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≪じどうしょ≫ 

タイトル かいた人 出版社 請求記号 

科学のふしぎ 366 左巻 健男／編著 きずな出版 404/ｻ/ 

7 歳までに知っておきたい科学えほん  

（Gakken STEAM えほんシリーズ） 

ケイティ・デインズ／

文 

学研プラス 404/ﾃﾞ/ 

世界でいちばん美しいこども元素ずかん セオドア・グレイ／著 創元社 431/ｸﾞ/ 

ざんねんないきもの事典 ますます 今泉 忠明／監修 高橋書店 480/ｻﾞ/6 

動物なぜなに質問箱 小菅 正夫／答える人 講談社 480/ﾄﾞ/ 

栄養素ヒーロー図鑑 土屋 京子／監修 カンゼン 498/ｴ/ 

 

もののつかいかたえじてん 

 

坂本 京子／文 

スタジオ 

タック 

クリエイ 

ティブ 

 

590/ｻ/ 

シュタイナーのお絵描きレッスン 酒井 秀彰／著 河出書房 

新社 

720/ｻ/ 

つくしちゃんとおねえちゃん   

（福音館創作童話シリーズ） 

いとう みく／作 福音館書店 913/ｲ/ 

あおぞらこども食堂はじまります!   

（本はともだち） 

いとう みく／作 ポプラ社 913/ｲ/ 

こそあどの森のおとなたちが子どもだったころ  

（こそあどの森の物語） 

岡田 淳／作 理論社 913/ｵ/ 

言葉屋 9 久米 絵美里／作 朝日学生 

新聞社 

913/ｸ/9 

サステナブル・ビーチ 小手鞠 るい／作 さ・え・ら

書房 

913/ｺ/ 

うさぎタウンのおむすびやさん   

（わくわくライブラリー） 

小手鞠 るい／さく 講談社 913/ｺ/ 

『いちにち』 

                   （E/ｲ） 

すいそうにはいっている、青いさかな。 

きょうもさかなのいちにちがはじまります。 

さかなはごはんを食べて、本をよんだり 

おはなに水をあげたり……。 

すこし不思議ないちにちをのぞいてみよう！ 

 

『栄養素ヒーロー図鑑』 

                   （498/ｴ） 

食べもののなかにはたくさんの❝栄養素❞がある

けれど、❝栄養素❞ってなんだろう？ 

栄養素のキャラクターたちが、いろいろな疑問

をわかりやすくかいせつ！ 

食べるのがもっと楽しくなりそう♪ 



莉緒と古い鏡の魔法 香坂 理／作 朝日学生 

新聞社 

913/ｺ/ 

さいごのゆうれい 斉藤 倫／著 福音館書店 913/ｻ/ 

けんだましょうぶ   

（福音館創作童話シリーズ） 

にしひら あかね／作 福音館書店 913/ﾆ/ 

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 15 廣嶋 玲子／作 偕成社 913/ﾋ/15 

神さまの通り道 村上 しいこ／作 偕成社 913/ﾑ/ 

見つけ隊と燃える小屋のなぞ   

（HJB ハヤカワ・ジュニア・ミステリ） 

イーニッド・ 

ブライトン／著 

早川書房 933/ﾌﾞ/ 

探偵部におまかせください! 1   

（ポプラキミノベル） 

雪宮 鉄馬／作 ポプラ社 G913/ﾕ/1 

 

≪えほん≫ 

タイトル かいた人 出版社 請求記号 

あまがえるりょこうしゃ   

（福音館のかがくのほん） 

松岡 たつひで／[作] 福音館書店 E/ｱ/ 

あきらがあけてあげるから ヨシタケ シンスケ／

作・絵 

PHP 研究所 E/ｱ/ 

あっ!そうなんだ!わたしのからだ 中野 久恵／編著 エイデル 

研究所 

E/ｱ/ 

ありがとう   

（講談社の創作絵本） 

谷川 俊太郎／詩 講談社 E/ｱ/ 

あまがえるのぼうけん たての ひろし／作 世界文化 

ブックス 

E/ｱ/ 

いちにち ひろた あきら／さく KADOKAWA E/ｲ/ 

ウッソースやきそば ささき みお／作・絵 ひさかた 

チャイルド 

E/ｳ/ 

えんそくねこねこ 長野 ヒデ子／作・絵 ひさかた 

チャイルド 

E/ｴ/ 

グーチョキパーのうた   

（エルくらぶ） 

趙 博／文 解放出版社 E/ｸ/ 

くさをたべすぎたロバくん アヌスカ・アレプス／

さく 

BL 出版 E/ｸ/ 

まいごのたまごにいちゃん   

（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 

ともだちいっしゅうかん   

（おれたち、ともだち!） 

内田 麟太郎／作 偕成社 E/ﾄ/ｼﾘｰｽﾞ 

にんきものいちねんせい つちだ のぶこ／え 小学館 E/ﾆ/ 

二平方メートルの世界で 前田 海音／文 小学館 E/ﾆ/ 

にげろ!どろねこちゃん 竹下 文子／文 教育画劇 E/ﾆ/ 

 



バイバイばいきんさん うがいのまき たかい よしかず／ 

さく・え 

国土社 E/ﾊ/ 

バイバイばいきんさん てあらいのまき たかい よしかず／ 

さく・え 

国土社 E/ﾊ/ 

バイバイばいきんさん はみがきのまき たかい よしかず／ 

さく・え 

国土社 E/ﾊ/ 

バイバイばいきんさん マスクのまき たかい よしかず／ 

さく・え 

国土社 E/ﾊ/ 

パンどろぼう 柴田 ケイコ／作 KADOKAWA E/ﾊ/ 

パンどろぼう vs にせパンどろぼう 柴田 ケイコ／作 KADOKAWA E/ﾊ/ 

へんてこたいそう 新井 洋行／作・絵 小峰書店 E/ﾍ/ 

ヘレーじいさんのうた   

（えほんのもり） 

肥田 美代子／文 文研出版 E/ﾍ/ﾑｶｼ/ 

ｶﾞｲｺｸ 

ぼくとがっこう 谷川 俊太郎／文 アリス館 E/ﾎ/ 

まよなかのトイレ   

（こどものとも絵本） 

まるやま あやこ／ 

さく 

福音館書店 E/ﾏ/ 

おふろ   

（こねこのきょうだいかぞえうた） 

石津 ちひろ／ぶん BL 出版 E/ｵ/ﾍﾞﾋﾞｰ 

おやつ   

（こねこのきょうだいかぞえうた） 

石津 ちひろ／ぶん BL 出版 E/ｵ/ﾍﾞﾋﾞｰ 

おやすみ   

（こねこのきょうだいかぞえうた） 

石津 ちひろ／ぶん BL 出版 E/ｵ/ﾍﾞﾋﾞｰ 

ちゃわんちゃんです。   

（たのしいいちにち） 

とよた かずひこ／ 

さく・え 

童心社 E/ﾁ/ﾍﾞﾋﾞｰ 

トレトレトイレ うえだ しげこ／ 

ぶん・え 

大日本図書 E/ﾄ/ﾍﾞﾋﾞｰ 

 

≪子育て支援コーナー≫ 

タイトル かいた人 出版社 請求記号 

おうち性教育はじめます   

（MF comic essay） 

フクチ マミ／著 KADOKAWA 367.9/ﾌ/ﾐﾗｲ 

親がやるべき受験サポート 佐藤 亮子／著 朝日新聞 

出版 

379.9/ｻ/ﾐﾗｲ 

 


