
児童書   2022年度（2022/4～2023/3）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

220147 AIのサバイバル : 生き残り作戦 1 ゴムドリco. 朝日新聞出版 007エ

220160 AIのサバイバル : 生き残り作戦 2 ゴムドリco. 文韓賢東 絵朝日新聞出版 007エ

220076 人間図鑑 : みんなのちがい 間芝勇輔 絵いろは出版 編著 いろは出版 031ニ

220042 東大教授がおしえるさらに!やばい日本史 滝乃みわこ 執筆 ダイヤモンド社 281ト

220098 宇宙人とみつける仕事図鑑 : リクルートエージェント 監修 文響社 366ウ

220019
科学のふしぎ366
:1日1ページで小学生から頭がよくなる!

左巻健男 編著 きずな出版 404サ

220077 きみもできるか!?天才科学者からの挑戦状 : はじめての科学実験図鑑マイク・バーフィールド 作・絵ポプラ社 407バ

220062 小学生の自由研究 ガリレオ工房 編著 永岡書店 407ワ

220178 ネズミなんびきでゾウになる? トレイシー・ターナー 文 小学館 410タ

220043 もっとすごすぎる天気の図鑑  空のふしぎがすべてわかる! 荒木健太郎 著 KADOKAWA 451ア

220044 チバニアン誕生 : 方位磁針のN極が南をさす時代へ 岡田誠 著 ポプラ社 456オ

220078 新恐竜 : 絶滅しなかった恐竜の図鑑 : 児童書版ドゥーガル・ディクソン 著学研プラス 457デ

220079 里山の生き物図鑑 : 所さんの目がテン! 学研プラス 482サ

220099
はたらく細胞ワクチン&おくすり図鑑
びょうきとたたかう!

講談社 編 講談社 493ハ

220045 「はやぶさ2」リュウグウからの玉手箱 山下美樹 文津田雄一 監修 文溪堂 538ヤ

220124 お菓子はすごい! 
菅又亮輔, 捧雄介,
音羽明日香, 笠原将弘 柴田書店 596オ

220146 食糧危機のサバイバル : 生き残り作戦 ゴムドリco. 朝日新聞出版 611シ

220015 無人島の迷路 : 冒険&脱出サバイバル!
香川元太郎, 香川志織
作・絵

PHP研究所 786カ

220047 香君 上 上橋菜穂子 著 文藝春秋 913ウ

220048 香君 下 上橋菜穂子 著 文藝春秋 913ウ

220049 たまごのはなし しおたにまみこ 作 ブロンズ新社 913シ

220080 おかげさまで名探偵 杉山亮 作中川大輔 絵 偕成社 913ス

220179 ミルキー杉山のあなたも名探偵ガイドブック 杉山亮 作中川大輔 絵 偕成社 913ス

220025 都会(まち)のトム&ソーヤ 19 はやみねかおる [著] 講談社 913ハ

220016 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 9 廣嶋玲子 作 偕成社 913ヒ

220017 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 10 廣嶋玲子 作 偕成社 913ヒ

220018 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 11 廣嶋玲子 作 偕成社 913ヒ

220050 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 12 廣嶋玲子 作 偕成社 913ヒ

220051 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 13 廣嶋玲子 作 偕成社 913ヒ

220052 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 14 廣嶋玲子 作 偕成社 913ヒ

220053 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 15 廣嶋玲子 作 偕成社 913ヒ

220081 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 16 廣嶋玲子 作 偕成社 913ヒ

220082 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 17 廣嶋玲子 作 偕成社 913ヒ

220100 十年屋 : 児童版 5 廣嶋玲子 作 ほるぷ出版 913ヒ

220125 銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋 18 廣嶋玲子 作 偕成社 913ヒ

220148 十年屋 6 廣嶋玲子 作 静山社 913ヒ

220161 あやし、おそろし、天獄園 : 銭天堂番外編 廣嶋玲子 作jyajya 絵 偕成社 913ヒ

220046 みんなのためいき図鑑 村上しいこ 作 童心社 913ム

220133 へんしんロボット あきやまただし 作・絵 金の星社 Eア

220085 パンダのんびりたいそう いりやまさとし 作 講談社 Eイ

220101 これ、なーんだ? 今井しのぶ 写真 マイルスタッフインプレス (発売)Eイ

220056 おすしやさんにいらっしゃい! : 生きものが食べものになるまでおかだだいすけ 文遠藤宏 写真 岩崎書店 Eエ



220180 いちごハウスのおくりもの 村中李衣 作えがしらみちこ 絵 世界文化ブックスEエ

220024 だいじだいじどーこだ? : はじめての「からだ」と「性」のえほん
えんみさきこ さく
かわはらみずまる え

大泉書店 Eカ

220182 おうさまのまえでみぎむけーみぎ! 柏原　佳世子　作 KADOKAWA Eカ

220014 ノラネコぐんだんラーメンやさん 工藤ノリコ 著 白泉社 Eク

220129 ノラネコぐんだんおすしやさん 工藤ノリコ 著 白泉社 Eク

220162 ノラネコぐんだんうみのたび 工藤ノリコ 著 白泉社 Eク

220108 ぜったいにおしちゃダメ? : ラリーのたんじょうびケーキ ビル・コッター さく サンクチュアリ出版 Eコ

220055 はるのひ : Koto and his father 小池アミイゴ 作・絵 徳間書店 Eコ

220132 ばぁ! さこももみ 作 マイクロマガジン社 Eサ

220126 わけあって絶滅したけど、すごいんです。 今泉忠明, 丸山貴史 監修サトウマサノリ 著ダイヤモンド社 Eサ

220102 おしりじまん 齋藤槙 さく 福音館書店 Eサ

220084 よくみると… もっと! shimizu 作・絵 学研プラス Eシ

220127 さかなくん しおたにまみこ 著 偕成社 Eシ

220164 カレーはあとのおたのしみ シゲタサヤカ 著 えほんの杜 Eシ

220128 パンどろぼう　おにぎりぼうやのたびだち 柴田ケイコ 作・絵 KADOKAWA Eシ

220130 パンしろくま 柴田ケイコ 作・絵 PHP研究所 Eシ

220149 ドーナツペンタくん 柴田ケイコ 著 白泉社 Eシ

220183 おべんとうバスのかくれんぼ 真珠まりこ 作・絵 ひさかたチャイルド Eシ

220104
まねっこぴたっ!どうぶつ
からだをうごかすえほん

まつしたさゆり ぶん
スズキサトル え

ほるぷ出版 Eス

220107 わんぱくだんのバスごっこ
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

220022 大ピンチずかん 鈴木のりたけ 作 小学館 Eス

220023 ぼくのふとん 鈴木のりたけ 作・絵 PHP研究所 Eス

220054 うちのねこ 高橋和枝 作 アリス館 Eタ

220181 どうぶつどっちからよんでも　　だぶんぶた 高畠　純　作 絵本館 Eタ

220136 ペンギンたんけんたい : みなみのしま 斉藤洋 作高畠純 絵 講談社 Eタ

220165 ひ・る・ご・は・ん! 武田美穂 作 ほるぷ出版 Eタ

220057 くらべるえほんたべもの ちかつたけお さく・え 学研プラス Eチ

220059 夜をあるく マリー・ドルレアン 作 BL出版 Eド

220105 やさいのがっこう : いちごちゃんはやさいなの? なかやみわ さく 白泉社 Eナ

220151 トイレトイレ 西村敏雄 作 小学館 Eニ

220103 へいわとせんそう
たにかわしゅんたろう 文
Noritake え

ブロンズ新社 Eノ

220106 109ひきのどうぶつマラソン のはなはるか 作・絵 ひさかたチャイルド Eノ

220083 ノラネコぐんだんおかしなさがしえブック 工藤ノリコ 原作 白泉社 Eノ

220184 もうじきたべられるぼく はせがわゆうじ 作 中央公論新社 Eハ

220020 ふたごパンダのこころコロコロ
西島三重子 文
はせがわゆうじ 絵

中央公論新社 Eハ

220163 ちいさいおうち ばーじにあ・りー・ばーとん ぶんとえ岩波書店 Eバ

220150 はたらくくるまたちのクリスマス シェリー・ダスキー・リンカー 文AG・フォード 絵福本友美子 訳ひさかたチャイルド Eフ

220058 もふっ ふじいともみ 作 アリス館 Eフ

220131 名列車透視図鑑  鉄道開業150年 松島浩一郎 イラスト 小学館 Eメ

220152 どこ? : クリスマスのさがしもの 山形明美 作 講談社 Eヤ

220021 かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケシンスケ 著 白泉社 Eヨ


