
2021.11月末現在

資 料 名 著者名 出版者 分類

人工知能と友だちになれる? (子供の科学★ミライサ
イエンス)

新井 紀子 監修 誠文堂新光社 007.1

プログラミングでなにができる? (子供の科学★ミラ
イサイエンス)

杉浦 学 著 誠文堂新光社 007.6

コンピューターってどんなしくみ? (子供の科学★ミ
ライサイエンス)

村井 純 監修 誠文堂新光社 007.6

本が好きになる(学校では教えてくれない大切なこと) さやま しょうこ マンガ・イラスト 旺文社 019

日本語と英語が学べるこどもの絵本ずかん 松田 学 イラスト ブティック社 031

ちゃんと悩むための哲学 小林 和久 著 朝日学生新聞社 104

ニャ〜るほど論語道場 （朝日小学生新聞の学習まんが） 上重 さゆり まんが 朝日学生新聞社 123.8

だまし絵でわかる脳のしくみ （子供の科学★サイエ
ンスブックス）

竹内 龍人 著 誠文堂新光社 145.5

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 159.5

中学歴史が面白いほどわかる本 改訂版 西村 創 著 KADOKAWA 210

日本人物史 1 卑弥呼/聖徳太子・小野妹子/中大兄皇子・中臣
鎌足/聖武天皇・行基・鑑真/藤原道長/清少納言/紫式部 （朝日
小学生新聞の学習まんが）

つぼい こう 著 朝日学生新聞社 210.1

戦国武将ビジュアル大百科 田代 脩 監修 学研プラス 281

国旗のまちがいさがし 苅安 望 監修 クロスメディア・パブリッシング 288.9

中学地理が面白いほどわかる本 改訂版 笹原 卓哉 著 KADOKAWA 290

ウソみたいだけど実在する!世界のめっちゃスゴい国 JTBパブリッシング 290

中学公民が面白いほどわかる本 改訂版 西村 創 著 KADOKAWA 307

14歳からのお金の話 池上 彰 著 マガジンハウス 330

お金のこと（学校では教えてくれない大切なこと） 関 和之 マンガ・イラスト 旺文社 337

フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ 森 達也 著 ミツイパブリッシング 361.4

大人になったらしたい仕事 朝日中高生新聞編集部 編 朝日学生新聞社 366.2

大人になったらしたい仕事 2 朝日中高生新聞編集部 編 朝日学生新聞社 366.2

大人になったらしたい仕事 3 朝日中高生新聞編集部 編 朝日学生新聞社 366.2

僕たちはまだ、仕事のことを何も知らない。 各務 展生 原案 学研プラス 377.9

世界を変えた50人の女性科学者たち レイチェル・イグノトフスキー 著 創元社 402.8

超まるわかり理科のきほん 上(子供の科学★放課後探
偵シリーズ)

滝川 洋二 監修 誠文堂新光社 404

超まるわかり理科のきほん 下(子供の科学★放課後探
偵シリーズ)

滝川 洋二 監修 誠文堂新光社 404

理科好きな子に育つふしぎのお話365 自然史学会連合 監修 誠文堂新光社 404

タイムマシンって実現できる?(子供の科学★ミライサ
イエンス)

二間瀬 敏史 監修 誠文堂新光社 421.2

宇宙の終わりってどうなるの?(子供の科学★ミライサ
イエンス)

佐藤 勝彦 監修 誠文堂新光社 440

マンガでわかる宇宙のふしぎ(子供の科学★放課後探
偵シリーズ)

滝川 洋二 監修 誠文堂新光社 440

すごすぎる天気の図鑑 荒木 健太郎 著 KADOKAWA 451

マンガでわかる深海のふしぎ(子供の科学★放課後探
偵シリーズ)

滝川 洋二 監修 誠文堂新光社 452

カラダから出る｢カタチのある｣もの“キャラクター図鑑” 藤田 紘一郎 監修 誠文堂新光社 491.3

【児童書】
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カラダから出る｢カタチのない｣もの“キャラクター図鑑” 藤田 紘一郎 監修 誠文堂新光社 491.3

学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上 祐紀 著 KADOKAWA 498.3

おおさかの電車の顔ずかん 「旅と鉄道」編集部 文 天夢人 536

宇宙探査ってどこまで進んでいる?(子供の科学★ミラ
イサイエンス)

寺薗 淳也 著 誠文堂新光社 538.9

13歳からの「ネットのルール」 小木曽 健 監修 メイツユニバーサルコンテンツ 547.4

できるキッズ親子で楽しむユーチューバー入門 FULMA株式会社 著 インプレス 547.4

おおさかの電車大百科 「旅と鉄道」編集部 編 天夢人 686.2

でんしゃでまなぶにほんちず 「旅と鉄道」編集部 編 天夢人 686.2

はたらく電車大百科 （旅鉄Kids） 「旅と鉄道」編集部 編 天夢人 686.2

まちの電車大百科 「旅と鉄道」編集部 編 天夢人 686.2

新幹線大百科 「旅と鉄道」編集部 編 天夢人 686.2

日本全国特急大百科 「旅と鉄道」編集部 編 天夢人 686.2

新幹線のヒミツ 「旅と鉄道」編集部 編集 天夢人 686.2

てっぱく発鉄道れきし旅物語 鉄道博物館 編著 朝日学生新聞社 686.2

平和をねがう「原爆の図 楠木 しげお 著 銀の鈴社 721.9

いちばんわかりやすいこども囲碁教室 新版 誠文堂新光社 編 誠文堂新光社 795

羽生善治監修子ども詰将棋チャレンジ!!220問 羽生 善治 監修 新星出版社 796

羽生善治の将棋入門 羽生 善治 著 誠文堂新光社 796

マンガでおさらい中学英語 英会話スタート編 フクチ マミ 著 KADOKAWA 830

中学生のための英検3級合格レッスン(旺文社英検書) 旺文社 編 旺文社 830.7

中学生のための英検準2級合格レッスン(旺文社英検書) 旺文社 編 旺文社 830.7

「意味順」だからできる!絵と図でよくわかる小学生
のための中学英文法入門

田地野 彰 著 Jリサーチ出版 835

【角川まんが超科学シリーズ】

どっちが強い!?X 1 ダビンチ博士をすくえ! エアーチーム まんが KADOKAWA 404

どっちが強い!?X 2 謎の地底猿人を追え! エアーチーム まんが KADOKAWA 404

どっちが強い!?X 3 裏切者はだれだ? エアーチーム まんが KADOKAWA 404

どっちが強い!?X 4 透明恐竜あらわる! エアーチーム まんが KADOKAWA 404

どっちが強い!?X 5 未知なる恐竜、大集合 エアーチーム まんが KADOKAWA 404

どっちが強い!?X 6 人食いの森でサバイバル エアーチーム まんが KADOKAWA 404

どっちが強い!?X 7 秘密の石を手に入れろ! エアーチーム まんが KADOKAWA 404

どっちが強い!?X 8 タイムマシンを取り戻せ エアーチーム まんが KADOKAWA 404

【まんが恐竜ワールド】

海の王者プレシオサウルス 関口 たか広 作 国土社 457.8

快速恐竜オルニトミムス 関口 たか広 作 国土社 457.8

かぎ爪恐竜ディノニクス 関口 たか広 作 国土社 457.8

巨大恐竜ブラキオサウルス 関口 たか広 作 国土社 457.8

恐竜王ティラノサウルス 関口 たか広 作 国土社 457.8

剣竜ステゴサウルス 関口 たか広 作 国土社 457.8

子育て恐竜マイアサウラ 関口 たか広 作 国土社 457.8

とさか恐竜コリトサウルス 関口 たか広 作 国土社 457.8

武装恐竜トリケラトプス 関口 たか広 作 国土社 457.8
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翼竜プテラノドン 関口 たか広 作 国土社 457.8

恐竜図解新事典 （恐竜の大陸） 黒川 光広 文・絵 小峰書店 457.8

【どっちが強い!?　角川まんが科学シリーズ】

どっちが強い!?動物オリンピック編 Xベンチャーオールスターズ ストーリー KADOKAWA 480

どっちが強い!?クラゲvsデンキウナギ ジノ ストーリー KADOKAWA 483.3

どっちが強い!?カマキリvsサソリ スライウム ストーリー KADOKAWA 486.4

どっちが強い!?カブトムシvsクワガタムシ スライウム ストーリー KADOKAWA 486.6

どっちが強い!?ハチvsクモ ジノ ストーリー KADOKAWA 486.7

どっちが強い!?サシハリアリvsグンタイアリ スライウム ストーリー KADOKAWA 486.7

どっちが強い!?サメvsメカジキ スライウム ストーリー KADOKAWA 487.5

どっちが強い!?ライギョvsピラニア ジノ ストーリー KADOKAWA 487.7

どっちが強い!?オオトカゲvsワニガメ スライウム ストーリー KADOKAWA 487.9

どっちが強い!?ヘビvsワニ スライウム ストーリー KADOKAWA 487.9

どっちが強い!?コブラvsガラガラヘビ レッドコード ストーリー KADOKAWA 487.9

どっちが強い!?ヒクイドリvsカンガルー スライウム ストーリー KADOKAWA 488.3

どっちが強い!?イヌワシvsハゲワシ レッドコード ストーリー KADOKAWA 488.7

どっちが強い!?カラスvsコウモリ スライウム ストーリー KADOKAWA 488.9

どっちが強い!?クロヒョウvsマンドリル ジノ ストーリー KADOKAWA 489.5

どっちが強い!?ゾウアザラシvsホッキョクグマ ジノ ストーリー KADOKAWA 489.5

どっちが強い!?オオカミvsハイエナ スライウム ストーリー KADOKAWA 489.5

どっちが強い!?クロアナグマvsミツアナグマ スライウム ストーリー KADOKAWA 489.5

どっちが強い!?ライオンvsトラ スライウム ストーリー KADOKAWA 489.5

どっちが強い!?リカオンvsモリイノシシ スライウム ストーリー KADOKAWA 489.5

どっちが強い!?シャチvsシュモクザメ ジノ ストーリー KADOKAWA 489.6

どっちが強い!?クジラvsダイオウイカ レッドコード ストーリー KADOKAWA 489.6

どっちが強い!?ゾウvsサイ レッドコード ストーリー KADOKAWA 489.7

どっちが強い!?カバvsアフリカスイギュウ ジノ ストーリー KADOKAWA 489.8

どっちが強い!?オオツノヒツジvsバイソン スライウム ストーリー KADOKAWA 489.8

どっちが強い!?ゴリラvsクマ スライウム ストーリー KADOKAWA 489.9

【よみもの】

漫画で楽しく歌を味わう百人一首 改訂版 吉海 直人 監修 ブティック社 911.1

かみさまのおはなし 藤田 ミツ 原作 講談社 913.2

5分後に意外な結末 1 赤い悪夢 学研プラス 908.3

5分後に意外な結末 2 青いミステリー 学研プラス 908.3

5分後に意外な結末 3 白い恐怖 学研プラス 908.3

5分後に意外な結末 4 黒いユーモア 学研プラス 908.3

5分後に意外な結末 5 黄色い悲喜劇 学研プラス 908.3

「悩み部」の栄光と、その慢心。(｢5分後に意外な結
末｣シリーズ)

麻希 一樹 著 学研プラス 913.6

「悩み部」の結成と、その結末。(｢5分後に意外な結
末｣シリーズ)

麻希 一樹 著 学研プラス 913.6

「悩み部」の焦燥と、その暗躍。(｢5分後に意外な結
末｣シリーズ)

麻希 一樹 著 学研プラス 913.6
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「悩み部」の成長と、その緊張。(｢5分後に意外な結
末｣シリーズ)

麻希 一樹 著 学研プラス 913.6

「悩み部」の復活と、その証明。(｢5分後に意外な結
末｣シリーズ)

麻希 一樹 著 学研プラス 913.6

「悩み部」の平和と、その限界(｢5分後に意外な結末｣
シリーズ)

麻希 一樹 著 学研プラス 913.6

5分後に思わず涙。(｢5分後に意外な結末｣シリーズ) 桃戸 ハル 編著 学研プラス 913.68

5分後に思わず涙。(｢5分後に意外な結末｣シリーズ) 桃戸 ハル 編著 学研プラス 913.68

The MANZAI 上 つきおうてくれ あさの あつこ 著 ポプラ社 913.6

The MANZAI 中 めっちゃ愛してる あさの あつこ 著 ポプラ社 913.6

The MANZAI 下 おまえだけやねん あさの あつこ 著 ポプラ社 913.6

X-01 1 あさの あつこ 著 講談社 913.6

グラウンドの空 あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 913.6

バッテリー 1 あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 913.6

バッテリー 2 あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 913.6

バッテリー 3 あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 913.6

バッテリー 4 あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 913.6

バッテリー 5 あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 913.6

バッテリー 6 あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 913.6

ラスト・イニング あさの あつこ 著 KADOKAWA 913.6

晩夏のプレイボール あさの あつこ 著 KADOKAWA/角川書店 913.6

夜叉神川 安東 みきえ 著 講談社 913.6

仰げば尊し 1 美崎高校吹奏楽部のバラード いずみ 吉紘 脚本 学研プラス 913.6

仰げば尊し 2 美崎高校吹奏楽部のアンサンブル いずみ 吉紘 脚本 学研プラス 913.6

仰げば尊し 3 美崎高校吹奏楽部のファンファーレ いずみ 吉紘 脚本 学研プラス 913.6

もうひとつの曲がり角 岩瀬 成子 著 講談社 913.6

お面屋たまよし 1 石川 宏千花 著 講談社 913.6

お面屋たまよし 2 彼岸ノ祭 石川 宏千花 著 講談社 913.6

お面屋たまよし 3 不穏ノ祭 石川 宏千花 著 講談社 913.6

お面屋たまよし 4 七重ノ祭 石川 宏千花 著 講談社 913.6

お面屋たまよし 5 流浪ノ祭 石川 宏千花 著 講談社 913.6

メイドイン十四歳 石川 宏千花 著 講談社 913.6

死神うどんカフェ1号店 石川 宏千花 著 講談社 913.6

死神うどんカフェ1号店 別腹編☆ 石川 宏千花 著 講談社 913.6

劇部ですから! Act.1 文化祭のジンクス 池田 美代子 作 講談社 913.6

劇部ですから! Act.2 劇部の逆襲 池田 美代子 作 講談社 913.6

劇部ですから! Act.3 恋とマクベス 池田 美代子 作 講談社 913.6

劇部ですから! Act.4 魔の稽古合宿 池田 美代子 作 講談社 913.6

劇部ですから! Act.5 青北中学演劇部に栄光あれ! 池田 美代子 作 講談社 913.6

生活向上委員会! 1 ぼっちですが、なにか? 伊藤 クミコ 作 講談社 913.6

生活向上委員会! 2 あなたの恋を応援し隊! 伊藤 クミコ 作 講談社 913.6

生活向上委員会! 3 女子vs.男子教室ウォーズ 伊藤 クミコ 作 講談社 913.6

生活向上委員会! 4 友だちの階級 伊藤 クミコ 作 講談社 913.6
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生活向上委員会! 5 激突!クラスの女王 伊藤 クミコ 作 講談社 913.6

小説進撃の巨人LOST GIRLS 諫山 創 原作 講談社 913.6

小説進撃の巨人反撃の狼煙 諫山 創 原作 講談社 913.6

鹿の王 1 上橋 菜穂子 作 KADOKAWA 913.6

鹿の王 2 上橋 菜穂子 作 KADOKAWA 913.6

鹿の王 3 上橋 菜穂子 作 KADOKAWA 913.6

鹿の王 4 上橋 菜穂子 作 KADOKAWA 913.6

炎炎ノ消防隊 1 悪魔的ヒーロー登場 大久保 篤 原作・絵 講談社 913.6

炎炎ノ消防隊 2 謎の白装束 大久保 篤 原作・絵 講談社 913.6

炎炎ノ消防隊 3 最強消防官-新門紅丸 大久保 篤 原作・絵 講談社 913.6

炎炎ノ消防隊 4 兄弟の再会 大久保 篤 原作・絵 講談社 913.6

きみと100年分の恋をしよう 1 はじめて恋が生まれた日 折原 みと 作 講談社 913.6

きみと100年分の恋をしよう 2 きみのためにできること 折原 みと 作 講談社 913.6

きみと100年分の恋をしよう 3 きみと手をつないで 折原 みと 作 講談社 913.6

月と珊瑚 上條 さなえ 著 講談社 913.6

夜カフェ 1 倉橋 燿子 作 講談社 913.6

夜カフェ 2 倉橋 燿子 作 講談社 913.6

夜カフェ 3 倉橋 燿子 作 講談社 913.6

夜カフェ 4 倉橋 燿子 作 講談社 913.6

15歳、ぬけがら 栗沢 まり 著 講談社 913.6

サイコーの通知表 工藤 純子 著 講談社 913.6

初恋まねき猫 小手鞠 るい 著 講談社 913.6

はじまりは花言(泣いちゃいそうだよ《高校生編》) 小林 深雪 著 講談社 913.6

はじめての日々(泣いちゃいそうだよ《高校生編》) 小林 深雪 著 講談社 913.6

花束(泣いちゃいそうだよ《高校生編》) 小林 深雪 著 講談社 913.6

大人への階段 Step1(泣いちゃいそうだよ《高校生編》) 小林 深雪 著 講談社 913.6

大人への階段 Step2(泣いちゃいそうだよ《高校生編》) 小林 深雪 著 講談社 913.6

未来への扉(泣いちゃいそうだよ《高校生編》) 小林 深雪 著 講談社 913.6

未来を花束にして(泣いちゃいそうだよ《高校生編》) 小林 深雪 著 講談社 913.6

藤井兄妹の絶体絶命な毎日(泣いちゃいそうだよ《高
校生編》)

小林 深雪 著 講談社 913.6

ばんぱいやのパフェ屋さん 1 ｢マジックアワー｣へようこそ佐々木 禎子 著 ポプラ社 913.6

ばんぱいやのパフェ屋さん 2 真夜中の人魚姫 佐々木 禎子 著 ポプラ社 913.6

ばんぱいやのパフェ屋さん 4 恋する逃亡者たち 佐々木 禎子 著 ポプラ社 913.6

ばんぱいやのパフェ屋さん 5 雪解けのパフェ 佐々木 禎子 著 ポプラ社 913.6

がっこうのおばけずかん 斉藤 洋 作 講談社 913.6

レストランのおばけずかん 斉藤 洋 作 講談社 913.6

小説はたらく細胞 清水 茜 原作・イラスト 講談社 913.6

小説はたらく細胞 2 清水 茜 原作・イラスト 講談社 913.6

小説はたらく細胞 3 清水 茜 原作・イラスト 講談社 913.6

小説映画ちはやふる 上の句 末次 由紀 原作 講談社 913.6

小説映画ちはやふる 結び 末次 由紀 原作 講談社 913.6
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小説映画ちはやふる 下の句 末次 由紀 原作 講談社 913.6

蜘蛛のお姫様はスマホ好き 住滝 良 作 講談社 913.6

ぼくらの七日間戦争 宗田 理 作 KADOKAWA 913.6

謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま Recipe1 ヒン
トはカフェに現れる?

田村 理江 作 国土社 913.6

謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま Recipe2 ミス
テリアスなティータイム

田村 理江 作 国土社 913.6

謎解きカフェの事件レシピゆめぐるま Recipe3 事件
と遊びのボーダーライン

田村 理江 作 国土社 913.6

やがらす魔道具店と黒い結末 田丸 雅智 著 学研プラス 913.6

小説映画きみの瞳が問いかけている 登米 裕一 脚本 講談社 913.6

ゆりの木荘の子どもたち 富安 陽子 作 講談社 913.6

ゆかいな床井くん 戸森 しるこ 著 講談社 913.6

エリーゼさんをさがして 梨屋 アリエ 著 講談社 913.6

エール はやみね かおる 著 講談社 913.68

友情リアル はやみね かおる 著 講談社 913.68

レッツはおなか ひこ・田中 さく 講談社 913.6

小説映画となりの怪物くん ろびこ 原作 講談社 913.6

跳べ、暁! 藤岡 陽子 著 ポプラ社 913.6

小説黒崎くんの言いなりになんてならない 1 マキノ 原作・イラスト 講談社 913.6

小説黒崎くんの言いなりになんてならない 2 マキノ 原作・イラスト 講談社 913.6

小説黒崎くんの言いなりになんてならない 3 マキノ 原作・イラスト 講談社 913.6

保健室経由、かねやま本館。 1 松素 めぐり 著 講談社 913.6

保健室経由、かねやま本館。 2 松素 めぐり 著 講談社 913.6

保健室経由、かねやま本館。 3 松素 めぐり 著 講談社 913.6

小説午前0時、キスしに来てよ 上 みきもと 凛 原作 講談社 913.6

小説午前0時、キスしに来てよ 下 みきもと 凛 原作 講談社 913.6

みつばちと少年 村上 しいこ 著 講談社 913.6

ホームズの娘 横関 大 作 講談社 913.6

ルパンの帰還 横関 大 作 講談社 913.6

ルパンの娘 横関 大 作 講談社 913.6

チームあかり（チームシリーズ） 吉野 万理子 作 学研教育出版 913.6

チームあした（チームシリーズ） 吉野 万理子 作 学研教育出版 913.6

チームつばさ 新装版（チームシリーズ） 吉野 万理子 作 学研プラス 913.6

チームひとり（チームシリーズ） 吉野 万理子 作 学研教育出版 913.6

チームふたり（チームシリーズ） 吉野 万理子 作 学研教育出版 913.6

チームみらい（チームシリーズ） 吉野 万理子 作 学研教育出版 913.6

【絵本　英語でよもう!はじめてのめいさく】

あかずきん いもと ようこ 文・絵 岩崎書店 E

3びきのこぶた いもと ようこ 文・絵 岩崎書店 E

おむすびころりん いもと ようこ 文・絵 岩崎書店 E

きんたろう いもと ようこ 文・絵 岩崎書店 E

ねずみのすもう いもと ようこ 文・絵 岩崎書店 E
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さるかに いもと ようこ 文・絵 岩崎書店 E

うらしまたろう いもと ようこ 文・絵 岩崎書店 E

はなさかじいさん いもと ようこ 文・絵 岩崎書店 E

【うごくえほん】

あっちゃんのはたけ 大西 ひろみ 作,絵 モーニング 726.6

どうぞのいす 香山 美子 作 モーニング 726.6

ぴっけやまのおならくらべ かさい まり 文,声の出演 モーニング 726.6

999ひきのきょうだい 木村 研 文 モーニング 726.6

999ひきのきょうだいのおひっこし 木村 研 文 モーニング 726.6

つきよのくじら 戸田 和代 作 モーニング 726.6

うえへまいりまぁす 長谷川 義史 作,絵,声の出演 モーニング 726.6

そらとぶパン 深見 春夫 作,絵 モーニング 726.6

ちびくろ・さんぼ ヘレン・バンナーマン 文 モーニング 726.6

あなぐまのクリーニングやさん 正岡 慧子 作 モーニング 726.6

すっぽんぽんのすけ もとした いづみ 作,声の出演 モーニング 726.6

【絵本】

恐竜トリケラトプスジュラ紀にいく(恐竜の大陸) 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 E

恐竜トリケラトプスとティラノサウルス(恐竜の大陸) 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 E

恐竜トリケラトプスと巨大ガメ(恐竜の大陸) 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 E

恐竜トリケラトプスと巨大ワニ(恐竜の大陸) 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 E

恐竜トリケラトプスの大決戦(恐竜の大陸) 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 E

恐竜リトルホーンと巨大翼竜(恐竜の大陸) 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 E

たたかえ恐竜トリケラトプス(恐竜の大陸) 黒川 みつひろ 作絵 小峰書店 E

ながねこさん ケンヤ・カセ さく アイフリークモバイル E

100万回生きたねこ （佐野洋子の絵本） 佐野 洋子 作・絵 講談社 E

す〜べりだい 鈴木 のりたけ 作・絵 PHP研究所 E

チクチクさんトゲトゲさん *すまいるママ* さく・え PHP研究所 E

チクチクさんともりのかいぶつ *すまいるママ* さく・え PHP研究所 E

ぶららんこ 鈴木 のりたけ 作・絵 PHP研究所 E

おばけのマールとすてきなことば なかい れい え 中西出版 E

おばけのマールとたのしいオーケストラ なかい れい え 中西出版 E

にこにこぎゅっ ひだの かな代 え・ぶん 中西出版 E

いちにちのりもの ふくべ あきひろ さく PHP研究所 E

いちにちぶんぼうぐ ふくべ あきひろ さく PHP研究所 E

10ぴきのかえるのおくりもの 間所 ひさこ さく PHP研究所 E

10ぴきのかえるのピクニック 間所 ひさこ さく PHP研究所 E

ぎろろんやまと10ぴきのかえる 間所 ひさこ さく PHP研究所 E

はたらくくるま 通常版 村島 純 文 ピクティオ E

アンパンマンとばいきんまん やなせ たかし 原作 フレーベル館 E

いっしょにうたおうマザーグースのうた 1 （えいご
のうた絵本）

鷲津 名都江 監修・著 Jリサーチ出版 E

【紙芝居】

おやゆびひめ アンデルセン さく アイフリークモバイル C
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はだかのおうさま アンデルセン 作 アイフリークモバイル C

マッチうりのしょうじょ アンデルセン さく アイフリークモバイル C

みにくいあひるのこ アンデルセン さく アイフリークモバイル C

うさぎとかめ イソップ 原作 アイフリークモバイル C

オオカミしょうねん イソップ 原作 アイフリークモバイル C

きんのオノぎんのオノ イソップ 原作 アイフリークモバイル C

つるときつねのごちそう イソップ 原作 アイフリークモバイル C

よくばりな犬 イソップ 原作 アイフリークモバイル C

おむすびころりん いちかわ のぞみ え アイフリークモバイル C

幸福の王子 オスカー・ワイルド 原作 アイフリークモバイル C

あかずきん グリム 原作 アイフリークモバイル C

オオカミと7ひきのこやぎ グリム 原作 アイフリークモバイル C

しらゆきひめ グリム 原作 アイフリークモバイル C

ハーメルンのふえふき グリム 原作 アイフリークモバイル C

ブレーメンのおんがくたい グリム 原作 アイフリークモバイル C

ヘンゼルとグレーテル グリム 原作 アイフリークモバイル C

ラプンツェル グリム 原作 アイフリークモバイル C

うしわかまる SAKAMOTTI え アイフリークモバイル C

はなさかじいさん つだんぼ え アイフリークモバイル C

こぶとりじいさん TOFU え アイフリークモバイル C

ジャックとまめのき ときた ひとし え アイフリークモバイル C

ごんぎつね 新美 南吉 原作 アイフリークモバイル C

てぶくろをかいに 新美 南吉 原作 アイフリークモバイル C

かぐやひめ 猫丸 絵 アイフリークモバイル C

さんびきのこぶた のん☆ 絵 アイフリークモバイル C

おおきなかぶ 平井 里奈 文 アイフリークモバイル C

やまたのおろち 平井 里奈 文 アイフリークモバイル C

シンデレラ ペロー 原作 アイフリークモバイル C

ながぐつをはいたねこ ペロー 原作 アイフリークモバイル C

ねむりのもりのひめ ペロー 原作 アイフリークモバイル C

いなばのしろうさぎ まんの ゆきみ え アイフリークモバイル C

かちかちやま まるやま え アイフリークモバイル C

おうさまのみみはロバのみみ miyako え アイフリークモバイル C

かさじぞう miyako え アイフリークモバイル C

アリババと40にんのとうぞく みやざき こゆる え アイフリークモバイル C

じゅうにしのはじまり みやざき こゆる え アイフリークモバイル C

だいくとおにろく みやざき こゆる え アイフリークモバイル C

まんじゅうこわい みやざき こゆる え アイフリークモバイル C

ねずみのよめいり ゆっちょ え アイフリークモバイル C


