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≪じどうしょ≫                      

タイトル かいた人 出版社 請求記号 

人見絹枝  （コミック版世界の伝記） 藤丘 ようこ／漫画 ポプラ社 289/ﾋ/学習 

ﾏﾝｶﾞ 

風を切って走りたい! 高橋 うらら／著 金の星社 289/ﾎ/ 

しりたいな全国のまちづくり 3 岡田 知弘／監修 かもがわ出版 318/ｼ/3 

エチオピアのごはん  （絵本世界の食事） 銀城 康子／文 農山漁村文化

協会 

383/ｷﾞ/ 

時計がわかる本 矢玉 四郎／著 岩崎書店 449/ﾔ/ 

もっと知りたいさくらの世界 2 勝木 俊雄／監修 汐文社 479/ﾓ/2 

ヒグマ  （北国からの動物記） 竹田津 実／文|写真 アリス館 489/ﾀ/ 

女子も!男子も!生理を知ろう 3 宋 美玄／監修 汐文社 495/ｼﾞ/3 

地球が危ない!プラスチックごみ 3 幸運社／編 汐文社 519/ｺ/3 

目で見る SDGs 時代の環境問題 ジェス・フレンチ／著 さ・え・ら 

書房 

519/ﾌ/ 

絵でわかる建物の歴史 エドゥアルド・アルタル

リバ／著 

エクスナレッ

ジ 

520/ｱ/ 

熊本城復活大作戦 佐和 みずえ／著 くもん出版 521/ｻ/ 

気をつけよう!ネット動画 2 小寺 信良／監修 汐文社 547/ｷ/2 

気をつけよう!ネット動画 3 小寺 信良／監修 汐文社 547/ｷ/3 

観光を考える 2 小林 寛則／著 ミネルヴァ 

書房 

689/ｺ/2 

観光を考える 3 小林 寛則／著 ミネルヴァ 

書房 

689/ｺ/3 

『千両みかん』 

                   （E/ｾ） 

長年働いてきた番頭さんが病気になった 

若頭のために、みかんを買いに行きます。 

でも今は夏なのでどこにも売っていません。 

ようやく１個見つけますが、千両だと言われて

しまい･･･楽しい落語の絵本 

 

『熊本城復活大作戦』 

                   （５２１/ｻ） 

2016年に地震で大きな被害をうけた熊本城。 

およそ 20 年かかると言われる修復作業が進ん

でいます。地震で受けた被害の様子や修復がど

のように進んでいるかをたくさんの写真でわか

りやすく紹介します。 

 



オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー 

2 

スポーツデザイン研究

所／編著 

汐文社 780/ｽ/2 

オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー 

3 

スポーツデザイン研究

所／編著 

汐文社 780/ｽ/3 

わたしの魔法の羽   

（シリーズスポーツのおはなし） 

小林 深雪／作 講談社 781/ｺ/ 

ぼくだけのファインプレー   

（シリーズスポーツのおはなし） 

あさの あつこ／作 講談社 783/ｱ/ 

言葉屋 8 久米 絵美里／作 朝日学生 

新聞社 

913/ｸ/8 

新選組戦記 下 小前 亮／作 小峰書店 913/ｺ/3 

えんそくのおばけずかん  （どうわがいっぱい） 斉藤 洋／作 講談社 913/ｻ/ 

ゆりの木荘の子どもたち   

（わくわくライブラリー） 

富安 陽子／作 講談社 913/ﾄ/ 

トラブル旅行社(トラベル) 廣嶋 玲子／文 金の星社 913/ﾋ/1 

いろどり屋  （十年屋と魔法街の住人たち） 廣嶋 玲子／作 静山社 913/ﾋ/2 

からくり探偵団 [2] 藤江 じゅん／作 KADOKAWA 913/ﾌ/2 

青いあいつがやってきた!?   

（文研ブックランド） 

松井 ラフ／作 文研出版 913/ﾏ/ 

ふしぎ町のふしぎレストラン 2 三田村 信行／作 あかね書房 913/ﾐ/2 

へんなともだちマンホーくん   

（わくわくライブラリー） 

村上 しいこ／作 講談社 913/ﾑ/ 

ちょきんばこのたびやすみ   

（とっておきのどうわ） 

村上 しいこ／さく PHP 研究所 913/ﾑ/9 

こわいぞ!おばけりょこう   

（おばけのポーちゃん） 

吉田 純子／作 あかね書房 913/ﾖ/ 

ハートウッドホテル 4 ケイリー・ジョージ／作 童心社 933/ｼﾞ/4 

マリエラ・ミステリー ケイト・パンクハースト

／作 

西東社 933/ﾊﾟ/ 

飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ／

作 

岩崎書店 973/ﾌ/ 

 

≪えほん≫ 
タイトル かいた人 出版社 請求記号 

青いヌプキナの沼 かこ さとし／著 復刊ドットコ

ム 

E/ｱ/ 

うさぎになったゆめがみたいの おくはら ゆめ／作 BL 出版 E/ｳ/ 

おれ、よびだしになる 中川 ひろたか／文 アリス館 E/ｵ/ 

おひさまでるよ 齋藤 槇／さく ほるぷ出版 E/ｵ/ﾍﾞﾋﾞｰ 

きょうりゅうたちのおーっとあぶない   

（世界の絵本コレクション） 

ジェイン・ヨーレン／文 小峰書店 E/ｷ/ 



恐竜トリケラトプスとあくまのもり   

（恐竜だいぼうけん） 

黒川 みつひろ／作・絵 小峰書店 E/ｷ/ｼﾘｰｽﾞ 

くすのきだんちのねむりいす 武鹿 悦子／作 ひかりのくに E/ｸ/ 

スキップスキップ あまん きみこ／作 ひさかた 

チャイルド 

E/ｽ/ 

千両みかん  （らくごえほん） 野村 たかあき／文 絵 教育画劇 E/ｾ/ 

たまごにいちゃんとげんちゃん   

（ひまわりえほんシリーズ） 

あきやま ただし／作・

絵 

鈴木出版 E/ﾀ/ｼﾘｰｽﾞ 

つよい歯をつくろう   

（知ってびっくり!歯のひみつがわかる絵本） 

北川 チハル／文 くもん出版 E/ﾂ/ 

とんでいく  （こどものとも絵本） 風木 一人／さく 福音館書店 E/ﾄ/ 

どうぶつクッキー 彦坂 有紀／作・絵 学研プラス E/ﾄ/ﾍﾞﾋﾞｰ 

ねずみくんはめいたんてい   

（ねずみくんの絵本） 

なかえ よしを／作 ポプラ社 E/ﾈ/ｼﾘｰｽﾞ 

はたらくくるまたちとちいさなステアちゃん シェリー・ダスキー・リ

ンカー／文 

ひさかた 

チャイルド 

E/ﾊ/ 

はじまるよはじまるよ とよた かずひこ／作 世界文化社 E/ﾊ/ﾍﾞﾋﾞｰ 

はっけよーい  （はじめてえほん） ケロポンズ／作 ポプラ社 E/ﾊ/ﾍﾞﾋﾞｰ 

ほっほっほたる  （はじめての行事えほん） すとう あさえ／ぶん ほるぷ出版 E/ﾎ/ 

春がきたよ、ムーミントロール   

（ムーミンのおはなしえほん） 

トーベ・ヤンソン／原

作・絵 

徳間書店 E/ﾑ/ｼﾘｰｽﾞ 

わたしたちの家が火事です ジャネット・ウィンター

／文・絵 

鈴木出版 E/ﾜ/ 

 

 

≪子育て支援コーナー≫ 

タイトル かいた人 出版社 請求記号 

マンガでよくわかるモンテッソーリ教育×ハーバ

ード式子どもの才能の伸ばし方 

伊藤 美佳／著 かんき出版 379.9/ｲ/ﾐﾗｲ 

子どものツボ押しマッサージ   

（コツがわかる本） 

鵜沼 宏樹／監修 メイツユニバ

ーサルコンテ

ンツ 

492.7/ｺ/ﾐﾗｲ 

おかん飯 ファイナル 西原 理恵子／著 毎日新聞出版 596/ｻ/ﾐﾗｲ 

作ってあげたい子どものおやつ 桑原 奈津子／著 KADOKAWA 596.6/ｸ/ﾐﾗｲ

/ﾊﾟﾝｵｶｼ 

 


