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≪じどうしょ≫ 

タイトル かいた人 出版社 請求記号 

発見!くらしのなかのプログラミング 1 藤川 大祐／監修 ポプラ社 007/ﾊ/1 

発見!くらしのなかのプログラミング 2 藤川 大祐／監修 ポプラ社 007/ﾊ/2 

発見!くらしのなかのプログラミング 3 藤川 大祐／監修 ポプラ社 007/ﾊ/3 

AI って何だろう?   

（学校では教えてくれない大切なこと） 

関 和之／マンガ・イラス

ト 

旺文社 007/ｴ/ 

旅でみる世の中のしくみ大図解 リビー・ドイチュ／作 ポプラ社 033/ﾄﾞ/ 

琉球という国があった （たくさんのふしぎ傑作集） 上里 隆史／文 福音館書店 219/ｳ/ 

エメリン・パンクハースト（コミック版世界の伝記） 瑞樹 奈穂／漫画 ポプラ社 289/ﾊﾟ/学習ﾏﾝｶﾞ 

しりたいな全国のまちづくり 1 岡田 知弘／監修 かもがわ出版 318/ｼ/1 

しりたいな全国のまちづくり 2 岡田 知弘／監修 かもがわ出版 318/ｼ/2 

十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた アンドレア・ウォーレン／著 汐文社 334/ｳ/ﾍｲﾜ 

日本のこと   

（学校では教えてくれない大切なこと） 

森崎 達也／マンガ・イラ

スト 

旺文社 361/ﾆ/ 

ぎゃくたいってなあに? 青木 智恵子／著 金剛出版 367/ｱ/ 

ポリネシアのごはん （絵本世界の食事） 銀城 康子／文 農山漁村文化協会 383/ｷﾞ/ 

NHK スペシャル絵本恐竜超世界 三木 茂／構成・文 徳間書店 457/ﾐ/ 

もっと知りたいさくらの世界 1 勝木 俊雄／監修 汐文社 479/ﾓ/1 

おおきくしてはっけん!ざりがにのひみつ   

（しぜんにタッチ!） 

 ひさかたチャイ

ルド 

485/ｵ/ 

鳥のふしぎ 1 平野 敏明／監修 理論社 488/ﾄ/1 

鳥のふしぎ 2 平野 敏明／監修 理論社 488/ﾄ/2 

鳥のふしぎ 3 平野 敏明／監修 理論社 488/ﾄ/3 

女子も!男子も!生理を知ろう 1 宋 美玄／監修 汐文社 495/ｼﾞ/1 

そこが知りたい!発明と特許 2 こどもくらぶ／編 筑摩書房 507/ｺ/2 

ごみから考える SDGs（楽しい調べ学習シリーズ） 織 朱實／監修 PHP 研究所 518/ｺﾞ/ 

地球が危ない!プラスチックごみ 1 幸運社／編 汐文社 519/ｺ/1 

地球が危ない!プラスチックごみ 2 幸運社／編 汐文社 519/ｺ/2 

気をつけよう!ネット動画 1 小寺 信良／監修 汐文社 547/ｷ/1 

生ごみからエネルギーをつくろう! 多田 千佳／ぶん 農山漁村文化協会 575/ﾀ/ 

ミシンなしでかんたん!かわいい手芸どうぶつ 1 C・R・K design／著 理論社 594/ｼ/1 

ミシンなしでかんたん!かわいい手芸どうぶつ 2 C・R・K design／著 理論社 594/ｼ/2 

火も包丁も使わない!安心・安全クッキング 寺西 恵里子／著 新日本出版社 596/ﾃ/ 

スマート農業の大研究（楽しい調べ学習シリーズ） 海津 裕／監修 PHP 研究所 614/ｽ/ 

お蚕さんから糸と綿と 大西 暢夫／著 アリス館 630/ｵ/ 



キダマッチ先生! 4 今井 恭子／文 BL 出版 913/ｲ/4 

新選組戦記 中 小前 亮／作 小峰書店 913/ｺ/2 

グレーテルの白い小鳥（ビブリオ・ファンタジア） 斉藤 洋／作 偕成社 913/ｻ/ 

雷のあとに （文研じゅべにーる） 中山 聖子／作 文研出版 913/ﾅ/ 

鬼遊び [4] 廣嶋 玲子／作 小峰書店 913/ﾋ/4 

にんげんクラッシャー、さんじょう! 最上 一平／作 新日本出版社 913/ﾓ/ 

きれいずきのマグスおばさん   

（こころのほんばこシリーズ） 

イーディス・サッチャ

ー・ハード／ぶん 

大日本図書 933/ﾊ/ 

動物と話せる少女リリアーネ 13 タニヤ・シュテーブナー／著 学研プラス 943/ｼ/13 

6 年 1 組黒魔女さんが通る!! 10（講談社青い鳥文庫） 石崎 洋司／作 講談社 G913/ｲ/10 

 

≪えほん≫ 

タイトル かいた人 出版社 請求記号 

あおいむぎわらぼうし（ひまわりえほんシリーズ） 武鹿 悦子／作 鈴木出版 E/ｱ/ 

いちにちうんち  （PHP にこにこえほん） ふくべ あきひろ／さく PHP 研究所 E/ｲ/ 

いろいろいろんなからだのほん メアリ・ホフマン／ぶん 少年写真新聞社 E/ｲ/ 

いろがみえるのはどうして? キャサリン・バー／作 小学館 E/ｲ/ 

いろんなでんしゃはっしゃしまーす 岡本 雄司／作 アリス館 E/ｲ/ 

きょうからほいくえん エヴァ・モンタナーリ／作 岩崎書店 E/ｷ/ 

さくらがさくと とうごう なりさ／さく 福音館書店 E/ｻ/ 

さくらの谷 富安 陽子／文 偕成社 E/ｻ/ 

はじまりはたき火 まつむら ゆりこ／作 福音館書店 E/ﾊ/ 

はじめくんがっこうへいく もりかわ しげみ／さく ナツメ社 E/ﾊ/ 

パンダしりとりコアラしりとり（ポプラ社の絵本） 石津 ちひろ／ことば ポプラ社 E/ﾊ/ 

100  （幼児絵本ふしぎなたねシリーズ） 名久井 直子／さく 福音館書店 E/ﾋ/ 

ふたりの約束 プニーナ・ツヴィ／文 西村書店 E/ﾌ/ﾍｲﾜ 

ぼくたちのきせき（ひまわりえほんシリーズ） 中川 ひろたか／作 鈴木出版 E/ﾎ/ 

となりのショセットさん 

（評論社の児童図書館・絵本の部屋） 

ロイク・クレマン／文 評論社 E/ﾓ/ 

もしものせかい ヨシタケ シンスケ／著 赤ちゃんとママ社 E/ﾓ/ﾐﾆ 

やさいのおにたいじ  （こどものとも絵本） つるた ようこ／さく 福音館書店 E/ﾔ/ 

 

≪子育て支援コーナー≫ 

タイトル かいた人 出版社 請求記号 

絵本がつなぐ高齢者と子どもたち 森本 ちか／著 くもん出版 019.5/ﾓ/ﾐﾗｲ 

旅する親子鉄 

（DJ 鉄ぶらブックス 線路端のたのしみを誘う本） 

堀内 重人／著 交通新聞社 686.2/ﾎ/ﾐﾗｲ 

にぎりっ娘。のはじめての子どもべんとう にぎりっ娘。／著 学研プラス 596.4/ﾆ/ﾐﾗｲ/

ﾍﾞﾝﾄｳ 

食べない子が変わる魔法の言葉 山口 健太／著 辰巳出版 599.3/ﾔ/ﾐﾗｲ 

 


