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6月
がつ

の本棚
ほんだな

より 今月
こんげつ

の図書館
としょかん

のろうかの棚
たな

は、「病気
びょうき

ってなんだろう？」

です。感染症
かんせんしょう

ってなんだろう？今までにはやった病気
びょうき

ってどんなものがあるのかな？今
いま

、わかっ

ているウィルスの数
かず

が、なんと！２００種類
しゅるい

以上
いじょう

あるのだそうです。今回
こんかい

のことで、わからないこ

とがある人もいると思います。この機会
き か い

に、人のからだのこと、病気
びょうき

についてわかる本を読
よ

んでみ

ませんか？パスツール・野口
の ぐ ち

英世
ひ で よ

・北里
きたざと

柴三郎
しばさぶろう

などの伝記
で ん き

もいいですね。 

『病気
びょうき

の魔女
ま じ ょ

と薬
くすり

の魔女
ま じ ょ

』岡田晴恵作（学研） 

おそろしい病気の魔女が登場
とうじょう

するファンタジーです。ローズという若い薬の魔女や、ワクチン

の魔女が、病気の魔女たちとたたかいます。 

★としょかんからのおしらせ★ 
 

★分散
ぶんさん

登校
とうこう

の間
あいだ

は、図書館
としょかん

は読書
どくしょ

のみで利用
り よ う

できます。・手洗
て あ ら

い・マスクの着用
ちゃくよう

・しゃべらない！ 

・お友達
ともだち

と間
あいだ

をあけてすわる！を守
まも

って、ひさしぶりの図書
と し ょ

の時間
じ か ん

を、たのしんでくださいね。 

★通常
つうじょう

の授業
じゅぎょう

がはじまったら、はじめの図書
と し ょ

の時間
じ か ん

で、オリエンテーションを予定
よ て い

しています。

１年生も、図書館
としょかん

のつかいたをおぼえましょうね。 

★ 新
あたら

しい本が、たくさん届
とど

いています。リストをのせておきます。 

分類
ブンルイ

 書名(本のなまえ） 作者名（書いた人） 出版社 

010 戦場の秘密図書館 シリアに残された希望 マイク・トムソン 文溪堂   

016 「走る図書館」が生まれた日   シャーリー・グレン 評論社   

031 モノのなまえ事典 アレにもコレにも！ 杉村 喜光 ポプラ社   

289 エジソン 努力とひらめきの発明王   早野 美智代 学研プラス 

289 クレオパトラ 強く生きた古代エジプトの女王！ 金治 直美 学研プラス 

289 坂本龍馬 新しい日本を夢みたサムライ 山本 省三文 学研プラス 

289 エメリン・パンクハースト     瑞樹 奈穂 ポプラ社   

290 夢と冒険の旅世界一周ガイド   吉田 友和監修 小学館   

291 日光 那須 鬼怒川（マニマニ）       JTBパブリッシング 

291 常識なのに！大人も答えられない都道府県のギモン 村瀬 哲史 宝島社   

291 現地の人に聞く！日光修学旅行ガイド 日光市観光協会 ポプラ社   

291 もって歩ける！日光ポケットガイド   日光市観光協会 ポプラ社   

366 しごとば     鈴木 のりたけ ブロンズ新社 

369 故郷の味は海をこえて 「難民」として日本に生きる 安田 菜津紀・写真 ポプラ社   

386 おひなさまの平安生活えほん   ほりかわ りまこ あすなろ書房 

388 ゲゲゲの鬼太郎妖怪ファイル   水木 しげる画 講談社   

図書館
としょかん

だより５月号
がつごう

は、学校
がっこう

の

ホームページでみてね！ 



402 北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 中山 由美文・写真 学研プラス 

404 ジュニア空想科学読本     柳田 理科雄 KADOKAWA   

410 まんがで身につくめざせ！あしたの算数王（全３巻 ） ゴムドリ co． 岩崎書店   

451 ふゆとみずのまほうこおり     片平 孝写真・文 ポプラ社   

457 リアルサイズ古生物図鑑      土屋 健   技術評論社 

457 NHKスペシャル絵本恐竜超世界    三木 茂構成・文 徳間書店   

471 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 偕成社   

480 森の物語 シートン ショートセレクション アーネスト・トンプソン・シートン 理論社   

481 たべたらうんち！         ひさかたチャイルド 

485 おおきくしてはっけん！ざりがにのひみつ     ひさかたチャイルド 

486 ゲッチョ先生のトンデモ昆虫記   盛口 満   ポプラ社   

487 加藤英明、カミツキガメを追う！   加藤 英明 学研プラス 

490 いのちつぐ「みとりびと」恋ちゃんはじめての看取り 國森 康弘写真・文 農山漁村文化協会 

501 よくわかるユニバーサルデザイン    柏原 士郎監修 PHP研究所 

504 みんなが知りたい！「モノのしくみ」イラスト図鑑 コスモピア メイツ出版 

536 風を切って走りたい！夢をかなえるバリアフリー自転車 高橋 うらら 金の星社   

537 世界のクルマ大百科 最新 600台の解説とデータを完全網羅     スタジオタッククリエイティブ 

550 人類の歴史を作った船の本 乗りもの歴史図鑑 ヒサ クニヒコ 子どもの未来社 

596 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング（全４巻） 寺西 恵里子 新日本出版社 

596 こまったさんのレシピブック   寺村 輝夫レシピ原案 あかね書房 

596 楽しく作って、おいしく食べよ！だいすき〓おやつ 阪下 千恵 日東書院本社 

596 はじめての焼き菓子      寺西 恵里子 日東書院本社 

596 ひとりで作って、みんなで食べよ！はじめてのごはん 阪下 千恵 日東書院本社 

596 はじめての和食えほん 冬のごちそうつくろう 柳原 尚之 文溪堂   

625 りんごだんだん     小川 忠博 あすなろ書房 

645 走れ！メープル 犬の車いすができるまで 菅 聖子   小峰書店   

659 自分の力で肉を獲る 10歳から学ぶ狩猟の世界 千松 信也 旬報社   

709 世界に誇る日本の世界遺産 日光／小笠原諸島／白川郷・五箇山 西村 幸夫監修 ポプラ社   

754 5回で折れる季節と行事のおりがみ（全４巻） いしかわ まりこ 汐文社   

762 ベートーベン 苦しみをのりこえ、名曲を作った作曲家 越水 利江子文 学研プラス 

779 みんなに大ウケ！かんたんカードマジック カードマジック研究会 メイツ出版 

781 わたしの魔法の羽 体操     小林 深雪 講談社   

781 基本から大会まで勝つ！長なわ 8の字跳び最強のコツ 西沢 尚之監修 メイツ出版 

782 空に向かって走れ！リレー   小手鞠 るい 講談社   

783 ピンポン兄弟ゆめへスマッシュ！卓球 吉野 万理子 講談社   

783 テニスキャンプをわすれない！   福田 隆浩 講談社   

783 まえむきダブルス！バドミントン   落合 由佳 講談社   

783 ぼくだけのファインプレー 野球   あさの あつこ 講談社   

785 ぼくらの波を走る！サーフィン   工藤 純子 講談社   

786 わたしのビーナス スポーツクライミング 樫崎 茜   講談社   

789 空手、はじめます！     くすのき しげのり 講談社   



789 柔道がすき！     須藤 靖貴 講談社   

789 TOKYO忍者ロードマップ     堀田 けい 子どもの未来社 

801 NEWマーク・記号の大百科 改訂版（全６巻） 太田 幸夫監修 学研プラス 

801 マークの図鑑 キッズペディア   児山 啓一監修 小学館   

810 日本語をつかまえろ！     飯間 浩明 毎日新聞出版 

813 写真で読み解く故事成語大辞典   三上 英司監修 あかね書房 

813 小学館故事成語を知る辞典   円満字 二郎編 小学館   

814 知っておきたい教科書に出てくる故事成語 （全３巻） 全国漢文教育学会 汐文社   

814 まんが故事成語事典     深谷 圭助監修 金の星社   

902 世界魔法道具の大図鑑     バッカラリオ文 西村書店   

908 5分後に意外な結末 ex 白銀の世界に消えゆく記憶 桃戸 ハル編 学研プラス 

910 清少納言と紫式部 平安時代を代表する二大女流作家 福家 俊幸監修 小学館   

913 魔法のたいこと金の針     茂市 久美子 あかね書房 

913 ハンカチともだち     なかがわ ちひろ アリス館   

913 天保の虹（白狐魔記）     斉藤 洋   偕成社   

913 らくごで故事成語笑辞典     斉藤 洋   偕成社   

913 湊町の寅吉     藤村 沙希 学研プラス 

913 サッカク探偵団 なぞの影ぼうし   藤江 じゅん KADOKAWA 

913 ぼくたちはプライスレス！ 中学生作家、取材を始めます イノウエ ミホコ KADOKAWA 

913 ぼくらの地下迷路     宗田 理   KADOKAWA 

913 ぼくらのメリー・クリスマス     宗田 理   KADOKAWA 

913 トラブル旅行社（トラベル） 砂漠のフルーツ狩りツアー 廣嶋 玲子文 金の星社   

913 昔話法廷     NHK Eテレ「昔話法廷」制班 金の星社   

913 あした、また学校で     工藤 純子 講談社   

913 朔と新     いとう みく 講談社   

913 しょうがくせいのおばけずかん かくれんぼう 斉藤 洋   講談社   

913 こだぬきコロッケ     ななもり さちこ こぐま社   

913 鬼遊び 闇の子守唄     廣嶋 玲子 小峰書店   

913 モンスター・ホテルでオリンピック   柏葉 幸子 小峰書店   

913 きみが、この本、読んだなら   森川 成美 さ・え・ら書房 

913 きみが、この本、読んだなら   戸森 しるこ さ・え・ら書房 

913 キャプテン翼 天才サッカー少年あらわる！！ 高橋 陽一 集英社   

913 ぼくたちは卵のなかにいた     石井 睦美 小学館   

913 十年屋 あなたに時をあげましょう   廣嶋 玲子 静山社   

913 十年屋 時にはお断りもいたします   廣嶋 玲子 静山社   

913 ぼくたちのだんご山会議     おおぎやなぎ ちか 汐文社   

913 県知事は小学生？     濱野 京子 PHP研究所 

913 魔女ラグになれた夏     蓼内 明子 PHP研究所 

913 ヤービの深い秋     梨木 香歩 福音館書店 

913 雷のあとに     中山 聖子 文研出版   

913 かいけつゾロリスターたんじょう   原 ゆたか ポプラ社   



913 コトノハ町はきょうもヘンテコ   昼田 弥子 光村図書出版 

913 カラスてんぐのジェットくん     富安 陽子 理論社   

913 さかなつりにいこう！     村上 康成 理論社   

913 まいごのしにがみ     いとう みく 理論社   

933 うちの弟、どうしたらいい？   エリナー・クライマー 岩波書店   

933 5000キロ逃げてきたアーメット   オンジャリ Q．ラウフ 学研プラス 

933 暗号クラブ チャイナ・タウンは大迷宮！ ペニー・ワーナー KADOKAWA 

933 暗号クラブ マットからの SOS   ペニー・ワーナー KADOKAWA 

933 北の海の冒険者（マジック・ツリーハウス） メアリー・ポープ・オズボーン KADOKAWA 

933 ぼくの帰る場所     S．E．デュラント 鈴木出版   

933 ねこと王さま     ニック・シャラット 徳間書店   

933 ハヤクさん一家とかしこいねこ   マイケル・ローゼン 徳間書店   

933 あたまをつかった小さなおばあさんがんばる ホープ・ニューウェル 福音館書店 

933 あたまをつかった小さなおばあさんのんびりする ホープ・ニューウェル 福音館書店 

933 グレッグのダメ日記 ぶっこわしちゃえ ジェフ・キニー ポプラ社   

933 貸出禁止の本をすくえ！     アラン・グラッツ ほるぷ出版 

943 ぼくたちがギュンターを殺そうとした日   ヘルマン・シュルツ 徳間書店   

953 十五少年漂流記 新訳     ジュール・ベルヌ KADOKAWA 

E はがぬけたに～     フィリケえつこ あすなろ書房 

E おれ、よびだしになる     中川 ひろたか文 アリス館   

E おろしてください（怪談えほん）   有栖川 有栖 岩崎書店   

E ゆきのけっしょう     武田 康男 岩崎書店   

E プレストとゼスト リンボランドをいく   アーサー・ヨーリンクス 岩波書店   

E ピーターとオオカミ     セルゲイ・プロコフィエフ 偕成社   

E 月でたんじょうパーティーをひらいたら   ジョイス・ラパン 廣済堂あかつき 

E 絵本江戸のたび     太田 大輔 講談社   

E せかいのくにでおめでとう！   野村 たかあき 講談社   

E まちがいまちにようこそ     斉藤 倫   小峰書店   

E ポリぶくろ、1まい、すてた     ミランダ・ポール さ・え・ら書房 

E わたしたちの家が火事です    ジャネット・ウィンター 鈴木出版   

E 図書館のふしぎな時間     福本 友美子 玉川大学出版部 

E ビーナスとセリーナ テニスを変えた伝説の姉妹 リサ・ランサム 西村書店   

E 死んだかいぞく     下田 昌克 ポプラ社   

E ねずみくんのうんどうかい     なかえ よしを ポプラ社   

E ねずみくんはめいたんてい     なかえ よしを ポプラ社   

E ヒロシマ消えたかぞく     指田 和   ポプラ社   

E かなしみがやってきたらきみは   エヴァ・イーランド ほるぷ出版 

E きょうふのしりとり     武田 美穂 ほるぷ出版 

E ながーい 5ふん みじかい 5ふん   リズ・ガートン・スキャンロン 光村教育図書 

E 歯のえほん     エドワード・ミラー 光村教育図書 

E なんだろうなんだろう     ヨシタケ シンスケ 光村図書出版 



 


