
令和元年度 製作図書一覧
タイトル 著者 備考

あらしのよるに きむら ゆういち 52ページ

イヌとネコの体の不思議 小方 宗次 監修 95ページ

エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット 128ページ

大どろぼう
ホッツェンプロッツ プロイスラー 207ページ

おもしろい！進化のふしぎ
ざんねんないきもの事典 今泉 忠明 176ページ

なぜ？なに？なんで？
わくわくサイエンス 米村 でんじろう 総監修 255ページ （４分冊）

片耳の大シカ 椋 鳩十 187ページ

火曜日のごちそうは
ヒキガエル ラッセル・E・エリクソン 82ページ

世界一おいしい火山の本 林 信太郎 127ページ

ソメコとオニ 斎藤 隆介 32ページ

チョコレート戦争 大石 真 190ページ

つるばら村のパン屋さん 茂市 久美子 118ページ

どうぶつ句会 あべ 弘士 56ページ

としょかんライオン ミシェル・ヌードセン 41ページ

とらとほしがき パク・ジェヒョン 32ページ

夏の庭 The Fiends 湯本 香樹実 218ページ

西の魔女が死んだ 梨木 香歩 226ページ

ねらわれた星 星 新一 202ページ

花さき山 斎藤 隆介 32ページ

百まいのドレス エレナー・エスティス 92ページ

びりっかすの神さま 岡田 淳 185ページ

ファーブル先生の昆虫教室 奥本 大三郎 175ページ

冒険者たち
ガンバと１５ひきの仲間 斎藤 惇夫 394ページ

魔女の宅急便 角野 栄子 272ページ

みみずのカーロ 今泉 みね子 128ページ

モモ ミヒャエル・エンデ 360ページ

やなせたかし 中野 晴行 144ページ



令和２年度 製作図書一覧
タイトル 著者 備考

あきらめないこと、それが冒険だ 野口健 120ページ

宇宙においでよ！ 野口聡一 184ページ

宇宙人のしゅくだい 小松左京 190ページ

エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー 231ページ

絵くんとことばくん 天野祐吉 40ページ

NHK子ども科学電話相談
恐竜スペシャル！ 小林快次 監修 128ページ

エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット 128ページ

エルマーと１６ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネット 128ページ

オオサンショウウオの夏 阿部夏丸 96ページ

大どろぼうホッツェンプロッツ
ふたたびあらわる オトフリート・プロイスラー 192ページ

大どろぼうホッツェンプロッツ
三たびあらわる オトフリート・プロイスラー 190ページ

おじいさんのハーモニカ ヘレン･V･グリフィス 29ページ

おばけ美術館へいらっしゃい 柏葉幸子 143ページ

鬼滅の刃 しあわせの花 矢島綾
（原作:吾峠呼世晴 ） 194ページ

くまの子ウーフ 神沢利子 135ページ

クマノミとサンゴの海の魚たち 大方洋二 32ページ

車のいろは空のいろ１
白いぼうし あまんきみこ 125ページ

車のいろは空のいろ2
春のお客さん あまんきみこ 133ページ

車のいろは空のいろ3
星のタクシー あまんきみこ 121ページ

こども六法 山崎聡一郎 192ページ

5分後に意外な結末 1 (赤い悪夢) 学研教育出版 (編集) 196ページ

しずくの首飾り ジョーン・エイキン 150ページ

じっぽ
まいごのかっぱはくいしんぼう たつみや章 141ページ

すごいね！みんなの通学路 ローズマリー・マカーニー 32ページ

続ざんねんないきもの事典 今泉忠明 160ページ



令和２年度 製作図書一覧
タイトル 著者 備考

だれも知らない小さな国 佐藤さとる 249ページ

チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 275ページ

珍獣ドクターのドタバタ観察日記 田向健一 174ページ

月の砂漠をさばさばと 北村薫 173ページ

トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 308ページ

ドリトル先生アフリカゆき ヒュー・ロフティング 254ページ

ドングリ山のやまんばあさん 富安陽子 145ページ

のはらうた１ 工藤直子 155ページ

のろのろひつじとせかせかひつじ 蜂飼耳 110ページ

ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリング 465ページ

消えたモートンとんだ大そうさく
ヒキガエルとんだ大冒険２ ラッセル E  エリクソン 88ページ

ウォートンのとんだクリスマス・イブ
ヒキガエルとんだ大冒険３ ラッセル E  エリクソン 136ページ

ピトゥスの動物園 サバスティア・スリバス 192ページ

１つぶのおこめ
さんすうのむかしばなし デミ 42ページ

ふしぎの時間割 岡田淳 164ページ

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 廣嶋玲子 150ページ

ふたりはともだち アーノルド・ローベル 64ページ

ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー 204ページ

ぼくのお姉さん 丘修三 187ページ

まんがで学ぶ故事成語 八木章好 135ページ

みどりのゆび(愛蔵版) モーリス・ドリュオン 216ページ

ゆうすげ村の小さな旅館 茂市久美子 168ページ

ライト兄弟はなぜ飛べたのか
紙飛行機で知る成功のひみつ 土佐幸子 64ページ

りこうなおきさき モーゼス・ガスター 160ページ

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋 274ページ
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