
新しい図書【児童図書・絵本・紙芝居】一覧表(書名の五十音順)

種類 書　　　　名 著者名 出版社 配架時期

1 絵本 あかちゃんミニ絵本１　どうぶつ はた　こうしろう ポプラ社 2019/5/4

2 絵本 あかちゃんミニ絵本２　のりもの はた　こうしろう ポプラ社 2019/5/4

3 絵本 あかちゃんミニ絵本３　たべもの はた　こうしろう ポプラ社 2019/5/4

4 絵本 あかちゃんミニ絵本４　くだもの　やさい はた　こうしろう ポプラ社 2019/5/4

5 絵本 あかちゃんミニ絵本５　せいかつ はた　こうしろう ポプラ社 2019/5/4

6 絵本 あかちゃんミニ絵本６　どうぶつえん はた　こうしろう ポプラ社 2019/5/4

7 絵本 海(福音館の科学シリーズ) 加古　里子 福音館 2019/7/25

8 絵本 うみの１００かいだてのいえ いわい　としお 偕成社 2019/9/12

9 ※おしりたんてい カレーなるじけん トロル ポプラ社 2019/6/10

10 ※　おしりたんてい かいとうとねらわれたはなよめ トロル ポプラ社 2019/5/11

11 ※おしりたんてい　ラッキーキャットはだれのてに！ トロル ポプラ社 2019/9/12

12 ※かいけつゾロリのおばけ大さくせん 原　ゆたか ポプラ社 2019/7/25

13 学校では教えてくれない大切なこと(22)本が好きになる 旺文社 2018/7/9

14 学校では教えてくれない大切なこと(23)文章がうまくなる 竹内　元樹 旺文社 2019/11/9

15 学校では教えてくれない大切なこと(26)研究って楽しい 関　和之 旺文社 2019/9/12

16 学校では教えてくれない大切なこと(27)発表がうまくなる 室木　おすし 旺文社 2019/9/12

17 課題図書 かみさまにあいたい 当原珠樹・酒井以 ポプラ社 2019/7/10

18 課題図書 季節のこちそう　ハチごはん 横塚　眞己人 ホルプ出版 2019/7/10

19 ※　動物と話せる少女リリアーネ初めての物語(1) タニア・シュテーブナー 学研出版 2018/7/14

20 課題図書 心ってどこにあるのでしょう？ こんのひとみ・いもとようこ 金の星社 2019/7/10

21 こども六法 山崎　聡一郎 光文堂 2019/11/9

22 絵本 ※　５ひきのすてきなねずみ　おんがくかいのよる たしろ　ちさと ホルプ出版 2019/11/23

23 課題図書 子ぶたのトリュフ ﾍﾚﾝ･ﾋﾟｰﾀｰｽ　ｴﾘｰ･ｽﾉｰﾄﾞﾝ さ・ら・え書房 2019/7/10

24 絵本 ころべばいいのい ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 2019/8/10

25 絵本 ころべばいいのに ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 2019/11/9

26 ※アレルギーのサバイバル１ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019/6/10

27 ※アレルギーのサバイバル２ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019/6/10

28 ※　ＡＩのサバイバル① ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019/4/20

29 ※　ＡＩのサバイバル② ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019/4/20

30 ※人体のサバイバル２ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019/8/10

31 ※人体のサバイバル３ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019/8/10

32 ※鳥のサバイバル２ ゴムドリCO 朝日新聞出版 2019/9/12

33 ５分間のサバイバル３年生 チームガリレオ 朝日新聞出版 2019/4/10

34 ５分間のサバイバル４年生 チームガリレオ 朝日新聞出版 2019/4/10

35 ※　古墳時代へタイムワープ チームガリレオ 朝日新聞出版 2019/7/25
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36 ※　飛鳥時代へタイムワープ チームガリレオ 朝日新聞出版 2018/3/22

37 ※　奈良時代へタイムワープ チームガリレオ 朝日新聞出版 2019/11/23

38 ※　戦後へタイムワープ チームガリレオ 朝日新聞出版 2019/5/23

39 ※　続 ざんねんないきもの事典 今泉忠明 高橋書店 2019/6/10

40 ※　続々ざんねんないきもの事典 今泉忠明 高橋書店 2019/5/11

41 おもしろい進化のふしぎ　もっと残念ないきもの事典 今泉忠明 高橋書店 2019/6/29

42 絵本 しずくちゃん　なぞなぞクイズブック　あいうえお編 ぎぼ　りつこ 岩崎書店 2019/7/25

43 絵本 しずくちゃん30オリンピックだよ！全員集合 ぎぼりつこ 岩崎書店 2019/8/10

44 絵本 しずくちゃん32ようこそニッポン春と夏 ぎぼりつこ 岩崎書店 2019/4/10

45 絵本 しずくちゃん33　あっぱれ！ニッポン秋と冬 ぎぼ　りつこ 岩崎書店 2019/9/30

46 知ってびっくり！日本の歴史のお話　前編 田代脩 学研 2019/4/10

47 知ってびっくり！日本の歴史のお話　後編 田代脩 学研 2019/4/10

48 失敗図鑑　すごい人ほどダメだった！ 大野　正人 文響社 2019/9/12

49 「しつもんドラえもん」教えて！宇宙・科学編 藤子・F・不二雄 小学館 2019/8/10

50 課題図書 スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ　千葉茂樹 あすなろ書房 2019/7/10

51 課題図書 そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地　国夫 小学館 2019/7/10

52 絵本 それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ 白泉社 2019/4/20

53 児童文庫 ※電車で行こう！北斗星に願いを 豊田　巧 集英社みらい文庫 2019/7/25

54 ※　動物と話せる少女リリアーネ初めての物語(2) タニア・シュテーブナー 学研出版 2019/11/23

55 絵本 とけいのえほん(1) まつい　のりこ 福音館書店 2019/9/12

56 絵本 とけいのえほん(2) まつい　のりこ 福音館書店 1993/9/10

57 ※ドラえもん社会ワールド　経済がよくわかる 藤子・F・不二雄 小学館 2019/7/10

58 ※　ドラえもん社会ワールド日本の地理とくらし 藤子・F・不二雄 小学館 2019/5/11

59 なぜ？どうして？みじかなぎもん１年生 丹伊田弓子 学研 2019/4/10

60 なぜ？どうして？みじかなぎもん２年生 丹伊田弓子 学研 2019/4/10

61 課題図書 ぼくとニケ 片川　優子 講談社 2019/7/10

62 児童文庫 ※ぼくらの七日間戦争 宗田　理 角川つばさ文庫 2019/6/22

63 課題図書 魔女ののろいアメ 草野あきこ・ひがしちから PHO研究所 2019/7/10

64 絵本 まどからのおくりもの 五味　太郎 偕成社 2019/11/9

65 課題図書 もぐらはすごい アヤ井アキコ アリス館 2019/7/10

66
わけあって絶滅しました
世界一おもしろい絶滅した生き物図鑑

今泉忠明 高橋書店 2019/8/10

※１ 　→　今月購入した図書です。

※２ 「書名」の※　→　リクエストをいただき、購入した図書です。
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