
  2014年4月児童展示
４月展示リスト（児童）：としょかんおすすめの本～『わくわく本だな』より

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号

あたまをなくしたおとこ クレール・H.ビショップ/ぶん ロバート・マックロス
キー/え もりうち すみこ/やく

瑞雲舎 2011.4 E

おなかいっぱい、しあわせいっぱい レイチェル・イザドーラ/作・絵 小宮山 みのり/訳 徳間書店 2012.8 E

おはなししましょう 谷川 俊太郎/ぶん 元永 定正/え 福音館書店 2011.9 E

怪僧タマネギ坊 川端 誠/作 BL出版 2010.10 E

カッパのあいさつ 高畠 那生/[作] 長崎出版 2010.2 E

コウノトリのおはなし えんとつのうえの車輪 マーガレット・ワイズ・ブラウン/さく ティボル・ゲ
ルゲイ/え あんどう のりこ/やく

長崎出版 2010.8 E

こころやさしいワニ ルチーア・パンツィエーリ/さく アントン・ジョナー
タ・フェッラーリ/え さとう のりか/やく

岩崎書店 2012.9 E

古代エジプトのものがたり ロバート・スウィンデルズ/再話 スティーブン・ラン
バート/絵 百々 佑利子/訳

岩波書店 2011.2 E

さんすううちゅうじんあらわる! かわばた ひろと/作 高畠 那生/絵 講談社 2012.1 E

しげちゃん 室井 滋/作 長谷川 義史/絵 金の星社 2011.5 E

たのしいキリンのかいかた ペンギン、コアラからパンダ、ゾウ
まで

たがわ ひでき/え さいとう まさる/かんしゅう 学研教育出版 2012.12 E

ちいさなボタン、プッチ あさの ますみ/作 荒井 良二/絵 小学館 2010.7 E

ちゅうしゃなんかこわくない 穂高 順也/作 長谷川 義史/絵 岩崎書店 2010.3 E

チロルちゃんとプクプク ながれぼしにおねがいのまき おざき えみ/[作] 学研教育出版 2009.11 E

２０１０年４月～２０１３年３月までに図書館発行『わくわく本だな』に掲載されたことのある本を紹介します。
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トラのじゅうたんになりたかったトラ ジェラルド・ローズ/文・絵 ふしみ みさを/訳 岩波書店 2011.10 E

モリス・レスモアとふしぎな空とぶ本 ウィリアム・ジョイス/作・絵 おびか ゆうこ/訳 徳間書店 2012.10 E

ローズのにわ ピーター・レイノルズ/作 かとう りつこ/訳 主婦の友社 2010.11 E

めざせ!キッズ・ライブラリアン 1 図書館が大好きになる  図
書館のヒミツ

二村 健/監修 鈴木出版 2010.3 K010/ﾆｹ/1

土の色って、どんな色? 栗田 宏一/[著] 福音館書店 2011.5 K407/ｸｺ
/2011

身近な単位がわかる絵事典 改訂版 ものをはかるための基準 村越 正則/監修 PHP研究所 2010.2 K420/ﾑﾏ
/2011

ずかん宝石 見ながら学習調べてなっとく 飯田 孝一/監修 川嶋 隆義/写真 技術評論社 2012.11 K459/ｲｺ
/2012

はじめましてモグラくん なぞにつつまれた小さなほ乳類 川田 伸一郎/著 少年写真新聞
社

2012.9 K489/ｶｼ
/2012

クジラ フリップ・ニックリン/著 リンダ・ニックリン/著 小
宮 輝之/監修

ほるぷ出版 2011.12 K489/ﾆﾌ
/2011

できるまで大図鑑 小石 新八/監修 荒賀 賢二/絵 東京書籍 2011.8 K500/ｺｼ
/2011

図解絵本東京スカイツリー 東京スカイツリー公認 モリナガ ヨウ/作・絵 ポプラ社 2012.3 K526/ﾓﾖ
/2013

お面 井上 重義/文 日本玩具博物館/監修 文渓堂 2012.11 K711/ｲｼ
/2012

ビジュアル忍者図鑑 1　忍者の仕事 黒井 宏光/監修 ベースボー
ル・マガジン
社

2011.6 K789/ｸﾋ/1

ひぐれのお客 安房 直子/作 MICAO/画 福音館書店 2010.5 K913/ｱﾅ
/2010

ごきげんなすてご いとう ひろし/さく 福武書店 1991.8 K913/ｲ

やっかいなおくりもの ごきげんなすてご 2 いとう ひろし/さく 徳間書店 1995.12 K913/ｲ
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アヤカシ薬局閉店セ〜ル 伊藤 充子/作 いづの かじ/絵 偕成社 2010.11 K913/ｲﾐ
/2010

みてても、いい? 礒 みゆき/作 はた こうしろう/絵 ポプラ社 2010.12 K913/ｲﾐ
/2011

つづきの図書館 柏葉 幸子/作 山本 容子/絵 講談社 2010.1 K913/ｶｻ
/2010

しあわせラーメン、めしあがれ! 上条 さなえ/作 下平 けーすけ/絵 汐文社 2011.1 K913/ｶｻ
/2011

うらやましやゆうれい 苅田 澄子/さく たごもり のりこ/え 佼成出版社 2010.10 K913/ｶｽ
/2010

おコン草子 斉藤 飛鳥/作 ナツコ・ムーン/絵 童心社 2010.10 K913/ｻｱ
/2010

おはなしだいどころ さいとう しのぶ/作・絵 PHP研究所 2010.10 K913/ｻｼ
/2010

イチゴがいっぱい 竹内 もと代/作 小泉 るみ子/絵 文研出版 2012.1 K913/ﾀﾓ
/2012

モンスター一家のモン太くん 土屋 富士夫/作・絵 徳間書店 2012.10 K913/ﾂﾌ
/2012

ジャングルめがね 筒井 康隆/作 にしむら あつこ/絵 小学館 2010.1 K913/ﾂﾔ
/2010

おなかがギュルン 長崎 夏海/作 おくはら ゆめ/絵 新日本出版社 2012.1 K913/ﾅﾅ
/2012

ゆらゆら橋からおんみょうじ 広瀬 寿子/作 村上 豊/絵 佼成出版社 2011.7 K913/ﾋﾋ
/2011

三日月の魔法をあなたに ルマの不思議なお店 村山 早紀/作 サクマ メイ/絵 ポプラ社 2010.1 K913/ﾑｻ
/2010

とっておきのはいく 村上 しいこ/作 市居 みか/絵 PHP研究所 2012.2 K913/ﾑｼ
/2012

ちょんまげくらのすけ 最上 一平/作 かつらこ/絵 国土社 2010.9 K913/ﾓｲ
/2010

おひさまやのおへんじシール 茂市 久美子/作 よしざわ けいこ/絵 講談社 2012.4 K913/ﾓｸ
/2012
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動物園ものがたり 山田 由香/作 高野 文子/絵 くもん出版 2010.7 K913/ﾔﾕ
/2010

11をさがして パトリシア・ライリー・ギフ/作 岡本 さゆり/訳 佐竹
美保/絵

文研出版 2010.9 K933/ｷﾊ
/2010

漫画少年 ベッツィ・バイアーズ/作 もりうち すみこ/訳 大高
郁子/絵

さ・え・ら書
房

2011.10 K933/ﾊﾍ
/2012

本だらけの家でくらしたら N.E.ボード/作 柳井 薫/訳 ひらい たかこ/絵 徳間書店 2009.12 K933/ﾎ
/2009

おとぎ話をききすぎたお姫さま シルヴィア・ロンカーリァ/作 エレーナ・テンポリン/
絵 たかはし たかこ/訳

西村書店 2011.12 K973/ﾛｼ
/2011

カンガルーには、なぜふくろがあるのか アボリジナルのものが
たり

ジェームズ・ヴァンス・マーシャル/再話 フランシ
ス・ファイアブレイス/絵 百々 佑利子/訳

岩波書店 2011.6 K997/ﾏｼ
/2012
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