
『おいで、アラスカ!』
（Ｙ９４９ ウオル）

アンナ・ウォルツ／作 野坂 悦子／訳

フレーベル館

おいしい牛乳、生活に欠かせない電気、お気に入

りのジーンズ…これらはどのように生まれ、あなたの

手元まで届くのでしょうか。みんな、とても長い旅を

してやってくるのです！

２０の身近なサービスのしくみを、楽しく解説する

社会科見学絵本。

『旅でみる世の中のしくみ大図解』
（Ｂ０３ ドイチ）

リビー・ドイチュ／作 バルプリ・ケルトゥラ／絵

ポプラ社
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ぜひお役立て

ください♪

パーケルは中学校に上がったばかりの女の子。
事情があり大好きな犬のアラスカを手放して
いましたが、いじわるなクラスメイトの元で介助犬に
なっていることを知りショックを受けます。

アラスカを助けるため、パーケルが取った作戦とは。

新 刊 絵 本 ピ ッ ク ア ッ プ

『いろがみえるのはどうして?』 （Ｅ グウイ）

キャサリン・バー／作 ユリヤ・グウィリム／絵

千葉 茂樹／訳 小学館

植物や動物、金属など、どんなものにでもある
ちいさなつぶ「しきそ」。ここに光が当たるとあらふし
ぎ！ 私たちの脳は色を感じ、目に伝えてくれるので
す。カタツムリが見ているのは白黒の世界？ 太陽の
光は本当は白い？ 身の回りにあふれる色のふしぎ
を、やさしい言葉とはっきりしたイラストで紹介してい
ます。

『あおいむぎわらぼうし』 （Ｅ ツチダ）

武鹿 悦子／作 土田 義晴／絵 鈴木出版

山のこぎつねは自転車に憧れています。ある
日、あおいむぎわらぼうしを被った男の子に出
会い、自転車に乗せてもらう約束をしました。と
ても楽しみにしていたこぎつねですが、約束の
日、いくら待っても男の子は現れなくて⋯。

『おにぎりをつくる』 （Ｅ ナガノ）

高山 なおみ／文 長野 陽一／写真 ブロンズ新社

みんな大好きなおにぎり。でも、どうやって作るの

でしょう。お米の炊き方、にぎりかた、用意するもの

等、作り方の基本を写真と共にわかりやすく教えてく

れます。読めば誰もが美味しいおにぎりが作れる一

冊です。
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あかちゃんあかちゃん　❤ おおい じゅんこ／文と絵 ハッピーオウル社 Eオオイ たべるたべるたべること
くすのき しげのり／作
小渕 もも／絵

おむすび舎 Ｅオブチ

あのほん　★ ひぐち みちこ／作 こぐま社 Ｅヒグチ ちかてつもぐらごう　★ 大森 裕子／作 交通新聞社 Ｅオオモ

いちご 荒井 真紀／さく 小学館 Ｅアライ でたでたでた　★ りとう ようい／作 絵本館 Ｅリトウ

いろいろいろんなからだのほん
メアリ・ホフマン／ぶん
ロス・アスクィス／え
すぎもと えみ／やく

少年写真新聞社 Ｅアスク どんなふうにみえるの?　❤ 林 木林／作　はた こうしろう／絵 鈴木出版 Ｅハタコ

いろんなでんしゃはっしゃしまーす　★ 岡本 雄司／作 アリス館 Ｅオカモ ねえさんの青いヒジャブ
イブティハージ・ムハンマド／文　S.K.アリ／文

ハテム・アリ／絵　野坂 悦子／訳 BL出版 Ｅアリハ

ウォッシュバーンさんが
いえからでない13のりゆう　★

中川 ひろたか／作
高畠 那生／絵

文溪堂 Ｅタカバ
はーい!　❤
はじめてのことば

中川 ひろたか／文
まるやま あやこ／絵

光村教育図書 Ｅマルヤ

うさぎがいっぱい　★
リチャード・スキャリー／さく
木坂 涼／やく

好学社 Ｅスキヤ はっけよーい　★ ケロポンズ／作　いぬんこ／絵 ポプラ社 Ｅイヌン

エリック・カールのえいごがいっぱい エリック・カール／絵 偕成社 Ｅカルエ はやくちことばのさんぽみち 平田 昌広／文　広野 多珂子／絵 アリス館 Ｅヒロノ

おいらとぼく　★ 長田 真作／作 文化学園文化出版局 Ｅナガタ ふかふかぽん!　★ 若菜 ひとし／作　若菜 きよこ／作 ひさかたチャイルド Ｅワカナ

おかいもの　❤ 前田 まゆみ／さく・え 主婦の友社 Ｅマエダ プレストとゼスト リンボランドをいく
アーサー・ヨーリンクス／文

モーリス・センダック／文・絵　青山 南／訳 岩波書店 Ｅセンダ

おふろにはいろ　❤
アン・グットマン／ぶん

ゲオルク・ハレンスレーベン／え

こばやし まき／訳　おかやま めぐみ／訳

ナショナル出版 Ｅハレン Mou（ムー） Naffy／作・絵 学研プラス Ｅナフイ

おわんわん　★
乾 栄里子／作
100%ORANGE／絵

ひさかたチャイルド Ｅヒヤク 焼けあとのおにぎり
うるしばら ともよし／作
よしだ るみ／絵

国土社 Ｅヨシダ

おんなじだあれ？　★ しもかわら ゆみ／作 あかね書房 Ｅシモカ ようこそ!ここはみんなのがっこうだよ
アレクザーンドラ・ペンフォールド／作

スーザン・カウフマン／絵　吉上 恭太／訳 鈴木出版 Ｅカウフ

きょうからほいくえん
エヴァ・モンタナーリ／作
石津 ちひろ／訳

岩崎書店 Ｅモンタ わたしたちの家が火事です
地球を救お うとよびかけ るグレタ・ トゥーンベ リ

ジャネット・ウィンター／文・絵
福本 友美子／訳

鈴木出版 Ｅウイン

こんなおおきなかず、みたことある?

100 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000のほし

セス・フィッシュマン／作

イザベル・グリーンバーグ／絵

竹内 薫／訳
偕成社 Ｅグリン わたしのペットはまんまるいし

スティーブン W.マーティン／作

サマンサ・コッテリル／絵　久保 陽子／訳 ポプラ社 Ｅコツテ

たかくとびたて女の子
ラケル・ディアス・レゲーラ／作
星野 由美／訳

汐文社 Ｅデイア わたしのやま　★
フランソワ・オビノ／作

ジェローム・ペラ／絵　谷川 俊太郎／訳 世界文化社 Ｅペラジ

オススメの新しい絵本

ます。


