
 

 

 

 
                              

 

 新しい本が入りました！

  

 

  

 タイトル 著者名 出版社名 

1 ウソをつく生きものたち 森  由民  (著 ), 村田  浩一 

(監修) 

緑書房 

2 算数すきすきメガネ (願いがかなう自動はんばいき) 山口タオ (著) 童心社 

3 だいじょうぶくん  魚住 直子 (著) ポプラ社 

4 げたばこかいぎ 村上しいこ (著) PHP研究所 

5 クロケのジャムとももふか草 島村木綿子 (著) 国土社 

6 マリー さんぽにいこっ とうやあや (著) 文研出版 

7 不思議のはじまり (浮遊館) たかはしみか (著) 学研プラス 

8 へのへのカッパせんせい: ドッタバタ さよなら 

がくげいかい!   

樫本 学(著) 小学館 

9 ともだち くすのきしげのり  (著) 小学館 

10 さかさまがっこう 苅田澄子 文渓堂 

11 ママがブタになった日 南田幹太(著), 藤本ともひこ 

(著) 

講談社 

12 量子力学体験ツアー 超ミクロの世界へ はばなおゆき 小峰書店 

13 1「もったいない」をしてみよう (わたしもできる! 

世界とつながる SDGs アクション) 

原琴乃 汐文社 

お待たせしました！！新しい本が入りました！！ 
以前みなさんからいただきましたリクエストにおこたえして 
低学年用、中学年用、高学年から中学生用の本をそれぞれ 
購入しました。 
下の紹介らんにあげられている本のタイトルをクリック 
していただくと、それぞれの本の内容紹介を見ることができます。 
是非ご覧ください。（リンク先は、各出版社ホームぺージです。） 
今回紹介する本は、図書室の『あたらしい本』のたなに 
並んでいます。ぜひ借りてみてください。    

 
   
 

図書だより 
                                                ２０２２年９月１０日 第 0３号 

                                            シンガポール日本語補習授業校 

 

○小学校低学年用の本○ 

https://www.midorishobo.co.jp/SHOP/1609.html
https://www.doshinsha.co.jp/search/info.php?isbn=9784494017492
https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4162005.html
https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-88047-1
https://www.kokudosha.co.jp/search/info.php?isbn=9784337336544
https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/book/9784580824898/
https://hon.gakken.jp/book/1020539900
https://www.shogakukan.co.jp/books/09289317
https://www.shogakukan.co.jp/books/09289317
https://www.shogakukan.co.jp/books/09725141
https://common.bunkei.co.jp/books/4219.html
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000361457
https://www.komineshoten.co.jp/search/info.php?isbn=9784338346023
https://www.choubunsha.com/book/9784811329017.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329017.php


 

 

 

 タイトル 著者名 出版社名 

14 2「ありがとう」の気持ちでたいせつに (わたしも

できる! 世界とつながる SDGsアクション) 

原琴乃 汐文社 

15 3「勇気をもって」やってみよう (わたしもできる! 

世界とつながる SDGs アクション) 

原琴乃 汐文社 

16 まちのおばけずかん おばけコンテスト 斉藤洋(作), 

宮本えつよし (絵) 

講談社 

17 ふしぎ町のふしぎレストラン １～５  三田村信行 （著） 

あさくらまや （絵） 

あかね書房 

18 ドラゴン最強王図鑑 (最強王図鑑シリーズ)  健部伸明 (監修), なん

ばきび ほか (絵) 

学研プラス 

19 野ばらの村のふねのたび (野ばらの村の物語シリ

ーズ 6)  

ジル・バークレム (著), 

こみや ゆう (翻訳) 

株式会社出版ワーク

ス 

20 まちがいまちにようこそ 斉藤倫 小峰書店 

21 レミーさんのひきだし 斉藤倫 小学館 

22 ピヤキのママ ペク・ヒナ ブロンズ新社 

23 のせのせせーの！ 斉藤倫 ブロンズ新社 

24 おはなしきょうしつ さいとうしのぶ PHP 研究所 

 タイトル 著者名 出版社名 

25 加藤英明 スーパーサバイバル入門 加藤 英明 新星出版社 

26 マインクラフト [木の剣のものがたりシリーズ 1 

～６] 

ニック・エリオポラス  (著), 
ルーク・フラワーズ (絵), 国
枝 祐希 (翻訳) 

技術評論社 

27 Orange 夕ぐれ時のふしぎ 堀米薫 (著), ao (イラスト) 国土社 

28 Yellow Green 友だちの木 おおぎやなぎちか (著), ao 

(イラスト) 

国土社 

29 学校のおばけずかん ハイ! 斉藤 洋  (著), 宮本 えつよ

し (著) 

講談社 

30 ３びきのかわいいオオカミ ユージン・トリビザス(著) 冨山房 

31 病院図書館の青と空 令丈 ヒロ子  (著) 講談社 

32 あっちもこっちもこの世はもれなく いとう みく  (著), ころり

よ (イラスト) 

PHP研究所 

33 ×××HOLiC 映画ノベライズ CLAMP (原著), 時海 結以  

(著) 

講談社 

34 ひみつの地下図書館 クモの巣で大さわぎ?! アビー・ロングスタッフ 

(著), 代田 亜香子 (翻訳) 

ほるぷ出版 

35 ライラックどおりのおひるごはん: みんなでたべ

たい せかいのレシピ 

フェリシタ・サラ (著, イラ

スト), 石津 ちひろ (翻訳) 

ビーエル出版 

○中学年用の本○ 

https://www.choubunsha.com/book/9784811329024.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329024.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329031.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329031.php
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000359649
https://www.akaneshobo.co.jp/search/series.php?isbn=S9784251043818
https://hon.gakken.jp/book/1020554000
https://spn-works.com/book/%E9%87%8E%E3%81%B0%E3%82%89%E3%81%AE%E6%9D%91%E3%81%AE%E3%81%B5%E3%81%AD%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%81%B3/
https://www.komineshoten.co.jp/search/info.php?isbn=9784338261357
https://www.shogakukan.co.jp/books/09725084
https://www.bronze.co.jp/books/9784893097064/
https://www.bronze.co.jp/books/9784893097057/
https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-78418-2
https://www.shin-sei.co.jp/np/isbn/978-4-405-07326-5/
https://gihyo.jp/book/2019/978-4-297-11028-4
https://gihyo.jp/book/2019/978-4-297-11028-4
https://www.kokudosha.co.jp/search/info.php?isbn=9784337041011
https://www.kokudosha.co.jp/search/info.php?isbn=9784337041028
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000363254
http://fuzambo.net/gaikokunoehon.html
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000363637
https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-88045-7
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000364594
https://www.holp-pub.co.jp/book/b604508.html
https://www.blg.co.jp/blp/n_blp_detail.jsp
https://www.blg.co.jp/blp/n_blp_detail.jsp


 

 

36 

 

まんがで身につく めざせ! あしたの算数王 (8) 

規則性を見つける 

ゴムドリ co. 岩崎書店 

37 

 

まんがで身につく めざせ！ あしたの算数王 (9) 

表とグラフ 

ゴムドリ co. 岩崎書店 

38 まんがで身につく  めざせ！  あしたの算数王 

(10) 立体図形の性質 

ゴムドリ co. 岩崎書店 

39 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ 

ストーリーブック 
サンエックス 主婦と生活社 

40 びょうきや けがを なおす しごと (どうぶつ

園のじゅうい) 
植田 美弥 金の星社 

41 ぜつめつから すくう しごと (どうぶつ園のじ

ゅうい) 
植田 美弥 金の星社 

42 赤ちゃんを まもる しごと (どうぶつ園のじゅう

い)  

植田 美弥 金の星社 

43 まじょのナニーさん(既刊 8 巻) (単行本)  藤 真知子 ポプラ社 

44 やばいことわざ 齋藤 孝  アスコム 

45 すごい四字熟語 柳生 好之 アスコム 

46 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂にようこそ: 公式ガイド

ブック 
廣嶋玲子 偕成社 

47 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 15～17 廣嶋玲子 偕成社 

48 ばけねこキッチン (わくわくライブラリー)  佐川 芳枝 講談社 

49 ことばの由来: クイズで国語が好きになる!!  丸田博之 小学館 

50 1 女の子が意見をはっきり言うなんて! ? ほか 

(きめつけないで! 「女らしさ」「男らしさ」 

みんなを自由にするジェンダー平等) 

治部れんげ  汐文社 

51 2 泣くのは男らしくない! ? ほか (きめつけな

いで! 「女らしさ」「男らしさ」~みんなを自由

にするジェンダー平等~) 

治部れんげ  汐文社 

52 3 校長先生はほとんど男の人! ? ほか (きめつ

けないで! 「女らしさ」「男らしさ」~みんなを

自由にするジェンダー平等~) 

治部れんげ  

汐文社 

53 日本のことばずかん そら 神永 曉 講談社 

54 日本のことばずかん いろ 神永 曉 講談社 

55 理科と算数で検証したら、わかってしまった昔

話の真実 2 世界のお話編 
柳田理科雄 フレーベル館 

56 1 一人でいるときに自然災害にあったら~わた

しの防災 (もしものときにそなえよう! 命を守る防災)  
佐伯潤 汐文社 

57 はたらく細菌(1~3) (講談社青い鳥文庫) 吉田 はるゆき 講談社 

58 タブレット・チルドレン 村上しいこ さ・え・ら書房 

59 1アジア人差別が起こした銃撃事件 ほか (止め

たい! 人種差別) 
川島正樹 汐文社 

https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b378932.html
https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b378932.html
https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b431712.html
https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b431712.html
https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b431713.html
https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b431713.html
https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/978-4-391-15673-7/
https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/978-4-391-15673-7/
https://www.kinnohoshi.co.jp/search/info.php?isbn=9784323041742
https://www.kinnohoshi.co.jp/search/info.php?isbn=9784323041742
https://www.kinnohoshi.co.jp/search/info.php?isbn=9784323041766
https://www.kinnohoshi.co.jp/search/info.php?isbn=9784323041766
https://www.kinnohoshi.co.jp/search/info.php?isbn=9784323041759
https://www.kinnohoshi.co.jp/search/info.php?isbn=9784323041759
https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/4900197.html
https://www.ascom-inc.jp/books/detail/978-4-7762-1095-5.html
https://www.ascom-inc.jp/books/detail/978-4-7762-1149-5.html
https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784036356003
https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784036356003
https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784036357505
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000357227
https://www.shogakukan.co.jp/books/09227320
https://www.choubunsha.com/book/9784811329239.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329239.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329239.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329246.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329246.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329246.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329253.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329253.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329253.php
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000357195
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000358590
https://www.froebel-kan.co.jp/book/detail/9784577049167/
https://www.froebel-kan.co.jp/book/detail/9784577049167/
https://www.choubunsha.com/book/9784811327952.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811327952.php
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000361651
https://saela.co.jp/%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%AC%E3%83%B3/
https://www.choubunsha.com/book/9784811329048.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329048.php


 

 

 

 

 

 

60 わたしのアメリカンドリーム (文学の扉)  ケリー・ヤン 講談社 

61 ふしぎの森のふしぎ  ヤン・パウル・スクッテン 化学同人 

62 科学法則大全 ブライアン・クレッグ 化学同人 

63 おさるのジョージ 第 1集〈全 4 冊〉 M.レイ H.A.レイ 岩波書店 

64 もっと！ すみっコぐらしのことわざ 108 寺田 真央 講談社 

65 すみっコぐらしの 勉強が好きになる方法 主婦と生活社 主婦と生活社 

66 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ 小宮山 みのり 講談社 

67 親子でかんたん スクラッチプログラミングの

図鑑 【Scratch 3.0 対応版】 (まなびのずかん) 
山本 光 技術評論社 

68 人狼サバイバル 9 シリーズ 甘雪 こおり 青い鳥文庫 

69 世界一クラブ 15 シリーズ 大空なつき KADOKAWA 

 タイトル 著者名 出版社名 

71 嵐の守り手 1～３シリーズ 
キャサリン・ドイル (著), 村
上利佳 (翻訳) 

評論社 

72 #マイネーム 黒川裕子 (著) さ・え・ら書房 

73 感染症と人類の歴史 公衆衛生 おおつか のりこ 文研出版 

74 データを知ろう 稲田修一 小峰書店 

75 ビッグデータで世界はこんなに変わる 稲田修一 小峰書店 

76 今日からきみもデータ名人 稲田修一 小峰書店 

77 鳥になった恐竜の図鑑 真鍋 真 学研プラス 

78 あしたへの翼 おばあちゃんを介護したわたしの春 中島信子 汐文社 

79 
5 分後に意外な結末 ex 琥珀にとじこめられた

未来 
桃戸ハル 学研プラス 

80 
社会-物流は室町時代から (はじまりはいつ?今

につながるくらしと文化) 

幸運社 
汐文社 

81 
ネットの写真は SNS で使ってもいいの? (改訂

新版 学校で知っておきたい 著作権)  
小寺信良 汐文社 

82 絵本で知ろう二十四節気 冬 ふじもと みさと 文研出版 

83 
その情報、信用して大丈夫? (1人 1 台時代の

情報モラル) 
原克彦 汐文社 

84 
スティーブン・ホーキング (小さなひとりの大

きなゆめ)  

マリア・イサベル・サンチェ

ス・ベガラ  
ほるぷ出版 

85 
アフガニスタンのひみつの学校: ほんとうにあ

ったおはなし 
ジャネット・ウィンター さ・え・ら書房 

86 
大人になってこまらないマンガで身につくお金

のちしき 
泉 美智子 金の星社 

87 図解大事典 猛毒生物 加藤 英明 新星出版社 

88 謎解きホームルーム 1～４ 日本児童文芸家協会 新星出版社 

○高学年以上の本○ 

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000357342
https://www.kagakudojin.co.jp/book/b598587.html
https://www.kagakudojin.co.jp/book/b597918.html
https://www.iwanami.co.jp/book/b255004.html
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000365055
https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/978-4-391-15599-0/
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000357197
https://gihyo.jp/book/2018/978-4-7741-9387-8
https://gihyo.jp/book/2018/978-4-7741-9387-8
http://aoitori.kodansha.co.jp/series/jinrou-survival/
https://tsubasabunko.jp/product/sekaiichi/
https://www.hyoronsha.co.jp/search/9784566024670/
https://saela.co.jp/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%A0/
https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/library/9784580886803/
https://www.komineshoten.co.jp/search/info.php?isbn=9784338345019
https://www.komineshoten.co.jp/search/info.php?isbn=9784338345026
https://www.komineshoten.co.jp/search/info.php?isbn=9784338345033
https://hon.gakken.jp/book/1450133300
https://www.choubunsha.com/book/9784811329291.php
https://hon.gakken.jp/book/1020547900
https://hon.gakken.jp/book/1020547900
https://www.choubunsha.com/book/9784811328652.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811328652.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811313177.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811313177.php
https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/library/9784580824867/
https://www.choubunsha.com/book/9784811329277.php
https://www.choubunsha.com/book/9784811329277.php
https://www.holp-pub.co.jp/book/b599826.html
https://www.holp-pub.co.jp/book/b599826.html
https://saela.co.jp/%E3%80%90%E6%96%B0%E5%88%8A%E3%83%BB%E8%BF%91%E5%88%8A%E3%80%91%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%81%B2%E3%81%BF%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%AD%A6%E6%A0%A1-%E3%81%BB/
https://saela.co.jp/%E3%80%90%E6%96%B0%E5%88%8A%E3%83%BB%E8%BF%91%E5%88%8A%E3%80%91%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%AC%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%81%B2%E3%81%BF%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%AD%A6%E6%A0%A1-%E3%81%BB/
https://www.kinnohoshi.co.jp/search/info.php?isbn=9784323053295
https://www.kinnohoshi.co.jp/search/info.php?isbn=9784323053295
https://www.shin-sei.co.jp/np/isbn/978-4-405-07313-5/
https://www.shin-sei.co.jp/np/isbn/978-4-405-07324-1/

