
書　　　　　名 著　者　名 出版社 発行年 発行月 NDC

ＭＡＧＡＺＩＮＥ　ＨＯＵＳＥ　ＭＯＯ
Ｋ　Ｄｒ．クロワッサン
最高の睡眠。

マガジンハウス 2021 6 498.36

ＭＡＧＡＺＩＮＥ　ＨＯＵＳＥ　ＭＯＯ
Ｋ　クロワッサン特別編集
心とからだの緊急メンテナンス。

マガジンハウス 2021 3 498.3

ＭＡＧＡＺＩＮＥ　ＨＯＵＳＥ　ＭＯＯ
Ｋ　クロワッサン特別編集
工夫のある家で、すっきり暮ら
す。

マガジンハウス 2021 4 597

ＭＡＧＡＺＩＮＥ　ＨＯＵＳＥ　ＭＯＯ
Ｋ　クロワッサン特別編集
かんたんヨガ＆整体。 （新装版）

マガジンハウス 2020 9 498.3

材料２つから作れる！魔法のて
ぬきおやつ

てぬキッチン【著】 ワニブックス 2020 2 596.6

もっと！魔法のてぬきおやつ―
材料２つから！オーブン不使
用！

てぬキッチン【著】 ワニブックス 2021 2 596.6

＃赤ちゃん相談室―世界一か
わいいクレーマーたち

森戸 やすみ【監修】/大
野 太郎【イラスト】/もー
ちゃん【原案】

宝島社 2020 7 599.04

ＫＩＴＯＲＡ
実録保育士でこ先生

でこぽん吾郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019 9 376.14

７０歳からのらくらく家ごはん―
冷凍食品・市販品・レトルト・缶
詰をフル活用

中村 育子【著】
女子栄養大学

出版部
2020 2 498.59

農家直伝たくさんとれた野菜の
保存と料理 - 家庭菜園の収穫
のコツから、ムダなく味わうレシ
ピまで

加藤正明/池上正子 永岡書店 2021 4 626

ａｒｉｋｏの、今晩なに作る？ありこ
んだて

ａｒｉｋｏ【著】 光文社 2020 6 596

ＦＵＳＯＳＨＡ　ＭＯＯＫ
ぐっち夫婦の下味冷凍で毎日す
ぐできごはん

ぐっち夫婦 扶桑社 2020 10 596

書　　　　　名 著　者　名 出版社 発行年 発行月 NDC

北緯４３度のコールドケース 伏尾 美紀【著】 講談社 2021 10 913.6

中公新書ラクレ
老いる意味―うつ、勇気、夢

森村 誠一【著】 中央公論新社 2021 2 914.6

三体 〈３〉 死神永生 上 劉慈欣/大森望 早川書房 2021 5 923.7

三体 〈３〉 死神永生 下 劉慈欣/大森望 早川書房 2021 5 923.7

ヒトコブラクダ層ぜっと 〈上〉 万城目学 幻冬舎 2021 6 913.6

ヒトコブラクダ層ぜっと 〈下〉 万城目学 幻冬舎 2021 6 913.6

月曜日の抹茶カフェ 青山 美智子【著】 宝島社 2021 9 913.6

新潮文庫　新潮文庫ｎｅｘ
魔弾の射手―天久鷹央の事件
カルテ

知念 実希人【著】 新潮社 2019 9 913.6

新潮文庫　新潮文庫ｎｅｘ
久遠の檻―天久鷹央の事件カ
ルテ

知念 実希人【著】 新潮社 2021 9 913.6

令和３年度　1月新刊図書リスト・実用書

令和３年度　1月新刊図書リスト・文芸書



書　　　　　名 著　者　名 出版社 発行年 発行月 NDC

おばけのやだもん ひらの ゆきこ【作・絵】 教育画劇 2014 6 E

わらべうたであそびましょ！ さいとう しのぶ【編・絵】 のら書店 2013 5 E

あなたのすてきなところはね
玉置 永吉【作】/えがし
ら みちこ【絵】

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021 3 E

パンツいっちょうめ
苅田 澄子【作】/やぎ た
みこ【絵】

金の星社 2017 9 E

もふもふちゃん ひらぎ みつえ【作】 岩崎書店 2021 2 E

おもちゃのチャチャチャ 市原 淳【構成・絵】
ひさかたチャイ

ルド
2015 12 E

あかちゃんととととと
おふろにはいろ

三浦太郎 童心社 2020 9 E

せなけいこのえ・ほ・ん
おばけなんてないさ

せな けいこ【絵】/槇 み
のり【作詞】/峯 陽【作
曲】

ポプラ社 2009 7 E

めがねがね ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ【作】
ひさかたチャイ

ルド
2021 3 E

講談社ＭＯＯＫ
きょうりゅうあっちむいてホイ！

山口まさよし 講談社 2019 6 E

へんしーん 谷川 晃一【作・絵】 偕成社 2000 9 E

くっつけてみよう 加賀美 健【著】
ケンエレブック

ス
2021 1 E

うたう！ももたろう スギヤマ カナヨ【著】
赤ちゃんとママ

社
2019 2 E

コんガらガっち　おそるおそるす
すめ！の本

ユーフラテス【作】 小学館 2010 12 E

へんてこたいそう 新井 洋行【作・絵】 小峰書店 2021 4 E

こどものとも絵本
まどのむこうのくだものなあに？

荒井真紀 福音館書店 2020 10 E

おうさまがかえってくる１００びょ
うまえ！

柏原 佳世子【著】 えほんの杜 2018 7 E

にんじゃじゃ！ 岡本 よしろう【作】 文渓堂 2021 1 E

福音館のかがくのほん
あまがえるりょこうしゃ　ちかた
んけん

松岡 たつひで【著】 福音館書店 2021 4 E

バジとあかいボール 松丘 コウ【作・絵】 フレーベル館 2021 1 E

ほんをひらいて

モリスン，トニ〈Ｍｏｒｒｉｓｏ
ｎ，Ｔｏｎｉ〉/モリスン，ス
レイド【文】〈Ｍｏｒｒｉｓｏｎ，
Ｓｌａｄｅ〉/ストリックラン
ド，シャドラ【絵】〈Ｓｔｒｉｃｋ
ｌａｎｄ，Ｓｈａｄｒａ〉/さくま
ゆみこ【訳】

ほるぷ出版 2014 10 E

幼児絵本ふしぎなたねシリーズ
おいしいおと

三宮麻由子/ふくしまあ
きえ

福音館書店 2008 12 E

幼児絵本ふしぎなたねシリーズ
でんしゃはうたう

三宮 麻由子【文】/みね
お みつ【絵】

福音館書店 2009 4 E

幼児絵本ふしぎなたねシリーズ
かぜフーホッホ

三宮 麻由子【文】/斉藤
俊行【絵】

福音館書店 2013 9 E

幼児絵本ふしぎなたねシリーズ
１００

名久井直子/井上佐由
紀

福音館書店 2020 2 E

かがくのとも絵本
このあいだになにがあった？

佐藤 雅彦/ユーフラテス
【作】

福音館書店 2017 5 E

かがくのとも絵本
中をそうぞうしてみよ

佐藤 雅彦/ユーフラテス
【著】

福音館書店 2012 3 E

かがくのとも絵本
アリからみると

桑原 隆一【文】/栗林 慧
【写真】

福音館書店 2004 6 E

令和３年度　1月新刊図書リスト・児童書



書　　　　　名 著　者　名 出版社 発行年 発行月 NDC

これなあに？かたぬきえほん
どうぶついろいろかくれんぼ

いしかわ こうじ【作・絵】 ポプラ社 2006 5 E

これなあに？かたぬきえほん
のりものいろいろかくれんぼ

いしかわ こうじ【作・絵】 ポプラ社 2006 5 E

これなあに？かたぬきえほん
くだものいろいろかくれんぼ

いしかわ こうじ【作・絵】 ポプラ社 2008 7 E

すみっコぐらしまちがいさがし
どこもかしこもすみっコ編

主婦と生活社 主婦と生活社 2021 6 E

すみっコぐらし　まちがいさがし
あっちもこっちもすみっコ編

主婦と生活社【編】 主婦と生活社 2018 6 K798

すみっコぐらしまちがいさがし
いつでもどこでもすみっコ編

主婦と生活社【編】 主婦と生活社 2017 7 K798

すみっコぐらしまちがいさがし
こんなところにもすみっコ編

主婦と生活社【編】 主婦と生活社 2016 7 E

すみっコぐらし　まちがいさがし
ここがおちつくんです編

主婦と生活社【編】 主婦と生活社 2015 8 E

おべんとうバス 真珠 まりこ【作・絵】
ひさかたチャイ

ルド
2006 1 E

おべんとうバスのかくれんぼ 真珠 まりこ【作・絵】
ひさかたチャイ

ルド
2021 8 E

スポーツの迷路―水泳、サッ
カー、スキー…６０競技をかけぬ
けろ！

香川 元太郎/香川 志織
【作・絵】/大野 益弘/星
野 恭子【監修】

ＰＨＰ研究所 2019 8 E

恐竜の迷路 - 化石がひらくナゾ
の世界

香川元太郎/香川志織 ＰＨＰ研究所 2020 8 E

無人島の迷路―冒険＆脱出サ
バイバル！

香川 元太郎/香川 志織
【作・絵】

ＰＨＰ研究所 2021 8 E

ガストンのきぶんをととのえるえ
ほん
かなしくなったらやってみて！

シーヌ，オーレリー・シア
ン・ショウ【文・絵】〈Ｃｈｉｎ
ｅ，Ａｕｒ´ｅｌｉｅ　Ｃｈｉｅｎ　Ｃ
ｈｏｗ〉/垣内 磯子【訳】

主婦の友社 2019 10 E

ガストンのきぶんをととのえるえ
ほん
こわくなったらやってみて！

シーヌ，オーレリー・シア
ン・ショウ【文・絵】〈Ｃｈｉｎ
ｅ，Ａｕｒ´ｅｌｉｅ　Ｃｈｉｅｎ　Ｃ
ｈｏｗ〉/垣内 磯子【訳】

主婦の友社 2019 10 E

ガストンのきぶんをととのえるえ
ほん
はずかしかったらやってみて！
―ガストンのきぶんをととのえる
えほん

シーヌ，オーレリー・シア
ン・ショウ【文・絵】〈Ｃｈｉｎ
ｅ，Ａｕｒ´ｅｌｉｅ　Ｃｈｉｅｎ　Ｃ
ｈｏｗ〉/垣内 磯子【訳】

主婦の友社 2021 2 E

ガストンのきぶんをととのえるえ
ほん
ねむれなかったらやってみて

シーヌ，オーレリー・シア
ン・ショウ【文・絵】〈Ｃｈｉｎ
ｅ，Ａｕｒ´ｅｌｉｅ　Ｃｈｉｅｎ　Ｃ
ｈｏｗ〉/垣内 磯子【訳】

主婦の友社 2020 7 E

ガストンのきぶんをととのえるえ
ほん
やきもちやいたらやってみて！

シーヌ，オーレリー・シア
ン・ショウ【文・絵】〈Ｃｈｉｎ
ｅ，Ａｕｒ´ｅｌｉｅ　Ｃｈｉｅｎ　Ｃ
ｈｏｗ〉/垣内 磯子【訳】

主婦の友社 2020 7 E

日本傑作絵本シリーズ
オニのサラリーマンしゅっちょう
はつらいよ

富安陽子/大島妙子 福音館書店 2017 10 E

日本傑作絵本シリーズ
オニのサラリーマンじごくの盆や
すみ

富安陽子/大島妙子 福音館書店 2019 6 E

日本傑作絵本シリーズ
オニのサラリーマンじごく・ごくら
く運動会

富安陽子/大島妙子 福音館書店 2021 9 E

Ｂａｂｙ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
りょうしりきがくｆｏｒ　ｂａｂｉｅｓ

クリス・フェリー/村山斉 サンマーク出版 2020 4 E



書　　　　　名 著　者　名 出版社 発行年 発行月 NDC

Ｂａｂｙ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
そうたいせいりろんｆｏｒ　ｂａｂｉｅｓ

クリス・フェリー/村山斉 サンマーク出版 2020 4 E

角川まんが科学シリーズ
どっちが強い！？もっと動物オリ
ンピック編―夏季も冬季も熱血
バトル

Ｘベンチャーオールス
ターズ【ストーリー】/ブ
ラックインクチーム【まん
が】/實吉 達郎【監修】

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2021 8 K480

小さな小さなウイルスの大きな
はなし

伊沢 尚子【文】/坂井 治
【絵】/中屋敷 均【監修】

くもん出版 2021 3 E

子供の科学・サイエンスブックス
ＮＥＸＴ
ひと目でわかる！ウイルス大解
剖―新型コロナからインフルエ
ンザまで電子顕微鏡写真とイラ
ストでビジュアル化！

川口 寧【監修】 誠文堂新光社 2020 12 K465

バクテリアブック―細菌、ウイル
スと、ふしぎな仲間たち

モールド，スティーブ
【著】/滝本 安里【訳】

化学同人 2020 11 K465

「ふつう」ってなんだ？―ＬＧＢＴ
について知る本

ＲｅＢｉｔ【監修】 学研プラス 2018 2 K367

せんろはつづく　にほんいっしゅ
う

鈴木 まもる【文・絵】 金の星社 2021 9 E

絵本のひろば
おばけのてんぷら

せなけいこ ポプラ社 1976 11 E

絵本・こどものひろば
おばけでんしゃ

内田 麟太郎【文】/西村
繁男【絵】

童心社 2007 6 E

ぼくひこうき ひがし ちから【作】 ゴブリン書房 2011 5 E

ミセスこどもの本
はろるどとむらさきのくれよん

クロケット・ジョンソン/岸
田衿子

文化出版局 1987 3 E

ポプラ社の絵本
ゆびたこ

くせ さなえ【作】 ポプラ社 2013 1 E

はるとあき
斉藤 倫/うきまる【作】/
吉田 尚令【絵】

小学館 2019 5 E

怪物園 ｊｕｎａｉｄａ 福音館書店 2020 12 E

かける はらぺこめがね【作】 佼成出版社 2021 1 E

ねんねこ ザ・キャビンカンパニー 小学館 2020 7 E

あかちゃんがわらうから おーなり 由子【著】 ブロンズ新社 2014 10 E

３００年まえから伝わる　とびきり
おいしいデザート

ジェンキンス，エミリー
【文】〈Ｊｅｎｋｉｎｓ，Ｅｍｉｌｙ〉
/ブラッコール，ソフィー
【絵】〈Ｂｌａｃｋａｌｌ，Ｓｏｐｈｉ
ｅ〉/横山 和江【訳】

あすなろ書房 2016 5 E

講談社の翻訳絵本
ジャーニー―女の子とまほうの
マーカー

ベッカー，アーロン【作】
〈Ｂｅｃｋｅｒ，Ａａｒｏｎ〉

講談社 2013 11 E

専門家と作ったスキンシップ絵
本
専門家と作ったスキンシップ絵
本　ぎゅ

はるな 檸檬【作・絵】/山
口 創【監修】

文響社 2020 12 E

おやすみとおはようのあいだ スギヤマ カナヨ【著】 めくるむ 2021 7 E

さわってごらん！よるの星
マシソン，クリスティ【作】
〈Ｍａｔｈｅｓｏｎ，Ｃｈｒｉｓｔｉ
ｅ〉/大友 剛【訳】

ひさかたチャイ
ルド

2016 8 E

くらいのなんか（そんなに）こわく
ない

ミルボーン，アンナ【文】
〈Ｍｉｌｂｏｕｒｎｅ，Ａｎｎａ〉/
リエリー，ダニエル【絵】
〈Ｒｉｅｌｅｙ，Ｄａｎｉｅｌ〉/青山
南【訳】

すばる舎 2020 2 E



書　　　　　名 著　者　名 出版社 発行年 発行月 NDC

コドモエのえほん
ねんねのおとがきこえるよ―エ
ゾリスみんとちゃんのおはなし

きたやま ようこ【著】 白泉社 2015 7 E

ねこすけくんがねているあいだ
に…

西野 精治【監修】/木田
哲生/伊東 桃代【編著】
/さいとう しのぶ【絵】

リーブル（練馬
区）

2021 4 E

子どもにしっかり教えたいお金
のことはじめてのお金教育えほ
ん
おかねをつかう！生きるのにか
かせないお金のはなし

マクレオド，シンダーズ
【作・絵】〈ＭｃＬｅｏｄ，Ｃｉｎ
ｄｅｒｓ〉/田中 靖浩/大加
瀬 裕美【訳】

岩崎書店 2019 11 E

おたのしみじどうはんばいき 宮知 和代【作】 アリス館 2016 6 E

とことこえほん
いらっしゃい

せな けいこ【作・絵】 童心社 2019 12 E

ペンギンのおかいもの さかざき ちはる【著】 ＷＡＶＥ出版 2014 10 E

コドモエのえほん
しろくまきょうだいのおかいもの

ｓｅｒｉｃｏ/たきのみわこ 白泉社 2021 9 E

うろおぼえ一家のおかいもの 出口 かずみ【作】 理論社 2021 2 E

ピッピ、お買い物にいく

リンドグレーン，アスト
リッド【作】〈Ｌｉｎｄｇｒｅｎ，
Ａｓｔｒｉｄ〉/ニイマン，イン
グリッド・ヴァン【絵】〈Ｎｙ
ｍａｎ，Ｉｎｇｒｉｄ　Ｖａｎｇ〉/
いしい としこ【訳】

徳間書店 2015 6 E

講談社の創作絵本
おかいものなんだっけ？

宮野 聡子【作】 講談社 2019 5 E

ねずみさんのおかいもの 多田 ヒロシ【作】 こぐま社 2010 7 E

マルコはとなりへおつかいに
なかで あきこ【作】/あさ
くら まや【絵】

くもん出版 2018 7 E

くるりんはじめてのおつかい―
ハリネズミのくるりん〈２〉

とりごえ まり【文・絵】 文渓堂 2004 4 E

しょうてんがいくん 大串 ゆうじ【作】 偕成社 2016 11 E

１００円たんけん
中川 ひろたか【文】/岡
本 よしろう【絵】

くもん出版 2016 10 E

ひゃっくん 竹中 マユミ【文・絵】 偕成社 2016 8 E

世界のお話傑作選
ハリネズミと金貨―ロシアのお
話

オルロフ，ウラジーミル
【原作】/田中 潔【文】/
オリシヴァング，ヴァレン
チン【絵】

偕成社 2003 12 E

たすひくねこ
にわ【作】/大迫 ちあき
【監修】

マイクロマガジ
ン社

2021 5 E

ポッポーきかんしゃよるさんぽ とよた かずひこ【著】 アリス館 2021 6 E

ふうせんとはりねずみ 新井 洋行【著】 佼成出版社 2021 5 E

婦人之友社の生活絵本
はるくんとるいちゃん　はじめて
のパンケーキ

たての きょうこ【作】/ま
つもと はるの【絵】

婦人之友社 2021 5 E

しましましましょ 北村 人【作】 小学館 2021 6 E

あなあき〇せいかつえほん
おはようポロン

フィリケ えつこ【作】 ほるぷ出版 2021 3 E

たいくつなにちようび ＭＩＣＡＯ【作・絵】 理論社 2021 3 E

なぁなぁ、あそぼー！ さいとう しのぶ【作】 岩崎書店 2021 4 E

フートンのおふとん 北村 裕花【作】 ＢＬ出版 2021 3 E


