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書名 巻次 著者名 出版者
楽しい草つみ花つみクッキング 3 農文協∥編 農山漁村文化協会
やねうらべやのおばけ しおたに まみこ∥[作] 偕成社
かぼちゃのだいおう おおい じゅんこ∥作 ほるぷ出版
明日話したくなるお金の歴史 阿部 泉∥執筆  監修 清水書院
ガリガリ君ができるまで 岩貞 るみこ∥文 講談社
いろいろおてつだい えがしら みちこ∥作 小学館
うりぼうウリタ おくやま ゆか∥作 偕成社
ここは 最果 タヒ∥文 河出書房新社

服部半蔵
加来  耕三∥企画  構成
監修

ポプラ社

妖怪コンビニで、バイトはじめました。 令丈 ヒロ子∥著 あすなろ書房
虫のしわざ図鑑 新開 孝∥写真  文 少年写真新聞社
セラピードッグのハナとわたし 堀 直子∥作 文研出版
とどけ、サルハシ! 葦原 かも∥作 小峰書店

子どもを守る言葉『同意』って何?
レイチェル  ブライア
ン∥作

集英社

恐竜学 真鍋 真∥[著] 学研プラス
いろどり屋 廣嶋 玲子∥作 静山社
モノのねだん事典 大澤 裕司∥文 ポプラ社

絵でわかる建物の歴史
エドゥアルド  アルタ
ルリバ∥著

エクスナレッジ

もう投げださない!続けるチカラ 深谷 圭助∥監修 日本図書センター
本屋のミミ、おでかけする! 森 環∥作 あかね書房
ティラノサウルスのはらぺこないちにち 竹下 文子∥文 偕成社
ゆりの木荘の子どもたち 富安 陽子∥作 講談社
おんなじだあれ? しもかわら ゆみ∥作 あかね書房
ふーってして 松田 奈那子∥作 KADOKAWA
けんけんぱっ にご まりこ∥さく 福音館書店
そのときがくるくる すず きみえ∥作 文研出版
おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ  スタルク∥作 徳間書店
こどもプレゼン教室 前田 鎌利∥著 宝島社
うどんできた! 加藤 休ミ∥さく 福音館書店
とりかえっこ 泉 啓子∥作 新日本出版社
日本地理データ年鑑 2020 松田 博康∥監修 小峰書店
トリコロールをさがして 戸森 しるこ∥作 ポプラ社
ハブラシのサミー M.G.レナード∥文 化学同人
やがて、物語は逆転する 日本児童文学者協会∥ 偕成社



本のランキング2020（児童書） 中央館　2021年05月展示リスト

‐2‐

NHK子ども科学電話相談昆虫スペシャル!
NHK「子ども科学電話
相談」制作班∥編

NHK出版

かじどうするの? せべ まさゆき∥絵 金の星社

10分あったら…
ジャン=クリストフ
ティクシエ∥作

文研出版

えほんなぞなぞうた 谷川 俊太郎∥文 童話屋

NHK子ども科学電話相談恐竜スペシャル!
NHK「子ども科学電話
相談」制作班∥編

NHK出版

ドラえもん探究ワールドすごい!発明のひみつ 藤子  F  不二雄∥まん 小学館
おたすけこびととおべんとう なかがわ ちひろ∥文 徳間書店
ピラミッドの建て方 中川 武∥監修 実業之日本社
のりかえの旅 長田 真作∥作 あすなろ書房
おとうさんのかお 岩瀬 成子∥作 佼成出版社
細菌ホテル キム ソンファ∥文 金の星社
野菜の教え 秋・冬編 群羊社
つっきーとカーコのたからもの おくはら ゆめ∥作 佼成出版社
7年目のランドセル 内堀 タケシ∥写真  文 国土社
かえるじゃん つるた あき∥ぶん  え KADOKAWA
10歳からのキッチンの教科書 1 佐々森 典恵∥料理監修 NHK出版
こわがりのちびかいじゅう マリオ  ラモ∥絵  文 平凡社

えんぴつとケシゴム
カレン  キルパトリッ
ク∥文

KADOKAWA

すきまっこちゃん 竹与井 かこ∥作 絵 教育画劇

ぼくのしましまテッド
テリーサ  ヒーピー∥
ぶん

NHK出版

おもしろびっくり!ギネス世界記録 2
角川アスキー総合研究
所∥編

角川アスキー総合研
究所

おもしろびっくり!ギネス世界記録 1
角川アスキー総合研究
所∥編

角川アスキー総合研
究所

タヌキのきょうしつ 山下 明生∥作 あかね書房
きつねのしっぽ おくはら ゆめ∥作 小峰書店
ばんそうこうくださいな 矢野 アケミ∥作 WAVE出版

いろんなきもち
エリノア  グリーン
ウッド∥著

保育社

宇宙のがっこう
JAXA宇宙教育セン
ター∥監修

NHK出版

とのさまぶたまん 長野 ヒデ子∥作  絵 あすなろ書房
ダンゴムシがやってきた! くすのき しげのり∥作 アリス館
さがしてみよう!マークのえほん ぼここうぼう∥え 学研プラス
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ぼくと母さんのキャラバン 柏葉 幸子∥著 講談社

ちいさなしまのだいもんだい
スムリティ  プラサー
ダム  ホールズ∥文

光村教育図書

きりかぶのきりじいちゃんときりばあちゃん なかや みわ∥さく 小学館
10歳からのキッチンの教科書 2 佐々森 典恵∥料理監修 NHK出版
くいしんぼうのマルチェロふしぎなエプロン 大塚 ミク∥作 出版ワークス
トップラン つげ みさお∥作 国土社
ほしいなあ、きょうりゅう G.ドーネイ∥ぶん マイナビ出版
きえるあひる なつめ よしかず∥さく 福音館書店
ねこになっちゃった 角野 栄子∥作 小学館
ギフト、ぼくの場合 今井 恭子∥作 小学館
月と珊瑚 上條 さなえ∥著 講談社
ねこはるすばん 町田 尚子∥作 ほるぷ出版
星空としょかんへようこそ 小手鞠 るい∥作 小峰書店
わけあって絶滅しました。 も～っと 丸山 貴史∥著 ダイヤモンド社
セイギのミカタ 佐藤 まどか∥作 フレーベル館
スイマー 高田 由紀子∥著 ポプラ社
そして、物語は決着する 日本児童文学者協会∥ 偕成社
あしたのことば 森 絵都∥作 小峰書店
ドラえもん探究ワールドネコの不思議 藤子  F  不二雄∥まん 小学館
カレーのおうさま 山本 祐司∥さく ほるぷ出版
スーパーコロコロドミノ装置 野出 正和∥著 いかだ社
はかせのふしぎなプール 中村 至男∥さく 福音館書店
俳句ステップ! おおぎやなぎ ちか∥作 佼成出版社
もりのかばんやさん ふくざわ ゆみこ∥作 学研プラス
雨の日は、いっしょに 大久保 雨咲∥作 佼成出版社
やたいのおやつ ふじもと のりこ∥作 鈴木出版
AIロボット、ひと月貸します! 木内 南緒∥作 岩崎書店
マンガでたのしくわかる!水泳 西東社編集部∥編 西東社
コトノハ町はきょうもヘンテコ 昼田 弥子∥作 光村図書出版
ザ・ランド・オブ・ストーリーズ クリス  コルファー∥ 平凡社

ぴょんぴょんぐんぐん とぶ・すすむおもちゃ
まるばやし さわこ∥工
作監修  製作

新日本出版社

マジック大図鑑 DK社∥編著 新星出版社
ほらふきカールおじさん 斉藤 洋∥文 講談社
つれてこられただけなのに 小宮 輝之∥監修 偕成社
びんにいれたおほしさま サム  ヘイ∥文 主婦の友社
ぼくたちの緑の星 小手鞠 るい∥作 童心社
ぼくらのなぞ虫大研究 谷本 雄治∥作 あかね書房
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大嫌いな君に、サヨナラ いかだ かつら∥著 PHP研究所
バウムクーヘンとヒロシマ 巣山 ひろみ∥著 くもん出版
本能寺の敵 加部 鈴子∥作 くもん出版
くろりすくんとしまりすくん いとう ひろし∥作  絵 講談社
もうふちゃん くさか みなこ∥作 小学館
イッカボッグ J.K.ローリング∥著 静山社
人口減少で日本はどうなる? 河合 雅司∥著 PHP研究所
ぽんぽんぽん うしろ よしあき∥文 あすなろ書房

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

ポプラ社

おもしろびっくり!ギネス世界記録 3
角川アスキー総合研究
所∥編

角川アスキー総合研
究所

どうぶつ 学研プラス
しかしか 山田 マチ∥文 小学館
岸壁採集! 鈴木 香里武∥著  写真 ジャムハウス
オオハシ・キング 当原 珠樹∥作 PHP研究所
雨女とホームラン 吉野 万理子∥作 静山社
ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん 堀 直子∥作 ポプラ社
消えた落とし物箱 西村 友里∥作 学研プラス
ドラえもん社会ワールド世界の地理とくらし 藤子  F  不二雄∥まん 小学館
フンころがさず 大塚 健太∥作 KADOKAWA
お菓子な自由研究 東京製菓学校∥監修 学研プラス
きょうりゅうのずかん 五十嵐 美和子∥作 白泉社
鉄道のひみつ 谷藤 克也∥監修 小学館
単位図鑑 高橋 丈夫∥監修 あかね書房
おやくそくえほん 高濱 正伸∥監修 日本図書センター
ふかふかパンのひみつ ひさかたチャイルド
きょうからトイレさん 片平 直樹∥作 文研出版
だいぶつさまおまつりですよ 苅田 澄子∥ぶん アリス館

都道府県まるわかり地図帳
藤子  F  不二雄∥キャ
ラクター原作

小学館

これは進化の暴走!?ヤバすぎるいきもの事典 今泉 忠明∥監修 宝島社
ごきげんな毎日 いとう みく∥作 文研出版
南極のさかな大図鑑 岩見 哲夫∥文 福音館書店
きりかぶのきりじいちゃん なかや みわ∥さく 小学館
楽しく遊ぶ学ぶまだある!ふしぎの図鑑 白數 哲久∥監修 小学館
ルビねこと星ものがたり 野中 柊∥作 理論社
おとうとのたからもの 小手鞠 るい∥作 岩崎書店
こんたのさかなつり 田中 友佳子∥作  絵 徳間書店
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ドラえもん探究ワールド自然の脅威と防災 藤子  F  不二雄∥まん 小学館
くすのきだんちのねむりいす 武鹿 悦子∥作 ひかりのくに
精霊人、はじめました! 宮下 恵茉∥作 PHP研究所
どうしてしんがたコロナになるの? 松永 展明∥監修 金の星社
なぞなぞちゃん さいとう しのぶ∥作 ポプラ社
きょうりゅうたちのおーっとあぶない ジェイン  ヨーレン∥ 小峰書店
ちょきんばこのたびやすみ 村上 しいこ∥さく PHP研究所

きづいてパンダさん
カンタン  グレバン∥
さく

潮出版社

こぐまのカブおつかいへ 牛窪 良太∥さく ほるぷ出版

だれのほね?
たけうち ちひろ∥文
切り絵

出版ワークス

おくりもの 豊福 まきこ∥作 BL出版
ぼくの席がえ 花田 鳩子∥作 PHP研究所
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