
令和 元年 ５月 ２４日 
あげおしとしょかん 
じどうしつ 
                          

 一年間でたくさんの本が 
 

  図書館になかま入りしました。 
 

  そのなかでおすすめの本を 
 

  しょうかいします。 
 

  ぜひよんでみてね！ 

いち ねん かん 

と しょ かん 

 

  一年間でたくさんの本が 
 

としょかんになかま入りしました。 
 

  そのなかでおすすめの本を 
 

    しょうかいします。 よんだ本は 
 

あるかな？ 

いちねんかん 

い 

ほん 

ほん 

れいわ がんねん 

ほん 



   ちしきのほん（ラベルのばんごうじゅん）

　　　　　〔本のなまえ〕
せいきゅ
うきごう 　　　〔さくしゃ〕 〔しゅっぱんしゃ〕

YouTuber教室 007 FULMA株式会社／監修 ポプラ社

みたい!しりたい!しらべたい!
日本の占い・まじない図鑑　1･2･3

148 中町　泰子／監修 ミネルヴァ書房

ザ・裏方① 366 フレーベル館

売り声図鑑② 384 宮田章司／文 絵本塾出版

のぞいてびっくり!顕微鏡　身のまわりのもの 460 忍足和彦／著 ポプラ社

ホネホネ動物ふしぎ大図鑑 481 富田京一／監修 日本図書センター

小さな生き物たちの世界をルーペで覗いてみたら 486 井上雅史／写真 マイルスタッフ

奄美の空にコウモリとんだ 489 木元侑菜／文 アリス館

クジラのおなかからプラスチック 519 保坂直紀／著 旬報社

岩合光昭の日本犬図鑑 645 岩合光昭／文・写真 文溪堂

ひろって調べる落ち葉のずかん 653 安田守／写真・文 岩崎書店

　

でこぼこぬりぬりなにがでる? 731 松田奈那子／作 アリス館

花・木の実・藍・野菜・葉っぱのかんたん染めもの 753 春田香歩／著 偕成社

じゃんけん必勝法 798 稲葉茂勝／著 今人舎

こども小説教室　きみだけのオリジナル小説ができる! 901 田丸雅智／著 キノブックス



　　えほん（ほんのなまえのあいうえおじゅん）

　〔本のなまえ〕
せいきゅう
きごう 　　　〔さくしゃ〕 〔しゅっぱんしゃ〕

あいうえおりょうりめしあがれ ア accototo／著 イースト・プレス

あめだま ア ペク・ヒナ／作 ブロンズ新社

うさぎたちとふしぎなこうじょう ウ アダム・グリーン／作 好学社

おいも!　にじいろえほん オ 石津ちひろ／文 小峰書店

おうさまがかえってくる100びょうまえ! オ 柏原佳世子／作 えほんの杜

おおかみとしちひきのこやぎ オ グリム／原作　末吉暁子／文 フレーベル館

おおかみのおなかのなかで オ マック・バーネット／文 徳間書店

おしっこちょっぴりもれたろう オ ヨシタケシンスケ／作・絵 ＰＨＰ研究所

おせんべやけたかな オ こがようこ／構成・文 童心社

かいちゅうでんとう　幼児絵本ふしぎなたねシリーズ カ みやこしあきこ／作 福音館書店

カどこいった? カ 鈴木のりたけ／作・絵 小学館

キツネのはじめてのふゆ キ マリオン・デーン・バウアー／作 鈴木出版

くだものぱくっ ク 彦坂有紀／作 講談社

クレーンからおりなさい!! ク ティベ・フェルトカンプ作 フレーベル館

こちらムシムシ新聞社　カタツムリはどこにいる? コ 三輪一雄作・絵 偕成社

スサノオ　日本の神話 ス 飯野和好／文・絵 パイインターショナル

巣箱のなかで ス 鈴木まもる／作・絵 あかね書房

ぜったいぜったいあけちゃダメッ!! ゼ アンディー・リー作 永岡書店

そうべえときじむなー ソ たじまゆきひこ／作 童心社

ソフィーとちいさなおともだち ソ パット・ジトロー・ミラー／文 光村教育図書



　　えほん（ほんのなまえのあいうえおじゅん）

　　　　　　〔本のなまえ〕
せいきゅう
きごう 　　　〔さくしゃ〕 〔しゅっぱんしゃ〕

ソフィーのくだものばたけ ソ ゲルダ・ミューラー／作 BL出版

だいすきシャンシャン ダ KADOKAWA

タイヤタイヤだれのタイヤ タ そくちょるうぉん／作 アリス館

ちびちっち チ ステファニー・ブレイク／作 あすなろ書房

テルミのめいろ　てんじつきさわるえほん テ 田中喜代司／著 小学館

どんぐり　語りかけ絵本 ド こがようこ／文・絵 大日本図書

にゅうどうぐも ニ 野坂勇作／作 福音館書店

ねーずみねーずみどーこいきゃ? ネ こがようこ／構成・文 童心社

ねこです。 ネ 北村裕花／作 講談社

ぱんだがころんで… パ 得田之久／作 童心社

ピエールくんは黒がすき! ピ ミシェル・パストゥロー／文 白水社

ぴちぱちさくさく ピ 若菜ひとし／作 ひさかたチャイルド

ヒョウのハチ ヒ 門田隆将／文 小学館

藤城清治影絵の絵本 アンデルセン フ アンデルセン／原作　藤城清治／作 講談社

星のひとみ ホ サカリアス・トペリウス／原作 KADOKAWA

まちのくるま マ コヨセジュンジ／作 WAVE出版

まめとすみとわら マ せなけいこ／文・絵 廣済堂あかつき

みずとはなんじゃ? ミ かこさとし／作 小峰書店

みんな、ワンダー ミ R．J．パラシオ／作・絵 アルファポリス

ムカッやきもちやいた ム かさいまり／作 くもん出版



　　　　　　〔本のなまえ〕
せいきゅう
きごう 　　　〔さくしゃ〕 〔しゅっぱんしゃ〕

めんたべよう! メ 小西英子／作 福音館書店

やきいもやゴンラ ヤ ながいいくこ／作 ポプラ社

レインボーフラッグ誕生物語 レ ロブ・サンダース／作 汐文社

わるものパパのだいだいだーいファン ワ 板橋雅弘／作 岩崎書店

  にほんのよみもの（さくしゃのあいうえおじゅん）

　　　　　〔本のなまえ〕
せいきゅう
きごう 　　　〔さくしゃ〕 〔しゅっぱんしゃ〕

ハーブ魔女とふしぎなかぎ F アン あんびるやすこ／作 ポプラ社

ケイゾウさんの春・夏・秋・冬 F イチ 市川宣子／作 講談社

風と行く者 F ウエ 上橋菜穂子／作 偕成社

科学探偵VS.消滅した島 F カガ 佐東みどり／他作 朝日新聞出版

あいことばは名探偵 F スギ 杉山亮／作 偕成社

ちゃめひめさまとあやしいたから F タカ たかどのほうこ／作 あかね書房

サラとピンキー たからじまへ行く F トミ 富安陽子／作・絵 講談社

おとのさま、ほいくしさんになる F ナカ 中川ひろたか／作 佼成出版社

秘密基地のつくりかた教えます F ナス 那須正幹／作 ポプラ社

ねこの商売 F ハヤ 林原玉枝／文 福音館書店

雨ふる本屋と雨もりの森 F ヒナ 日向理恵子／作 童心社

百物語④ F ヒャ 日本児童文学者協会／編 文溪堂

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 F ヒロ 廣嶋玲子／作 偕成社

まじょのナニーさん④
ふわふわピアノで なかなおり

F フジ 藤真知子／作 ポプラ社



  がいこくのよみもの（さくしゃのあいうえおじゅん）

　　　　　〔本のなまえ〕
せいきゅう
きごう 　　　〔さくしゃ〕 〔しゅっぱんしゃ〕

明日のランチはきみと F9 ウィ サラ・ウィークス／作 フレーベル館

伝説の巨大ハリケーン　マジック・ツリーハウス　44F9 オズ メアリー・ポープ・オズボーン／著 KADOKAWA

カテリネッラとおにのフライパン F9 カテ 剣持弘子／訳・再話 こぐま社

コヨーテ七人の巨人とたたかう F9 コヨ 高野由里子／編訳 風濤社

友だちは、白い犬!
動物と話せる少女リリアーネはじめてのものがたり

F9 シュ タニヤ・シュテーブナー／作 学研プラス

ミオととなりのマーメイド F9 ジョ ミランダ・ジョーンズ／作 ポプラ社

ハートウッドホテル　ねずみのモナと秘密のドア F9 ジョ ケイリー・ジョージ／作 童心社

ガムじいさん、あんたサイアクだよ! F9 スタ アンディ・スタントン／作 小峰書店

くろグミ団は名探偵　S博士を追え! F9 プレ ユリアン・プレス／作・絵 岩波書店

長くつ下のピッピの本　決定版 F9 リン アストリッド・リンドグレーン／作 徳間書店

   ほんとうにあったはなし・みんわ・し  など

　　　　　〔本のなまえ〕
せいきゅう
きごう 　　　〔さくしゃ〕 〔しゅっぱんしゃ〕

こどもあそびうた P タ 谷川俊太郎／詩 童話屋

おはなしのろうそく　32 T 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館

　 　 　 　

　 　 　 　

よんだ本はあるかな？ 
ほん 


