ポプラディア情報館 角替　晃

昔のくらし ポプラディア情報館 ポプラディア情報館 田中　力

自動車 ポプラディア情報館 ポプラディア情報館 竹内　裕一

日本国憲法 ポプラディア情報館 ポプラディア情報館 角替　晃

昔のくらしの道具事典 小林　克

昔のくらしの道具事典 小林　克

ものしり地図絵本日本 ひらい　ふみと 著

ものしり地図絵本日本 ひらい　ふみと 著

ものしり地図絵本日本 ひらい　ふみと 著

育てよう！食べよう！野菜づくりの本　１ 育てよう！食べよう！野菜づくりの本 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ 編著

育てよう！食べよう！野菜づくりの本　２ 育てよう！食べよう！野菜づくりの本 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ 編著

育てよう！食べよう！野菜づくりの本　３ 育てよう！食べよう！野菜づくりの本 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ 編著

育てよう！食べよう！野菜づくりの本　４ 育てよう！食べよう！野菜づくりの本 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ 編著

育てよう！食べよう！野菜づくりの本　５ 育てよう！食べよう！野菜づくりの本 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ 編著

育てよう！食べよう！野菜づくりの本　６ 育てよう！食べよう！野菜づくりの本 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ 編著

育てよう！食べよう！野菜づくりの本　７ 育てよう！食べよう！野菜づくりの本 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ 編著

育てよう！食べよう！野菜づくりの本　８ 育てよう！食べよう！野菜づくりの本 育てよう！食べよう！野菜づくりの本こどもくらぶ 編著

やさしいこうさく　１ やさしいこうさく やさしいこうさく 竹井　史郎 著

やさしいこうさく　２ やさしいこうさく やさしいこうさく 竹井　史郎 著

やさしいこうさく　３ やさしいこうさく やさしいこうさく 竹井　史郎 著

やさしいこうさく　４ やさしいこうさく やさしいこうさく 竹井　史郎 著

やさしいこうさく　５ やさしいこうさく やさしいこうさく 竹井　史郎 著

やさしいこうさく　６ やさしいこうさく やさしいこうさく 竹井　史郎 著

やさしいこうさく　７ やさしいこうさく やさしいこうさく 竹井　史郎 著

やさしいこうさく　８ やさしいこうさく やさしいこうさく 竹井　史郎 著

やさしいこうさく　９ やさしいこうさく やさしいこうさく 竹井　史郎 著

やさしいこうさく　１０ やさしいこうさく やさしいこうさく 竹井　史郎 著

やさしいこうさく　１１ やさしいこうさく やさしいこうさく 竹井　史郎 著

やさしいこうさく　１２ やさしいこうさく やさしいこうさく 竹井　史郎 著

器楽合奏にチャレンジ　１　やさしい曲から始めよう 器楽合奏にチャレンジ 器楽合奏にチャレンジ さいとう　みのる 著

器楽合奏にチャレンジ　２　地区・学校の音楽祭編 器楽合奏にチャレンジ 器楽合奏にチャレンジ さいとう　みのる 著

器楽合奏にチャレンジ　３　歓送迎会編 器楽合奏にチャレンジ 器楽合奏にチャレンジ さいとう　みのる 著

学校で楽しむみんなの合唱　１　校内合唱コンクール編 学校で楽しむみんなの合唱 学校で楽しむみんなの合唱さいとう　みのる 著

学校で楽しむみんなの合唱　２　入学・卒業式編 学校で楽しむみんなの合唱 学校で楽しむみんなの合唱さいとう　みのる 著

学校で楽しむみんなの合唱　３　アカペラ編 学校で楽しむみんなの合唱 学校で楽しむみんなの合唱さいとう　みのる 著

はてな？なぜかしら？イスラム・中東問題 はてな？なぜかしら？国際問題　１ はてな？なぜかしら？国際問題　１

はてな？なぜかしら？北朝鮮問題 はてな？なぜかしら？国際問題　２ はてな？なぜかしら？国際問題　２



はてな？なぜかしら？国際紛争 はてな？なぜかしら？国際問題　３ はてな？なぜかしら？国際問題　３

どんぐりとやまねこ 宮沢賢治かみしばいの森 宮沢賢治かみしばいの森宮沢　賢治 原著

けんじゅうこうえんりん 宮沢賢治かみしばいの森 宮沢賢治かみしばいの森宮沢　賢治 原著

やまなし 宮沢賢治かみしばいの森 宮沢賢治かみしばいの森宮沢　賢治 原著

ふたごのほし 宮沢賢治かみしばいの森 宮沢賢治かみしばいの森宮沢　賢治 原著

よだかの星 宮沢賢治かみしばいの森 宮沢賢治かみしばいの森宮沢　賢治 原著

おいの森とざる森、ぬすと森 宮沢賢治かみしばいの森 宮沢賢治かみしばいの森宮沢　賢治 原著

はじめてであう俳句の本　春の句 はじめてであう俳句と短歌の本　１ はじめてであう俳句と短歌の本１桜井　信夫 編著

はじめてであう俳句の本　夏の句 はじめてであう俳句と短歌の本　２ はじめてであう俳句と短歌の本２桜井　信夫 編著

はじめてであう俳句の本　秋の句 はじめてであう俳句と短歌の本　３ はじめてであう俳句と短歌の本３桜井　信夫 編著

はじめてであう俳句の本　冬の句 はじめてであう俳句と短歌の本　４ はじめてであう俳句と短歌の本４桜井　信夫 編著

はじめてであう短歌の本　冬と春の歌 はじめてであう俳句と短歌の本　５ はじめてであう俳句と短歌の本５桜井　信夫 編著

はじめてであう短歌の本　夏と秋の歌 はじめてであう俳句と短歌の本　６ はじめてであう俳句と短歌の本６桜井　信夫 編著

はじめてであう短歌の本　心の歌　１ はじめてであう俳句と短歌の本　７ はじめてであう俳句と短歌の本７桜井　信夫 編著

はじめてであう短歌の本　心の歌　２ はじめてであう俳句と短歌の本　８ はじめてであう俳句と短歌の本８桜井　信夫 編著

ノーモアヒロシマ・ナガサキ 原爆写真 黒古　一夫 編

総合百科事典ポプラディア　プラス１（２００５）　補遺 総合百科事典ポプラディア　プラス１ 総合百科事典ポプラディア　プラス１秋山　仁

じめんがふるえるだいちがゆれる かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　６巻 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　６巻加古　里子 著

ひをふくやまマグマのばくはつ かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん第　７巻 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　７巻加古　里子 著

よあけゆうやけにじやオーロラ かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん第　８巻 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　８巻加古　里子 著

せかいあちこちちきゅうたんけん かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　９巻 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　９巻加古　里子 著

あさよる、なつふゆちきゅうはまわる かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　１０巻 かこさとしの自然のしくみ地球のちからえほん　第　１０巻加古　里子 著

地球に生きるわたしたちと水 田中　真知 著

地球に生きるわたしたちと土 田中　真知 著

地球に生きるわたしたちと木 田中　真知 著

地球に生きるわたしたちと風 田中　真知 著

魔女の宅急便　その２ キキと新しい魔法 福音館創作童話シリーズ角野　栄子 / 著

きみがしらないひみつの三人 絵本 ヘルメ・ハイネ

天の岩戸 日本の神話　１ 日本の神話　１ 西野　綾子 著

ヤマタノオロチ 日本の神話　２ 日本の神話　２ 西野　綾子 著

イナバの白うさぎ 日本の神話　３ 日本の神話　３ 西野　綾子 著

地のそこの国 日本の神話　４ 日本の神話　４ 西野　綾子 著

ちいさな神さま 日本の神話　５ 日本の神話　５ 西野　綾子 著

ちからじまんの神さま 日本の神話　６ 日本の神話　６ 西野　綾子 著

コノハナサクヤヒメ 日本の神話　７ 日本の神話　７ 西野　綾子 著

ウミサチとヤマサチ 日本の神話　８ 日本の神話　８ 西野　綾子 著

まぼろしの白いクマ 日本の神話　９ 日本の神話　９ 西野　綾子 著

ヤマトタケル 日本の神話　１０ 日本の神話　１０ 西野　綾子 著

はたらく犬　第１巻 はたらく犬 はたらく犬

はたらく犬　第２巻 はたらく犬 はたらく犬

はたらく犬　第３巻 はたらく犬 はたらく犬

はたらく犬　第４巻 はたらく犬 はたらく犬

ペニーさん 絵本 マリー・ホール・エッツ 作・絵

今地球が危ない

しらべてみようリサイクル６ 中村 三郎 文

カレーのひみつ 青木萌

ほんもののプレゼント オー・ヘンリー

マッチうりの少女 H.C.アンデルセン

幸せの王子 オスカー・ワイルド

サンタクロースっているんでしょうか？ フランシス・P・チャーチ

若いあなたへ！ 千葉　敦子

燃料電池車のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ２０ 手丸　かのこ　漫画

みんなのスマイルアース！ 愛・地球博メッセージブック

みんなのスマイルアース！ 愛・地球博メッセージブック

未来をさがそう 東倉　洋一　編集

イラスト図解　地球共生 美しいこの星を守りぬくために

読みがたり　香川のむかし話 香川県国語教育研究会　編

天然水のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ２１ 望月　恭子　構成

トイレのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ２２ 橘　悠紀　構成



理容のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ２２ 仕事のひみつ編１ 内海　準二　構成

春の妖精 月刊たくさんのふしぎ 奥山　多恵子

月刊たくさんのふしぎ　ぼくは少年鉄道員 月刊たくさんのふしぎ 西山　聡　写真・文

雪がとけたら 月刊たくさんのふしぎ 小林　輝子

ウナギのふるさとをさがして 月刊たくさんのふしぎ 盛岡　典隆

プーラ・ライモンデイ 月刊たくさんのふしぎ 野村　哲也

ノースウッズの森で 月刊たくさんのふしぎ 大竹　英洋

サーカスの学校 月刊たくさんのふしぎ 西元　まり

虹をみつけた 月刊たくさんのふしぎ 岡戸　敏幸

かくれんぼ 月刊たくさんのふしぎ 岩瀬　成子

ぼくの南極越冬記 月刊たくさんのふしぎ 山内　はじめ

カステラ、カステラ！ 月刊たくさんのふしぎ 明坂　英二

土の色って、どんな色？ 月刊たくさんのふしぎ 栗田　宏一

みんなの委員会活動 子どもの特別活動研究会　編

みんなの代表委員会・集会活動 子どもの特別活動研究会

たのしいクラブ活動 子どもの特別活動研究会

全員参加　学校行事 子どもの特別活動研究会

ファックス資料集 子どもの特別活動研究会

虔十公園林、ざしきぼっこのはなし 宮沢　賢治

ふたごの星 宮沢　賢治

よだかの星 宮沢　賢治

セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治

オツベルと象 宮沢　賢治

西遊記１　天の巻 斉藤　洋

西遊記２　地の巻 斉藤　洋

西遊記３　水の巻 斉藤　洋

西遊記４　仙の巻 斉藤　洋

音楽の父Ｊ．Ｓ．バッハ さいとう　みのる

神童モーツァルト さいとう　みのる

神聖ベートーヴェン さいとう　みのる

ピアノの詩人ショパン さいとう　みのる

ロシア音楽の星チャイコフスキー さいとう　みのる

松井　秀喜 山下　東七郎

イチローへの手紙 絵本 ジーンＤ．オキモト

ぼくがいっぱい 絵本 いもと　ようこ

サッカー ラモス瑠偉

野球 荒木　大輔

バスケットボール 佐古　賢一

柔道 古賀　稔彦

剣道 栄花　直輝

テニス 松岡　修造

卓球 松下　浩二

水泳 糸井　統

空手 数見　肇

くまのプーさんルーの楽しい春の日 しぶや　まさこ

くまのプーさんザ・ムービー 橘高　弓枝

くまのプーさんランピーとぷるぷるオバケ しぶや　まさこ

チキン・リトル アイリーン・トリンブル

パイレーツ・オブ・カリビアン アイリーン・トルンブル

せかいでいちばんつよい国 絵本 デビッド・マッキー

わたしの足は車いす 絵本 フランツ・ヨーゼフ・ファイニク

だいじょうぶだよ、ゾウさん 絵本 ローレンス・ブルギニョン

ひとりぼっちじゃないよ 絵本 としま　かをり

死って、なに ローリー・クラスニー・ブラウン

子猫の気持ちは 絵本 森津　和嘉子

月にとんだ猫 絵本 森津　和嘉子

桜物語 絵本 大西　伝一郎

赤い灯台 絵本 大西　伝一郎

いぬねこかさねがぶち 絵本 舟崎　克彦



ほうちょうかけたか 絵本 さねとう　あきら

おれはなにわのライオンや 絵本 さねとう　あきら

ブレイブ・ストーリー　上 宮部　みゆき

ブレイブ・ストーリー　下 宮部　みゆき

女の子と男の子のための料理と手芸２ 小川　聖子

女の子と男の子のための料理と手芸３ 山梨　幹子

女の子と男の子のための料理と手芸４ ボビー坂田

女の子と男の子のための料理と手芸５ 小川　聖子

女の子と男の子のための料理と手芸９ 久保　耀未

ゲド戦記Ⅰ　影との戦い ル・グウィン

ゲド戦記Ⅱ　こわれた腕環 ル・グウィン

ゲド戦記Ⅲ　さいはての島へ ル・グウィン

ゲド戦記Ⅳ　帰還 ル・グウィン

ゲド戦記Ⅴ　アースシーの風 ル・グウィン

ゲド戦記外伝 ル・グウィン

忍者ＫＩＤＳ　１図書館版 斉藤　栄美

忍者ＫＩＤＳ　２図書館版 斉藤　栄美

忍者ＫＩＤＳ　３図書館版 斉藤　栄美

忍者ＫＩＤＳ　４図書館版 斉藤　栄美

忍者ＫＩＤＳ　５図書館版 斉藤　栄美

忍者ＫＩＤＳ　６図書館版 斉藤　栄美

忍者ＫＩＤＳ　７図書館版 斉藤　栄美

忍者ＫＩＤＳ　８図書館版 斉藤　栄美

忍者ＫＩＤＳ　９図書館版 斉藤　栄美

探検・発見わたしたちの日本１ 国土と各地のくらし 長谷川　康男

探検・発見わたしたちの日本２ 米づくりからみる日本 白川　景子

探検・発見わたしたちの日本３ 野菜づくりからみる日本 白川　景子

探検・発見わたしたちの日本４ 漁業からみる日本 長谷川　康男

探検・発見わたしたちの日本５ 工業からみる日本 利根川　賢

探検・発見わたしたちの日本６ 情報からみる日本 利根川　賢

探検・発見わたしたちの日本７ 都道府県からみる日本① 大角　修

探検・発見わたしたちの日本８ 都道府県からみる日本② 大角　修

ナルニア国物語　ライオンと魔女 ライオンと魔女 Ｃ.Ｓ.ルイス

ナルニア国物語　カスピアン王子のつのぶえ カスピアン王子のつのぶえ Ｃ.Ｓ.ルイス

ナルニア国物語　朝びらき丸東の海へ 朝びらき丸東の海へ Ｃ.Ｓ.ルイス

ナルニア国物語　銀のいす 銀のいす Ｃ.Ｓ.ルイス

ナルニア国物語　馬と少年 馬と少年 Ｃ.Ｓ.ルイス

ナルニア国物語　魔術師のおい 魔術師のおい Ｃ.Ｓ.ルイス

ナルニア国物語　さいごの戦い さいごの戦い Ｃ.Ｓ.ルイス

自然とあそぼう１ つくってたのしむ野外活動入門 山岡　寛人

自然とあそぼう２ 見てたのしむ野外活動入門 山岡　寛人

自然とあそぼう３ あそんでたのしむ野外活動入門 山岡　寛人

自然とあそぼう４ 校内でできるネイチャーゲーム 降旗　信一

自然とあそぼう５ 公園でできるネイチャーゲーム 降旗　信一

自然とあそぼう６ 野山でできるネイチャーゲーム 降旗　信一

食の総合学習１ 七尾　純

食の総合学習２ 七尾　純

食の総合学習３ 七尾　純

食の総合学習４ 七尾　純

サンタクローズ映画版 ダフネ・スキナー

リトル・プリンセス映画版 フランシス・Ｈ・バーネット

ロスト・ワールドジュラシック・パーク映画版 マイケル・クライトン

アポロ１３宇宙開発のぼうけん ゲイル・ハーマン

ベイブ映画版 ディック・キング・スミス

フリッパー映画版 ダイナ・アナスタシア

赤毛のアン モンゴメリ

アンの青春 モンゴメリ

アンの愛情 モンゴメリ

アンの家の夢 モンゴメリ



虹の谷のアン モンゴメリ

アンの娘リラ モンゴメリ

アンの友達 モンゴメリ

ことわざの秘密 武田　勝昭

ことわざの探検 時田　昌端

外国のことわざ 北村　孝一

ことわざで遊ぶ 伊藤　高雄

ことわざ辞典 時田　昌端

グリーン・ノウの石 L.M.ボストン

グリーン・ノウの魔女 L.M.ボストン

グリーン・ノウのお客さま L.M.ボストン

グリーン・ノウの川 L.M.ボストン

グリーン・ノウの煙突 L.M.ボストン

グリーン・ノウの子どもたち L.M.ボストン

ふぶきのあした 絵本 きむら　ゆういち

お手玉 大西　伝一郎

独楽 安藤　正樹

凧 茂出木　雅章

けん玉 丸石　照機

ビー玉 森戸　祐幸

万華鏡 大熊　進一

てまり 尾崎　敬子

双六 吉田　修

ビーズ 森戸　祐幸

ちょんかけごま 山本　貞美

和算 佐藤　健一

カルタ 宮本　貴美子

指輪物語１　新版 旅の仲間　上 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン

指輪物語２　新版 旅の仲間　下 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン

指輪物語３　新版 二つの塔 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン

指輪物語４　新版 二つの塔　下 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン

指輪物語５　新版 王の帰還　上 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン

指輪物語６　新版 王の帰還　下 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン

指輪物語　追補編　新版 Ｊ．Ｒ．Ｒトールキン

魔女の宅急便　その３ 角野　栄子

魔女の宅急便　その４ 角野　栄子

絵くんとことばくん 天野　祐吉

つな引きのお祭り 北村　皆雄

わたしたち手で話します 絵本 フランツ・ヨーゼフ・ファイニク

あなたをずっとあいしてる 絵本 宮西　達也

ポットくんとミミズくん かがくえほん 真木　文絵

動物会議 絵本 エーリヒ・ケストナー

バッテリー２ あさの　あつこ

バッテリー３ あさの　あつこ

バッテリー４ あさの　あつこ

バッテリー５ あさの　あつこ

バッテリー６ あさの　あつこ

ハリーポッターと謎のプリンス　上 Ｊ・Ｋローリング

ハリーポッターと謎のプリンス　下 Ｊ・Ｋローリング

おばけ桃が行く ロアルド・ダール

チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール

魔法のゆび ロアルド・ダール

すばらしき父さん狐 ロアルド・ダール

ガラスの大エレベーター ロアルド・ダール

アッホ夫婦 ロアルド・ダール

ぼくのつくった魔法のくすり ロアルド・ダール

魔法がいっぱい ロアルド・ダール

こちらゆかいな窓ふき会社 ロアルド・ダール

マチルダは小さな大天才 ロアルド・ダール



朝日ジュニア百科年鑑２００６ 朝日ジュニア百科年鑑編集部

どんぐりと山ねこ 宮沢　賢治

注文の多い料理店 宮沢　賢治

やまなし、いちょうの実 宮沢　賢治

雪わたり 宮沢　賢治

だめよ、デイビッド 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 著

デイビッドがっこうへいく 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋デイビッド・シャノン 著

あめふりのおおさわぎ 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 著

デイビッドがやっちゃった！ 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 著

みんなでためす洗剤と水汚染 合成洗剤研究会 編

だれでもできるやさしい水のしらべかた 河辺　昌子 著

みんなでつくるビオトープ入門 生き物がいる環境をつくるために　１９の実践とその手法

やさしくできる手作り石けん入門 汚れ落ちのよい化粧石けんを簡単に作る法 アン・ブラムソン 著

だれでもできる地球を守る３Ｒ大作戦 むだを減らしてスッキリ・エコライフ 山本　耕平 著

だれでもできるごみダイエット わが家のごみ徹底減量法 崎田　裕子 著

だれでもできる生ごみ堆肥化大作戦 有機農産物普及・堆肥化推進協会 編

だれでもできるミミズで生ごみリサイクル ミミズに学ぶ環境学習 メアリー・アッペルホフ 著

これでわかるごみ問題Ｑ＆Ａ ここが問題日本のリサイクル法 熊本　一規 著

だれでもできるやさしい空気のしらべかた 合同出版編集部 編

みんなでためすミミズコンポスト・マニュアル 学校・地域で学ぶリサイクル ビネー・ペイン 著

これでわかる生ごみ堆肥化Ｑ＆Ａ 知っておきたい８８の理論と実践 有機農産物普及・堆肥化推進協会 編

だれでもできるパックテストで環境しらべ　新版 岡内　完治 著

だれでもできる楽しいミミズの飼い方 ミミズに学ぶ循環型社会 グローバル・スクール・プロジェクト 編

だれでもできるホタル復活大作戦 ぼくらの町にホタルがもどってきた 大場　信義 編著

だれでもできるヤゴ救出大作戦 身近なプールは生きものワンダーランド 清水　研助 著

だれでもできるやさしい土壌動物のしらべかた 採集・標本・分類の基礎知識 青木　淳一 著

だれでもできるやさしい土のしらべかた 土壌のしくみとはたらきを学ぶ２５の実験 塚本　明美 著

だれでもできるデポジット なくそうポイ捨て資源リサイクルのすすめ デポジット法制定全国ネットワーク 編

４と１／２探偵局　１宝の地図のひみつ ４と１／２探偵局　１ ヨアヒム・フリードリヒ 著

４と１／２探偵局　２消えた先生のなぞ ４と１／２探偵局　２ ヨアヒム・フリードリヒ 著

４と１／２探偵局　３天使の追跡大作戦 ４と１／２探偵局　３ ヨアヒム・フリードリヒ 著

４と１／２探偵局　４名探偵の１０か条 ４と１／２探偵局　４ ヨアヒム・フリードリヒ 著

４と１／２探偵局　５探偵犬、がんばる！ ４と１／２探偵局　５ ヨアヒム・フリードリヒ 著

おばけマンション ポプラ社の新・小さな童話　１８８ ポプラ社の新・小さな童話　１８８むらい　かよ 著

おばけとなかよくなる方法 ポプラ社の新・小さな童話　１９３ ポプラ社の新・小さな童話　１９３むらい　かよ 著

おばけさまおねがい！ ポプラ社の新・小さな童話　１９６ ポプラ社の新・小さな童話　１９６むらい　かよ 著

ハッピー・おばけうらない！ ポプラ社の新・小さな童話　１９９ ポプラ社の新・小さな童話　１９９むらいかよ 著

おばけはすきすき・きょうだいげんか ポプラ社の新・小さな童話　２０３ ポプラ社の新・小さな童話　２０３むらい　かよ 著

きょうのおやつはおばけケーキ ポプラ社の新・小さな童話　２０５ ポプラ社の新・小さな童話　２０５むらい　かよ 著

かわいいおばけになりたいの ポプラ社の新・小さな童話　２０８ ポプラ社の新・小さな童話　２０８むらいかよ 著

おばけといっしょにおるすばん ポプラ社の新・小さな童話　２１２ ポプラ社の新・小さな童話　２１２むらい　かよ 著

しかえしはおばけラーメン！ ポプラ社の新・小さな童話　２１４ ポプラ社の新・小さな童話　２１４むらいかよ 著

プレゼントはおばけのくに！ ポプラ社の新・小さな童話　２１７ ポプラ社の新・小さな童話　２１７むらいかよ 著

おばけもこわがるおばけのくに ポプラ社の新・小さな童話　２２０ ポプラ社の新・小さな童話　２２０むらい　かよ 著

学校に行けないはたらく子どもたち　１ 学校に行けないはたらく子どもたち 学校に行けないはたらく子どもたち田沼　武能 著

学校に行けないはたらく子どもたち　２ 学校に行けないはたらく子どもたち 学校に行けないはたらく子どもたち田沼　武能 著

学校に行けないはたらく子どもたち　３ 学校に行けないはたらく子どもたち 学校に行けないはたらく子どもたち田沼　武能 著

学校に行けないはたらく子どもたち　４ 学校に行けないはたらく子どもたち 学校に行けないはたらく子どもたち田沼　武能 著

キャベたまたんていなぞのゆうかいじけん 新・ともだちぶんこ 新・ともだちぶんこ 三田村　信行 著

キャベたまたんてい空とぶハンバーガーじけん 新・ともだちぶんこ　１６ 新・ともだちぶんこ　１６ 三田村　信行 著

キャべたまたんていぎょうれつラーメンのひみつ 新・ともだちぶんこ　１７ 新・ともだちぶんこ　１７ 三田村　信行 著

キャべたまたんていしにがみのショートケーキ 新・ともだちぶんこ　１９ 新・ともだちぶんこ　１９ 三田村　信行 著

キャべたまたんていびっくりかいてんずし 新・ともだちぶんこ　２１ 新・ともだちぶんこ　２１ 三田村　信行 著

キャベたまたんていかいとうセロリとうじょう 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

いのちのまつり ヌチヌグスージ 草場　一壽 著

くまのこうちょうせんせい こんの　ひとみ 著

きみは、死んだらどこへいく？ きみのからだが地球環境　２ きみのからだが地球環境小原　秀雄 編

考えよう地球環境　７ 考えよう地球環境 考えよう地球環境 森田　昌敏 編

地球のためにわたしたちにできること　１ 環境教育実践シリーズ 環境教育実践シリーズ 鳥飼新市 著



地球のためにわたしたちにできること　２ 環境教育実践シリーズ 環境教育実践シリーズ 鳥飼新市 著

地球のためにわたしたちにできること　３ 環境教育実践シリーズ 環境教育実践シリーズ 鳥飼新市 著

地球のためにわたしたちにできること　４ 環境教育実践シリーズ 環境教育実践シリーズ 平　宏和 著

地球のためにわたしたちにできること　５ 環境教育実践シリーズ 環境教育実践シリーズ 石川等 著

地球のためにわたしたちにできること　６ 環境教育実践シリーズ 環境教育実践シリーズ 渡辺隆一 著

地球のためにわたしたちにできること　７ 環境教育実践シリーズ 環境教育実践シリーズ 大西順一 著

モンスター学園 おはなしフレンズ！　２ おはなしフレンズ！　２ 舟崎　克彦 著

世界のなかで、ひとりといっぴき おはなしフレンズ！　３ おはなしフレンズ！　３ 高山　栄子 著

モンスター学園　２ おはなしフレンズ！　４ おはなしフレンズ！　４ 舟崎　克彦 著

ぼくの・トモダチのつくりかた 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

子うさぎのチノ おはなしフレンズ！　６ おはなしフレンズ！　６ 今村　葦子 著

モンスター学園　３ おはなしフレンズ！　７ おはなしフレンズ！　７ 舟崎　克彦 著

りっぱなおおかみになりたい屋 おはなしフレンズ！　８ おはなしフレンズ！　８ 中島　和子 著

モンスター学園　４ おはなしフレンズ！　９ おはなしフレンズ！　９ 舟崎　克彦 著

トレイン探偵北斗 寝台特急北斗星の美少女 おはなしフレンズ！　１０ おはなしフレンズ！　１０ 高森　千穂 著

ももいろ荘の福子さん おはなしフレンズ！　１１ おはなしフレンズ！　１１ 村上　しいこ 著

モンスター学園　５ おはなしフレンズ！　１２ おはなしフレンズ！　１２ 舟崎　克彦 著

ゆけゆけ！あずきひめ おいしいおしることひみつの島 おはなしフレンズ！１３ おはなしフレンズ！１３ 小豆丸　なお美 著

ラッキーセブン おはなしフレンズ！　１４ おはなしフレンズ！　１４ 最上　一平 著

内科・オバケ科ホオズキ医院オバケだって、カゼをひく！ おはなしフレンズ！１５ おはなしフレンズ！　１５ 富安　陽子 著

小中学生のためのパソコンらくらく入門教室　１ Ｒａｑｕｐｐａ 中山洋一 著

小中学生のためのパソコンらくらく入門教室　２ Ｒａｑｕｐｐａ 臼井理栄 著

小中学生のためのパソコンらくらく入門教室　３ Ｒａｑｕｐｐａ 小中学生のためのパソコンらくらく入門教室 小中学生のためのパソコンらくらく入門教室中山　洋一 著

小中学生のためのパソコンらくらく入門教室　４ Ｒａｑｕｐｐａ 小中学生のためのパソコンらくらく入門教室 小中学生のためのパソコンらくらく入門教室臼井　理栄 著

小中学生のためのパソコンらくらく入門教室　５ Ｒａｑｕｐｐａ 小中学生のためのパソコンらくらく入門教室 小中学生のためのパソコンらくらく入門教室臼井　理栄 著

小中学生のためのパソコンらくらく入門教室　６ Ｒａｑｕｐｐａ 小中学生のためのパソコンらくらく入門教室 小中学生のためのパソコンらくらく入門教室臼井　理栄 著

ミニトマト みぢかないのち・生活科のほん　６ みぢかないのち・生活科のほん

アサガオ みぢかないのち・生活科のほん　７ みぢかないのち・生活科のほん

ヒマワリ みぢかないのち・生活科のほん　８ みぢかないのち・生活科のほん

サツマイモ みぢかないのち・生活科のほん９ みぢかないのち・生活科のほん

マクブルームさんのすてきな畑 あかね世界の文学シリーズ あかね世界の文学シリーズＳ．フライシュマン 著

悪者は夜やってくる マーガレット・マーヒー 著

天使の人形 ジェリー・ブレッドソー 著

のれたよ、のれたよ、自転車のれたよ 生きてます、１５歳より 絵本 井上　美由紀 著

ぽっぺん先生の日曜日 舟崎　克彦 / 著

ナヌークの贈りもの 星野　道夫 / 著

星になった少年 ぼくの夢はぞうの楽園 島田　和子 著

宮本武蔵 砂田　弘 著

銀のくじゃく 童話集 安房　直子 著

みつばち 丘　修三 著

だれだって悩んだ ちくまプリマーブックス　１ ちくまプリマーブックス　１ なだ　いなだ 著

シリーズいのちの授業１ シリーズいのちの授業 シリーズいのちの授業

シリーズいのちの授業２ シリーズいのちの授業 シリーズいのちの授業

シリーズいのちの授業３ シリーズいのちの授業 シリーズいのちの授業

シリーズいのちの授業４ シリーズいのちの授業 シリーズいのちの授業

シリーズいのちの授業５ シリーズいのちの授業 シリーズいのちの授業 種村　エイ子 著

宇宙のあいさつ 星新一ちょっと長めのショートショート　１ 星新一ちょっと長めのショートショート　１星　新一 著

恋がいっぱい 星新一ちょっと長めのショートショート　２ 星新一ちょっと長めのショートショート２星　新一 著

悪魔のささやき 星新一ちょっと長めのショートショート　３ 星新一ちょっと長めのショートショート　３星　新一 著

とんとん拍子 星新一ちょっと長めのショートショート　４ 星新一ちょっと長めのショートショート４星　新一 著

おのぞみの結末 星新一ちょっと長めのショートショート　５ 星新一ちょっと長めのショートショート　５星　新一 著

せなかをとんとん えほんはともだち　４７ えほんはともだち　４７ 最上　一平 著

ダンゴムシみつけたよ 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

となりのまじょのマジョンナさん 絵本 ノーマン・ブリッドウェル 著

おどりトラ 韓国・朝鮮の昔話 こどものとも世界昔ばなしの旅　２ 絵本 金森襄作 著

介助犬ターシャ 大塚　敦子 著

世界でいちばんやかましい音 絵本 ベンジャミン・エルキン 著

ドクトル・ムッシーの昆虫おもしろふしぎ探検記 矢島　稔 著

すいせん月の四日 宮沢　賢治



ひ・み・つ 絵本 たばた　せいいち

ひ・み・つ 絵本 たばた　せいいち

ひ・み・つ 絵本 たばた　せいいち

ひ・み・つ 絵本 たばた　せいいち

バスをおりたら・・・ 絵本 小泉　るみ子

バスをおりたら・・・ 絵本 小泉　るみ子

バスをおりたら・・・ 絵本 小泉　るみ子

バスをおりたら・・・ 絵本 小泉　るみ子

バスをおりたら・・・ 絵本 小泉　るみ子

ないた 絵本 中川　ひろたか

ないた 絵本 中川　ひろたか

ないた 絵本 中川　ひろたか

ないた 絵本 中川　ひろたか

ないた 絵本 中川　ひろたか

かげまる 矢部　美智代

かげまる 矢部　美智代

かげまる 矢部　美智代

かげまる 矢部　美智代

いえでででんしゃはこしょうちゅう？ あさの　あつこ

いえでででんしゃはこしょうちゅう？ あさの　あつこ

いえでででんしゃはこしょうちゅう？ あさの　あつこ

いえでででんしゃはこしょうちゅう？ あさの　あつこ

スズメの大研究 人間にいちばん近い鳥のひみつ 国松　俊英

スズメの大研究 人間にいちばん近い鳥のひみつ 国松　俊英

スズメの大研究 人間にいちばん近い鳥のひみつ 国松　俊英

スズメの大研究 人間にいちばん近い鳥のひみつ 国松　俊英

歩きだす夏 今井　恭子

歩きだす夏 今井　恭子

歩きだす夏 今井　恭子

犬ぞりの少年 Ｊ．Ｒ．ガーディナー

犬ぞりの少年 Ｊ．Ｒ．ガーディナー

犬ぞりの少年 Ｊ．Ｒ．ガーディナー

犬ぞりの少年 Ｊ．Ｒ．ガーディナー

空のてっぺん銀色の風 ひろはた　えりこ

空のてっぺん銀色の風 ひろはた　えりこ

ぼくらはみんな生きている 佐々木　洋

ぼくらはみんな生きている 佐々木　洋

ぼくらはみんな生きている 佐々木　洋

五つの誓い 古賀常次郎　伝 寺門　克

金色の雲になったトラ ファンタ爺さんの話の庭 つかごし　つねじ

かいけつゾロリのようかい大リーグ 原　ゆたか

青空の七人 文研じゅべにーる 文研じゅべにーる 竹内　もと代 著

ペギー・スー宇宙の果ての惑星怪物 セルジュ・ブリュソロ 著

ペギー・スー黒い城の恐ろしい謎 セルジュ・ブリュソロ 著／／金子　ゆき子 訳

ペギー・スー魔法にかけられた動物園 セルジュ・ブリュソロ 著

ペギー・スー幸運を運ぶ魔法の蝶 セルジュ・ブリュソロ 著

ペギー・スー蜃気楼の国へ飛ぶ セルジュ・ブリュソロ 著

ペギー・スー魔法の瞳をもつ少女 セルジュ・ブリュソロ 著

見えなくてもだいじょうぶ？ 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

おまえうまそうだな 絵本の時間　２３ 絵本の時間　２３ 宮西　達也 著

おれはティラノサウルスだ 絵本の時間　３６ 絵本の時間　３６ 宮西　達也 著

きみはほんとうにステキだね 絵本の時間　４１ 絵本の時間　４１ 宮西　達也 著

魔女学校の転校生 評論社の児童図書館・文学の部屋　ミルドレッドの魔女学校２ 評論社の児童図書館・文学の部屋　ミルドレッドの魔女学校　２ジル・マーフィ 著

どじ魔女ミルの大てがら 評論社の児童図書館・文学の部屋　ミルドレッドの魔女学校　３ 評論社の児童図書館・文学の部屋　ミルドレッドの魔女学校　３ジル・マーフィ 著

魔女学校、海へいく 評論社の児童図書館・文学の部屋　ミルドレッドの魔女学校　４ 評論社の児童図書館・文学の部屋　ミルドレッドの魔女学校　４ジル・マーフィ 著

伊東家の食卓Ｎｏ．１裏ワザ大全集　２００６年版 伊東家の食卓Ｎｏ．１裏ワザ大全集 伊東家の食卓Ｎｏ．１裏ワザ大全集日本テレビ放送網

ぼくはねこのバーニーがだいすきだった 絵本 ジュディス・ボースト 著／／エリック・ブレグバッド 画／／中村　妙子 訳

エレベーター・エスカレーターのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ２３ おぎの　ひとし　漫画

だれも知らないサンタの秘密 絵本 アラン・スノウ 著



赤ちゃんの誕生 ニコル・テイラー 著

世界の外あそび 総合学習に役立つ 大人と子どものあそびの教科書 大人と子どものあそびの教科書こどもくらぶ 編

世界の外あそび 総合学習に役立つ 大人と子どものあそびの教科書 大人と子どものあそびの教科書こどもくらぶ 編

世界の外あそび 総合学習に役立つ 大人と子どものあそびの教科書 大人と子どものあそびの教科書こどもくらぶ 編

フェアリー・レルム　１ フェアリー・レルム フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著

フェアリー・レルム　２ フェアリー・レルム フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著

フェアリー・レルム　３ フェアリー・レルム フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著

フェアリー・レルム　４ フェアリー・レルム フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著

フェアリー・レルム　５ フェアリー・レルム フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著

三つのオレンジ イタリアの昔話　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 世界の昔話傑作選絵本 剣持　弘子 著

笛ふきイワーヌシカ ロシアの昔話 世界の昔話傑作選 世界の昔話傑作選絵本 ミハイル・ブラートフ 著／／ワレーリー・ワシーリエフ 画／／松谷　さやか 訳

たまごからうま ベンガルの民話 世界の民話傑作選 世界の民話傑作選絵本 酒井　公子 著

ハリネズミと金貨 ロシアのお話 世界のお話傑作選 世界のお話傑作選絵本 ウラジミール・オルロフ 著

金のさかな ロシアの民話 世界のお話傑作選 世界のお話傑作選絵本 Ａ．プーシキン 著

クジラがとれた日 ラマレラ・生命の物語 シリーズ・自然いのちひと　１ シリーズ・自然いのちひと　１小島　曠太郎 著

わたしのもみじ シリーズ・自然いのちひと　２ シリーズ・自然いのちひと　２岩間　史朗 著

クジラがくれた力 ラマレラ・生命の物語 シリーズ・自然いのちひと　３ シリーズ・自然いのちひと　３小島　曠太郎 著

おばあちゃんは木になった シリーズ・自然いのちひと　４ シリーズ・自然いのちひと　４大西　暢夫 著

海を歩く 海人オジィとシンカの海 シリーズ・自然いのちひと　５ シリーズ・自然いのちひと　５西野嘉憲 著

クジラにいどむ船 ラマレラ・生命の物語 シリーズ・自然いのちひと　６ シリーズ・自然いのちひと　６小島　曠太郎 著

ハブの棲む島 伝説のハブ捕り名人と奄美の森の物語 シリーズ・自然いのちひと　８ シリーズ・自然いのちひと　８西野　嘉憲 著

モーキー・ジョー　１ モーキー・ジョー モーキー・ジョー ピーター　Ｊ．マーレイ 著

モーキー・ジョー　２ モーキー・ジョー モーキー・ジョー ピーター　Ｊ．マーレイ 著

モーキー・ジョー　３ モーキー・ジョー モーキー・ジョー ピーター　Ｊ．マーレイ 著

絵の中からＳＯＳ！ わくわく読み物コレクション　９ わくわく読み物コレクション　９赤羽　じゅんこ 著

人にはたくさんの土地がいるか トルストイの散歩道　３ トルストイの散歩道　３ レフ・トルストイ 著

ずっとつながってるよ こぐまのミシュカのおはなし 絵本 入江　杏 著

裁判のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ２４ 青木　萌

夢をかなえるひみつ　ライフプランをつくるＦＰの仕事 学研まんがでよくわかるシリーズ 仕事のひみつ編　２ 内海　準二　構成

チャレンジ　ミッケ２　ゆめのまち なんどもなんどもあそべる　かくれんぼ絵本 ウォルター・ウイック写真

ミッケ！２　びっくりハウス おとなもこどももあそべる　かくれんぼ絵本 ウォルター・ウィック写真

ミッケ！４　ミステリー たんていになってあそぼう　かくれんぼ絵本 ウォルター・ウィック 写真

ふしぎいっぱいイヌの仲間 Ａｍａｚｉｎｇ　ｗｏｒｌｄｓ メアリー・リング 文

ドングリ山のやまんばあさん 富安　陽子　作

アリからみると かがくのとも傑作集 桑原　隆一　文

ないた 中川　ひろたか

ないた 中川　ひろたか

バスをおりたら・・・ 絵本のおもちゃばこ２ 小泉　るみ子

バスをおりたら・・・ 絵本のおもちゃばこ２ 小泉　るみ子

スズメの大研究 人間にいちばん近い鳥のひみつ 国松　俊英

犬ぞりの少年 J・Ｒ・ガーディナー

かげまる 矢部　美智代

ぼくらはみんな生きている 都市動物観察記 佐々木　洋

空のてっぺん銀色の風 ひろはた　えりこ

空のてっぺん銀色の風 ひろはた　えりこ

空のてっぺん銀色の風 ひろはた　えりこ

歩きだす夏 今井　恭子

歩きだす夏 今井　恭子

アレクセイと泉のはなし 本橋　成一

アレクセイと泉のはなし 本橋　成一

ひ・み・つ たばた　せいいち

ひ・み・つ たばた　せいいち

ビーズのてんとうむし 最上　一平

ビーズのてんとうむし 最上　一平

ビーズのてんとうむし 最上　一平

ビーズのてんとうむし 最上　一平

ビーズのてんとうむし 最上　一平

ビーズのてんとうむし 最上　一平

ビーズのてんとうむし 最上　一平



あかちゃんてね 写真絵本 星川　ひろ子

あかちゃんてね 写真絵本 星川　ひろ子

あかちゃんてね 写真絵本 星川　ひろ子

あかちゃんてね 写真絵本 星川　ひろ子

あかちゃんてね 写真絵本 星川　ひろ子

あかちゃんてね 写真絵本 星川　ひろ子

あかちゃんてね 写真絵本 星川　ひろ子

どんなかんじかなあ 中山　千夏

どんなかんじかなあ 中山　千夏

どんなかんじかなあ 中山　千夏

どんなかんじかなあ 中山　千夏

どんなかんじかなあ 中山　千夏

どんなかんじかなあ 中山　千夏

とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベリフ

とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベリフ

とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベリフ

とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベリフ

とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベリフ

とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベリフ

とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベリフ

ロボママ エミリー・スミス

ロボママ エミリー・スミス

ロボママ エミリー・スミス

ロボママ エミリー・スミス

ロボママ エミリー・スミス

ロボママ エミリー・スミス

わたしたちの帽子 高楼　方子

わたしたちの帽子 高楼　方子

わたしたちの帽子 高楼　方子

わたしたちの帽子 高楼　方子

わたしたちの帽子 高楼　方子

わたしたちの帽子 高楼　方子

イシガメの里 松久保　晃作　文・写真

イシガメの里 松久保　晃作　文・写真

イシガメの里 松久保　晃作　文・写真

イシガメの里 松久保　晃作　文・写真

イシガメの里 松久保　晃作　文・写真

イシガメの里 松久保　晃作　文・写真

ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック

ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック

ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック

ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック

ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック

ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック

うそつき大ちゃん 阿部　夏丸

うそつき大ちゃん 阿部　夏丸

うそつき大ちゃん 阿部　夏丸

うそつき大ちゃん 阿部　夏丸

こんにちはアグネス先生 アラスカの小さな学校で Ｋ．ヒル

こんにちはアグネス先生 アラスカの小さな学校で Ｋ．ヒル

こんにちはアグネス先生 アラスカの小さな学校で Ｋ．ヒル

こんにちはアグネス先生 アラスカの小さな学校で Ｋ．ヒル

こんにちはアグネス先生 アラスカの小さな学校で Ｋ．ヒル

ライト兄弟はなぜ飛べたのか 紙飛行機で知る成功のひみつ 土佐　幸子

ライト兄弟はなぜ飛べたのか 紙飛行機で知る成功のひみつ 土佐　幸子

ライト兄弟はなぜ飛べたのか 紙飛行機で知る成功のひみつ 土佐　幸子

ライト兄弟はなぜ飛べたのか 紙飛行機で知る成功のひみつ 土佐　幸子

ライト兄弟はなぜ飛べたのか 紙飛行機で知る成功のひみつ 土佐　幸子

紅玉 後藤　竜二



紅玉 後藤　竜二

紅玉 後藤　竜二

紅玉 後藤　竜二

紅玉 後藤　竜二

紅玉 後藤　竜二

春をさがして　カヌーの旅 月刊たくさんのふしぎ ２００６年４月号（第２５３号） 大竹　英洋　文・写真

小さな四角い海・谷津干潟 月刊たくさんのふしぎ ２００６年５月号（第２５４号） 斉藤　弘子

夢の庭づくり 月刊たくさんのふしぎ ２００６年６月号（第２５５号） さとうち　藍　文

クサレケカビのクー 月刊たくさんのふしぎ ２００６年７月号（第２５６号） 越智　典子　文

トーテムポール 月刊たくさんのふしぎ ２００６年８月号（第２５７号） 二川　英一　文・絵

ポスター 月刊たくさんのふしぎ ２００６年９月号（第２５８号） Ｕ．Ｇ．サトー

どこでも花が・・・ 月刊たくさんのふしぎ ２００６年11月号（第２５９号） 増村　征夫　文・写真

風をみたことある？ 月刊たくさんのふしぎ 2006年１１月号（第２６０号） 井出　隆夫　文

海辺をはしる人車鉄道 月刊たくさんのふしぎ 2006年１２月号（第２６１） 横溝　英一　文・絵

わたしの動物カレンダー　知床 月刊たくさんのふしぎ 2007年１月号（第２６２号） 増田　泰

あみださま大修理 月刊たくさんのふしぎ 2007年２月号（第２６３号） 宮村　田鶴子

消えたエゾシロチョウ 月刊たくさんのふしぎ 2007年３月号（第２６４号） 竹田津　実　文・写真

日本茶のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ２５ 青木　萌

きのこのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ２７ ひろ　ゆうこ　漫画

おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 著

おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 著

おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 著

おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 著

おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 著

おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 著

おじいちゃんのごくらくごくらく ひまわりえほんシリーズ ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 著

ハキちゃんの「はっぴょうします」 おはなしドロップシリーズ おはなしドロップシリーズ 薫　くみこ 著

ハキちゃんの「はっぴょうします」 おはなしドロップシリーズ おはなしドロップシリーズ 薫　くみこ 著

ハキちゃんの「はっぴょうします」 おはなしドロップシリーズ おはなしドロップシリーズ 薫　くみこ 著

ハキちゃんの「はっぴょうします」 おはなしドロップシリーズ おはなしドロップシリーズ 薫　くみこ 著

ハキちゃんの「はっぴょうします」 おはなしドロップシリーズ おはなしドロップシリーズ 薫　くみこ 著

ハキちゃんの「はっぴょうします」 おはなしドロップシリーズ おはなしドロップシリーズ 薫　くみこ 著

ハキちゃんの「はっぴょうします」 おはなしドロップシリーズ おはなしドロップシリーズ 薫　くみこ 著

ぼくのパパはおおおとこ せかいいちのパパがいるひとみんなに カール・ノラック 著

ぼくのパパはおおおとこ せかいいちのパパがいるひとみんなに カール・ノラック 著

ぼくのパパはおおおとこ せかいいちのパパがいるひとみんなに カール・ノラック 著

ぼくのパパはおおおとこ せかいいちのパパがいるひとみんなに カール・ノラック 著

ぼくのパパはおおおとこ せかいいちのパパがいるひとみんなに カール・ノラック 著

ぼくのパパはおおおとこ せかいいちのパパがいるひとみんなに カール・ノラック 著

ぼくのパパはおおおとこ せかいいちのパパがいるひとみんなに カール・ノラック 著

はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば　１ 森をあるけば　１ 姉崎　一馬 著

はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば　１ 森をあるけば　１ 姉崎　一馬 著

はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば　１ 森をあるけば　１ 姉崎　一馬 著

はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば　１ 森をあるけば　１ 姉崎　一馬 著

はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば　１ 森をあるけば　１ 姉崎　一馬 著

はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば　１ 森をあるけば　１ 姉崎　一馬 著

はっぱじゃないよぼくがいる 森をあるけば　１ 森をあるけば　１ 姉崎　一馬 著

りんごあげるね さえぐさ　ひろこ 著

りんごあげるね さえぐさ　ひろこ 著

りんごあげるね さえぐさ　ひろこ 著

りんごあげるね さえぐさ　ひろこ 著

ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス 著

ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス 著

ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス 著

ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス 著

ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス 著

ゆりかごは口の中 子育てをする魚たち 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０ 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０桜井　淳史 著

ゆりかごは口の中 子育てをする魚たち 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０ 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０桜井　淳史 著

ゆりかごは口の中 子育てをする魚たち 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０ 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０桜井　淳史 著



ゆりかごは口の中 子育てをする魚たち 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０ 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０桜井　淳史 著

ゆりかごは口の中 子育てをする魚たち 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０ 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０桜井　淳史 著

ゆりかごは口の中 子育てをする魚たち 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０ 地球ふしぎはっけんシリーズ　１０桜井　淳史 著

干し柿 あかね・新えほんシリーズ　３０ あかね・新えほんシリーズ　３０西村　豊 著

干し柿 あかね・新えほんシリーズ　３０ あかね・新えほんシリーズ　３０西村　豊 著

干し柿 あかね・新えほんシリーズ　３０ あかね・新えほんシリーズ　３０西村　豊 著

干し柿 あかね・新えほんシリーズ　３０ あかね・新えほんシリーズ　３０西村　豊 著

干し柿 あかね・新えほんシリーズ　３０ あかね・新えほんシリーズ　３０西村　豊 著

干し柿 あかね・新えほんシリーズ　３０ あかね・新えほんシリーズ　３０西村　豊 著

七草小屋のふしぎなわすれもの 島村　木綿子 著

七草小屋のふしぎなわすれもの 島村　木綿子 著

七草小屋のふしぎなわすれもの 島村　木綿子 著

七草小屋のふしぎなわすれもの 島村　木綿子 著

七草小屋のふしぎなわすれもの 島村　木綿子 著

両親をしつけよう！ 文研じゅべにーる 文研じゅべにーる ピート・ジョンソン 著

両親をしつけよう！ 文研じゅべにーる 文研じゅべにーる ピート・ジョンソン 著

両親をしつけよう！ 文研じゅべにーる 文研じゅべにーる ピート・ジョンソン 著

両親をしつけよう！ 文研じゅべにーる 文研じゅべにーる ピート・ジョンソン 著

両親をしつけよう！ 文研じゅべにーる 文研じゅべにーる ピート・ジョンソン 著

平和の種をまく ボスニアの少女エミナ いのちのえほん　１８ いのちのえほん　１８ 大塚　敦子 著

平和の種をまく ボスニアの少女エミナ いのちのえほん　１８ いのちのえほん　１８ 大塚　敦子 著

平和の種をまく ボスニアの少女エミナ いのちのえほん　１８ いのちのえほん　１８ 大塚　敦子 著

平和の種をまく ボスニアの少女エミナ いのちのえほん　１８ いのちのえほん　１８ 大塚　敦子 著

平和の種をまく ボスニアの少女エミナ いのちのえほん　１８ いのちのえほん　１８ 大塚　敦子 著

あきらめないこと、それが冒険だ エベレストに登るのも冒険、ゴミ拾いも冒険！ ヒューマン・ノンフィクション ヒューマン・ノンフィクション野口　健 著

あきらめないこと、それが冒険だ エベレストに登るのも冒険、ゴミ拾いも冒険！ ヒューマン・ノンフィクション ヒューマン・ノンフィクション野口　健 著

あきらめないこと、それが冒険だ エベレストに登るのも冒険、ゴミ拾いも冒険！ ヒューマン・ノンフィクション ヒューマン・ノンフィクション野口　健 著

あきらめないこと、それが冒険だ エベレストに登るのも冒険、ゴミ拾いも冒険！ ヒューマン・ノンフィクション ヒューマン・ノンフィクション野口　健 著

あきらめないこと、それが冒険だ エベレストに登るのも冒険、ゴミ拾いも冒険！ ヒューマン・ノンフィクション ヒューマン・ノンフィクション野口　健 著

乳酸菌のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ２６ ぬえ　りつき　漫画

森と木のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ２９ 青木　萌

住まいのひみつ 学研まんがでわかるシリーズ２８ 田中　久志

銀行のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ３０ 田川　滋　漫画

テレビゲームのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ３１ 大岩　ピュン　漫画

野菜ジュースのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ３２ つやま　あきひこ

鳥取ナシ物語　鳥取県 黒斑病克服から輸出促進まで 食と農の未来を拓く挑戦者たち まんが農業ビジネス列伝１

農のはぐぐむもの　鳥取県 木次の牛乳づくりを通じて 食と農の未来を拓く挑戦者たち まんが農業ビジネス列伝２

ピオーネ王国への道　岡山県 食と農の未来を拓く挑戦者たち まんが農業ビジネス列伝３

できたぞ！フルーツの森　広島県 平田観光農園物語 食と農の未来を拓く挑戦者たち まんが農業ビジネス列伝４

食と安全・安心の実現に挑む　山口県 秋川牧園物語 食と農の未来を拓く挑戦者たち まんが農業ビジネス列伝５

葉っぱがお金に化ける？！　徳島県 食と農の未来を拓く挑戦者たち まんが農業ビジネス列伝６

ドリーム　香川県 さぬきの夢２０００開発物語 食と農の未来を拓く挑戦者たち まんが農業ビジネス列伝７

からり　愛媛県 切り開かれる新しい農業の未来 食と農業の未来を拓く挑戦者たち まんが農業ビジネス列伝８

天然ユズが村を救った　高知県 馬路村農協の奇跡 食と農の未来を拓く挑戦者たち まんが農業ビジネス列伝９

だいこんどのむかし 幼児みんわ絵本 絵本 渡辺　節子

クジラと少年の海 小島　こうたろう

せかいいちうつくしいぼくの村 えほんはともだち 小林 豊 作・絵

小さな男の子の旅 ケストナー短編 エーリヒ・ケストナー

みぢかないのち・生活科のほん　１ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん増井　光子

みぢかないのち・生活科のほん　２ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん矢島　稔

みぢかないのち・生活科のほん　３ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん杉浦　宏

みぢかないのち・生活科のほん　４ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん杉浦　宏

みぢかないのち・生活科のほん　５ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん矢島　稔

みぢかないのち・生活科のほん６ミニトマト

みぢかないのち・生活科のほん７アサガオ

みぢかないのち・生活科のほん８ヒマワリ

みぢかないのち・生活科のほん９サツマイモ

みぢかないのち・生活科のほん　１０ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん清水　清

はたらくじどうしゃ　１ はたらくじどうしゃ はたらくじどうしゃ 海老原　美宜男



はたらくじどうしゃ　２ はたらくじどうしゃ はたらくじどうしゃ 海老原　美宜男

はたらくじどうしゃ　３ はたらくじどうしゃ はたらくじどうしゃ 海老原　美宜男

はたらくじどうしゃ　４ はたらくじどうしゃ はたらくじどうしゃ 海老原　美宜男

はたらくじどうしゃ　５ はたらくじどうしゃ はたらくじどうしゃ 海老原　美宜男 写真

はたらくじどうしゃ１きんきゅう自動車 パトカー・消防自動車・救急車 海老原 美宜男 監修

はたらくじどうしゃ２パワフル自動車 パワーショベル・ブルドーザ・クレーン車 海老原 美宜男 監修

はたらくじどうしゃ３いろいろな自動車 バス・移動販売車・郵便車・清掃車 海老原 美宜男 監修

はたらくじどうしゃ４身近な自動車 乗用車・スポーツカー 海老原 美宜男 監修

はたらくじどうしゃ５自動車なんでも百科 Ｑ＆Ａ・総索引 海老原 美宜男 監修

ワニくんのおおきなあし 宮崎　博和 著

ワニくんのめざましどけい 宮崎　博和 著

ワニくんのレインコート 宮崎　博和 著

ワニくんとかわいい木 みやざき　ひろかず 著

ワニくんのながーいよる みやざき　ひろかず 著

ワニくんのえにっき みやざき　ひろかず 著

ワニくんのひるねの木 みやざき　ひろかず 著

ワニくんのむかしばなし みやざき　ひろかず 著

ワニくんのイス みやざき　ひろかず 著

ワニくんのＴシャツ みやざき　ひろかず 著

ワニくんのふしぎなよる みやざき　ひろかず 著

ぼく、どこにでもいるカバです 宮崎　博和 著

のりものカード くもんのせいかつ図鑑カード くもんのせいかつ図鑑カード鈴木　一義

のりものカード くもんのせいかつ図鑑カード くもんのせいかつ図鑑カード鈴木　一義

のりものカード くもんのせいかつ図鑑カード くもんのせいかつ図鑑カード鈴木　一義

昔の子どものくらし事典 本間　昇

昔の子どものくらし辞典 本間　昇

もったいないからはじめよう！　１ カンシャの気持ちを育てる本 もったいないからはじめよう！ もったいないからはじめよう！Ｌａ　ＺＯＯ 著

もったいないからはじめよう！　２ カンシャの気持ちを育てる本 もったいないからはじめよう！ もったいないからはじめよう！Ｌａ　ＺＯＯ 著

もったいないからはじめよう！　３ カンシャの気持ちを育てる本 もったいないからはじめよう！ もったいないからはじめよう！Ｌａ　ＺＯＯ 著

もったいないからはじめよう！　４ カンシャの気持ちを育てる本 もったいないからはじめよう！ もったいないからはじめよう！Ｌａ　ＺＯＯ 著

もったいないからはじめよう！　５ カンシャの気持ちを育てる本 もったいないからはじめよう！ もったいないからはじめよう！Ｌａ　ＺＯＯ 著

もったいないからはじめよう！　６ カンシャの気持ちを育てる本 もったいないからはじめよう！ もったいないからはじめよう！Ｌａ　ＺＯＯ 著

盲導犬 社会でかつやくするイヌたちこどもくらぶ 編著

安全を守る人びと わたしたちのくらしと安全を守る人びと　３ わたしたちのくらしと安全を守る人びと大貫　英文

安全を守る人びと わたしたちのくらしと安全を守る人びと③ わたしたちのくらしと安全を守る人びと

安全を守る人びと わたしたちのくらしと安全を守る人びと③ わたしたちのくらしと安全を守る人びと

くらしを守る人びと わたしたちのくらしと安全を守る人びと① わたしたちのくらしと安全を守る人びと大貫　英文

くらしを守る人びと わたしたちのくらしと安全を守る人々① わたしたちのくらしと安全を守る人びと

すぐできる環境調査１家の中で調べよう 環境体験学習 梅沢 実 監修

すぐできる環境調査２家や学校の回りで調べよう 環境体験学習 梅沢 実 監修

すぐできる環境調査３森や林で調べよう 環境体験学習 梅沢 実 監修

すぐできる環境調査４川や海で調べよう 環境体験学習 梅沢 実 監修

すぐできる環境調査５空気や音を調べよう 環境体験学習 梅沢 実 監修

すぐできる環境調査６土やごみを調べよう 環境体験学習 梅沢 実 監修

すぐできる環境調査７調査の基本とまとめかた 環境体験学習 梅沢 実 監修

タレント犬 社会でかつやくするイヌたち　２ 社会でかつやくするイヌたち　２こどもくらぶ 編著

探査犬 社会でかつやくするイヌたち　２ 社会でかつやくするイヌたち　２こどもくらぶ 編著

警察犬 社会でかつやくするイヌたち　２ 社会でかつやくするイヌたち　２こどもくらぶ 編著

救助犬 社会でかつやくするイヌたち　２ 社会でかつやくするイヌたち　２こどもくらぶ 編著

新・みぢかなくらしと地方行政１浄水場 写真でわかる小学生の社会科見学 新・みぢかなくらしと地方行政 新・みぢかなくらしと地方行政深光　富士男 著

新・みぢかなくらしと地方行政１浄水場 写真でわかる小学生の社会科見学 新・みぢかなくらしと地方行政 新・みぢかなくらしと地方行政深光　富士男

新・みぢかなくらしと地方行政１浄水場 写真でわかる小学生の社会科見学 新・みぢかなくらしと地方行政 新・みぢかなくらしと地方行政深光　富士男

新・みぢかなくらしと地方行政３防災センター 写真でわかる小学生の社会科見学 新・みぢかなくらしと地方行政 新・みぢかなくらしと地方行政深光　富士男 著

新・みぢかなくらしと地方行政３防災センター 写真でわかる小学生の社会科見学 新・みぢかなくらしと地方行政 新・みぢかなくらしと地方行政深光　富士男

新・みぢかなくらしと地方行政３防災センター 写真でわかる小学生の社会科見学 新・みぢかなくらしと地方行政 新・みぢかなくらしと地方行政深光　富士男

新・みぢかなくらしと地方行政４清掃工場 写真でわかる小学生の社会科見学 新・みぢかなくらしと地方行政 新・みぢかなくらしと地方行政滝沢　美絵 著

新・みぢかなくらしと地方行政４清掃工場 写真でわかる小学生の社会科見学 新・みぢかなくらしと地方行政 新・みぢかなくらしと地方行政滝沢　美絵

新・みぢかなくらしと地方行政４清掃工場 写真でわかる小学生の社会科見学 新・みぢかなくらしと地方行政 新・みぢかなくらしと地方行政滝沢　美絵

陰陽師ふしぎな術をつかうの巻 ほんとにこわい今昔物語 ほんとにこわい今昔物語 沼野　正子 著



地獄より鬼たちがあらわれるの巻 ほんとにこわい今昔物語 ほんとにこわい今昔物語 沼野　正子 著

妖怪変化人にとりつくの巻 ほんとにこわい今昔物語 ほんとにこわい今昔物語 沼野　正子 著

超人力がばくはつするの巻 ほんとにこわい今昔物語 ほんとにこわい今昔物語 沼野　正子 著

陰陽師しにものぐるいになるの巻 ほんとにこわい今昔物語 ほんとにこわい今昔物語 沼野　正子 著

幽霊から愛をこめて 赤川次郎ミステリーコレクション　１１ 赤川次郎ミステリーコレクション　１１赤川　次郎 著

幻の四重奏 赤川次郎ミステリーコレクション　１２ 赤川次郎ミステリーコレクション１２赤川　次郎 著

愛情物語 赤川次郎ミステリーコレクション　１３ 赤川次郎ミステリーコレクション１３赤川　次郎 著

三姉妹探偵団　怪奇篇 赤川次郎ミステリーコレクション　１４ 赤川次郎ミステリーコレクション　１４赤川　次郎 著

天使と悪魔 赤川次郎ミステリーコレクション　１５ 赤川次郎ミステリーコレクション　１５赤川　次郎 著

群青色のカンバス 赤川次郎ミステリーコレクション　１６ 赤川次郎ミステリーコレクション　１６赤川　次郎 著

三毛猫ホームズの黄昏ホテル 赤川次郎ミステリーコレクション　１７ 赤川次郎ミステリーコレクション　１７赤川　次郎 著

寝台車の悪魔 赤川次郎ミステリーコレクション　１８ 赤川次郎ミステリーコレクション　１８赤川　次郎 著

黒鍵は恋してる 赤川次郎ミステリーコレクション　１９ 赤川次郎ミステリーコレクション　１９赤川　次郎 著

恋占い 赤川次郎ミステリーコレクション　２０ 赤川次郎ミステリーコレクション　２０赤川　次郎 著

ともだちは緑のにおい きみとぼくの本 きみとぼくの本 工藤　直子 著

うたのてんらんかい くどう　なおこ 著

ファーブル夏ものがたり マーガレット・Ｊ・アンダーソン

トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス

ダニーは世界チャンピオン ロアルド・ダールコレクション　６ ロアルド・ダールコレクション　６ロアルド・ダール 著

奇才ヘンリー・シュガーの物語 ロアルド・ダールコレクション　７ ロアルド・ダールコレクション　７ロアルド・ダール 著

どでかいワニの話 ロアルド・ダールコレクション　８ ロアルド・ダールコレクション８ロアルド・ダール 著

オ・ヤサシ巨人ＢＦＧ ロアルド・ダールコレクション　１１ ロアルド・ダールコレクション　１１ロアルド・ダール 著

へそまがり昔ばなし ロアルド・ダールコレクション　１２ ロアルド・ダールコレクション　１２ロアルド・ダール 著

こわいい動物 ロアルド・ダールコレクション　１４ ロアルド・ダールコレクション　１４ロアルド・ダール 著

まぜこぜシチュー ロアルド・ダールコレクション　１７ ロアルド・ダールコレクション１７ロアルド・ダール 著

ことっとスタート ロアルド・ダールコレクション　１８ ロアルド・ダールコレクション　１８ロアルド・ダール 著

したかみ村の牧師さん ロアルド・ダールコレクション　１９ ロアルド・ダールコレクション　１９ロアルド・ダール 著

一年中わくわくしてた ロアルド・ダールコレクション　２０ ロアルド・ダールコレクション　２０ロアルド・ダール 著

ダールさんってどんな人？ ロアルド・ダールコレクション　別巻１ ロアルド・ダールコレクション　別巻１クリス・ポーリング 著

「ダ」ったらダールだ！ ロアルド・ダールコレクション　別巻２ ロアルド・ダールコレクション　別巻２ロアルド・ダール 著

ジュディ・モードはごきげんななめ ジュディ・モードとなかまたち　１ ジュディ・モードとなかまたち　１メーガン・マクドナルド 著

ジュディ・モード、有名になる！ ジュディ・モードとなかまたち　２ ジュディ・モードとなかまたち　２メーガン・マクドナルド 著

ジュディ・モード、地球をすくう！ ジュディ・モードとなかまたち　３ ジュディ・モードとなかまたち　３メーガン・マクドナルド 著

ジュディ・モード、未来をうらなう！ ジュディ・モードとなかまたち　４ ジュディ・モードとなかまたち　４メーガン・マクドナルド 著

ジュディ・モード、医者になる！ ジュディ・モードとなかまたち　５ ジュディ・モードとなかまたち　５メーガン・マクドナルド 著

ジュディ・モードの独立宣言 ジュディ・モードとなかまたち　６ ジュディ・モードとなかまたち　６メーガン・マクドナルド 著

角野栄子のちいさなどうわたち　１ 角野栄子のちいさなどうわたち 角野栄子のちいさなどうわたち角野栄子 著

角野栄子のちいさなどうわたち　２ 角野栄子のちいさなどうわたち 角野栄子のちいさなどうわたち角野栄子 著

角野栄子のちいさなどうわたち　３ 角野栄子のちいさなどうわたち 角野栄子のちいさなどうわたち角野栄子 著

角野栄子のちいさなどうわたち　４ 角野栄子のちいさなどうわたち 角野栄子のちいさなどうわたち角野栄子 著

角野栄子のちいさなどうわたち　５ 角野栄子のちいさなどうわたち 角野栄子のちいさなどうわたち角野栄子 著

角野栄子のちいさなどうわたち　６ 角野栄子のちいさなどうわたち 角野栄子のちいさなどうわたち角野栄子 著

そらまめくんのベッド こどものとも傑作集 なかや みわ さく・え

そらまめくんとめだかのこ こどものとも傑作集 こどものとも傑作集 なかや　みわ 著

そらまめくんのぼくのいちにち 絵本 なかや　みわ 著

こんにちは、ビーバー 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 著

仮面レストラン 怪談レストラン　４５ 怪談レストラン　４５ 松谷　みよ子 編

どろんこそうべえ 絵本 たじま　ゆきひこ 著

シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト 著

大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる　改訂 新・世界の子どもの本２ 新・世界の子どもの本　２オトフリート・プロイスラー 著

おへそのあな 絵本 長谷川　義史 著

こよみともだち 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ わたり　むつこ 著

ありがとうのえほん 絵本 フランソワーズ 著

おさるのかくれんぼ 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とう　ひろし 著

くまのしんぶんきしゃ 絵本 こんの　ひとみ 著

クヌギおやじの百万年 工藤　直子 著

ともだちいっぱい リュックのりゅう坊　１ リュックのりゅう坊　１ 工藤　直子 著

くんれんばっちり おはなしスキップ　リュックのりゅう坊　２ おはなしスキップ　リュックのりゅう坊　２工藤　直子 著

ぼくにもそのあいをください 絵本の時間　４７ 絵本の時間　４７ 宮西　達也 著



わたしはあなたをあいしています 絵本の時間　４８ 絵本の時間　４８ 宮西　達也 著

ペンちゃんギンちゃんおおきいのをつりたいね！ 絵本のおもちゃばこ　７ 絵本のおもちゃばこ　７ 宮西　達也 著

まてまてー！ 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

おおかみペコペコ 絵本 宮西　達也 著

カエルくんのみずたまり 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 著

フェアリー・レルム　６ フェアリー・レルム フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著

フェアリー・レルム　７ フェアリー・レルム フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著

フェアリー・レルム　８ フェアリー・レルム フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著

フェアリー・レルム　９ フェアリー・レルム フェアリー・レルム エミリー・ロッダ 著

デルトラ・クエスト　１ デルトラ・クエスト デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著

デルトラ・クエスト　２ デルトラ・クエスト デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著

デルトラ・クエスト　３ デルトラ・クエスト デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著

デルトラ・クエスト　４ デルトラ・クエスト デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著

デルトラ・クエスト　５ デルトラ・クエスト デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著

デルトラ・クエスト　６ デルトラ・クエスト デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著

デルトラ・クエスト　７ デルトラ・クエスト デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著

デルトラ・クエスト　８ デルトラ・クエスト デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著

デルトラ・クエスト２　１ デルトラ・クエスト デルトラ・クエスト エミリー・ロッダ 著

デルトラ・クエスト２　２ 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

デルトラ・クエスト２　３ 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

デルトラ・クエスト３　１ 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

デルトラ・クエスト３　２ 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

デルトラ・クエスト３　３ 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

デルトラ・クエスト３　４ 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

パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　１ パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著

パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　２ パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著

パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　３ パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著

パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　４ パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著

パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　５ パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著

パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　６ パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著

パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　７ パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著

小学生のためのブックトーク１２か月 東京都学校図書館協議会 編

にせニセことわざずかん 絵本 荒井　良二 著

北原照久の動くロボットをつくろう！　１ 北原照久の動くロボットをつくろう！ 北原照久の動くロボットをつくろう！宮澤　眞治 著

北原照久の動くロボットをつくろう！　２ 北原照久の動くロボットをつくろう！ 北原照久の動くロボットをつくろう！宮澤　眞治 著

北原照久の動くロボットをつくろう！　３ 北原照久の動くロボットをつくろう！ 北原照久の動くロボットをつくろう！宮澤　眞治 著

北原照久の動くロボットをつくろう！　４ 北原照久の動くロボットをつくろう！ 北原照久の動くロボットをつくろう！宮澤　眞治 著

少年少女世界名作の森　１ 少年少女世界名作の本 少年少女世界名作の本 ヴィクトル・マリ・ユゴー 著

少年少女世界名作の森　２ 少年少女世界名作の本 少年少女世界名作の本 チャールズ・ディケンズ 著

少年少女世界名作の森　３ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 ジュール・ベルヌ 著

少年少女世界名作の森　４ 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

少年少女世界名作の森　５ 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

少年少女世界名作の森　６ 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

少年少女世界名作の森　７ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 ロバート・ルイス・スチーブンソン 著

少年少女世界名作の森　８ 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

少年少女世界名作の森　９ ミゲル・デ・セルバンテス 著

少年少女世界名作の森　１０ ウィリアム・シェイクスピア 著

少年少女世界名作の森　１１ マーク・トウェイン 著

少年少女世界名作の森　１２ フランシス　Ｅ．Ｈ．バーネット 著

少年少女世界名作の森　１３ モーリス・ルブラン 著

少年少女世界名作の森　１４ ルーシー・モード・モンゴメリ 著

少年少女世界名作の森　１５ 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

少年少女世界名作の森　１６ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 著

少年少女世界名作の森　１７ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 生田　信夫 訳

少年少女世界名作の森　１８ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 ルイス・キャロル 著

少年少女世界名作の森　１９ 少年少女世界名作の森 少年少女世界名作の森 呉　承恩 著

少年少女世界名作の森　２０ 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

大豆のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ３３ 山口　育孝　漫画

コーヒーのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ３４ 青木　萌



ミイラと墓どろぼう まんが世界ふしぎ物語　２ まんが世界ふしぎ物語　２たかし　よいち 原著

しん太の昔遊び 安川　眞慈 著

世界の祭り大図鑑 国際理解を深めよう！　知らない文化・伝統・行事もいっぱい

理科のふしぎがわかる科学おもしろ絵事典 楽しく学べる原理・法則

光の大研究 輝きの正体はなんだろう　不思議な世界を探ってみよう！ 瀧澤　美奈子 著

エネルギー絵事典 私たちの大切な資源　未来の地球環境を考えよう！

スローライフから学ぶ地球をまもる絵事典 できることからはじめてみよう

宇宙飛行士大図鑑 君もなれるかな？　装備から歴史まで ＰＨＰ研究所 編

白狐魔記源平の風 斉藤　洋 著

白狐魔記蒙古の波 斉藤　洋 著

白狐魔記洛中の火 斉藤　洋 著

白狐魔記戦国の雲 斉藤　洋 著

へんてこもりにいこうよ 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

へんてこもりのコドロボー 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

へんてこもりのなまえもん 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

へんてこもりのきまぐれろ 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

ドラゴンにごようじん 茂市　久美子 著

ドラゴンはくいしんぼう 茂市　久美子 著

ドラゴンは王子さま 茂市　久美子 著

わたしおてつだいねこ 竹下　文子 著

はしれおてつだいねこ 竹下　文子 著

おてつだいねこのクリスマス 竹下　文子 著

おてつだいねこのこもりうた 竹下　文子 著

つくってあそぼう　６ つくってあそぼう つくってあそぼう 宮地　寛仁 編

つくってあそぼう　７ つくってあそぼう つくってあそぼう 河口　理 編

つくってあそぼう　８ つくってあそぼう つくってあそぼう 伊賀の里モクモク手づくりファーム 編

つくってあそぼう　９ つくってあそぼう つくってあそぼう 小清水　正美 編

つくってあそぼう　１０ つくってあそぼう つくってあそぼう 片岡　芙佐子 編

つくってあそぼう　１６ つくってあそぼう つくってあそぼう 宮崎　清 編

つくってあそぼう　１７ つくってあそぼう つくってあそぼう 内村　悦三 編

つくってあそぼう　１８ つくってあそぼう つくってあそぼう 山崎　和樹 編

つくってあそぼう　１９ つくってあそぼう つくってあそぼう 杉浦　銀治 編

つくってあそぼう　２０ つくってあそぼう つくってあそぼう 杉浦　銀治 編

ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第１巻 ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第１巻 ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第１巻安斎　育郎 著

ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第２巻 ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第２巻 ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第２巻安斎　育郎 著

ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第３巻 ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第３巻 ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第３巻安斎　育郎 著

ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第４巻 ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第４巻 ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第４巻安斎　育郎 著

ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第５巻 ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第５巻 ビジュアルブック語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第５巻安斎　育郎 著

ことば絵事典　１ 探検・発見授業で活躍する日本語 ことば絵事典 ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編

ことば絵事典　２ 探検・発見授業で活躍する日本語 ことば絵事典 ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編

ことば絵事典　３ 探検・発見授業で活躍する日本語 ことば絵事典 ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編

ことば絵事典　４ 探検・発見授業で活躍する日本語 ことば絵事典 ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編

ことば絵事典　５ 探検・発見授業で活躍する日本語 ことば絵事典 ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編

はじめての手芸シリーズ　１ はじめての手芸シリーズ はじめての手芸シリーズ 石井　正子 著

はじめての手芸シリーズ　２ はじめての手芸シリーズ はじめての手芸シリーズ 野口　光世 著

はじめての手芸シリーズ　３ はじめての手芸シリーズ はじめての手芸シリーズ イワミ・カイ 著

はじめての手芸シリーズ　４ はじめての手芸シリーズ はじめての手芸シリーズ 池上　従子 著

はじめての手芸シリーズ　５ はじめての手芸シリーズ はじめての手芸シリーズ

世界と出会う日本の歴史　５　第１次・第２次世界大戦 世界と出会う日本の歴史 世界と出会う日本の歴史 歴史教育者協議会 編

夏の花たち ヒロシマの献水者宇根利江物語 鈴木　ゆき江 著

忘れても好きだよおばあちゃん！ あかね・新えほんシリーズ　２９ あかね・新えほんシリーズ　２９ダグマー　Ｈ．ミュラー 著

キャプテン、らくにいこうぜ 講談社青い鳥文庫　１２－４　キャプテンシリーズ　２ 講談社青い鳥文庫　１２－４　キャプテンシリーズ　２後藤　竜二 著

キャプテンがんばる 講談社青い鳥文庫　１２－５　キャプテンシリーズ　３ 講談社青い鳥文庫　１２－５　キャプテンシリーズ　３後藤　竜二 著

夏の庭 Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ 湯本　香樹実 著

カラフル 森　絵都 著

けんた・うさぎ 子どもとお母さんのおはなし 子どもとお母さんのおはなし中川　李枝子 著

つるばら村のパン屋さん 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

つるばら村の三日月屋さん 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

つるばら村のくるみさん 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



つるばら村の理容師さん 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

つるばら村のはちみつ屋さん 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

ネズミのよめいり 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

子ウシをすくった母ウシ 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

トラのおんがえし 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

いなばの白ウサギ 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

リュウのむすめとおいしゃさん 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

イノシシとお月さま 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

おもちのすきなヘビのおふじ 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

たまごから生まれたウマ 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

なん者ひなた丸　白くもの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　２ なん者・にん者・ぬん者　２斉藤　洋 著

なん者ひなた丸　大ふくろうの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　３ なん者・にん者・ぬん者　３斉藤洋 著

なん者ひなた丸　火炎もぐらの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　４ なん者・にん者・ぬん者　４斉藤洋 著

なん者ひなた丸　月光くずしの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　５ なん者・にん者・ぬん者　５斉藤洋 著

なん者ひなた丸　金とん雲の術の巻 なん者・にん者・ぬん者　６ なん者・にん者・ぬん者　６斉藤　洋 著

なん者ひなた丸　津波がえしの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　７ なん者・にん者・ぬん者　７斉藤洋 著

なん者ひなた丸　千鳥がすみの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　８ なん者・にん者・ぬん者　８斉藤洋 著

なん者ひなた丸　黒潮がくれの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　９ なん者・にん者・ぬん者　９斉藤洋 著

なん者ひなた丸　空蝉おとしの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　１０ なん者・にん者・ぬん者　１０斉藤　洋 著

なん者ひなた丸　南蛮づくしの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　１１ なん者・にん者・ぬん者　１１斉藤　洋 著

なん者ひなた丸　まぼろし衣切りの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　１２ なん者・にん者・ぬん者　１２斉藤　洋 著

なん者ひなた丸　むささび城封じの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　１３ なん者・にん者・ぬん者　１３斉藤　洋 著

なん者ひなた丸　ばけねこ鏡わりの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　１４ なん者・にん者・ぬん者　１４斉藤　洋 著

なん者ひなた丸　まどわし大ねことんの術の巻 なん者・にん者・ぬん者　１５ なん者・にん者・ぬん者　１５斉藤　洋 著

森の工作図鑑　ｖｏｌ．１ 森の工作図鑑　ｖｏｌ．１ 森の工作図鑑　ｖｏｌ．１ 岩藤　しおい 著

森の工作図鑑　ｖｏｌ．２ 森の工作図鑑　ｖｏｌ．２ 森の工作図鑑　ｖｏｌ．２ 岩藤　しおい 著

海の工作図鑑 貝・石・砂・海草・草花でつくる 岩藤　しおい 著

花の工作図鑑 野原と庭に咲く花でつくる・遊ぶ 岩藤　しおい 著

三国志早わかりハンドブック 渡辺　仙州 編著

三国志　１　英傑雄飛の巻 三国志 三国志 渡辺　仙州 編訳

三国志　２　臥竜出廬の巻 三国志 三国志 渡辺　仙州 編訳

三国志　３　三国鼎立の巻 三国志 三国志 渡辺　仙州 編訳

三国志　４　天命帰一の巻 三国志 三国志 渡辺　仙州 編訳

勉強なんてカンタンだ！ 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

カッコよく生きてみないか！ 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

そんな友だちなら、いなくたっていいじゃないか！ 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

頭がよくなる必殺！読書術 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　４巻 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　４巻齋藤　孝 著

家族はチームだもっと会話をしろ！ 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第５巻 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　５巻齋藤　孝 著

心をきたえる痛快！言いわけ禁止塾 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第６巻 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　第　６巻齋藤　孝 著

圧勝！受験なんてヘッチャラだ 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

キミは日本のことを、ちゃんと知っているか！ 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

絶対うまくいく魔法のじゅもん「心・技・体」！ 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

ちょっとお金持ちになってみたい人、全員集合！ 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

「好きです。」コクるかコクらないか、それが問題だ！ 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

最終指令ミッション！パッション！ハイテンション！！ 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

伊東家の食卓不滅の裏ワザ大全集ＢＥＳＴ１００！！　完全保存版 日本テレビ放送網

自然のかくし絵　改訂新版 写真絵本 矢島　稔 著

世界のじゃんけん 総合学習に役立つ 大人と子どものあそびの教科書 大人と子どものあそびの教科書田中　ひろし 著

世界のなぞなぞ 国際交流・異文化理解に役立つ 大人と子どものあそびの教科書 大人と子どものあそびの教科書藤川　雅行 著

さんご礁のなぞをさぐって 生き物たちのたたかいと助け合い 文研科学の読み物 文研科学の読み物 武田　正倫 著

Ｇｏｏｇｌｅ　Ｅａｒｔｈで地理学習 ぼくらの町を衛星写真でのぞいてみよう 塩飽　晴海 著

つつむ・むすぶ おばあちゃんの和の知恵　１ おばあちゃんの和の知恵　１秋山　滋 著

食べる・つくる おばあちゃんの和の知恵　２ おばあちゃんの和の知恵　２秋山　滋 著

あそぶ・楽しむ おばあちゃんの和の知恵　３ おばあちゃんの和の知恵　３秋山　滋 著

ザリガニがきえる！？ いきものだいすき　１ いきものだいすき　１ 谷本　雄治 著

図書館って、どんなところなの？ 図書館へいこう！　１ 図書館へいこう！　１ 赤木　かん子 著

本って、どうやって探したらいいの？ 図書館へいこう！　２ 図書館へいこう！　２ 赤木　かん子 著

テーマって…どうやってきめるの？ 図書館へいこう！　３ 図書館へいこう！　３ 赤木　かん子 著

みんなにあげる そうえんしゃ・日本のえほん　６ そうえんしゃ・日本のえほん　６みやもと　ただお 著



とびきりのおくりもの おはなしドロップシリーズ おはなしドロップシリーズ 仁科　幸子 著

八月の髪かざり 那須　正幹 著

地動説の冒険 科学まんが宇宙論　１ 科学まんが宇宙論　１ えびな　みつる 著

みんなでやってみよう遊びの本

おかあさん５４集　はるな先生へ 第５４回全国小中学生優秀作品コンクール入選作品集

きな子がいく！ ズッコケ見習い警察犬 野島　由紀子

きな子とあそぼ！ ズッコケ見習い警察犬 野島　由紀子

紙のひみつ まんがでよくわかるシリーズ３５ おぎの　ひとし　漫画

心をそだてる子ども歳時記１２か月 久保田　裕道

天と地の守り人　第１部 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

天と地の守り人　第２部 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

天と地の守り人　第３部 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

調べ学習ガイドブック なにをどこで調べるか２０００－２００１ 神林 照道 監修

なん者ひなた丸ねことんの術の巻 なん者・にん者・ぬん者 斉藤 洋 作

おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん

おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん

おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん

おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん

おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん

おかぐら 日本傑作絵本シリーズ 脇 明子 ぶん

ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち 小林 豊 作・絵

ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち 小林 豊 作・絵

ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち 小林 豊 作・絵

ぼくの村にサーカスがきた えほんはともだち 小林 豊 作・絵

春の祭り 子どもの祭り 芳賀 日出男 著

秋の祭り 子どもの祭り 芳賀 日出男 著

夏の祭り 子どもの祭り 芳賀 日出男 著

冬の祭り 子どもの祭り 芳賀 日出男 著

ジスランさんとうそつきお兄ちゃん 文研ブックランド ブリジット・スマッジャ 作

ジスランさんとうそつきお兄ちゃん 文研ブックランド ブリジット・スマッジャ 作

ジスランさんとうそつきお兄ちゃん 文研ブックランド ブリジット・スマッジャ 作

学生服のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ３６ 学研まんがでよくわかるシリーズ山口　育孝　漫画

ミシンのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ３８ 学研まんがでよくわかるシリーズあすみ　きり　漫画

ハム・ソーセージのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ３９ 学研まんがでよくわかるシリーズ青木　萌

ぼくたちのロボット 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 瀬名　秀明

月刊たくさんのふしぎコアジサシ ふるさとをなくした渡り鳥 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 増田　直也

アリクイサスライアリ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 橋本　佳明

西表島のマングローブ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 横塚　眞己人　文・写真

モグラの生活 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 飯島　正広　文・写真

大きな巨きな木 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 加藤　則芳　文・写真

トルコのゼーラおばあさん、メッカへ行く 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 新藤　悦子　文

山と海をつなぐ川のおまつり 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 吉田　智彦　文・絵

りんごの礼拝堂 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ たくぼ　ひさこ文

しめかざり 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 森　須磨子　文・絵

じゃがいものふるさと 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 山本　紀夫　文・写真

ニワシドリ 月刊たくさんのふしぎ 月刊たくさんのふしぎ 鈴木　まもる　文・絵

ぼくらはみんな生きている 都市動物観察記 佐々木　洋

アレクセイと泉のはなし 本橋　成一

日本ＦＯＯＤ紀 古田　ゆかり

Ｆ１の教科書 世界でいちばんすごいクルマ

ふしぎなキャンディーやさん 新しいえほん 新しいえほん みやにし　たつや 著

ふしぎなキャンディーやさん 新しいえほん 新しいえほん みやにし　たつや 著

ふしぎなキャンディーやさん 新しいえほん 新しいえほん みやにし　たつや 著

ふしぎなキャンディーやさん 新しいえほん 新しいえほん みやにし　たつや 著

ふしぎなキャンディーやさん 新しいえほん 新しいえほん みやにし　たつや 著

ふしぎなキャンディーやさん 新しいえほん 新しいえほん みやにし　たつや 著

ふしぎなキャンディーやさん 新しいえほん 新しいえほん みやにし　たつや 著

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 著

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 著



ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 著

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 著

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 著

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 著

ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 著

かわいいこねこをもらってください ポプラちいさなおはなし　１２ ポプラちいさなおはなし１２なりゆき　わかこ 著

かわいいこねこをもらってください ポプラちいさなおはなし　１２ ポプラちいさなおはなし１２なりゆき　わかこ 著

かわいいこねこをもらってください ポプラちいさなおはなし　１２ ポプラちいさなおはなし１２なりゆき　わかこ 著

かわいいこねこをもらってください ポプラちいさなおはなし　１２ ポプラちいさなおはなし１２なりゆき　わかこ 著

かわいいこねこをもらってください ポプラちいさなおはなし　１２ ポプラちいさなおはなし１２なりゆき　わかこ 著

かわいいこねこをもらってください ポプラちいさなおはなし　１２ ポプラちいさなおはなし１２なりゆき　わかこ 著

かわいいこねこをもらってください ポプラちいさなおはなし　１２ ポプラちいさなおはなし１２なりゆき　わかこ 著

ちいさなあかちゃん、こんにちは！ 未熟児ってなあに リヒャルト・デ・レーウ 著

ちいさなあかちゃん、こんにちは！ 未熟児ってなあに リヒャルト・デ・レーウ 著

ちいさなあかちゃん、こんにちは！ 未熟児ってなあに リヒャルト・デ・レーウ 著

ちいさなあかちゃん、こんにちは！ 未熟児ってなあに リヒャルト・デ・レーウ 著

ちいさなあかちゃん、こんにちは！ 未熟児ってなあに リヒャルト・デ・レーウ 著

ちいさなあかちゃん、こんにちは！ 未熟児ってなあに リヒャルト・デ・レーウ 著

ちいさなあかちゃん、こんにちは！ 未熟児ってなあに リヒャルト・デ・レーウ 著

３年２組は牛を飼います 文研ブックランド 文研ブックランド 木村　セツ子 著

３年２組は牛を飼います 文研ブックランド 文研ブックランド 木村　セツ子 著

３年２組は牛を飼います 文研ブックランド 文研ブックランド 木村　セツ子 著

３年２組は牛を飼います 文研ブックランド 文研ブックランド 木村　セツ子 著

３年２組は牛を飼います 文研ブックランド 文研ブックランド 木村　セツ子 著

３年２組は牛を飼います 文研ブックランド 文研ブックランド 木村　セツ子 著

ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン 著

ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン 著

ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン 著

ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン 著

ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン 著

ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー・クネイン 著

花になった子どもたち 世界傑作童話シリーズ 世界傑作童話シリーズ ジャネット・テーラー・ライル 著

花になった子どもたち 世界傑作童話シリーズ 世界傑作童話シリーズ ジャネット・テーラー・ライル 著

花になった子どもたち 世界傑作童話シリーズ 世界傑作童話シリーズ ジャネット・テーラー・ライル 著

花になった子どもたち 世界傑作童話シリーズ 世界傑作童話シリーズ ジャネット・テーラー・ライル 著

花になった子どもたち 世界傑作童話シリーズ 世界傑作童話シリーズ ジャネット・テーラー・ライル 著

今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん　２０ いのちのえほん　２０ 日野　多香子 著

今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん　２０ いのちのえほん　２０ 日野　多香子 著

今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん　２０ いのちのえほん　２０ 日野　多香子 著

今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん　２０ いのちのえほん　２０ 日野　多香子 著

今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん　２０ いのちのえほん　２０ 日野　多香子 著

今日からは、あなたの盲導犬 いのちのえほん　２０ いのちのえほん　２０ 日野　多香子 著

チームふたり 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

チームふたり 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

チームふたり 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

チームふたり 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

チームふたり 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

耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン 著

耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン 著

耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン 著

耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン 著

耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン 著

ブルーバック ティム・ウィントン 著

ブルーバック ティム・ウィントン 著

ブルーバック ティム・ウィントン 著

ブルーバック ティム・ウィントン 著

ブルーバック ティム・ウィントン 著

なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 科学の進歩は宇宙の当たり前をかえていく 布施　哲治 著

なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 科学の進歩は宇宙の当たり前をかえていく 布施　哲治 著



なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 科学の進歩は宇宙の当たり前をかえていく 布施　哲治 著

なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 科学の進歩は宇宙の当たり前をかえていく 布施　哲治 著

なぜ、めい王星は惑星じゃないの？ 科学の進歩は宇宙の当たり前をかえていく 布施　哲治 著

漢字で鍛える日本語力　１ 漢字で鍛える日本語力 漢字で鍛える日本語力 金田一　秀穂

漢字で鍛える日本語力　２ 漢字で鍛える日本語力 漢字で鍛える日本語力 金田一　秀穂

漢字で鍛える日本語力　３ 漢字で鍛える日本語力 漢字で鍛える日本語力 金田一　秀穂

漢字で鍛える日本語力　４ 漢字で鍛える日本語力 漢字で鍛える日本語力 金田一　秀穂

漢字で鍛える日本語力　５ 漢字で鍛える日本語力 漢字で鍛える日本語力 金田一　秀穂

漢字で鍛える日本語力　６ 漢字で鍛える日本語力 漢字で鍛える日本語力 金田一　秀穂

漢字で鍛える日本語力　７ 漢字で鍛える日本語力 漢字で鍛える日本語力 金田一　秀穂

漢字で鍛える日本語力　８ 漢字で鍛える日本語力 漢字で鍛える日本語力 金田一　秀穂

声に出して読もう！野口雨情の童謡 読む・聞く・感じる！美しい童謡と唱歌 読む・聞く・感じる！美しい童謡と唱歌ＴＯＳＳ 著

声に出して読もう！北原白秋の童謡 読む・聞く・感じる！美しい童謡と唱歌 読む・聞く・感じる！美しい童謡と唱歌ＴＯＳＳ 著

声に出して読もう！金子みすゞの童謡 読む・聞く・感じる！美しい童謡と唱歌 読む・聞く・感じる！美しい童謡と唱歌ＴＯＳＳ 著

声に出して読もう！みんなの唱歌 読む・聞く・感じる！美しい童謡と唱歌 読む・聞く・感じる！美しい童謡と唱歌ＴＯＳＳ 著

ジュニア日本の歴史辞典 歴史教育者協議会 編

パイレーツ・オブ・カリビアンワールド・エンド　改訂版 ディズニーアニメ小説版　６６ ディズニーアニメ小説版　６６Ｔ．Ｔ．サザーランド 著

レミーのおいしいレストラン ディズニーアニメ小説版　６７ ディズニーアニメ小説版　６７キティ・リチャーズ 著

リロイ・アンド・スティッチ ディズニーアニメ小説版　６８ ディズニーアニメ小説版　６８橘高　弓枝 著

ルイスと未来泥棒 ディズニーアニメ小説版　６９ ディズニーアニメ小説版　６９アイリーン・トリンブル 著

ミッキーマウス名作集 ディズニーアニメ小説版　７０ ディズニーアニメ小説版　７０しぶや　まさこ 著

光村の国語読んで、演じて、みんなが主役！　１ 光村の国語読んで、演じて、みんなが主役！ 光村の国語読んで、演じて、みんなが主役！工藤　直子

光村の国語読んで、演じて、みんなが主役！　２ 光村の国語読んで、演じて、みんなが主役！ 光村の国語読んで、演じて、みんなが主役！工藤　直子

光村の国語読んで、演じて、みんなが主役！　３ 光村の国語読んで、演じて、みんなが主役！ 光村の国語読んで、演じて、みんなが主役！工藤　直子

ホラーバス　１ ホラーバス ホラーバス パウル・ヴァン・ローン 著

ホラーバス　２ ホラーバス ホラーバス パウル・ヴァン・ローン 著

ホラーバス恐怖のいたずら　１ ホラーバス恐怖のいたずら ホラーバス恐怖のいたずらパウル・ヴァン・ローン 著

ホラーバス恐怖のいたずら　２ ホラーバス恐怖のいたずら ホラーバス恐怖のいたずらパウル・ヴァン・ローン 著

ホラーバス呪われた部屋　１ ホラーバス呪われた部屋 ホラーバス呪われた部屋パウル・ヴァン・ローン 著

ホラーバス呪われた部屋　２ ホラーバス呪われた部屋 ホラーバス呪われた部屋パウル・ヴァン・ローン 著

ＲＥＸ　１ タイムソルジャー　１ タイムソルジャー　１ キャスリーン・デューイ 著

ＲＥＸ　２ タイムソルジャー　２ タイムソルジャー　２ キャスリーン・デューイ 著

パイレーツ タイムソルジャー　３ タイムソルジャー　３ キャスリーン・デューイ 著

キング・アーサー タイムソルジャー　４ タイムソルジャー　４ キャスリーン・デューイ 著

エジプトのミイラ タイムソルジャー　５ タイムソルジャー　５ キャスリーン・デューイ 著

サムライ タイムソルジャー　６ タイムソルジャー　６ キャスリーン・デューイ 著

ハリー・ポッターと死の秘宝　上 ハリー・ポッターと死の秘宝 ハリー・ポッターと死の秘宝Ｊ．Ｋ．ローリング 著

ハリー・ポッターと死の秘宝　下 ハリー・ポッターと死の秘宝 ハリー・ポッターと死の秘宝Ｊ．Ｋ．ローリング 著

教科書からできる群読シリーズ　１　低学年編 台本集 教科書からできる群読シリーズ 教科書からできる群読シリーズ江戸川群読教育研究会 編

教科書からできる群読シリーズ　２　中学年編 台本集 教科書からできる群読シリーズ 教科書からできる群読シリーズ江戸川群読教育研究会 編

教科書からできる群読シリーズ　３　高学年編 台本集 教科書からできる群読シリーズ 教科書からできる群読シリーズ江戸川群読教育研究会 編

ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本　１ ねずみくんの絵本　１ なかえ　よしを 著

りんごがたべたいねずみくん ねずみくんの絵本　２ ねずみくんの絵本　２ なかえ　よしを 著

また！ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本　３ ねずみくんの絵本　３ なかえ　よしを 著

ねみちゃんとねずみくん ねずみくんの絵本　４ ねずみくんの絵本　４ なかえ　よしを 著

ねずみくんねずみくん ねずみくんの絵本　５ ねずみくんの絵本　５ なかえ　よしを 著

ねずみくんのたんじょうび ねずみくんの絵本　６ ねずみくんの絵本　６ なかえ　よしを 著

またまた！ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本　７ ねずみくんの絵本　７ なかえ　よしを 著

コップをわったねずみくん ねずみくんの絵本　８ ねずみくんの絵本　８ なかえ　よしを 著

ねずみくんのひみつ ねずみくんの絵本　９ ねずみくんの絵本　９ なかえ　よしを 著

ぞうさんとねずみくん ねずみくんの絵本　１０ ねずみくんの絵本　１０ なかえ　よしを 著

ねずみくんとブランコ ねずみくんの絵本　１１ ねずみくんの絵本　１１ なかえ　よしを 著

ねずみくんとおんがくかい ねずみくんの絵本　１２ ねずみくんの絵本　１２ なかえ　よしを 著

とりかえっこ！ねずみくんのチョッキ ねずみくんの絵本　１３ ねずみくんの絵本　１３ なかえ　よしを 著

ねずみくんとホットケーキ ねずみくんの絵本　１４ ねずみくんの絵本　１４ なかえ　よしを 著

ねずみくんとゆきだるま ねずみくんの絵本　１５ ねずみくんの絵本　１５ なかえ　よしを 著

ねずみくんのしりとり ねずみくんの絵本　１６ ねずみくんの絵本　１６ なかえ　よしを 著

なぞなぞねずみくん ねずみくんの絵本　１７ ねずみくんの絵本　１７ なかえ　よしを 著

また！ねずみくんとホットケーキ ねずみくんの絵本　１８ ねずみくんの絵本　１８ なかえ　よしを 著



ねずみくんのクリスマス ねずみくんの絵本　１９ ねずみくんの絵本　１９ なかえ　よしを 著

ねずみくんのプレゼント ねずみくんの絵本　２０ ねずみくんの絵本　２０ なかえ　よしを 著

ねずみくんとおてがみ ねずみくんの絵本　２１ ねずみくんの絵本　２１ なかえ　よしを 著

ねずみくんとかくれんぼ ねずみくんの絵本　２２ ねずみくんの絵本　２２ なかえ　よしを 著

ねずみくんとシーソー ねずみくんの絵本　２３ ねずみくんの絵本　２３ なかえ　よしを 著

ねずみくんのきもち なかえ　よしを 著

ねずみくんおおきくなったらなにになる？ ねずみくんの絵本　２４ ねずみくんの絵本　２４ なかえ　よしを 著

はる・なつ・あき・ふゆこれなあに あかね・新えほんシリーズ　３１ あかね・新えほんシリーズ　３１わたなべ　ゆういち 著

けんかのなかよしさん あかね・新えほんシリーズ　３２ あかね・新えほんシリーズ　３２あまん　きみこ 著

しんかんくんうちにくる あかね・新えほんシリーズ　３３ あかね・新えほんシリーズ　３３のぶみ 著

ポルカちゃんとまほうのほうき あかね・新えほんシリーズ　３４ あかね・新えほんシリーズ　３４たむら　しげる 著

むしのおんがくがっこう あかね・新えほんシリーズ　３５ あかね・新えほんシリーズ　３５青山　邦彦 著

天の町やなぎ通り あかね・新えほんシリーズ　３６ あかね・新えほんシリーズ　３６あまん　きみこ 著

しんかんくんようちえんにいく あかね・新えほんシリーズ　３７ あかね・新えほんシリーズ　３７のぶみ 著

まじょドッコイショのごきげんなドレス あかね・新えほんシリーズ　３８ あかね・新えほんシリーズ　３８垣内　磯子 著

マーガレットとクリスマスのおくりもの 植田　真 著

学校のまわりの植物ずかん　１ 学校のまわりの植物ずかん 学校のまわりの植物ずかんおくやまひさし 著

学校のまわりの植物ずかん　２ 学校のまわりの植物ずかん 学校のまわりの植物ずかんおくやまひさし 著

学校のまわりの植物ずかん　３ 学校のまわりの植物ずかん 学校のまわりの植物ずかんおくやまひさし 著

学校のまわりの植物ずかん　４ 学校のまわりの植物ずかん 学校のまわりの植物ずかんおくやまひさし 著

学校のまわりの植物ずかん　５ 学校のまわりの植物ずかん 学校のまわりの植物ずかんおくやまひさし 著

あそんでまなぶ漢字クイズ絵本　１年生 あそんでまなぶ漢字クイズ絵本 あそんでまなぶ漢字クイズ絵本ばば　ゆうじ 著

あそんでまなぶ漢字クイズ絵本　２年生 あそんでまなぶ漢字クイズ絵本 あそんでまなぶ漢字クイズ絵本ばば　ゆうじ 著

あそんでまなぶ漢字クイズ絵本　３年生 あそんでまなぶ漢字クイズ絵本 あそんでまなぶ漢字クイズ絵本馬場　雄二 著

あそんでまなぶ漢字クイズ絵本　４年生 あそんでまなぶ漢字クイズ絵本 あそんでまなぶ漢字クイズ絵本馬場　雄二 著

あそんでまなぶ漢字クイズ絵本　５年生 あそんでまなぶ漢字クイズ絵本 あそんでまなぶ漢字クイズ絵本馬場　雄二 著

あそんでまなぶ漢字クイズ絵本　６年生 あそんでまなぶ漢字クイズ絵本 あそんでまなぶ漢字クイズ絵本馬場　雄二 著

日本語の力がのびることばあそび　１ 日本語の力がのびることばあそび 日本語の力がのびることばあそび吉永　幸司

日本語の力がのびることばあそび　２ 日本語の力がのびることばあそび 日本語の力がのびることばあそび吉永　幸司

日本語の力がのびることばあそび　３ 日本語の力がのびることばあそび 日本語の力がのびることばあそび吉永　幸司

日本語の力がのびることばあそび　４ 日本語の力がのびることばあそび 日本語の力がのびることばあそび吉永　幸司

日本語の力がのびることばあそび　５ 日本語の力がのびることばあそび 日本語の力がのびることばあそび吉永　幸司

あまんきみこ童話集　１ あまんきみこ童話集 あまんきみこ童話集 あまん　きみこ 著

あまんきみこ童話集　２ あまんきみこ童話集 あまんきみこ童話集 あまん　きみこ 著

あまんきみこ童話集　３ あまんきみこ童話集 あまんきみこ童話集 あまん　きみこ 著

あまんきみこ童話集　４ あまんきみこ童話集 あまんきみこ童話集 あまん　きみこ 著

あまんきみこ童話集　５ あまんきみこ童話集 あまんきみこ童話集 あまん　きみこ 著

さかなってなにさ こどものくに傑作絵本 こどものくに傑作絵本 せな　けいこ 著

うさぎちゃんうみへいく せなけいこのうさぎちゃんえほん せなけいこのうさぎちゃんえほんせな　けいこ 著

うさぎちゃんスキーへいく せなけいこのうさぎちゃんえほん せなけいこのうさぎちゃんえほんせな　けいこ 著

ぼくのはさみ こどものくに傑作絵本 こどものくに傑作絵本 せな　けいこ 著

ちいさなたまねぎさん こどものくに傑作絵本 こどものくに傑作絵本 せな　けいこ 著

おおかみのでんわ こどものくに傑作絵本 こどものくに傑作絵本 せな　けいこ 著

ふゆのおばけ こどものくに傑作絵本 こどものくに傑作絵本 せな　けいこ 著

おおきなおおきなねこ こどものくに傑作絵本 こどものくに傑作絵本 せな　けいこ 著

１２歳たちの伝説 風の文学館　２－１ 風の文学館　２－１ 後藤　竜二 著

１２歳たちの伝説　２ 風の文学館　２－５ 風の文学館　２－５ 後藤　竜二 著

１２歳たちの伝説　３ 風の文学館　２－６ 風の文学館　２－６ 後藤　竜二 著

１２歳たちの伝説　４ 風の文学館　２－１０ 風の文学館　２－１０ 後藤　竜二 著

１２歳たちの伝説　５ 風の文学館　２－１３ 風の文学館　２－１３ 後藤　竜二 著

チャーリー・ボーンの冒険１　チャーリー・ボーンは真夜中に チャーリー・ボーンの冒険　１ チャーリー・ボーンの冒険　１ジェニー・ニモ 著

チャーリー・ボーンの冒険２　時をこえる七色の玉 チャーリー・ボーンの冒険２ チャーリー・ボーンの冒険２ジェニー・ニモ 著

チャーリー・ボーンの冒険３　空色のへびのひみつ チャーリー・ボーンの冒険３ チャーリー・ボーンの冒険　３ジェニー・ニモ 著

チャーリー・ボーンの冒険４　海にきらめく鏡の城 チャーリー・ボーンの冒険４ チャーリー・ボーンの冒険４ジェニー・ニモ 著

チャーリー・ボーンの冒険５　王の森のふしぎな木 チャーリー・ボーンの冒険５ チャーリー・ボーンの冒険　５ジェニー・ニモ 著

マジック・ツリーハウス１　恐竜の谷の大冒険 マジック・ツリーハウス　１ マジック・ツリーハウス　１メアリー・ポープ・オズボーン 著

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 マジック・ツリーハウス　２メアリー・ポープ・オズボーン 著

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 マジック・ツリーハウス　３メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス４　マンモスとなぞの原始人 マジック・ツリーハウス４ マジック・ツリーハウス　４メアリー・ポープ・オズボーン 著



マジック・ツリーハウス５　ＳＯＳ！海底探険 マジック・ツリーハウス　５ マジック・ツリーハウス　５メアリー・ポープ・オズボーン 著

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 マジック・ツリーハウス　６メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス７　ポンペイ最後の日 マジック・ツリーハウス　７ マジック・ツリーハウス　７メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス８　古代オリンピックの奇跡 マジック・ツリーハウス８ マジック・ツリーハウス　８メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス９　タイタニック号の悲劇 マジック・ツリーハウス９ マジック・ツリーハウス　９メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス１０　ジャングルの掟 マジック・ツリーハウス　１０ マジック・ツリーハウス　１０メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス１１　戦場にひびく歌声 マジック・ツリーハウス　１１ マジック・ツリーハウス　１１メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス１２　夜明けの巨大地震 マジック・ツリーハウス　１２ マジック・ツリーハウス　１２メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス１３　愛と友情のゴリラ マジック・ツリーハウス　１３ マジック・ツリーハウス　１３メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス１４　ハワイ、伝説の大津波 マジック・ツリーハウス１４ マジック・ツリーハウス　１４メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス１５　ドラゴンと魔法の水 マジック・ツリーハウス１５ マジック・ツリーハウス　１５メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス１６　幽霊城の秘宝 マジック・ツリーハウス　１６ マジック・ツリーハウス　１６メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス１７　聖剣と海の大蛇 マジック・ツリーハウス　１７ マジック・ツリーハウス　１７メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス１８　オオカミと氷の魔法使い 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

マジック・ツリーハウス１９　ベネチアと金のライオン マジック・ツリーハウス　１９ マジック・ツリーハウス　１９メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス２０　アラビアの空飛ぶ魔法 マジック・ツリーハウス２０ マジック・ツリーハウス　２０メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス２１　パリと四人の魔術師 マジック・ツリーハウス２１ マジック・ツリーハウス　２１メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス２２　ユニコーン奇跡の救出 マジック・ツリーハウス２２ マジック・ツリーハウス　２２メアリー・ポープ・オズボーン 著

マジック・ツリーハウス２３　江戸の大火と伝説の龍 マジック・ツリーハウス２３ マジック・ツリーハウス　２３メアリー・ポープ・オズボーン 著

みぢかないのち・生活科のほん　１１　ハムスター みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん天野　正治

みぢかないのち・生活科のほん　１２　カメ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん杉浦　宏

みぢかないのち・生活科のほん　１３　メダカ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん杉浦　宏

みぢかないのち・生活科のほん　１４　テントウムシ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん矢島　稔

みぢかないのち・生活科のほん　１５　クワガタムシ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん矢島　稔

みぢかないのち・生活科のほん　１６　スズムシ・コオロギ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん矢島　稔

みぢかないのち・生活科のほん　１７ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん河原　裕子

みぢかないのち・生活科のほん　１８ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん末松　茂孝

みぢかないのち・生活科のほん　１９ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん河原　裕子

みぢかないのち・生活科のほん　２０ みぢかないのち・生活科のほん みぢかないのち・生活科のほん河原　裕子

賢く着る・しまう知恵 大図解　大きな図で解りやすい本 得する生活の知恵コツのコツ　１ 得する生活の知恵コツのコツ　１得する生活の知恵研究会 編

上手につくる・食べる知恵 大図解　大きな図で解りやすい本 得する生活の知恵コツのコツ　２ 得する生活の知恵コツのコツ　２得する生活の知恵研究会 編

快適に暮らす・過ごす知恵 大図解　大きな図で解りやすい本 得する生活の知恵コツのコツ　３ 得する生活の知恵コツのコツ　３得する生活の知恵研究会 編

病気知らずで暮らす知恵 大図解　大きな図で解りやすい本 得する生活の知恵コツのコツ　４ 得する生活の知恵コツのコツ　４得する生活の知恵研究会 編

ＩＱ探偵ムーそして、彼女はやってきた。 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ１ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１深沢　美潮 著

ＩＱ探偵ムー帰ってくる人形 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　２ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　２深沢　美潮 著

ＩＱ探偵ムーアリバイを探せ！ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　３ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　３深沢　美潮 著

ＩＱ探偵ムー飛ばない！？移動教室　上 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　４ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　４深沢　美潮 著

ＩＱ探偵ムー飛ばない！？移動教室　下 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　５ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　５深沢　美潮 著

ＩＱ探偵ムー真夏の夜の夢羽 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　６ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　６深沢　美潮 著

ＩＱ探偵タクト密室小学校 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　７ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　７深沢　美潮 著

ＩＱ探偵タクトダンジョン小学校 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　８ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　８深沢　美潮 著

ＩＱ探偵ムーあの子は行方不明 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　９ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　９深沢　美潮 著

ＩＱ探偵ムー秘密基地大作戦　上 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１０ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１０深沢　美潮 著

ＩＱ探偵ムー秘密基地大作戦　下 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１１ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１１深沢　美潮 著

分数だいすき 算数がすきになる絵本　４ 算数がすきになる絵本　４ロリーン・リーディ 著

かけ算まほうつかい 算数がすきになる絵本　３ 算数がすきになる絵本　３ロリーン・リーディ 著

ひき算マジック 算数がすきになる絵本　２ 算数がすきになる絵本　２ロリーン・リーディ 著

たし算たんていだん 算数がすきになる絵本　１ 算数がすきになる絵本　１ロリーン・リーディ 著

ツバル 海抜１メートルの島国、その自然と暮らし　写真絵本 遠藤　秀一 著

図書館へ行こう！図書館クイズ オリエンテーション・図書委員会資料付　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

ふたりはいつも 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 著

ふたりはいっしょ 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 著

ふたりはきょうも 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 著

にじいろのさかな 世界の絵本 世界の絵本 マーカス・フィスター 著

こわくないよにじいろのさかな 世界の絵本 世界の絵本 マーカス・フィスター 著

にじいろのさかなしましまをたすける 世界の絵本 世界の絵本 マーカス・フィスター 著

ウエズレーの国 ポール・フライシュマン 著

こども地震サバイバルマニュアル 国崎　信江 著

恐竜たちの大脱出 進化恐竜トロオのものがたり 福音館のかがくのほん 福音館のかがく絵本 羽田　節子 著



ガラスめだまときんのつののヤギ 白ロシア民話 日本傑作絵本シリーズ 日本傑作絵本シリーズ 田中　かな子 訳

自然の中の人間シリーズ　川と人間編　１ 自然の中の人間シリーズ　川と人間編 自然の中の人間シリーズ　川と人間編中山　正民 著

自然の中の人間シリーズ　川と人間編　２ 自然の中の人間シリーズ　川と人間編 自然の中の人間シリーズ　川と人間編岡部　守 著

自然の中の人間シリーズ　川と人間編　３ 自然の中の人間シリーズ　川と人間編 自然の中の人間シリーズ　川と人間編千賀　裕太郎 著

自然の中の人間シリーズ　川と人間編　４ 自然の中の人間シリーズ　川と人間編 自然の中の人間シリーズ　川と人間編川尻　裕一郎 著

自然の中の人間シリーズ　川と人間編　５ 自然の中の人間シリーズ　川と人間編 自然の中の人間シリーズ　川と人間編宮村　忠 著

自然の中の人間シリーズ　川と人間編　６ 自然の中の人間シリーズ　川と人間編 自然の中の人間シリーズ　川と人間編高橋　裕 著

自然の中の人間シリーズ　川と人間編　７ 自然の中の人間シリーズ　川と人間編 自然の中の人間シリーズ　川と人間編藤縄　克之 著

自然の中の人間シリーズ　川と人間編　８ 自然の中の人間シリーズ　川と人間編 自然の中の人間シリーズ　川と人間編森下　郁子 著

自然の中の人間シリーズ　川と人間編　９ 自然の中の人間シリーズ　川と人間編 自然の中の人間シリーズ　川と人間編田渕　俊雄 著

自然の中の人間シリーズ　川と人間編　１０ 自然の中の人間シリーズ川と人間編 自然の中の人間シリーズ　川と人間編渡部　一二 著

水の総合学習　１ 水の総合学習 水の総合学習 七尾　純 著

水の総合学習　２ 水の総合学習 水の総合学習 七尾　純 著

水の総合学習　３ 水の総合学習 水の総合学習 七尾　純 著

水の総合学習　４ 水の総合学習 水の総合学習 七尾　純 著

マリと子犬の物語 ひろはた　えりこ 著

エイズの村に生まれて 命をつなぐ１６歳の母・ナターシャ 後藤　健二 著

スペシャル・ガール リベリアの少女と日本の看護師の物語 沢田　俊子 著

モモイロペリカンウェンディのながい旅 本木　洋子 著

みずきのびじゅつかん 田中　瑞木 画

いのちはプレゼント ぼくは１８トリソミー 生きかたを考える絵本 生きかたを考える絵本 わたなべ　えいこ 著

ぼくはビースト ポークストリート小学校のなかまたち　１ ポークストリート小学校のなかまたち　１パトリシア・ライリー・ギフ 著

きえたユニコーン ポークストリート小学校のなかまたち　２ ポークストリート小学校のなかまたち　２パトリシア・ライリー・ギフ 著

キャンディーかずあてコンテスト ポークストリート小学校のなかまたち　３ ポークストリート小学校のなかまたち　３パトリシア・ライリー・ギフ 著

あたしの赤いクレヨン ポークストリート小学校のなかまたち　４ ポークストリート小学校のなかまたち　４パトリシア・ライリー・ギフ 著

まほうの恐竜ものさし ポークストリート小学校のなかまたち　５ ポークストリート小学校のなかまたち　５パトリシア・ライリー・ギフ 著

齋藤孝のイッキによめる！名作選小学生のためのわらい話 齋藤　孝 編

齋藤孝のイッキによめる！名作選小学生のためのこわい話・ふしぎな話 齋藤孝 編

齋藤孝のイッキによめる！小学生のための宮沢賢治 齋藤　孝 編

北島康介物語 スポーツノンフィクション夢かけるトップアスリート スポーツノンフィクション夢かけるトップアスリート本郷陽二 編

室伏広治物語 本郷陽二

高原直泰物語 スポーツノンフィクション夢かけるトップアスリート スポーツノンフィクション夢かけるトップアスリート本郷陽二 編

谷亮子物語 スポーツノンフィクション夢かけるトップアスリート スポーツノンフィクション夢かけるトップアスリート本郷　陽二 編

わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん金子　みすゞ 著

星とたんぽぽ 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん金子　みすゞ 著

明るいほうへ 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん金子　みすゞ 著

ふしぎ 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん金子　みすゞ 著

おさかな 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん 金子みすゞ詩の絵本みすゞこれくしょん金子　みすゞ 著

おっと合点承知之助 声にだすことばえほん 声にだすことばえほん 齋藤　孝 著

えんにち奇想天外 声にだすことばえほん 声にだすことばえほん 齋藤　孝 著

知らざあ言って聞かせやしょう 声にだすことばえほん 声にだすことばえほん 河竹　黙阿弥 著

寿限無 声にだすことばえほん 声にだすことばえほん 齋藤　孝 著

がまの油 声にだすことばえほん 声にだすことばえほん 齋藤　孝 著

春はあけぼの 声にだすことばえほん 声にだすことばえほん 清少納言 著

吾輩は猫である 声にだすことばえほん 声にだすことばえほん 夏目　漱石 著

馬の耳に念仏 声にだすことばえほん 声にだすことばえほん はた　こうしろう 著

生麦生米生卵 声にだすことばえほん 声にだすことばえほん 齋藤　孝 編

ごびらっふの独白 声にだすことばえほん 声にだすことばえほん 草野　心平 著

祇園精舎 山本　孝 画

ゆく河の流れは絶えずして 声にだすことばえほん 声にだすことばえほん 鴨　長明 著

盲導犬 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

盲導犬 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

盲導犬 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

盲導犬 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

盲導犬 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

盲導犬 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

誰でもできる手打ちうどん ３０分で打ててこしの強さ抜群 大久保　裕弘 著

西遊記　５　宝の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　５ 斉藤洋の西遊記シリーズ　５斉藤　洋 著

西遊記　６　王の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　６ 斉藤洋の西遊記シリーズ　６斉藤　洋 著



西遊記　７　竜の巻 斉藤洋の西遊記シリーズ　７ 斉藤洋の西遊記シリーズ　７斉藤　洋 著

宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング 著

太陽エネルギー 燃料問題を解決する つかめ！最新テクノロジー　１ つかめ！最新テクノロジー　１苅宿俊文 著

バイオテクノロジー 人類を飢餓から救う つかめ！最新テクノロジー　２ つかめ！最新テクノロジー　２苅宿　俊文 著

ユビキタス ネットワーク社会を進化させる つかめ！最新テクノロジー　３ つかめ！最新テクノロジー　３苅宿　俊文 著

ナノテクノロジー １ｍの１０億分の１が未来を変える つかめ！最新テクノロジー　４ つかめ！最新テクノロジー　４苅宿　俊文 著

ヒューマノイド ＳＦ世界を現実にする つかめ！最新テクノロジー　５ つかめ！最新テクノロジー　５苅宿　俊文 著

恐るべきさぬきうどん　第１５版 誰も書かなかったさぬきうどん針の穴場探訪記

アリからみると かがくのとも傑作集 桑原　隆一

アリからみると かがくのとも傑作集 桑原　隆一

アリからみると かがくのとも傑作集 桑原　隆一

アリからみると かがくのとも傑作集 桑原　隆一

アリからみると かがくのとも傑作集 桑原　隆一

アリからみると かがくのとも傑作集 桑原　隆一

写真で見る　香川の歳時記３６５日

ひ・み・つ たばたせいいち

夢のひとつぶ 左近　蘭子

住まいのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ２８ 学研まんがでよくわかるシリーズ田中　久志　漫画

漢検のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ４０ 学研まんがでよくわかるシリーズ大石　ピュン　漫画

段ボールのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ４１ 学研まんがでよくわかるシリーズ出口　由美子　漫画

統計・資料で見る日本地図の本　１ 統計・資料で見る日本地図の本 統計・資料で見る日本地図の本こどもくらぶ 編

統計・資料で見る日本地図の本　２ 統計・資料で見る日本地図の本 統計・資料で見る日本地図の本こどもくらぶ 編

統計・資料で見る日本地図の本　３ 統計・資料で見る日本地図の本 統計・資料で見る日本地図の本こどもくらぶ 編

統計・資料で見る日本地図の本　４ 統計・資料で見る日本地図の本 統計・資料で見る日本地図の本こどもくらぶ 編

統計・資料で見る日本地図の本　５ 統計・資料で見る日本地図の本 統計・資料で見る日本地図の本こどもくらぶ 編

統計・資料で見る日本地図の本　６ 統計・資料で見る日本地図の本 統計・資料で見る日本地図の本こどもくらぶ 編

統計・資料で見る日本地図の本　７ 統計・資料で見る日本地図の本 統計・資料で見る日本地図の本こどもくらぶ 編

統計・資料で見る日本地図の本　８ 統計・資料で見る日本地図の本 統計・資料で見る日本地図の本こどもくらぶ 編

オオカミグーのはずかしいひみつ 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

キツネのおとうさんがニッコリわらっていいました 新しいえほん 新しいえほん みやにし　たつや 著

犬たちがくれた音 聴導犬誕生物語 ノンフィクション知られざる世界 ノンフィクション知られざる世界高橋　うらら 著

ミラクル・ボーイ ウルフ・スタルク 著

十二番目の天使　ジュニア版 小さなチャンピオン オグ・マンディーノ 著

めでたしめでたしからはじまる絵本 デイヴィッド・ラロシェル 著

昆虫たちの擬態 昆虫の驚くべき戦略、威嚇からカムフラージュまで 子供の科学・サイエンスブックス 子供の科学・サイエンスブックス海野　和男 著

見てわかる不思議な動物力 生きものたちのサバイバル術 日経ＢＰムック 日経ＢＰムック バーナード・ストーンハウス 著

のはらうた　５ くどうなおことのはらみんな のはらうた のはらうた 工藤　直子 著

秘密の島のニム ウェンディー・オルー 著

ぞうのホートンひとだすけ　新装版 ドクター・スースの絵本 ドクター・スースの絵本 ドクター・スース 著

牛乳パック＆ペットボトルＫｉｄｓ工作図鑑 超かんたん！身近な素材で１００倍楽しむ本 立花　愛子 著

科学じかけの貯金箱自由研究ＢＯＯＫ ふえる楽しみとふしぎがいっぱい！ベスト３０ 立花　愛子 著

汽笛 長崎　源之助 著

ネコのドクター小麦島の冒険 福音館創作童話シリーズ 福音館創作童話シリーズ南部　和也 著

宇宙においでよ！ 野口　聡一 著

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

朝日ジュニア百科年鑑　２００８ 朝日ジュニア百科年鑑 朝日ジュニア百科年鑑

発見 栗林さんの虫めがね　１ 栗林さんの虫めがね　１ 栗林　慧 著

変身 栗林さんの虫めがね　２ 栗林さんの虫めがね　２ 栗林　慧 著

瞬間 栗林さんの虫めがね　３ 栗林さんの虫めがね　３ 栗林　慧 著

色形 栗林さんの虫めがね　４ 栗林さんの虫めがね　４ 栗林　慧 著

ことば絵事典　６ 探検・発見授業で活躍する日本語 ことば絵事典 ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編

ことば絵事典　７ 探検・発見授業で活躍する日本語 ことば絵事典 ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編

ことば絵事典　８ 探検・発見授業で活躍する日本語 ことば絵事典 ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編

ことば絵事典　９ 探検・発見授業で活躍する日本語 ことば絵事典 ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編

ことば絵事典　１０ 探検・発見授業で活躍する日本語 ことば絵事典 ことば絵事典 スタジオＶＩＣ 編

夢が現実に！ロボット新時代１ 夢が現実に！ロボット新時代　第１巻 夢が現実に！ロボット新時代　第１巻

夢が現実に！ロボット新時代２ 夢が現実に！ロボット新時代　第２巻 夢が現実に！ロボット新時代　第２巻

夢が現実に！ロボット新時代３ 夢が現実に！ロボット新時代　第３巻 夢が現実に！ロボット新時代　第３巻

夢が現実に！ロボット新時代４ 夢が現実に！ロボット新時代　第４巻 夢が現実に！ロボット新時代　第４巻



日本の祭り事典 芳賀　日出男 著

ユタとふしぎな仲間たち 講談社青い鳥文庫　２５９－１ 講談社青い鳥文庫　２５９－１三浦　哲郎 著

おばけ屋のおばけツリー おばけ屋シリーズ おばけ屋シリーズ あわた　のぶこ 著

おばけ屋のおばけたまご おばけ屋シリーズ おばけ屋シリーズ あわた　のぶこ 著

おばけ屋のおばけうめぼし おばけ屋シリーズ おばけ屋シリーズ あわた　のぶこ 著

ごきげんなすてご 伊東　寛 著

やっかいなおくりもの ごきげんなすてご２ 伊東　寛 著

にぎやかなおけいこ ごきげんなすてご３ 伊東　寛 著

ねこと友だち 伊東　寛 著

命をつなげ！ドクターヘリ 日本医科大学千葉北総病院より 講談社青い鳥文庫２６５－２ 講談社青い鳥文庫　２６５－２岩貞　るみこ 著

おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 長谷川　義史 著

ふたりでおるすばん 伊東　寛 著

明太子のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ３７ 学研まんがでよくわかるシリーズ名古屋　裕　漫画

ぼくらが作ったいじめの映画 今関　信子

はちみつのタネ 尾山　理津子

ミツバチ、ともだち 今井　恭子

わたしのおとうと、へん・・・かなあ マリ＝エレーヌ・ドルバル

ふしぎなキャンディーやさん みやにし　たつや

おかあさん、げんきですか。 後藤 竜二

ミツバチ ドキドキ生きもの発見シリーズ 栗林　慧　写真

山に木を植えました スギヤマ　カナヨ

森が泣いている 森は地球のたからもの１ 宮脇　昭

森は生命の源 森は地球のたからもの２ 宮脇　昭

森の未来 森は地球のたからもの３ 宮脇　昭

みんなでやってみよう遊びの本

百貨店のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ４２ 学研まんがでよくわかるシリーズ青木　萌

ペットフードのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ４３ 学研まんがでよくわかるシリーズぬえりつき　漫画

牛丼のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ４４ 学研まんがでよくわかるシリーズひろゆうこ　漫画

野菜と花　タネのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ４５ 学研まんがでよくわかるシリーズ鳥飼　規世　漫画

おこだでませんように くすのき　しげのり 著

しっぱいにかんぱい！ 宮川　ひろ 著

ちょっとまって、きつねさん！ カトリーン・シェーラー 著

てとてとてとて　新版 浜田　桂子 著

そいつの名前はエメラルド 竹下　文子 著

風をおいかけて、海へ！ 高森　千穂 著

しあわせの子犬たち 文研ブックランド 文研ブックランド メアリー・ラバット 著

オランウータンのジプシー 多摩動物公園のスーパーオランウータン ポプラ社ノンフィクション　２ ポプラ社ノンフィクション　２黒鳥　英俊 著

春さんのスケッチブック 依田　逸夫 著

ぼくの羊をさがして ヴァレリー・ハブズ 著

ヨハネスブルクへの旅 ビヴァリー・ナイドゥー 著

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

保険のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ４６ 学研まんがでよくわかるシリーズ田川　滋　漫画

朝日ジュニア学習年鑑　２００９ 朝日ジュニア学習年鑑 朝日ジュニア学習年鑑

はずかしがりやのれんこんくん 絵本・こどものひろば 絵本・こどものひろば 二宮　由紀子 著

はなこ八月七日にひろったこねこ ポプラちいさなおはなし　２７ ポプラちいさなおはなし　２７なりゆき　わかこ 著

人類やりなおし装置 岡田　淳 著

バラ咲くじゅうたんのあるところ そうえんしゃ・世界のえほん　３ そうえんしゃ・世界のえほん　３ルクサナ・カーン 著

ねずみくんといっしょはははは 上野　紀子 画

ワニくんのアップルパイ みやざき　ひろかず 著

せかいはなにでできてるの？ こたい、えきたい、きたいのはなし みつけようかがく みつけようかがく キャスリーン・ウェドナー・ゾイフェルド 著

ＩＱ探偵ムー時を結ぶ夢羽 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１３ カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１３深沢　美潮 著

やまんばあさんの大運動会 富安　陽子 著

やまんばあさんのむかしむかし 富安　陽子 著

海野和男のさがしてムシハカセ　２ 海野和男のさがしてムシハカセ 海野和男のさがしてムシハカセ海野　和男 著

トコロウとテンジロウ わくわくたべものおはなしえほん　１ わくわくたべものおはなしえほん　１天野　碧海 著

ぬ～くぬ わくわくたべものおはなしえほん　２ わくわくたべものおはなしえほん　２飯野　和好 著

おたねさん わくわくたべものおはなしえほん　３ わくわくたべものおはなしえほん　３竹内　通雅 著

ぼくのひよこ わくわくたべものおはなしえほん　４ わくわくたべものおはなしえほん　４高部　晴市 著

いもほりきょうだいホーリーとホーレ わくわくたべものおはなしえほん　５ わくわくたべものおはなしえほん　５石井　聖岳 著



うしおくんとはすひめちゃん わくわくたべものおはなしえほん　６ わくわくたべものおはなしえほん　６伊藤　秀男 著

そらのおっぱい わくわくたべものおはなしえほん　７ わくわくたべものおはなしえほん　７スズキ　コージ 著

ひょろのっぽくん わくわくたべものおはなしえほん　８ わくわくたべものおはなしえほん　８かとう　まふみ 著

ほなまた わくわくたべものおはなしえほん　９ わくわくたべものおはなしえほん　９こしだ　ミカ 著

ビッグパーン！ わくわくたべものおはなしえほん　１０ わくわくたべものおはなしえほん　１０中谷　靖彦 著

よりみちせんべい わくわくたべものおはなしえほん　１１ わくわくたべものおはなしえほん　１１山崎　克己 著

あずきまる わくわくたべものおはなしえほん　１２ わくわくたべものおはなしえほん　１２早川　純子 著

ぐるうんぐるん わくわくたべものおはなしえほん　１３ わくわくたべものおはなしえほん　１３山福　朱実 著

どっからたべよう わくわくたべものおはなしえほん　１４ わくわくたべものおはなしえほん　１４井上　洋介 著

おいしいみず わくわくたべものおはなしえほん　１５ わくわくたべものおはなしえほん　１５片山　健 著

もしかしたら名探偵 杉山　亮 著

いつのまにか名探偵 杉山　亮 著

あしたからは名探偵 杉山　亮 著

どんなときも名探偵 杉山　亮 著

そんなわけで名探偵 杉山　亮 著

なんだかんだ名探偵 杉山　亮 著

まってました名探偵 杉山　亮 著

かえってきた名探偵 杉山　亮 著

あめあがりの名探偵 杉山　亮 著

よーいどんで名探偵 杉山　亮 著

ひるもよるも名探偵 杉山　亮 著

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々盗まれた雷撃 リック・リオーダン 著

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　２ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々リック・リオーダン 著

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　３ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々リック・リオーダン 著

パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　４ パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々リック・リオーダン 著

バーティミアス サマルカンドの秘宝 ジョナサン・ストラウド 著

バーティミアスゴーレムの眼 ジョナサン・ストラウド 著

バーティミアスプトレマイオスの門 ジョナサン・ストラウド 著

かいけつゾロリたべられる！！ * ポプラ社の新・小さな童話　２１１ ポプラ社の新・小さな童話　２１１原　ゆたか 著

かいけつゾロリの大どろぼう * ポプラ社の新・小さな童話　２１５ ポプラ社の新・小さな童話　２１５原　ゆたか 著

かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん　前編 * ポプラ社の新・小さな童話　２１９ ポプラ社の新・小さな童話　２１９原　ゆたか 著

かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん　後編 * ポプラ社の新・小さな童話　２２２ ポプラ社の新・小さな童話　２２２原　ゆたか 著

かいけつゾロリまもるぜ！きょうりゅうのたまご * ポプラ社の新・小さな童話　２２６ ポプラ社の新・小さな童話　２２６原　ゆたか 著

かいけつゾロリたべるぜ！大ぐいせんしゅけん * ポプラ社の新・小さな童話２３０ ポプラ社の新・小さな童話　２３０原　ゆたか 著

かいけつゾロリやせるぜ！ダイエット大さくせん * ポプラ社の新・小さな童話　２３３ ポプラ社の新・小さな童話　２３３原　ゆたか 著

かいけつゾロリカレーｖｓ．ちょうのうりょく * ポプラ社の新・小さな童話２３７ ポプラ社の新・小さな童話　２３７原　ゆたか 著

かいけつゾロリイシシ・ノシシ大ピンチ！！ * ポプラ社の新・小さな童話２４０ ポプラ社の新・小さな童話２４０原　ゆたか 著

チームあした 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

ダ・ヴィンチ空を飛ぶ マジック・ツリーハウス　２４ マジック・ツリーハウス　２４メアリー・ポープ・オズボーン 著

巨大ダコと海の神秘 マジック・ツリーハウス２５ マジック・ツリーハウス２５メアリー・ポープ・オズボーン

進化の迷路 原始の海から人類誕生まで 香川　元太郎 著

伝説の迷路 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 著

あいしてくれてありがとう 絵本の時間　４９ 絵本の時間　４９ 宮西　達也 著

きになるともだち おれたち、ともだち！ おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著

そらまめくんとながいながいまめ なかや　みわ 著

１００かいだてのいえ 岩井　俊雄 著

ふしぎなたけのこ こどものとも傑作集　３０ こどものとも傑作集　３０ 松野　正子 著

右大臣道真の怨霊 学問の神さまはこうして生まれた ものがたり日本　歴史の事件簿　１ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

非運に散った若武者義経 そして伝説が生まれた ものがたり日本　歴史の事件簿　２ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

赤穂浪士討ち入る 大江戸をわかせたかたき討ち ものがたり日本　歴史の事件簿　３ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

少年天草四郎の決起 島原・天草の乱に散った人びと ものがたり日本　歴史の事件簿　４ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

発覚、シーボルト事件 新しい学問をめざした人たち ものがたり日本　歴史の事件簿　５ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

平将門、坂東で反乱 武士の時代が見えてきた ものがたり日本　歴史の事件簿　６ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

モンゴルが攻めてきた 鎌倉幕府最大の危機 ものがたり日本　歴史の事件簿７ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

浅間山、歴史を飲みこむ 天明の大噴火 ものがたり日本　歴史の事件簿　８ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

大坂城炎上 ついに決着、徳川・豊臣の対決 ものがたり日本　歴史の事件簿９ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

激動を見た 咸臨丸の幕末維新 ものがたり日本　歴史の事件簿　１０ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

ベッドのしたにはなにがある 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱい 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 著

ライオンのおもさはかれる 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱい 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいロバート　Ｅ．ウェルズ 著



チビトガリネズミより小さいものなあんだ 評論社の児童図書館・絵本の部屋ふしぎだな知らないこといっぱい 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいロバート　Ｅ．ウェルズ 著

シロナガスクジラより大きいものっているの 評論社の児童図書館・絵本の部屋ふしぎだな知らないこといっぱい 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいロバート　Ｅ．ウェルズ 著

チーターよりはやくはしるのはだあれ 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱい 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいロバート　Ｅ．ウェルズ 著

じかんがどんどん 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱい 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいジェームズ・ダンバー 著

いつでもふたり 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱい 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱいカレン・ウォーラス 著

ピチャン、ボチャン、ザブ～ン 水ってふしぎ 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 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 著

空のうえにはなにがある 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱい 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 著

ママってすごいね！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋　ふしぎだな知らないこといっぱい 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 著

放課後の怪談　１ 日本児童文学者協会 編

放課後の怪談　２ 放課後の怪談 放課後の怪談 日本児童文学者協会 編

放課後の怪談　３ 放課後の怪談 放課後の怪談 日本児童文学者協会 編

放課後の怪談　４ 日本児童文学者協会 編

放課後の怪談　５ 放課後の怪談 放課後の怪談 日本児童文学者協会 編

サッカー ワールドカップのスーパープレーでうまくなる！ めざせ！スーパースター　１ めざせ！スーパースター　１

野球 メジャーリーガーのスーパープレーでうまくなる！ めざせ！スーパースター　２ めざせ！スーパースター２菅谷　斉 著

バレーボール オリンピックのスーパープレーでうまくなる！ めざせ！スーパースター　３ めざせ！スーパースター　３

水泳 オリンピックのスーパースイムでうまくなる！ めざせ！スーパースター４ めざせ！スーパースター　４

卓球 オリンピックのスーパープレーでうまくなる！ めざせ！スーパースター５ めざせ！スーパースター　５

ぼくのおばあちゃん なかむら　みつる 著

わたしのかえり道 切り紙のじかん 矢口　加奈子 著

ほんちゃん スギヤマ　カナヨ 著

うちにかえったガラゴ 島田　ゆか 著

ひさの星 創作絵本　７ 創作絵本　７ 斎藤　隆介 著

におい山脈 椋鳩十・梶山俊夫ものがたりえほん　１ 椋鳩十・梶山俊夫ものがたりえほん　１椋　鳩十 著

獣の奏者　１　闘蛇編 獣の奏者 獣の奏者 上橋　菜穂子 著

獣の奏者　２　王獣編 獣の奏者 獣の奏者 上橋　菜穂子 著

アライグマのあらいくん おはなしたんけんたい　３ おはなしたんけんたい　３たかやま　えいこ 著

あらいくんとサルのさるさわさん おはなしたんけんたい　４ おはなしたんけんたい４ たかやま　えいこ 著

あらいくんとブタのぶたどころさん おはなしたんけんたい　５ おはなしたんけんたい５ たかやま　えいこ 著

あらいくんとキリンのきりしまくん おはなしたんけんたい　６ おはなしたんけんたい６ たかやま　えいこ 著

いつまでもずっとずーっとともだち おはなしたんけんたい　７ おはなしたんけんたい７ たかやま　えいこ 著

チャレンジからだの探険クイズ王１０１ 横山　験也 著

チャレンジ環境クイズ王１０１ 横山　験也 著

チャレンジ！日本全国お祭りクイズ王１０１ 横山　験也 著

チャレンジ！ことわざ大王１０１ 横山　験也 著

チャレンジ！恐竜クイズ王１０１ 横山　験也 著

チャレンジ！虫クイズ王１０１ 横山　験也 著

どうぶつクイズ王ｗｉｔｈペット大集合！ポチたま 横山　験也 著

メキシコのごはん 絵本世界の食事　５ 絵本世界の食事　５ 銀城　康子 著

イタリアのごはん 絵本世界の食事　４ 絵本世界の食事　４ 銀城　康子 著

韓国のごはん 絵本世界の食事　３ 絵本世界の食事　３ 銀城　康子 著

インドのごはん 絵本世界の食事　２ 絵本世界の食事　２ 銀城　康子 著

フランスのごはん 絵本世界の食事　１ 絵本世界の食事　１ 銀城　康子 著

トルコのごはん 絵本世界の食事　１０ 絵本世界の食事　１０ 銀城　康子 著

タイのごはん 絵本世界の食事　９ 絵本世界の食事　９ 銀城　康子 著

中国のごはん 絵本世界の食事　８ 絵本世界の食事　８ 銀城　康子 著

ブラジルのごはん 絵本世界の食事　７ 絵本世界の食事　７ 銀城　康子 著

ドイツのごはん 絵本世界の食事　６ 絵本世界の食事　６ 銀城　康子 著

モンゴルのごはん 絵本世界の食事　１１ 絵本世界の食事　１１ 銀城　康子 著

フィンランドのごはん 絵本世界の食事　１２ 絵本世界の食事　１２ 銀城　康子 著

ベトナムのごはん 絵本世界の食事　１３ 絵本世界の食事　１３ 銀城　康子 著

スペインのごはん 絵本世界の食事　１４ 絵本世界の食事　１４ 銀城　康子 著

ペルーのごはん 絵本世界の食事　１５ 絵本世界の食事　１５ 銀城　康子 著

超訳日本の古典　１ 超訳日本の古典 超訳日本の古典 松本　義弘 著

超訳日本の古典　２ 超訳日本の古典 超訳日本の古典 大沼　津代志 著

超訳日本の古典　３ 超訳日本の古典 超訳日本の古典 大沼　津代志 著

超訳日本の古典　４ 超訳日本の古典 超訳日本の古典 菅家　祐 著

超訳日本の古典　５ 超訳日本の古典 超訳日本の古典 大沼　津代志 著

超訳日本の古典　６ 超訳日本の古典 超訳日本の古典 弦川　琢司 著



超訳日本の古典　７ 超訳日本の古典 超訳日本の古典 弦川　琢司 著

超訳日本の古典　８ 超訳日本の古典 超訳日本の古典 粟生　こずえ 著

超訳日本の古典　９ 超訳日本の古典 超訳日本の古典 松本　義弘 著

超訳日本の古典　１０ 超訳日本の古典 超訳日本の古典 菅家　祐 著

超訳日本の古典　１１ 超訳日本の古典 超訳日本の古典 菅家　祐 著

超訳日本の古典　１２ 超訳日本の古典 超訳日本の古典 松本　義弘 著

ヴィディアときえた王冠 ディズニーフェアリーズ文庫　１ ディズニーフェアリーズ文庫　１ローラ・ドリスコール 著

ティンカー・ベルの秘密 ディズニーフェアリーズ文庫　２ ディズニーフェアリーズ文庫　２キキ・ソープ 著

ベックとブラックベリー大戦争 ディズニーフェアリーズ文庫　３ ディズニーフェアリーズ文庫　３ローラ・ドリスコール 著

リリーのふしぎな花 ディズニーフェアリーズ文庫　４ ディズニーフェアリーズ文庫４キルステン・ラーセン 著

マーメイド・ラグーンのラニー ディズニーフェアリーズ文庫　５ ディズニーフェアリーズ文庫　５リサ・パパディメトリュー 著

うそをついてしまったプリラ ディズニーフェアリーズ文庫　６ ディズニーフェアリーズ文庫　６キティ・リチャーズ 著

ティンカー・ベルのチャレンジ ディズニーフェアリーズ文庫　７ ディズニーフェアリーズ文庫　７エレノール・フレモント 著

満月の夜のフィラ ディズニーフェアリーズ文庫　８ ディズニーフェアリーズ文庫　８ゲイル・ヘルマン 著

ベスの最高傑作 ディズニーフェアリーズ文庫　９ ディズニーフェアリーズ文庫　９ララ・ベルゲン 著

海をわたったベック ディズニーフェアリーズ文庫　１０ ディズニーフェアリーズ文庫１０キンバリー・モリス 著

ダルシーの幸せのケーキ ディズニーフェアリーズ文庫　１１ ディズニーフェアリーズ文庫　１１ゲイル・ヘルマン 著

ラニーと三つの宝物 ディズニーフェアリーズ文庫　１２ ディズニーフェアリーズ文庫　１２キンバリー・モリス 著

ティンカー・ベルとテレンス ディズニーフェアリーズ文庫　１３ ディズニーフェアリーズ文庫１３キキ・ソープ 著

呪われたシルバーミスト ディズニーフェアリーズ文庫　１４ ディズニーフェアリーズ文庫１４ゲイル・ヘルマン 著

ロゼッタの最悪な一日 ディズニーフェアリーズ文庫　１５ ディズニーフェアリーズ文庫　１５リサ・パパディメトリュー 著

きえたクラリオン女王 ディズニーフェアリーズ文庫　１６ ディズニーフェアリーズ文庫　１６キンバリー・モリス 著

わなにかかったフォーン ディズニーフェアリーズ文庫　１７ ディズニーフェアリーズ文庫　１７ローラ・ドリスコール 著

イリデッサとティンクの大冒険 ディズニーフェアリーズ文庫　１８ ディズニーフェアリーズ文庫　１８リサ・パパディメトリュー 著

ベスと風変わりな友だち ディズニーフェアリーズ文庫　１９ ディズニーフェアリーズ文庫　１９エイミー・ヴィセント 著

プリラの夢の種　前編 ディズニーフェアリーズ文庫 ディズニーフェアリーズ文庫ゲイル・カーソン・レビン 著

プリラの夢の種　後編 ディズニーフェアリーズ文庫 ディズニーフェアリーズ文庫ゲイル・カーソン・レビン 著

日本の遺跡と遺産　１ 日本の遺跡と遺産 日本の遺跡と遺産 児玉　祥一 著

日本の遺跡と遺産　２ 日本の遺跡と遺産 日本の遺跡と遺産 武井　正弘 著

日本の遺跡と遺産　３ 日本の遺跡と遺産 日本の遺跡と遺産 川島　敏郎 著

日本の遺跡と遺産　４ 日本の遺跡と遺産 日本の遺跡と遺産 白川　重敏 著

日本の遺跡と遺産　５ 日本の遺跡と遺産 日本の遺跡と遺産 新谷　桂 著

日本の遺跡と遺産　６ 日本の遺跡と遺産 日本の遺跡と遺産 木村　芳幸 著

日本の遺跡と遺産　７ 日本の遺跡と遺産 日本の遺跡と遺産 矢野　慎一 著

齋藤孝のイッキによめる！音読名作選　小学１年生 齋藤孝のイッキによめる！音読名作選　小学１年生 齋藤孝のイッキによめる！音読名作選　小学１年生齋藤　孝 編

齋藤孝のイッキによめる！音読名作選　小学２年生 齋藤孝のイッキによめる！音読名作選　小学２年生 齋藤孝のイッキによめる！音読名作選　小学２年生齋藤　孝 編

齋藤孝のイッキによめる！音読名作選　小学３年生 齋藤孝のイッキによめる！音読名作選　小学３年生 齋藤孝のイッキによめる！音読名作選　小学３年生齋藤　孝 編

フリーターになるとどうなるの？ 大人も知らないお金のカラクリ かがくるＢＯＯＫ かがくるＢＯＯＫ オガケン 著

お金持ちになるにはどうするの？ 大人も知らないお金のカラクリ かがくるＢＯＯＫ かがくるＢＯＯＫ オガケン 画

発音がわかる！英語の絵本　５ 発音がわかる！英語の絵本 発音がわかる！英語の絵本稲葉　茂勝 著

発音がわかる！英語の絵本　４ 発音がわかる！英語の絵本 発音がわかる！英語の絵本稲葉　茂勝 著

発音がわかる！英語の絵本　３ 発音がわかる！英語の絵本 発音がわかる！英語の絵本稲葉　茂勝 著

発音がわかる！英語の絵本　２ 発音がわかる！英語の絵本 発音がわかる！英語の絵本稲葉　茂勝 著

発音がわかる！英語の絵本　１ 発音がわかる！英語の絵本 発音がわかる！英語の絵本稲葉　茂勝 著

ひらがなむしぶんぶん 山下明生の空とぶ学校 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著

さんまのさんすう　新装版 山下明生の空とぶ学校 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著

ごぜん２じのにじ 山下明生の空とぶ学校 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著

ペンギンおよぎすいすい 山下明生の空とぶ学校 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著

小さなＵＦＯヤドカタツムリ 山下明生の空とぶ学校 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著

メロンのメロディー 山下明生の空とぶ学校 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著

たまご＋うんち＝いくら 山下明生の空とぶ学校 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著

まめだまめまめだみつまめだ 山下明生の空とぶ学校 山下明生の空とぶ学校 山下　明生 著

アンジェリーナのハロウィーン 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

アンジェリーナはスケーター 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

アンジェリーナスターになる 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

アンジェリーナおねえさんになる 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

アンジェリーナのクリスマス 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

アンジェリーナはじめてのステージ 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

アンジェリーナはバレリーナ 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



街じゅうをひとめぐり 探し絵ツアー　２ 探し絵ツアー　２ ロージー・ヘイウッド 著

歴史をひとめぐり 探し絵ツアー　３ 探し絵ツアー　３ カミニ・カンドゥリ 著

地球を大冒険 探し絵ツアー　６ 探し絵ツアー　６ エマ・ヘルブロー 著

古代世界を大冒険 探し絵ツアー　５ 探し絵ツアー　５ ジェーン・ビングハム 著

海のなかを大冒険 探し絵ツアー　４ 探し絵ツアー　４ ケイト・ニードハム 著

だんごむしうみへいく 松岡　達英 著

だんごむしと恐竜のレプトぼうや 松岡　達英 著

かえるをのんだととさん 日本の昔話 こどものとも絵本 こどものとも絵本 日野　十成 著

まゆとりゅう やまんばのむすめまゆのおはなし こどものとも絵本 こどものとも絵本 富安　陽子 著

まゆとおに やまんばのむすめまゆのおはなし こどものとも傑作集 こどものとも傑作集 富安　陽子 著

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　１ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑仕事の図鑑編集委員会 編

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　２ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑仕事の図鑑編集委員会 編

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　３ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑仕事の図鑑編集委員会 編

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　４ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑仕事の図鑑編集委員会 編

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　５ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑仕事の図鑑編集委員会 編

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　６ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑仕事の図鑑編集委員会 編

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　７ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑仕事の図鑑編集委員会 編

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　８ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑仕事の図鑑編集委員会 編

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　９ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑仕事の図鑑編集委員会 編

なりたい自分を見つける！仕事の図鑑　１０ なりたい自分を見つける！仕事の図鑑 なりたい自分を見つける！仕事の図鑑仕事の図鑑編集委員会 編

オオカミ族の少年 クロニクル千古の闇　１ クロニクル千古の闇　１ ミシェル・ペイヴァー 著

生霊わたり クロニクル千古の闇　２ クロニクル千古の闇　２ ミシェル・ペイヴァー 著

魂食らい クロニクル千古の闇　３ クロニクル千古の闇　３ ミシェル・ペイヴァー 著

追放されしもの クロニクル千古の闇　４ クロニクル千古の闇　４ ミシェル・ペイヴァー 著

復讐の誓い クロニクル千古の闇　５ クロニクル千古の闇　５ ミシェル・ペイヴァー 著

なるほどナットク“自然現象”　１ なるほどナットク“自然現象” なるほどナットク“自然現象”渡部　潤一

なるほどナットク“自然現象”　２ なるほどナットク“自然現象” なるほどナットク“自然現象”渡部　潤一

なるほどナットク“自然現象”　３ なるほどナットク“自然現象” なるほどナットク“自然現象”渡部　潤一

なるほどナットク“自然現象”　４ なるほどナットク“自然現象” なるほどナットク“自然現象”渡部　潤一

なるほどナットク“自然現象”　５ なるほどナットク“自然現象” なるほどナットク“自然現象”渡部　潤一

南極のペンギン王国 マジックツリーハウス　２６ マジックツリーハウス　２６メアリー・ポープ・オズボーン

封神演義　上　妖姫乱国の巻 封神演義 封神演義 許　仲琳 著

封神演義　中　仙人大戦の巻 封神演義 封神演義 許　仲琳 著

封神演義　下　降魔封神の巻 封神演義 封神演義 許　仲琳 著

走れメロス 声にだすことばえほん 声にだすことばえほん 太宰　治 著

つながってる！ いのちのまつり 草場　一壽 著

１２の星のものがたり にいるぶっくす にいるぶっくす ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ 著

どきん 谷川俊太郎少年詩集 詩の散歩道 詩の散歩道 谷川　俊太郎 著

すき 谷川俊太郎詩集 詩の風景 詩の風景 谷川　俊太郎 著

うそつきにかんぱい！ 宮川　ひろ 著

王さまと九人のきょうだい 中国の民話 大型絵本　７ 大型絵本　７ 赤羽　末吉 画

よかったねネッドくん　改訂版 レミー・シャーリップ 著

齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学４年生 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学４年生 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学４年生齋藤　孝 編

齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学５年生 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学５年生 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学５年生齋藤　孝 編

齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学６年生 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学６年生 齋藤孝のイッキによめる！名作選　小学６年生齋藤　孝 編

戦国武将大百科　１　ビジュアル版　東日本編 戦国武将大百科 戦国武将大百科 二木　謙一

戦国武将大百科　２　ビジュアル版　西日本編 戦国武将大百科 戦国武将大百科 二木　謙一

戦国武将大百科　３　ビジュアル版　合戦編 戦国武将大百科 戦国武将大百科 二木　謙一

豊臣秀吉 足軽から知恵ひとつでかけ上がった天下人 学習まんが人物館　日本　小学館版　１ 学習まんが人物館　日本　小学館版　１大林　かおる 画

植村直己 エベレストから極点までをかけぬけた冒険家 学習まんが人物館日本　小学館版　４ 学習まんが人物館　日本　小学館版　４本庄　敬 画

手塚治虫 ２１世紀をデザインしたまんが家 学習まんが人物館　日本　小学館版　２ 学習まんが人物館　日本　小学館版　２伴　俊男 画

南方熊楠 自然を愛した人間博物館 学習まんが人物館　日本　小学館版　７ 学習まんが人物館　日本　小学館版　７みやぞえ　郁雄 画

野口英世 伝染病に命をかけた医学の戦士 学習まんが人物館　日本　小学館版　３ 学習まんが人物館　日本　小学館版　３みやぞえ　郁雄 画

宮沢賢治 銀河を旅したイーハトーブの童話詩人 学習まんが人物館　日本小学館版　６ 学習まんが人物館　日本　小学館版　６村野　守美 画

円谷英二 ウルトラマンをつくった映画監督 学習まんが人物館　日本　小学館版　８ 学習まんが人物館　日本　小学館版　８小林　たつよし 画

高村光太郎・智恵子 変わらぬ愛をつらぬいたふたつの魂 学習まんが人物館日本　小学館版　１０ 学習まんが人物館　日本　小学館版　１０村野　守美 画

本田宗一郎 世界一速い車をつくった男 学習まんが人物館　日本　小学館版５ 学習まんが人物館　日本　小学館版　５ひきの　真二 画

与謝野晶子 女性の自由を歌った情熱の歌人 学習まんが人物館　日本　小学館版　９ 学習まんが人物館　日本　小学館版　９あべ　さより 画

藤子・Ｆ・不二雄 こどもの夢をえがき続けたドラえもんの作者 学習まんが人物館　日本　小学館版　１１ 学習まんが人物館　日本　小学館版　１１さいとう　はるお 画



津田梅子 六歳でアメリカに留学した女子教育のパイオニア 学習まんが人物館　日本　小学館版　１２ 学習まんが人物館　日本　小学館版　１２みやぞえ　郁雄 画

杉原千畝 六千人の命を救った外交官 学習まんが人物館　日本　小学館版１３ 学習まんが人物館　日本　小学館版　１３あべ　さより 画

松井秀喜 日本を飛び出しメジャー・リーグで大活躍する野球選手 学習まんが人物館　学習まんがスペシャル　小学館版 学習まんが人物館　学習まんがスペシャル　小学館版山下　東七郎 画

学習漫画世界の歴史　１　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 下川　香苗 著

学習漫画世界の歴史　２　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 波多野　忠夫 著

学習漫画世界の歴史　３　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 波多野　忠夫 著

学習漫画世界の歴史　４　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 波多野　忠夫 著

学習漫画世界の歴史　５　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 芳村　梨絵 画

学習漫画世界の歴史　６　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 天沼　春樹 著

学習漫画世界の歴史　７　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 波多野　忠夫 著

学習漫画世界の歴史　８　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 藤崎　康夫 著

学習漫画世界の歴史　９　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 下川　香苗 著

学習漫画世界の歴史　１０　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 長谷川　幸恵 画

学習漫画世界の歴史　１１　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 笈川　かおる 画

学習漫画世界の歴史　１３　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 あずみ　椋 画

学習漫画世界の歴史　１２　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 波多野　忠夫 著

学習漫画世界の歴史　１４　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 下川　香苗 著

学習漫画世界の歴史　１５　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 中村　結香 画

学習漫画世界の歴史　１６　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 小菅　宏 著

学習漫画世界の歴史　１７　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 あや　秀夫 著

学習漫画世界の歴史　１８　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 郡山　誉世夫 画

学習漫画世界の歴史　１９　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 下川　香苗 著

学習漫画世界の歴史　２０　全面新版 学習漫画世界の歴史 学習漫画世界の歴史 竹坂　香利 画

学習漫画世界の歴史人物事典 岩田　一彦 著

学習漫画世界の歴史できごと事典 岩田　一彦 著

恐竜大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１藤子　不二雄Ｆ 著

生き物大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　２ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　２藤子　不二雄Ｆ 著

地球大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　３ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　３藤子　不二雄Ｆ 著

昆虫大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　４ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　４藤子　不二雄Ｆ 著

宇宙大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　５ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　５藤子　不二雄Ｆ 著

からだ大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　６ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　６藤子　不二雄Ｆ 著

大昔大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　７ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　７藤子　不二雄Ｆ 著

乗り物大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　８ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　８藤子　不二雄Ｆ 著

なぞの生き物大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　９ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　９藤子　不二雄Ｆ 著

世界のふしぎ大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１０ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１０藤子　不二雄Ｆ 著

人物大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１１ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１１藤子　不二雄Ｆ 著

地図大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１２ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１２藤子　不二雄Ｆ 著

植物大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１３ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１３藤子　不二雄Ｆ 著

発明発見大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１４ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１４藤子　不二雄Ｆ 著

海底大探検 ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１５ ドラえもん・ふしぎ探検シリーズ　１５藤子　不二雄Ｆ 著

がんばれヘンリーくん　改訂新版 ベバリイ・クリアリー 著

ヘンリーくんとアバラー　改訂新版 ベバリイ・クリアリー 著

アバラーのぼうけん　改訂新版 ベバリイ・クリアリー 著

ラモーナとおとうさん　改訂新版 ベバリイ・クリアリー 著

ラモーナとおかあさん　改訂新版 ベバリイ・クリアリー 著

ラモーナ、八歳になる ベバリイ・クリアリー 著

ラモーナとあたらしい家族 ベバリイ・クリアリー 著

ラモーナ、明日へ ベバリイ・クリアリー 著

ねずみくんのチョッキ ＣＤつきえいごでよむ名作えほん ＣＤつきえいごでよむ名作えほんなかえ　よしを 著

おばけのてんぷら ＣＤつきえいごでよむ名作えほん ＣＤつきえいごでよむ名作えほんせな　けいこ 著

とりかえっこ ＣＤつきえいごでよむ名作えほん ＣＤつきえいごでよむ名作えほんさとう　わきこ 著

ゆでたまごまーだ ＣＤつきえいごでよむ名作えほん ＣＤつきえいごでよむ名作えほん神沢　利子 著

ぱっくんおおかみときょうりゅうたち ＣＤつきえいごでよむ名作えほん ＣＤつきえいごでよむ名作えほん木村　泰子 著

宇宙に秘められた謎 ホーキング博士のスペース・アドベンチャー　２ ホーキング博士のスペース・アドベンチャー　２ルーシー・ホーキング 著

恐竜がくれた夏休み はやみね　かおる 著

ぶたばあちゃん マーガレット・ワイルド 著

ハッピーノート 福音館創作童話シリーズ 福音館創作童話シリーズ草野　たき 著

カレンダーはにちようび 王さまのえほん　３ 王さまのえほん　３ 寺村　輝夫 著

ぞうのたまごのたまごやき 王さまのえほん　１ 王さまのえほん　１ 寺村　輝夫 著



にせものばんざい 王さまのえほん　２ 王さまのえほん　２ 寺村　輝夫 著

オバマ ＹＥＳ　ＷＥ　ＣＡＮ！ ロバータ・エドワーズ 著

かっこいいぞハイパーレスキュー イカロス・ムック　のりものクラブえほん１６ イカロス・ムック　のりものクラブえほん　１６伊藤　久巳 著

コンビニ弁当１６万キロの旅 食べものが世界を変えている コンビニ弁当探偵団 著

時間をまきもどせ！ ナンシー・エチメンディ 著

キャットと魔法の卵 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

魔法の館にやとわれて 大魔法使いクレストマンシー 大魔法使いクレストマンシーダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著

むしたちのかくれんぼ 絵本・こどものひろば 絵本・こどものひろば 得田　之久 著

ツー・ステップス！ 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

３びきのかわいいオオカミ ユージーン・トリビザス 著

青空のむこう　ジュニア版 アレックス・シアラー 著

葉っぱのフレディ いのちの旅 レオ・バスカーリア 著

霧のむこうのふしぎな町 講談社・文学の扉 講談社・文学の扉 柏葉　幸子 著

地下室からのふしぎな旅 講談社・文学の扉 講談社・文学の扉 柏葉　幸子 著

天井うらのふしぎな友だち 講談社・文学の扉 講談社・文学の扉 柏葉　幸子 著

そばがらじさまとまめじさま 日本の昔話 こどものとも絵本 こどものとも絵本 小林　輝子 著

世界のはじまり マーグリット・メイヨー 著

ねこのおんがえし よみたいききたいむかしばなし　１のまき よみたいききたいむかしばなし　１のまき中川　李枝子 著

いたずらぎつね 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　２のまき中川　李枝子 著

時計つくりのジョニー エドワード・アーディゾーニ 著

とぶ船　上　新版 岩波少年文庫　１３６ 岩波少年文庫　１３６ ヒルダ・ルイス 著

とぶ船　下　新版 岩波少年文庫　１３７ 岩波少年文庫　１３７ ヒルダ・ルイス 著

イギリスとアイルランドの昔話 福音館文庫　Ｆ　１ 福音館文庫　Ｆ　１ 石井　桃子 編訳

ロシアの昔話 福音館文庫　Ｆ　２ 福音館文庫　Ｆ　２ 内田　莉莎子 編訳

みどりの小鳥 イタリア民話選 イタロ・カルヴィーノ 著

太陽の木の枝 ジプシーのむかしばなし 福音館文庫　Ｆ　４ 福音館文庫　Ｆ　４ Ｊ．フィツォフスキ 著

けものたちのないしょ話 中国民話選 岩波少年文庫　９６ 岩波少年文庫　９６ 君島　久子 編訳

魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒーお話集 福音館文庫Ｓ　３３ 福音館文庫　Ｓ　３３ マーガレット・マーヒー 著

白いりゅう黒いりゅう 中国のたのしいお話 チヤー　芝 編

としょかんライオン 海外秀作絵本　１７ 海外秀作絵本　１７ ミシェル・ヌードセン 著

ひとしずくの水 ウォルター・ウィック 著

うんちのちから 主婦の友はじめてブック　おはなしシリーズ 主婦の友はじめてブック　おはなしシリーズホ　ウンミ 著

ちいさいおうち 大型絵本　３ 大型絵本　３ バージニア・リー・バートン 著

おばけ美術館へいらっしゃい ポプラの木かげ　２４ ポプラの木かげ　２４ 柏葉　幸子 著

走る少女 わくわく読み物コレクション　１５ わくわく読み物コレクション　１５佐野　久子 著

冒険者たち　新版 ガンバと１５ひきの仲間 岩波少年文庫　４４ 岩波少年文庫　４４ 斎藤　惇夫 著

ここが家だ ベン・シャーンの第五福竜丸 ベン・シャーン 画

獣の奏者　３　探求編 獣の奏者 獣の奏者 上橋菜穂子

獣の奏者　４　完結編 獣の奏者 獣の奏者 上橋菜穂子

葉っぱの工作図鑑 楽しいおもちゃ・制作ベスト６４ 岩藤　しおい 著

空からおちてきた男 ジェラルディン・マコックラン 著

びゅんびゅんごまがまわったら 絵本・ちいさななかまたち 絵本・ちいさななかまたち宮川　ひろ 著

ものぐさトミー 岩波の子どもの本　カンガルー印 岩波の子どもの本　カンガルー印ペーン・デュボア 著

ほこらの神さま 富安　陽子 著

フングリコングリ 図工室のおはなし会 岡田　淳 著

すぐに見つかる星座図鑑 甲谷　保和 著

宇宙ステーションにかけた夢 日本初の有人宇宙実験室「きぼう」ができるまで くもんジュニアサイエンス くもんジュニアサイエンス 渡辺　英幸 著

ダレン・シャンⅨ　夜明けの覇者 ダレン・シャン

くららおばさんは魔法つかい？ やなぎやけいこ

ぴょこたんのなぞなぞ十二支あそび このみひかる

おにいちゃんだから 福田岩緒

まじょ子と３にんのこどもドラキュラ 学年別こどもおはなし劇場藤 真知子 作

まじょ子どんな子ふしぎな子 学年別こどもおはなし劇場藤 真知子 作

１年生のどうわ① ぷりぷりぼうのおこりんぼう 椋　鳩十

かっちゃんワニになる あかさかひろこ

ゆきのひのゆうびんやさん 幼児絵本シリーズ 幼児絵本シリーズ こいで　たん 著

だってだってのおばあさん フレーベルのえほん　３ フレーベルのえほん　３ さの　ようこ 著

魔女の宅急便　その６ それぞれの旅立ち 福音館創作童話シリーズ角野　栄子 / 著

ビーザスといたずらラモーナ　改訂新版 ベバリイ・クリアリー 著



ヘンリーくんとビーザス　改訂新版 ベバリイ・クリアリー 著

死の影レスト 怪談レストラン　４４ 怪談レストラン　４４ 松谷　みよ子 編

座敷わらしレストラン 怪談レストラン　４７ 怪談レストラン　４７ 松谷　みよ子 編

ゾンビのレストラン 怪談レストラン　４９ 怪談レストラン　４９ 松谷　みよ子 編

インスタントラーメンのひみつ　新版 学研まんがでよくわかるシリーズ４８ 学研まんがでよくわかるシリーズ田中　久志　漫画

霊界通信レストラン 怪談レストラン　３１ 怪談レストラン　３１ 松谷　みよ子 編

死神レストラン 怪談レストラン　３２ 怪談レストラン　３２ 松谷　みよ子 編

魔の森レストラン 怪談レストラン　３３ 怪談レストラン　３３ 松谷　みよ子 編

人形レストラン 怪談レストラン　３４ 怪談レストラン　３４ 松谷　みよ子 編

おまじないレストラン 怪談レストラン　３５ 怪談レストラン　３５ 松谷　みよ子 編

謎のメールレストラン 怪談レストラン　３６ 怪談レストラン　３６ 松谷　みよ子 編

人食い花レストラン 怪談レストラン　３７ 怪談レストラン　３７ 松谷　みよ子 編

ぶきみな音レストラン 怪談レストラン　３８ 怪談レストラン　３８ 松谷　みよ子 編

秘密のとびらレストラン 怪談レストラン　３９ 怪談レストラン　３９ 松谷　みよ子 編

丑三つ時レストラン 怪談レストラン　４０ 怪談レストラン　４０ 松谷　みよ子 編

織田信長 日本の歴史　コミック版　１ 日本の歴史　コミック版　１すぎた　とおる 原著

豊臣秀吉 日本の歴史　コミック版　２ 日本の歴史　コミック版　２すぎた　とおる 原著

徳川家康 日本の歴史　コミック版　３ 日本の歴史　コミック版　３すぎた　とおる 原著

武田信玄と上杉謙信 日本の歴史　コミック版　４ 日本の歴史　コミック版　４すぎた　とおる 原著

加藤清正 日本の歴史　コミック版　５ 日本の歴史　コミック版　５すぎた　とおる 原著

宮本武蔵 日本の歴史　コミック版　６ 日本の歴史　コミック版　６すぎた　とおる 原著

桶狭間の合戦 歴史を変えた日本の合戦 日本の歴史　コミック版　７ 日本の歴史　コミック版　７すぎた　とおる 原著

長篠・設楽原の合戦 歴史を変えた日本の合戦 日本の歴史　コミック版　８ 日本の歴史　コミック版　８すぎた　とおる 原著

関ヶ原の合戦 歴史を変えた日本の合戦 日本の歴史　コミック版　９ 日本の歴史　コミック版　９すぎた　とおる 原著

大坂冬の陣・夏の陣 歴史を変えた日本の合戦 日本の歴史　コミック版　１０ 日本の歴史　コミック版　１０すぎた　とおる 原著

写真で見る俳句歳時記　春１　ジュニア版 ジュニア版写真で見る俳句歳時記春１ ジュニア版写真で見る俳句歳時記　春１長谷川　秀一

写真で見る俳句歳時記　春２　ジュニア版 ジュニア版写真で見る俳句歳時記春２ ジュニア版写真で見る俳句歳時記　春２長谷川　秀一

写真で見る俳句歳時記　夏１　ジュニア版 ジュニア版写真で見る俳句歳時記夏１ ジュニア版写真で見る俳句歳時記　夏１長谷川　秀一

写真で見る俳句歳時記　夏２　ジュニア版 ジュニア版写真で見る俳句歳時記夏２ ジュニア版写真で見る俳句歳時記　夏２長谷川　秀一

写真で見る俳句歳時記　秋　ジュニア版 ジュニア版写真で見る俳句歳時記秋 ジュニア版写真で見る俳句歳時記秋長谷川　秀一

写真で見る俳句歳時記　冬　ジュニア版 ジュニア版写真で見る俳句歳時記冬 ジュニア版写真で見る俳句歳時記冬長谷川　秀一

写真で見る俳句歳時記　新年・総索引　ジュニア版 ジュニア版写真で見る俳句歳時記　新年・総索引 ジュニア版写真で見る俳句歳時記　新年・総索引長谷川　秀一

ユニバーサルデザイン　１ みんなのくらしを便利に ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン 成松　一郎 著

ユニバーサルデザイン　２ みんなのくらしを便利に ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン 星野　恭子 著

ユニバーサルデザイン　３ みんなのくらしを便利に ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン 中和　正彦 著

新聞のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ５０ 学研まんがでよくわかるシリーズ青木　萌　作・文

ことわざ大百科 ポケモンといっしょにおぼえよう！

あたまをつかった小さなおばあさん 世界傑作童話シリーズ ホープ・ニューウェル 作

王さま魔女のひみつ ぼくは王さま 寺村 輝夫 作

おしいれのぼうけん 絵本ぼくたちこどもだ ふるた たるひ さく

がんばれ！盲導犬ベルナ 「ベルナおねえさん大活躍」の巻 郡司 ななえ 作

職員室ネズミのぼうけん 愛の会創作童話集 べっしよしこ　他

自転車のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ４９ 学研まんがでよくわかるシリーズ鳥飼　規世　漫画

津波から人びとを救った稲むらの火 歴史マンガ　浜口梧陵伝 クニ・トシロウ　作・画

消防犬ぶん公 ほんとうにあった話 水口　忠

エネルギーのひみつ[改訂版] 学研まんがでよくわかるシリーズ５１ おがたたかはる / 漫画

燃料電池のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ５２ たまだまさお / 漫画

牛乳のひみつ 牛乳のことがよくわかる本 田川　滋 / 漫画

ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし / 著

とっておきの詩 とっておきのどうわ とっておきのどうわ 村上　しいこ / 著

むねとんとん おはなしだいすき おはなしだいすき さえぐさ　ひろこ / 著

いじわるなないしょオバケ ティエリー・ロブレヒト / 著

こぶとりたろう たかどの　ほうこ / 著

点子ちゃん 野田　道子 / 著

ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ / 著

やんちゃ子グマがやってきた！ 森からのメッセージ ジュニア・ノンフィクション ジュニア・ノンフィクション あんず　ゆき / 著

すみ鬼にげた 福音館創作童話シリーズ 福音館創作童話シリーズ岩城　範枝 / 著

建具職人の千太郎 くもんの児童文学 くもんの児童文学 岩崎　京子 / 著

リキシャ★ガール 鈴木出版の海外児童文学　この地球を生きる子どもたち 鈴木出版の海外児童文学　この地球を生きる子どもたちミタリ・パーキンス / 著



海は生きている 自然と人間 富山　和子 / 著

いのちのあさがお えほん あやの まさる / 作

金色のクジラ 岸川 悦子 / 作

八ツ橋のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ５３ 山口　育孝

太陽電池のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ５4 もちつきかつみ

地デジのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ５５ 鳥飼　規世 / 漫画

こどものカレンダー　１月のまき 行事とあそび かこ さとし 著

こどものカレンダー　２月のまき 行事とあそび かこ さとし 著

こどものカレンダー　３月のまき 行事とあそび かこ さとし 著

こどものカレンダー　４月のまき 行事とあそび かこ さとし 著

こどものカレンダー　５月のまき 行事とあそび かこ さとし 著

こどものカレンダー　６月のまき 行事とあそび かこ さとし 著

こどものカレンダー　７月のまき 行事とあそび かこ さとし 著

こどものカレンダー　８月のまき 行事とあそび かこ さとし 著

こどものカレンダー　９月のまき 行事とあそび かこ さとし 著

こどものカレンダー　１０月のまき 行事とあそび かこ さとし 著

こどものカレンダー　１１月のまき 行事とあそび かこ さとし 著

こどものカレンダー　１２月のまき 行事とあそび かこ さとし 著

みぢかなぎもん図鑑　１月 トーア出版企画 / 構成・編集

みぢかなぎもん図鑑　２月 トーア出版企画 / 構成・編集

みぢかなぎもん図鑑　３月 トーア出版企画 / 構成・編集

みぢかなぎもん図鑑　４月 トーア出版企画 / 構成・編集

みぢかなぎもん図鑑　５月 トーア出版企画 / 構成・編集

みぢかなぎもん図鑑　６月 トーア出版企画 / 構成・編集

みぢかなぎもん図鑑　７月 トーア出版企画 / 構成・編集

みぢかなぎもん図鑑　８月 トーア出版企画 / 構成・編集

みぢかなぎもん図鑑　９月 トーア出版企画 / 構成・編集

みぢかなぎもん図鑑　１０月 トーア出版企画 / 構成・編集

みぢかなぎもん図鑑　１１月 トーア出版企画 / 構成・編集

みぢかなぎもん図鑑　１２月 トーア出版企画 / 構成・編集

日本と世界のちがいを考える本１ 日本の常識・非常識 こんなにちがう日本の常識・非常識 日本と世界のちがいを考える本飯塚 峻 / 監修

日本と世界のちがいを考える本２ 日本人ってこんな人々 世界とくらべる　日本人ってこんな人々 日本と世界のちがいを考える本飯塚 峻 / 監修

日本と世界のちがいを考える本３ 日本の自然と国土 世界とくらべる　日本の自然と国土 日本と世界のちがいを考える本飯塚 峻 / 監修

日本と世界のちがいを考える本４ 日本の文化と生活 世界とくらべる　日本の文化と生活 日本と世界のちがいを考える本飯塚 峻 / 監修

日本と世界のちがいを考える本５ 日本の産業と技術 世界とくらべる　日本の産業と技術 日本と世界のちがいを考える本飯塚 峻 / 監修

日本と世界のちがいを考える本６ 日本の経済 世界とくらべる　日本の経済 日本と世界のちがいを考える本飯塚 峻 / 監修

日本と世界のちがいを考える本７ 日本の歴史 世界の中の　日本の歴史 日本と世界のちがいを考える本飯塚 峻 / 監修

日本と世界のちがいを考える本８ 日本のこれから 世界の中での　日本のこれから 日本と世界のちがいを考える本飯塚 峻 / 監修

アジアを考える本１ アジアってなに？ 近くて遠い国　アジアを考える本

アジアを考える本２ 東南アジアってどこ？ 近くて遠い国　アジアを考える本

アジアを考える本３ はたらくアジアの子どもたち 近くて遠い国　アジアを考える本

アジアを考える本４ かわりゆく農村のくらし 近くて遠い国　アジアを考える本

アジアを考える本５ ゆたかな森と海のくらし 近くて遠い国　アジアを考える本

アジアを考える本６ モノ・カネ・ヒトがうごく 近くて遠い国　アジアを考える本

アジアを考える本７ アジアとどうつきあうか？ 近くて遠い国　アジアを考える本

アブラナ カラー自然シリーズ 七尾 純 / 構成

チューリップ カラー自然シリーズ 小田 英智 / 文・解説

ヒマワリ カラー自然シリーズ 小田 英智 / 文・解説

ミニトマト みぢかないのち・生活科のほん６ みぢかないのち・生活科のほん

ヒマワリ みぢかないのち・生活科のほん８ みぢかないのち・生活科のほん

サツマイモ みぢかないのち・生活科のほん９ みぢかないのち・生活科のほん

クロクサアリのひみつ 行列するのはなぜ？ ふしぎ発見シリーズ 山口 進 写真・文

ファーブル写真昆虫記１ ますい針をもつかりうど ジカバチ・ベッコウバチ・ハナダカバチ ファーブル写真昆虫記 ジャン・アンリ・ファーブル 原作

ファーブル写真昆虫記２ つぼをつくるかりうど トックリバチ・キゴシジカバチ・ヒメベッコウバチ ファーブル写真昆虫記 ジャン・アンリ・ファーブル 原作

ファーブル写真昆虫記３ 紙の家をたてる建築家 クロスズメバチ・コハナバチ・ハキリバチ ファーブル写真昆虫記 ジャン・アンリ・ファーブル 原作

ファーブル写真昆虫記４ 虫の本能をさぐる アナバチ・ツチバチ・サムライアリ ファーブル写真昆虫記 ジャン・アンリ・ファーブル 原作

ファーブル写真昆虫記５ ふんの玉をころがす虫 タマオシコガネ・ダイコクコガネ・センチコガネ ファーブル写真昆虫記 ジャン・アンリ・ファーブル 原作

ファーブル写真昆虫記６ リラの花祭りのお客 花無グリ・ツチハンミョウ・カミキリムシ ファーブル写真昆虫記 ジャン・アンリ・ファーブル 原作

ファーブル写真昆虫記７ 長い鼻はあなあけドリル シギゾウムシ・チョッキリ・オトシブミ ファーブル写真昆虫記 ジャン・アンリ・ファーブル 原作



ファーブル写真昆虫記８ キャベツの青虫 モンシロチョウ・ミノムシ ファーブル写真昆虫記 ジャン・アンリ・ファーブル 原作

はたらくじどうしゃあつまれ！ ひかりのくに新ものしり大図鑑海老原 美宜男 写真

ひこうきあつまれ！ ひかりのくに新ものしり大図鑑跡土技術 写真

がんばれブルドーザー・ショベルカー 乗りものパノラマシリーズ小賀野 実 写真・文・構成

いそげパトカー・消防車 乗りものパノラマシリーズ小賀野 実 写真・文・構成

はたらくぞバス・トラック 乗りものパノラマシリーズ小賀野 実 写真・文・構成

ピーマンへっちゃら 食べ物のゆくえ ナルホドからだたんけん１ ナルホドからだたんけん 七尾 純 構成・文

コンコン１０１かい すう息はく息 ナルホドからだたんけん２ ナルホドからだたんけん 七尾 純 構成・文

血がでたドッキン！ めぐる血液 ナルホドからだたんけん３ ナルホドからだたんけん 七尾 純 構成・文

ギプスでえっへん！ かこむ骨・ささえる骨 ナルホドからだたんけん４ ナルホドからだたんけん 七尾 純 構成・文

おしっこピューン！ おしっこのひみつ ナルホドからだたんけん５ ナルホドからだたんけん 七尾 純 構成・文

つなひきワッショイ！ はたらく筋肉 ナルホドからだたんけん６ ナルホドからだたんけん 七尾 純 構成・文

ネズミの歯になーれ 白い歯チェック ナルホドからだたんけん７ ナルホドからだたんけん 七尾 純 構成・文

ぼくの背中は世界地図 皮膚のやくめ ナルホドからだたんけん８ ナルホドからだたんけん 七尾 純 構成・文

いそげマメ記者 からだのアンテナ ナルホドからだたんけん９ ナルホドからだたんけん 七尾 純 構成・文

ポプラ社・ゲーム大百科３ 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 ポプラ社・ゲーム大百科 ２１世紀・子どもの遊び研究会 編

ポプラ社・ゲーム大百科４ 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 ポプラ社・ゲーム大百科 ２１世紀・子どもの遊び研究会 編

赤ちゃんのはなし 福音館のかがくのほん マリー・ホール・エッツ / 著

鬼が出た たくさんのふしぎ傑作集 大西　廣 / 著

食べもの記 森枝　卓士 / 著

絵ときゾウの時間とネズミの時間 たくさんのふしぎ傑作集 本川　達雄 / 著

よりぬきマザーグース 岩波少年文庫　６８ 岩波少年文庫 谷川　俊太郎 / 訳

わらしべ長者 日本民話選 岩波少年文庫　５７ 岩波少年文庫 木下　順二 / 著

クローディアの秘密　新版 岩波少年文庫　５０ 岩波少年文庫 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ / 著

みどりのゆび　新版 岩波少年文庫　１０１ 岩波少年文庫 モーリス・ドリュオン / 著

ライオンと魔女 ナルニア国ものがたり　１ ナルニア国ものがたり Ｃ．Ｓ．ルイス / 著

彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ / 著

だだずんじゃん 川崎　洋 / 著

まっくろネリノ ヘルガ・ガルラ－ / 著

不思議を売る男 ジェラルディン・マコーリアン / 著

レイチェル・カーソン 沈黙の春で地球の叫びを伝えた科学者 ジンジャー・ワズワース / 著

月夜のみみずく ジェイン・ヨーレン / 著

マザー・テレサへの旅 ボランティアってだれのため 学研のノンフィクション 寮　美千子 / 著

キャプテンはつらいぜ キャプテンシリ－ズ１ 講談社青い鳥文庫　１２－３ 講談社青い鳥文庫 後藤　竜二 / 著

たのしいムーミン一家 講談社青い鳥文庫　２１－１ 講談社青い鳥文庫 トーベ・ヤンソン / 著

川は生きている 富山　和子 / 著

のん・たん・ぴん 山中恒よみもの文庫　１５ 山中恒よみもの文庫 山中　恒 / 著

猫は生きている 理論社のカラー版愛蔵本早乙女　勝元 / 著

クジラと少年の海 モリ一本でクジラを捕るラマレラ村より 理論社ライブラリー 小島　曠太郎 / 著

ナヌークの贈りもの 星野　道夫 / 著

ぽっぺん先生の日曜日 舟崎　克彦 / 著

かくまきの歌 フォア文庫　Ｃ 杉　みき子 / 著

ゾウの王パパ・テンボ エリック・キャンベル / 著

どんぐりと山猫 画本宮澤賢治 宮沢　賢治 / 原著

ビッグバンのてんじくネズミ おはなしメリーゴーランド 石井　睦美 / 著

ごみ処理場・リサイクルセンター まちの施設たんけん７ まちの施設たんけん 林　義人 / 著

おばけ屋のおばけかぶ おはなしだいすき あわた　のぶこ / 著

おばけ屋のおばけすいか おはなしだいすき あわた　のぶこ / 著

おばけ屋のおばけかき おばけ屋シリーズ あわた　のぶこ / 著

おばけ屋のおばけてぶくろ おばけ屋シリーズ あわた　のぶこ / 著

パンダの手には、かくされたひみつがあった！ 動物ふしぎ発見 動物ふしぎ発見 山本　省三 / 著

すごい目玉をもったアザラシがいる！ 動物ふしぎ発見 動物ふしぎ発見 山本　省三 / 著

ゾウの長い鼻には、おどろきのわけがある！ 動物ふしぎ発見 動物ふしぎ発見 山本　省三 / 著

ペンギンの体に、飛ぶしくみを見つけた！ 動物ふしぎ発見 動物ふしぎ発見 山本　省三 / 著

アリクイの口のなぞが、ついにとけた！ 動物ふしぎ発見 動物ふしぎ発見 山本　省三 / 著

時の書　１　彫刻された石 彫刻された石 時の書　１ 時の書 ギヨーム・プレヴォー / 著

時の書　２　七枚のコイン 七枚のコイン 時の書　２ 時の書 ギヨーム・プレヴォー / 著

時の書　３　黄金の環 黄金の環 時の書　３ 時の書 ギヨーム・プレヴォー / 著

いやいやバスの３ばんくん のりものえほん 砂田　弘 / 著



かもつれっしゃのワムくん のりものえほん 関根　榮一 / 著

しゅっぱつしんこう のりものえほん 三田村　信行 / 著

うみのでんしゃぼくらの江ノ電 のりものえほん 中島　章作 / 著

ぐんぐんはしれちゅうおうせん のりものえほん 中島　章作 / 著

ブルートレインほくとせい のりものえほん 関根　榮一 / 著

まちではたらくじどうしゃ のりものえほん 関口　猪一郎 / 著

しんかんせんでおいかけろ のりものえほん 横溝　英一 / 著

４ばんめのえきはくまごろうえき のりものえほん 野本　淳一 / 著

とんだよプロペラくん のりものえほん 筒井　敬介 / 著

しんかんせんのぞみ７００だいさくせん のりものえほん 横溝　英一 / 著

あたらしい関西のでんしゃずかん のりものえほん 松本　典久 / 著

のってみよう！蒸気機関車 のりものえほん 持田　昭俊 / 著

まちをつくるじどうしゃ のりものえほん 松本　典久 / 著

日本のてつどうなんでもいちばん！ のりものえほん 別當　律子 / 著

でんしゃの顔 のりものえほん 持田　昭俊 / 著

新・東京のでんしゃずかん のりものえほん 松本　典久 / 著

まちからうみへはしれ江ノ電 のりものえほん 持田　昭俊 / 著

小田急ロマンスカー・ＶＳＥにのろう！ のりものえほん 松本　典久 / 著

寝台特急カシオペア のりものえほん 松本　典久 / 著

へんしんじどうしゃえんこくん のりものえほん 杉山　径一 / 著

ゆきぐにれっしゃだいさくせん のりものえほん 横溝　英一 / 著

わざわざことわざことわざ事典　１　いきものの巻 いきものの巻 わざわざことわざことわざ事典国松　俊英 / 著

わざわざことわざことわざ事典　２　からだとたべものの巻 からだとたべものの巻 わざわざことわざことわざ事典国松　俊英 / 著

わざわざことわざことわざ事典　３　せいかつの巻 せいかつの巻 わざわざことわざことわざ事典国松　俊英 / 著

わざわざことわざことわざ事典　４　かずの巻 かずの巻 わざわざことわざことわざ事典国松　俊英 / 著

火の玉レストラン　（１１） 怪談レストラン　１１ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

呪いのレストラン　（１２） 怪談レストラン　１２ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

あの世レストラン　（１３） 怪談レストラン　１３ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

がい骨レストラン　（１４） 怪談レストラン　１４ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

魔界レストラン　（１５） 怪談レストラン　１５ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

うらめしやレストラン　（１６） 怪談レストラン　１６ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

七不思議レストラン　（１７） 怪談レストラン　１７ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

ケイタイ電話レストラン　（１８） 怪談レストラン　１８ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

闇のレストラン　（１９） 怪談レストラン　１９ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

地獄レストラン　（２０） 怪談レストラン　２０ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

幽体離脱レストラン　（４１） 怪談レストラン　４１ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

紫ババアレストラン　（４２） 怪談レストラン　４２ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

虫の知らせレストラン　（４３） 怪談レストラン　４３ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

お化けパソコンレストラン　（４６） 怪談レストラン　４６ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

恐怖のトンネルレストラン　（４８） 怪談レストラン　４８ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

真夜中の学校レストラン　（５０） 怪談レストラン　５０ 怪談レストラン 松谷　みよ子 / 編

もりいちばんのおともだち 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

あめのもりのおくりもの 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

ふゆじたくのおみせ 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

めざめのもりのいちだいじ 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

これがほんとの大きさ！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋 評論社の児童図書館・絵本の部屋スティーブ・ジェンキンズ / 著

ちか１００かいだてのいえ 岩井　俊雄 / 著

全自動せんたく機せんたくん おはなしプレゼント じろまる　しのぶ / 著

見習い職人フラピッチの旅 おはなしメリーゴーラウンドイワナ・ブルリッチ・マジュラニッチ / 著

六つの魔法のおはなし おはなしメリーゴーラウンドイングリット・ユーベ / 著

忍者にんにく丸 野菜忍列伝　其の　１ 野菜忍列伝 川端　誠 / 著

あっぱれアスパラ郎 野菜忍列伝　其の　２ 野菜忍列伝 川端　誠 / 著

なすの与太郎 野菜忍列伝　其の　３ 伝説の弓士 野菜忍列伝 川端　誠 / 著

グリーンマントのピーマンマン えほん・ドリームランド　２３ えほん・ドリームランド さくら　ともこ / 著

ピーマンマンとかぜひきキン えほん・ハートランド　５ えほん・ハートランド さくら　ともこ / 著

ピーマンマンとよふかし大まおう えほん・ハートランド　２２ えほん・ハートランド さくら　ともこ / 著

ピーマンマンとドクター・ダマカス えほん・ハートランド　２４ えほん・ハートランド さくら　ともこ / 著

床下の小人たち 小人の冒険シリーズ　１ 小人の冒険シリーズ メアリー・ノートン / 著

野に出た小人たち 小人の冒険シリーズ　２ 小人の冒険シリーズ メアリー・ノートン / 著



川をくだる小人たち 小人の冒険シリーズ　３ 小人の冒険シリーズ メアリー・ノートン / 著

空をとぶ小人たち 小人の冒険シリーズ　４ 小人の冒険シリーズ メアリー・ノートン / 著

小人たちの新しい家 小人の冒険シリーズ　５ 小人の冒険シリーズ メアリー・ノートン / 著

ふしぎねこタイガー ふしぎファイル　１ ふしぎファイル 日本児童文芸家協会 / 編

死者はさまよう ふしぎファイル　２ ふしぎファイル 日本児童文芸家協会 / 編

あの夢は言えない ふしぎファイル　３ ふしぎファイル 日本児童文芸家協会 / 編

たぬきの縁むすび ふしぎファイル　４ ふしぎファイル 日本児童文芸家協会 / 編

光るニンゲン ふしぎファイル　５ ふしぎファイル 日本児童文芸家協会 / 編

地底探検 冒険ファンタジー名作選　１１ 冒険ファンタジー名作選 ジュール・ベルヌ / 著

月世界最初の人間 冒険ファンタジー名作選　１２ 冒険ファンタジー名作選 ハーバート　Ｇ．ウェルズ / 著

宇宙のスカイラーク号 冒険ファンタジー名作選　１３ 冒険ファンタジー名作選 エドワード　Ｅ．スミス / 著

超能力部隊 冒険ファンタジー名作選　１４ 冒険ファンタジー名作選 ロバート　Ａ．ハインライン / 著

逃げたロボット 冒険ファンタジー名作選　１５ 冒険ファンタジー名作選 レスター・デル・レイ / 著

栄光の宇宙パイロット 冒険ファンタジー名作選　１６ 冒険ファンタジー名作選 ゲオルギー・グレーウィッチ / 著

合成怪物の逆しゅう 冒険ファンタジー名作選　１７ 冒険ファンタジー名作選 レイモンド　Ｆ．ジョーンズ / 著

星からきた探偵 冒険ファンタジー名作選　１８ 冒険ファンタジー名作選 ハル・クレメント / 著

光る雪の恐怖 冒険ファンタジー名作選　１９ 冒険ファンタジー名作選 リチャード・ホールデン / 著

恐竜１億年 冒険ファンタジー名作選　２０ 冒険ファンタジー名作選 リチャード・マースティン / 著

ぼくらは月夜に鬼と舞う ジュニア冒険小説大賞受賞作品　第１回 ジュニア冒険小説大賞受賞作品藤沢　呼宇 / 著

ねこまた妖怪伝 ジュニア冒険小説大賞受賞作品　第２回 ジュニア冒険小説大賞受賞作品藤野　恵美 / 著

ねこまた妖怪伝　２ ねこまた妖怪伝 ジュニア冒険小説大賞受賞作品　第２回 ジュニア冒険小説大賞受賞作品藤野　恵美 / 著

青き竜の伝説 ジュニア冒険小説大賞受賞作品　第３回 ジュニア冒険小説大賞受賞作品久保田　香里 / 著

水妖の森 ジュニア冒険小説大賞受賞作品　第４回 ジュニア冒険小説大賞受賞作品廣嶋　玲子 / 著

ぼくらの妖怪封じ ジュニア冒険小説大賞受賞作品　第５回 ジュニア冒険小説大賞受賞作品香西　美保 / 著

滝まくらの君 ジュニア冒険小説大賞受賞作品　第６回 ジュニア冒険小説大賞受賞作品牧野　礼 / 著

ミステリアス・セブンス 封印の七不思議 ジュニア冒険小説大賞受賞作品　第７回 ジュニア冒険小説大賞受賞作品如月　かずさ / 著

百年の蝶 ジュニア冒険小説大賞受賞作品　第８回 ジュニア冒険小説大賞受賞作品深月　ともみ / 著

ダットさん こもり　まこと / 著

かぶと三十郎　きみのために生きるの巻 宮西　達也 / 著

かぶと三十郎　明日に向かって飛べの巻 宮西　達也 / 著

かぶと四十郎　夕陽のカブトマンの巻 宮西　達也 / 著

せんたくかあちゃん こどものとも傑作集　５４ こどものとも傑作集 さとう　わきこ / 著

くもりのちはれせんたくかあちゃん こどものとも傑作集 こどものとも傑作集 さとう　わきこ / 著

おなら犬ウォルター ウィリアム・コツウィンクル / 著

おなら犬ウォルターのみの市で大さわぎ！ ウィリアム・コツウィンクル / 著

もっちゃうもっちゃうもうもっちゃう 土屋　富士夫 / 著

よりみちエレベーター 土屋　富士夫 / 著

こんたのおつかい 田中　友佳子 / 著

こんた、バスでおつかい 田中　友佳子 / 著

ねずみの家 ルーマー・ゴッデン / 著

しまのないトラ なかまとちがってもなんとかうまく生きていったどうぶつたちの話 偕成社おはなしポケット 斉藤　洋 / 著

せかいいちの名探偵 あなたも名探偵シリーズ　１２ あなたも名探偵シリーズ 杉山　亮 / 著

チームひとり 学研の新・創作シリーズ 吉野　万理子 / 著

いのちがぱちん 学研の新しい創作 後藤　みわこ / 著

チェンジング 吉富　多美 / 著

とまと・ふぁーむ おはなしプレゼント 渡川　浩美 / 著

のんきな父さん おはなしメリーゴーラウンド丘　修三 / 著

アリマス国とアリマセン国 アリ王国物語 鬼頭　隆 / 著

おにのめん 落語絵本５ 川端誠の落語絵本シリーズ　５ 川端誠の落語絵本シリーズ川端　誠 / 著

ちゅーちゅー ひまわりえほんシリーズ 宮西　達也 / 著

しゃっくりがいこつ マージェリー・カイラー / 著

伸ちゃんのさんりんしゃ 絵本・こどものひろば 絵本・こどものひろば 児玉　辰春 / 著

であえてほんとうによかった 絵本の時間　５０ 絵本の時間 宮西　達也 / 著

かいけつゾロリきょうふのちょうとっきゅう * かいけつゾロリシリーズ４５ かいけつゾロリシリーズ　４５原　ゆたか 著

かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく * かいけつゾロリシリーズ４６ かいけつゾロリシリーズ　４６原　ゆたか 著

あわてんぼうなお姫さま ７人のプリンセスのお話 じぶんを見つける物語　１ じぶんを見つける物語 日本児童文芸家協会 / 編

くいしんぼうなおばけ ヘンなおばけの７つのお話 じぶんを見つける物語　２ じぶんを見つける物語 日本児童文芸家協会 / 編

わすれんぼうなコックさん ７人のコックさんのおいしいお話 じぶんを見つける物語　３ じぶんを見つける物語 日本児童文芸家協会 / 編

はずかしがりやの魔女 ７人の魔女のフシギなお話 じぶんを見つける物語　４ じぶんを見つける物語 日本児童文芸家協会 / 編



こわがりやの忍者 ７人の忍者のドキドキなお話 じぶんを見つける物語　５ じぶんを見つける物語 日本児童文芸家協会 / 編

科学工作図鑑　１　エコパワー エコパワー 科学工作図鑑 立花　愛子 / 著

科学工作図鑑　２　メカパワー メカパワー 科学工作図鑑 立花　愛子 / 著

科学工作図鑑　３　光パワー 光パワー 科学工作図鑑 立花　愛子 / 著

月の大研究 いちばん近くてふしぎな星 すがた・動き・人とのかかわり 楽しい調べ学習

地球の大研究 かけがえのない星 身近な疑問からしくみを探る！ 楽しい調べ学習

化石・恐竜の大研究 なぞにせまる！ 生命の記録を読みとこう 楽しい調べ学習

海の大研究 広くてふしぎな世界 姿・役割・地球環境とのかかわり 楽しい調べ学習

地震の大研究 恐ろしい自然現象 起こるしくみからそなえまで 楽しい調べ学習 大木　聖子 / 著

大地の動きと岩石・鉱物・化石　１　火成岩 火成岩 大地の動きと岩石・鉱物・化石レベッカ・フォークナー / 著

大地の動きと岩石・鉱物・化石　２　堆積岩 堆積岩 大地の動きと岩石・鉱物・化石レベッカ・フォークナー / 著

大地の動きと岩石・鉱物・化石　３　鉱物 鉱物 大地の動きと岩石・鉱物・化石レベッカ・フォークナー / 著

大地の動きと岩石・鉱物・化石　４　化石 化石 大地の動きと岩石・鉱物・化石レベッカ・フォークナー / 著

こころを育てる魔法の言葉　１ 夢をかなえる言葉 こころを育てる魔法の言葉中井　俊已 / 著

こころを育てる魔法の言葉　２ やさしくなれる言葉 こころを育てる魔法の言葉中井　俊已 / 著

こころを育てる魔法の言葉　３ 笑顔になれる言葉 こころを育てる魔法の言葉中井　俊已 / 著

魔女の宅急便 福音館創作童話シリーズ角野　栄子 / 著

魔女の宅急便　その２ キキと新しい魔法 福音館創作童話シリーズ角野　栄子 / 著

魔女の宅急便　その３ キキともうひとりの魔女 福音館創作童話シリーズ角野　栄子 / 著

魔女の宅急便　その４ キキの恋 福音館創作童話シリーズ角野　栄子 / 著

魔女の宅急便　その５ 魔法のとまり木 福音館創作童話シリーズ角野　栄子 / 著

魔女の宅急便　その６ それぞれの旅立ち 福音館創作童話シリーズ角野　栄子 / 著

大草原の小さな家 インガルス一家の物語 福音館文庫　Ｓ　６ 福音館文庫 ローラ・インガルス・ワイルダー / 著

森は呼んでいる 新創作児童文学　１４ 新創作児童文学　１４ 及川　和男 / 著

ふしぎふにゃふにゃフランケン いのちのえほん　１ いのちのえほん　１ 立花　尚之介 / 著

いつもどこかで 詩を読もう！ 詩を読もう 新川　和江 / 著

一休さん 寺村輝夫のとんち話 寺村輝夫のとんち話 寺村　輝夫 / 著

彦一さん 寺村輝夫のとんち話 寺村輝夫のとんち話 寺村　輝夫 / 著

わらいばなし 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村　輝夫 / 著

ほらばなし 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村　輝夫 / 著

おにのはなし 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村　輝夫 / 著

おばけのはなし　１ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村　輝夫 / 著

日本むかしばなし　２ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村　輝夫 / 著

日本むかしばなし　１ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村　輝夫 / 著

日本むかしばなし　３ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村　輝夫 / 著

日本むかしばなし　４ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村　輝夫 / 著

日本むかしばなし　５ 寺村輝夫のむかし話 寺村輝夫のむかし話 寺村　輝夫 / 著

桂かい枝の英語落語　猫の茶わん 猫の茶わん 桂かい枝の英語落語 桂かい枝の英語落語 桂　かい枝 / 著

桂かい枝の英語落語　まんじゅうこわい まんじゅうこわい 桂かい枝の英語落語 桂かい枝の英語落語 桂　かい枝 / 著

桂かい枝の英語落語　転失気 転失気 桂かい枝の英語落語 桂かい枝の英語落語 桂　かい枝 / 著

チャレンジミッケ！　６　こわーいよる チャレンジミッケ！　こわーいよる おとなもこどももいっしょにあそべるかくれんぼ絵本 チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック / 著

チャレンジミッケ！　１　おもちゃばこ チャレンジミッケ！　おもちゃばこ こどももおとなもあそべるかくれんぼ絵本 チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック / 著

チャレンジミッケ！　２　ゆめのまち チャレンジミッケ！　ゆめのまち なんどもあそべるかくれんぼ絵本 チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック / 著

チャレンジミッケ！　４　サンタクロース チャレンジミッケ！　サンタクロース みんなでなかよくあそべるかくれんぼ絵本 チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック / 著

チャレンジミッケ！　５　むかしむかし チャレンジミッケ！　むかしむかし おとなもこどももいっしょにあそべるかくれんぼ絵本 チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック / 著

マッチうりの少女 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本アンデルセン / 原著

フランダースの犬 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本ウィーダ / 原著

３びきのくま 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本いもと　ようこ / 著

まちのねずみといなかのねずみ 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本イソップ / 原著

おやゆびひめ 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本アンデルセン / 原著

こびとのくつや 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム / 原著

しあわせの王子 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本ワイルド / 原著

おおかみと７ひきのこやぎ 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム 原著

おおきなかぶ 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本いもと　ようこ / 著

あかずきんちゃん 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム / 原著

３びきのこぶた 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本いもと　ようこ / 著

青い鳥 大人になっても忘れたくない　いもとようこ世界の名作絵本メーテルリンク / 原著

どうぶつの目 どうぶつのからだ　１ どうぶつのからだ ネイチャー・プロ編集室 / 編著

どうぶつの鼻 どうぶつのからだ　２ どうぶつのからだ ネイチャー・プロ編集室 / 編著



どうぶつの口 どうぶつのからだ　３ どうぶつのからだ ネイチャー・プロ編集室 / 編著

どうぶつの耳 どうぶつのからだ　４ どうぶつのからだ ネイチャー・プロ編集室 / 編著

どうぶつの手と足 どうぶつのからだ　５ どうぶつのからだ ネイチャー・プロ編集室 / 編著

どうぶつのしっぽ どうぶつのからだ　６ どうぶつのからだ ネイチャー・プロ編集室 / 編著

右大臣道真の怨霊 学問の神さまはこうして生まれた ものがたり日本　歴史の事件簿　１ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

非運に散った若武者義経 そして伝説が生まれた ものがたり日本　歴史の事件簿　２ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

赤穂浪士討ち入る 大江戸をわかせたかたき討ち ものがたり日本　歴史の事件簿　３ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

少年天草四郎の決起 島原・天草の乱に散った人びと ものがたり日本　歴史の事件簿　４ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

発覚、シーボルト事件 新しい学問をめざした人たち ものがたり日本　歴史の事件簿　５ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

平将門、坂東で反乱 武士の時代が見えてきた ものがたり日本　歴史の事件簿　６ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

モンゴルが攻めてきた 鎌倉幕府最大の危機 ものがたり日本　歴史の事件簿７ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

浅間山、歴史を飲みこむ 天明の大噴火 ものがたり日本　歴史の事件簿　８ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

大坂城炎上 ついに決着、徳川・豊臣の対決 ものがたり日本　歴史の事件簿９ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

激動を見た 咸臨丸の幕末維新 ものがたり日本　歴史の事件簿　１０ ものがたり日本　歴史の事件簿小西　聖一 / 著

ちびまる子ちゃんのやさいだいすきえほん　トマトのまき ちびまる子ちゃんのやさいだいすきえほんさくら　ももこ / 原著

ちびまる子ちゃんのやさいだいすきえほん　ピーマンのまき ちびまる子ちゃんのやさいだいすきえほんさくら　ももこ / 原著

ちびまる子ちゃんのやさいだいすきえほん　なすのまき ちびまる子ちゃんのやさいだいすきえほんさくら　ももこ / 原著

ちびまる子ちゃんのやさいだいすきえほん　にんじんのまき ちびまる子ちゃんのやさいだいすきえほんさくら　ももこ / 原著

スポーツ感動物語　１　友情とチームワーク 友情とチームワーク スポーツ感動物語 一志　治夫

スポーツ感動物語　２　ライバルと名勝負 ライバルと名勝負 スポーツ感動物語 織田　淳太郎

スポーツ感動物語　３　記録への挑戦、自分との戦い 記録への挑戦、自分との戦い スポーツ感動物語 松原　孝臣

スポーツ感動物語　４　天才、それは努力する才能 天才、それは努力する才能 スポーツ感動物語 永谷　脩

スポーツ感動物語　５　挫折からの復活 挫折からの復活 スポーツ感動物語 武田　薫

スポーツ感動物語　６　ヒーローと偉大なる敗者 ヒーローと偉大なる敗者 スポーツ感動物語 島村　俊治

スポーツ感動物語　７　国の誇りと平和への祈り 国の誇りと平和への祈り スポーツ感動物語 桜井　直人

スポーツ感動物語　８　スポーツを支える名脇役 スポーツを支える名脇役 スポーツ感動物語 矢崎　良一

スポーツ感動物語　９　勝利とスポーツマンシップ 勝利とスポーツマンシップ スポーツ感動物語 村上　晃一

スポーツ感動物語　１０　苦難を乗り越える力 苦難を乗り越える力 スポーツ感動物語 土肥　志穂

スポーツ感動物語　１１　限界への挑戦 限界への挑戦 スポーツ感動物語 阿部　ともあき

スポーツ感動物語　１２　勝利をよぶ絆 勝利をよぶ絆 スポーツ感動物語 加部　究

源平盛衰記　巻の１　おごる平家 おごる平家 源平盛衰記　巻の１ 源平盛衰記 三田村　信行 / 著

源平盛衰記　巻の２　源氏の逆襲 源氏の逆襲 源平盛衰記　巻の２ 源平盛衰記 三田村　信行 / 著

源平盛衰記　巻の３　滅びゆくもの 滅びゆくもの 源平盛衰記　巻の３ 源平盛衰記 三田村　信行 / 著

ごみはいかせる！へらせる！　１ ごみ処理場ってどんなところ？ ごみはいかせる！へらせる！　１寄本　勝美

ごみはいかせる！へらせる！　２ 毎日のごみは資源になる ごみはいかせる！へらせる！　２寄本　勝美

ごみはいかせる！へらせる！　３ 粗大ごみ・機械は資源になる ごみはいかせる！へらせる！　３寄本　勝美

本田宗一郎　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１ 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

黒澤明　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２ 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

植村直己　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　３ 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

手塚治虫　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　４ 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

岡本太郎　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　５ 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

ヘレン・ケラー　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝６ 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

アンネ・フランク　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　７ 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

アインシュタイン　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　８ 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

マザー・テレサ　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝９ 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

オードリー・ヘップバーン　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１０ 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

織田信長　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１１ 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

豊臣秀吉　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１２ 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

徳川家康　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１３ 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

坂本龍馬　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１４ 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

野口英世　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１５ 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

宮沢賢治　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１６ 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

ベートーベン　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝１７ 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

ナイチンゲール　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝１８ 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

アンリ・ファーブル　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　１９ 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

エジソン　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２０ 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

吉田松陰　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２１ 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

レイチェル・カーソン　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２２ 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

勝海舟　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２３ 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



与謝野晶子　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２４ 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

渋沢栄一　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２５ 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

マーティン・ルーサー・キング　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２６ 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

湯川秀樹　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２７ 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

上杉謙信　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２８ 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

福沢諭吉　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２９ 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

西郷隆盛　（この人を見よ！） この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　３０ 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

坂本龍馬 新しい日本を切りひらいた幕末の志士 学習まんが人物館　日本小学館版　１５ 学習まんが人物館　日本　小学館版ながい　のりあき / 画

三省堂こどもひらがな絵じてん 三省堂編修所 / 編

三省堂こどもかずの絵じてん 三省堂編修所 / 編

えいようはげんきのもと えいようのヒミツがわかる！食育えほん　１ えいようのヒミツがわかる！食育えほん山本　省三 / 著

おばけのドラゴンたいじ ジャック・デュケノワ / 著

おばけのおもちゃばこ ジャック・デュケノワ / 著

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リック・リオーダン / 著

教室はまちがうところだ 蒔田　晋治 / 著

１００回いったでしょ！ 講談社の翻訳絵本 ガブリエラ・ケセルマン / 著

つるばら村の家具屋さん わくわくライブラリー 茂市　久美子 / 著

つるばら村の洋服屋さん わくわくライブラリー 茂市　久美子 / 著

つるばら村の大工さん わくわくライブラリー 茂市　久美子 / 著

嵐の夜の幽霊海賊　（マジック・ツリーハウス　２８） マジック・ツリーハウス　２８ マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン / 著

モーツァルトの魔法の笛　（マジック・ツリーハウス　２７） マジック・ツリーハウス　２７ マジック・ツリーハウス メアリー・ポープ・オズボーン / 著

だじゃれ日本一周 長谷川　義史 / 著

ヒックとドラゴン　５　灼熱の予言 灼熱の予言 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル / 著

ツバメのたび ５０００キロのかなたから 鈴木　まもる / 著

ねがいぼしかなえぼし えほんのマーチ　１４ えほんのマーチ 内田　麟太郎 / 著

わたしのおひなさま カラフルえほん　２ カラフルえほん 内田　麟太郎 / 著

えんまとおっかさん カラフルえほん　９ カラフルえほん 内田　麟太郎 / 著

カミさま全員集合！ レインボーえほん　４ レインボーえほん 内田　麟太郎 / 著

おばけの花見 キラキラえほん　１ キラキラえほん 内田　麟太郎 / 著

ぎゅっとだっこ七五三 キラキラえほん　９ キラキラえほん 内田　麟太郎 / 著

昔の子どものくらし事典 本間　昇

日本のくらしの知恵事典 神野　善治

ミステリー・パピークラブ　１　おじょう様の子犬をさがせ！ おじょう様の子犬をさがせ！ ミステリー・パピークラブ ジョディー・メラー / 著

ミステリー・パピークラブ　２　消えた名画をさがせ！ 消えた名画をさがせ！ ミステリー・パピークラブ ジョディー・メラー / 著

ミステリー・パピークラブ　３　猫の映画スター誘拐事件 猫の映画スター誘拐事件 ミステリー・パピークラブ ジョディー・メラー / 著

ミステリー・パピークラブ　４　宝石どろぼうをつかまえろ！ 宝石どろぼうをつかまえろ！ ミステリー・パピークラブ ジョディー・メラー / 著

ストップ！地球温暖化　（考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　１） 私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　１ 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動松井　京子 / 著

ごみ問題・森林破壊　（考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　２） 私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　２ 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動永山　多恵子 / 著

大気・水を汚さないために　（考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　３） 私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　３ 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動水迫　尚子 / 著

学校ではじめるエコ活動　（考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　４） 私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　４ 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動灰崎　武浩 / 著

家庭ではじめるエコ活動　（考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　５） 私たちにできること 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動　５ 考えよう！地球環境身近なことからエコ活動竹内　聖子 / 著

ヒックとドラゴン　１　伝説の怪物 伝説の怪物 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル / 著

ヒックとドラゴン　２　深海の秘宝 深海の秘宝 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル / 著

ヒックとドラゴン　３　天牢の女海賊 天牢の女海賊 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル / 著

ヒックとドラゴン　４　氷海の呪い 氷海の呪い ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル / 著

にわのともだち おおの　やよい / 著

おせんべタクシー 山崎　克己 / 著

ねこのおすしやさん 鈴木　まもる / 著

本所ななふしぎ 斉藤　洋 / 著

おはぎちゃん やぎ　たみこ / 著

ちか１００かいだてのいえ 岩井　俊雄 / 著

水がうまれた　（水ってなんだろう） 水ってなんだろう　１ 水ってなんだろう 嶋田　泰子 / 著

水のふしぎ　（水ってなんだろう） 水ってなんだろう　２ 水ってなんだろう 嶋田　泰子 / 著

からだは水でできている　（水ってなんだろう） 水ってなんだろう　３ 水ってなんだろう 嶋田　泰子 / 著

水は、どこから？　（水ってなんだろう） 水ってなんだろう　４ 水ってなんだろう 嶋田　泰子 / 著

水は、どこへ？　（水ってなんだろう） 水ってなんだろう　５ 水ってなんだろう 嶋田　泰子 / 著

はたらくじどう車スーパーずかん　５　（せいそう車・いどうとしょかん車） せいそう車・いどうとしょかん車 －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小賀野　実 / 写真

はたらくじどう車スーパーずかん　４　（バス・トラック） バス・トラック －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小賀野　実 / 写真

はたらくじどう車スーパーずかん　３　（ブルドーザー・パワーショベル） ブルドーザー・パワーショベル －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小賀野　実 / 写真



はたらくじどう車スーパーずかん　２　（パトロールカー・きゅうきゅう車） パトロールカー・きゅうきゅう車 －町や人をまもるじどう車２－ はたらくじどう車スーパーずかん小賀野　実 / 写真

はたらくじどう車スーパーずかん　１　（しょうぼう車） しょうぼう車 －町や人をまもるじどう車１－ はたらくじどう車スーパーずかん小賀野　実 / 写真

ヤンモのいた日 動物だいすき！　１ 動物だいすき！ 日本児童文学者協会 / 編

くたばれタイガース 動物だいすき！　２ 動物だいすき！ 日本児童文学者協会 / 編

おねがいちびワニ 動物だいすき！　３ 動物だいすき！ 日本児童文学者協会 / 編

バイバイ、富永くん 動物だいすき！　４ 動物だいすき！ 日本児童文学者協会 / 編

ちゃっかりハムスター 動物だいすき！　５ 動物だいすき！ 日本児童文学者協会 / 編

漢字クイズの王様　（漢字遊びの王様　１） 漢字遊びの王様 　１ 漢字遊びの王様 梅澤　実 / 著

形クイズの王様　（漢字遊びの王様　２） 漢字遊びの王様 　２ 漢字遊びの王様 阪田　敦子 / 著

書き方クイズの王様　（漢字遊びの王様　３） 漢字遊びの王様 　３ 漢字遊びの王様 石黒　奈美 / 著

読み方クイズの王様　（漢字遊びの王様　４） 漢字遊びの王様 　４ 漢字遊びの王様 大野　桂子 / 著

熟語クイズの王様　（漢字遊びの王様　５） 漢字遊びの王様 　５ 漢字遊びの王様 赤堀　貴彦 / 著

注文の多い料理店 日本の名作童話　１ 教科書にでてくる日本の名作童話　１ 教科書にでてくる　日本の名作童話宮沢　賢治 / 著

ごんぎつね 日本の名作童話　２ 教科書にでてくる日本の名作童話　２ 教科書にでてくる　日本の名作童話新美　南吉 / 著

石うすの歌 日本の名作童話　３ 教科書にでてくる日本の名作童話　３ 教科書にでてくる　日本の名作童話壷井　栄 / 著

月の輪ぐま 日本の名作童話　４ 教科書にでてくる日本の名作童話　４ 教科書にでてくる　日本の名作童話椋　鳩十 / 著

モチモチの木 日本の名作童話　５ 教科書にでてくる日本の名作童話　５ 教科書にでてくる　日本の名作童話斎藤　隆介 / 著

エッフェルとうの足音 日本の名作童話　６ 教科書にでてくる日本の名作童話６ 教科書にでてくる　日本の名作童話前川　康男 / 著

かもの卵 日本の名作童話　７ 教科書にでてくる日本の名作童話　７ 教科書にでてくる　日本の名作童話岩崎　京子 / 著

おはじき 日本の名作童話　８ 教科書にでてくる日本の名作童話　８ 教科書にでてくる　日本の名作童話宮川　ひろ / 著

一つの花 日本の名作童話　９ 教科書にでてくる日本の名作童話　９ 教科書にでてくる　日本の名作童話今西　祐行 / 著

つりばしわたれ 日本の名作童話　１０ 教科書にでてくる日本の名作童話　１０ 教科書にでてくる　日本の名作童話長崎　源之助 / 著

春のくまたち 日本の名作童話　１１ 教科書にでてくる日本の名作童話　１１ 教科書にでてくる　日本の名作童話神沢　利子 / 著

おかあさんの手 日本の名作童話　１２ 教科書にでてくる日本の名作童話　１２ 教科書にでてくる　日本の名作童話大石　真 / 著

花いっぱいになあれ 日本の名作童話　１３ 教科書にでてくる日本の名作童話１３ 教科書にでてくる　日本の名作童話松谷　みよ子 / 著

加代の四季 日本の名作童話　１４ 教科書にでてくる日本の名作童話　１４ 教科書にでてくる　日本の名作童話杉　みき子 / 著

きつねの写真 日本の名作童話　１５ 教科書にでてくる日本の名作童話　１５ 教科書にでてくる　日本の名作童話あまん　きみこ / 著

おにごっこだいすき 日本の名作童話　１６ 教科書にでてくる日本の名作童話１６ 教科書にでてくる　日本の名作童話今江　祥智 / 著

ふき子の父 日本の名作童話　１７ 教科書にでてくる日本の名作童話　１７ 教科書にでてくる　日本の名作童話砂田　弘 / 著

かいぞくオネション 日本の名作童話　１８ 教科書にでてくる日本の名作童話１８ 教科書にでてくる　日本の名作童話山下　明生 / 著

そうじ当番 日本の名作童話　１９ 教科書にでてくる日本の名作童話　１９ 教科書にでてくる日本の名作童話那須　正幹 / 著

つきよに 日本の名作童話　２０ 教科書にでてくる日本の名作童話　２０ 教科書にでてくる　日本の名作童話安房　直子 / 著

コスモス 日本の名作童話　２１ 教科書にでてくる日本の名作童話　２１ 教科書にでてくる　日本の名作童話森山　京 / 著

くじらの海 日本の名作童話　２２ 教科書にでてくる日本の名作童話　２２ 教科書にでてくる日本の名作童話川村　たかし / 著

かっぱのかげぼうし 日本の名作童話　２３ 教科書にでてくる日本の名作童話２３ 教科書にでてくる　日本の名作童話清水　達也 / 著

だれにあえるかな 日本の名作童話　２４ 教科書にでてくる日本の名作童話２４ 教科書にでてくる　日本の名作童話工藤　直子 / 著

あんず林のどろぼう 日本の名作童話　２５ 教科書にでてくる日本の名作童話２５ 教科書にでてくる　日本の名作童話立原　えりか / 著

紅鯉 日本の名作童話　２６ 教科書にでてくる日本の名作童話　２６ 教科書にでてくる　日本の名作童話丘　修三 / 著

さんちき 日本の名作童話　２７ 教科書にでてくる日本の名作童話　２７ 教科書にでてくる　日本の名作童話吉橋　通夫 / 著

電車にのって 日本の名作童話　２８ 教科書にでてくる日本の名作童話　２８ 教科書にでてくる　日本の名作童話竹下　文子 / 著

五月のはじめ、日曜日の朝 日本の名作童話　２９ 教科書にでてくる日本の名作童話　２９ 教科書にでてくる　日本の名作童話石井　睦美 / 著

走れ 日本の名作童話　３０ 教科書にでてくる日本の名作童話　３０ 教科書にでてくる　日本の名作童話村中　李衣 / 著

チョビッとこわいおばけの話 おばけの話 日本のおばけ話・わらい話　１ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

ブルッとこわいおばけの話 おばけの話 日本のおばけ話・わらい話　２ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

ドキッとこわいおばけの話 おばけの話 日本のおばけ話・わらい話　３ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

まぬけでゆかいなどろぼう話 どろぼう話 日本のおばけ話・わらい話　４ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

クスクスゆかいなわらい話 わらい話 日本のおばけ話・わらい話　５ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

ゲハゲハゆかいなわらい話 わらい話 日本のおばけ話・わらい話　６ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

ギャハッとゆかいなわらい話 わらい話 日本のおばけ話・わらい話　７ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

ドカンとでっかいほらふき話 ほらふき話 日本のおばけ話・わらい話　８ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

これはナルホドきっちょむ話 きっちょむ話 日本のおばけ話・わらい話　９ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

とんちでヤッタネおどけもの話 おどけもの話 日本のおばけ話・わらい話　１０ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

できたてホヤホヤおもしろ話 おもしろ話 日本のおばけ話・わらい話　１１ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

あたまのビタミンなぞなぞ話 なぞなぞ話 日本のおばけ話・わらい話　１２ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

キツネとタヌキのばけばけ話 ばけばけ話 日本のおばけ話・わらい話　１３ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

フフンなるほどなぜなぜ話 なぜなぜ話 日本のおばけ話・わらい話　１４ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

ピピッとひらめくとんち話 とんち話 日本のおばけ話・わらい話　１５ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

ホンワカかわいいおとぼけ話 おとぼけ話 日本のおばけ話・わらい話　１６ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

ウヒョッとびっくりゆうれい話 ゆうれい話 日本のおばけ話・わらい話　１７ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著



ガタガタふるえるゆうれい話 ゆうれい話 日本のおばけ話・わらい話　１８ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

せすじゾクゾクようかい話 ようかい話 日本のおばけ話・わらい話　１９ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

おとなもブルブルようかい話 ようかい話 日本のおばけ話・わらい話　２０ 日本のおばけ話・わらい話木暮　正夫 / 著

妖精フェリシティ　１　ときめき・おしゃれクラブ ときめき・おしゃれクラブ 妖精フェリシティ エマ・トムソン / 著

妖精フェリシティ　２　ハラハラ・遊園地 ハラハラ・遊園地 妖精フェリシティ エマ・トムソン / 著

妖精フェリシティ　３　ルンルン・大そうじ ルンルン・大そうじ 妖精フェリシティ エマ・トムソン / 著

妖精フェリシティ　４　ヒヤヒヤ・レストラン ヒヤヒヤ・レストラン 妖精フェリシティ エマ・トムソン / 著

妖精フェリシティ　５　ゴーゴー・バカンス ゴーゴー・バカンス 妖精フェリシティ エマ・トムソン / 著

妖精フェリシティ　６　わくわく・ねがいごと わくわく・ねがいごと 妖精フェリシティ エマ・トムソン / 著

妖精フェリシティ　７　バイバイ・チョコレート バイバイ・チョコレート 妖精フェリシティ エマ・トムソン / 著

妖精フェリシティ　８　うきうき・コンクール うきうき・コンクール 妖精フェリシティ エマ・トムソン / 著

妖精フェリシティ　９　ぴかぴか・大へんしん ぴかぴか・大へんしん 妖精フェリシティ エマ・トムソン / 著

妖精フェリシティ　１０　ドキドキ・舞踏会 ドキドキ・舞踏会 妖精フェリシティ エマ・トムソン / 著

日本のくらしの知恵事典 神野　善治

日本のくらしの知恵事典 神野　善治

人工衛星のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ５６ 学研まんがでよくわかるシリーズ出口　由美子 / 漫画

ヒックとドラゴン　６　迷宮の図書館 迷宮の図書館 ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル / 著

教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集　１ 旧石器時代～古墳時代 教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集 教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集古舘　明廣 / 編著

教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集　２ 奈良時代～平安時代 教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集 教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集古舘　明廣 / 編著

教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集　３ 鎌倉時代～室町時代 教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集 教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集古舘　明廣 / 編著

教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集　４ 安土桃山時代～江戸時代 教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集 教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集古舘　明廣 / 編著

教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集　５ 明治時代～現代 教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集 教科書の絵と写真で見る日本の歴史資料集古舘　明廣 / 編著

坂本龍馬 幕末・維新人物伝 日本の歴史　コミック版　１１ 日本の歴史　コミック版　１１すぎた　とおる / 原作

西郷隆盛 幕末・維新人物伝 日本の歴史　コミック版　１２ 日本の歴史　コミック版　１２すぎた　とおる / 原作

吉田松陰と高杉晋作 幕末・維新人物伝 日本の歴史　コミック版　１３ 日本の歴史　コミック版　１３すぎた　とおる / 原作

明治維新 歴史を変えた日本の戦い 日本の歴史　コミック版　１４ 日本の歴史　コミック版　１４すぎた　とおる / 原作

西南戦争 歴史を変えた日本の戦い 日本の歴史　コミック版　１５ 日本の歴史　コミック版　１５すぎた　とおる / 原作

平清盛 源平武将伝 日本の歴史　コミック版　１６ 日本の歴史　コミック版　１６水谷　俊樹 / 原作

源義経 源平武将伝 日本の歴史　コミック版　１７ 日本の歴史　コミック版　１７水谷　俊樹 / 原作

蒙古襲来 歴史を変えた日本の戦い 日本の歴史　コミック版　１８ 日本の歴史　コミック版　１８水谷　俊樹 / 原作

大化の改新 歴史を変えた日本の戦い 日本の歴史　コミック版　１９ 日本の歴史　コミック版　１９水谷　俊樹 / 原作

聖徳太子 飛鳥人物伝 日本の歴史　コミック版　２０ 日本の歴史　コミック版　２０水谷　俊樹 / 原作

ドラえもんのマンガで覚える英語辞典 ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ五島　正一郎 / 編

ドラえもんの理科おもしろ攻略　生物（植物昆虫動物）がよくわかる ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ日能研 / 指導

ドラえもんの社会科おもしろ攻略　日本の歴史がわかる　１　縄文時代 ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ日能研 / 指導

ドラえもんの社会科おもしろ攻略　日本の歴史がわかる　２　戦国時代 ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ日能研 / 指導

ドラえもんの体育おもしろ攻略　てつぼうとびばこができる ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ立木　正 / 指導

ドラえもんの小学生らくらく勉強法 ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ小宮山　博仁 / 指導

ドラえもんの理科おもしろ攻略　天体（地球・月・太陽・星の動き）がわかる ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ日能研 / 指導

ドラえもんの理科おもしろ攻略　力と電気、音、光がわかる ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ日能研 / 指導

ドラえもんの体育おもしろ攻略　水泳が楽しくできる ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ立木　正 / 指導

ドラえもんの社会科おもしろ攻略　地図がよくわかる ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ日能研 / 指導

ドラえもんの理科おもしろ攻略　理科実験Ｑ＆Ａ ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ日能研 / 指導

ドラえもんの体育おもしろ攻略　はやく走れジャンプできる ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ立木　正 / 指導

ドラえもんの音楽おもしろ攻略　リコーダーがふける ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ八木　正一 / 指導

ドラえもんの音楽おもしろ攻略　楽ふがよめる ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ八木　正一 / 指導

ドラえもんの体育おもしろ攻略　マット、ボール、なわとび ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ立木　正 / 指導

ドラえもんの音楽おもしろ攻略　ピアノと歌がじょうずになる ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ八木　正一 / 指導

ドラえもんの社会科おもしろ攻略　日本の歴史１５人 はじめの一歩はこの人から！ ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ日能研 / 指導

ドラえもんの図工科おもしろ攻略　絵とデザインがとくいになる ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ佐々木　達行 / 指導

ドラえもんの図工科おもしろ攻略　立体・工作がとくいになる ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ佐々木　達行 / 指導

ドラえもんの社会科おもしろ攻略　白地図レッスンノート ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ日能研 / 指導

ドラえもんの図工科おもしろ攻略　イラストがじょうずに描ける つまずき点を解決！　最重要ポイント ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ岡田　康則 / まんが

ドラえもんの社会科おもしろ攻略　政治のしくみがわかる わかりやすい！　中学入試に役立つ！ ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ日能研 / 指導

ドラえもんの社会科おもしろ攻略　日本各地の自然とくらし　改訂新版 最重要ポイント！　中学入試に役立つ ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ日能研 / 指導

ドラえもんの社会科おもしろ攻略　日本の産業がわかる　改訂新版 ドラえもんの学習シリーズ ドラえもんの学習シリーズ日能研 / 指導

ザバ～ン！オ・ド・ロ・キ海百科 荒俣　宏 / 監修

ブーン！オ・ド・ロ・キ虫百科 養老　孟司 / 監修

たたりじゃレストラン　（２１） 怪談レストラン　２１ 怪談レストラン　２１ 松谷　みよ子 / 編



悪夢のレストラン　（２２） 怪談レストラン　２２ 怪談レストラン　２２ 松谷　みよ子 / 編

もののけレストラン　（２３） 怪談レストラン　２３ 怪談レストラン　２３ 松谷　みよ子 / 編

占いレストラン　（２４） 怪談レストラン　２４ 怪談レストラン　２４ 松谷　みよ子 / 編

百物語レストラン　（２５） 怪談レストラン　２５ 怪談レストラン　２５ 松谷　みよ子 / 編

心霊写真レストラン　（２６） 怪談レストラン　２６ 怪談レストラン　２６ 松谷　みよ子 / 編

神かくしレストラン　（２７） 怪談レストラン　２７ 怪談レストラン　２７ 松谷　みよ子 / 編

亡霊レストラン　（２８） 怪談レストラン　２８ 怪談レストラン　２８ 松谷　みよ子 / 編

生まれ変わりレストラン　（２９） 怪談レストラン　２９ 怪談レストラン　２９ 松谷　みよ子 / 編

鬼のレストラン　（３０） 怪談レストラン　３０ 怪談レストラン　３０ 松谷　みよ子 / 編

【2010】かいけつゾロリのドラゴンたいじ かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのきょうふのやかた かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのまほうつかいのでし かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリの大かいぞく かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのゆうれいせん かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのチョコレートじょう かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリの大きょうりゅう かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのママだーいすき かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリの大かいじゅう かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのきょうふのプレゼント かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのきょうふのサッカー かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリつかまる かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリとなぞのひこうき かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのおばけ大さくせん かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリけっこんする かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリ大けっとうゾロリじょう かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのきょうふのカーレース かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリの大金もち かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのテレビゲームききいっぱつ かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのきょうふの宝さがし かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリちきゅうさいごの日 かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのめいたんていとうじょう かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリぜったいぜつめい かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのきょうふのカーニバル かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリあついぜラーメンたいけつ かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのてんごくとじごく かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのじごくりょこう かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのようかい大リーグ かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリとなぞのまほう少女 かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリとまほうのへや かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリたべられる！！ かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリの大どろぼう かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん　前編 かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリのなぞのおたから大さくせん　後編 かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリまもるぜ！きょうりゅうのたまご かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリたべるぜ！大ぐいせんしゅけん かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリやせるぜ！ダイエット大さくせん かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリイシシ・ノシシ大ピンチ！！ かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリきょうふのちょうとっきゅう かいけつゾロリ 原　ゆたか

【2010】かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく かいけつゾロリ 原　ゆたか

朝日ジュニア学習年鑑　２０１０ 朝日ジュニア学習年鑑 朝日ジュニア学習年鑑 教育・ジュニア編集部

調べ学習日本の歴史　１ 縄文のムラの研究 調べ学習日本の歴史 山田　昌久 / 監修

調べ学習日本の歴史　２ 古墳の研究 調べ学習日本の歴史 一瀬　和夫 / 監修

調べ学習日本の歴史　３ 奈良の大仏の研究 調べ学習日本の歴史 戸津　圭之介 / 監修

調べ学習日本の歴史　４ 金閣・銀閣の研究 調べ学習日本の歴史 玉井　哲雄 / 監修



調べ学習日本の歴史　５ 戦国大名の研究 調べ学習日本の歴史 池　享 / 監修

調べ学習日本の歴史　６ 鎖国の研究 調べ学習日本の歴史 荒野　泰典 / 監修

調べ学習日本の歴史　７ 明治維新の研究 調べ学習日本の歴史 三谷　博 / 監修

調べ学習日本の歴史　８ アジア太平洋戦争の研究 調べ学習日本の歴史 鎌田　和宏 / 監修

調べ学習日本の歴史　９ 米の研究 調べ学習日本の歴史 工楽　善通 / 監修

調べ学習日本の歴史　１０ 仏教の研究 調べ学習日本の歴史 林田　康順 / 監修

調べ学習日本の歴史　１１ 都の研究 調べ学習日本の歴史 黒崎　直 / 監修

調べ学習日本の歴史　１２ 貴族の研究 調べ学習日本の歴史 瀧浪　貞子 / 監修

調べ学習日本の歴史　１３ 武士の研究 調べ学習日本の歴史 田代　脩 / 監修

調べ学習日本の歴史　１４ 町人の研究 調べ学習日本の歴史 大石　学 / 監修

調べ学習日本の歴史　１５ 日本の船の研究 調べ学習日本の歴史 安達　裕之 / 監修

調べ学習日本の歴史　１６ 公害の研究 調べ学習日本の歴史 菅井　益郎 / 監修

日本の産業まるわかり大百科　１ 農業 １ 米づくり 日本の産業まるわかり大百科梶井　貢 / 監修

日本の産業まるわかり大百科　２ 農業 ２ 野菜・くだもの・畜産 日本の産業まるわかり大百科梶井　貢 / 監修

日本の産業まるわかり大百科　３ 水産業 かつお漁・養殖漁業ほか 日本の産業まるわかり大百科梶井　貢 / 監修

日本の産業まるわかり大百科　４ 工業 自動車工業・鉄鋼業・電子工業ほか 日本の産業まるわかり大百科梶井　貢 / 監修

日本の産業まるわかり大百科　５ 運輸・貿易 日本の産業まるわかり大百科梶井　貢 / 監修

日本の産業まるわかり大百科　６ 情報通信 テレビ・新聞・インターネット 日本の産業まるわかり大百科梶井　貢 / 監修

日本の産業まるわかり大百科　７ 国土と環境保全 日本の産業まるわかり大百科梶井　貢 / 監修

モノから知る日本と世界の結びつき　１ 食べるモノから見る、日本と世界 モノから知る日本と世界の結びつき保岡　孝之 / 監修

モノから知る日本と世界の結びつき　２ 身につけるモノから見る、日本と世界 モノから知る日本と世界の結びつき保岡　孝之 / 監修

モノから知る日本と世界の結びつき　３ 暮らしのモノから見る、日本と世界 モノから知る日本と世界の結びつき保岡　孝之 / 監修

モノから知る日本と世界の結びつき　４ 学びのモノから見る、日本と世界 モノから知る日本と世界の結びつき保岡　孝之 / 監修

モノから知る日本と世界の結びつき　５ 遊びのモノから見る、日本と世界 モノから知る日本と世界の結びつき保岡　孝之 / 監修

モノから知る日本と世界の結びつき　６ 原料からモノがわかる、逆引き事典 モノから知る日本と世界の結びつき保岡　孝之 / 監修

なりたいな、料理の名人　２ たのしいなおべんとう おべんとう なりたいな、料理の名人 服部　幸應 / 著

おもしろい話が読みたい！　ワンダー編 ワンダー編 講談社青い鳥文庫 松原　秀行 / 著

おもしろい話が読みたい！　ラブリー編 ラブリー編 講談社青い鳥文庫 あさの　あつこ / 著

トイ・ストーリー３ ディズニーアニメ小説版　８４ ディズニーアニメ小説版 ジャスミン・ジョーンズ / 著

くすのきだんちは１０かいだて 武鹿　悦子 / 著

くすのきだんちへおひっこし 武鹿　悦子 / 著

サンタさんからきたてがみ たんの　ゆきこ / 著

餃子のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ５７ 青木　萌 / 作・文

海からきたおじちゃん 織茂　恭子 / 作

どろんこそうべえ 田島征彦の絵本 たじま　ゆきひこ / 作

うそつきにかんぱい！ 宮川ひろの「かんぱい！」シリーズ宮川　ひろ / 作

ずるやすみにかんぱい！ 宮川ひろの「かんぱい！」シリーズ宮川　ひろ / 作

ピンクのチビチョーク 新藤　悦子 / 作

がっこうかっぱのイケノオイ 山本　悦子 / 作

働く人たちのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ　仕事のひみつ編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たまだまさお / 漫画

冷凍食品のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ５８ 学研まんがでよくわかるシリーズおぎのひとし / 漫画

タイヤのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ５９ 大石容子

漢方のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ６０青木　萌

ものすごくおおきなプリンのうえで 二宮　由紀子 著

がっこうかっぱのイケノオイ 山本　悦子 著

アリクイにおまかせ おはなしだいすき おはなしだいすき 竹下　文子 著

エディのやさいばたけ サラ・ガーランド 著

ヤマトシジミの食卓 吉田　道子 著

わたしのとくべつな場所 パトリシア・マキサック 著

忘れないよリトル・ジョッシュ 文研じゅべにーる 文研じゅべにーる マイケル・モーパーゴ 著

ホスピタルクラウン・Ｋちゃんが行く 笑って病気をぶっとばせ！ 感動ノンフィクションシリーズ 感動ノンフィクションシリーズあんず　ゆき 著

こども電車 岡田　潤 著

天風の吹くとき 福　明子 著

犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー 著

クジラと海とぼく 水口　博也 著

時計のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ６１ 望月　恭子：構成

ふしぎなはなや おはなしえほんシリーズ　１４ おはなしえほんシリーズ　１４竹下　文子 著

もりのかくれんぼう 末吉　暁子 著

スーザンのかくれんぼ　新装版 ルイス・スロボドキン 著



タンポポのわたげ 花のたね・木の実のちえ　１ 花のたね・木の実のちえ　１ネイチャー・プロ編集室 編著

とうさんおはなしして 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 著

ともだちからともだちへ アンソニー・フランス 著

空にぐ～んと手をのばせ 新沢　としひこ 著

ねっこぼっこ ジビュレ・フォン・オルファース 著

こぎつねキッペのはるのうた 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

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

むしたちのさくせん かがくのとも傑作集　どきどきしぜん かがくのとも傑作集どきどきしぜん宮武　頼夫 著

ねこじゃらしの野原 とうふ屋さんの話 子どもの文学傑作選 子どもの文学傑作選 安房　直子 著

ようせいのゆりかご せかいのどうわシリーズ せかいのどうわシリーズ ルース・エインワース 著

おやすみなさいまたあした 幼い子どものための詩の本 神沢　利子 著

夕日がせなかをおしてくる しのえほん　４ しのえほん　４ 阪田　寛夫 著

野はらの音楽家マヌエロ ドン・フリーマン 著

クマノミとサンゴの海の魚たち ちしきのぽけっと　５ ちしきのぽけっと　５ 大方　洋二 著

サンゴの森 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

はんぶんペペちゃん 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

おかあさんがいっぱい みんなの文学　５ みんなの文学　５ 東　君平 著

こんなにたしかに まど・みちお詩集 詩と歩こう 詩と歩こう まど　みちお 著

ちちんぷいぷい ことばの宝箱 川崎　洋 編

ぼちぼちいこか マイク・セイラー 著

とっときのとっかえっこ サリー・ウィットマン　文

王子とこじき　上 偕成社文庫　３０７４ 偕成社文庫　３０７４ マーク・トウェイン 著

王子とこじき　下 偕成社文庫　３０７３ 偕成社文庫　３０７３ マーク・トウェイン 著

しずくの首飾り ジョーン・エイキン 著

名探偵コナン推理ファイル地球の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌 原著

名探偵コナン推理ファイル恐竜の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌 原著

サイエンスコナン磁石の不思議 名探偵コナン実験・観察ファイル 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌 原著

サイエンスコナンレンズの不思議 名探偵コナン実験・観察ファイル 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

サイエンスコナン宇宙と重力の不思議 名探偵コナン実験・観察ファイル 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

サイエンスコナン七変化する水の不思議 名探偵コナン実験・観察ファイル 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

サイエンスコナン食べ物の不思議 名探偵コナン実験・観察ファイル 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

サイエンスコナン名探偵の不思議 名探偵コナン実験・観察ファイル 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

名探偵コナン推理ファイル昆虫の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

名探偵コナン推理ファイル人類の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

名探偵コナン推理ファイル環境の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

名探偵コナン推理ファイルエジプトの謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

名探偵コナン推理ファイル数と図形の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

名探偵コナン推理ファイル日本史の謎　１ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

名探偵コナン推理ファイル日本史の謎　２ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

名探偵コナン推理ファイル日本史の謎　３ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

名探偵コナン推理ファイル日本史の謎　４ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

名探偵コナン推理ファイル特別編江戸の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著

ワイズ・ブラウンの詩の絵本 マーガレット・ワイズ・ブラウン 著

はいくのえほん 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

そのままのキミがすき 木村　裕一 著

森へ 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

海時計職人ジョン・ハリソン 船旅を変えたひとりの男の物語 ルイーズ・ボーデン 著

モギ：ちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク 著

海があるということは 川崎洋詩集 詩と歩こう 詩と歩こう 川崎　洋 著

ぺったんぺったん白鳥がくる 動物の短歌 めくってびっくり短歌絵本　４ めくってびっくり短歌絵本　４穂村　弘 編

ずら～りマメならべてみると… 深石　隆司 写真

ずら～りキンギョならべてみると… 松橋　利光 写真

ずら～りウンチならべてみると… 西川　寛 著

ほねほねザウルスティラノ・ベビーのぼうけん ぐるーぷ・アンモナイツ 著

ほねほねザウルス　２ ほねほねザウルス ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著

ほねほねザウルス　３ ほねほねザウルス ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著

ほねほねザウルス　４ ほねほねザウルス ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著

ほねほねザウルス　５ ほねほねザウルス ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著

なつのあそび 季節・行事の工作絵本　１ 季節・行事の工作絵本　１竹井　史郎 著



あきのあそび 季節・行事の工作絵本　２ 季節・行事の工作絵本　２竹井　史郎 著

ふゆのあそび 季節・行事の工作絵本　３ 季節・行事の工作絵本　３竹井　史郎 著

はるのあそび 季節・行事の工作絵本　４ 季節・行事の工作絵本　４竹井　史郎 著

したきりすずめ いまむかしえほん　４ いまむかしえほん　４ 広松　由希子 著

かちかち山 いまむかしえほん　５ いまむかしえほん　５ 広松　由希子 著

花さかじい いまむかしえほん　３ いまむかしえほん　３ 広松　由希子 著

みいつけた！みぢかないきもの　１ みいつけた！みぢかないきもの みいつけた！みぢかないきもの松橋利光 写真

みいつけた！みぢかないきもの　２ みいつけた！みぢかないきもの みいつけた！みぢかないきもの松橋利光 写真

みいつけた！みぢかないきもの　３ みいつけた！みぢかないきもの みいつけた！みぢかないきもの松橋利光 写真

みいつけた！みぢかないきもの　４ みいつけた！みぢかないきもの みいつけた！みぢかないきもの松橋利光 写真

みいつけた！みぢかないきもの　５ みいつけた！みぢかないきもの みいつけた！みぢかないきもの松橋利光 写真

いちばんあいされてるのはぼく 絵本の時間　５１ 絵本の時間　５１ 宮西　達也 著

あいつもともだち おれたち、ともだち！ おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著

ともだちおまじない おれたち、ともだち！ おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著

ともだちごっこ おれたち、ともだち！ おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著

おきゃく、おことわり？ ボニー・ベッカー 著

よめたよ、リトル先生 ダグラス・ウッド 著

さよならをいえるまで マーガレット・ワイルド 著

おすわりくまちゃん シャーリー・パレントー 著

どうぶつどうしてどんどんどんと マイケル・フォアマン 著

ぼくがいちばん！ ルーシー・カズンズ 著

ほしをめざして ピーター・レイノルズ 著

まっくろくろのおばけちゃんのぼうけん デヴィッド・カリ 著

いたちのイジワリッチ・イタッチ ハンナ・ショー 著

１４ひきのあさごはん いわむら　かずお 著

１４ひきのやまいも いわむら　かずお 著

１４ひきのさむいふゆ いわむら　かずお 著

１４ひきのぴくにっく いわむら　かずお 著

１４ひきのせんたく いわむら　かずお 著

１４ひきのあきまつり いわむら　かずお 著

１４ひきのこもりうた いわむら　かずお 著

１４ひきのかぼちゃ いわむら　かずお 著

１４ひきのとんぼいけ いわむら　かずお 著

１４ひきのもちつき いわむら　かずお 著

ススメおにぎりコロコロ　その１　米の巻 ススメおにぎりコロコロ　その１米の巻 ススメおにぎりコロコロその１　米の巻おぐま　こうじ 著

ススメおにぎりコロコロ　その２　野菜の巻 ススメおにぎりコロコロ　その２野菜の巻 ススメおにぎりコロコロその２　野菜の巻おぐま　こうじ 著

ススメおにぎりコロコロ　その３　魚の巻 ススメおにぎりコロコロ　その３魚の巻 ススメおにぎりコロコロその３魚の巻おぐま　こうじ 著

ススメおにぎりコロコロ　その４　豆の巻 ススメおにぎりコロコロ　その４豆の巻 ススメおにぎりコロコロその４豆の巻おぐま　こうじ 著

ススメおにぎりコロコロ　その５　梅の巻 ススメおにぎりコロコロ　その５梅の巻 ススメおにぎりコロコロその５　梅の巻おぐま　こうじ 著

ルルとララのカップケーキ おはなし・ひろば　９ おはなし・ひろば　９ あんびる　やすこ 著

ルルとララのおしゃれクッキー おはなし・ひろば　１０ おはなし・ひろば　１０ あんびる　やすこ 著

ルルとララのきらきらゼリー おはなし・ひろば　１３ おはなし・ひろば　１３ あんびる　やすこ 著

ルルとララのしあわせマシュマロ おはなし・ひろば　１５ おはなし・ひろば　１５ あんびる　やすこ 著

ルルとララのチョコレート 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

ルルとララのアイスクリーム 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

ルルとララのいちごのデザート 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

ルルとララのカスタード・プリン 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

ルルとララの天使のケーキ 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

ルルとララのスイートポテト おはなしトントン　１７ おはなしトントン　１７ あんびる　やすこ 著

ルルとララのシャーベット 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

ルルとララのわくわくクレープ おはなしトントン　２１ おはなしトントン　２１ あんびる　やすこ 著

ドラゴンはヒーロー 茂市　久美子 著

ドラゴンはキャプテン 茂市　久美子 著

天気・地球のなぞ２１ 毎日小学生新聞マンガで理科きょうのなぜ？　１ 毎日小学生新聞マンガで理科きょうのなぜ？　１毎日小学生新聞編集部 著

人のからだのなぞ２１ 毎日小学生新聞マンガで理科きょうのなぜ？　２ 毎日小学生新聞マンガで理科きょうのなぜ？　２毎日小学生新聞編集部 著

動物・昆虫のなぞ２１ 毎日小学生新聞マンガで理科きょうのなぜ？　３ 毎日小学生新聞マンガで理科きょうのなぜ？　３毎日小学生新聞編集部 著

植物・食べ物のなぞ２１ 毎日小学生新聞マンガで理科きょうのなぜ？　４ 毎日小学生新聞マンガで理科きょうのなぜ？　４毎日小学生新聞編集部 著

乗り物・機械のなぞ２１ 毎日小学生新聞マンガで理科きょうのなぜ？　５ 毎日小学生新聞マンガで理科きょうのなぜ？　５毎日小学生新聞編集部 著

自然現象のなぞ２１ 毎日小学生新聞マンガで理科きょうのなぜ？　６ 毎日小学生新聞マンガで理科きょうのなぜ？　６毎日小学生新聞編集部 著



島のゆうびんやさん 石津　ちひろ 著

きらいさきらい 中川　ひろたか 著

すすめ！皇帝ペンギン ジャン・リュック・クードレイ 著

まんまるがかり おくはら　ゆめ 著

絵でわかる「ことわざ」 小学生のことば事典 どりむ社 編著

絵でわかる「四字熟語」 小学生のことば事典 どりむ社 編著

絵でわかる「慣用句」 小学生のことば事典 どりむ社 編著

絵でわかる「語源」 小学生のことば事典 どりむ社 編著

絵でわかる「百人一首」 小学生のことば事典 どりむ社 編著

絵でわかる「漢字使い分け」 小学生のことば事典 どりむ社 編著

実践！体験！みんなでストップ温暖化　１ 実践！体験！みんなでストップ温暖化 実践！体験！みんなでストップ温暖化住　明正

実践！体験！みんなでストップ温暖化　２ 実践！体験！みんなでストップ温暖化 実践！体験！みんなでストップ温暖化住　明正

実践！体験！みんなでストップ温暖化　３ 実践！体験！みんなでストップ温暖化 実践！体験！みんなでストップ温暖化住　明正

実践！体験！みんなでストップ温暖化　４ 実践！体験！みんなでストップ温暖化 実践！体験！みんなでストップ温暖化住　明正

実践！体験！みんなでストップ温暖化　５ 実践！体験！みんなでストップ温暖化 実践！体験！みんなでストップ温暖化住　明正

朝日ジュニア学習年鑑　２０１１ 朝日ジュニア学習年鑑 朝日ジュニア学習年鑑 朝日ジュニア学習年鑑編集部

行ってみよう！社会科見学　１ 写真とイラストでよくわかる！ 行ってみよう！社会科見学 行ってみよう！社会科見学国土社編集部 編

行ってみよう！社会科見学　２ 写真とイラストでよくわかる！ 行ってみよう！社会科見学 行ってみよう！社会科見学国土社編集部 編

行ってみよう！社会科見学　３ 写真とイラストでよくわかる！ 行ってみよう！社会科見学 行ってみよう！社会科見学国土社編集部 編

行ってみよう！社会科見学　４ 写真とイラストでよくわかる！ 行ってみよう！社会科見学 行ってみよう！社会科見学国土社編集部 編

新都道府県クイズ　１ 新都道府県クイズ 新都道府県クイズ 北　俊夫

新都道府県クイズ　２ 新都道府県クイズ 新都道府県クイズ 北　俊夫

新都道府県クイズ　３ 新都道府県クイズ 新都道府県クイズ 北　俊夫

新都道府県クイズ　４ 新都道府県クイズ 新都道府県クイズ 北　俊夫

新都道府県クイズ　５ 新都道府県クイズ 新都道府県クイズ 北　俊夫

新都道府県クイズ　６ 新都道府県クイズ 新都道府県クイズ 北　俊夫

にっぽんちず ドラえもんちずかん　１ ドラえもんちずかん　１ 藤子プロ

せかいちず ドラえもんちずかん　２ ドラえもんちずかん　２ 藤子プロ

宇宙への旅　ビジュアル版 １３７億光年のかなたへ ジャイルズ・スパロウ 著

ポルトガルのごはん 絵本世界の食事　１６ 絵本世界の食事　１６ 銀城　康子 著

インドネシアのごはん 絵本世界の食事　１７ 絵本世界の食事　１７ 銀城　康子 著

ロシアのごはん 絵本世界の食事　１８ 絵本世界の食事　１８ 銀城　康子 著

モロッコのごはん 絵本世界の食事　１９ 絵本世界の食事　１９ 銀城　康子 著

イギリスのごはん 絵本世界の食事　２０ 絵本世界の食事　２０ 銀城　康子 著

わたしたちの戦争体験　１ わたしたちの戦争体験 わたしたちの戦争体験 日本児童文芸家協会 著

わたしたちの戦争体験　２ わたしたちの戦争体験 わたしたちの戦争体験 日本児童文芸家協会 著

わたしたちの戦争体験　３ わたしたちの戦争体験 わたしたちの戦争体験 日本児童文芸家協会 著

わたしたちの戦争体験　４ わたしたちの戦争体験 わたしたちの戦争体験 日本児童文芸家協会 著

わたしたちの戦争体験　５ わたしたちの戦争体験 わたしたちの戦争体験 日本児童文芸家協会 著

わたしたちの戦争体験　６ わたしたちの戦争体験 わたしたちの戦争体験 日本児童文芸家協会 著

わたしたちの戦争体験　７ わたしたちの戦争体験 わたしたちの戦争体験 日本児童文芸家協会 著

わたしたちの戦争体験　８ わたしたちの戦争体験 わたしたちの戦争体験 日本児童文芸家協会 著

わたしたちの戦争体験　９ わたしたちの戦争体験 わたしたちの戦争体験 日本児童文芸家協会 著

わたしたちの戦争体験　１０ わたしたちの戦争体験 わたしたちの戦争体験 日本児童文芸家協会 著

遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第１巻 遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第１巻 遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第１巻小林　宏己

遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第２巻 遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第２巻 遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第２巻小林　宏己

遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第３巻 遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第３巻 遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第３巻小林　宏己

遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第４巻 遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第４巻 遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第４巻小林　宏己

遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第５巻 遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第５巻 遊んで覚える！地理パズル・歴史クイズ　第５巻小林　宏己

おもしろ漢字塾　１ おもしろ漢字塾 おもしろ漢字塾 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著

おもしろ漢字塾　２ おもしろ漢字塾 おもしろ漢字塾 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著

おもしろ漢字塾　３ おもしろ漢字塾 おもしろ漢字塾 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著

おもしろ漢字塾　４ おもしろ漢字塾 おもしろ漢字塾 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著

写真でわかるぼくらのイネつくり　２ 写真でわかるぼくらのイネつくり 写真でわかるぼくらのイネつくり農山漁村文化協会 編

学習まんが少年少女日本の歴史　１　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　２　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　３　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　４　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　５　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画



学習まんが少年少女日本の歴史　６　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　７　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　８　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　９　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　１０　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　１１　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　１２　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　１３　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　１４　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　１５　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　１６　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　１７　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　１８　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　１９　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　２０　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　２１ 学習まんが少年少女日本の歴史 学習まんが少年少女日本の歴史あおむら　純 画

学習まんが少年少女日本の歴史　別巻１　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史　別巻１　増補改訂版 学習まんが少年少女日本の歴史　別巻１　増補改訂版学習まんが少年少女日本の歴史編集部 編

学習まんが少年少女日本の歴史　別巻２　増補版 学習まんが少年少女日本の歴史　別巻２　改訂増補版 学習まんが少年少女日本の歴史　別巻２　改訂増補版学習まんが少年少女日本の歴史編集部 編

ブッダ　第１巻 手塚　治虫 著

ブッダ　第２巻 ブッダ第 ブッダ第 手塚　治虫 著

ブッダ　第３巻 ブッダ　第 ブッダ　第 手塚　治虫 著

ブッダ　第４巻 ブッダ ブッダ 手塚　治虫 著

ブッダ　第５巻 ブッダ第 ブッダ第 手塚　治虫 著

ブッダ　第６巻 ブッダ　第 ブッダ　第 手塚　治虫 著

ブッダ　第７巻 ブッダ ブッダ 手塚　治虫 著

ブツダ　第８巻 手塚　治虫 著

校庭のざっ草 有沢　重雄∥著//松岡　真澄∥画

みみずのたいそう 詩はともだち 市河　紀子∥編//西巻　茅子∥画//神沢　利子 他∥著

むしのあいうえお 今森　光彦∥著

あがりめさがりめ おかあさんと子どものあそびうた 真島　節子∥著

ともだちみつけた あかね・新えほんシリーズ　３９森山　京∥著//松成　真理子∥画

のねずみチッチ ふくざわ　ゆみこ∥著

いいものもらった えほん・こどもとともに 森山　京∥著//村上　勉∥画

すみれおばあちゃんのひみつ 植垣　歩子∥著

おばあちゃんのすてきなおくりもの カーラ・スティーブンズ∥著//掛川　恭子∥訳

ハナさんのおきゃくさま 福音館創作童話シリーズ角野　栄子∥著

おなべおなべにえたかな こどものとも傑作集　１１３こいで　やすこ∥著

まのいいりょうし 日本の民話えほん 小沢　正∥著//飯野　和好∥画

乗りもの 鉄道・自動車・飛行機・船 小学館の図鑑・ＮＥＯ　１４

うしはどこでも「モ～！」 エレン・スラスキー・ワインスティーン∥著//ケネス・アンダーソン∥画//桂　かい枝∥訳

オバケちゃん オバケちゃんの本　１ 松谷　みよ子∥著

ふうせんどこにとんでいく？ ふわふわしたふしぎなせかい ジェイミー・リー・カーティス∥著//ローラ・コーネル∥画//さくらい　えりこ∥訳

かもとりごんべえ むかしむかし絵本　１９ 西郷　竹彦∥著//瀬川　康男∥画

天女の里がえり 中国のむかしばなし 大型絵本 君島　久子∥著//小野　かおる∥画

おひさまいろのきもの 日本傑作絵本シリーズ 広野　多珂子∥著

まほうつかいのでし 日本傑作絵本シリーズ 上田　真而子∥著//斎藤　隆夫∥画

おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン∥著//エヴァ・エリクソン∥画//菱木　晃子∥訳

ごきげんいかががちょうおくさん 世界傑作童話シリーズ　どうぶつむらのがちょうおくさん　１のまきミリアム・クラーク・ポター∥著//松岡　享子∥訳//河本　祥子∥画

しろいゆきあかるいゆき アルビン・トレッセルト∥著//ロジャー・デュボアザン∥画//江國　香織∥訳

魔女のたまご あかねせかいの本　１ マデライン・エドモンドソン∥著//掛川　恭子∥訳

おへそのひみつ かがくのとも傑作集　わくわくにんげんやぎゅう　げんいちろう∥著

庭の１年 生まれて死んで、また生まれる 小さな地球　１ たかはし　きよし∥著

校庭の１年 生まれて死んで、また生まれる 小さな地球　２ たかはし　きよし∥著

帰り道の１年 生まれて死んで、また生まれる 小さな地球　３ たかはし　きよし∥著

ずら～りカエルならべてみると… 高岡　昌江∥著//松橋　利光∥写真

世界のだっことおんぶの絵本 だっこされて育つ赤ちゃんの一日 エメリー・バーナード∥著//ドゥルガ・バーナード∥画

鳥の巣ものがたり 鈴木　まもる∥著

月人石 乾千恵の書の絵本 こどものとも傑作集 乾　千恵 谷川　俊太郎∥著//川島　敏生∥写真

鬼ぞろぞろ 舟崎　克彦∥著//赤羽　末吉∥画



おはなしのろうそく　１　愛蔵版 おはなしのろうそく 東京子ども図書館∥編

子どもに語るアンデルセンのお話 アンデルセン∥著//松岡　享子∥編

子どもに語るアンデルセンのお話　２ 子どもに語るアンデルセンのお話アンデルセン∥著//松岡　享子∥編

りこうなおきさき ルーマニアのたのしいお話 岩波おはなしの本 モーゼス・ガスター∥著//光吉　夏弥∥訳

世界のむかしばなし 瀬田　貞二∥訳//太田　大八∥画

あまがえるりょこうしゃ トンボいけたんけん 福音館のかがくのほん 松岡　たつひで∥著

もりのくうちゅうさんぽ あまがえるりょこうしゃ 福音館のかがくのほん 松岡　たつひで∥著

ゆきやまたんけん あまがえるりょこうしゃ 福音館のかがくのほん 松岡　たつひで∥著

かえるの平家ものがたり 日本傑作絵本シリーズ 日野　十成∥著//斎藤　隆夫∥画

ケイゾウさんは四月がきらいです。 福音館創作童話シリーズ市川　宣子∥著//さとう　あや∥画

ムジナ探偵局〈名探偵登場！〉1 富安　陽子∥著//おかべ　りか∥画

ムジナ探偵局〈なぞの挑戦状〉2 富安　陽子∥著//おかべ　りか∥画

ムジナ探偵局〈闇に消えた男〉3 富安　陽子∥著//おかべ　りか∥画

ムジナ探偵局〈満月池の秘密〉4 富安　陽子∥著//おかべ　りか∥画

ムジナ探偵局〈本日休業5〉 富安　陽子∥著//おかべ　りか∥画

ムジナ探偵局〈榎稲荷の幽霊〉6 富安　陽子∥著//おかべ　りか∥画

ムジナ探偵局〈完璧な双子〉7 富安　陽子∥著//おかべ　りか∥画

ソフィーとカタツムリ 評論社の児童図書館・文学の部屋ディック・キング・スミス∥著//デイヴィッド・パーキンズ∥画//石随　じゅん∥訳

みどりの船 あかねせかいの本 クェンティン・ブレイク∥著//千葉　茂樹∥訳

木 こどものとも傑作集 佐藤　忠良∥画//木島　始∥著

しょうたとなっとう ふしぎいっぱい写真絵本　２星川　ひろ子 星川　治雄∥著

たまごのはなし かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさないのち ダイアナ・アストン∥著//シルビア・ロング∥画//千葉　茂樹∥訳

ふたり★おなじ星のうえで 谷川　俊太郎∥著//塚本　やすし∥画//谷本　美加∥写真

町のけんきゅう 世界一のけんきゅう者になるために みぢかなかがく 岡本　信也 岡本　靖子∥著//伊藤　秀男∥画

日本の神話　第１巻 くにのはじまり 日本の神話　第１巻 舟崎　克彦∥著//赤羽　末吉∥画

きつね三吉 日本の童話名作選 佐藤　さとる∥著//村上　勉∥画

どうぶつさいばんライオンのしごと 竹田津　実∥著//あべ　弘士∥画

菜の子先生がやってきた！ 学校ふしぎ案内・つむじ風の一学期 福音館創作童話シリーズ富安　陽子∥著//ＹＵＪＩ∥画

百まいのドレス エレナー・エスティス∥著//石井　桃子∥訳//ルイス・スロボドキン∥画

真夜中の鐘がなるとき 宝さがしの１３の話 プロイスラーの昔話　１ オトフリート・プロイスラー∥著//佐々木　田鶴子∥訳//スズキ　コージ∥画

写真でみる世界の子どもたちの暮らし 世界３１ヵ国の教室から ペニー・スミス ザハヴィット・シェイレブ∥編著//赤尾　秀子∥訳

ぼくらの地図旅行 福音館のかがくのほん 那須　正幹∥著//西村　繁男∥画

花はどこから 花・花びん・水をめぐる３つのものがたり 大西　暢夫∥写真//一澤　ひらり∥著

手で食べる？ たくさんのふしぎ傑作集 森枝　卓士∥著

やまおやじ 季節がめぐる命がめぐる 今森　光彦∥著

わたしのせいじゃない せきにんについて あなたへ　６ レイフ・クリスチャンソン∥著//二文字　理明∥訳//ディック・ステンベリ∥画

かきやまぶし 狂言えほん　２ 内田　麟太郎∥著//大島　妙子∥画

空へつづく神話 富安　陽子∥著//広瀬　弦∥画

ぼく、カギをのんじゃった！ もう、ジョーイったら！　１ ジャック・ギャントス∥著//前沢　明枝∥訳

父さんと、キャッチボール？ もう、ジョーイったら！　２ ジャック・ギャントス∥著//前沢　明枝∥訳

進化のはなし 地球の生命はどこからきたか 評論社の児童図書館・絵本の部屋スティーブ・ジェンキンズ∥著//佐藤　見果夢∥訳

土をつくる生きものたち 雑木林の絵本 ちしきのぽけっと　１ 谷本　雄治∥著//盛口　満∥画

米が育てたオオクワガタ イワサキ・ノンフィクション　４山口　進∥著

ツキノワグマ 宮崎　学∥著

山のごちそうどんぐりの木 絵本〈気になる日本の木〉シリーズゆのき　ようこ∥著//川上　和生∥画

棚田を歩けば 青柳　健二∥著

トイレのおかげ たくさんのふしぎ傑作集 森枝　雄司∥著//はら　さんぺい∥画

考える練習をしよう 子どものためのライフ・スタイルマリリン・バーンズ∥著//左京　久代∥訳

被爆者 ６０年目のことば シリーズ・自然いのちひと　７会田　法行∥著

三河のエジソン 障害を克服する自助具の発明家加藤源重 感動ノンフィクションシリーズ今関　信子∥著

隅田川 愛しいわが子をさがして 能の絵本 片山　清司∥著//小田切　恵子∥画

北の国から　前編 倉本　聰∥著

北の国から　後編 倉本　聰∥著

つくも神 ポプラの森　１２ 伊藤　遊∥著//岡本　順∥画

こちらランドリー新聞編集部 世界の子どもライブラリーアンドリュー・クレメンツ∥著//田中　奈津子∥訳//伊東　美貴∥画

イクバルの闘い 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//荒瀬　ゆみこ∥訳

ジョットという名の少年 羊がかなえてくれた夢 パオロ・グアルニエーリ∥著//ビンバ・ランドマン∥画//せきぐち　ともこ∥訳

土の中からでてきたよ 小川　忠博∥著

和算 佐藤　健一∥著



生ゴミはよみがえる 土はいのちのみなもと 菅野　芳秀∥著

写真絵本国境なき医師団　１ 写真絵本国境なき医師団早乙女　勝元 山本　耕二∥編//梅津　ちお∥著

シマが基地になった日 沖縄伊江島二度めの戦争 ノンフィクション知られざる世界真鍋　和子∥著

ピカドン だれも知らなかった子どもたちの原爆体験記 シリーズ子どもたちの未来のために

井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法 シリーズ子どもたちの未来のために井上　ひさし∥著//いわさき　ちひろ∥画

子どものための哲学対話 人間は遊ぶために生きている 永井　均∥著

バスラの図書館員 イラクで本当にあった話 ジャネット・ウィンター∥著//長田　弘∥訳

ダーウィンのミミズの研究 たくさんのふしぎ傑作集 新妻　昭夫∥著//杉田　比呂美∥画

ローザ ニッキ・ジョヴァンニ∥著//ブライアン・コリアー∥画//さくま　ゆみこ∥訳

三省堂こどもことば絵じてん　小型版 三省堂編修所∥編

びっくり！！トリックアート　１ びっくり！！トリックアート竹内　龍人∥編著

びっくり！！トリックアート　２ びっくり！！トリックアート竹内　龍人∥編著

びっくり！！トリックアート　３ びっくり！！トリックアート竹内　龍人∥編著

ほんとのおおきさ水族館 松橋　利光∥写真//柏原　晃夫∥画//高岡　昌江∥著

とんとんとん 新しいえほん あきやま　ただし∥著

ねえ、どれがいい？　新版 評論社の児童図書館・絵本の部屋ジョン・バーニンガム∥著//まつかわ　まゆみ∥訳

きんのたまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし∥著

うんこ！ サトシン∥著//西村　敏雄∥画

すぐできるかんたんお菓子 かわいくておいしい！手づくりレシピ　１大森　いく子∥著

昆虫の迷路 秘密の穴をとおって虫の世界へ 香川　元太郎∥著

むかしばなしめいろ ほるぷ創作絵本 せべ　まさゆき∥著

にじいろのさかなうみのそこのぼうけん 世界の絵本 マーカス・フィスター∥著//谷川　俊太郎∥訳

かずの冒険　海編 自然の中でかず・かたち遊び 香川　元太郎∥著

かずの冒険　野山編 自然の中でかず・かたち遊び 香川　元太郎∥著

源平盛衰記 菊池　寛∥著

恩讐の彼方に 文芸まんがシリーズ　新装版　１０菊池　寛∥原著

とっておきの笑いあります！ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学芥川　龍之介 他∥著

家族って、どんなカタチ？ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学芥川　龍之介 他∥著

へっぽこまじょこニコとニキ あいはら　ひろゆき∥著//あだち　なみ∥画

やまおやじ 季節がめぐる命がめぐる 今森　光彦∥著

手づくりヨットで日本一周６５００キロ ヤワイヤ号の冒険 大浦　範行 河村　章人∥原著//関屋　敏隆∥著

ぽっかぽか 諸橋　精光∥著

くまの楽器店 安房　直子∥著//こみね　ゆら∥画

雷の落ちない村　新装版 三橋　節子∥著

おこだでませんように くすのき　しげのり∥著//石井　聖岳∥画

おふろだいすき！ぷっぺ よしなが　こうたく∥著

じゃがいもポテトくん 長谷川　義史∥著

だんごむしそらをとぶ 松岡　達英∥著

だんごむしうみへいく 松岡　達英∥著

ぞうくんとりすちゃん 藤子　不二雄Ｆ∥著

あらまっ！ ケイト・ラム∥著//エイドリアン・ジョンソン∥画//石津　ちひろ∥訳

ねえとうさん 佐野　洋子∥著

アジアの小学生　１ 中国の小学生 アジアの小学生

アジアの小学生　２ 韓国の小学生 アジアの小学生

アジアの小学生　３ インドの小学生 アジアの小学生

アジアの小学生　４ ベトナムの小学生 アジアの小学生

アジアの小学生　５ ブータンの小学生 アジアの小学生

アジアの小学生　６ インドネシアの小学生 アジアの小学生

体験取材！世界の国ぐに　１ カナダ 体験取材！世界の国ぐに渡辺　一夫∥著

体験取材！世界の国ぐに　２ アメリカ 体験取材！世界の国ぐに渡辺　一夫∥著

体験取材！世界の国ぐに　３ メキシコ 体験取材！世界の国ぐに吉田　忠正∥著

体験取材！世界の国ぐに　４ キューバ 体験取材！世界の国ぐに吉田　忠正∥著

体験取材！世界の国ぐに　５ コスタリカ 体験取材！世界の国ぐに渡辺　一夫∥著

体験取材！世界の国ぐに　６ ブラジル 体験取材！世界の国ぐに岡崎　務∥著

体験取材！世界の国ぐに　７ チリ 体験取材！世界の国ぐに佐々木　ときわ∥著

体験取材！世界の国ぐに　８ オーストラリア 体験取材！世界の国ぐに吉田　忠正∥著

体験取材！世界の国ぐに　９ ニュージーランド 体験取材！世界の国ぐに岡崎　務∥著

体験取材！世界の国ぐに　１０ ミクロネシア連邦 体験取材！世界の国ぐに岡崎　務∥著

子どもの病気を理解しよう　ｖｏｌ．１ ぜんそく 子どもの病気を理解しよう　Ｖｏｌ．１クレア・ルウェリン∥著



子どもの病気を理解しよう　ｖｏｌ．２ てんかん 子どもの病気を理解しよう　Ｖｏｌ．２クレア・ルウェリン∥著

子どもの病気を理解しよう　ｖｏｌ．３ 糖尿病 子どもの病気を理解しよう　Ｖｏｌ．３クレア・ルウェリン∥著

子どもの病気を理解しよう　ｖｏｌ．４ 関節炎 子どもの病気を理解しよう　Ｖｏｌ．４クレア・ルウェリン∥著

いじめなんてへっちゃらさ トレボー・ロメインこころの救急箱　１トレボー・ロメイン∥著//上田　勢子 藤本　惣平∥訳

さよなら、ストレスくん トレボー・ロメインこころの救急箱　２トレボー・ロメイン エリザベス・バーディック∥著//上田　勢子∥訳

テストなんかこわくない トレボー・ロイメン　こころの救急箱トレボー・ロイメン　著

大切な人が死んじゃった トレボー・ロメインこころの救急箱　４トレボー・ロメイン∥著//上田　勢子 藤本　惣平∥訳

宿題すらすらやっつけよう トレボー・ロメインこころの救急箱　５トレボー・ロメイン∥著//上田　勢子 藤本　惣平∥訳

仲間はずれなんて気にしない トレボー・ロメインこころの救急箱　６トレボー・ロメイン∥著//上田　勢子 藤本　惣平∥訳

世界はどうなっちゃうの？ こわいニュースにおびえたとき 心をケアする絵本　５ キャロル・シューマン∥著//キャリー・ピロー∥画//上田　勢子∥訳

知ろう！防ごう！インフルエンザ　１ 知ろう！防ごう！インフルエンザ

知ろう！防ごう！インフルエンザ　２ 知ろう！防ごう！インフルエンザ

知ろう！防ごう！インフルエンザ　３ 知ろう！防ごう！インフルエンザ

ほんものの友情、現在進行中！ 読書がたのしくなる・ニッポンの文学菊池　寛 他∥著

まちづくりのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ62ひろゆうこ　漫画

おかあさんの目 あかね創作えほん　２７ あまん　きみこ 著 くろい　けん 画

ねこのなまえ いとう　ひろし 著

動物のくらし ほ乳類・鳥類・両生爬虫類 ニューワイド学研の図鑑　２２今泉　忠明

虫たちのふしぎ 新開　孝 著

すごいびっくり昆虫のふしぎパワー 海野　和男 著

生き物のくらし 昆虫・水の生き物・魚 ニューワイド学研の図鑑　２３岡島　秀治

どうぶつ　新版 ふしぎ・びっくりこども図鑑　７今泉　忠明

ぞうのホートンたまごをかえす　新装版 ドクター・スースの絵本 ドクター・スース 著 白木　茂 訳

どうぶつ ほにゅうるい／はちゅうるい フレーベル館の図鑑ナチュラ　３今泉　忠明

日本のむかしばなし 瀬田　貞二 著

日本の神話 松谷　みよ子 著 司　修 画

世界のむかしばなし 瀬田　貞二 訳 太田　大八 画

ギリシア神話 石井　桃子 編訳

ギリシア神話 石井　桃子 編訳

日本の神話 松谷　みよ子 著 司　修 画

七人のふしぎなじいさま 朝鮮の民話絵本シリーズ水谷　章三 著 遠山　繁年 画

山をはこんだ九ひきの竜 朝鮮の民話絵本シリーズ松谷　みよ子 著 司　修 画

人食いとらのおんがえし 朝鮮の民話絵本シリーズ松谷　みよ子 著 長野　ヒデ子 画

知っておきたい慣用句　１　人のからだ頭・顔編 知っておきたい慣用句 五十嵐　清治 著 高村　忠範 画

知っておきたい慣用句　２　人のからだ手足・胴体編 知っておきたい慣用句 面谷　哲郎 著 高村　忠範 画

知っておきたい慣用句　３　自然・生活編 知っておきたい慣用句 面谷　哲郎 著 高村　忠範 画

知っておきたい四字熟語　レベル１ 知っておきたい四字熟語　レベル１桐生　りか 著 多田　歩実 画

知っておきたい四字熟語　レベル２ 知っておきたい四字熟語　レベル２桐生　りか 著 多田　歩実 画

知っておきたい四字熟語　レベル３ 知っておきたい四字熟語　レベル３桐生　りか 著 多田　歩実 画

漢字クイズ 国語力アップめざせ！日本語クイズマスター北原　保雄 編

ことわざ・慣用句クイズ 国語力アップめざせ！日本語クイズマスター北原　保雄 編

敬語クイズ 国語力アップめざせ！日本語クイズマスター北原　保雄 編

カタカナ語・擬音語・擬態語クイズ 国語力アップめざせ！日本語クイズマスター北原　保雄 編

まちがえやすい日本語クイズ 国語力アップめざせ！日本語クイズマスター北原　保雄 編

光村の国語わかる、伝わる、古典のこころ　１ 光村の国語わかる、伝わる、古典のこころ青山　由紀，他 編

光村の国語わかる、伝わる、古典のこころ　２ 光村の国語わかる、伝わる、古典のこころ青山　由紀，他 編

光村の国語わかる、伝わる、古典のこころ　３ 光村の国語わかる、伝わる、古典のこころ青山　由紀，他 編

りんごのき 世界傑作絵本シリーズ・チェコの絵本エドアルド・ペチシカ 著 ヘレナ・ズマトリコバー 画 うちだ　りさこ 訳

ぼくのおじさん アーノルド・ローベル 著 三木　卓 訳

宇宙の迷路 太陽系をめぐって銀河のかなたへ！ 香川　元太郎 著

世界の国旗 世界１９４か国が登場・国旗で知ろう世界の国々！ 辻原　康夫

犬と私の１０の約束 バニラとみもの物語 さとう　まきこ 著 牧野　千穂 画

なぞなぞのみせ 石津　ちひろ

ひっかけクイズ　超スペシャル版 大人にはないしょだよ　６６小野寺　ぴりり紳 著 伊東　ぢゅん子 画

おともだちとなぞなぞ１・２年生 本間　正夫 著 幸池　重季 画

心霊スポットへようこそＮの呪い 山口　理 著 伊東　ぢゅん子 画

心霊スポットへようこそＫの恐怖 山口　理 著 伊東　ぢゅん子 画

心霊スポットへようこそＳの悲鳴 山口　理 著 伊東　ぢゅん子 画

ね，うし，とら十二支のはなし 中国民話より ドロシー・バン・ウォアコム 著 エロール・ル・カイン 画 へんみ　まさなお 訳



トマトさん こどものとも傑作集 田中　清代 著

ありとすいか 名作絵本復刊シリーズ　５たむら　しげる 著

世界の女性名言事典 未来を切りひらく希望のことば ＰＨＰ研究所 編

世界の女性名言事典 未来を切りひらく希望のことば ＰＨＰ研究所 編

夢水清志郎に挑戦！超名探偵ものしりクイズ 青い鳥おもしろランド はやみね　かおる，青い鳥文庫編集部 著

心に響くあの人のことば　第２期１ 心に響くあの人のことば　第２期押谷　由夫

心に響くあの人のことば　第２期２ 心に響くあの人のことば　第２期押谷　由夫

心に響くあの人のことば　第２期３ 心に響くあの人のことば　第２期押谷　由夫

心に響くあの人のことば　第２期４ 心に響くあの人のことば　第２期押谷　由夫

心に響くあの人のことば　第２期５ 心に響くあの人のことば　第２期押谷　由夫

心に響くあの人のことば　１ 心に響くあの人のことば 十倉　和美

心に響くあの人のことば　２ 心に響くあの人のことば 十倉　和美

心に響くあの人のことば　３ 心に響くあの人のことば 十倉　和美

心に響くあの人のことば　４ 心に響くあの人のことば 十倉　和美

心に響くあの人のことば　５ 心に響くあの人のことば 十倉　和美

ヒックとドラゴン　７ ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子，陶浪　亜希 訳

ヒックとドラゴン　８ ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子，陶浪　亜希 訳

ほこりまみれの兄弟 ローズマリー・サトクリフ 著 乾　侑美子 訳

地球最北に生きる日本人 イヌイット大島育雄との旅 武田　剛 著

りこうすぎた王子 岩波少年文庫　１６５ アンドリュー・ラング 著 福本　友美子 訳

ホネホネ絵本 スティーブ・ジェンキンズ 著 千葉　茂樹 訳

きょうはみんなでクマがりだ 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

子どもに語るアジアの昔話　１ 子どもに語るアジアの昔話松岡　享子 訳

子どもに語るアジアの昔話　２ 子どもに語るアジアの昔話松岡　享子 訳

ほげちゃん やぎ　たみこ 著

あたまをなくしたおとこ クレール　Ｈ．ビショップ 著 ロバート・マックロスキー 画 もりうち　すみこ 訳

かいけつゾロリのはちゃめちゃテレビ局 かいけつゾロリシリーズ　４９原　ゆたか 著

チャレンジミッケ！　７ おとなもこどももいっしょにあそべるかくれんぼ絵本 チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック 著 糸井　重里 訳

雨ふる本屋 日向　理恵子 著 吉田　尚令 画

３６５まいにちペンギン ジャン・リュック・フロマンタル 著 ジョエル・ジョリヴェ 画 石津　ちひろ 訳

バムとケロのもりのこや 島田　ゆか 著

ながいながいペンギンの話 新・名作の愛蔵版 いぬい　とみこ 著

朝ごはん 坂本廣子の食育自立応援シリーズ　１坂本　廣子 著 まつもと　きなこ 画

お弁当 坂本廣子の食育自立応援シリーズ　２坂本　廣子 著 まつもと　きなこ 画

おやつごはん 坂本廣子の食育自立応援シリーズ　３坂本　廣子 著 まつもと　きなこ 画

まんがで学ぶ百人一首 小尾　真 著 杉山　真理 画

まんがで学ぶことわざ 青山　由紀 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶことわざ 青山　由紀 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶことわざ 青山　由紀 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶことわざ 青山　由紀 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶことわざ 青山　由紀 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶことわざ 青山　由紀 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶことわざ 青山　由紀 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶことわざ 青山　由紀 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶことわざ 青山　由紀 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶことわざ 青山　由紀 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ故事成語 八木　章好 著 榊原　唯幸 画

まんがで学ぶ故事成語 八木　章好 著 榊原　唯幸 画

まんがで学ぶ故事成語 八木　章好 著 榊原　唯幸 画



まんがで学ぶ故事成語 八木　章好 著 榊原　唯幸 画

まんがで学ぶ故事成語 八木　章好 著 榊原　唯幸 画

まんがで学ぶ故事成語 八木　章好 著 榊原　唯幸 画

まんがで学ぶ故事成語 八木　章好 著 榊原　唯幸 画

まんがで学ぶ故事成語 八木　章好 著 榊原　唯幸 画

まんがで学ぶ故事成語 八木　章好 著 榊原　唯幸 画

まんがで学ぶ故事成語 八木　章好 著 榊原　唯幸 画

おそうじ隊長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小学校シリーズ　４よしなが　こうたく 著

あいさつ団長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小学校シリーズ　３よしなが　こうたく 著

飼育係長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ　わんぱく小学校シリーズ　２よしなが　こうたく 著

給食番長 ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ よしなが　こうたく 著

ぐりとぐらのおおそうじ 日本傑作絵本シリーズ 中川　李枝子 著 山脇　百合子 画

だるまさんが かがくい　ひろし 著

ゆうこのキャベツぼうし こどものとも絵本 やまわき　ゆりこ 著

ターニャの日記 子ども平和図書館　５ 早乙女　勝元 著 矢崎　芳則 画

忘れな石 沖縄・戦争マラリア碑 子ども平和図書館　６ 宮良　作 著 宮良　瑛子 画

おかあちゃんごめんね 子ども平和図書館　３ 早乙女　勝元 著 福田　庄助 画

死んでもブレストを 子ども平和図書館　４ 早乙女　勝元 著 遠藤　てるよ 画

パパママバイバイ 子ども平和図書館　１ 早乙女　勝元，門倉　さとし 著 鈴木　琢磨 画

アウシュビッツからの手紙 子ども平和図書館　２ 早乙女　勝元 著 岡野　和 画

わすれないあの日 子ども平和図書館　７ 三代沢　史子 著

実物大恐竜図鑑 デヴィッド・ベルゲン 著 藤田　千枝 訳

ねえ、どれがいい？　新版 評論社の児童図書館・絵本の部屋ジョン・バーニンガム 著 まつかわ　まゆみ 訳

妖怪の森 絵巻えほん 水木　しげる 著

かあさんのうた おはなし名作絵本　２９ 大野　允子 著 山中　冬児 画

うそつき咲っぺ 長崎　源之助 著

まぼろしの犬 おはなしのピースウォーク　１日本児童文学者協会 編 北見　葉胡 画 岡田　依世子，他 著

永井隆 平和を祈り愛に生きた医師 中井　俊已 著

ジュニア地球白書　２００７－０８ ワールドウォッチ研究所 ジュニア地球白書 クリストファー・フレイヴィン 編著

銀のほのおの国 福音館文庫　Ｓ　２２ 神沢　利子 著 堀内　誠一 画

もののかぞえ方絵事典　改訂版 日本語表現が豊かになる　身近なものから動植物・自然まで

「和」の名前絵事典 由来から説き起こす！　身の回りのものを調べよう

金田一先生の使ってのばそう日本語力　１ 金田一先生の使ってのばそう日本語力阪田　敦子 著

十歳のきみへ 九十五歳のわたしから 日野原　重明 著

ポケット詩集 田中　和雄 編

ほたる館物語　１ ポプラ文庫ピュアフル　あ　１‐４あさの　あつこ 著

ほたる館物語　２ ポプラ文庫ピュアフル　あ　１‐５あさの　あつこ 著

ほたる館物語　３ ポプラ文庫ピュアフル　あ　１‐６あさの　あつこ 著

新ほたる館物語 ポプラ文庫ピュアフル　あ　１‐８あさの　あつこ 著

少年少女日本文学館　２　２１世紀版 少年少女日本文学館 夏目　漱石 著

宇宙をみたよ 宇宙へ行くと、ほんとうがみえてくる 松田　素子 著

北の森の十二か月　上 スラトコフの自然誌 福音館文庫　Ｎ　１３ ニコライ・スラトコフ 著 福井　研介 訳 ニキータ・チャルーシン 画

北の森の十二か月　下 スラトコフの自然誌 福音館文庫　Ｎ　１４ ニコライ・スラトコフ 著 松谷　さやか 訳 ニキータ・チャルーシン 画

高安犬物語 戸川幸夫動物物語　１ 戸川　幸夫 著

最後のニホンオオカミ 那須正幹の動物ものがたり　７那須　正幹 著

森は生きている　新版 自然と人間 富山　和子 著

森の総合学習　１ 森の総合学習 七尾　純 著

森の総合学習　２ 森の総合学習 七尾　純 著

森の総合学習　３ 森の総合学習 七尾　純 著

森の総合学習　４ 森の総合学習 七尾　純 著

ニュースの現場で考える イワサキ・ノンフィクション　１池上　彰 著

鉄腕アトム 手塚治虫全集　第　１巻 手塚　治虫 著

雪の写真家ベントレー ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン 著 メアリー・アゼアリアン 画 千葉　茂樹 訳

古道具ほんなら堂 ちょっと不思議あり 楠　章子 著 日置　由美子 画

おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク 著 アンナ・ヘグルンド 画 菱木　晃子 訳

エマおばあちゃん ウェンディ・ケッセルマン 著 バーバラ・クーニー 画 もき　かずこ 訳

ナム・フォンの風 あかね・ブックライブラリー　８ダイアナ・キッド 著 もりうち　すみこ 訳 佐藤　真紀子 画

でんでんむしのかなしみ 新美　南吉 著

さんしょっ子 絵本・感動のおくりもの　１安房　直子 著 いもと　ようこ 画



２１世紀こども百科もののはじまり館

ききみみずきん 岩波の子どもの本　カンガルー印木下　順二 著 初山　滋 画

蜘蛛の糸 日本の童話名作選 芥川　龍之介 著 遠山　繁年 画

ポルコさまちえばなし 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 瀬田　貞二 訳

ライオンとやぎ　改訂新版 アジア・太平洋の楽しいお話 ユネスコ・アジア文化センター 編 駒田　和 訳

子どもに語るトルコの昔話 児島　満子 編訳

とらとほしがき 韓国のむかしばなし パク　ジェヒョン 著 おおたけ　きよみ 訳

こども世界の民話　上 こども世界の民話 内田　莉莎子 著

こども世界の民話　下 こども世界の民話 内田　莉莎子 著

山の上の火 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，ウルフ・レスロー 著 渡辺　茂男 訳

酒呑童子 日本の物語絵本　３ 川村　たかし 著 石倉　欣二 画

らいおんみどりの日ようび 福音館創作童話シリーズ中川　李枝子 著

地球生活記 世界ぐるりと家めぐり 小松　義夫 著

あなたのいえわたしのいえ かがくのとも傑作集　３ 加古　里子 著

嵐のティピー ポール・ゴーブル 著 千葉　茂樹 訳

がちょうのたんじょうび 新美南吉童話傑作選 新美　南吉 著 渡辺　洋二 画

つきよのかいじゅう 長　新太 著

子どもに語るグリムの昔話　１ 子どもに語るグリムの昔話ヤーコプ・ルートヴィッヒ・グリム，ヴィルヘルム・カール・グリム 著 佐々　梨代子 訳

アンデルセンどうわ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 著 大畑　末吉 訳 堀内　誠一 画

日本の神話　第１巻 日本の神話　第１巻 舟崎　克彦 著 赤羽　末吉 画

日本の神話　第２巻 日本の神話　第２巻 舟崎　克彦 著 赤羽　末吉 画

日本の神話　第３巻 日本の神話　第３巻 舟崎　克彦 著 赤羽　末吉 画

日本の神話　第４巻 日本の神話　第４巻 舟崎　克彦 著 赤羽　末吉 画

日本の神話　第５巻 日本の神話　第５巻 舟崎　克彦 著 赤羽　末吉 画

日本の神話　第６巻 日本の神話　第６巻 舟崎　克彦 著 赤羽　末吉 画

おはなし３６６　前巻　１月１日～６月３０日 一日一話・読み聞かせ 一日一話おはなし３６６　前巻

おはなし３６６　後巻　７月１日～１２月３１日 一日一話・読み聞かせ 一日一話おはなし３６６　後巻

オオクニヌシの宝 川北　亮司 著 いそ　けんじ 画

おだんごころころ 子どもがはじめてであう民話　１０大川　悦生 著 伊勢　英子 画

ぼうさまのき 日本むかし話　４ 松谷　みよ子 著 瀬川　康男 画

はつゆめはひみつ 行事むかしむかし　１月 谷　真介 著 赤坂　三好 画

しっぽのつり 幼児みんわ絵本　５ 水谷　章三 著 松谷　春男 画

十二支のはじまり 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 二俣　英五郎 画

十二支のはじまり 十二支まるわかり おひさまのほん 荒井　良二 画 やまち　かずひろ 著

いちばんたいせつなもの バルカンの昔話 世界傑作童話シリーズ 八百板　洋子 編訳 ルディ・スコチル 画

きつねのホイティ 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

きりのなかのはりねずみ 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

金のがちょうのほん 四つのむかしばなし 福音館世界傑作童話シリーズＬ．レズリー・ブルック 著 瀬田　貞二，松瀬　七織 訳

山からきたふたごスマントリとスコスロノ 影絵芝居・ワヤンの物語より 日本傑作絵本シリーズ 乾　千恵 著 早川　純子 画

ペトロニーユと１２０ぴきのこどもたち 世界傑作絵本シリーズ・フランスの絵本クロード・ポンティ 著 やまわき　ゆりこ 訳

もぐらとずぼん 世界傑作絵本シリーズ・チェコの絵本エドアルド・ペチシカ 著 ズデネック・ミレル 画 うちだ　りさこ 訳

よじはんよじはん 世界傑作絵本シリーズ・韓国の絵本ユン　ソクチュン 著 イ　ヨンギョン 画 かみや　にじ 訳

ルシールはうま ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 著 岸田　衿子 訳

たつのおとしご ミセスこどもの本 ロバート　Ａ．モリス 著 アーノルド・ローベル 画 杉浦　宏 訳

きりぎりすくん ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 著 三木　卓 訳

きょうりゅうたち ミセスこどもの本 ペギー・パリッシュ 著 アーノルド・ローベル 画 杉浦　宏 訳

ふくろうくん ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 著 三木　卓 訳

かえってきたさけ ミセスこどもの本 フレッド・フレガー 著 アーノルド・ローベル 画 杉浦　宏 訳

おはなしばんざい ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 著 三木　卓 訳

カヌーはまんいん ミセスこどもの本 ナサニエル・ベンチリー 著 アーノルド・ローベル 画 三木　卓 訳

どろんここぶた ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 著 岸田　衿子 訳

ハバードおばさんといぬ マザー・グース ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 画 岸田　衿子 訳

かんづめのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ63鶴川たくじ　作/文　田川滋/漫画

ジュニアエラ2011-11 月刊ジュニアエラ

いいからいいから 長谷川義史

スミス先生とふしぎな本 マイケル・ガーランド

ピンクのれいぞうこ テイム・イーガン

はじめてのおさいほう1 まっすぐぬう 寺西恵里子

くものすおやぶんとりものちょう こどものとも傑作集 秋山あゆ子



バルバルさん 乾栄里子／文　西村敏雄／絵

きぼう ＨＯＰＥ　ＩＳ　ＡＮ　ＯＰＥＮ　ＨＥＡＲＴ ローレン・トンプソン／作　千葉茂樹／訳

あれこれたまご かがくのとも傑作集 とりやまみゆき／文　中の滋／絵

くものすおやぶんほとけのさばき 秋山あゆ子

ごはんのとも 苅田澄子／文　わたなべあや／絵

しろもくろも、みんなおいで あべ弘士

ぶたぶたくんのおかいもの 土方久功

おおきなきがほしい 創作えほん さとうさとる／文　むらかみつとむ／絵

べべべんべんとう さいとうしのぶ

ごちそうだよ！ねずみくん ねずみくんの絵本28 なかえよしを／作　上野紀子／絵

さらわれた６ぴきのいぬ いじわる魔女のさんすうえほん１長崎武昭／さく　井上正治／え

きみはきみらしく たいせつなきみ３ マックス・ルケード　セルジオ・マルティネス／絵　松波史子／訳

ほんとうにたいせつなもの たいせつなきみ２ マックス・ルケード　セルジオ・マルティネス／絵　松波史子／訳

きみたちにおくるうた むすめたちへの手紙 バラク・オバマ／文　ローレン・ロング／絵　さくまゆみこ／訳

ぶたのぶたじろうさんは、みずうみへしゅっぱつしました。 はじめて出会う読みもの1内田麟太郎／文　スズキコージ／絵

ぶたのぶたじろうさんは、いどをほることにしました。 はじめて出会う読みもの 内田麟太郎／文　スズキコージ／絵

ぶたのぶたじろうさんは、はげやまへのぼりました。 はじめて出会う読みもの３内田麟太郎／文　スズキコージ／絵

ぶたのぶたじろうさんは、ふしぎなふえをふきました。 はじめて出会う読みもの4内田麟太郎／文　スズキコージ／絵

ぶたのぶたじろうさんは、ワシにさらわれてしまいました。 はじめて出会う読みもの5内田麟太郎／文　スズキコージ／絵

ぶたのぶたじろうさんは、クジラをたすけにいきました。 はじめて出会う読みもの6内田麟太郎／文　スズキコージ／絵

ぶたのぶたじろうさんは、あらしのうみにおそわれました。 はじめて出会う読みもの7内田麟太郎／文　スズキコージ／絵

ぶたのぶたじろうさんは、こわいみちにまよいこみました。 はじめて出会う読みもの8内田麟太郎／文　スズキコージ／絵

ほねほねザウルス　６ ティラノ・ベビー、かいおぞくになる！？ ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著

名探偵コナン推理ファイル世界遺産の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌　原著

名探偵コナン推理ファイル漢字とかなの謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌　原著

名探偵コナン理科ファイル動物の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌　原著

名探偵コナン理科ファイル星と星座の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌　原著

名探偵コナン理科ファイル植物の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌　原著

名探偵コナン理科ファイル昆虫の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌　原著

名探偵コナン理科ファイルデジカメで自由研究！ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌　原著

名探偵コナン理科ファイル天気の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌　原著

名探偵コナン理科ファイル力と動きの秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩ青山　剛昌　原著

ＲＤＧレッドデータガール１はじめてのお使い 荻原規子

ＲＤＧレッドデータガール２はじめてのお化粧 荻原規子

ＲＤＧレッドデータガール３夏休みの過ごしかた 荻原規子

ＩＱ探偵ムームーＶＳタクト！　上 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１９江戸の夜に猫が鳴く　上 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１９深沢　美潮　著

ＩＱ探偵ムームーＶＳタクト！　下 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　２０江戸の夜に猫が鳴く　上江戸の夜に猫が鳴く　下 カラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　２０深沢　美潮　著

キラメキ　プリンセスの月星座うらない 図書館版ヒミツの手帳 絹華／作　いのうえたかこ／絵

ワクワク　魔女の誕生日うらない 図書館版ヒミツの手帳 絹華／作　谷朋／絵

大切なきみ You　are Special マックス・ルケード　セルジオ・マルティネス／絵　松波史子／訳

マジック・ツリーハウス２４ダ・ヴィンチ空を飛ぶ マジック・ツリーハウス　２４ マジック・ツリーハウス　２４メアリー・ポープ・オズボーン

マジック・ツリーハウス２５巨大ダコと海の神秘 マジック・ツリーハウス　２５ マジック・ツリーハウス　２５メアリー・ポープ・オズボーン

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 マジック・ツリーハウス　３０メアリー・ポープ・オズボーン

たまごがわれたら 寺村輝夫／文　尾崎真吾／絵

ひゅーどろどろ　かべにゅうどう おばけとなかよし 角野栄子／作　はたこうしろう／絵

さいごのまほう 新ともだちぶんこ 中島和子／作　秋里信子／絵

おさるのかわ いとうひろし／作・絵

せんせいマッツァオこわーい話 小暮正夫／文　原ゆたか／絵

ココロ屋 梨屋アリエ／作　菅野由貴子／絵

オリバー、世界を変える！ クラウディア・ミルズ／作　渋谷弘子／訳　菅野博子／絵

アンモナイトの森で 少女チヨとヒグマの物語 ティーンズ文学館 市川洋介／作　水野ぷりん／絵

ラブレター物語 丘修三／作　ささめやゆき／絵

建具職人の千太郎 岩崎京子／文　田代三善／絵

社会科の勉強に役立つ！いろんな世界一・日本一１０００ カルチャーランド

アリー・フィンクルの女の子のルール１ ドタバタひっこし篇 メグ・キャボット　代田亜香子／訳

アリー・フィンクルの女の子のルール２ 転校生になっちゃった！篇 メグ・キャボット　代田亜香子／訳

アリー・フィンクルの女の子のルール３ 友だち？それとも親友？篇 メグ・キャボット　代田亜香子／訳

アリー・フィンクルの女の子のルール４ 主演女優はだれ？篇 メグ・キャボット　代田亜香子／訳

アリー・フィンクルの女の子のルール５ お誕生日パーティ篇 メグ・キャボット　代田亜香子／訳



アリー・フィンクルの女の子のルール６ 遠足で大騒ぎ！篇 メグ・キャボット　代田亜香子／訳

ようこそ、冒険の国へ！ Welcome　to the Adventure World 読書がたのしくなるニッポンの文学海野十三　小酒井不木　芥川龍之介　押川春浪

生きるって、カッコワルイこと？ Ways of Life 読書がたのしくなるニッポンの文学芥川龍之介　有島武郎　宮沢賢治　新美南吉　菊池寛　横光利一　梶井基次郎　森鴎外

ひとしずくの涙、ほろり。 Time for Tears 読書がたのしくなるニッポンの文学林芙美子　宮沢賢治　新美南吉　鈴木三重吉　寺田寅彦　芥川龍之介　太宰治　横光利一

まごころ、お届けいたします。 From the Bottom of Heart 読書がたのしくなるニッポンの文学豊島与志雄　竹久夢二　宮沢賢治　岡本綺堂　岡本かの子　中島敦　森鴎外

いま、戦争と平和を考えてみる。 War and Peace 読書がたのしくなるニッポンの文学宮沢賢治　太宰治　峠三吉　原民喜　永井隆　林芙美子　

不思議がいっぱいあふれだす！ Full of Wonders and Mysteries! 読書がたのしくなるニッポンの文学夢野久作　小山内薫　豊島与志雄　小泉八雲　久米正雄　夏目漱石　芥川龍之介　太宰治

恋って、どんな味がするの？ So Many People So Many Loves 読書がたのしくなるニッポンの文学新美南吉　太宰治　芥川龍之介　鈴木三重吉　伊藤左千夫　宮沢賢治　森鴎外

もうどうけんドリーナ かがくのとも傑作集　４３ 土田　ヒロミ 著

さぬきのおもしろ伝説５　木の巻 北條　令子

おもちのきもち 講談社の創作絵本シリーズかがくい　ひろし 著

もくもくやかん 講談社の創作絵本シリーズかがくい　ひろし 著

「はやぶさ」がとどけたタイムカプセル ７年、６０億キロの旅 山下　美樹 著

おむすびさんちのたうえのひ わたしのえほん かがくい　ひろし 著

地球のかたちを哲学する ギヨーム・デュプラ 著 博多　かおる 訳

輪切り図鑑クロスセクション 有名な１８の建物や乗物の内部を見る リチャード・プラット 著 スティーヴン・ビースティー 画 北森　俊行 訳

マドレーヌといぬ 世界傑作絵本シリーズ・アメリカの絵本ルドウィッヒ・ベーメルマンス 著 瀬田　貞二 訳

煮干しの解剖教室 オリジナル入門シリーズ　６小林　眞理子 著

黒い島のひみつ　ペーパーバック版 タンタンの冒険 エルジェ 著 川口　恵子 訳

じいちゃんのよる こどものとも絵本 きむら　よしお 著

おかえりなさいはやぶさ ２５９２日の宇宙航海記 吉川　真

エネルギーをどうする 新しいエネルギーがわかる本 調べ学習にやくだつ環境の本　改訂・新データ版わたしたちの生きている地球４桐生広人　山岡寛人／著　多田ヒロシ　村沢英治／画

ルリユールおじさん いせひでこ

あたまにかきの木 日本の民話 小沢正／文　田島征三／絵

パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　８ タイムキーパー パイレーツ　オブ　カリビアンロブ・キッド

パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　９ 踊る時間 パイレーツ　オブ　カリビアンﾛﾌﾞ･ｷｯﾄﾞ

パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　１０ 父の罪 パイレーツ　オブ　ｶﾘﾋﾞｱﾝﾛﾌﾞ･ｷｯﾄﾞ

パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　１１ ポセイドンの峰 パイレーツ　オブ　カリビアンﾛﾌﾞ･ｷｯﾄﾞ

おせちのおしょうがつ ワンダーおはなし絵本 ねぎしれいこ／作　吉田朋子／絵

マジックツリーハウス　２６ 南極のペンギン王国 メアリー・ポープ・オズボーン

マジックツリーハウス　２９ ふしぎの国の誘拐事件 メアリー・ポープ・オズボーン

みんなの仕事１０１ 決定版　夢をそだてる

たいへんたいへん イギリス昔話 渡辺茂男／やく　長新太／絵

とうさんかあさん ながのひでこ

とき 谷川俊太郎／文　太田大八／絵

総合百科事典ポプラディア新訂版１ あい 秋山仁　かこさとし　阪上順夫　西本鶏介／監修

総合百科事典ポプラディア新訂版２ うえおか 秋山仁　かこさとし　阪上順夫　西本鶏介／監修

総合百科事典ポプラディア新訂版３ かきく 秋山仁　かこさとし　阪上順夫　西本鶏介／監修

総合百科事典ポプラディア新訂版４ けこさ 秋山仁　かこさとし　阪上順夫　西本鶏介／監修

総合百科事典ポプラディア新訂版５ し 秋山仁　かこさとし　阪上順夫　西本鶏介／監修

総合百科事典ポプラディア新訂版６ すせそた 秋山仁　かこさとし　阪上順夫　西本鶏介／監修

総合百科事典ポプラディア新訂版７ ちつてと 秋山仁　かこさとし　阪上順夫　西本鶏介／監修

総合百科事典ポプラディア新訂版８ なにぬねのは 秋山仁　かこさとし　阪上順夫　西本鶏介／監修

総合百科事典ポプラディア新訂版９ ひふへ 秋山仁　かこさとし　阪上順夫　西本鶏介／監修

総合百科事典ポプラディア新訂版１０ ほまみむめも 秋山仁　かこさとし　阪上順夫　西本鶏介／監修

総合百科事典ポプラディア新訂版１１ やゆよらりるれろわん 秋山仁　かこさとし　阪上順夫　西本鶏介／監修

総合百科事典ポプラディア新訂版１２ 索引 秋山仁　かこさとし　阪上順夫　西本鶏介／監修

テレビ放送のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ66藤みき生／漫画　オフィス・イディオム／構成

旅行のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ69山口育孝／漫画　橘悠紀／構成

船・ボートのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ64たまだまさお／漫画　オフィス・イディオム／構成

花粉症のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ65もちつきかつみ／漫画　橘悠紀／構成

ポケモンといっしょにおぼえよう！慣用句大全集 佐々木多利爾／デザイン　読売新聞東京本社教育支援部／編集

ポケモンといっしょにおぼえよう！慣用句大全集 佐々木多利爾／デザイン　読売新聞東京本社教育支援部／構成

ポケモンといっしょにおぼえよう！慣用句大全集 佐々木多利爾／デザイン　読売新聞東京本社教育支援部／編集

めんのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ67吉野恵美子／漫画　オフィス・イディオム／構成

津波からみんなをすくえ！ 浜口梧陵さんのお話　ほんとうにあった「稲むらの火」 クニ　トシロウ／作　ケイ　タロー／絵

ぼくがきょうりゅうだったとき こどもえほんランド　１ まつおか　たつひで 著

またおいで もりやま　みやこ 著 いしい　つとむ 画

パンケーキをたべるサイなんていない？ アンナ・ケンプ 著 サラ・オギルヴィー 画 角野　栄子 訳



へいわってどんなこと？ 日・中・韓平和絵本 浜田　桂子 著

ココロ屋 文研ブックランド 梨屋　アリエ 著 菅野　由貴子 画

チョコレートと青い空 ホップステップキッズ！　１８堀米　薫 著 小泉　るみ子 画

ここがわたしのおうちです アイリーン・スピネリ 著 マット・フェラン 画 渋谷　弘子 訳

カモのきょうだいクリとゴマ なかがわ　ちひろ 著

心の森 小手鞠　るい 著

走れ！マスワラ グザヴィエ・ローラン・プティ 著 浜辺　貴絵 訳

わたしのひかり 評論社の児童図書館・絵本の部屋モリー・バング 著 さくま　ゆみこ 訳

ピアノはともだち 奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密 世の中への扉 こうやま　のりお 著

光ファイバー通信のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ71田川滋／まんが　橘悠紀／構成

デジタルカメラのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ70鳥飼規世／漫画　橘悠紀／構成

クレジットカードのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ72佐藤守／構成　鶴川たくじ／作　たまだまさお／漫画

給食のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ73望月恭子／構成　たまだまさお／漫画

香料のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ74ひろゆうこ／漫画　入澤宣幸／構成

もうよわむしじゃない ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 著 宮西　達也 画

これなあに？ たんぽぽえほんシリーズ みやにし　たつや 著

ぼくなにをたべてたかわかる？ たんぽぽえほんシリーズ みやにし　たつや 著

まわるまわる　改訂版 たんぽぽえほんシリーズ みやにし　たつや 著

やいたやいた たんぽぽえほんシリーズ まどか　ななみ 著 みやにし　たつや 画

うんこ たんぽぽえほんシリーズ みやにし　たつや 著

おっぱい たんぽぽえほんシリーズ みやにし　たつや 著

はなすもんかー チューリップえほんシリーズ宮西　達也 著

さるかに 日本むかし話　２ 松谷　みよ子 著 瀬川　康男 画

かちかちやま 日本むかし話　３ 松谷　みよ子 著 瀬川　康男 画

歯がぬけた わたしのえほん 中川　ひろたか 著 大島　妙子 画

たべられたやまんば 日本むかし話　６ 松谷　みよ子 著 瀬川　康男 画

したきりすずめ 日本むかし話　８ 松谷　みよ子 著 瀬川　康男 画

しあわせネコ 東君平のおはようどうわ－春のおはなし 東　君平 著

すいえいたいかい 東君平のおはようどうわ－夏のおはなし 東　君平 著

いろいろなたね 東君平のおはようどうわ－秋のおはなし 東　君平 著

ザルつくりのサル 東君平のおはようどうわ－冬のおはなし 東　君平 著

おやつ 東君平のおはようどうわ－朝のおはなし 東　君平 著

マーメイド・ガールズ　２　１ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 田中　亜希子，宮坂　宏美 訳

マーメイド・ガールズ　２　２ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 宮坂　宏美，田中　亜希子 訳

マーメイド・ガールズ　２　３ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 田中　亜希子，宮坂　宏美 訳

マーメイド・ガールズ　２　４ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 宮坂　宏美，田中　亜希子 訳

マーメイド・ガールズ　２　５ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 田中　亜希子，宮坂　宏美 訳

マーメイド・ガールズ　２　６ マーメイド・ガールズ ジリアン・シールズ 著 宮坂　宏美，田中　亜希子 訳

ゴインキョとチーズどろぼう 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 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画

クツカタッポと三つのねがいごと チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　２番地エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画

フィーフィーのすてきな夏休み チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　３番地エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画

レインボーとふしぎな絵 チュウチュウ通りのゆかいななかまたち　４番地エミリー・ロッダ 著 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画

チャイブとしあわせのおかし 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 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画

クイックと魔法のスティック 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 さくま　ゆみこ 訳 たしろ　ちさと 画

レトロと謎のボロ車 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

マージともう一ぴきのマージ 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

セーラと宝の地図 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

スタンプに来た手紙 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

おふろのなかではっくしょん　新装版 矢崎　節夫 著 高畠　純 画

ふしぎなエレベーター　新装版 わたり　むつこ 著 佐々木　マキ 画

にんぎょのいちごゼリー　新装版 末吉　暁子 著 黒井　健 画

ぞくぞく村のかぼちゃ怪人 ぞくぞく村のおばけシリーズ　１６末吉　暁子 著 垂石　眞子 画

ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん ぞくぞく村のおばけシリーズ　１５末吉　暁子 著 垂石　眞子 画

吉四六さんと庄屋さん おもしろとんち話　１ 冨田　博之 著

おもしろちえくらべ おもしろとんち話　１０ 冨田　博之 著

おしょうさんとちんねんさん おもしろとんち話　６ 冨田　博之 著

ほねほねザウルス　７ ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著

金田一先生の使ってのばそう日本語力　２ 金田一先生の使ってのばそう日本語力井波　玲子 著

金田一先生の使ってのばそう日本語力　３ 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



金田一先生の使ってのばそう日本語力　４ 金田一先生の使ってのばそう日本語力梅澤　実 著

金田一先生の使ってのばそう日本語力　５ 金田一先生の使ってのばそう日本語力梅澤　実 著

みずいろのマフラー 絵本・こどものひろば くすのき　しげのり 著 松成　真理子 画

うまれてきてくれてありがとう にしもと　よう 著 黒井　健 画

はだしのゲン　第１巻　愛蔵版 愛蔵版はだしのゲン第 中沢　啓治 著

はだしのゲン　第２巻　愛蔵版 愛蔵版はだしのゲン第2巻中沢　啓治 著

はだしのゲン　第３巻　愛蔵版 はだしのゲン第 中沢　啓治 著

はだしのゲン　第４巻　愛蔵版 はだしのゲン 中沢　啓治 著

はだしのゲン　第５巻　愛蔵版 愛蔵版はだしのゲン 中沢　啓治 著

はだしのゲン　第６巻　愛蔵版 愛蔵版はだしのゲン 中沢　啓治 著

はだしのゲン　第７巻　愛蔵版 愛蔵版はだしのゲン 中沢　啓治 著

はだしのゲン　第８巻　愛蔵版 はだしのケン第 中沢　啓治 著

はだしのゲン　第９巻　愛蔵版 愛蔵版はだしのゲン 中沢　啓治 著

はだしのゲン　第１０巻　愛蔵版 愛蔵版　はだしのゲン 中沢　啓治 著

こん虫のどうぐ こん虫のふしぎ　１ ネイチャー・プロ編集室 編著

こん虫のかくれんぼ こん虫のふしぎ　２ ネイチャー・プロ編集室 編著

こん虫のことば こん虫のふしぎ　３ ネイチャー・プロ編集室 編著

こん虫のへんしん こん虫のふしぎ　４ ネイチャー・プロ編集室 編著

こん虫のおやこ こん虫のふしぎ　５ ネイチャー・プロ編集室 編著

おばけやさん　１ おばけやさん おかべ　りか 著

おばけやさん　２ おばけやさん おかべ　りか 著

めざめた魔界霊力 魔界屋リリー　愛蔵版　１１高山　栄子 著 小笠原　智史 画

キズだらけの逃亡者 魔界屋リリー　愛蔵版　１２高山　栄子 著 小笠原　智史 画

白銀のプリンセス 魔界屋リリー　愛蔵版　１３高山　栄子 著 小笠原　智史 画

透明魔界人あらわれる！？ 魔界屋リリー　愛蔵版　１４高山　栄子 著 小笠原　智史 画

魔海人魚の恋魔術 魔界屋リリー　愛蔵版　１５高山　栄子 著 小笠原　智史 画

妖怪一家九十九さん 富安　陽子 著 山村　浩二 画

あやかしファンタジア おはなしルネッサンス 斉藤　洋 著 森田　みちよ 画

クリーニングのももやまです 蜂飼　耳 著 菊池　恭子 画

ドレミファ荘のジジルさん ピピンとトムトム物語 たかどの　ほうこ 著 さとう　あや 画

どろんこライオン おはなしパレード 佐々木　マキ 著

くまのつきのわくん おはなし１２３！ 片山　令子 著 片山　健 画

ヨーロッパの小学生　１ ヨーロッパの小学生 多田　孝志

ヨーロッパの小学生　２ ヨーロッパの小学生 多田　孝志

ヨーロッパの小学生　３ ヨーロッパの小学生 多田　孝志

ヨーロッパの小学生　４ ヨーロッパの小学生 多田　孝志

ヨーロッパの小学生　５ ヨーロッパの小学生 多田　孝志

ヨーロッパの小学生　６ ヨーロッパの小学生 多田　孝志

百人一首大事典 光琳かるた他絵図解説を掲載 吉海　直人

調べてまとめて新聞づくり　１ 調べてまとめて新聞づくりこどもくらぶ

調べてまとめて新聞づくり　２ 調べてまとめて新聞づくりこどもくらぶ

調べてまとめて新聞づくり　３ 調べてまとめて新聞づくりこどもくらぶ

調べてまとめて新聞づくり　４ 調べてまとめて新聞づくりこどもくらぶ

調べてまとめて新聞づくり　５ 調べてまとめて新聞づくりこどもくらぶ

日本のくらしの知恵事典 神野　善治

スウィング！ 横沢　彰 著 五十嵐　大介 画

ネズミさんとモグラくんの楽しいおうち ネズミさんとモグラくん ウォン・ハーバート・イー 著 小野原　千鶴 訳

新しい日がはじまるよ ネズミさんとモグラくん２ ウォン・ハーバート・イー 著 小野原　千鶴 訳

ふかふかの羽の友だち ネズミさんとモグラくん３ ウォン・ハーバート・イー 著 小野原　千鶴 訳

冬ってわくわくするね ネズミさんとモグラくん４ ウォン・ハーバート・イー 著 小野原　千鶴 訳

都道府県クイズ 完全攻略めざせ！地理クイズマスターワン・ステップ 編

ユリシーズ・ムーアと時の扉 ＵＬＹＳＳＥＳ　ＭＯＯＲＥ　１Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ　Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ 著 金原　瑞人 訳

ユリシーズ・ムーアとなぞの地図 ＵＬＹＳＳＥＳ　ＭＯＯＲＥ　２Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ　Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ 著 金原　瑞人 訳

ユリシーズ・ムーアと鏡の館 ＵＬＹＳＳＥＳ　ＭＯＯＲＥ　３Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ　Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ 著 金原　瑞人，他 訳

ユリシーズ・ムーアと仮面の島 ＵＬＹＳＳＥＳ　ＭＯＯＲＥ　４Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ　Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ 著 金原　瑞人，他 訳

ユリシーズ・ムーアと石の守護者 ＵＬＹＳＳＥＳ　ＭＯＯＲＥ　５Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ　Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ 著 金原　瑞人，他 訳

ユリシーズ・ムーアと第一のかぎ ＵＬＹＳＳＥＳ　ＭＯＯＲＥ　６Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ　Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ 著 金原　瑞人，他 訳

こびと大百科 びっくり観察フィールドガイド なばた　としたか 著

こびと観察入門　１ こびと観察入門 なばた　としたか 著



いーとんの大冒険 ｃｉｅｌ　ｂｏｏｋｓ なばた　としたか 著

こびとづかん ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ なばた　としたか 著

みんなのこびと ｃｕｂ　ｌａｂｅｌ なばた　としたか 著

作ってふしぎ！？トリックアート工作 トリックアート図鑑 グループ・コロンブス 著

ちびまる子ちゃんのくだものだいすきえほん　りんごのまき さくら　ももこ 原著

ちびまる子ちゃんのくだものだいすきえほん　バナナのまき さくら　ももこ 原著

ちびまる子ちゃんのくだものだいすきえほん　みかんのまき さくら　ももこ 原著

ちびまる子ちゃんのくだものだいすきえほん　いちごのまき さくら　ももこ 原著

かわいい！かんたん！手づくり小物　１ ひとりでつくれる かわいい！かんたん！手づくり小物阪本　あやこ

かわいい！かんたん！手づくり小物　２ ひとりでつくれる かわいい！かんたん！手づくり小物阪本　あやこ

かわいい！かんたん！手づくり小物　３ ひとりでつくれる かわいい！かんたん！手づくり小物阪本　あやこ

かわいい！かんたん！手づくり小物　４ ひとりでつくれる かわいい！かんたん！手づくり小物阪本　あやこ

かわいい！かんたん！手づくり小物　５ ひとりでつくれる かわいい！かんたん！手づくり小物阪本　あやこ

怖くてふしぎな都市伝説・迷信大事典 藤田　晋一 著

学校のまわりでさがせる植物図鑑春　ハンディ版 学校のまわりでさがせる植物図鑑　春　ハンディ版平野　隆久 写真

学校のまわりでさがせる植物図鑑夏　ハンディ版 平野　隆久 写真

学校のまわりでさがせる植物図鑑秋冬　ハンディ版 平野　隆久 写真

学校のまわりでさがせる植物図鑑樹木　ハンディ版 平野　隆久 写真

学校のまわりでさがせる生きもの図鑑水の生きもの　ハンディ版 桜井　淳史，他 写真

学校のまわりでさがせる生きもの図鑑昆虫　１　ハンディ版 学校のまわりでさがせる生きもの図鑑昆虫新開　孝，他 写真

学校のまわりでさがせる生きもの図鑑昆虫　２　ハンディ版 学校のまわりでさがせる生きもの図鑑昆虫新開　孝，他 写真

学校のまわりでさがせる生きもの図鑑動物・鳥　ハンディ版 吉野　俊幸，他 写真

全国鉄道ものしり地図帳 きらり！好奇心 吉村　理子

東京の電車ものしり百科 きらり！好奇心 水谷　隆介

はたらく車ものしり百科 きらり！好奇心 水谷　隆介

西日本の電車おもしろ百科 きらり！好奇心 水谷　隆介

新幹線ものしり百科 きらり！好奇心 水谷　隆介

東日本の電車おもしろ百科 きらり！好奇心 水谷　隆介

ほんとのおおきさ動物園 福田　豊文 写真

もっと！ほんとのおおきさ動物園 松橋　利光 写真 柏原　晃夫 画 高岡　昌江 著

人のからだ ポプラディア情報館 坂井　建雄

遺伝子・ＤＮＡのすべて 夏　緑 著

骨と筋肉大図鑑　１ 「体」と「運動」を調べよう！ 骨と筋肉大図鑑 松下　清

インド大帝国の冒険（マジック・ツリーハウス３１）　 マジック・ツリーハウス　３１メアリー・ポープ・オズボーン 著 食野　雅子 訳

職場体験完全ガイド　１ 職場体験完全ガイド 小林　紀子

職場体験完全ガイド　２ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助

職場体験完全ガイド　３ 職場体験完全ガイド 北方　美穂

職場体験完全ガイド　４ 職場体験完全ガイド 山本　佳代子

職場体験完全ガイド　５ 職場体験完全ガイド 小杉　皓男

職場体験完全ガイド　６ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助

職場体験完全ガイド　７ 職場体験完全ガイド 宮本　幹江

職場体験完全ガイド　８ 職場体験完全ガイド 坂本　君子

職場体験完全ガイド　９ 職場体験完全ガイド 坂本　君子

職場体験完全ガイド　１０ 職場体験完全ガイド 森泉　麻美子

職場体験完全ガイド　１１ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助

職場体験完全ガイド　１２ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助

職場体験完全ガイド　１３ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助

職場体験完全ガイド　１４ 職場体験完全ガイド 宮本　幹江

職場体験完全ガイド　１５ 職場体験完全ガイド 山本　佳代子

職場体験完全ガイド　１６ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助

職場体験完全ガイド　１７ 職場体験完全ガイド 長野　伸江

職場体験完全ガイド　１８ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助

職場体験完全ガイド　１９ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助

職場体験完全ガイド　２０ 職場体験完全ガイド 森泉　麻美子

職場体験完全ガイド　２１ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助

職場体験完全ガイド　２２ 職場体験完全ガイド 長野　伸江

職場体験完全ガイド　２３ 職場体験完全ガイド 長野　伸江

職場体験完全ガイド　２４ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助

職場体験完全ガイド　２５ 職場体験完全ガイド 長野　伸江



職場体験完全ガイド　２６ 職場体験完全ガイド 江藤　純

職場体験完全ガイド　２７ 職場体験完全ガイド 長野　伸江

職場体験完全ガイド　２８ 職場体験完全ガイド 広沢　大之助

職場体験完全ガイド　２９ 職場体験完全ガイド 江藤　純

職場体験完全ガイド　３０ 職場体験完全ガイド 斉藤　道子

ぼくらの七日間戦争 「ぼくら」シリーズ　１ 宗田　理 著

ぼくらの天使ゲーム 「ぼくら」シリーズ　２ 宗田　理 著

ぼくらの大冒険 「ぼくら」シリーズ　３ 宗田　理 著

ぼくらと七人の盗賊たち 「ぼくら」シリーズ　４ 宗田　理 著

ぼくらのデスマッチ 「ぼくら」シリーズ　５ 宗田　理 著

ぼくらの秘島探険隊 「ぼくら」シリーズ　６ 宗田　理 著

ぼくらの危バイト作戦 「ぼくら」シリーズ　７ 宗田　理 著

ぼくらのＣ計画 「ぼくら」シリーズ　８ 宗田　理 著

ぼくらの修学旅行 「ぼくら」シリーズ　９ 宗田　理 著

ぼくらのマル秘学園祭 「ぼくら」シリーズ　１０ 宗田　理 著

ぼくらの最終戦争 「ぼくら」シリーズ　１１ 宗田　理 著

ぼくらのミステリー列車 「ぼくら」シリーズ　１２ 宗田　理 著

ぼくらの「第九」殺人事件 「ぼくら」シリーズ　１３ 宗田　理 著

ぼくらの「最強」イレブン 「ぼくら」シリーズ　１４ 宗田　理 著

ぼくらの大脱走 「ぼくら」シリーズ　１５ 宗田　理 著

ぼくらの恐怖ゾーン 「ぼくら」シリーズ　１６ 宗田　理 著

ぼくらのメリークリスマス 「ぼくら」シリーズ　１７ 宗田　理 著

ぼくらの奇跡の七日間 宗田　理 著

ぼくらのモンスターハント 宗田　理 著

ぼくらの最後の聖戦 宗田　理 著

昔のくらしの道具事典 小林　克

スラムダンク勝利学 辻　秀一 著

ヒカルの碁勝利学 石倉　昇 著

キャプテン翼勝利学 深川　峻太郎 著

テニスの王子様勝利学 松岡　修造 著

ＮＡＮＡ恋愛勝利学 香山　リカ 著

ホイッスル！勝利学 布施　努 著

ＲＯＯＫＩＥＳ勝利学 吉野　敬介 著

バクマン。勝利学 門脇　正法 著

パパのしごとはわるものです えほんのぼうけん　２７ 板橋　雅弘 著 吉田　尚令 画

あしたもね えほんのぼうけん　３８ 武鹿　悦子 著 たしろ　ちさと 画

あした７つになれますように えほんのぼうけん　２６ 藤川　智子 著

おはようぼくだよ えほんのぼうけん　３５ 益田　ミリ 著 平澤　一平 画

ちきゅうのへいわをまもったきねんび えほんのぼうけん　３７ 本　秀康 著

おやおやおやつ えほんのぼうけん　３２ 庄司　三智子 著

とんとんとんだれですか えほんのぼうけん　３６ はやし　ますみ 著

ひかるさくら えほんのぼうけん　３９ 帚木　蓬生 著 小泉　るみ子 画

よなおしてんぐ５にんぐみてんぐるりん！ えほんのぼうけん　３４ 岩神　愛 著

春の苑紅にほふ はじめての越中万葉 高岡市万葉歴史館 著 佐竹　美保 画

おねがいナンマイダー えほんのぼうけん　２９ ハンダ　トシヒト 著

ふわふわでんしゃ えほんのぼうけん　３１ ＭＩＲＡ 著

がっこういこうぜ！ えほんのぼうけん　３３ もとした　いづみ 著 山本　孝 画

ちいさな鳥の地球たび えほんのぼうけん　３０ 藤原　幸一 写真

ボクものがたり いもと　ようこ 著

ゆめのスカイツリー 谷川　俊太郎 著 ａｃｃｏｔｏｔｏ 画

あさがお 荒井　真紀 著

ねえママ 新しいえほん こやま　峰子 著 平松　恵子 画

おどるカツオブシ 森　絵都 著 竹内　通雅 画

こぐまとめがね こんの　ひとみ 著 たかす　かずみ 画

せんろはつづくどこまでつづく 鈴木　まもる 著

しげちゃん 室井　滋 著 長谷川　義史 画

うんちさま 新しいえほん 加藤　篤 著 どい　まき 画

てるちゃんのかお 藤井　輝明 著 亀澤　裕也 画

いちばんのおくすり ジュリー・アイグナー・クラーク 著 ジャナ・クリスティ 画 なかがわ　ちひろ 訳



サバンナのサバイバル 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

自然史ミュージアムのサバイバル　１ 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

極寒のサバイバル 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

無人島のサバイバル 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

氷河のサバイバル 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

宇宙のサバイバル　１　宇宙飛行士訓練編 かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ洪　在徹 著 李　泰虎 画

宇宙のサバイバル　２　ソユーズ宇宙船編 かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ洪　在徹 著 李　泰虎 画

宇宙のサバイバル　３　国際宇宙ステーション編 かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ洪　在徹 著 李　泰虎 画

人体のサバイバル　１ 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

人体のサバイバル　２ 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

人体のサバイバル　３ 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

砂漠のサバイバル 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

アマゾンのサバイバル 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

海のサバイバル 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

山のサバイバル 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

火山のサバイバル 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

異常気象のサバイバル　１ 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

異常気象のサバイバル　２ 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

深海のサバイバル 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

地震のサバイバル 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

南極のサバイバル 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

恐竜世界のサバイバル　１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ洪　在徹 著 李　恭虎 画

恐竜世界のサバイバル　２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ洪　在徹 著 李　泰虎 画

深海のサバイバル 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

干潟のサバイバル　１ 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

干潟のサバイバル　２ 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

昆虫世界のサバイバル　１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ洪　在徹 著 李　恭虎 画

昆虫世界のサバイバル　２ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ洪　在徹 著 李　泰虎 画

昆虫世界のサバイバル　３ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ洪　在徹 著 李　泰虎 画

洞窟のサバイバル 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

新型ウイルスのサバイバル　１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズゴムドリ 著 韓　賢東 画

新型ウイルスのサバイバル　２ 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

絵でわかるかんたん論語 声に出して読む 根本　浩 著 ナガイ　トモコ 画

サカサかぞくのだんながなんだ ほるぷ創作絵本 宮西　達也 著

サカサかぞくのだんなしぶいぶしなんだ ほるぷ創作絵本 宮西　達也 著

サカサかぞくのだんなキスがスキなんだ ほるぷ創作絵本 宮西　達也 著

みんなであそぼう！やさしいあやとり 野口　廣 著

オトタケ先生の３つの授業 乙武　洋匡 著 下平　けーすけ 画

どうしてかわかる？ 世界のなぞかけ昔話　１ ジョージ・シャノン 著 ピーター・シス 画 福本　友美子 訳

あたまをひねろう！ 世界のなぞかけ昔話　２ ジョージ・シャノン 著 ピーター・シス 画 福本　友美子 訳

やっとわかったぞ！ 世界のなぞかけ昔話　３ ジョージ・シャノン 著 ピーター・シス 画 福本　友美子 訳

読書かんそう文のかきかた　低学年向き 読書かんそう文のかきかた　低学年向き紺野　順子 著

読書感想文の書き方　中学年向き 読書感想文の書き方 依田　逸夫 著

ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件　上 ポプラカラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１４深沢　美潮 著 山田　Ｊ太 画

ＩＱ探偵ムー浦島太郎殺人事件　下 ポプラカラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１５深沢　美潮 著 山田　Ｊ太 画

ＩＱ探偵ムーバカ田トリオのゆううつ ポプラカラフル文庫　ＩＱ探偵シリーズ　１７深沢　美潮 著 山田　Ｊ太 画

たのしい！みんなのあやとり

世界のお金１００ しらべ図鑑マナペディア

奥薗壽子の子どものごはん じょうぶに育つ簡単レシピ 奥薗　壽子 著

奥薗壽子の子どものおやつ 簡単・安心！愛情レシピ 奥薗　壽子 著

奥薗壽子の子どものお弁当 手早く作れる！お助けレシピ 奥薗　壽子 著

奥薗壽子の子どもの朝ごはん 毎日簡単！元気レシピ 奥薗　壽子 著

奥薗壽子の子どもの健康ごはん 元気いちばん！健康レシピ 奥薗　壽子 著

一期一会スキだから。 小学生文庫 マインドウェイブ 画 粟生　こずえ 著

一期一会伝えたいコト。 小学生文庫 マインドウェイブ 画 粟生　こずえ 著

一期一会信じるキモチ。 小学生文庫 マインドウェイブ 画 粟生　こずえ 著

一期一会運命ってヤツ。 小学生文庫 マインドウェイブ 画 粟生　こずえ 著

一期一会ちょっとの勇気。 小学生文庫 マインドウェイブ 画 粟生　こずえ 著

一期一会一生の友だち。 小学生文庫 マインドウェイブ 画 粟生　こずえ 著



一期一会世界一のスキ。 恋のときめきプロフブック 小学生文庫 マインドウェイブ 画 粟生　こずえ 著

一期一会世界一の仲間。 友と青春のプロフブック 小学生文庫

車いすバスケで夢を駆けろ 元Ｊリーガー京谷和幸の挑戦 ノンフィクション知られざる世界京谷　和幸 著

心のおくりびと東日本大震災復元納棺師 思い出が動き出す日 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

教室消えない虹 真田　コジマ 著

さくら 原発被災地にのこされた犬たち 馬場　国敏 著 江頭　路子 画

にんじゃあまがえる しぜんにタッチ！ 榎本　功 写真

まるまるだんごむし しぜんにタッチ！ 榎本　功 写真

やさいはいきている そだててみようやさいのきれはし しぜんにタッチ！ 岩間　史朗 写真

へんしんおたまじゃくし しぜんにタッチ！ 榎本　功 写真

あさがおさいた しぜんにタッチ！ 片野　隆司 写真

どんぐりころころ しぜんにタッチ！ 片野　隆司 写真

ゆきのかたち しぜんにタッチ！ 片野　隆司 写真

みかんのひみつ しぜんにタッチ！ 岩間　史朗 写真

だいすきハムスター しぜんにタッチ！ 内山　晟 写真

おおきくなったよさるのあかちゃん しぜんにタッチ！ さえぐさ　ひろこ 著 松成　由起子 写真

チョコレートだいすき しぜんにタッチ！

カレーのひみつ しぜんにタッチ！

おすしのさかな しぜんにタッチ！

ぎゅうにゅうだいへんしん！ しぜんにタッチ！

へんしんだいずくん しぜんにタッチ！

はちみつができるまで しぜんにタッチ！

タンゲくん 日本傑作絵本シリーズ 片山　健 著

かぶとむし　新版 かぶとむしの一生 こんちゅうの一生シリーズ得田　之久 著

かまきり　新版 おおかまきりの一生 こんちゅうの一生シリーズ得田　之久 著

ちょう　新版 あげはの一生 こんちゅうの一生シリーズ得田　之久 著

とんぼ　新版 ぎんやんまの一生 こんちゅうの一生シリーズ得田　之久 著

はち　新版 ふたもんあしながばちの一生 こんちゅうの一生シリーズ得田　之久 著

おばけはみんなのみかたです ポプラ社の新・小さな童話　２７０//おばけマンションシリーズ//３０むらい　かよ 著

よいこになれる！？おばけキャンディー ポプラ社の新・小さな童話　２６８//おばけマンションシリーズ//２９むらい　かよ 著

たのしいあやとり遊び はじめてでもすぐできる！ 瀬戸　宙子 著

戦国武将５５ 英雄たちの人生でわかる戦国時代 しらべ図鑑マナペディア

もしも日本人がみんな米つぶだったら スローブック 山口　タオ 著 津川　シンスケ 画

さるのせんせいとへびのかんごふさん 穂高　順也 著 荒井　良二 画

へびのせんせいとさるのかんごふさん 穂高　順也 著 荒井　良二 画

ＬＯＶＥまさお君が行く！ 小学館ジュニアシネマ文庫水稀　しま，高橋　泉 著 テレビ東京「ペット大集合！ポチたま～まさお君が行く！ポチたまペットの旅～

マリと子犬の物語 山古志村小さな命のサバイバル 小学館ジュニアシネマ文庫時海　結以，他 著 桑原　眞二，大野　一興 原著

名探偵コナン１１人目のストライカー 小学館ジュニアシネマ文庫水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著

おかえり、はやぶさ 希望をのせた宇宙の翼 小学館ジュニアシネマ文庫百瀬　しのぶ，金子　ありさ 著

劇場版イナズマイレブンＧＯ究極の絆グリフォン 小学館ジュニアシネマ文庫冨岡　淳広 著

フレンズもののけ島のナキ 小学館ジュニアシネマ文庫宮沢　みゆき，山崎　貴 著

イースターラビットのキャンディ工場 小学館ジュニアシネマ文庫水稀　しま，他 著

ロックわんこの島 小学館ジュニアシネマ文庫水稀　しま，他 著

岳－ガク 小学館ジュニアシネマ文庫世良　ふゆみ 著 石塚　真一 原著 吉田　智子 著

レイトン教授と永遠の歌姫 小学館ジュニアシネマ文庫松井　亜弥 著 レベルファイブ 原著

ウルルの森の物語 小学館ジュニアシネマ文庫世良　ふゆみ，他 著

怪盗グルーの月泥棒３Ｄ 小学館ジュニアシネマ文庫水稀　しま，他 著

きな子 見習い警察犬の物語 小学館ジュニアシネマ文庫水稀　しま，他 著

こうすればじょうずに節電できる こどもスーパー新書

一期一会世界一のアイツ。 恋の始まりプロフブック 小学生文庫

一期一会世界一の親友。 友力ＵＰプロフブック 小学生文庫

一期一会恋の決心。 選んでたどる恋ストーリー 小学生文庫 チーム１５１Ｅ☆ 著

一期一会キミの存在。 選んでたどる友ストーリー 小学生文庫 チーム１５１Ｅ☆ 著

一期一会世界一のモテ。 恋の大作戦プロフブック 小学生文庫

名探偵コナン理科ファイル空気と水の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 金井　正幸 画

名探偵コナン理科ファイル太陽と月の秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 太田　勝，窪田　一裕 画

名探偵コナン理科ファイル力と動きの秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 金井　正幸 画

名探偵コナン理科ファイル人のからだの秘密 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 阿部　ゆたか，丸　伝次郎 画

名探偵コナン推理ファイル音楽の謎 小学館学習まんがシリーズ　ＣＯＮＡＮ　ＣＯＭＩＣ　ＳＴＵＤＹ　ＳＥＲＩＥＳ青山　剛昌 原著 阿部　ゆたか，丸　伝次郎 画



ルルとララのしらたまデザート おはなしトントン　３４ あんびる　やすこ 著

ルルとララのホットケーキ おはなしトントン　２７ あんびる　やすこ 著

ルルとララのふんわりムース おはなしトントン　２３ あんびる　やすこ 著

脳力アップめざせ！ＩＱクイズマスター　１ 脳力アップめざせ！ＩＱクイズマスターワン・ステップ 編

脳力アップめざせ！ＩＱクイズマスター　２ 脳力アップめざせ！ＩＱクイズマスターワン・ステップ 編

脳力アップめざせ！ＩＱクイズマスター　３ 脳力アップめざせ！ＩＱクイズマスターワン・ステップ 編

脳力アップめざせ！ＩＱクイズマスター　４ 脳力アップめざせ！ＩＱクイズマスターワン・ステップ 編

ホラー横丁１３番地　１ ホラー横丁１３番地 トミー・ドンババンド 著 伏見　操 訳 ヒョーゴノスケ 画

ホラー横丁１３番地　２ ホラー横丁１３番地 トミー・ドンババンド 著 伏見　操 訳 ヒョーゴノスケ 画

ホラー横丁１３番地　３ ホラー横丁１３番地 トミー・ドンババンド 著 伏見　操 訳 ヒョーゴノスケ 画

ホラー横丁１３番地　４ ホラー横丁１３番地 トミー・ドンババンド 著 伏見　操 訳 ヒョーゴノスケ 画

ホラー横丁１３番地　５ ホラー横丁１３番地 トミー・ドンババンド 著 伏見　操 訳 ヒョーゴノスケ 画

ホラー横丁１３番地　６ ホラー横丁１３番地 トミー・ドンババンド 著 伏見　操 訳 ヒョーゴノスケ 画

いとをかし！百人一首 平安時代へタイムスリップ 集英社みらい文庫　み　３－１光丘　真理 著 甘塩　コメコ 画

いとをかし！百人一首紫式部がトツゲキ取材！？ 集英社みらい文庫　み　３－２光丘　真理 著 甘塩　コメコ 画

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

チャレンジ小学漢字辞典　第５版　コンパクト版

校庭のざっ草 有沢　重雄 著 松岡　真澄 画

みみずのたいそう 詩はともだち 市河　紀子 編 西巻　茅子 画 神沢　利子，他 著

むしのあいうえお 今森　光彦 著

あがりめさがりめ おかあさんと子どものあそびうた 真島　節子 著

ともだちみつけた あかね・新えほんシリーズ　３９森山　京 著 松成　真理子 画

のねずみチッチ ふくざわ　ゆみこ 著

いいものもらった えほん・こどもとともに 森山　京 著 村上　勉 画

すみれおばあちゃんのひみつ 植垣　歩子 著

おばあちゃんのすてきなおくりもの カーラ・スティーブンズ 著 掛川　恭子 訳

ハナさんのおきゃくさま 福音館創作童話シリーズ角野　栄子 著

おなべおなべにえたかな こどものとも傑作集　１１３こいで　やすこ 著

まのいいりょうし 日本の民話えほん 小沢　正 著 飯野　和好 画

ピーターのいす エズラ・ジャック・キーツ 著 きじま　はじめ 訳

うしはどこでも「モ～！」 エレン・スラスキー・ワインスティーン 著 ケネス・アンダーソン 画 桂　かい枝 訳

オバケちゃん オバケちゃんの本　１ 松谷　みよ子 著

こころの花たば ＰＨＰにこにこえほん 城谷　英男 著

まるいちきゅうのまるいちにち 安野　光雅 編 エリック・カール，他 画

こいぬがうまれるよ 福音館のかがくのほん ジョアンナ・コール 著 ジェローム・ウェクスラー 写真 つぼい　いくみ 訳

ティッチ 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 石井　桃子 訳

しんせつなともだち こどものとも傑作集　３９ 方　軼羣 著 君島　久子 訳 村山　知義 画

かもとりごんべえ むかしむかし絵本　１９ 西郷　竹彦 著 瀬川　康男 画

天女の里がえり 中国のむかしばなし 大型絵本 君島　久子 著 小野　かおる 画

おひさまいろのきもの 日本傑作絵本シリーズ 広野　多珂子 著

おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン 著 エヴァ・エリクソン 画 菱木　晃子 訳



ごきげんいかががちょうおくさん 世界傑作童話シリーズ　どうぶつむらのがちょうおくさん　１のまきミリアム・クラーク・ポター 著 松岡　享子 訳 河本　祥子 画

しろいゆきあかるいゆき アルビン・トレッセルト 著 ロジャー・デュボアザン 画 江國　香織 訳

おへそのひみつ かがくのとも傑作集　わくわくにんげんやぎゅう　げんいちろう 著

世界のだっことおんぶの絵本 だっこされて育つ赤ちゃんの一日 エメリー・バーナード 著 ドゥルガ・バーナード 画

鳥の巣ものがたり 鈴木　まもる 著

月人石 乾千恵の書の絵本 こどものとも傑作集 乾　千恵，谷川　俊太郎 著 川島　敏生 写真

だいくとおにろく こどものとも傑作集　３６ 松居　直 著 赤羽　末吉 画

ねこのおんがえし よみたいききたいむかしばなし　１のまき中川　李枝子 著 山脇　百合子 画

やまなしもぎ 日本傑作絵本シリーズ 平野　直 著 太田　大八 画

あのときすきになったよ 教育画劇みんなのえほん薫　くみこ 著 飯野　和好 画

おさるのまいにち どうわがいっぱい　２２ いとう　ひろし 著

おっきょちゃんとかっぱ こどものとも傑作集　１１２長谷川　摂子 著 降矢　奈々 画

おとうさん・パパ・おとうちゃん たんぽぽえほんシリーズ みやにし　たつや 著

くまの子ウーフ くまの子ウーフの童話集　１神沢　利子 著 井上　洋介 画

チムとゆうかんなせんちょうさん 世界傑作絵本シリーズ・イギリスの絵本　チムシリーズ　１エドワード・アーディゾーニ 著 せた　ていじ 訳

にじ ウィルコンの絵本シリーズジークフリード・ピー・ルプレヒト 著 ヨゼフ・ウィルコン 画 いずみ　ちほこ 訳

ねこのなまえ いとう　ひろし 著

なぞなぞのすきな女の子 新しい日本の幼年童話　５松岡　享子 著

おまえうまそうだな 絵本の時間　２３ 宮西　達也 著

虫たちのふしぎ 新開　孝 著

すごいびっくり昆虫のふしぎパワー 海野　和男 著

ふしぎなはなや おはなしえほんシリーズ　１４竹下　文子 著 杉浦　範茂 画

もりのかくれんぼう 末吉　暁子 著 林　明子 画

スーザンのかくれんぼ　新装版 ルイス・スロボドキン 著 やまぬし　としこ 訳

タンポポのわたげ 花のたね・木の実のちえ　１ネイチャー・プロ編集室 編著

とうさんおはなしして ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 著 三木　卓 訳

ともだちからともだちへ アンソニー・フランス 著 ティファニー・ビーク 画 木坂　涼 訳

空にぐ～んと手をのばせ 新沢　としひこ 著

ぼくはねこのバーニーがだいすきだった ジュディス・ボースト 著 エリック・ブレグバッド 画 中村　妙子 訳

木いちごつみ 子どものための詩と絵の本 日本傑作絵本シリーズ 岸田　衿子 著 山脇　百合子 画

コウテイペンギンのおやこ 親と子の写真絵本　４ 内山　晟 著

どうぶつえんガイド よんでたのしい　いってたのしい 福音館のかがくのほん あべ　弘士 著

はじめてのかり 絵本アフリカのどうぶつたち　第　１集//ライオンのかぞく吉田　遠志 著

たんぽぽ 絵本のおくりもの 甲斐　信枝 著

ことばあそびうた 日本傑作絵本シリーズ 谷川　俊太郎 著 瀬川　康男 画

おだんごころころ 子どもがはじめてであう民話　１０大川　悦生 著 伊勢　英子 画

ぼうさまのき 日本むかし話　４ 松谷　みよ子 著 瀬川　康男 画

さるじぞう 幼児みんわ絵本　１４ 鈴木　喜代春 著 北島　新平 画

びんぼうがみとふくのかみ 子どもがはじめてであう民話　９大川　悦生 著 長谷川　知子 画

はつゆめはひみつ 行事むかしむかし　１月 谷　真介 著 赤坂　三好 画

ゆきおんな むかしむかし絵本　２２ 松谷　みよ子 著 朝倉　摂 画

おかあさんの目 あかね創作えほん　２７ あまん　きみこ 著 くろい　けん 画

おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ 世界傑作童話シリーズ Ｊ．ロッシュ・マゾン 著 堀内　誠一 訳

ぞうのホートンたまごをかえす　新装版 ドクター・スースの絵本 ドクター・スース 著 白木　茂 訳

としょかんライオン 海外秀作絵本　１７ ミシェル・ヌードセン 著 ケビン・ホークス 画 福本　友美子 訳

鬼ぞろぞろ 舟崎　克彦 著 赤羽　末吉 画

りこうなおきさき ルーマニアのたのしいお話 岩波おはなしの本 モーゼス・ガスター 著 光吉　夏弥 訳

かえるの平家ものがたり 日本傑作絵本シリーズ 日野　十成 著 斎藤　隆夫 画

ケイゾウさんは四月がきらいです。 福音館創作童話シリーズ市川　宣子 著 さとう　あや 画

ソフィーとカタツムリ 評論社の児童図書館・文学の部屋ディック・キング・スミス 著 デイヴィッド・パーキンズ 画 石随　じゅん 訳

みどりの船 あかねせかいの本 クェンティン・ブレイク 著 千葉　茂樹 訳

木 こどものとも傑作集 佐藤　忠良 画 木島　始 著

しょうたとなっとう ふしぎいっぱい写真絵本　２星川　ひろ子，星川　治雄 著

たまごのはなし かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさないのち ダイアナ・アストン 著 シルビア・ロング 画 千葉　茂樹 訳

ふたり★おなじ星のうえで 谷川　俊太郎 著 塚本　やすし 画 谷本　美加 写真

町のけんきゅう 世界一のけんきゅう者になるために みぢかなかがく 岡本　信也，岡本　靖子 著 伊藤　秀男 画

たまごからうま ベンガルの民話 世界の民話傑作選 酒井　公子 著 織茂　恭子 画

ほしになったりゅうのきば 日本傑作絵本シリーズ 君島　久子 著 赤羽　末吉 画

キロコちゃんとみどりのくつ おはなしフェスタ　７ たかどの　ほうこ 著



だれもしらない 灰谷　健次郎 著 長谷川　集平 画

トチノキ村の雑貨屋さん 茂市　久美子 著

ぼくは王さま 新・名作の愛蔵版 寺村　輝夫 著

木はいいなあ ジャニス・メイ・ユードリイ 著 マーク・シーモント 画 さいおんじ　さちこ 訳

ポリーとはらぺこオオカミ　新装 せかいのどうわシリーズ キャサリン・ストー 著 掛川　恭子 訳

介助犬ターシャ 大塚　敦子 著

雑木林のコレクション ふしぎコレクション　２ 今森　光彦 著

はらっぱ 戦争・大空襲・戦後いま 童心社の絵本 神戸　光男 著 西村　繁男 画

かたあしだちょうのエルフ おはなし名作絵本　９ おのき　がく 著

少年と子だぬき おはなし名作絵本　３０ 佐々木　たづ 著 杉浦　範茂 画

あなたのいえわたしのいえ かがくのとも傑作集　３ 加古　里子 著

ねっこぼっこ ジビュレ・フォン・オルファース 著 秦　理絵子 訳

こぎつねキッペのはるのうた おはなしバスケット　４ 今村　葦子 著 降矢　奈々 画

むしたちのさくせん かがくのとも傑作集　どきどきしぜん宮武　頼夫 著 得田　之久 画

ねこじゃらしの野原 とうふ屋さんの話 子どもの文学傑作選 安房　直子 著

ようせいのゆりかご せかいのどうわシリーズ ルース・エインワース 著 河本　祥子 訳

おやすみなさいまたあした 幼い子どものための詩の本 神沢　利子 著

夕日がせなかをおしてくる しのえほん　４ 阪田　寛夫 著 高畠　純 画

きつね三吉 日本の童話名作選 佐藤　さとる 著 村上　勉 画

どうぶつさいばんライオンのしごと 竹田津　実 著 あべ　弘士 画

菜の子先生がやってきた！ 学校ふしぎ案内・つむじ風の一学期 福音館創作童話シリーズ富安　陽子 著 ＹＵＪＩ 画

百まいのドレス エレナー・エスティス 著 石井　桃子 訳 ルイス・スロボドキン 画

ぼくらの地図旅行 福音館のかがくのほん 那須　正幹 著 西村　繁男 画

花はどこから 花・花びん・水をめぐる３つのものがたり 大西　暢夫 写真 一澤　ひらり 著

手で食べる？ たくさんのふしぎ傑作集 森枝　卓士 著

わたしのせいじゃない せきにんについて あなたへ　６ レイフ・クリスチャンソン 著 二文字　理明 訳 ディック・ステンベリ 画

車のいろは空のいろ　１　新装版 車のいろは空のいろ あまん　きみこ 著

口で歩く おはなしプレゼント 丘　修三 著 立花　尚之介 画

じごくのそうべえ 童心社の絵本　３ 田島　征彦 著

チョコレート戦争 新・名作の愛蔵版 大石　真 著

びりっかすの神さま 新・子どもの文学 岡田　淳 著

おじいさんのハーモニカ ヘレン　Ｖ．グリフィス 著 ジェイムズ・スティーブンソン 画 今村　葦子 訳

火曜日のごちそうはヒキガエル 評論社の児童図書館・文学の部屋　ヒキガエルとんだ大冒険　１ラッセル　Ｅ．エリクソン 著 ローレンス・ディ・フィオリ 画 佐藤　凉子 訳

ちいさくなったパパ 世界の絵本コレクション ウルフ・スタルク 著 はた　こうしろう 画 菱木　晃子 訳

ぬすまれた宝物 評論社の児童図書館・文学の部屋ウイリアム・スタイグ 著 金子　メロン 訳

魔女学校の一年生 評論社の児童図書館・文学の部屋　ミルドレッドの魔女学校　１ジル・マーフィ 著 松川　真弓 訳

ジュディ・モード、地球をすくう！ ジュディ・モードとなかまたち　３メーガン・マクドナルド 著 ピーター・レイノルズ 画 宮坂　宏美 訳

がんばれヘンリーくん　改訂新版 ベバリイ・クリアリー 著 松岡　享子 訳 ルイス・ダーリング 画

いっぽんの鉛筆のむこうに たくさんのふしぎ傑作集 谷川　俊太郎 著

ハブの棲む島 伝説のハブ捕り名人と奄美の森の物語 シリーズ・自然いのちひと　８西野　嘉憲 著

ききみみずきん 岩波の子どもの本　カンガルー印木下　順二 著 初山　滋 画

きまぐれロボット フォア文庫　Ｂ　３１２ 星　新一 著 和田　誠 画

オキクルミのぼうけん　新装版 アイヌの民話 萱野　茂 著 斎藤　博之 画

オオサンショウウオの夏 きらきらジュニアライブシリーズ阿部　夏丸 著 かみや　しん 画

ふなひき太良 沖縄の絵本 創作絵本　２ 儀間　比呂志 著

じっぽ まいごのかっぱはくいしんぼう あかね創作読物シリーズ　２２たつみや　章 著

１００万回生きたねこ 佐野　洋子 著

野はらの音楽家マヌエロ ドン・フリーマン 著 みはら　いずみ 訳

クマノミとサンゴの海の魚たち ちしきのぽけっと　５ 大方　洋二 著

サンゴの森 そうえんしゃ・写真のえほん　３なかむら　こうじ 写真 キャサリン・ミュジック 著

はんぶんペペちゃん どうわのとびらシリーズ 村中　李衣 著 ささめや　ゆき 画

おかあさんがいっぱい みんなの文学　５ 東　君平 著

ものぐさトミー 岩波の子どもの本　カンガルー印ペーン・デュボア 著 松岡　享子 訳

ちちんぷいぷい ことばの宝箱 川崎　洋，木坂　涼 編 杉田　比呂美 画

かきやまぶし 狂言えほん　２ 内田　麟太郎 著 大島　妙子 画

空へつづく神話 富安　陽子 著 広瀬　弦 画

進化のはなし 地球の生命はどこからきたか 評論社の児童図書館・絵本の部屋スティーブ・ジェンキンズ 著 佐藤　見果夢 訳

土をつくる生きものたち 雑木林の絵本 ちしきのぽけっと　１ 谷本　雄治 著 盛口　満 画

米が育てたオオクワガタ イワサキ・ノンフィクション　４山口　進 著



ツキノワグマ 宮崎　学 著

山のごちそうどんぐりの木 絵本〈気になる日本の木〉シリーズゆのき　ようこ 著 川上　和生 画

棚田を歩けば 青柳　健二 著

トイレのおかげ たくさんのふしぎ傑作集 森枝　雄司 著 はら　さんぺい 画

三河のエジソン 障害を克服する自助具の発明家加藤源重 感動ノンフィクションシリーズ今関　信子 著

クローディアの秘密　新版 岩波少年文庫　５０ Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 著 松永　ふみ子 訳

ねこと友だち 伊東　寛 著

ぼちぼちいこか マイク・セイラー 著 ロバート・グロスマン 画 今江　祥智 訳

王子とこじき　上 偕成社文庫　３０７４ マーク・トウェイン 著 河田　智雄 訳

王子とこじき　下 偕成社文庫　３０７３ マーク・トウェイン 著 河田　智雄 訳

しずくの首飾り ジョーン・エイキン 著 猪熊　葉子 訳

ワイズ・ブラウンの詩の絵本 マーガレット・ワイズ・ブラウン 著 レナード・ワイスガード 画 木坂　涼 訳

はいくのえほん ひまわりえほんシリーズ 西本　鶏介 編著 清水　耕蔵 画

隅田川 愛しいわが子をさがして 能の絵本 片山　清司 著 小田切　恵子 画

つくも神 ポプラの森　１２ 伊藤　遊 著 岡本　順 画

こちらランドリー新聞編集部 世界の子どもライブラリーアンドリュー・クレメンツ 著 田中　奈津子 訳 伊東　美貴 画

イクバルの闘い 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 荒瀬　ゆみこ 訳

ジョットという名の少年 羊がかなえてくれた夢 パオロ・グアルニエーリ 著 ビンバ・ランドマン 画 せきぐち　ともこ 訳

土の中からでてきたよ 小川　忠博 著

和算 佐藤　健一 著

生ゴミはよみがえる 土はいのちのみなもと 菅野　芳秀 著

写真絵本国境なき医師団　１ 写真絵本国境なき医師団早乙女　勝元，山本　耕二 編 梅津　ちお 著

シマが基地になった日 沖縄伊江島二度めの戦争 ノンフィクション知られざる世界真鍋　和子 著

ピカドン だれも知らなかった子どもたちの原爆体験記 シリーズ子どもたちの未来のために

井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法 シリーズ子どもたちの未来のために井上　ひさし 著 いわさき　ちひろ 画

子どものための哲学対話 人間は遊ぶために生きている 永井　均 著

バスラの図書館員 イラクで本当にあった話 ジャネット・ウィンター 著 長田　弘 訳

ダーウィンのミミズの研究 たくさんのふしぎ傑作集 新妻　昭夫 著 杉田　比呂美 画

ローザ ニッキ・ジョヴァンニ 著 ブライアン・コリアー 画 さくま　ゆみこ 訳

おじいさんのランプ フォア文庫　Ｂ 新美　南吉 著 福田　庄助 画

銀のくじゃく 童話集 安房　直子 著 赤星　亮衛 画

肥後の石工 岩波少年文庫　７８ 今西　祐行 著

夏の庭 Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ 湯本　香樹実 著

新ちゃんがないた！ 文研じゅべにーる 佐藤　州男 著 長谷川　集平 画

約束 「無言館」への坂をのぼって 窪島　誠一郎 著 かせ　りょう 画

精霊の守り人 偕成社ポッシュ　軽装版 上橋　菜穂子 著 二木　真希子 画

北の国から　前編 倉本　聰 著

北の国から　後編 倉本　聰 著

アンジュール ある犬の物語 ガブリエル・バンサン 著

弟の戦争 ロバート・ウェストール 著 原田　勝 訳

歯みがきつくって億万長者 やさしくわかる経済の話 チア・ブックス　４ ジーン・メリル 著 岡本　さゆり 訳

そのままのキミがすき 木村　裕一 著 西村　香英 画

森へ たくさんのふしぎ傑作集 星野　道夫 著

ルリユールおじさん 講談社の創作絵本シリーズいせ　ひでこ 著

海時計職人ジョン・ハリソン 船旅を変えたひとりの男の物語 ルイーズ・ボーデン 著 エリック・ブレグバッド 画 片岡　しのぶ 訳

モギ：ちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク 著 片岡　しのぶ 訳

海があるということは 川崎洋詩集 詩と歩こう 川崎　洋 著 水内　喜久雄 撰 今成　敏夫 画

初心者でも超わかる！川づりの教科書 土屋書店編集部 編

見学！自然エネルギー大図鑑　１ 見学！自然エネルギー大図鑑

見学！自然エネルギー大図鑑　２ 見学！自然エネルギー大図鑑

見学！自然エネルギー大図鑑　３ 見学！自然エネルギー大図鑑

ＩＱ探偵タクトタクトＶＳムー！日本一の小学生探偵を探せ！？　上 ＩＱ探偵シリーズ　２１ 深沢　美潮 著 迎　夏生 画

ＩＱ探偵タクトタクトＶＳムー！日本一の小学生探偵を探せ！？　下 ＩＱ探偵シリーズ　２２ 深沢　美潮 著 迎　夏生 画

ＩＱ探偵ムー夢羽、マジシャンになる。　上 ＩＱ探偵シリーズ　２３ 深沢　美潮 著 山田　Ｊ太 画

ＩＱ探偵ムー夢羽、マジシャンになる。　下 ＩＱ探偵シリーズ　２４ 深沢　美潮 著 山田　Ｊ太 画

ＩＱ探偵ムー夢羽、海の家へ行く。 ＩＱ探偵シリーズ　２５ 深沢　美潮 著 山田　Ｊ太 画

ＩＱ探偵タクト未来と拓斗の神隠し ＩＱ探偵シリーズ　２６ 深沢　美潮 著 迎　夏生 画

真田幸村 戦国人物伝 日本の歴史　コミック版　２１すぎた　とおる 原著 中島　健志 画

伊達政宗 戦国人物伝 日本の歴史　コミック版　２２すぎた　とおる 原著 瀧　玲子 画



石田三成 戦国人物伝 日本の歴史　コミック版　２３すぎた　とおる 原著 やまざき　まこと 画

毛利元就 日本の歴史　コミック版　２４//戦国人物伝すぎた　とおる 原著 中島　健志 画

明智光秀 日本の歴史　コミック版　２５//戦国人物伝すぎた　とおる 原著 早川　大介 画

細川ガラシャ 日本の歴史　コミック版　２６//戦国人物伝すぎた　とおる 原著 瀧　玲子 画

長宗我部元親 日本の歴史　コミック版　２７//戦国人物伝水谷　俊樹 原著 やまざき　まこと 画

徳川家光 江戸人物伝 日本の歴史　コミック版　２８すぎた　とおる 原著 中島　健志 画

源頼朝 源平武将伝 日本の歴史　コミック版　２９水谷　俊樹 原著 中島　健志 画

木曾義仲 源平武将伝 日本の歴史　コミック版　３０水谷　俊樹 原著 早川　大介 画

なおこ、宇宙飛行士になる 角川つばさ文庫　Ｄ　や　１－１山崎　直子 著 松井　晴美 画

怪談レストランナビ霊 怪談レストラン 松谷　みよ子 編 たかい　よしかず，かとう　くみこ 画

怪談レストランナビ魔 怪談レストラン 松谷　みよ子 編 たかい　よしかず，かとう　くみこ 画

怪談レストランナビ妖 怪談レストラン 松谷　みよ子 編 たかい　よしかず，かとう　くみこ 画

２１世紀こども百科歴史館

百人一首大事典 光琳かるた他絵図解説を掲載 戸田　恭子

百人一首大事典 光琳かるた他絵図解説を掲載 戸田　恭子

百人一首大事典 光琳かるた他絵図解説を掲載 戸田　恭子

なぞなぞあそび２ たんていぴょこたん このみひかる

ぴょこたんのなぞなぞ一ねんせい ぴょこたんのあたまのたいそうこのみひかる

みんなであそぶなぞなぞわかるかな　２年生 たまごきかく

なぞなぞだいすき　１年生 なぞなぞ＆ゲーム王国

なぞなぞ３・４年生 たのしくあそぼう 本間正夫

なぞなぞスーパーサッカー２ ともだちにはないしょだよ41嵩瀬ひろし

ぴょこたんのまちがいえさがし このみひかる

なぞなぞめいろチャンネル このみひかる

ことわざ絵本 五味太郎

少年少女ことわざ辞典 小学館学習まんが 北原保雄/監修

航空会社のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ75佐藤守/構成　青木萌/作　山口育孝/漫画

ポンプのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ76おぎのひとし/漫画　ＹＨＢ編集企画/構成

しっぽのはたらき かがくのとも傑作集　１ 川田　健 著 薮内　正幸 画

まちのコウモリ ふしぎいっぱい写真絵本　７中川　雄三 写真

むしをたべるくさ ふしぎいっぱい写真絵本　９渡邉　弘晴 写真 伊地知　英信 著

かめとかたつむりの本 はじめての発見　２６ ジルベール・オーブル 画 手塚　千史 訳

宇宙の大常識 これだけは知っておきたい　２０安延　尚文 著

トマトのひみつ かがくのとも傑作集　どきどきしぜん山口　進 著

たんけんちびぞう 新しい日本の幼年童話 工藤　直子 著

日本の生活道具百科　１ イラストで見るモノのうつりかわり 日本の生活道具百科 中林　啓治 画

日本の生活道具百科　２ イラストで見るモノのうつりかわり 日本の生活道具百科 中林　啓治 画

日本の生活道具百科　３ イラストで見るモノのうつりかわり 日本の生活道具百科 中林　啓治 画

日本の生活道具百科　４ イラストで見るモノのうつりかわり 日本の生活道具百科 中林　啓治 画

日本の生活道具百科　５ イラストで見るモノのうつりかわり 日本の生活道具百科 中林　啓治 画

巣の大研究 どんなところにすんでいるの？　アリからビーバーまで、いきもの大集合！ 今泉　忠明 著

びっくり！ジャンボ昆虫園 安田　守 写真 柏原　晃夫 画 高岡　昌江 著

たんぽぽ かがくのとも傑作集　１４ 平山　和子 著

たんぽぽ かがくのとも傑作集　１４ 平山　和子 著

たんぽぽ かがくのとも傑作集　１４ 平山　和子 著

こんにちは、ビーバー たくさんのふしぎ傑作集 佐藤　英治 著

こんにちは、ビーバー たくさんのふしぎ傑作集 佐藤　英治 著

こんにちは、ビーバー たくさんのふしぎ傑作集 佐藤　英治 著

こんにちは、ビーバー たくさんのふしぎ傑作集 佐藤　英治 著

動物のくらし ほ乳類・鳥類・両生爬虫類 ニューワイド学研の図鑑　２２今泉　忠明

どうぶつ ほにゅうるい／はちゅうるい フレーベル館の図鑑ナチュラ　３今泉　忠明

小学生の自由研究　科学編　改訂版 学研の　実験観察工作 山村　紳一郎

小学生の夏休み自由研究 滝川　洋二

ねぇ知ってる？大図鑑 親子でびっくり！なるほど豆知識！！ 福岡　伸一

たべることはつながること しょくもつれんさのはなし みつけようかがく パトリシア・ローバー 著 ホリー・ケラー 画 ほそや　あおい 訳

みんなの宇宙授業 中川　人司，中川　沙矢佳 著 佐藤　諭 画

見つけるぞ、動物の体の秘密 動物かいぼう学者が挑む進化のなぞ くもんジュニアサイエンス 遠藤　秀紀 著

気象予報士わぴちゃんのお天気観察図鑑雲と空　図書館版 岩槻　秀明 著

気象予報士わぴちゃんのお天気観察図鑑観察と実験　図書館版 岩槻　秀明 著



気象予報士わぴちゃんのお天気観察図鑑季節の気象現象　図書館版 岩槻　秀明 著

ホネホネすいぞくかん 大西　成明 写真 松田　素子 著

ホネホネどうぶつえん 大西　成明 写真 松田　素子 著

ホネホネたんけんたい 大西　成明 写真 松田　素子 著

うみのいきもの こどものずかんＭｉｏ　４ 加藤　典康

きせつとしぜん こどものずかんＭｉｏ　１２ 加藤　典康

とり こどものずかんＭｉｏ　５ 加藤　典康

いきもののかいかた こどものずかんＭｉｏ　８ 加藤　典康

いけ・かわのいきもの こどものずかんＭｉｏ　３ 加藤　典康

くさばな・き こどものずかんＭｉｏ　７ 加藤　典康

きょうりゅう こどものずかんＭｉｏ　６ 加藤　典康

どうぶつ こどものずかんＭｉｏ　２ 加藤　典康

むし こどものずかんＭｉｏ　１ 加藤　典康

いろんなこそだてずかん ＰＨＰにこにこえほん 平田　昌広 著 スギヤマ　カナヨ 画

土のコレクション ふしぎコレクション　３ 栗田　宏一 著

周期表 ゆかいな元素たち！ 科学キャラクター図鑑 サイモン・バシャー 画 エイドリアン・ディングル 著 藤田　千枝 訳

じゅえきレストラン ふしぎいっぱい写真絵本　１９新開　孝 写真

世界あちこちゆかいな家めぐり たくさんのふしぎ傑作集 小松　義夫 著 西山　晶 画

漁師さんの森づくり 森は海の恋人 畠山　重篤 著

しごとば 鈴木　のりたけ 著

しごとば　続 しごとば　続 鈴木　のりたけ 著

しごとば　続々 しごとばシリーズ　３ 鈴木　のりたけ 著

しごとば東京スカイツリー 東京スカイツリー公認本 しごとばシリーズ　４ 鈴木　のりたけ 著

みんなを守るいのちの授業 大つなみと釜石の子どもたち 片田　敏孝，ＮＨＫ取材班 著

ヒロシマに原爆がおとされたとき 大道　あや 著

池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　６ 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題稲葉　茂勝 訳 アンジェラ・ロイストン 原著

池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　７ 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題稲葉　茂勝 訳 キャサリン・チャンバーズ 原著

池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　８ 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題稲葉　茂勝 訳 キャサリン・チャンバーズ 原著

池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　９ 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題稲葉　茂勝 訳 キャサリン・チャンバーズ 原著

池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　１０ 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題稲葉　茂勝 訳 アンジェラ・ロイストン 原著

ピカピカ俳句 こころをピカピカにする、親子で読みたい美しいことば 齋藤　孝 著

ピカピカ論語 こころをピカピカにする、親子で読みたい美しいことば 齋藤　孝 著

ピカピカ名文 こころをピカピカにする、親子で読みたい美しいことば 齋藤　孝 著

ピカピカ名詩 こころをピカピカにする、親子で読みたい美しいことば 齋藤　孝 著

ことば観察にゅうもん たくさんのふしぎ傑作集 米川　明彦 著 祖父江　慎 画

はがぬけたらどうするの せかいのこどもたちのはなし セルビー・ビーラー 著 ブライアン・カラス 画 こだま　ともこ 訳

辞書びきえほんことわざ グループ・コロンブス

短編！ほんとうにあった感動物語　１ 短編！ほんとうにあった感動物語石川　えりこ

短編！ほんとうにあった感動物語　２ 短編！ほんとうにあった感動物語石川　えりこ

短編！ほんとうにあった感動物語　３ 短編！ほんとうにあった感動物語石川　えりこ

短編！ほんとうにあった感動物語　４ 短編！ほんとうにあった感動物語石川　えりこ

短編！ほんとうにあった感動物語　５ 短編！ほんとうにあった感動物語石川　えりこ

短編！ほんとうにあった感動物語　６ 短編！ほんとうにあった感動物語石川　えりこ

短編！ほんとうにあった感動物語　７ 短編！ほんとうにあった感動物語石川　えりこ

絵で見てわかるはじめての古典　１巻 絵で見てわかるはじめての古典ＷＩＬＬ

絵で見てわかるはじめての古典　２巻 絵で見てわかるはじめての古典ＷＩＬＬ

絵で見てわかるはじめての古典　３巻 絵で見てわかるはじめての古典ＷＩＬＬ

絵で見てわかるはじめての古典　４巻 絵で見てわかるはじめての古典ＷＩＬＬ

絵で見てわかるはじめての古典　５巻 絵で見てわかるはじめての古典ＷＩＬＬ

絵で見てわかるはじめての古典　６巻 絵で見てわかるはじめての古典ＷＩＬＬ

絵で見てわかるはじめての古典　７巻 絵で見てわかるはじめての古典ＷＩＬＬ

絵で見てわかるはじめての古典　８巻 絵で見てわかるはじめての古典ＷＩＬＬ

絵で見てわかるはじめての古典　９巻 絵で見てわかるはじめての古典ＷＩＬＬ

絵で見てわかるはじめての古典　１０巻 絵で見てわかるはじめての古典ＷＩＬＬ

こどものためのすごい！名言 世界がひろがる５５のことば 齋藤　孝 著

はたらくくるま くもんのずかんえほん　２ 有沢　重雄

はっけんずかんのりもの はじめてのしぜん絵本 西片　拓史 画

はたらく自動車カード 幼児から くもんの写真図鑑カード 肥沼　恵一

もじもじさんのことば劇場　オノマトペの巻 西村　敏雄 著



おぼえる！学べる！たのしい四字熟語 青山　由紀

おぼえる！学べる！たのしいことわざ 北村　孝一

すうじだいぼうけん 宮下　すずか 著 みやざき　ひろかず 画

カタカナダイボウケン 宮下　すずか 著 みやざき　ひろかず 画

ひらがなだいぼうけん 宮下　すずか 著 みやざき　ひろかず 画

ななみちゃんの漢字えほん 正村　史郎 著 日本放送出版協会 編

エネルギーあなたはどれを選ぶ？　１ エネルギーあなたはどれを選ぶ？中垣　隆雄

エネルギーあなたはどれを選ぶ？　２ エネルギーあなたはどれを選ぶ？阿部　博光

エネルギーあなたはどれを選ぶ？　３ エネルギーあなたはどれを選ぶ？豊田　和隆

どうするどうするあなのなか 日本傑作絵本シリーズ きむら　ゆういち 著 高畠　純 画

どうぶつにふくをきせてはいけません ジュディ・バレット 著 ロン・バレット 画 ふしみ　みさを 訳

ゆうかんなアイリーン ウィリアム・スタイグ 著 おがわ　えつこ 訳

くもりときどきミートボール ジュディ・バレット 著 ロン・バレット 画 青山　南 訳

ベーコンわすれちゃだめよ パット・ハッチンス 著 渡辺　茂男 訳

はしるはしるとっきゅうれっしゃ かがくのとも傑作集　わくわくにんげん横溝　英一 著

ゴーゴーはしごしゃ おおきなかがく 市瀬　義雄 写真 つだ　かつみ 画

金曜日の砂糖ちゃん Ｌｕｎａ　Ｐａｒｋ　Ｂｏｏｋｓ 酒井　駒子 著

しごとをとりかえたおやじさん ノルウェー昔話 こどものともコレクション 山越　一夫 著 山崎　英介 画

巨人グミヤーと太陽と月 中国のむかしばなし 大型絵本 君島　久子 著 小野　かおる 画

ひなまつりにおひなさまをかざるわけ 行事の由来えほん 瀬尾　七重 著 岡本　順 画

おじいさんのはやぶさ ＨＡＹＡＢＵＳＡ２０７０ 間瀬　なおかた 著

うわさの怪談Ｒｅａｌ 魔夜　妖一

若おかみは小学生！ 講談社青い鳥文庫　１７１－７//花の湯温泉ストーリー//１令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ２ 講談社青い鳥文庫　１７１－８//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ３ 講談社青い鳥文庫　１７１－９//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ４ 講談社青い鳥文庫　１７１－１０//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ５ 講談社青い鳥文庫　１７１－１１//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ６ 講談社青い鳥文庫　１７１－１２//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ７ 講談社青い鳥文庫　１７１－１３//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ８ 講談社青い鳥文庫　１７１－１４//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ９ 講談社青い鳥文庫　１７１－１５//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１０ 講談社青い鳥文庫　１７１－１６//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１１ 講談社青い鳥文庫　１７１－１７//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１２ 講談社青い鳥文庫　１７１－１８//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１３ 講談社青い鳥文庫　１７１－１９//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１４ 講談社青い鳥文庫　１７１－２１//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

おっこのＴＡＩＷＡＮおかみ修業！ 若おかみは小学生！スペシャル 講談社青い鳥文庫　１７１－２０令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１５ 講談社青い鳥文庫　１７１－２２//花の湯温泉ストーリー//花の湯温泉ストーリー//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１６ 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

料理少年Ｋタロー　１ カラフル文庫　令丈ヒロ子の料理少年Ｋタローシリーズ　１令丈　ヒロ子 著 いしかわ　じゅん 画

料理少年Ｋタロー　２ カラフル文庫　料理少年Ｋタローシリーズ　２令丈　ヒロ子 著 いしかわ　じゅん 画

料理少年Ｋタロー　３ カラフル文庫　料理少年Ｋタローシリーズ　３令丈　ヒロ子 著 いしかわ　じゅん 画

料理少年Ｋタロー　４ カラフル文庫　料理少年Ｋタローシリーズ　４令丈　ヒロ子 著 いしかわ　じゅん 画

ともだちつれてよろしいですか ベアトリス・シェンク・ド・レーニエ 著 ベニ・モントレソール 画 わたなべ　しげお 訳

とうさんはタツノオトシゴ エリック・カール 著 さの　ようこ 訳

おばけのいちにち 長　新太 著

ゼラルダと人喰い鬼 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

へいきのヘイタ イシシとノシシのスッポコペッポコへんてこ話 ポプラ物語館　１０ 原　ゆたか 画 原　京子 著

かいけつゾロリのなぞなぞ２００連発！ 原　ゆたか 原著 嵩瀬　ひろし 著

かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう かいけつゾロリシリーズ　５０原　ゆたか 著

かいけつゾロリのメカメカ大さくせん かいけつゾロリシリーズ　５１原　ゆたか 著

ひこいちばなし むかしむかし絵本　１ 大川　悦生 著 箕田　源二郎 画

やまんばのにしき むかしむかし絵本　２ 松谷　みよ子 著 瀬川　康男 画

かさこじぞう むかしむかし絵本　３ 岩崎　京子 著 新井　五郎 画

なしとりきょうだい むかしむかし絵本　４ 神沢　利子 著 遠藤　てるよ 画

ちからたろう むかしむかし絵本　５ 今江　祥智 著 田島　征三 画

りゅうぐうのおよめさん むかしむかし絵本　６ 松谷　みよ子 著 朝倉　摂 画

つるにょうぼう むかしむかし絵本　７ 神沢　利子 著 井口　文秀 画

三ねんねたろう むかしむかし絵本　８ 大川　悦生 著 渡辺　三郎 画



ききみみずきん むかしむかし絵本　９ 岩崎　京子 著 若菜　珪 画

ふるやのもり むかしむかし絵本　１０ 今江　祥智 著 松山　文雄 画

いっすんぼうし むかしむかし絵本　１１ 大川　悦生 著 遠藤　てるよ 画

かちかちやま むかしむかし絵本　１２ 松谷　みよ子 著 瀬川　康男 画

さるかにばなし むかしむかし絵本　１３ 西郷　竹彦 著 福田　庄助 画

ももの子たろう むかしむかし絵本　１４ 大川　悦生 著 箕田　源二郎 画

はなさかじい むかしむかし絵本　１５ 吉沢　和夫 著 桜井　誠 画

したきりすずめ むかしむかし絵本　１６ 松谷　みよ子 著 村上　幸一 画

わらしべちょうじゃ むかしむかし絵本　１７ 西郷　竹彦 著 佐藤　忠良 画

こぶとり むかしむかし絵本　１８ 大川　悦生 著 大田　耕士 画

かもとりごんべえ むかしむかし絵本　１９ 西郷　竹彦 著 瀬川　康男 画

うらしまたろう むかしむかし絵本　２０ 大川　悦生 著 村上　幸一 画

きんいろのきつね むかしむかし絵本　２１ 大川　悦生 著 赤羽　末吉 画

ゆきおんな むかしむかし絵本　２２ 松谷　みよ子 著 朝倉　摂 画

たぬきむかし むかしむかし絵本　２３ 吉沢　和夫 著 福田　庄助 画

きんつばじへい むかしむかし絵本　２４ 大川　悦生 著 赤羽　末吉 画

白鳥のコタン むかしむかし絵本　２５ 安藤　美紀夫 著 水四　澄子 画

兵六ものがたり むかしむかし絵本　２６ 西郷　竹彦 著 箕田　源二郎 画

かみながひめ むかしむかし絵本　２７ 有吉　佐和子 著 秋野　不矩 画

赤神と黒神 むかしむかし絵本　２８ 松谷　みよ子 著 丸木　位里 画

あほう村の九助 むかしむかし絵本　２９ 大川　悦生 著 福田　庄助 画

しらさぎちょうじゃ むかしむかし絵本　３０ 加来　宣幸 著 小野木　学 画

てんてんむし 絵本・ふしぎはたのしい あべ　弘士 著

１と７ 二宮　由紀子 著 高畠　純 画

せかいでひとつだけのケーキ あいはら　ひろゆき 著 あだち　なみ 画

ロバのシルベスターとまほうの小石 評論社の児童図書館・絵本の部屋ウィリアム・スタイグ 著 せた　ていじ 訳

かあさんのいす あかねせかいの本　８ ベラ　Ｂ．ウイリアムズ 著 佐野　洋子 訳

イルカにあいたい 難病の少年、正ちゃんの願い こやま　峰子 著 大島　妙子 画

ノミちゃんのすてきなペット ルイス・スロボドキン 著 三原　泉 訳

どろぼうがないた 杉川　としひろ 著 ふくだ　じゅんこ 画

ペーテルとぺトラ 大型絵本 アストリッド・リンドグレーン 著 クリスティーナ・ディーグマン 画 大塚　勇三 訳

ハンダのびっくりプレゼント アイリーン・ブラウン 著 福本　友美子 訳

たのしいおまつり ナイジェリアのクリスマス イフェオマ・オニェフル 著 さくま　ゆみこ 訳

オーボラーラ男爵の大冒険 イシシとノシシのスッポコペッポコへんてこ話 ポプラ物語館　１８ 原　京子 著 原　ゆたか 画

おうさまのおひっこし 日本傑作絵本シリーズ 牡丹　靖佳 著

風にふかれて 今江　祥智 著 長　新太 画

よるくまくるよ ことばあそびの絵本 石津　ちひろ 著 藤枝　リュウジ 画

ぞうからかうぞ ことばあそびの絵本 石津　ちひろ 著 藤枝　リュウジ 画

ぞうのさんすう ヘルメ・ハイネ 著 いとう　ひろし 訳

あたまにつまった石ころが キャロル・オーティス・ハースト 著 ジェイムズ・スティーブンソン 画 千葉　茂樹 訳

ピリカ、おかあさんへの旅 日本傑作絵本シリーズ 越智　典子 著 沢田　としき 画

ジェイミー・オルークとなぞのプーカ アイルランドのむかしばなし トミー・デ・パオラ 著 福本　友美子 訳

ハンタイおばけ トム・マックレイ 著 エレナ・オドリオゾーラ 画 青山　南 訳

みんなをビックリさせる！かんたん手品がいっぱい！ まなぶっく カルチャーランド 著

オドロキ！！超ふしぎマジック 大人にはないしょだよ　６４上口　龍生 著 伊東　ぢゅん子 画

風が吹くとき レイモンド・ブリッグズ 著 さくま　ゆみこ 訳

視覚ミステリーえほん ウォルター・ウィック 著 林田　康一 訳

パーラ　上 パーラ ラルフ・イーザウ 著 酒寄　進一 訳 佐竹　美保 画

パーラ　下 パーラ ラルフ・イーザウ 著 酒寄　進一 訳 佐竹　美保 画

エンデュアランス号大漂流 エリザベス・コーディー・キメル 著 千葉　茂樹 訳

りんごがドスーン ジョイフルえほん傑作集　１６多田　ヒロシ 著

ぶきゃぶきゃぶー 講談社の創作絵本シリーズ内田　麟太郎 著 竹内　通雅 画

おとうとねずみチロのはなし 森山　京 著

いつもちこくのおとこのこ ジョン・パトリック・ノーマン・マクヘネシー あかねせかいの本　１７ ジョン・バーニンガム 著 たにかわ　しゅんたろう 訳

のどか森の動物会議 子どもの文学・青い海シリーズ　９ボイ・ロルンゼン 著 山口　四郎 訳

おしくら・まんじゅう かがくい　ひろし 著

動物と話せる少女リリアーネ　１ 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

動物と話せる少女リリアーネ　２ 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

動物と話せる少女リリアーネ　３ 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



動物と話せる少女リリアーネ　４ 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

動物と話せる少女リリアーネ　５ 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

シノダ！チビ竜と魔法の実 富安　陽子 著 大庭　賢哉 画

シノダ！樹のことばと石の封印 富安　陽子 著 大庭　賢哉 画

シノダ！魔物の森のふしぎな夜 富安　陽子 著 大庭　賢哉 画

シノダ！鏡の中の秘密の池 富安　陽子 著 大庭　賢哉 画

シノダ！時のかなたの人魚の島 富安　陽子 著 大庭　賢哉 画

シノダ！キツネたちの宮へ 富安　陽子 著 大庭　賢哉 画

ひぐれのお客 福音館創作童話シリーズ安房　直子 著 ＭＩＣＡＯ 画

とろーりあまい！はちみつ ものづくり絵本シリーズどうやってできるの？中島　妙

てくてくたったか！くつ ものづくり絵本シリーズどうやってできるの？中島　妙

あつあつほかほか！ごはん ものづくり絵本シリーズどうやってできるの？中島　妙

きれいにふける？トイレットペーパー ものづくり絵本シリーズどうやってできるの？中島　妙

びよ～んぱっちん！わゴム ものづくり絵本シリーズどうやってできるの？中島　妙

ならんだならんだ！おひなさま ものづくり絵本シリーズどうやってできるの？中島　妙

なかまことばえじてん 絵で見てわかるはじめての類語 鈴木　アツコ 画

ほねほねザウルス　８ ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著

すえっこおおかみ ラリー・デーン・ブリマー 著 ホセ・アルエゴ，アリアンヌ・デューイ 画

まほうのなぞなぞ２年生 なぞなぞ＆ゲーム王国14小野寺ぴりり/作　伊東ぢゅん子/絵

太陽の子 フォア文庫　Ｃ　１２８ 灰谷　健次郎 著

魔女図鑑 魔女になるための１１のレッスン マルカム・バード 著 岡部　史 訳

１ねん１くみ１ばんゆうき こどもおはなしランド　１９ 後藤　竜二 著

ジャングルめがね すきすきレインボー 筒井　康隆 著 にしむら　あつこ 画

みしのたくかにと 松岡　享子 著

金魚はあわのおふろに入らない！？ ポップコーン・ブックス　１１//アビーとテスのペットはおまかせ！//１トリーナ・ウィーブ 著 宮坂　宏美 訳 しまだ　しほ 画

にんげんごみばこ のぶみ 著

いのちのおはなし 日野原　重明 著 村上　康成 画

引き出しの中の家 ノベルズ・エクスプレス　７朽木　祥 著 金子　恵 画

しまうまのしごとさがし とっておきのどうわ トビイ　ルツ 著

どうぶつびょういん とっておきのどうわ トビイ・ルツ 著

しまうまのたんじょうび とっておきのどうわ トビイ　ルツ 著

新幹線のたび はやぶさ・のぞみ・さくらで日本縦断 講談社の創作絵本シリーズコマヤスカン 著

ぼくの仕事場は富士山です 世の中への扉 近藤　光一 著

野生動物のお医者さん 世の中への扉 齊藤　慶輔 著

ヒット商品研究所へようこそ！ 「ガリガリ君」「瞬足」「青い鳥文庫」はこうして作られる 世の中への扉 こうやま　のりお 著

かんたん飼育図鑑 チャイルドブックこども百科

しんとしずかな、ほん デボラ・アンダーウッド 著 レナータ・リウスカ 画 江國　香織 訳

古代エジプトよみがえりのヒミツ 小学館あ～とぶっく美のおへそ　２結城　昌子 著

やまんば山のモッコたち　改定版 福音館創作童話シリーズ富安　陽子 著 降矢　奈々 画

ストライプ 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 著 清水　奈緒子 訳

はじめてのキャンプ 福音館創作童話シリーズ林　明子 著

ジェインのもうふ アーサー・ミラー 著 厨川　圭子 訳

ふつうのくま 佐野　洋子 著

エンザロ村のかまど たくさんのふしぎ傑作集 さくま　ゆみこ 著 沢田　としき 画

雲の物語 武田　鉄矢 著 武田　菜見子，武田　空見子 画

嵐の中の動物園 角川つばさ文庫　Ａ　か　１－１//三日月小学校理科部物語//１川端　裕人 著 藤丘　ようこ 画

雲の切れ間に宇宙船 角川つばさ文庫　Ａ　か　１－２//三日月小学校理科部物語//２川端　裕人 著 藤丘　ようこ 画

はやくはやくっていわないで 益田　ミリ 著 平澤　一平 画

キャラメルの木 講談社の創作絵本シリーズ上條　さなえ 著 小泉　るみ子 画

りそうのくに 平井　美里 著 ふるや　たかし 画

平野レミのおりょうりブック ひもほうちょうもつかわない かがくのとも傑作集　わくわくにんげん平野　レミ 著 和田　唱，和田　率 画

小学生の電子レンジのおやつマジック 実験しながら、おやつが作れる！

まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ 著 谷川　俊太郎 訳

中をそうぞうしてみよ かがくのとも絵本 佐藤　雅彦，ユーフラテス 著

江戸の子ども行事とあそび１２か月 菊地　ひと美 著

運動ができるようになる本　１ 運動ができるようになる本

運動ができるようになる本　２ 運動ができるようになる本

運動ができるようになる本　３ 運動ができるようになる本

運動ができるようになる本　４ 運動ができるようになる本



運動ができるようになる本　５ 運動ができるようになる本

数の大常識 これだけは知っておきたい　２７笠原　秀 著

エゾオオカミ物語 講談社の創作絵本シリーズあべ　弘士 著

いのちをいただく 内田　美智子 著 諸江　和美 画

つりの必殺ワザ キミにもできる！必殺ワザ　７花房　尚子 著 伊東　ぢゅん子，金成　泰三 画

ここに学校をつくろう！ たったひとりの決意が子どもたちに希望をもたらした グレッグ・モーテンソン，デヴィッド・オリバー・レリン 原著 サラ・トムソン 著

みんなで作って遊ぼう！ きむらゆういち・みやもとえつよしのガラクタ工作　第きむら　ゆういち，みやもと　えつよし 著

自然物で遊ぼう きむらゆういち・みやもとえつよしのガラクタ工作　第　１２巻きむら　ゆういち，みやもと　えつよし 著

せんたくばさみで遊ぼう きむらゆういち・みやもとえつよしのガラクタ工作　第　３巻きむら　ゆういち，みやもと　えつよし 著

ペーパーの芯で遊ぼう きむらゆういち・みやもとえつよしのガラクタ工作　第　２巻きむら　ゆういち，みやもと　えつよし 著

国際理解にもやくだつ日本のくらし絵事典 年中行事から伝統芸能まで ＰＨＰ研究所 編

からくり工作ブック 小学生の自由研究 塩浦　信太郎 著

うつる病気のひみつがわかる絵本　１ うつる病気のひみつがわかる絵本おかだ　はるえ 著 西川　智英美 画

うつる病気のひみつがわかる絵本　３ うつる病気のひみつがわかる絵本おかだ　はるえ 著 すがわら　けいこ 画

うつる病気のひみつがわかる絵本　５ うつる病気のひみつがわかる絵本おかだ　はるえ 著 きしら　まゆこ 画

さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会

さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会

和菓子のほん たくさんのふしぎ傑作集 中山　圭子 著 阿部　真由美 画

着物のえほん 高野　紀子 著

とべ！人工尾びれのイルカ「フジ」 世界初のプロジェクトに挑戦した人びと 感動ノンフィクションシリーズ真鍋　和子 著

ＲＤＧレッドデータガール４ カドカワ銀のさじシリーズ 荻原　規子 著

ＲＤＧレッドデータガール５ カドカワ銀のさじシリーズ 荻原　規子 著

日本の材木杉 絵本〈気になる日本の木〉シリーズゆのき　ようこ 著 阿部　伸二 画

昆虫とあそぼう とだ　こうしろう 著

ちびまる子ちゃんの春夏秋冬教室 季節のことばと行事を楽しむ 満点ゲットシリーズ 関根　健一 著 相川　晴 画

やさしい詰みの形 こども向け将棋教室 高橋　和 著

星の使者 高名な科学者、数学者、天文学者、哲学者にして物理学者、ガリレオ・ガリレイの生涯 ピーター・シス 著 原田　勝 訳

キング牧師の力づよいことば マーティン・ルーサー・キングの生涯 ドリーン・ラパポート 著 ブライアン・コリアー 画 もりうち　すみこ 訳

図書館ラクダがやってくる 子どもたちに本をとどける世界の活動 マーグリート・ルアーズ 著 斉藤　規 訳

自由 愛と平和を謳う ポール・エリュアール 著 クロード・ゴワラン 画 こやま　峰子 訳

きもち 谷川　俊太郎 著 長　新太 画

エリカ奇跡のいのち ルース・バンダー・ジー 著 ロベルト・インノチェンティ 画 柳田　邦男 訳

てがみはすてきなおくりもの スギヤマ　カナヨ 著

約束 「無言館」への坂をのぼって 窪島　誠一郎 著 かせ　りょう 画

おそばのくきはなぜあかい にほんむかしばなし 岩波の子どもの本　カンガルー印石井　桃子 著 初山　滋 画

まよなかのはんにん ぼくはめいたんてい　２ マージョリー・ワインマン・シャーマット 著 光吉　夏弥 訳

きえた犬のえ ぼくはめいたんてい　１ マージョリー・ワインマン・シャーマット 著 光吉　夏弥 訳

こわれたとうふ 下村　昇 著 井上　正治 画

きのこ ふわり胞子の舞 ふしぎいっぱい写真絵本　１８埴　沙萠 写真

あなたがもし奴隷だったら ジュリアス・レスター 著 ロッド・ブラウン 画 片岡　しのぶ 訳

名犬チロリ 日本初のセラピードッグになった捨て犬の物語 ノンフィクション・生きるチカラ　９大木　トオル 著

今すぐ身につけたいサバイバルテクニック 遭難・災害…キミは生き残ることができるか？ かざま　りんぺい，えびな　みつる 著

ＮＨＫスポーツ大陸野茂英雄・松井秀喜・小笠原道大 ＮＨＫ「スポーツ大陸」制作班 編

ＮＨＫスポーツ大陸遠藤保仁・闘莉王・中村憲剛 ＮＨＫ「スポーツ大陸」制作班 編

ＮＨＫスポーツ大陸松坂大輔・金本知憲・田中将大 ＮＨＫ「スポーツ大陸」制作班 編

ＮＨＫスポーツ大陸石川遼・福原愛・高橋大輔 ＮＨＫ「スポーツ大陸」制作班 編

斎藤佑樹 ＳＰＯＲＴＳ　ＬＥＧＥＮＤ スポーツ伝説研究会 著

長友佑都 ＳＰＯＲＴＳ　ＬＥＧＥＮＤ スポーツ伝説研究会 著

なでしこジャパン ＳＰＯＲＴＳ　ＬＥＧＥＮＤ スポーツ伝説研究会 著

Ｕ・ボルト ＳＰＯＲＴＳ　ＬＥＧＥＮＤ スポーツ伝説研究会 著

いもむし・けむし なまえしらべずかん せんせい！これなあに？　１藤丸　篤夫 写真 有沢　重雄 著

海の生きもの なまえしらべずかん せんせい！これなあに？　２阿部　正之 写真

木の実・草の実 なまえしらべずかん せんせい！これなあに？　３亀田　龍吉 写真 有沢　重雄 著

野原の葉っぱ なまえしらべずかん せんせい！これなあに？　４亀田　龍吉 写真 有沢　重雄 著

おともださにナリマ小 たかどの　ほうこ 著 にしむら　あつこ 画

エドワルド せかいでいちばんおぞましいおとこのこ ジョン・バーニンガム 著 千葉　茂樹 訳

はるのゆきだるま 石鍋　芙佐子 著

はるのゆきだるま 石鍋　芙佐子 著

妖怪アパートの幽雅な日常　１ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著



妖怪アパートの幽雅な日常　２ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著

妖怪アパートの幽雅な日常　３ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著

妖怪アパートの幽雅な日常　４ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著

妖怪アパートの幽雅な日常　５ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著

妖怪アパートの幽雅な日常　６ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著

妖怪アパートの幽雅な日常　７ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著

妖怪アパートの幽雅な日常　８ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著

妖怪アパートの幽雅な日常⑨ 妖怪アパートの幽雅な日常香月　日輪

妖怪アパートの幽雅な日常　１０ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著

妖怪アパートの幽雅な食卓 るり子さんのお料理日記 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 原著

妖怪アパートの幽雅な人々 妖アパミニガイド ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ香月　日輪 著

ハンカチの上の花畑 日本の創作児童文学選 安房　直子 著

ヤクーバとライオン　１ 講談社の翻訳絵本 ティエリー・デデュー 著 柳田　邦男 訳

レインボー英和・和英辞典　改訂第３版 羽鳥博愛/監修

レインボー英和・和英辞典　改訂第３版 羽鳥博愛/監修

レインボー英和・和英辞典　改訂第３版 羽鳥博愛/監修

レインボー英和・和英辞典　改訂第３版 羽鳥博愛/監修

レインボー英和・和英辞典　改訂第３版 羽鳥博愛/監修

いきものがたり 山本良一/企画監修

ＮＨＫ日本語発音アクセント辞典　新版 ＮＨＫ放送文化研究所／編

ＮＨＫ日本語発音アクセント辞典　新版 ＮＨＫ放送文化研究所/編

道づくりのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ７７中尾雄吉/まんが　橘悠紀/構成

キッズクラウン和英辞典 下　薫/編

キッズクラウン和英辞典 下　薫/編

キッズクラウン和英辞典 下　薫/編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

キッズクラウン和英辞典 下　薫/編

キッズクラウン和英辞典 下　薫/編

キッズクラウン和英辞典 下　薫/編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

キッズクラウン和英辞典 下　薫／編

風切る翼 木村　裕一 著 黒田　征太郎 画

元気の出る体にいいお菓子 かわいくておいしい！手づくりレシピ　２大森　いく子 著

ケーキ屋さんのあこがれお菓子 かわいくておいしい！手づくりレシピ　３大森　いく子 著

誕生会・クリスマス・バレンタインデーのイベントお菓子 かわいくておいしい！手づくりレシピ　４大森　いく子 著

鳥の巣みつけた 鈴木　まもる 著

おたすけこびととハムスター なかがわ　ちひろ 著 コヨセ　ジュンジ 画

みぢかなマーク　改訂新版 好奇心がめばえ、ルールもわかる！ ハマダ　ルコラ 著

月の満ちかけ絵本 大枝　史郎 著 佐藤　みき 画

ちびドラゴンのおくりもの イリーナ・コルシュノフ 著 酒寄　進一 訳

こねこのモモちゃん美容室 ポプラ物語館　３２ なりゆき　わかこ 著 トビイ　ルツ 画

ヤクーバとライオン　２ 講談社の翻訳絵本 ティエリー・デデュー 著 柳田　邦男 訳

日本の風景松 絵本〈気になる日本の木〉シリーズゆのき　ようこ 著 阿部　伸二 画

春の主役桜 絵本〈気になる日本の木〉シリーズゆのき　ようこ 著 早川　司寿乃 画

なくなったかいものメモ ぼくはめいたんてい　３ マージョリー・ワインマン・シャーマット 著 光吉　夏弥 訳

きょうりゅうのきって ぼくはめいたんてい　４ マージョリー・ワインマン・シャーマット 著 光吉　夏弥 訳

かぎはどこだ ぼくはめいたんてい　５ マージョリー・ワインマン・シャーマット 著 光吉　夏弥 訳

ゆきの中のふしぎなできごと ぼくはめいたんてい　６ マージョリー・ワインマン・シャーマット 著 光吉　夏弥 訳



香川 さぬきの昔語り ふるさとお話の旅　１０ 谷原　博信 編 池原　昭治 画

香川 さぬきの昔語り ふるさとお話の旅　１０ 谷原　博信 編 池原　昭治 画

香川 さぬきの昔語り ふるさとお話の旅　１０ 谷原　博信 編 池原　昭治 画

香川 さぬきの昔語り ふるさとお話の旅　１０ 谷原　博信 編 池原　昭治 画

世界の祭り大図鑑 国際理解を深めよう！　知らない文化・伝統・行事もいっぱい

足利尊氏 室町人物伝 日本の歴史　コミック版　３１すぎた　とおる 原著 早川　大介 画

後醍醐天皇 室町人物伝 日本の歴史　コミック版　３２すぎた　とおる 原著 中島　健志 画

楠木正成 室町人物伝 日本の歴史　コミック版　３３水谷　俊樹 原著 やまざき　まこと 画

くれよんのくろくん 絵本・こどものひろば なかや　みわ 著

くろくんとふしぎなともだち 絵本・こどものひろば なかや　みわ 著

くろくんとなぞのおばけ 絵本・こどものひろば なかや　みわ 著

ウォートンのとんだクリスマス・イブ 評論社の児童図書館・文学の部屋　ヒキガエルとんだ大冒険　３ラッセル　Ｅ．エリクソン 著 ローレンス・ディ・フィオリ 画 佐藤　凉子 訳

ＳＯＳ！あやうし空の王さま号 評論社の児童図書館・文学の部屋　ヒキガエルとんだ大冒険　４ラッセル　Ｅ．エリクソン 著 ローレンス・ディ・フィオリ 画 佐藤　凉子 訳

世界の鳥の巣の本 絵本図鑑シリーズ　２２ 鈴木　まもる 著

てんやわんや名探偵 杉山　亮 著 中川　大輔 画

事件だよ！全員集合 ミルキー杉山のあなたも名探偵杉山　亮 著 中川　大輔 画

のりものずかん こどもはかせシリーズ ふくだ　としお，ふくだ　あきこ 画 小賀野　実 写真

２１世紀幼稚園百科はたらくのりもの　新版

ごちゃまぜカメレオン エリック・カール 著 やぎた　よしこ 訳

よっぱらったゆうれい 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 村上　豊 画

しちどぎつね 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 二俣　英五郎 画

かんたん楽しい手づくり本　１ かんたん楽しい手づくり絵本水野　真帆 著

かんたん楽しい手づくり本　２ かんたん楽しい手づくり本水野　真帆 著

パンダのポンポン 野中　柊 著 長崎　訓子 画

サイクリング・ドーナツ パンダのポンポン 野中　柊 著 長崎　訓子 画

パンパカパーンふっくらパン パンダのポンポン 野中　柊 著 長崎　訓子 画

ごちそうがいっぱい シリーズ・あらしのよるに　あらしのよるにスペシャルきむら　ゆういち 著 あべ　弘士 画

あまのじゃく 楽譜付き 現代日本童謡詩全集　１２清水　たみ子 著 深沢　邦朗 画

おしえておしえて 講談社の翻訳絵本 マーカス・フィスター 著 谷川　俊太郎 訳

菜の子先生はどこへ行く？ 学校ふしぎ案内・花ふぶきの三学期 福音館創作童話シリーズ富安　陽子 著 ＹＵＪＩ 画

菜の子先生は大いそがし！ 学校ふしぎ案内・あらしを呼ぶ二学期 福音館創作童話シリーズ富安　陽子 著 ＹＵＪＩ 画

ブラック・ジャックオペの順番　アニメ版 手塚　治虫 原著

アリの足 ブラックジャック　アニメ版手塚　治虫 原著 藤田　晋一 著

白いライオン ブラックジャック　アニメ版手塚　治虫 原著 藤田　晋一 著

奇跡の腕 ブラックジャック　アニメ版手塚　治虫 原著 藤田　晋一 著

シャチの贈りもの ブラックジャック　アニメ版手塚　治虫 原著 藤田　晋一 著

ロボット世界のサバイバル　１ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ金　政郁 著 韓　賢東 画

チャレンジミッケ！　３ みんなでいつまでもあそべるかくれんぼ絵本 チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック 著 糸井　重里 訳

チャレンジミッケ！　９ おとなもこどももいっしょにあそべるかくれんぼ絵本 チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック 著 糸井　重里 訳

ミッケクリスマス みんなであそべるかくれんぼ絵本 Ｉ　ＳＰＹ　３ ジーン・マルゾーロ 著 ウォルター・ウィック 写真 糸井　重里 訳

ミッケたからじま わくわくさせるかくれんぼ絵本 Ｉ　ＳＰＹ　７ ジーン・マルゾーロ 著 ウォルター・ウィック 写真 糸井　重里 訳

ミッケゴーストハウス こわいけどおもしろいかくれんぼ絵本 Ｉ　ＳＰＹ　６ ジーン・マルゾーロ 著 ウォルター・ウィック 写真 糸井　重里 訳

ミッケ！がっこう あたらしくてなつかしいかくれんぼ絵本 Ｉ　ＳＰＹ　８ ジーン・マルゾーロ 著 ウォルター・ウィック 写真 糸井　重里 訳

ゆきだるまはよるがすき！ 評論社の児童図書館・絵本の部屋キャラリン・ビーナー 著 マーク・ビーナー 画 せな　あいこ 訳

記号・マークの大常識 これだけは知っておきたい　２６鎌田　達也，グループ・コロンブス 著

マイルール 自立のすすめ 辰巳　渚 著 朝倉　世界一 画

こういうとき、どうするんだっけ 自立のすすめマイルール 辰巳　渚 著 朝倉　世界一 画

わたしがおとなになったら 自立のすすめマイルール 辰巳　渚 著 朝倉　世界一 画

いっしょに 詩と絵が出会う詩集絵本製作委員会

インドのひみつ インド日本国交６０周年 学研まんがでよくわかるシリーズ78大石容子/漫画　入澤宣幸/構成

だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし/作・絵

かさじぞう こどものとも傑作集 瀬田貞二/再話　赤羽末吉/画

二ほんのかきのき こどものとも傑作集 熊谷元一/さく・え

うみのいきもの こどものずかん５

ＲＤＧレッドデータガール６星降る夜に願うこと カドカワ銀のさじシリーズ 荻原　規子　著

なおこ、宇宙飛行士になる 角川つばさ文庫　Ｄや１-１山崎直子/著　松井晴美/絵

なおこ、宇宙飛行士になる 角川つばさ文庫　Ｄや１-１山崎直子/著　松井晴美/絵

天然ガス開発のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ81山口育孝/漫画　橘悠紀/構成

仏教のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ79松本義弘/構成・文　谷豊/漫画



郵便局のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ80おぎのひとし/漫画　オフィス・イディオム/構成

音楽の父バッハ 母と子の音楽図書館１ やなせたかし/文・絵

ミューズの子モーツァルト 母と子の音楽図書館２ 高橋英郎/文　緒方直/絵

不屈の人ベートーベン 母と子の音楽図書館３ 北畠八穂/文　斎藤壮一/絵

歌曲王シューベルト 母と子の音楽図書館 庄野英二/文　稲沢美穂子/絵

ピアノの詩人ショパン 母と子の音楽図書館５ 立原えりか/文　林博/絵

ワルツ王シュトラウス 母と子の音楽図書館６ 薩摩忠/文　中西靖典/絵

愛のしらべシューマン 母と子の音楽図書館７ 江間章子/文　藤原邦久/絵

愛と苦悩ブラームス 母と子の音楽図書館８ 池田理代子/文・絵

バレエの光チャイコフスキー 母と子の音楽図書館９ 中山知子/文　佐藤秀樹/絵

スラブの星ドボルザーク 母と子の音楽図書館１０ 砂川しげひさ/文・絵

決戦のとき クロニクル千古の闇　６ ミシェル・ペイヴァー 著 さくま　ゆみこ 訳 酒井　駒子 画

かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート かいけつゾロリシリーズ　５２原　ゆたか 著

ぼくらの秘密結社 「ぼくら」シリーズ　１８ 宗田　理 著

ほねほねザウルス　９ ほねほねザウルス ぐるーぷ・アンモナイツ 著

ロボット世界のサバイバル　２ 科学漫画サバイバル　シリーズ金政郁

エマおばあちゃん ウェンディ・ケッセルマン 著 バーバラ・クーニー 画 もき　かずこ 訳

マイ・ベスト・フレンド 子どもの文学・青い海シリーズ　２０ジャクリーン・ウィルソン 著 ニック・シャラット 画 小竹　由美子 訳

まんがでわかる日本の行事１２か月　改訂版 ブティック・ムック　Ｎｏ．　９１５よだ　ひでき 著

大魔女のすてきな呪文 こども童話館　１２３//わたしのママは魔女藤　真知子 著 ゆーち　みえこ 画

キャベたまたんていゆうれいかいぞくの地図 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

キャベたまたんていミステリーれっしゃをおえ！ 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

キャベたまたんていほねほねきょうりゅうのなぞ 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

おおかみこどもの雨と雪 角川つばさ文庫　Ｃ　ほ　１－２細田　守 著 喜久屋　めがね 画

おれがあいつであいつがおれで 角川文庫　や　３－２ 山中　恒 著

黒魔女さんが通る！！　チョコ、デビューするの巻 講談社青い鳥文庫　２１７－７石崎　洋司 著 藤田　香 画

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ２　チョコ、空を飛ぶの巻 講談社青い鳥文庫　２１７－８石崎　洋司 著 藤田　香 画

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ３　ライバルあらわる！？の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－９石崎　洋司 著 藤田　香 画

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ４ 講談社青い鳥文庫　２１７－１０石崎　洋司 著 藤田　香 画

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ５　５年１組は大騒動！の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－１１石崎　洋司 著 藤田　香 画

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ６　この学校、呪われてません？の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－１２石崎　洋司 著 藤田　香 画

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ７ 講談社青い鳥文庫　２１７－１３石崎　洋司 著 藤田　香 画

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ８　赤い糸が見えた！？の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－１４石崎　洋司 著 藤田　香 画

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ９　世にも魔界な小学校の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－１５石崎　洋司 著 藤田　香 画

黒魔女さんのクリスマス 黒魔女さんが通る！！ｐａｒｔ１０ 講談社青い鳥文庫　２１７－１６石崎　洋司 著 藤田　香 画

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ１１　恋もおしゃれも大バトル？の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－１７石崎　洋司 著 藤田　香 画

黒魔女さんのお正月 黒魔女さんが通る！！ｐａｒｔ１２ 講談社青い鳥文庫　２１７－１８石崎　洋司 著 藤田　香 画

黒魔女さんのバレンタイン 黒魔女さんが通る！！ＰＡＲＴ１３ 講談社青い鳥文庫　２１７－１９石崎　洋司 著 藤田　香 画

黒魔女さんが通る！！　ＰＡＲＴ１４　５年生は、つらいよ！の巻 講談社青い鳥文庫　２１７－２１石崎　洋司 著 藤田　香 画

おもしろい話が読みたい！　青龍編 講談社青い鳥文庫 楠木　誠一郎，倉橋燿子，石崎洋司，名木田恵子，松原秀行 著

おもしろい話が読みたい！　白虎編 講談社青い鳥文庫 令丈　ヒロ子，あさのあつこ　安部夏丸，那須正幹，はやみねかおる 著

おもしろい話が読みたい！　マジカル編 講談社青い鳥文庫 石崎　洋司，倉橋燿子，池田美代子，楠木誠一郎，つくもようこ 著

だいじょうぶ３組 講談社青い鳥文庫　２１０－２乙武　洋匡 著 宮尾　和孝 画

フランケンウィニー ディズニーアニメ小説版　９３エリザベス・ルドニック 著 倉田　真木 訳

もりのおくのおちゃかいへ みやこし　あきこ 著

ぼくのトイレ わたしのえほん 鈴木　のりたけ 著

どうぞのいす 創作ひさかた傑作集　１ 香山　美子 著 柿本　幸造 画

ちょっとだけ こどものとも絵本 瀧村　有子 著 鈴木　永子 画

やさいでぺったん かがくのとも傑作集　わいわいあそびよしだ　きみまろ 著

ねずみじょうど こどものとも傑作集　６ 瀬田　貞二 著 丸木　位里 画

きつねにょうぼう 日本傑作絵本シリーズ 長谷川　摂子 著 片山　健 画

ずいとんさん こどものとも傑作集 日野　十成 著 斎藤　隆夫 画

しょうとのおにたいじ 日本の昔話 こどものとも絵本 稲田　和子 著 川端　健生 画

サーティーナイン・クルーズ　１ サーティーナイン・クルーズリック・ライオダン 著 小浜　杳 訳

サーティーナイン・クルーズ　２ サーティーナイン・クルーズゴードン・コーマン 著 小浜　杳 訳

サーティーナイン・クルーズ　３ サーティーナイン・クルーズピーター・ルランジス 著 小浜　杳 訳

サーティーナイン・クルーズ　４ サーティーナイン・クルーズジュード・ワトソン 著 小浜　杳 訳

サーティーナイン・クルーズ　５ サーティーナイン・クルーズパトリック・カーマン 著 小浜　杳 訳

サーティーナイン・クルーズ　６ サーティーナイン・クルーズジュード・ワトソン 著 小浜　杳 訳



サーティーナイン・クルーズ　７ サーティーナイン・クルーズピーター・ルランジス 著 小浜　杳 訳

サーティーナイン・クルーズ　８ サーティーナイン・クルーズゴードン・コーマン 著 小浜　杳 訳

サーティーナイン・クルーズ　９ サーティーナイン・クルーズリンダ・スー・パーク 著 小浜　杳 訳

サーティーナイン・クルーズ　１０前編 サーティーナイン・クルーズマーガレット・ピーターソン・ハディックス 著 小浜　杳 訳

サーティーナイン・クルーズ　１０後編 サーティーナイン・クルーズマーガレット・ピーターソン・ハディックス 著 小浜　杳 訳

サーティーナイン・クルーズ　１１ サーティーナイン・クルーズリック・リオーダン，他 著 小浜　杳 訳

サーティーナイン・クルーズ　１２ サーティーナイン・クルーズゴードン・コーマン 著 小浜　杳 訳

サーティーナイン・クルーズ サーティーナイン・クルーズジュード・ワトソン

風神秘抄　上 ＴＯＫＵＭＡ　ＮＯＶＥＬＳ　Ｅｄｇｅ荻原　規子 著

風神秘抄　下 ＴＯＫＵＭＡ　ＮＯＶＥＬＳ　Ｅｄｇｅ荻原　規子 著

さすらい猫ノアの伝説　勇気リンリン！の巻 講談社青い鳥文庫　２９３－１重松　清 著 杉田　比呂美 画

ねこの学校　１ ねこの学校 キム　ジンギョン 著 キム　ジェホン 画 ホン　カズミ 訳

ねこの学校　２ ねこの学校 キム　ジンギョン 著 キム　ジェホン 画 ホン　カズミ 訳

ねこの学校　３ ねこの学校 キム　ジンギョン 著 キム　ジェホン 画 ホン　カズミ 訳

ねこの学校　４ ねこの学校 キム　ジンギョン 著 キム　ジェホン 画 ホン　カズミ 訳

ねこの学校　５ ねこの学校 キム　ジンギョン 著 キム　ジェホン 画 ホン　カズミ 訳

毎日小学生新聞のなるほどニュース新発見！ 毎日小学生新聞

メガネをかけたら くすのき　しげのり 著 たるいし　まこ 画

なみだひっこんでろ おはなしトントン　３３ 岩瀬　成子 著 上路　ナオ子 画

わたしのいちばんあのこの１ばん ポプラせかいの絵本　２８アリソン・ウォルチ 著 パトリス・バートン 画 薫　くみこ 訳

いっしょだよ 小寺　卓矢 写真

くりぃむパン 濱野　京子 著 黒須　高嶺 画

ジャコのお菓子な学校 文研じゅべにーる ラッシェル・オスファテール 著 ダニエル　遠藤みのり 訳 風川　恭子 画

こおり たくさんのふしぎ傑作集 前野　紀一 著 斉藤　俊行 画

ゾウの森とポテトチップス そうえんしゃ・写真のえほん　１１横塚　眞己人 写真

オムレツ屋へようこそ！ 西村　友里 著 鈴木　びんこ 画

有松の庄九郎 中川　なをみ 著 こしだ　ミカ 画

はるかなるアフガニスタン 講談社・文学の扉 アンドリュー・クレメンツ 著 田中　奈津子 訳

永遠に捨てない服が着たい 太陽の写真家と子どもたちのエコ革命 今関　信子 著

うみねこいわてのたっきゅうびん のりものえほん 関根　榮一 著 横溝　英一 画

ＳＬれっしゃだいさくせん のりものえほん 横溝　英一 著

はしれはやぶさ！とうほくしんかんせん のりものえほん 横溝　英一 著

くらべてみよう！はたらくじどう車　１ くらべてみよう！はたらくじどう車市瀬　義雄 写真

くらべてみよう！はたらくじどう車　２ くらべてみよう！はたらくじどう車市瀬　義雄 写真

くらべてみよう！はたらくじどう車　３ くらべてみよう！はたらくじどう車市瀬　義雄 写真

くらべてみよう！はたらくじどう車　４ くらべてみよう！はたらくじどう車市瀬　義雄 写真

くらべてみよう！はたらくじどう車　５ くらべてみよう！はたらくじどう車市瀬　義雄 写真

よろしくともだち おれたち、ともだち！ 内田　麟太郎 著 降矢　なな 画

ゆっくりおやすみにじいろのさかな 世界の絵本 マーカス・フィスター 著 谷川　俊太郎 訳

にじいろのさかなまいごになる 世界の絵本 マーカス・フィスター 著 谷川　俊太郎 訳

ほんとのおおきさ恐竜博 いずもり　よう 画 川嶋　隆義 写真 寒竹　孝子 著

ほんとのおおきさ・なかよし動物園 尾崎　たまき 写真 柏原　晃夫 画 高岡　昌江 著

もっと！ほんとのおおきさ水族館 尾崎　たまき 写真 柏原　晃夫 画 高岡　昌江 著

ほんとのおおきさ　特別編 元気です！東北の動物たち 尾崎　たまき 写真 柏原　晃夫 画 高岡　昌江 著

びっくり！ジャンボ昆虫園 安田　守 写真 柏原　晃夫 画 高岡　昌江 著

チビまじょチャミー おはなしトントン　６ 藤　真知子 著 琴月　綾 画

チビまじょチャミーとにじのプリンセス おはなしトントン　１５ 藤　真知子 著 琴月　綾 画

チビまじょチャミーとおかしバースデー おはなしトントン　２５ 藤　真知子 著 琴月　綾 画

チビまじょチャミーとバラのおしろ おはなしトントン　３５ 藤　真知子 著 琴月　綾 画

ざわざわ森のがんこちゃんあたらしいおともだち 末吉　暁子 著

ざわざわ森のがんこちゃんいじわるバンバン 末吉　暁子 著

ざわざわ森のがんこちゃん学校へいくのいや 末吉　暁子 著

ざわざわ森のがんこちゃんおかあさんきらい 末吉　暁子 著

ざわざわ森のがんこちゃん学校おばけのなぞ 末吉　暁子 著

ざわざわ森のがんこちゃんたまごの子もり 末吉　暁子 著 武田　美穂 画

ざわざわ森のがんこちゃん森のキノコまじょ 末吉　暁子 著 武田　美穂 画

ざわざわ森のがんこちゃんフーフーまるがやってくる！ 末吉　暁子 著 武田　美穂 画

がんこちゃんはアイドル 新・ざわざわ森のがんこちゃん 末吉　暁子 著 武田　美穂 画

ずっとずっといっしょだよ 絵本の時間　５３ 宮西　達也 著



クジラの海の大冒険 万能潜水艦トン・デ・モグール号 水口　博也 写真 ひらの　まきこ 画 寒竹　孝子 著

ええところ くすのき　しげのり 著 ふるしょう　ようこ 画

おなかのなかの、なかのなか あさの　ますみ 著 長谷川　義史 画

ドドボンゴのさがしもの うるまでるび，いとう　としこ 著

おでかけどうぶつえん 阿部　浩志 著 北村　直子 画

ぼくときみとみんなのマーチ 荒井　良二 著

アンデルセンのおひめさまにんぎょひめ おやゆびひめ・はくちょうの王子 高橋　真琴 画 八百板　洋子 著 ハンス・クリスチャン・アンデルセン 原著

どんぐりむらのおまわりさん なかや　みわ 著

せいぎのみかた　ワンダーマンの巻 みやにし　たつや 著

ブーブーブーどこいった 西村　敏雄 著

白オバケ黒オバケのみつけて絵本－たいけつ！たからさがし うるまでるび 著

おばけいちねんぶん おひさまのほん 星川　遙 著 長野　ヒデ子 画

せかいいっしゅうおばけツアー おばけいちねんぶん第２弾！ おひさまのほん 星川　遥 著 長野　ヒデ子 画

かんさつ名人はじめての栽培　２ 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

わたししんじてるの 絵本の時間　５２ 宮西　達也 著

はらぺこヘビくん みやにしたつやのえほん　１みやにし　たつや 著

あしたのぼくは… みやにしたつやのえほん　２みやにし　たつや 著

ヘビくんどうなったとおもう？ みやにしたつやのえほん　３みやにし　たつや 著

ウマソウのピョンピョンピョーン みやにしたつやのえほん　４みやにし　たつや 著

おぶさりてい 日本の民話えほん 川村　たかし 著 関屋　敏隆 画

ぶんぶくちゃがま 日本の民話えほん 香山　美子 著 篠崎　三朗 画

若がえりの水 日本の民話えほん 川村　たかし 著 梶山　俊夫 画

ねずみのよめいり 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 二俣　英五郎 画

たのきゅう 日本の民話えほん 小沢　正 著 太田　大八 画

はちかつぎひめ 日本の民話えほん 香山　美子 著 赤坂　三好 画

たこやはちべえりゅうぐうたび 日本の民話えほん さねとう　あきら 著 スズキ　コージ 画

ばけずきん 日本の民話えほん 川村　たかし 著 梶山　俊夫 画

おならのしゃもじ 日本の民話えほん 小沢　正 著 田島　征三 画

おおきさくらべ 日本の民話えほん 川村　たかし 著 遠山　繁年 画

かっぱのすもう 日本の民話えほん 小沢　正 著 太田　大八 画

ねずみきょう 日本の民話えほん 香山　美子 著 遠藤　てるよ 画

もくべえのうなぎのぼり 日本の民話えほん さねとう　あきら 著 いのうえ　ようすけ 画

うまかたとこだぬき 日本の民話えほん 香山　美子 著 野村　たかあき 画

たにし長者 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 長野　ヒデ子 画

きんたろう 日本の民話えほん さねとう　あきら 著 田島　征三 画

こそだてゆうれい 日本の民話えほん さねとう　あきら 著 いのうえ　ようすけ 画

かっぱのてがみ 日本の民話えほん さねとう　あきら 著 かたやま　けん 画

しおふきうす 日本の民話えほん 香山　美子 著 太田　大八 画

おいてけぼり 日本の民話えほん さねとう　あきら 著 いのうえ　ようすけ 画

はなたれこぞうさま 日本の民話えほん 川村　たかし 著 梶山　俊夫 画

たからげた 日本の民話えほん 香山　美子 著 長　新太 画

とりのみじいさん 日本の民話えほん 小沢　正 著 長谷川　知子 画

いもごろごろ 日本の民話えほん 川村　たかし 著 村上　豊 画

あたまにかきの木 日本の民話えほん 小沢　正 著 田島　征三 画

かぐやひめ 日本の民話えほん 岩崎　京子 著 長野　ヒデ子 画

まじょねこピピほんとうのごしゅじんさま！？ まじょねこピピのだいぼうけんシリーズ中島　和子 著 秋里　信子 画

まじょねこピピゆめのまじょねこ学校 まじょねこピピのだいぼうけんシリーズ中島　和子 著 秋里　信子 画

まじょねこピピまじょねこ見習いしゅぎょう中！ まじょねこピピのだいぼうけんシリーズ中島　和子 著 秋里　信子 画

まじょねこピピぼくのだいじなともだち まじょねこピピのだいぼうけんシリーズ中島　和子 著 秋里　信子 画

まじょねこピピごしゅじんさまはどこ！？ まじょねこピピのだいぼうけんシリーズ中島　和子 著 秋里　信子 画

ぬすまれたおくりもの あきっぽいまじょとなかまたち うえつじ　としこ 著

おそろしいかえりみち あきっぽいまじょとなかまたち うえつじ　としこ 著

そらとぶパンがま あきっぽいまじょとなかまたち うえつじ　としこ 著

もりのゆうびんきょく もりはおもしろランド　１ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

もりのおかしやさん もりはおもしろランド　２ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

もりのじてんしゃやさん もりはおもしろランド　３ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

もりのはいしゃさん もりはおもしろランド　４ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

もりのおもちゃやさん もりはおもしろランド　５ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

もりのレストラン もりはおもしろランド　６ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画



もりのとけいやさん もりはおもしろランド　７ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

もりのクリーニングやさん もりはおもしろランド　８ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

もりのおべんとうやさん もりはおもしろランド　９ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

もりのほんやさん もりはおもしろランド　１０ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

もりのアイスクリームやさん もりはおもしろランド　１１ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

もりのサンドイッチやさん もりはおもしろランド　１２ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

もりのぎんこう もりはおもしろランド　１３ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

もりのピザやさん もりはおもしろランド　１４ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

もりのスパゲッティやさん もりはおもしろランド　１５ 舟崎　靖子 著 舟崎　克彦 画

かっぱ ようかいむかし話 藤田　晋一 著 大井　知美 画

おに ようかいむかし話 藤田　晋一 著 大井　知美 画

てんぐ ようかいむかし話 藤田　晋一 著 大井　知美 画

のっぺらぼう ようかいむかし話 藤田　晋一 著 大井　知美 画

やまんば，雪女 ようかいむかし話 藤田　晋一 著 大井　知美 画

ばけねこ ようかいむかし話 藤田　晋一 著 大井　知美 画

一期一会スキの始まり。 選んでたどる恋ストーリー 小学生文庫 チーム１５１Ｅ☆ 著

一期一会みんなでオシャレ。 ストーリー＆ファッション 小学生文庫 チーム１５１Ｅ

一期一会世界一の味方。 ホントの親友プロフブック 小学生文庫 チーム１５１Ｅ

一期一会初恋オシャレ。 ストーリー＆ファッション 小学生文庫 チーム１５１Ｅ

一期一会真友だから。 選んでたどる友ストーリー 小学生文庫 チーム１５１Ｅ☆ 著

一期一会トキメキ１等賞。 選んでたどる恋ストーリー 小学生文庫 チーム１５１Ｅ☆ 著

一期一会だれでもオシャレ。 ストーリー＆ファッション 小学生文庫 チーム１５１Ｅ

内科・オバケ科ホオズキ医院オバケだって、カゼをひく！ おはなしフレンズ！　１５ 富安　陽子 著 小松　良佳 画

内科・オバケ科ホオズキ医院タヌキ御殿の大そうどう おはなしフレンズ！　２０ 富安　陽子 著 小松　良佳 画

内科・オバケ科ホオズキ医院学校のオバケたいじ大作戦 おはなしフレンズ！　２１ 富安　陽子 著 小松　良佳 画

内科・オバケ科ホオズキ医院鬼灯先生がふたりいる！？ おはなしフレンズ！　２２ 富安　陽子 著 小松　良佳 画

内科・オバケ科ホオズキ医院オバケに夢を食べられる！？ おはなしフレンズ！　２３ 富安　陽子 著 小松　良佳 画

内科・オバケ科ホオズキ医院ＳＯＳ！七化山のオバケたち おはなしフレンズ！　２４ 富安　陽子 著 小松　良佳 画

内科・オバケ科ホオズキ医院ぼくはオバケ医者の助手！ おはなしフレンズ！　２５ 富安　陽子 著 小松　良佳 画

新レインボーことばが選べる辞典 同音異義語・同訓異字・類義語・反対語ほか 矢澤　真人

新レインボーことばが選べる辞典 同音異義語・同訓異字・類義語・反対語ほか 矢澤　真人

新レインボーことばが選べる辞典 同音異義語・同訓異字・類義語・反対語ほか 矢澤　真人

新レインボーことばが選べる辞典 同音異義語・同訓異字・類義語・反対語ほか 矢澤　真人

新レインボーことばが選べる辞典 同音異義語・同訓異字・類義語・反対語ほか 矢澤　真人

新レインボーことばが選べる辞典 同音異義語・同訓異字・類義語・反対語ほか 矢澤　真人

西郷隆盛 明治維新をなしとげた英雄 学習まんが人物館　日本　小学館版　１６吉祥　寺笑 画 黒沢　哲哉 著

勝海舟 幕末維新の幕府側の主役 学習まんが人物館　日本　小学館版　１８万乗　大智 画

徳川家康 戦国時代を終わらせ「太平の世」を築く 学習まんが人物館　日本　小学館版　１７小林　たつよし 画

どこに行ったの？子ネコのミニ ルザルカ・レー 著 齋藤　尚子 訳 杉田　比呂美 画

うちはお人形の修理屋さん ヨナ・ゼルディス・マクドノー 著 おびか　ゆうこ 訳 杉浦　さやか 画

犬のことばが聞こえたら パトリシア・マクラクラン 著 こだま　ともこ 訳 大庭　賢哉 画

アンナのうちはいつもにぎやか アンナ・ハイビスカスのお話 アティヌーケ 著 ローレン・トビア 画 永瀬　比奈 訳

ライオンがいないどうぶつ園 フレート・ロドリアン 著 ヴェルナー・クレムケ 画 たかはし　ふみこ 訳

マドレーヌは小さな名コック ルパート・キングフィッシャー 著 三原　泉 訳 つつみ　あれい 画

アーヤと魔女 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著 田中　薫子 訳 佐竹　美保 画

モンスター一家のモン太くん モンスタータウンへようこそ 土屋　富士夫 著

伝説の生き物大図鑑 ふしぎな姿にびっくり！　世界の神獣・怪物大集合 近藤　雅樹

夜空が楽しくなる星座の伝説大図鑑 星になった神々の物語 東　ゆみこ

占い大研究 なぜ人を引きつけるの？　占星術からおみくじまで 板橋　作美

古代文明の大研究 なぞと不思議がいっぱい！　エジプトから中国、マヤまで 関　真興

「古事記」がよくわかる事典 日本はどのようにしてできたの？　あらすじと解説で読む建国物語 所　功

チームみらい 学研の新・創作シリーズ 吉野　万理子 著 宮尾　和孝 画

チームあかり 学研の新・創作シリーズ 吉野　万理子 著 宮尾　和孝 画

ユニバーサルデザインとバリアフリーの図鑑 永山　多恵子

ユニバーサルデザインとバリアフリーの図鑑 永山　多恵子

宮澤賢治・漫画館　１ 宮澤賢治　漫画館 あすな　ひろし 著

宮澤賢治・漫画館　２ 宮澤賢治・漫画館 村野　守美 著

宮沢賢治・漫画館　３ 永島　慎二，他 著

宮沢賢治・漫画館　４ 松本　零士，他 著



宮澤賢治・漫画館　５ 林　静一，他 著

さがしてみよう！まちのバリアフリー　１ さがしてみよう！まちのバリアフリー渡部　のり子

さがしてみよう！まちのバリアフリー　２ さがしてみよう！まちのバリアフリー渡部　のり子

さがしてみよう！まちのバリアフリー　３ さがしてみよう！まちのバリアフリー渡部　のり子

さがしてみよう！まちのバリアフリー　４ さがしてみよう！まちのバリアフリー渡部　のり子

さがしてみよう！まちのバリアフリー　５ さがしてみよう！まちのバリアフリー渡部　のり子

さがしてみよう！まちのバリアフリー　６ さがしてみよう！まちのバリアフリー渡部　のり子

はじめての編み物ゆびあみ 寺西　恵里子 著

はじめての編み物棒針編み 寺西　恵里子 著

はじめての編み物かぎ針編み 寺西　恵里子 著

はじめての編み物道具を使って 寺西　恵里子 著

筆であそぼう書道入門　３ 筆であそぼう書道入門 座右宝刊行会 編

ミニトマト そだててみよう！はじめての栽培ネイチャー・プロ編集室

ミニトマト そだててみよう！はじめての栽培ネイチャー・プロ編集室

ミニトマト そだててみよう！はじめての栽培ネイチャー・プロ編集室

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ワンピース ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　デッドエンドの冒険 みらい文庫版 尾田栄一郎/原作　浜崎達也/著　東映アニメーション/絵

原色ワイド図鑑　昆虫　１　［２００２］改訂新版 原色ワイド図鑑　昆虫

原色ワイド図鑑　昆虫　２　［２００２］改訂新版 原色ワイド図鑑　昆虫

原色ワイド図鑑　動物　［２００２］改訂新版

原色ワイド図鑑　動物とえもの　［２００２］改訂新版

原色ワイド図鑑　恐竜　［２００２］改訂新版

原色ワイド図鑑　鳥　［２００２］改訂新版

原色ワイド図鑑　魚・貝　［２００２］改訂新版

原色ワイド図鑑　水の生物　［２００２］改訂新版

原色ワイド図鑑　人体　［２００２］改訂新版

原色ワイド図鑑　飼育　１　［２００２］改訂新版 原色ワイド図鑑　飼育

原色ワイド図鑑　飼育　２　［２００２］改訂新版 原色ワイド図鑑　飼育

むし１ ちょう・が・とんぼなど こどもベスト図鑑1 友国雅章　他　監修

むし２ かぶとむし・はちなど こどもベスト図鑑2 友国雅章　他　監修

どうぶつ こどもベスト図鑑3 今泉忠明　監修

いぬとねこ こどもベスト図鑑4 今泉吉典　監修

とり こどもベスト図鑑5 高野伸二　他　監修

さかな こどもベスト図鑑6 堤俊夫　他　監修

みずべのいきもの こどもベスト図鑑7 奥谷喬司　他　監修

きょうりゅう こどもベスト図鑑8 小畠郁生　他　監修

ひとのからだ こどもベスト図鑑9 保志宏　他　監修

にわのくさばな こどもベスト図鑑10 浅山英一　他　監修

のやまのくさ こどもベスト図鑑11 大場達之　他　監修

きと　きのこ こどもベスト図鑑12 浅山英一　他　監修

やさいと　くだもの こどもベスト図鑑13 原田良平　他　監修

ひとを　はこぶ　のりもの こどもベスト図鑑14 宮本晃男　他　監修

はたらく　のりもの こどもベスト図鑑15 宮本晃男　他　監修

このこえなあに　このおとなあに こどもベスト図鑑16 学研

となりのトトロ 徳間アニメ絵本　４ 宮崎　駿 原著

アルプスの少女ハイジ 徳間アニメ絵本　１２ ヨハンナ・スピリ 原著

パンダコパンダ 徳間アニメ絵本　１５ 宮崎　駿 著

長靴をはいた猫 徳間アニメ絵本　２０ シャルル・ペロー 原著

崖の上のポニョ 徳間アニメ絵本　３０ 宮崎　駿 原著

新迷解ポケモンおもしろことわざ げゑせんうえの 著 あさだ　みほ 画

織田信長 日本の歴史　コミック版　１//戦国人物伝すぎた　とおる 原著 早川　大介 画

スパイダーウィック家の謎　第１巻 スパイダーウィック家の謎　第１巻ホリー・ブラック 著 トニー・ディテルリッジ 画 飯野　眞由美 訳

ロボット世界のサバイバル　３ かがくるＢＯＯＫ　科学漫画サバイバルシリーズ金　政郁 著 韓　賢東 画

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１７ 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

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１８ 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

若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１９ 講談社青い鳥文庫　１７１－２６//花の湯温泉ストーリー令丈　ヒロ子 著 亜沙美 画

黒魔女さんのひなまつり 黒魔女さんが通る！！ＰＡＲＴ１５ 講談社青い鳥文庫　２１７－２２石崎　洋司 著 藤田　香 画

できる！スポーツテクニック　３ できる！スポーツテクニック

はじめての釣り超入門　新装版 だれもが楽しめる「五目釣り」の最強バイブルが、ついに登場！ つり人最強ＢＯＯＫ　１ 西野　弘章 著

赤いポストとはいしゃさん 絵本のおもちゃばこ　３１ 薫　くみこ 著 黒井　健 画



ことわざショウ 中川　ひろたか 著 村上　康成 画

イチロー果てしなき夢 少年の想い遥かに 義田　貴士 著

ひらめき美術館　第１館 小学館あーとぶっく 結城　昌子 著

ふるさと６０年 戦後の日本とわたしたちの歩み 日本傑作絵本シリーズ 道浦　母都子 著 金　斗鉉 画

モモ 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 岩波少年少女の本　３７ ミヒャエル・エンデ 著 大島　かおり 訳

いろはのかるた奉行 講談社の創作絵本シリーズ長谷川　義史 著

英雄の書　上 英雄の書 宮部　みゆき 著

科学と科学者のはなし 寺田寅彦エッセイ集 岩波少年文庫　５１０ 寺田　寅彦 著 池内　了 編

こども論語塾 親子で楽しむ 安岡　定子 著

しゃばけ　新装版 畠中　恵 著

しろばんば　改版 新潮文庫　い　７－１２ 井上　靖 著

深夜特急　１ 新潮文庫　さ　７－５ 沢木　耕太郎 著

種蒔きもせず 花の詩画集 星野　富弘 著

へなちょこマジック大作戦 大人にはないしょだよ　４５まえだ　ともひろ 著 いけだ　ほなみ 画

生活に役立つ実用折り紙 楽しく使える折り紙７０点 レディブティックシリーズ　ｎｏ．　３５８７

かんさつ名人になろう！　１ かんさつ名人になろう！

かんさつ名人になろう！　１ かんさつ名人になろう！

かんさつ名人になろう！　１ かんさつ名人になろう！

あたらしい自動車ずかん 最新の乗用車やスポーツカー、はたらく自動車もいっぱい！ のりもの写真えほん　６

なぞなぞの王様 ことば遊びの王様　１ 野中　三恵子 著

ちゅーちゅー ひまわりえほんシリーズ 宮西　達也 著

ＮＥＷスパイダーウィック家の謎　第１巻 ＮＥＷスパイダーウィック家の謎　第１巻ホリー・ブラック 著 トニー・ディテルリッジ 画 飯野　眞由美 訳

ＮＥＷスパイダーウィック家の謎　第２巻 ＮＥＷスパイダーウィック家の謎　第２巻ホリー・ブラック 著 トニー・ディテルリッジ 画 飯野　眞由美 訳

ＮＥＷスパイダーウィック家の謎　第３巻 ＮＥＷスパイダーウィック家の謎　第３巻ホリー・ブラック 著 トニー・ディテルリッジ 画 飯野　眞由美 訳

へんしんトンネル 新しいえほん あきやま　ただし 著

へんしんトイレ 新しいえほん あきやま　ただし 著

へんしんマラソン 新しいえほん あきやま　ただし 著

へんしんオバケ 新しいえほん あきやま　ただし 著

へんしんコンサート 新しいえほん あきやま　ただし 著

へんしんとびばこ 新しいえほん あきやま　ただし 著

へんしんプレゼント 新しいえほん あきやま　ただし 著

へんしんマジック 新しいえほん あきやま　ただし 著

へんしんクイズ 新しいえほん あきやま　ただし 著

へんしんマンザイ 新しいえほん あきやま　ただし 著

へんしんかいじゅう 新しいえほん あきやま　ただし 著

ＩＱ探偵ムー恋する探偵 ＩＱ探偵シリーズ　２７ 深沢　美潮 著 山田　Ｊ太 画

ＩＱ探偵ムー夢羽、脱出ゲームに挑戦！ ＩＱ探偵シリーズ　２８ 深沢　美潮 著 山田　Ｊ太 画

ＩＱ探偵ムースケートリンクは知っていた ＩＱ探偵シリーズ　２９ 深沢　美潮 著 山田　Ｊ太 画

サーティーナイン・クルーズ　１４ サーティーナイン・クルーズピーター・ルランジス 著 小浜　杳 訳

動物と話せる少女リリアーネ　６ 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

動物と話せる少女リリアーネ　７ 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

動物と話せる少女リリアーネ　８ 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

青空バーベキュー パンダのポンポン 野中　柊 著 長崎　訓子 画

クリスマスあったかスープ パンダのポンポン 野中　柊 著 長崎　訓子 画

アイスクリーム・タワー パンダのポンポン 野中　柊 著 長崎　訓子 画

クッキー・オーケストラ パンダのポンポン 野中　柊 著 長崎　訓子 画

からすのそばやさん かこさとしおはなしのほん　１４かこ　さとし 著

からすのやおやさん かこさとしおはなしのほん　１２かこ　さとし 著

からすのおかしやさん かこさとしおはなしのほん　１１かこ　さとし 著

からすのてんぷらやさん かこさとしおはなしのほん　１３かこ　さとし 著

英雄の書　下 英雄の書 宮部　みゆき 著

回転寿司のひみつ 学研まんがよくわかるシリーズ８２斎藤友佳子/文　たまだまさお/漫画

みそのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ８３オフィス・イセィオム/構成　

衛星多チャンネル放送と衛星通信のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ８５橘　悠紀/構成

歯と歯みがきのひみつ（新版） 学研まんがでよくわかるシリーズ８６橘　悠紀

アイスクリームのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ８７オフィス・イディオム/構成

ファッションのひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ８４オフィス・イディオム/構成

接着剤のひみつ 学研まんがでよくわかるシリーズ９０

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ワンピース 珍獣島のチョッパー王国 みらい文庫版 尾田栄一郎/作　浜崎達也/著　東映アニメーション/絵



ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ワンピース ねじまき島の冒険 みらい文庫版 尾田栄一郎/作　浜崎達也/著　東映アニメーション/絵

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ワンピース ローグタウン編 みらい文庫版 尾田栄一郎/作　浜崎達也/著　東映アニメーション/絵

どうやってみをまもるのかな 幼児絵本シリーズ　藪内正幸のどうぶつ絵本薮内　正幸 著

どうやってみをまもるのかな 幼児絵本シリーズ　藪内正幸のどうぶつ絵本薮内　正幸 著

どうやってみをまもるのかな 幼児絵本シリーズ　藪内正幸のどうぶつ絵本薮内　正幸 著

どうやってみをまもるのかな 幼児絵本シリーズ　藪内正幸のどうぶつ絵本薮内　正幸 著

おおきなかぶ ロシア民話 こどものとも傑作集　２６ トルストイ 著 内田　莉莎子 訳 佐藤　忠良 画

おとうとねずみチロのはなし 森山　京 著

おとうとねずみチロのはなし 森山　京 著

おとうとねずみチロのはなし 森山　京 著

花いっぱいになあれ 大日本ようねん文庫 松谷　みよ子 著 司　修 画

花いっぱいになあれ 大日本ようねん文庫 松谷　みよ子 著 司　修 画

ごんぎつね 日本の童話名作選 新美　南吉 著 黒井　健 画

ごんぎつね 日本の童話名作選 新美　南吉 著 黒井　健 画

ごんぎつね 日本の童話名作選 新美　南吉 著 黒井　健 画

ふたりはともだち ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 著 三木　卓 訳

ふたりはともだち ミセスこどもの本 アーノルド・ローベル 著 三木　卓 訳

かさこじぞう むかしむかし絵本　３ 岩崎　京子 著 新井　五郎 画

かさこじぞう むかしむかし絵本　３ 岩崎　京子 著 新井　五郎 画

にゃーご ひまわりえほんシリーズ 宮西　達也 著

にゃーご ひまわりえほんシリーズ 宮西　達也 著

すごいびっくり昆虫のふしぎパワー 海野　和男 著

すごいびっくり昆虫のふしぎパワー 海野　和男 著

ゆうすげ村の小さな旅館 わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 菊池　恭子 画

ゆうすげ村の小さな旅館 わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 菊池　恭子 画

ゆうすげ村の小さな旅館 わくわくライブラリー 茂市　久美子 著 菊池　恭子 画

自然のかくし絵　改訂新版 写真絵本 矢島　稔 著

自然のかくし絵　改訂新版 写真絵本 矢島　稔 著

自然のかくし絵　改訂新版 写真絵本 矢島　稔 著

サーカスのライオン おはなし名作絵本　１６ 川村　たかし 著 斎藤　博之 画

サーカスのライオン おはなし名作絵本　１６ 川村　たかし 著 斎藤　博之 画

しらべよう！はたらく犬たち　１ しらべよう！はたらく犬たち

しらべよう！はたらく犬たち　１ しらべよう！はたらく犬たち

しらべよう！はたらく犬たち　２ しらべよう！はたらく犬たち

しらべよう！はたらく犬たち　２ しらべよう！はたらく犬たち

さんご礁のなぞをさぐって 生き物たちのたたかいと助け合い 文研科学の読み物 武田　正倫 著

さんご礁のなぞをさぐって 生き物たちのたたかいと助け合い 文研科学の読み物 武田　正倫 著

さんご礁のなぞをさぐって 生き物たちのたたかいと助け合い 文研科学の読み物 武田　正倫 著

走れ 日本の名作童話　３０ 村中　李衣 著

走れ 日本の名作童話　３０ 村中　李衣 著

走れ 日本の名作童話　３０ 村中　李衣 著

せかいいちうつくしいぼくの村 えほんはともだち　４０ 小林　豊 著

せかいいちうつくしいぼくの村 えほんはともだち　４０ 小林　豊 著

だいじょうぶだいじょうぶ ちいさな絵童話りとる　１３いとう　ひろし 著

大造じいさんとガン 椋鳩十名作選　１ 椋　鳩十 著 小泉　澄夫 画

大造じいさんとガン 椋鳩十名作選　１ 椋　鳩十 著 小泉　澄夫 画

森は生きている　新版 自然と人間 富山　和子 著

森は生きている　新版 自然と人間 富山　和子 著

手塚治虫 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記　１６国松　俊英 著

手塚治虫 おもしろくてやくにたつ子どもの伝記　１６国松　俊英 著

風切る翼 木村　裕一 著 黒田　征太郎 画

風切る翼 木村　裕一 著 黒田　征太郎 画

風切る翼 木村　裕一 著 黒田　征太郎 画

教科書にでてくるお話　６年生 ポプラポケット文庫　７－９安房　直子，他 著

教科書にでてくるお話　６年生 ポプラポケット文庫　７－９安房　直子，他 著

教科書にでてくるお話　６年生 ポプラポケット文庫　７－９安房　直子，他 著

教科書にでてくるお話　６年生 ポプラポケット文庫　７－９安房　直子，他 著

海のいのち えほんはともだち　２５　立松和平・伊勢英子心と感動の絵本　２立松　和平 著 伊勢　英子 画

海のいのち えほんはともだち　２５　立松和平・伊勢英子心と感動の絵本　２立松　和平 著 伊勢　英子 画



海のいのち えほんはともだち　２５　立松和平・伊勢英子心と感動の絵本　２立松　和平 著 伊勢　英子 画

ヒロシマの歌 フォア文庫　Ｂ 今西　祐行 著 遠藤　てるよ 画

ヒロシマの歌 フォア文庫　Ｂ 今西　祐行 著 遠藤　てるよ 画

ヒロシマの歌 フォア文庫　Ｂ 今西　祐行 著 遠藤　てるよ 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

まんがで学ぶ慣用句 山口　理 著 やまね　あつし 画

かいけつゾロリなぞのスパイと１００本のバラ かいけつゾロリシリーズ　５３原　ゆたか 著

１ねん１くみ１ばんワル こどもおはなしランド　２ 後藤　竜二 著

たまごにいちゃん ひまわりえほんシリーズ あきやま　ただし 著

モンスターズ・インク ディズニーアニメ小説版　４３キキ・ソープ 著 橘高　弓枝 訳

原子力のサバイバル　１ 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

自然史ミュージアムのサバイバル　２ 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

わすれんぼうにかんぱい！ 宮川　ひろ 著 小泉　るみ子 画

すぐできる！よくわかる！学研キッズネットの自由研究小学生 学研キッズネット編集部 編

森は生きている　新版 自然と人間 富山和子　著

はがぬけたらどうするの せかいのこどもたちのはなし セルビー・ビーラー 著 ブライアン・カラス 画 こだま　ともこ 訳

はがぬけたらどうするの せかいのこどもたちのはなし セルビー・ビーラー 著 ブライアン・カラス 画 こだま　ともこ 訳

くまの子ウーフ くまの子ウーフの童話集　１神沢　利子 著 井上　洋介 画

くまの子ウーフ くまの子ウーフの童話集　１神沢　利子 著 井上　洋介 画

けんかにかんぱい！ 宮川　ひろ 著 小泉　るみ子 画

ヒックとドラゴン　９ ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子，陶浪　亜希 訳

ヒックとドラゴン　１０ ヒックとドラゴン クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子，陶浪　亜希 訳


