
 

 

 

 

教養・実用書 
 

○ＭＡＧＡＺＩＮＨＯＵＳＥ ＭＯＯＫ クロワッサン  ／（マガジンハウス） 

    ・最高の睡眠。     ・心とからだの緊急メンテナンス。 

    ・工夫のある家で、すっきり暮らす。  ・かんたんヨガ＆整体。               
 

○材料２つから作れる！ 魔法のてぬきおやつ  

／てぬキッチン （ワニブックス） 

 

○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 （ワニブックス） 

 

○arikoの、今晩なに作る？ ありこんだて ／ariko （光文社） 



○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 （女子栄養大学出版部） 

 

○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） 

 

○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） 

 

○＃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） 
 

○実録保育士でこ先生  

／でこぽん吾郎 （ＫＡＤＯＫＡＷＡ） 

 

 



文芸書・小説 
 

○北緯４３度のコールドケース ／伏尾美紀 （講談社） 

 

○老いる意味 -うつ、勇気、夢 ／森村誠一 （中央公論社） 

 

○三体〈３〉 死神永生 上・下 ／劉慈欣、大森望 （早川書房） 
 

○ヒトコブラクダ層ぜっと 〈上〉〈下〉 ／万城目学 （幻冬舎） 
 

○月曜日の抹茶カフェ ／青山美智子 （宝島社） 

 

○新潮文庫 nex 天久鷹央の事件カルテ シリーズ  

／知念実希人 （新潮社） 

   ・魔弾の射手 

   ・久遠の檻 
 

 



 

 

 
 

○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 ／三宮麻由子、ふくしまあきえ （KADOKAWA） 

 

○小さなウイルスの大きなはなし ／井沢尚子、坂井治、中屋敷均 （くもん出版） 
   

○子供の科学・サイエンスブックス NEXT ひとめでわかる！ ウイルス大解剖 

－新型コロナウイルスからインフルエンザまで電子顕微鏡とイラストでビジュアル化  

／川口寧 （誠文堂新光社） 
 

○バクテリアブック -細菌、ウイルスと、ふしぎな仲間たち  

／スティーブ・モールド【著】、滝本安里【訳】 （化学同人） 
 

○「ふつう」ってなんだ？ -ＬＧＢＴについて知る本 ／ReBit （学研プラス） 



○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、香川詩織 （PHP 研究所） 
 

○恐竜の迷路 －化石がひらくナゾの世界 ／香川元太郎、香川詩織 （PHP 研究所） 
 

○無人島の迷路 －冒険＆脱出サバイバル！  

／香川元太郎、香川詩織 （PHP 研究所） 

 

★幼児絵本ふしぎなたねシリーズ （福音館書店） 

○おいしいおと ／三宮麻由子、ふくしまあきえ  

 

○でんしゃはうたう ／三宮麻由子、みねおみつ 

   

  ○かぜフーホッホ ／三宮麻由子、斉藤俊行 
 

○１００ ／名久井直子、井上佐由紀 
 

 



★かがくのとも絵本 （福音館書店） 

○このあいだになにがあった？ ／佐藤雅彦、ユーフラテス 

 

○中をそうぞうしてみよう ／佐藤雅彦、ユーフラテス 

 

○アリからみると ／桑原隆一、栗林慧 

 

★これなあに？ かたぬきえほん （ポプラ社） 

○どうぶついろいろかくれんぼ ／いしかわこうじ 

 

○のりものいろいろかくれんぼ ／いしかわこうじ 

 

○くだものいろいろかくれんぼ ／いしかわこうじ 

 

★Baby University ／クリス・フェリー、村山斉 （サンマーク出版） 

○りょうしきがく for babies 
 

○そうたいせいりろん for babis 



★すみっコぐらしまちがいさがし （主婦と生活社） 

○どこもかしこもすみっコ編 

 

○あっちもこっちもすみっコ編 

 

○いつでもどこでもすみっコ編 
 

○こんなところにもすみっコ編   

 

○ここがおちつくんです編  

 

★日本傑作絵本シリーズ オニのサラリーマン  

／富安陽子、大島妙子 （福音館書店） 

○しゅっちょうはつらいよ 
 

○じごくの盆やすみ 
 

○じごく・ごくらく運動会 



★ガストンのきぶんをととのえるえほん 

 ／オレリー・シアン・ショウ・シーヌ、垣内磯子【訳】 （主婦の友社） 

○かなしくなったらやってみて  ○こわくなったらやってみて 
 

○はずかしかったらやってみて ○ねむれなかったらやってみて 
 

○やきもちやいたらやってみて 
 

○おべんとうバス ／真珠まりこ （ひさかたチャイルド） 

 

○おべんとうバスのかくれんぼ  

／真珠まりこ （ひさかたチャイルド） 

 

○せんろはつづく にほんいっしゅう ／鈴木まもる （金の星社） 

 

○おやすみとおはようのあいだ ／スギヤマカナヨ （めくるむ） 

 

○わらべうたであそびましょ！ ／さいとうしのぶ （のら書店） 



○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） 

 

○パンツいっしょうめ ／苅田澄子【作】やぎたたみこ【絵】 （KADOKAWA） 

 

○もふもふちゃん ／ひらぎみつえ （岩崎書店） 

 

○おもちゃのチャチャチャ  

／市原淳【絵】 （ひらかたチャイルド） 

 

○おふろにはいろう ／三浦太郎 （童心社） 
 

○おばけなんてないさ ／せなけいこ【絵】 （ポプラ社） 

 

○めがねがね ／tupera tupera （ひさかたチャイルド） 

 

○きょうりゅうあっちむいてホイ！ ／山口まさよし （講談社） 

 



○へんしーん ／谷川晃一 （偕成社） 
 

○くっつけてみよう ／加賀美健 （ケンエレブックス） 

 

○うたう！ ももたろう ／スギヤマカナヨ （赤ちゃんとママ社） 

 

○コんガらガっち おそるおそるすすめ！の本  

／ユーフラテス （小学館） 

 

○へんてこたいそう ／新井洋行 （小峰書店） 

 

○まどのむこうのくだものなあに？ ／荒井真紀 （福音館書店） 

 

○おうさまがかえってくる１００びょうまえ！ 

 ／柏原佳世子 （えほんの社） 
 

○にんじゃじゃ！ ／岡本よしろう （文渓堂） 

 



○あまがえるりょうこうしゃ ちかたんけん  

／松岡たつひで （福音館書店） 

 

○バジとあかいボール ／松丘コウ （フレーベル館） 

 

○ほんをひらいて 

／トニ・モリスン、スレイド・モリスン【文】、 

シャドラ・ストリックランド【絵】、 

さくまゆみこ【訳】 （ほるぷ出版） 

 

○おばけのてんぷら ／せなけいこ （ポプラ社） 

 

○おばけでんしゃ ／内田麟太郎【文】、西村繁男【絵】 （童心社） 

 

○ぼくのひこうき ／ひがしちから（ゴブリン書房） 
 

 

 



○はろるどとむらさきのくれよん  

／クロケットジョンソン【作】、岸田衿子【訳】（文化出版局） 

 

○ゆびたこ ／くせさなえ （ポプラ社） 

 

○はるとあき ／斉藤倫、うきまる【作】、吉田尚令【絵】 （小学館） 

 

○怪物園 ／junaida （福音館書店） 

 

○かける ／はらぺこめがね （佼成出版社） 

 

○ねんねこ ／ザ・キャビンカンパニー （小学館） 

 

○あかちゃんがわらうから ／おーなり由子 （ブロンズ新社） 

 

○３００年前から伝わるとびきりおいしいデザート  

／エミリー・ジェンキンス【文】、 

ソフィー・ブラッコール【絵】、横山和江【訳】 （あすなろ書房） 



○ジャーニー -女の子とまほうのマーカー ／アローン・ベッカー （講談社） 

 

○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） 

 

○おばけのやだもん ／ひらのゆきこ （教育画劇） 

 

○さわってごらん！ よるの星  

／クリスティ・マシソン【作】、大友剛【訳】  

（ひさかたチャイルド） 
 

○くらいのなんか（そんなに）こわくない  

／アンナ・ミルボーン【文】、 

ダニエル・リエリー【絵】、青山南【訳】（すばす舎） 

 

○ねんねのおとがきこえるよ 

ーエゾリスみんとちゃんのおはなし 

／きたやまようこ （白泉社） 



○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、伊藤桃代【編著】、さいとうしのぶ【絵】 （リーブル） 

 

○おかねをつかう！ 生きるのにかかせないお金のはなし 

／シンダーズ・マクレオド【作・絵】、田中靖浩、大加瀬裕美【訳】 （岩崎書店） 

 

○おたのしみじどうはんばいき ／宮知和代 （アリス館） 

 

○いらっしゃい ／せなけいこ （童心社） 

 

○ぺんぎんのおかいもの ／さかがきちはる （WAVE 出版） 

 

○しろくまきょうだいのおかいもの ／たきのみわこ【文】、serico【絵】 （白泉社） 

 

○うろおぼえ －家のおかいもの ／出口かずみ （理論社） 

 

○おかいものなんだっけ？ ／宮野聡子 （講談社） 

 



○ピッピ、お買い物にいく ／アストリッド・リンドグレー【作】 

イングリッド・ヴァン・ニイマン【絵】、いしいとしこ【訳】 （徳間書店） 
 

○ねずみさんのおかいもの ／多田ヒロシ （こぐま社） 

 

○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） 

○しょうてんがいくん ／大串ゆうじ （偕成社） 

 

○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） 

 

○ひゃっくん ／竹中マユミ （偕成社） 

 

○ハリネズミと金貨 －ロシアのお話 ／ウラジーミル・オルロフ【原作】、 

田中潔【文】、ヴァレンチ・オリシヴァング【絵】 （偕成社） 
 

○たすひくねこ ／にわ【作】、大迫ちあき【絵】 （マイクロマガジン社） 
 



○ポッポ －きかんしゃよるさんぽ ／とよたかずひこ （アリス館） 

 

○ふうせんとはりねずみ ／新井洋行 （佼成出版社） 

 

○しましましましょ ／北村人 （小学館） 

 

○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） 

 

○あなあき○せいかつえほん おはようポロン 

／フィリケえつこ （ほるぷ出版） 
 

○たいくつなにちようび ／MICAO （理論社） 

 

○なぁなぁ、あそぼー！ ／さいとうしのぶ （岩崎書店） 

 

○フートンのおふとん ／北村裕花 （BL 出版） 


