
School e-Library 掲載書籍一覧（2023年3月1日現在）

岩波書店 偕成社 Gakken 河出書房新社
ほんとうのリーダーのみつけかた　New! ぼくはアフリカにすむキリンといいます ツッコミ！ことわざ・慣用句　New! 異性
近世のこども歳時記　New! わたしはクジラ岬にすむクジラといいます ロミオとジュリエット　New! 北帰行
お菓子でたどるフランス史　New! オットッ島のせいちゃん、げんきですか？ 雪の女王　New! 四月は少しつめたくて
いのちはどう生まれ、育つのか　New! 神秘の島（第一部) 近づくな！襲撃危険生物のひみつ100 ヒーロー！
江戸のあかり（歴史を旅する絵本３） 神秘の島（第ニ部) 絶滅危機動物 ラジオラジオラジオ！
ソロ沼のものがたり 神秘の島（第三部) そば打ち甲子園！ 図書館ホスピタル
パスタでたどるイタリア史 （１）英傑雄飛の巻 さわるな！猛毒危険生物のひみつ100 一○一教室
世界の神話　躍動する女神たち （２）臥竜出盧の巻 超キモイ！ブキミ深海生物のひみつ100 コンダクター
10代と考える「スマホ」 （３）三国鼎立の巻 四年ザシキワラシ組　夏がきた！ スマイル！　笑顔と出会った自転車地球一周１５７カ国、１５５，５０２ｋｍ

河原にできた中世の町 （４）天命帰一の巻 10分で読めるこわい話　1年生 母ではなくて、親になる
13枚のピンぼけ写真 真夜中から七時まで 10分で読めるこわい話　2年生 英語対訳で読むサラダ記念日
作家たちの17歳 トランプおじさんとペロンジのなぞ この世界からサイがいなくなってしまう 僕はロボットごしの君に恋をする
短歌部、ただいま部員募集中！ トランプおじさんと家出してきたコブタ 怪盗アルセーヌ・ルパン 花歌は、うたう
戦国時代の村の生活（歴史を旅する絵本１） 日本のむかし話一年生 10分で読める伝記　4年生 葬偽屋に涙はいらない
きょうりゅうのかいかた 世界のむかし話一年生 10分で読める伝記　5年生 愛×数学×短歌
カラー版　千石先生の動物ウォッチング 世界のわらい話一年生 10分で読める伝記　6年生 硬い爪、切り裂く指に明日
白いりゅう　黒いりゅう 日本のむかし話二年生 10分で読める伝記　1年生 そこにいるのに
かにむかし 世界のむかし話二年生 10分で読める伝記　2年生 サラダ記念日
日本神話入門 おばけ・ゆうれい話二年生 10分で読める伝記　3年生 四万十川　第１部
私たちのサステイナビリティ 日本のむかし話三年生 ガリバー旅行記 四万十川　第３部
ききみみずきん おばけ・ゆうれい話三年生 10分で読めるお話　4年生 四万十川　第４部
ルゥルゥおはなしして ほこらの神さま  10分で読めるお話　5年生 四万十川　第５部
聖書物語 家なき子（上） 10分で読めるお話　6年生 〈チョコレート語訳〉みだれ髪
いじめを考える 家なき子（中）  びっくり！変な名前の生き物 インストール
SDGs入門 家なき子（下）  10分で読めるお話　1年生 ぼくとネモ号と彼女たち
いないいないばあや 封神演義（上）妖姫乱国の巻　 10分で読めるお話　2年生 蹴りたい背中
つかまったのはだれ？ 封神演義 （中）仙人大戦の巻  10分で読めるお話　3年生 野ブタ。をプロデュース
平安男子の元気な！生活　 封神演義 （下）降魔封神の巻　 若草物語 福袋
ミライを生きる君たちへの特別授業 トランプおじさんとペロンジのなぞ   僕は46億歳。 そこのみにて光輝く
パジャマおばけのおばけパジャマ トランプおじさんと家出してきたコブタ  さがせ！かくれる生き物 きみの鳥はうたえる
ヨーロッパ史入門　原形から近代への胎動 ふしぎ駄菓子屋　銭天堂（１） 日本の神さま 空に唄う
ヨーロッパ史入門　市民革命から現代へ　 ふしぎ駄菓子屋　銭天堂（２）　 はじめての落語 夢を与える
妖怪がやってくる ふしぎ駄菓子屋　銭天堂（３）　 乗ってみたい！スーパー特急のひみつ100 哲学の練習問題
おとうさんはまんねんひつ お皿のボタン  　 アラビアンナイト　シンドバッドの冒険 あられもない祈り
世界の宗教 すてきなルーちゃん 　 怪盗アルセーヌ・ルパン　少女オルスタンスの冒険 犬はいつも足元にいて
進化とはなんだろうか ねこの小児科医ローベルト 走れメロス／くもの糸 学校では教えてくれないお金の話
サンゴは語る （１）もしかしたら名探偵 命と平和につくした人の伝記 戦力外捜査官　姫デカ・海月千波
火の鳥ときつねのリシカ （２）いつのまにか名探偵 四年ザシキワラシ組 あかねさす――新古今恋物語
ぼくらは赤いうたうさぎ （３）あしたからは名探偵 消えたレッサーパンダを追え！ 警視庁「生きもの係」事件簿 平成マシンガンズ
読解力を身につける （１）カレーおばけのあかいぼうし 竹取物語／虫めづる姫君 世界一やさしい精神科の本
スモンスモン （２）理科室のがいこつボキボキ                                    銀河鉄道の夜 ニキの屈辱
きかんしゃやえもん （３）大足くんのぴかぴかスニーカー ハンディ版　よくわかる日本のキノコ図鑑 口語訳　遠野物語
平家物語を読む （４）どんなときも名探偵 ビジュアル理科事典　 おしかくさま
食べものから学ぶ世界史 （５）そんなわけで名探偵 植物　 神様の値段
ヒキガエルがいく （４）砂場のおばけジャリッコ 家族になる日　のら猫の命をつなぐ物語　 自分はバカかもしれないと思ったときに読む本
ゲッチョ先生と行く　沖縄自然探検 （５）夕やけこやけでブランコおばけ よろしくパンダ広告社　 史上最強の哲学入門
地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか？ へんてこもりのはなし（１）へんてこもりにいこうよ                                      鉄道の顔　国鉄・JRの名車両　 スイッチを押すとき　他一篇
うばのかわ へんてこもりのはなし（２）へんてこもりのコドロボー                                    魔法世界の元ネタ図鑑　 史上最強の哲学入門　東洋の哲人たち
くわばら　くわばら へんてこもりのはなし（３）へんてこもりのなまえもん                                     あるある吹ペディア　オザワ部長のオモシロ吹奏楽部大事典！？　 文藝モンスター
聖徳太子 へんてこもりのはなし（４）へんてこもりのきまぐれろ                                    チームふたり カノン
なぜ私たちは理系を選んだのか　未来につながる〈理〉のチカラ　 へんてこもりのはなし（５）へんてこもりのまるぼつぼ 　 チームあした  家光は、なぜ「鎖国」をしたのか
こだぬきのおんがえし　 ９月０日大冒険  チームひとり ゼロの日に叫ぶ
深掘り!中学数学　教科書に書かれていない数学の話　 イソップ童話（上） おどろき！変身する生き物  学校の青空
俳句部、はじめました　さくら咲く一度っきりの今を詠む　 イソップ童話（下） 魚  葬偽屋は弔わない
地球温暖化を解決したい　エネルギーをどう選ぶ？　 放課後の時間割 齋藤孝のお話でみにつく！ことば図かん 小学１・２年生 消滅世界
人気のあるレストラン　 （１）チビ竜と魔法の実 左手がなくてもぼくは負けない！  真夜中のディズニーで考えた働く幸せ
こぞうのはつゆめ　てのひらむかしばなし　 （２）樹のことばと石の封印 ふたつの名前で愛された犬  アメリカ
地震はなぜ起きる？　 （３）鏡の中の秘密の池 野鳥もネコもすくいたい！  考える日本史
終わりのない仕事　 （４）魔物の森のふしぎな夜 歴史を変えろ！タイムトラベル戦国伝 
ねずみじょうど　 （５）時のかなたの人魚の島 天下をめざせ！タイムトラベル戦国伝
しおふきうす　 （６）キツネたちの宮へ さらば英雄　タイムトラベル戦国伝  
新版　楽しむ数学１０話 ジャングル・ブック（第一部）                                ぼく、探偵じゃありませんシリーズ　シロクまつりへようこそ！ 

世界の国　１位と最下位 ジャングル・ブック（第二部）                                北極スマイル・南極スマイル　
パズル学入門 宝島 カブトムシ　クワガタムシ　
世界の神話 二年間の休暇（上）十五少年漂流記 生きるための「正義」を考える本　
こいぬとこねこのおかしな話 二年間の休暇（下）十五少年漂流記 世界を変えた世紀の決戦　
平安女子の楽しい！生活 アーサー王物語 ？に答える！　人物事典
マンボウのひみつ 家なき娘（上）                                              ？に答える！　生き物事典　
手や足はなぜ自由に動く 家なき娘（下）                                              おつきさまのともだち　
からだはこうしてできている 緋色の研究 ぼく、探偵じゃありません　
どっちがえらい？ 脳とからだ 四つの署名 千年の時をこえて　
からだをめぐるまっ赤な血 バスカビル家の犬 千年の時の彼方に　
うんこ・おしっこ・いきと汗 恐怖の谷 千年の時を忘れて　
いのちのもとはどこにある シャーロック=ホームズの冒険（上） 名探偵シャーロック・ホームズ　
とびきりすてきなクリスマス シャーロック=ホームズの冒険（下） 名探偵シャーロック・ホームズ　なぞの赤毛クラブ　
古事記物語 シャーロック=ホームズの思い出（上） 名探偵シャーロック・ホームズ　ガチョウと碧い宝石 　
中学生になったら シャーロック=ホームズの思い出（下） 泣けるぜ！昆虫　
あのころはフリードリヒがいた シャーロック=ホームズの帰還（上） 昆虫　
ぼくたちもそこにいた シャーロック=ホームズの帰還（下） 星・星座　
ビッグバン シャーロック=ホームズ最後の挨拶（上） 奇妙で面白い！　生き物たちの不思議な世界 　
銀河の誕生 シャーロック=ホームズ最後の挨拶（下） 加藤英明、カミツキガメを追う！　
若い兵士のとき シャーロック=ホームズの事件簿（上） 最強！日本の歴史人物100人のひみつ　
生きている地球 シャーロック=ホームズの事件簿（下） サッカースターになる！　
生命のひろがり （１）源平の風 ときめきスイーツ
道は自分で切りひらく （２）蒙古の波 さまよう砂ばくと魔法のじゅうたん　
ごんぎつね （３）洛中の火 くらやみの町と歌う剣　
１０代に語る平成史 （４）戦国の雲 ついに決戦！　さいごの洞くつ　
ももたろう （５）天草の霧 なぜ？どうして？かがくのお話1年生
したきりすずめ （上）悟空誕生の巻 なぜ？どうして？科学のお話2年生
つるのおんがえし （中）破邪遍歴の巻 なぜ？どうして？科学のお話3年生
十二支のはじまり （下）西天取経の巻 なぜ？どうして？科学のお話4年生
「ハッピーな部活」の作り方 （６）元禄の雪 なぜ？どうして？科学のお話5年生
１と０の世界 （１）シンドバッドの冒険 なぜ？どうして？科学のお話6年生
あいまいな文（はじめて出会うコンピュータ科学２） （２）アラジンと魔法のランプ オスメスずかん どっちがオス？どっちがメス？
かちかちやま（てのひらむかしばなし） （３）アリ・ババと四十人の盗賊 サッカー部活あるある１００
うろこだま（てのひらむかしばなし） （４）空飛ぶ木馬 Ｊリーグあるある１００
へっこきあねさ（てのひらむかしばなし） （１）魚人の神官 海に消えた小さな晴れ着
中高生のための「かたづけ」の本 （２）針路東、砂漠をこえろ! 父が守りぬいた命
博士の愛したジミな昆虫 （３）女王と一角獣の都 松なみ木はもどらない
こわれている電卓 怪盗紳士ルパン あずかった希望
カッコのない国 ルパン対ホームズ 五百人のお母さん
やまんばとがら ルパンの冒険 やんばるの戦場をにげのびて
さばうりどん 奇岩城 ほのおに消えた命
だんだんのみ 813 少年たちのとっこうたい
国際協力ってなんだろう 続８１３ ８月６日、モリオの見た空
どんどん出てくる絵 水晶の栓 それでも星はかがやいていた
いっすんぼうし ルパンの告白 ほりょになった中学生たち
三まいのおふだ オルヌカン城の謎 父ののこした絵日記
正しいコピペのすすめ 金三角 宇宙人に会いたい！
未来をつくるあなたへ 三十棺桶島 アルプスの少女ハイジ
山の背くらべ 虎の牙（上） たべものくらべっこえほん
はなたれこぞうさま 虎の牙（下） ふしぎの国のアリス
はなさかじい 八点鐘 知ってびっくり！生き物発見物語
はてしない物語　上 カリオストロ伯爵夫人 赤い悪夢
はてしない物語　下 緑の目の令嬢 トンネル（上）
詩のこころを読む バーネット探偵社 トンネル（下）
故事成句でたどる楽しい中国史 謎の家 おそろしの森はキケンがいっぱい！
星の王子さま ジェリコ公爵 ディープス　サバイバーの絆（上）
ドリトル先生アフリカゆき（ドリトル先生物語） バール・イ・ヴァ荘 ディープス　サバイバーの絆（下）
冒険者たち 二つの微笑をもつ女 ばけもの山とひみつの城
不思議の国のアリス 特捜班ビクトール 珍種ハンター　ウネリン先生
ぽっぺん先生の日曜日 赤い数珠 帰らずの海と人魚のふえ
モモ カリオストロの復讐 戦国ストライカー！　織田信長の超高速無回転シュート
今昔ものがたり 女探偵ドロテ エジソン
坊っちゃん バルタザールのとっぴな生活 クレオパトラ
こころ 三つの眼 ベートーベン
イソップ寓話集 真夜中から七時まで 坂本龍馬
きけ　わだつみのこえ　新版 かがくなぜどうして一年生 ナイチンゲール
砂糖の世界史 ことわざものがたり二年生 ヘレン・ケラー
同音漢字問題集 かがくなぜどうして二年生 織田信長
漢字のはなし グリム童話三年生 野口英世
いのちをはぐくむ農と食 アンデルセン童話三年生 マイヤ・プリセツカヤ
年中行事を五感で味わう ことわざ物語三年生 なるほど！魚の漢字
ニュートリノの夢 科学なぜどうして三年生 ルイ・ブライユ
旅に出よう わたしが少女型ロボットだったころ クララ・シューマン
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講談社 集英社 フレーベル館 ポプラ社
新書太閤記（一） New! だいすきなキモチ　ウチらの宝物　New! のろいのスイーツやかた　New! 親子のための地震イツモノート　New!
新書太閤記（二） New! ふしぎ文房具店の八雲さん　願いをかなえる文房具、あります　New! 土のコレクション　New! うんちレストラン　New!
新書太閤記（三） New! チーム七不思議はじめます！　こわがりおばけの大作戦！！　New! サマークエスト　New! つらら　New!
新・平家物語（十四） New! いとをかし！百人一首　平安時代へタイムスリップ おしゃべりくらげ　New! じしんのえほん　New!
新・平家物語（十五） New! いとをかし！百人一首　紫式部がトツゲキ取材！？ おおきなうみとちいさなマーヴィー　New! きみが世界を変えるなら1 言葉を武器に変えて
新・平家物語（十六） New! いとをかし！百人一首　天才・蝉丸がやってきた！ 春の星座と星座物語 きみが世界を変えるなら2 世界を改革した子どもたち
新・平家物語（十一） いとをかし！百人一首　届け！千年のミラクル☆ラブ ソラモリさんとわたし きみが世界を変えるなら3 「わたしの物語」を生きる
新・平家物語（十二） 猛獣学園！　アニマルパニック　最強の巨獣ヒグマから学校を守れ！ 呪いの蝶がねむる蔵　 とびばこが　とべる！
新・平家物語（十三） 霧島くんは普通じゃない　～転校生はヴァンパイア!?～ やっこさんのけんか 呼んでいる怪談　青い本
弥次喜多道中記　講談名作文庫16 霧島くんは普通じゃない　～ヴァンパイアのパーティーは波乱の幕開け!?～ じごくのさんりんしゃ 終わらない怪談　赤い本
寛永三馬術　講談名作文庫17 猛獣学園！　アニマルパニック　百獣の王ライオンから逃げきれ！ にんじんぎらいのうさこさん おまかせ★天使組！（３）誘惑のエンジェル・カルーセル
清水次郎長　講談名作文庫18 ウソカレ!?　この“恋”はだれにもナイショです きょうふの　わらいきのこ おまかせ★天使組！（４）いたずら鏡と恋のキセキ
桜島　日の果て　幻化 ウソカレ!?　はじめての“デート”は波乱の予感です おかあさんになったつもり ヒャッハー！　ふなっしーとフルーツ王国　なぞのブドウまじん
由井正雪　講談名作文庫11 迷宮教室　出口のない悪魔小学校 わらいのひみつ ヒャッハー！　ふなっしーとフルーツ王国　びっくりフルーツ大うんどうかい

快傑自来也　講談名作文庫12 迷宮教室　最悪な先生と最高の友達 ぼく、うしになる おまかせ★天使組！　禁じられたクリスマス
荒木又右衛門　講談名作文庫13 迷宮教室　終わらない呪いと止まらない想い カレーライスのすきなペンギン おまかせ★天使組！（２）見習い天使ＶＳらくだい天使
伊達騒動　講談名作文庫14 チーム怪盗ＪＥＴ　王子とフリョーと、カゲうすい女子!? トカゲのともだち おばけのバケロン　えからおばけがとびだした！
天保六花撰　講談名作文庫15 チーム怪盗ＪＥＴ　なぞの怪盗パラドックス、あらわる!? りぼんちゃん ドジルと　ドラゴン谷の　ぬし
白石城死守 チーム怪盗ＪＥＴ　夏祭り、思い出の男の子はだれ!? じゃない 時をこえた怪談　金の本
日和下駄　一名　東京散策記 恋する図書室　放課後、あこがれの先輩と ながれぼしのランドセル 海をこえた怪談　銀の本
フルメタル・ビューティー！(1) 恋する図書室　もう一度、追いかけたくて きえたアイドルのなぞ くまくまちゃん
ハラヒレフラガール！ 海色ダイアリー　～おとなりさんは、五つ子アイドル!?～ 真夜中、くすり屋では… 亡霊クラブ　怪の教室
ふしぎ古書店１　福の神はじめました 海色ダイアリー　～五つ子アイドルと、はじめての家出!?～ 冬の星座と星座物語 ＩＱ探偵ムー　そして、彼女はやってきた。
読書と人生 牛乳カンパイ係、田中くん　天才給食マスターからの挑戦状！ のろいまんじゅう かみなり
クレヨン王国の十二か月 牛乳カンパイ係、田中くん　給食皇帝を助けよう！ 妖しいやつらがひそむ家　 文学少年と運命の書
ウラナリ、北へ スターになったらふりむいて　～ファーストキスはだれとする？～ かぜがふくふく ヘビのひみつ
キミマイ　きみの舞　１　お師匠さんは同級生！ 代表監督は11歳!!　１　どうしてぼくが監督に？　の巻 おしゃべり森のものがたり たんぼのカエルのだいへんしん
シンデレラウミウシの彼女 たったひとつの君との約束　～はなれていても～ 響け、希望の音 にんじん
トキメキ　図書館　ＰＡＲＴ１　－二人のそらとわたし－ たったひとつの君との約束　～かなしいうそ～ コケッコーさんのわくわくおみせ とびだせズッコケ事件記者
ねらわれた街　テレパシー少女「蘭」事件ノート 放課後、きみがピアノをひいていたから　～出会い～ コップのすいえい こちらズッコケ探偵事務所
１３歳は怖い 放課後、きみがピアノをひいていたから　～好き～ しょうぶだ！！ ひみつの占星術クラブ　（１）星占いなんかキライ
あにいもうと　詩人の別れ 放課後、きみがピアノをひいていたから　～とどけ～ こびとかなのもりへようこそ ひみつの占星術クラブ（２）ぶつかりあう星座
あめりか物語 青星学園★チームＥＹＥ‐Ｓの事件ノート　～ロミオと青い星のひみつ～ はだかのおうじさま 恐竜は今も生きている
ウラナリ 青星学園★チームＥＹＥ‐Ｓの事件ノート　～キヨの笑顔を取りもどせ！～ けんか餅 最後の授業
Ｈは人のためならず この声とどけ！　放送部にひびく不協和音!? 中野信子のこども脳科学 賢者の贈りもの
ＤＡＹＳ　１　出会い 絶望鬼ごっこ　いつわりの地獄祭り 恐怖の怪談 平清盛
光と風と夢　わが西遊記 生き残りゲーム　ラストサバイバル　でてはいけないサバイバル教室 森のイノシシ王ダイバン おばけのバケロン
愛、理性及び勇気　現代日本のエッセイ 生き残りゲーム　ラストサバイバル　つかまってはいけないサバイバル鬼ごっこ くろくまくんとしろくまくん いしぶみ
木枯の酒倉から・風博士 動物園　赤ちゃん誕生物語 キャンドル きみのためにはだれも泣かない
清貧の書／屋根裏の椅子 人気シリーズ大集合！　５分でときめき！　超胸キュンな話 ドレミファ・ドーナツ ふきならせ 英国幻視の少年たち
蜜のあわれ・われはうたえどもやぶれかぶれ 伝記シリーズ　天才！　織田信長　戦国最強ヒーローのすべて まちの ねずみと いなかの ねずみ 汽笛
東京の三十年 無限×悪夢　午後３時33分のタイムループ地獄 ジロちゃんとキャンプ てぶくろをかいに
進め！女優道《七夕スペシャルドラマ篇》 絶対に見ぬけない!!　"こわい"がかくれた１分間ストーリー やさいのはな お願い！フェアリー　ダメ小学生、恋をする。
寺田寅彦セレクション１ 女のコだもん!!　からだと心のハッピー★ノート　 うでのいいくつや おうごんのなしをとりもどせ！　ヒャッハー！ふなっしーとフルーツ王国

新版　法然と親鸞の信仰 だいすき・ふなっしー！　ふなっしーと迷子の子犬　 サード・プレイス １ねんせいじゃ　だめかなあ？
落語文庫(13)　天の巻 おねがい・ふなっしー！　ふなっしーとふなごろー 金子みすゞ童謡集　わたしと小鳥とすずと 天才探偵Ｓｅｎ　公園七不思議
落語文庫(14)　地の巻 ヤバい生きもの ことわざヒーロー★だるマン 天才探偵Ｓｅｎ（２）オルゴール屋敷の罠
落語文庫(15)　人の巻 あしながおじさん　 こぐまと星のハーモニカ ドタバタヒーロー　ドジルくんと　でんせつの　かいぶつ　トレンチュラ

落語文庫(1)　松の巻 若草物語　四姉妹とすてきな贈り物　 ねじれた時間のキョーフ かたあしだちょうのエルフ
落語文庫(2)　竹の巻 くるみ割り人形　白鳥の湖　バレエ名作物語 いたずらゴブリンのしろ １円くんと五円じい　ひみつのちていおんせん
落語文庫(3)　梅の巻 世界のプリンセス　―薔薇の章― わかがえりの みず １円くんと五円じい　かいぞく三人ぐみ、あらわる！
落語文庫(4)　雪の巻 新訳　赤毛のアン　 三羽の子ガラス ネコにも描けるマンガ教室
落語文庫(5)　月の巻 新訳　アンの青春　 江戸の空見師嵐太郎 おばけ宇宙大戦争　水木しげるのおばけ学校　
落語文庫(6)　花の巻 日本の歴史　最強ライバル列伝 こびとかな 教養としての１０年代アニメ　
落語文庫(7)　鶴の巻 南総里見八犬伝　かけぬけろ！　宿命の八犬士　 とけいの３をとりもどせ トップスケーターのすごさがわかるフィギュアスケート　
落語文庫(8)　亀の巻 “いのち”のすくいかた　捨てられた子犬、クウちゃんからのメッセージ　 ひとくち童話３ トリプル・ゼロの算数事件簿　ファイル２　
落語文庫(9)　鳳の巻 戦国城　武将たちと熱き戦い 編　 夕暮れ時のキョーフ カエル王国のプリンセス　デートの三原則！？　
落語文庫(10)　福の巻 戦国城　信長・秀吉・家康……天下人たちの夢 編 ケンさん、イチゴの虫をこらしめる 大ドロボウ石川五十五えもん 
落語文庫(11)　禄の巻 戦国城　乱世に咲く花、散った花……姫君たち 編　 かめ200円 おばけのアッチとドララちゃん 
落語文庫(12)　寿の巻  赤ちゃんネコのすくいかた　小さな“いのち”を守る、ミルクボランティア ジロちゃんときかんしゃパポ アッチとボンとドララちゃん 
宮本武蔵（七） 絶望鬼ごっこ　とざされた地獄小学校　 ばった マールとまいごのサンタクロース 
宮本武蔵（八） 絶望鬼ごっこ　くらやみの地獄ショッピングモール　 まかしとき！ 亡霊クラブ　怪の教室　悲しみのそのさき  
新・水滸伝（一） ＦＣ６年１組　クラスメイトはチームメイト！　一斗と純のキセキの試合 右手にミミズク それいけズッコケ三人組　
新・水滸伝（二） 僕らのハチャメチャ課外授業　一発逆転お宝バトル　 真昼のキョーフ ０点天使　シンデレラとクモの糸　
新・水滸伝（三）  トリッククラブ　?キミは18の錯覚にだまされる！? コケッコーさんとロボワン うわさのズッコケ株式会社　
新・水滸伝（四） キミと、いつか。好きなのに、届かない“気持ち”　 こんできました　 このすしなあに　
宮本武蔵（一） キミと、いつか。だれにも言えない“想い”　 じゅんばんこ！　 ドジルと　きょうふの　ピラミッド　
宮本武蔵（二） キミと、いつか。おさななじみの“あいつ”　 天地ダイアリー　 ズッコケ財宝調査隊　
宮本武蔵（三） みらい文庫版　君に届け　１　はじめての気持ち　 夜明け前のキョーフ おしゃれプリンセス　ミューナ　
宮本武蔵（四） みらい文庫版　君に届け　２　とくべつな気持ち　 コケッコーさんのキャンプ　 おばけ美術館へいらっしゃい　
宮本武蔵（五） みらい文庫版　君に届け　３　せつない気持ち　 めんどりと こむぎつぶ ばんぱいやのパフェ屋さん　禁断の恋　
宮本武蔵（六） みらい文庫版　君に届け　４　つたえたい気持ち　 真夜中のキョーフ　24時間のキョーフ　 アイドル潜入捜査官　小田切瑛理　─地下編─　
真田幸村 戦国姫　―鳥の巻― つんつくせんせいといたずらぶんぶん　 ０点天使　あたしが“あたし”になったワケ！？　
水戸黄門 戦国姫　―風の巻―　 つんつくせんせいとまほうのじゅうたん　 やきざかなの　のろい
大岡政談 戦国姫　―月の巻―　 つんつくせんせいとかさじぞう　 タケノコごはん
柳生旅日記 渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない　～ありえない告白～　 コケッコーさんとおおきなおふろ　 とうめいにんげんのしょくじ
赤穂義士銘々伝 渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない　～やきもちと言えなくて～　 ジロちゃんとウルトラモモちゃん　 ガスこうじょう　ききいっぱつ
太閤記 渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない　～あたしだって好き～　 だましえだいく　 ぼくたちは　なぜ、学校へ行くのか。
鼠小僧次郎吉 電車で行こう！　逆転の箱根トレイン・ルート　 コケッコーさんとひよこぼうえいたい　 かわいいこねこをもらってください
いれずみ奉行 電車で行こう！　大阪・京都・奈良ダンガンツアー　 よくばりおおかみ　 大ドロボウ五十五えもんの一日けいさつ署長
猿飛佐助 電車で行こう！　北斗星に願いを　 ねこのばんごはん　 男子☆弁当部　オレらの友情てんこもり弁当
一休和尚漫遊記 戦国ベースボール　龍馬がくる！　信長vs幕末志士!!　 ねこのちゅうしゃ　 恋する和パティシエール１　夢みるハートのさくらもち
雲は天才である　 戦国ベースボール　卑弥呼の挑戦状！　信長vs聖徳太子!!　 ジャックと まめのき　 復活の日　人類滅亡の危機との闘い――
戦国物語　信長と家康　 戦国ベースボール　最強コンビ義経＆弁慶！　信長vs鎌倉将軍!!　 あかずきん　 秘密のスイーツ
大岡越前 電車で行こう！　新幹線を追いかけろ さんまいの おふだ　 むこうがわ行きの切符
黒田如水　 プリズム☆ハーツ!!　１　めざせ！　シスター候補生 さんびきの こぶた　 むこうがわの友だち
あやかしの鏡　 みらい文庫版　絶叫学級　禁断の遊び　編 みみずん　 おしえて！　インフルエンザのひみつ
そのトリック、あばきます。サエと博士の探偵日記（１）　 プリズム☆ハーツ!!　２　おいかけて！　ふしぎな羽 ぼくは　 モンスターの　森で　大ぼうけん
坊っちゃんは名探偵！　夏目少年とタイムスリップ探偵団 電車で行こう！　６０円で関東一周 タイムカプセル　 １円くんと五円じい
百の月　ムーンライト・エクスプレス みらい文庫版　絶叫学級　暗闇にひそむ大人たち　編 トイレせんちょう　 スパゲッティがたべたいよう
四年一組ミラクル教室　それはくしゃみではじまった プリズム☆ハーツ!!　３　さがそう！　ひみつの扉 おひげやチョボチッチ　 ハンバーグつくろうよ
風水アドベンチャー　カードゲームクロニクル（１） みらい文庫版　絶叫学級　くずれゆく友情　編 かぶとむし カレーライスはこわいぞ
魔女館へようこそ プリズム☆ハーツ!!　４　ないしょ！　素敵なプレゼント くわがたむし ３年Ａ組おばけ教室
月の降る島　マジカルストーンを探せ！ 戦国姫　―花の巻― 江戸の妖怪一座 モグラはかせの地震たんけん
こちら妖怪新聞社！（１） 妖怪記者ミラ、誕生 魔女じゃないもん！ 1 転校生は魔法少女!? ジロちゃんはウルトラねこ きみはいい子
哀しき父　椎の若葉 魔女じゃないもん！ 2 悪魔の手先にご用心!? うんたろさん あん
親鸞（一） スーパーミラクルかくれんぼ!! うんたろさん うんちどろぼうのひみつ きみスキ　高校生たちのショートストーリーズ
親鸞（二） 全力おしゃれ少女☆ツムギ　part1　金星のドレスはだれが着る？ カミツキガメはわるいやつ？ 春へつづく
親鸞（三） スーパーミラクルかくれんぼ!!　四天王だよ！ 全員集合!! お、しりませんでした ゆめみの駅　遺失物係
源頼朝（一） ハロウィン★ナイト！　ウィッチ・ドールなんか大キライ!! のろいのどくろじま さくらいろの季節
源頼朝（二） 全力おしゃれ少女☆ツムギ　part2　めざせ！ モデルとデザイナー!! ぐるぐるミイラのなぞ バカヤンキーでも死ぬ気でやれば世界の名門大学で戦える。
上杉謙信 ハロウィン★ナイト！　わがままお嬢さまとナキムシ執事!? こなものがっこう １６歳の語り部
新・平家物語（五） ひみつの図書館！　『人魚姫』からのＳＯＳ!? てんぐのはなのたたり 注文の多い料理店
新・平家物語（六） ひみつの図書館！　真夜中の『シンデレラ』!? かくされたもじのひみつ 日本の怪談ばなし
新・平家物語（七） ひみつの図書館！　『ピーターパン』がいっぱい!? コケッコーさんの　おもてなし くまの子ウーフ
新・平家物語（八） クロねこ七不思議部!! コケッコーさんと こいぬのトミー 車のいろは空のいろ　白いぼうし
新・平家物語（九） 絶望鬼ごっこ　とざされた地獄小学校 コケッコーさんとおみせやさんごっこ ついてくる怪談　黒い本
新・平家物語（十） 戦国ベースボール　信長の野球 おれはサメ 終わらない怪談　赤い本
私本太平記（一） 戦国姫　―茶々の物語― きょうおひさまがでなかったら 初音ミクポケット　桜前線異常ナシ
私本太平記（二） キミと、いつか。近すぎて言えない“好き” みんなで守れ！　ふくちゃんのいのち 初音ミクポケット　ハジメテノオト
私本太平記（三） 月読幽の死の脱出ゲーム　謎じかけの図書館からの脱出 キセキのスパゲッティー あたしたちのサバイバル教室
私本太平記（四） 牛乳カンパイ係、田中くん　めざせ！　給食マスター あの子の秘密 トリプル・ゼロの算数事件簿
私本太平記（五） たったひとつの君との約束　～また、会えるよね？～ ぼくのおおきさ 女神のデパート（１）小学生・結羽、社長になる。
私本太平記（六） 生き残りゲーム　ラストサバイバル　最後まで歩けるのはだれだ!? あめが　ふるふる ０点天使　ミラクルエンジェル誕生！
私本太平記（七） 実況！　空想サッカー研究所　もしも織田信長が日本代表監督だったら ねこざかな あたしたちの居場所
私本太平記（八） 渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない　～ひみつの片思い～ みいちゃん、どこまで　はやく　はしれるの？ 花里小吹奏楽部　キミとボクの前奏曲
新・学校の怪談（１） 青星学園★チームＥＹＥ‐Ｓの事件ノート　?勝利の女神は忘れない? ふしぎな　たいこ 女神のデパート　（２）天空テラスで星にねがいを☆
恋時雨 この声とどけ！　恋がはじまる放送室☆ つんつくせんせいととんがりぼうし 花里小吹奏楽部　キミとボクの幻想曲
凜九郎(1)　《別れからのはじまり》 会津士魂　一　会津藩　京へ つんつくせんせいとふしぎなりんご 戦国武将列伝＜疾＞の巻
赤毛の女医　アン 会津士魂　二　京都騒乱　 さるじぞう 戦国武将列伝＜風＞の巻
天才女医、アンが行く 会津士魂　三　鳥羽伏見の戦い ブレーメンのおんがくたい 戦国武将列伝＜怒＞の巻
大盛りワックス虫ボトル 会津士魂　四　慶喜脱出 大岡越前　名裁き 戦国武将列伝＜濤＞の巻
海よりも遠く 会津士魂　五　江戸開城 秀吉の天下取り プロ野球のスゴイ話
超絶不運少女１　ついてないにもほどがある！ 会津士魂　六　炎の彰義隊 歴史に残る合戦 高校野球のスゴイ話
龍神王子！　ドラゴン・プリンス（１） 会津士魂　七　会津を救え りんご姫家出するの巻 サッカーのスゴイ話
氷の上のプリンセス　ジゼルがくれた魔法の力 会津士魂　八　風雲北へ りんご姫ゆうかいされるの巻 赤毛のアン
青い鳥文庫ができるまで 会津士魂　九　二本松少年隊 りんご姫異人さんに会うの巻 北里大学獣医学部　犬部！
生活向上委員会！　１　ぼっちですが、なにか？ 会津士魂　十　越後の戦火 うりこひめと あまんじゃく お任せ！　数学屋さん
吾輩は猫である（上）　（新装版） 堕落論 ちからたろう いとの森の家
吾輩は猫である（下）　（新装版） 注文の多い料理店 かさじぞう ショダチ！
小川未明童話集（３） チャンセラー号の筏 さんねんねたろう コンビニたそがれ堂
小川未明童話集（２） 征服者ロビュール おたすけ屋助太のぼうけん　おばけ、さがさないでください ばんぱいやのパフェ屋さん　「マジックアワー」へようこそ
小川未明童話集（１） 気球に乗って五週間 セイギのミカタ いまはむかし
部活やめてもいいですか。 氷のスフィンクス つんつくせんせい　かめにのる はるか遠く、彼方の君へ
夜カフェ（１） 人間合格 つんつくせんせいと　くまのゆめ ズッコケ（秘）大作戦



School e-Library 掲載書籍一覧（2023年3月1日現在）

英文書籍
The Adventures of Tom Sawyer  邦題：トム・ソーヤーの冒険
The Secret Garden  邦題：秘密の花園
Daddy-Long-Legs 邦題：あしながおじさん
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 邦題：ジキル博士とハイド
The Story of Doctor Dolittle 邦題：ドリトル先生アフリカゆき
The Frog Prince (Grimms' Fairy Tales) 邦題：かえるの王さま(グリム童話）
The Time Machine 邦題：タイム・マシン
Peter Pan 邦題：ピーター・パン
The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe 邦題：ロビンソン・クルーソー
A Little Princess 邦題：小公女
A Tale Of Two Cities　 邦題：二都物語
A Dog of Flanders　 邦題：フランダースの犬
Heidi　 邦題：アルプスの少女ハイジ
The merchant of Venice　 邦題：ヴェニスの商人
A Christmas Carol In Prose A Ghost Story of Christmas　 邦題：クリスマス キャロル
Wuthering Heights 邦題：嵐が丘
The Happy Prince and Other Tales 邦題：幸福の王子
The Adventure of Sherlock Holmes 邦題：シャーロック・ホームズの冒険
Journey to the Center of the Earth 邦題：地底旅行
Twenty Leagues Under the Sea 邦題：海底二万マイル
The moon & sixpence 邦題：月と６ペンス
The Wonderful Wizard of Oz 邦題：オズの魔法使い
Anne of Green Gables 邦題：赤毛のアン
Alice's Adventures in Wonderland 邦題：不思議の国のアリス
The Gift of the Magi 邦題：賢者の贈り物


