
R4年度寄贈児童書一覧（たまや様）

No タイトル名 著者 出版社

1 やんちゃ犬おおさわぎ！ デビ・ミチコ・フローレンス/作 東京：あかね書房

2 こわがり子ネコのほしいもの デビ・ミチコ・フローレンス/作 東京：あかね書房

3 日本の武将超図鑑 川口　素生/監修 東京：あかね書房

4 小学生からのわくわく ！おうち実験室 市岡　元気/著 東京：アスコム

5 はなみずのひみつ マリオナ・トロサ・システレ/文と絵 東京：あすなろ書房

6 きずのひみつ マリオナ・トロサ・システレ/文と絵 東京：あすなろ書房

7 ウイルスのひみつ コレクティボ・エリヤス・エドウカン/文 東京：あすなろ書房

8 おならとげっぷのひみつ マリオナ・トロサ・システレ/作 東京：あすなろ書房

9 歯のひみつ マリオナ・トロサ・システレ/作 東京：あすなろ書房

10 バスが来ましたよ 由美村　嬉々/文 東京：アリス館

11 知らなかった！おなかのなかの赤ちゃん図鑑 増崎　英明/監修 東京：岩崎書店

12 ひみつのおばけ一家　[1]-1 石崎　洋司/作 東京：岩崎書店

13 ひみつのおばけ一家　[1]-2 石崎　洋司/作 東京：岩崎書店

14 ひみつのおばけ一家　[1]-3 石崎　洋司/作 東京:岩崎書店

15 ひみつのおばけ一家　2-1 石崎　洋司/作 東京：岩崎書店

16 ひみつのおばけ一家　2-2 石崎　洋司/作 東京：岩崎書店

17 おまえたち、くっちゃうぞ〜！ ジョン・ヘア/さく 東京：岩崎書店

18 おじょうさま小学生はなこ　1 川之上　英子/作絵 東京：岩崎書店

19 おじょうさま小学生はなこ　2 川之上　英子/作絵 東京：岩崎書店

20 おじょうさま小学生はなこ　3 川之上　英子/作絵 東京：岩崎普店

21 動物の赤ちゃん マーフ・デラノ/著 東京：エムデイエヌコーポレーション

22 ラッコの世界 ジル・エスバウム/著 東京：エムデイエヌコーポレーション

23 カエルの世界 マーフ・デラノ/著 東京：エムデイエヌコーポレーション

24 カンガルーの世界 ジル・エスバウム/著 東京：エムデイエヌコーポレーション

25 コアラの世界 ジル・エスバウム/著 東京：エムデイエヌコーポレーション

26 ユキヒョウの世界 ジル・エスバウム/著 東京：エムデイエヌコーポレーション

27 イルカの世界 ベッキーベインズ/著 東京：エムデイエヌコーポレーション
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28 トラの世界 ジル・エスバウム/著 東京：エムデイエヌコーポレーション

29 ペンギンの世界 ジル・エスバウム/著 東京:エムディエヌコーポレーション

30 ライオンの世界 エイミー・S.カースター/著 東京:エムディエヌコーポレーション

31 おもしろい！楽しい！うれしい！手紙　1 スギヤマ　カナヨ/著 東京：偕成社

32 おもしろい！楽しい！うれしい！手紙　2 スギヤマ　カナヨ/著 東京：偕成社

33 おもしろい！楽しい！うれしい！手紙　3 スギヤマ　カナヨ/著 東京：偕成社

34 うちにパンダがいるよ 唐　亜明/作 東京：偕成社

35 もうサイアクだ！ 日本児童文学者協会/編 東京：偕成社

36 えつ、ウソみたい？ 日本児童文学者協会/編 東京：偕成社

37 ああ、もうダメだ！ 日本児童文学者協会/編 東京：偕成社

38 ようこそみんなの世界へ モイラ・バターフィールド/文 京都：化学同人

39 ゆうきをだしてよ、ローガン！ ニコラ・キニア/さく 京都:化学同人

40 し一つ！みみをすまして ニコラ・キニア/さく 京都：化学同人

41 ほねほねアニマルボーン アンナ・クレイボーン/作 京都：化学同人

42 地球の危機図鑑 福士　謙介/監修 東京：学研プラス

43 宇宙兄弟といっしょに学ぶ宇宙図鑑 講談社/編 東京：講談社

44 うさぎのモニカのケーキ屋さん 小手鞠　るい/さく 東京：講談社

45 飛べ!遗伝子を超えて 森川　成美/作 東京：国土社

46 わくわく子ども俳句スクール　1 おおぎやなぎ　ちか/著 東京：国土社

47 わくわく子ども俳句スクール　2 おおぎやなぎ　ちか/著 東京：国土社

48 わくわく子ども俳句スクール　3 おおぎやなぎ　ちか/著 東京：国土社

49 はじめにきいてね、こちょこちょモンキー！ ジュリエット・クレア・ベル/作 東京：子どもの未来社

50 英語ことば図鑑5000 アレン玉井光江/監修 東京：小学館

51 10ぴきねこちゃん ェミリー・グラヴェット/作 東京:小学館

52 タンポポのたんけん おくやま　ひさし/著 東京：少年写真新間社

53 リサイクルでかんたん!ェコ手芸 寺西　恵里子/著 東京：新日本出版社

54 おったまげクイズ500 ジェーン・ウイルシャー/文 東京:鈴木出版
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55 マーシーとスフィンクスのなぞ ジョー・トッド=スタントン/著 東京：すばる舎

56 アーサーと金いろのつな ジョー・トッド=スタントン/著 東京：すばる舎

57 ようこそ！おしゃべり科学博物館 マイク・バーフイールド/文 東京：すばる舎

58 自然の一生図鑑 林　良博/監修 東京：誠文堂新光社

59 ブロッケンの森のちっちゃな魔女 アレクサンダー・リースケ/原作 東京：静山社

60 世界の人物大年表 定延　由紀/訳 大阪：創元社

61 おばあちやんスプーン ふくだ　じゅんこ/さく 東京：大日本図書

62 のんびりやのコアラ レイチェル・ブライト/ぶん 東京：トウーヴァージンズ(発

63 トスカのおくりもの マシュー・スタージス/文 東京：徳間書店

64 小学生のうちに読んでおきたい名作101 齋藤　孝/監修 東京：日本図書センター

65 明日のカルタ 倉本　美津留/著 東京：日本図書センター

66 動物愛護ってなに？ 浅川　千尋/監修 東京：PHP研究所

67 エネルギーって何だろう？ 小池　康郎/監修 東京:PHP研究所

68 ちいさなたいこ 松岡　享子/さく 東京:福音館書店

69 けんか餅 桐生　環/作 東京：フレーベル館

70 のろいまんじゆう 桐生　環/作 東京：フレーベル館

71 風雷きんとん 桐生　環/作 東京：フレーベル館

72 Fができない 升井　純子/作 東京：文研出版

73 恐竜と古代の生物図鑑 平山　廉/日本語版監修 東京:ポプラ社

74 きりんのまいにち 二宮　由紀子/作 東京：光村図書出版


