
３．絵本
書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 定価

＜家族＞

1 ママとうみのやくそく コ ヒヨン／ぶん  エヴァ・アルミセン／え 主婦の友社 2020.6 E/ｱﾙ/ ￥１４００

2 おもいではきえないよ ジョセフ・コエロー／作  アリソン・コルポイズ／絵 文研出版 2020.2 E/ｺﾙ/ ￥１５００

3 ママはかいぞく カリーヌ・シュリュグ／ぶん  レミ・サイヤール／え 光文社 2020.3 E/ｻｲ/ ￥１５００

4 悲しみのゴリラ ジャッキー・アズーア・クレイマー／文  シンディ・ダービー／絵 クレヨンハウス 2020.12 E/ﾀﾋ/ ￥１８００

5 ぼくは犬や  ペク ヒナ／作  長谷川 義史／訳 ブロンズ新社 2020.4 E/ﾍｸ/ ￥１４００

6 アルマの名前がながいわけ  フアナ・マルティネス‐ニール／作  宇野 和美／訳 ゴブリン書房 2020.10 E/ﾏﾙ/ ￥１５００

★ 7 ねられんねられんかぼちゃのこ やぎゅう げんいちろう／さく 福音館書店 2020.9 E/ﾔｷ/ ￥９００

★ 8 ひとはなくもの  みやの すみれ／作  やべ みつのり／絵 こぐま社 2020.5 E/ﾔﾍ/ ￥１２００

＜友達・学校・遊び＞

9 ゾウとともだちになったきっちゃん 入江 尚子／文  あべ 弘士／絵 福音館書店 2020.9 E/ｱﾍ/ ￥１３００

10 い〜れ〜て! 中川 ひろたか／作　 市居 みか／絵 金の星社 2020.9 E/ｲﾁ/ ￥１３００

11 ルラルさんのつりざお　 いとう ひろし／作 ポプラ社 2020.12 E/ｲﾄ/ ￥１３００

12 7年目のランドセル　ランドセルは海を越えて、アフガニスタンで始まる新学期 内堀 タケシ／写真・文 国土社 2020.6 E/ｳﾁ/ ￥２０００

13 4さいのこどもって、なにがすき? ウィリアム・コール／さく 　トミー・ウンゲラー／え 好学社 2020.7 E/ｳﾝ/ ￥１６００

★ 14 つかまえた  田島 征三／[作] 偕成社 2020.7 E/ﾀｼ/ ￥１４００

15 ブルーがはばたくとき ブリッタ・テッケントラップ／作  三原 泉／訳 BL出版 2020.3 E/ﾃﾂ/ ￥１５００

16 ファイアー 長谷川 集平／作 理論社 2020.6 E/ﾊｾ/ ￥１４００

17 きぼう コーリン・アーヴェリス／ぶん  セバスチャン・ペロン／え 評論社 2020.9 E/ﾍﾛ/ ￥１５００

★ 18 ランカ  にほんにやってきたおんなのこ 野呂 きくえ／さく  松成 真理子／え 偕成社 2020.4 E/ﾏﾂ/ ￥１３００

＜社会＞

★ 19 ねえさんの青いヒジャブ  イブティハージ・ムハンマド／文  S.K.アリ／文 BL出版 2020.4 E/ｱﾘ/ ￥１６００

20 きょうはおかねがないひ ケイト・ミルナー／さく  こでら あつこ／やく 合同出版 2020.12 E/ﾐﾙ/ ￥１６００

21 みずをくむプリンセス  スーザン・ヴァーデ／文  ピーター・H.レイノルズ／絵 さ・え・ら書房 2020.5 E/ﾚｲ/ ￥１５００

＜戦争・平和＞

22 ふたりの約束  アウシュヴィッツの3つの金貨 プニーナ・ツヴィ／文  マーギー・ウォルフ／文 西村書店 2020.1 E/ｶﾃ/ ￥１６００

★ 23 パンフルートになった木  巣山 ひろみ／文  こがしわ かおり／絵 少年写真新聞社 2020.8 E/ｺｶ/ ￥１４００

24 せんそうがやってきた日  ニコラ・デイビス／作  レベッカ・コッブ／絵 鈴木出版 2020.6 E/ｺﾂ/ ￥１５００
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 定価

25 あるひあるとき  あまん きみこ／文  ささめや ゆき／絵 のら書店 2020.7 E/ｻｻ/ ￥１５００

★ 26 しあわせなときの地図  フラン・ヌニョ／文  ズザンナ・セレイ／絵 ほるぷ出版 2020.10 E/ｾﾚ/ ￥１４００

27 せきれい丸  たじま ゆきひこ／作  きどうち よしみ／作 くもん出版 2020.11 E/ﾀｼ/ ￥１６００

28 あの湖のあの家におきたこと  トーマス・ハーディング／文 ブリッタ・テッケントラップ／絵 クレヨンハウス 2020.11 E/ﾃﾂ/ ￥１８００

29 わたしに手紙を書いて  日系アメリカ人強制収容所の子どもたちから図書館の先生へ シンシア・グレイディ／文  アミコ・ヒラオ／絵 評論社 2020.6 E/ﾋﾗ/ ￥１４００

＜昔話・古典＞

30 赤ずきん ビアトリクス・ポター／再話  ヘレン・オクセンバリー／絵 文化学園文化出版局 2020.11 E/ｵｸ/ ￥１７００

31 空とぶ船とゆかいななかま ウクライナのむかしばなし バレリー・ゴルバチョフ／再話・絵  こだま ともこ／訳 光村教育図書 2020.1 E/ｺﾙ/ ￥１４００

★ 32 梨の子ペリーナ  イタリアのむかしばなし イタロ・カルヴィーノ／再話  関口 英子／訳 BL出版 2020.9 E/ｻｶ/ ￥１６００

33 ほらふきカールおじさん　 斉藤 洋／文　高畠 純／絵 講談社 2020.6 E/ﾀｶ/ ￥１５００

★ 34 やさいのおにたいじ  御伽草子「酒呑童子」より つるた ようこ／さく 福音館書店 2020.2 E/ﾂﾙ/ ￥９００

35 あかずきん グリム童話 グリム／[原作]   堀内 誠一／え 福音館書店 2020.5 E/ﾎﾘ/ ￥１４００

36 あたしは花ムーラン チン ウェンチュン／文  ユイ ロン／絵 樹立社 2020.10 E/ﾕ/ ￥２７００

37 九色のしか 中国の昔話 リン シュウスイ／文  リャオ ジャンホン／絵 廣済堂あかつき 2020.5 E/ﾘﾔ/ ￥１６００

＜ユーモア・ナンセンス＞

38 パンどろぼう　 柴田 ケイコ／作 KADOKAWA 2020.4 E/ｼﾊ/ ￥１３００

39 ウォッシュバーンさんがいえからでない13のりゆう 中川 ひろたか／作 高畠 那生／絵 文溪堂 2020.1 E/ﾀｶ/ ￥１５００

★ 40 おとうふ2ちょう くろだ かおる／さく たけがみ たえ／え ポプラ社 2020.9 E/ﾀｹ/ ￥１４００

41 ちちゃこいやつ  ロブ・ハドソン／さく ダニエル・カール／やく マイクロマガジン社 2020.1 E/ﾊﾄ/ ￥１５５０

＜空想・ファンタジー・冒険など＞

42 ぼくがふえをふいたら 阿部 海太／作 岩波書店 2020.11 E/ｱﾍ/ ￥１７００

43 氷上カーニバル あべ 弘士／作 のら書店 2020.11 E/ｱﾍ/ ￥１６００

44 うさぎになったゆめがみたいの おくはら ゆめ／作 BL出版 2020.4 E/ｵｸ/ ￥１４００

45 ぼくだってとべるんだ フィフィ・クオ／作・絵  まえざわ あきえ／訳 ひさかたチャイルド 2020.4 E/ｸｵ/ ￥１３００

46 わたしのペットはまんまるいし  スティーブン W.マーティン／作  サマンサ・コッテリル／絵 ポプラ社 2020.3 E/ｺﾂ/ ￥１５００

47 やねうらべやのおばけ しおたに まみこ／[作] 偕成社 2020.5 E/ｼｵ/ ￥１２００

48 ロビンソン ピーター・シス／作  高柳 克弘／訳 偕成社 2020.1 E/ｼｽ/ ￥２０００

49 あなふさぎのジグモンタ  とみなが まい／作  たかお ゆうこ／絵 ひさかたチャイルド 2020.6 E/ﾀｶ/ ￥１３００

50 このかみなあに? 谷内 つねお／さく 福音館書店 2020.11 E/ﾀﾆ/ ￥１５００

★ 51 ぼくといっしょに  シャルロット・デマトーン／作  野坂 悦子／訳 ブロンズ新社 2020.6 E/ﾃﾏ/ ￥１４００
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52 やっこさんのけんか 殿内 真帆／作・絵 フレーベル館 2020.10 E/ﾄﾉ/ ￥１４００

53 はかせのふしぎなプール 中村 至男／さく 福音館書店 2020.6 E/ﾅｶ/ ￥９００

54 くらやみきんしの国 エミリー・ハワース=ブース／さく  おおつか のりこ／やく あかね書房 2020.11 E/ﾊﾜ/ ￥１６００

55 海とそらがであうばしょ テリー・ファン／作　エリック・ファン／作 化学同人 2020.11 E/ﾌｱ/ ￥２１００

★ 56 トラといっしょに  ダイアン・ホフマイアー／文 ジェシー・ホジスン／絵 徳間書店 2020.8 E/ﾎｼ/ ￥２０００

57 あめかっぱ むらかみ さおり／作 偕成社 2020.6 E/ﾑﾗ/ ￥１３００

58 サディがいるよ サラ・オレアリー／文 ジュリー・モースタッド／絵 福音館書店 2020.9 E/ﾓｽ/ ￥１４００

59 あつかったらぬげばいい  ヨシタケ シンスケ／著 白泉社 2020.8 E/ﾖｼ/ ￥１０００

60 キャベツちゃんのワンピース 東 直子／作　わたべ めぐみ／絵 あかね書房 2020.4 E/ﾜﾀ/ ￥１８００

＜動物・生きもの（フィクション）＞

61 あべ弘士のシートン動物記　1　オオカミ王ロボ E.T.シートン／原作  あべ 弘士／文・絵 学研プラス 2020.7 E/ｱﾍ/1 ￥１４００

★ 62 こうまのマハバット  市川 里美／作 BL出版 2020.7 E/ｲﾁ/ ￥１４００

63 きっとあえる　わたりどりのともだち 鎌田 暢子／さく 福音館書店 2020.2 E/ｶﾏ/ ￥１４００

★ 64 あるヘラジカの物語  星野 道夫／原案  鈴木 まもる／絵と文 あすなろ書房 2020.9 E/ｽｽ/ ￥１５００

65 もりのおふとん 西村 敏雄／さく 福音館書店 2020.10 E/ﾆｼ/ ￥９００

66 ふゆごもりのまえに  ジャン・ブレット／作  こうのす ゆきこ／訳 福音館書店 2020.11 E/ﾌﾚ/ ￥１４００

67 ねこはるすばん 町田 尚子／作 ほるぷ出版 2020.9 E/ﾏﾁ/ ￥１５００

68 ぼくらはもりのダンゴムシ まつおか たつひで／さく ほるぷ出版 2020.6 E/ﾏﾂ/ ￥１２５０

69 ムモンアカシジミのまほう 矢野 通典／作  松山 円香／絵 講談社エディトリアル 2020.3 E/ﾏﾂ/ ￥１２００

70 ねこはすっぽり 石津 ちひろ／文  松田 奈那子／絵 こぐま社 2020.11 E/ﾏﾂ/ ￥１０００

71 きんぎょ 山本 久美子／さく・え ひだまり舎 2020.8 E/ﾔﾏ/ ￥１８００

＜動物・生きもの＞

72 かなへび  竹中 践／ぶん  石森 愛彦／え 福音館書店 2020.4 E/ｲｼ/ ￥９００

73 なにかがいる 佐藤 雅彦／作  ユーフラテス／作 福音館書店 2020.11 E/ｻﾄ/ ￥９００

74 山はしっている  リビー・ウォルデン／作  リチャード・ジョーンズ／絵 鈴木出版 2020.3 E/ｼﾖ/ ￥１５００

75 がろあむし 舘野 鴻／作 絵 偕成社 2020.9 E/ﾀﾃ/ ￥２０００

76 ハクトウワシ 前川 貴行／写真・文 新日本出版社 2020.6 E/ﾏｴ/ ￥１６００

77 このあななんじゃ  ひがたのいきものへん きむら たえこ／さく みぞぐち ともや／え 仮説社 2020.4 E/ﾐｿ/ ￥１５００

★ 78 タコとイカはどうちがう?  いきものくらべるしゃしんえほん 峯水 亮／写真 池田 菜津美／文 ポプラ社 2020.7 E/ﾐﾈ/ ￥１８００
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 定価

＜自然科学（動物・生きもの以外）＞

★ 79 まどのむこうのくだものなあに?  荒井 真紀／さく 福音館書店 2020.10 E/ｱﾗ/ ￥１１００

80 100  名久井 直子／さく  井上 佐由紀／しゃしん 福音館書店 2020.2 E/ｲﾉ/ ￥９００

81 細菌ホテル キム ソンファ／文 クォン スジン／文 金の星社 2020.6 E/ｷﾑ/ ￥１４００

82 こんなおおきなかず、みたことある? 100,000,000,000,000,000,000,000のほし セス・フィッシュマン／作  イザベル・グリーンバーグ／絵 偕成社 2020.2 E/ｸﾘ/ ￥１５００

83 いし 中川 ひろたか／作　高畠 那生／絵 アリス館 2020.6 E/ﾀｶ/ ￥１４００

84 シェルパのポルパ エベレストにのぼる　 石川 直樹／文 　梨木 羊／絵 岩波書店 2020.5 E/ﾅｼ/ ￥１８００

85 わかめ 青木 優和／文  畑中 富美子／絵 仮説社 2020.12 E/ﾊﾀ/ ￥１８００

★ 86 ステラとカモメとプラスチック　 ジョージナ・スティーブンス／作　イジー・バートン／絵 岩崎書店 2020.7 E/ﾊﾄ/ ￥１６００

87 プラスチック星にはなりたくない! 地球のためにできること ニール・レイトン／作・絵  いわじょう よしひと／訳 ひさかたチャイルド 2020.5 E/ﾚｲ/ ￥１６００

＜感染症＞

★ 88 おしえて!ジャンボくん新型コロナウイルス　1　これが新型コロナウイルスだ! 上田 勢子／訳  呉本 慶子／日本語版監修 子どもの未来社 2020.9 E/ｳｴ/1 ￥１６００

89 おしえて!ジャンボくん新型コロナウイルス　2　ウイルスとのたたかい 上田 勢子／訳  呉本 慶子／日本語版監修 子どもの未来社 2020.9 E/ｳｴ/2 ￥１６００

90 おしえて!ジャンボくん新型コロナウイルス　3　はたらくヒーローたち 上田 勢子／訳  呉本 慶子／日本語版監修 子どもの未来社 2020.9 E/ｳｴ/3 ￥１６００

91 おしえて!ジャンボくん新型コロナウイルス　4　けんこうに、あんぜんに 上田 勢子／訳  呉本 慶子／日本語版監修 子どもの未来社 2020.11 E/ｳｴ/4 ￥１６００

92 おしえて!ジャンボくん新型コロナウイルス　5　はなれてまなぶ   上田 勢子／訳  呉本 慶子／日本語版監修 子どもの未来社 2020.11 E/ｳｴ/5 ￥１６００

93 おしえて!ジャンボくん新型コロナウイルス　6　あえなくてもつながれる   上田 勢子／訳  呉本 慶子／日本語版監修 子どもの未来社 2020.11 E/ｳｴ/6 ￥１６００

94 こいぬのルナ、コロナウイルスにたちむかう　こどもたちの理解とケアのために アダム M.ウォレス／作  アダム・リオング／絵 子どもの未来社 2020.5 E/ﾘｵ/ ￥１５００

＜災害・防災＞

★ 95 雨の日の地下トンネル 鎌田 歩／作 アリス館 2020.9 E/ｶﾏ/ ￥１４００

96 ぼくはひとりぼっちじゃない つかさ おさむ／さく・え 理論社 2020.3 E/ﾂｶ/ ￥１４００

＜アイデンティティ・ジェンダー＞

97 ころがれないいしっころリッキー ミスター・ジェイ／ぶん エリン・ウォズニアク／え イマジネイション・プラス 2020.3 E/ｳｵ/ ￥１５００

98 たかくとびたて女の子 ラケル・ディアス・レゲーラ／作　 星野 由美／訳 汐文社 2020.1 E/ﾃｲ/ ￥１８００

99 どれもみーんなアントニオ! スザンナ・マッティアンジェリ／文 　マリアキアラ・ディ・ジョルジョ／絵 山烋 2020.10 E/ﾃｲ/ ￥１７００

★ 100 ジュリアンはマーメイド  ジェシカ・ラブ／作  横山 和江／訳 サウザンブックス社 2020.5 E/ﾗﾌ/ ￥１８００

＜スポーツ・芸術＞

101 オーケストラをつくろう  ロンドン交響楽団／協力  メアリー・オールド／文  エリーサ・パガネッリ／絵 BL出版 2020.9 E/ﾊｶ/ ￥２５００

★ 102 こんにちは!わたしのえ  はた こうしろう／作 ほるぷ出版 2020.7 E/ﾊﾀ/ ￥１４００

103 ふーってして  松田 奈那子／作 KADOKAWA 2020.7 E/ﾏﾂ/ ￥１２００
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＜障がい・バリアフリー＞

104 チャーリー、こっちだよ キャレン・レヴィス／さく　 チャールズ・サントソ／え BL出版 2020.6 E/ｻﾝ/ ￥１７００

★ 105 どちらがおおい?かぞえるえほん  さわるえ&てんじつき 村山 純子／著 小学館 2020.9 E/ﾑﾗ/ ￥１９００

106 いっぽんのせんとマヌエル ピクニックのひ マリア・ホセ・フェラーダ／文  パト・メナ／絵 偕成社 2020.1 E/ﾒﾅ/ ￥１３００

＜歴史・文化＞

107 十二支のお雑煮 川端 誠／作 BL出版 2020.12 E/ｶﾜ/ ￥１４００

★ 108 はじまりはたき火  火とくらしてきたわたしたち まつむら ゆりこ／作  小林 マキ／絵 福音館書店 2020.1 E/ｺﾊ/ ￥１４００

109 島の子げんたの春休み　ちょっと昔の子どもたちのくらし 1 荒尾 美知子／文　 福田 岩緒／絵 あすなろ書房 2020.10 E/ﾌｸ/ ￥１８００

110 やとのいえ  八尾 慶次／作 偕成社 2020.8 E/ﾔﾂ/ ￥１８００

＜生活＞

★ 111 こどもたちはまっている  荒井 良二／著 亜紀書房 2020.6 E/ｱﾗ/ ￥１６００

112 たべるたべるたべること くすのき しげのり／作  小渕 もも／絵 おむすび舎 2020.2 E/ｵﾌ/ ￥１５００

113 うどんできた!  加藤 休ミ／さく 福音館書店 2020.6 E/ｶﾄ/ ￥９００

114 スマイルショップ きたむら さとし／作 岩波書店 2020.10 E/ｷﾀ/ ￥１５００

115 どこからきたの?おべんとう 鈴木 まもる／作・絵 金の星社 2020.5 E/ｽｽ/ ￥１３００

116 うりのつるくるくる 田島 征三／作 光村教育図書 2020.5 E/ﾀｼ/ ￥１０００

117 おにぎりをつくる  高山 なおみ／文 長野 陽一／写真 ブロンズ新社 2020.1 E/ﾅｶ/ ￥１２００

118 歯のはえかわりのなぞ 北川 チハル／文  ながおか えつこ／絵 くもん出版 2020.1 E/ﾅｶ/ ￥１５００

119 まんぷくよこちょう なかざわ くみこ／作 文溪堂 2020.10 E/ﾅｶ/ ￥１５００

★ 120 まっている。  村上 康成／作 講談社 2020.7 E/ﾑﾗ/ ￥１４００

★ 121 ありがとう、アーモ!  オーゲ・モーラ／文・絵  三原 泉／訳 鈴木出版 2020.8 E/ﾓﾗ/ ￥１５００

122 となりのショセットさん ロイク・クレマン／文  アンヌ・モンテル／絵 評論社 2020.1 E/ﾓﾝ/ ￥１５００

＜ことば＞

★ 123 つるかめつるかめ  中脇 初枝／文  あずみ虫／絵 あすなろ書房 2020.8 E/ｱｽ/ ￥１２００

124 えほんなぞなぞうた 谷川 俊太郎／文  あべ 弘士／絵 童話屋 2020.5 E/ｱﾍ/ ￥１８００

125 あかちゃんとわらべうたであそびましょ! さいとう しのぶ／構成・絵 のら書店 2020.4 E/ｻｲ/ ￥１２００

＜伝記＞

126 わたしたちの家が火事です  地球を救おうとよびかけるグレタ・トゥーンベリ ジャネット・ウィンター／文・絵  福本 友美子／訳 鈴木出版 2020.2 E/ｳｲ/ ￥１５００

127 アンデルセンの夢の旅 ハインツ・ヤーニッシュ／文　マーヤ・カステリック／絵 西村書店 2020.11 E/ｶｽ/ ￥１８００

★ 128 子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語  子どもの本は楽しくなくちゃいけない! ミシェル・マーケル／文  ナンシー・カーペンター／絵 西村書店 2020.9 E/ｶﾍ/ ￥１８００
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129 虫ガール  ほんとうにあったおはなし ソフィア・スペンサー／文  マーガレット・マクナマラ／文 岩崎書店 2020.4 E/ｹﾗ/ ￥１５００

＜ＹＡ＞

130 りすとかえるとかぜのうた うえだ まこと／作 BL出版 2020.5 E/ｳｴ/ ￥１６００

131 まほうの木 アンドレイ・ウサチョフ／作　 イーゴリ・オレイニコフ／絵 東洋書店新社 2020.11 E/ｵﾚ/ ￥１８００

★ 132 迷子の魂 オルガ・トカルチュク／文 　ヨアンナ・コンセホ／絵 岩波書店 2020.11 E/ｺﾝ/ ￥２５００

133 Mou Naffy／作・絵 学研プラス 2020.3 E/ﾅﾌ/ ￥２０００

＜復刊など＞

★ 134 あかりの花  中国苗族民話 肖 甘牛／採話 君島 久子／再話 福音館書店 2020.4 E/ｱｶ/ ￥１３００

135 いしになったかりゅうど モンゴル民話 大塚 勇三／再話　赤羽 末吉／画 福音館書店 2020.4 E/ｱｶ/ ￥１４００

136 こうさぎたちのクリスマス エイドリアン・アダムズ／作・絵  三原 泉／訳 徳間書店 2020.11 E/ｱﾀ/ ￥１７００

137 そらのうえ うみのそこ　 長沼 毅／監修 　大橋 慶子／絵 303 BOOKS 2020.7 E/ｵｵ/ ￥１５００

138 ぼくのすきなおじさん 長 新太／さく 絵本塾出版 2020.5 E/ﾁﾖ/ ￥１６００

139 ガンピーさんのふなあそび ジョン・バーニンガム／さく　みつよし なつや／やく ほるぷ出版 2020.2 E/ﾊﾆ/ ￥１４００

140 あかいかさ  ロバート・ブライト／さく  しみず まさこ／やく ほるぷ出版 2020.2 E/ﾌﾗ/ ￥１０００
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