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コミュニケーションの達人 1 国際人をめざせ！ スピーチ 菊池 省三監修 フレーベル館 800 こ
コミュニケーションの達人 2 国際人をめざせ！ インタビュー 菊池 省三監修 フレーベル館 800 こ
コミュニケーションの達人 3 国際人をめざせ！ ディベート 菊池 省三監修 フレーベル館 800 こ
コミュニケーションの達人 4 国際人をめざせ！ パフォーマンス 菊池 省三監修 フレーベル館 800 こ
家でよく見る記号とマーク（気になる記号とマークの図鑑） WILLこども知育研究所編・著 金の星社 801 い
学校でよく見る記号とマーク（気になる記号とマークの図鑑） WILLこども知育研究所編・著 金の星社 801 が
くらしの中のマーク・記号図鑑（調べる学習百科） 村越 愛策監修 岩崎書店 801 く
交通と公共施設でよく見る記号とマーク（気になる記号とマークの図鑑） WILLこども知育研究所編・著 金の星社 801 こ
使って覚える記号図鑑 教科書に出てくる科学の記号・身近なマーク大集合！（子供の科学★サイエンスブックス） 白鳥 敬著 誠文堂新光社 801 し
10か国語でニッポン紹介 1 国際交流を応援する本 日本の自然 パトリック・ハーラン英語指導 岩崎書店 801 じ
10か国語でニッポン紹介 2 国際交流を応援する本 日本のまち パトリック・ハーラン英語指導 岩崎書店 801 じ
10か国語でニッポン紹介 3 国際交流を応援する本 日本のくらし パトリック・ハーラン英語指導 岩崎書店 801 じ
10か国語でニッポン紹介 4 国際交流を応援する本 日本の食べ物 パトリック・ハーラン英語指導 岩崎書店 801 じ
10か国語でニッポン紹介 5 国際交流を応援する本 日本の文化・スポーツ パトリック・ハーラン英語指導 岩崎書店 801 じ
スポーツやあそびでよく見る記号とマーク（気になる記号とマークの図鑑） WILLこども知育研究所編・著 金の星社 801 す
NEWマーク・記号の大百科 1 ことばや文化、スポーツのマーク・記号 太田 幸夫監修 学研プラス 801 に
NEWマーク・記号の大百科 2 算数や理科、気象のマーク・記号 太田 幸夫監修 学研プラス 801 に
NEWマーク・記号の大百科 3 食品や衣類、家庭用品のマーク・記号 太田 幸夫監修 学研プラス 801 に
NEWマーク・記号の大百科 4 街や交通、地図のマーク・記号 太田 幸夫監修 学研プラス 801 に
NEWマーク・記号の大百科 5 国旗や都市、団体のマーク・記号 太田 幸夫監修 学研プラス 801 に
NEWマーク・記号の大百科 6 環境や福祉、防災のマーク・記号 太田 幸夫監修 学研プラス 801 に
町でよく見る記号とマーク（気になる記号とマークの図鑑） WILLこども知育研究所編・著 金の星社 801 ま
まるわかり記号の大事典 決定版 調べて楽しい2000種以上の記号がびっしり 太田 幸夫監修 くもん出版 801 ま
よくわかる！記号の図鑑 1 交通、乗り物、案内、指示の記号 木村 浩監修 あかね書房 801 よ
よくわかる！記号の図鑑 2 リサイクル、環境、製品、食品の記号 木村 浩監修 あかね書房 801 よ
よくわかる！記号の図鑑 3 ユニバーサルデザイン、福祉、医療の記号 木村 浩監修 あかね書房 801 よ
よくわかる！記号の図鑑 4 文字、単位、学習、文化の記号 木村 浩監修 あかね書房 801 よ
よくわかる！記号の図鑑 5 グループ、スポーツ、遊びの記号 木村 浩監修 あかね書房 801 よ
記号・単位のひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 39） 学研 801

アナグラムで遊ぼう けんじのじけん（言葉で遊ぼう回文・アナグラム 2） ささき あり作 あかね書房 807 さ
回文で遊ぼう きしゃのやしき（言葉で遊ぼう回文・アナグラム 1） 間部 香代作 あかね書房 807 ま
にほんご 安野 光雅ほか著 福音館書店 810 に
漢字のひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 41） 学研 811

写真で読み解く語源大辞典 沖森 卓也監修 あかね書房 812 し
三省堂国語辞典 第7版 見坊 豪紀編 三省堂 813 さ
三省堂国語辞典 第7版 見坊 豪紀編 三省堂 813 さ
三省堂国語辞典 第7版 見坊 豪紀編 三省堂 813 さ
小学館ことばのえじてん 小学館の子ども辞典 篠崎 晃一監修 小学館 813 し
写真で読み解くことわざ大辞典 倉島 節尚監修 あかね書房 813 し
例解新国語辞典 第9版 林 四郎監修 三省堂 813 れ
例解新国語辞典 第9版 林 四郎監修 三省堂 813 れ
例解新国語辞典 第9版 林 四郎監修 三省堂 813 れ
ことわざ 慣用句・故事成語・四字熟語（ポプラディア情報館） 倉島 節尚監修 ポプラ社 814 こ
ことば絵事典 1 探検・発見授業で活躍する日本語 季節・暦・くらしのことば 江川 清監修 偕成社 814 こ
ことば絵事典 10 探検・発見授業で活躍する日本語 理科・算数・生物のことば 江川 清監修 偕成社 814 こ
新レインボー写真でわかる慣用句辞典 第5刷 学研プラス 814 し
小学生のまんがことわざ辞典 改訂版 第2刷 金田一 春彦監修 学研プラス 814 し
辞書びきえほんことわざ 改訂新版 陰山 英男監修 ひかりのくに 814 じ



つかってみよう！ことわざ365日 慣用句 故事成語（ことばの事典365日） 青木 伸生監修 小峰書店 814 つ
ねこねこ日本史でよくわかることわざ そにし けんじ原作 実業之日本社 814 ね
ねこねこ日本史でよくわかる四字熟語 そにし けんじ原作 実業之日本社 814 ね
ことばのゆらい図鑑 1 戦や武器にゆらいする言葉 ヒサ クニヒコ文と絵 ハッピーオウル社 814 ひ
ことばのゆらい図鑑 2 動物にゆらいする言葉 ヒサ クニヒコ文と絵 ハッピーオウル社 814 ひ
ことばのゆらい図鑑 3 人の体にゆらいする言葉 ヒサ クニヒコ文と絵 ハッピーオウル社 814 ひ
まんがで学ぶ故事成語 八木 章好著 国土社 814 や
ことば絵事典 6 探検・発見授業で活躍する日本語 人の体・心・動作のことば 江川 清監修 偕成社 814

ことば絵事典 7 探検・発見授業で活躍する日本語 政治・産業・社会のことば 江川 清監修 偕成社 814

ことば絵事典 8 探検・発見授業で活躍する日本語 歴史・文化・行事のことば 江川 清監修 偕成社 814

ことば絵事典 9 探検・発見授業で活躍する日本語 地理・地図・環境のことば 江川 清監修 偕成社 814

ことば絵事典 10 探検・発見授業で活躍する日本語 理科・算数・生物のことば 江川 清監修 偕成社 814

ドラえもんはじめての数え方 飯田 朝子著 小学館 815 い
数え方のえほん 高野 紀子作 あすなろ書房 815 た
もののかぞえ方絵事典 調べ学習にやくだつ 村越 正則監修 PHP研究所 815

お父さんが教える作文の書きかた 赤木 かん子著 自由国民社 816 あ
お父さんが教える読書感想文の書きかた 赤木 かん子著 自由国民社 816 あ
書きかたがわかるはじめての文章レッスン 2 手紙・電子メール 金田一 秀穂監修 学研教育出版 816 か
書きかたがわかるはじめての文章レッスン 3 物語・詩 金田一 秀穂監修 学研教育出版 816 か
書きかたがわかるはじめての文章レッスン 4 新聞・報告書 金田一 秀穂監修 学研教育出版 816 か
書きかたがわかるはじめての文章レッスン 5 俳句・短歌 金田一 秀穂監修 学研教育出版 816 か
絵で見ておぼえる小学漢字1006（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 821 え
絵で見ておぼえる小学漢字1006（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 821 え
絵で見ておぼえる小学漢字1006（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 821 え
ゼロから始める英語（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 830 ぜ
ゼロから始める英語（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 830 ぜ
ゼロから始める英語（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 830 ぜ
ドラえもんはじめての英語図鑑 小学生のための楽しい絵辞典 宮下 いづみ監修 小学館 830 ど
英語のひみつ 新訂版（学研まんがひみつシリーズ 47） 学研 830

キッズクラウン英和・和英辞典 新装版 下 薫編 三省堂 833 き
キッズクラウン和英辞典 新装版 下 薫編 三省堂 833 き
くまのプーさんはじめての英語絵じてん（ディズニーイングリッシュ） 学研プラス 833 く
ドラえもんはじめての英語辞典 第2版 小学生のための英和・和英 宮下 いづみ編著 小学館 833 ど
プログレッシブ中学英和・和英辞典 Charming Edition 吉田 研作編 小学館 833 ぷ
似ている英語 おかべ たかし文 東京書籍 834 お
日本昔話 2 Level 1（1000‐word） 金太郎ほか（ラダーシリーズ） IBCパブリッシング 837 に


