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図書
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コー
ナー 書名（本の題名） 著者 出版社

1 00 YA 中高生の悩みを「理系センス」で解決する40のヒント 竹内　薫著 PHP研究所

2 18 教えて、釈先生！子どものための仏教入門
釈　徹宗　谷口　雅美著
細川　貂々絵

講談社

3 20 366日じてん　きょうはなんの記念日？ 平野　恵理子著 偕成社

4 23 セント・キルダの子
ベス・ウォーターズ文・絵
原田　勝訳

岩波書店

5 31 消えたレッサーパンダを追え！　警視庁「生きもの係」事件簿
たけたに　ちほみ文
西脇　せいご絵

学研プラス

6 36
なぜ僕らは働くのか　君が幸せになるために考えてほしい大
切なこと

池上　彰監修 学研プラス

7 36 昔のお仕事大図鑑　こんな仕事があったんだ！ 小泉　和子監修 日本図書センター

8 44 ビジュアル宇宙探検図鑑　美しい宇宙の謎にせまる 山岡　均日本語版監修 ポプラ社

9 45 台風の大研究　最強の大気現象のひみつをさぐろう 筆保　弘徳編著 PHP研究所

10 46 ずかんウイルス　見ながら学習調べてなっとく 武村　政春　宮沢　孝幸監修 技術評論社

11 48 水族館のサバイバル　２　生き残り作戦
ゴムドリco．文　韓　賢東絵
HANA Press Inc.訳

朝日新聞出版

12 48 動物たちが教えてくれる海の中のくらし 佐藤　克文文　木内　達朗絵 福音館書店

13 49
なぜからはじまる体の科学　「食べる・出す」編　脳と体にワク
ドキッ♡

鯉淵　典之監修 保育社

14 49 なぜからはじまる体の科学　「見る」編　脳と体にワクドキッ♡ 挾間　章博著 保育社

15 56 アルミ鋳物のひみつ 山口　育鷹まんが 学研プラス

16 58 和紙ってなに？　１　東日本の和紙 「和紙ってなに？」編集室編 理論社

17 58 和紙ってなに？　２　西日本の和紙 「和紙ってなに？」編集室編 理論社

18 61 お米をつくろう！　バケツで育てる田んぼで育てる 山口　誠之監修 岩崎書店

19 61
今日からなくそう！食品ロス　２　わたしたちにできること　本
当は食べ物が足りない国・日本

上村　協子監修　幸運社編 汐文社

20 62 ケンさん、イチゴの虫をこらしめる　「あまおう」栽培農家の挑戦！ 谷本　雄治著 フレーベル館

21 68 はたらく電車大百科　安全を守る電車たちが大集合！ 「旅と鉄道」編集部編
天夢人発行
山と渓谷社発売

22 76 チャイコフスキー ひの　まどか著
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

23 76 モーツァルト 萩谷　由喜子著
ヤマハミュージック
エンタテインメント
ホールディングス

24 91 コ おとうとのたからもの
小手鞠　るい作
すずき　みほ絵

岩崎書店

25 91 ホ セラピードッグのハナとわたし 堀　直子作　佐竹　美保絵 文研出版

26 91 ミ 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
あさくら　まや絵

あかね書房

27 93 ブ 不気味な叫び
R．L．スタイン監修　ジェフ・ソ
ロウェイ他著　三辺　律子監訳

理論社

28 E ア まどのむこうのくだものなあに？ 荒井　真紀さく 福音館書店

29 E ア ミツバチたち
カーステン・ホール文　イザベ
ル・アルスノー絵　青山　南訳

化学同人

30 E イ いきものづくし　ものづくし　９ 内城　葉子他６名画 福音館書店

31 E イ おふろ、はいる？ 飯野　和好作 あかね書房

32 E イ ねぎぼうずのあさたろう　その11　なかせんどうもどりたび 飯野　和好作 福音館書店

33 E イ 世界にひとつしかクリスマスツリーがなかったら 池谷　剛一文・絵 P-Book　project

34 E コ いろんなたまご
クララ・コルマンさく
小山　浩一やく

大日本絵画

35 E コ コんガらガっちなにになってすすむ？の本 ユーフラテスさく 小学館

36 E タ はんぶんこ 多田　ヒロシ作 こぐま社

37 E ト やっこさんのけんか 殿内　真帆作・絵 フレーベル館

38 E ナ せとうちたいこさんふじさんのぼりタイ 長野　ヒデ子さく 童心社

39 E ハ 野ねずみきょうだいの草花あそび　秋から春まで
相澤　悦子さく
長谷川　直子え

福音館書店

40 E バ
きみはどこからやってきた？　宇宙誕生からはじまるいのちの
ものがたり

フィリップ・バンティング作
ないとう　ふみこ訳
北山　太樹監修

KADOKAWA

41 E フ 母子 どてっ 田口　麻由作　布川　愛子絵
エンブックス発行
メディアバル発売

42 E フ わにのなみだはうそなきなみだ
アンドレ・フランソワ作
ふしみ　みさを訳

ロクリン社

43 E ブ
おとなのなかのこども　おとなになるってどんなことなのかをし
りたいこどものみなさんへ

ヘンリー・ブラックショーさく
いのうえ　まいやく

化学同人

令和２年12月登録本（児童向き）
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44 E ヤ カレーのおうさま 山本　祐司さく ほるぷ出版

45 E ヤ 母子 どすこーい 山岡　ひかる作 アリス館

46 E リ ハブラシのサミー　海のなかのプラスチック
M．G．レナード文　ダニエル・
リエリー絵　青山　南訳

化学同人


