
 

◆休館日のおしらせ◆ 
 

毎週月曜日 と 

7月２９日(木) ・ ８月２６日（木） 

は館内整理日のため休館です。 
 

 

◆開館時間のご案内◆ 
 

７月２２日(木) ・ ２３日（金） 

は祝日のため、 

５時に閉館となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★小学校・低学年 

宇宙人がいた やまだ ともこ／作 913 ヤ 

うりぼうウリタ おくやま ゆか／作 913 オ 

きょうふ!おばけまつり （おばけのポーちゃん 9） 吉田 純子／作 913 ヨ 

かがやけいのち！みらいちゃん 今西 乃子／作 913 イ 

カステラやさんのバースデーケーキ 堀 直子／作 913 ホ 

きょうからトイレさん 片平 直樹／作 913 カ 

クマと森のピアノ デイビッド・リッチフィールド／作 Ｅ キイロ リ  

★小学校・中学年 

鬼遊び [1] 鬼よぶわらべ歌 廣嶋 玲子／作 913 ヒ 

およぐ! 麻生 かづこ／作 913 ア 

グルメ小学生恋の羽根つきギョーザ 次良丸 忍／作 913 ジ 

動物探偵ミア 犯人はほかにいる! ダイアナ・キンプトン／作 93 キ 

ふしぎ町のふしぎレストラン 3 しあわせのホットケーキ 三田村 信行／作 913 ミ ３ 

いつのまにか名探偵  杉山 亮／作 913 ス 

ようかいとりものちょう乙 13 大崎 悌造／作 913 オ 13 

★小学校・高学年 

ウソつきとスパイ レベッカ・ステッド／作 ＹＡ９３ ス 

感染爆発 見えざる敵=ウイルスに挑む デイビッド・ゲッツ／著 ４９ ゲ 

警察犬アンズの事件簿 小さいけれど、大きな仕事 鈴木 博房／著 ３１ ス  

五七五の夏 万乃華 れん／作 913 マ 

七不思議神社 [2] 森に消えた宝 緑川 聖司／作 913 ミ 2 

秘密基地のつくりかた教えます 那須 正幹／作 913 ナ 

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 13 廣嶋 玲子／作 913 ヒ 13 
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１・２年生 ３・４年生 ５・６年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

ウィズ・ユー  ＹＡ９１３ ハ 

ブロード街の１２日間  ＹＡ 93 ホ 

うなぎ一億年の謎を追う 66 ツ 

アーニャは、きっと来る  ＹＡ９３ モ 

 

 

 

牧野富太郎  ２８ マ 

 

 

 

  

 

 

 

 

水を縫う  ９１３．６ テ 兄の名は、ジェシカ  ＹＡ９３ ボ 

 

科学者になりたい君へ  ＹＡ４０ サ 
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◆ 小学校の部 ◆ 

 

…詳しくは、カウンターまでおたずねください。 

鈴木 まもる／作・絵 

食べ物は、どこででき
て、どうやって運ばれて
くるのでしょう? お昼
の時間、男の子がおべん
とう袋を開くと、おべん
とうのほかに、おかずが
どこからやってくるの
かが書かれたメモが 
入っていて…。見返しに
も文章&絵あり。 

すず きみえ／作 
くすはら 順子／絵 

誰にでも嫌いなものって
あるよね。きみはどう? 
ぼくにはあるよ。どう 
しても食べられない  
もの。おじいちゃんは 
「今は 嫌いでも、いつ
かきっとおいしく食べら
れるときがくるさ」って
いうけど…。 
 
 

 

鈴木 海花／文 
はた こうしろう／絵 

校長先生の一言から、臭く
てやっかいもののカメ 
ムシを調べ始めた子ども
たちは…。カメムシを最新
の研究を基にわかりやす
く紹介。「わたしのずかん」
シート付き。『月刊たく 
さんのふしぎ』から生ま 
れた、実話をもとにした  
絵本。 

富安 陽子／作 
佐竹 美保／絵 

遠い夏の日の呼び声にこた
え、おばあさんたちは時を 
超えて、子どもにもどった-。
いまは老人ホームとして 
使われている「ゆりの木荘」。
住人のひとりが懐かしい 
手まり歌を歌いはじめると、
玄関ホールの古時計の針が
逆回転し…。 

 

加藤 多一／作 
大野 八生／絵 

子っこ馬のポンコは、
すきなところへ、すき
なように歩いていく。
でもある日、川の水の
声も、風の声もいつも
とちがって…。少女 
からおとなになる子馬
のポンコを、やさしい
まなざしで描く物語。 

長江 優子／作 

夏休み、小学 6 年生の
珠子は、無心に砂像を作
るヒカルと出会う。強烈
な個性をもち、成績も 
トップクラスのヒカル
は「戦争をなくすために
アメリカの大統領に 
なる」と言い…。新たな
世界に向きあっていく
少女たちの成長物語。 

アンナ・ウォルツ／作 
野坂 悦子／訳 

子犬のときに飼って 
いたアラスカが、転校
してきたスフェンの 
介助犬になっていた。
それを知ったパーケル
は真夜中、スフェン 
の部屋を訪ね、アラ 
スカを連れ去ろうと 
計画し…。 

とみなが まい／作 
たかお ゆうこ／絵 

ジグモのジグモンタは、
「あなふさぎや」をして
います。洋服にあいて 
しまったあなをふさぐ
仕事です。でも、みんな
はすぐに新しいものを
欲しがり…。ひとつの 
ものを長く使う喜びを
伝える絵本。「あなふさ
ぎのうた」の楽譜付き。 

オランウータンに会いたい 

わたしたちのカメムシずかん エカシの森と子馬のポンコ 

サンドイッチクラブ 

 

みずをくむプリンセス ぼくのあいぼうはカモノハシ おいで、アラスカ! 

ゆりの木荘の子どもたち 
 

ミヒャエル・エングラー／作 
杉原 知子／絵 
はたさわ ゆうこ／訳 

オーストラリアにはどう 
やって行くの? バスに乗
る? ボート? それとも…。
ドイツの男の子ルフスと、
人間のことばをしゃべる 
カモノハシのとぼけたやり
とりが楽しい、ゆかいな 
冒険物語。 

Ｅ  レ キイロ 

さ・え・ら書房 

 Ｅ  タ アオ 
ひさかたチャイルド  

スーザン・ヴァーデ／文 

ピーター・H.レイノルズ／絵 

朝早くから、遠くまで、
水をくみにいくプリン
セス・ジージーの願い。
それは、だれもが、いつ
でも、きれいで安全な 
水を使えるようになる 
こと-。アフリカの、あ
る水くみ少女の 1 日を
描いた絵本。 

４８ ス 
福音館書店 

９１３ ト 
講談社 

 

 

９４ エ  

徳間書店 

４８ シ 
童心社 

ＹＡ ９１３ マ 
ポプラ社 

９１３ ナ 

岩波書店 

 

９４ ウ 
フレーベル館 

４８ ク 
あかね書房 

あなふさぎのジグモンタ 

 

 

そのときがくるくる 
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Ｅ  ス ミドリ 

金の星社 

どこからきたの?おべんとう カラスのいいぶん 
久世 濃子／著 

ボルネオ島の深い森で
オランウータンの研究
をしている著者が、自身
の研究生活とともに、 
オランウータンのユニ
ークな体や生活などを
紹介。さらに、絶滅の 
危機に瀕するオラン 
ウータンのためにでき
ることを考える。 

◆ 中学校の部 ◆ 

◆ 高等学校の部 ◆ 

 

９１３ ス 
文研出版 

 
 

嶋田 泰子／著 

岡本 順／絵 

カラスは、ごみを散らか
す嫌われもの !? でも、 
カラスにも、いいたい 
ことがあるみたいで…。
ハシブトガラスを主人公
に、ひとの近くで生きる
ことを選んだカラスの 
生活を追います。 


