
絵本（幼児） 低学年 高学年

国語

ことばのこばこ
しりとりのだいすきなおうさま

なにもなくても

のみのぴこ

つたえあいましょうがっこう
漢字だいぼうけん
あひるの手紙

のはらうた

とっておきの詩
ことわざのえほん

はじめてのロジカルシンキング

齋藤孝のどっちも得意になる!国語×算数
つかってみよう　ことわざ３６５日

みんなで遊ぼう！！百人一首大図鑑

漢字なりたちブック
ことばハンター

合言葉はフリンドル！

算数

１０までかぞえられるこやぎ
ウラパン・オコサ
100

ヒギンスさんのとけい
おまたせクッキー

トビのめんどり
はじめてであう　すうがくの絵本

さんすうだいすき
はかってみよう長さ・重さ・時間

単位がわかる　メートルのえほん
単位がわかる　グラムのえほん
単位がわかる　リットルのえほん

算数たんけん
さんすうサウルス

王さまライオンのケーキ
１つぶのおこめ
メリサンド姫

めいちゃんの500円玉

算数卒業旅行
算数の考える力をつけよう！

江戸の算数

齋藤孝のどっちも得意になる!算数×社会

遊んで学べる算数マジック

理科
（生き物
　植物）

どうぐはなくても

ジャイアント・ジャムサンド
ぼくのわたしのこんちゅうえん

どーんとやさい（既８冊）
はちうえはぼくにまかせて
たんぽぽ

やさいでペッタン
ハナちゃんのトマト

トマトのひみつ

やさいばたけははなばたけ

クイズでさがそう！生きものたちのわすれもの

なりきり生きもの図鑑

密着！動物たちの24時
昆虫って、どんなの？
ファーブルこんちゅう記

シートンどうぶつ記
やりぬく女の子ソフィーの物語

ながいながいペンギンの話

やさいはいきている

根っこの絵本

みどりいろのたね
七海と大地のちいさなはたけ

やさいのさいばいとかんさつ（全６巻）

なぜなにはかせの理科クイズ

シートン動物記
なぜ？の図鑑　昆虫

なぜ？の図鑑　からだ
ひらけ蘭学のとびら
なぜ？の図鑑　植物

ドリトル先生物語
ピトゥスの動物園

クワガタクワジ物語

みどりのゆび

理科
（宇宙
　科学）

しずくのぼうけん

いってかえって星から星へ

空のうえにはなにがある？
うちゅうはきみのすぐそばに

パパ、お月さまとって!
なんだかぼくにはわかったぞ

ごむのじっけん

あしたのてんきははれ？くもり？あめ？

にゅうどうぐも

たいふうがくる

おもしろ科学実験室

さとうとしお

じしゃくのふしぎ

ちょこっとできるびっくりあそび

なぜ？の図鑑　科学マジック

やさしくわかる星とうちゅうのふしぎ 

もしも宇宙でくらしたら
マックス宇宙ステーションへ行く

ちきゅう（ブライアン・カラス）

NHKカガクノミカタ

ようこそ！理科レストラン

なぜ？の図鑑　宇宙

理科をたのしく！　光と音の実験工作

齋藤孝のどっちも得意になる!理科×国語

太陽のひみつシリーズ

月のひみつシリーズ

風船で宇宙を見たい！

ジュニア空想科学読本

雲と天気大事典
おもいの？かるいの？

社会
かわ

おっかなどうぶつえんのちず

ぼくらの地図旅行
発見しよう!つくってみよう!まちの地図
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町

はじめてのアクティブ・ラーニング社会の？を探検
日本地理データ年鑑

日本全国おみやげ図鑑

調べてみよう都道府県の特産品
統計と地図の見方・使い方
黄門さまの社会科クイズ

齋藤孝のどっちも得意になる!社会×理科
シリーズ見てみよう・考えよう！子ども大学

いくらかな？社会がみえるねだんのはなし
絵で見る　日本の歴史

西郷隆盛

英語

エリック・カールの えいごがいっぱい

ひとまねこざるのＡＢＣ
ババールのＡ・Ｂ・Ｃ

ABCうさぎ
たのしいＡＢＣ
おやすみなさいABC

アラン・グレのABCえほん
はじめてのさがしておぼえるえいごのことば

写真英語ずかん
これって英語でなんていうの?

くまさんくまさんなにみてるの？　（英語でもよめる）
はらぺこあおむし　（英語でもよめる）

月ようびはなにたべる?　（英語でもよめる）

シチュエーション別小学校英語ゲーム大百科
47都道府県かんたん英語でふるさと紹介

よかったねネッドくん　英文つき
英語でもよめる　じぶんだけのいろ

英語でもよめる　スイミー

まなびのたね　全教科分リスト



音楽

どどどどど
こぶたのまーち

またもりへ
パピプペポーおんがくかい

森のおくりもの
ふしぎなバイオリン

まほうのふえ
ちいさなたいこ

ネコとクラリネットふき
ぶたのめいかしゅローランド

３人のちいさな人魚
いたずらトロルと音楽隊
うたがみえるきこえるよ

バラライカねずみのトラブロフ
ピアノはっぴょうかい

60秒のきせき
ハーモニカのめいじんレンティル
野はらの音楽家マヌエロ

くまの楽器店

セロひきのゴーシュ
バレエをおどりたかった馬

クラシックバレエおひめさま物語
バレエ物語集

チェロの木
おんがくねずみジュラルディン
105にんのすてきなしごと

音楽をもっと好きになる本
バレエなんて、きらい

ピアノをきかせて
四重奏デイズ

天才コオロギ ニューヨークへ
歌うねずみウルフ

図工

ジブリルのくるま
ダニエルの絵
まほうのえのぐ

なにができるかな？

こんにちは あかぎつね！
いろいろへんないろのはじまり

ペペットのえかきさん
なにをかこうかな
えかきうたのほん

くれよんのはなし
あそびえかきうた　（全３巻）

ケイティのふしぎ美術館　（全１０巻）

小学館あーとぶっく

新やさしいこうさく
やさしい行事のこうさく

うごくおもちゃをつくろう！
リサイクル工作であそぼう！手づくりおもちゃ２００ 

かんたん！あそべる！おもちゃこうさく
ちょこっとできるびっくり！工作 

かわいいパッケージクラフト 
絵くんとことばくん

発想力が豊かになるおえかきアート
しぜんのかたち　せかいのかたち

ももいろのきりん

紙人形のぼうけん

おはなし名画シリーズ

かんたんレベルアップ絵のかきかた 
きょうからアーティスト

絵をかこう！
クローディアの秘密

若冲
石の神

光草
マリアンヌの夢

家庭科

しろくまちゃんのホットケーキ

サンドイッチサンドイッチ

のりまき
ぱんやさん

あれこれたまご

ホットケーキできあがり

からすのパンやさん

なぞのプーカ

せかいでさいしょのポテトチップス

ボタン
おはなしのもうふ

ひとりでできるかな？はじめての

きみもなれる！家事の達人
火もほうちょうもつかわない

わかったさんとおかしをつくろう！

こまったさんのレシピブック 

こまったさん

わかったさん
ルルとララ

おかあさんになったつもり

アリクイ

まこちゃんのおるすばん

ようふくなおしのモモーヌ

カーニバルのおくりもの

エングラシア

かわいくつくっちゃおう！かんたんクッキング１２か月

ルルとララ
１５分でカフェごはん

ポリ袋で作るお弁当

ミシンなしでかんたん！季節の手芸

かんたん!かわいい!はじめての手芸

男子☆弁当部

まほうつかいのチョコレートケーキ

引き出しの中の家

体育

おやおやおやさい

できるかな？あたまからつまさきまで
むしたちのうんどうかい
さかさことばでうんどうかい
およぐ

たろうめいじんのたからもの
とらねこさんおはいんなさい

マドレンカのサッカーだいすき

ボールのまじゅつしウィリー
夢はワールドカップ
野球場の一日

うんどうの絵本

ちびっこ大せんしゅ
しっぱいにかんぱい！
しゅくだいさかあがり
しゅくだい大なわとび

しゅくだいとびばこ
しゅくだいクロール

しゅくだいかけっこ

スポーツのおはなし
まっしょうめん
エルシー・ピドックゆめでなわとびをする

運動能力アップのコツ
きょうから体育が好きになる！
絵とＤＶＤでわかるスポーツルールとテクニック 
キミも運動ができるようになる

キミはもっと速く走れる！

クイズでスポーツがうまくなる
スクール鬼ごっこ
こどもチャレンジ
こどもスポーツ

なわとび「スゴ技」コレクション
スポーツ感動物語

栄光のメダル

チームふたり
ナイスキャッチ！
バッテリー

バドミントン★デイズ
まっしょうめん！

キャプテンはつらいぜ
走れ、セナ！



道徳

ともだち

せかいのひとびと
ありがとうのきもち

75億人のひみつをさがせ!

ひみつのきもちぎんこう
一さつのおくりもの
ココロ屋

シールの星
ひとりひとりのやさしさ

ローザ

たいせつなこと
おもいやりの絵本
みんなで道トーク！

学校では教えてくれないピカピカ自分みがき術
白熱道徳教室

生きるための「正義」を考える本
どう解く？
窓をひろげて考えよう

新しい心のバリアフリーずかん
「お手伝いしましょうか？」うれしかった、そのひとこと

１０歳の質問箱

見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘
ヤクーバとライオン
きみの行く道

なんだろうなんだろう



タイトル 著者名 出版社 請求記号

ことばのこばこ 和田 誠∥さく・え 瑞雲舎 E/ワ

しりとりのだいすきなおうさま はた こうしろう∥絵 鈴木出版 E/ハ

なにもなくても 長 新太∥絵 福音館書店 E/チ

のみのぴこ 和田 誠∥絵 サンリード E/ワ

あいうえおべんとう 山岡 ひかる∥作 くもん出版 E/ヤ

さかさことばでうんどうかい 西村 敏雄∥作 福音館書店 E/ニ

わははは！ことばあそびブック　（全６巻） 村上 康成‖絵 ＰＨＰ研究所 E/ム

もじあそび 安野 光雅∥ぶん え 福音館書店 E/ア

つたえあいましょうがっこう　（全３巻） 宮下 すずか∥作 くもん出版 91/ミ

漢字だいぼうけん 宮下 すずか∥作 偕成社 91/ミ

こども世界の民話　 内田 莉莎子∥ほか著 実業之日本社 90/コ

愛蔵版おはなしのろうそく　（全１０巻） 東京子ども図書館∥編纂 東京子ども図書館 90/ト

それほんとう？ 松岡 享子∥文 福音館書店 91/マ

あひるの手紙 朽木 祥∥作 佼成出版社 91/ク

山下明生の空とぶ学校　（全７巻） 山下 明生∥作 理論社 91/ヤ

のはらうた くどうなおことのはらみんな∥詩 童話屋 91.5/ク

とっておきの詩 村上 しいこ∥作 ＰＨＰ研究所 91/ム

ことわざのえほん 高部 晴市∥絵 鈴木出版 E/タ

声にだすことばえほん　 齋藤 孝∥編 ほるぷ出版

思考力・構成力・表現力をきたえるはじめてのロジカルシンキング （全４巻） 大庭コテイさち子∥著 偕成社 14/オ

齋藤孝のどっちも得意になる!国語×算数 齋藤 孝∥監修 教育画劇 37/サ

調べて、まとめて、コミュニケーション　（全５巻） 中川 一史∥監修 光村教育図書 81/シ

つかってみよう！ことわざ３６５日 青木 伸生∥監修 小峰書店 81/ツ

熟語博士の宇宙探検 五味 太郎∥作 絵本館 81/ゴ

みんなで遊ぼう！！百人一首大図鑑 吉海 直人∥監修 国土社 91.1/ミ

漢字なりたちブック　（全６巻） 伊東 信夫∥著 太郎次郎社エディタス 82/イ

ことばハンター 飯間 浩明∥著 ポプラ社 81/イ

合言葉はフリンドル！ アンドリュー＝クレメンツ∥作 講談社 93/ク

小説ちはやふる　中学生編（全４巻） 時海 結以∥著 講談社 F/ト

キラキラ読書クラブ キラキラ読書クラブ∥編 玉川大学出版部 01/キ

キラキラ子どもブックガイド キラキラ読書クラブ∥編 玉川大学出版部 01/キ

つぎ、なにをよむ? 秋山 朋恵∥編 偕成社 01/ツ

新・どの本よもうかな？ 日本子どもの本研究会∥編 国土社 02/シ

北村薫と有栖川有栖の名作ミステリーきっかけ大図鑑（全３巻） 日本図書センター 90/キ

今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０！ 金原 瑞人∥監修 ポプラ社 01/イ

※読み聞かせコーナーに、５歳くらいから耳で聞いて楽しむ昔話や物語があります。

🌼 まなびのたね 🌼         国　　語

絵本

低学年

高学年

読書案内



タイトル 著者名 出版社 請求記号

かわ 加古 里子∥作 画 福音館書店 E/カ

おっかなどうぶつえんのちず なかの ひろたか∥え 福音館書店 E/ナ

もりにいちばができる 五味 太郎∥作 玉川大学出版部 E/ゴ

ぼくらの地図旅行 那須 正幹∥ぶん 福音館書店 448/ナ

発見しよう!つくってみよう!まちの地図　（全３巻） 長谷川 直子∥監修 河出書房新社 448/ハ

日本全国行ってみたいなあんな町こんな町　（全７巻） 東　菜奈∥著 岩崎書店 29/ヒ

めいちゃんの５００円玉 なかがわ ちひろ∥作 アリス館 91/ナ

はじめてのアクティブ・ラーニング社会の？を探検  （全３巻） 小宮山　博仁∥著 童心社 30/コ

日本地理データ年鑑 松田 博康∥監修 小峰書店 29/ニ

日本全国おみやげ図鑑 フレーベル館 60/ニ

調べてみよう都道府県の特産品 都道府県の特産品編集室∥編 理論社 59/シ

統計と地図の見方・使い方 渡辺　美智子∥監修 ＰＨＰ研究所 417/ト

黄門さまの社会科クイズ　（全６巻） 国土社編集部∥編集 国土社 30/コ

齋藤孝のどっちも得意になる!社会×理科 齋藤 孝∥監修 教育画劇 37/サ

シリーズ見てみよう・考えよう！子ども大学　（全３巻） 子ども大学かわごえ∥監修 フレーベル館 00/シ

いくらかな？社会がみえるねだんのはなし　（全６巻） 藤田　千枝∥編 大月書店 33/イ

歯みがきつくって億万長者 ジーン・メリル∥作 偕成社 93/メ

きつねの橋 久保田 香里∥作 偕成社 91/ク

白狐魔記　（既７巻） 斉藤 洋∥作 偕成社 91/サ

西郷隆盛　上・下 小前　亮∥作 小峰書店 91/コ

※地理や歴史の本は2類、公民の本は3類の棚にたくさん置いてあります。

 🌼 まなびのたね 🌼         社　　　会

絵本

低学年

高学年



タイトル 著者名 出版社 請求記号

エリック・カールの えいごがいっぱい エリック カール∥え 偕成社 E/カ

ひとまねこざるのＡＢＣ Ｈ．Ａ．レイ∥文・絵 岩波書店 E/レ

ババールのＡ・Ｂ・Ｃ ロラン・ド・ブリュノフ∥さく 評論社 E/ブ

ABCうさぎ ワンダ ガアグ∥文・絵 文遊社 E/ガ

たのしいＡＢＣ フランソワーズ∥さく・え 徳間書店 E/セ

おやすみなさいABC マーガレット・ワイズ・ブラウン∥作 フレーベル館 E/ス

アラン・グレのABCえほん　（全４巻） アラン グレ∥作 あすなろ書房 83/グ

はじめてのさがしておぼえるえいごのことば てづか あけみ∥イラスト パイインターナショナル 83/ハ

写真英語ずかん　（全３巻） 大門　久美子∥編 汐文社 83/シ

これって英語でなんていうの?　（全５巻） 佐藤 久美子∥監修 ポプラ社 83/コ

くまさんくまさんなにみてるの？　（英語でもよめる） エリック カール∥え 偕成社 E/カ

はらぺこあおむし　（英語でもよめる） エリック カール∥さく 偕成社 E/カ

月ようびはなにたべる?　（英語でもよめる） エリック カール∥え 偕成社 E/カ

シチュエーション別小学校英語ゲーム大百科 加藤 拓由∥監修 あかね書房 83/シ

47都道府県かんたん英語でふるさと紹介　（全３巻） 石川 めぐみ∥監修 汐文社 83/ヨ

よかったねネッドくん　英文つき レミー・チャーリップ∥さく 偕成社 E/シ

英語でもよめる　じぶんだけのいろ レオ＝レオニ∥作 好学社 E/レ

英語でもよめる　スイミー レオ＝レオニ∥作 好学社 E/レ

 🌼 まなびのたね 🌼　        英　　　語

絵本

高学年

低学年

※外国語の絵本コーナーに、英語の絵本や物語もあります。



タイトル 著者名 出版社 請求記号

ウラパン・オコサ 谷川 晃一∥作 童心社 E/タ

100 名久井 直子∥作 福音館書店 E/イ

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 E/ハ

おまたせクッキー パット・ハッチンス∥さく 偕成社 E/ハ

トビのめんどり ポリー　アラキジャ∥作 さ・え・ら書房 E/ア

はじめてであう　すうがくの絵本 安野 光雅∥著 福音館書店 411/ア

さんすうだいすき　（全１０巻） 遠山 啓∥著 日本図書センター 410/ト

はかってみよう長さ・重さ・時間 新間　竹彦∥著 汐文社 420/シ

単位がわかる　メートルのえほん ほるぷ出版 420/タ

単位がわかる　グラムのえほん ほるぷ出版 420/タ

単位がわかる　リットルのえほん ほるぷ出版 420/タ

算数たんけん　（全１０巻） まつい のりこ∥著 偕成社 411/マ

さんすうサウルス ミッシェル　マーケル∥ぶん 福音館書店 E/ク

王さまライオンのケーキ マシュー・マケリゴット∥作・絵 徳間書店 E/マ

１つぶのおこめ デミ∥作 光村教育図書 E/デ

メリサンド姫 Ｅ．ネズビット∥作 小峰書店 93/ネ

いち、に、さんすうときあかしましょうがっこう（全３巻） 宮下 すずか∥作 くもん出版 91/ミ

算数卒業旅行　（全３巻） 汐文社 410/サ

算数の考える力をつけよう！ 宮本  哲也∥監修 ＰＨＰ研究所 410/サ

江戸の算数　（全３巻） 西田  知己∥著 汐文社 419/ニ

齋藤孝のどっちも得意になる！算数×社会 齋藤 孝∥監修 教育画劇 37/サ

遊んで学べる算数マジック　（全４巻） 庄司 タカヒト∥著 小峰書店 410/シ

美しい数学（全５巻） 安野 光雅∥著 童話屋 E/ア

絵本

低学年

高学年

🌼 まなびのたね 🌼         算　　　数



タイトル 著者名 出版社 請求記号

どうぐはなくても Ｎ．チャルーシナ∥絵 福音館書店 E/チ

ジャイアント・ジャムサンド ジョン・ヴァーノン・ロード∥ぶん・え アリス館 E/ロ

ぼくのわたしのこんちゅうえん 津田  櫓冬∥絵 福音館書店 E/ツ

どーんとやさい（既８冊） いわさ　ゆうこ∥さく 童心社 E/イ

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∥え ペンギン社 E/グ

たんぽぽ 平山  和子∥ぶん・え 福音館書店 E/ヒ

やさいでペッタン よしだ  きみまろ∥さく 福音館書店 E/ヨ

ハナちゃんのトマト 市川　里美∥作 ＢＬ出版 E/イ

トマトのひみつ 山口  進∥文・写真 福音館書店 E/ヤ

やさいばたけははなばたけ 広野  多珂子∥作・絵 佼成出版社 E/ヒ

クイズでさがそう！生きものたちのわすれもの　（全３巻） 小宮　輝之∥監修 佼成出版社 481/ク

なりきり生きもの図鑑　（全４巻） NHK「なりきり!むーにゃん生きもの学園」制作班∥編 NHK出版 460/ナ

昆虫って、どんなの？ いしもり　よしひこ∥著 ハッピーオウル社 486/イ

ファーブルこんちゅう記　（全７巻） ファーブル∥著 小峰書店 486/フ

シートンどうぶつ記　（全１０巻） シートン∥作 あすなろ書房 480/シ

ながいながいペンギンの話 いぬい とみこ∥作 理論社 91/イ

せんせい！これなあに？　（全６巻） 偕成社 460/セ

やさいはいきている 藤田　智∥監修 ひさかたチャイルド 62/ヤ

じめんのうえとじめんのした アーマ　E．ウェーバー∥文・絵 福音館書店 471/ウ

根っこのえほん 　（全５巻） 小泉　光久∥文 大月書店 471/ネ

まいて観察！たね図鑑　（全３巻） おくやま　ひさし∥著 汐文社 471/オ

みどりいろのたね たかどの ほうこ∥作 福音館書店 91/タ

七海と大地のちいさなはたけ　（全４巻） 最上　一平∥作 ポプラ社 91/モ

やさいのさいばいとかんさつ　（全６巻） 藤田　智∥監修 学研プラス　 62/ヤ

なぜなにはかせの理科クイズ　（全９巻） 多田　歩実∥著 国土社 404/タ

シートン動物記　（全１５巻） アーネスト・Ｔ．シートン∥文・絵 童心社 480/シ

密着！動物たちの24時間　（全６巻） Ｆｌｅｕｒ　Ｓｔａｒ∥編著 汐文社 481/ミ

なぜ？の図鑑　昆虫 岡島　秀治∥監修 学研教育出版 486/ナ

なぜ？の図鑑　からだ 阿部　和厚∥監修 学研プラス 491/ナ

ひらけ蘭学のとびら 鳴海　風∥著 岩崎書店 28/ス

なぜ？の図鑑　植物 海老原　淳∥監修 学研プラス 470/ナ

ダーウィンのミミズの研究 新妻　昭夫∥文 福音館書店 483/ニ

椋鳩十まるごと動物ものがたり　（全１２巻） 椋　鳩十∥作 理論社 91/ム

ドリトル先生物語 ヒュー・ロフティング∥作 岩波書店 93/ロ

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 95/ス

クワガタクワジ物語 中島　みち∥著 偕成社 91/ナ

みどりのゆび モーリス・ドリュオン∥作 岩波書店 95/ド

🌼 まなびのたね 🌼         理　科　（生き物・植物）

絵本

低学年

高学年

※理科の本は、4類の棚にたくさん置いてあります。



タイトル 著者名 出版社 請求記号

しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ∥さく 福音館書店 E/テ

いってかえって星から星へ 田中 清代∥絵 ビリケン出版 E/タ

空のうえにはなにがある？ マイク・マニング∥さく 評論社 E/マ

うちゅうはきみのすぐそばに いわや　けいすけ∥ぶん 福音館書店 E/イ

パパ、お月さまとって! エリック＝カール∥さく 偕成社 E/カ

おそらにはてはあるの？ 井沢 洋二∥絵 玉川大学出版部 E/イ

なんだかぼくにはわかったぞ 加古 里子∥著 童心社 E/カ

ごむのじっけん 加古 里子∥さく 福音館書店 E/カ

あしたのてんきははれ？くもり？あめ？ 野坂  勇作∥さく 福音館書店 E/ノ

にゅうどうぐも 野坂  勇作∥さく 福音館書店 E/ヤ

たいふうがくる みやこし あきこ∥作・絵 ＢＬ出版 E/ミ

でんじろう先生のおもしろ科学実験室　（全５巻） 米村 でんじろう∥監修 新日本出版社 407/デ

さとうとしお ひさかたチャイルド 58/サ

じしゃくのふしぎ フランクリン　Ｍ．ブランリー∥さく 福音館書店 427/ブ

ちょこっとできるびっくりあそび 立花　愛子∥著 偕成社 407/タ

なぜ？の図鑑　科学マジック 藤嶋　昭∥監修 学研プラス 407/ナ

ふしぎ！オドロキ！科学マジック図鑑 山村　紳一郎∥監修 ポプラ社 407/フ

やさしくわかる星とうちゅうのふしぎ 　（全３巻） 渡辺　勝巳∥監修 汐文社 440/ヤ

もしも宇宙でくらしたら 山本　省三∥作 ＷＡＶＥ出版 53/ヤ

もしも月でくらしたら 山本　省三∥作 ＷＡＶＥ出版 446/ヤ

マックス宇宙ステーションへ行く ジェフリー ベネット∥著 勉誠出版 53/ベ

ちきゅう Ｇ．ブライアン・カラス∥さく・え 偕成社 E/カ

NHKカガクノミカタ　（全３巻） NHK「カガクノミカタ」制作班∥編 NHK出版 407/エ

ようこそ！理科レストラン　（全４巻） 法政大学自然科学センター∥監修 文研出版 59/ヨ

理科をたのしく！　光と音の実験工作　（全３巻） 汐文社 425/リ

なぜ？の図鑑　宇宙 縣　秀彦∥監修 学研プラス 440/ナ

齋藤孝のどっちも得意になる!理科×国語 齋藤 孝∥監修 教育画劇 37/サ

太陽のひみつシリーズ　（全３巻） 藤井 旭∥監修 写真 ほるぷ出版 444/タ

月のひみつシリーズ　（全３巻） 藤井 旭∥監修 写真 ほるぷ出版 446/ツ

風船で宇宙を見たい！ 岩谷 圭介‖著 くもん出版 53/イ

ジュニア空想科学読本　（既１２巻） 柳田 理科雄∥著 汐文社 404/ヤ

雲と天気大事典 武田　康男∥著 あかね書房 451/タ

おもいの？かるいの？ やまがみ じろう‖さく 数研出版 420/ヤ

子供の科学★ミライサイエンス　（既７巻） 誠文堂新光社

🌼 まなびのたね 🌼         理　科　（宇宙・科学）

高学年

絵本

低学年

※理科の本は、4類の棚にたくさん置いてあります。



タイトル 著者名 出版社 請求記号

ジブリルのくるま 市川 里美∥作 ＢＬ出版 E/イ

ダニエルのふしぎな絵 バーバラ・マクリントック∥作 ほるぷ出版 E/マ

なんにかわるかな? パット ハッチンス∥作 ほるぷ出版 E/ハ

まほうのえのぐ 林 明子∥さく 福音館書店 E/ハ

こんにちは あかぎつね！ エリック・カール∥さく 偕成社 E/カ

いろいろへんないろのはじまり アーノルド・ローベル∥作 富山房 E/ロ

ペペットのえかきさん クレア　フレッチャー∥絵 絵本塾出版 E/フ

なにを　かこうかな Ｈ・Ａ・レイ∥作 文化出版局 E/レ

えかきうたのほん 西巻 茅子∥え 福音館書店 E/ニ

くれよんのはなし ドン・フリーマン∥さく ほるぷ出版 E/フ

あそびえかきうた　（全３巻） しのはら よしたか∥え らくだ出版　 E/マ

ケイティのふしぎ美術館　（全１０巻）　 ジェイムズ・メイヒュー∥作 サイエンティスト社 E/メ

小学館あーとぶっく　（全１５巻） 結城 昌子∥構成・文 小学館 72/

新やさしいこうさく　（全１２巻） 竹井　史郎∥作 小峰書店 75/タ

やさしい行事のこうさく　（全４巻） 竹井　史郎∥作 小峰書店 75/タ

うごくおもちゃをつくろう！ Ｋ＆Ｂ　ＳＴＵＤＩＯ∥作 あかね書房 75/ウ

リサイクル工作であそぼう！手づくりおもちゃ２００ （全７巻） こどもくらぶ∥編 ポプラ社 75/リ

かんたん！あそべる！おもちゃこうさく　（全８巻） 小峰書店 75/カ

ちょこっとできるびっくり！工作 立花　愛子∥著 偕成社 75/タ

かわいいパッケージクラフト 　（全３巻） 平田 美咲∥作 汐文社 75/ヒ

絵くんとことばくん 天野 祐吉∥作 福音館書店 72/ア

発想力が豊かになるおえかきアート 鈴木 あきこ∥著 主婦の友社 72/ス

しぜんのかたち　せかいのかたち ローレン　ストリンガー‖絵 ＢＬ出版 E/ス

ももいろのきりん 中川 李枝子‖著 福音館書店 91/ナ

紙人形のぼうけん マーガレット・マーヒー∥作 岩波書店 93/マ

おはなし名画シリーズ　（全２４巻） 博雅堂出版 72/

かんたんレベルアップ絵のかきかた 　（全３巻） 女子美術大学付属高等学校∥監修 汐文社 72/カ

きょうからアーティスト　（全３巻） フィオナ　ワット∥編 フレーベル館 72/キ

絵をかこう！　（全３巻） 三嶋　眞人∥協力 汐文社 72/エ

クローディアの秘密 E．L．カニグズバーグ∥作 岩波書店 93/カ

若冲 黒田 志保子∥著 国土社 91/ク

石の神 田中 彩子∥作 福音館書店 91/タ

光草（ストラリスコ） ロベルト・ピウミーニ∥作 小峰書店 97/ピ

マリアンヌの夢 キャサリン・ストー∥作 岩波書店 93/ス

※絵や工作の本は、7類の棚にたくさん置いてあります。

 🌼 まなびのたね 🌼         図　　　工

絵本

低学年

高学年



タイトル 著者名 出版社 請求記号

しろくまちゃんのホットケーキ わかやま けん∥絵 こぐま社 E/ワ

サンドイッチサンドイッチ 小西 英子∥さく 福音館書店 E/コ

のりまき 小西 英子∥さく 福音館書店 E/コ

マフィンおばさんのぱんや 河本 祥子∥え 福音館書店 E/コ

あれこれたまご 中の 滋∥絵 福音館書店 E/ナ

きょうのおやつはなんだろな？ ふじもと　のりこ∥作　絵 鈴木出版 E/フ

ホットケーキできあがり エリック・カール∥作 偕成社 E/カ

からすのパンやさん 加古 里子∥絵と文 偕成社 E/カ

ジェイミー・オルークとなぞのプーカ トミー・デ・パオラ∥再話・絵 光村教育図書 E/デ

せかいでさいしょのポテトチップス フェリシタ　サラ∥絵 ＢＬ出版 E/サ

カクレンボ・ジャクソン デイヴィッド・ルーカス∥さく 偕成社 E/ル

ボタン スギヤマ　カナヨ∥絵 偕成社 E/ス

つぎはぎおばあさん きょうもおおいそがし たかしま なおこ∥作　 講談社 E/タ

すみれおばあちゃんのひみつ 植垣 歩子∥さく 偕成社 E/ウ

おはなしのもうふ エレナ・オドリオゾーラ∥絵 光村教育図書 E/オ

ひとりでできるかな？はじめての家事　（全５巻） 家庭科教育研究者連盟∥編 大月書店 59/ヒ

きみもなれる！家事の達人　（全４巻） 阿部　絢子∥監修 少年写真新聞社 59/キ

ひもほうちょうもつかわない平野レミのおりょうりブック 平野 レミ∥文 福音館書店 59/ヒ

かんたん１５分！火も包丁も使わない魔法のレシピ（全3巻） 寺西 恵里子∥作 汐文社 59/テ

こまったさんのレシピブック 寺村 輝夫∥レシピ原案 あかね書房 59/テ

こまったさん　おはなしりょうりきょうしつ　（全１０巻） 寺村 輝夫∥作 あかね書房 91/テ

わかったさんのおかしシリーズ　（全１０巻） 寺村 輝夫∥作 あかね書房 91/テ

「ルルとララ」シリーズ　（既２６巻） あんびる やすこ∥作 絵 岩崎書店 91/ア

おかあさんになったつもり 森山 京∥作 フレーベル館 91/モ

アリクイにおまかせ 竹下 文子∥作 小峰書店 91/タ

まゆこのるすばん 征矢 清∥作 あかね書房 91/ソ

ようふくなおしのモモーヌ 片山　令子∥作 のら書店 91/カ

カーニバルのおくりもの レミイ・シャーリップ∥さく 福音館書店 E/シ

チワンのにしき 赤羽 末吉∥絵 ポプラ社 E/ア

エングラシアおばちゃんのおくりもの オルガ・マラディアガ∥絵 福音館書店 E/マ

かわいくつくっちゃおう！かんたんクッキング１２か月（全６巻） トモコ＝ガルシア∥作 岩崎書店 59/ト

火も包丁も使わない!安心・安全クッキング　（全４巻） 寺西 恵里子∥著 新日本出版社 59/テ

ルルとララの手作りＳｗｅｅｔｓ　（全４巻） あんびる　やすこ∥監修 岩崎書店 59/ル

１５分でカフェごはん　（全４巻） しらいし　やすこ∥著 理論社 59/シ

ポリ袋で作るお弁当　（全２巻） 川平　秀一∥著 理論社 59/カ

ミシンなしでかんたん！季節の手芸　（全４巻） Ｃ　Ｒ　Ｋ　ｄｅｓｉｇｎ∥著 理論社 59/ミ

かんたん!かわいい!はじめての手芸　（全３巻） NHK「ガールズクラフト」制作班∥編 金の星社 75/カ

男子☆弁当部　（３巻まで所蔵） イノウエ ミホコ∥作 ポプラ社 91/イ

まほうつか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 93/マ

引き出しの中の家 朽木 祥∥作 ポプラ社 93/ク

※家庭科の本は、5類の棚にたくさん置いてあります。

 🌼 まなびのたね 🌼         家　庭　科

絵本

低学年

高学年



タイトル 著者名 出版社 請求記号

おやおやおやさい 山村 浩二∥絵 福音館書店 E/ヤ

できるかな？ エリック・カール∥さく 偕成社 E/カ

むしたちのうんどうかい 久住 卓也∥絵 童心社 E/ク

さかさことばでうんどうかい 西村　敏雄∥作 福音館書店 E/ニ

およぐ なかの ひろたか∥さく 福音館書店 E/ナ

たろうめいじんのたからもの こいで　やすこ∥さく 福音館書店 E/コ

とらねこさんおはいんなさい 小田桐 昭∥絵 偕成社 E/オ

マドレンカ サッカーだいすき ピーター・シス∥作 ＢＬ出版 E/シ

ボールのまじゅつしウィリー アンソニー・ブラウン∥さく 評論社 E/ハ

ホームランを打ったことのない君に 長谷川 集平∥作 理論社 E/ブ

野球場の一日 いわた 慎二郎∥作・絵 講談社 E/イ

うんどうの絵本 西薗　一也∥監修 あかね書房 78/

ちびっこ大せんしゅ シド・ホフ∥ぶんとえ 大日本図書 93/ホ

どれみふぁ　けろけろ 東 君平∥作・絵 あかね書房 91/ヒ

しっぱいにかんぱい！ 宮川 ひろ∥作 童心社 91/ミ

しゅくだいさかあがり 福田　岩緒∥作　絵 ＰＨＰ研究所 91/フ

しゅくだい大なわとび 福田　岩緒∥作　絵 ＰＨＰ研究所 91/フ

しゅくだいとびばこ 福田　岩緒∥作　絵 ＰＨＰ研究所 91/フ

しゅくだいクロール 福田　岩緒∥作　絵 ＰＨＰ研究所 91/フ

しゅくだいかけっこ 福田　岩緒∥作　絵 ＰＨＰ研究所 91/フ

シリーズ スポーツのおはなし　（全１０巻） 講談社 91/

エルシー・ピドックゆめでなわとびをする シャーロット・ヴォーク∥絵 岩波書店 E/ヴ

運動能力アップのコツ　（全３巻） 近藤　隆夫∥著 汐文社 78/コ

きょうから体育が好きになる！　（全５巻） 下山 真二∥著 鈴木出版 78/シ

絵とＤＶＤでわかるスポーツルールとテクニック 中村　和彦∥総合監修 学研教育出版 78/エ

キミも運動ができるようになる　（全３巻） 近藤 隆夫∥著 汐文社 78/コ

キミはもっと速く走れる！　（全３巻） 近藤 隆夫∥著 汐文社 78/コ

スクール鬼ごっこ　（全３巻） 鬼ごっこ協会∥著 いかだ社 78/ス

クイズでスポーツがうまくなる　（全１５巻） ベースボール・マガジン社 78/

こどもチャレンジシリーズ　できたよ　（全４巻） ベースボール・マガジン社‖編集 ベースボール・マガジン社 78/デ

こどもチャレンジ第２シリーズ　はじめよう　（全４巻） ベースボール・マガジン社 78/

こどもスポーツ　やろうよ　（全１０巻） ベースボール・マガジン社 78/

なわとび「スゴ技」コレクション　（全３巻） 河出書房新社 78/ナ

スポーツ感動物語アスリートの原点　（全６巻） 学研プラス 78/ス

チームでつかんだ栄光のメダル 　（全６巻） 本郷　陽二∥編 汐文社 78/チ

チームシリーズ　（全６巻） 吉野　万理子∥作 学研教育出版 91/ヨ

ナイスキャッチ！　（全５巻） 横沢 彰∥作 新日本出版社 91/ヨ

バッテリー　（全６巻） あさの あつこ∥作 教育画劇 91/ア

バドミントン★デイズ 赤羽 じゅんこ∥作 偕成社 91/ア

まっしょうめん　（全３巻） あさの りん∥作 偕成社 91/ア

キャプテンはつらいぜ 後藤 竜二∥作 講談社 91/ゴ

走れ、セナ！ 香坂 直∥著 講談社 91/コ

※体育の本は、7類の棚にたくさん置いてあります。

🌼 まなびのたね 🌼         体　　　育

絵本

低学年

高学年



タイトル 著者名 出版社 請求記号

どどどどど 五味 太郎∥作 偕成社 E/ゴ

こぶたのまーち ほりうち せいいち∥え 福音館書店 E/ホ

パピプペポーおんがくかい かこ　さとし∥作　絵 偕成社 E/カ

森のおくりもの 土田 義晴∥さく 佼成出版社 E/ツ

ふしぎなバイオリン クェンティン・ブレイク∥文・絵 岩波書店 E/ブ

ちいさなたいこ 秋野 不矩∥え 福音館書店 E/ア

ネコとクラリネットふき 岡田 淳∥作 クレヨンハウス E/オ

ぶたのめいかしゅローランド ウィリアム・スタイグ∥作 評論社 E/ス

３人のちいさな人魚 デニス・トレ∥えとぶん 評論社 E/ト

いたずらトロルと音楽隊 アニタ　ローベル∥さく ロクリン社 E/ロ

うたがみえるきこえるよ エリック・カール∥作 偕成社 E/カ

バラライカねずみのトラブロフ ジョン・バーニンガム∥さく 童話館出版 E/バ

ピアノはっぴょうかい みやこし あきこ∥作 ブロンズ新社 E/ミ

60秒のきせき エイミー　ジューン　ベイツ∥え 評論社 E/ベ

ハーモニカのめいじんレンティル ロバート・マックロスキー∥ぶんとえ 国土社 E/マ

野はらの音楽家マヌエロ ドン・フリーマン∥作 あすなろ書房 E/フ

くまの楽器店 安房 直子∥作 小学館 91/ア

セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治∥作 福音館書店 91/ミ

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 94/ス

クラシックバレエおひめさま物語　（全５巻） 講談社

バレエ物語集 ジェラルディン　マコックラン∥著 偕成社 76/マ

チェロの木 いせ　ひでこ∥作 偕成社 E/イ

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 E/サ

おんがくねずみ　ジェラルディン レオ＝レオニ∥作 好学社 E/レ

音楽をもっと好きになる本　（全４巻） 松下　奈緒∥ナビゲーター 学研プラス 76/オ

ピアノはともだち こうやま のりお∥著 講談社 76/コ

バレエなんて、きらい ジェニファー・リチャード・ジェイコブソン‖作 講談社 93/ジ

ピアノをきかせて 小俣　麦穂∥著 講談社 91/オ

四重奏デイズ 横田　明子∥作 岩崎書店 91/ヨ

天才コオロギ ニューヨークへ ジョージ・セルデン∥作 あすなろ書房 93/ジ

歌うねずみウルフ ディック・キング＝スミス‖作 偕成社 93/キ

※音楽の本は、7類の棚にたくさん置いてあります。

 🌼 まなびのたね 🌼         音　　　楽

絵本

低学年

高学年



タイトル 著者名 出版社 請求記号

ともだち 和田 誠∥絵 玉川大学出版部 E/ワ

せかいのひとびと ピーター・スピアー∥えとぶん 評論社 E/ス

ありがとうのきもち 長野 ヒデ子∥絵 ポプラ社 E/ナ

75億人のひみつをさがせ! クリスティン ローシフト‖作　 岩崎書店 E/ロ

ひみつのきもちぎんこう ふじもと　みさと∥作 金の星社 91/フ

一さつのおくりもの 森山 京∥作 講談社 91/モ

ココロ屋 梨屋 アリエ∥作 文研出版 91/ナ

シールの星 岡田 淳∥作 偕成社 91/オ

ひとりひとりのやさしさ Ｅ．Ｂ．ルイス∥絵 ＢＬ出版 E/ル

ローザ ブライアン・コリアー∥絵 光村教育図書 E/コ

たいせつなこと レナード・ワイスガード∥え フレーベル館 E/ワ

おもいやりの絵本 WILLこども知育研究所∥編 金の星社 15/オ

みんなで道トーク！　（全３巻） 藤川　大祐∥監修 河出書房新社 15/ミ

学校では教えてくれないピカピカ自分みがき術（既５巻） 日本図書センター 15/

白熱道徳教室　（全３巻） 加藤 宣行∥著 汐文社 15/カ

生きるための「正義」を考える本 押谷 由夫∥監修 学研プラス 15/イ

どう解く？ やまざき　ひろし∥ぶん ポプラ社 15/ヤ

窓をひろげて考えよう 下村　健一∥著 かもがわ出版 36/シ

「お手伝いしましょうか？」うれしかった、そのひとこと 髙橋 うらら∥文 講談社 36/タ

新しい心のバリアフリーずかん 中野 泰志∥監修 ほるぷ出版 36/ア

１０歳の質問箱 日本ペンクラブ「子どもの本」委員会∥編 小学館 15/ジ

見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘　（全５巻） 教育画劇 15/ミ

ヤクーバとライオン ティエリー・デデュー∥作 講談社 E/デ

きみの行く道 ドクター・スース∥さく 河出書房新社 E/ス

なんだろうなんだろう ヨシタケ　シンスケ∥著 光村図書出版 E/ヨ

※道徳の本は、1類の棚にたくさん置いてあります。

🌼 まなびのたね 🌼         道　　　徳

絵本

低学年

高学年


