
トーヨーカネツ株式会社様からの寄付金による資料受入リスト（令和4年度）

No. 所蔵館 資料名 巻号 著者名 出版者 請求記号

1 江東 教科書にでてくる生きものをくらべよう 1 今泉忠明／監修 学研プラス 480

2 江東 教科書にでてくる生きものをくらべよう 2 今泉忠明／監修 学研プラス 480

3 江東 教科書にでてくる生きものをくらべよう 3 今泉忠明／監修 学研プラス 480

4 江東 教科書にでてくる生きものをくらべよう 4 今泉忠明／監修 学研プラス 480

5 江東 見つけよう生きものかくれんぼ 1 小宮輝之／監修 小峰書店 481

6 江東 見つけよう生きものかくれんぼ 2 小宮輝之／監修 小峰書店 481

7 江東 見つけよう生きものかくれんぼ 3 小宮輝之／監修 小峰書店 481

8 江東 見つけよう生きものかくれんぼ 4 小宮輝之／監修 小峰書店 481

9 江東 見つけよう生きものかくれんぼ 5 小宮輝之／監修 小峰書店 481

10 江東 見つけよう生きものかくれんぼ 6 小宮輝之／監修 小峰書店 481

11 江東 JRの在来線 国土社編集部／編 国土社 536

12 江東 私鉄 国土社編集部／編 国土社 546

13 江東 新幹線 国土社編集部／編 国土社 546

14 江東 世界地図めいろブック ガレス・ルーカス／絵 あかね書房 798

15 江東 ワールドツアーめいろブック ザ・ボーイ・フィッツ・ハモンド／絵あかね書房 798

16 江東 あひるのたまごねえちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 Eｱ

17 江東 からすのたまごにいちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 Eｱ

18 江東 がんばる!たまごにいちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 Eｱ

19 江東 きんのたまごにいちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 Eｱ

20 江東 こんにちはたまごにいちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 Eｱ

21 江東 たまごにいちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 Eｱ

22 江東 たまごにいちゃんといっしょ あきやまただし／作・絵 鈴木出版 Eｱ

23 江東 たまごにいちゃんぐみ あきやまただし／作・絵 鈴木出版 Eｱ

24 江東 たまごねえちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 Eｱ

25 江東 へんしん!たまごにいちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 Eｱ

26 江東 ぺんぎんのたまごにいちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 Eｱ

27 江東 やっぱりたまごねえちゃん あきやまただし／作・絵 鈴木出版 Eｱ

28 東陽 ポプラディアプラス日本の地理 1 ポプラ社 29.1

29 東陽 ポプラディアプラス日本の地理 2 ポプラ社 29.1

30 東陽 ポプラディアプラス日本の地理 3 ポプラ社 29.1

31 東陽 ポプラディアプラス日本の地理 4 ポプラ社 29.1

32 東陽 ポプラディアプラス日本の地理 5 ポプラ社 29.1

33 東陽 ポプラディアプラス日本の地理 6 ポプラ社 29.1

34 東陽 ポプラディアプラス日本の地理 7 ポプラ社 29.1

35 豊洲 くらしをくらべる戦前・戦中・戦後 1 古舘明廣／著 岩崎書店 21

36 豊洲 くらしをくらべる戦前・戦中・戦後 2 古舘明廣／著 岩崎書店 21

37 豊洲 くらしをくらべる戦前・戦中・戦後 3 古舘明廣／著 岩崎書店 21

38 豊洲 10分で読める歴史人物伝 1 本郷和人／監修 岩崎書店 28

39 豊洲 10分で読める歴史人物伝 2 本郷和人／監修 岩崎書店 28

40 豊洲 10分で読める歴史人物伝 3 本郷和人／監修 岩崎書店 28

41 豊洲 10分で読める歴史人物伝 4 本郷和人／監修 岩崎書店 28

42 豊洲 10分で読める歴史人物伝 5 本郷和人／監修 岩崎書店 28

43 豊洲 昔のくらしの道具事典 神野善治／監修 岩崎書店 38

44 豊洲 大接近!スポーツものづくり 1 高山リョウ／構成・文 岩崎書店 78

45 豊洲 大接近!スポーツものづくり 2 高山リョウ／構成・文 岩崎書店 78

46 豊洲 大接近!スポーツものづくり 3 高山リョウ／構成・文 岩崎書店 78

47 豊洲 大接近!スポーツものづくり 4 高山リョウ／構成・文 岩崎書店 78

48 豊洲 大接近!スポーツものづくり 5 高山リョウ／構成・文 岩崎書店 78

49 豊洲 大接近!スポーツものづくり 6 高山リョウ／構成・文 岩崎書店 78

50 豊洲 パラスポーツ大百科 1 藤田紀昭／監修 岩崎書店 78



トーヨーカネツ株式会社様からの寄付金による資料受入リスト（令和4年度）

No. 所蔵館 資料名 巻号 著者名 出版者 請求記号

51 豊洲 パラスポーツ大百科 2 藤田紀昭／監修 岩崎書店 78

52 豊洲 パラスポーツ大百科 3 藤田紀昭／監修 岩崎書店 78

53 豊洲 パラスポーツ大百科 4 藤田紀昭／監修 岩崎書店 78

54 豊洲 パラスポーツ大百科 5 藤田紀昭／監修 岩崎書店 78

55 豊洲 パラスポーツ大百科 6 藤田紀昭／監修 岩崎書店 78

56 東雲 わくわく自由研究 1・2年生 辻健／監修 国土社 40

57 東雲 わくわく自由研究 3年生 辻健／監修 国土社 40

58 東雲 わくわく自由研究 4年生 辻健／監修 国土社 40

59 東雲 わくわく自由研究 5年生 辻健／監修 国土社 40

60 東雲 わくわく自由研究 6年生 辻健／監修 国土社 40

61 東雲 見つけよう!草花のちえ 1 稲垣栄洋／監修 小峰書店 47

62 東雲 見つけよう!草花のちえ 2 稲垣栄洋／監修 小峰書店 47

63 東雲 見つけよう!草花のちえ 3 稲垣栄洋／監修 小峰書店 47

64 東雲 見つけよう!草花のちえ 4 稲垣栄洋／監修 小峰書店 47

65 東雲 見つけよう!草花のちえ 5 稲垣栄洋／監修 小峰書店 47

66 東雲 コツがまるわかり!生き物の飼いかた 1 ポプラ社 48

67 東雲 コツがまるわかり!生き物の飼いかた 2 ポプラ社 48

68 東雲 コツがまるわかり!生き物の飼いかた 3 ポプラ社 48

69 東雲 コツがまるわかり!生き物の飼いかた 4 ポプラ社 48

70 東雲 コツがまるわかり!生き物の飼いかた 5 ポプラ社 48

71 東雲 コツがまるわかり!生き物の飼いかた 6 ポプラ社 48

72 東雲 コツがまるわかり!生き物の飼いかた 7 ポプラ社 48

73 東雲 コツがまるわかり!生き物の飼いかた 8 ポプラ社 48

74 古石場 はっけんいっぱい!まちのしせつ 1 田村学／監修 ポプラ社 30

75 古石場 はっけんいっぱい!まちのしせつ 2 田村学／監修 ポプラ社 30

76 古石場 はっけんいっぱい!まちのしせつ 3 田村学／監修 ポプラ社 30

77 古石場 はっけんいっぱい!まちのしせつ 4 田村学／監修 ポプラ社 30

78 古石場 はっけんいっぱい!まちのしせつ 5 田村学／監修 ポプラ社 30

79 古石場 小さな生きものの春夏秋冬 1 池田菜津美／文・構成 ポプラ社 48.2

80 古石場 小さな生きものの春夏秋冬 2 池田菜津美／文・構成 ポプラ社 48.2

81 古石場 小さな生きものの春夏秋冬 3 池田菜津美／文・構成 ポプラ社 48.2

82 古石場 小さな生きものの春夏秋冬 4 池田菜津美／文・構成 ポプラ社 48.2

83 古石場 小さな生きものの春夏秋冬 5 池田菜津美／文・構成 ポプラ社 48.2

84 古石場 小さな生きものの春夏秋冬 6 池田菜津美／文・構成 ポプラ社 48.2

85 古石場 しごととつくりがよくわかる!じどう車くらべ [2] 小賀野実／監修・写真 金の星社 68.1

86 古石場 しごととつくりがよくわかる!じどう車くらべ [3] 小賀野実／監修・写真 金の星社 68.1

87 古石場 しごととつくりがよくわかる!じどう車くらべ [4] 小賀野実／監修・写真 金の星社 68.1

88 城東 調べる学習子ども年鑑 2022 朝日小学生新聞／監修 岩崎書店 5

89 城東 イネ・米・ごはん大百科 1 辻井良政／監修 ポプラ社 47

90 城東 イネ・米・ごはん大百科 2 辻井良政／監修 ポプラ社 47

91 城東 イネ・米・ごはん大百科 3 辻井良政／監修 ポプラ社 47

92 城東 イネ・米・ごはん大百科 4 辻井良政／監修 ポプラ社 47

93 城東 イネ・米・ごはん大百科 5 辻井良政／監修 ポプラ社 47

94 城東 イネ・米・ごはん大百科 6 辻井良政／監修 ポプラ社 47

95 城東 大研究お米の図鑑 本林隆／監修 国土社 47

96 城東 よくわかる米の事典 1 稲垣栄洋／監修 小峰書店 47

97 城東 よくわかる米の事典 2 稲垣栄洋／監修 小峰書店 47

98 城東 よくわかる米の事典 3 稲垣栄洋／監修 小峰書店 47

99 城東 よくわかる米の事典 4 稲垣栄洋／監修 小峰書店 47

100 城東 よくわかる米の事典 5 稲垣栄洋／監修 小峰書店 47
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101 城東 モモ ミヒャエル・エンデ／作 岩波書店 97ｴ

102 城東 リンゴちゃん 角野栄子／作 ポプラ社 99ｶ

103 城東 リンゴちゃんとのろいさん 角野栄子／作 ポプラ社 99ｶ

104 城東 リンゴちゃんのおはな 角野栄子／作 ポプラ社 99ｶ

105 城東 はれときどきぶた 矢玉四郎／作・絵 岩崎書店 99ﾔ

106 城東 ほっきょくでうしをうつ 角幡唯介／作 岩崎書店 Eｱ

107 城東 ノラネコぐんだん おすしやさん 工藤ノリコ／著 白泉社 Eｸ

108 城東 ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ 工藤ノリコ／著 白泉社 Eｸ

109 城東 ぼく 谷川俊太郎／作 岩崎書店 Eｺ

110 城東 わたしはしなないおんなのこ 小林エリカ／作絵 岩崎書店 Eｺ

111 城東 クヌギがいる 今森光彦／作 岩崎書店 Eｼ

112 城東 スープとあめだま ブレイディみかこ／作 岩崎書店 Eﾅ

113 亀戸 桶狭間の合戦 加来耕三／企画・構成・監修 ポプラ社 21

114 亀戸 学研まんがNEW日本の歴史 1 大石学／総監修 学研プラス 21

115 亀戸 学研まんがNEW日本の歴史 2 大石学／総監修 学研プラス 21

116 亀戸 学研まんがNEW日本の歴史 3 大石学／総監修 学研プラス 21

117 亀戸 学研まんがNEW日本の歴史 4 大石学／総監修 学研プラス 21

118 亀戸 学研まんがNEW日本の歴史 5 大石学／総監修 学研プラス 21

119 亀戸 学研まんがNEW日本の歴史 6 大石学／総監修 学研プラス 21

120 亀戸 学研まんがNEW日本の歴史 7 大石学／総監修 学研プラス 21

121 亀戸 学研まんがNEW日本の歴史 8 大石学／総監修 学研プラス 21

122 亀戸 学研まんがNEW日本の歴史 9 大石学／総監修 学研プラス 21

123 亀戸 学研まんがNEW日本の歴史 10 大石学／総監修 学研プラス 21

124 亀戸 学研まんがNEW日本の歴史 11 大石学／総監修 学研プラス 21

125 亀戸 学研まんがNEW日本の歴史 12 大石学／総監修 学研プラス 21

126 亀戸 明智光秀 加来耕三／企画・構成・監修 ポプラ社 28ｱ

127 亀戸 織田信長 加来耕三／企画・構成・監修 ポプラ社 28ｵ

128 亀戸 坂本龍馬 加来耕三／企画・構成・監修 ポプラ社 28ｻ

129 亀戸 真田幸村 加来耕三／企画・構成・監修 ポプラ社 28ｻ

130 亀戸 武田信玄と上杉謙信 加来耕三／企画・構成・監修 ポプラ社 28ﾀ

131 亀戸 伊達政宗 加来耕三／企画・構成・監修 ポプラ社 28ﾀ

132 亀戸 徳川家康 加来耕三／企画・構成・監修 ポプラ社 28ﾄ

133 亀戸 豊臣秀吉 加来耕三／企画・構成・監修 ポプラ社 28ﾄ

134 亀戸 源頼朝 加来耕三／企画・構成・監修 ポプラ社 28ﾐ

135 亀戸 毛利元就 加来耕三／企画・構成・監修 ポプラ社 28ﾓ

136 亀戸 恐竜キングダム 1 エアーチーム／まんが KADOKAWA 45.1

137 亀戸 恐竜キングダム 2 エアーチーム／まんが KADOKAWA 45.1

138 亀戸 恐竜キングダム 3 エアーチーム／まんが KADOKAWA 45.1

139 亀戸 恐竜キングダム 4 エアーチーム／まんが KADOKAWA 45.1

140 亀戸 恐竜キングダム 5 エアーチーム／まんが KADOKAWA 45.1

141 亀戸 恐竜キングダム 6 エアーチーム／まんが KADOKAWA 45.1

142 亀戸 恐竜キングダム 7 エアーチーム／まんが KADOKAWA 45.1

143 亀戸 恐竜キングダム 8 エアーチーム／まんが KADOKAWA 45.1

144 亀戸 恐竜キングダム 9 エアーチーム／まんが KADOKAWA 45.1

145 亀戸 恐竜キングダム 10 エアーチーム／まんが KADOKAWA 45.1

146 亀戸 恐竜キングダム 11 エアーチーム／まんが KADOKAWA 45.1

147 亀戸 恐竜キングダム 12 エアーチーム／まんが KADOKAWA 45.1

148 亀戸 怪人二十面相と少年探偵団 江戸川乱歩／原作 KADOKAWA 96ｴ

149 亀戸 あらしのよるに きむらゆういち／作 講談社 97ｷ

150 亀戸 水滸伝 上 施耐庵／作 岩波書店 97ｼ
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151 亀戸 水滸伝 中 施耐庵／作 岩波書店 97ｼ

152 亀戸 水滸伝 下 施耐庵／作 岩波書店 97ｼ

153 亀戸 ぼくらの七日間戦争 宗田理／作 ポプラ社 97ｿ

154 亀戸 キャベたまたんていからくりにんじゃやしきのなぞ 三田村信行／作 金の星社 99ﾐ

155 亀戸 キャベたまたんていちんぼつ船のひみつ 三田村信行／作 金の星社 99ﾐ

156 亀戸 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 Eｾ

157 亀戸 ぐりとぐら 中川李枝子／さく 福音館書店 Eﾔ

158 亀戸 ぐりとぐらとくるりくら 中川李枝子／さく 福音館書店 Eﾔ

159 亀戸 ぐりとぐらとすみれちゃん 中川李枝子／さく 福音館書店 Eﾔ

160 亀戸 ぐりとぐらのえんそく 中川李枝子／さく 福音館書店 Eﾔ

161 亀戸 ぐりとぐらのおおそうじ 中川李枝子／さく 福音館書店 Eﾔ

162 亀戸 ぐりとぐらのおきゃくさま 中川李枝子／さく 福音館書店 Eﾔ

163 亀戸 ぐりとぐらのかいすいよく 中川李枝子／さく 福音館書店 Eﾔ

164 砂町 おきがえいろいろかくれんぼ いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社 EBｲ

165 砂町 くだものいろいろかくれんぼ いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社 EBｲ

166 砂町 クリスマスのかくれんぼ いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社 EBｲ

167 砂町 しろくろいろいろかくれんぼ いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社 EBｲ

168 砂町 とりのもようでかくれんぼ いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社 EBｲ

169 砂町 どうぶついろいろかくれんぼ いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社 EBｲ

170 砂町 どうぶつもようでかくれんぼ いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社 EBｲ

171 砂町 のりものいろいろかくれんぼ いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社 EBｲ

172 砂町 ハロウィンのかくれんぼ いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社 EBｲ

173 砂町 むしいろいろかくれんぼ いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社 EBｲ

174 砂町 やさいいろいろかくれんぼ いしかわこうじ／作・絵 ポプラ社 EBｲ

175 砂町 あかんべノンタン キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

176 砂町 ノンタンあわぷくぷくぷぷぷう キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

177 砂町 ノンタンいたいのとんでけ～☆ キヨノサチコ／作・絵 偕成社 EBｷ

178 砂町 ノンタンいもうといいな キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

179 砂町 ノンタンおたのしみブック キヨノサチコ／作・絵 偕成社 EBｷ

180 砂町 ノンタンおねしょでしょん キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

181 砂町 ノンタンおばけむらめいろ キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

182 砂町 ノンタンおやすみなさい キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

183 砂町 ノンタンおよぐのだいすき キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

184 砂町 ノンタンこちょこちょこちょ キヨノサチコ／作・絵 偕成社 EBｷ

185 砂町 ノンタン!サンタクロースだよ キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

186 砂町 ノンタンしゃっくりひっくひく キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

187 砂町 ノンタンスプーンたんたんたん キヨノサチコ／作・絵 偕成社 EBｷ

188 砂町 ノンタンたいそう1・2・3 キヨノサチコ／作・絵 偕成社 EBｷ

189 砂町 ノンタンでかでかありがとう キヨノサチコ／作・絵 偕成社 EBｷ

190 砂町 ノンタンのたんじょうび キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

191 砂町 ノンタンバースデイブック キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

192 砂町 ノンタンぱっぱらぱなし キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

193 砂町 ノンタンピクニックららら キヨノサチコ／原案・絵 偕成社 EBｷ

194 砂町 ノンタンふわふわタータン キヨノサチコ／作・絵 偕成社 EBｷ

195 砂町 ノンタンぶらんこのせて キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

196 砂町 ノンタンほわほわほわわ キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

197 砂町 ノンタンボールまてまてまて キヨノサチコ／作絵 偕成社 EBｷ

198 砂町 うさこちゃんとゆうえんち ディック・ブルーナ／ぶんえ 福音館書店 EBﾌ

199 砂町 きいろいことり ディック・ブルーナ／ぶんえ 福音館書店 EBﾌ

200 砂町 こいぬのくんくん ディック・ブルーナ／ぶんえ 福音館書店 EBﾌ
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201 砂町 ちいさなさかな ディック・ブルーナ／ぶんえ 福音館書店 EBﾌ

202 砂町 ふしぎなたまご ディック・ブルーナ／ぶんえ 福音館書店 EBﾌ

203 砂町 アンパンマンとうみのあくま やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

204 砂町 アンパンマンとカレンのもり やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

205 砂町 アンパンマンとくろいとり やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

206 砂町 あんぱんまんとごりらまん やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

207 砂町 アンパンマンとさばくのたから やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

208 砂町 アンパンマンとたけとんぼまん やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

209 砂町 アンパンマンとだだんだん やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

210 砂町 アンパンマンとちくりん やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

211 砂町 アンパンマンとつみきのしろ やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

212 砂町 アンパンマンとぴいちくもり やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

213 砂町 アンパンマンとまほうのロープ やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

214 砂町 アンパンマンとみかづきまん やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

215 砂町 アンパンマンともぐりん やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

216 砂町 アンパンマンとゆうれいせん やなせたかし／作・絵 フレーベル館 EBﾔ

217 砂町 アンパンマンのマーチ やなせたかし／原作 フレーベル館 EBﾔ

218 砂町 それいけ!アンパンマンアニメえほんブックヒーローズ 1 やなせたかし／原作 フレーベル館 EBﾔ

219 砂町 それいけ!アンパンマンアニメえほんブックヒーローズ 2 やなせたかし／原作 フレーベル館 EBﾔ

220 砂町 それいけ!アンパンマンアニメえほんブックヒーローズ 3 やなせたかし／原作 フレーベル館 EBﾔ

221 砂町 それいけ!アンパンマンアニメえほんブックヒーローズ 4 やなせたかし／原作 フレーベル館 EBﾔ

222 砂町 それいけ!アンパンマンアニメえほんブックヒーローズ 5 やなせたかし／原作 フレーベル館 EBﾔ

223 砂町 ロールパンナとカレーパンマン やなせたかし／原作 フレーベル館 EBﾔ

224 東大島 頭がよくなるひみつ 陰山英男／著 小学館クリエイティブ 30

225 東大島 学校のひみつ 齋藤孝／著 小学館クリエイティブ 30

226 東大島 友だちのひみつ 香山リカ／著 小学館クリエイティブ 30

227 東大島 ジブン未来図鑑 1 ポプラ社 36.6

228 東大島 ジブン未来図鑑 2 ポプラ社 36.6

229 東大島 ジブン未来図鑑 3 ポプラ社 36.6

230 東大島 ジブン未来図鑑 4 ポプラ社 36.6

231 東大島 ジブン未来図鑑 5 ポプラ社 36.6

232 東大島 水中最強王図鑑 G.Masukawa／監修 学研プラス 48

233 東大島 きれいな字のひみつ 青山浩之／著 小学館クリエイティブ 72

234 東大島 いろ 神永曉／監修 講談社 81

235 東大島 かず 神永曉／監修 講談社 81

236 東大島 そら 神永曉／監修 講談社 81

237 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 1 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

238 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 2 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

239 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 3 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

240 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 4 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

241 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 5 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

242 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 6 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

243 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 7 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

244 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 8 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

245 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 9 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

246 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 10 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

247 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 11 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

248 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 12 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

249 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 13 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

250 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 14 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ
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251 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 15 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

252 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 16 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

253 東大島 ふしぎ駄菓子屋銭天堂 17 廣嶋玲子／作 偕成社 97ﾋ

254 東大島 アンデルセン童話集 ハンス・クリスチャン・アンデルセン／著世界文化ブックス 99ｱ

255 東大島 グリム童話集 ヤーコプ・L.C.グリム／著 世界文化ブックス 99ｸ

256 東大島 ちびっこやゆよ 宮下すずか／作 くもん出版 99ﾐ

257 東大島 てんのないにっき 宮下すずか／作 くもん出版 99ﾐ

258 東大島 でんごんゲーム 宮下すずか／作 くもん出版 99ﾐ

259 東大島 トソックオマトソート! 宮下すずか／作 くもん出版 99ﾐ

260 東大島 へのへのもへじのおともだち 宮下すずか／作 くもん出版 99ﾐ

261 東大島 エルマーとおおきなとり デビッド・マッキー／ぶんとえ BL出版 Eﾏ

262 東大島 エルマーとスーパーゾウマン デビッド・マッキー／ぶんとえ BL出版 Eﾏ

263 東大島 エルマーとにじ デビッド・マッキー／ぶんとえ BL出版 Eﾏ

264 東大島 エルマーのとくべつな日 デビッド・マッキー／ぶんとえ BL出版 Eﾏ

265 こどもプラザ 古代遺跡のサバイバル 1 洪在徹/文 朝日新聞出版 20

266 こどもプラザ 古代遺跡のサバイバル 2 洪在徹/文 朝日新聞出版 20

267 こどもプラザ ピラミッドのサバイバル 1 洪在徹/文 朝日新聞出版 20

268 こどもプラザ ピラミッドのサバイバル 2 洪在徹/文 朝日新聞出版 20

269 こどもプラザ ピラミッドのサバイバル 3 洪在徹/文 朝日新聞出版 20

270 こどもプラザ ピラミッドのサバイバル 4 洪在徹/文 朝日新聞出版 20

271 こどもプラザ 食糧危機のサバイバル ゴムドリco./文 朝日新聞出版 36

272 こどもプラザ 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 36

273 こどもプラザ 自然史ミュージアムのサバイバル 1 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 40

274 こどもプラザ 自然史ミュージアムのサバイバル 2 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 40

275 こどもプラザ 氷河のサバイバル 崔徳煕／文 朝日新聞出版 40

276 こどもプラザ 異常気象のサバイバル 1 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 45

277 こどもプラザ 異常気象のサバイバル 2 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 45

278 こどもプラザ 火山のサバイバル 洪在徹／文 朝日新聞出版 45

279 こどもプラザ 地震のサバイバル 洪在徹／文 朝日新聞出版 45

280 こどもプラザ 台風のサバイバル 洪在徹／文 朝日新聞出版 45

281 こどもプラザ 恐竜世界のサバイバル 2 洪在徹／文 朝日新聞出版 45.1

282 こどもプラザ 湿地生物のサバイバル 洪在徹／文 朝日新聞出版 46

283 こどもプラザ 植物世界のサバイバル 1 スウィートファクトリー/文 朝日新聞出版 47

284 こどもプラザ 植物世界のサバイバル 2 スウィートファクトリー/文 朝日新聞出版 47

285 こどもプラザ 地中世界のサバイバル 2 スウィートファクトリー/文 朝日新聞出版 48

286 こどもプラザ ナイトサファリのサバイバル 2 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 48

287 こどもプラザ 深海のサバイバル ゴムドリco./文 朝日新聞出版 48.1

288 こどもプラザ 昆虫世界のサバイバル 3 洪在徹/文 朝日新聞出版 48.2

289 こどもプラザ 寄生虫のサバイバル 1 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 49

290 こどもプラザ 新型ウイルスのサバイバル 1 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 49

291 こどもプラザ 人体のサバイバル 3 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 49

292 こどもプラザ エネルギー危機のサバイバル 1 金政郁/文 朝日新聞出版 50

293 こどもプラザ エネルギー危機のサバイバル 2 金政郁/文 朝日新聞出版 50

294 こどもプラザ 原子力のサバイバル 1 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 50

295 こどもプラザ 原子力のサバイバル 2 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 50

296 こどもプラザ AIのサバイバル 1 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 54

297 こどもプラザ AIのサバイバル 2 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 54

298 こどもプラザ ロボット世界のサバイバル 1 金政郁/文 朝日新聞出版 54

299 こどもプラザ ロボット世界のサバイバル 2 金政郁/文 朝日新聞出版 54

300 こどもプラザ ロボット世界のサバイバル 3 金政郁/文 朝日新聞出版 54
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301 こどもプラザ 地下鉄のサバイバル 2 ゴムドリco./文 朝日新聞出版 68.1

302 こどもプラザ 海のサバイバル 洪在徹/文 朝日新聞出版 78

303 こどもプラザ 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 78

304 こどもプラザ 極寒のサバイバル 洪在徹/文 朝日新聞出版 78

305 こどもプラザ ヒマラヤのサバイバル 1 洪在徹/文 朝日新聞出版 78

306 こどもプラザ ヒマラヤのサバイバル 2 洪在徹/文 朝日新聞出版 78


