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お休み中に入ってきた本です。 

いつもなら、展示
て ん じ

してからかし出し

ますが、今回にかぎり、展示せずか

し出しています。 
 

ちしきの本（水色ラベル）・まどした本（黄色ラベル）  

 

“時代をきりひらく IT 企業と創設者たち” 

（ 007 まどした） 

①  『Facebook をつくったマーク・ザッカーバーグ』 

③  『Google をつくった 3 人の男』 

④  『Amazon をつくったジェフ・ベゾス』 

⑤  『Wikipedia をつくったジミー・ウェールズ』 

 

『朝日ジュニア学習年鑑』（ 059 まどした） 

 

“学校では教えてくれない大切なこと” 

（ 159 まどした） 

28『日本のこと 伝統・文化・風習』 

29『AI って何だろう？ 人工知能が拓く世界』 

 

『古代遺跡のサバイバル①②   

秦の始皇帝陵編①②』  

（ 209 ちしきの本） 

 

『古墳のなぞがわかる本』河野正訓監修 

（ 210 まどした） 

古墳の形や作り方、埴輪や鏡などの出土品を、写真とイ

ラストでわかりやすく説明。 

 

“４つの時代をタイムトラベル”  

 大串潤児監修（ 210 まどした） 

①『明治の図鑑』  ②『大正の図鑑』 

③『昭和の図鑑』  ④『平成の図鑑』 

 

『戦国姫  細川ガラシャの物語』 

藤崎あゆな作（ 280 ちしきの本） 

 

『消防署図鑑』梅澤真一監修（ 317 まどした） 

 

“ネットで見たけどこれってホント？” 

北折一著（ 361 ちしきの本） 

①  『健康のメディアリテラシー』 

②  『食のメディアリテラシー』 

③  『生活のメディアリテラシー』 

 

“池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー”  

池上彰著（ 361 まどした） 

①  『メディアの役割とその仕組み』 

②  『インターネットの便利さ・怖さ』 

③  『スマホ・SNS との正しい付き合い方』 

 

『やっぱり しごとば』 

鈴木のりたけ作（ 366 まどした） 

 

 “文化のちがい習慣のちがい”  

（ 382 まどした） 

①  『ニコニコ学校生活』 

②  『ペラペラことばとものの名前』 

③  『ワクワク音楽と物語』 

④  『ドキドキお出かけ・乗りもの』 

⑤  『ワイワイ記念日とお祭り』 

 

『おじいちゃんの小さかったとき』塩野米松文 

『おばあちゃんの小さかったとき』おちとよこ文  

（ 384 まどした） 

『理科の図鑑』（ 400 まどした） 

 

『科学者の目』かこさとし文と絵（ 402 ちしきの本） 

すぐれた業績を残した科学者の＜目＞とは。 

 

『なぜ？どうして？科学のお話 2～６年生』 

大山光晴監修（ 404 まどした） 

 

『めざせ、ウンチく王：分数チョクソレート SOS 大

作戦！』小室尚子さく（ 411 ちしきの本） 

 

『グレタと立ち上がろう』 

ヴァレンティナ・ジャンネッラ著 

（ 451 ちしきの本） 

気候変動の世界を救うための 18 章 

 

『地図で見る日本の地震』山川徹文・寒川旭監修 

（ 453 まどした） 

過去の地震を知ることで、つぎにそなえよう！ 

 

『自然から学ぶすごい技をもつ生物図鑑』 

（ 460 ちしきの本） 

大空から深海、地下まで、この地球のあ

らゆる環境に生き物がすみ、それぞれ生

きていくためのすごい技「スゴ技」をも

っています。 

 

『食虫植物のわな：虫を食べるふしぎな植物のおはなし』 

木谷美咲文（ 471 まどした） 

生きのこりをかけた戦いが いま、はじまる。 

 

『もし地球に植物がなかったら？』 

きねふちなつみ著（ 471 まどした） 

絵で語る植物の進化の歴史。地球に、はじめて咲いた

花を知っていますか。 

 

『イソギンチャクのふしぎ』 

楚山いさむ写真・文（ 485 ちしきの本） 

 

 

うらにつづく → → → 



『むしこぶみつけた』新開孝写真・文（ 486 ちしきの本） 

きのえだでみつけた ぷくんとふくれた ふしぎなもの

はなに？ 

 

『くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん⑪～⑳』 

むらたこういち監修（ 489 ちしきの本） 

 

『骨のひみつ』 坂井建雄監修（ 491 ちしきの本） 

 

『はじまりはたき火』 

まつむらゆりこ作（ 501 まどした） 

火とくらしてきたわたしたち。かぎりある

エネルギーをかんがえる。 

 

“みんなの命と生活をささえるインフラってなに？”  

（ 510 まどした） 

①  『水道：飲み水はどこからくる？』 

②  『下水：つかった水はどこへいく？』 

③  『通信：のろしから Wi-Fi まで』 

④  『電気：電灯から自動車まで』 

⑤  『ガス：燃える気体のひみつ』 

 

“ドボジョママに聞く土木の世界” 

『地下都市のたんけん』（ 510 まどした） 

『橋のたんけん』（ 515 まどした） 

『ダムのたんけん』（ 517 まどした） 

 

『ゴミの島のサバイバル』（ 518 まどした） 

 

『飛行機のサバイバル②』（ 538 まどした） 

ジオの乗った飛行機で爆発事件！危機に陥った乗客たち

を救って脱出せよ。 

 

“世界をかえたインターネットの会社”  

アダム・サザーランド原著（ 547 まどした） 

①  『Facebook ものがたり』   

②  『Apple ものがたり』 

③  『Google ものがたり』 

 

『かき氷』 細島雅代写真・ 

伊地知英信文（ 588 まどした） 

『こまったさんのレシピブック』 

寺村輝夫レシピ原案（ 596 えほん） 

『こまったさん』シリーズに出てくるあの料理が作れます。 

 

『スポーツびっくり図鑑』 

望月修指導（ 780 ちしきの本） 

観戦に役立つ「見どころ」勝敗のつけ方を知

る「勝負」起源を紹介する「はじまり」など、

スポーツを知るための記事が満載 

 

『マンガと動画でうまくなる！少年野球』 

高島エイト監修（ 783 ちしきの本） 

 

『なんでやねん！ツッコミ！ことわざ・慣用句』 

金田一秀穂監修（ 814 ちしきの本） 

ことわざ・慣用句をそのままイラストにした

らこうなった。ツッコんで笑っておぼえる。 

 

“学研まんがでよくわかるシリーズ” 

『総合商社のひみつ』（ 335 ちしきの本） 

『雷のひみつ』（ 451 ちしきの本） 

『多目的作業者のひみつ』（ 537 まどした） 

『真珠のひみつ』（ 666 ちしきの本） 

 

 

日本の物語（赤わくラベル）  

 

『6 年 1 組黒魔女さんが通る!!⑩ 恋に落ちた黒魔女さん？』  

石崎洋司作イシ  

 

『ゲキ恋！（おもしろい話が読みたい！）』  

有沢ゆう希ほか作オモ  

 

 

『サブキャラたちのグリム童話』 斉藤洋作サイ  

サブキャラちが語るグリム童話のもうひとつ

の顔。同じ作者の『ナツカのおばけ事件簿  フラワ

ーショップの亡霊』 も入りました。 

 

 

『ぼくらのメリー☆クリスマス』  

『ぼくらのいじめ救出作戦』  宗田理作ソウ  

 

『かいけつゾロリ スターたんじょう』  

原ゆたか作ハラ   

 

『ちょきんばこのたびやすみ』 村上しいこ作ムラ  

 

 

外国の物語（緑わくラベル）  

 

『動物と話せる少女リリアーネ⑬  アザラシの赤ちゃんが

行方不明！』タニヤ・シュテーブナー作シユ  

 

『ほんとうの願いがかなうとき』 バーバラ・オコーナー作オコ  

おばさん夫婦とくらすようにと、いなか町の

コルビーに送られたチャーリーは、毎日、いろ

んな幸運のしるしをみつけては、一つの願い

ごとをしていた。 

 

『アナと雪の女王２』 ウォルト・ディズニー・カンパニー原作  ;  

しぶやまさこ文デイ 

 

 

 え ほ ん（○ラベル）  

 

『かえるの天神さん』日野十成文/齋藤隆夫絵 

学問の神さま・菅原道真公、復讐と鎮魂の一大スペクタ

クル 

 

『せかいのくにでおめでとう！』 野村たかあき作  

 

『十二支のことわざえほん』高畠純作 

 

 

かりてみたい本はありますか？ 


