
タイトル 作者 出版社 図書館

1
紙パルプ日本とアジア

２０２１
紙業タイムス社 テックタイムス 川之江

2
戦争孤児たちの戦後史　1

総集編
浅井春夫 吉川弘文館 川之江

3
戦争孤児たちの戦後史　2

西日本編
平井 美津子 吉川弘文館 川之江

4
戦争孤児たちの戦後史　３

東日本・満洲編
浅井春夫 吉川弘文館 川之江

5 ワクワク！！ローカル鉄道路線　中国・四国・九州・沖縄編 梅原 淳 ゆまに書房 川之江

6
四国別格二十霊場札所めぐりルートガイド　八十八ケ所と共に巡る

お遍路

四国路おへんろ倶

楽部
メイツユニバーサルコンテンツ 川之江

7 空海人生お遍路 名取芳彦 幻冬舎 川之江

8 エコクラフトで作るちっちゃな仲間たち 鈴木ルミ子 ブティック社 川之江

9
古木明美のエコクラフトで作るバッグとかご ベストセレクション

 古木 明美 日本ヴォーグ社 川之江

10 やさしい切り紙　旅と世界を切りとる 矢口加奈子 池田書店 川之江

11 活発脳をつくる６０歳からの切り紙 古賀良彦 主婦の友社 川之江

12
ｎａｎａｈｏｓｈｉの花おりがみ

ＢＯＯＫ
たかはしなな

ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻ

ﾙｺﾝﾃﾝﾂ
川之江

13 暮らしが華やぐ実用折り紙 小林一夫 池田書店 川之江

14 やきもの文様事典 陶工房編集部 誠文堂新光社 川之江

15 ビジュアル「毒」図鑑２００種　美しく恐ろしい毒物の世界！ 齋藤勝裕 秀和システム 川之江

16 図説世界地下名所百科 クリス・フィッチ 原書房 川之江

17 はたらく細胞めくって学べる！からだのしくみ 講談社/編 講談社 川之江

18 こども地政学　なぜ地政学が必要なのかがわかる本 バウンド カンゼン 川之江

19 いきもの必殺技図鑑　いきものたちが繰り出すすごい必殺技 實吉達郎 カンゼン 川之江

20 図解未来を考えるみんなのエネルギー　２ 小泉光久 汐文社 川之江

21 図解未来を考えるみんなのエネルギー　３ 小泉光久 汐文社 川之江

22
世界にほこる和紙　〔１〕

和紙のよさと作り方
増田勝彦 金の星社 川之江

23
世界にほこる和紙　〔２〕

和紙の美しさと歴史
増田勝彦 金の星社 川之江

24
世界にほこる和紙　〔３〕

伝統工芸のよさを伝えよう
増田勝彦 金の星社 川之江

　　寄贈目録 2021　全図書館分



25 頭の中で、何が起きてるの？いちばんやさしい「脳」の絵本 ベティナ・イップ 河出書房新社 川之江

26 そうだったのか！身近なもののはかり方図鑑　ビジュアル解説！ 編集委員会 文研出版 川之江

27 ペットボトルで育てよう　〔１〕 谷本雄治 汐文社 川之江

28 絵で見て学べる！お金ってなんだろう？ 泉美智子 インプレス 川之江

29
マンガでわかる世の中の「ウソ」から身を守る　情報との正しい接

し方
下村健一 学研プラス 川之江

30 しょうぼうしゃ、てんけんよし！のりもののひみつ 片平直樹 交通新聞社 川之江

31 たけのこなんのこ？ ひさかたチャイルド 川之江

32 うまれたよ！トカゲ 関慎太郎 岩崎書店 川之江

33 うまれたよ！ハンミョウ 青木由親 岩崎書店 川之江

34 潜入！天才科学者の実験室　１ 佐藤文隆 汐文社 川之江

35 潜入！天才科学者の実験室　2 佐藤文隆 汐文社 川之江

36 潜入！天才科学者の実験室　3 佐藤文隆 汐文社 川之江

37 潜入！天才科学者の実験室　4 佐藤文隆 汐文社 川之江

38 ドラえもん探究ワールド地理が学べる世界の家づくり 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 川之江

39 ドラえもん科学ワールド乗り物と交通 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 川之江

40 調べるまとめる発表する調べ学習パーフェクトガイド 稲葉茂勝 新日本出版社川之江

41 ぷっくりえんどうまめ いわさゆうこ 童心社 川之江

42 あの湖のあの家におきたこと
トーマス・ハー

ディング
クレヨンハウス 川之江

43 環境破壊モンスターから地球を救おう！
マリー・Ｇ・ロー

デ
河出書房新社 川之江

44 プラスチックのうみ ミシェル・ロード 小学館 川之江

45 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
ポプラ社 川之江

46 ジョナスのかさ
ジョシュ・クルー

ト
光村教育図書 川之江

47 動物Ｎｏ．１図鑑 藤原尚太郎 文響社 川之江

48 恐竜・古生物Ｎｏ．１図鑑 土屋健 文響社 川之江

49 空よ！ 内田麟太郎 アリス館 川之江

50
あたまがよくなる！最強なぞなぞだいじてん

デラックス　なぞなぞ６０５もん
近野十志夫 学研プラス 川之江



51 科学のふしぎ366 左巻健男 きずな出版 おやこ

52 こども衛生学 宮崎美沙子 新星出版 おやこ

53 ひばりに 内田麟太郎 アリス館 おやこ

54 子どもが安全にくらすために読む絵本　わるいのはじてんしゃ？ タナカヒロシ ベースボールマガジン社 おやこ

55 子どもが安全にくらすために読む絵本　みぎ、ひだり、みぎ タナカヒロシ ベースボールマガジン社 おやこ

56 南極のさかな大図鑑 岩見哲夫 福音館書店 おやこ

57 分解する図鑑 森下信 小学館 おやこ

58 あそぼう！はなのこたち
えりざべす・イワ

ノフフキー
岩波書店 おやこ

59 子どもが安全にくらすために読む絵本　いかのおすし タナカヒロシ ベースボールマガジン社 おやこ

60 ずかんウイルス 武村政春 技術評論社 おやこ

61 子どもが安全にくらすために読む絵本　こーろんだこーろんだ タナカヒロシ ベースボールマガジン社 おやこ

62 小学生から楽しむきらきらRubyプラミング 高尾宏冶 日経BP おやこ

63 大人は知らない今ない仕事図鑑１００ 澤井智敦 講談社 おやこ

64 まっている。 村上康成 講談社 おやこ

65 なぜ？どうして？1年生 村上哲哉 高橋書店 おやこ

66 なぜ？どうして？２年生 村上哲哉 高橋書店 おやこ

67 なぜ？どうして？3年生 村上哲哉 高橋書店 おやこ

68 なぜ？どうして？4年生 村上哲哉 高橋書店 おやこ

69 水引細工のアクセサリー ｍizuhikimie ブティック社 おやこ

70 エコクラフトで作る編地を楽しむかご 新関まゆみ 朝日新聞出版 おやこ

71 感染症の歴史
　リチャード・ガ

ンダーマン
原書房 三島

72 仏辞苑 松本 慈恵ほか 国書刊行会 三島

73 人間椅子（乙女の本棚） 江戸川乱歩 立東舎 三島

74 月夜とめがね（乙女の本棚） 小川未明 立東舎 三島

75 赤とんぼ（乙女の本棚） 新美南吉 立東舎 三島

76 外科室（乙女の本棚） 泉鏡花 立東舎 三島



77 蜜柑（乙女の本棚） 芥川龍之介 立東舎 三島

78 檸檬（乙女の本棚） 梶井基次郎 立東舎 三島

79 猫町（乙女の本棚） 萩原朔太郎 立東舎 三島

80 バイバイばいきんさん・うがいのまき たかいよしかず 国土社 三島

81 バイバイばいきんさん・てあらいのまき たかいよしかず 国土社 三島

82 バイバイばいきんさん・はみがきのまき たかいよしかず 国土社 三島

83 バイバイばいきんさん・マスクのまき たかいよしかず 国土社 三島

84 ことばの天才ウキウキ小学1年生 榊原洋一 講談社 三島

85 せいかつの天才ウキウキ小学1年生 榊原洋一 講談社 三島

86 かがくの天才ウキウキ小学1年生 榊原洋一 講談社 三島

87 なかよしの天才ウキウキ小学1年生 榊原洋一 講談社 三島

88 からだの天才ウキウキ小学1年生 榊原洋一 講談社 三島

89 さんすうの天才ウキウキ小学1年生 榊原洋一 講談社 三島

90 いちねんせいのいちにち おかしゅうぞう 佼成出版社 三島

91 なぜ？どうして?科学のぎもん2年生 森本信也 学研プラス 三島

92 花さき山 斎藤隆介 岩崎書店 三島

93 アニメおしりたんてい6 ポプラ社 三島

94 アニメおしりたんてい3 ポプラ社 三島

95 アニメおしりたんてい2 ポプラ社 三島

96 アニメおしりたんてい1 ポプラ社 三島

97 うみの100かいだてのいえ いわいとしお 偕成社 三島

98 100かいだてのいえ いわいとしお 偕成社 三島

99 絶体絶命ゲーム9 藤ダリオ KADOKAWA 三島

100 6年1組黒魔女さんが通る！！13 石崎洋司 講談社 三島

101 6年1組黒魔女さんが通る！！12 石崎洋司 講談社 三島

102 ネコ魔女見習いミルク4 ポーラハリソン 小学館 三島



103 レイワ怪談十六夜の章 ありがとう・あみ 学研プラス 三島

104 王女さまのお手紙つき12 ポーラハリソン 学研プラス 三島

105 ねずみくんのチョッキ なかえよしを ポプラ社 三島

106 おばけのてんぷら せなけいこ ポプラ社 三島

107 カタカナ英語キャラクター図鑑 いとうみつる 宝島社 三島

108 ある町の高い煙突 新田次郎 文春文庫 三島

109 ファーブル昆虫記の虫たち　kumada chikabo's world2 熊田千佳慕 小学館 土居

110 ファーブル昆虫記の虫たち　kumada chikabo's world3 熊田千佳慕 小学館 土居

111 ファーブル昆虫記の虫たち　kumada chikabo's world4 熊田千佳慕 小学館 土居

112 ファーブル昆虫記の虫たち　kumada chikabo's world5 熊田千佳慕 小学館 土居

113 恐竜の迷路　化石がひらくナゾの世界 香川元太郎 PHP研究所 土居

114 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 PHP研究所 土居

115 忍者の迷路戦国時代を大冒険！ 香川元太郎 PHP研究所 土居

116 おもちゃの迷路　よなかにめざめるふしぎな世界 香川元太郎 PHP研究所 土居

117 お化けの迷路　幽霊の学校をぬけて地獄の迷宮へ 香川元太郎 PHP研究所 土居

118 水の国の迷路　水族館から川、海、深海の旅へ 香川元太郎 PHP研究所 土居

119 動物の迷路　ウサギ、コアラ、ライオン･･･２５０種大集合 香川元太郎 PHP研究所 土居

120 かずの冒険　迷路&かくし絵&クイズ　野山編 香川元太郎 PHP研究所 土居

121 物語の迷路　アンデルセンから宮沢賢治の世界まで 香川元太郎 PHP研究所 土居

122 宇宙の迷路　太陽系をめぐって銀河のかなたへ！ 香川元太郎 PHP研究所 土居

123 昆虫の迷路　秘密の穴をとおって虫の世界へ 香川元太郎 PHP研究所 土居

124 時の迷路　続 香川元太郎 PHP研究所 土居

125 伝説の迷路ヤマタノオロチの世界から神話と物語の旅へ 香川元太郎 PHP研究所 土居

126 進化の迷路　原始の海から人類誕生まで 香川元太郎 PHP研究所 土居

127 自然遺産の迷路　屋久島発世界一周旅行へ 香川元太郎 PHP研究所 土居

128 文明の迷路　古代都市をめぐってアトランティスへ 香川元太郎 PHP研究所 土居



129 時の迷路　恐竜時代から江戸時代まで 香川元太郎 PHP研究所 土居

130 かげはどこ 木坂　涼 福音館書店 土居

131 すずめくんどこでごはんたべるの？マルシャークの詩より たしろちさと 福音館書店 土居

132 のげしとおひさま 甲斐信枝 福音館書店 土居

133 のっていこう 木内達朗 福音館書店 土居

134 あかくんでんしゃとはしる あんどうとしひこ 福音館書店 土居

135 かぜフーホッホ 三宮麻由子 福音館書店 土居

136 いけのおと 松岡達英 福音館書店 土居

137 くさはらどん 松岡達英 福音館書店 土居

138 ちいさなき 神沢利子 福音館書店 土居

139 てのひらおんどけい 浜口哲一 福音館書店 土居

140 おおきくなりたいこりすのもぐ 征矢　清 福音館書店 土居

141 でんしゃはうたう 三宮麻由子 福音館書店 土居

142 あかくんまちをはしる あんどうとしひこ 福音館書店 土居

143 WHAT　IS　LIFE？ ポール・ナース ダイヤモンド社 土居

144 ねこしき哀しくてもおなかは空くし明日はちゃんとやってくる 猫沢エミ TAC株式会社出版事業部 土居

145
独学大全絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技

法
読書猿 ダイヤモンド社 土居

146 ものがたりの家 吉田誠治 パイインターナショナル 土居

147 家庭でできるおいしいブルーベリー栽培12か月 荻原勲 家の光協会 土居

148 家庭でできるおいしいイチゴづくり1２か月 荻原勲 家の光協会 土居

149 家庭でできるおいしいブドウづくり12か月 荻原勲 家の光協会 土居

150 墨のれっすんたのしくマスター！４ 芸術新聞社 土居

151 庭や街で愛でる野鳥の本 大橋弘一
山と渓谷

社
土居

152 ある町の高い煙突 新田次郎 文春文庫 土居

合　計       １５２冊


