
令和3年度　第1回読書ボランティアスキルアップ講座

「2021年のこどもの本　近刊紹介・展示会」

 2022年2月24日　神戸市立中央図書館

１.絵本　　※対象ごとに分けたうえでタイトル順　　※書架分類は中央図書館独自の分類です。他館では異なる可能性があります。

タイトル 著者名 出版社 問い合わせ番号 書架分類 対象

1 あかちゃんですよ はいどうぞ うしろよしあき文  鈴木智子絵 アリス館 PV:7200682375 エあ緑 乳

2 いっしょだねいっしょだよ きむらだいすけ作 講談社 PV:7200708372 エあ茶 乳

3 たいそうするよ 高畠純作・装丁 光村教育図書 PV:7200706524 エあ緑 乳

4 だんごむしコーロコロ 海野あした作 アルファポリス PV:7200701412 エあ茶 乳

5 ねむねむこうさぎ 麦田あつこ文  森山標子絵 ブロンズ新社 PV:7200681628 エあ茶 乳

6 パ・パ・パ・パパジャマ 石津ちひろ文  布川愛子絵 のら書店 PV:7200701410 エあ緑 乳

7 みんなおやすみ かきもとこうぞう絵  はせがわさとみ文 学研プラス PV:7200700859 エあ緑 乳

8 めんめんレース 五味ヒロミぶん  くわざわゆうこえ ほるぷ出版 PV:7200702901 エあ桃 乳

9 4ひきのちいさいおおかみ スベンヤ・ヘルマン文  ヨゼフ・ヴィルコン絵  石川素子訳 徳間書店 PV:7200675178 エ桃とく 幼

10 あかいてぶくろ 林木林文  岡田千晶絵 小峰書店 PV:7200706528 エ黄こみ 幼

11 あっ!そうなんだ!わたしのからだ 中野久恵, 星野恵編著  勝部真規子絵 エイデル研究所 PV:7200684882 エ赤えい 幼

12 あら、そんなの! 高橋和枝著 偕成社 PV:7200686308 エ黄かい 幼

13 いきものづくしものづくし 田中豊美[ほか作] 福音館書店 PV:7200710590 エ紫ふく 幼

14 石ころのスープ ジュディス・マリカ・リバーマン文  ゼイネップ・オザタライ絵  こだまともこ訳 光村教育図書 PV:7200703128 エ白みつ 幼

15 いってきます エミール・シェール作  チィン・レン絵  野坂悦子訳 化学同人 PV:7200708386 エ黄かか 幼

16 うろおぼえ一家のおかいもの 出口かずみ作 理論社 PV:7200679308 エ水りろ 幼

17 エイモスさんがバスに乗りおくれると フィリップ・C.ステッド文 エリン・E.ステッド絵 青山南訳 光村教育図書 PV:7200709898 エ白みつ 幼

18 おねぼうさんはだあれ? 片山令子文  あずみ虫絵 学研プラス PV:7200678325 エ黄かつ 幼

19 木のロボットと丸太のおひめさまのだいぼうけん トム・ゴールド作  金原瑞人訳 ほるぷ出版 PV:7200707680 エ灰ほる 幼

20 きょうものはらで エズラ・ジャック・キーツえ  石津ちひろやく 好学社 PV:7200702907 エ黄こう 幼

21 きんたろうようちえん やぎたみこ作 あかね書房 PV:7200700104 エ赤あか 幼

22 くまがうえにのぼったら アヤ井アキコ作 ブロンズ新社 PV:7200700862 エ茶ふろ 幼

23 くろねこのほんやさん シンディ・ウーメ文・絵  福本友美子訳 小学館 PV:7200693323 エ青しよ 幼

24 コールテンくんのクリスマス ドン・フリーマン原案  B.G.ヘネシー作  ジョディー・ウィーラー絵  木坂涼訳 好学社 PV:7200705876 エ行事クリ 幼

25 ごちそうたべにきてください 茂市久美子作  しもかわらゆみ絵 講談社 PV:7200674350 エ水色こ 幼

26 コップのすいえい 二宮由紀子作  朝倉世界一絵 フレーベル館 PV:7200690966 エ茶ふれ 幼

27 しずかな夏休み キムジヒョン作 光村教育図書 PV:7200690275 エ白みつ 幼

28 じゅんばんなんてきにしない テリー・ミルン作  いしいむつみ訳 BL出版 PV:7200704503 エ灰ひい 幼

29 しょうぼうしゃ、てんけんよし! 片平直樹ぶん  岡本よしろうえ 交通新聞社 PV:7200686305 エ黄こう 幼

30 チーターじまんのてんてんは みやけゆま作 BL出版 PV:7200687650 エ緑ち 幼

31 つきのばんにん ゾシエンカ作  あべ弘士訳 小学館 PV:7200701964 エ青しよ 幼

32 でんしゃくるかな? きくちちき作 福音館書店 PV:7200677568 エ紫ふく 幼

33 とうみんホテルグッスリドーゾ かめおかあきこ作 岩崎書店 PV:7200705043 エ赤いわ 幼

34 とっています 市原淳作 世界文化社 PV:7200674353 エ青せか 幼

35 どろんこおばけになりたいな 内田麟太郎作  石井聖岳絵 童心社 PV:7200687649 エ桃とう 幼

36 なりきりマイケルのきかんしゃりょこう ルイス・スロボドキンさく  こみやゆうやく 出版ワークス PV:7200672873 エ青しゆ 幼

37 にげろ!どろねこちゃん 竹下文子文  おくはらゆめ絵 教育画劇 PV:7200684898 エ黄きよ 幼

38 ハムおじさん 大桃洋祐さく・え 徳間書店 PV:7200705868 エ桃とく 幼

39 はやくちレストラン もぎあきこ作  森あさ子絵 金の星社 PV:7200682381 エ黄きん 幼

40 はるのひ 小池アミイゴ作・絵 徳間書店 PV:7200678329 エ桃とく 幼

41 ひばりに 内田麟太郎詩  うえだまこと絵 アリス館 PV:7200676806 エ赤あり 幼

42 ピンクいろのうさぎ たかおゆうこ作 講談社 PV:7200705041 エ黄こう 幼

43 ぼくかめた 長澤星作 WAVE出版 PV:7200682389 エ赤うえ 幼

44 まよなかのトイレ まるやまあやこさく 福音館書店 PV:7200684081 エ紫ふく 幼

45 真夜中のちいさなようせい シンソンミ絵と文  清水知佐子訳 ポプラ社 PV:7200689540 エ茶ほふ 幼

46 みち さいとうしのぶ作・絵 ひさかたチャイルド PV:7200677578 エ灰ひさ 幼

47 よあけ あべ弘士作 偕成社 PV:7200704495 エ黄かい 幼
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48 青い花のえかきさん ソーニャ・ハートネット文  ガブリエル・エヴァンス絵  みらいなな訳 童話屋 PV:7200710598 エ桃とう 低

49 アリ スージー・ウィリアムズ作  ハンナ・トルソン絵  渡邊真里訳 化学同人 PV:7200676844 エ黄かか 低

50 ヴォドニークの水の館 まきあつこ文  降矢なな絵 BL出版 PV:7200683069 エ灰ひい 低

51 おこめをつくるのうふののふさん 室井さと子作 新日本出版社 PV:7200706529 エ青しん 低

52 気のいいバルテクとアヒルのはなし クリスティーナ・トゥルスカ作・絵  おびかゆうこ訳 徳間書店 PV:7200681631 エ桃とう 低

53 こうさぎとおちばおくりのうた わたりむつこ作  でくねいく絵 のら書店 PV:7200705874 エ緑のら 低

54 水族館 ほりかわあやこさく 福音館書店 PV:7200692535 エ紫ふく 低

55 すいめん 高久至写真・文 アリス館 PV:7200693336 エ赤あり 低

56 ドガさんをおいかけて エヴァ・モンタナーリ作  安野亜矢子訳 文化学園文化出版局 PV:7200682391 エ茶ふん 低

57 ねえ、きいてみて! ソニア・ソトマイヨール文  ラファエル・ロペス絵  すぎもとえみ訳 汐文社 PV:7200700113 エ桃ちよ 低

58 はからはじまるカルシウムのはなし 伊沢尚子作  ダイスケ・ホンゴリアン絵 福音館書店 PV:7200678346 エ紫ふく 低

59 ふまんばかりのメシュカおばさん キャロル・チャップマンさく  アーノルド・ローベルえ  こみやゆうやく 好学社 PV:7200684903 エ黄こう 低

60 ほんやねこ = The Bookstore Cat 石川えりこ作 講談社 PV:7200705042 エ黄こう 低

61 楽園のむこうがわ ノリタケユキコ作  椎名かおる文 あすなろ書房 PV:7200689536 エ赤あす 中

タイトル 著者名 出版社 問い合わせ番号 書架分類 対象

1 きみのなまえ あんずゆき作  かなざわまゆこ絵 佼成出版社 PV:7200676809 Yアン 低　　

2 かせいじんのおねがい いとうひろし作 童心社 PV:7200705908 Yイト 低

3 くもとり山のイノシシびょういん かこさとし文  かこさとし, なかじまかめい絵 福音館書店 PV:7200674370 Yカコ 低

4 てんこうせいはおはなしやさん 北川チハル作  武田美穂絵 金の星社 PV:7200690302 Yキタ 低

5 プンスカジャム くどうれいん作  くりはらたかし絵 福音館書店 PV:7200701978 Yクド 低

6 オニタロウ こさかまさみ文  北村人絵 福音館書店 PV:7200675197 Yコサ 低

7 ひかる石のおはなし 小手鞠るい作  酒井以絵 あかね書房 PV:7200683097 Yコデ 低

8 あしたもオカピ 斉藤倫作  fancomi絵 偕成社 PV:7200687664 Yサイ 低

9 わたし、パリにいったの たかどのほうこ著 のら書店 PV:7200682426 Yタカ 低

10 さよならのたからばこ 長崎夏海作  ミヤハラヨウコ絵 理論社 PV:7200690304 Yナガ 低

11 けんだましょうぶ にしひらあかね作 福音館書店 PV:7200684925 Yニシ 低

12 葉っぱにのって 濱野京子作  しろさめ絵 金の星社 PV:7200680929 Yハマ 低

13 物語王さまとかじや ジェイコブ・ブランク文  ルイス・スロボドキン絵  八木田宜子訳 徳間書店 PV:7200703152 Yブラ 低

14 ながれぼしのランドセル 光丘真理作  コマツシンヤ絵 フレーベル館 PV:7200702932 Yミツ 低

15 チイの花たば 森絵都作  たかおゆうこ絵 岩崎書店 PV:7200705907 Yモリ 低

16 カメくんとイモリくん小雨ぼっこ いけだけい作  高畠純絵 偕成社 PV:7200674362 Yイケ 中

17 レッツキャンプ いとうみく作  酒井以絵 佼成出版社 PV:7200706558 Yイト 中

18 鬼ばばの島 今井恭子文  阿部結絵 小学館 PV:7200702930 Yイマ 中

19 どっちでもいい子 かさいまり作  おとないちあき絵 岩崎書店 PV:7200692550 Yカサ 中

20 りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんのゆうこ作  北見葉胡絵 講談社 PV:7200707703 Yカン 中

21 友だちは図書館のゆうれい 草野あきこ文  山田花菜絵 金の星社 PV:7200691564 Yクサ 中

22 さくら村は大さわぎ 朽木祥作  大社玲子絵 小学館 PV:7200678362 Yクツ 中

23 かずさんの手 佐和みずえ作  かわいちひろ絵 小峰書店 PV:7200693357 Yサワ 中

24 正吉とヤギ 塩野米松文  矢吹申彦絵 福音館書店 PV:7200689564 Yシオ 中

25 町にきたヘラジカ フィル・ストング作  クルト・ヴィーゼ絵  瀬田貞二訳 徳間書店 PV:7200675199 Yスト 中

26 バトン 中川なをみ作  大野八生画 くもん出版 PV:7200687671 Yナカ 中

27 ぼくの師匠はスーパーロボット 南田幹太作  三木謙次絵 佼成出版社 PV:7200685743 Yナン 中

28 エヴィーのひみつと消えた動物たち マット・ヘイグ作  宮坂宏美訳  ゆうこ絵 ほるぷ出版 PV:7200702934 Yヘイ 中

29 ロサリンドの庭 エルサ・ベスコフ作  菱木晃子訳  植垣歩子絵 あすなろ書房 PV:7200680932 Yベス 中

30 みんなのためいき図鑑 村上しいこ作  中田いくみ絵 童心社 PV:7200693359 Yムラ 中

31 お話のたきぎをあつめる人 ローレンティン妃, パウル・ヴァン・ローン作  西村由美訳  佐竹美保絵 徳間書店 PV:7200684928 Yロー 中

２.読み物　※対象ごとに分けたうえでタイトル順　※書架分類は中央図書館独自の分類です。他館では異なる可能性があります。
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32 わたしの気になるあの子 朝比奈蓉子作  水元さきの絵 ポプラ社 PV:7200677591 Yアサ 高

33 顔のない花嫁 K.R.アレグザンダー作  金原瑞人, 小松かほ訳 小学館 PV:7200693365 Yアレ 高

34 ヤーガの走る家 ソフィー・アンダーソン作  長友恵子訳 小学館 PV:7200679364 Yアン 高

35 ひまりのすてき時間割 井嶋敦子作  丸山ゆき絵 童心社 PV:7200708397 Yイジ 高

36 縄文の狼 今井恭子作  岩本ゼロゴ画 くもん出版 PV:7200689563 Yイマ 高

37 分解系女子マリー クリス・エディソン作  橋本恵訳 小学館 PV:7200688898 Yエデ 高

38 天の台所 落合由佳著 講談社 PV:7200703830 Yオチ 高

39 ぼくに色をくれた真っ黒な絵描き 北川佳奈作  しまざきジョゼ絵 学研プラス PV:7200676132 Yキタ 高

40 サイコーの通知表 工藤純子著 講談社 PV:7200680299 Yクド 高

41 ぼくの弱虫をなおすには K.L.ゴーイング作  久保陽子訳  早川世詩男絵 徳間書店 PV:7200693367 Yゴー 高

42 ジークメーア 斉藤洋作  にしざかひろみ絵 偕成社 PV:7200701427 Yサイ 高

43 ベランダに手をふって 葉山エミ作  植田たてり絵 講談社 PV:7200676135 Yハヤ 高

44 フレディ・イェイツのとんでもなくキセキ的な冒険 ジェニー・ピアソン作  岩城義人訳  ロブ・ビダルフ絵 岩崎書店 PV:7200689568 Yピア 高

45 パラゴンとレインボーマシン ジラ・ベセル作  三辺律子訳 小学館 PV:7200690307 Yベセ 高

46 あたしのおばあちゃんは、プタ ニーナ・ボーデン作  こだまともこ訳  金子恵絵 童話館出版 PV:7200676812 Yボー 高

47 チェスターとガス ケイミー・マガヴァン作  西本かおる訳 小峰書店 PV:7200703153 Yマガ 高

48 わたしが鳥になる日 サンディ・スターク‐マギニス作  千葉茂樹訳 小学館 PV:7200679365 Yマギ 高

49 セカイを科学せよ! 安田夏菜著 講談社 PV:7200705066 Yヤス 高～YA

50 夜明けをつれてくる犬 吉田桃子著  Naffy装画 講談社 PV:7200684923 Yヨシ 高

51 屋根に上る かみやとしこ作  かわいちひろ絵 学研プラス PV:7200709916 Yカミ ＹＡ

52 マイブラザー = MY BROTHER 草野たき著 ポプラ社 PV:7200707696 Yクサ ＹＡ

53 ポーチとノート こまつあやこ著 講談社 PV:7200706551 Yコマ ＹＡ

54 さいごのゆうれい 斉藤倫著  西村ツチカ画 福音館書店 PV:7200684089 Yサイ ＹＡ

55 黄色い夏の日 高楼方子著  木村彩子画 福音館書店 PV:7200702924 Yタカ ＹＡ

56 きみのいた森で ピート・ハウトマン作  こだまともこ訳 評論社 PV:7200676137 Yハウ ＹＡ

57 海を見た日 M.G.ヘネシー作  杉田七重訳 鈴木出版 PV:7200688357 Yヘネ ＹＡ

58 ボーダレス・ケアラー 山本悦子著  竹浪音羽画 理論社 PV:7200687663 Yヤマ ＹＡ

59 ゴースト・ボーイズ ジュエル・パーカー・ローズ著  武富博子訳 評論社 PV:7200684927 Yロー ＹＡ

タイトル 著者名 出版社 問い合わせ番号 分類 対象

1 6さいからつかえるパソコン たにぐちまこと著 技術評論社 PV:7200701416 00 低～

2 地球で暮らすきみたちに知ってほしい50のこと ラース・ヘンリク・オーゴード著  枇谷玲子訳 晶文社 PV:7200700871 03 高～

3 モノのできかた図鑑 スティーブン・ビースティー画  リチャード・プラット文  宮坂宏美訳 あすなろ書房 PV:7200701972 03 中～

4 博物館のバックヤードを探検しよう! DK社編  小林玲子訳 河出書房新社 PV:7200690290 06 中～

5 はにわ 若狭徹監修 スタジオタッククリエイティブ PV:7200709221 21 中～

6 子どもたちが綴った戦争体験 村山士郎著 新日本出版社 PV:7200701455 21 中～

7 エレキテルの謎を解け 鳴海風著  高山ケンタ画 岩崎書店 PV:7200708396 Pヒラ 高～

8 JPN47にっぽん絵図 タケムラナオヤ, オビカカズミ, カジハラキミ著  オフィス303編集 講談社 PV:7200679337 291 中

9 真実を発見!科学捜査 石澤不二雄監修 誠文堂新光社 PV:7200676109 31 中～

10 聞かせて、おじいちゃん 横田明子著  山田朗監修 国土社 PV:7200688349 31 中～

11 ポリポリ村のみんしゅしゅぎ 蒔田純文  おかやまたかとし絵 かもがわ出版 PV:7200686978 31 低～

12 絵で見てわかる核兵器禁止条約ってなんだろう? 川崎哲監修 旬報社 PV:7200700912 31 高～

13 SDGsで見る現代の戦争 伊勢崎賢治監修  関正雄SDGs監修 学研プラス PV:7200701418 31 中～

14 武器ではなく命の水をおくりたい中村哲医師の生き方 宮田律著 平凡社 PV:7200685745 33 高～

15 おやこで話す子どもの貧困 阿部彩著  斉藤みおイラスト 日本能率協会マネジメントセンターPV:7200706542 36 中～

16 「ちがい」ってなんだ? 井筒節, 飯山智史, 町田紘太監修 学研プラス PV:7200677602 36 中～

17 お仕事図鑑300 16歳の仕事塾監修 新星出版社 PV:7200691547 36 中～

3.主題　※分類順　※書架分類は中央図書館独自の分類です。他館では異なる可能性があります。
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18 災害伝承の大研究 佐藤翔輔監修 PHP研究所 PV:7200701968 36 中～

19 命をつなぐ防災 舩木伸江監修 偕成社 PV:7200672880 36 中～

20 世界のことわざ 時田昌瑞監修 ナツメ社 PV:7200700177 38 中～

21 ずかん世界のくつ・はきもの 鈴木絵美留監修 技術評論社 PV:7200701419 38 低～

22 自然の一生図鑑 林良博監修  子供の科学編集部編  片神貴子訳 誠文堂新光社 PV:7200705887 40 中～

23 そうだったのか!身近なもののはかり方図鑑 「そうだったのか!身近なもののはかり方図鑑」編集委員会編 文研出版 PV:7200678347 40 中～

24 マンガ年表歴史を変えた科学・技術100 上・下 目黒哲也企画・編集 学研プラス PV:7200678415 40 中～

26 ニュートンりきがくfor babies クリス・フェリーさく  村山斉かんやく サンマーク出版 PV:7200705862 42 幼・低

27 火星は… スザンヌ・スレード文  千葉茂樹訳  三河内岳監修 あすなろ書房 PV:7200692584 44 低～

28 絶景のふしぎ100 佐野充監修 偕成社 PV:7200674358 45 中～

29 鳥になった恐竜の図鑑 真鍋真, 川上和人監修 学研プラス PV:7200677604 45 中～

30 目で見るSDGs時代の異常気象のしくみ ジュディス・ラルストン, フレイザー・ラルストン著  片神貴子訳 さ・え・ら書房 PV:7200684910 45 中～

31 チバニアン誕生 岡田誠著 ポプラ社 PV:7200688767 45 高～

32 ふしぎ!光る生きもの大図鑑 近江谷克裕, 小江克典著 国土社 PV:7200695398 46 中～

33 入門図鑑わたしたちと世界の生きもの100 サイモン・バーンズ作  フラン・プレストン=ガノン絵  鳥見真生訳 あすなろ書房 PV:7200705893 48 中～

34 池の水なぜぬくの? 安斉俊著・絵  勝呂尚之監修 くもん出版 PV:7200680294 48 中～

35 世界のチョウ大図鑑 福田晴男監修・著  かとうけいこ著 国土社 PV:7200683098 48 中～

36 ナメクジはカタツムリだった? 武田晋一写真・文 岩崎書店 PV:7200690295 48 低～

37 信じられない現実の生きもの図鑑 DK社編  増田まもる監訳  瀧下哉代訳 東京書籍 PV:7200688351 48 低～

38 この世界からサイがいなくなってしまう 味田村太郎文 学研プラス PV:7200687658 48 中～

39 ホタルイカは青く光る 阿部秀樹写真と文 小学館 PV:7200691527 48 低～

40 動物はわたしたちの大切なパートナー 谷田創監修 WAVE出版 PV:7200710610 48 低～

41 生理のはなし 高橋怜奈監修  のはらあこ漫画 主婦と生活社 PV:7200707749 49 中～

42 お菓子はすごい! 柴田書店編  菅又亮輔[ほか著] 柴田書店 PV:7200680923 59 中～

43 もののつかいかたえじてん 坂本京子文  佐藤右志絵 スタジオタッククリエイティブ PV:7200686320 59 幼・低

44 捨てないパン屋の挑戦 井出留美著 あかね書房 PV:7200700124 59 中～

45 古典がおいしい!平安時代のスイーツ 前川佳代, 宍戸香美著 かもがわ出版 PV:7200700916 59 中～

46 日本庭園を楽しむ絵本 大野八生作 あすなろ書房 PV:7200683094 62 中～

47 くらべて発見やさいの「おなか」 農文協編  山中正大絵 農山漁村文化協会 PV:7200713050 62 低～

48 動物愛護ってなに? 浅川千尋監修 PHP研究所 PV:7200706546 64 中～

49 雑木林の20年 瀬長剛絵・文 偕成社 PV:7200705943 65 中～

50 木はおどろきでいっぱい ニコラ・デイビス文  ローナ・スコビー絵  桑田健訳  高部圭司監修 化学同人 PV:7200695377 65 低～

51 くじらの子 石川梵写真と文  宮本麗写真 少年写真新聞社 PV:7200688272 66 低～

52 鳥獣戯画と絵巻物 山本聡美監修 あかね書房 PV:7200673943 72 中～

53 自由帳みせて! すずきこうせい文・イラスト 福音館書店 PV:7200675180 72 低～

54 これが鳥獣戯画でござる 結城昌子構成・文 小学館 PV:7200683070 72 低～

55 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野境子著 国土社 PV:7200686322 72 高～

56 楽しいバレエ図鑑 新国立劇場バレエ団協力  阿部さや子監修 小学館 PV:7200712205 76 中～

57 方言ずかん 篠崎晃一監修  本作り空Sola編  山田タクヒロ絵 ほるぷ出版 PV:7200705900 81 中～

58 イラストでわかるオノマトペじてん 小野正弘監修 成美堂出版 PV:7200680925 81 中～

59 自由研究ようこそ!ことばの実験室コトラボへ 松浦年男著 ひつじ書房 PV:7200700877 81 高～

60 はじめまして きいてみよう スーザンももこ作・絵 岩崎書店 PV:7200707175 81にほんご 低～
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