
低学年　絵本1

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017970146 いろいろへんないろのはじまり アーノルド・ローベル／作 冨山房

2 018006262 へんしんオバケ あきやま ただし／作・絵 金の星社

3 018006270 へんしんマラソン あきやま ただし／作・絵 金の星社

4 017947706 100かいだてのいえ いわい としお／作 偕成社

5 017970302 てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ／え 福音館書店

6 017970104 時計つくりのジョニー エドワード=アーディゾーニ／作 こぐま社

7 017972027 チムとゆうかんなせんちょうさん エドワード=アーディゾーニ／作 福音館書店

8 017970534 そらいろのたね おおむら ゆりこ／絵 福音館書店

9 018006205 かたあしだちょうのエルフ おのき がく ポプラ社

10 017969502 としょかんねずみ ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎

11 017969510 としょかんねずみ 2 ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎

12 017969528 としょかんねずみ 3 ダニエル・カーク／さく 瑞雲舎

13 017947581 おおきなきがほしい むらかみ つとむ／え 偕成社

14 017965864 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ シンスケ／作 ブロンズ新社

15 017947920 サリーのこけももつみ ロバート・マックロスキー 岩波書店

16 017947979 はなのすきなうし ロバート・ローソン／え 岩波書店

17 018006247 てぶくろをかいに わかやま　けん／絵 ポプラ社

18 017970187 そらとぶねこざかな わたなべ ゆういち／作 フレーベル館

19 018005850 おかあさんおめでとう 井上 洋介／絵 ポプラ社

20 018005868 ウーフはあかちゃんみつけたよ 井上 洋介／絵 ポプラ社

21 018005876 あかいそりにのったウーフ 井上 洋介／絵 ポプラ社

22 018006213 くまの子ウーフのかいすいよく 井上 洋介／絵 ポプラ社

23 018006221 さかなにはなぜしたがない 井上 洋介／絵 ポプラ社

24 018006254 ぴかぴかのウーフ 井上 洋介／絵 ポプラ社

25 018006288 ぶつぶついうのだあれ 井上 洋介／絵 ポプラ社

26 018006296 まいごのまいごのフーとクー 井上 洋介／絵 ポプラ社

27 018006437 お日さまはだかんぼ 井上 洋介／絵 ポプラ社

28 018005918 お月さんはきつねがすき? 井上 洋介／絵 ポプラ社

29 017971904 さんまいのおふだ 梶山　俊夫／画 福音館書店

30 018005934 いそっぷのおはなし 降矢 なな／絵 グランまま社

31 017947722 ごんぎつね 黒井 健／絵 偕成社

32 017970179 恐竜の大陸 恐竜トリケラトプスとティラノサウルス 黒川 みつひろ／絵と作 小峰書店

33 017948084 花さき山 滝平 二郎／絵 岩崎書店

34 017948225 モチモチの木 滝平 二郎／絵 岩崎書店

35 017948449 うえへまいりまぁす 長谷川 義史／さく・え PHP研究所

36 018005694 しげちゃん 長谷川　義史／絵 金の星社

37 017948498 おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 長谷川 義史／作 BL出版

38 017969866 11ぴきのねこ 馬場 のぼる／著 こぐま社

39 017970542 まほうのえのぐ 林 明子／絵と作 福音館書店

40 018006239 それならいいいえありますよ 澤野　秋文／作 講談社
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低学年　絵本２

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018005710 だいじょうぶだいじょうぶ いとう　ひろし／作・絵 講談社

2 017948191 つきのよるに いもと ようこ／作・絵 岩崎書店

3 018007468 ねずみのすもう いもと ようこ／作・絵 金の星社

4 017947755 ちょっとだけまいご クリス・ホートン／作 ＢＬ出版

5 017947888 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ／え 評論社

6 017970476 まあちゃんのながいかみ たかどの ほうこ／絵と作 福音館書店

7 018007021 ちからたろう たしま せいぞう／絵 ポプラ社

8 017967274 おやすみ、はたらくくるまたち トム・リヒテンヘルド／絵 ひさかたチャイルド

9 017947631 くまのコールテンくん ドン=フリーマン／さく 偕成社

10 017969742 おばけのマールとおかしなとけいだい なかい れい／え 中西出版

11 017969759 おばけのマールとおべんとう なかい れい／え 中西出版

12 017969767 おばけのマールとちいさなびじゅつかん なかい れい／え 中西出版

13 017969775 おばけのマールとまるやまどうぶつえん なかい れい／え 中西出版

14 017969783 おばけのマールとゆきまつり なかい れい／え 中西出版

15 017969908 くれよんのくろくん なかや　みわ／さく・え 童心社

16 017947946 ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん／えとぶん 岩波書店

17 018006361 ぎょうれつのできるパンやさん ふくざわ　ゆみこ／さく 教育画劇

18 018006536 ぎょうれつのできるはちみつやさん ふくざわ　ゆみこ／さく 教育画劇

19 018006544 ぎょうれつのできるすうぷやさん ふくざわ　ゆみこ／さく 教育画劇

20 017948324 商人とオウム ブルース・ホワットリールーミー／絵 光村教育図書

21 017970419 しずくのぼうけん ボフダン・ブテンコ 福音館書店

22 017970450 もりのなか マリー・ホール・エッツ／え・ぶん 福音館書店

23 017970559 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ／え・ぶん 福音館書店

24 017971979 ごきげんならいおん ロジャー・デュボアザン／え 福音館書店

25 017971987 おっきょちゃんとかっぱ 降矢 奈々／絵 福音館書店

26 018007039 チーター大セール 高畠 那生／作 絵本館

27 017970484 おおきなかぶ 佐藤 忠良／画 福音館書店

28 017970492 くものすおやぶんとりものちょう 秋山 あゆ子／さく 福音館書店

29 017971813 くものすおやぶんほとけのさばき 秋山 あゆ子／さく 福音館書店

30 017782004 ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡 たつひで／さく 福音館書店

31 017969890 がたごとがたごと 西村 繁男／絵 童心社

32 017080334 ものすごくおおきなプリンのうえで 中新井　純子／え 教育画劇

33 017970278 ろくべえまってろよ 長 新太／絵 文研出版

34 017947847 まわるおすし 長谷川 義史／作 ブロンズ新社

35 017970112 だじゃれ日本一周 長谷川 義史／作 理論社

36 017948266 くらやみのかみさま 長谷川 知子／ぶん・え 新日本出版社

37 017970054 教室はまちがうところだ 長谷川 知子／絵 子どもの未来社

38 017971995 ぽとんぽとんはなんのおと 平山 英三／え 福音館書店

39 017970005 びゅんびゅんごまがまわったら 林 明子／絵 童心社

40 017971375 これはのみのぴこ 和田 誠／絵 サンリード
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低学年　絵本３

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017321035 くらくてあかるいよる ジョン・ロッコ／作 光村教育図書

2 017781931 まよなかのたんじょうかい 渡辺 有一／絵 鈴木出版

3 017782053 ミルクこぼしちゃだめよ! クリストファー・コー／絵 ほるぷ出版

4 017947649 なぞなぞのみせ なかざわ くみこ／え 偕成社

5 017948258 とてもおおきなサンマのひらき 岡田 よしたか／作 ブロンズ新社

6 017948373 いちにちどうぶつ かわしま ななえ／え PHP研究所

7 017948472 歯いしゃのチュー先生 ウィリアム・スタイグ／ぶんとえ 評論社

8 017948506 こんたのおつかい 田中 友佳子／作・絵 徳間書店

9 017965815 おばけの花見 山本　孝／絵 岩崎書店

10 017969437 たまごにいちゃん あきやま ただし／作・絵 鈴木出版

11 017969460 ぱくっ せき　ゆうこ／作 小学館

12 017969858 シナの五にんきょうだい クルト・ヴィーゼ／絵 瑞雲舎

13 017969924 ひ・み・つ たばた せいいち／作 童心社

14 017970161 ワニくんのおおきなあし みやざき ひろかず ブックローン出版

15 017970294 どろんこハリー マーガレット・ブロイ・グレアム／え 福音館書店

16 017970500 だいくとおにろく 赤羽 末吉／画 福音館書店

17 017971326 しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウイリアムズ／え・ぶん 福音館書店

18 017971334 だるまちゃんとかみなりちゃん 加古 里子／え・さく 福音館書店

19 017971763 いいことってどんなこと 片山 健／え 福音館書店

20 018005942 ゆでたまごひめ 山村　浩二／え 教育画劇

21 018005959 もったいないばあさん 真珠 まりこ／作・絵 講談社

22 018006114 ありんこぐんだん 武田 美穂／作・絵 ポプラ社

23 018006122 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ=レオニ／作 好学社

24 018006155 ぞうさんのおとしあな 高畠 純／作 ポプラ社

25 018006163 とうふちゃん あだち とも／作 絵本館

26 018006171 ねずみくんのチョッキ 上野 紀子／絵 ポプラ社

27 018006189 スイミー レオ=レオニ／作 好学社

28 018006197 けんかのきもち 伊藤 秀男／絵 ポプラ社

29 018006338 おまえうまそうだな 宮西　達也／作絵 ポプラ社

30 018006379 へんしんトイレ あきやま ただし／絵・作 金の星社

31 018006387 へんしんとびばこ あきやま ただし／作・絵 金の星社

32 018006395 へんしんトンネル あきやま ただし／作・絵 金の星社

33 018006403 いつもちこくのおとこのこ ジョン・バーニンガム／選 あかね書房

34 018006445 フレデリック レオ=レオニ／作 好学社

35 018006486 あかちゃんになったおばあさん いもと ようこ／文・絵 金の星社

36 018006973 いいからいいから 長谷川 義史／作 絵本館

37 018006981 いいからいいから 3 長谷川 義史／作 絵本館

38 018006999 いいからいいから 2 長谷川 義史／作 絵本館

39 018007013 いいからいいから 4 長谷川 義史／作 絵本館

40 017970195 ねこざかな わたなべ ゆういち／絵と作 フレーベル館
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低学年　絵本４

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017948399 1つぶのおこめ デミ／作 光村教育図書

2 017989013 あしってエラい! 大島 妙子／絵 保育社

3 018006627 あらしのよるに あべ 弘士／絵 講談社

4 018006619 あるはれたひに あべ 弘士／絵 講談社

5 017947698 オオカミのひみつ 田島 征三／え 偕成社

6 018034470 おこだでませんように 石井　聖岳／絵 小学館

7 018006684 おならうた 飯野 和好／絵 絵本館

8 017969817 おばあちゃんすごい! 村上 康成／絵 童心社

9 017947540 おへんじください。 小田桐 昭／絵 偕成社

10 017967266 かにむかし 清水 崑／絵 岩波書店

11 018005983 がまんのケーキ かがくい ひろし／著 教育画劇

12 017969429 きょうはなんてうんがいいんだろう 宮西 達也／絵と作 鈴木出版

13 018006601 きりのなかで あべ 弘士／絵 講談社

14 018007427 くまときつね いもと　ようこ／文・絵 金の星社

15 018007435 くまのしんぶんきしゃ いもと　ようこ／文・絵 金の星社

16 018007047 くものきれまに あべ 弘士／絵 講談社

17 017989039 こころとしんぞう 村上 康成／絵 保育社

18 018007419 しっぽのつり いもと　ようこ／文・絵 金の星社

19 017948316 じゃんけん むらい きくこ／絵・作 岩崎書店

20 017967282 ずーっと ずっと だいすきだよ ハンス・ウイルヘルム／え・ぶん 評論社

21 017970377 スーホの白い馬 赤羽 末吉／画 福音館書店

22 018006593 どしゃぶりのひに あべ 弘士／絵 講談社

23 017947953 ねえ、どれがいい? ジョン・バーニンガム／さく 評論社

24 017969445 ねえとうさん 佐野 洋子／作 小学館

25 017969825 ねこがおどる日 森川　百合香／絵 童心社

26 018006452 ねずみのよめいり 二俣 英五郎／画 教育画劇

27 017781170 ひまわり 荒井 真紀／文・絵 金の星社

28 017969411 ひめちゃんひめ 武田 美穂／絵 童心社

29 017948076 ふくはうちおにもうち 山本 孝／絵 岩崎書店

30 017971789 ふしぎなたけのこ 瀬川 康男／え 福音館書店

31 018006577 ふぶきのあした あべ 弘士／作 講談社

32 017969452 フンガくん 国松 エリカ／作 小学館

33 018006650 へんしんコンサート あきやま ただし／作・絵 金の星社

34 017967258 ぼく、おつきさまがほしいんだ ジョナサン・エメット／文 徳間書店

35 018006064 まくらのせんにん さんぽみちの巻 かがくい ひろし／著 佼成出版社

36 018006585 まんげつのよるに あべ 弘士／絵 講談社

37 017970468 めっきらもっきらどおんどん ふりや なな／画 福音館書店

38 017971797 ゆかいなかえる ジュリエット・ケペシュ／ぶん・え 福音館書店

39 018006783 ようかいガマとの おイケにカエる よしなが こうたく／さく あかね書房

40 018006775 わたしのいちばんあのこの1ばん パトリス・バートン／絵 ポプラ社
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低学年　絵本５

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017972035 なぞなぞ100このほん M・ミトゥーリチ／絵 福音館書店

2 018007377 さかさのこもりくんとおおもり あきやま ただし／絵・作 教育画劇

3 018007278 さかさのこもりくん あきやま ただし／作・絵 教育画劇

4 018007286 さかさのこもりくんともりもり あきやま ただし／作・絵 教育画劇

5 018007385 さかさのこもりくんとてんこもり あきやま ただし／作・絵 教育画劇

6 018007443 さかさのこもりくんとこふくちゃん あきやま ただし／作・絵 教育画劇

7 017969551 はなかっぱ あきやま ただし／著 メディアファクトリー

8 018006098 ライオンのへんないちにち あべ 弘士／作 佼成出版社

9 018006106 ライオンのながいいちにち あべ 弘士／作 佼成出版社

10 018006791 ライオンのよいいちにち あべ 弘士／作 佼成出版社

11 016404329 みんなのせて あべ　弘士／作・絵 講談社

12 017948365 せかいいちおいしいレストラン あんびる やすこ／作・絵 ひさかたチャイルド

13 017947714 うんちしたのはだれよ! ヴォルフ・エールブルッフ／絵 偕成社

14 018006130 まくらのせんにん そこのあなたの巻 かがくい ひろし／著 佼成出版社

15 017947623 どろぼうがっこう かこ さとし／絵・作 偕成社

16 017947821 メアリー・アリス・いまなんじ? ジェームズ・マーシャル／絵 童話館

17 017970047 ほね・ホネ・がいこつ! スズキ　コージ／絵 保育社

18 018006346 はらぺことのさま つきおか ゆみこ／作 あかね書房

19 017948407 月おとこ トミー・ウンゲラー／作 評論社

20 017971367 ブレーメンのおんがくたい ハンス・フィッシャー／え 福音館書店

21 017948175 へなちょこ ふるしょう ようこ／絵 学研教育出版

22 017947938 ええところ ふるしょう ようこ／絵 学研教育出版

23 017969916 おしいれのぼうけん ふるた たるひ／さく 童心社

24 017948209 さよならをいえるまで フレア・ブラックウッド／え 岩崎書店

25 017947763 雪の写真家ベントレー メアリー・アゼアリアン／絵 BL出版

26 017969577 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック／さく 冨山房

27 018006007 シマウマしましまなぜあるの? リラ・プラップ／作 アノニマ・スタジオ

28 017969841 ぶたくんと100ぴきのおおかみ 宮西 達也／絵と作 鈴木出版

29 018006148 100万回生きたねこ 佐野 洋子／絵と作 講談社

30 017971359 三びきのこぶた 山田 三郎／え 福音館書店

31 017947862 王さまと九人のきょうだい 赤羽 末吉／絵 岩波書店

32 017971771 ふるやのもり 田島 征三／画 福音館書店

33 017969569 うちにかえったガラゴ 島田　ゆか／作/絵 文渓堂

34 017970039 たべものたべたら 藤本　ともひこ／絵 保育社

35 017971920 ねぎぼうずのあさたろう その1 飯野 和好／作 福音館書店

36 018033936 てとてとてとて 浜田　桂子／さく 福音館書店

37 018006353 となりのせきのますだくん 武田　美穂／絵と作 ポプラ社

38 017970310 こんとあき 林 明子／さく 福音館書店

39 017970351 きょうはなんのひ? 林 明子／絵 福音館書店

40 017969668 ともだち 和田 誠／絵 玉川大学出版部

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №５



低学年　絵本６

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017971938 どうながのプレッツェル H・A・レイ／え 福音館書店

2 017970096 しゃっくりがいこつ S・D・シンドラー／絵 セーラー出版

3 017971961 いっすんぼうし あきの ふく／え 福音館書店

4 017947912 くまのがっこう あだち　なみ／絵 ブロンズ新社

5 017948357 きょうのシロクマ あべ 弘士／作 光村教育図書

6 018007450 くまのこうちょうせんせい いもと　ようこ／絵 金の星社

7 018006494 おにたのぼうし いわさき ちひろ／え ポプラ社

8 017947565 もぐらバス うちの　ますみ／文/絵 偕成社

9 017948381 よるのとしょかん カズノ・コハラ／作 光村教育図書

10 017948290 ちょっとまって、きつねさん! カトリーン・シェーラー／作 光村教育図書

11 018005702 はいいろこくのはいいろひめさま ささき まき／作 絵本館

12 017970518 いそがしいよる さとう わきこ／え・さく 福音館書店

13 017969593 わたしはあかねこ サトシン／作 文溪堂

14 017970260 つんつくせんせいとつんくまえんのくま たかどの ほうこ／さく・え フレーベル館

15 017969387 じごくのそうべえ たじま ゆきひこ／作 童心社

16 018006635 チリとチリリ どい かや／作 アリス館

17 018006643 チリとチリリちかのおはなし どい かや／作 アリス館

18 017971342 そらまめくんのベッド なかや みわ／さく・え 福音館書店

19 017971847 はたらきもののじょせつしゃけいてぃー ばーじにあ・りー・ばーとん／ぶんとえ 福音館書店

20 017972217 3びきのくま バスネツォフ／絵 福音館書店

21 017971805 たべることはつながること ホリー　ケラー／え 福音館書店

22 018006072 にじいろのさかな マーカス・フィスター／作 講談社

23 017969403 オオカミグーのはずかしいひみつ みやにし　たつや／絵 童心社

24 018006551 おかあさんだいすきだよ みやにし たつや／絵作 金の星社

25 017947417 ともだちや 降矢 なな／絵 偕成社

26 017947425 ともだちくるかな 降矢 なな／絵 偕成社

27 017947433 あしたもともだち 降矢 なな／絵 偕成社

28 017947441 ごめんねともだち 降矢 なな／絵 偕成社

29 017947458 ともだちひきとりや 降矢 なな／絵 偕成社

30 017947466 ありがとうともだち 降矢 なな／絵 偕成社

31 017947474 あいつもともだち 降矢 なな／絵 偕成社

32 017947482 ともだちおまじない 降矢 なな／絵 偕成社

33 017947490 きになるともだち 降矢 なな／絵 偕成社

34 017947508 ともだちごっこ 降矢 なな／絵 偕成社

35 017947516 よろしくともだち 降矢 なな／絵 偕成社

36 017970328 まゆとおに 降矢 なな／絵 福音館書店

37 017970138 おじいちゃんのごくらくごくらく 長谷川 義史／絵 鈴木出版

38 017947748 とべバッタ 田島 征三／作 偕成社

39 017970526 こすずめのぼうけん 堀内 誠一／画 福音館書店

40 017971912 あな 和田 誠／画 福音館書店

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №６



低学年　絵本７

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017947854 おさるのジョージとしょかんへいく Ｍ．レイ／原作 岩波書店

2 017965823 てぶくろをかいに いもと ようこ／絵 金の星社

3 017948183 しゅくだい いもと ようこ／文・絵 岩崎書店

4 017969809 どっちがへん?スペシャル いわい　としお／作 紀伊國屋書店

5 017969932 14ひきのあさごはん いわむら かずお／選 童心社

6 017948241 リサとガスパールのしんがっき ゲオルグ・ハレンスレーベン／え ブロンズ新社

7 017948514 としょかんライオン ケビン・ホークス／え 岩崎書店

8 017976804 せんたくかあちゃん さとう わきこ／え・さく 福音館書店

9 018005900 オニじゃないよおにぎりだよ シゲタ　サヤカ／作 えほんの杜

10 017947532 ほんちゃん スギヤマ　カナヨ／さく 偕成社

11 017971953 かぞえうたのほん スズキ コージ 福音館書店

12 017948274 でこちゃんとらすたくん つちだ のぶこ／さく・え ＰＨＰ研究所

13 017948456 でこちゃん つちだ のぶこ／さく・え PHP研究所

14 017971755 くいしんぼうのはなこさん なかたに ちよこ／え 福音館書店

15 017948142 どんぐりむらのどんぐりえん なかや みわ／さく 学研教育出版

16 017948159 どんぐりむらのぼうしやさん なかや みわ／さく 学研教育出版

17 017948167 どんぐりむらのぱんやさん なかや みわ／さく 学研教育出版

18 017948464 ぼくのかえりみち ひがし ちから／作 BL出版

19 017970344 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え 福音館書店

20 017965062 ひぐまのおやこ 伊丸岡 秀蔵／撮影 キャスト出版部

21 017947730 泣いた赤おに 梶山 俊夫／絵 偕成社

22 017947557 どどどどど 五味 太郎／作 偕成社

23 017948282 バナナじけん 高畠　那生／作 ＢＬ出版

24 018005967 おじさんのかさ 佐野 洋子／絵と作 講談社

25 017989088 ぼくの手わたしの手 斉藤 美春／写真 保育社

26 017948233 やきいもの日 村上　康成／作・絵 徳間書店

27 017971318 おしゃべりなたまごやき 長 新太／画 福音館書店

28 017969478 パンやのろくちゃん 長谷川　義史／作 小学館

29 017953936 おばけのチョウちゃん 長野 ヒデ子／え・ぶん 大日本図書

30 018006569 だいじょうぶだよ、おばあちゃん 塚本 やすし／絵 講談社

31 017947680 オオカミのごちそう 田島 征三／絵 偕成社

32 017969940 バムとケロのそらのたび 島田 ゆか／絵と作 文渓堂

33 017969957 バムとケロのにちようび 島田 ゆか／絵と作 文渓堂

34 017969965 バムとケロのもりのこや 島田 ゆか／絵と作 文溪堂

35 017969973 バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか／絵と作 文渓堂

36 017969981 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか／絵と作 文渓堂

37 017970153 うさぎのくれたバレエシューズ 南塚 直子／絵 小峰書店

38 017969585 いのちのまつり ヌチヌグスージ 平安座 資尚／絵 サンマーク出版

39 017971946 タンゲくん 片山 健／絵 福音館書店

40 018005892 キリンがくる日 木島 誠悟／絵 ポプラ社

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №７



低学年　絵本８　　戦争と平和

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018034413 紅玉 高田　三郎／絵 新日本出版社

2 018005793 一つの花 鈴木 義治／絵 ポプラ社

3 018005785 そして、トンキーもしんだ かじ あゆた／え 国土社

4 018005769 ちいちゃんのかげおくり 上野 紀子／絵 あかね書房

5 018005751 おはじきの木 上野 紀子／絵 あかね書房

6 018005744 チロヌップのきつね たかはし ひろゆき／作 金の星社

7 018005736 かわいそうなぞう たけべ もといちろう／え 金の星社

8 018005686 えんぴつびな 長谷川 知子／絵 金の星社

9 018005520 おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ／作 あすなろ書房

10 018005512 おにいちゃん、死んじゃった 谷川 俊太郎／詩 教育画劇

11 018005454 絵本 おこりじぞう 四国 五郎／絵 金の星社

12 018005439 せかいいちうつくしいぼくの村 小林 豊／絵と作 ポプラ社

13 017971664 絵で読む広島の原爆 西村 繁男／絵 福音館書店

14 017970088 ひろしまのピカ 丸木 俊／絵・文 小峰書店

15 017970070 お母ちゃんお母ちゃーんむかえにきて 梶山 俊夫／作 小峰書店

16 017969833 くつがいく 和歌山　静子／作 童心社

17 017969791 ピンク色の雲 稲田　善樹／絵 てらいんく

18 017969734 ぼくのこえがきこえますか 田島　征三／作 童心社

19 017969692 非武装地帯に春がくると イ・オクベ／作 童心社

20 017969684 はらっぱ 西村 繁男／画 童心社

21 017969635 ひろしまのエノキ 二俣 英五郎／絵 童心社

22 017969627 ピース・ブック トッド・パール／作 童心社

23 017969619 さくら 田畑 精一／作 童心社

24 017969601 さがしています アーサー・ビナード／作 童心社

25 017969494 8月6日のこと 長谷川 義史／絵 河出書房新社

26 017967365 絵本 東京大空襲 おのざわ さんいち／絵 理論社

27 017965831 へいわってすてきだね 長谷川 義史／画 ブロンズ新社

28 017948217 戦火のなかの子どもたち 岩崎 ちひろ／作 岩崎書店

29 017948100 ぞうれっしゃがやってきた 箕田 源二郎／絵 岩崎書店

30 017948043 よしこがもえた たかとう　匡子／作 新日本出版社

31 017948001 むこう岸には マルタ・カラスコ／作 ほるぷ出版

32 017947961 せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー／作 光村教育図書

33 017947870 せんそう 塚本 やすし／絵 東京書籍

34 017947805 おりづるの旅 狩野 富貴子／絵 PHP研究所

35 017947672 なぜ戦争はよくないか ステファーノ・ヴィタール／絵 偕成社

36 017947607 まちんと 司 修／絵 偕成社

37 017947599 ぼうさまになったからす 司 修／絵 偕成社

38 017947524 六にんの男たち デビッド・マッキー／作 偕成社

39 017326968 へいわってどんなこと? 浜田　桂子／作 童心社

40 016376592 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史／作 教育画劇

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №８



低学年　絵本９　日本の昔話

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018007492 うらしまたろう いもと ようこ／文・絵 金の星社

2 017947656 うらしまたろう いわさき ちひろ 偕成社

3 018005611 うらしまたろう むらかみ こういち／え ポプラ社

4 017971748 うらしまたろう 秋野 不矩／画 福音館書店

5 017948092 うらしまたろう 飯野 和好／え 岩崎書店

6 018006056 かさこじぞう あらい ごろう／え ポプラ社

7 018025049 かさじぞう 広松 由希子／ぶん 岩崎書店

8 017969700 かさじぞう 松谷 みよ子／著 童心社

9 017971896 かさじぞう 赤羽 末吉／画 福音館書店

10 017969486 かさじぞう 村上 勉／絵 小学館

11 018007500 かちかちやま いもと ようこ／文・絵 金の星社

12 018006320 かちかちやま せがわ やすお／え ポプラ社

13 017970211 かちかちやま 瀬川 康男／絵 フレーベル館

14 017971839 かちかちやま 赤羽 末吉／画 福音館書店

15 017948118 かちかち山 広松 由希子／え 岩崎書店

16 017971730 こぶじいさま 赤羽 末吉／画 福音館書店

17 018006312 こぶとり おおた こうし／え ポプラ社

18 017970229 こぶとり 瀬川 康男／絵 フレーベル館

19 017969643 こぶとり 村上 康成／画 童心社

20 018007518 こぶとりじいさん いもと ようこ／文・絵 金の星社

21 017948126 さるかに 及川 賢治／え 岩崎書店

22 017970237 さるかに 瀬川 康男／絵 フレーベル館

23 017969718 さるかに 長谷川　義史／画 童心社

24 018007526 さるかにがっせん いもと ようこ／文・絵 金の星社

25 018006304 さるかにばなし ふくだ しょうすけ／え ポプラ社

26 017948134 したきりすずめ ささめや ゆき／え 岩崎書店

27 018005678 したきりすずめ むらかみ こういち／え ポプラ社

28 017970013 したきりすずめ 松谷 みよ子／著 童心社

29 017970245 したきりすずめ 瀬川 康男／絵 フレーベル館

30 017971722 したきりすずめ 赤羽 末吉／画 福音館書店

31 018005660 はなさかじい さくらい まこと／え ポプラ社

32 017970252 はなさかじい 瀬川 康男／絵 フレーベル館

33 017969650 はなさかじい 西村 繁男／画 童心社

34 018007484 はなさかじいさん いもと ようこ／文・絵 金の星社

35 018007476 ももたろう いもと ようこ／文・絵 金の星社

36 017969726 ももたろう 松谷 みよ子／著 童心社

37 017970203 ももたろう 瀬川 康男／絵 フレーベル館

38 017970427 ももたろう 赤羽 末吉／画 福音館書店

39 018006049 ももの子たろう みた げんじろう／え ポプラ社

40 017948480 花さかじい 椿原 菜々子／文 童話館出版

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №９



低学年　絵本１０　おいしい絵本　

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017947573 おまたせクッキー パット=ハッチンス／選 偕成社

2 017947664 きょうのごはん 加藤 休ミ／作 偕成社

3 017947771 ハンバーグハンバーグ 武田 美穂／作 ほるぷ出版

4 017947797 うちのコロッケ 村上　康成／絵 世界文化社

5 017947839 ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤 ノリコ／著 白泉社

6 017947904 せかいいちおいしいスープ マーシャ・ブラウン／絵・文 岩波書店

7 017947987 パパ・カレー 武田 美穂／作 ほるぷ出版

8 017947995 なにからできているでしょーか? 大森/裕子／さく 白泉社

9 017948027 へんしんだいずくん 中山 章子／監修・料理製作 ひさかたチャイルド

10 017948035 ふしぎな おきゃく 岡本 颯子／絵 ひさかたチャイルド

11 017948308 からすのパンやさん かこ さとし／絵・作 偕成社

12 019680164 オムライス・ヘイ! 武田 美穂／作 ほるぷ出版

13 017948423 おすしのさかな 川澄 健／監修 ひさかたチャイルド

14 017948431 ぎゅうにゅうだいへんしん! 中山　章子／監修・料理製作 ひさかたチャイルド

15 017965856 ポポくんのミックスジュース ａｃｃｏｔｏｔｏ／作 ＰＨＰ研究所

16 017969395 あっちゃんあがつく みね よう／げんあん リーブル

17 017969536 じゃがいもポテトくん 長谷川　義史／作・絵 小学館

18 017969544 まよなかのだいどころ モーリス・センダック／選 冨山房

19 017969676 ありがとう!きゅうしょく 平田 景／え 大日本図書

20 017969874 11ぴきのねことあほうどり 馬場 のぼる／著 こぐま社

21 017969882 しろくまちゃんのほっとけーき わかやま けん／絵 こぐま社

22 017970062 チップとチョコのおつかい どい かや／絵と作 文渓堂

23 017970336 ばばばあちゃんのアイス・パーティー さとう わきこ／さく 福音館書店

24 017970385 おにぎり 平山 和子／絵 福音館書店

25 017970393 おべんとう 小西 英子／さく 福音館書店

26 017970401 サンドイッチサンドイッチ 小西 英子／さく 福音館書店

27 017970435 おいしいおと ふくしま あきえ／え 福音館書店

28 017970443 ぽんちんぱん 柿木原 政広／作 福音館書店

29 017971300 ぐりとぐら おおむら ゆりこ／え 福音館書店

30 017971714 ぎょうざつくったの きむら よしお／作 福音館書店

31 017971888 和菓子のほん 中山 圭子／文 福音館書店

32 017972001 エディのごちそうづくり サラ　ガーランド／さく 福音館書店

33 017974015 おなべおなべにえたかな? こいで やすこ／作 福音館書店

34 017974023 よもぎだんご さとう わきこ／さく 福音館書店

35 018005447 おまかせコックさん 鈴木　まもる／絵 金の星社

36 018005728 いろいろおふろはいり隊! 西村　敏雄／絵 教育画劇

37 018005975 おひさまパン エリサ・クレヴェン／作絵 金の星社

38 018005991 ジャムつきパンとフランシス リリアン・ホーバン／え 好学社

39 018006015 ぼくんちカレーライス つちだ のぶこ／作 佼成出版社

40 018006031 おばけのてんぷら せな けいこ／絵と作 ポプラ社
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低学年　絵本１１　お仕事の絵本　

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017974007 ルリユールおじさん いせ ひでこ／作 講談社

2 018005413 野球場の一日 いわた 慎二郎／作・絵 講談社

3 018005421 博物館の一日 いわた 慎二郎／作・絵 講談社

4 017971706 いちばんでんしゃのしゃしょうさん おおとも やすお／え 福音館書店

5 017971821 ぼくのママはうんてんし おおとも やすお／さく 福音館書店

6 017971680 ただいまお仕事中 おち とよこ／文 福音館書店

7 017972019 エディのやさいばたけ サラ　ガーランド／さく 福音館書店

8 017967290 ぴっかぴかすいぞくかん なかの/ひろみ／文・構成 ひさかたチャイルド

9 017948050 ママのとしょかん ニツキ・デイリー／絵 新日本出版社

10 017988098 はやおきふっくらパンやさん はせがわ かこ／絵 講談社

11 018005462 みんなをのせてバスのうんてんしさん はせがわ かこ／絵 講談社

12 018005470 105にんのすてきなしごと マーク・シーモント／絵 あすなろ書房

13 018006023 おさかないちば 加藤　休ミ／作 講談社

14 017948332 のぞいてみよう!厨房図鑑 学研教育出版／編 学研教育出版

15 017965781 大きな運転席図鑑 学研教育出版／編 学研教育出版

16 017970369 新幹線しゅっぱつ! 鎌田 歩／作 福音館書店

17 017971862 なんでもあらう 鎌田 歩／作 福音館書店

18 018005488 はこぶ 鎌田 歩／作 教育画劇

19 018006080 おしごと制服図鑑 講談社／編 講談社

20 017971672 町たんけん はたらく人みつけた 秋山 とも子／作 福音館書店

21 017948340 あこがれお仕事いっぱい!せいふく図鑑 勝倉 崚太／写真 学研教育出版

22 017971870 おふろやさん 西村 繁男／作 福音館書店

23 017970021 世界にひとつのキッチン 青山/邦彦／作画 河出書房新社

24 017965799 魚市場 沢田 重隆／構成と絵 評論社

25 017948019 おこめができた! 中川 孝俊／監修 ひさかたチャイルド

26 017974932 おかあさん牛からのおくりもの 冨田 美穂／絵 北海道新聞社

27 018005777 とうちゃんはかんばんや 野村　たかあき／絵 教育画劇

28 017947813 しごとば 東京スカイツリー 鈴木 のりたけ／作 ブロンズ新社

29 017947896 しごとば 鈴木 のりたけ／作 ブロンズ新社

30 017948068 続々 しごとば 鈴木 のりたけ／作 ブロンズ新社

31 017965849 続・しごとば 鈴木 のりたけ／作 ブロンズ新社

32 017947615 はしれ!たくはいびん 鈴木　まもる／絵 偕成社

33 018005629 おとうさんはしょうぼうし 鈴木　まもる／絵 佼成出版社

34 018005637 おとうさんはだいくさん 鈴木　まもる／絵 佼成出版社

35 018005645 おとうさんはうんてんし 鈴木　まもる／絵 佼成出版社

36 018005652 おとうさんはパンやさん 鈴木　まもる／絵 佼成出版社

37 017965773 大きな運転席図鑑ぷらす 学研教育出版

38 017975814 ウルトラマンをつくったひとたち いいづか　さだお／さく 偕成社
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中高学年　絵本1　伝記絵本セット

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017959281 リーかあさまのはなし 小林　豊和／絵 ポプラ社

2 017958315 北加伊道 関屋/敏隆／文・型染版画 ポプラ社

3 017957671 ひらめきの建築家ガウディ レイチェル・ロドリゲス／文 光村教育図書

4 017959776 雪の写真家ベントレー メアリー・アゼアリアン／絵 BL出版

5 017957036 ダーウィンが見たもの ミック マニング／さく 福音館書店

6 017956566 ヘレン・ケラーのかぎりない夢 マット・タヴァレス／絵 国土社

7 017957663 バーナムの骨 ボリス・クリコフ／絵 光村教育図書

8 017957622 わたしはガリレオ ボニー・クリステンセン／作 さ・え・ら書房

9 017957689 変わり者ピッポ ポー・エストラーダ／絵 光村教育図書

10 017958455 サティさんはかわりもの ペトラ・マザーズ／絵 BL出版

11 017957697 ウォーターハウス・ホーキンズの恐竜 ブライアン・セルズニック／絵 光村教育図書

12 017956616 サン=テグジュペリと星の王子さま ビンバ・ランドマン／文・絵 西村書店

13 017956608 シャガール ビンバ・ランドマン／文・絵 西村書店

14 017960949 天才レオナルド・ダ・ヴィンチと少年ジャコモ ビンバ・ランドマン／絵 西村書店

15 017956590 ラファエロ ビンバ・ランドマン／絵 西村書店

16 017960964 マザーテレサの冒険 ピエロ・ベントゥーラ／絵 女子パウロ会

17 017955485 星の使者 ピーター・シス／文・絵 徳間書店

18 017955477 生命の樹 ピーター・シス／文・絵 徳間書店

19 017957614 トマス・ジェファソン 本を愛し、集めた人 バーブ・ローゼンストック／文 さ・え・ら書房

20 017955493 コルチャック先生 トメク・ボガツキ／作 講談社

21 017955253 図書館に児童室ができた日 デビー・アトウェル／絵 徳間書店

22 017958349 星のこども ステファニー・ロス・シソン／作 小峰書店

23 017958430 グレゴール・メンデル ジョス・A.スミス／絵 BL出版

24 017958331 木を植えた男 ジャン・ジオノ／原作 あすなろ書房

25 017956996 ろばのとしょかん ジャネット・ウィンター／文と絵 集英社

26 017958463 ワンガリの平和の木 ジャネット・ウィンター／作 BL出版

27 017957002 いつもみていた ジャネット・ウィンター／作 福音館書店

28 017957648 あたまにつまった石ころが ジェイムズ・スティーブンソン／絵 光村教育図書

29 017957010 いのちあふれる海へ クレア・A.ニヴォラ／さく 福音館書店

30 017956582 ミケランジェロ キアーラ・ロッサーニ／文 西村書店

31 017958661 ネルソン・マンデラ カディール・ネルソン／作・絵 鈴木出版

32 017959024 ハリエットの道 カディール・ネルソン／絵 日本キリスト教団出版局

33 017957655 わたしには夢がある カディール・ネルソン／絵 光村教育図書

34 017956624 ゴッホ オクタヴィア・モナコ／絵 西村書店

35 017956574 クリムトと猫 オクタヴィア・モナコ／絵 西村書店

36 017957028 ガンたちとともに イレーヌ グリーンスタイン／作 福音館書店

37 017958323 絵本 アンネ・フランク アンジェラ・バレット／絵 あすなろ書房

38 017958422 栄光への大飛行 アリス・プロヴェンセン／作 BL出版

39 017957630 戦争をくぐりぬけたおさるのジョージ アラン・ドラモンド／絵 岩波書店

40 017964859 スティーブ・ジョブズってどんな人? Ｎａｍ　Ｋｙｏｎｇｗａｎ／作 汐文社
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中高学年　絵本２　世界のむかしばなし絵本

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017999152 金のさかな Ａ．プーシキン／作 偕成社

2 017998188 プルガサリ イ ヒョンジン／絵 岩崎書店

3 017999202 ライオンとねずみ イソップ／原作 光村教育図書

4 017999749 アリババと40にんのとうぞく いもと/ようこ／文絵 金の星社

5 017998170 しごとをとりかえただんなさん ウィリアム・ウィースナー／え 童話館出版

6 017998360 てぶくろ エウゲーニー・M・ラチョフ／え 福音館書店

7 017999319 ね、うし、とら…十二支のはなし エロール・ル・カイン／え ほるぷ出版

8 017999707 なまけもののエメーリャ ささめや　ゆき／絵 小学館

9 017998345 ガラスめだまときんのつののヤギ スズキ コージ／画 福音館書店

10 017999194 ジャックとまめの木 スズキ　コージ／絵 講談社

11 017998253 12の月たち ダイアン・スタンレー 評論社

12 017999285 1つぶのおこめ デミ／作 光村教育図書

13 017999160 ゴナンとかいぶつ バーサンスレン・ボロルマー／絵 偕成社

14 017998303 3びきのくま バスネツォフ／絵 福音館書店

15 017999244 ふしぎなボジャビのき ピート・フロブラー／絵 光村教育図書

16 017998394 みっつのねがい ピレット・ラウド／再話・絵 福音館書店

17 017999236 商人とオウム ブルース・ホワットリールーミー／絵 光村教育図書

18 017998212 まほうのなべ ポール・ガルドン／絵 童話館出版

19 017999277 ひよこのコンコンがとまらない ポール・ガルドン／作 ほるぷ出版

20 017998295 ラン パン パン インドみんわ ホセ・アルエゴ／え 評論社

21 017998006 三びきのやぎのがらがらどん マーシャ・ブラウン／え 福音館書店

22 017998329 おだんごぱん わきた かず／え 福音館書店

23 017998261 むらの英雄 わたなべ しげお／文 瑞雲舎

24 017998220 犬になった王子 君島　久子／文 岩波書店

25 017998311 おおきなかぶ 佐藤 忠良／画 福音館書店

26 017998030 ゆきむすめ 佐藤 忠良／画 福音館書店

27 017998048 三びきのこぶた 山田 三郎／え 福音館書店

28 017959123 きたかぜとたいよう 山福 朱実／絵 岩崎書店

29 017998378 プンク マインチャ 秋野 亥左牟／画 福音館書店

30 017998386 ほしをもったひめ 小沢/さかえ／絵 福音館書店

31 017997990 ワニのお嫁さんとハチドリのお嫁さん 清水 たま子／文 福音館書店

32 017998352 スーホの白い馬 赤羽 末吉／画 福音館書店

33 017998279 なみだでくずれた万里の長城 唐　亜明／文 岩波書店

34 017999327 トム・ティット・トット 飯野 和好／絵 ほるぷ出版

35 017998287 うさぎのみみはなぜながい 北川 民次 福音館書店

36 017998337 パンのかけらとちいさなあくま 堀内 誠一／画 福音館書店

37 017997966 きんいろのしか 唯野 元弘／文 鈴木出版

38 017998402 ヤンメイズとりゅう 譚　小勇／絵 福音館書店
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中高学年　絵本３　北海道の絵本

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017951500 木ぼりのオオカミ 斎藤 博之／絵 小峰書店

2 018068353 ピリカ、おかあさんへの旅 沢田　としき／絵 福音館書店

3 018068346 オホーツクの海に生きる 関屋 敏隆／作 ポプラ社

4 017970286 ひぐまのおやこ 伊丸岡 秀蔵／撮影 キャスト出版部

5 017965203 エゾシカ 久保 敬親／写真・文 新日本出版社

6 017965195 ラッコ 久保 敬親／写真・文 新日本出版社

7 017965187 エゾリス 久保 敬親／写真・文 新日本出版社

8 017965146 キタキツネ 久保 敬親／写真・文 新日本出版社

9 017965138 ヒグマ 久保 敬親／写真・文 新日本出版社

10 017952854 うらやまのエゾリス 金田 正実／文・写真 福音館書店

11 017952540 しまふくろうのみずうみ 手島 圭三郎／絵・文 絵本塾出版

12 017952201 流氷の伝言 小原　玲／著 教育出版

13 017951922 生物の大宝庫大雪山 松岡 達英／作 大日本図書

14 017951914 北の島だより 杣田 美野里／文と写真 岩崎書店

15 017951849 おおはくちょうのそら 手島 圭三郎／絵・文 絵本塾出版

16 017951831 絵図解えりも砂漠を昆布の森に 川嶋 康男／文 絵本塾出版

17 017951559 北加伊道 関屋 敏隆／文・型染版画 ポプラ社

18 017951542 エゾオオカミ物語 あべ　弘士／作 講談社

19 017951526 いしかりがわ 村松 昭／さく 偕成社

20 017951492 オキクルミのぼうけん 斎藤 博之／絵 小峰書店

21 017951484 アイヌ ネノアン アイヌ 萱野 茂／文 福音館書店

22 017951476 アザラシ流氷の海へ 廣崎 芳次／文 小峰書店

23 017951468 熊神とカパラペポンス いしくら きんじ／絵 小峰書店

24 017951450 火の雨氷の雨 かやの しげる／文 小峰書店

25 017951443 パヨカカムイ いしくら きんじ／絵 小峰書店

26 017951435 アイヌとキツネ いしくら きんじ／絵 小峰書店

27 017951260 おかあさん牛からのおくりもの 冨田 美穂／絵 北海道新聞社

28 017951252 北海道わくわく地図えほん 堀川 真／文・絵 北海道新聞社

29 017951245 キタキツネのおかあさん 竹田津 実／文・写真 福音館書店

30 017951237 キタキツネのおとうさん 竹田津 実／文 福音館書店

31 017951229 とんではねて子ジカのバンビ 松田 忠徳／文と写真 大日本図書

32 017951211 ヒグマの楽園 久保 敬親／写真・文 ポプラ社

33 017951203 マリモを守る。 千葉 望／文 理論社

34 017951195 アカゲラ 嶋田 忠／文・写真 新日本出版社

35 017951187 オオカミの森 あべ　弘士／絵 角川書店

36 017951179 大きな時計台小さな時計台 ひだの かな代／絵 絵本塾出版

37 017951161 どさんこうまのふゆ 本田 哲也／作 芸文社

38 017951153 ぼくらは知床探険隊 関屋 敏隆／文・型染版画 岩崎書店

39 017951146 楽園 関屋 敏隆／作 くもん出版

40 014627509 おおかみのこがはしってきて 小林　敏也／画 パロル舎
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中高学年　絵本４　宮沢賢治の絵本

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017975822 オツベルと象 遠山 繁年／絵 偕成社

2 017975475 オツベルと象 佐藤 国男／画 子どもの未来社

3 017975673 オツベルと象 荒井 良二／絵 三起商行

4 017975707 セロ弾きのゴーシュ さとう あや／絵 三起商行

5 017975509 セロ弾きのゴーシュ 佐藤 国男／画 さんこう社

6 017975863 セロ弾きのゴーシュ 赤羽　末吉／絵 偕成社

7 017975574 セロ弾きのゴーシュ 藤城 清治／影絵 講談社

8 017975699 ツェねずみ 石井 聖岳／絵 三起商行

9 017975889 とんぐりと山猫 高野 玲子／絵 偕成社

10 017975491 どんぐりと山猫 佐藤 国男／画 子どもの未来社

11 017975764 どんぐりと山猫 田島 征三／絵 三起商行

12 017975756 なめとこ山の熊 あべ 弘士／絵 三起商行

13 017975897 なめとこ山の熊 中村 道雄／絵 偕成社

14 017975616 ふたごの星 松永　禎郎／絵 新日本出版社

15 017975855 やまなし 遠山 繁年／絵 偕成社

16 017975632 やまなし 川上  和生／絵 三起商行

17 017975657 よだかの星 ささめや ゆき／絵 三起商行

18 017975962 よだかの星 中村 道雄／絵 偕成社

19 017975582 画本 風の又三郎 藤城 清治／影絵 講談社

20 017975566 銀河鉄道の夜 佐藤 国男／木版画 北海道新聞社

21 017975731 銀河鉄道の夜 金井 一郎／絵 三起商行

22 017975590 銀河鉄道の夜 藤城 清治 講談社

23 017975939 月夜のでんしんばしら 遠山 繁年／絵 偕成社

24 017975772 月夜のでんしんばしら 竹内 通雅／絵 三起商行

25 017975921 水仙月の四日 伊勢 英子／絵 偕成社

26 017975715 水仙月の四日 黒井 健／絵 三起商行

27 017975640 雪わたり 方緒 良／絵 三起商行

28 017975954 雪渡り たかし たかこ／絵 偕成社

29 017975848 双子の星 遠山 繁年／絵 偕成社

30 017975665 注文の多い料理店 スズキ　コージ／絵 ミキハウス

31 017975483 注文の多い料理店 佐藤 国男／画 子どもの未来社

32 017975905 注文の多い料理店 島田 睦子／絵 偕成社

33 017975780 土神ときつね 大畑 いくの／絵 三起商行

34 017975913 土神と狐 中村 道雄／絵 偕成社

35 017975871 猫の事務所 黒井 健／絵 偕成社

36 017975749 猫の事務所 植垣 歩子／絵 三起商行

37 017975947 狼森(オイノもり)と笊森(ざるもり)、盗森(ぬすともり) 村上 勉／絵 偕成社

38 017975681 狼森(オイノもり)と笊森、盗森(ぬすともり) 片山 健／絵 三起商行

39 017975830 虔十公園林 伊藤　亘／絵 偕成社

40 017975723 虔十公園林 伊藤 秀男／絵 三起商行
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低学年　読み物１

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017969205 まほうのじどうはんばいき やまだ ともこ／作 金の星社

2 017969197 かえってきたまほうのじどうはんばいき やまだ ともこ／作 金の星社

3 017969189 空とぶペンギン やまだ ともこ／作 金の星社

4 017968983 番ねずみのヤカちゃん リチャード・ウィルバー／選 福音館書店

5 018007534 みどりのスキップ 安房 直子／作 偕成社

6 017967787 かいけつゾロリのドラゴンたいじ 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

7 017967811 かいけつゾロリの大かいぞく 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

8 017967829 かいけつゾロリのゆうれいせん 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

9 017967795 かいけつゾロリのきょうふのやかた 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

10 017967803 かいけつゾロリのまほうつかいのでし 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

11 017967852 かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

12 017967837 かいけつゾロリのチョコレートじょう 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

13 017967845 かいけつゾロリの大きょうりゅう 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

14 017968884 だれかさんのかばん 森山　京／作 ポプラ社

15 018007732 ふらいぱんじいさん 神沢 利子／作 あかね書房

16 018007153 ペンギンおうえんだん 斉藤 洋／作 講談社

17 018007138 ペンギンおんがくたい 斉藤 洋／作 講談社

18 018007179 ペンギンがっしょうだん 斉藤 洋／作 講談社

19 018007187 ペンギンかんそくたい 斉藤 洋／作 講談社

20 018007146 ペンギンサーカスだん 斉藤 洋／作 講談社

21 018006858 ペンギンしょうぼうたい 斉藤 洋／作 講談社

22 018006866 ペンギンたくはいびん 斉藤 洋／作 講談社

23 018006874 ペンギンたんけんたい 斉藤 洋／作 講談社

24 018006882 ペンギンたんていだん 斉藤 洋／作 講談社

25 018006890 ペンギンとざんたい 斉藤 洋／作 講談社

26 018006908 ペンギンパトロールたい 斉藤 洋／作 講談社

27 018007351 おでんおんせんにいく 中川 ひろたか／さく 佼成出版社

28 017968975 ももいろのきりん 中川　李枝子／さく 福音館書店

29 017968751 まじょねこピピゆめのまじょねこ学校 中島 和子／作 金の星社

30 017968769 まじょねこピピまじょねこ見習いしゅぎょう中! 中島 和子／作 金の星社

31 017968744 まじょねこピピほんとうのごしゅじんさま!? 中島 和子／作 金の星社

32 017968777 まじょねこピピぼくのだいじなともだち 中島 和子／作 金の星社

33 017968785 まじょねこピピごしゅじんさまはどこ!? 中島 和子／作 金の星社

34 018007302 ジャングルめがね 筒井 康隆／作 小学館

35 018007393 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 内田 麟太郎／文 クレヨンハウス

36 017968587 いちねんせいがうたいます! 北川　チハル／作 ポプラ社

37 017968561 いちねんせいのいたーだきます! 北川　チハル／作 ポプラ社

38 017968579 いちねんせいのよーい、どん! 北川　チハル／作 ポプラ社

39 018007583 わんぱくだんのロボットランド 末崎 茂樹／絵 ひさかたチャイルド

40 017969098 はじめてのキャンプ 林 明子／作 福音館書店
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低学年　読み物２

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017967217 なかよし取扱説明書(犬式) きたやま ようこ／作 理論社

2 017967688 りっぱな犬になる方法 きたやま ようこ／作 理論社

3 018008227 はじめてのゆうき そうま こうへい／作 小峰書店

4 018008235 お父さんのVサイン そうま こうへい／作 小峰書店

5 017967662 白いのはらのこどもたち たかどの ほうこ／作 理論社

6 017969148 オバケの長七郎 ななもり　さちこ／作 福音館書店

7 018007740 ながいおるすばん 垣内 磯子／作 あかね書房

8 018007674 いすおばけぐるぐるんぼー 角野 栄子／作 小峰書店

9 017946849 しっぱいにかんぱい! 宮川 ひろ／作 童心社

10 017946856 うそつきにかんぱい! 宮川 ひろ／作 童心社

11 017946864 ずるやすみにかんぱい! 宮川 ひろ／作 童心社

12 017946872 わすれんぼうにかんぱい! 宮川 ひろ／作 童心社

13 017946880 けんかにかんぱい! 宮川 ひろ／作 童心社

14 017946898 0てんにかんぱい! 宮川 ひろ／作 童心社

15 017946906 ひいきにかんぱい! 宮川 ひろ／作 童心社

16 017967456 かいけつゾロリのおばけ大さくせん 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

17 017967464 かいけつゾロリのにんじゃ大さくせん 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

18 017967472 かいけつゾロリけっこんする!? 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

19 017967480 かいけつゾロリ大けっとう!ゾロリじょう 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

20 017967498 かいけつゾロリのきょうふのカーレース 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

21 017967506 かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

22 017967514 かいけつゾロリの大金もち 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

23 017967522 かいけつゾロリのテレビゲームききいっぱつ 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

24 017967530 かいけつゾロリのきょうふの宝さがし 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

25 018007781 1ねん1くみ1ばんこわ〜い 後藤 竜二／作 ポプラ社

26 018008011 1ねん1くみ1ばんゆうき 後藤 竜二／作 ポプラ社

27 018008029 1ねん1くみ1とうしょう 後藤 竜二／作 ポプラ社

28 018008037 1ねん1くみ1ばんなかよし 後藤 竜二／作 ポプラ社

29 018008045 1ねん1くみ1ばんびじん 後藤 竜二／作 ポプラ社

30 018008086 1ねん1くみ1ばんワル 後藤 竜二／作 ポプラ社

31 017967605 どろんこライオン 佐々木 マキ／作 理論社

32 017967621 なぞなぞライオン 佐々木 マキ／作 理論社

33 017968926 じゃんけんのすきな女の子 松岡　享子／さく 学研教育出版

34 017968918 なぞなぞのすきなおんなの子 松岡 享子／選 学習研究社

35 018006510 にんきものをめざせ! 森 絵都／文 童心社

36 018007831 にんきもののひけつ 森 絵都／文 童心社

37 018007849 にんきもののねがい 森 絵都／文 童心社

38 018007856 にんきもののはつこい 森 絵都／文 童心社

39 018007757 こぎつねいちねんせい 斉藤 洋／作 あかね書房

40 018007765 オバケたんてい 藤江 じゅん／作 あかね書房
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低学年　読み物３

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018006718 ハロウィンにきえたねこ マージョリー・W.シャーマット／ぶん 大日本図書

2 018006726 にげだしたファングをさがせ! マージョリー・W.シャーマット／ぶん 大日本図書

3 018006759 スウェーデンこくおうをすくえ! マージョリー・W.シャーマット／ぶん 大日本図書

4 018006767 ふたつのバレンタインじけん マージョリー・W.シャーマット／ぶん 大日本図書

5 018006809 なぞのかみきれをおえ! マージョリー・W.シャーマット／ぶん 大日本図書

6 017968355 くまのごろりん まほうにちゅうい やえがし　なおこ／作 岩崎書店

7 017968363 くまのごろりん あまやどり やえがし　なおこ／作 岩崎書店

8 017947193 ハンバーグつくろうよ 角野 栄子／さく ポプラ社

9 017947201 カレーライスはこわいぞ 角野 栄子／さく ポプラ社

10 017947219 おばけのコッチ ピピピ 角野 栄子／さく ポプラ社

11 017947227 おばけのソッチぞびぞびぞー 角野 栄子／さく ポプラ社

12 017947235 ピザパイくんたすけてよ 角野 栄子／さく ポプラ社

13 017947243 おばけのアッチねんねんねんね 角野 栄子／さく ポプラ社

14 017947250 エビフライをおいかけろ 角野 栄子／さく ポプラ社

15 017947185 スパゲッティがたべたいよう 角野 栄子／さく ポプラ社

16 017967639 小さな小さな海 岩瀬 成子／作 理論社

17 018007344 あたらしい子がきて 岩瀬 成子／作 岩崎書店

18 018007096 りんごひろいきょうそう 宮川 ひろ／作 小峰書店

19 017968314 ゆうえんちはおやすみ 戸田 和代／作 岩崎書店

20 017968371 ゆうやけカボちゃん 高山 栄子／さく 理論社

21 017968389 カボちゃんのプリン 高山 栄子／さく 理論社

22 017968397 カボちゃんのえんそく 高山 栄子／さく 理論社

23 017968405 カボちゃんのおおそうじ 高山 栄子／さく 理論社

24 017968413 カボちゃんのひっこし!? 高山 栄子／さく 理論社

25 017968421 カボちゃんのふでばこ 高山 栄子／さく 理論社

26 017968439 カボちゃんのはっぴょうかい 高山 栄子／さく 理論社

27 017968447 カボちゃんのうんどうかい 高山 栄子／さく 理論社

28 017968454 カボちゃんのかくれんぼ 高山 栄子／さく 理論社

29 017968462 カボちゃんのわすれもの 高山 栄子／さく 理論社

30 017967613 おれはレオ 高山 栄子／さく 理論社

31 017967670 さかなつりにいこう! 高山 栄子／さく 理論社

32 017967738 らくだいにんじゃらんたろう まいごのにんタマ、ヌエと大たいけつ!! 尼子 騒兵衛／作・絵 ポプラ社

33 017967753 らくだいにんじゃらんたろう にんタマのドキドキハラハラばけ寺たんけん! 尼子 騒兵衛／作・絵 ポプラ社

34 017967761 らくだいにんじゃらんたろう にんタマ、ドクたまドクロ城にしのびこめ!! 尼子 騒兵衛／作・絵 ポプラ社

35 017967779 らくだいにんじゃ らんたろう ホントにでちゃった!にんタマのきょうふのきもだめし 尼子 騒兵衛／作・絵 ポプラ社

36 018006817 モンスター・ホテルでパーティーだ 柏葉 幸子／作 小峰書店

37 018007054 ちいさなやたいのカステラやさん 堀 直子／作 小峰書店

38 018007062 カステラやさんのバースデーケーキ 堀 直子／作 小峰書店

39 018007070 こうえんどおりのようふくやさん 堀 直子／作 小峰書店

40 018007088 おかのうえのカステラやさん 堀 直子／作 小峰書店
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低学年　読み物４

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著者名 出版者

1 018006502 ひとまねこざる 改版 H.A.レイ 岩波書店

2 018006411 ルルとララのアイスクリーム あんびる やすこ／作・絵 岩崎書店

3 018007864 ルルとララのチョコレート あんびる やすこ／作・絵 岩崎書店

4 018007872 ルルとララのカップケーキ あんびる やすこ／作・絵 岩崎書店

5 018007898 ルルとララのしあわせマシュマロ あんびる やすこ／作・絵 岩崎書店

6 018007906 ルルとララのきらきらゼリー あんびる やすこ／作・絵 岩崎書店

7 018007914 ルルとララのおしゃれクッキー あんびる やすこ／作・絵 岩崎書店

8 018007948 ルルとララのいちごのデザート あんびる やすこ／作・絵 岩崎書店

9 018007989 ルルとララのカスタード・プリン あんびる やすこ／作・絵 岩崎書店

10 018007997 ルルとララの天使のケーキ あんびる やすこ／作・絵 岩崎書店

11 018006825 黒ネコジェニーのおはなし 1 ジェニーとキャットクラブ エスター・アベリル／作 福音館書店

12 018006833 黒ネコジェニーのおはなし 2 ジェニーのぼうけん エスター・アベリル／作 福音館書店

13 018006841 黒ネコジェニーのおはなし 3 ジェニーときょうだい エスター・アベリル／作 福音館書店

14 018007682 ダンダンドンドンかいだんおばけ 角野 栄子／作 小峰書店

15 018007690 ひゅーどろどろかべにゅうどう 角野 栄子／作 小峰書店

16 017968330 なみだひっこんでろ 岩瀬 成子／作 岩崎書店

17 017968041 キャベたまたんていぎょうれつラーメンのひみつ 三田村 信行／作 金の星社

18 017968058 キャベたまたんていしにがみのショートケーキ 三田村 信行／作 金の星社

19 017968066 キャベたまたんていピラミッドのなぞ 三田村 信行／作 金の星社

20 017968082 キャベたまたんていびっくりかいてんずし 三田村 信行／作 金の星社

21 017968116 キャベたまたんていかいとうセロリとうじょう 三田村 信行／作 金の星社

22 017968124 キャベたまたんてい100おく円のたからさがし 三田村 信行／作 金の星社

23 017968173 キャベたまたんていハラハラさばくの大レース 三田村 信行／作 金の星社

24 017969254 オバケちゃんとむわむわむう 松谷 みよ子／作 講談社

25 017969270 学校おばけのおひっこし 松谷 みよ子／作 講談社

26 017969288 オバケちゃん学校へいく 松谷 みよ子／作 講談社

27 017969296 オバケちゃんアカオニにあう 松谷 みよ子／作 講談社

28 017969304 オバケちゃんといそがしおばさん 松谷 みよ子／作 講談社

29 017969312 オバケちゃんとおこりんぼママ 松谷 みよ子／作 講談社

30 017969320 オバケちゃんとはしるおばあさん 松谷 みよ子／作 講談社

31 017969247 オバケちゃん 松谷 みよ子／作 講談社

32 017969262 オバケちゃん ねこによろしく 松谷 みよ子／作 講談社

33 018006957 うみのおばけずかん 斉藤 洋／作 講談社

34 018006965 まちのおばけずかん 斉藤 洋／作 講談社

35 018007005 やまのおばけずかん 斉藤 洋／作 講談社

36 018007260 がっこうのおばけずかん 斉藤 洋／作 講談社

37 017968991 かさをかしてあげたあひるさん 村山　籌子／著 福音館書店

38 018007328 かあさんのしっぽっぽ 村中 李衣／作 BL出版

39 017968934 たんたのたんてい 中川 李枝子／さく 学研教育出版

40 018008177 ゆめをにるなべ 茂市 久美子／作 教育画劇
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低学年　読み物５

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018007922 ルルとララのクリスマス あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店

2 018007930 ルルとララのシャーベット あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店

3 018007955 ルルとララのわくわくクレープ あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店

4 018007963 ルルとララのホットケーキ あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店

5 018007971 ルルとララのスイートポテト あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店

6 018008003 ルルとララのふんわりムース あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店

7 018008136 ルルとララのしらたまデザート あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店

8 018008201 ルルとララのにこにこクリーム あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店

9 018008243 ルルとララのコットンのマカロン あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店

10 017969163 やっかいなおくりもの いとう　ひろし／作 徳間書店

11 017969155 ごきげんなすてご いとう　ひろし／作 徳間書店

12 017969171 ごきげんなすてご 3 にぎやかなおけいこ いとう　ひろし／作 徳間書店

13 017969338 みどりいろのたね たかどの ほうこ／作 福音館書店

14 017967969 へんてこもりのきまぐれろ たかどの　ほうこ／作・絵 偕成社

15 017967977 へんてこもりのまるぼつぼ たかどの　ほうこ／作・絵 偕成社

16 017967936 へんてこもりにいこうよ たかどの　ほうこ／作と絵 偕成社

17 017967944 へんてこもりのコドロボー たかどの　ほうこ／作と絵 偕成社

18 017967951 へんてこもりのなまえもん たかどの　ほうこ／作と絵 偕成社

19 018006668 かぎはどこだ マージョリー・W.シャーマット／ぶん 大日本図書

20 018006692 きょうりゅうのきって マージョリー・W.シャーマット／ぶん 大日本図書

21 018006700 なくなったかいものメモ マージョリー・W.シャーマット／ぶん 大日本図書

22 018006734 まよなかのはんにん マージョリー・W.シャーマット／ぶん 大日本図書

23 018006742 きえた犬のえ マージョリー・W.シャーマット／ぶん 大日本図書

24 018007542 またおいで もりやま みやこ／作 あかね書房

25 018007369 きつねのゆうしょくかい 安房 直子／作 講談社

26 017968322 セロリマンさんじょうでやんす 吉田　純子／作 岩崎書店

27 017968074 キャベたまたんていほねほねきょうりゅうのなぞ 三田村　信行／作 金の星社

28 017968090 キャベたまたんていタコヤキオリンピック 三田村　信行／作 金の星社

29 017968108 キャベたまたんていきえたキャベたまひめのひみつ 三田村　信行／作 金の星社

30 017968132 キャベたまたんていミステリーれっしゃをおえ! 三田村　信行／作 金の星社

31 017968140 キャベたまたんてい空とぶハンバーガーじけん 三田村　信行／作 金の星社

32 017968157 キャベたまたんていなぞのゆうかいじけん 三田村　信行／作 金の星社

33 017968165 キャベたまたんていゆうれいかいぞくの地図 三田村　信行／作 金の星社

34 018008193 こまったさんのカレーライス 寺村 輝夫／作 あかね書房

35 018008219 こまったさんのスパゲティ 寺村 輝夫／作 あかね書房

36 018007104 あかいきりん 長崎 夏海／作 小峰書店

37 018007161 あおいじかん 長崎 夏海／作 小峰書店

38 017968298 とびだせ!そら組“ごくひ”ちょうさたい 田部　智子／作 岩崎書店

39 017968306 とびだせ!そら組レスキューたい 田部　智子／作 岩崎書店

40 017969007 ネコのタクシー 南部　和也／さく 福音館書店
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低学年　読み物６

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018006528 ジェインのもうふ アーサー=ミラー／作 偕成社

2 018007633 妖精のぼうし、おゆずりします。 あんびる やすこ／作・絵 PHP研究所

3 018007641 妖精の家具、おつくりします。 あんびる やすこ／作・絵 PHP研究所

4 017968348 おねえちゃんって、もうたいへん! いとう　みく／作 岩崎書店

5 017968892 かいじゅうトゲトゲ かどの　えいこ／さく ポプラ社

6 017967985 くまざわくんがもらったちず きたやま　ようこ／作 あかね書房

7 017967993 いぬうえくんがわすれたこと きたやま　ようこ／作 あかね書房

8 017968009 くまざわくんのたからもの きたやま　ようこ／作 あかね書房

9 017968017 いぬうえくんのおきゃくさま きたやま　ようこ／作 あかね書房

10 017968025 いいものひろったくまざわくん きたやま　ようこ／作 あかね書房

11 017968033 いぬうえくんがやってきた きたやま　ようこ／作 あかね書房

12 017968793 へんしんぶうたん!ライオンマンたんじょう! きむら　ゆういち／作 ポプラ社

13 017968801 へんしんぶうたん!ぼくだけライオン きむら　ゆういち／作 ポプラ社

14 017968819 へんしんぶうたん!ぶたにへんしん! きむら　ゆういち／作 ポプラ社

15 018007336 おともださにナリマ小 たかどの ほうこ／作 フレーベル館

16 017969353 エルマーと16ぴきのりゅう 新版 ルース・スタイルス・ガネット／さく 福音館書店

17 017969361 エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット／さく 福音館書店

18 017969379 エルマーのぼうけん 新版 ルース・スタイルス・ガネット／さく 福音館書店

19 017946971 ぞうのたまごのたまごやき 寺村 輝夫／作 理論社

20 017946989 おしゃべりなたまごやき 寺村 輝夫／作 理論社

21 017947003 たんじょう日のプレゼント 寺村 輝夫／作 理論社

22 017947037 たんけんたいと消防たい 寺村 輝夫／作 理論社

23 017947045 トランプは王さまぬき 寺村 輝夫／作 理論社

24 017947078 王さまかいぞくせん 新版 寺村 輝夫／作 理論社

25 017947086 王さまなぞのピストル 寺村 輝夫／作 理論社

26 017947102 王さまゆめのひまわり 寺村 輝夫／作 理論社

27 017947169 王さま魔法ゲーム 寺村 輝夫／作 理論社

28 017947177 王さま魔女のひみつ 寺村 輝夫／作 理論社

29 017969130 しりとりのくに 深見　春夫／作・絵 ＰＨＰ研究所

30 017946815 くまの子ウーフ 神沢 利子／作 ポプラ社

31 017946823 こんにちはウーフ 神沢 利子／作 ポプラ社

32 017946831 ウーフとツネタとミミちゃんと 神沢 利子／作 ポプラ社

33 018007559 あのこもともだちやまだまや 杉本 深由起／作 ひさかたチャイルド

34 018007567 さかだちしたってやまだまや 杉本　深由起／作 ひさかたチャイルド

35 018007575 わたしのなまえはやまだまや 杉本 深由起／作 ひさかたチャイルド

36 017969999 ないしょ! 長谷川 知子／絵 新日本出版社

37 017969213 まじょ子は恋のキューピット 藤　真知子／作 ポプラ社

38 017969221 まじょ子とネコの王子さま 藤　真知子／作 ポプラ社

39 017969239 まじょ子と黒ネコのケーキやさん 藤 真知子／作 ポプラ社

40 018007401 おひさまやのおへんじシール 茂市 久美子／作 講談社
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低学年　読み物７

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018005389 はなかっぱとはねかっぱ あきやま　ただし／さく・え メディアファクトリー

2 018005397 はなかっぱとももかっぱ あきやま　ただし／さく・え メディアファクトリー

3 018005405 はなかっぱとエゴロウ あきやま　ただし／さく・え メディアファクトリー

4 018005371 はなかっぱとひのかっぱ あきやま/ただし／さく・え KADOKAWA

5 017968959 わたしのおとうと あまん　きみこ／作 学習研究社

6 017968827 レッツとネコさん ひこ・田中／さく そうえん社

7 017968835 レッツのふみだい ひこ・田中／さく そうえん社

8 017968843 レッツがおつかい ひこ・田中／さく そうえん社

9 017969072 きつねものがたり ヨセフ・ラダ／さく・え 福音館書店

10 017947268 おばけのコッチ あかちゃんのまき 角野 栄子／さく ポプラ社

11 017947276 おばけのソッチ1年生のまき 角野 栄子／さく ポプラ社

12 017947284 カレーパンでやっつけよう 角野 栄子／さく ポプラ社

13 017947292 フルーツポンチはいできあがり 角野 栄子／さく ポプラ社

14 017947300 おばけのアッチスーパーマーケットのまき 角野 栄子／さく ポプラ社

15 017947318 ハンバーガーぷかぷかどん 角野 栄子／さく ポプラ社

16 017947326 おばけのアッチこどもプールのまき 角野 栄子／さく ポプラ社

17 017947342 アッチのオムレツぽぽぽぽぽ〜ん 角野 栄子／さく ポプラ社

18 018007773 1ねん1くみ1ばんサイコー! 後藤 竜二／作 ポプラ社

19 018007799 1ねん1くみ1ばんえらい! 後藤 竜二／作 ポプラ社

20 018007807 1ねん1くみ1ばんわがまま 後藤 竜二／作 ポプラ社

21 018007815 1ねん1くみ1ばんくいしんぼう 後藤 竜二／作 ポプラ社

22 018007823 1ねん1くみ1ばんジャンプ! 後藤 竜二／作 ポプラ社

23 017968280 やくそくだよ、ミュウ 小手鞠　るい／作 岩崎書店

24 018007112 うさぎのぱんとぶたのぱん 小沢 正／作 小峰書店

25 018007120 おさらのぞうさん 森山 京／作 小峰書店

26 017967548 コアラゆうびん 斉藤 洋／作 理論社

27 017967555 コアラしんぶん 斉藤 洋／作 理論社

28 017967563 コアラタクシー 斉藤 洋／作 理論社

29 017967571 コアラたんてい 斉藤 洋／作 理論社

30 017967589 コアラフェリー 斉藤 洋／作 理論社

31 017967597 コアラパーティー 斉藤 洋／作 理論社

32 017969114 かえるのエルタ 中川 李枝子／さく 福音館書店

33 017969056 けんた・うさぎ 中川 李枝子／さく のら書店

34 017967647 くまのつきのわくん 片山 令子／さく 理論社

35 018008052 ドラゴンは王子さま 茂市 久美子／作 国土社

36 018008060 ドラゴンにごようじん 茂市 久美子／作 国土社

37 018008078 ドラゴンはヒーロー 茂市 久美子／作 国土社

38 018008110 ドラゴンはくいしんぼう 茂市 久美子／作 国土社

39 018008128 ドラゴンはキャプテン 茂市 久美子／作 国土社

40 018007724 ドラゴンはスーパーマン 茂市 久美子／作 国土社
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低学年　読み物８

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018006478 ふくろうくん アーノルド・ローベル／作 文化出版局

2 018006429 どろんここぶた アーノルド・ローベル／作 文化出版局

3 018006460 ふたりはともだち アーノルド・ローベル／作 文化出版局

4 017968710 もりのぎんこう ならさか　ともこ／絵 偕成社

5 017968660 もりのクリーニングやさん ふなざき　やすこ／作 偕成社

6 017968694 もりのアイスクリームやさん ふなざき　やすこ／作 偕成社

7 017968728 もりのピザやさん ふなざき　やすこ／作 偕成社

8 017968736 もりのスパゲッティやさん ふなざき　やすこ／作 偕成社

9 017969031 おばけのジョージーのハロウィーン ロバート・ブライト／作･絵 徳間書店

10 017969015 おばけのジョージーおおてがら ロバート・ブライト／作･絵 徳間書店

11 017969049 おばけのジョージーてじなをする ロバート・ブライト／作･絵 徳間書店

12 017969023 おばけのジョージーともだちをたすける ロバート・ブライト／作･絵 徳間書店

13 017968520 角野栄子のちいさなどうわたち 1 角野　栄子／作 ポプラ社

14 017968512 角野栄子のちいさなどうわたち 2 角野　栄子／作 ポプラ社

15 017968504 角野栄子のちいさなどうわたち 3 角野　栄子／作 ポプラ社

16 017968496 角野栄子のちいさなどうわたち 4 角野　栄子／作 ポプラ社

17 017968488 角野栄子のちいさなどうわたち 5 角野　栄子／作 ポプラ社

18 017968470 角野栄子のちいさなどうわたち 6 角野　栄子／作 ポプラ社

19 017968868 2年3組ワハハぐみ 薫　くみこ／作 ポプラ社

20 017968876 2年3組ワハハぐみ 2 テストで100てんとるにはね 薫　くみこ／作 ポプラ社

21 017946914 のらねこソクラテス 山口 タオ／作 岩崎書店

22 017946930 ソクラテスわらう 山口 タオ／作 岩崎書店

23 017946948 ソクラテス耳をすます 山口 タオ／作 岩崎書店

24 017946922 ソクラテスほえる 山口 タオ／作 岩崎書店

25 017946955 ソクラテスつかまる 山口 タオ／作 岩崎書店

26 017946963 ソクラテス学校へ行く 山口 タオ／作 岩崎書店

27 017947136 王さまなくした時間 寺村 輝夫／作 理論社

28 017947151 王さまダイマの手紙 寺村 輝夫／作 理論社

29 017947128 王さまうらない大あたり 寺村 輝夫／作 理論社

30 017947110 王さまスパイじけん 寺村 輝夫／作 理論社

31 017947094 王さまきえたゆびわ 寺村 輝夫／作 理論社

32 017947144 王さまなぜなぜ戦争 寺村 輝夫／作 理論社

33 017968652 もりのとけいやさん 舟崎　靖子／作 偕成社

34 017968686 もりのほんやさん 舟崎　靖子／作 偕成社

35 017968702 もりのサンドイッチやさん 舟崎　靖子／作 偕成社

36 017967712 らくだいにんじゃらんたろう にんタマ三人ぐみのラクして頭がよくなる大さくせん!! 尼子 騒兵衛／作・絵 ポプラ社

37 017967720 らくだいにんじゃらんたろう にんタマ三人ぐみのにんじゅつ学園八ふしぎ!? 尼子 騒兵衛／作・絵 ポプラ社

38 017967704 らくだいにんじゃらんたろう にんタマ三人ぐみのあやうし!あさごはんとうばん 尼子 騒兵衛／作・絵 ポプラ社

39 017967746 らくだいにんじゃらんたろう にんタマ、げんタマげんじゅつくらべ!? 尼子 騒兵衛／作・絵 ポプラ社

40 017967696 らくだいにんじゃらんたろう 尼子 騒兵衛／作・絵 ポプラ社
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低学年　読み物９

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018007591 おばけやさん 2 おかべ りか／作 偕成社

2 018007609 おばけやさん 3 おかべ りか／作 偕成社

3 018007658 おばけやさん 4 おかべ りか／作 偕成社

4 018007617 おばけやさん 1 おかべ りか／作 偕成社

5 017988155 うさぎのなぞなぞ屋 さとう まきこ／作 教育画劇

6 017969080 おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ ジャンヌ・ロッシュ=マゾン／作 福音館書店

7 018007625 のらカメさんたのまけてたまるか のむら かずあき／作 小峰書店

8 018007294 のらカメさんた のむら かずあき／作 小峰書店

9 017968900 あかちゃんライオン もとした　いづみ／作 ポプラ社

10 017969064 もりのへなそうる わたなべ　しげお／さく 福音館書店

11 017968850 こまじょちゃんとあなぼっこ 越水　利江子／作 ポプラ社

12 017968553 こまじょちゃんとそらとぶねこ 越水　利江子／作 ポプラ社

13 017968546 こまじょちゃんとふしぎのやかた 越水　利江子／作 ポプラ社

14 017968538 まじょもりのこまじょちゃん 越水　利江子／作 ポプラ社

15 017967886 かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

16 017967878 かいけつゾロリの大かいじゅう 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

17 017967910 かいけつゾロリのきょうふのサッカー 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

18 017967860 かいけつゾロリのママだーいすき 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

19 017967894 かいけつゾロリのきょうふのプレゼント 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

20 017967902 かいけつゾロリのなぞなぞ大さくせん 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

21 017967928 かいけつゾロリとなぞのひこうき 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

22 018028837 かいけつゾロリつかまる!! 原 ゆたか／作と絵 ポプラ社

23 018008185 大きい1年生と小さな2年生 古田 足日／さく 偕成社

24 017969346 ロボット・カミイ 古田 足日／さく 福音館書店

25 018007310 一さつのおくりもの 森山 京／作 講談社

26 018007708 アリクイありえない 斉藤 洋／作 理論社

27 018007716 はたらきもののナマケモノ 斉藤 洋／作 理論社

28 017969106 おおきなおおきなおいも 赤羽　末吉／え・さく 福音館書店

29 017968967 みんなのきもち 村上　しいこ／作 学習研究社

30 017968249 はれたまたまこぶた 矢玉　四郎／作・絵 岩崎書店

31 017968256 はれときどきぶた 矢玉　四郎／作・絵 岩崎書店

32 017968215 はれときどきたこ 矢玉　四郎／作・絵 岩崎書店

33 017968223 はれときどきアハハ 矢玉　四郎／作・絵 岩崎書店

34 017968231 はれときどきあまのじゃく 矢玉　四郎／作・絵 岩崎書店

35 017968272 あしたぶたの日ぶたじかん 矢玉　四郎／作と絵 岩崎書店

36 017968264 ぼくときどきぶた 矢玉　四郎／作と絵 岩崎書店

37 017968181 ぼくへそまでまんが 矢玉　四郎／作と絵 岩崎書店

38 017968199 ゆめからゆめんぼ 矢玉　四郎／作と絵 岩崎書店

39 017968207 ヒッコスでひっこす 矢玉　四郎／作と絵 岩崎書店

40 017968942 ひみつの友だち、みつけたよ! 澤口　たまみ／作 大日本図書
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低学年　読み物１０

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018007229 おさるになるひ いとう ひろし／作・絵 講談社

2 018007237 おさるのおうさま いとう ひろし／作・絵 講談社

3 018006932 おさるのはまべ いとう ひろし／作・絵 講談社

4 018006916 おさるのもり いとう ひろし／作・絵 講談社

5 018006924 おさるのやま いとう ひろし／作・絵 講談社

6 018006940 おさるのかわ いとう ひろし／作・絵 講談社

7 018007203 おさるのまいにち いとう ひろし／作・絵 講談社

8 018007195 おさるはおさる いとう ひろし／作・絵 講談社

9 018007211 おさるがおよぐ いとう ひろし／作・絵 講談社

10 018008144 きむらゆういちおはなしのへや 1 きむら ゆういち／作 ポプラ社

11 018008151 きむらゆういちおはなしのへや 2 きむら ゆういち／作 ポプラ社

12 018008169 きむらゆういちおはなしのへや 3 きむら ゆういち／作 ポプラ社

13 018008094 きむらゆういちおはなしのへや 4 きむら ゆういち／作 ポプラ社

14 018008102 きむらゆういちおはなしのへや 5 きむら ゆういち／作 ポプラ社

15 017988254 たのしいキリンのかいかた たがわ ひでき／え 学研教育出版

16 017968637 もりのおもちゃやさん ふなざき　やすこ／作 偕成社

17 017967654 てんぐちゃん もりやま みやこ／作 理論社

18 017947334 おばけのソッチラーメンをどうぞ 角野 栄子／さく ポプラ社

19 017947359 おばけのソッチおよめさんのまき 角野 栄子／さく ポプラ社

20 017947367 アッチとボンのいないいないグラタン 角野 栄子／さく ポプラ社

21 017947375 おこさまランチがにげだした 角野 栄子／さく ポプラ社

22 017947383 おばけのソッチねこちゃんのまき 角野 栄子／さく ポプラ社

23 017947391 おばけのアッチのおばけカレー 角野 栄子／さく ポプラ社

24 017947409 おばけのアッチのあるかないかわからないごちそう 角野 栄子／さく ポプラ社

25 017947052 とうめい人間の10時 寺村 輝夫／作 理論社

26 017946997 ハアト星の花 寺村 輝夫／作 理論社

27 017947029 ひみつのフライパン 寺村 輝夫／作 理論社

28 017947060 魔法使いのチョモチョモ 新版 寺村 輝夫／作 理論社

29 017947011 めだまやきの化石 寺村 輝夫／作 理論社

30 017968595 もりのゆうびんきょく 舟崎　靖子／作 偕成社

31 017968603 もりのおかしやさん 舟崎　靖子／作 偕成社

32 017968611 もりのじてんしゃやさん 舟崎　靖子／作 偕成社

33 017968678 もりのおべんとうやさん 舟崎　靖子／作 偕成社

34 017968629 もりのはいしゃさん 舟崎　靖子／作 偕成社

35 017968645 もりのレストラン 舟崎　靖子／作 偕成社

36 018007252 がっこうのおばけずかん 斉藤 洋／作 講談社

37 018007245 がっこうのおばけずかん 斉藤 洋／作 講談社

38 017967225 ヘンテコどうぶつ日記 長 新太／えとぶん 理論社

39 017967241 ノンビリすいぞくかん 長 新太／作 理論社

40 017967233 ボンヤリどうぶつえん 長 新太／作 理論社
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低学年　いろいろ１

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017981531 イワーシェチカと白い鳥 M.ミトゥーリチ／絵 福音館書店

2 017954348 I SPY 6 ミッケ! ゴーストハウス ウォルター・ウィック／写真 小学館

3 017954355 I SPY 7 ミッケ! たからじま ウォルター・ウィック／写真 小学館

4 017071838 わたしのとくべつな場所 ジェリー・ピンクニー／絵 新日本出版社

5 017981424 パパがやいたアップルパイ ジョナサン・ビーン／絵 ほるぷ出版

6 017981416 よぞらをみあげて ジョナサン・ビーン／作 ほるぷ出版

7 017982323 じめんのしたの小さなむし たしろ　ちさと／作 福音館書店

8 017953951 こぞうさんとおばけ はせがわ かこ／ぶん・え 大日本図書

9 017327032 わたしのひかり モリー・バング／作 評論社

10 017959479 ぞうくんのすてきなりょこう レナード・ワイスガード／絵 あかね書房

11 017959495 ぞうくんのクリスマスプレゼント レナード・ワイスガード／絵 あかね書房

12 017959487 ぞうくんのはじめてのぼうけん レナード・ワイスガード／絵 あかね書房

13 017956830 10分で読める友だちのお話 横山 洋子／選 学研教育出版

14 017956822 10分で読める家族のお話 岡 信子／選 学研教育出版

15 017980996 ここにいるよ!ナメクジ 皆越 ようせい／写真・文 ポプラ社

16 017982273 おにもつはいけん 梶山 俊夫／絵 福音館書店

17 017982240 江戸っ子さんきちと子トキ 菊池 日出夫／作 福音館書店

18 017981481 サカサかぞくのだんながなんだ 宮西 達也／作 ほるぷ出版

19 017981473 サカサかぞくのだんなキスがスキなんだ 宮西 達也／作 ほるぷ出版

20 017981465 サカサかぞくのだんなしぶいぶしなんだ 宮西 達也／作 ほるぷ出版

21 018034686 はっぱじゃないよぼくがいる 姉崎 一馬／文・写真 アリス館

22 017995804 日本の妖怪すがた図鑑 2 常光 徹／監修 ミネルヴァ書房

23 017995887 日本の妖怪すがた図鑑 3 常光 徹／監修 ミネルヴァ書房

24 017995846 日本の妖怪すがた図鑑 1 常光 徹／監修 ミネルヴァ書房

25 017980848 うんちレストラン 新開 孝／写真・文 ポプラ社

26 017980889 むしのかお 新開 孝／写真・文 ポプラ社

27 017980897 クモのいと 新開 孝／写真・文 ポプラ社

28 017955972 ばけものつかい 川端 誠／作 クレヨンハウス

29 017955980 まんじゅうこわい 川端 誠／作 クレヨンハウス

30 017955998 落語絵本 はつてんじん 川端 誠／作 クレヨンハウス

31 017982307 こいぬをむかえに 渡辺　洋二／絵 福音館書店

32 017980947 タガメのいるたんぼ 内山　りゅう／写真・文 ポプラ社

33 017955865 ぞくぞく村の魔女のオバタンの使い魔 末吉 暁子／作 あかね書房

34 017955824 ぞくぞく村の妖精レロレロ 末吉 暁子／作 あかね書房

35 017955832 ぞくぞく村の雪女ユキミダイフク 末吉 暁子／作 あかね書房

36 017955931 ぞくぞく村の怪鳥ホヤホヤ 末吉 暁子／作 あかね書房

37 017955881 ぞくぞく村のとうめい人間サムガリー 末吉 暁子／作 あかね書房

38 017955840 ぞくぞく村のミイラのラムさん 末吉 暁子／作 あかね書房

39 017955915 ぞくぞく村の小鬼のゴブリン 末吉 暁子／作 あかね書房

40 017955899 ぞくぞく村のちびっこおばけグー・スー・ピー 末吉 暁子／作 あかね書房
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低学年　いろいろ２

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017995648 2ひきのいけないアリ Ｃ．Ｖ．オールズバーグ／作 あすなろ書房

2 017978784 パンダ銭湯 tupera tupera／さく 絵本館

3 017981366 チョコレート屋のねこ アン・モーティマー／絵 ほるぷ出版

4 017954322 I SPY 4 ミッケ! ミステリー ウォルター・ウィック／写真 小学館

5 017995630 おおきな木 シェル・シルヴァスタイン／作 あすなろ書房

6 017981408 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／作 ほるぷ出版

7 017982281 コンテナくん たにがわ　なつき／作 福音館書店

8 017981895 すてきな三にんぐみ トミー=アンゲラー／作 偕成社

9 017958117 魔術 芥川　龍之介／作 岩崎書店

10 017958745 漢字だいぼうけん 宮下 すずか／さく 偕成社

11 017958760 すうじだいぼうけん 宮下 すずか／さく 偕成社

12 017958778 ひらがなだいぼうけん 宮下 すずか／さく 偕成社

13 017958752 カタカナダイボウケン 宮下 すずか／さく 偕成社

14 017981572 水は、 山下 大明／写真・文 福音館書店

15 017958158 赤いろうそくと人魚 小川　未明／作 岩崎書店

16 017980913 いのちのカプセルまゆ 新開 孝／写真・文 ポプラ社

17 017980921 じゅえきレストラン 新開 孝／写真・文 ポプラ社

18 017980798 どこにいるの?シャクトリムシ 新開 孝／写真・文 ポプラ社

19 017980988 わたしはカメムシ 新開 孝／写真・文 ポプラ社

20 017958133 ごんぎつね 新美 南吉／作 岩崎書店

21 017966342 なんだかんだ名探偵 杉山 亮／作 偕成社

22 017966268 しあわせなら名探偵 杉山 亮／作 偕成社

23 017966300 ひるもよるも名探偵 杉山 亮／作 偕成社

24 017966292 せかいいちの名探偵 杉山 亮／作 偕成社

25 017953993 ホネホネどうぶつえん 西澤 真樹子／監修・解説 アリス館

26 017953985 ホネホネたんけんたい 西澤 真樹子／監修・解説 アリス館

27 017953977 ホネホネすいぞくかん 西澤 真樹子／監修・解説 アリス館

28 017956038 たのきゅう 川端 誠／作 クレヨンハウス

29 017956046 いちがんこく 川端 誠／作 クレヨンハウス

30 017956053 そばせい 川端 誠／作 クレヨンハウス

31 017953944 おふろおばけ 村田 エミコ／ぶん・え 大日本図書

32 017981549 パンがいっぱい 大村 次郷／写真・文 福音館書店

33 017982265 あなた 長　新太／絵 福音館書店

34 017980905 たんぼのカエルのだいへんしん 内山 りゅう／写真・文 ポプラ社

35 017958125 泣いた赤おに 浜田 広介／作 岩崎書店

36 018062166 ダルビッシュ有 本郷 陽二／編 汐文社

37 018062158 田中将大 本郷 陽二／編 汐文社

38 018062133 イチロー 本郷 陽二／編 汐文社

39 018062141 岩隈久志 本郷 陽二／編 汐文社

40 017958141 大造じいさんと雁 椋 鳩十／作 岩崎書店
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低学年　いろいろ３

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017954306 I SPY 2 ミッケ! びっくりハウス ウォルター・ウィック／写真 小学館

2 017982257 うずらのうーちゃんの話 かつや　かおり／作 福音館書店

3 017982331 セミとわたしはおないどし さげさか のりこ／絵 福音館書店

4 017956681 はやいぞ!ドロミケイオミムス たかし よいち／文 理論社

5 017956673 ふんばるぞ!パキケファロサウルス たかし よいち／文 理論社

6 017956731 つよいぞ!アロサウルス たかし よいち／文 理論社

7 017956657 やさしいぞ!マメンチサウルス たかし よいち／文 理論社

8 017956665 まけないぞ!フクイリュウ たかし よいち／文 理論社

9 017956749 たたかうぞ!アパトサウルス たかし よいち／文 理論社

10 017956723 なかないぞ!マイアサウラ たかし よいち／文 理論社

11 017956780 おこったぞ!チラノサウルス たかし よいち／文 理論社

12 017956707 のんきだぞ!パラサウロロフス たかし よいち／文 理論社

13 017956640 ゆかいだぞ!アルゼンチノサウルス たかし よいち／文 理論社

14 017956772 およげるぞ!フタバスズキリュウ たかし よいち／文 理論社

15 017956715 にげないぞ!ステゴサウルス たかし よいち／文 理論社

16 017956764 がんこだぞ!アンキロサウルス たかし よいち／文 理論社

17 017956756 がんばるぞ!メガロサウルス たかし よいち／文 理論社

18 017956699 はばたくぞ!プテラノドン たかし よいち／文 理論社

19 017987835 あいうえおおきなだいふくだ たるいし　まこ／作 福音館書店

20 017982364 ネコのナペレオン・ファミリー はた こうしろう／絵 福音館書店

21 017973330 マンモスとなぞの原始人 メアリー・ポープ・オズボーン／著 KADOKAWA

22 017973314 SOS!海底探険 メアリー・ポープ・オズボーン／著 [KADOKAWA]

23 017956863 10分で読めるどうぶつ物語 横山 洋子／選 学研教育出版

24 017980814 ハサミムシのおやこ 皆越 ようせい／写真・文 ポプラ社

25 017961004 10分で読めるわらい話 熊谷 多津子／選 学研教育出版

26 018000802 妖怪食堂 広瀬  克也／作 絵本館

27 018000547 妖怪横丁 広瀬  克也／作 絵本館

28 017956020 めぐろのさんま 川端 誠／作 クレヨンハウス

29 017956012 おにのめん 川端 誠／作 クレヨンハウス

30 017956004 じゅげむ 川端 誠／作 クレヨンハウス

31 017980954 イソギンチャクのふしぎ 楚山　いさむ／写真・文 ポプラ社

32 017987298 クラゲゆらゆら 楚山　いさむ／写真・文 ポプラ社

33 017954017 とっておきの標語 村上 しいこ／作 PHP研究所

34 017954041 とっておきのはいく 村上 しいこ／作 PHP研究所

35 017982406 パンツはながれる 殿内 真帆／絵 福音館書店

36 017980772 めだかのぼうけん 渡辺 昌和／写真 ポプラ社

37 017954009 ねこの手かします かいとうゼロのまき 内田 麟太郎／作 文研出版

38 017958646 妖精大図鑑 平林 知子／文・絵 国土社

39 017958653 魔女・魔法使い大図鑑 平林 知子／文・絵 国土社

40 017980939 おかしなゆきふしぎなこおり 片平 孝／写真・文 ポプラ社
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低学年　いろいろ４

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017982299 ゴリラとあそんだよ あべ　弘士／絵 福音館書店

2 017954538 I SPY ミッケ! ウォルター・ウィック／写真 小学館

3 017958943 I SPY 8 ミッケ! がっこう ウォルター・ウィック／写真 小学館

4 017981358 かしこいモリー エロール・ル・カイン／絵 ほるぷ出版

5 017987827 たいくつなトラ たるいし/まこ／絵 福音館書店

6 017981382 ヒギンスさんととけい パット=ハッチンス／さく ほるぷ出版

7 017977208 あたまをつかった小さなおばあさん ホープ・ニューウェル／作 福音館書店

8 017981440 マックスがどうしてもあげたいものは… マーサ・アレクサンダー／作 ほるぷ出版

9 017981564 まめじかカンチルの冒険 安井  寿磨子／絵 福音館書店

10 017958786 日本むかしばなし 1 寺村 輝夫／文 あかね書房

11 017958794 日本むかしばなし 2 寺村 輝夫／文 あかね書房

12 017958802 日本むかしばなし 3 寺村 輝夫／文 あかね書房

13 017958810 日本むかしばなし 4 寺村 輝夫／文 あかね書房

14 017958828 日本むかしばなし 5 寺村 輝夫／文 あかね書房

15 017958836 わらいばなし 寺村 輝夫／文 あかね書房

16 017958844 ほらばなし 寺村 輝夫／文 あかね書房

17 017958851 おにのはなし 寺村 輝夫／文 あかね書房

18 017958869 てんぐのはなし 寺村 輝夫／文 あかね書房

19 017958877 おばけのはなし 1 寺村 輝夫／文 あかね書房

20 017958885 おばけのはなし 2 寺村 輝夫／文 あかね書房

21 017958893 おばけのはなし 3 寺村 輝夫／文 あかね書房

22 017958901 彦一さん 寺村 輝夫／文 あかね書房

23 017958919 吉四六さん 寺村 輝夫／文 あかね書房

24 017958927 一休さん 寺村 輝夫／文 あかね書房

25 017982349 しんせつなかかし 篠崎 三朗／絵 福音館書店

26 017980806 きのこ 埴　沙萠／写真・文 ポプラ社

27 017980749 しょうたとなっとう 星川 ひろ子／写真・文 ポプラ社

28 017980855 ぼくじょうにきてね 星川 ひろ子／写真・文 ポプラ社

29 017980764 竹とぼくとおじいちゃん 星川 ひろ子／著 ポプラ社

30 018034702 はつゆき 西片 拓史／作・絵 岩崎書店

31 017970906 かめきちのおまかせ自由研究 村上 しいこ／作 岩崎書店

32 017970914 かめきちのなくな!王子様 村上 しいこ／作 岩崎書店

33 017970922 かめきちのたてこもり大作戦 村上 しいこ／作 岩崎書店

34 017969122 いやいやえん 中川 李枝子／作 福音館書店

35 017980756 ヘビのひみつ 内山 りゅう／写真・文 ポプラ社

36 017988692 学校のオバケたいじ大作戦 富安　陽子／作 ポプラ社

37 017959099 恐竜をさがせ! 1 平山 廉／監修 偕成社

38 017959107 恐竜をさがせ! 2 平山 廉／監修 偕成社

39 017959115 恐竜をさがせ! 3 平山 廉／監修 偕成社

40 017981556 ひみつのたからチョコラーテ 平山 暉彦／作 福音館書店
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低学年　いろいろ５

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017981457 星どろぼう 新版 アーノルド・ローベル／え ほるぷ出版

2 017982232 どんなにきみがすきだかあててごらん アニタ・ジェラーム／絵 評論社

3 017954314 I SPY 3 ミッケ! クリスマス ウォルター・ウィック／写真 小学館

4 017326927 パンケーキをたべるサイなんていない? サラ・オギルヴィー／え ＢＬ出版

5 017981317 いしのはなし シルビア・ロング／絵 ほるぷ出版

6 017981325 たねのはなし シルビア・ロング／絵 ほるぷ出版

7 017981333 チョウのはなし シルビア・ロング／絵 ほるぷ出版

8 017981341 たまごのはなし シルビア・ロング／絵 ほるぷ出版

9 018034694 ともだちのしるしだよ ダーグ・チャーカ／絵 岩崎書店

10 018034660 メガネをかけたら たるいし　まこ／絵 小学館

11 017960956 クリスティーナとおおきなはこ ドリス・バーン／絵 偕成社

12 017999830 ちゃんとたべなさい ニック・シャラット／絵 小峰書店

13 017981580 ノウサギとハリネズミ はた こうしろう／絵 福音館書店

14 017981523 ちいさいおうちうみへいく ひらさわ ともこ／絵 福音館書店

15 017978800 はちうえはぼくにまかせて マーガレット・ブロイ・グレアム ペンギン社

16 017973322 女王フュテピのなぞ メアリー・ポープ・オズボーン／著 KADOKAWA

17 017973306 アマゾン大脱出 メアリー・ポープ・オズボーン／著 KADOKAWA

18 017978776 りんごかもしれない ヨシタケ シンスケ／作 ブロンズ新社

19 017956848 10分で読めるもっとこわい話 塩谷  京子／監修 学研教育出版

20 017961194 10分で読めるこわい話 熊谷 多津子／選 学研教育出版

21 017982224 さるのせんせいとへびのかんごふさん 荒井 良二／え ビリケン出版

22 017982216 へびのせんせいとさるのかんごふさん 荒井 良二／え ビリケン出版

23 018002006 ビジュアル忍者図鑑 3 黒井 宏光／監修 ベースボール・マガジン社

24 017995838 ビジュアル忍者図鑑 2 黒井 宏光／監修 ベースボール・マガジン社

25 017995820 ビジュアル忍者図鑑 1 黒井 宏光／監修 ベースボール・マガジン社

26 017982372 ナスレディンのはなし 佐々木　マキ／絵 福音館書店

27 017982380 トドマツ森のモモンガ 山村 輝夫／作 福音館書店

28 018034678 こぶとりたろう 杉浦　範茂／絵 童心社

29 017956111 みょうがやど 川端 誠／作 クレヨンハウス

30 017956095 ひとめあがり 川端 誠／作 クレヨンハウス

31 017956103 かえんだいこ 川端 誠／作 クレヨンハウス

32 017980731 音楽室の日曜日 村上 しいこ／作 講談社

33 017980723 給食室の日曜日 村上 しいこ／作 講談社

34 017980681 体育館の日曜日 村上 しいこ／作 講談社

35 017980707 保健室の日曜日 村上 しいこ／作 講談社

36 017980715 理科室の日曜日 村上 しいこ／作 講談社

37 017980699 図書室の日曜日 村上 しいこ／作 講談社

38 017980665 図工室の日曜日 村上 しいこ／作 講談社

39 017980657 家庭科室の日曜日 村上 しいこ／作 講談社

40 017980673 職員室の日曜日 村上 しいこ／作 講談社
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低学年　いろいろ６

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018000281 どうぶつえんガイド あべ 弘士／作と絵 福音館書店

2 017954330 I SPY 5 ミッケ! ファンタジー ウォルター・ウィック／写真 小学館

3 017982208 ねこのくにのおきゃくさま シビル・ウェッタシンハ／作 福音館書店

4 017978743 どこいったん ジョン・クラッセン／作 クレヨンハウス

5 017981374 おひさまみたいに マーガレット・カドス=アーヴィン／絵 ほるぷ出版

6 017981390 アルフィーのいえで ローレン・カスティーヨ／絵 ほるぷ出版

7 017956855 10分で読めるとんち・わらい話 塩谷 京子／監修 学研教育出版

8 017980830 ミミズのふしぎ 皆越 ようせい／写真・文 ポプラ社

9 017980822 ダンゴムシみつけたよ 皆越 ようせい／写真・文 ポプラ社

10 018000794 妖怪交通安全 広瀬 克也／作 絵本館

11 018000786 妖怪温泉 広瀬 克也／作 絵本館

12 018000539 妖怪遊園地 広瀬 克也／作 絵本館

13 017984733 くらべてびっくり!ずかん 1 小宮 輝之／監修 学研教育出版

14 017984774 くらべてびっくり!ずかん 5 小宮 輝之／監修 学研教育出版

15 017984741 くらべてびっくり!ずかん 2 小宮 輝之／監修 学研教育出版

16 017984758 くらべてびっくり!ずかん 3 小宮 輝之／監修 学研教育出版

17 017984766 くらべてびっくり!ずかん 4 小宮 輝之／監修 学研教育出版

18 017980962 イモムシ 新開 孝／写真・文 ポプラ社

19 017995788 世界の海賊大図鑑 2 森村 宗冬／著 ミネルヴァ書房

20 017995796 世界の海賊大図鑑 3 森村 宗冬／著 ミネルヴァ書房

21 017995770 世界の海賊大図鑑 1 森村 宗冬／著 ミネルヴァ書房

22 017987843 みてよぴかぴかランドセル 西巻 茅子／絵 福音館書店

23 017982315 北風ふいてもさむくない 西巻 茅子／絵 福音館書店

24 017956061 たがや 川端 誠／作 クレヨンハウス

25 017956079 おおおかさばき 川端 誠／作 クレヨンハウス

26 017956087 ときそば 川端 誠／作 クレヨンハウス

27 017956814 10分で読めるすいり・たんていの話 前川 律子／選 学研教育出版

28 017982398 トチの木の1年 太田 威／写真・文 福音館書店

29 017980780 まちのコウモリ 中川 雄三／写真・文 ポプラ社

30 017980871 むしをたべるくさ 渡邉 弘晴／写真 ポプラ社

31 017982356 とくんとくん 片山 健／絵 福音館書店

32 017955907 ぞくぞく村のゾンビのビショビショ 末吉 暁子／作 あかね書房

33 017955816 ぞくぞく村のドラキュラのむすこ 末吉 暁子／作 あかね書房

34 017955949 ぞくぞく村のがいこつガチャさん 末吉 暁子／作 あかね書房

35 017955873 ぞくぞく村ののっぺらぼうペラさん 末吉 暁子／作 あかね書房

36 017955964 ぞくぞく村の雨ぼうずピッチャン 末吉 暁子／作 あかね書房

37 017955923 ぞくぞく村のかぼちゃ怪人 末吉 暁子／作 あかね書房

38 017958299 ぞくぞく村の魔法少女カルメラ 末吉 暁子／作 あかね書房

39 017955857 ぞくぞく村の魔女のオバタン 末吉 暁子／作 あかね書房

40 017955956 ぞくぞく村のおおかみ男 末吉 暁子／作 あかね書房
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中学年　読み物１

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017988122 リトルバンパイア 3 きけんな列車旅行 アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク／作 くもん出版

2 018004655 リトルバンパイア 1 リュディガーとアントン アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク／作 くもん出版

3 018004663 リトルバンパイア 2 地下室のかんおけ アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク／作 くもん出版

4 018004671 リトルバンパイア 5 魅惑のオルガ アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク／作 くもん出版

5 018004721 リトルバンパイア 4 モンスターの巣くつ アンゲラ・ゾンマー・ボーデンブルク／作 くもん出版

6 017967332 金色の雲になったトラ つかごし つねじ／作 小峰書店

7 017967340 天馬と少年 つかごし つねじ／作 小峰書店

8 017967449 犬的正しい寝方の研究 でん  よういちろう／著 小峰書店

9 018004713 魔法使いのチョコレート・ケーキ マーガレット・マーヒー／作 福音館書店

10 018004705 くまのパディントン マイケル・ボンド／作 福音館書店

11 017966029 かいとう ちわわんだー つかまえろ!なぞのニセモノかいとう まくら しょう／さく 集英社

12 017966037 かいとう ちわわんだー しのびこめ!まじょのやかた まくら しょう／さく 集英社

13 017966045 かいとう ちわわんだー とりもどせ!まほうのドレス まくら しょう／さく 集英社

14 017966052 かいとう ちわわんだー てにいれろ!まぼろしのおかし まくら しょう／さく 集英社

15 018004697 黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース／作 福音館書店

16 017966805 夜の小学校で 岡田 淳／作 偕成社

17 017966516 妖怪レストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

18 017966524 金しばりレストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

19 017966532 魔女のレストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

20 017966540 鏡のうらがわレストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

21 017966557 墓場レストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

22 017966565 お化け屋敷レストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

23 017966573 火の玉レストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

24 017966581 呪いのレストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

25 017966615 幽霊屋敷レストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

26 017966623 化け猫レストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

27 017966631 殺人レストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

28 017966649 幽霊列車レストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

29 017965179 源義経 今西 祐行／作 小峰書店

30 017966151 目をさませトラゴロウ 小沢 正／作 理論社

31 017965237 双姫湖のコッポたち 松原 由美子／作 小峰書店

32 017967431 あやとりひめ 森山 京／作 理論社

33 017965211 砂の音はとうさんの声 赤座 憲久／作 小峰書店

34 018004762 みんなの家出 藤田 のぼる／作 福音館書店

35 017967068 那須正幹童話集 1 那須 正幹／作 ポプラ社

36 017967076 那須正幹童話集 2 那須 正幹／作 ポプラ社

37 017967084 那須正幹童話集 3 那須 正幹／作 ポプラ社

38 017967092 那須正幹童話集 4 那須 正幹／作 ポプラ社

39 017967100 那須正幹童話集 5 那須 正幹／作 ポプラ社

40 017988171 ベラスノアとキックオフ! 片平 直樹／作 福音館書店
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中学年　読み物２

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017967373 七つのぽけっと あまん きみこ／さく 理論社

2 017967381 にじとそらのつくりかた かとう じゅんこ／作 理論社

3 017971490 ラモーナ、八歳になる ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社

4 017971508 ラモーナとおとうさん ベバリイ・クリアリー／作 学研

5 017971516 ラモーナとおかあさん ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社

6 017971524 ラモーナとあたらしい家族 ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社

7 017971532 ラモーナ、明日へ ベバリイ・クリアリー／作 学習研究社

8 018004531 ぼくらのミステリータウン 2 ロン・ロイ／作 フレーベル館

9 018004549 ぼくらのミステリータウン 3 ロン・ロイ／作 フレーベル館

10 018004556 ぼくらのミステリータウン 4 ロン・ロイ／作 フレーベル館

11 018004564 ぼくらのミステリータウン 5 ロン・ロイ／作 フレーベル館

12 018004606 ぼくらのミステリータウン 1 ロン・ロイ／作 フレーベル館

13 018005355 アヤカシ薬局閉店セ〜ル 伊藤　充子／作 偕成社

14 017966771 願いのかなうまがり角 岡田 淳／作 偕成社

15 017966789 シールの星 岡田 淳／作 偕成社

16 017966797 竜退治の騎士になる方法 岡田 淳／作・絵 偕成社

17 017966698 ムンジャクンジュは毛虫じゃない 岡田 淳／作と絵 偕成社

18 017967357 いえでぼうや 灰谷 健次郎／作 理論社

19 018004879 とびらをあければ魔法の時間 朽木 祥／作 ポプラ社

20 017970765 旅のはじまりはタイムスリップ 三田村　信行／作 あかね書房

21 017970773 よろずトラブル妖怪におまかせ 三田村　信行／作 あかね書房

22 017970781 旅はみちづれ地獄ツアー 三田村　信行／作 あかね書房

23 017970799 船で空飛ぶ妖怪クルーズ 三田村　信行／作 あかね書房

24 018004853 イヌのヒロシ 三木 卓／作 理論社

25 017967399 海のしろうま 山下 明生／作 理論社

26 017966086 ぼくは王さま 寺村 輝夫／作 理論社

27 017967415 かみなりのちびた 松野 正子／さく 理論社

28 017966201 あしたからは名探偵 杉山 亮／作 偕成社

29 017966219 いつのまにか名探偵 杉山 亮／作 偕成社

30 017966227 もしかしたら名探偵 杉山 亮／作 偕成社

31 017966235 まってました名探偵 杉山 亮／作 偕成社

32 017966243 そんなわけで名探偵 杉山 亮／作 偕成社

33 017966250 どんなときも名探偵 杉山 亮／作 偕成社

34 017966284 事件だよ!全員集合 杉山 亮／作 偕成社

35 017966318 よーいどんで名探偵 杉山 亮／作 偕成社

36 017966326 あめあがりの名探偵 杉山 亮／作 偕成社

37 017966334 かえってきた名探偵 杉山 亮／作 偕成社

38 017988205 またたびトラベル 茂市 久美子／作 学習研究社

39 017988239 招福堂のまねきねこ 茂市 久美子／作 学習研究社

40 017965229 天小森教授、宿題ひきうけます 野村 一秋／作 小峰書店

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №３３



中学年　読み物３

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018004937 パン屋のこびととハリネズミ アニー・M.G.シュミット／作 徳間書店

2 018004689 小さなスプーンおばさん アルフ=プリョイセン／作 学習研究社

3 018004432 マンホールからこんにちは いとう ひろし／さく 徳間書店

4 018004424 小さい水の精 オトフリート・プロイスラー／作 徳間書店

5 017967423 でんでら竜がでてきたよ おの りえん／作 理論社

6 018004374 ネズミ父さん大ピンチ! ジェフリー・ガイ／作 徳間書店

7 017988262 一歩一歩 タロ〜!ジロ〜!南極物語 チーム151E☆／文 学研教育出版

8 017988270 一歩一歩 天国犬からのメッセージ チーム151E☆／文 学研教育出版

9 017971474 ヘンリーくんとアバラー ベバリイ・クリアリー／作 学研

10 017971482 アバラーのぼうけん ベバリイ・クリアリー／作 学研教育出版

11 017971466 がんばれヘンリーくん ベバリイ・クリアリー／作 学研教育出版

12 018004440 なまけものの王さまとかしこい王女のお話 ミラ・ローベ／作 徳間書店

13 017966748 ふしぎの時間割 岡田 淳／作と絵 偕成社

14 018005157 ルドルフともだちひとりだち 斉藤 洋／作 講談社

15 018005165 ルドルフとスノーホワイト 斉藤 洋／作 講談社

16 018005140 ルドルフといくねこくるねこ 斉藤 洋／作 講談社

17 018005579 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤 洋／作 講談社

18 018005132 下からよんでもきつねつき 石井 信彦／作 偕成社

19 018005074 タイムチケット 藤江 じゅん／作 福音館書店

20 018005108 二時間だけの魔女 日本児童文学者協会／編 偕成社

21 018005090 ねこの魔法使い 日本児童文学者協会／編 偕成社

22 017971060 チビ竜と魔法の実 富安 陽子／著 偕成社

23 017971078 樹のことばと石の封印 富安 陽子／著 偕成社

24 017971086 鏡の中の秘密の池 富安 陽子／著 偕成社

25 017971094 魔物の森のふしぎな夜 富安 陽子／著 偕成社

26 017971102 時のかなたの人魚の島 富安 陽子／著 偕成社

27 017971110 キツネたちの宮へ 富安 陽子／著 偕成社

28 017971128 消えた白ギツネを追え 富安 陽子／著 偕成社

29 017966953 まぬけでゆかいなどろぼう話 木暮 正夫／文 岩崎書店

30 017966821 せすじゾクゾクようかい話 木暮 正夫／文 岩崎書店

31 017966888 これはナルホドきっちょむ話 木暮 正夫／文 岩崎書店

32 017966870 とんちでヤッタネ!おどけもの話 木暮 正夫／文 岩崎書店

33 017966862 キツネとタヌキのばけばけ話 木暮 正夫／文 岩崎書店

34 018004291 パンダのポンポン 青空バーベキュー 野中 柊／作 理論社

35 018004861 パンダのポンポン 野中 柊／作 理論社

36 017967001 海の妖怪ホテル 妖怪ホテル編集委員会／編 ポプラ社

37 017966995 山の妖怪ホテル 妖怪ホテル編集委員会／編 ポプラ社

38 017966987 地下の妖怪ホテル 妖怪ホテル編集委員会／編 ポプラ社

39 017966979 宇宙の妖怪ホテル 妖怪ホテル編集委員会／編 ポプラ社

40 017966961 猫の妖怪ホテル 妖怪ホテル編集委員会／編 ポプラ社
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中学年　読み物４

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018004747 バレエをおどりたかった馬 H・ストルテンベルグ／作 福音館書店

2 017988189 マクブルームさんのへんてこ動物園 S.フライシュマン／作 あかね書房

3 018005561 マクブルームさんのすてきな畑 S.フライシュマン／作 あかね書房

4 018004499 かあちゃん取扱説明書 いとう みく／作 童心社

5 018004465 とくべつなお気に入り エミリー・ロッダ／作 岩崎書店

6 018004804 かわいいゴキブリのおんなの子メイベルのぼうけん ケイティ・スペック／作 福音館書店

7 018004408 パンツマンVS(たい)恐怖のオバちゃんエイリアン デイブ・ピルキー／作・絵 徳間書店

8 018004358 パンツマンたんじょうのひみつ デイブ・ピルキー／作・絵 徳間書店

9 018004366 パンツマンVS(たい)巨大トイレロボ デイブ・ピルキー／作・絵 徳間書店

10 018004390 パンツマンVS(たい)おもらし教授 デイブ・ピルキー／作・絵 徳間書店

11 018004382 パンツマンVS(たい)くいこみウーマン デイブ・ピルキー／作・絵 徳間書店

12 018004739 ユウキ 伊藤 遊／作 福音館書店

13 017966763 リクエストは星の話 岡田 淳 偕成社

14 018004820 ぼくとあいつのラストラン 佐々木 ひとみ／作 ポプラ社

15 018004754 ケイゾウさんは四月がきらいです。 市川 宣子／さく 福音館書店

16 018004812 ホッキョクグマが教えてくれたこと 寺沢 孝毅／著 ポプラ社

17 017966128 へんな怪獣 星 新一／作 理論社

18 017972209 あたま山 斉藤 洋／文 あかね書房

19 017972191 ぞろぞろ 斉藤 洋／文 あかね書房

20 017972175 ろくろ首 斉藤 洋／文 あかね書房

21 017972183 おばけ長屋 斉藤 洋／文 あかね書房

22 017972167 まんじゅうこわい 斉藤 洋／文 あかね書房

23 018004473 三日月ジョリー 竹下 文子／作 岩崎書店

24 018005082 怪盗ブラックの宝物 那須　正幹／作 福音館書店

25 018006437 おんちゃんは車イス司書 梅田 俊作／作・絵 岩崎書店

26 018005058 タヌキ御殿の大そうどう 富安　陽子／作 ポプラ社

27 018005066 オバケだって、カゼをひく! 富安 陽子／作 ポプラ社

28 017971615 つるばら村の洋服屋さん 茂市 久美子／作 講談社

29 017971623 おいなり山のひみつ 茂市 久美子／作 講談社

30 017971631 つるばら村の大工さん 茂市 久美子／作 講談社

31 017971649 つるばら村のレストラン 茂市 久美子／作 講談社

32 017971557 ゆうすげ村の小さな旅館 茂市 久美子／作 講談社

33 017971656 つるばら村の魔法のパン 茂市 久美子／作 講談社

34 017971599 つるばら村のはちみつ屋さん 茂市 久美子／作 講談社

35 017971581 つるばら村の家具屋さん 茂市 久美子／作 講談社

36 017971607 つるばら村の理容師さん 茂市 久美子／作 講談社

37 017971573 つるばら村のくるみさん 茂市 久美子／作 講談社

38 017971565 つるばら村の三日月屋さん 茂市 久美子／作 講談社

39 017971540 つるばら村のパン屋さん 茂市 久美子／作 講談社

40 018004457 ゆうれい猫と魔女の呪い 廣嶋 玲子／作 岩崎書店
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中学年　読み物５

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018004572 イップとヤネケ シンタクラースがやってくる! アニー・M.G.シュミット／作 岩波書店

2 018004580 イップとヤネケ アニー・M.G.シュミット／作 岩波書店

3 018004952 イチゴの村のお話たち エム・エーフィールド／文 学研教育出版

4 018004929 イチゴの村のお話たち エム・エーフィールド／文 学研教育出版

5 018005330 百まいのドレス エレナー・エスティス／作 岩波書店

6 017966144 八月がくるたびに おおえ ひで／作 理論社

7 018005173 赤ちゃんおばけベロンカ クリスティーネ・ネストリンガー／作 偕成社

8 018005348 長くつ下のピッピ リンドグレーン／作 岩波書店

9 018004648 あたしって、しあわせ! ローセ・ラーゲルクランツ／作 岩波書店

10 017966730 選ばなかった冒険 岡田 淳／作 偕成社

11 017971151 森のなかの海賊船 岡田 淳／作 理論社

12 017971177 ミュージカルスパイス 岡田 淳／作 理論社

13 017971193 だれかののぞむもの 岡田 淳／作 理論社

14 017971201 ぬまばあさんのうた 岡田 淳／作 理論社

15 017971219 あかりの木の魔法 岡田 淳／作 理論社

16 017971227 霧の森となぞの声 岡田 淳／作 理論社

17 017971136 ふしぎな木の実の料理法 岡田 淳／作 理論社

18 017971144 まよなかの魔女の秘密 岡田 淳／作 理論社

19 017971169 ユメミザクラの木の下で 岡田 淳／著 理論社

20 017971185 はじまりの樹の神話 岡田 淳／著 理論社

21 017966110 モチモチの木 斎藤 隆介／作 理論社

22 017970864 エレベーターは秘密のとびら 三野 誠子／作 岩崎書店

23 017970567 かいぞくポケット 1 なぞのたから島 寺村 輝夫／作 あかね書房

24 017970575 かいぞくポケット 2 空とぶかいぞくせん 寺村 輝夫／作 あかね書房

25 017970583 かいぞくポケット 3 のろわれたたまご 寺村 輝夫／作 あかね書房

26 017970591 かいぞくポケット 4 あやしいほらあな 寺村 輝夫／作 あかね書房

27 017970609 かいぞくポケット 5 あやうしポケット 寺村 輝夫／作 あかね書房

28 017970617 かいぞくポケット 6 竜王のたからもの 寺村 輝夫／作 あかね書房

29 017970625 かいぞくポケット 7 魔女のワナムケ 寺村 輝夫／作 あかね書房

30 017970633 かいぞくポケット 8 海の女王のわな 寺村 輝夫／作 あかね書房

31 017970641 かいぞくポケット 9 人魚となぞの木 寺村 輝夫／作 あかね書房

32 017970658 かいぞくポケット 10 うらないのひみつ 寺村 輝夫／作 あかね書房

33 017970856 妖精ピリリとの三日間 西 美音／作 岩崎書店

34 018005017 らくごで笑児科 斉藤 洋／作 偕成社

35 018005025 らくごで笑学校 斉藤 洋／作 偕成社

36 017970807 ぼくが地球をすくうのだ 石井 キヨシ／作 岩崎書店

37 017970815 ヌルロン星人をすくえ! 千東 正子／作 岩崎書店

38 017970880 声蛍 万乃華 れん／作 岩崎書店

39 017970849 きもだめし☆攻略作戦 野泉 マヤ／作 岩崎書店

40 017970831 とんだトラブル!?タイムトラベル 友乃 雪／作 岩崎書店
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中学年　読み物６

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018004598 ハリネズミくんと森のともだち S.G.コズロフ／作 岩波書店

2 017966060 ながいながいペンギンの話 いぬい　とみこ／作 理論社

3 017970971 動物と話せる少女リリアーネ 1 タニヤ・シュテーブナー／著 学研教育出版

4 017970989 動物と話せる少女リリアーネ 2 タニヤ・シュテーブナー／著 学研教育出版

5 017970997 動物と話せる少女リリアーネ 3 タニヤ・シュテーブナー／著 学研教育出版

6 017971003 動物と話せる少女リリアーネ 4 タニヤ・シュテーブナー／著 学研教育出版

7 017971011 動物と話せる少女リリアーネ 5 タニヤ・シュテーブナー／著 学研教育出版

8 017972043 ねこのタマコでございます にしむら かえ／作・絵 そうえん社

9 017972142 火曜日のごちそうはヒキガエル ラッセル・E.エリクソン／作 評論社

10 017988114 おかえり!盲導犬ビーン 井上 こみち／文 佼成出版社

11 017966722 フングリコングリ 岡田　淳／作・絵 偕成社

12 018005181 怪談図書館 1 呪われた恐怖の仮面 怪談図書館編集委員会／編 国土社

13 018005199 怪談図書館 2 プールのそこから魔女がよぶ 怪談図書館編集委員会／編 国土社

14 018005207 怪談図書館 5 死神からのメール 怪談図書館編集委員会／編 国土社

15 018005231 怪談図書館 3 死者の町行き幽霊電車 怪談図書館編集委員会／編 国土社

16 018006437 怪談図書館 4 悪魔がさそうカードゲーム 怪談図書館編集委員会／編 国土社

17 017966136 宿題ひきうけ株式会社 古田 足日／作 理論社

18 017972068 ミラクル★キッチン 1 天才シェフは小学生!? 工藤 純子／作 そうえん社

19 017972076 ミラクル★キッチン 2 ハッピー・レシピは思い出の味!? 工藤 純子／作 そうえん社

20 017966169 おとうさんがいっぱい 三田村 信行／作 理論社

21 017966391 山下明生・童話の島じま 1 山下 明生／作 あかね書房

22 017966383 山下明生・童話の島じま 2 山下 明生／作 あかね書房

23 017966375 山下明生・童話の島じま 3 山下 明生／作 あかね書房

24 017966367 山下明生・童話の島じま 4 山下 明生／作 あかね書房

25 017966359 山下明生・童話の島じま 5 山下 明生／作 あかね書房

26 017966193 ちびっこカムのぼうけん 神沢 利子／作 理論社

27 017972050 パンプキン姫をたすけだせ! 西沢 杏子／作 草炎社

28 017965948 なん者ひなた丸千鳥がすみの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

29 017965955 なん者ひなた丸黒潮がくれの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

30 017965963 なん者ひなた丸空蝉おとしの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

31 017965971 なん者ひなた丸 南蛮づくしの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

32 017965989 なん者ひなた丸まぼろし衣切りの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

33 017965997 なん者ひなた丸むささび城封じの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

34 017966003 なん者ひなた丸ばけねこ鏡わりの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

35 017966011 なん者ひなた丸まどわし大ねことんの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

36 017966177 チョコレート戦争 大石 真／作 理論社

37 017972225 クマに森を返そうよ 沢田 俊子／著 汐文社

38 017973215 ぼくらの津波てんでんこ 谷本 雄治／著 フレーベル館

39 017972084 願いがかなうふしぎな日記 本田 有明／著 PHP研究所

40 017971409 けやきひろばのなかまたち 矢部 美智代／作 国土社
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中学年　読み物７

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017972340 なんでも魔女商会 11 魔女スピカからの手紙 あんびる やすこ／著 岩崎書店

2 017972357 なんでも魔女商会 12 セールス魔女はおことわり あんびる やすこ／著 岩崎書店

3 017972365 なんでも魔女商会 13 星くずのブラックドレス あんびる やすこ／著 岩崎書店

4 017972373 なんでも魔女商会 14 ナナのたんぽぽカーニバル あんびる やすこ／著 岩崎書店

5 017972381 なんでも魔女商会 15 85パーセントの黒猫 あんびる やすこ／著 岩崎書店

6 017972399 なんでも魔女商会 16 にっこりおいしい大作戦 あんびる やすこ／著 岩崎書店

7 017972407 なんでも魔女商会 17 きらめきハートのドレス あんびる やすこ／著 岩崎書店

8 017972415 なんでも魔女商会 18 うわさのとんでも魔女商会 あんびる やすこ／著 岩崎書店

9 017972423 なんでも魔女商会 19 夜空のダイヤモンド あんびる やすこ／著 岩崎書店

10 017972431 なんでも魔女商会 20 運命のウエディングドレス あんびる やすこ／著 岩崎書店

11 018004200 カッパのぬけがら なかがわ ちひろ／作 理論社

12 017971029 ヒックとドラゴン 1 ヒック・ホレンダス・ハドック三世／作 小峰書店

13 017971037 ヒックとドラゴン 2 ヒック・ホレンダス・ハドック三世／作 小峰書店

14 017971045 ヒックとドラゴン 3 ヒック・ホレンダス・ハドック三世／作 小峰書店

15 017971052 ヒックとドラゴン 4 ヒック・ホレンダス・ハドック三世／作 小峰書店

16 017966664 ようこそ,おまけの時間に 岡田 淳／作・絵 偕成社

17 018004184 リンリンちゃんとワンゴ天才発明会社 丘紫  真璃／作 ポプラ社

18 018004242 ともだちは緑のにおい 工藤 直子／作 理論社

19 018005124 ゆっくり大きくなればいい 最上 一平／作 ポプラ社

20 017988130 トレモスのパン屋 小倉 明／作 くもん出版

21 018004234 目をさませトラゴロウ 小沢 正／作 理論社

22 017967159 新美南吉童話選集 1 新美 南吉／作 ポプラ社

23 017967142 新美南吉童話選集 2 新美 南吉／作 ポプラ社

24 017967134 新美南吉童話選集 3 新美 南吉／作 ポプラ社

25 017967126 新美南吉童話選集 4 新美 南吉／作 ポプラ社

26 017967118 新美南吉童話選集 5 新美 南吉／作 ポプラ社

27 018006437 こぶたのブウタ 神沢 利子／作・え 理論社

28 017966078 きまぐれロボット 星　新一／作 理論社

29 018004341 ピアスの星 赤羽 じゅんこ／作 くもん出版

30 018004507 いじめのきもち 村山 士郎／編 童心社

31 017988106 ねこの郵便屋さん 中村 翔子／作 佼成出版社

32 018005116 華花さんのあたらしい家 田中 良子／作 ポプラ社

33 018004283 手のひらにザクロ 田部 智子／作 くもん出版

34 018004218 転校生とまぼろしの蝶 当原 珠樹／作 ポプラ社

35 018004259 のろのろひつじとせかせかひつじ 蜂飼 耳／作 理論社

36 018004333 お笑い一番星 牧野 節子／作 くもん出版

37 017966938 ブルッとこわいおばけの話 木暮 正夫／文 岩崎書店

38 017966839 ウヒョッとびっくりゆうれい話 木暮 正夫／文 岩崎書店

39 017966946 ドキッとこわいおばけの話 木暮 正夫／文 岩崎書店

40 017965054 ともだちビクビクこわーい話 木暮 正夫／文 岩崎書店
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中学年　読み物８

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017970823 無人島で、よりよい生活! いしい  ゆみ／作 岩崎書店

2 017966094 北極のムーシカミーシカ いぬい とみこ／作 理論社

3 018004796 はりねずみのルーチカ ふしぎなトラム かんの ゆうこ／作 講談社

4 018004788 はりねずみのルーチカ 星のうまれた夜 かんの ゆうこ／作 講談社

5 018005835 はりねずみのルーチカ かんの ゆうこ／作 講談社

6 018005587 はりねずみのルーチカ カギのおとしもの かんの ゆうこ／作 講談社

7 018005280 子ネズミチヨロの冒険 さくらい ともか／作/画 偕成社

8 018005314 グレッグのダメ日記 3 ジェフ・キニー／作 ポプラ社

9 018005322 グレッグのダメ日記 2 ジェフ・キニー／作 ポプラ社

10 018005256 グレッグのダメ日記 1 ジェフ・キニー／作 ポプラ社

11 017971391 すえっこメリーメリー ジョーン・ロビンソン／絵と作 大日本図書

12 017972092 アンガスとセイディー シンシア・ヴォイト／作 小峰書店

13 018004895 アーヤと魔女 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作 徳間書店

14 017971284 小さなバイキングビッケ ルーネル・ヨンソン／作 評論社

15 017971292 ぼくのつくった魔法のくすり ロアルド・ダール／著 評論社

16 017966185 ぽけっとにいっぱい 今江 祥智／作 理論社

17 017970872 とどけ!夢へのストライク 桜井 まどか／作 岩崎書店

18 018005223 クモばんばとぎんのくつした 仁科　幸子／著 偕成社

19 017965245 しろくまだって 斉藤 洋／作 小峰書店

20 017965880 なん者ひなた丸白くもの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

21 017965898 なん者ひなた丸大ふくろうの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

22 017965906 なん者ひなた丸火炎もぐらの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

23 017965922 なん者ひなた丸月光くずしの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

24 017965930 なん者ひなた丸金とん雲の術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

25 017965914 なん者ひなた丸津波がえしの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

26 018006437 なん者ひなた丸ねことんの術の巻 斉藤 洋／作 あかね書房

27 017971425 より道はふしぎのはじまり 赤羽 じゅんこ／作 文研出版

28 018005801 金の月のマヤ 1 田森 庸介／作 偕成社

29 018005827 金の月のマヤ 2 田森 庸介／作 偕成社

30 018005819 金の月のマヤ 3 田森 庸介／作 偕成社

31 018005033 黒ばらさんの七つの魔法 末吉 暁子／作 偕成社

32 018005041 黒ばらさんの魔法の旅だち 末吉 暁子／作 偕成社

33 017966854 フフンなるほどなぜなぜ話 木暮 正夫／文 岩崎書店

34 017966847 ピピッとひらめくとんち話 木暮 正夫／文 岩崎書店

35 017966896 ドカンとでっかいほらふき話 木暮 正夫／文 岩崎書店

36 017967050 街の妖怪ホテル 妖怪ホテル編集委員会／編 ポプラ社

37 017967043 博物館の妖怪ホテル 妖怪ホテル編集委員会／編 ポプラ社

38 017967035 沼の妖怪ホテル 妖怪ホテル編集委員会／編 ポプラ社

39 017967027 駅の妖怪ホテル 妖怪ホテル編集委員会／編 ポプラ社

40 017967019 花の妖怪ホテル 妖怪ホテル編集委員会／編 ポプラ社
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中学年　読み物９

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018004515 チム・ラビットのおともだち アリソン・アトリー／作 童心社

2 018004523 チム・ラビットのぼうけん アリソン・アトリー／作 童心社

3 017972159 おじいちゃんの桜の木 アンジェラ・ナネッティ／作 小峰書店

4 017971433 世界一ちいさな女の子のはなし サリー・ガードナー／作 小峰書店

5 017972118 世界一力もちの女の子のはなし サリー・ガードナー／作 小峰書店

6 017972126 空を飛んだ男の子のはなし サリー・ガードナー／作 小峰書店

7 017972134 透明人間になった男の子のはなし サリー・ガードナー／作 小峰書店

8 018004317 キロコちゃんとみどりのくつ たかどの ほうこ／作と絵 あかね書房

9 017988163 スズメぼうし たつみや 章／作 あかね書房

10 018004309 じっぽ たつみや 章／作 あかね書房

11 018005215 おならゴリラ もりや　しげやす／作 偕成社

12 017966714 カメレオンのレオン 岡田 淳／作 偕成社

13 018005264 小学校の秘密の通路 岡田 淳／作 偕成社

14 017973256 魔女のシュークリーム 岡田 淳／作・絵 BL出版

15 017966904 天使たちのたんじょう会 宮川 ひろ／作 童心社

16 017966912 天使たちのカレンダー 宮川 ひろ／作 童心社

17 017966920 天使のいる教室 宮川 ひろ／作 童心社

18 018005363 おとうさん×先生=タヌキ 改訂版 山中 恒／作 偕成社

19 017970666 かいぞくポケット 11 はねのあるキリン 寺村 輝夫／作 あかね書房

20 017970674 かいぞくポケット 12 かみなりトッケポ 寺村 輝夫／作 あかね書房

21 017970682 かいぞくポケット 13 ゆうれいせんペサ 寺村 輝夫／作 あかね書房

22 017970690 かいぞくポケット 14 とうめい人間ジャン 寺村 輝夫／作 あかね書房

23 017970708 かいぞくポケット 15 ロボット人間ポン 寺村 輝夫／作 あかね書房

24 017970716 かいぞくポケット 16 うちゅう人間ケン 寺村 輝夫／作 あかね書房

25 017970724 かいぞくポケット 17 こおったポケット 寺村 輝夫／作 あかね書房

26 017970732 かいぞくポケット 18 アイコのじゅもん 寺村 輝夫／作 あかね書房

27 017970740 かいぞくポケット 19 サアナごうをうて 寺村 輝夫／作 あかね書房

28 017970757 かいぞくポケット 20 ながれ星のひみつ 寺村 輝夫／作 あかね書房

29 018004325 虫めずる姫の冒険 芝田 勝茂／作 あかね書房

30 017971417 あけちゃダメ! 小川　英子／作 新日本出版社

31 017972100 犬と私の10の約束 川口 晴／著 文藝春秋

32 017972233 月からきたラブレター 早川 真知子／作 小峰書店

33 018005272 となりの鉄子 田森　庸介／さく 偕成社

34 018004176 ゆびわがくれたプレゼント 田沢 五月／作 ポプラ社

35 017988148 パペット探偵団事件ファイル 1 如月 かずさ／作 偕成社

36 018004846 パペット探偵団事件ファイル 3 如月 かずさ／作 偕成社

37 018004887 パペット探偵団事件ファイル 2 如月 かずさ／作 偕成社

38 018005504 ざしきわらし一郎太の修学旅行 柏葉 幸子／作 あかね書房

39 018005553 なぞのパスワード1098 白金 ゆみこ／作 あかね書房

40 018004275 強くてゴメンね 令丈 ヒロ子／作 あかね書房
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中学年　読み物１０

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017972241 なんでも魔女商会 1 お洋服リフォーム支店 あんびる　やすこ／著 岩崎書店

2 017972258 なんでも魔女商会 2 ただいま魔法旅行中。 あんびる　やすこ／著 岩崎書店

3 017972266 なんでも魔女商会 3 いちばん星のドレス あんびる　やすこ／著 岩崎書店

4 017972274 なんでも魔女商会 4 ドラゴンの正しいしつけ方 あんびる　やすこ／著 岩崎書店

5 017972282 なんでも魔女商会 5 きえた魔法のダイヤ あんびる　やすこ／著 岩崎書店

6 017972290 なんでも魔女商会 6 コットンの夏休み あんびる　やすこ／著 岩崎書店

7 017972308 なんでも魔女商会 7 おきゃくさまはオバケ! あんびる　やすこ／著 岩崎書店

8 017972316 なんでも魔女商会 8 火曜日はトラブル あんびる　やすこ／著 岩崎書店

9 017972324 なんでも魔女商会 9 ルビーの魔法マスター あんびる　やすこ／著 岩崎書店

10 017972332 なんでも魔女商会 10 三毛猫一座のミュージカル あんびる　やすこ／著 岩崎書店

11 017973231 ロボママ エミリー・スミス／作 文研出版

12 018006437 オバケのことならまかせなさい! なかがわ ちひろ／作 理論社

13 018005603 暗号クラブ 1 ペニー・ワーナー／著 KADOKAWA(発売)

14 018005595 暗号クラブ 2 ペニー・ワーナー／著 KADOKAWA

15 018005538 暗号クラブ 3 ペニー・ワーナー／著 KADOKAWA(発売)

16 018005843 暗号クラブ 4 ペニー・ワーナー／著 KADOKAWA

17 018004770 夜明けの落語 みうら かれん／作 講談社

18 017973223 ぼくって女の子?? ルイス・サッカー／作 文研出版

19 017966706 雨やどりはすべり台の下で 岡田 淳／作 偕成社

20 017966680 びりっかすの神さま 岡田 淳／作と絵 偕成社

21 017973348 ぶたのモモコはバレリーナ 黒井 健／絵 小峰書店

22 017967167 怪談オウマガドキ学園 1 常光 徹／責任編集 童心社

23 017967175 怪談オウマガドキ学園 2 常光 徹／責任編集 童心社

24 017967183 怪談オウマガドキ学園 3 常光 徹／責任編集 童心社

25 017967191 怪談オウマガドキ学園 4 常光 徹／責任編集 童心社

26 017967209 怪談オウマガドキ学園 5 常光 徹／責任編集 童心社

27 017973355 ぶたのモモコとフルーツパーラー 森山 京／作 小峰書店

28 017973249 すすめ!ドクきのこ団 村上 しいこ／作 文研出版

29 017988221 小道の神さま 竹内 もと代／作 アリス館

30 017988197 菜緒のふしぎ物語 竹内 もと代／文 アリス館

31 017971458 チャンスの神さま 藤田 千津／作 文研出版

32 018004903 ネコのホームズ 南部 和也／作 理論社

33 018004911 ネコのホームズ 十三かかしの呪い 南部 和也／作 理論社

34 018004960 妖怪一家九十九さん 富安 陽子／作 理論社

35 018004978 妖怪一家の夏まつり 富安 陽子／作 理論社

36 018004986 ひそひそ森の妖怪 富安 陽子／作 理論社

37 018004838 コロボックル絵物語 有川 浩／作 講談社

38 017988213 ふしぎやさん 林原 玉枝／作 アリス館

39 018005009 わたしはなんでも知っている 令丈 ヒロ子／作 ポプラ社

40 018004994 わたしはみんなに好かれてる 令丈 ヒロ子／作 ポプラ社
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中学年　読み物１１

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017971441 いえでででんしゃ あさの あつこ／作 新日本出版社

2 018005298 ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス／著 あすなろ書房

3 017970963 パイとねこと秘密のレシピ サラ・ウィークス／著 岩崎書店

4 018005546 てん ピーター・レイノルズ／作 あすなろ書房

5 018004945 やさしい大おとこ ルイス・スロボドキン／作・絵 徳間書店

6 017970955 花のにおう町 安房 直子／作 岩崎書店

7 017966755 学校ウサギをつかまえろ 岡田 淳／さく・え 偕成社

8 017966672 放課後の時間割 岡田 淳／作と絵 偕成社

9 017966656 二分間の冒険 岡田 淳／著 偕成社

10 017966409 ケイタイ電話レストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

11 017966417 闇のレストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

12 017966425 地獄レストラン 怪談レストラン編集委員会／編 童心社

13 017966474 がい骨レストラン 怪談レストラン編集委員会／編集 童心社

14 017966482 魔界レストラン 怪談レストラン編集委員会／編集 童心社

15 017966508 七不思議レストラン 怪談レストラン編集委員会／編集 童心社

16 017966433 たたりじゃレストラン 怪談レストラン編集委員会／編集 童心社

17 017966458 もののけレストラン 怪談レストラン編集委員会／編集 童心社

18 017966466 占いレストラン 怪談レストラン編集委員会／編集 童心社

19 017966607 百物語レストラン 怪談レストラン編集委員会／編集 童心社

20 018006437 野鳥もネコもすくいたい! 高橋 うらら／文・写真 学研教育出版

21 018005496 七夕の月 佐々木 ひとみ／作 ポプラ社

22 017966102 ベロ出しチョンマ 斎藤 隆介／作 理論社

23 017970948 ぼくのともだち、どじなぶた 三野 誠子／作 岩崎書店

24 017967308 グータラ王子のぐ〜たらはつめい大バトル! 小栗 かずまた／さく・え 集英社

25 017967316 グータラ王子のぐ〜たらおばけ大レース!! 小栗 かずまた／さく・え 集英社

26 017967324 グータラ王子のぐ〜たら大ぼうけん 小栗　かずまた／さく・え 集英社

27 017966599 あの世レストラン 松谷 みよ子／責任編集 童心社

28 017966490 うらめしやレストラン 松谷 みよ子／編 童心社

29 017966441 悪夢のレストラン 松谷 みよ子／編 童心社

30 017966276 てんやわんや名探偵 杉山　亮／作 偕成社

31 018004192 幸福3丁目商店街 ハートのエースがでてこない 村上 しいこ／作 理論社

32 018004226 幸福3丁目商店街 たこやき探偵団あらわる 村上 しいこ／作 理論社

33 017971276 やまんばあさんとなかまたち 富安　陽子／作 理論社

34 017971268 やまんばあさんのむかしむかし 富安　陽子／作 理論社

35 017971250 やまんばあさんの大運動会 富安　陽子／作 理論社

36 017971243 やまんばあさん海へ行く 富安　陽子／作 理論社

37 017971235 ドングリ山のやまんばあさん 富安　陽子／作 理論社

38 018005306 トチノキ村の雑貨屋さん 茂市 久美子／作 あすなろ書房

39 017970898 河童のクゥと夏休み 木暮 正夫／作 岩崎書店

40 017970930 ゆうれい猫ふくこさん 廣嶋 玲子／作 岩崎書店
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中学年　読み物１２　戦争

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017993833 アンネ・フランク アン・クレイマー‖著 BL出版

2 017992421 犬やねこが消えた 井上 こみち‖文 学習研究社

3 017992413 氷の海を追ってきたクロ 井上 こみち‖文 学研教育出版

4 017992355 少年口伝隊一九四五 井上 ひさし‖著 講談社

5 017992272 火の壁をくぐったヤギ 岩崎 京子‖文 国土社

6 017992348 八月の光 朽木 祥‖作 偕成社

7 017992397 左手がなくてもぼくは負けない! 高橋 うらら‖文 学研教育出版

8 017992314 戦争がなかったら 高橋 邦典‖著 ポプラ社

9 017994054 新版 ガラスのうさぎ 高木 敏子‖作 金の星社

10 017992405 禎子の千羽鶴 佐々木 雅弘‖著 学研パブリッシング

11 017992298 デイゴの花 桜井 信夫‖文 国土社

12 017992173 戦争を取材する 山本 美香‖著 講談社

13 017992322 ぼくが見た太平洋戦争 宗田 理‖著 PHP研究所

14 017992306 あの世からの贈りもの 小沢 清子‖文 国土社

15 017992264 びんたあめあられ 水谷 章三‖文 国土社

16 018001842 東京大空襲を忘れない 瀧井 宏臣‖著 講談社

17 017992280 二せきの魚雷艇 坪田 理基男‖文 国土社

18 017959651 わたしたちの戦争体験 1 戦場 田代 脩‖監修 学研教育出版

19 017959669 わたしたちの戦争体験 2 家族 田代 脩‖監修 学研教育出版

20 017959677 わたしたちの戦争体験 3 学校・遊び 田代 脩‖監修 学研教育出版

21 017959685 わたしたちの戦争体験 4 疎開 田代 脩‖監修 学研教育出版

22 017959693 わたしたちの戦争体験 5 空襲 田代 脩‖監修 学研教育出版

23 017959701 わたしたちの戦争体験 6 沖縄 田代 脩‖監修 学研教育出版

24 017959719 わたしたちの戦争体験 7 原爆 田代 脩‖監修 学研教育出版

25 017959727 わたしたちの戦争体験 8 終戦 田代 脩‖監修 学研教育出版

26 017959735 わたしたちの戦争体験 9 引揚 田代 脩‖監修 学研教育出版

27 017959743 わたしたちの戦争体験 10 成長・発展 田代 脩‖監修 学研教育出版

28 017992199 八月の髪かざり 那須 正幹‖作 佼成出版社

29 017992389 ぼくは満員電車で原爆を浴びた 米澤 鐡志‖語り 小学館

30 017992256 やけあとの競馬うま 木暮 正夫‖文 国土社

31 017992207 パンプキン! 令丈 ヒロ子‖作 講談社
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中学年　いろいろ１

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017978768 ほんとうのことをいってもいいの? ジゼル・ポター／絵 BL出版

2 017955238 10分で読める!教科書に出てくる歴史人物物語 鎌倉・室町編 河合 敦／監修 PHP研究所

3 017955220 10分で読める!教科書に出てくる歴史人物物語 近現代編 河合 敦／監修 PHP研究所

4 017955196 10分で読める!教科書に出てくる歴史人物物語 古代編 河合 敦／監修 PHP研究所

5 017955212 10分で読める!教科書に出てくる歴史人物物語 江戸編 河合 敦／監修 PHP研究所

6 017955246 10分で読める!教科書に出てくる歴史人物物語 戦国編 河合 敦／監修 PHP研究所

7 017955204 10分で読める!教科書に出てくる歴史人物物語 幕末維新編 河合 敦／監修 PHP研究所

8 017995689 急行「北極号」 クリス・ヴァン・オールズバーグ あすなろ書房

9 017994542 日本語を味わう名詩入門 11　サトウハチロー 萩原 昌好／編 あすなろ書房

10 017994559 日本語を味わう名詩入門 12　草野新平 萩原 昌好／編 あすなろ書房

11 017994567 日本語を味わう名詩入門 13　高田敏子 萩原 昌好／編 あすなろ書房

12 017994484 日本語を味わう名詩入門 14　山之口獏 萩原 昌好／編 あすなろ書房

13 018006437 日本語を味わう名詩入門 15　石垣りん 萩原 昌好／編 あすなろ書房

14 017995671 魔術師アブドゥル・ガサツィの庭園 C.V.オールズバーグ／絵と文 あすなろ書房

15 017954645 ベルナのしっぽ 郡司 ななえ／著 ナナ・コーポレート・コミュニケーション

16 017978792 せいめいのれきし バージニア・リー・バートン／え・ぶん 岩波書店

17 017996489 あらしのよるに きむら/ゆういち／作 講談社

18 017996117 おもしろい話が読みたい! マジカル編 石崎　洋司／作 講談社

19 017996083 おもしろい話が読みたい! ワンダー編 松原　秀行／作 講談社

20 017954025 ガラパゴス ジェイソン・チン／作 講談社

21 017995200 はじめてでもおどれる!ストリートダンス入門 EXILE PROFESSIONAL GYM／ダンス監修 小学館

22 017995242 ハッピー&ラッキーうらない入門 絹華／著 小学館

23 017995184 ペットの飼い方入門 ペットの専門店コジマ／監修 小学館

24 017995259 学校生活応援ブック 入門百科+編集部／編 小学館

25 017995267 名探偵コナンの探偵入門 青山 剛昌／原作 小学館

26 018000497 名探偵コナン推理ファイル 環境の謎 青山　剛昌／原作 小学館

27 018000471 名探偵コナン推理ファイル 恐竜の謎 青山 剛昌／原作 小学館

28 018000463 名探偵コナン推理ファイル 昆虫の謎 青山　剛昌／原作 小学館

29 018000455 名探偵コナン推理ファイル 人類の謎 青山 剛昌／原作 小学館

30 018000422 名探偵コナン推理ファイル 地球の謎 青山　剛昌／原作 小学館

31 017995531 スズメの謎 三上　修／著 誠文堂新光社

32 017982190 セコイア ジェイソン チン／作 福音館書店

33 017996471 天動説の絵本 安野 光雅／著 福音館書店

34 017978982 バンパイア*ガールズ no.1 シーナ・マーサー／作 理論社

35 017978990 バンパイア*ガールズ no.2 シーナ・マーサー／作 理論社

36 017979006 バンパイア*ガールズ no.3 シーナ・マーサー／作 理論社

37 017979014 バンパイア*ガールズ no.4 シーナ・マーサー／作 理論社

38 017979022 バンパイア*ガールズ no.5 シーナ・マーサー／作 理論社

39 017979030 バンパイア*ガールズ no.6 シーナ・マーサー／作 理論社

40 017981903 ぼちぼちいこか ロバート・グロスマン／え 偕成社

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №４４



中学年　いろいろ２

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017994658 日本語を味わう名詩入門 1　宮沢賢治 萩原 昌好／編 あすなろ書房

2 017994617 日本語を味わう名詩入門 2　金子みすゞ 萩原 昌好／編 あすなろ書房

3 017994625 日本語を味わう名詩入門 3　八木重吉 萩原 昌好／編 あすなろ書房

4 017994633 日本語を味わう名詩入門 4　山村暮鳥 萩原 昌好／編 あすなろ書房

5 017994641 日本語を味わう名詩入門 5　立原道造 萩原 昌好／編 あすなろ書房

6 017995317 UFOと宇宙人の謎 並木 伸一郎／監修 ポプラ社

7 017994971 超怪奇現象の謎 並木 伸一郎／監修 ポプラ社

8 017995010 超古代文明とオーパーツの謎 並木 伸一郎／監修 ポプラ社

9 017995044 未確認動物UMAの謎 並木 伸一郎／監修 ポプラ社

10 017995325 未確認動物UMAの謎 珍獣奇獣編 並木 伸一郎／監修 ポプラ社

11 017978818 マグナス・マクシマス、なんでもはかります Ｓ．Ｄ．シンドラー／絵 光村教育図書

12 017996216 ステップファザー・ステップ 宮部 みゆき／作 講談社

13 017996109 パスワードは,ひ・み・つ 松原 秀行／作 講談社

14 017996141 パスワード謎旅行 松原 秀行／作 講談社

15 017996067 パセリ伝説 memory1 倉橋 燿子／作 講談社

16 017996240 闇からのささやき あさの あつこ／作 講談社

17 017996091 宇宙人のしゅくだい 小松 左京／作 講談社

18 017996224 泣いちゃいそうだよ 小林 深雪／作 講談社

19 017996174 黒魔女さんが通る!!チョコ,デビューするの巻 石崎 洋司／作 講談社

20 017996182 七時間目のUFO研究 藤野 恵美／作 講談社

21 017996190 若おかみは小学生! 令丈 ヒロ子／作 講談社

22 017996232 星の王子さま サン＝テグジュペリ／作 講談社

23 017996133 霧のむこうのふしぎな町 柏葉 幸子／作 講談社

24 017953415 びっくり!!トリックアート 6 さあ!さがしてみよう★つくってみよう おまけたらふく舎 汐文社

25 017953423 びっくり!!トリックアート 7 わーい!みえた!! 中久木 成一／編著 汐文社

26 017953431 びっくり!!トリックアート 8 ほらっ!よめた!! 中久木 成一／編 汐文社

27 017953449 びっくり!!トリックアート 9 やった!みつけた!! 中久木 成一／編 汐文社

28 017995275 宇宙飛行士入門 渡辺 勝巳／監修 小学館

29 017995192 女の子、はじめます。 北村 邦夫／著・監修 小学館

30 017995283 衝撃!驚き!大発見!世界ミステリーFILE 山口 直樹／監修 小学館

31 017995176 日本ふしぎ大発見!ミステリー探険 山口 直樹／監修 小学館

32 018000406 名探偵コナン推理ファイル 日本史の謎 1 青山 剛昌／原作 小学館

33 018000398 名探偵コナン推理ファイル 日本史の謎 2 青山 剛昌／原作 小学館

34 018000380 名探偵コナン推理ファイル 日本史の謎 3 青山 剛昌／原作 小学館

35 018000372 名探偵コナン推理ファイル 日本史の謎 4 青山 剛昌／原作 小学館

36 018000364 名探偵コナン推理ファイル 日本史の謎 5 青山 剛昌／原作 小学館

37 017995879 ハリー・ポッターと賢者の石 第一巻 J.K.ローリング／作 静山社

38 017996463 絵本 極楽 西川 隆範／文 風濤社

39 017996455 絵本 地獄 宮 次男／監修 風濤社

40 017954363 星座を見つけよう H.A.レイ／文・絵 福音館書店
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中学年　いろいろ３

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017994575 日本語を味わう名詩入門 6　中原中也 萩原 昌好／編 あすなろ書房

2 017994583 日本語を味わう名詩入門 7　北原白秋 萩原 昌好／編 あすなろ書房

3 017994591 日本語を味わう名詩入門 8　高村光太郎 萩原 昌好／編 あすなろ書房

4 017994609 日本語を味わう名詩入門 9　萩原朔太郎/室生犀星 萩原 昌好／編 あすなろ書房

5 017994534 日本語を味わう名詩入門 10　丸山薫/三好達治 萩原 昌好／編 あすなろ書房

6 015374457 水底の棺 中川　なをみ／作 くもん出版

7 017780669 語りつぐ者 パトリシア・ライリー・ギフ／作 さ・え・ら書房

8 017979113 ゆうれい電車 水木 しげる／著 ポプラ社

9 017979196 おばけレストラン 水木 しげる／著 ポプラ社

10 017979154 3年A組おばけ教室 水木 しげる／著 ポプラ社

11 017979162 カッパの三平 水泳大会 水木 しげる／著 ポプラ社

12 017979170 カッパの三平魔法だぬき 水木 しげる／著 ポプラ社

13 017979188 妖怪大戦争 水木 しげる／著 ポプラ社

14 017979139 おばけ宇宙大戦争 水木 しげる／著 ポプラ社

15 017979121 ブルートレインおばけ号 水木 しげる／著 ポプラ社

16 017979147 吸血鬼チャランポラン 水木 しげる／著 ポプラ社

17 017979212 ラジコン大海獣 水木 しげる／著 ポプラ社

18 017979105 おばけ野球チーム 水木 しげる／著 ポプラ社

19 017979204 おばけマイコンじゅく 水木 しげる／著 ポプラ社

20 017995119 これは真実か!?日本歴史の謎100物語 9 あじの 曜子／著 岩崎書店

21 017995069 これは真実か!?日本歴史の謎100物語 6 伊藤 雅人／著 岩崎書店

22 017995523 これは真実か!?日本歴史の謎100物語 10 高松 完子／著 岩崎書店

23 017995507 これは真実か!?日本歴史の謎100物語 2 高松 完子／著 岩崎書店

24 017995515 これは真実か!?日本歴史の謎100物語 1 小西 慶太／著 岩崎書店

25 017995127 これは真実か!?日本歴史の謎100物語 8 大賀 豊／著 岩崎書店

26 017995085 これは真実か!?日本歴史の謎100物語 4 滝瀬 元／著 岩崎書店

27 017995077 これは真実か!?日本歴史の謎100物語 5 島崎 晋／著 岩崎書店

28 017995499 これは真実か!?日本歴史の謎100物語 3 桃谷 薫／著 岩崎書店

29 017995051 これは真実か!?日本歴史の謎100物語 7 平野 あきら／著 岩崎書店

30 017996075 おもしろい話が読みたい! ラブリー編 あさの　あつこ／作 講談社

31 018006437 初恋アニヴァーサリー 名木田　恵子／作 講談社

32 017987272 水木しげる世界の妖怪大百科 水木 しげる／著 小学館

33 017954124 クロニクル千古の闇 1 オオカミ族の少年 ミシェル・ペイヴァー／作 評論社

34 014198527 鬼の橋 伊藤　遊／作 福音館書店

35 017080136 犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー／作 文溪堂

36 017995556 ベイマックス アイリーン・トリンブル／作 偕成社

37 017996059 メリダとおそろしの森 アイリーン・トリンブル／作 偕成社

38 017996034 シュガー・ラッシュ アイリーン・トリンブル／作 偕成社

39 017996018 モンスターズ・ユニバーシティ アイリーン・トリンブル／作 偕成社

40 017996026 オズ はじまりの戦い エリザベス・ルドニック／作 偕成社
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中学年　いろいろ４

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017994500 日本語を味わう名詩入門 16　茨木のり子 萩原 昌好／編 あすなろ書房

2 017994492 日本語を味わう名詩入門 17　新川和江 萩原 昌好／編 あすなろ書房

3 017994526 日本語を味わう名詩入門 18　工藤直子 萩原 昌好／編 あすなろ書房

4 017994476 日本語を味わう名詩入門 19　谷川俊太郎 萩原 昌好／編 あすなろ書房

5 017994468 日本語を味わう名詩入門 20　まど・みちお 萩原 昌好／編 あすなろ書房

6 017995424 金の本 緑川 聖司／作 ポプラ社

7 017995416 銀の本 緑川 聖司／作 ポプラ社

8 017995408 黄色い本 緑川 聖司／作 ポプラ社

9 017995440 怖い本 緑川 聖司／作 ポプラ社

10 017995481 闇の本 緑川/聖司／作 ポプラ社

11 017978925 ユリシーズ・ムーアと時の扉 Pierdomenico Baccalario／著 学研パブリッシング

12 017978941 ユリシーズ・ムーアと鏡の館 Pierdomenico Baccalario／著 学研パブリッシング

13 017978958 ユリシーズ・ムーアと仮面の島 Pierdomenico Baccalario／著 学研パブリッシング

14 017978966 ユリシーズ・ムーアと石の守護者 Pierdomenico Baccalario／著 学研パブリッシング

15 017978933 ユリシーズ・ムーアとなぞの地図 Pierdomenico Baccalario／著 学研パブリッシング

16 018006437 ユリシーズ・ムーアと第一のかぎ Pierdomenico Baccalario／著 学研パブリッシング

17 017986191 8分で読める!?歴史のヒーロー感動の名場面 1巻 天沼 春樹／監修 教育画劇

18 017986209 8分で読める!?歴史のヒーロー感動の名場面 2巻 天沼 春樹／監修 教育画劇

19 017986217 8分で読める!?歴史のヒーロー感動の名場面 3巻 天沼 春樹／監修 教育画劇

20 017986225 8分で読める!?歴史のヒーロー感動の名場面 4巻 天沼 春樹／監修 教育画劇

21 017995929 日本のもと 憲法 宮崎 哲弥／監修 講談社

22 017995812 日本のもと 日本語 金田一 秀穂／監修 講談社

23 017995895 日本のもと 学校 斎藤 孝／監修 講談社

24 017995911 日本のもと 技術 山根 一眞／監修 講談社

25 017995952 日本のもと 海 松岡 正剛／監修 講談社

26 017995945 日本のもと 円 森永 卓郎／監修 講談社

27 017995903 日本のもと 神さま 中沢 新一／監修 講談社

28 017995861 日本のもと 政治 田原 総一朗／監修 講談社

29 017996158 おもしろい話が読みたい! 青龍編 楠木 誠一郎／作 講談社

30 017995937 日本のもと 家族 服藤 早苗／監修 講談社

31 017995853 日本のもと 米 服部 幸応／監修 講談社

32 017996158 おもしろい話が読みたい! 白虎編 令丈 ヒロ子／作 講談社

33 018000489 名探偵コナン推理ファイル 漢字とかなの謎 青山 剛昌／原作 小学館

34 018000513 名探偵コナン推理ファイル 音楽の謎 青山　剛昌／原作 小学館

35 018000521 名探偵コナン推理ファイル 江戸の謎 特別編 青山 剛昌／原作 小学館

36 018000562 名探偵コナン推理ファイル エジプトの謎 青山 剛昌／原作 小学館

37 017996042 フランケンウィニー エリザベス・ルドニック／作 偕成社

38 017995598 ローン・レンジャー エリザベス・ルドニック／作 偕成社

39 017995564 マレフィセント エリザベス・ルドニック／作 偕成社

40 017995606 アナと雪の女王 サラ・ネイサン／作 偕成社

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №４７



中学年　いろいろ５

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017981937 革命児たちの仰天!?情熱人生 アンヌ・ブランシャール／著 岩崎書店

2 017956558 ちいさなちいさな エミリー・サットン／絵 ゴブリン書房

3 017979071 ウォーリアーズ  ファイヤハートの挑戦 エリン・ハンター／作 小峰書店

4 017979055 ウォーリアーズ  ファイヤポー、戦士になる エリン・ハンター／作 小峰書店

5 017979089 ウォーリアーズ  ファイヤハートの危機 エリン・ハンター／作 小峰書店

6 017979097 ウォーリアーズ  ファイヤハートの旅立ち エリン・ハンター／作 小峰書店

7 017979063 ウォーリアーズ  ファイヤーハートの戦い エリン・ハンター／作 小峰書店

8 017979048 ウォーリアーズ  ファイヤポー、野生にかえる エリン・ハンター／作 小峰書店

9 017958984 ウエズレーの国 ケビン・ホークス／絵 あすなろ書房

10 017981887 天才たちのびっくり!?子ども時代 ジャン・ベルナール・プイ／著 岩崎書店

11 017981499 世界を動かした塩の物語 マーク・カーランスキー／文 BL出版

12 017995234 めざせパティシエ!スイーツ作り入門 神 みよ子／著 小学館

13 017956467 見てびっくり野菜の植物学 盛口　満／文・絵 少年写真新聞社

14 017956459 食べて始まる食卓のホネ探検 盛口 満／文・絵 少年写真新聞社

15 017996000 ゼロからのつり入門 西野 弘章／監修 小学館

16 018000356 名探偵コナン推理ファイル 農業と漁業の謎 青山　剛昌／原作 小学館

17 018000505 名探偵コナン推理ファイル 数と図形の謎 青山　剛昌／原作 小学館

18 018000414 名探偵コナン推理ファイル 世界遺産の謎 青山　剛昌／原作 小学館

19 018000430 名探偵コナン推理ファイル 地図の謎 青山 剛昌／原作 小学館

20 017996208 あなたに贈る物語(ストーリー) 石崎 洋司／作 講談社

21 017995994 科学のお話『超』能力をもつ生き物たち 第1巻 石田 秀輝／監修 学研教育出版

22 017995986 科学のお話『超』能力をもつ生き物たち 第2巻 石田 秀輝／監修 学研教育出版

23 017995978 科学のお話『超』能力をもつ生き物たち 第3巻 石田 秀輝／監修 学研教育出版

24 017995960 科学のお話『超』能力をもつ生き物たち 第4巻 石田 秀輝／監修 学研教育出版

25 017995580 赤川次郎ショートショートシリーズ 1 復讐専用ダイヤル 赤川　次郎／作 理論社

26 017995622 赤川次郎ショートショートシリーズ 2 健ちゃんの贈り物 赤川　次郎／作 理論社

27 017995549 赤川次郎ショートショートシリーズ 3 幻の恐竜 赤川　次郎／作 理論社

28 017995218 テーブルマジック入門 長谷 和幸／監修 小学館

29 017995226 プロの技全公開!まんが家入門 飯塚 裕之／著 小学館

30 017994997 恐怖!心霊現象の謎 並木 伸一郎／監修 ポプラ社

31 017995309 UFOと地球外文明の謎 並木 伸一郎／監修 ポプラ社

32 017995028 超能力と予言の謎 並木 伸一郎／監修 ポプラ社

33 017995036 呪いと魔術の謎 並木 伸一郎／監修 ポプラ社

34 017994989 戦慄!超常現象の謎 並木 伸一郎／監修 ポプラ社

35 017995473 紫の本 緑川 聖司／作 ポプラ社

36 017995382 青い本 緑川 聖司／作 ポプラ社

37 017995465 緑の本 緑川 聖司／作 ポプラ社

38 017995457 白い本 緑川 聖司／作 ポプラ社

39 017995390 赤い本 緑川 聖司／作 ポプラ社

40 017995432 黒い本 緑川 聖司／作 ポプラ社
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中学年　いろいろ６

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017978750 えほん 北緯36度線 小林 豊／作・絵 ポプラ社

2 017995291 時代をきりひらくIT企業と創設者たち 1 スーザン・ドビニク／著 岩崎書店

3 017995374 時代をきりひらくIT企業と創設者たち 2 メアリー・レーン・カンバーグ／著 岩崎書店

4 017995366 時代をきりひらくIT企業と創設者たち 3 コロナ・ブジェジナ／著 岩崎書店

5 017995358 時代をきりひらくIT企業と創設者たち 4 ジェニファー・ランドー／著 岩崎書店

6 017995341 時代をきりひらくIT企業と創設者たち 5 スーザン・メイヤー／著 岩崎書店

7 017995333 時代をきりひらくIT企業と創設者たち 6 テレーズ・シェイ／著 岩崎書店

8 017981929 ぼくは弟とあるいた 小林 豊／作・絵 岩崎書店

9 017981911 ぼくと弟はあるきつづける 小林 豊／作・絵 岩崎書店

10 017992371 あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒター／作 岩波書店

11 017982182 ヤクーバとライオン Ⅰ 勇気 ティエリー・デデュー／作 講談社

12 017981432 ヤクーバとライオン Ⅱ 信頼 ティエリー・デデュー／作 講談社

13 017992363 エリカ奇跡のいのち ロベルト・インノチェンティ／絵 講談社

14 017956533 こわい!あぶない!たばこはキケン!? 近藤 とも子／著 国土社

15 017956541 こわい!あぶない!シンナー・薬物はキケン!? 近藤 とも子／著 国土社

16 017961632 こわい!あぶない!お酒はキケン!? 近藤 とも子／著 国土社

17 017954033 地雷ではなく花をください 葉 祥明／絵 自由国民社

18 017953480 びっくり!!トリックアート 5 あれ?かくれてる☆だましてる おまけたらふく舎／編 汐文社

19 017953522 びっくり!!トリックアート 1 えっ!おなじ長さ? 竹内 龍人／編著 汐文社

20 017953456 びっくり!!トリックアート 2 あっ!色がかわった? 竹内 龍人／編著 汐文社

21 017953464 びっくり!!トリックアート 3 おっ!動いてる? 竹内 龍人／編著 汐文社

22 017953472 びっくり!!トリックアート 4 あれ?回ってる☆光ってる おまけたらふく舎／編 汐文社

23 017999848 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 中川 学／絵 汐文社

24 017955469 エラゴン クリストファー・パオリーニ／著 静山社

25 017992074 弟の戦争 ロバート・ウェストール／作 徳間書店

26 017992181 半分のふるさと イ サンクム／作 福音館書店

27 017992330 アンネの日記 アンネ・フランク／著 文藝春秋

28 017995663 はじめての文学 よしもとばなな よしもと ばなな／著 文藝春秋

29 017995754 はじめての文学 宮部みゆき 宮部 みゆき／著 文藝春秋

30 017995762 はじめての文学 宮本輝 宮本 輝／著 文藝春秋

31 017995697 はじめての文学 桐野夏生 桐野 夏生／著 文藝春秋

32 017995705 はじめての文学 山田詠美 山田 詠美／著 文藝春秋

33 017995739 はじめての文学 重松清 重松 清／著 文藝春秋

34 017995614 はじめての文学 小川洋子 小川 洋子／著 文藝春秋

35 017995655 はじめての文学 川上弘美 川上 弘美／著 文藝春秋

36 017995572 はじめての文学 浅田次郎 浅田 次郎／著 文藝春秋

37 017995721 はじめての文学 村上春樹 村上 春樹／著 文藝春秋

38 017995713 はじめての文学 村上龍 村上 龍／著 文藝春秋

39 017995747 はじめての文学 林真理子 林 真理子／著 文藝春秋

40 018001990 ヘンリー・ブラウンの誕生日 カディール・ネルソン／絵 鈴木出版
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高学年・ＹＡ　読み物１

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017973876 バッテリー あさの あつこ／作 教育画劇

2 017973884 バッテリー Ⅱ あさの あつこ／作 教育画劇

3 017973892 バッテリー Ⅲ あさの あつこ／作 教育画劇

4 017973900 バッテリー Ⅳ あさの あつこ／作 教育画劇

5 017973918 バッテリー Ⅴ あさの あつこ／作 教育画劇

6 017973926 バッテリー Ⅵ(完結) あさの あつこ／作 教育画劇

7 017991001 おめでたこぶた その1 アリソン・アトリー／作 福音館書店

8 017990417 謎の国からのSOS エミリー・ロッダ／著 あすなろ書房

9 017949975 大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート=プロイスラー／作 偕成社

10 017950122 呪いの訪問者 クリス・プリーストリー／作 ポプラ社

11 017950114 悪夢の目撃者 クリス・プリーストリー／作 ポプラ社

12 017950130 死神の追跡者 クリス・プリーストリー／作 ポプラ社

13 017976150 たのしい川べ ケネス・グレーアム／作 岩波書店

14 017973967 サンタが空から落ちてきた コルネーリア・フンケ／著 WAVE出版

15 017950015 齋藤孝のイッキによめる!十五少年漂流記×海底2万マイル ジュール・ベルヌ／著 講談社

16 017990714 インフルエンザ感染爆発 デイビッド・ゲッツ／著 金の星社

17 017949967 大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる プロイスラー／作 偕成社

18 017949959 大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわる プロイスラー／作 偕成社

19 017950007 齋藤孝のイッキによめる!小学生のための芥川龍之介 芥川　龍之介／著 講談社

20 017991118 魔女の宅急便 角野 栄子／著 福音館書店

21 017990573 チームひとり 吉野 万理子／作 学研教育出版

22 016246274 チームふたり 吉野 万理子／作 学習研究社

23 017949983 齋藤孝のイッキによめる!小学生のための宮沢賢治 宮沢 賢治／著 講談社

24 017949587 西遊記 上 悟空誕生の巻 呉 承恩／作 偕成社

25 017949595 西遊記 中 破邪遍歴の巻 呉 承恩／作 偕成社

26 017949603 西遊記 下 西天取経の巻 呉 承恩／作 偕成社

27 017974445 てつがくのライオン 工藤 直子／著 理論社

28 017950957 サンシャイン水族館リニューアル大作戦 深光 富士男／文 佼成出版社

29 017780081 毎日新聞社記事づくりの現場 深光 富士男／文 佼成出版社

30 017990680 シマが基地になった日 真鍋 和子／著 金の星社

31 017974254 殺し屋ですのよ 星 新一／作 理論社

32 017974312 不吉な地点 星 新一／作 理論社

33 017974346 ギリシア神話 オリュンポスの書 斉藤 洋／文 理論社

34 017974353 ギリシア神話  ペルセウスの書 斉藤 洋／文 理論社

35 017974361 ギリシア神話 トロイアの書 斉藤 洋／文 理論社

36 018053660 しかられた神さま 川崎 洋／著 理論社

37 017519869 チャーシューの月 村中 李衣／作 小峰書店

38 017991282 つづきの図書館 柏葉 幸子／作 講談社

39 017950395 ミックスジュース 唯野 由美子／作 小峰書店

40 018006437 齋藤孝のイッキによめる!小学生のための夏目漱石×太宰治 齋藤 孝／編 講談社
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高学年・ＹＡ　読み物２

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 016859019 ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア／著 あすなろ書房

2 017990672 アイスマン デイビッド・ゲッツ／著 金の星社

3 017976168 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス／作 岩波書店

4 017974486 ぞうのミミカキ まど みちお／詩 理論社

5 018004416 お人形屋さんに来たネコ ヨナ・ゼルディス・マクドノー／作 徳間書店

6 017974791 ハイジ 上 ヨハンナ・シュピリ／作 岩波書店

7 017974809 ハイジ 下 ヨハンナ・シュピーリ／作 岩波書店

8 017991167 オズの魔法使い ライマン・フランク・ボーム／著 復刊ドットコム

9 016858508 建具職人の千太郎 岩崎 京子／作 くもん出版

10 016441537 緑の模様画 高楼 方子／著 福音館書店

11 017952045 齋藤孝のイッキによめる!世界の偉人伝 斎藤 孝／編 講談社

12 017952037 齋藤孝のイッキによめる!日本の偉人伝 斎藤 孝／編 講談社

13 017991340 盲導犬サーブ 手島 悠介／著 講談社

14 017990599 大望遠鏡「すばる」誕生物語 小平 桂一／著 金の星社

15 017950999 獣の奏者 Ⅰ 上橋 菜穂子／作 講談社

16 017950981 獣の奏者 Ⅱ 上橋 菜穂子／作 講談社

17 017950973 獣の奏者 Ⅲ 上橋 菜穂子／著 講談社

18 017950965 獣の奏者 Ⅳ 上橋 菜穂子／著 講談社

19 017950072 獣の奏者 外伝 上橋 菜穂子／著 講談社

20 017991209 リズム 森 絵都／作 講談社

21 017991159 ラン 森 絵都／作 講談社

22 017950668 静岡放送テレビ番組制作の舞台裏 深光 富士男／文 佼成出版社

23 017950643 ハイパーレスキュー災害現場へ走れ! 深光 富士男／文 佼成出版社

24 017991100 天山の巫女ソニン 一 黄金の燕 菅野 雪虫／作 講談社

25 017990995 ノンちゃん雲に乗る 石井 桃子／著 福音館書店

26 017974478 あしたのあたしはあたらしいあたし 石津 ちひろ／詩 理論社

27 016859100 奇跡のプレイボール 大社 充／著 金の星社

28 017991407 東京スカイツリーの秘密 瀧井 宏臣／著 講談社

29 017949645 よろず占い処陰陽屋へようこそ 天野 頌子／著 ポプラ社

30 017949652 よろず占い処陰陽屋あやうし 天野 頌子／著 ポプラ社

31 017949660 よろず占い処陰陽屋の恋のろい 天野 頌子／著 ポプラ社

32 017949678 よろず占い処陰陽屋アルバイト募集 天野 頌子／著 ポプラ社

33 017949686 よろず占い処陰陽屋あらしの予感 天野 頌子／著 ポプラ社

34 017949694 よろず占い処陰陽屋は混線中 天野 頌子／著 ポプラ社

35 017990896 三国志 一 英傑雄飛の巻 羅 貫中／作 偕成社

36 017990854 三国志 二 臥竜出蘆の巻 羅 貫中／作 偕成社

37 017990862 三国志 三 三国鼎立の巻 羅 貫中／作 偕成社

38 017990888 三国志 四 天命帰一の巻 羅 貫中／作 偕成社

39 017952029 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 講談社

40 017952011 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 講談社
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高学年・ＹＡ　読み物３

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017990466 シャーロットのおくりもの E.B.ホワイト／作 あすなろ書房

2 017974775 武器より一冊の本をください ヴィヴィアナ・マッツァ／著 金の星社

3 017976176 星の王子さま 愛蔵版 サン＝テグジュペリ／作 岩波書店

4 017991241 恐竜がくれた夏休み はやみね かおる／作 講談社

5 017976044 小公子 バーネット／作 岩波書店

6 017976051 小公女 バーネット／作 岩波書店

7 017974460 まめつぶうた まど みちお／作 理論社

8 016859050 リキシャ★ガール ミタリ・パーキンス／作 鈴木出版

9 017976119 床下の小人たち メアリー・ノートン／作 岩波書店

10 017951138 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々１ リック・リオーダン／作 ほるぷ出版

11 017950064 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々２ リック・リオーダン／作 ほるぷ出版

12 017950031 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々３ リック・リオーダン／作 ほるぷ出版

13 017950049 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々４ リック・リオーダン／作 ほるぷ出版

14 017950056 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々５ リック・リオーダン／作 ほるぷ出版

15 017950023 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々外伝 リック・リオーダン／作 ほるぷ出版

16 017990649 車いすバスケで夢を駆けろ 京谷　和幸／著 金の星社

17 017990565 犬たちがくれた音 高橋 うらら／著 金の星社

18 017950379 太古の森へ 三輪 裕子／作 小峰書店

19 017990557 恐竜山が動きだした!! 山田 りゅうこ／著 幻冬舎ルネッサンス

20 017950676 日本気象協会気象予報の最前線 深光 富士男／文 佼成出版社

21 017950940 成田国際空港フライト準備OK! 深光 富士男／文 佼成出版社

22 017974270 夜の侵入者 星 新一／作 理論社

23 017974262 ゆきとどいた生活 星 新一／作 理論社

24 017990722 ハードル 青木 和雄／作 金の星社

25 017990706 ハッピーバースデー 青木 和雄／作 金の星社

26 017990516 ハートボイス 青木 和雄／作 金の星社

27 017974098 真夜中のパン屋さん１ 大沼 紀子／著 ポプラ社

28 017974106 真夜中のパン屋さん２ 大沼 紀子／著 ポプラ社

29 017974114 真夜中のパン屋さん３ 大沼 紀子／著 ポプラ社

30 017974122 真夜中のパン屋さん４ 大沼 紀子／著 ポプラ社

31 017949579 南総里見八犬伝第四の物語 滝沢 馬琴／原作 偕成社

32 017949561 南総里見八犬伝 滝沢 馬琴／原作 偕成社

33 017949553 南総里見八犬伝第二の物語 滝沢 馬琴／原作 偕成社

34 017949546 南総里見八犬伝第一の物語 滝沢 馬琴／原作 偕成社

35 017974452 どきん 谷川 俊太郎／著 理論社

36 017991415 「大好き!」を見つけよう 中原 一歩／著 講談社

37 017991126 夏の庭-The Friends- 湯本 香樹実／作 徳間書店

38 017780701 星空ロック 那須田 淳／著 あすなろ書房

39 017780586 ふたり 福田 隆浩／著 講談社

40 017950403 晴れた日は図書館へいこう 緑川 聖司／作 小峰書店
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高学年・ＹＡ　読み物４

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017990755 NO.6 [ナンバーシックス] #1 あさの あつこ／著 講談社

2 017990797 NO.6 [ナンバーシックス] #2 あさの あつこ／著 講談社

3 017991621 NO.6 [ナンバーシックス] #3 あさの あつこ／著 講談社

4 017991613 NO.6 [ナンバーシックス] #4 あさの あつこ／著 講談社

5 017991605 NO.6 [ナンバーシックス] #5 あさの あつこ／著 講談社

6 017991597 NO.6 [ナンバーシックス] #6 あさの あつこ／著 講談社

7 017991589 NO.6 [ナンバーシックス] #7 あさの あつこ／著 講談社

8 017991571 NO.6 [ナンバーシックス] #8 あさの あつこ／著 講談社

9 017991563 NO.6 [ナンバーシックス] #9 あさの あつこ／著 講談社

10 017976143 森は生きている サムイル・マルシャーク／作 岩波書店

11 017976218 しずくの首飾り ジョーン・エイキン／作 岩波書店

12 017974734 少年弁護士セオの事件簿 1 ジョン・グリシャム／作 岩崎書店

13 017974742 少年弁護士セオの事件簿 2 ジョン・グリシャム／作 岩崎書店

14 017974759 少年弁護士セオの事件簿 3 ジョン・グリシャム／作 岩崎書店

15 017974767 少年弁護士セオの事件簿 4 ジョン・グリシャム／作 岩崎書店

16 017991035 ドレスを着た男子 デイヴィッド・ウォリアムズ／作 福音館書店

17 017991647 インフルエンザ感染爆発 デイビッド・ゲッツ／著 金の星社

18 017991639 ネジマキ草と銅の城 パウル・ビーヘル／作 福音館書店

19 017991050 ぼくらの先生! はやみね かおる／著 講談社

20 017976911 ジム・ボタンの機関車大旅行 ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店

21 017976929 ジム・ボタンと13人の海賊 ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店

22 017975996 若草物語 上 ルイザ・メイ・オルコット／作 岩波書店

23 017976002 若草物語 下 ルイザ・メイ・オルコット／作 岩波書店

24 017990581 瀬戸内少年野球団 上 阿久 悠／著 金の星社

25 017990623 瀬戸内少年野球団 中 阿久 悠／著 金の星社

26 017990664 瀬戸内少年野球団 下 阿久 悠／著 金の星社

27 017991258 3人のパパとぼくたちの夏 井上 林子／著 講談社

28 017991373 ありがとう3組 乙武 洋匡／著 講談社

29 017991381 だいじょうぶ3組 乙武 洋匡／著 講談社

30 017990607 犬たちをおくる日 今西 乃子／著 金の星社

31 017991019 よるの美容院 市川 朔久子／著 講談社

32 017974288 あいつが来る 星 新一／作 理論社

33 017974338 うらめしや 星 新一／作 理論社

34 017991357 まるごと日本の世界遺産 増田 明代／著 講談社

35 017990953 秒読み 筒井 康隆／著 福音館書店

36 017974916 雨ふる本屋 日向 理恵子／作 童心社

37 017974924 雨ふる本屋の雨ふらし 日向 理恵子／作 童心社

38 017991324 図書館のトリセツ 福本 友美子／著 講談社

39 017991217 かさねちゃんにきいてみな 有沢 佳映／著 講談社

40 018006437 メニメニハート 令丈 ヒロ子／作 講談社
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高学年・ＹＡ　読み物５

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017976937 三銃士 上 アレクサンドル・デュマ／作 岩波書店

2 017976945 三銃士 下 アレクサンドル・デュマ／作 岩波書店

3 017974817 フランダースの犬 ウィーダ／作 岩波書店

4 017990904 船乗りサッカレーの怖い話 クリス・プリーストリー／著 理論社

5 017990912 トンネルに消えた女の怖い話 クリス・プリーストリー／著 理論社

6 017990920 ホートン・ミア館の怖い話 クリス・プリーストリー／著 理論社

7 017990961 モンタギューおじさんの怖い話 クリス・プリーストリー／著 理論社

8 017990631 救助犬ベア スコット・シールズ／著 金の星社

9 017326588 怪物はささやく パトリック・ネス／著 あすなろ書房

10 017974502 のぼりくだりの… まど みちお／詩 理論社

11 017950346 ジュディ・モード、地球をすくう! メーガン・マクドナルド／作 小峰書店

12 017950353 ジュディ・モード、有名になる! メーガン・マクドナルド／作 小峰書店

13 017950361 ジュディ・モードはごきげんななめ メーガン・マクドナルド／作 小峰書店

14 017519810 フェリックスとゼルダ モーリス・グライツマン／著 あすなろ書房

15 017992058 フェリックスとゼルダその後 モーリス・グライツマン／著 あすなろ書房

16 017990946 ひぐれのラッパ 安房 直子／作 福音館書店

17 017991225 風の靴 朽木 祥／作 講談社

18 017990870 妖怪アパートの幽雅な日常 ① 香月 日輪／著 講談社

19 017990813 妖怪アパートの幽雅な日常 ② 香月 日輪／著 講談社

20 017990771 妖怪アパートの幽雅な日常 ③ 香月 日輪／著 講談社

21 017990730 妖怪アパートの幽雅な日常 ④ 香月 日輪／著 講談社

22 017990748 妖怪アパートの幽雅な日常 ⑤ 香月 日輪／著 講談社

23 017990789 妖怪アパートの幽雅な日常 ⑥ 香月 日輪／著 講談社

24 017990821 妖怪アパートの幽雅な日常 ⑦ 香月 日輪／著 講談社

25 017990839 妖怪アパートの幽雅な日常 ⑧ 香月 日輪／著 講談社

26 017990805 妖怪アパートの幽雅な日常 ⑨ 香月 日輪／著 講談社

27 017990847 妖怪アパートの幽雅な日常 ⑩ 香月 日輪／著 講談社

28 017520008 永遠に捨てない服が着たい 今関　信子／著 汐文社

29 017990524 心のおくりびと 東日本大震災復元納棺師 今西 乃子／著 金の星社

30 017974494 空にぐ〜んと手をのばせ 新沢 としひこ／詩 理論社

31 017991068 カラフル 森 絵都／著 講談社

32 017950650 東京メトロ大都会をめぐる地下鉄 深光 富士男／文 佼成出版社

33 017950932 ミッドタウン・タワー超高層ビル248mへの道 深光 富士男／文 佼成出版社

34 017950387 がちょう通りの三日月亭 白阪 実世子／作 小峰書店

35 016702243 明日につづくリズム 八束 澄子／著 ポプラ社

36 017949504 春ものがたり 野上 暁／編 偕成社

37 017949512 夏ものがたり 野上 暁／編 偕成社

38 017949520 秋ものがたり 野上 暁／編 偕成社

39 017949538 冬ものがたり 野上 暁／編 偕成社

40 017991308 十二歳 椰月 美智子／著 講談社
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番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017976192 ホビットの冒険 J・R・R・トールキン／作 岩波書店

2 017991274 木の葉のホームワーク ケイト・メスナー／著 講談社

3 017991365 ヒット商品研究所へようこそ! こうやま のりお／著 講談社

4 017976077 クリスマス・キャロル ディケンズ／作 岩波書店

5 017991183 ムーミン童話全集 1 トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社

6 017991142 ムーミン童話全集 2 トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社

7 017991191 ムーミン童話全集 3 トーベ・ヤンソン／作・絵 講談社

8 017976028 秘密の花園 下 バーネット／作 岩波書店

9 017976010 秘密の花園 上 バーネット／作 岩波書店

10 017974866 ビートたけし傑作集少年編 1 ビートたけし／著 金の星社

11 017974882 ビートたけし傑作集少年編 3 ビートたけし／著 金の星社

12 017974874 ビートたけし傑作集少年編 2 ビートたけし／著 金の星社

13 017991175 鉄のしぶきがはねる まはら 三桃／著 講談社

14 017976127 ゲド戦記 Ⅰ 影との戦い ル=グウィン／作 岩波書店

15 017991092 夕暮れのマグノリア 安東 みきえ／作 講談社

16 017974544 落窪物語 越水 利江子／著 岩崎書店

17 017976101 太陽の子 灰谷 健次郎／作 理論社

18 017976093 兎の眼 灰谷 健次郎／作 理論社

19 017990656 5分後に意外な結末 1 学研教育出版／編 学研教育出版

20 017990615 5分後に意外な結末 2 学研教育出版／編 学研教育出版

21 017990698 5分後に意外な結末 3 学研教育出版／編 学研教育出版

22 017990540 5分後に意外な結末 4 学研教育出版／編 学研教育出版

23 017990508 5分後に意外な結末 5 学研教育出版／編 学研教育出版

24 017949611 封神演義 上 妖姫乱国の巻 許 仲琳／著 偕成社

25 017949629 封神演義 中 仙人大戦の巻 許 仲琳／著 偕成社

26 017949637 封神演義 下 降魔封神の巻 許 仲琳／著 偕成社

27 017974577 雨月物語 金原 瑞人／著 岩崎書店

28 017991332 レジェンド! 城島 充／著 講談社

29 017949462 白狐魔記 洛中の火 斉藤 洋／作 偕成社

30 017949454 白狐魔記 蒙古の波 斉藤 洋／作 偕成社

31 017949447 白狐魔記 源平の風 斉藤 洋／作 偕成社

32 017949488 白狐魔記 天草の霧 斉藤 洋／作 偕成社

33 017949470 白狐魔記 戦国の雲 斉藤 洋／作 偕成社

34 017949496 白狐魔記 元禄の雪 斉藤 洋／作 偕成社

35 017974569 平家物語 石崎 洋司／著 岩崎書店

36 017990938 ハッピーノート 草野 たき／作 福音館書店

37 017991449 打てるもんなら打ってみろ! 中村 計／著 講談社

38 017974536 古事記 那須田 淳／著 岩崎書店

39 017991134 ふたつの月の物語 富安 陽子／著 講談社

40 017974551 百人一首 名木田 恵子／著 岩崎書店

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №５５



高学年・ＹＡ　読み物７

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017990532 みえない未来相談室。 ｋ．ｍ．ｐ．／著 河出書房新社

2 017991027 赤毛のアン L・M・モンゴメリー 講談社

3 017990482 復讐プランナー あさの　あつこ／著 河出書房新社

4 017973991 竜の騎士 コルネーリア・フンケ／著 WAVE出版

5 017974825 トム・ソーヤーの冒険 上 マーク・トウェイン／作 岩波書店

6 017974833 トム・ソーヤーの冒険 下 マーク・トウェイン／作 岩波書店

7 017990979 わからん薬学事始 1 まはら 三桃／著 講談社

8 017991662 わからん薬学事始 2 まはら 三桃／著 講談社

9 017990987 わからん薬学事始 3 まはら 三桃／著 講談社

10 017990375 砂の上のイルカ ローレン・セントジョン／著 あすなろ書房

11 017976085 ジーキル博士とハイド氏 ロバート・ルイス・スティーヴンスン／作 岩波書店

12 017974643 西瓜流し 阿刀田 高／著 岩崎書店

13 017974619 東海道中膝栗毛 越水 利江子／著 岩崎書店

14 017990391 アイデアはどこからやってくる? 岩井 俊雄／著 河出書房新社

15 017974841 きっときみに届くと信じて 吉富 多美／作 金の星社

16 017326497 オン・ザ・ライン 朽木 祥／著 小学館

17 017974627 怪談牡丹灯籠 金原 瑞人／著 岩崎書店

18 017974700 橋を渡るとき 光原 百合／著 岩崎書店

19 017991316 世界がぼくを笑っても 笹生 陽子／著 講談社

20 017991233 紙コップのオリオン 市川 朔久子／著 講談社

21 017990474 じぶんリセット 小山 薫堂／著 河出書房新社

22 017974692 殺意 松本 清張／著 岩崎書店

23 017974718 悩める刑事 森 博嗣／著 岩崎書店

24 017974726 怒りの樹精 森村 誠一／著 岩崎書店

25 017974684 恋人とその弟 仁木 悦子／著 岩崎書店

26 017950437 極北に生きる人びと 星野　道夫／著 新日本出版社

27 017950445 夢を追う人 星野 道夫／著 新日本出版社

28 017950452 めぐる季節の物語 星野 道夫／著 新日本出版社

29 017974601 太平記 石崎 洋司／著 岩崎書店

30 017974635 気まぐれな犯罪者 赤川 次郎／著 岩崎書店

31 017974676 お年玉殺人事件 都筑 道夫／著 岩崎書店

32 017974585 大鏡 那須田 淳／著 岩崎書店

33 017950171 戦国武将大百科 1 東日本編 二木 謙一／監修 ポプラ社

34 017950189 戦国武将大百科 2 西日本編 二木 謙一／監修 ポプラ社

35 017950197 戦国武将大百科 3 合戦編 二木 謙一／監修 ポプラ社

36 017991266 サナギの見る夢 如月 かずさ／著 講談社

37 017974668 トリュフとトナカイ 泡坂 妻夫／著 岩崎書店

38 017974650 動物園の暗号 有栖川 有栖／著 岩崎書店

39 017974593 今昔物語集 令丈 ヒロ子／著 岩崎書店

40 017991290 しずかな日々 椰月 美智子／著 講談社

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №５６



高学年・ＹＡ　読み物８

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017976135 ナルニア国ものがたり  1  ライオンと魔女 C・S・ルイス／作 岩波書店

2 017991084 指輪物語 1 旅の仲間 上 J.R.R.トールキン／著 評論社

3 017991043 指輪物語 2 旅の仲間 下 J.R.R.トールキン／著 評論社

4 017992066 そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー／著 早川書房

5 017991548 オリエント急行の殺人 アガサ・クリスティー／著 早川書房

6 017991530 メソポタミヤの殺人 アガサ・クリスティー／著 早川書房

7 017991522 予告殺人 アガサ・クリスティー／著 早川書房

8 017973975 ポティラ コルネーリア・フンケ／著 WAVE出版

9 017976069 ガリヴァー旅行記 スウィフト／作 岩波書店

10 017976036 宝島 スティーヴンスン／作 岩波書店

11 017950411 ギラの伝説 たから しげる／作 小峰書店

12 017976184 モモ ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店

13 017990458 モンキー・ウォーズ リチャード・カルティ／著 あすなろ書房

14 017991423 災害救助犬レイラ 井上 こみち／著 講談社

15 017974130 レッド・マスカラの秋 永井 するみ／作 理論社

16 017974031 RDG レッドデータガール 荻原 規子／著 角川書店

17 017974049 RDG 2 レッドデータガール 荻原 規子／著 角川書店

18 017974056 RDG 3 レッドデータガール 荻原 規子／著 角川書店

19 017974064 RDG 4 レッドデータガール 荻原 規子／著 角川書店

20 017974072 RDG 5 レッドデータガール 荻原 規子／著 角川書店

21 017974080 RDG 6 レッドデータガール(完結) 荻原 規子／著 角川書店

22 017950320 現代語で読む 坊っちゃん 夏目 漱石／作 理論社

23 017990490 真夜中のディズニーで考えた働く幸せ 鎌田 洋／著 河出書房新社

24 017991399 園芸少年 魚住 直子／著 講談社

25 017990433 学校では教えてくれないお金の話 金子 哲雄／著 河出書房新社

26 017974858 おかあさんのそばがすき 今西 乃子／著 金の星社

27 017950106 ぼくらの七日間戦争 宗田 理／作 ポプラ社

28 017950080 ぼくらの天使ゲーム 宗田 理／作 ポプラ社

29 017950098 ぼくらの大冒険 宗田 理／作 ポプラ社

30 017974304 妄想銀行 星 新一／作 理論社

31 017974296 あるスパイの物語 星 新一／作 理論社

32 017974247 死体ばんざい 星 新一／作 理論社

33 017974320 きつね小僧 星 新一／作 理論社

34 017990441 ちょい大人力検定 石原 壮一郎／著 河出書房新社

35 017990409 自分はバカかもしれないと思ったときに読む本 竹内 薫／著 河出書房新社

36 017991431 きみは怪物を見たか 中村 計／著 講談社

37 017974783 まほうの地図 藤沢 優月／作 金の星社

38 017950221 源平争乱大百科 1 源氏編 二木 謙一／監修 ポプラ社

39 017950205 源平争乱大百科 3 合戦編 二木 謙一／監修 ポプラ社

40 017950213 源平争乱大百科 2 平氏編 二木 謙一／監修 ポプラ社

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №５７



高学年・ＹＡ　読み物９

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017991514 秘密機関 上 アガサ・クリスティー／著 早川書房

2 017991506 秘密機関 下 アガサ・クリスティー／著 早川書房

3 017991498 雲をつかむ死 アガサ・クリスティー／著 早川書房

4 017991480 ABC殺人事件 アガサ・クリスティー／著 早川書房

5 017973934 どろぼうの神さま コルネーリア・フンケ／著 WAVE出版

6 017991076 シフト ジェニファー・ブラッドベリ／著 福音館書店

7 017976200 はてしない物語 ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店

8 017975988 レ・ミゼラブル 下 ユーゴー／作 岩波書店

9 017975970 レ・ミゼラブル 上 ユーゴー／作 岩波書店

10 017990383 黒い兄弟 上 リザ・テツナー／著 あすなろ書房

11 017990425 黒い兄弟 下 リザ・テツナー／著 あすなろ書房

12 017950312 現代語で読む 野菊の墓 伊藤 左千夫／作 理論社

13 017974189 カカオ80%の夏 永井 するみ／作 理論社

14 017949942 科学感動物語 1　宇宙 学研教育出版／編 学研教育出版

15 017949934 科学感動物語 2　人間 学研教育出版／編 学研教育出版

16 017949926 科学感動物語 3　環境 学研教育出版／編 学研教育出版

17 017949918 科学感動物語 4　発明 学研教育出版／編 学研教育出版

18 017949900 科学感動物語 5　動物 学研教育出版／編 学研教育出版

19 017949892 科学感動物語 6　情熱 学研教育出版／編 学研教育出版

20 017949884 科学感動物語 7　ＩＴ 学研教育出版／編 学研教育出版

21 017949876 科学感動物語 8　先駆者 学研教育出版／編 学研教育出版

22 017949868 科学感動物語 9　天才 学研教育出版／編 学研教育出版

23 017949850 科学感動物語 10　苦悩 学研教育出版／編 学研教育出版

24 017949843 科学感動物語 11　チーム 学研教育出版／編 学研教育出版

25 017949835 科学感動物語 12　ノーベル賞 学研教育出版／編 学研教育出版

26 017974213 ABCDEFG殺人事件 鯨 統一郎／作 理論社

27 017974197 オフェーリアの物語 山田 正紀／作 理論社

28 017950262 こども東北学 山内 明美／著 イースト・プレス

29 017949702 日本という国 増補改訂 小熊 英二／著 イースト・プレス

30 017974205 エイレーネーの瞳 小前 亮／作 理論社

31 017974908 七夜物語 下 川上 弘美／著 朝日新聞出版

32 017974890 七夜物語 上 川上 弘美／著 朝日新聞出版

33 017974163 ブランク 倉阪 鬼一郎／作 理論社

34 017950163 幕末・維新人物大百科 上 藤田 英昭／監修 ポプラ社

35 017950155 幕末・維新人物大百科 中 藤田 英昭／監修 ポプラ社

36 017950148 幕末・維新人物大百科 下 藤田 英昭／監修 ポプラ社

37 017950239 日本の神様 増補 畑中 章宏／著 イースト・プレス

38 017974171 漱石先生の事件簿 猫の巻 柳 広司／作 理論社

39 017950429 現代語で読む 生まれ出づる悩み 有島 武郎／作 理論社

40 017950254 失敗の愛国心 鈴木 邦男／著 イースト・プレス

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №５８



高学年・ＹＡ　読み物１０

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017991472 ナイルに死す 上 アガサ・クリスティー／著 早川書房

2 017991464 ナイルに死す 下 アガサ・クリスティー／著 早川書房

3 017991456 パディントン発4時50分 アガサ・クリスティー／著 早川書房

4 017990763 茶色の服の男 アガサ・クリスティー／著 早川書房

5 017988783 13歳のシーズン あさの あつこ／著 光文社

6 017973959 魔法の文字 コルネーリア・フンケ／著 WAVE出版

7 017973942 魔法の声 新装版 コルネーリア・フンケ／著 WAVE出版

8 017973983 魔法の言葉 コルネーリア・フンケ／著 WAVE出版

9 017951534 より良く死ぬ日のために 井上 治代／著 イースト・プレス

10 017974221 医学のたまご 海堂 尊／作 理論社

11 017949827 スポーツ感動物語 1 学習研究社／編 学習研究社

12 017949819 スポーツ感動物語 2 学習研究社／編 学習研究社

13 017949801 スポーツ感動物語 3 学習研究社／編 学習研究社

14 017949793 スポーツ感動物語 4 学習研究社／編 学習研究社

15 017949785 スポーツ感動物語 5 学習研究社／編 学習研究社

16 017949777 スポーツ感動物語 6 学習研究社／編 学習研究社

17 017949769 スポーツ感動物語 7 学習研究社／編 学習研究社

18 017949751 スポーツ感動物語 8 学習研究社／編 学習研究社

19 017949744 スポーツ感動物語 9 学習研究社／編 学習研究社

20 017949736 スポーツ感動物語 10 学習研究社／編 学習研究社

21 017949728 スポーツ感動物語 11 学習研究社／編 学習研究社

22 017949710 スポーツ感動物語 12 学習研究社／編 学習研究社

23 017988742 刑事の子 宮部 みゆき／著 光文社

24 017974148 ルビアンの秘密 鯨 統一郎／作 理論社

25 017974239 雨の恐竜 山田 正紀／作 理論社

26 017950288 神さまがくれた漢字たち 山本 史也／著 イースト・プレス

27 017950270 神さまがくれた漢字たち 続 山本 史也／著 イースト・プレス

28 017950296 現代語で読む 舞姫 森 鴎外／作 理論社

29 017988759 三毛猫ホームズの秋 赤川/次郎／著 光文社

30 017975426 てのひらの味 村井  康司／編 岩崎書店

31 017975442 ボールコロゲテ 村井  康司／編 岩崎書店

32 017975434 力いっぱいきりぎりす 村井  康司／編 岩崎書店

33 017975459 うしろすがた 村井  康司／編 岩崎書店

34 017975467 三つかぞえて 村井  康司／編 岩崎書店

35 017988791 だいじな本のみつけ方 大崎/梢／著 光文社

36 017988775 サクラ咲く 辻村 深月／著 光文社

37 017950304 現代語で読む たけくらべ 樋口 一葉／作 理論社

38 017988809 ためらいがちのシーズン 唯川 恵／著 光文社

39 017988767 未来の手紙 椰月/美智子／著 光文社

40 017974155 燃えるサバンナ 澤見 彰／作 理論社

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №５９



低学年　調べ学習　植物

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017973041 科学のアルバム・かがやくいのち ゴーヤ 亀田 龍吉／著 あかね書房

2 017973090 科学のアルバム・かがやくいのち サツマイモ 亀田 龍吉／著 あかね書房

3 017973025 科学のアルバム・かがやくいのち ミニトマト 亀田 龍吉／著 あかね書房

4 017973058 科学のアルバム・かがやくいのち ダイズ 中島　隆／著 あかね書房

5 017973074 科学のアルバム・かがやくいのち タンポポ 渡邉　弘晴／著 あかね書房

6 017973017 科学のアルバム・かがやくいのち イネ 飯村 茂樹／著 あかね書房

7 017965336 学校で育てる植物のずかん 4 おくやま ひさし／文・写真 ポプラ社

8 017965328 学校で育てる植物のずかん 3 おくやま ひさし／文・写真 ポプラ社

9 017965310 学校で育てる植物のずかん 2 おくやま ひさし／文・写真 ポプラ社

10 017965302 学校で育てる植物のずかん 1 おくやま ひさし／文・写真 ポプラ社

11 017965252 学校のまわりの植物ずかん 5 おくやま ひさし／文・写真 ポプラ社

12 017965294 学校のまわりの植物ずかん 1 おくやま ひさし／文・写真 ポプラ社

13 017965286 学校のまわりの植物ずかん 2 おくやま ひさし／文・写真 ポプラ社

14 017965278 学校のまわりの植物ずかん 3 おくやま ひさし／文・写真 ポプラ社

15 017965260 学校のまわりの植物ずかん 4 おくやま ひさし／文・写真 ポプラ社

16 017988403 ざっそう 甲斐 伸枝 福音館書店

17 017988445 たねがとぶ 甲斐 信枝／校註 福音館書店

18 017988650 つくし 甲斐 信枝／作 福音館書店

19 017989450 植物記 埴 沙萠／著 福音館書店

20 017988486 ふゆめがっしょうだん 冨成 忠夫／写真 福音館書店

21 017988528 たんぽぽ 平山 和子 福音館書店

22 017988635 落ち葉 平山　和子／文と絵 福音館書店

23 017988288 花のたね・木の実のちえ 1 多田 多恵子／監修 偕成社

24 017988320 花のたね・木の実のちえ 2 多田 多恵子／監修 偕成社

25 017988312 花のたね・木の実のちえ 3 多田 多恵子／監修 偕成社

26 017988304 花のたね・木の実のちえ 4 多田 多恵子／監修 偕成社

27 017988296 花のたね・木の実のちえ 5 多田 多恵子／監修 偕成社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №６０



低学年　調べ学習　昆虫

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017972852 科学のアルバム・かがやくいのち トンボ 伊藤 ふくお／著 あかね書房

2 017972845 科学のアルバム・かがやくいのち ダンゴムシ 海野 和男／著 あかね書房

3 017972860 科学のアルバム・かがやくいのち ミツバチ 皆越 ようせい／著 あかね書房

4 017973066 科学のアルバム・かがやくいのち アゲハチョウ 岸田 功／著 あかね書房

5 017972837 科学のアルバム・かがやくいのち カブトムシ 岸田 功／著 あかね書房

6 017973033 科学のアルバム・かがやくいのち カ 栗林 慧／著 あかね書房

7 017973082 科学のアルバム・かがやくいのち オオカマキリ 栗林 慧／著 あかね書房

8 017977364 科学のアルバム モンシロチョウ 栗林 慧／著 あかね書房

9 017977539 科学のアルバム ギフチョウ 栗林 慧／著 あかね書房

10 017977513 科学のアルバム 高山チョウのくらし 栗林 慧／著 あかね書房

11 017977547 科学のアルバム 水生昆虫のひみつ 栗林 慧／著 あかね書房

12 017977505 科学のアルバム ホタル 高嶋 清明／著 あかね書房

13 017977497 科学のアルバム クワガタムシ 佐藤 有恒／写真 あかね書房

14 017977489 科学のアルバム テントウムシ 佐藤 有恒／写真 あかね書房

15 017977448 科学のアルバム クモのひみつ 佐藤 有恒／写真 あかね書房

16 017977455 科学のアルバム カマキリのかんさつ 佐藤 有恒／写真 あかね書房

17 017977463 科学のアルバム 鳴く虫の世界 佐藤 有恒／写真 あかね書房

18 017977430 科学のアルバム トノサマバッタ 佐藤 有恒／写真 あかね書房

19 017977422 科学のアルバム ミツバチのふしぎ 斎藤 嘉明／著 あかね書房

20 017977521 科学のアルバム 昆虫のふしぎ 森上 信夫／著 あかね書房

21 017977414 科学のアルバム アゲハチョウ 青山 潤三／著 あかね書房

22 017977406 科学のアルバム セミの一生 増田 戻樹／著 あかね書房

23 017977398 科学のアルバム アカトンボの一生 中瀬 潤／著 あかね書房

24 017977380 科学のアルバム カブトムシ 藤丸 篤夫／著 あかね書房

25 017977372 科学のアルバム アリの世界 矢島 稔／著 あかね書房

26 017977471 科学のアルバム カイコ 林　長閑／構成・文 あかね書房

27 017972530 やあ!出会えたね 　赤トンボ 今森 光彦／文・写真 アリス館

28 017972522 やあ!出会えたね 　カブトムシ 今森 光彦／文・写真 アリス館

29 017972555 やあ!出会えたね 　ダンゴムシ 今森 光彦／文・写真 アリス館

30 017972514 やあ!出会えたね 　フン虫 今森 光彦／文・写真 アリス館

31 017972506 やあ!出会えたね 　クモ 今森 光彦／文・写真 アリス館

32 017972548 やあ!出会えたね 　テントウムシ 今森 光彦／文・写真 アリス館

33 017989286 海野和男のさがしてムシハカセ 1 さがそう!ちがう虫 海野 和男／著 偕成社

34 017989278 海野和男のさがしてムシハカセ 2 さがそう!かくれる虫 海野 和男／著 偕成社

35 017989260 海野和男のさがしてムシハカセ 3 さがそうまねする虫! 海野 和男／著 偕成社

36 017989245 こん虫のふしぎ 1 こん虫のどうぐ 岡島 秀治／監修 偕成社

37 017989229 こん虫のふしぎ 2 こん虫のかくれんぼ 岡島 秀治／監修 偕成社

38 017989237 こん虫のふしぎ 3 こん虫のことば 岡島 秀治／監修 偕成社

39 017989252 こん虫のふしぎ 4 こん虫のへんしん 岡島 秀治／監修 偕成社

40 017989559 こん虫のふしぎ 5 こん虫のおやこ 岡島 秀治／監修 偕成社

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №６１



低学年　調べ学習　動物

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017973157 科学のアルバム ヘビとトカゲ 増田 戻樹／著 あかね書房

2 017973124 科学のアルバム カメのくらし 増田 戻樹／著 あかね書房

3 017973173 科学のアルバム たまごのひみつ 清水 清／著 あかね書房

4 017973181 科学のアルバム フクロウ 福田 俊司／著 あかね書房

5 017973199 科学のアルバム ヤドカリ 川嶋 一成／著 あかね書房

6 017973116 科学のアルバム メダカのくらし 草野 慎二／著 あかね書房

7 017973165 科学のアルバム カラスのくらし 菅原 光二／著 あかね書房

8 017973132 科学のアルバム コウモリ 増田　戻樹／著 あかね書房

9 017973140 科学のアルバム サケのたんじょう 桜井 淳史／著 あかね書房

10 017973207 科学のアルバム ハヤブサの四季 伊藤 正清／写真 あかね書房

11 017973108 科学のアルバム ヤマネのくらし 西村 豊／著 あかね書房

12 017973298 北国からの動物記 ハクチョウ 竹田津 実／文/写真 アリス館

13 017972449 北国からの動物記 キツネ 竹田津 実／文|写真 アリス館

14 017972456 北国からの動物記 シマリス 竹田津 実／文|写真 アリス館

15 017973272 北国からの動物記 エゾシカ 竹田津 実／文|写真 アリス館

16 017972464 北国からの動物記 タヌキ 竹田津 実／文|写真 アリス館

17 017973280 北国からの動物記 クロテン 竹田津 実／文|写真 アリス館

18 017973264 北国からの動物記 オジロワシ 竹田津 実／文|写真 アリス館

19 017965435 くらべてみよう!どうぶつの赤ちゃん 1 ますい みつこ／監修 ポプラ社

20 017965427 くらべてみよう!どうぶつの赤ちゃん 2 ますい みつこ／監修 ポプラ社

21 017965419 くらべてみよう!どうぶつの赤ちゃん 3 ますい みつこ／監修 ポプラ社

22 017965401 くらべてみよう!どうぶつの赤ちゃん 4 ますい みつこ／監修 ポプラ社

23 017965393 くらべてみよう!どうぶつの赤ちゃん 5 ますい みつこ／監修 ポプラ社

24 017965385 くらべてみよう!どうぶつの赤ちゃん 6 ますい みつこ／監修 ポプラ社

25 017965377 くらべてみよう!どうぶつの赤ちゃん 7 ますい みつこ／監修 ポプラ社

26 017965369 くらべてみよう!どうぶつの赤ちゃん 8 ますい みつこ／監修 ポプラ社

27 017965351 くらべてみよう!どうぶつの赤ちゃん 9 ますい みつこ／監修 ポプラ社

28 017965344 くらべてみよう!どうぶつの赤ちゃん 10 ますい みつこ／監修 ポプラ社

29 017989690 海中記 小林 安雅／著 福音館書店

30 017989740 野鳥記 平野 伸明／著 福音館書店

31 017989211 動物のちえ 1 成島 悦雄／監修 偕成社

32 017989203 動物のちえ 2 成島 悦雄／監修 偕成社

33 017989195 動物のちえ 3 成島 悦雄／監修 偕成社

34 017989187 動物のちえ 4 成島 悦雄／監修 偕成社

35 017989179 動物のちえ 5 成島 悦雄／監修 偕成社

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №６２



低学年　調べ学習　頭の体操

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017972993 ぴょこたんのなぞなぞなつやすみ このみ ひかる／作・絵 あかね書房

2 017972928 なぞなぞあそび 1 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

3 017972944 なぞなぞあそび 3 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

4 017972688 ぴょこたんのめいろあそび 5 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

5 017972951 なぞなぞあそび 4 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

6 017972969 なぞなぞあそび 5 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

7 017972589 ぴょこたんのまちがいえさがし 3 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

8 017972985 ぴょこたんのまちがいえさがし一ねんせい このみ ひかる／作・絵 あかね書房

9 017972621 ぴょこたんのなぞなぞ一ねんせい このみ ひかる／作・絵 あかね書房

10 017972639 ぴょこたんのなぞなぞ十二支あそび このみ ひかる／作・絵 あかね書房

11 017973009 ぴょこたんの大ぼうけんめいろ このみ ひかる／作・絵 あかね書房

12 017972977 ぴょこたんのなぞなぞサンタクロース このみ ひかる／作・絵 あかね書房

13 017972597 ぴょこたんのおばけめいろ 1 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

14 017972605 ぴょこたんのおばけめいろ 2 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

15 017972613 ぴょこたんのおばけめいろ 3 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

16 017972563 ぴょこたんのまちがいえさがし 1 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

17 017972571 ぴょこたんのまちがいえさがし 2 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

18 017972936 なぞなぞあそび 2 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

19 017972654 ぴょこたんのめいろあそび 2 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

20 017972662 ぴょこたんのめいろあそび 3 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

21 017972670 ぴょこたんのめいろあそび 4 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

22 017972647 ぴょこたんのめいろあそび 1 このみ ひかる／作・絵 あかね書房

23 017972696 トリックアートおばけやしき 北岡 明佳／監修 あかね書房

24 017972704 トリックアートたからさがし 北岡 明佳／監修 あかね書房

25 017972712 トリックアートゆうえんち 北岡 明佳／監修 あかね書房

26 017972720 トリックアートクリスマス 北岡 明佳／監修 あかね書房

27 017972746 ビックリ めいろ・パズルなぞなぞ ワン・ステップ／編 金の星社

28 017972738 ウワサの学校なぞなぞ ワン・ステップ／編 金の星社

29 017972779 ギャグ連発 だじゃれなぞなぞ ワン・ステップ／編 金の星社

30 017972761 ナットク あるなしなぞなぞ ワン・ステップ／編 金の星社

31 017972753 ドッキリ 暗号・回文なぞなぞ ワン・ステップ／編 金の星社

32 017989757 I SPY ミッケ! ウォルター・ウィック／写真 小学館

33 017989161 I SPY 7 ミッケ! たからじま ウォルター・ウィック／写真 小学館

34 017989120 I SPY 5 ミッケ! ファンタジー ウォルター・ウィック／写真 小学館

35 017989104 I SPY 2 ミッケ! びっくりハウス ウォルター・ウィック／写真 小学館

36 017989146 I SPY 4 ミッケ! ミステリー ウォルター・ウィック／写真 小学館

37 017989112 I SPY 8 ミッケ! がっこう ウォルター・ウィック／写真 小学館

38 017989138 I SPY 3 ミッケ! クリスマス ウォルター・ウィック／写真 小学館

39 017989153 I SPY 6 ミッケ! ゴーストハウス ウォルター・ウィック／写真 小学館

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №６３



低学年　調べ学習　はららくくるま

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017965492 しょうぼう車 小賀野 実／監修・写真 ポプラ社

2 017965500 せいそう車 いどうとしょかん車 小賀野 実／監修・写真 ポプラ社

3 017965518 バス トラック 小賀野 実／監修・写真 ポプラ社

4 017965526 パトロールカー きゅうきゅう車 小賀野 実／監修・写真 ポプラ社

5 017965534 ブルドーザー パワーショベル 小賀野 実／監修・写真 ポプラ社

6 017989567 人びとをまもるのりもののしくみ 2 レスキュー車 こどもくらぶ／編・著 ほるぷ出版

7 017989641 人びとをまもるのりもののしくみ 3 救急車 こどもくらぶ／編・著 ほるぷ出版

8 017989609 人びとをまもるのりもののしくみ 1 消防車 こどもくらぶ／編・著 ほるぷ出版

9 017949405 大きなずかんはたらくじどう車 4 せいそう車・ミキサー車 元浦  年康／写真・監修 学研教育出版

10 017949413 大きなずかんはたらくじどう車 3 しょうぼう車・きゅうきゅう車 元浦  年康／写真・監修 学研教育出版

11 017949421 大きなずかんはたらくじどう車 2 ショベルカー・クレーン車 元浦  年康／写真・監修 学研教育出版

12 017949439 大きなずかんはたらくじどう車 1 バス・トラック・ダンプカー 元浦  年康／写真・監修 学研教育出版

13 017972829 はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで 5 こどもくらぶ／編・著 岩崎書店

14 017972811 はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで 4 こどもくらぶ／編・著 岩崎書店

15 017972803 はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで 3 こどもくらぶ／編・著 岩崎書店

16 017972795 はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで 2 こどもくらぶ／編・著 岩崎書店

17 017972787 はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで 1 こどもくらぶ／編・著 岩崎書店

18 017972886 くらべてみよう!はたらくじどう車 2 市瀬 義雄／監修・写真 金の星社

19 017972910 くらべてみよう!はたらくじどう車 5 市瀬 義雄／監修・写真 金の星社

20 017972894 くらべてみよう!はたらくじどう車 3 市瀬 義雄／監修・写真 金の星社

21 017972902 くらべてみよう!はたらくじどう車 4 市瀬 義雄／監修・写真 金の星社

22 017972878 くらべてみよう!はたらくじどう車 1 市瀬 義雄／監修・写真 金の星社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №６４



低学年　調べ学習　からだ

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017965443 やさしいからだのえほん 1 せべ まさゆき／絵 学研教育みらい

2 017965690 からだだいすきえほん 1 なかむら みつを／え 学研教育出版

3 017965682 からだだいすきえほん 2 LaZOO／え・さく 学研教育出版

4 017965674 からだだいすきえほん 3 せべ まさゆき／え 学研教育出版

5 017965666 からだだいすきえほん 4 すがわら けいこ／え 学研教育出版

6 017965658 からだだいすきえほん 5 すがわら けいこ／え 学研教育出版

7 017965641 からだだいすきえほん 6 あさぬま とおる／え 学研教育出版

8 017965633 からだだいすきえほん 7 かいち とおる／え 学研教育出版

9 017965625 からだだいすきえほん 8 おおたき まみ／え 学研教育出版

10 017965484 やさしいからだのえほん 5 せべ まさゆき／絵 学研教育出版

11 017965476 やさしいからだのえほん 4 せべ まさゆき／絵 学研教育出版

12 017965468 やさしいからだのえほん 3 せべ まさゆき／絵 学研教育出版

13 017965450 やさしいからだのえほん 2 せべ まさゆき／絵 学研教育出版

14 017989005 あがりめさがりめだいじなめ かこ さとし／作 童心社

15 017988841 わたしののうとあなたのこころ かこ さとし／作 童心社

16 017989096 ほねはおれますくだけます かこ さとし／作 童心社

17 017989062 てとてとゆびと かこ さとし／作 童心社

18 017989070 はしれますかとべますか かこ さとし／作 童心社

19 017988999 あかしろあおいち かこ さとし／作 童心社

20 017989021 むしばミュータンスのぼうけん かこ さとし／作 童心社

21 017989054 たべもののたび かこ さとし／作 童心社

22 017988676 あなたのおへそ かこ さとし／作 童心社

23 017989047 すってはいてよいくうき かこ さとし／作 童心社

24 017988569 いーはとあーは やぎゅう げんいちろう／さく 福音館書店

25 017988668 あしのうらのはなし やぎゅう げんいちろう／さく 福音館書店

26 017988627 きゅうきゅうばこ かがくのとも版 やぎゅう げんいちろう／さく 福音館書店

27 017988353 ゲーとピー 毛利 子来／文 福音館書店

28 017988551 はなのあなのはなし やぎゅう げんいちろう／さく 福音館書店

29 017988585 かさぶたくん やぎゅう げんいちろう／さく 福音館書店

30 017988619 ちのはなし 堀内 誠一／え・ぶん 福音館書店

31 017988346 はははのはなし 加古 里子／さく 福音館書店

32 017988437 おっぱいのひみつ 柳生 弦一郎／選 福音館書店

33 017988510 おへそのひみつ やぎゅう げんいちろう／さく 福音館書店

34 017988643 ほね 堀内 誠一／さく 福音館書店

35 017988395 カユイカユイ 毛利 子来／文 福音館書店

36 017988601 みんなうんち 五味 太郎／選 福音館書店

37 017988593 おなら 長 新太／選 福音館書店

38 017988577 からだのみなさん 五味 太郎／作 福音館書店

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №６５



低学年　調べ学習　ふくし

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017973371 忘れても好きだよ おばあちゃん! フェレーナ・バルハウス／絵 あかね書房

2 017973389 わたしの足は車いす フェレーナ・バルハウス／絵 あかね書房

3 017973397 見えなくてもだいじょうぶ? フェレーナ・バルハウス／絵 あかね書房

4 017988858 おいでよルイス! ポリー・ンバー／え フレーベル館

5 018006676 せなかをとんとん 長谷川 知子／絵 ポプラ社

6 017972498 ありがとう、チュウ先生 パトリシア・ポラッコ／作 岩崎書店

7 017973363 ボクはじっとできない マイク・ゴードン／絵 岩崎書店

8 017972480 見えないって どんなこと? 星川 ひろ子／写真・文 岩崎書店

9 017973439 ありがとう、フォルカーせんせい パトリシア・ポラッコ／作・絵 岩崎書店

10 017973413 算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし マイク・ゴードン／絵 岩崎書店

11 017973421 どうしてダブってみえちゃうの? リン・アヴィル／絵 岩崎書店

12 017973405 よめたよ、リトル先生 ジム・バーク／絵 岩崎書店

13 017972472 おんちゃんは車イス司書 梅田 俊作／作・絵 岩崎書店

14 018018473 今日からは、あなたの盲導犬 増田　勝正／写真 岩崎書店

15 018018481 てるちゃんのかお 亀澤　裕也／絵 金の星社

16 017988874 かっくん ジョス・ゴフィン／絵 講談社

17 017970120 どんなかんじかなあ 和田 誠／え 自由国民社

18 017988908 さよならエルマおばあさん 大塚 敦子／写真・文 小学館

19 017988965 ぼくたちのコンニャク先生 星川 ひろ子／写真と文 小学館

20 017988866 介助犬ターシャ 大塚 敦子／文と写真 小学館

21 017988940 聴導犬シンディ誕生物語 パトリシア・カーチス／文 小学館

22 017988973 となりのしげちゃん 星川 ひろ子／写真・文 小学館

23 017988957 点字どうぶつえん 菊地 清／絵 同友館

24 017988361 もうどうけんドリーナ 土田 ヒロミ／さく 福音館書店

25 017989468 ハナちゃんの帽子 きよた たかよ／え 毎日新聞社

26 017988882 これ、なあに?  <新装版> バージニア・A.イエンセン／作 偕成社

27 017989419 わたしのすてきなたびする目 ジェニー・スー・コステキ=ショー／さく 偕成社

28 017988932 ちびまるのぼうけん <新装版> フィリップ・ヌート／作・絵 偕成社

29 017988916 しゅわしゅわ村のおいしいものなーに? くせ さなえ／作・絵 偕成社

30 017988924 しゅわしゅわ村のどうぶつたち くせ さなえ／作・絵 偕成社

31 017989336 わたしたちのトビアス セシリア=スベドベリ／編 偕成社

32 017989377 わたしたちのトビアス学校へいく ボー・スベドベリ／文と写真 偕成社

33 017988890 さっちゃんのまほうのて たばた せいいち／作 偕成社

34 017989385 わたしたちのトビアス大きくなる ボー=スベドベリ／編 偕成社

35 017988981 ぼくのだいじなあおいふね ディック=ブルーナ／え 偕成社

36 017989427 わたしの妹は耳がきこえません デボラ・レイ／絵 偕成社

37 017989732 だれがわたしたちをわかってくれるの トーマス=ベリイマン／文・写真 偕成社

38 017988684 わたしいややねん 松下 香住／絵 偕成社

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №６６



低学年　調べ学習　そだてる

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017965617 育てよう!食べよう!野菜づくりの本 1 穀物 小菅 知三／監修 ポプラ社

2 017965609 育てよう!食べよう!野菜づくりの本 2 豆 小菅 知三／監修 ポプラ社

3 017965591 育てよう!食べよう!野菜づくりの本 3 いも 小菅 知三／監修 ポプラ社

4 017965583 育てよう!食べよう!野菜づくりの本 4 実を食べる野菜 小菅 知三／監修 ポプラ社

5 017965575 育てよう!食べよう!野菜づくりの本 5 根や茎を食べる野菜 小菅 知三／監修 ポプラ社

6 017965567 育てよう!食べよう!野菜づくりの本 6 葉を食べる野菜 小菅 知三／監修 ポプラ社

7 017965559 育てよう!食べよう!野菜づくりの本 7 くだものときのこ 小菅 知三／監修 ポプラ社

8 017965542 育てよう!食べよう!野菜づくりの本 8 ハーブ  小菅 知三／監修 ポプラ社

9 017989765 たのしい野菜づくり育てて食べよう 米やトウモロコシ 林 義人／文 小峰書店

10 017989310 たのしい野菜づくり育てて食べよう ダイズやラッカセイ 林 義人／文 小峰書店

11 017989344 たのしい野菜づくり育てて食べよう ジャガイモやサツマイモ 林 義人／文 小峰書店

12 017989351 たのしい野菜づくり育てて食べよう ダイコンやニンジン 林 義人／文 小峰書店

13 017989724 たのしい野菜づくり育てて食べよう キュウリやゴーヤ 林 義人／文 小峰書店

14 017989328 たのしい野菜づくり育てて食べよう トマトやナス 林 義人／文 小峰書店

15 017989682 たのしい野菜づくり育てて食べよう キャベツやハクサイ 林 義人／文 小峰書店

16 017989302 たのしい野菜づくり育てて食べよう スイカやイチゴ 林 義人／文 小峰書店

17 017989369 たのしい野菜づくり育てて食べよう ラベンダーやミント 林 義人／文 小峰書店

18 017989393 たのしい野菜づくり育てて食べよう すぐできるかんたん野菜 林 義人／文 小峰書店

19 017989443 そだててあそぼう キュウリの絵本 いなやま みつお／編 農山漁村文化協会

20 017989435 そだててあそぼう カボチャの絵本 いとう きみお／編 農山漁村文化協会

21 017989484 そだててあそぼう ダイコンの絵本 ささき ひさし／へん 農山漁村文化協会

22 017989526 そだててあそぼう トマトの絵本 森 俊人／編 農山漁村文化協会

23 017989401 そだててあそぼう イネの絵本 やまもと たかかず／編 農山漁村文化協会

24 017988825 そだててあそぼう ニンジンの絵本 かわしろ ひでお／へん 農山漁村文化協会

25 017988833 そだててあそぼう ピーマンの絵本 たかはし ひでお／へん 農山漁村文化協会

26 017989500 そだててあそぼう タマネギの絵本 かわさき しげはる／へん 農山漁村文化協会

27 017988817 そだててあそぼう ナスの絵本 山田 貴義／編 農山漁村文化協会

28 017989476 そだててあそぼう ジャガイモの絵本 吉田 稔／編 農山漁村文化協会

29 017989518 そだててあそぼう トウモロコシの絵本 戸沢 英男／編 農山漁村文化協会

30 017989492 そだててあそぼう ダイズの絵本 こくぶん まきえ／編 農山漁村文化協会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №６７



中高学年　調べ学習　社会科見学

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017950791 仕事場がよくわかる!社会科見学 1 スーパーマーケット ポプラ社／編 ポプラ社

2 017950783 仕事場がよくわかる!社会科見学 2 野菜農家 ポプラ社／編 ポプラ社

3 017950775 仕事場がよくわかる!社会科見学 3 食品工場 ポプラ社／編 ポプラ社

4 017950767 仕事場がよくわかる!社会科見学 4 消防署 ポプラ社／編 ポプラ社

5 017950759 仕事場がよくわかる!社会科見学 5 警察署 ポプラ社／編 ポプラ社

6 017950742 仕事場がよくわかる!社会科見学 6 浄水場・下水処理場 ポプラ社／編 ポプラ社

7 017950734 仕事場がよくわかる!社会科見学 7 清掃工場 ポプラ社／編 ポプラ社

8 017991886 新・みぢかなくらしと地方行政 第2期 1 深光 富士男／著 リブリオ出版

9 017991845 新・みぢかなくらしと地方行政 第2期 2 滝沢 美絵／著 リブリオ出版

10 017991878 新・みぢかなくらしと地方行政 第2期 3 滝沢 美絵／著 リブリオ出版

11 017991860 新・みぢかなくらしと地方行政 第2期 4 深光 富士男／著 リブリオ出版

12 017991852 新・みぢかなくらしと地方行政 第2期 5 深光 富士男／著 リブリオ出版

13 017991837 新・みぢかなくらしと地方行政 第2期 6 深光 富士男／著 リブリオ出版

14 017991902 新・みぢかなくらしと地方行政 1 深光 富士男／著 リブリオ出版

15 017991894 新・みぢかなくらしと地方行政 2 深光 富士男／著 リブリオ出版

16 017991910 新・みぢかなくらしと地方行政 3 深光 富士男／著 リブリオ出版

17 017991928 新・みぢかなくらしと地方行政 4 深光 富士男／著 リブリオ出版

18 017991688 新・みぢかなくらしと地方行政 5 深光 富士男／著 リブリオ出版

19 017991670 新・みぢかなくらしと地方行政 6 深光 富士男／著 リブリオ出版

20 017950882 商店街へGO! 1 鈴木出版編集部商店街研究会／編 鈴木出版

21 017950890 商店街へGO! 2 鈴木出版編集部商店街研究会／編 鈴木出版

22 017950908 商店街へGO! 3 鈴木出版編集部商店街研究会／編 鈴木出版

23 017950916 商店街へGO! 4 鈴木出版編集部商店街研究会／編 鈴木出版

24 017950924 商店街へGO! 5 鈴木出版編集部商店街研究会／編 鈴木出版

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №６８



中高学年　調べ学習　環境問題

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017991829 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 1 池上 彰／監修 さ・え・ら書房

2 017991811 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 2 池上 彰／監修 さ・え・ら書房

3 017991803 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 3 池上 彰／監修 さ・え・ら書房

4 017991795 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 4 池上 彰／監修 さ・え・ら書房

5 017991787 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 5 池上 彰／監修 さ・え・ら書房

6 017991779 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 6 池上 彰／監修 さ・え・ら書房

7 017991761 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 7 池上 彰／監修 さ・え・ら書房

8 017991753 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 8 池上 彰／監修 さ・え・ら書房

9 017991746 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 9 池上 彰／監修 さ・え・ら書房

10 017991738 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 10 池上 彰／監修 さ・え・ら書房

11 017974379 地球環境白書 1 学研教育出版

12 017974387 地球環境白書 2 学研教育出版

13 017974395 地球環境白書 3 学研教育出版

14 017974403 地球環境白書 4 学研教育出版

15 017974411 地球環境白書 5 学研教育出版

16 017974429 地球環境白書 6 学研教育出版

17 017991720 地球環境から学ぼう!私たちの未来 第1巻 塩瀬  治／編 星の環会

18 017991712 地球環境から学ぼう!私たちの未来 第2巻 塩瀬  治／編 星の環会

19 017991704 地球環境から学ぼう!私たちの未来 第3巻 塩瀬  治／編 星の環会

20 017991696 地球環境から学ぼう!私たちの未来 第4巻 塩瀬  治／編 星の環会

21 017991951 地球環境から学ぼう!私たちの未来 第5巻 塩瀬  治／編 星の環会

22 017991969 地球環境から学ぼう!私たちの未来 第6巻 塩瀬  治／編 星の環会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №６９



中高学年　調べ学習　頭の体操

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017974940 トリックアートクイズ 北岡 明佳／監修 あかね書房

2 017973868 トリックアート図鑑ふしぎ絵 北岡　明佳／監修 あかね書房

3 017973843 トリックアート図鑑だまし絵 北岡　明佳／監修 あかね書房

4 017973850 作ってふしぎ!?トリックアート工作 北岡　明佳／監修 あかね書房

5 017950619 検定クイズ100四字熟語 金田一 秀穂／監修 ポプラ社

6 017950486 検定クイズ100昆虫 岩田 隆太郎／監修 ポプラ社

7 017950478 検定クイズ100鉄道 近藤 圭一郎／監修 ポプラ社

8 017950585 検定クイズ100 人のからだ 坂井 建雄／監修 ポプラ社

9 017950601 検定クイズ100歴史人物 幕末編 山村 竜也／監修 ポプラ社

10 017950536 検定クイズ100歴史人物 戦国編 山村 竜也／監修 ポプラ社

11 017950544 検定クイズ100マーク・記号 小石 新八／監修 ポプラ社

12 017950593 検定クイズ100都道府県 中級 上野 和彦／監修 ポプラ社

13 017950569 検定クイズ100都道府県 上級 上野 和彦／監修 ポプラ社

14 017950635 検定クイズ100都道府県 初級 上野 和彦／監修 ポプラ社

15 017950528 検定クイズ100世界地理 上野 和彦／監修 ポプラ社

16 017950627 検定クイズ100天気・気象 森田 正光／監修 ポプラ社

17 017950510 検定クイズ100漢字 倉島 節尚／監修 ポプラ社

18 017950577 検定クイズ100ことわざ 倉島 節尚／監修 ポプラ社

19 017950494 検定クイズ100動物 村田 浩一／監修 ポプラ社

20 017950551 検定クイズ100算数パズル 仲田 紀夫／監修 ポプラ社

21 017950502 検定クイズ100宇宙 渡辺 勝巳／監修 ポプラ社

22 017950460 検定クイズ100恐竜 東 洋一／監修 ポプラ社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №７０



中高学年　調べ学習　国際協力

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017951070 それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい 1 須藤 健一／監修 学研教育出版

2 017951088 それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい 2 須藤 健一／監修 学研教育出版

3 017951096 それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい 3 須藤 健一／監修 学研教育出版

4 017951104 それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい 4 須藤 健一／監修 学研教育出版

5 017951112 それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい 5 須藤 健一／監修 学研教育出版

6 017951120 それ日本と逆!?文化のちがい習慣のちがい 6 須藤 健一／監修 学研教育出版

7 017951005 行ってみたいなあんな国こんな国 1 東 菜奈／作 岩崎書店

8 017951013 行ってみたいなあんな国こんな国 2 東 菜奈／作 岩崎書店

9 017951021 行ってみたいなあんな国こんな国 3 東 菜奈／作 岩崎書店

10 017951039 行ってみたいなあんな国こんな国 4 東 菜奈／作 岩崎書店

11 017951047 行ってみたいなあんな国こんな国 5 東 菜奈／作 岩崎書店

12 017951054 行ってみたいなあんな国こんな国 6 東 菜奈／作 岩崎書店

13 017951062 行ってみたいなあんな国こんな国 7 東 菜奈／作 岩崎書店

14 017951377 100円からできる国際協力 1 100円からできる国際協力編集委員会／編 汐文社

15 017951385 100円からできる国際協力 2 日本紛争予防センター／協力 汐文社

16 017951393 100円からできる国際協力 3 100円からできる国際協力編集委員会／編 汐文社

17 017951401 100円からできる国際協力 4 くさば よしみ／著 汐文社

18 017951419 100円からできる国際協力 5 くさば よしみ／著 汐文社

19 017951427 100円からできる国際協力 6 くさば よしみ／著 汐文社

20 017951278 国際理解に役立つ世界の衣食住 1 星川 妙子／文 小峰書店

21 017951286 国際理解に役立つ世界の衣食住 2 星川 妙子／文 小峰書店

22 017951294 国際理解に役立つ世界の衣食住 3 星川 妙子／文 小峰書店

23 017951302 国際理解に役立つ世界の衣食住 4 久保田 陽子／文 小峰書店

24 017951310 国際理解に役立つ世界の衣食住 5 久保田 陽子／文 小峰書店

25 017951328 国際理解に役立つ世界の衣食住 6 佳元 拓実／文 小峰書店

26 017951336 国際理解に役立つ世界の衣食住 7 佳元 拓実／文 小峰書店

27 017951344 国際理解に役立つ世界の衣食住 8 小野沢 啓子／文 小峰書店

28 017951351 国際理解に役立つ世界の衣食住 9 久保田 陽子／文 小峰書店

29 017951369 国際理解に役立つ世界の衣食住 10 久保田 陽子／文 小峰書店

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №７１



中高学年　調べ学習　天気・宇宙

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017975798 風の大研究 日本風工学会／監修 PHP研究所

2 017975806 天気予報の大研究 日本気象協会／監修 PHP研究所

3 017975624 雪と氷の大研究 片平 孝／著 PHP研究所

4 017975608 雪の結晶ノート マーク・カッシーノ／作 あすなろ書房

5 017975293 お天気博士になろう! 1 日本気象協会／監修 ポプラ社

6 017975301 お天気博士になろう! 2 日本気象協会／監修 ポプラ社

7 017975319 お天気博士になろう! 3 日本気象協会／監修 ポプラ社

8 017975327 お天気博士になろう! 4 日本気象協会／監修 ポプラ社

9 017975335 お天気博士になろう! 5 日本気象協会／監修 ポプラ社

10 017975244 ビジュアル宇宙をさぐる! 1 渡部 潤一／監修 ポプラ社

11 017975251 ビジュアル宇宙をさぐる! 2 渡部 潤一／監修 ポプラ社

12 017975269 ビジュアル宇宙をさぐる! 3 渡部 潤一／監修 ポプラ社

13 017975277 ビジュアル宇宙をさぐる! 4 渡部 潤一／監修 ポプラ社

14 017975285 ビジュアル宇宙をさぐる! 5 渡部 潤一／監修 ポプラ社

15 017975343 星と宇宙がわかる本  1 縣 秀彦／監修 学研教育出版

16 017975350 星と宇宙がわかる本 2 縣 秀彦／監修 学研教育出版

17 017975368 星と宇宙がわかる本 3 縣 秀彦／監修 学研教育出版

18 017975376 星と宇宙がわかる本 4 縣 秀彦／監修 学研教育出版

19 017975384 星空の大研究 1 藤井 旭／著 岩崎書店

20 017975392 星空の大研究 2 藤井 旭／著 岩崎書店

21 017975400 星空の大研究 3 藤井 旭／著 岩崎書店

22 017975418 星空の大研究 4 藤井 旭／著 岩崎書店

23 017975517 天気でわかる四季のくらし 1 日本気象協会／著 新日本出版社

24 017975525 天気でわかる四季のくらし 2 日本気象協会／著 新日本出版社

25 017975533 天気でわかる四季のくらし 3 日本気象協会／著 新日本出版社

26 017975541 天気でわかる四季のくらし 4 日本気象協会／著 新日本出版社

27 017975558 天気でわかる四季のくらし 5 日本気象協会／著 新日本出版社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №７２



中高学年　調べ学習　防災

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017992215 異常気象の大研究 三上　岳彦／監修 ＰＨＰ研究所

2 017992041 巨大地震 京都大学防災研究所／著 ＰＨＰ研究所

3 017992017 自然災害にそなえて 横田 崇／監修 あかね書房

4 017992033 自然災害発生! 横田 崇／監修 あかね書房

5 017992025 自然災害のあとで 横田 崇／監修 あかね書房

6 017992132 3.11が教えてくれた防災の本 1 地震 片田 敏孝／監修 かもがわ出版

7 017992678 3.11が教えてくれた防災の本 2 津波 片田 敏孝／監修 かもがわ出版

8 017992660 3.11が教えてくれた防災の本 3 二次災害 片田 敏孝／監修 かもがわ出版

9 017992652 3.11が教えてくれた防災の本 4 避難生活 片田 敏孝／監修 かもがわ出版

10 017991977 知ろう!防ごう!自然災害 1 地震・津波・火山噴火 佐藤  隆雄／監修 岩崎書店

11 017991944 知ろう!防ごう!自然災害 2 台風・強風・豪雪・洪水 佐藤  隆雄／監修 岩崎書店

12 017991936 知ろう!防ごう!自然災害 3 世界の自然災害と取り組み 佐藤  隆雄／監修 岩崎書店

13 017992009 子どものための防災訓練ガイド 1 松尾 知純／著 汐文社

14 017991993 子どものための防災訓練ガイド 2 松尾 知純／著 汐文社

15 017991985 子どものための防災訓練ガイド 3 松尾 知純／著 汐文社

16 017992249 いのちを守る!災害対策大百科 1 災害はこうしておきる! 藤吉 洋一郎／監修 日本図書センター

17 017992231 いのちを守る!災害対策大百科 2 災害がおきたらこうなる 藤吉 洋一郎／監修 日本図書センター

18 017992223 いのちを守る!災害対策大百科 3 災害がおきたらこうしよう! 藤吉 洋一郎／監修 日本図書センター

19 017992082 災害・防災図鑑 CeMI環境・防災研究所／監修 文溪堂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №７３



中高学年　調べ学習　リサイクル

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017950726 エコQ&A100 1 世界のエコはいま ポプラ社／編 ポプラ社

2 017950718 エコQ&A100 2 日本のエコはいま ポプラ社／編 ポプラ社

3 017950700 エコQ&A100 3 自然のなかでエコ体験 ポプラ社／編 ポプラ社

4 017950692 エコQ&A100 4 日本人のエコの知恵 ポプラ社／編 ポプラ社

5 017950684 エコQ&A100 5 わたしたちにできるエコ ポプラ社／編 ポプラ社

6 017975079 考えよう!地球環境身近なことからエコ活動 1 環境情報普及センター／監修 金の星社

7 017975087 考えよう!地球環境身近なことからエコ活動 2 環境情報普及センター／監修 金の星社

8 017975095 考えよう!地球環境身近なことからエコ活動 3 環境情報普及センター／監修 金の星社

9 017975103 考えよう!地球環境身近なことからエコ活動 4 環境情報普及センター／監修 金の星社

10 017975111 考えよう!地球環境身近なことからエコ活動 5 環境情報普及センター／監修 金の星社

11 017974957 新版・環境とリサイクル 1 本間 正樹／文 小峰書店

12 017974965 新版・環境とリサイクル 2 本間 正樹／文 小峰書店

13 017974973 新版・環境とリサイクル 3 本間 正樹／文 小峰書店

14 017974981 新版・環境とリサイクル 4 本間 正樹／文 小峰書店

15 017974999 新版・環境とリサイクル 5 本間 正樹／文 小峰書店

16 017975004 新版・環境とリサイクル 6 本間 正樹／文 小峰書店

17 017975012 新版・環境とリサイクル 7 本間 正樹／文 小峰書店

18 017975020 新版・環境とリサイクル 8 本間 正樹／文 小峰書店

19 017975038 新版・環境とリサイクル 9 本間 正樹／文 小峰書店

20 017975046 新版・環境とリサイクル 10 本間 正樹／文 小峰書店

21 017975053 新版・環境とリサイクル 11 本間 正樹／文 小峰書店

22 017975061 新版・環境とリサイクル 12 本間 正樹／文 小峰書店

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №７４



中高学年　調べ学習　仕事

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017992553 しごと場見学!  美術館・博物館で働く人たち 鈴木　一彦／著 ぺりかん社

2 017992504 しごと場見学!  ホテルで働く人たち 中村　正人／著 ぺりかん社

3 017992611 しごと場見学!  空港で働く人たち 中村　正人／著 ぺりかん社

4 017992629 しごと場見学!  学校で働く人たち 松井　大助／著 ぺりかん社

5 017992496 しごと場見学!  港で働く人たち 大浦　佳代／著 ぺりかん社

6 017992488 しごと場見学!  遊園地・テーマパークで働く人たち 橋口/佐紀子／著 ぺりかん社

7 017992512 しごと場見学!  放送局で働く人たち 山中　伊知郎／著 ぺりかん社

8 017992546 しごと場見学!  病院で働く人たち 浅野　恵子／著 ぺりかん社

9 017992520 しごと場見学!  保育園・幼稚園で働く人たち 木村　明子／著 ぺりかん社

10 017992603 しごと場見学!  消防署・警察署で働く人たち 山下　久猛／著 ぺりかん社

11 017992579 しごと場見学!  スーパーマーケット・コンビニエンスストアで働く人たち 浅野　恵子／著 ぺりかん社

12 017992561 しごと場見学!  動物園・水族館で働く人たち 高岡　昌江／著 ぺりかん社

13 017992538 しごと場見学!  船で働く人たち 山下　久猛／著 ぺりかん社

14 017992595 しごと場見学!  新聞社・出版社で働く人たち 山下/久猛／著 ぺりかん社

15 017992587 しごと場見学!  スタジアム・ホール・シネマコンプレックスで働く人たち 山中 伊知郎／著 ぺりかん社

16 017992470 しごと場見学!  レストランで働く人たち 戸田　恭子／著 ぺりかん社

17 017992645 しごと場見学!  駅で働く人たち 浅野　恵子／著 ぺりかん社

18 017992637 しごと場見学!  介護施設で働く人たち 松田　尚之／著 ぺりかん社

19 017992454 職業ガイド・ナビ 1 ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版

20 017992447 職業ガイド・ナビ 2 ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版

21 017992439 職業ガイド・ナビ 3 ヴィットインターナショナル企画室／編集 ほるぷ出版

22 017992462 新13歳のハローワーク 村上　龍／著 幻冬舎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №７５



中高学年　調べ学習　戦争を知らべる

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017994914 平和を考える戦争遺物 1 汐文社／編 汐文社

2 017994856 平和を考える戦争遺物 2 汐文社／編 汐文社

3 017994922 平和を考える戦争遺物 3 汐文社／編 汐文社

4 017994906 平和を考える戦争遺物 4 汐文社／編 汐文社

5 017994898 平和を考える戦争遺物 5 汐文社／編 汐文社

6 017952383 語り伝える空襲 第1巻 安斎 育郎／文/監修 新日本出版社

7 017952391 語り伝える空襲 第2巻 安斎 育郎／文/監修 新日本出版社

8 017952409 語り伝える空襲 第3巻 安斎 育郎／文/監修 新日本出版社

9 017952417 語り伝える空襲 第4巻 安斎 育郎／文/監修 新日本出版社

10 017952425 語り伝える空襲 第5巻 安斎 育郎／文/監修 新日本出版社

11 017952334 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第1巻 安斎 育郎／文/監修 新日本出版社

12 017952342 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第2巻 安斎 育郎／文/監修 新日本出版社

13 017952359 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第3巻 安斎 育郎／文/監修 新日本出版社

14 017952367 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第4巻 安斎 育郎／文/監修 新日本出版社

15 017952375 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第5巻 安斎 育郎／文/監修 新日本出版社

16 017994948 目でみる戦争とくらし百科 1 早乙女 勝元／監修 日本図書センター

17 017994955 目でみる戦争とくらし百科 2 早乙女 勝元／監修 日本図書センター

18 017995002 目でみる戦争とくらし百科 3 早乙女 勝元／監修 日本図書センター

19 017994930 目でみる戦争とくらし百科 4 早乙女 勝元／監修 日本図書センター

20 017994963 目でみる戦争とくらし百科 5 早乙女 勝元／監修 日本図書センター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №７６



中高学年　調べ学習　福祉

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017993742 くらしの中のユニバーサルデザイン 東京大学先端科学技術研究センター
バリアフリープロジェクト／監修 あかね書房

2 017993783 災害から学ぶユニバーサルデザイン 神保 哲生／監修 あかね書房

3 017993825 持続可能な社会をつくるユニバーサルデザイン 神保 哲生／監修 あかね書房

4 017993817 多様性を大切にするユニバーサルデザイン 神保 哲生／監修 あかね書房

5 017993775 まちのユニバーサルデザイン 東京大学先端科学技術研究センター あかね書房

6 017993734 ユニバーサルデザインってなに? 東京大学先端科学技術研究センター あかね書房

7 017995093 家族と考えるユニバーサルデザイン 川内 美彦／監修 学研教育出版

8 017995101 学校で考えるユニバーサルデザイン 川内 美彦／監修 学研教育出版

9 017995135 活動の場を広げるユニバーサルデザイン 川内 美彦／監修 学研教育出版

10 017995143 これからのユニバーサルデザイン 川内 美彦／監修 学研教育出版

11 017995150 社会で取り組むユニバーサルデザイン 川内 美彦／監修 学研教育出版

12 017995168 町の人とつくるユニバーサルデザイン 川内 美彦／監修 学研教育出版

13 017993437 重い障害のある子といっしょに 石崎 朝世／文 偕成社

14 017993429 からだに障害のある子といっしょに 野辺 明子／文 偕成社

15 017993411 「障害」ってなんだろう? 藤田 雅子／文 偕成社

16 017993403 障害のある人へのボランティア活動 瀧澤 利行／文 偕成社

17 017993395 知的障害のある子といっしょに 石井 葉／文 偕成社

18 017993379 はじめての手話 2 矢沢 国光／文 偕成社

19 017993387 はじめての手話 1 矢沢 国光／文 偕成社

20 017993619 はじめての点字 石井 みどり／文 偕成社

21 017993650 耳に障害のある子といっしょに 廣田 栄子／文 偕成社

22 017993692 目に障害のある子といっしょに 竹内 恒之／文 偕成社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №７７



中高学年　調べ学習　火山・地震

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018990028 日本列島大地まるごと大研究 ポプラ社

2 018990036 日本列島大地まるごと大研究 ポプラ社

3 018990044 日本列島大地まるごと大研究 ポプラ社

4 019007855 ビジュアル地球探検図鑑 ジョン・ウッドワード‖文 ポプラ社

5 018990325 火山列島・日本で生きぬくための30章 夏/緑‖著 童心社

6 018990192 知っておきたい日本の火山図鑑 林/信太郎‖監修・著 小峰書店

7 018990853 火山の本 シルベーヌ・ペロル‖原案・制作 岳陽舎

8 018991216 家族で学ぶ地震防災はじめの一歩 大木 聖子‖著 東京堂出版

9 018990184 火山は生きている 青木 章‖著 あかね書房

10 018960682 数かぎりない粒があつまった地球 ポール・ロケット‖文 玉川大学出版部

11 018960674 火山噴火 高田/亮‖著 PHP研究所

12 018960567 火山のしくみ ジェマ・ウェスティング‖デザイン 大日本絵画

13 018960666 巨大地震 京都大学防災研究所‖著 PHP研究所

14 018960609 火山とくらす 宮武/健仁‖写真・文 くもん出版

15 018960591 生きている火山 宮武/健仁‖写真・文 くもん出版

16 018960716 よくわかる火山のしくみ 高橋/正樹‖著 誠文堂新光社

17 018960690 世界の子どもの?に答える30秒でわかる地球 アニータ・ガネリ‖著 三省堂

18 018823625 新・地震をさぐる 島村 英紀‖著 さ・え・ら書房

19 018960708 まるごと観察富士山 鎌田 浩毅‖編著 誠文堂新光社

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №７８



中高学年　調べ学習　世界の国々

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018796243 シリーズ知ってほしい!世界の子どもたち　1 米倉/史隆‖写真・文 新日本出版社

2 018796250 シリーズ知ってほしい!世界の子どもたち　2 米倉/史隆‖写真・文 新日本出版社

3 018796268 シリーズ知ってほしい!世界の子どもたち　3 米倉/史隆‖写真・文 新日本出版社

4 018960534 世界の食べもの 素朴社‖編 素朴社

5 018960625 国際理解につながる宗教のこと　1 池上/彰‖監修! 教育画劇

6 018960633 国際理解につながる宗教のこと　2 池上/彰‖監修 教育画劇

7 018960641 国際理解につながる宗教のこと　3 池上/彰‖監修! 教育画劇

8 018960658 国際理解につながる宗教のこと　4 池上/彰‖監修! 教育画劇

9 018961037 もういちど読む山川地理 田邉/裕‖著 山川出版社

10 018961086 今がわかる時代がわかる世界地図 成美堂出版編集部‖編集 成美堂出版

11 018961102 世界のあいさつことば学 稲葉/茂勝‖著 今人舎

12 018989533 国際理解に役立つ世界の衣食住　1 星川 妙子‖文 小峰書店

13 018989525 国際理解に役立つ世界の衣食住　2 星川 妙子‖文 小峰書店

14 018989517 国際理解に役立つ世界の衣食住　3 星川 妙子‖文 小峰書店

15 018989509 国際理解に役立つ世界の衣食住　4 久保田 陽子‖文 小峰書店

16 018989491 国際理解に役立つ世界の衣食住　5 久保田 陽子‖文 小峰書店

17 018989483 国際理解に役立つ世界の衣食住　6 佳元 拓実‖文 小峰書店

18 018989475 国際理解に役立つ世界の衣食住　7 佳元 拓実‖文 小峰書店

19 018989467 国際理解に役立つ世界の衣食住　8 小野沢 啓子‖文 小峰書店

20 018989459 国際理解に役立つ世界の衣食住　9 久保田 陽子‖文 小峰書店

21 018989442 国際理解に役立つ世界の衣食住　10 久保田 陽子‖文 小峰書店

22 018991000 辞書びきえほん国旗 陰山/英男‖監修 ひかりのくに

23 018991141 国際理解に役立つわたしたちのくらしと世界の産業　1 飯島  博(1949〜)‖著 ポプラ社

24 018991091 国際理解に役立つわたしたちのくらしと世界の産業　2 飯島  博(1949〜)‖著 ポプラ社

25 018991109 国際理解に役立つわたしたちのくらしと世界の産業　3 飯島  博(1949〜)‖著 ポプラ社

26 018991117 国際理解に役立つわたしたちのくらしと世界の産業　4 飯島  博(1949〜)‖著 ポプラ社

27 018991125 国際理解に役立つわたしたちのくらしと世界の産業　5 飯島  博(1949〜)‖著 ポプラ社

28 018991158 国際理解に役立つわたしたちのくらしと世界の産業　6 飯島  博(1949〜)‖著 ポプラ社

29 018991166 国際理解に役立つわたしたちのくらしと世界の産業　7 飯島  博(1949〜)‖著 ポプラ社

30 018991133 国際理解に役立つわたしたちのくらしと世界の産業　8 飯島  博(1949〜)‖著 ポプラ社

31 018991703 世界地理 田邉 裕‖監修 ポプラ社

32 019005636 世界の国と地域ずかん 井田/仁康‖監修 ほるぷ出版

33 018936500 世界あっちこっちくらし探検 世界の人々の文化を学ぼう スージー・レイ‖文 グレッグ・パプロツキ‖絵 おおつか/のりこ‖訳 汐文社

 

 

 

 

 

 

 

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №７９



番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 018985879 AIのサバイバル　1 ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

2 018985887 AIのサバイバル　2 ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

3 018985655 アマゾンのサバイバル 崔  徳煕‖文 朝日新聞出版

4 019451558 アンコール・ワットのサバイバル　1 洪/在徹‖文 朝日新聞出版

5 018985820 アンコール・ワットのサバイバル　2 洪/在徹‖文 朝日新聞出版

6 018985770 エネルギー危機のサバイバル　1 金  政郁‖文 朝日新聞出版

7 018985796 エネルギー危機のサバイバル　2 金  政郁‖文 朝日新聞出版

8 018985911 ゴミの島のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

9 018985788 ヒマラヤのサバイバル　1 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

10 018985804 ヒマラヤのサバイバル　2 洪/在徹‖文 朝日新聞出版

11 018985721 ロボット世界のサバイバル　1 金 政郁‖文 朝日新聞出版

12 018985739 ロボット世界のサバイバル　2 金 政郁‖文 朝日新聞出版

13 018985747 ロボット世界のサバイバル　3 金 政郁‖文 朝日新聞出版

14 018985622 宇宙のサバイバル　1 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

15 018985630 宇宙のサバイバル　2 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

16 018985648 宇宙のサバイバル　3 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

17 018985846 火災のサバイバル スウィートファクトリー‖文 朝日新聞出版

18 018985697 海のサバイバル 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

19 018985713 極寒のサバイバル 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

20 018985853 激流のサバイバル スウィートファクトリー‖文 朝日新聞出版

21 018985754 原子力のサバイバル　1 ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

22 018985762 原子力のサバイバル　2 ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

23 018985663 砂漠のサバイバル 崔  徳煕‖文 朝日新聞出版

24 018985689 山のサバイバル 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

25 018985838 水不足のサバイバル スウィートファクトリー‖文 朝日新聞出版

26 018985812 大気汚染のサバイバル スウィートファクトリー‖文 朝日新聞出版

27 018985705 洞窟のサバイバル 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

28 018985895 飛行機のサバイバル　1 ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

29 018985903 飛行機のサバイバル　2 ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

30 018985671 無人島のサバイバル 崔/徳煕‖文 朝日新聞出版

31 018985861 有害物質のサバイバル スウィートファクトリー‖文 朝日新聞出版

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №８０
中高学年　調べ学習　サバイバルシリーズ1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工学・環境）



番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 019451020 アレルギーのサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

2 019451475 アレルギーのサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

3 019518794 サバンナのサバイバル 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

4 019451038 ナイトサファリのサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

5 019451046 ナイトサファリのサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

6 019518760 異常気象のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

7 019518729 異常気象のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

8 019519164 火山のサバイバル 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

9 019519081 干潟のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

10 019451491 干潟のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

11 019451483 寄生虫のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

12 019451509 寄生虫のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

13 019518778 恐竜世界のサバイバル 洪/在徹‖文 朝日新聞出版

14 019518737 恐竜世界のサバイバル 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

15 019518752 昆虫世界のサバイバル 洪/在徹‖文 朝日新聞出版

16 019518711 昆虫世界のサバイバル 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

17 019451525 昆虫世界のサバイバル 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

18 019518596 自然史ミュージアムのサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

19 019518802 自然史ミュージアムのサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

20 019519206 湿地生物のサバイバル 洪/在徹‖文 朝日新聞出版

21 019518695 植物世界のサバイバル スウィートファクトリー‖文 朝日新聞出版

22 019518588 植物世界のサバイバル スウィートファクトリー‖文 朝日新聞出版

23 019451541 新型ウイルスのサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

24 019451079 新型ウイルスのサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

25 019518604 深海のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

26 019451087 人体のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

27 019451061 人体のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

28 019451053 人体のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

29 019518687 台風のサバイバル 洪/在徹‖文 朝日新聞出版

30 019519123 地震のサバイバル 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

31 019451459 地中世界のサバイバル スウィートファクトリー‖文 朝日新聞出版

32 019451467 地中世界のサバイバル スウィートファクトリー‖文 朝日新聞出版

33 019451517 鳥のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

34 019451533 鳥のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

35 019518638 南極のサバイバル 洪 在徹‖文 朝日新聞出版

36 019451442 微生物のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

37 019451012 微生物のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

38 019518679 氷河のサバイバル 崔 徳煕‖文 朝日新聞出版

39 019518646 竜巻のサバイバル リメ‖文 朝日新聞出版

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №８１ 中高学年　調べ学習　サバイバルシリーズ2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生物・自然）



番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 019470855 14ひきのさむいふゆ いわむら かずお‖選 童心社

2 019470889 30000このすいか あき/びんご‖作 くもん出版

3 019470954 ふねのとしょかん いしい/つとむ‖作 文研出版

4 019470616 ふうとはなとうし いわむら　かずお‖さく 童心社

5 019470665 ちか100かいだてのいえ いわい　としお‖作 偕成社

6 019470863 おじいちゃんがおばけになったわけ エヴァ・エリクソン‖絵 あすなろ書房

7 019470830 オニのサラリーマン 大島/妙子‖絵 福音館書店

8 019470707 こりすのはつなめ 柿本　幸造‖絵 ひさかたチャイルド

9 019470699 いちにちぶんぼうぐ かわしま ななえ‖え PHP研究所

10 019470962 モリくんのあめふりぴーまんカー かんべ/あやこ‖作 くもん出版

11 019470871 むしたちのおんがくかい 久住 卓也‖絵 童心社

12 019470632 ちがうねん ジョン・クラッセン‖作 クレヨンハウス

13 019470939 おおかみのおなかのなかで ジョン・クラッセン‖絵 徳間書店

14 019469972 なかないでなかないで 黒井/健‖絵 ひさかたチャイルド

15 019469964 文房具のやすみじかん 小池/壮太‖絵 福音館書店

16 019470913 だめよ、デイビッド! デイビッド・シャノン‖さく 評論社

17 019470772 とんでもない 鈴木/のりたけ‖作・絵 アリス館

18 019470749 ようかいむらのじごくえんそく たかい/よしかず‖作・絵 国土社

19 019470756 ふしぎなともだち たじま/ゆきひこ‖作 くもん出版

20 019470921 ねこのピートはじめてのがっこう ジェームス・ディーン‖絵 ひさかたチャイルド

21 019470608 やさいのがっこう とまとちゃんのたびだち なかや/みわ‖さく 白泉社

22 019470673 アナグマさんはごきげんななめ スーザン・バーレイ‖絵 評論社

23 019470806 なつのいちにち はた こうしろう‖作 偕成社

24 019470624 とん ことり 林 明子‖え 福音館書店

25 019470814 きょうはマラカスのひ 樋勝　朋巳‖文・絵 福音館書店

26 019470731 おむすびころりんはっけよい! ひろかわ/さえこ‖絵 偕成社

27 019470848 ともだちになろうよ ひろかわ さえこ‖え アリス館

28 019469956 あかいセミ 福田 岩緒‖作 文研出版

29 019470764 もりのホテル ふくざわ/ゆみこ‖作・絵 学研教育出版

30 019470640 いもほりバス 藤本 ともひこ‖作・絵 鈴木出版

31 019470681 たったひとつのドングリが フラン・プレストン=ガノン‖え 評論社

32 019470897 オレ、カエルやめるや マイク・ボルト‖え マイクロマガジン社

33 019470822 うきわねこ 牧野　千穂‖え ブロンズ新社

34 019470905 なまえのないねこ 町田/尚子‖絵 小峰書店

35 019470723 てんぐのがっこう やぎ/たみこ‖作 文溪堂

36 019470657 パパのしごとはわるものです 吉田　尚令‖絵 岩崎書店

37 019470780 ふまんがあります ヨシタケ/シンスケ‖絵・作 PHP研究所

38 019470798 りゆうがあります ヨシタケ/シンスケ‖作・絵 PHP研究所

39 019470715 コウモリとしょかんへいく ブライアン・リーズ‖作・絵 徳間書店

40 019470947 クマと森のピアノ デイビッド・リッチフィールド‖作 ポプラ社
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番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 014202758 エゾリス 浅野　俊一‖絵 くもん出版

2 014394332 ふしぎなともだち サイモン・ジェームズ‖作 評論社

3 014765432 ライオンのよいいちにち あべ 弘士‖作 佼成出版社

4 014804884 でこちゃん つちだ のぶこ‖さく・え PHP研究所

5 014955728 やんちゃなサルとしずかなパンダ メイロ・ソー‖え 評論社

6 015055981 けんかのきもち 伊藤 秀男‖絵 ポプラ社

7 015374200 いのちは見えるよ 長野　ヒデ子‖絵 岩崎書店

8 015809254 ひ・み・つ たばた せいいち‖作 童心社

9 015893332 つきのよるに いもと ようこ‖作・絵 岩崎書店

10 016016305 とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベルフ‖作 講談社

11 016372674 ゆうこのキャベツぼうし やまわき　ゆりこ‖さく・え 福音館書店

12 016386641 しっぽのつり いもと ようこ‖文絵 金の星社

13 016411910 おじいちゃんのごくらくごくらく 長谷川 義史‖絵 鈴木出版

14 016502437 おこる 長谷川　義史‖絵 金の星社

15 016528424 花のかみかざり いもと　ようこ‖作・絵 岩崎書店

16 016652463 てとてとてとて 浜田　桂子‖さく 福音館書店

17 016653362 おこだでませんように 石井　聖岳‖絵 小学館

18 016773996 ぼく、まだねむくないよ あべ　弘士‖絵 童心社

19 016858094 ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし‖作 ＢＬ出版

20 016858268 こぶとりたろう 杉浦　範茂‖絵 童心社

21 016858359 ともだちのしるしだよ ダーグ・チャーカ‖絵 岩崎書店

22 016874091 ぼく、なきむし? 長谷川　知子‖作 文研出版

23 017080409 エディのやさいばたけ サラ　ガーランド‖さく 福音館書店

24 017087842 マリールイズいえでする Ｊ・アルエゴ‖え 童話館出版

25 017326943 パンケーキをたべるサイなんていない? サラ・オギルヴィー‖え ＢＬ出版

26 017326992 へいわってどんなこと? 浜田　桂子‖作 童心社

27 017327057 ぼくがきょうりゅうだったとき まつおか　たつひで‖絵・作 ポプラ社

28 017519554 わたしのいちばんあのこの1ばん パトリス・バートン‖絵 ポプラ社

29 017529553 ゆきのよあけ あべ　弘士‖絵 童心社

30 017710179 ちいさなちいさな エミリー・サットン‖絵 ゴブリン書房

31 017780495 ぼくはニコデム ステファニー・オグソー‖絵 光村教育図書

32 017781154 ひまわり 荒井 真紀‖文・絵 金の星社

33 017782012 ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 松岡 たつひで‖さく 福音館書店

34 017782087 ミルクこぼしちゃだめよ! クリストファー・コー‖絵 ほるぷ出版

35 018124164 ゆきがくれたおくりもの レベッカ・コッブ‖絵 ポプラ社

36 018125161 クレヨンからのおねがい! オリヴァー・ジェファーズ‖絵 ほるぷ出版

37 018227959 ちっちゃなサリーはみていたよ クリスチャン・ロビンソン‖え 岩崎書店

38 018755009 シマフクロウのぽこ 木島/誠悟‖絵 ポプラ社

39 019124577 ルラルさんのだいくしごと いとう/ひろし‖作 ポプラ社

40 019751932 みずとはなんじゃ? 鈴木/まもる‖絵 小峰書店
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低学年　読み物１１

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 014638472 ライギョのきゅうしょく 阿部　夏丸‖作 講談社

2 015588551 このはのおかね、つかえます 茂市　久美子‖作 佼成出版社

3 016250375 かわいいこねこをもらってください なりゆき わかこ‖作 ポプラ社

4 016260655 パピロちゃんとゆきおおかみ 片山　令子‖作 ポプラ社

5 016468167 ねこの手かします 内田　麟太郎‖作 文研出版

6 016484248 カレーライスおかわり! つちだ　よしはる‖作絵 あかね書房

7 016485146 ふしぎなもるもくん 斉藤　洋‖さく 偕成社

8 016550428 おばけのバケロン えからおばけがとびだした! もとした　いづみ‖作 ポプラ社

9 016858169 むねとんとん さえぐさ ひろこ‖作 小峰書店

10 017080052 アリクイにおまかせ 竹下 文子‖作 小峰書店

11 017098179 おばけのバケロン バレエだいすき! もとした　いづみ‖作 ポプラ社

12 017208653 つむぎがかぞくになった日 なりゆき　わかこ‖作 ポプラ社

13 017214289 おばけのバケロン おばけとともだちになりたい! もとした　いづみ‖作 ポプラ社

14 017262163 もぐらのせんせい 斉藤　洋‖作 講談社

15 017679689 とことんトマトン 高山　栄子‖さく 理論社

16 018041442 ルルとララのフレンチトースト あんびる/やすこ‖作・絵 岩崎書店

17 018123679 あしたあさってしあさって もりやま みやこ‖作 小峰書店

18 018233411 ルルとララのようこそタルト あんびる/やすこ‖作・絵 岩崎書店

19 018288761 めいちゃんの500円玉 なかがわ/ちひろ‖作・絵 アリス館

20 018327148 ルルとララのミルキープリン あんびる/やすこ‖作・絵 岩崎書店

21 018669317 ねこの町のリリアのパン 小手鞠/るい‖作 講談社

22 018669325 天の川のラーメン屋 富安/陽子‖作 講談社

23 018675470 にげたエビフライ 村上/しいこ‖作 講談社

24 018683656 マルゲリータのまるちゃん 井上/林子‖作 講談社

25 018686923 カレー男がやってきた! 赤羽/じゅんこ‖作 講談社

26 018822387 ちゃめひめさまとあやしいたから たかどの/ほうこ‖作 あかね書房

27 018918763 ぼうけんはバスにのって いとう/みく‖作 金の星社

28 019118595 ちゃめひめさまとペピーノおうじ たかどの/ほうこ‖作 あかね書房

29 019300599 ちゃめひめさまとおしろのおばけ たかどの/ほうこ‖作 あかね書房

30 019407857 タヌキのきょうしつ 山下/明生‖作 あかね書房

31 019605070 チュウチュウ通り 1番地 ゴインキョとチーズどろぼう エミリー・ロッダ‖作 あすなろ書房

32 019605088 おしりたんてい やみよにきえるきょじん トロル‖さく・え ポプラ社

33 019605112 おしりたんてい ふめつのせっとうだん トロル‖さく・え ポプラ社

34 019605120 おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん トロル‖さく・え ポプラ社

35 019605948 ほねほねザウルス カバヤ食品株式会社‖原案・監修 岩崎書店

36 019605989 ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤/ノリコ‖著 白泉社

37 019606029 うみのとしょかん 葦原/かも‖作 講談社

38 019606110 ほねほねザウルス カバヤ食品株式会社‖原案・監修 岩崎書店

39 019606151 ほねほねザウルス カバヤ食品株式会社‖原案・監修 岩崎書店

40 019752740 魔女ののろいアメ 草野/あきこ‖作 PHP研究所
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中学年　読み物１３

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 016376675 花になった子どもたち ジャネット・テーラー・ライル‖作 福音館書店

2 016412090 りんごあげるね さえぐさ ひろこ‖作 童心社

3 016652703 しあわせの子犬たち メアリー・ラバット‖作 文研出版

4 017080235 ホスピタルクラウン・Kちゃんが行く あんず　ゆき‖文 佼成出版社

5 017181579 ゆうれい猫ふくこさん 廣嶋 玲子‖作 岩崎書店

6 017327164 パンダのポンポン サイクリング・ドーナツ 野中 柊‖作 理論社

7 017483173 ねこの郵便屋さん 中村 翔子‖作 佼成出版社

8 017520164 ジャコのお菓子な学校 ラッシェル・オスファテール‖作 文研出版

9 017530874 ゆうれい猫と魔女の呪い 廣嶋 玲子‖作 岩崎書店

10 017580713 なんでも魔女商会 あんびる やすこ‖著 岩崎書店

11 017754631 なんでも魔女商会 あんびる/やすこ‖著 岩崎書店

12 017770801 とっておきの名探偵 杉山/亮‖作 偕成社

13 017781543 ただいま!マラング村 ハンナ・ショット‖作 徳間書店

14 018008730 ルゥルゥおはなしして たかどの/ほうこ‖作・絵 岩波書店

15 018114066 なんでも魔女商会 あんびる/やすこ‖著 岩崎書店

16 018123596 お話きかせてクリストフ ニキ・コーンウェル‖作 文研出版

17 018307561 なんでも魔女商会 あんびる/やすこ‖著 岩崎書店

18 018422527 パンダのポンポン 夜空のスター・チャウダー 野中/柊‖作 理論社

19 018622316 11歳のバースデー 井上/林子‖作 くもん出版

20 018683615 11歳のバースデー 井上/林子‖作 くもん出版

21 018686162 11歳のバースデー 井上/林子‖作 くもん出版

22 018689109 11歳のバースデー 井上/林子‖作 くもん出版

23 018691915 なんでも魔女商会 あんびる/やすこ‖著 岩崎書店

24 018921478 謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま 田村/理江‖作 国土社

25 018925552 謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま 田村/理江‖作 国土社

26 018925628 おばあちゃんのわすれもの 森山/京‖作 のら書店

27 018926808 なんでも魔女商会 あんびる/やすこ‖著 岩崎書店

28 019071661 なんでも魔女商会 あんびる/やすこ‖著 岩崎書店

29 019129899 パンダのポンポン 空飛ぶおべんとうツアー 野中/柊‖作 理論社

30 019132489 キワさんのたまご 宇佐美/牧子‖作 ポプラ社

31 019512292 なんでも魔女商会 あんびる/やすこ‖著 岩崎書店

32 019603513 謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま 田村/理江‖作 国土社

33 019606060 ルドルフとノラねこブッチー 斉藤/洋‖作 講談社

34 019606102 まちのおばけずかん 斉藤/洋‖作 講談社

35 019648013 モグラ原っぱのなかまたち 古田 足日‖作 あかね書房

36 019753136 きくち駄菓子屋 かさい/まり‖文 アリス館

37 500043484 パンダのポンポン 魔法のハロウィン・パイ 野中/柊‖作 理論社

38 500210331 恐怖の帰り道 針/とら‖著 学研プラス

39 500210349 恐怖の帰り道 針/とら‖著 学研プラス

40 500210380 恐怖の帰り道 針/とら‖著 学研プラス
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高学年・YA読み物１１

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017326422 心の森 小手鞠　るい‖作 金の星社

2 017780602 ふたり 福田 隆浩‖著 講談社

3 017781501 時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ‖作 あかね書房

4 018227504 イスタンブルで猫さがし 新藤/悦子‖作 ポプラ社

5 018269720 ワンダー R.J.パラシオ‖作 ほるぷ出版

6 018270868 茶畑のジャヤ 中川/なをみ‖作 鈴木出版

7 018991950 こんぴら狗 今井/恭子‖作 くもん出版

8 018993055 奮闘するたすく まはら/三桃‖著 講談社

9 019069491 ぼくたちのリアル 戸森/しるこ‖著 講談社

10 019409408 月と珊瑚 上條/さなえ‖著 講談社

11 019646496 ライオンと魔女 C.S.ルイス‖作 岩波書店

12 019646504 さいごの戦い C.S.ルイス‖作 岩波書店

13 019646512 朝びらき丸東の海へ C.S.ルイス‖作 岩波書店

14 019646520 魔術師のおい C.S.ルイス‖作 岩波書店

15 019646538 馬と少年 C.S.ルイス‖作 岩波書店

16 019646553 銀のいす C.S.ルイス‖作 岩波書店

17 019646561 カスピアン王子のつのぶえ C.S.ルイス‖作 岩波書店

18 019646579 小さい魔女 オトフリート=プロイスラー‖作 学習研究社

19 019646587 星の王子さま サン＝テグジュペリ‖作 岩波書店

20 019646595 少年少女日本文学館 3 ふるさと・野菊の墓 島崎　藤村‖著 講談社

21 019646603 少年少女日本文学館 5 小僧の神様・一房の葡萄 志賀　直哉‖著 講談社

22 019646611 少年少女日本文学館 6 トロッコ・鼻 芥川　龍之介‖著 講談社

23 019646629 少年少女日本文学館 7 ウミヒコヤマヒコ 山本　有三‖著 講談社

24 019646637 少年少女日本文学館 8 明治・大正・昭和詩歌選 大岡　信‖編 講談社

25 019646645 少年少女日本文学館 9 幼年時代・風立ちぬ 室生　犀星‖著 講談社

26 019646652 少年少女日本文学館 10 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治‖著 講談社

27 019646660 少年少女日本文学館 11 伊豆の踊子・泣虫小僧 川端　康成‖著 講談社

28 019646678 少年少女日本文学館 14 赤いろうそくと人魚 小川　未明‖著 講談社

29 019646686 少年少女日本文学館 15 ごんぎつね・夕鶴 新美　南吉‖著 講談社

30 019646694 少年少女日本文学館 16 ビルマの竪琴 竹山　道雄‖著 講談社

31 019646702 少年少女日本文学館 17 ちいさこべ・山月記 山本　周五郎‖著 講談社

32 019646710 少年少女日本文学館 18 しろばんば 井上　靖‖著 講談社

33 019646728 少年少女日本文学館 19 母六夜・おじさんの話 大岡　昇平‖著 講談社

34 019647296 少年少女日本文学館 20 サアカスの馬・童話 安岡　章太郎‖著 講談社

35 019647304 少年少女日本文学館 21 雪三景・裸の王様 水上　勉‖著 講談社

36 019647312 少年少女日本文学館 22 汚点・春は夜汽車の窓から 井上　ひさし‖著 講談社

37 019647320 少年少女日本文学館 23 現代児童文学傑作選 1 安藤 美紀夫‖著 講談社

38 019647338 少年少女日本文学館 24 現代児童文学傑作選 2 与田　準一‖著 講談社

39 019752773 ぼくとニケ 片川/優子‖著 講談社

40 019822899 夕焼け色のわすれもの たかの/けんいち‖作 講談社
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低学年　絵本１４

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 013150362 たなかさんちのおひっこし 大島　妙子‖作 あかね書房

2 013679345 きつねのおふろ 国松　エリカ‖作 偕成社

3 013967120 天とくっついた島 スズキ　コージ‖絵 河出書房新社

4 014533525 ごあいさつごあいさつ 渡辺　有一‖作絵 あかね書房

5 014543151 いつまでもすきでいてくれる? メリッサ・スウィート‖え 評論社

6 014606727 かようびはシャンプー ジャッキー・グライヒ‖絵 講談社

7 014725477 すきになりそう… いもと　ようこ‖絵と文 至光社

8 014780951 もりでいちばんつよいのは? アクセル・シェフラー‖え 評論社

9 015055668 むしたちのうんどうかい 久住　卓也‖絵 童心社

10 015994775 あざらしのはる 手島　圭三郎‖作・絵 リブリオ出版

11 016016446 そらまめくんのぼくのいちにち なかや　みわ‖さく 小学館

12 016078958 やきいもの日 村上　康成‖作・絵 徳間書店

13 016116980 くまのしんぶんきしゃ いもと　ようこ‖絵 金の星社

14 016242109 さかさのこもりくんとこふくちゃん あきやま ただし‖作・絵 教育画劇

15 016366080 オオカミグーのはずかしいひみつ みやにし　たつや‖絵 童心社

16 016374209 はつゆき 西片　拓史‖作・絵 岩崎書店

17 016376600 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史‖作/絵 教育画劇

18 016394199 モイモイのポッケ Ｈ＠Ｌ‖さく・え ＢＬ出版

19 016428484 みんなのせて あべ　弘士‖作・絵 講談社

20 016450660 きゃっちぼーるきゃっちぼーる 長谷川　知子‖ぶん・え 新日本出版社

21 016573479 さかさのこもりくんともりもり あきやま ただし‖作・絵 教育画劇

22 016636839 そらまめくんとながいながいまめ なかや　みわ‖さく 小学館

23 016648461 ちょっとまって、きつねさん! カトリーン・シェーラー‖作 光村教育図書

24 016779324 だじゃれ日本一周 長谷川 義史‖作 理論社

25 016829772 もぐらバス うちの　ますみ‖文/絵 偕成社

26 017078692 ものすごくおおきなプリンのうえで 中新井　純子‖え 教育画劇

27 017087792 あさえとちいさいいもうと 林 明子‖え 福音館書店

28 017098195 しげちゃん 長谷川　義史‖絵 金の星社

29 017309360 オニじゃないよおにぎりだよ シゲタ　サヤカ‖作 えほんの杜

30 017318098 まわるおすし 長谷川 義史‖作 ブロンズ新社

31 017529512 羅生門 早川　純子‖絵 金の星社

32 017648395 11ぴきのねこ 馬場 のぼる‖著 こぐま社

33 017648486 おしいれのぼうけん ふるた たるひ‖さく 童心社

34 017648510 100万回生きたねこ 佐野 洋子‖絵と作 講談社

35 017648528 しゃっくりがいこつ S・D・シンドラー‖絵 セーラー出版

36 017648882 ラチとらいおん マレーク・ベロニカ‖え・ぶん 福音館書店

37 017652140 そらまめくんのベッド なかや みわ‖さく・え 福音館書店

38 017785916 まよなかのたんじょうかい 渡辺 有一‖絵 鈴木出版

39 018650960 わたしはあかねこ 西村 敏雄‖絵 文溪堂

40 019041433 そらまめくんのはらっぱあそび なかや/みわ‖さく 小学館
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SDGs

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 500151725 大人は知らない今ない仕事図鑑100 澤井/智毅‖監修 講談社

2 500151840 わたしがかわるみらいもかわる MAKOオケスタジオ‖絵 汐文社

3 500151857 マークで学ぶSDGs 蟹江/憲史‖監修 ほるぷ出版

4 500151865 マークで学ぶSDGs 蟹江/憲史‖監修 ほるぷ出版

5 500151873 マークで学ぶSDGs 蟹江/憲史‖監修 ほるぷ出版

6 500151881 海のプラスチックごみ調べ大事典 保坂/直紀‖著 旬報社

7 500151899 世界の家 世界のくらし ERIKO‖著 汐文社

8 500151907 世界の家 世界のくらし ERIKO‖著 汐文社

9 500151915 世界の家 世界のくらし ERIKO‖著 汐文社

10 500151923 身近でできるSDGsエシカル消費 三輪/昭子‖著 さ・え・ら書房

11 500151931 身近でできるSDGsエシカル消費 三輪/昭子‖著 さ・え・ら書房

12 500151949 身近でできるSDGsエシカル消費 三輪/昭子‖著 さ・え・ら書房

13 500151956 みんなでつくろう!サステナブルな社会未来へつなぐSDGs 九里/徳泰‖監修 小峰書店

14 500151964 みんなでつくろう!サステナブルな社会未来へつなぐSDGs 九里/徳泰‖監修 小峰書店

15 500151972 みんなでつくろう!サステナブルな社会未来へつなぐSDGs 九里/徳泰‖監修 小峰書店

16 500151980 地球環境博士になれるピクチャーブック 片神/貴子‖訳 合同出版

17 500151998 地球環境博士になれるピクチャーブック 片神/貴子‖訳 合同出版

18 500152004 地球環境博士になれるピクチャーブック 片神/貴子‖訳 合同出版

19 500152012 世界がぐっと近くなるSDGsとボクらをつなぐ本 池上/彰‖監修 学研プラス

20 500152046 人口減少で日本はどうなる? 河合/雅司‖著 PHP研究所

21 500152053 最新!リサイクルの大研究 田崎/智宏‖監修 PHP研究所

22 500152061 ごみから考えるSDGs 織/朱實‖監修 PHP研究所

23 500152079 SDGsのきほん ポプラ社

24 500152087 SDGsのきほん ポプラ社

25 500152095 SDGsのきほん ポプラ社

26 500152103 SDGsのきほん ポプラ社

27 500152111 SDGsのきほん ポプラ社

28 500152129 SDGsのきほん ポプラ社

29 500152137 SDGsのきほん ポプラ社

30 500152145 SDGsのきほん ポプラ社

31 500152152 SDGsのきほん ポプラ社

32 500152160 SDGsのきほん ポプラ社

33 500152178 SDGsのきほん ポプラ社

34 500152186 SDGsのきほん ポプラ社

35 500152194 SDGsのきほん ポプラ社

36 500152202 SDGsのきほん ポプラ社

37 500152210 SDGsのきほん ポプラ社

38 500152228 SDGsのきほん ポプラ社

39 500152236 SDGsのきほん ポプラ社

40 500152244 SDGsのきほん ポプラ社
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全学年　ポプラディア

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 500265269 総合百科事典ポプラディア特典 ポプラ社

2 500288675 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

3 500288683 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

4 500288691 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

5 500288709 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

6 500288717 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

7 500288725 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

8 500263611 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

9 500263629 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

10 500263637 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

11 500263645 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

12 500263652 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

13 500263660 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

14 500263678 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

15 500263686 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

16 500263694 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

17 500263702 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

18 500263710 総合百科事典ポプラディア ポプラ社

19 500263728 総合百科事典ポプラディア ポプラ社
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低学年　いろいろ7

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 500227665 なぜなぜ、どうして?しょくぶつのひみつ 佐々木/知幸‖監修 主婦の友社

2 500227020 アニメコミックおしりたんてい ポプラ社

3 500226048 からだのふしぎなぜ?どうして? 坂井/建雄‖監修 高橋書店

4 500225875 おばけずかんクイズBOOK 斉藤/洋‖原作 講談社

5 500226949 たんじょうびはジェットコースター こすぎ/さなえ‖作 PHP研究所

6 500225917 ねこのふくびき 木内/南緒‖作 岩崎書店

7 500226956 ほじょりん工場のすまこちゃん 安井/寿磨子‖さく 福音館書店

8 500225925 しりとり電車のハヤイチくん 別司/芳子‖作 文研出版

9 500226089 ママがブタになった日 南田/幹太‖作 講談社

10 500225883 まじょばーのたまごやき 堀/直子‖作 文研出版

11 500226907 クスクスムシシを追いはらえ! 赤羽/じゅんこ‖作 国土社

12 500225990 1ねん1くみの女王さま いとう/みく‖作 学研プラス

13 500225958 1ねん1くみの女王さま 2   おたのしみ会で大さわぎ いとう/みく‖作 学研プラス

14 500226006 なかよくなれるかな 今井/福子‖作 文研出版

15 500226931 おばけのソッチぞびぞびどうぶつえん 角野/栄子‖さく ポプラ社

16 500225966 さかさまがっこう 苅田/澄子‖作 文溪堂

17 500226998 ほねほねザウルス カバヤ食品株式会社‖原案・監修 岩崎書店

18 500226030 ディズニーわるものたちのひみつのおはなし10話 講談社‖編 講談社

19 500225867 もののつかいかたえじてん 坂本/京子‖文 スタジオタッククリエイティブ

20 500227707 そらをとぶのりものえほん 秋本/俊二‖監修 スタジオタッククリエイティブ

21 500227657 じぶんでよめるどうぶつずかん 成美堂出版編集部‖編著 成美堂出版

22 500225909 この都道府県がナンバーワン! 汐文社

23 500226063 なんでもものしり図鑑 学研プラス

24 500226071 全仮面ライダー完全超百科 講談社

25 500226899 おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ/シンスケ‖作・絵 PHP研究所

26 500227269 きみのことがだいすき いぬい/さえこ‖さく・え パイインターナショナル(発売)

27 500227624 大ピンチずかん 鈴木/のりたけ‖作 小学館

28 500226022 コロッケころくまくん 志村/まゆみ‖作・絵 教育画劇

29 500226014 ねこいる! たなか/ひかる‖作 ポプラ社

30 500227616 おさるのジョージうんどうかいにでる M.レイ‖原作 岩波書店

31 500226857 ようかいむらのふしぎとしょかん たかい/よしかず‖作・絵 国土社

32 500225974 すみっコぐらしをさがせ 主婦と生活社‖編 主婦と生活社

33 500225982 宿題ファイター よしなが/こうたく‖さく 好学社

34 500226055 ポケモンをさがせ!あたらしいぼうけん 姫野/よしかず‖絵 小学館

35 500227251 もうぬげない ヨシタケ/シンスケ‖作 ブロンズ新社

36 500225941 動物のうんちえほん ジュリア・ロンバルド‖絵 パイインターナショナル

37 500227244 ざんねんないきもの事典 今泉/忠明‖監修 高橋書店

38 500226915 へぇー!ほんとに?おなら事典 M.D.ウェイレン‖著 早川書房

39 500227236 シナモンのいっぱいまちがいさがし 大泉書店(発売)

40 500227087 もっと!ひらめき力がぐんぐん育つ!なぞなぞチャレンジ!スペシャル 嵩瀬/ひろし‖作 ナツメ社
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低学年　いろいろ8

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 500312129 うちゅうじんがくれたもの 山崎/たかし‖さく・え 三恵社

2 500312426 スタジオジブリのいろんなくらし スタジオジブリ‖監修 徳間書店

3 500312111 ぼくとあいつ きむら/ゆういち‖作・絵 ニコモ

4 500312475 ララのしろいポスト いわがみ/綾子‖絵 文芸社

5 500312467 エメリン・パンクハースト アナ・サンフェリッポ‖絵 ほるぷ出版

6 500312418 やっぱりじゃない! チョー/ヒカル‖作 フレーベル館

7 500312376 ごめんねゆきのバス むらかみ/さおり‖作 文溪堂

8 500312400 コンビニてんちょうネコイチさん まつもと/まや‖え PHP研究所

9 500312384 パッピプッペポーのパンケーキ 宮野/聡子‖絵 KADOKAWA

10 500312442 エゾシマリス 佐藤/圭‖写真・文 文一総合出版

11 500312392 バスにのるひ nakaban‖絵 絵本塾出版

12 500312483 わたしのかぞくみんなのかぞく チィン・レン‖え あかね書房

13 500312434 王さまのお菓子 くらはし/れい‖絵 世界文化ブックス

14 500312459 4つごのまじょのおかいもの かわい/みな‖作 ポプラ社

15 500312301 ピンクいろのうさぎ たかお/ゆうこ‖作 講談社

16 500313796 あさごはんのたね 小林/由季‖作・絵 AGRI BATON PROJECT

17 500312590 よくできました! 齋藤/孝‖監修 日本図書センター

18 500312608 おやくそくえほん 高濱/正伸‖監修 日本図書センター

19 500312616 あんしんえほん 高濱/正伸‖監修 日本図書センター

20 500312095 変わる!はじめてのおしゃれBOOK おしゃレベルアップ研究会‖監修 成美堂出版

21 500313010 学校なぞなぞ 1 ながた/みかこ‖文 汐文社

22 500313002 学校なぞなぞ 2 ながた/みかこ‖文 汐文社

23 500312061 学校なぞなぞ 3 ながた/みかこ‖文 汐文社

24 500312996 学校なぞなぞ 4 ながた/みかこ‖文 汐文社

25 500312988 学校なぞなぞ 5 ながた/みかこ‖文 汐文社

26 500312152 学校なぞなぞ 6 ながた/みかこ‖文 汐文社

27 500312723 ほんとのママはゴールドマリー 板橋/雅弘‖作 岩崎書店

28 500312699 だいじょうぶくん 魚住/直子‖作 ポプラ社

29 500312731 さかさまがっこう 苅田/澄子‖作 文溪堂

30 500312103 ぼくは、トウキョウサンショウウオ 菊池/和美‖作 けやき出版

31 500312970 ポーチとノート こまつ/あやこ‖著 講談社

32 500312624 おやすみこりす 虹山/つるみ‖さく ポプラ社

33 500312707 ながれぼしのランドセル 光丘/真理‖作 フレーベル館

34 500312715 げたばこかいぎ 村上/しいこ‖作 PHP研究所

35 500312640 すみれちゃんとようかいばあちゃん 最上/一平‖作 新日本出版社

36 500312657 けんかのたね ラッセル・ホーバン‖作 岩波書店

37 500312665 くまのピエール イブ・スパング・オルセン‖作 こぐま社

38 500312079 マンホール大百科 東日本編 鈴木出版マンホール研究会‖編 鈴木出版

39 500312087 マンホール大百科 西日本編   鈴木出版マンホール研究会‖編 鈴木出版

40 500312574 女王さまのワードローブ ジュリア・ゴールディング‖文 BL出版
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中高学年　　SDGs+いろいろ

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 500315437 国連ファミリー・パーフェクトガイド 稲葉/茂勝‖著 新日本出版社

2 500330600 SDGsのきほん   SDGsってなに? ポプラ社‖編 ポプラ社

3 500330618 SDGsのきほん   貧困 ポプラ社‖編 ポプラ社

4 500330626 SDGsのきほん   飢餓 ポプラ社‖編 ポプラ社

5 500330634 SDGsのきほん   健康と福祉 ポプラ社‖編 ポプラ社

6 500330642 SDGsのきほん   教育 ポプラ社‖編 ポプラ社

7 500330659 SDGsのきほん   ジェンダー ポプラ社‖編 ポプラ社

8 500330667 SDGsのきほん   水とトイレ ポプラ社‖編 ポプラ社

9 500330675 SDGsのきほん   エネルギー ポプラ社‖編 ポプラ社

10 500330683 SDGsのきほん   労働と経済 ポプラ社‖編 ポプラ社

11 500330691 SDGsのきほん   インフラ ポプラ社‖編 ポプラ社

12 500330709 SDGsのきほん   不平等 ポプラ社‖編 ポプラ社

13 500330717 SDGsのきほん   まちづくり ポプラ社‖編 ポプラ社

14 500330725 SDGsのきほん   生産と消費 ポプラ社‖編 ポプラ社

15 500330733 SDGsのきほん   気候変動 ポプラ社‖編 ポプラ社

16 500330741 SDGsのきほん   海の豊かさ ポプラ社‖編 ポプラ社

17 500330758 SDGsのきほん   陸の豊かさ ポプラ社‖編 ポプラ社

18 500330766 SDGsのきほん   平和と公正 ポプラ社‖編 ポプラ社

19 500330774 SDGsのきほん   パートナーシップ ポプラ社‖編 ポプラ社

20 500330410 みんなが知ってる企業のSDGs　環境 蟹江/憲史‖監修 ほるぷ出版

21 500330428 みんなが知ってる企業のSDGs　経済 蟹江/憲史‖監修 ほるぷ出版

22 500330436 みんなが知ってる企業のSDGs　社会 蟹江/憲史‖監修 ほるぷ出版

23 500330543 さがしてみよう!まちのバリアフリー　1 高橋  儀平‖監修 小峰書店

24 500330550 さがしてみよう!まちのバリアフリー　2 高橋  儀平‖監修 小峰書店

25 500330568 さがしてみよう!まちのバリアフリー　3 高橋  儀平‖監修 小峰書店

26 500330576 さがしてみよう!まちのバリアフリー　4 高橋  儀平‖監修 小峰書店

27 500330584 さがしてみよう!まちのバリアフリー　5 高橋  儀平‖監修 小峰書店

28 500330592 さがしてみよう!まちのバリアフリー　6 高橋  儀平‖監修 小峰書店

29 500330840 福祉用具の図鑑   目や耳の働き・発達障害を助ける 徳田/克己‖監修 金の星社

30 500330857 福祉用具の図鑑   手や足の働きを助ける 徳田/克己‖監修 金の星社

31 500329743 アイヌ文化の大研究 中川/裕‖監修 PHP研究所

32 500315445 CO2はどこへ行くのか? 小西/哲之‖編著 PHP研究所

33 500315452 気候変動 アンドレア・ミノリオ‖文 大月書店

34 500330527 なぜ?から調べる水のじゅんかん　1 太田/猛彦‖監修 学研プラス

35 500330535 なぜ?から調べる水のじゅんかん　2 太田/猛彦‖監修 学研プラス

36 500330493 ごみについて調べよう　1 岡山/朋子‖監修 あかね書房

37 500330501 ごみについて調べよう　2 岡山/朋子‖監修 あかね書房

38 500330519 ごみについて調べよう　3 岡山/朋子‖監修 あかね書房

39 500315460 地球の危機図鑑 福士/謙介‖監修 学研プラス

40 500330444 伝統工芸のきほん　1 伝統工芸のきほん編集室‖[編] 理論社

41 500330451 伝統工芸のきほん　2 伝統工芸のきほん編集室‖[編] 理論社

42 500330469 伝統工芸のきほん　3 伝統工芸のきほん編集室‖[編] 理論社

43 500330477 伝統工芸のきほん　4 伝統工芸のきほん編集室‖[編] 理論社

44 500330485 伝統工芸のきほん　5 伝統工芸のきほん編集室‖[編] 理論社
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低学年　いろいろ９

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017529546 ゆきのよあけ あべ　弘士‖絵 童心社

2 019119569 ふりかけヘリコプター 石崎/なおこ‖作・絵 教育画劇

3 018686147 ぼく、ドジオ。 いわい/としお‖さく 小学館

4 018475665 ソーニャのめんどり フィービー・ウォール‖作 くもん出版

5 018814459 きみはりっぱなマジシャンだ! アシュレイ・エバンソン‖作 岩崎書店

6 018822924 やまのかいしゃ かたやま/けん‖え 福音館書店

7 019015320 うさぎさんつきからとびだす ジーン・キム‖さく 潮出版社

8 500412929 ベンジーのいぬごや マーガレット・ブロイ・グレアム‖さく アリス館

9 500413000 どどのろう こばやし　ゆかこ‖絵 岩崎書店

10 018817056 おふとんさんとハリーちゃん コンドウ/アキ‖作 小学館

11 500413034 100万回生きたねこ 佐野 洋子‖絵と作 講談社

12 018811109 北極サーカス 庄野/ナホコ‖作 講談社

13 500413026 おばけめぐり スズキ　コージ‖絵 金の星社

14 018056093 わすれもの大王 武田/美穂‖作 WAVE出版

15 017388083 だいじょうぶだよ、おばあちゃん 塚本 やすし‖絵 講談社

16 500412952 きたきつねのゆめ 手島 圭三郎‖絵・文 福武書店

17 018815894 おばあちゃんとおんなじ なかざわ/くみこ‖[作] 偕成社

18 500412986 火垂るの墓 野坂 昭如‖原作 徳間書店

19 017519547 わたしのいちばんあのこの1ばん パトリス・バートン‖絵 ポプラ社

20 018051342 ねことこねこね 山村/浩二‖絵・構成 BL出版

21 018312041 びゅんびゅんごまがまわったら 林 明子‖絵 童心社

22 017215278 ひめねずみとガラスのストーブ 降矢　なな‖絵 小学館

23 500417704 みかんきょうだいのたんけん ホソカワ/レイコ‖作 BL出版

24 018826669 たぬきの花よめ道中 町田/尚子‖絵 岩崎書店

25 016010597 とくべつないちにち イヴォンヌ・ヤハテンベルフ‖作 講談社

26 018661835 したじきくんとなかまたち 山村/浩二‖絵 アリス館

27 017321043 くらくてあかるいよる ジョン・ロッコ‖作 光村教育図書

28 017781188 まよなかのたんじょうかい 渡辺 有一‖絵 鈴木出版

29 500412911 ねこのシジミ 和田 誠‖作 ほるぷ出版

30 019752393 ナージャの5つのがっこう キリーロバ・ナージャ‖ぶん 大日本図書

31 018925214 つっきーとカーコのけんか おくはら/ゆめ‖作 佼成出版社

32 016258089 きえないヒョウのつめあと 甲斐　望‖文 学習研究社

33 017672999 こやぶ医院は、なんでも科 柏葉　幸子‖作 佼成出版社

34 018928002 まえばちゃん かわしま/えつこ‖作 童心社

35 019085901 きんたろうちゃん 斉藤/洋‖作 講談社

36 015465313 おんどりボルケ 谷川　晃一‖さく・え 福音館書店

37 019310291 もりのともだち、ひみつのともだち 原/京子‖作 ポプラ社

38 018270660 ひみつのきもちぎんこう ふじもと/みさと‖作 金の星社

39 018866194 あしたもチャーシューメン 最上/一平‖作 新日本出版社

40 019118629 とうふやのかんこちゃん 吉田/道子‖文 福音館書店
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中高学年　いろいろ７

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 017297946 ぐうたら道をはじめます 大西　ひろみ‖絵 ＢＬ出版

2 500413018 やさしいあくま なかむら　みつる‖著 幻冬舎

3 017519513 ゾウの森とポテトチップス 横塚　眞己人‖しゃしんとぶん そうえん社

4 018273334 大村智ものがたり 馬場/錬成‖著 毎日新聞出版

5 017781600 よかたい先生 三枝 三七子‖文・絵 学研教育出版

6 015996424 植村直己と氷原の犬アンナ 関　朝之‖作 ハート出版

7 019369131 北極と南極の「へぇ〜」くらべてわかる地球のこと 中山/由美‖文・写真 学研プラス

8 017326646 カモのきょうだいクリとゴマ なかがわ　ちひろ‖作・絵 アリス館

9 016653321 オランウータンの/ジプシー 黒鳥 英俊‖著 ポプラ社

10 018992446 さらわれたチンパンジー ジェス・フレンチ‖著 KADOKAWA

11 015809494 写真記 野生動物診療所 竹田津　実‖著 偕成社

12 015814692 いえでででんしゃはこしょうちゅう? あさの　あつこ‖作 新日本出版社

13 015056062 虹の谷のスーパーマーケット 池川　恵子‖作 ひくまの出版

14 015073984 おばけのおーちゃん 市川　宣子‖さく 福音館書店

15 018777748 ほっとい亭のフクミミちゃん 伊藤/充子‖作 偕成社

16 014638191 ざしきわらし一郎太の修学旅行 柏葉 幸子‖作 あかね書房

17 018061192 ひま人ヒーローズ! かみや/としこ‖作 ポプラ社

18 017780131 ドラゴンのなみだ 佐々木 ひとみ‖作 学研教育出版

19 015590383 まぼろしのエゾオオカミ 志茂田 景樹‖著 KIBA BOOK

20 016009920 わたしたちの帽子 高楼 方子‖作 フレーベル館

21 018973818 ヤービの深い秋 梨木/香歩‖著 福音館書店

22 016858326 点子ちゃん 野田 道子‖作 毎日新聞社

23 018278507 お昼の放送の時間です 乗松/葉子‖作 ポプラ社

24 017520107 くりぃむパン 濱野　京子‖作 くもん出版

25 500099767 かいけつゾロリのきょうふの大ジャンプ 原 ゆたか‖作と絵 ポプラ社

26 500412994 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋/玲子‖作 偕成社

27 017326513 チョコレートと青い空 堀米　薫‖作 そうえん社

28 019670967 五七五ぼくのとなりはブラジル人 万乃華/れん‖作 文研出版

29 018818997 マネキンさんがきた 村中/李衣‖作 BL出版

30 500325444 みんなのためいき図鑑 村上/しいこ‖作 童心社

31 019069434 空にむかってともだち宣言 茂木/ちあき‖作 国土社

32 019103357 リンちゃんとネネコさん 森山/京‖作 講談社

33 015808991 かげまる 矢部　美智代‖作 毎日新聞社

34 016002651 いのちのいろえんぴつ 豊島　加純‖詩/絵 教育画劇

35 018123604 お話きかせてクリストフ ニキ・コーンウェル‖作 文研出版

36 500412978 ぼくを探しに シェル・シルヴァスタイン‖作 講談社

37 017079948 忘れないよリトル・ジョッシュ マイケル・モーパーゴ‖作 文研出版

38 018992248 最後のオオカミ マイケル・モーパーゴ‖作 文研出版

39 016372567 花になった子どもたち ジャネット・テーラー・ライル‖作 福音館書店

40 016529125 しあわせの子犬たち メアリー・ラバット‖作 文研出版
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中高学年　いろいろ８

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 019450097 命のうた 竹内/早希子‖著 童心社

2 019446152 読む喜びをすべての人に 金治/直美‖文 佼成出版社

3 019475227 牧野富太郎 清水/洋美‖文 汐文社

4 018758698 ひらけ蘭学のとびら 鳴海/風‖著 岩崎書店

5 019069442 円周率の謎を追う 鳴海/風‖作 くもん出版

6 018124107 マララ マララ・ユスフザイ‖著 岩崎書店

7 019752823 赤はな先生に会いたい! 副島/賢和‖著 金の星社

8 016376659 なぜ、めい王星は惑星じゃないの? 布施　哲治‖著 くもん出版

9 019069541 転んでも、大丈夫 臼井/二美男‖著 ポプラ社

10 500325543 命を救う心を救う ふじもと/みさと‖文 佼成出版社

11 017520016 永遠に捨てない服が着たい 今関 信子‖著 汐文社

12 019446350 風を切って走りたい! 高橋/うらら‖著 金の星社

13 016010423 ライト兄弟はなぜ飛べたのか 土佐　幸子‖著 さ・え・ら書房

14 500325600 クマが出た!助けてベアドッグ 太田/京子‖著 岩崎書店

15 018011163 うなぎ一億年の謎を追う 塚本/勝巳‖著 学研教育出版

16 017528290 いっしょに走ろっ! 星野　恭子‖著 大日本図書

17 018123885 レジェンド! 城島/充‖著 講談社

18 019814078 カーリング女子 田中/充‖編 汐文社

19 016010118 うそつき大ちゃん 阿部 夏丸‖著 ポプラ社

20 016688087 ぼくが探偵だった夏 内田　康夫‖著 講談社

21 017079682 こども電車 岡田　潤‖作・挿画 金の星社

22 016754848 占い×探偵 和希沙也と占い探偵団‖著 学研教育出版

23 019070895 駅鈴(はゆまのすず) 久保田/香里‖作 くもん出版

24 019070853 いつも心の中に 小手鞠/るい‖作 金の星社

25 019314251 こちら妖怪お悩み相談室 清水/温子‖作 岩崎書店

26 019118991 妖精のスープ 高森/美由紀‖作 あかね書房

27 017519679 有松の庄九郎 中川　なをみ‖作 新日本出版社

28 019470558 みつばちと少年 村上/しいこ‖著 講談社

29 016082836 この子だれの子 宮部　みゆき‖作 講談社

30 016082034 リズム 森　絵都‖作 講談社

31 018645333 ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト‖著 あすなろ書房

32 017519760 はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ‖著 講談社

33 016010035 こんにちはアグネス先生 Ｋ．ヒル‖作 あかね書房

34 018510974 霧のなかの白い犬 アン・ブース‖著 あかね書房

35 016372500 耳の聞こえない子がわたります マーリー・マトリン‖作 フレーベル館

36 017781477 時をつなぐおもちゃの犬 マイケル・モーパーゴ‖作 あかね書房

37 018269696 白いイルカの浜辺 ジル・ルイス‖作 評論社

38 017513888 魔法の学校 ミヒャエル・エンデ‖作 岩波書店

39 017320888 太陽のくに エヴァ・アスムセン‖作 金の星社

40 018123992 ぼくとテスの秘密の七日間 アンナ・ウォルツ‖作 フレーベル館
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中高学年　いろいろ９

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 016162430 牧場のいのち 山中 桃子‖絵 くもん出版

2 018656132 ハーネスをはずして 辻/惠子‖著 あすなろ書房

3 016855348 野生動物のお医者さん 齊藤　慶輔‖著 講談社

4 019325877 漫画君たちはどう生きるか 吉野/源三郎‖原作 マガジンハウス

5 500325568 捨てないパン屋の挑戦 井出/留美‖著 あかね書房

6 019402288 星の旅人 小前/亮‖著 小峰書店

7 018269803 ここで土になる 大西/暢夫‖著 アリス館

8 019752872 もうひとつの屋久島から 武田/剛‖著 フレーベル館

9 019070879 警察犬になったアンズ 鈴木/博房‖著 岩崎書店

10 019752815 赤はな先生に会いたい! 副島/賢和‖著 金の星社

11 016648693 マタギに育てられたクマ 金治 直美‖文 佼成出版社

12 018992420 さらわれたチンパンジー ジェス・フレンチ‖著 KADOKAWA

13 018992032 世界を救うパンの缶詰 菅/聖子‖文 ほるぷ出版

14 017389230 道は生きている 富山 和子‖作 講談社

15 018047878 レジェンド! 城島/充‖著 講談社

16 016412405 あきらめないこと、それが冒険だ 野口　健‖著 学習研究社

17 018270454 二日月 いとう/みく‖作 そうえん社

18 018510719 チキン! いとう/みく‖作 文研出版

19 014210827 しらんぷり 梅田　俊作‖作と絵 ポプラ社

20 018688986 わたしがここにいる理由 片川/優子‖作 岩崎書店

21 016211146 下町不思議町物語 香月　日輪‖作 岩崎書店

22 015200819 黄色いポストの郵便配達 斉藤　洋‖作 理論社

23 018440313 オイレ夫人の深夜画廊 斉藤/洋‖著 偕成社

24 016777864 誰かがうしろに 新美　てるこ‖作 金の星社

25 018435271 あまからすっぱい物語 1 日本児童文学者協会‖編 小学館

26 018435149 あまからすっぱい物語 2 日本児童文学者協会‖編 小学館

27 018435057 あまからすっぱい物語 3 日本児童文学者協会‖編 小学館

28 017264557 公平、いっぱつ逆転! 福田　隆浩‖作 偕成社

29 016920183 卒業の歌 本田 有明‖著 PHP研究所

30 018993071 奮闘するたすく まはら/三桃‖著 講談社

31 018440321 アンティーク・シオンの小さなきせき 茂市/久美子‖作 学研プラス

32 018123463 ロード 山口/理‖作 文研出版

33 016094005 ぼく、がんばったんだよ 沢田　俊子‖著 汐文社

34 016721706 キケンな野良猫王国 ローリー・ハルツ・アンダーソン‖作 金の星社

35 016984460 セラピー犬からのおくりもの ローリー・ハルツ・アンダーソン‖作 金の星社

36 017519786 はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ‖著 講談社

37 018269605 白いイルカの浜辺 ジル・ルイス‖作 評論社

38 016770109 ドリーム・ギバー ロイス・ローリー‖作 金の星社

39 017326877 走れ!マスワラ グザヴィエ＝ローラン・プティ‖作 ＰＨＰ研究所

40 018992222 いのちは贈りもの フランシーヌ・クリストフ‖著 岩崎書店
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支援学級　いろいろ

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 500212204 1日5分!教室で使える漢字コグトレ 小学6年生 宮口/幸治‖著 東洋館出版社

2 500212287 1日5分!教室で使える漢字コグトレ 小学5年生 宮口/幸治‖著 東洋館出版社

3 500212246 1日5分!教室で使える漢字コグトレ 小学4年生 宮口/幸治‖著 東洋館出版社

4 500212196 1日5分!教室で使える漢字コグトレ 小学3年生 宮口/幸治‖著 東洋館出版社

5 500212238 1日5分!教室で使える漢字コグトレ 小学2年生 宮口/幸治‖著 東洋館出版社

6 500212279 1日5分!教室で使える漢字コグトレ 小学1年生 宮口/幸治‖著 東洋館出版社

7 500213178 この子だれの子 下 宮部/みゆき‖作 講談社

8 500213228 この子だれの子 上 宮部/みゆき‖作 講談社

9 500212311 社会面のコグトレ 1 宮口/幸治‖著 三輪書店

10 500213186 地下室からのふしぎな旅 下 柏葉/幸子‖作 講談社

11 500213137 地下室からのふしぎな旅 上 柏葉/幸子‖作 講談社

12 500213525 はっけんずかん うみ 西片/拓史‖絵 学研プラス

13 500213483 はっけんずかん きょうりゅう 真鍋/真‖監修 学研プラス

14 500213392 はっけんずかん しょくぶつ 須田/研司‖監修 学研プラス

15 500213566 はっけんずかん たべもの 渋川/祥子‖総合監修 学研プラス

16 500213400 はっけんずかん でんしゃ・しんかんせん 西片/拓史‖絵 学研プラス

17 500213608 はっけんずかん どうぶつ 今泉/忠明‖監修 学研プラス

18 500213442 はっけんずかん のりもの 西片/拓史‖絵 学研プラス

19 500213434 はっけんずかん むし 海野/和男‖監修 学研プラス

20 500213475 マークの図鑑 児山/啓一‖監修 小学館

21 500212394 もっとコグトレさがし算60上級 宮口/幸治‖著 東洋館出版社

22 500212352 もっとコグトレさがし算60初級 宮口/幸治‖著 東洋館出版社

23 500212402 もっとコグトレさがし算60中級 宮口/幸治‖著 東洋館出版社
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低学年　絵本１５

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 015315864 ワニくんのカンづめ あべ　謙治‖作・絵 ポプラ社

2 019004704 もぐらはすごい アヤ井/アキコ‖著 アリス館

3 017781162 ひまわり 荒井 真紀‖文・絵 金の星社

4 018275701 すばこ イ/スンウォン‖絵 ほるぷ出版

5 014204168 まねっこだいすき いもと　ようこ‖絵 ベネッセコーポレーション

6 017326935 パンケーキをたべるサイなんていない? サラ・オギルヴィー‖え ＢＬ出版

7 011771359 ふしぎないねとおひめさま かこ　さとし‖作 偕成社

8 018125138 はこぶ 鎌田 歩‖作・絵 教育画劇

9 018278549 カボチャのなかにたねいくつ? G.ブライアン・カラス‖絵 フレーベル館

10 016661910 ミリーのすてきなぼうし きたむら　さとし‖作 ＢＬ出版

11 018271031 みずたまのたび アンヌ・クロザ‖さく 西村書店

12 017782061 ミルクこぼしちゃだめよ! クリストファー・コー‖絵 ほるぷ出版

13 017724493 ゆきがくれたおくりもの レベッカ・コッブ‖絵 ポプラ社

14 017519646 いっしょだよ 小寺　卓矢‖写真・文 アリス館

15 018993576 いろいろはっぱ 小寺/卓矢‖写真・文 アリス館

16 016412702 ぼくのパパはおおおとこ イングリッド・ゴドン‖絵 セーラー出版

17 013990023 ぼくの村にサーカスがきた 小林　豊‖絵と作 ポプラ社

18 018278580 ドングリ・ドングラ コマヤスカン‖作 くもん出版

19 015589054 きつねのかみさま 酒井　駒子‖絵 ポプラ社

20 018124974 ちいさなちいさな エミリー・サットン‖絵 ゴブリン書房

21 500262118 おじさんのかさ さの　ようこ‖え・おはなし 銀河社

22 018125179 クレヨンからのおねがい! オリヴァー・ジェファーズ‖絵 ほるぷ出版

23 017725219 ほしをさがしに しもかわら/ゆみ‖作・絵 講談社

24 019312313 Michi みち junaida‖著 福音館書店

25 015551799 あしたえんそく! 武田　美穂‖絵・文 理論社

26 017520065 メガネをかけたら たるいし　まこ‖絵 小学館

27 010486140 ぞうのたまごのたまごやき 長　新太‖画 福音館書店

28 017516915 ぴかくん めをまわす 長　新太‖絵 福音館書店

29 016998924 けいこちゃん 西巻　茅子‖え 福音館書店

30 018125062 ネルソン・マンデラ カディール・ネルソン‖作・絵 鈴木出版

31 017519562 わたしのいちばんあのこの1ばん パトリス・バートン‖絵 ポプラ社

32 016412801 おじいちゃんのごくらくごくらく 長谷川 義史‖絵 鈴木出版

33 018125021 ぼくはうちゅうじん はた/こうしろう‖絵 アリス館

34 016652430 てとてとてとて 浜田　桂子‖さく 福音館書店

35 500325048 ばあばにえがおをとどけてあげる イザベル・フォラス‖え 評論社

36 010235166 ねことカナリア マイケル・フォアマン‖絵と作 佑学社

37 018228874 ぞうのなみだひとのなみだ 藤原/幸一‖著 アリス館

38 016661902 いじわるなないしょオバケ フィリップ・ホーセンス‖絵 文溪堂

39 017780214 ちいさなはくさい ほてはま たかし‖え 小峰書店

40 015370919 川の中で 宮本　忠夫‖え くもん出版
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低学年　絵本１６

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 014905715 くつが鳴る あべ　まれこ‖絵 ＢＬ出版

2 015982465 タンチョウは悪代官か? あべ　弘士‖絵 偕成社

3 017781147 ひまわり 荒井 真紀‖文・絵 金の星社

4 019329341 おれ、よびだしになる 石川/えりこ‖絵 アリス館

5 019752229 心ってどこにあるのでしょう? いもと/ようこ‖絵 金の星社

6 017326950 パンケーキをたべるサイなんていない? サラ・オギルヴィー‖え ＢＬ出版

7 013220819 はたらきもののあひるどん ヘレン・オクセンバリー‖絵 評論社

8 013861943 おかぐら 小野　かおる‖絵 福音館書店

9 018125153 はこぶ 鎌田 歩‖作・絵 教育画劇

10 018299826 カボチャのなかにたねいくつ? G.ブライアン・カラス‖絵 フレーベル館

11 015055833 むしたちのうんどうかい 久住　卓也‖絵 童心社

12 018271221 みずたまのたび アンヌ・クロザ‖さく 西村書店

13 017782079 ミルクこぼしちゃだめよ! クリストファー・コー‖絵 ほるぷ出版

14 017519653 いっしょだよ 小寺　卓矢‖写真・文 アリス館

15 018278598 ドングリ・ドングラ コマヤスカン‖作 くもん出版

16 015589047 きつねのかみさま 酒井　駒子‖絵 ポプラ社

17 018125187 クレヨンからのおねがい! オリヴァー・ジェファーズ‖絵 ほるぷ出版

18 018261222 バムとケロのもりのこや 島田 ゆか‖絵/作 文溪堂

19 019446418 ポリぶくろ、1まい、すてた エリザベス・ズーノン‖絵 さ・え・ら書房

20 019548478 悲しみのゴリラ シンディ・ダービー‖絵 クレヨンハウス

21 018261032 バナナじけん 高畠　那生‖作 ＢＬ出版

22 015449960 こわいドン 武田　美穂‖絵・文 理論社

23 016186751 か・げ 武田　美穂‖絵・文 理論社

24 015238363 オオカミのごちそう 田島 征三‖絵 偕成社

25 014640353 かずあそび ウラパン・オコサ 谷川　晃一‖作 童心社

26 015587397 ひ・み・つ たばた せいいち‖作 童心社

27 017520099 メガネをかけたら たるいし　まこ‖絵 小学館

28 019057918 ぴかくん めをまわす 長 新太‖絵 福音館書店

29 016866808 あかちゃんがいるの! 津田　真帆‖ぶん・え 大日本図書

30 018125070 ネルソン・マンデラ カディール・ネルソン‖作・絵 鈴木出版

31 017519570 わたしのいちばんあのこの1ばん パトリス・バートン‖絵 ポプラ社

32 017522145 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ‖え 評論社

33 017321274 サウスポー はた　こうしろう‖絵 文溪堂

34 018125039 ぼくはうちゅうじん はた/こうしろう‖絵 アリス館

35 016652455 てとてとてとて 浜田　桂子‖さく 福音館書店

36 018125112 ええことするのは、ええもんや! 福田/岩緒‖絵 えほんの杜

37 018228866 ぞうのなみだひとのなみだ 藤原/幸一‖著 アリス館

38 016858219 いじわるなないしょオバケ フィリップ・ホーセンス‖絵 文溪堂

39 017780206 ちいさなはくさい ほてはま たかし‖え 小峰書店

40 031047632 バーガーボーイ まつおか　めい‖え 主婦の友社
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中高学年　いろいろ１０

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 013928403 かぜよけじぞう 阿部　隆夫‖絵 フレーベル館

2 014805246 ソリちゃんのチュソク イ・オクベ‖絵と文 セーラー出版

3 012339917 山のいのち 伊勢　英子‖絵 ポプラ社

4 017781972 マッチ箱日記 バグラム・イバトゥーリン‖絵 BL出版

5 500325162 おすしやさんにいらっしゃい! 遠藤/宏‖写真 岩崎書店

6 016418097 森のいのち 小寺　卓矢‖文・写真 アリス館

7 016858276 こぶとりたろう 杉浦　範茂‖絵 童心社

8 016858342 ともだちのしるしだよ ダーグ・チャーカ‖絵 岩崎書店

9 013512223 絵で読む広島の原爆 西村 繁男‖絵 福音館書店

10 016412926 干し柿 西村　豊‖写真・文 あかね書房

11 015588932 ずいとん先生と化けの玉 長谷川　義史‖絵 童心社

12 017327016 わたしのひかり モリー・バング‖作 評論社

13 015954506 ぼくのスケッチブック ひろい　のりこ‖絵 ＢＬ出版

14 016376915 ぼくのだいすきなケニアの村 アナ・フアン‖絵 ＢＬ出版

15 500325139 111本の木 マリアンヌ・フェラー‖絵 光村教育図書

16 017519521 ゾウの森とポテトチップス 横塚　眞己人‖しゃしんとぶん そうえん社

17 018273359 大村智ものがたり 馬場/錬成‖著 毎日新聞出版

18 017781634 よかたい先生 三枝 三七子‖文・絵 学研教育出版

19 500413604 異常気象のサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

20 015808918 スズメの大研究 国松　俊英‖文 ＰＨＰ研究所

21 016858425 やんちゃ子グマがやってきた! あんず ゆき‖文 フレーベル館

22 500093281 オランウータンに会いたい 久世/濃子‖著 あかね書房

23 500325550 この世界からサイがいなくなってしまう 味田村/太郎‖文 学研プラス

24 017079807 クジラと海とぼく 水口 博也‖文 アリス館

25 500413612 新型ウイルスのサバイバル ゴムドリco.‖文 朝日新聞出版

26 017445560 さくさくとんとん切る料理 寺西　恵里子‖著 小峰書店

27 017445578 こねこねぐるぐるまぜる料理 寺西　恵里子 小峰書店

28 017445586 ぐつぐつコトコトにる料理 寺西　恵里子‖著 小峰書店

29 017445594 ジュージューじりじり焼く料理 寺西　恵里子‖著 小峰書店

30 017445602 ジャッジャッじゅわわいためる料理 寺西　恵里子‖著 小峰書店

31 017445610 なるほど!料理大じてん 矢島　麻由美‖指導 小峰書店

32 015698160 雨やどりはすべり台の下で 岡田 淳‖作 偕成社

33 017080110 犬どろぼう完全計画 バーバラ・オコーナー‖作 文溪堂

34 017519778 はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ‖著 講談社

35 500405444 クロニクル千古の闇 1 オオカミ族の少年 ミシェル・ペイヴァー‖作 評論社

36 500405451 クロニクル千古の闇 2 生霊わたり ミシェル・ペイヴァー‖作 評論社

37 500405469 クロニクル千古の闇 3 魂食らい ミシェル・ペイヴァー‖作 評論社

38 500415237 クロニクル千古の闇 4 追放されしもの ミシェル・ペイヴァー‖作 評論社

39 500415245 クロニクル千古の闇 5 復讐の誓い ミシェル・ペイヴァー‖作 評論社

40 500415252 クロニクル千古の闇 6 決戦のとき(完結編) ミシェル・ペイヴァー‖作 評論社
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中高学年　北海道の本

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 015437403 はくちょう いせ　ひでこ‖絵 講談社

2 015809353 もみちゃんともみの木 いちかわ　なつこ‖絵 あかね書房

3 017780511 ぼくだよぼくだよ きくち ちき‖作 理論社

4 015056377 ふぶきのあとに 小泉　るみ子‖作・絵 ポプラ社

5 015371149 カッコウが鳴く日 小泉　るみ子‖作・絵 ポプラ社

6 016418170 ピリカ、おかあさんへの旅 沢田　としき‖絵 福音館書店

7 014809743 しろふくろうのやま 手島 圭三郎‖絵・作 リブリオ出版

8 015370984 はいたかのふゆ 手島　圭三郎‖作・絵 リブリオ出版

9 015371024 えぞりすのあさ 手島　圭三郎‖作・絵 リブリオ出版

10 015590250 ゆきうさぎのちえ 手島 圭三郎‖絵・作 リブリオ出版

11 016418147 らっこのうみ 手島 圭三郎‖絵・作 リブリオ出版

12 017321100 きたきつねのしあわせ 手島　圭三郎‖絵・文 絵本塾出版

13 012851069 パナンペ ペナンペむかしがたり 西山　三郎‖絵 童心社

14 014809644 ふたりだけのキャンプ 西山　史真子‖絵 童心社

15 013688510 りんご畑の九月 長谷川　知子‖絵 新日本出版社

16 015370836 きたぎつね嵐 早瀬　賢‖絵 ＫＩＢＡ　ＢＯＯＫ

17 012600474 どさんこうまのふゆ 本田 哲也‖作 福武書店

18 014385199 エトピリカの海 本田　哲也‖作 偕成社

19 014381909 お菓子の街をつくった男 上条 さなえ‖作 文渓堂

20 014809693 北の島だより 杣田 美野里‖文と写真 岩崎書店

21 014809651 カムイの森 村田 真一‖文 小学館

22 016685133 マリモを守る。 千葉 望‖文 理論社

23 016855165 いのちかがやけ!タイガとココア あんず ゆき‖文 文溪堂

24 019475276 世界遺産知床の自然と人とヒグマの暮らし 伊藤/彰浩‖写真 少年写真新聞社

25 016656688 ヒグマの楽園 久保 敬親‖写真・文 ポプラ社

26 014857593 山っ子の村   北の国の子どもたち 山村 輝夫‖作 福音館書店

27 015809536 アイヌ犬コロとクロ   星になった少年と兄弟犬の物語 今泉　耕介‖作 ハート出版

28 015995913 カムイコタン祭りに 相川　公司‖作 新風舎

29 016418261 アイヌの少年イキツカ 相川　公司‖作 新風舎

30 016418253 ペカンペと森のカムイたち はたさ みつる‖作 新風舎

  北見市立図書館　学校支援セット資料  №１０１



点字絵本ほか

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 500213541 I SPY ミッケ! ウォルター・ウィック‖写真 小学館

2 500213582 I SPY 8 ミッケ! がっこう ウォルター・ウィック‖写真 小学館

3 500213558 あかい ふうせん イエラ・マリ‖さく ほるぷ出版

4 19943141 あらしのよるに あべ/弘士‖絵 講談社

5 500212865 音にさわる 日比野/尚子‖絵 偕成社

6 500212824 ぐりとぐら 大村 百合子‖え 福音館書店

7 19661016 西遊記 呉承恩‖作 福井県視覚障害者福祉協会情報提供センター

8 19943216 さわってたのしいレリーフブックさかな 村山/純子‖著 小学館

9 19943158 さわってたのしむ点字つきえほん ジェンマ・ウェスティング‖デザイン ポプラ社

10 19943240 さわってたのしむ点字つきえほん ジェンマ・ウェスティング‖デザイン ポプラ社

11 19943224 さわってたのしむどうぶつずかん ドーリング・キンダースリー社編集部‖企画・編集 BL出版

12 19943208 さわるめいろ 村山 純子‖著 小学館

13 19943174 さわるめいろ 村山/純子‖著 小学館

14 19943182 さわるめいろ 村山/純子‖著 小学館

15 19675388 小説落第忍者乱太郎ドクタケ忍者隊最強の軍師 尼子 騒兵衛‖原作・イラスト 静岡県視覚障害者情報支援センター

16 19661024 諸葛孔明 桜井 信夫‖著 吹田市立千里山・佐井寺図書館

17 19946656 しろくまちゃんのほっとけーき 若山 憲‖著 こぐま社

18 500212782 ぞうくんのさんぽ なかの/ひろたか‖さく・え 福音館書店

19 19943166 テルミのめいろ 田中/喜代司‖著 小学館

20 19943190 どちらがおおい?かぞえるえほん 村山/純子‖著 小学館

21 500212741 どんなおはながさくのかな? よしかわ あゆみ‖さく ユニバーサルデザイン絵本センター

22 500213590 にじいろのさかな マーカス・フィスター‖作 講談社

23 19660984 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 広嶋 玲子‖著 秋田県点字図書館

24 19660992 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 広嶋 玲子‖著 秋田県点字図書館

25 19661008 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 広嶋 玲子‖著 秋田県点字図書館

26 15936198 まる 北見手づくり絵本の会 北見手づくり絵本の会

27 500213517 りんごとちょう イエラ・マリ‖さく ほるぷ出版
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低学年　読み物１２

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 014637805 くじらいぬ あきやま　ただし‖さく・え ポプラ社

2 014998504 忍たま乱太郎 げんじゅつだいがっせんの段 尼子　騒兵衛‖原作 ポプラ社

3 016644684 すごいぞプンナちゃん へそをまげてもピクニックのまき いとう　ひろし‖作 理論社

4 014600621 チャールズのおはなし ルース・エインズワース‖さく 福音館書店

5 012747358 こねこムーとちひろちゃんの海 江崎　雪子‖選 ポプラ社

6 013155601 こねこムーのあたらしいともだち 江崎　雪子‖作 ポプラ社

7 014101554 森のネズミと山のレストラン 岡野　薫子‖作 ポプラ社

8 014253744 森のネズミとまほうの木 岡野　薫子‖作 ポプラ社

9 014357511 村いちばんのパンやさん 岡野　薫子‖作 ポプラ社

10 014378582 森のネズミのおんがく会 岡野　薫子‖作 ポプラ社

11 014527634 ひみつの森のとけいやさん 岡野　薫子‖作 ポプラ社

12 014614085 森のネズミとおともだち 岡野　薫子‖作 ポプラ社

13 014725105 森のおいしいジャムやさん 岡野　薫子‖作 ポプラ社

14 014812077 ゆめいっぱいの大工さん 岡野　薫子‖作 ポプラ社

15 014988901 たのしい森のそめものやさん 岡野　薫子‖作 ポプラ社

16 015244742 月のうさぎのおかしやさん 岡野　薫子‖作 ポプラ社

17 015318942 ふしぎな森のしゃしんやさん 岡野　薫子‖作 ポプラ社

18 015510746 こどもの家のいすやさん 岡野　薫子‖作 ポプラ社

19 017319500 おつかいまなんかじゃありません 柏葉　幸子‖作 ポプラ社

20 013682521 もりのおばけのぷーらりさん 角野　栄子‖作 ポプラ社

21 014076459 とかいじゅうシーシー 角野　栄子‖作 理論社

22 013994504 かみなりドドーン! 後藤　竜二‖作 ポプラ社

23 014586523 ひみつのちかみちおしえます! ごとう　りゅうじ‖さく ポプラ社

24 015021884 1ねん1くみ1ばんやさし〜い 後藤　竜二‖作 ポプラ社

25 014542963 コアラタクシー 斉藤 洋‖作 理論社

26 016657157 アリクイありえない 斉藤 洋‖作 理論社

27 013994470 スケートねこ 佐藤　さとる‖作 ポプラ社

28 014358212 おとうさんおはなしして 佐野　洋子‖作と絵 理論社

29 014649396 のはらクラブのこどもたち たかどの　ほうこ‖作 理論社

30 013579248 こわいぞ!!ようかい小学校 田中　成和‖作 ポプラ社

31 013275029 のっぽのミニはどきどき1年生 クリスティーネ・ネストリンガー‖作 くもん出版

32 013342837 のっぽのミニとぺこぺこねこのマウツ クリスティーネ・ネストリンガー‖作 くもん出版

33 013448022 のっぽのミニのわくわくクリスマス クリスティーネ・ネストリンガー‖作 くもん出版

34 013580865 のっぽのミニのぴかぴか大へんしん クリスティーネ・ネストリンガー・Ｊｒ．，‖絵 くもん出版

35 013635461 のっぽのミニはきらきら大スター クリスティーネ・ネストリンガー‖作 くもん出版

36 013635628 のっぽのミニのはらはらなつやすみ クリスティーネ・ネストリンガー‖作 くもん出版

37 013715982 プッチとヌーボとかいぶつドロンゴ 舟崎　克彦‖作 ポプラ社

38 013638473 まめだまめまめだみつまめだ 山下　明生‖作 理論社

39 014474415 ペンギンおよぎすいすい 山下　明生‖作 理論社

40 016602807 大ドロボウ五十五えもんのドロボウ学校 吉田　純子‖作 ポプラ社
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中学年　読み物１４

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 015715022 ふしぎの国のレイチェル エミリー・ロッダ‖著 あすなろ書房

2 014918692 なまけものの王さまとかしこい王女のお話 ミラ・ローベ‖作 徳間書店

3 013328976 ××(バツ)天使 令丈　ヒロ子‖作 理論社

4 016652695 しあわせの子犬たち メアリー・ラバット‖作 文研出版

5 013711668 『えへんおほん』の大ぼうけん 山下　明生‖作 文渓堂

6 015815061 かげまる 矢部　美智代‖作 毎日新聞社

7 013777925 にこりん村のふしぎな郵便 茂市　久美子‖作 ポプラ社

8 014580096 ほうきにのれない魔女 茂市　久美子‖作 ポプラ社

9 014348155 魔女の友だちになりませんか? 村山　早紀‖作 ポプラ社

10 014454235 魔女のルルーとオーロラの城 村山　早紀‖作 ポプラ社

11 014580120 魔女のルルーと時の魔法 村山　早紀‖作 ポプラ社

12 014725022 魔女のルルーと風の少女 村山　早紀‖作 ポプラ社

13 014760557 魔女のルルーと赤い星の杖 村山　早紀‖作 ポプラ社

14 015212764 魔女のルルーと魔法使いの塔 村山　早紀‖作 ポプラ社

15 015714595 魔女のルルーと楽園の島 村山　早紀‖作 ポプラ社

16 013163555 カナディアンサマー・KYOKO 村中 李衣‖作 理論社

17 014590152 冬のおはなし 松居　スーザン‖作 ポプラ社

18 012473450 さやかのふしぎな六日間 堀内　純子‖作 理論社

19 015374069 ちびねこグルのぼうけん アン・ピートリ‖さく 福音館書店

20 015818198 衣世梨の魔法帳 那須　正幹‖作 ポプラ社

21 015883200 衣世梨の魔法帳まいごの幽霊 那須　正幹‖作 ポプラ社

22 017326802 ココロ屋 梨屋　アリエ‖作 文研出版

23 015374325 ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子‖作 理論社

24 016009961 ロボママ エミリー・スミス‖作 文研出版

25 017781535 ただいま!マラング村 ハンナ・ショット‖作 徳間書店

26 015681844 星空から来た犬 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ‖著 早川書房

27 014178693 ぼうけんしマウス 斉藤　洋‖作 理論社

28 015716426 妖怪ハンター・ヒカル 1 闇夜の百目 斉藤　洋‖作 あかね書房

29 015851660 妖怪ハンター・ヒカル 2 霧の幽霊船 斉藤　洋‖作 あかね書房

30 018123588 お話きかせてクリストフ ニキ・コーンウェル‖作 文研出版

31 014780944 わるがきノートン ディック・キング＝スミス‖作 偕成社

32 016763807 縄文大使カックウとショウタのふしぎな冒険 川嶋　康男‖作 くもん出版

33 015248859 ナナさんのいい糸いろいろ 角野　栄子‖作 理論社

34 015808884 犬ぞりの少年 Ｊ．Ｒ．ガーディナー‖作 文研出版

35 017520172 ジャコのお菓子な学校 ラッシェル・オスファテール‖作 文研出版

36 015973746 ぬまばあさんのうた 岡田 淳‖作 理論社

37 016765984 霧の森となぞの声 岡田 淳‖作 理論社

38 017639519 水の精とふしぎなカヌー 岡田　淳‖作 理論社

39 014639207 黒ねこのおきゃくさま ルース・エインズワース‖作 福音館書店

40 014221071 ラベンダーのくつ アリスン・アトリー‖作 福音館書店
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高学年・YA　読み物１２

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 016664955 朝のこどもの玩具箱 あさの　あつこ‖著 文藝春秋

2 016772261 夜のだれかの玩具箱 あさの　あつこ‖著 文藝春秋

3 016015927 うそつき大ちゃん 阿部 夏丸‖著 ポプラ社

4 016532855 ナニワのMANZAIプリンセス 荒井　寛子‖作 ポプラ社

5 017324492 南の島のティオ 池沢　夏樹‖作 講談社

6 014757181 ダヤンとジタン 池田　あきこ‖著 ほるぷ出版

7 014198501 鬼の橋 伊藤　遊‖作 福音館書店

8 016376295 曲芸師ハリドン ヤコブ・ヴェゲリウス‖作 あすなろ書房

9 018124032 ぼくとテスの秘密の七日間 アンナ・ウォルツ‖作 フレーベル館

10 017519802 フェリックスとゼルダ モーリス・グライツマン‖著 あすなろ書房

11 015306087 スタイルズ荘の怪死事件 アガサ＝クリスティ‖作 講談社

12 017604026 怪談 小泉　八雲‖著 ポプラ社

13 016679615 秘密の菜園 後藤　みわこ‖著 ポプラ社

14 015580699 失われた世界 コナン＝ドイル‖作 講談社

15 018131433 ぼくはすし屋の三代目 佐川/芳枝‖作 講談社

16 019752948 泥 ルイス・サッカー‖作 小学館

17 015838089 秘密の道をぬけて ロニー・ショッター‖著 あすなろ書房

18 017065061 地をはう風のように 高橋　秀雄‖作 福音館書店

19 013638291 ロビンソン漂流記 ダニエル＝デフォー‖作 講談社

20 013551536 キツネ山の夏休み 富安 陽子‖著 あかね書房

21 018124065 ユキとヨンホ 中川/なをみ‖作 新日本出版社

22 018123968 ぼくの、ひかり色の絵の具 西村/すぐり‖作 ポプラ社

23 017520222 オムレツ屋へようこそ! 西村　友里‖作 国土社

24 013713367 ロビン・フッドのゆかいな冒険 1 改版 ハワード・パイル‖作 岩波書店

25 013713417 ロビン・フッドのゆかいな冒険 2 改版 ハワード・パイル‖作 岩波書店

26 018269753 ワンダー R.J.パラシオ‖作 ほるぷ出版

27 019122621 戦国姫 藤咲/あゆな‖作 集英社

28 017160193 美少女戦士ジャンヌ・ダルク物語 藤本　ひとみ‖作 講談社

29 017326901 走れ!マスワラ グザヴィエ＝ローラン・プティ‖作 ＰＨＰ研究所

30 017603960 十五少年漂流記 ベルヌ‖作 ポプラ社

31 014204077 眠れる森の美女 シャルル＝ペロー‖作 講談社

32 016010183 少年は戦場へ旅立った ゲイリー・ポールセン‖著 あすなろ書房

33 019026574 メロンに付いていた手紙 本田/有明‖文 河出書房新社

34 016360422 フリッツと満月の夜 松尾　由美‖著 ポプラ社

35 012885026 セロ弾きのゴーシュ 宮沢 賢治‖著 くもん出版

36 013096896 風の又三郎 宮沢 賢治‖著 くもん出版

37 018123919 希望の海へ マイケル・モーパーゴ‖作 評論社

38 018123729 ロード 山口/理‖作 文研出版

39 014667190 となりあわせ 吉本　直志郎‖作 ポプラ社

40 018269563 白いイルカの浜辺 ジル・ルイス‖作 評論社
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中高学年　調べ学習　世界・災害

番号 資料ＩＤ 　書　　　　名 著　者　名 出　版　者

1 500529813 いのちを守る!災害対策大百科 1 災害はこうしておきる! 藤吉 洋一郎‖監修 日本図書センター

2 500529821 いのちを守る!災害対策大百科 2 災害がおきたらこうなる 藤吉 洋一郎‖監修 日本図書センター

3 500529839 いのちを守る!災害対策大百科 3 災害がおきたらこうしよう! 藤吉 洋一郎‖監修 日本図書センター

4 500529847 火山ビジュアルガイド　1 高田/亮‖監修 教育画劇

5 500529854 火山ビジュアルガイド　2 高田/亮‖監修 教育画劇

6 500529862 火山ビジュアルガイド　3 高田/亮‖監修 教育画劇

7 500529870 アフガニスタン スーザン・ウィットフィールド‖著 ほるぷ出版

8 500529888 イラン レオン・グレイ‖著 ほるぷ出版

9 500529896 ジャマイカ ジェン・グリーン‖著 ほるぷ出版

10 500529904 ラオス A.カマラ・ダラル‖著 ほるぷ出版

11 500529912 イタリア アンダーソン,ロバート‖著 ほるぷ出版

12 500529920 コロンビア アニタ・クロイ‖著 ほるぷ出版

13 500529938 ポーランド ザイラ・デッカー‖著 ほるぷ出版

14 500529946 ペルー アニタ・クロイ‖著 ほるぷ出版

15 500531058 インド A.カマラ・ダラル‖著 ほるぷ出版

16 500531066 ポルトガル ザイラ・デッカー‖著 ほるぷ出版

17 500532072 オーストラリア ケイト・ターナー‖著 ほるぷ出版

18 500532080 エジプト セリーナ・ウッド‖著 ほるぷ出版

19 500532098 ケニア ブリジット・タングェイ‖著 ほるぷ出版

20 500532106 イスラエル エマ・ヤング‖著 ほるぷ出版

21 500532114 ブラジル ザイラ・デッカー‖著 ほるぷ出版

22 500532122 アイルランド アンナ・マックィン‖著 ほるぷ出版

23 500532130 メキシコ ベス・グルーバー‖著 ほるぷ出版

24 500532148 スウェーデン チャールズ・フィリップス‖著 ほるぷ出版

25 500532155 ベトナム ジェン・グリーン‖著 ほるぷ出版

26 500532163 ニュージーランド バーバラ・ジャクソン‖著 ほるぷ出版

27 500532171 南アフリカ ヴァージニア・メイス‖著 ほるぷ出版

28 500532189 ギリシャ ジェン・グリーン‖著 ほるぷ出版

29 500533880 中国 ジェン・グリーン‖著 ほるぷ出版

30 500533898 カナダ ブライアン・ウィリアムズ‖著 ほるぷ出版

31 500533906 ドイツ ヘンリー・ラッセル‖著 ほるぷ出版

32 500533914 キューバ ジェン・グリーン‖著 ほるぷ出版

33 500533922 ナイジェリア ブリジット・ジャイルズ‖著 ほるぷ出版

34 500533930 イラク チャーリー・サミュエルズ‖著 ほるぷ出版

35 500533948 韓国 トム・ジャクソン‖著 ほるぷ出版

36 500533955 トルコ サラ・シールズ‖著 ほるぷ出版

37 500533963 イギリス レイチェル・ビーン‖著 ほるぷ出版

38 500533971 スペイン アニタ・クロイ‖著 ほるぷ出版

39 500533989 グアテマラ アニタ・クロイ‖著 ほるぷ出版

40 500533997 ロシア ヘンリー・ラッセル‖著 ほるぷ出版

41 500534003 アメリカ エルデン・クロイ‖著 ほるぷ出版
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