
児童書   2021年度（2021/4～2022/3）曽谷公民館図書室　購入図書
分類順に並んでいます

書籍№ 書      名 著者名 出版社 分類

210189 大人も知らない?ふしぎ現象事典 「ふしぎ現象」研究会 編 マイクロマガジン社 049オ

210020 勝海舟 : 幕末維新の幕府側の主役 万乗大智 まんが落合弘樹 監修 小学館 289カ

210019 徳川慶喜 加来耕三 監修 ポプラ社 289ト

210039 土方歳三と新選組 : 幕末の京都を守った若者たち 河合敦 監修・解説 集英社 289ヒ

210101 10歳から知っておきたいお金の心得 八木陽子 監修オフィス・ジータ 編 えほんの杜 330ジ

210067 こどもSDGs : なぜSDGsが必要なのかがわかる本 秋山宏次郎 監修バウンド 著 カンゼン 333コ

210138 10歳からの図解でわかるSDGs 平本督太郎 著 メイツユニバーサルコンテンツ 333ヒ

210174 友だち関係 : 自分と仲良く 藤美沖 マンガ・イラスト 旺文社 361ト

210021 防災のサバイバル 国崎信江, 山本典生 監修韓賢東 マンガ 朝日新聞出版 369ボ

210110 すごすぎる天気の図鑑 荒木健太郎 著 KADOKAWA 451ア

210102 地球の生命をさがしに行こう!はじめての生きもの図鑑 マイク・バーフィールド 文河出書房新社 460バ

210030 じぶんでよめるしょくぶつずか 成美堂出版編集部 編著 成美堂出版 470ジ

210139 ますますざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ 今泉忠明 監修 高橋書店 480ザ

210100 じぶんでよめるさかなずかん 成美堂出版編集部 編著 成美堂出版 487ジ

210029 オランウータンに会いたい 久世濃子 著 あかね書房 489ク

210025 わたしたちのカメムシずかん 鈴木海花 文はたこうしろう 絵 福音館書店 489ス

210022 はたらく細胞ウイルス&細菌図鑑 : 感染症を正しく学べる! 原田知幸 医療監修 講談社 493ハ

210031 分解する図鑑 森下信, 石井克枝 監修・指導 小学館 503ブ

210175 宇宙のサバイバル 1 (宇宙飛行士訓練編) 洪在徹 文李泰虎 絵 朝日新聞出版 538ホ

210176 宇宙のサバイバル 3(国際宇宙ステーション編) 洪在徹 文李泰虎 絵 朝日新聞出版 538ホ

210179 わかったさんとおかしをつくろう! 1 寺村輝夫 原文 あかね書房 596ワ

210180 わかったさんとおかしをつくろう! 2 寺村輝夫 原文 あかね書房 596ワ

210181 わかったさんとおかしをつくろう! 3 寺村輝夫 原文 あかね書房 596ワ

210068 JR私鉄全線地図でよくわかる鉄道大百科 JTBパブリッシング 686チ

210064 ルルとララのガトーショコラ あんびるやすこ 作・絵 岩崎書店 913ア

210129 おばけのソッチぞびぞびどうぶつえん 角野栄子 さく佐々木洋子 え ポプラ社 913カ

210065 ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 工藤ノリコ 著 白泉社 913ク

210066 ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤ノリコ 著 白泉社 913ク

210054 あいがあれば名探偵 杉山亮 作中川大輔 絵 偕成社 913ス

210061 ぼくらの復活大作戦 宗田理 作YUME 絵 KADOKAWA 913ソ

210052 都会(まち)のトム&ソーヤ 16 はやみねかおる [著] 講談社 913ハ

210128 都会(まち)のトム&ソーヤ 18 はやみねかおる [著] 講談社 913ハ

210162 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 廣嶋玲子 作jyajya 絵 偕成社 913ヒ

210163 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 2 廣嶋玲子 作jyajya 絵 偕成社 913ヒ

210164 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 3 廣嶋玲子 作jyajya 絵 偕成社 913ヒ

210165 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 4 廣嶋玲子 作jyajya 絵 偕成社 913ヒ

210166 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 5 廣嶋玲子 作jyajya 絵 偕成社 913ヒ

210089 十年屋 : 時の魔法はいかがでしょう? 廣嶋玲子 作佐竹美保 絵 ほるぷ出版 913ヒ

210090 十年屋 : 児童版 2 廣嶋玲子 作佐竹美保 絵 ほるぷ出版 913ヒ

210091 十年屋 : 児童版 3 廣嶋玲子 作佐竹美保 絵 ほるぷ出版 913ヒ

210092 十年屋 : 児童版 4 廣嶋玲子 作佐竹美保 絵 ほるぷ出版 913ヒ

210060 ぼくらの秘密結社 宗田理 作YUME 絵 KADOKAWA 913ム

210053 都会(まち)のトム&ソーヤ 17 はやみねかおる [著] 講談社 914ハ

210070 ぼくはこうして生き残った! 5 (火山の大噴火) ローレン・ターシス 著 KADOKAWA 933タ

210130 大草原の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 作福音館書店 933ワ

210131 シルバー・レイクの岸辺で ローラ・インガルス・ワイルダー 作福音館書店 933ワ



210132 農場の少年 ローラ・インガルス・ワイルダー 作福音館書店 933ワ

210137 へんてこたいそう 新井洋行 作・絵 小峰書店 Eア

210059 もりの100かいだてのいえ いわいとしお [作] 偕成社 Eイ

210063 ねずみくんのピッピッピクニック なかえよしを 作上野紀子 絵 ポプラ社 Eウ

210093 かぼちゃのだいおう おおいじゅんこ 作 ほるぷ出版 Eオ

210055 サンドイッチにはさまれたいやつよっといで 岡田よしたか 著 佼成出版社 Eオ

210094 うさぎのパンやさんのいちにち かこさとし 著 復刊ドットコム Eカ

210170 おうさまがかえってくる100びょうまえ! 柏原佳世子 作 えほんの杜 Eカ

210172 うちゅうひゃっかてん 黒岩まゆ 作 小学館 Eク

210028 恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス 黒川みつひろ 作・絵 小峰書店 Eク

210167 おちゃのじかんにきたとら ジュティス・カー 童話館出版 Eケ

210183 ぜったいにおしちゃダメ?ラリーとどうぶつ ビル・コッター さく サンクチュアリ出版 Eコ

210173 よくみると… shimizu 作・絵 学研プラス Eシ

210026 パンどろぼうvsにせパンどろぼう 柴田ケイコ 作 KADOKAWA Eシ

210178 パンどろぼうとなぞのフランスパン 柴田ケイコ 作 KADOKAWA Eシ

210169 おいしそうなしろくま 柴田ケイコ 作・絵 PHP研究所 Eシ

210099 わんぱくだんのりゅうぐうじょう ゆきのゆみこ, 上野与志 作末崎茂樹 絵 ひさかたチャイルド Eス

210096 ぼくのがっこう 鈴木のりたけ 作・絵 PHP研究所 Eス

210023 どこからきたの?おべんとう 鈴木まもる 作・絵 金の星社 Eス

210095 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タ

210134 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タ

210135 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タ

210024 あなふさぎのジグモンタ とみながまい 作たかおゆうこ 絵 ひさかたチャイルド Eタ

210168 ウェン王子とトラ チェン・ジャンホン 作・絵平岡敦 訳 徳間書店 Eチ

210057 モルモットのちゃもとけだまーず なかやみわ さく 金の星社 Eナ

210098 そらまめくんのまいにちはたからもの なかやみわ さく 小学館 Eナ

210058 10ぴきのおばけとおおきなふね にしかわおさむ 作・絵 ひかりのくに Eニ

210177 ノラネコぐんだんいろいろさがしえブック 工藤ノリコ 原作 白泉社 Eノ

210190 チョコレートがおいしいわけ はんだのどか 作 アリス館 Eハ

210062 会いたくて会いたくて 室井滋 作長谷川義史 絵 小学館 Eハ

210136 二平方メートルの世界で 前田海音 文はたこうしろう 絵 小学館 Eハ

210133 女の子はなんでもできる! キャリル・ハート ぶん 早川書房 Eパ

210027 はりねずみのおいしゃさんとおばけのこ ふくざわゆみこ 作 世界文化ワンダークリエイトEフ

210056 でんしゃのつくりかた : こうじょうけんがくにいってみよう! 溝口イタル えこどものほん編集部 文 交通新聞社 Eミ

210171 きょうからほいくえん エヴァ・モンタナーリ 作石津ちひろ 訳 岩崎書店 Eモ

210097 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ヨ


