
請求記号 タイトル 人名 出版者

01 O3 図書館のトリセツ 福本 友美子／著 講談社

01 O3 3 図書館のすべてがわかる本 ３ 秋田 喜代美／監修 岩崎書店

01 P0 戦場の秘密図書館 マイク・トムソン／著 文溪堂

03 O5 世界一ときめく質問、宇宙一やさしい答え ジェンマ・エルウィン・ハリス／編 河出書房新社

15 O3 2 ことばの力 ２ あさの あつこ／監修 鈴木出版

15 O3 2 見つけよう！ぼくの、わたしの、座右の銘 ２ 教育画劇

16 O5 世界の神々大図鑑 グラフィオ／編 金の星社

21 O5 お船が出る日 小林 豊／文・絵 岩波書店

28 ｱﾙ いのちあふれる海へ クレア Ａ．ニヴォラ／さく 福音館書店

28 ｲﾉ 星の旅人 小前 亮／著 小峰書店

28 ｼｾ ポリぶくろ、１まい、すてた ミランダ・ポール／文 さ・え・ら書房

28 ﾆﾕ 子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語 ミシェル・マーケル／文 西村書店

31 O7 きみに聞いてほしい 〔バラク・オバマ／述〕 リンダパブリッシャーズ

32 O9 こども六法 山崎 聡一郎／著 弘文堂

33 O8 知っていますか？ＳＤＧｓ 日本ユニセフ協会／制作協力 さ・え・ら書房

33 O9 6 いくらかな？社会がみえるねだんのはなし ６ 藤田 千枝／編 大月書店

34 O4 1 税ってなに？ シリーズ１ 三木 義一／監修 かもがわ出版

36 O3 差別と人権 アムネスティ・インターナショナル日本／編 絵本塾出版

36 O9 小学生にもとれる！資格・検定カタログ 鈴木 秀明／監修 小学館

36 P0 百年後を生きる子どもたちへ 豊田 直巳／写真・文 農山漁村文化協会

開館１０周年記念 萩図書館員おすすめ子どもの本
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37 O8 いじめているきみへ 春名 風花／ぶん 朝日新聞出版

38 O5 昔の道具うつりかわり事典 三浦 基弘／監修 小峰書店

38 P0 世界を変えた１５のたべもの テレサ・ベネイテス／文 大月書店

40 O4 ソフィー・スコットの南極日記 アリソン・レスター／作 小峰書店

40 O8 ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 バリー・マーシャル／著 ＷＡＶＥ出版

44 O4 宇宙人に会いたい！ 平林 久／著 学研教育出版

45 M0 どうくつをたんけんする 堀内 誠一／さく 福音館書店

45 O3 山のこと キャスリン・シル／文 玉川大学出版部

45 O8 羽毛恐竜 大島 英太郎／作 福音館書店

480 P0 ぼくたち、わるもの？ ソフィー・コリガン／著 サンマーク出版

4804 O8 気がつけば動物学者三代 今泉 忠明／著 講談社

4846 O9 カタツムリ小笠原へ 千葉 聡／文 福音館書店

4861 O8 虫のしわざ探偵団 新開 孝／写真・文 少年写真新聞社

4875 O6 ジンベエザメのはこびかた 松橋 利光／写真 ほるぷ出版

4878 O4 オオサンショウウオ 福田 幸広／しゃしん そうえん社

4889 O9 カラスのジョーシキってなんだ？ 柴田 佳秀／文 子どもの未来社

4895 O5 ジャガーとのやくそく アラン・ラビノヴィッツ／作 あかね書房

4896 O2 クジラ フリップ・ニックリン／著 ほるぷ出版

49 O3 コビトが案内する楽しい人体図鑑 ダン・グリーン／文 エクスナレッジ

49 O3 1 うつる病気のひみつがわかる絵本 １ おかだ はるえ／文 ポプラ社

49 O4 わたしたちはいのちの守人 岩貞 るみこ／著 講談社

49 O4 1 のぞいてみようウイルス・細菌・真菌図鑑 １ 北元 憲利／著 ミネルヴァ書房

49 O7 おもしろい！料理の科学 平松 サリー／著 講談社
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49 O9 転校生はかがくぶっしつかびんしょう 武濤 洋／さく ジャパンマシニスト社

501 O2 風の島へようこそ アラン・ドラモンド／さく 福音館書店

519 O7 いろのかけらのしま イ ミョンエ／作と絵 ポプラ社

519 O8 みんなのちきゅうカタログ 福岡 梓／文 トゥーヴァージンズ

519 O9 クジラのおなかからプラスチック 保坂 直紀／著 旬報社

538 O2 小惑星探査機「はやぶさ」大図鑑 川口 淳一郎／監修 偕成社

61 O5 ポップコーンをつくろうよ トミー・デ・パオラ／作 光村教育図書

68 O8 キリンの運びかた、教えます 岩貞 るみこ／文 講談社

75 O9 1 かわいいパッケージクラフト 〔１〕 平田 美咲／作 汐文社

77 O4 ディズニー アダム・サザーランド／原著 彩流社

79 O6 あやとり学 野口 廣／著 今人舎

81 O9 ことばハンター 飯間 浩明／著 ポプラ社

911 ﾊｼ はじめて出会う短歌１００ 千葉 聡／編 短歌研究社

936 ﾘ ソンジュの見た星 リ ソンジュ／著 徳間書店

F1 ｱｻ いえでででんしゃ あさの あつこ／作 新日本出版社

F1 ｲｼ ボタ山であそんだころ 石川 えりこ／さく・え 福音館書店

F1 ｲﾁ しずかな魔女 市川 朔久子／作 岩崎書店

F1 ｲﾄ 1 狛犬の佐助 〔１〕 伊藤 遊／作 ポプラ社

F1 ｵｵ タケノコごはん 大島 渚／文 ポプラ社

F1 ｵｶ おばあちゃん、わたしを忘れてもいいよ 緒川 さよ／作 朝日学生新聞社

F1 ｵﾝ かがみのなか 恩田 陸／作 岩崎書店

F1 ｶﾜ 星のこども 川島 えつこ／作 ポプラ社

F1 ｷﾖ いるのいないの 京極 夏彦／作 岩崎書店
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F1 ｸﾛ となりのアブダラくん 黒川 裕子／作 講談社

F1 ｺﾊ 図書室のふしぎな出会い 小原 麻由美／作 文研出版

F1 ｻｲ ルドルフとノラねこブッチー 斉藤 洋／作 講談社

F1 ｼｹ いくらなんでもいくらくん シゲタ サヤカ／著 イースト・プレス

F1 ｽｴ 波のそこにも 末吉 暁子／作 偕成社

F1 ﾅｶ めいちゃんの５００円玉 なかがわ ちひろ／作・絵 アリス館

F1 ﾅｶ 絵本・名人伝 中島 敦／原作 あすなろ書房

F1 ﾅｽ 少年たちの戦場 那須 正幹／作 新日本出版社

F1 ﾅﾐ 海のおっちゃんになったぼく なみかわ みさき／文 クレヨンハウス

F1 ﾆｲ にひきのかえる 新美 南吉／作 新樹社

F1 ﾊｾ むねがちくちく ⾧谷川 集平／作 絵 童心社

F1 ﾌｼ 1 サッカク探偵団 〔１〕 藤江 じゅん／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

F1 ﾏﾂ ふくしまからきた子 松本 猛／作 岩崎書店

F1 ﾑﾗ こだわっていこう 村上 しいこ／作 学研プラス

F1 ﾔﾏ 先生、しゅくだいわすれました 山本 悦子／作 童心社

F1 ﾖｼ ちこく姫 よしなが こうたく／さく ⾧崎出版

F9 ｼﾑ はくぶつかんのよる イザベル・シムレール／文・絵 岩波書店

F9 ﾊﾙ じがかけなかったライオンのおうさま マルティン・バルトシャイト／さく・え フレーベル館

F9 ﾍﾒ バティストさんとハンガーブルグ＝ハンガーブルグ伯爵のおはなし ルドウィッヒ・ベーメルマンス／作 ＢＬ出版

F9 ﾏｯ つなのうえのミレット エミリー・アーノルド・マッカリー／作 絵 文溪堂
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