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岡山県立図書館サービス第一課児童資料班 作成 

 

○解説およびリストに掲載されている資料についてまとめるにあたり、次の資料を参考にしています。 

● 『出版指標年報 2022 年版』全国出版協会出版科学研究所，2022 

●「2021 年子どもの本この一年」『子どもと読書』No.452，親子読書地域文庫全国連絡会，2022.2 

●「2021 年子どもの本をふりかえって」『子どもの本棚』第 51 巻第 5 号，日本子どもの本研究会，2022.5 

●「こどもの本 この 1 年」『こどもの図書館』第 69 巻第 3 号，児童図書館研究会，2022.3 

●「第 14 回ＭＯＥ絵本屋さん大賞 2021」『ＭＯＥ』第 44 巻第 2 号，白泉社，2021.12 

●「第 3 回読み聞かせの達人が選ぶ親子で読んでほしい絵本大賞」『この本読んで』第 22 巻第 1 号，出版文化産業振興財団，2022.3 

●『こどもとしょかん』No.169-172，東京子ども図書館，2021.4-2022.1 

●「2022 えほん 50」『学校図書館 速報版』第 2101 号，全国学校図書館協議会，2022.4 

●「子どもの文学この一年」『日本児童文学』第 68 巻第 3 号，日本児童文学者協会，2022.6 

●講座「講演と新刊紹介 2021 年に出版された子どもの本」（主催：大阪府立中央図書館国際児童文学館） 

このリストは、おすすめの本ではありません。 

以下に記した複数のメディアで取り上げられたものを抽出して、 

作成したものであり、高評価だけでなく、考えさせられたものを含んでいます。 

よい本、向く本というのは各現場で違います。このリストを参考にして、 

各現場でどう生かすのか考えてみてください。 

★印のついている本は、講座のなかで解説します。 



１．よみもの
書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

＜家族・生活＞

1 つくしちゃんとおねえちゃん いとう みく／作　丹地 陽子／絵 福音館書店 2021.3 C913/ｲﾄ/ ￥１２００ 小低

2 あおぞらこども食堂はじまります! いとう みく／作　丸山 ゆき／絵 ポプラ社 2021.4 C913/ｲﾄ/ ￥１０００ 幼児/小低

3 おねえちゃんって、ちょっぴりせのび! いとう みく／作　つじむら あゆこ／絵 岩崎書店 2021.6 C913/ｲﾄ/ ￥１０００ 小低

4 レッツキャンプ いとう みく／作　酒井 以／絵 佼成出版社 2021.10 C913/ｲﾄ/ ￥１３００ 小中

5 きっと、大丈夫 いまた あきこ／作　黒須 高嶺／絵 文研出版 2021.6 C913/ｲﾏ/ ￥１３００ 小中

6 鬼ばばの島 今井 恭子／文　阿部 結／絵 小学館 2021.9 C913/ｲﾏ/ ￥１３００ 小低/小中

7 坂の上のパン屋さん 尾崎 美紀／作　たかおか ゆみこ／絵 文研出版 2021.7 C913/ｵｻ/ ￥１４００ 小高

8 シェフでいこうぜ! 上條 さなえ／作　磯崎 主佳／絵 国土社 2021.7 C913/ｶﾐ/ ￥１４００ 小中/小高

9 ぼくに色をくれた真っ黒な絵描き　シャ・キ・ペシュ理容店のジョアン 北川 佳奈／作　しまざき ジョゼ／絵 学研プラス 2021.2 C913/ｷﾀ/ ￥１４００ 小中/小高

10 けんか餅 桐生 環／作　野間 与太郎／絵 フレーベル館 2021.5 C913/ｷﾘ/ ￥１１００ 小中

11 マイブラザー 草野 たき／著 ポプラ社 2021.11 C913/ｸｻ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ

12 さくら村は大さわぎ 朽木 祥／作　大社 玲子／絵 小学館 2021.2 C913/ｸﾂ/ ￥１４００ 小中

13 サステナブル・ビーチ 小手鞠 るい／作　カシワイ／絵 さ・え・ら書房 2021.4 C913/ｺﾃ/ ￥１４００ 小高

★ 14 わたし、パリにいったの たかどの ほうこ／著 のら書店 2021.3 C913/ﾀｶ/ ￥１４００ 幼児

15 家族セッション 辻 みゆき／著 講談社 2021.7 C913/ﾂｼ/ ￥１４００ 小高/ＹＡ

16 れんこちゃんのさがしもの 戸森 しるこ／作　スケラッコ／絵 福音館書店 2021.6 C913/ﾄﾓ/ ￥１２００ 小低

17 青空モーオー! 堀米 薫／作　pon‐marsh／絵 学研プラス 2021.5 C913/ﾎﾘ/ ￥１３００ 小低/小中

★ 18 みんなふつうで、みんなへん。 枡野 浩一／作　内田 かずひろ／絵 あかね書房 2021.1 C913/ﾏｽ/ ￥１２００ 小中

19 すみれちゃんとようかいばあちゃん 最上 一平／作　種村 有希子／絵 新日本出版社 2021.5 C913/ﾓｶ/ ￥１３００ 小低

20 はなの街オペラ 森川 成美／作　坂本 ヒメミ／画 くもん出版 2021.4 C913/ﾓﾘ/ ￥１５００ ＹＡ

21 チイの花たば 森 絵都／作　たかお ゆうこ／絵 岩崎書店 2021.10 C913/ﾓﾘ/ ￥１３００ 小中

22 クルミ先生とまちがえたくないわたし　藤島クリニック再生計画 令丈 ヒロ子／作　雛川 まつり／絵 ポプラ社 2021.3 C913/ﾚｲ/ ￥１３００ 小中

23 タフィー サラ・クロッサン／作　三辺 律子／訳 岩波書店 2021.10 C933/ｸﾛ/ ￥２１００ ＹＡ

★ 24 わたしが鳥になる日 サンディ・スターク‐マギニス／作　千葉 茂樹／訳 小学館 2021.3 C933/ｽﾀ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ

★ 25 ぼくはおじいちゃんと戦争した ロバート・K.スミス／著　こだま ともこ／訳 あすなろ書房 2021.1 C933/ｽﾐ/ ￥１２００ 小高

26 コレットとわがまま王女 ルイス・スロボドキン／作　小宮 由／訳 瑞雲舎 2021.7 C933/ｽﾛ/ ￥１５００ 小低/小中

27 フレディ・イェイツのとんでもなくキセキ的な冒険 ジェニー・ピアソン／作　岩城 義人／訳 岩崎書店 2021.6 C933/ﾋｱ/ ￥１６００ 小中

28 海を見た日 M.G.ヘネシー／作　杉田 七重／訳 鈴木出版 2021.5 C933/ﾍﾈ/ ￥１６００ 小高

29 春のウサギ ケヴィン・ヘンクス／作　原田 勝／訳 小学館 2021.4 C933/ﾍﾝ/ ￥１４００ 小高/ＹＡ
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

30 おてんばヨリーとひげおじさん アニー・M.G.シュミット／作　フィープ・ヴェステンドルプ／絵 岩波書店 2021.9 C949/ｼﾕ/ ￥１７００ 小中

31 ゴリランとわたし フリーダ・ニルソン／作　よこの なな／訳 岩波書店 2021.4 C949/ﾆﾙ/ ￥１７００ 小中

＜学校・友達・青春＞

32 ぼくらのスクープ 赤羽 じゅんこ／著 講談社 2021.8 C913/ｱｶ/ ￥１４００ 小高

33 青く塗りつぶせ 阿部 夏丸／作　酒井 以／絵 ポプラ社 2021.7 C913/ｱﾍ/ ￥１５００ 小高

34 わたしのあのこあのこのわたし 岩瀬 成子／著 PHP研究所 2021.2 C913/ｲﾜ/ ￥１４００ 小中/小高

35 ニャンタのさくぶん 北川 チハル／作　平田 景／絵 文研出版 2021.5 C913/ｷﾀ/ ￥１２００ 小低

36 しんぱいせんせい 北川 チハル／作　大野 八生／絵 佼成出版社 2021.5 C913/ｷﾀ/ ￥１２００ 小低

37 てんこうせいはおはなしやさん 北川 チハル／作　武田 美穂／絵 金の星社 2021.6 C913/ｷﾀ/ ￥１２００ 小低

★ 38 サイコーの通知表 工藤 純子／著 講談社 2021.3 C913/ｸﾄ/ ￥１４００ 小中

39 しんぱいなことがありすぎます! 工藤 純子／作　吉田 尚令／絵 金の星社 2021.11 C913/ｸﾄ/ ￥１２００ 小低

40 オニタロウ こさか まさみ／文　北村 人／絵 福音館書店 2021.1 C913/ｺｻ/ ￥１４００ 幼児/小低

41 月にトンジル 佐藤 まどか／作　佐藤 真紀子／絵 あかね書房 2021.5 C913/ｻﾄ/ ￥１３００ 小高

42 そらのことばが降ってくる　保健室の俳句会 高柳 克弘／作 ポプラ社 2021.9 C913/ﾀｶ/ ￥１４００ 小高/ＹＡ

43 さよならのたからばこ 長崎 夏海／作　ミヤハラ ヨウコ／絵 理論社 2021.6 C913/ﾅｶ/ ￥１２００ 小中

★ 44 スウィートホーム　わたしのおうち 花里 真希／著　片山 若子／装画 講談社 2021.6 C913/ﾊﾅ/ ￥１４００ ＹＡ

45 野原できみとピクニック 濱野 京子／著 偕成社 2021.4 C913/ﾊﾏ/ ￥１５００ ＹＡ

46 しりとり電車のハヤイチくん 別司 芳子／作　しんや ゆう子／絵 文研出版 2021.10 C913/ﾍﾂ/ ￥１２００ 小低

47 一年生なんだもん　めざましくんと大とっくん! 村上 しいこ／さく　ひがし ちから／え 学研プラス 2021.3 C913/ﾑﾗ/ ￥１１００ 小低

48 みつばちと少年 村上 しいこ／著 講談社 2021.4 C913/ﾑﾗ/  ￥１４００ 小高/ＹＡ

49 みんなのためいき図鑑 村上 しいこ／作　中田 いくみ／絵 童心社 2021.7 C913/ﾑﾗ/ ￥１２００ 小中

50 体育がある 村中 李衣／作　長野 ヒデ子／絵 文研出版 2021.9 C913/ﾑﾗ/ ￥１３００ 小中

51 びわ色のドッジボール もり なつこ／作　丹地 陽子／絵 文研出版 2021.11 C913/ﾓﾘ/ ￥１４００ 小高

52 先生、感想文、書けません! 山本 悦子／作　佐藤 真紀子／絵 童心社 2021.6 C913/ﾔﾏ/ ￥１２００ 小中

53 強制終了、いつか再起動 吉野 万理子／著 講談社 2021.2 C913/ﾖｼ/ ￥１４００ ＹＡ

★ 54 空から見える、あの子の心 シェリー・ピアソル／作　久保 陽子／訳 童心社 2021.12 C933/ﾋｱ/ ￥１５００ 小高

55 赤い糸でむすばれた姉妹 キャロル・アントワネット・ピーコック／作　日当 陽子／訳 フレーベル館 2021.10 C933/ﾋｺ/ ￥１４００ 小高

56 アリスとふたりのおかしな冒険 ナターシャ・ファラント／作　ないとう ふみこ／訳 徳間書店 2021.9 C933/ﾌｱ/ ￥１９００ 小中/小高

57 ラスト・フレンズ　わたしたちの最後の13日間 ヤスミン・ラーマン／著　代田 亜香子／訳 静山社 2021.6 C933/ﾗﾏ/ ￥１７００ ＹＡ

★ 58 ねこ学校のいたずらペーター アンネリース・ウムラウフ=ラマチュ／作　アダルベルト・ピルヒ／絵 徳間書店 2021.1 C943/ｳﾑ/ ￥１７００ 小低/小中

＜動物＞

★ 59 きみのなまえ あんず ゆき／作　かなざわ まゆこ／絵 佼成出版社 2021.1 C913/ｱﾝ/ ￥１２００ 小低
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

60 ぼくんちのねこのはなし いとう みく／作　祖敷 大輔／絵 くもん出版 2021.12 C913/ｲﾄ/ ￥１３００ 小中/小高

61 縄文の狼 今井 恭子／作　岩本 ゼロゴ／画 くもん出版 2021.6 C913/ｲﾏ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ

62 くもとり山のイノシシびょういん かこ さとし／文　かこ さとし／絵 福音館書店 2021.1 C913/ｶｺ/ ￥１１００ 幼児/小低

63 馬と明日へ 杉本 りえ／作　結布／絵 ポプラ社 2021.12 C913/ｽｷ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ

64 オイモはときどきいなくなる 田中 哲弥／著　加藤 久仁生／画 福音館書店 2021.7 C913/ﾀﾅ/ ￥１４００ 小中

65 くしゃみおじさん オルガ・カブラル／作　小宮 由／訳 岩波書店 2021.7 C933/ｶﾌ/ ￥１３００ 小低

★ 66 飛べないハトを見つけた日から クリス・ダレーシー／作　相良 倫子／訳 徳間書店 2021.11 C933/ﾀﾚ/ ￥１６００ 小中/小高

67 サヨナラの前に、ギズモにさせてあげたい9のこと ベン・デイヴィス／作　杉田 七重／訳 小学館 2021.7 C933/ﾃｲ/ ￥１６００ 小高/ＹＡ

68 ルーミーとオリーブの特別な10か月 ジョーン・バウアー／著　杉田 七重／訳 小学館 2021.11 C933/ﾊｳ/  ￥１５００ ＹＡ

＜アイデンティティ・ジェンダー・多文化＞

69 わたしの気になるあの子 朝比奈 蓉子／作　水元 さきの／絵 ポプラ社 2021.2 C913/ｱｻ/ ￥１４００ 小高/ＹＡ

70 アイドルが好き! イノウエ ミホコ／作　くまぞう／イラスト くもん出版 2021.9 C913/ｲﾉ/ ￥１３００ ＹＡ

71 人魚の夏 嘉成 晴香／作　まめふく／絵 あかね書房 2021.7 C913/ｶﾅ/ ￥１３００ 小高

★ 72 #マイネーム 黒川 裕子／作 さ・え・ら書房 2021.9 C913/ｸﾛ/ ￥１４００ ＹＡ

73 庭 小手鞠 るい／作 小学館 2021.6 C913/ｺﾃ/ ￥１４００ ＹＡ

★ 74 ポーチとノート こまつ あやこ／著 講談社 2021.10 C913/ｺﾏ/ ￥１４００ ＹＡ

75 いちばんたいせつなもの 斎藤 貴男／作　おとない ちあき／絵 新日本出版社 2021.3 C913/ｻｲ/ ￥１４００ 小中

★ 76 あしたもオカピ 斉藤 倫／作　fancomi／絵 偕成社 2021.6 C913/ｻｲ/ ￥１２００ 小低

77 トカゲのしっぽ　約束のかたち 須長 和子／著　佐藤 真紀子／絵 銀の鈴社 2021.11 C913/ｽﾅ/ ￥１６００ 小中

78 カイトとルソンの海 土屋 千鶴／作 小学館 2021.5 C913/ﾂﾁ/ ￥１３００ 小高

79 バトン 中川 なをみ／作　大野 八生／画 くもん出版 2021.5 C913/ﾅｶ/ ￥１３００ 小中/小高

80 境界のポラリス 中島 空／著 講談社 2021.10 C913/ﾅｶ/ ￥１４００ ＹＡ

★ 81 おれは女の子だ 本田 久作／作　市居 みか／絵 ポプラ社 2021.5 C913/ﾎﾝ/  ￥１３００ 小中

82 りぼんちゃん 村上 雅郁／作 フレーベル館 2021.7 C913/ﾑﾗ/ ￥１４００ 小高

83 セカイを科学せよ! 安田 夏菜／著 講談社 2021.10 C913/ﾔｽ/ ￥１４００ 小高/ＹＡ

84 夜明けをつれてくる犬 吉田 桃子／著　Naffy／装画 講談社 2021.4 C913/ﾖｼ/ ￥１４００ 小高

★ 85 詩人になりたいわたしX エリザベス・アセヴェド／作　田中 亜希子／訳 小学館 2021.1 C933/ｱｾ/ ￥１６００ ＹＡ

86 ぼくの弱虫をなおすには K.L.ゴーイング／作　久保 陽子／訳 徳間書店 2021.7 C933/ｺｲ/ ￥１６００ 小高

87 ゴースト・ボーイズ　ぼくが十二歳で死んだわけ ジュエル・パーカー・ローズ／著　武富 博子／訳 評論社 2021.4 C933/ﾛｽ/ ￥１５００ 小高

＜いのち・病気・障がい＞

★ 88 ひまりのすてき時間割 井嶋 敦子／作　丸山 ゆき／絵 童心社 2021.11 C913/ｲｼ/ ￥１３００ 小高

89 あしたの幸福 いとう みく／著　松倉 香子／絵 理論社 2021.2 C913/ｲﾄ/ ￥１４００ ＹＡ
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90 りんごの木を植えて 大谷 美和子／作　白石 ゆか／絵 ポプラ社 2021.4 C913/ｵｵ/ ￥１５００ ＹＡ

★ 91 きけんなゲーム マロリー・ブラックマン／作　もりうち すみこ／訳 文研出版 2021.7 C933/ﾌﾗ/ ￥１３００ 小中

92 チェスターとガス ケイミー・マガヴァン／作　西本 かおる／訳 小峰書店 2021.9 C933/ﾏｶ/ ￥１５００ 小高

93 青いつばさ シェフ・アールツ／作　長山 さき／訳 徳間書店 2021.9 C949/ｱﾙ/ ￥１６００ 小中/小高

＜戦争・平和＞

94 かずさんの手 佐和 みずえ／作　かわい ちひろ／絵 小峰書店 2021.7 C913/ｻﾜ/ ￥１２００ 小低

95 正吉とヤギ 塩野 米松／文　矢吹 申彦／絵 福音館書店 2021.6 C913/ｼｵ/ ￥１４００ 小中

96 あなたがいたところ　ワタシゴト14歳のひろしま 2 中澤 晶子／作　ささめや ゆき／絵 汐文社 2021.6 C913/ﾅｶ/ ￥１４００ ＹＡ

97 プーさんの戦争　世界一有名なクマのお話 リンジー・マティック／文　ジョシュ・グリーンハット／文 評論社 2021.12 C933/ﾏﾃ/ ￥１８００ 小中

★ 98 どんぐり喰い エルス・ペルフロム／作　野坂 悦子／訳 福音館書店 2021.11 C949/ﾍﾙ/ ￥２１００ ＹＡ

＜新型コロナウイルス感染症＞

99 風の神送れよ 熊谷 千世子／作　くまおり 純／絵 小峰書店 2021.10 C913/ｸﾏ/ ￥１５００ 小高

★ 100 Mガールズ 濱野 京子／著 静山社 2021.2 C913/ﾊﾏ/ ￥１２００ 小高

101 シミちゃん 吉野 万理子／作　北澤 平祐／絵 くもん出版 2021.7 C913/ﾖｼ/ ￥１３００ 小低

＜ファンタジー・ミステリー・ＳＦ＞

102 夜叉神川 安東 みきえ／著　田中 千智／画 講談社 2021.1 C913/ｱﾝ/ ￥１４００ ＹＡ

103 チョコレートのおみやげ 岡田 淳／文　植田 真／絵 BL出版 2021.6 C913/ｵｶ/ ￥１５００ 小高

104 チョコレートタッチ パトリック・スキーン・キャトリング／作　佐藤 淑子／訳 文研出版 2021.10 C933/ｶﾄ/ ￥１３００ 小中

105 ねこのふくびき 木内 南緒／作　よしむら めぐ／絵 岩崎書店 2021.10 C913/ｷｳ/ ￥１１００ 小低

★ 106 プンスカジャム くどう れいん／作　くりはら たかし／絵 福音館書店 2021.9 C913/ｸﾄ/ ￥１１００ 幼児/小低

★ 107 青の読み手 小森 香折／作　平澤 朋子／絵 偕成社 2021.2 C913/ｺﾓ/ ￥１５００ 小高

108 たんていくまたろう さかまき ゆか／作 あかね書房 2021.10 C913/ｻｶ/ ￥１２００ 小低

109 たまごのはなし しおたに まみこ／作 ブロンズ新社 2021.2 C913/ｼｵ/ ￥１１００ 小低

★ 110 トムと3時の小人 たかどの ほうこ／作　平澤 朋子／絵 ポプラ社 2021.6 C913/ﾀｶ/ ￥１３８０ 小中

★ 111 博物館の少女　怪異研究事始め 富安 陽子／著 偕成社 2021.12 C913/ﾄﾐ/ ￥１４００ ＹＡ

112 ぼくの師匠はスーパーロボット 南田 幹太／作　三木 謙次／絵 佼成出版社 2021.4 C913/ﾅﾝ/ ￥１３００ 小中

113 けんだましょうぶ にしひら あかね／作 福音館書店 2021.4 C913/ﾆｼ/ ￥１１００ 幼児/小低

114 ボーダレス・ケアラー　生きてても、生きてなくてもお世話します 山本 悦子／著　竹浪 音羽／画 理論社 2021.5 C913/ﾔﾏ/ ￥１４００ ＹＡ

115 顔のない花嫁 K.R.アレグザンダー／作　金原 瑞人／訳 小学館 2021.7 C933/ｱﾚ/ ￥１４００ 小中/小高

116 チャーリーとフロッグ手話の町の図書館となぞのメッセージ カレン・ケイン／著　根本 美由紀／訳 岩崎書店 2021.11 C933/ｹｲ/ ￥１５００ 小高

117 森の王さまキング・クー アダム・ストーワー／作　宮坂 宏美／訳 小峰書店 2021.7 C933/ｽﾄ/ ￥１５００ 小中

118 ガラスの犬　ボーム童話集 フランク・ボーム／作　津森 優子／訳 岩波書店 2021.6 C933/ﾊｳ/ ￥６８０ 小中/小高
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119 エヴィーのひみつと消えた動物たち マット・ヘイグ／作　宮坂 宏美／訳 ほるぷ出版 2021.9 C933/ﾍｲ/ ￥１５００ 小中/小高

120 パラゴンとレインボーマシン ジラ・ベセル／作　三辺 律子／訳 小学館 2021.6 C933/ﾍｾ/ ￥１６００ 小高/ＹＡ

121 ロサリンドの庭 エルサ・ベスコフ／作　菱木 晃子／訳 あすなろ書房 2021.2 C949/ﾍｽ/ ￥１２００ 小学生

122 お話のたきぎをあつめる人　魔法の図書館の物語 ローレンティン妃／作　パウル・ヴァン・ローン／作 徳間書店 2021.4 C949/ﾛﾚ/ ￥１４００ 小低/小中

123 見知らぬ友 マルセロ・ビルマヘール／著　宇野 和美／訳 福音館書店 2021.2 C963/ﾋﾙ/ ￥１７００ ＹＡ

124 ミシシッピ冒険記　ぼくらが3ドルで大金持ちになったわけ ダヴィデ・モロジノット／著　中村 智子／訳 岩崎書店 2021.7 C973/ﾓﾛ/ ￥１７００ ＹＡ

＜神話・昔話＞

125 キプリング童話集　動物と世界のはじまりの物語 ラドヤード・キプリング／作　ハンス・フィッシャー／絵 KTC中央出版 2021.5 C933/ｷﾂ/ ￥１８００ 小中/小高

★ 126 クモのアナンシ　ジャマイカのむかしばなし フィリップ・M.シャーロック／再話　マーシャ・ブラウン／絵 岩波書店 2021.6 C933/ｼﾔ/ ￥１６００ 小中

127 物語王さまとかじや ジェイコブ・ブランク／文　ルイス・スロボドキン／絵 徳間書店 2021.9 C933/ﾌﾗ/ ￥１７００ 小低/小中

128 火の鳥ときつねのリシカ　チェコの昔話 木村 有子／編訳　出久根 育／絵 岩波書店 2021.4 C989/ｷﾑ/ ￥８００ 小中/小高

＜古典・新訳＞

129 オンボロやしきの人形たち フランシス・ホジソン・バーネット／作　尾崎 愛子／訳 徳間書店 2021.10 C933/ﾊﾈ/ ￥１４００ 小中/小高

★ 130 バンビ　森に生きる フェーリクス・ザルテン／作　酒寄 進一／訳 福音館書店 2021.3 C943/ｻﾙ/ ￥１８００ 小高

131 道化者　トーマス・マン ショートセレクション トーマス・マン／作　木本 栄／訳 理論社 2021.9 C943/ﾏﾝ/ ￥１３００ ＹＡ

132 山賊のむすめローニャ アストリッド・リンドグレーン／作　イロン・ヴィークランド／絵 岩波書店 2021.8 C949/ﾘﾝ/ ￥２３００ 小高

＜シリーズ続刊＞

133 科学でナゾとき!　[2]　やまんばの屋敷事件 あさだ りん／作　佐藤 おどり／絵 偕成社 2021.8 C913/ｱｻ/2 ￥９００ 小高

134 こそあどの森のおとなたちが子どもだったころ 岡田 淳／作 理論社 2021.5 C913/ｵｶ/ ￥１６００ 小中/小高

135 きつねの橋　巻の2　うたう鬼 久保田 香里／作　佐竹 美保／絵 偕成社 2021.10 C913/ｸﾎ/2 ￥１４００ 小高

★ 136 めいたんていサムくんとなぞの地図 那須 正幹／作　はた こうしろう／絵 童心社 2021.10 C913/ﾅｽ/ ￥１１００ 小低

137 ようかいじいちゃんあらわる 最上 一平／作　種村 有希子／絵 新日本出版社 2021.7 C913/ﾓｶ/ ￥１３００ 小低

138 ねこと王さま　[2]　しごとをさがす ニック・シャラット／作・絵　市田 泉／訳 徳間書店 2021.8 C933/ｼﾔ/2 ￥１７００ 小低/小中

139 帰れ野生のロボット ピーター・ブラウン／作・絵　前沢 明枝／訳 福音館書店 2021.5 C933/ﾌﾗ/ ￥２０００ 小中

＜復刊など＞

140 たんたのたんけん 中川 李枝子／さく　山脇 百合子／え 学研プラス 2021.11 C913/ﾅｶ/ ￥１１００ 幼児/小低

141 たんたのたんてい 中川 李枝子／さく　山脇 百合子／え 学研プラス 2021.11 C913/ﾅｶ/ ￥１１００ 幼児/小低

★ 142 町にきたヘラジカ フィル・ストング／作　クルト・ヴィーゼ／絵 徳間書店 2021.1 C933/ｽﾄ/ ￥１８００ 小低/小中

143 あたしのおばあちゃんは、プタ ニーナ・ボーデン／作　こだま ともこ／訳 童話館出版 2021.1 C933/ﾎﾃ/ ￥１８００ 小高

144 黒い兄弟　上 リザ・テツナー／著　酒寄 進一／訳 あすなろ書房 2021.10 C943/ﾃﾂ/1  ￥１６００ 小高

145 黒い兄弟　下 リザ・テツナー／著　酒寄 進一／訳 あすなろ書房 2021.10 C943/ﾃﾂ/2 ￥１８００ 小高
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