
区分 № 書　名 出版者 出版年

1 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

2 E みや かいちゅうでんとう みやこし　あきこ　さく 福音館書店 2018

3 EK あべ からだのなかでドゥンドゥンドゥン 木坂　涼　ぶん あべ　弘士　え 福音館書店 2008

4 EK あべ このよでいちばんはやいのは ロバート・フローマン　原作 天野　祐吉 　翻案 あべ　弘士　絵 福音館書店 2011

5 EK いが くもとそらのえほん 五十嵐　美和子　作・絵  ＰＨＰ研究所 2019

6 EK おい バナナのはなし 伊沢　尚子　文 及川　賢治　絵 福音館書店 2013

7 EK おお イワシ 大片　忠明　さく 福音館書店 2019

8 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 2010

9 EK かこ だいこんだんめんれんこんざんねん 加古　里子　さく 福音館書店 2010

10 EK かわ ながいながい骨の旅 松田　素子　文 川上　和生 　絵 講談社 2017

11 EK かわ まほうのコップ 藤田　千枝　原案 川島　敏生 　写真 長谷川　摂子 　文 福音館書店 2012

12 EK しん じゃぐちをあけると しんぐう　すすむ　さく 福音館書店 2009

13 EK たし だんごむしのおうち 澤口　たまみ　ぶん たしろ　ちさと 　え 福音館書店 2018

14 EK まつ よるになると 松岡　達英　さく 福音館書店 2015

15 EK やぶ しっぽのはたらき 川田　健　ぶん 薮内　正幸　え 福音館書店 1969

16 EK ウエ シロナガスクジラより大きいものっているの？ ロバート・E・ウェルズ　さく せな　あいこ　やく 評論社 1999

17 EK クリ わたしはガリレオ ボニー・クリステンセン　作  渋谷　弘子　訳 さ・え・ら書房 2012

18 EK サツ ちいさなちいさな ニコラ・デイビス　文 エミリー・サットン　絵 越智　典子　訳 ゴブリン書房 2014

19 EK バン わたしのひかり モリー・バング　作 さくま　ゆみこ　訳 評論社 2011

20 EK ブテ しずくのぼうけん マリア・テルリコフスカ　さく うちだ　りさこ　やく ボフダン・ブテンコ　え 福音館書店 1969
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21 284 か 風をつかまえた少年 ウィリアム・カムクワンバ　著 ブライアン・ミーラー　著 田口　俊樹　訳 文藝春秋 2010

22 400 か 科学者の目 かこ　さとし　文と絵 童心社 2019

23 400 て 科学と科学者のはなし 寺田　寅彦　著 池内　了　編 岩波書店 2000

24 420 う ひとすじの光 ウォルター・ウィック　文・写真 千葉　茂樹　訳 　 小学館 2019

25 440 お 月の満ちかけ絵本 大枝　史郎　文 佐藤　みき　絵 あすなろ書房 2012

26 450 か ふゆとみずのまほうこおり 片平　孝　写真・文 ポプラ社 2019

27 450 に 石はなにからできている？ 西村　寿雄　文 武田　晋一　写真 岩崎書店 2018

28 460 は せいめいのれきし バージニア・リー・バートン　文・絵 いしい　ももこ　訳 岩波書店 2015

29 470 し きのこレストラン 新開　孝　写真・文 　　 ポプラ社 2018

30 486 よ 昆虫の体重測定 吉谷　昭憲　文・絵 福音館書店 2018

31 487 う さかなのたまご 内山　りゅう　写真・文 ポプラ社 2017

32 530 と ライト兄弟はなぜ飛べたのか 土佐　幸子　著 さ・え・ら書房 2005

33 620 も 干したから・・・ 森枝　卓士　写真・文 フレーベル館 2016

34 740 い そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地　国夫　写真 小学館 2018

35 908 ち ロボットｖｓ．人類 カレル・チャペック/アイザック・アシモフ　他 赤木　かん子　編 ポプラ社 2005

36 913 か ヴンダーカンマー 樫崎　茜　著 上路　ナオ子　画 理論社 2018

37 933 く 笑う化石の謎 ピッパ・グッドハート　著 千葉　茂樹　訳 あすなろ書房 2017

38 933 け ダーウィンと旅して ジャクリーン・ケリ－　作 斎藤　倫子　訳 ほるぷ出版 2016

39 933 ふ 海辺の宝もの ヘレン・ブッシュ　著 鳥見　真生　訳 佐竹　美保　画 あすなろ書房 2012

40 933 ふ 野生のロボット ピーター・ブラウン　作・絵 前沢　明枝　訳 福音館書店 2018

41 933 ろ ぼくとベルさん 　 フィリップ・ロイ　著 櫛田　理絵　訳 ＰＨＰ研究所 2017

42 953 う 地底旅行 ジュール・ヴェルヌ　作 平岡　敦 　訳 岩波書店 2018
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休館日 10/4（月）、10/11（月）、10/18（月）、10/25（月）


