
令和３年度 製作図書一覧

タイトル 著者 備考

おおきくなりすぎたくま リンド・ワード 文／画 86ページ

おおきな木 シエル・シルヴァスタイン 作
ほんだきんいちろう 訳 60ページ

クワガタクワジ物語 中島みち 184ページ

こぐまのくまくん E・H・ミナリック 文
モーリス・センダック 絵 60ページ

どろんここぶた アーノルド・ローベル 作
三木 卓 訳 64ページ

とうさんおはなしして アーノルド・ローベル 作
三木 卓 訳 56ページ

「ロウソクの科学」が教えてくれること 尾嶋好美 編訳
白川英樹 監修 192ページ

ピーターラビットのおはなし
ピーターラビットの絵本－1 ビアトリクス・ポター 作／絵 56ページ

ベンジャミンバニーのおはなし
ピーターラビットの絵本－2 ビアトリクス・ポター 作／絵 56ページ

フロプシーのこどもたち
ピーターラビットの絵本－3 ビアトリクス・ポター 作／絵 56ページ

こねこのトムのおはなし
ピーターラビットの絵本－4 ビアトリクス・ポター 作／絵 56ページ

モペットちゃんのおはなし
ピーターラビットの絵本－5 ビアトリクス・ポター 作／絵 32ページ

こわいわるいうさぎのおはなし
ピーターラビットの絵本－6 ビアトリクス・ポター 作／絵 32ページ

ルドルフともだちひとりだち 斎藤洋 220ページ

ルドルフといくねこくるねこ 斎藤洋 232ページ

ことわざ生活 こっち篇 ヨシタケシンスケ 絵
あいかわしゅうご 文 142ページ

川は生きている 富山和子 160ページ

お米は生きている 富山和子 192ページ

森は生きている 富山和子 176ページ

赤いぼうし 野崎昭弘 文
安野光雅 絵 44ページ

先生のつうしんぼ 宮川ひろ 180ページ

銀杏堂 橘春香 199ページ

オーロラの向こうに 松本紀生 32ページ

あまがえるりょこうしゃ 松岡 たつひで 作／絵 32ページ

おしりつねり 桂文我 24ページ
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タイトル 著者 備考

狂言えほん ぶす 内田麟太郎 35ページ

おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ 32ページ

算数で観察
フムフム！世界の生き物 アン・ルーニー 32ページ

ハリーポッターと秘密の部屋 J・K・ローリング 512ページ

ハリーポッターとアズカバンの囚人 J・K・ローリング 576ページ

ことりをすきになった山 エリック・カール 絵
アリス・マクレーラ 文 24ページ

ひみつのマーメイド1
まほうの貝のかけら スー・モングレディエン 140ページ

ひみつのマーメイド2
光るどうくつのふしぎ スー・モングレディエン 140ページ

ひみつのマーメイド3
海ぞく船の宝もの スー・モングレディエン 140ページ

ひみつのマーメイド4
七色のさんごしょう スー・モングレディエン 140ページ

ひみつのマーメイド5
深海のアドベンチャー スー・モングレディエン 124ページ

ひみつのマーメイド6
闇の女王と光のアーチ スー・モングレディエン 142ページ

ぼくたちのリアル 戸森しるこ 226ページ

お昼の放送の時間です 乗松葉子 143ページ

キャプテンはつらいぜ 後藤竜二 198ページ

龍の子太郎 松谷みよ子 著
田代三善 画 220ページ

ドリトル先生航海記
（ドリトル先生２） ヒュー・ロフティング 391ページ

ライオンと魔女 新版
（ナルニア国ものがたり１） C・S・ルイス 275ページ

カスビアン王子のつのぶえ 新版
（ナルニア国ものがたり２） C・S・ルイス 336ページ

小さなトロールと大きな洪水
（ムーミン・シリーズ１） トーベ・ヤンソン 作／絵 132ページ

ねこと友だち いとうひろし 109ページ

空想科学「理科」読本
粒子・生命編 柳田理科雄 160ページ

ふしぎな木の実の料理法
（こそあどの森の物語 1） 岡田 淳 189ページ

まよなかの魔女の秘密
（こそあどの森の物語 ２） 岡田 淳 190ページ

ハチ公物語 待ちつづけた犬 岩貞るみこ 168ページ
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ココロ屋 梨屋アリエ 120ページ

やさしいライオン やなせたかし 作／絵 32ページ

みさき食堂へようこそ 香坂直 111ページ

きのうの夜、お父さんがおそく帰った、
そのわけは・・・ 市川宣子 112ページ

さよなら、おばけ団地 藤重 ヒカル 176ページ

春くんのいる家 岩瀬成子 104ページ

ゆかいなことばつたえあいましょうがっ
こう トソックオマトソート！

宮下すずか 64ページ

ウォーターシップ・ダウンの
ウサギたち（上）

リチャード・アダムズ 442ページ

ウォーターシップ・ダウンの
ウサギたち（下）

リチャード・アダムズ 382ページ

新訳 飛ぶ教室
エーリヒ・ケストナー 作
那須田 淳・木本 栄 訳

254ページ

これはのみのぴこ
谷川俊太郎 作
和田誠 絵

32ページ

タンタンタンゴはパパふたり
ジャスティン・リチャードソン 文
ピーター・パーネル 文
ヘンリー・コール 絵

32ページ

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂２ 廣嶋玲子 160ページ

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂3 廣嶋玲子 156ページ

床下の小人たち（新版） メアリ・ノートン 274ページ

ぼくはアフリカにすむキリンといいます 岩佐 めぐみ 102ページ

夜やってくる動物のお医者さん 高橋うらら 116ページ

まいごのしにがみ いとうみく 63ページ

歯みがきつくって億万長者 ジーン・メリル 174ページ

おじいちゃんがおばけになったわけ
キム・フォップス・オーカソン 作
エヴァ・エリクソン 絵

32ページ

バッテリー Ⅰ あさのあつこ 244ページ

バッテリー Ⅱ あさのあつこ 360ページ

バッテリー Ⅲ あさのあつこ 256ページ

もしものせかい ヨシタケシンスケ 作／絵 48ページ

おばけ遊園地は大さわぎ
＜おばけ美術館 ５ ＞

柏葉幸子 127ページ
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どうして しんがたコロナになるの？ 松永展明 監修
せべまさゆき 絵 32ページ

グリーン・ノウの子どもたち
（改訂新版） ルーシー・M. ボストン 272ページ

鬼の橋 伊藤游 352ページ

鬼滅の刃 片羽の蝶 原作:吾峠呼世晴
著者:矢島綾 224ページ

そのときがくるくる すずきみえ 80ページ

わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ 164ページ

おでんおんせんにいく 中川 ひろたか 64ページ

ふしぎなかぎばあさん 手島悠介 80ページ

おしいれのぼうけん ふるたたるひ
たばたせいいち 80ページ

AIロボット、ひと月貸します！ 木内 南緒 96ページ

でんしゃでいこうでんしゃでかえろう 間瀬なおかた 作／絵 24ページ

ちいさいタネ エリック・カール 31ページ

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 82ページ

からすのパンやさん かこさとし 32ページ

ガンバとカワウソの冒険 斎藤惇夫 544ページ

続々ざんねんないきもの事典 今泉忠明 監修 160ページ

もっとざんねんないきもの事典 今泉忠明 監修 160ページ

獣の奏者１ 闘蛇編 上橋菜穂子 360ページ

獣の奏者２ 王獣編 上橋菜穂子 488ページ

星の王子さま サン・テグジュペリ 133ページ

チキン！ いとうみく 168ページ

雪の女王 アンデルセン 111ページ

いたずらおばあさん 高楼方子 160ページ

ねこのなまえ いとうひろし 133ページ

感染症を正しく学べる！
はたらく細胞
ウイルス＆細菌図鑑

シリウス編集部 (監修)
はたらく細胞製作委員会 (監修)
清水 茜 原作

112ページ
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