
大きな文字の本（こども室）

ラベル番号 本の名前 冊数 書いた人 資料番号

019/ｲ/1 読書介助犬オリビア 上・下 今西 乃子／作 916278654

319/ｵ15/ はたらく地雷探知犬 1冊 大塚 敦子／文・写真 916137010

489/ｲ09/ しっぽをなくしたイルカ 1冊 岩貞 るみこ／作 916278298

498/ｲ12/ 命をつなげ!ドクターヘリ 1冊 岩貞 るみこ／作 916352653

913/ﾅ/1 ヒョコタンの山羊 上・下 長崎 源之助／著 915162411

F/ｱ/1 くもの糸・杜子春 上・下 芥川 龍之介／作 916352608

F/ｱ/1 12歳-出逢いの季節- 上・下 あさの あつこ／作 916278485

F/ｲ/1 迷宮のマーメイド　（摩訶不思議ネコムスビ） 上・下 池田 美代子／作 916278171

F/ｲ/1 秘密のオルゴール　（摩訶不思議ネコムスビ） 上・下 池田 美代子／作 916278369

F/ｲ/3-1 虹の国バビロン　（摩訶不思議ネコムスビ） 上・下 池田 美代子／作 916278888

F/ｲ/4-1 海辺のラビリンス　（摩訶不思議ネコムスビ） 上・下 池田 美代子／作 916352706

F/ｲ/1-1 黒魔女さんが通る!!　チョコ,デビューするの巻 上・下 石崎 洋司／作 916278510

F/ｲ/2-1 黒魔女さんが通る!!　PART2 上・下 石崎 洋司／作 916278108

F/ｲ/3-1 黒魔女さんが通る!!　PART3 上・下 石崎 洋司／作 916278716

F/ｲ/4-1 黒魔女さんが通る!!　PART4 上・下 石崎 洋司／作 916352591

F/ｲ10/ ハチ公物語 1冊 岩貞 るみこ／作 916278126

F/ｲ14/ ゾウのいない動物園 1冊 岩貞 るみこ／作 916137084

F/ｳ/1 ぼくが探偵だった夏 上・下 内田 康夫／作 916137100

F/ｶ/1 あやかしの鏡 上・下 香谷 美季／作 916278402

F/ｶ/2-1 まどわしの教室　（あやかしの鏡２） 上・下 香谷 美季／作 916278903

　　ほんとうのおはなし

　　ものがたり（日本）
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大きな文字の本（こども室）

ラベル番号 本の名前 冊数 書いた人 資料番号

F/ｶ/3-1 さきがけの炎　（あやかしの鏡３） 上・下 香谷 美季／作 916352869

F/ｶ/4-1 みなぞこの人形　（あやかしの鏡４） 上・下 香谷 美季／作 916354460

F/ｶ09/ 霧のむこうのふしぎな町 1冊 柏葉 幸子／作 916278073

F/ｷ/1 ハリィにおまかせ！ 上・下 木下 繁／作 916352644

F/ｸ/1 坂本龍馬は名探偵！！ 上・下 楠木 誠一郎／作 916352831

F/ｸ/1-1 パセリ伝説　memory1 上・下 倉橋 燿子／作 916278467

F/ｸ/2-1 パセリ伝説　memory2 上・下 倉橋 燿子／作 916278144

F/ｸ/3-1 パセリ伝説　memory3 上・下 倉橋 燿子／作 916278690

F/ｸ/4-1 パセリ伝説　memory4 上・下 倉橋 燿子／作 916352626

F/ｺ/1 泣いちゃいそうだよ 上・下 小林 深雪／作 916278270

F/ｺ/1 もっと泣いちゃいそうだよ 上・下 小林 深雪／作 916278251

F/ｺ/3-1 いいこじゃないよ 上・下 小林 深雪／作 916278672

F/ｺ/4-1 ひとりじゃないよ 上・下 小林 深雪／作 916352902

F/ﾀﾞ/1 走れメロス 上・下 太宰 治／作 916278233

F/ﾂ/1 魔女館へようこそ 上・下 つくも ようこ／作 916278340

F/ﾂ/1 魔女館と秘密のチャンネル 上・下 つくも ようこ／作 916278725

F/ﾂ/1 魔女館と月の占い師 上・下 つくも ようこ／作 916352949

F/ﾅ/1 坊っちゃん 上・下 夏目 漱石／作 916278930

F/ﾆ/1 ごんぎつね 上・下 新美 南吉／作 916278565

F/ﾊ/1 四年一組ミラクル教室 上・下 服部 千春／作 916278805

F/ﾊ/1 名前なんて、キライ!　（四年一組ミラクル教室） 上・下 服部 千春／作 916352573

F/ﾊ/4-1 ウソじゃないもん　（四年一組ミラクル教室） 上・下 服部 千春／作 916354504
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大きな文字の本（こども室）

ラベル番号 本の名前 冊数 書いた人 資料番号

F/ﾊ/1 ここは京まち、不思議まち 上・下 服部 千春／作 916354442

F/ﾊ09/ 少年名探偵WHO 1冊 はやみね かおる／作 916278500

F/ﾋ/1 ビビビンゴ！へこまし隊 上・下 東 多江子／作 916352770

F/ﾌ/1 七時間目の占い入門 上・下 藤野 恵美／作 916278609

F/ﾌ/1 七時間目のUFO研究 上・下 藤野 恵美／作 916278420

F/ﾌ/1 クレヨン王国の十二か月 上・下 福永 令三／作 916278190

F/ﾏ/1 パスワードは,ひ・み・つ 上・下 松原 秀行／作 916278304

F/ﾏ/1 ふたりのイーダ 上・下 松谷 みよ子／作 916278064

F/ﾏ09/ 龍の子太郎 1冊 松谷 みよ子／作 916278411

F/ﾐ/1 マサの留守番 上・下 宮部 みゆき／作 916278583

F/ﾐ/1 ステップファザー・ステップ 上・下 宮部 みゆき／作 916278860

F/ﾐ/1-1 注文の多い料理店 上・下 宮沢 賢治／作 916278770

F/ﾐ/2-1 風の又三郎 上・下 宮沢 賢治／作 916278761

F/ﾐ/3-1 銀河鉄道の夜 上・下 宮沢 賢治／作 916352878

F/ﾐ/4 セロひきのゴーシュ 1冊 宮沢 賢治／作 916352840

F/ﾖ/1 勉強してはいけません! 上・下 横田 順彌／作 916278153

F/ﾖ/1 歯をみがいてはいけません! 上・下 横田 順彌／作 916278841

F/ﾖ/1 早く寝てはいけません! 上・下 横田 順彌／作 916278547

F/ﾚ/1-1 若おかみは小学生! 上・下 令丈 ヒロ子／作 916278082

F/ﾚ/2 若おかみは小学生!　Part2 1冊 令丈 ヒロ子／作 916278387

F/ﾚ/3 若おかみは小学生!　Part3 1冊 令丈 ヒロ子／作 916278912

F/ﾚ/4 若おかみは小学生!　Part4 1冊 令丈 ヒロ子／作 916352813
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大きな文字の本（こども室）

ラベル番号 本の名前 冊数 書いた人 資料番号

F/ﾚ/5-1 若おかみは小学生!　Part5 上・下 令丈 ヒロ子／作 916354489

F/ﾚ09/ おっことチョコの魔界ツアー 1冊 令丈 ヒロ子／作 916278331

923/ｵ/1 三国志 1・2・3 [羅 貫中／原作] 916137057

F3/ｳ/1 あしながおじさん 上・下 J.ウェブスター 916354540

F3/ｳ10/ フランダースの犬 1冊 ウィーダ／作 916278743

F3/ｵ/1 若草物語 上・下 オルコット／作 916278959

F3/ｵ/2-1 若草物語　2 上・下 オルコット／作 916352751

F3/ｺ/1 耳なし芳一・雪女 上・下 小泉 八雲／作 916352724

F3/ﾃﾞ/1 クリスマスキャロル 上・下 ディケンズ／作 916352920

F3/ﾄ/1 トム・ソーヤーの冒険 上・中・下 マーク・トウェイン／作 915162449

F3/ﾄﾞ/1 名探偵ホームズバスカビル家の犬 上・中・下 コナン・ドイル／作 916137020

F3/ﾈ/1 砂の妖精 上・中・下 E・ネズビット／作 915162387

F3/ﾊﾞ/1 オズの魔法使い 上・中・下 L・F・バーム／作 916352804

F3/ﾊﾞ/1 リトルプリンセス 上・下 バーネット／作 916354522

F3/ﾍ/1 賢者の贈り物 上・下 O.ヘンリー／作 916278823

F3/ﾓ/1 赤毛のアン 上・中・下 L.M.モンゴメリ／作 916278636

F3/ﾓ/2-1 アンの青春 上・中・下 L.M.モンゴメリ／作 916352680

940/ｼ/1 ハイジ 上・中・下 J.シュピーリ／著 915162350

952/ﾒ/1 青い鳥 上・下 メーテルリンク／作 916278215

953/ｻ10/ 星の王子さま 1冊 サン=テグジュペリ／作 916278322

　　ものがたり（世界）
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