
分類 請求記号 書名
総記 0// 女の子のなぞなぞ1・2年生660問!

0// くらべる図鑑クイズブック
0// ことばの力がつく辞書引き学習
0// 小学校では学べない一生役立つ読書術
0// なぜ?どうして?身近なぎもん　4年生
0// なぜ?どうして?身近なぎもん　5年生
0// なぜ?どうして?身近なぎもん　6年生
0// 呪いの世界恐怖!!都市伝説　パート１２

心理学 1// 尾木ママの女の子相談室1
1// 恐怖!心霊現象の謎
1// きら☆きら心理テスト
1// キラッ★妖精の心理テスト
1// さようなら、ドラえもん
1// 女子力アップ!のウラワザ☆
1// 超あたる!?心理テスト大集合
1// 超能力と予言の謎
1// ハッピーになれる誕生日風水?
1// ハッピーになれる手相占い
1// フシギ妖精の夢うらない
1// ミラクルあたる!ワクワク手相うらない

歴史・地理　 2// 失われた文明の大百科
2// 検定クイズ100世界地理
2// 10分で読める!教科書に出てくる歴史人物物語　古代編
2// 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
2// 10分で読める!教科書に出てくる歴史人物物語　戦国編
2// 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
2// 10分で読める!教科書に出てくる歴史人物物語　近現代編
2// 戦国武将列伝
2// 都道府県がわかる

社会 3// 小学生のミラクル勉強法
3// 世界の妖怪百物語
3// ぶどう畑で見る夢は
3// 妖怪調査ファイル

算数・理科 4// 宇宙[別冊付録：もって歩けるPOCKET WONDA]
4// おもしろ実験研究所
4// 子どもと楽しむ工作・実験・自由研究レシピ
4// 算数の自由研究 第二回小学校１～3年生編
4// 算数まるわかり辞典　１～3年生版
4// 人体[別冊付録:もって歩ける POCKET WONDA]
4// 絶滅危機動物
4// ちょこっとできるびっくりあそび２
4// 東工大サイエンステクノの理系脳を育てる工作教室
4// 鳥[別冊付録：もって歩けるPOCKET WONDA]
4// なぜ?どうして?宇宙のふしぎNEWぎもんランキング
4// ねぇ知ってる?楽しい科学の豆ちしき
4// 発想力をそだて理科が好きになる科学のおもしろい話365
4// ふしぎこどもずかん科学
4// 太っちょ・やせっぽちの読む本
4// 星と星座 [別冊付録:もって歩ける POCKET WONDA]
4// 見える!さがせる!星・星座
4// 両生類・爬虫類[別冊付録:もって歩ける POCKET WONDA]

料理・のりもの 5// 親子で楽しむこども料理塾
5// きみも鉄道(レール)マスターをめざせ!車両クイズ120

夏休みの自

由研究につ

かえる本がた

くさん！！



5// シナモエンジェルスかわいいてづくりこもの
5// 東京スカイツリーとソラカラちゃんのひみつ
5// 透視絵図鑑なかみのしくみ　家のなか
5// 透視絵図鑑なかみのしくみ　キッチン
5// 透視絵図鑑なかみのしくみ　楽器
5// のりもの

飼育 6// にゃんこ学園はじめてのキモチ。
6// 犬犬(わんわん)学園ずっと大スキ。

図画工作 7// ウラワザ伝授!野球・サッカー・ドッジボール
7// オモシロ貯金箱作っちゃおう!
7// 親子でいっしょにつくろう!わくわくおりがみ
7// 親子でつくろうわりばし工作
7// 女の子のおりがみ!
7// シュガーバニーズのおりがみおかいものしましょ!
7// しんぶんしあそび
7// 大集合!めいろ まちがいさがし えさがし70
7// はじめての木工切るだけ!つなぐだけ!
7// ハローキティのかわいいきりがみ
7// ハローキティりんごの森のまちがいさがし
7// 身近な素材でつくる小学生のわくわく工作

言葉 8// 検定クイズ100漢字
8// 齋藤孝のドラえもん読み解きクイズ3

日本文学 91// 怪談オウマガドキ学園9
91// 怪談オウマガドキ学園10
91// かわいいペットがいっぱい5つのお話
91// 小学生のための俳句入門
91// 日本の名作「こわい話」傑作集
91// 魔女がいっぱい5つのお話

英米文学 93// アーチー・グリーンと伝説の魔術師
93// 凍てつく海のむこうに
93// コクルおばあさんとねこ
93// 世界はまるい
93// フローラ

ドイツ文学 94// アンデルセンどうわ
94// エーミルはいたずらっ子
94// おもしろ荘の子どもたち
94// 期間限定!秘密の見習い魔女
94// グリムどうわ

フランス文学 95// 二年間の休暇　上
95// 二年間の休暇　下

絵本 E// アンパンマンとたんじょうびパーティー
E// アンパンマンののりものりょこう
E// おさんぽさんぽ
E// おばけいしゃ
E// おばけくんどこどこ?
E// COLORS
E// がんばれ!ルルロロ ことりのあかちゃん
E// がんばれ!ルルロロ わたしはバレリーナ
E// Sassyのあかちゃんえほんちゃぷちゃぷ
E// しんけんしょうぶ だるまさんがころんだ
E// じいちゃんバナナばあちゃんバナナ
E// たっち!
E// なあになあに
E// のりたいな
E// ぶるんぶるんぶー!

夏休みの工作は

これできまり！！



E// まいにち
E// やだやだくまちゃん
E// ゆっくとすっくBaby まねっこおかお
E// ゆっくとすっくBaby まねっこポーズ
E// ゆっくのどこどこかくれんぼ
E// ゆびさしちゃん
E// ようかいえんにいらっしゃい

よみもの ｶ// おばけのアッチ パン・パン・パンケーキ
ｸ// 黄金のジャングル
ｸ// ジャンヌ・ダルク伝説
ｸ// ブンダバーと会ったなら
ｸ// ポレポレ日記(ダイアリー)　２
ｸ// ポレポレ日記(ダイアリー)　３
ｸ// ポレポレ日記(ダイアリー)　５
ｸ// 流星のワンダー
ｺ// お菓子の本の旅
ｺ// ブルースマンと小学生
ｾ// I LOVE YOUなんて言えない!
ｾ// 大好きの証明
ｾ// 時をこえてそばにいて
ｾ// 星はすばる。
ｾ// めぐりあいて恋紫
ｿ// 悪ガキ7
ｿ// 悪ガキ7　４
ﾀ// トランプおじさんと家出してきたコブタ
ﾃ// カレンダーはにちようび
ﾃ// しゃぼんだまのくびかざり
ﾃ// にせものばんざい
ﾃ// びっくりしゃっくり
ﾄ// おしりたんてい むらさきふじんのあんごうじけん
ﾆ// いちごケーキはピアニッシモで
ﾋ// いつまでもここでキミを待つ
ﾔ// 明日のひこうき雲
ﾔ// キャプテン2
ﾔ// 心霊スポットへようこそ　４
ﾔ// ジャカスカ号で大西洋へ
ﾔ// まんがみたいな恋したいっ!


