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             読書
どくしょ

週間
しゅうかん

は、12月 9日（金）までです。 

図書
と し ょ

委員
い い ん

が考
かんが

えたイベントがたくさんあります。読書
どくしょ

の記録
き ろ く

や、読書
どくしょ

郵便
ゆうびん

は、図書
と し ょ

の時間
じ か ん

に 

とりくんでもかまいません。いろいろな本と、であえるといいですね。 

★としょかんからのおしらせ★  
★１２月１５日（木）から冬休

ふゆやす

みのかしだしが、はじまります。 

１・２・３年生ひとり３冊
さつ

    ４・５・６年生ひとり４冊
さつ

です。 

２学期
が っ き

にかりた本
ほん

は、いちど、ぜんぶかえしてから！（12月 2３日（金）まで、開館
かいかん

しています。）                   

○冬休
ふゆやす

みにかりた本
ほん

は、１月２３日（月）までにかえしてください。 

 

★今年
こ と し

の本
ほん

のリクエストは、しめきりました。ほしい本
ほん

のある人
ひと

は、新
あたら

しい学年
がくねん

になってから 

リクエストしてください。 
   

           １１月
がつ

の図書
と し ょ

の時間
じ か ん

に・・・ 
 
 

 

１年生・・・「のびるじどうしゃ」を読
よ

みました。いろいろなのびる車があって、おもしろいです

ね。いえのちかくで、見たことのある車もありました。 

２年生・・・「ちからもちのおかね」を読
よ

みました。おかねは、ものすごい力もち！てんぐや、 

ばけぐもがあらわれても、やっつけてしまいます。高知県
こうちけん

のむかしばなしです。 

３年生・・・「学校はうたう」を紹介
しょうかい

しました。学校
がっこう

の校門
こうもん

やろうか、机
つくえ

、給 食
きゅうしょく

、などなど。 

      きっとみなさんもきもちがわかる詩
し

が、いくつものっています。 

４年生・・・「まだまだつづきがあるのです」を読
よ

みました。どんどんつづいていく楽
たの

しいはなし。 

      4年生も、ショートショートを書いてみたんですよね。 

５年生・・・水木しげるクイズをしています。ゲゲゲの鬼
き

太郎
た ろ う

のひみつに、ビックリ！ 

      鬼
き

太郎
た ろ う

が、口の中でかっているのは、なんでしょう？？ 

6年生・・・「ハタハタ」を紹介
しょうかい

しています。ウロコがない、これからがおいしい魚です。給 食
きゅうしょく

で

も、でたことがありましたね。 



★新しい本のしょうかいです。（かしだしは、12月 1日（木）からです） 

分類 書名 著者名 出版社 

031 しらべるちがいのずかん おかべ たかし文 東京書籍 

049 こびと観察入門 増補改訂版 捕まえ方から飼い方まで なばた としたかさく ロクリン社 

210 「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと 指田 和著 ポプラ社 

289 「オードリー・タン」の誕生 だれも取り残さない台湾の天才 IT相 石崎 洋司著 講談社 

289 田尻智 ポケモンをつくった男 菊田 洋之構成 小学館 

290 地図でバッチリわかる世界の国ぐにおもしろ図鑑   昭文社 

291 地図でバッチリわかる 47都道府県おもしろ図鑑   昭文社 

291 ふじさんにっぽんいち！   ひさかたチャイルド 

361 バナナの魅力を 100文字で伝えてください 柿内 尚文著 かんき出版 

366 しごとば 鈴木 のりたけ作 ブロンズ新社 

366 これでかせげる！？激レアおしごとファイル カルロス矢吹文 ポプラ社 

375 調べるって、おもしろい！！  図書館振興財団監修 岩崎書店 

376 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー  ブレイディみかこ著 新潮社 

376 中学校ってどんなとこ？ 楽しい中学生活のヒント大全 升野 伸子監修 世界文化ブックス 

383 ずかん世界のくつ・はきもの  鈴木 絵美留監修 技術評論社 

388 世界の妖怪大図鑑 水木 しげる著 講談社 

388 妖怪なんでも入門 水木 しげる著 小学館 

443 ブラックホールってなんだろう？ 嶺重 慎文 福音館書店 

451 かみなり 妹尾 堅一郎監修 ポプラ社 

454 のぞく図鑑穴 宮田 珠己編・著 小学館 

459 宝石のひみつ図鑑 地球のキセキ、大研究！ 諏訪 久子著 世界文化社 

470 植物がハエを食べるってホント？  アンナ・クレイボーン作 化学同人 

471 はまったら抜けだせない！？食虫植物 石倉 ヒロユキ編著 岩崎書店 

474 きのこ（小学館の図鑑 NEO POCKET） 保坂 健太郎ほか 小学館 

480 なんでも釣り上げてみる本  上石神井小学校しぜん探検隊 成美堂出版 

481 深海生物（学研の図鑑 LIVE POCKET）   学研プラス 

486 ひらがなでよめるむしずかん 105 うんの かずおしゃしん 講談社 

486 オオムラサキと里山の一年  筒井 学写真と文 小学館 

486 ふしぎな昆虫のせかい スゴイ！がいっぱい 清水 聡司著 repicbook 

487 謎！最驚！世界のサメ超図鑑 中野 富美子構成・文 あかね書房 

489 イルカの世界 どうぶつたちのくらしをかんさつ！ ベッキー ベインズ著 エムディエヌコーポレーション 

489 世界一の動物画家が描いた家ネコと野生ネコの図鑑 薮内 正幸画 宝島社 

490 ドラえもん科学ワールド specialみんなのための医学入門 藤子・F・不二雄まんが 小学館 

491 中野信子のこども脳科学  中野 信子著 フレーベル館 

518 すごいゴミのはなし ゴミ清掃員、10年間やってみた。 滝沢 秀一文 学研プラス 

530 押す図鑑ボタン 西村 まさゆき編・著 小学館 

537 しごととつくりがよくわかる！じどう車くらべ 1～４ 小賀野 実監修・写真 金の星社 

588 さとうとしお   ひさかたチャイルド 

594 子どものハンドメイドレッスン BOOK  松村 忍監修 朝日新聞出版 



分類 書名 著者名 出版社 

594 わくわく手芸部 ミサンガを作ろう ミカ著 誠文堂新光社 

596 小学生のお料理ブック ぜ～んぶひとりでできちゃう！ 新谷 友里江著 家の光協会 

596 はじめてのこどもキッチン よくできました！一生役立つ！ 鈴木 薫著 KADOKAWA 

596 お菓子はすごい！ パティシエが先生！ 柴田書店編 柴田書店 

596 野菜はすごい！ シェフが先生！ 柴田書店編 柴田書店 

600 るるぶどこからきたの？食べもの＆くらしイラスト大図鑑    JTBパブリッシング 

615 だいどころのたね   ひさかたチャイルド 

620 こども植物研究所 主婦の友社編 主婦の友社 

625 食べられたがる果物のヒミツ ゲッチョ先生の果物コレクション 盛口 満文・絵 少年写真新聞社 

627 かわいい花 小池 安比古監修 学研プラス 

645 牛の教え ひたむきに生きる   群羊社 

645 はじめてのハムスターそだてかたブック 三輪 恭嗣監修 西東社 

686 列車で行こう！ 最新版 JR全路線図鑑 櫻井 寛写真・文 世界文化社 

686 めざせ鉄道博士！日本全国鉄道路線地図 完全版 地理情報開発編 永岡書店 

754 本物そっくり！昆虫の立体切り紙 ハサミだけでつくれる 今森 光彦著 日本ヴォーグ社 

780 はりきり体育ノ介体育パーフェクトブック NHK「はりきり体育ノ介」制作班編 NHK出版 

780 新スポーツスーパースター伝  リーチマイケル ベースボール・マガジン社編集 ベースボール・マガジン社 

780 新スポーツスーパースター伝  柳田悠岐 ベースボール・マガジン社編集 ベースボール・マガジン社 

780 新スポーツスーパースター伝 ダルビッシュ有 ベースボール・マガジン社編集 ベースボール・マガジン社 

781 かこさとしあそびずかん かこ さとし文・絵 小峰書店 

783 マンガでもっとうまくなるバスケットボール 実践編 加賀屋 圭子監修 西東社 

798 コんガらガっちきみのあたまの中、ズバリあててやる！の本  ユーフラテス著 小学館 

814 そら（日本のことばずかん） 神永 曉監修 講談社 

913 くまの子ウーフのおはなし１～５ 神沢 利子作 ポプラ社 

913 はれときどきたこ 矢玉 四郎作・絵 岩崎書店 

913 ルルとララのティラミス あんびる やすこ作・絵 岩崎書店 

913 クワガタクワジ物語 中島 みち著 偕成社 

913 ふしぎ駄菓子屋銭天堂１８ 廣嶋 玲子作 偕成社 

913 生まれかわりのポオ 森 絵都作 金の星社 

913 キャベたまたんていおとぎ世界でじけんはっせい！？ 三田村 信行作 金の星社 

913 おひさまやのハンカチ 茂市 久美子作 講談社 

913 がっこうのおばけずかん げたげたばこ 斉藤 洋作 講談社 

913 ふしぎな図書館とアラビアンナイト 廣嶋 玲子作 講談社 

913 まちのおばけずかん ハイ！ 斉藤 洋作 講談社 

913 謎解きホームルーム 1話 10分  ３・４ 日本児童文芸家協会編 新星出版社 

913 十年屋 見習いのお時間です 廣嶋 玲子作 静山社 

913 ちいさな宇宙の扉のまえで 糸子の体重計 続 いとう みく作 童心社 

913 やまの動物病院 なかがわ ちひろ作・絵 徳間書店 

913 ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤 ノリコ著 白泉社 

913 望みがかなう魔法の日記 本田 有明著 PHP研究所 



分類 書名 著者名 出版社 

913 夢をかなえる未来ノート 本田 有明著 PHP研究所 

913 キダマッチ先生！ 先生手紙をかく 今井 恭子文 BL出版 

913 キダマッチ先生！ 先生町へいく 今井 恭子文 BL出版 

913 キダマッチ先生！ 息子ナマズになる！？ 今井 恭子文 BL出版 

913 キダマッチ先生！ 先生ヘソを曲げる 今井 恭子文 BL出版 

913 ガリレオの事件簿 ポルターガイストの謎を解け 東野 圭吾著 文藝春秋 

913 あまんきみこ童話集１・２ あまん きみこ作 ポプラ社 

913 その本は 又吉 直樹著 ポプラ社 

913 ぼくは王さまおしごとコレクション１～５ 寺村 輝夫作 理論社 

923 三国志 羅 貫中作 学研プラス 

933 暗号クラブ 暗号クラブの卒業旅行 ペニー・ワーナー著 KADOKAWA 

933 うみべのおはなし 3にんぐみ ジェイムズ・マーシャル 大日本図書 

933 名探偵ポアロ アクロイド殺し アガサ・クリスティー著 早川書房 

933 ぼくたちのスープ運動 小さな思いやりが世界を変える！ ベン・デイヴィス作 評論社 

943 ふしぎなメリーゴーラウンド リーザ＝マリー・ブルーム作 徳間書店 

E バスが来ましたよ 由美村 嬉々文 アリス館 

E ほっきょくでうしをうつ 角幡 唯介作 岩崎書店 

E こうもり アヤ井 アキコ作 偕成社 

E パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち 柴田 ケイコ作 KADOKAWA 

E 橋の上で 湯本 香樹実文 河出書房新社 

E へんしんロボット あきやま ただし作・絵 金の星社 

E 絵本はたらく細胞  清水 茜原作 講談社 

E コんガらガっちかぞえてすすめ！の本 ユーフラテスさく 小学館 

E 給食室のいちにち 大塚 菜生文 少年写真新聞社 

E 空き家（ゾッとする怪談えほん） 有田 奈央文 新日本出版社 

E エレベーター（ゾッとする怪談えほん） 有田 奈央文 新日本出版社 

E 帰り道（ゾッとする怪談えほん） 有田 奈央文 新日本出版社 

E はしのうえのおおかみ 奈街 三郎作 鈴木出版 

E おりづるの旅 さだこの祈りをのせて うみの しほ作 PHP研究所 

E 黄色い星 ユダヤ人を守った国王とデンマークの人たちの物語 カーメン・アグラ・ディーディ文 BL出版 

E くみたて 田中 達也作 福音館書店 

E エゾシマリス 山の園芸屋さん 佐藤 圭写真・文 文一総合出版 

E となりのホンドギツネ きみの町にもきっといる。 渡邉 智之写真・文 文一総合出版 

E 仲間と暮らすニホンザル たより、たよられ、生きてます。 福田 幸広写真 文一総合出版 

E ヒグマの旅 森と川、山と海 二神 慎之介写真・文 文一総合出版 

E ねずみくんはカメラマン なかえ よしを作 ポプラ社 

E うろおぼえ一家のおかいもの 出口 かずみ作 理論社 

  １２月の本棚
ほんだな

は★クリスマス！     


