
区分 No. 書　　　　　　　　　　　名　 出版者名 出版年

1 E やま あのくもなあに？ 富安　陽子　ぶん 山村　浩二　え 福音館書店 2018
2 E デユ スノーウィとウッディ ロジャー・デュボアザン　さく 石津　ちひろ やく 好学社 2019
3 E ソク タイヤタイヤだれのタイヤ そく　ちょるうぉん　作 アリス館 2018
4 E はた どしゃぶり おーなり　由子　ぶん はた　こうしろう　え 講談社 2018
5 EK おお とりになったきょうりゅうのはなし 大島　英太郎　さく 福音館書店 2019
6 E と ねーずみねーずみどーこいきゃ？ こが　ようこ　構成・文 降矢　なな　絵 童心社 2018
7 E ふ ねむたいねむたい やぎゅう　げんいちろう　さく 福音館書店 2018
8 E いの 100 名久井　直子　さく 井上　佐由紀　しゃしん 福音館書店 2020
9 EK すず みずとはなんじゃ？ かこ　さとし　作 鈴木　まもる　絵 小峰書店 2018
10 E つる やさいのおにたいじ つるた　ようこ　さく 福音館書店 2020
11 E かわ あまがえるのかくれんぼ たての　ひろし　作 かわしま　はるこ　絵 世界文化社 2019
12 E クレ アレックスとまほうのふね キャサリン・ホラバード　文 ヘレン・クレイグ　絵 こだま　ともこ　訳 徳間書店 2019
13 EK おお イワシ 大片　忠明　さく 福音館書店 2019
14 E マヨ おにいちゃんとぼく ローレンス・シメル　文 宇野　和美　訳 フアン・カミーロ・マヨルガ　絵 光村教育図書 2019
15 E たか きりんきりん 武鹿　悦子　詩 高畠　純　絵 リーブル 2018
16 E ジエ スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ　作 千葉　茂樹　訳 あすなろ書房 2018
17 913 お うりぼうウリタ おくやま　ゆか　作 偕成社 2020
18 933 こ ゆうえんちのわたあめちゃん ルーマー・ゴッデン　作 プルーデンス・ソワード　さし絵 久慈　美貴　訳 徳間書店 2018
19 933 ふ ウィリーのぼうけん マーガレット・ワイズ・ブラウン　さく 上條　由美子　やく 広野　多珂子　え 福音館書店 2019
20 973 け カテリネッラとおにのフライパン 剣持　弘子　訳・再話 剣持　晶子　絵 こぐま社 2018
21 EM さか 金の鳥 八百板　洋子　文 さかた　きよこ　絵 ＢＬ出版 2018
22 E あべ クマと少年 あべ　弘士　作 ブロンズ新社 2018
23 EK ワイ ザトウクジラ ヨハンナ・ジョンストン　さく こみや　ゆう　やく レナード・ワイスガード　え 好学社 2018
24 911 た こどもあそびうた 谷川　俊太郎　詩 山田　馨　編 童話屋 2018
25 913 む ユンボのいる朝 麦野　圭　作 大野　八生　絵 文溪堂 2018
26 913 む あららのはたけ 村中　李衣　作 石川　えりこ　絵 偕成社 2019
27 933 さ 物語たくさんのお月さま ジェームズ・サーバー　作 ルイス・スロボドキン　絵 なかがわ　ちひろ　訳 徳間書店 2019
28 933 し ハートウッドホテル１～４ ケイリー・ジョージ　作 久保　陽子　訳 高橋　和枝　絵 童心社 2018～2020

29 949 ふ たかが犬、なんて言わないで リブ・フローデ　作 木村　由利子　訳 柴田　文香　絵 文研出版 2018

30 990 な ノウサギのムトゥラ ビヴァリー・ナイドゥー　作 さくま　ゆみこ　訳 ピート・フロブラー　絵 岩波書店 2019
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５‐Daysこども図書館（広島市こども図書館）
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TEL（082）221-6755 FAX（082）222-7020

『ほんはともだち’２０』発行（３月下旬から配布予定）に

合わせて、同リスト掲載図書の一部を展示します。
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区分 No. 書　　　　　　　　　　　名　 出版者名 出版年

31 E ブラ おーい、こちら灯台 ソフィー・ブラッコール　さく 山口　文生　やく 評論社 2019
32 911 さ ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがおとなになるまえの詩集 斉藤　倫　著 高野　文子　画 福音館書店 2019
33 913 お 流星と稲妻 落合　由佳　著 講談社 2018
34 913 は 徳治郎とボク 花形　みつる　著 理論社 2019
35 933 あ カーネーション・デイ ジョン・デヴィッド・アンダーソン　著 久保　陽子　訳 ほるぷ出版 2018
36 933 く その魔球に、まだ名はない エレン・クレイジス　著 橋本　恵　訳 あすなろ書房 2018
37 933 さ 泥 ルイス・サッカー　作 千葉　茂樹　訳 小学館 2018
38 933 は ジュリアが糸をつむいだ日 リンダ・スー・パーク　作 ないとう　ふみこ　訳 いちかわ　なつこ　絵 徳間書店 2018
39 949 あ アンデルセンのおはなし ハンス・クリスチャン・アンデルセン　著 スティーブン・コリン　英語訳 江國　香織　訳 のら書店 2018
40 960 ら 夢見る人 パム・ムニョス・ライアン　作 原田　勝　訳 ピーター・シス　絵 岩波書店 2019
41 913 か ヴンダーカンマー 樫崎　茜　著 理論社 2018
42 913 は この川のむこうに君がいる 濱野　京子　作 理論社 2018
43 913 ま 疾風の女子マネ！ まはら　三桃　著 小学館 2018
44 929 や アンチ ヨナタン・ヤヴィン　作 鴨志田　聡子　訳 岩波書店 2019
45 933 あ ぼくがいちばんききたいことは アヴィ　著 青山　南　訳　 ほるぷ出版 2019
46 933 く 明日をさがす旅 アラン・グラッツ　作 さくま　ゆみこ　訳 福音館書店 2019
47 933 ほ １１番目の取引 アリッサ・ホリングスワース　作 もりうち　すみこ　訳 鈴木出版 2019
48 933 も あたしが乗った列車は進む ポール・モーシャー　作 代田　亜香子　訳 鈴木出版 2018
49 949 う おいで、アラスカ！ アンナ・ウォルツ　作 野坂　悦子　訳 フレーベル館 2020
50 953 せ 瓶に入れた手紙 ヴァレリー・ゼナッティ　作 伏見　操　訳 文研出版 2019
51 160 え 「カルト」はすぐ隣に 江川　紹子　著　 岩波書店 2019
52 283 ふ アンネのこと、すべて アンネ・フランク・ハウス　編 小林　エリカ　訳 ポプラ社 2018
53 320 お ギヴ・ミー・ア・チャンス 大塚　敦子　著 講談社 2018
54 400 な 北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 中山　由美　文・写真 秋草　愛　絵 学研プラス 2019
55 457 こ ぼくは恐竜探険家！ 小林　快次　著 講談社 2018
56 486 よ 昆虫の体重測定 吉谷　昭憲　文・絵 福音館書店 2018
57 510 た わきだせ！  いのちの水 たけたに　ちほみ　著 フレーベル館 2019
58 620 た 野菜を守れ！　テントウムシ大作戦 谷本　雄治　著 汐文社 2018
59 640 た 災害にあったペットを救え 高橋　うらら　著 小峰書店 2019
60 930 り ソンジュの見た星 リ・ソンジュ　著 スーザン・マクレランド　著 野沢　佳織　訳 徳間書店 2019
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休館日 3/1(月)、3/8(月)、3/15(月）、3/22（月）、3/２3(火)、3/29（月）、3/31（水）


