
 



 



団体貸出「調べ学習セット」のご案内 

江東区立図書館では、小学校に対し、調べ学習の本をセットにして貸出する

サービスを始めました。ぜひ、ご利用ください。 

 

★利用対象   区内の小学校 

★貸出期間   原則１ヶ月 

*貸出期間は 1 ヶ月間ですが、授業で使用する資料になるため、他の学

校でも必要となります。よって、利用が終了次第、返却日に関係なく

速やかにお返しいただきますようご協力をお願いします。 

★貸出セット数 １学年につき１回１セット 

★セット内容   セット本リストからお選びください。 

 

★利用方法   (１）貸出申込書（別紙様式調１号）をご記入の上、ＦＡＸで図書

館にお申込ください。 

 

           (２）図書館から貸出図書の配本日時等をＦＡＸでお知らせし、

後日、指定した日時に配本します。 

            ＊団体貸出リストをお渡ししますので、必ず確認をお願いします。 

 

           (３）返却する１週間ほど前になりましたら、回収依頼書(別紙

様式調２号)をご記入の上、ＦＡＸで図書館にお申込みく

ださい。 

 

(４）図書館から回収日時をお知らせし、後日、指定した日時

に回収に伺います。 

＊団体貸出リストにより、返却する本が揃っているか必ず確認を 

お願いします。 

 

※「貸出申込書」及び「回収依頼書」はお近くの図書館にご持参 

いただいても結構です。 

 

★配本・回収  貸出図書の配本、返却図書の回収は図書館で行います。 

 

【ＦＡＸ送付先】 江東区立深川図書館  ＦＡＸ番号 ３６４３－００６７ 



◎図書の貸出中は、利用団体で適正に管理してください。◎返却時には、必ず貸出リストを参照し冊数と書名を確認してください。◎紛失・汚損・破損した場合は、弁償をお願いすることもあります。※テープなどでの修理はご遠慮ください。※いずれの場合も返却前にご相談ください。◎団体貸出セット以外の本が入らないようにお願いします。

◆セット本の貸出状況、配達予定日等を確認し、ＦＡＸで通知（様式第１号）します。
図書館より配本◆「団体貸出配本サービス」により各施設へ配本します。◆配本時に「団体貸出リスト」をお渡ししますので、必ず確認をお願いします。

図書館から貸出確認書の送付

◆返却期限日前に、「団体貸出セット回収依頼書」（様式第２号）をご記入の上、ＦＡＸでお申込ください。※お近くの図書館にご持参いただいても結構です。◆｢団体貸出リスト｣により、返却する本が揃っているか確認をお願いします。

「子育て支援施設」及び「学校」「子育て支援施設」及び「学校」「子育て支援施設」及び「学校」「子育て支援施設」及び「学校」貸出カード貸出カード貸出カード貸出カード
図書館へ利用の申込み◆図書館へ「団体貸出セット申込書兼確認書」（様式１号）をご記入の上、ＦＡＸでお申込ください。※お近くの図書館にご持参いただいても結構です。

◆回収日時を決めＦＡＸで通知（様式第２号）します。後日、指定した回収日時に伺います。

◆お近くの図書館へ来館し、「団体貸出申請書」を記入し、貸出カードを作成してください。①来館される方のご本人確認できる保険証等を必ずお持ちください。②団体名での登録です。１つの団体で１枚の使用となります。＊貸出カードは当日発行できない場合があります。＊１年毎に更新手続きが必要です。＊申込書の内容に、変更が生じた際は届出が必要です。

共通貸出カード（団体）作成

利用上の注意！！
回収（返却）依頼

返却図書の回収 【FAX送付先・問い合わせ先】【FAX送付先・問い合わせ先】【FAX送付先・問い合わせ先】【FAX送付先・問い合わせ先】

江東区立深川図書館江東区立深川図書館江東区立深川図書館江東区立深川図書館

ＦＡＸ：３６４３－００６７ＦＡＸ：３６４３－００６７ＦＡＸ：３６４３－００６７ＦＡＸ：３６４３－００６７

ＴＥＬ：３６４１－００６２



№ １セット冊数 セット数

25 オリンピック・パラリンピック 44 7

23 昔話絵本（日本） 43 2

24 昔話絵本（世界） 40 3

21 環境・ごみ・リサイクル 40 1

22 自然災害（地震・津波など） 40 1

20 伝記 40 1

19 障害・ユニバーサルデザイン 40 4

18 読み物（高学年向け） 1

16 読み物（低学年向け） 2

17 読み物（中学年向け）

40

40

14 加工食品 7

15 宮澤賢治（中・高学年向け） 3

セット名

植物・野菜の育て方

戦争・平和（低学年向け）

戦争・平和（高学年向け）

電気・エネルギー

2

3

5

9

3

1

2

3

4

5

6

記号・マーク

米

日光

蚕

28

30

40

30

2

3

3

1

7

8

34

41

41

22

6

1

211

10

働く自動車9

神話

職業

39

2

3

12

13

障害者スポーツ

レオ＝レオ二の本

40

47

33

18

40

40

40



 



請求記号 番号 書　名 出版社D1 1 「マーク」の絵事典　社会のきまりがわかる ＰＨＰ研究所D1 2 いろいろみるみる（絵音ブックス） 学事出版D1 3 サインとマーク（ピクチャーコミュニケーション） フレーベル館D1 4 さがしてみよう！マークのえほん　Ｋｉｄｓ’　ＭＡＲＫＳ（キッズ・えほんシリーズ） 学研教育出版D1 5 ジュニア記号の大事典 くもん出版D1 6 すぐできる！よくわかる！学研キッズネットの自由研究　小学生 学研教育出版デジタルコンテンツ制作室D1 7 マーク・記号の大百科  スポーツ、遊び、ことばのマーク・記号 学研D1 8 マーク・記号の大百科  街や道路で見つかるマーク・記号 学研D1 9 マーク・記号の大百科  環境や福祉、安全を守るマーク・記号 学研D1 10 マーク・記号の大百科  国旗、都市、地図のマーク・記号 学研D1 11 マーク・記号の大百科  算数・理科、天気のマーク・記号 学研D1 12 マーク・記号の大百科  食品、衣類、家庭用品のマーク・記号 学研D1 13 マークのずかん 鈴木出版D1 14 マークをさがせ！　いえのなか（発見どこどこミニずかん） ひかりのくにD1 15 マークをさがせ！　まちのなか（発見どこどこミニずかん） ひかりのくにD1 16 みぢかなマーク　改訂新版　好奇心がめばえ、ルールもわかる！ ひかりのくにD1 17 みぢかなマーク３００（知育アルバム　２） 講談社D1 18 記号・マークの大常識（これだけは知っておきたい　２６） ポプラ社D1 19 記号・単位のひみつ（学研まんが新ひみつシリーズ　３０） 学研教育出版D1 20 記号のポケット図鑑  乗り物・施設・用品・しるし・文字 あかね書房D1 21 記号のポケット図鑑  人・動物・植物・自然・食べ物 あかね書房D1 22 検定クイズ１００マーク・記号　雑学（ポケットポプラディア　１０） ポプラ社D1 23 五感の力でバリアをこえる　わかりやすさ・ここちよさの追求（ドキュメント・ユニバーサルデザイン） 大日本図書D1 24 最新記号の図鑑  科学とことばの記号 あかね書房D1 25 最新記号の図鑑  公共施設と交通安全の記号 あかね書房D1 26 最新記号の図鑑  製品と乗り物の記号 あかね書房D1 27 資源・ごみ・リサイクルクイズ（地球を守れめざせ！エコクイズマスター） 金の星社D1 28 色の大研究　こんなはたらきがある！ ＰＨＰ研究所計 28冊

記号・マーク



請求記号 番号 書　名 出版社D2 1 あつあつほかほか！ごはん（どうやってできるの？－ものづくり絵本シリーズ－） ひさかたチャイルドD2 2 イネの一生（科学のアルバム　植物４） あかね書房D2 3 イネの絵本（そだててあそぼう　６） 農山漁村文化協会D2 4 インドネシアのごはん（絵本世界の食事　１７） 農山漁村文化協会D2 5 お米なんでも大百科  お米ができるまで・届くまで ポプラ社D2 6 お米なんでも大百科  お米ってどんな植物だろう？ ポプラ社D2 7 お米なんでも大百科  お米の歴史を調べよう！ ポプラ社D2 8 お米なんでも大百科  お米をおいしく食べよう！ ポプラ社D2 9 お米なんでも大百科  学校でお米をつくろう！ ポプラ社D2 10 お米は生きている（自然と人間） 講談社D2 11 まるごといつもの食材（学研もちあるき図鑑） 学研教育出版D2 12 稲、麦、大豆の研究開発（農林水産・研究開発シリーズ） 草土文化D2 13 写真でわかるぼくらのイネつくり  プランターで苗つくり 農山漁村文化協会D2 14 写真でわかるぼくらのイネつくり  学校田んぼのおもしろ授業 農山漁村文化協会D2 15 写真でわかるぼくらのイネつくり  田植えと育ち 農山漁村文化協会D2 16 写真でわかるぼくらのイネつくり  稔りと穫り入れ 農山漁村文化協会D2 17 写真でわかるぼくらのイネつくり  料理とワラ加工 農山漁村文化協会D2 18 世界の食事おもしろ図鑑　みんな、何を食べている？ ＰＨＰ研究所D2 19 生きものをはぐくむ棚田の米づくり（守ってのこそう！いのちつながる日本の自然　２） 童心社D2 20 赤米・黒米の絵本（そだててあそぼう　９１） 農山漁村文化協会D2 21 惣一じいちゃんの知っているかい？農業のこと 家の光協会D2 22 棚田を歩けば 福音館書店D2 23 地産地消と自給率って何だろう？（こども食育ずかん） 少年写真新聞社D2 24 日本各地食べもの地図　食育資料 帝国書院D2 25 農は過去と未来をつなぐ　田んぼから考えたこと（岩波ジュニア新書　６６２） 岩波書店D2 26 米やトウモロコシ　いろいろな穀物（たのしい野菜づくり育てて食べよう　１） 小峰書店D2 27 ベトナムのごはん 農山漁村文化協会D2 28 日本のもと　米 講談社D2 29 日本の農業　２　米をそだてる 岩崎書店D2 30 食育野菜をそだてる　１　お米 小峰書店計 30冊

米



請求記号 番号 冊数 書　名 出版社3or0 たっぷり日光歴史ウォーキング　世界遺産！徳川三代の聖地を歩く 水曜社1or4 日光パーフェクトガイド 小峰書店D3 2 3 みんなが知りたい！日本の「世界遺産」がわかる本（まなぶっく　Ａ－６０） メイツ出版D3 3 3 修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産  知床／白神山地／日光の社寺／平泉／鎌倉 岩崎書店D3 4 4 修学旅行の本　日光　新版 国土社親子であそぼう！日光こだわり徹底ガイド（子連れ旅行ガイド） メイツ出版栃木県の歴史散歩 山川出版社4or3 日光　鬼怒川（タビハナ） ＪＴＢパブリッシング0or1 日光　鬼怒川（ココミル） ＪＴＢパブリッシングD3 7 3 日光の杉並木を守った男 素朴社D3 8 4 事前学習に役立つみんなの修学旅行　日光・鎌倉 ＪＴＢパブリッシングD3 9 4 日光の自然図鑑 メイツ出版D3 10 4 世界に誇る日本の世界遺産２ ポプラ社D3 11 4 最新★修学旅行の本〔１〕　日光　足尾銅山･富岡製糸場 国土社計 40冊 ※1・・・セットにより、以下の2通りがあります。　　　　　・「たっぷり日光歴史ウォーキング」3冊、「日光パーフェクトガイド」1冊のセット　　　　　・「日光パーフェクトガイド」4冊のセット ※2・・・セットにより、以下の2通りがあります。　　　　　・「親子であそぼう！日光こだわり徹底ガイド」3冊のセット　　　　　・「栃木県の歴史散歩」3冊のセット ※3・・・セットにより、以下の2通りがあります。　　　　　・「日光　鬼怒川（タビハナ）」4冊のセット　　　　　・「日光　鬼怒川（タビハナ）」3冊、「日光　鬼怒川（ココミル）」1冊のセット

日　光

5(※2) 3D3
D3 1(※1)
D3 6(※3)



請求記号 番号 冊数 書　名 出版社D4 1 2 いのちのカプセルまゆ（ふしぎいっぱい写真絵本　１２） ポプラ社D4 2 2 カイコ　まゆからまゆまで（科学のアルバム　虫１２） あかね書房D4 3 2 カイコの絵本（そだててあそぼう　１９） 農山漁村文化協会D4 4 2 ドキドキワクワク生き物飼育教室  かえるよ！カイコ リブリオ出版D4 5 2 育てるふれあう飼い方図鑑  カイコ　アリ　カタツムリ　アゲハの幼虫　スズムシ　ダンゴムシ ポプラ社D4 6 2 家畜、カイコ、ミツバチなどの研究開発（農林水産・研究開発シリーズ） 草土文化D4 7 2 蚕と絹の民俗（歴春ふくしま文庫　３１） 歴史春秋出版D4 8 2 飼育・栽培　増補改訂版（新・ポケット版学研の図鑑　８） 学研教育出版D4 9 2 時の迷路　続　明治、大正、昭和、そして未来へ ＰＨＰ研究所D4 10 2 自然の中の人間シリーズ　昆虫と人間編  カイコでつくる新産業 農山漁村文化協会D4 11 2 上州島村シルクロード　蚕種づくりの人びと（ジュニア・ノンフィクション） 銀の鈴社D4 12 2 人物や文化遺産で読み解く日本の歴史  伊藤博文・横浜港・文明開化 あかね書房D4 13 2 世界へはばたけ！富岡製糸場　まゆみとココのふしぎな旅 上毛新聞社出版局D4 14 2 日本の遺跡と遺産  近代化遺産 岩崎書店D4 15 2 日本の工業　２１世紀のものづくり  食品・繊維工業 岩崎書店計 30冊

蚕



請求記号 番号 書　名 出版社D5 1 アズキの絵本（そだててあそぼう　６６） 農山漁村文化協会D5 2 アスパラガスの絵本（そだててあそぼう　４８） 農山漁村文化協会D5 3 インゲンマメの絵本（そだててあそぼう　８１） 農山漁村文化協会D5 4 カーネーションの絵本（そだててあそぼう　７４） 農山漁村文化協会D5 5 カブの絵本（そだててあそぼう　５６） 農山漁村文化協会D5 6 キャベツの絵本（そだててあそぼう　３２） 農山漁村文化協会D5 7 ゴーヤ　ツルレイシの成長（科学のアルバム・かがやくいのち　８） あかね書房D5 8 サツマイモの絵本（そだててあそぼう　３） 農山漁村文化協会D5 9 サトイモの絵本（そだててあそぼう　７２） 農山漁村文化協会D5 10 ジャガイモの絵本（そだててあそぼう　４） 農山漁村文化協会D5 11 ソラマメの絵本（そだててあそぼう　７１） 農山漁村文化協会D5 12 タマネギの絵本（そだててあそぼう　６１） 農山漁村文化協会D5 13 ちびまる子ちゃんのやさいだいすきえほん（にんじんのまき） 金の星社D5 14 ちびまる子ちゃんのやさいだいすきえほん(なすのまき） 金の星社D5 15 ちびまる子ちゃんのやさいだいすきえほん（ピーマンのまき） 金の星社D5 16 ちびまる子ちゃんのやさいだいすきえほん（トマトのまき） 金の星社D5 17 トウモロコシの絵本（そだててあそぼう　５） 農山漁村文化協会D5 18 トマトの絵本（そだててあそぼう　１） 農山漁村文化協会D5 19 トマトやナス（たのしい野菜づくり育てて食べよう　６） 小峰書店D5 20 ナスの絵本（そだててあそぼう　２） 農山漁村文化協会D5 21 ニガウリ（ゴーヤー）の絵本（そだててあそぼう　５１） 農山漁村文化協会D5 22 ニンジンの絵本（そだててあそぼう　４１） 農山漁村文化協会D5 23 ネギの絵本（そだててあそぼう　５７） 農山漁村文化協会D5 24 ピーマンの絵本（そだててあそぼう　４６） 農山漁村文化協会D5 25 ブロッコリー・カリフラワーの絵本（そだててあそぼう　７５） 農山漁村文化協会D5 26 ホウレンソウの絵本（そだててあそぼう　４７） 農山漁村文化協会D5 27 ミニトマトの絵本（そだててあそぼう　８７） 農山漁村文化協会D5 28 やさいのうえかたそだてかた（かいかたそだてかたずかん　４） 岩崎書店D5 29 やさいはいきている　そだててみようやさいのきれはし（しぜんにタッチ！） ひさかたチャイルドD5 30 レタスの絵本（そだててあそぼう　６２） 農山漁村文化協会D5 31 レンコン〈ハス〉の絵本（そだててあそぼう　７８） 農山漁村文化協会D5 32 飼育・栽培　増補改訂版（新・ポケット版学研の図鑑　８） 学研教育出版D5 33 飼育と観察（小学館の図鑑ＮＥＯ　１５） 小学館D5 34 飼育栽培図鑑　はじめて育てる・自分で育てる 福音館書店計 34冊

植物･野菜の育て方



請求記号 番号 冊数 書　名 出版社D6 1 2 いわたくんちのおばあちゃん 主婦の友社D6 2 2 おとうさんのちず あすなろ書房D6 3 2 おとなになれなかった　弟たちに… 偕成社D6 4 1 おはじきの木（あかね・新えほんシリーズ　３） あかね書房D6 5 1 キンコンカンせんそう（講談社の翻訳絵本） 講談社D6 6 1 サラと魔法のチョコレート ほおずき書籍D6 7 1 せかいでいちばんつよい国 光村教育図書D6 8 1 ちいさなへいたい 朔北社D6 9 2 つる　サダコの願い（世界子ども平和図書館　２） 日本図書センターD6 10 1 はしれ、きかんしゃちからあし（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店D6 11 2 ピース・ブック 童心社D6 12 2 ひろしまのピカ（記録のえほん　１） 小峰書店D6 13 2 へいわってどんなこと？（日・中・韓平和絵本） 童心社D6 14 1 ぼくと弟はあるきつづける（レインボーえほん　１０） 岩崎書店D6 15 2 ぼくの犬（世界子ども平和図書館　１） 日本図書センターD6 16 1 ぼくは弟とあるいた（絵本の泉　１２） 岩崎書店D6 17 2 やくそくのどんぐり 新日本出版社D6 18 1 やめて！ 徳間書店D6 19 2 海をわたった折り鶴（えほんひろば） 小峰書店D6 20 2 少年の木　希望のものがたり 岩崎書店D6 21 2 心をこめて地雷ではなく花をください　サニーアフガニスタンへ 自由国民社D6 22 1 麦ほめに帰ります 新日本出版社D6 23 2 非武装地帯に春がくると（日・中・韓平和絵本） 童心社D6 24 1 おかあさんの紙びな（創作絵本　３３） 岩崎書店D6 25 1 おきなわ島のこえ　ヌチドゥタカラ（いのちこそたから）（記録の絵本　３） 小峰書店D6 26 2 オットー　戦火をくぐったテディベア（評論社の児童図書館・絵本の部屋） 評論社D6 27 1 うちに帰りたい！ クリエイティブ21計 41冊

戦争・平和（低学年向け）



請求記号 番号 書　名 出版社D7 1 ピカドン　だれも知らなかった子どもたちの原爆体験記 講談社D7 2 ２１世紀の紛争　子ども・平和・未来  南北アメリカからのレポート 岩崎書店D7 3 国際紛争の本　いつ・どこで・何がおきたか？  アジアの紛争  ２ 岩崎書店D7 4 国際紛争の本　いつ・どこで・何がおきたか？  ヨーロッパ／アメリカの紛争 岩崎書店D7 5 国際協力と平和を考える５０話（岩波ジュニア新書　４６０） 岩波書店D7 6 戦争と沖縄（岩波ジュニア新書　19） 岩波書店D7 7 暴力の世界地図（くらべてわかる世界地図　１） 大月書店D7 8 訪ねてみよう戦争を学ぶミュージアム／メモリアル（岩波ジュニア新書　５１０） 岩波書店D7 9 戦争（世界地図から学ぼう国際理解） ほるぷ出版D7 10 娘よ、ここが長崎です　永井隆の遺児、茅乃の平和への祈り くもん出版D7 11 さよなら紛争　武装解除人が見た世界の現実（１４歳の世渡り術） 河出書房新社D7 12 平和をつくった世界の２０人（岩波ジュニア新書　６４１） 岩波書店D7 13 未来への伝言　９０歳の元海軍中尉が伝えたい、平和へのメッセージ 現代書林D7 14 はじめて哲学する本 ディスカヴァー・トゥエンティワンD7 15 海をわたる被爆ピアノ（世の中への扉） 講談社D7 16 １３歳からの平和教室 かもがわ出版D7 17 戦争と平和（哲学のおやつ－１０代からの考えるレッスン－） 汐文社D7 18 へいわってどんなこと？（日・中・韓平和絵本） 童心社D7 19 戦争を取材する　子どもたちは何を体験したのか（世の中への扉） 講談社D7 20 ピカドン　復刻新版 小峰書店D7 21 ２１世紀の紛争　子ども・平和・未来  アジアからのレポート 岩崎書店D7 22 ２１世紀の紛争　子ども・平和・未来  中東からのレポート 岩崎書店D7 23 ２１世紀の紛争　子ども・平和・未来  ヨーロッパからのレポート 岩崎書店D7 24 ２１世紀の紛争　子ども・平和・未来  アフリカからのレポート 岩崎書店D7 25 国際紛争の本　いつ・どこで・何がおきたか？  アジアの紛争  １ 岩崎書店D7 26 私の戦争（岩波ジュニア新書　４７９） 岩波書店D7 27 国際紛争の本　いつ・どこで・何がおきたか？  中部・南部アフリカの紛争 岩崎書店D7 28 国際紛争の本　いつ・どこで・何がおきたか？  中東／北アフリカの紛争 岩崎書店D7 29 戦争を知るための平和学入門（ちくまプリマーブックス　１３８） 筑摩書房D7 30 もしも学校に行けたら　アフガニスタンの少女・マリアムの物語 汐文社D7 31 語り伝える空襲　第1巻　ビジュアルブック　１０万人が殺された日 新日本出版社D7 32 語り伝える空襲　第2巻　ビジュアルブック　日本が戦場になった日 新日本出版社D7 33 語り伝える空襲　第3巻　ビジュアルブック　ふりそそぐ爆弾の雨 新日本出版社D7 34 語り伝える空襲　第4巻　ビジュアルブック　逃げまどう市民たち 新日本出版社D7 35 語り伝える空襲　第5巻　ビジュアルブック　人類初の核攻撃 新日本出版社D7 36 語り伝えるアジア・太平洋戦争　第1巻　ビジュアルブック　開戦への道のり 新日本出版社D7 37 語り伝えるアジア・太平洋戦争　第2巻　ビジュアルブック　アジア・太平洋戦争の開戦 新日本出版社D7 38 語り伝えるアジア・太平洋戦争　第3巻　ビジュアルブック　戦時下、銃後の国民生活 新日本出版社D7 39 語り伝えるアジア・太平洋戦争　第4巻　ビジュアルブック　空襲、疎開、日本の敗戦 新日本出版社D7 40 語り伝えるアジア・太平洋戦争　第5巻　ビジュアルブック　おわらない戦後と平和への道 新日本出版社D7 41 うちに帰りたい！ クリエイティブ21計 41冊

戦争・平和（高学年向け）



請求記号 番号 書　名 出版社D8 1 エネルギーってなんだろう（みつけようかがく） 福音館書店D8 2 エネルギーをどうする　改訂・新データ版　新しいエネルギーがわかる本（わたしたちの生きている地球－調べ学習にやくだつ環境の本－　４） 童心社D8 3 エネルギー絵事典　私たちの大切な資源 ＰＨＰ研究所D8 4 みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来  くらしの省エネ 小峰書店D8 5 みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来  交通・運輸と地球環境 小峰書店D8 6 みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来  地球温暖化時代を生きる 小峰書店D8 7 みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来  電力と地球環境 小峰書店D8 8 環境問題の基本のキホン　物質とエネルギー（ちくまプリマー新書　１０４） 筑摩書房D8 9 原子力の大研究　大きなエネルギー ＰＨＰ研究所D8 10 実践！体験！みんなでストップ温暖化  学校でやろう！ストップ温暖化 学研教育出版D8 11 実践！体験！みんなでストップ温暖化  現場を見学！日本と世界のエコ対策 学研教育出版D8 12 実践！体験！みんなでストップ温暖化  実験でわかる！環境問題とエネルギー 学研教育出版D8 13 実践！体験！みんなでストップ温暖化  地域と家庭で！地球を守るエコ活動 学研教育出版D8 14 実践！体験！みんなでストップ温暖化  調べて発表！温暖化のしくみ 学研教育出版D8 15 石油の大研究　地球の化石資源の主役！ ＰＨＰ研究所D8 16 電気がいちばんわかる本  モーターのひみつ ポプラ社D8 17 電気がいちばんわかる本  電波のひみつ ポプラ社D8 18 電気がいちばんわかる本  熱のひみつ ポプラ社D8 19 電気がいちばんわかる本  発電のひみつ ポプラ社D8 20 電気がいちばんわかる本  明かりのひみつ ポプラ社D8 21 電気の大研究　楽しい実験がいっぱい！ ＰＨＰ研究所D8 22 電気を起こす・ためる・利用する（小学校たのしい理科の教室） 大日本図書計 22冊

電気・エネルギー



請求記号 番号 書　名 出版社あたらしい自動車ずかん　乗用車・スポーツカー　はたらく自動車（のりもの写真えほん　６） * 成美堂出版自動車大集合（大解説！のりもの図鑑ＤＸ　８） * ポプラ社D9 2 くらべてみよう！はたらくじどう車  しょうぼう車 金の星社D9 3 くらべてみよう！はたらくじどう車  せいそう車・じょせつ車 金の星社D9 4 くらべてみよう！はたらくじどう車  バス・トラック 金の星社D9 5 くらべてみよう！はたらくじどう車  パトロールカー・きゅうきゅう車 金の星社D9 6 くらべてみよう！はたらくじどう車  ブルドーザー・パワーショベル 金の星社D9 7 ぜんぶわかるのりものものしりずかん　鉄道、車、飛行機、船　宇宙船かっこいいのりもの発見！ 成美堂出版ぜんぶわかるはたらく自動車スーパーワイド百科　大迫力の写真ではたらく自動車がせいぞろい！* 成美堂出版ぜんぶわかる自動車大集合！ものしりずかん　かっこいい車、はたらく車おもしろい車いろんな自動車大集合！* 成美堂出版ぜんぶわかる自動車大集合！ものしりずかん　かっこいい車、はたらく車おもしろい車いろんな自動車大集合！* 成美堂出版あつまれ！じどうしゃ＊ 永岡書店D9 10 のりもの　新版（ふしぎ・びっくり！？こども図鑑　１０） 学研教育出版D9 11 のりものあつまれ！　鉄道・自動車・飛行機・船（のりもの写真えほん　５） 成美堂出版D9 12 のりものいっぱい図鑑　いろいろ５０１台（チャイルドブックこども百科） チャイルド本社D9 13 はたらくおおきな自動車１００点　新訂版（のりものアルバム　２９） 講談社はたらくじどうしゃ  いろいろな自動車＊ 国土社バス（よみきかせのりものしゃしんえほん）＊ 岩崎書店はたらくじどうしゃ  きんきゅう自動車＊ 国土社せいそう車（よみきかせのりものしゃしんえほん）＊ 岩崎書店はたらくじどうしゃ  パワフル自動車＊ 国土社しょうぼう車（よみきかせのりものしゃしんえほん）＊ 岩崎書店はたらくじどうしゃ  自動車なんでも百科＊ 国土社のりものくらべ1＊ 偕成社はたらくじどうしゃ  身近な自動車＊ 国土社のりものくらべ2＊ 偕成社D9 19 はたらくじどう車スーパーずかん  しょうぼう車 ポプラ社D9 20 はたらくじどう車スーパーずかん  せいそう車・いどうとしょかん車 ポプラ社D9 21 はたらくじどう車スーパーずかん  バス　トラック ポプラ社D9 22 はたらくじどう車スーパーずかん  パトロールカー・きゅうきゅう車 ポプラ社D9 23 はたらくじどう車スーパーずかん  ブルドーザー・パワーショベル ポプラ社D9 24 はたらくじどう車図鑑　いろいろ５０１台（チャイルドブックこども百科） チャイルド本社D9 25 はたらくぞバス・トラック（乗りものパノラマシリーズ　６） あかね書房D9 26 はたらく自動車（こども絵本エルライン　４） ＪＴＢパブリッシングD9 27 はたらく自動車スーパー大百科 成美堂出版D9 28 はたらく自動車ずかん（のりもの写真えほん　１） 成美堂出版はたらく車（超はっけん大図鑑　６）＊ ポプラ社はたらく自動車１００点＊ 講談社D9 30 はたらく車ものしり百科（きらり！好奇心） 学研パブリッシングぼくはだあれ？はたらくくるま　のりものミニ（講談社のアルバムシリーズ）＊ 講談社最新はたらくくるまベスト５０＊ 講談社D9 32 まちではたらくじどうしゃ（のりものえほん） 小峰書店D9 33 科学の目で見る特殊車両　働く車のしくみと構造がわかる（子供の科学★サイエンスブックス） 誠文堂新光社D9 34 工事の車（大解説！のりもの図鑑ＤＸ　１） ポプラ社D9 35 自動車・飛行機　増補改訂（ニューワイド学研の図鑑） 学研教育出版D9 36 自動車１００点　新訂版（講談社のアルバムシリーズ） 講談社D9 37 乗りもの　２版　鉄道・自動車・飛行機・船（小学館の図鑑ＮＥＯ　１４） 小学館D9 38 乗りもの　鉄道・自動車・飛行機・船（ジュニア学研の図鑑　８） 学研教育出版D9 39 乗り物ずかん（こども絵本エルライン　１） ＪＴＢパブリッシング *どちらか１冊 計 39冊

働く自動車D9 1
D9 8D9 9
D9 14D9 15D9 16

D9 31

D9 17D9 18

D9 29



請求記号 番号 冊数 書　名 出版社D10 1 3 いなばの白うさぎ（日本昔ばなしアニメ絵本　１７） 永岡書店D10 2 3 カミさま全員集合！（レインボーえほん　４） 岩崎書店D10 3 3 ギリシア神話（名作を１冊で楽しむ） 講談社D10 4 3 コノハナサクヤヒメものがたり 下野新聞社D10 5 2 スクナビコナのがまんくらべ（ゆかいな神さま） 新日本出版社D10 6 2 たたらをふむ女神カナヤゴ（ゆかいな神さま） 新日本出版社D10 7 3 トーキナ・ト　アイヌの神話（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店D10 8 2 ふじづるのまもり水のタケル（ゆかいな神さま） 新日本出版社D10 9 2 ふたごの魔法つかい女神の星 童心社D10 10 3 ヤマタノオロチ（日本昔ばなしアニメ絵本　１８） 永岡書店D10 11 3 黄泉のくに（日本の物語絵本　４） ポプラ社D10 12 2 海の王子（講談社青い鳥文庫　２７５－１） 講談社D10 13 3 海幸彦山幸彦（日本の物語絵本　１０） ポプラ社D10 14 3 玉井　海幸彦と山幸彦（能の絵本） ＢＬ出版D10 15 2 空とぶ太陽の神ヒルコ（ゆかいな神さま） 新日本出版社D10 16 2 古事記（わたしの古典－これだけは読みたい－） 童心社D10 17 2 世界のはじまり 岩波書店D10 18 2 日本の神話（玉川学園こどもの本） 玉川大学出版部D10 19 2 木をうえるスサノオ（ゆかいな神さま） 新日本出版社計 47冊

神話　



請求記号 番号 書　名 出版社D11 1 あこがれ仕事百科 実業之日本社D11 2 アツイぜ！消防官（おしごと図鑑　６） フレーベル館D11 3 イルカのジャンプに夢をのせて　動物とのしごとは楽しい（どうぶつ感動ものがたり　５） ポプラ社D11 4 しごとば ブロンズ新社D11 5 それいけ！新聞記者（おしごと図鑑　８） フレーベル館D11 6 ただいまお仕事中　大きくなったらどんな仕事をしてみたい？ 福音館書店はじめて知るみんなの未来の仕事　仕事が２１８種類！（学研の新まるごとシリーズ）＊ 学研夢をかなえる職業ガイド＊ ＰＨＰ研究所D11 8 ファッション・建築・ＩＴのしごと（人気の職業早わかり！） ＰＨＰ研究所D11 9 ホテルで働く人たち　しごとの現場としくみがわかる！（しごと場見学！） ぺりかん社D11 10 マスコミ・芸能・創作のしごと（人気の職業早わかり！） ＰＨＰ研究所D11 11 医師という生き方（発見！しごと偉人伝） ぺりかん社D11 12 医療・福祉・教育のしごと（人気の職業早わかり！） ＰＨＰ研究所D11 13 宇宙・環境・動物のしごと（人気の職業早わかり！） ＰＨＰ研究所D11 14 家づくりにかかわる仕事　大工職人　畳職人　左官職人（知りたい！なりたい！職業ガイド） ほるぷ出版D11 15 介護施設で働く人たち　しごとの現場としくみがわかる！（しごと場見学！） ぺりかん社D11 16 学校で働く人たち　しごとの現場としくみがわかる！（しごと場見学！） ぺりかん社D11 17 感動する仕事！泣ける仕事！　お仕事熱血ストーリー  チャンスはこの手でつかめ 学研教育出版D11 18 感動する仕事！泣ける仕事！　お仕事熱血ストーリー  笑顔で幸せを届けたい 学研教育出版D11 19 感動する仕事！泣ける仕事！　お仕事熱血ストーリー  使命感を持って自然と向き合う 学研教育出版D11 20 感動する仕事！泣ける仕事！　お仕事熱血ストーリー  ドキドキやワクワクを伝えたい 学研教育出版D11 21 感動する仕事！泣ける仕事！　お仕事熱血ストーリー  感じたとおりに表現する 学研教育出版D11 22 感動する仕事！泣ける仕事！　お仕事熱血ストーリー  技を磨くこと、心を磨くこと 学研教育出版D11 23 感動する仕事！泣ける仕事！　お仕事熱血ストーリー  あなたの未来を輝かせたい 学研教育出版D11 24 感動する仕事！泣ける仕事！　お仕事熱血ストーリー  “ありがとう”が私を元気にしてくれる 学研教育出版仕事ってなんだろう？＊ 講談社仕事ってなんだろう？（子どもだって哲学５）＊ 佼成出版社D11 26 子どもにかかわる仕事（岩波ジュニア新書　６８３） 岩波書店D11 27 将来の夢さがし！職業ガイド２３４種　「なりたい！」が見つかる 集英社D11 28 探Ｑ！日本のひみつ　いろいろなしごと 帝国書院表現する仕事がしたい！（岩波ジュニア新書　６３１）＊ 岩波書店職人を生きる（岩波ジュニア新書　６１１）＊ 岩波書店D11 30 病院で働く人たち　しごとの現場としくみがわかる！（しごと場見学！） ぺりかん社D11 31 放送局で働く人たち　しごとの現場としくみがわかる！（しごと場見学！） ぺりかん社D11 32 夢をそだてるみんなの仕事１０１　決定版 講談社D11 33 料理・旅行・スポーツのしごと（人気の職業早わかり！） ＰＨＰ研究所計 33冊

職業

D11 7

D11 25
D11 29



請求記号 番号 書　名 出版社D12 1 イエローカードはぼくらの旗印 京都新聞出版センターD12 2 さがしてみよう！まちのバリアフリー  遊びとスポーツのバリアフリー 小峰書店D12 3 スポーツ教養入門（岩波ジュニア新書　６４８） 岩波書店D12 4 バリアフリーの本　「障害」のある子も“みんないっしょに”  障害のある人へのボランティア活動 偕成社D12 5 バリアフリーの本　「障害」のある子も“みんないっしょに”  知的障害のある子といっしょに 偕成社D12 6 バリアフリーの本　「障害」のある子も“みんないっしょに”  目に障害のある子といっしょに 偕成社D12 7 みんなで楽しむ！障害者スポーツ　知って、学んで、いっしょに体験  「障害者スポーツ」ってなんだろう？ 学研D12 8 みんなで楽しむ！障害者スポーツ　知って、学んで、いっしょに体験  ＤＶＤで体感！感動！障害者スポーツ 学研D12 9 みんなで楽しむ！障害者スポーツ　知って、学んで、いっしょに体験  パラリンピックで活躍する人たち  夏季編 学研D12 10 みんなで楽しむ！障害者スポーツ　知って、学んで、いっしょに体験  パラリンピックで活躍する人たち  冬季編 学研D12 11 みんなで楽しむ！障害者スポーツ　知って、学んで、いっしょに体験  ユニバーサルスポーツ＆あそびアイディア集 学研D12 12 みんなで考えよう障がい者の気持ち　読んでわかる、体験してわかる  肢体不自由 学研教育出版D12 13 みんなで考えよう障がい者の気持ち　読んでわかる、体験してわかる  視覚障がい 学研教育出版D12 14 今日もどこかでスペシャルオリンピックス　知的発達障害者たちの世界的なスポーツ活動（感動ノンフィクション） 佼成出版社D12 15 障害を知ろう！　みんなちがって、みんないい  からだの不自由な友だち 金の星社D12 16 世界のスポーツ　国際理解に役立つ！  人類共通のスポーツ 学研D12 17 福祉・介護のキーワード事典　幸せってどんなこと？ ＰＨＰ研究所D12 18 未来をささえる福祉の現場  スポーツをとおして 岩崎書店計 18冊

障害者スポーツ



請求記号 番号 冊数 書　名 出版社D13 1 1 いろいろ１ねん あすなろ書房D13 2 2 せかいいちおおきなうち　りこうになったかたつむりのはなし 好学社D13 3 1 チコときんいろのつばさ あすなろ書房D13 4 1 どうするティリー？ あすなろ書房D13 5 2 じぶんだけのいろ　いろいろさがしたカメレオンのはなし 好学社D13 6 1 アレクサンダとぜんまいねずみ　ともだちをみつけたねずみのはなし 好学社D13 7 2 うさぎをつくろう　ほんものになったうさぎのはなし 好学社D13 8 1 スイミー　ちいさなかしこいさかなのはなし 好学社D13 9 2 シオドアとものいうきのこ　えらくなりすぎたねずみのはなし 好学社D13 10 1 ニコラスどこにいってたの？ あすなろ書房D13 11 2 ここにいたい！あっちへいきたい！　にひきののみのはなし 好学社D13 12 2 フレデリック　ちょっとかわったのねずみのはなし 好学社D13 13 2 コーネリアス　たってあるいたわにのはなし 好学社D13 14 2 ひとあしひとあし　なんでもはかれるしゃくとりむしのはなし 好学社D13 15 1 ペツェッティーノ　じぶんをみつけたぶぶんひんのはなし 好学社D13 16 1 あおくんときいろちゃん（国際版絵本） 至光社D13 17 1 ６わのからす あすなろ書房D13 18 1 マックマウスさん　のねずみのなかまになったまちねずみのはなし 好学社D13 19 2 おんがくねずみジェラルディン　はじめておんがくをきいたねずみのはなし 好学社D13 20 1 さかなはさかな　かえるのまねしたさかなのはなし 好学社D13 21 1 あそぼうよ 好学社D13 22 2 あいうえおの　き　ちからを　あわせた　もじたちの　はなし 好学社D13 23 1 マシューのゆめ　えかきになったねずみのはなし 好学社D13 24 1 びっくりたまご　３びきのかえるとへんなにわとりのはなし 好学社D13 25 1 ぼくのだ！わたしのよ！　３びきのけんかずきのかえるのはなし 好学社D13 26 1 みどりのしっぽのねずみ　かめんにとりつかれたねずみのはなし 好学社D13 27 1 くじらぐもからチックタックまで フロネーシス桜蔭社D13 28 2 うさぎたちのにわ　りんごのすきなうさぎのはなし 好学社D13 29 1 はまべにはいしがいっぱい 好学社計 40冊

レオ=レオ二の本



請求記号 ジャンル 番号 書　名 出版社さかな食材絵事典　お寿司のネタもよくわかる＊ ＰＨＰ研究所食育にやくだつ食材図鑑　3＊ ポプラ社手作りの食べもの絵事典　５色の食材が体にいい！ * ＰＨＰ研究所まるごといつもの食材（学研もちあるき図鑑） * 学研教育出版ビジュアル食べもの大図鑑＊ 金の星社大豆の大研究　体にいい、地球にやさしい＊ ＰＨＰ研究所大豆まるごと図鑑＊ 金の星社D14 麦 4 パンの大研究　世界中で食べられている！ ＰＨＰ研究所D14 麦 5 ムギの一生　新装版（科学のアルバム植物　１６） あかね書房D14 大豆 6 大研究！！「豆」のひみつがわかる本　１　豆はとってもすぐれもの 岩崎書店D14 大豆 7 大研究！！「豆」のひみつがわかる本　３　豆で簡単クッキング 岩崎書店D14 大豆 8 へんしんだいずくん（しぜんにタッチ！） ひさかたチャイルドD14 牛乳 9 ぎゅうにゅうだいへんしん！（しぜんにタッチ！） ひさかたチャイルドだいず　みそ・しょうゆ（だいすきしぜん）＊ フレーベル館大豆からそだてるみそしる＊ 偕成社D14 大豆 11 育てよう！食べよう！野菜づくりの本　２　大豆・落花生・さやいんげん ポブラ社D14 大豆 12 食べものはかせになろう！　１　豆からつくる食べもの ポプラ社D14 米・麦 13 食べものはかせになろう！　２　米・麦からつくる食べもの ポプラ社D14 牛乳・肉・卵 14 食べ物はかせになろう！　３　牛乳・肉・たまごからつくる食べもの ポプラ社D14 大豆 15 しょうたとなっとう（ふしぎいっぱい写真絵本　２） ポプラ社D14 とうもろこし 16 ポップコーンをつくろうよ 光村教育図書D14 肉 17 きみの家にも牛がいる（エルくらぶ） 解放出版社D14 肉 18 世界の保存食　４　考えよう！「もったいない」・食料・環境・肉の保存食 星の環会D14 麦 19 うどんの絵本（つくってあそぼう　２３） 農山漁村文化協会D14 米 20 おくむらあやおふるさとの伝承料理　１　パクパクいろいろごはん 農山漁村文化協会D14 麦 21 おくむらあやおふるさとの伝承料理　２　打ったり練ったりそばうどん 農山漁村文化協会D14 大豆 22 おくむらあやおふるさとの伝承料理　３　ヘンシン大豆はえらい 農山漁村文化協会D14 米 23 おくむらあやおふるさとの伝承料理　１１　わくわくお正月とおもち 農山漁村文化協会D14 魚 24 おくむらあやおふるさとの伝承料理　１２　わっしょい祭りとすし 農山漁村文化協会D14 魚 25 かまぼこの絵本（つくってあそぼう　２２） 農山漁村文化協会D14 大豆 26 しょうゆの絵本（つくってあそぼう　１３） 農山漁村文化協会D14 魚 27 すしの絵本（つくってあそぼう　２１） 農山漁村文化協会D14 肉 28 ソーセージの絵本（つくってあそぼう　８） 農山漁村文化協会D14 牛乳 29 チーズの絵本（つくってあそぼう　７） 農山漁村文化協会D14 大豆 30 とうふの絵本（つくってあそぼう　１） 農山漁村文化協会D14 大豆 31 なっとうの絵本（つくってあそぼう　２） 農山漁村文化協会D14 麦 32 パンの絵本（つくってあそぼう　１０） 農山漁村文化協会D14 大豆 33 みその絵本（つくってあそぼう　３） 農山漁村文化協会D14 米 34 もちの絵本（つくってあそぼう　４） 農山漁村文化協会D14 米 35 酢の絵本（つくってあそぼう　１４） 農山漁村文化協会D14 肉 36 肉牛の絵本（そだててあそぼう　６４） 農山漁村文化協会D14 牛乳 37 乳牛の絵本（そだててあそぼう　６０） 農山漁村文化協会D14 米・麦・豆・芋 38 保存食の絵本　３　米・麦・豆・いも（つくってあそぼう　３８） 農山漁村文化協会D14 牛乳・肉 39 保存食の絵本　４　乳・肉（つくってあそぼう　３９） 農山漁村文化協会D14 魚 40 保存食の絵本　５　魚介（つくってあそぼう　４０） 農山漁村文化協会 *いずれか１冊 計 40冊

加工食品D14 魚 1D14 その他 2D14 大豆 3
D14 大豆 10



請求記号 番号 書　名 出版社D15 1 どんぐりと山猫（宮沢賢治絵本童話集　１） くもん出版D15 2 よだかの星（宮沢賢治絵本童話集　２） くもん出版D15 3 注文の多い料理店（宮沢賢治絵本童話集　３） くもん出版D15 4 虔十公園林（宮沢賢治絵本童話集　４） くもん出版D15 5 双子の星（宮沢賢治絵本童話集　５） くもん出版D15 6 セロ弾きのゴーシュ（宮沢賢治絵本童話集　６） くもん出版D15 7 カイロ団長（宮沢賢治絵本童話集　７） くもん出版D15 8 シグナルとシグナレス（宮沢賢治絵童話集　８） くもん出版D15 9 水仙月の四日（宮沢賢治絵童話集　９） くもん出版D15 10 グスコーブドリの伝記（宮沢賢治絵童話集　１０） くもん出版D15 11 マリヴロンと少女（宮沢賢治絵童話集　１１） くもん出版D15 12 風の又三郎（宮沢賢治絵童話集　１２） くもん出版D15 13 銀河鉄道の夜（宮沢賢治絵童話集　１３） くもん出版D15 14 宮沢賢治詩画館（宮沢賢治絵童話集　１４） くもん出版D15 15 イーハトーブロマン　宮沢賢治の世界（宮沢賢治絵童話集　１５） くもん出版D15 16 いちょうの実（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 17 オツベルと象（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 18 蛙のゴム靴（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 19 気のいい火山弾（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 20 セロ弾きのゴーシュ（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 21 ツェねずみ（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 22 どんぐりと山猫（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 23 なめとこ山の熊（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 24 氷河鼠の毛皮（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 25 山男の四月（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 26 やまなし（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 27 よだかの星（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 28 月夜のでんしんばしら（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 29 水仙月の四日（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 30 雪わたり（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 31 土神ときつね（三木ハウスの絵本） 三起商行D15 32 洞熊学校を卒業した三人（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 33 狼森（オイノもり）と笊森、盗森（ぬすともり）（ミキハウスの絵本） 三起商行D15 34 かなしみはちからに　心にしみる宮沢賢治のことば 朝日新聞出版D15 35 雨ニモマケズ 偕成社D15 36 注文の多い料理店（日本の童話名作選） 偕成社D15 37 オツベルと象（版画絵本宮沢賢治） 子供の未来社D15 38 グスコーブドリの伝記（ポプラ社の絵本　１３） ポプラ社D15 39 宮沢賢治童話全集　２　新版　ふた子の星 岩崎書店D15 40 宮沢賢治童話全集　９　新版　風の又三郎 岩崎書店計 40冊

宮沢賢治（中・高学年向け）



請求記号 番号 書　名 出版社D16 1 しりとりのくに（とっておきのどうわ） ＰＨＰ研究所D16 2 ぞくぞく村のかぼちゃ怪人（ぞくぞく村のおばけシリーズ　１６） あかね書房D16 3 きいろいばけつ（あかね幼年どうわ　３３） あかね書房D16 4 つりばしゆらゆら（あかね幼年どうわ　３８） あかね書房D16 5 ぼくだけしってる（あかね幼年どうわ　４１） あかね書房D16 6 たからものとんだ（あかね幼年どうわ　４５） あかね書房D16 7 あのこにあえた（あかね幼年どうわ　４６） あかね書房D16 8 魔女のたまご（あかねせかいの本　１） あかね書房D16 9 ふらいぱんじいさん（日本の）創作幼年童話　５ あかね書房D16 10 もりのスパゲッティやさん（もりはおもしろランド　１５） 偕成社D16 11 おてつだいねこのこもりうた 金の星社D16 12 ぷぷぷうプウタは一年生（どうわがいっぱい　７０） 講談社D16 13 おさるのおうさま（どうわがいっぱい　４１） 講談社D16 14 ペンギンしょうぼうたい（どうわがいっぱい　３４） 講談社D16 15 もぐらのせんせい（どうわがいっぱい　８４） 講談社D16 16 おしいれのぼうけん（絵本ぼくたちこどもだ　１） 童心社D16 17 ごきげんなすてご 徳間書店D16 18 ポップコーンをつくろうよ 光村教育図書D16 19 エルマーのぼうけん　新版　１３６刷　（世界傑作童話シリーズ） 福音館書店D16 20 エルマーとりゅう　新版　１０８刷　（世界傑作童話シリーズ） 福音館書店D16 21 エルマーと１６ぴきのりゅう　新版　１１８刷　（世界傑作童話シリーズ） 福音館書店D16 22 こんとあき（日本傑作絵本シリーズ） 福音館書店D16 23 ふたりはともだち 文化出版局D16 24 くまの子ウーフ（くまの子ウーフの童話集　１） ポプラ社D16 25 １ねん１くみ１ばんびっくり（こどもおはなしランド　４６） ポプラ社D16 26 おばけのアッチとどきどきドッチ（ポプラ社の新・小さな童話　２６０） ポプラ社D16 27 日本の名作童話　１３　花いっぱいになあれ 岩崎書店D16 28 ルルとララのホットケーキ（おはなしトントン　２７） 岩崎書店D16 29 はれときどきぶた（あたらしい創作童話　１３） 岩崎書店D16 30 赤いろうそくと人魚（１年生からよめる日本の名作絵どうわ　１） 岩崎書店D16 31 オタマジャクシのうんどうかい（どうわがいっぱい　５０） 講談社D16 32 キンギョのてんこうせい（どうわがいっぱい　７４） 講談社D16 33 メダカのえんそく（どうわがいっぱい　６２） 講談社D16 34 なんでもふたつさん　新装版　（ゆかいなゆかいなおはなし） 大日本図書D16 35 アイスクリームでかんぱい 徳間書店D16 36 おおきなおおきなおいも　鶴巻幼稚園・市村久子の教育実践による　（福音館創作童話シリーズ）　 福音館書店D16 37 いやいやえん　童話　（福音館創作童話シリーズ） 福音館書店D16 38 ねこの手かします　１　（わくわくえどうわ） 文研出版D16 39 ぽけっとにいっぱい（新・名作の愛蔵版） 理論社D16 40 へんてこもりのまるぼつぼ（へんてこもりのはなし　５） 偕成社計 40冊

読み物（低学年向け）



請求記号 番号 書　名 出版社D17 1 一休さん（寺村輝夫のとんち話　１） あかね書房D17 2 ながれ星のひみつ（かいぞくポケット　２０） あかね書房D17 3 トチノキ村の雑貨屋さん あすなろ書房D17 4 クスクスゆかいなわらい話（日本のおばけ話・わらい話　５） 岩崎書店D17 5 ロンド国物語　１　オルゴールの秘密 岩崎書店D17 6 ラモーナは豆台風　改訂新版　（ゆかいなヘンリーくんシリーズ） 学研教育出版D17 7 みしのたくかにと こぐま社D17 8 びゅんびゅんごまがまわったら（絵本・ちいさななかまたち） 童心社D17 9 番ねずみのヤカちゃん（世界傑作童話シリーズ） 福音館書店D17 10 点子ちゃん 毎日新聞社D17 11 はれときどきぶた（あたらしい創作童話　１３） 岩崎書店D17 12 月曜日に来たふしぎな子（岩波少年文庫　１０４） 岩波書店D17 13 ルドルフとイッパイアッテナ（児童文学創作シリーズ） 講談社D17 14 ルドルフともだちひとりだち（児童文学創作シリーズ） 講談社D17 15 ルドルフといくねこくるねこ（児童文学創作シリーズ） 講談社D17 16 ルドルフとスノーホワイト（児童文学創作シリーズ） 講談社D17 17 つるばら村の魔法のパン（わくわくライブラリー） 講談社D17 18 つるばら村のレストラン（わくわくライブラリー） 講談社D17 19 ねこの根子さん 講談社D17 20 にんきもののはつこい（にんきものの本　４） 童心社D17 21 おばけのジョージーてじなをする 徳間書店D17 22 火曜日のごちそうはヒキガエル（評論社の児童図書館・文学の部屋） 評論社D17 23 ＳＯＳ！あやうし空の王さま号（評論社の児童図書館・文学の部屋） 評論社D17 24 ウォートンとカラスのコンテスト（評論社の児童図書館・文学の部屋） 評論社D17 25 人間になりたがった猫（てのり文庫　５６６Ｂ００３） 評論社D17 26 絵のない絵本（福音館文庫　Ｓ－２８） 福音館書店D17 27 親指姫（福音館文庫　Ｓ－２５） 福音館書店D17 28 人魚姫（福音館文庫　Ｓ－２６） 福音館書店D17 29 雪の女王（福音館文庫　Ｓ－２７） 福音館書店D17 30 魔女の宅急便（福音館創作童話シリーズ） 福音館書店D17 31 ココロ屋（文研ブックランド） 文研出版D17 32 ドングリ山のやまんばあさん 理論社D17 33 ちびっこカムのぼうけん（新・名作の愛蔵版） 理論社D17 34 学校ウサギをつかまえろ（創作こどもクラブ　１６） 偕成社D17 35 ふしぎの時間割（偕成社おたのしみクラブ） 偕成社D17 36 びりっかすの神さま（偕成社文庫　２０９６） 偕成社D17 37 二分間の冒険（偕成社の創作） 偕成社D17 38 大どろぼうホッツェンプロッツ 改訂２版　（ドイツのゆかいな童話） 偕成社D17 39 アナベル・ドールの冒険（アナベル・ドール　１） 偕成社D17 40 願いのかなうまがり角 偕成社計 40冊

読み物（中学年向け）



請求記号 番号 書　名 出版社D18 1 クール・ムーンライト　月の輝く庭で　（あかね・ブックライブラリー　１０） あかね書房D18 2 ビブリア古書堂の事件手帖　１　栞子さんと奇妙な客人たち　（メディアワークス文庫　み４－１） アスキーメディアワークD18 3 曲芸師ハリドン あすなろ書房D18 4 チームふたり　第６刷　（学研の新・創作シリーズ） 学研教育出版D18 5 心の森 金の星社D18 6 マルコとミルコの悪魔なんかこわくない！（くもんの海外児童文学） くもん出版D18 7 生きのびるために さ・え・ら書房D18 8 ヘリオット先生と動物たちの８つの物語 集英社D18 9 怪盗ブラックの宝物（福音館創作童話シリーズ） 福音館書店D18 10 オズの魔法使い　完訳　（オズの魔法使いシリーズ　１） 復刊ドットコムD18 11 ツー・ステップス！（わくわく読み物コレクション　１２） 岩崎書店D18 12 ドリトル先生航海記　改版　（ドリトル先生物語全集　２） 岩崎書店D18 13 不思議の国のアリス（岩波少年文庫　０４７） 岩波書店D18 14 鏡の国のアリス（岩波少年文庫　０４８） 岩波書店D18 15 冒険者たち　新版　ガンバと１５ひきの仲間　（岩波少年文庫　０４４） 岩波書店D18 16 グリックの冒険　新版　（岩波少年文庫　０４５） 岩波書店D18 17 ガンバとカワウソの冒険　新版　（岩波少年文庫　０４６） 岩波書店D18 18 とぶ船　上　新版　（岩波少年文庫　１３６） 岩波書店D18 19 とぶ船　下　新版　（岩波少年文庫　１３７） 岩波書店D18 20 海へ出るつもりじゃなかった（アーサー・ランサム全集　７） 岩波書店D18 21 バッテリー（教育画劇の創作文学） 教育画劇D18 22 海底２万マイル（講談社青い鳥文庫　１４６－２） 講談社D18 23 レ・ミゼラブル　新装版　　ああ無情　（講談社青い鳥文庫　１３４－２　） 講談社D18 24 サフィーの天使（Ｙ．Ａ．Ｂｏｏｋｓ） 小峰書店D18 25 ぬくい山のきつね（風の文学館　２－２） 新日本出版社D18 26 秘密の花園　新装版 西村書店D18 27 ハリー・ポッターと賢者の石（「ハリーポッター」シリーズ　１） 静山社D18 28 ベラスケスの十字の謎 徳間書店D18 29 夏の庭－Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ－ 徳間書店D18 30 チューリップ・タッチ 評論社D18 31 ハッピーノート（福音館文庫　Ｓ－６５） 福音館書店D18 32 扉のむこうの物語（名作の森） 理論社D18 33 空からおちてきた男 偕成社D18 34 精霊の守り人（偕成社ワンダーランド　１５） 偕成社D18 35 源平の風（白狐魔記　１） 偕成社D18 36 蒙古の波（白狐魔記　２） 偕成社D18 37 洛中の火（白狐魔記　３） 偕成社D18 38 戦国の雲（白狐魔記　４） 偕成社D18 39 天草の霧（白狐魔記　５） 偕成社D18 40 元禄の雪（白狐魔記　６） 偕成社計 40冊

読み物（高学年向け）



請求記号 番号 書　名 出版社D19 1 アイちゃんのいる教室 偕成社D19 2 新しい発達と障害を考える本 1 ミネルヴァ書房D19 3 新しい発達と障害を考える本 2 ミネルヴァ書房D19 4 新しい発達と障害を考える本 3 ミネルヴァ書房D19 5 新しい発達と障害を考える本 4 ミネルヴァ書房D19 6 あなたの声がききたい 佼成出版社 D19 7 いっしょに走ろっ！ 大日本図書おんちゃんは車イス司書＊ 岩崎書店スーパーくるまいす＊ ベースボール・マガジン社D19 9 今日からは、あなたの盲導犬 岩崎書店D19 10 クッキーとコースケ 小峰書店D19 11 暗やみの中のきらめき（点字を作ったルイ・ブライユ） 汐文社D19 12 ぐりとぐらのてんじつきさわるえほん 福音館書店D19 13 こぐまちゃんとどうぶつえん こぐま社D19 14 子どものための点字事典 汐文社 D19 15 さがしてみよう！まちのバリアフリー　1 小峰書店D19 16 さがしてみよう！まちのバリアフリー　2 小峰書店D19 17 さがしてみよう！まちのバリアフリー　3 小峰書店D19 18 さがしてみよう！まちのバリアフリー　4 小峰書店D19 19 さがしてみよう！まちのバリアフリー　5 小峰書店D19 20 さがしてみよう！まちのバリアフリー　6 小峰書店D19 21 しらべよう！りかいしよう！点字の世界１（点字って、なに？） 岩崎書店D19 22 しらべよう！りかいしよう！点字の世界2（たのしい点字） 岩崎書店D19 23 しらべよう！りかいしよう！点字の世界3（町の点字をしらべよう！） 岩崎書店D19 24 新・点字であそぼう 同友館D19 25 だいじょうぶだよ、おばあちゃん 講談社D19 26 手で笑おう 汐文社D19 27 点子ちゃん 毎日新聞社D19 28 どんどんいけいけゆうき号(ゴー)! 佼成出版社 D19 29 ぼく、がんばったんだよ 汐文社D19 30 ぼくの手わたしの手 保育社D19 31 三河のエジソン 佼成出版社 D19 32 みんなのユニバーサルデザイン１ 学研教育出版D19 33 みんなのユニバーサルデザイン２ 学研教育出版D19 34 みんなのユニバーサルデザイン３ 学研教育出版D19 35 みんなのユニバーサルデザイン４ 学研教育出版D19 36 みんなのユニバーサルデザイン５ 学研教育出版D19 37 みんなのユニバーサルデザイン６ 学研教育出版D19 38 闇を照らす六つの星 汐文社D19 39 ユニバーサルデザインとバリアフリーの図鑑 ポプラ社D19 40 わたしたち手で話します あかね書房計 40冊

障害・ユニバーサルデザイン

D19 8



請求記号 番号 書　名 出版社D20 1 伊能忠敬　正確な日本地図をつくった測量家 ミネルヴァ書房D20 2 伊能忠敬 (コミック版世界の伝記) ポプラ社D20 3 伊能忠敬(フォア文庫) 岩崎書店D20 4 伊能忠敬　正確な日本地図をつくった測量家 集英社D20 5 岩崎弥太郎 理論社D20 6 奥の細道（まんがトムソーヤ文庫） ほるぷ出版D20 7 科学偉人伝 くもん出版D20 8 科学感動物語　9　天才 学研教育出版D20 9 学習漫画　日本の伝記10　集英社版　平賀源内 集英社D20 10 活劇巨編「里見八犬伝」大評判 理論社D20 11 学研まんがNEW日本の歴史 別巻　人物学習事典 学研教育出版D20 12 河合敦先生の特別授業日本史人物68 朝日学生新聞社D20 13 きみは怪物を見たか 講談社D20 14 郷土の人物　（ポプラディア情報館） ポプラ社D20 15 心をそだてる科学のおはなし人物伝101決定版 講談社D20 16 心をそだてるはじめての伝記101人 講談社D20 17 こども歴史人物新聞 世界文化社D20 18 この人を見よ!歴史をつくった人びと伝  25 ポプラ社D20 19 齋藤孝の10分で読める偉人伝 小学館D20 20 齋藤孝のイッキによめる!日本の偉人伝 講談社D20 21 佐久間象山 小峰書店D20 22 週刊新マンガ日本史　35　雷電為右衛門（朝日ジュニアシリーズ） 朝日新聞出版D20 23 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 PHP研究所D20 24 10分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語　江戸編 PHP研究所D20 25 ジョン万次郎物語 冨山房D20 26 世界を変えた人たち365 永岡書店D20 27 天と地を測った男 くもん出版D20 28 日本人物史 ３ 朝日学生新聞社D20 29 日本と世界を結んだ偉人 明治編 PHP研究所D20 30 日本の歴史おもしろ英雄伝　卑弥呼から新井白石まで（紀伊国屋文左衛門） 毎日新聞社D20 31 日本の歴史人物（ポプラディア情報館） ポプラ社D20 32 幕末維新の人物事典 PHP研究所D20 33 幕末・維新群雄ビジュアル百科 ポプラ社D20 34 松尾芭蕉 (コミック版世界の伝記14) ポプラ社D20 35 まんが・写真教科書にでてくる最重要人物185人 学研教育出版D20 36 まんがで学習日本の歴史人物伝　上 成美堂出版D20 37 まんがで学習日本の歴史人物伝　中 成美堂出版D20 38 まんがで学習日本の歴史人物伝　下 成美堂出版D20 39 まんが幕末・維新人物伝 くもん出版D20 40 歴史を動かしたすごい日本人 毎日新聞社計 40冊

伝記



請求記号 番号 書　名 出版社D21 1 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題①気候変動 さ・え・ら書房D21 2 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題④ゴミ さ・え・ら書房D21 3 行ってみよう！社会科見学３　清掃工場・リサイクル施設 国土社D21 4 いますぐ考えよう!地球温暖化 1 岩崎書店 D21 5 いますぐ考えよう!地球温暖化 3 岩崎書店 D21 6 エネルギーと環境問題　世界と日本のエネルギー問題 文研出版D21 7 エネルギーと環境問題　世界と日本のエネルギー問題 文研出版D21 8 考えよう！地球環境　身近なことからエコ活動１ 金の星社D21 9 考えよう！地球環境　身近なことからエコ活動２ 金の星社D21 10 考えよう！地球環境　身近なことからエコ活動３ 金の星社D21 11 考えよう！地球環境　身近なことからエコ活動４ 金の星社D21 12 考えよう！地球環境　身近なことからエコ活動５ 金の星社D21 13 ゴミとつきあおう 童心社D21 14 ＮＨＫど～する？地球のあした ＮＨＫ出版D21 15 ごみの大研究　よく知って、減らそう！３Rとリサイクル社会がよくわかる PHP研究所D21 16 ごみはいかせる！へらせる！①ごみ処理場ってどんなところ？ 岩崎書店D21 17 ごみはいかせる！へらせる！ ②毎日のごみは資源になる 岩崎書店D21 18 ごみはいかせる！へらせる！ ③粗大ごみ・機械は資源になる 岩崎書店D21 19 さがしてみようくらしの中のエコ①エコな料理ってどんなもの？ 小峰書店D21 20 さがしてみようくらしの中のエコ②エコなくらしを考えよう 小峰書店D21 21 さがしてみようくらしの中のエコ③学校でエコさがし 小峰書店D21 22 さがしてみようくらしの中のエコ④くらしの中の環境チェック 小峰書店D21 23 さがしてみようくらしの中のエコ⑤環境ラベルをみつけよう 小峰書店D21 24 実践！体験！みんなでストップ温暖化1 学研D21 25 実践！体験！みんなでストップ温暖化2 学研D21 26 実践！体験！みんなでストップ温暖化3 学研D21 27 実践！体験！みんなでストップ温暖化4 学研D21 28 実践！体験！みんなでストップ温暖化5 学研D21 29 実践！体験！みんなでストップ温暖化1 学研D21 30 実践！体験！みんなでストップ温暖化2 学研D21 31 実践！体験！みんなでストップ温暖化3 学研D21 32 実践！体験！みんなでストップ温暖化4 学研D21 33 実践！体験！みんなでストップ温暖化5 学研D21 34 省エネの大研究 PHP研究所D21 35 食料と環境問題 文研出版D21 36 地球環境から学ぼう！私たちの未来　第１巻　地球環境問題って何？ 星の環会D21 37 地球の環境 学研D21 38 なぜ？どうして？環境のお話 学研D21 39 日本は世界で何番目? 3 大月書店D21 40 まちの施設たんけん⑦ごみ処理場・リサイクルセンター 小峰書店計 40冊

環境・ごみ・リサイクル



請求記号 番号 書　名 出版社D22 1 安全な毎日を送る方法６ 学研D22 2 いのちを守る!災害対策大百科 1 日本図書センターD22 3 いのちを守る!災害対策大百科 2 日本図書センターD22 4 いのちを守る!災害対策大百科 3 日本図書センターD22 5 いのちを守る!災害対策大百科 1 日本図書センターD22 6 いのちを守る!災害対策大百科 2 日本図書センターD22 7 いのちを守る!災害対策大百科 3 日本図書センターD22 8 恐ろしい自然現象　地震の大研究 PHP研究所D22 9 巨大地震　なぜ起こる？そのときどうする？ PHP研究所D22 10 58の用語でわかる!防災なるほど解説 上巻 フレーベル館D22 11 58の用語でわかる!防災なるほど解説 下巻 フレーベル館D22 12 子どものための防災訓練ガイド１　防災マップ・カルテ作り 汐文社D22 13 子どものための防災訓練ガイド２　避難と行動 汐文社D22 14 子どものための防災訓練ガイド３　防災キャンプ 汐文社D22 15 災害・防災図鑑 文渓堂D22 16 3・11が教えてくれた防災の本1 かもがわ出版D22 17 3・11が教えてくれた防災の本2 かもがわ出版D22 18 3・11が教えてくれた防災の本3 かもがわ出版D22 19 3・11が教えてくれた防災の本4 かもがわ出版D22 20 3・11が教えてくれた防災の本1 かもがわ出版D22 21 3・11が教えてくれた防災の本2 かもがわ出版D22 22 3・11が教えてくれた防災の本3 かもがわ出版D22 23 3・11が教えてくれた防災の本4 かもがわ出版D22 24 知ってそなえよう！地震と津波 素朴者D22 25 知ろう！防ごう！自然災害1 岩崎書店D22 26 知ろう！防ごう！自然災害2 岩崎書店D22 27 知ろう！防ごう！自然災害3 岩崎書店D22 28 知ろう！防ごう！自然災害1 岩崎書店D22 29 知ろう！防ごう！自然災害2 岩崎書店D22 30 知ろう！防ごう！自然災害3 岩崎書店D22 31 72時間生きぬくための101の方法 童心社D22 32 日本列島の大研究　なぜ、自然災害が多いの？なりたち、地形から気候まで PHP研究所D22 33 日本列島大地まるごと大研究④地震の大研究 ポプラD22 34 東日本大震災に学ぶ日本の防災 学研教育出版D22 35 被災者からまなぶ自然災害①自然災害にそなえて あかね書房D22 36 被災者からまなぶ自然災害②自然災害発生 あかね書房D22 37 被災者からまなぶ自然災害③自然災害のあとで あかね書房D22 38 被災者からまなぶ自然災害①自然災害にそなえて あかね書房D22 39 被災者からまなぶ自然災害②自然災害発生 あかね書房D22 40 被災者からまなぶ自然災害③自然災害のあとで あかね書房計 40冊

自然災害（地震・津波など）



請求記号 番号 書　名 出版社D23 1 あかちゃんになったおばあさん 金の星社D23 2 いっすんぼうし　いまむかしえほん１１ 岩崎書店D23 3 いなばのしろうさぎ 金の星社D23 4 うりこひめ　（松谷みよ子むかしむかし） 童心社絵すがた女房 ＊ フェリシモでんせつでんがらでんえもん＊ 復刊ドットコムD23 6 おむすびころりん（松谷みよ子むかしむかし） 童心社D23 7 かえるの竹取ものがたり 福音館書店D23 8 かぐやひめ 小学館D23 9 かさこじぞう ポプラ社D23 10 かちかちやま ポプラ社D23 11 かっぱのすもう 教育画劇D23 12 かもとりごんべえ　日本むかしばなし 金の星社D23 13 ききみみずきん　いまむかしえほん１０ 岩崎書店D23 14 くまときつね 金の星社D23 15 くわずにょうぼう 福音館書店D23 16 こぞうのはつゆめ 岩波書店D23 17 こそだてゆうれい 教育画劇D23 18 こぶとりじいさん　日本むかしばなし 金の星社D23 19 さるかに　（松谷みよ子むかしむかし） 童心社D23 20 三ねんねたろう　　　むかしむかし絵本８ ポプラ社D23 21 さんまいのおふだ　（松谷みよ子むかしむかし） 童心社D23 22 しおふきうす 岩波書店D23 23 したきりすずめ　（松谷みよ子むかしむかし） 童心社D23 24 しっぽのつり 金の星社D23 25 しょうとのおにたいじ 福音館書店D23 26 ずいとんさん 福音館書店D23 27 だいくとおにろく 福音館書店D23 28 ちからたろう　日本名作おはなし絵本 小学館D23 29 つるにょうぼう　むかしむかし絵本7 ポプラ社D23 30 てんにんのはごろも 岩崎書店D23 31 ねずみきょう　　　　日本の民話えほん 教育画劇D23 32 はちかつぎひめ 福音館書店D23 33 花じんま 福音館書店D23 34 はなたれこぞうさま 岩波書店D23 35 ひこいちばなし ポプラ社D23 36 ふるやのもり 福音館書店D23 37 ぶんぶくちゃがま 小学館D23 38 へっこきよめさま 講談社D23 39 ものぐさ太郎 ポプラ社D23 40 やまんばのにしき　むかしむかし絵本２ ポプラ社D23 41 ゆきおんな　日本名作おはなし絵本 小学館D23 42 若がえりの水 教育画劇D23 43 わらしべちょうじゃ　むかしむかし絵本１７ ポプラ社　＊どちらか1冊 計 43冊

昔話絵本（日本）

D23 5



請求記号 番号 書　名 出版社あかずきん＊　　　　　　　世界の昔話名作選2 チャイルド本社あかずきん＊　　　　　　　　絵本･グリム童話５ 岩崎書店D24 2 アラジンと魔法のランプ ほるぷ出版D24 3 アリババと40にんのとうぞく 金の星社D24 4 うさぎとかめ 光村教育図書D24 5 うさぎのみみはなぜながい 福音館書店D24 6 王さまと九人のきょうだい 岩波書店D24 7 おおかみと七ひきの子やぎ 小学館D24 8 おおきなかぶ ブロンズ新社D24 9 おだんごぱん 福音館書店D24 10 きたかぜとたいよう　イソップえほん５ 岩崎書店D24 11 きつねどん ビリケン出版D24 12 金のガチョウ（グリム絵本） BL出版D24 13 くまの皮をきた男 こぐま社D24 14 こびとのくつや 金の星社 D24 15 さるのはし 鈴木出版D24 16 さんねん峠 岩崎書店D24 17 三びきのやぎのがらがらどん　ノルウェーの昔話　世界傑作絵本シリーズ 福音館書店さんびきのくま＊　　　　　世界の昔話名作選1 チャイルド本社３びきのくま＊ 評論社D24 19 3びきのこぶた 世界文化社D24 20 ジャックとまめの木 講談社D24 21 しらゆきひめ 金の星社 D24 22 スーホの白い馬（モンゴル民話）　日本傑作絵本シリーズ 福音館書店D24 23 太陽へとぶ矢 ほるぷ出版D24 24 たまごからうま 偕成社D24 25 てぶくろ 福音館書店D24 26 ながぐつをはいたねこ（「ペロー童話」より）　世界名作おはなし絵本 小学館D24 27 ねむりひめ 福音館書店D24 28 ノウサギとハリネズミ 福音館書店はだかのおうさま＊　　　　　世界の昔話名作選3 チャイルド本社はだかのおうさま＊　　　　　 金の星社 D24 30 パンのかけらとちいさなあくま 福音館書店D24 31 人食いとらのおんがえし 佼成出版社ふしぎながちょう＊ チャイルド本社仕立屋のニテチカさんが王さまになった話＊ 偕成社D24 33 ブレーメンの音楽隊 BL出版D24 34 ヘンゼルとグレーテル 金の星社マーシャとババヤガーのおおきなとり ＊ ひさかたチャイルドみっつのねがい＊ 福音館書店D24 36 マーシャとくま 福音館書店D24 37 みんなでまもったひなどり 鈴木出版D24 38 むらの英雄 瑞雲社ライオンとねずみ＊ 光村教育図書ライオンとねずみ＊ 岩波書店D24 40 ラプンツェル 文化学園文化出版局 ＊どちらか1冊 計 40冊

昔話絵本（世界）D24 1

D24 18

D24 29D24 32D24 35
D24 39



請求記号 番号 書　名 出版社D25 1 オリンピック・パラリンピックまるごと大百科 学研プラスD25 2 オリンピック大事典 金の星社D25 3 オリンピックまるわかり事典 PHP研究所D25 4 オリンピックものしりチャンピオン くもん出版D25 5 オリンピック・パラリンピック大百科　7 小峰書店D25 6 オリンピック・パラリンピック大百科　別巻 小峰書店D25 7 3つの東京オリンピックを大研究　１ 岩崎書店D25 8 3つの東京オリンピックを大研究　２ 岩崎書店D25 9 オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域　１ 小峰書店D25 10 オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域　２ 小峰書店D25 11 オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域　３ 小峰書店D25 12 オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域　４ 小峰書店D25 13 オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域　５ 小峰書店D25 14 オリンピック・パラリンピックで知る世界の国と地域　６ 小峰書店D25 15 オリンピック・パラリンピック全競技　１ ポプラ社D25 16 オリンピック・パラリンピック全競技　２ ポプラ社D25 17 オリンピック・パラリンピック全競技　３ ポプラ社D25 18 オリンピック・パラリンピック全競技　６ ポプラ社D25 19 写真で見るオリンピック大百科　１ ポプラ社D25 20 写真で見るオリンピック大百科　２ ポプラ社D25 21 写真で見るオリンピック大百科　３ ポプラ社D25 22 写真で見るオリンピック大百科　４ ポプラ社D25 23 写真で見るオリンピック大百科　５ ポプラ社D25 24 写真で見るオリンピック大百科　６ ポプラ社D25 25 パラリンピック大事典 金の星社D25 26 よくわかる障がい者スポーツ PHP研究所D25 27 まるわかり！パラリンピック　１ 文研出版D25 28 まるわかり！パラリンピック　２ 文研出版D25 29 まるわかり！パラリンピック　３ 文研出版D25 30 まるわかり！パラリンピック　４ 文研出版D25 31 まるわかり！パラリンピック　５ 文研出版D25 32 話したくなるオリンピックの歴史 清水書院D25 33 こどもオリンピック新聞 世界文化社D25 34 これがオリンピックだ 講談社D25 35 チームでつかんだ栄光のメダル　１ 汐文社D25 36 チームでつかんだ栄光のメダル　２ 汐文社D25 37 チームでつかんだ栄光のメダル　３ 汐文社D25 38 チームでつかんだ栄光のメダル　４ 汐文社D25 39 チームでつかんだ栄光のメダル　５ 汐文社D25 40 心にのこるオリンピック・パラリンピックの読みもの　１ 学校図書D25 41 心にのこるオリンピック・パラリンピックの読みもの　２ 学校図書D25 42 心にのこるオリンピック・パラリンピックの読みもの　３ 学校図書D25 43 心にのこるオリンピック・パラリンピックの読みもの　別巻 学校図書D25 44 すごいぞ！オリンピックパラリンピックの大記録 講談社計 44冊

オリンピック・パラリンピック



 



様式調１号江東区立 　行（FAX：３６４３－００６７） 学校名　（貸出カード番号 　　）
団体貸出「調べ学習セット」を下記のとおり申込みます。

※貸出状況により、ご希望に沿えない場合もございます。

【図書館→通信欄】 下記のとおりの貸出・配本日時となりましたのでご確認願います。1 貸出セット名2 配本日時3 □担当者　　　深川図書館　（　　　　　）4 その他
【図書館使用欄】 備考日付 担当 日付 担当 日付 担当

団体貸出「調べ学習セット」申込書兼確認書　　年　　月　　日

セット名 記
深川図書館

２．事務連絡先２．事務連絡先２．事務連絡先２．事務連絡先

１．貸出希望セット名１．貸出希望セット名１．貸出希望セット名１．貸出希望セット名

施設連絡

担当者TELFAX
学校所在地

①施設連絡配本車予約・手配管理簿入力 ②貸出処理 ③貸出リスト出力　管理簿入力

３．その他　３．その他　３．その他　３．その他　※連絡事項等ございましたらご記入ください。※連絡事項等ございましたらご記入ください。※連絡事項等ございましたらご記入ください。※連絡事項等ございましたらご記入ください。

　　/　　（　）



 



様式調２号江東区立 　行（FAX：３６４３－００６７） 学校名　（貸出カード番号 　　）借受しました下記のセットを返却しますので回収をお願いします。

【図書館→通信欄】 下記のとおりの回収日時となります。ご確認をお願いします。1 回収セット名2 回収日時3 □担当者　　　深川図書館　（　　　　　）4 その他
【図書館使用欄】 備考日付 担当 日付 担当 日付 担当①施設連絡配本車予約・手配管理簿入力 ②返却処理 ③管理簿入力※回収日までに、返却する本が全部そろっていることを「団体貸出リスト」で確認の上、返却願います。

施設連絡

３．その他　３．その他　３．その他　３．その他　※連絡事項等ございましたらご記入ください。※連絡事項等ございましたらご記入ください。※連絡事項等ございましたらご記入ください。※連絡事項等ございましたらご記入ください。
　　/　　（　）

団体貸出「調べ学習セット」回収依頼書兼確認書　　年　　月　　日
セット名 記１．返却セット名１．返却セット名１．返却セット名１．返却セット名

深川図書館

２．事務連絡先２．事務連絡先２．事務連絡先２．事務連絡先
FAX

学校所在地担当者TEL


