
 北ノ
きたの

台
だい

小
しょう

 としょかんだより                                                              
               令和４年 6月 №２ 
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『月曜日
げつようび

は水玉
みずたま

の犬
いぬ

』恩田
お ん だ

陸
りく

作（筑摩
ち く ま

書房
しょぼう

）を読
よ

んでいたら恩田
お ん だ

さんおすすめの怪談
かいだん

ばなしの 

ベスト３に、なんと！イギリスの児童
じ ど う

文学
ぶんがく

がはいっていました！ 

『モンタギューおじさんの怖
こわ

い話
はなし

』『船乗
ふ な の

りサッカレーの怖
こわ

い話
はなし

』『トンネルに消
き

えた女の怖
こわ

い話
はなし

』 

クリス・プリーストリー作（理論社
りろんしゃ

）です。高学年
こうがくねん

のあなた！怪談
かいだん

えほん『かがみのなか』（岩崎
いわさき

書店
しょてん

）

を書
か

いている恩田
お ん だ

陸
りく

さんおすすめの本、読
よ

んでみませんか？すさまじい怖
こわ

さ・・・ですよ。 

 

★としょかんからのおしらせ★ 
6月 6日（月）から 6月 17日（金）は、読書

どくしょ

週間
しゅうかん

です。図書
と し ょ

委員
い い ん

会
かい

では、みんなさんが本を

読
よ

みたくなるようなイベントを企画
き か く

しています。ぜひ参加
さ ん か

してくださいね。 

6月
がつ

の本棚
ほんだな

より 

6月は、読書
どくしょ

週間
しゅうかん

にあわせて、「図書館
としょかん

からのおすすめの本」を展示
て ん じ

します。 

★新
あたら

しい本の紹介
しょうかい

です。貸し出
か だ

しは、6月 6日から！おたのしみに。（ウラ面
めん

もみてね！） 

分類番号 書名（本のなまえ）   作者名 出版社 

019 みんなで図書館活動この本、おすすめします！ １～３ 『この本、おすすめします！』編集委員会編著 汐文社 

049 日本のこびと大全 川や海・人のまわり編 なばた としたかさく ロクリン社 

049 日本のこびと大全 山や森林編 なばた としたかさく ロクリン社 

280 辞書びきえほん歴史上の人物    陰山 英男監修 ひかりのくに 

289 捨てないパン屋の挑戦 しあわせのレシピ 井出 留美著 あかね書房 

289 女王さまのワードローブ    ジュリア・ゴールディング文 BL出版 

291 見つける東京   岡部 敬史文 東京書籍 

317 かっこいいなしょうぼうし     ひさかたチャイルド 

368 もしものための防犯ゼミナール     学研プラス 

375 授業で活躍！タブレットPCで写真を撮ろう 1～３ 並木 隆監修 汐文社 

382 伝え守る アイヌ三世代の物語   宇井 眞紀子写真・文 少年写真新聞社 

383 食べられる虫ハンドブック   内山 昭一監修 自由国民社 

408 手のひら図鑑 ネコ   伊藤 伸子訳 化学同人 

457 よみがえれ、マンモス！    令丈 ヒロ子文 講談社 

481 動物の見ている世界 仕掛絵本図鑑 ギヨーム・デュプラ著 創元社 

487 野外観察のための日本産両生類図鑑 関 慎太郎著 緑書房 

489 ゴリラのすべて   山極 寿一監修 廣済堂出版 



分類番号 書名（本のなまえ）   作者名 出版社 

489 わたしはスナメリ 小さなイルカ   松橋 利光写真・文 新日本出版社 

596 10歳からのキッチンの教科書 1～３   佐々森 典恵料理監修 NHK出版 

596 火も包丁も使わない！はじめてのお料理 BOOK（2巻） 阪下 千恵著 日東書院本社 

645 小学生でも安心！はじめてのモルモット正しい飼い方・育て方 大庭 秀一監修 メイツユニバーサルコンテンツ 

646 インコがおうちにやってきた！   海老沢 和荘監修 学研プラス 

726 こびと大図鑑   なばた としたかさく ロクリン社 

750 ガチャガチャ・クレーンゲームをつくろう いしかわ まりこ作 汐文社 

783 ノーサイド 勝敗の先にあるもの   村上 晃一著 あかね書房 

795 マンガで覚える図解オセロの基本   滝沢 雅樹監修 つちや書店 

798 すこしずるいパズル   たつなみ著 アリス館 

810 にほんごをまなぶえほん 1～５    スーザンももこ作・絵 岩崎書店 

834 サムソン先生のダジャレ英語学習帳   よしなが こうたくさく 好学社 

911 夏井いつきの超カンタン！俳句塾    夏井 いつき著 世界文化社 

913 暗闇の妖怪デザイナー（ナツカのおばけ事件簿） 斉藤 洋作 あかね書房 

913 プカプカチョコレー島   原 ゆたか著 あかね書房 

913 プカプカチョコレー島こおりの国のにんじゃ 原 ゆたか著 あかね書房 

913 プカプカチョコレー島めざせたから島   原 ゆたか著 あかね書房 

913 答えは風のなか   重松 清著 朝日出版社 

913 科学探偵 VS．ミステリートレイン   佐東 みどり作 朝日新聞出版 

913 お花のドレスの Bプラン   あんびる やすこ著 岩崎書店 

913 はれときどきアハハ   矢玉 四郎作・絵 岩崎書店 

913 はれときどきあまのじゃく   矢玉 四郎作・絵 岩崎書店 

913 ぼくときどきぶた   矢玉 四郎作 絵 岩崎書店 

913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂１７   廣嶋 玲子作 偕成社 

913 四つ子ぐらし 三つ子探偵、一花ちゃんを追う！ ひの ひまり作 KADOKAWA 

913 四つ子ぐらし 学校生活はウワサだらけ！ ひの ひまり作 KADOKAWA 

913 虹いろ図書館のへびおとこ（5分シリーズ＋） 櫻井 とりお著 河出書房新社 

913 しんぱいなことがありすぎます！   工藤 純子作 金の星社 

913 ゆうびんばこはねこのいえ   高木 あきこ作 金の星社 

913 おさるのゆめ   いとう ひろし作・絵 講談社 

913 かすみ川の人魚   長谷川 まりる作 講談社 

913 セカイを科学せよ！   安田 夏菜著 講談社 

913 ふしぎな図書館と魔王グライモン    廣嶋 玲子作 講談社 

913 都会のトム＆ソーヤ 逆立ちするライオン はやみね かおる著 講談社 

913 都会のトム＆ソーヤ 未来からの挑戦 はやみね かおる著 講談社 

913 都会のトム＆ソーヤ 19BOX～日常～ はやみね かおる著 講談社 

913 夜叉神川   安東 みきえ著 講談社 

913 風の神送れよ   熊谷 千世子作 小峰書店 

913 十年屋 ひまな時もございます   廣嶋 玲子作 静山社 

913 妖怪の子、育てます   廣嶋 玲子作 東京創元社 



分類番号 書名（本のなまえ）   作者名 出版社 

913 みんなのためいき図鑑   村上 しいこ作 童心社 

913 迷いクジラの子守歌   安東 みきえ著 PHP研究所 

913 わたしのあのこあのこのわたし   岩瀬 成子著 PHP研究所 

913 つくしちゃんとおねえちゃん   いとう みく作 福音館書店 

913 びわ色のドッジボール   もり なつこ作 文研出版 

913 かがみの孤城（上・下）   辻村 深月作 ポプラ社 

913 マイブラザー   草野 たき著 ポプラ社 

913 頭のうちどころが悪かった熊の話   安東 みきえ作 理論社 

914 大人になるまでに読みたい 15歳のエッセイ  和合 亮一編・エッセイ ゆまに書房 

933 彼の名はウォルター   エミリー・ロッダ著 あすなろ書房 

933 シリアからきたバレリーナ   キャサリン・ブルートン作 偕成社 

933 イアリーの魔物 マラマンダー   トーマス・テイラー作 小学館 

933 ルーミーとオリーブの特別な 10か月   ジョーン・バウアー著 小学館 

933 クリスマス・ピッグ   J．K．ローリング著 静山社 

933 ぼくの弱虫をなおすには   K．L．ゴーイング作 徳間書店 

933 物語王さまとかじや   ジェイコブ・ブランク文 徳間書店 

933 赤い糸でむすばれた姉妹   キャロル・アントワネット・ピーコック作 フレーベル館 

933 チョコレートタッチ   パトリック・スキーン・キャトリング作 文研出版 

933 キケンな修学旅行 ぜったいねむるな！ ジェニファー・キリック作 ほるぷ出版 

E ハタハタ 荒海にかがやく命   高久 至写真・文 あかね書房 

E おかえり、ウミガメ   高久 至写真・文 アリス館 

E メイがはじめてがっこうへいくひ   ケイト・ベアビーぶん・え イマジネイション・プラス 

E おめん（怪談えほん）   夢枕 獏作 岩崎書店 

E パンどろぼう   柴田 ケイコ作 KADOKAWA 

E メンドリと赤いてぶくろ   安東 みきえ作 KADOKAWA 

E 宿題ファイター   よしなが こうたくさく 好学社 

E 絵本はたらく細胞 ２   清水 茜原作 講談社 

E ぱんつくったよ。   平田 昌広作 国土社 

E 野ばらの村のピクニック   ジル・バークレム作・絵 出版ワークス 

E せんろをまもる！ドクターイエロー   鎌田 歩さく 小学館 

E 大ピンチずかん   鈴木 のりたけ作 小学館 

E 王さまのお菓子   石井 睦美文 世界文化ブックス 

E もののけ姫（徳間アニメ絵本）   宮崎 駿原作 徳間書店 

E あつかったらぬげばいい   ヨシタケ シンスケ著 白泉社 

E ノラネコぐんだんラーメンやさん   工藤 ノリコ著 白泉社 

E オニのサラリーマン じごく・ごくらく運動会 富安 陽子文 福音館書店 

E オニのサラリーマン じごくの盆やすみ 富安 陽子文 福音館書店 

E やっぱりじゃない！   チョー ヒカル作 フレーベル館 

E すうがくでせかいをみるの   ミゲル・タンコ作 ほるぷ出版 

E 111本の木   リナ・シン文 光村教育図書 



 


