
2014年度に出版された本（分類）

堺市立中央図書館

０～３類

書名(漢字) 著者名 著者２（漢字） 出版社 ISBN(ISSN)2 価格

1 キラキラ読書クラブ キラキラ読書クラブ／編 住田 一夢／絵 玉川大学出版部 978-4-472-40498-6 ¥8,000

2 100冊の絵本と親子の3000日 福沢 周亮／編 藪中 征代／編 教育出版 978-4-316-80331-9 ¥1,800

3 決定版!トリックアートベストセレクション 竹内 龍人／編著 おまけたらふく舎／編著 汐文社 978-4-8113-2113-4 ¥1,500

4 巨大古墳 森 浩一／著 穂積 和夫／イラストレーション 草思社 978-4-7942-2091-2 ¥1,600

5 六千人の命を救え!外交官・杉原千畝 白石 仁章／著 PHP研究所 978-4-569-78410-6 ¥1,400

6 マーガレット・サッチャー 筑摩書房編集部／著 筑摩書房 978-4-480-76614-4 ¥1,200

7 アルベルト・アインシュタイン 筑摩書房編集部／著 筑摩書房 978-4-480-76613-7 ¥1,200

8 写真で知る!びっくり日本一

パイインターナショナ

ル

978-4-7562-4500-7 ¥1,600

9 日本全国行ってみたいなあんな町こんな町 東 菜奈／著 岩崎書店 978-4-265-08351-0 ¥3,000

10 みんなを幸せにする新しい福祉技術 孫 奈美／編著 汐文社 978-4-8113-2131-8 ¥2,400

11 みんなを幸せにする新しい福祉技術 孫 奈美／編著 汐文社 978-4-8113-2131-8 ¥2,400

12 給食室のはるちゃん先生 光丘 真理／文 佼成出版社 978-4-333-02669-2 ¥1,300

13 日本の祭り 『日本の祭り』編集室／編 理論社 978-4-652-20074-2 ¥3,400

４類

書名(漢字) 著者名 著者２（漢字） 出版社 ISBN(ISSN)2 価格

1 星座と神話 矢部 美智代／著 渡部 潤一／監修 ナツメ社 978-4-8163-5671-1 ¥2,300

2 地図博士になろう! 梅澤 真一／監修 PHP研究所 978-4-569-78433-5 ¥3,000

3 生きものラボ!子どもにできるおもしろ生物実験室 蝦名 元／著 講談社 978-4-06-218426-7 ¥1,000

4 くらしに役立つ木の実図鑑 いわさ ゆうこ／著 高岡 昌江／著 PHP研究所 978-4-569-78423-6 ¥3,000

5 草の根のたんけん おくやま ひさし／著 少年写真新聞社 978-4-87981-498-2 ¥1,800

6 珍獣大決戦 今泉 忠明／監修・著 実業之日本社 978-4-408-45520-4 ¥1,000

7 消えゆく野生動物たち 子供の科学編集部／編 誠文堂新光社 978-4-416-11445-2 ¥2,200

8 珍獣大決戦 今泉 忠明／監修・著 実業之日本社 978-4-408-45520-4 ¥1,000

9 生きものつかまえたらどうする? 秋山 幸也／文 松橋 利光／写真 偕成社 978-4-03-527200-7 ¥1,500

10 ぴっかぴかすいぞくかん なかの ひろみ／文・構成 福田 豊文／写真 ひさかたチャイルド 978-4-86549-005-3 ¥1,200

11 大研究動物うんこ図鑑 国土社編集部／編 国土社 978-4-337-27902-5 ¥3,800

12 しっぽのひみつ 今泉 忠明／監修 PHP研究所 978-4-569-78417-5 ¥3,000

13 世界のチョウ 今森 光彦／著 竹中 昭彦／監修 アリス館 978-4-7520-0678-7 ¥3,800

14 珍獣図鑑 成島 悦雄／文 北村 直子／絵 ハッピーオウル社 978-4-902528-49-7 ¥1,800

15 ナックの声が聞きたくて! 村山 司／著 講談社 978-4-06-287006-1 ¥1,200

16 ゾウのひみつ 池田 菜津美／文 松橋 利光／写真 新日本出版社 978-4-406-05808-7 ¥2,200

17 ライオンのひみつ 池田 菜津美／文 松橋 利光／写真 新日本出版社 978-4-406-05817-9 ¥2,200

18 地雷をふんだゾウ 藤原 幸一／写真・文 岩崎書店 978-4-265-83019-0 ¥1,500

19 トイレをつくる未来をつくる 会田 法行／写真・文 ポプラ社 978-4-591-14108-3 ¥1,500



５～６類

書名(漢字) 著者名 著者２（漢字） 出版社 ISBN(ISSN)2 価格

1 すごいぞ!!重機大集合 汐文社 978-4-8113-2094-6 ¥2,300

2 町家えほん 山口 珠瑛／作・絵 松井 薫／監修 PHP研究所 978-4-569-78404-5 ¥1,600

3 月へ行きたい 松岡 徹／文・絵 福音館書店 978-4-8340-8113-8 ¥1,300

4 みんな知りたい!ドクターイエローのひみつ 飯田 守／著 講談社 978-4-06-287005-4 ¥1,200

5 ミラクルかんたん!スイーツマジック 寺西 恵里子／作 汐文社 978-4-8113-2118-9 ¥2,400

6 ミラクルかんたん!スイーツマジック 寺西 恵里子／作 汐文社 978-4-8113-2120-2 ¥2,400

7 10歳からのお料理教室 大瀬 由生子／著 日東書院本社 978-4-528-01555-5 ¥1,200

8 おいもができた ひさかたチャイルド 978-4-86549-011-4 ¥1,200

9 りんごみのった ひさかたチャイルド 978-4-86549-019-0 ¥1,200

10 ずかんフルーツ 米本 仁巳／著 技術評論社 978-4-7741-6583-7 ¥2,680

11 育てて、発見!「ゴーヤー」 真木 文絵／文 石倉 ヒロユキ／写真・絵 福音館書店 978-4-8340-8109-1 ¥1,200

12 大研究カイコ図鑑 横山 岳／監修 国土社編集部／編集 国土社 978-4-337-27901-8 ¥3,800

13 関西の鉄道まるごと大図鑑 今田 保／文 野沢 敬次／写真 講談社 978-4-06-218943-9 ¥1,600

７類～９類（読み物以外）

書名(漢字) 著者名 著者２（漢字） 出版社 ISBN(ISSN)2 価格

1 パパママおしえてアートミステリー13話 アンジェラ・ヴェンツェル／著 野崎 武夫／訳+日本語版編集 辰巳出版 978-4-7778-1230-1 ¥1,500

2 写真で学ぶ世界遺産 平川 陽一／編著 汐文社 978-4-8113-2100-4 ¥2,800

3 世界遺産 学研教育出版 978-4-05-203972-0 ¥960

4 かんたん!かわいい!ひとりでできる!ねんどのマスコット 寺西 恵里子／著 日東書院本社 978-4-528-01289-9 ¥840

5 かんたん!とびだす!わくわくポップアップ きむら ゆういち／著 みやもと えつよし／著 チャイルド本社 978-4-8054-0231-3 ¥1,600

6 林家木久扇のみんなが元気になる学校寄席入門 林家 木久扇／監修 こどもくらぶ／編・著 彩流社 978-4-7791-5004-3 ¥2,700

7 ネイマール マイケル・パート／著 樋渡 正人／訳 ポプラ社 978-4-591-14194-6 ¥1,200

8 クリスティアーノ・ロナウド マイケル・パート／著 樋渡 正人／訳 ポプラ社 978-4-591-14002-4 ¥1,200

9 打てるもんなら打ってみろ! 中村 計／著 講談社 978-4-06-287001-6 ¥1,200

10 やろうよサッカー 西川 陽介／著

ベースボール・マガジ

ン社

978-4-583-10730-1 ¥1,500

11 やろうよ卓球 近藤 欽司／共著 村瀬 勇吉／共著

ベースボール・マガジ

ン社

978-4-583-10729-5 ¥1,500

12 谷川俊太郎詩と絵本の世界 玄光社 978-4-7683-0561-4 ¥1,600

★堺市立図書館のホームページはご存じですか？☆

「学校支援」のページには他にも新刊リストなどを掲載しています。

http://www.lib-sakai.jp/index.htm

ぜひご利用

ください！



2014年度に出版された本（読み物）

堺市立中央図書館

日本の読み物

書名(漢字) 著者名 著者２（漢字） 出版社 ISBN(ISSN)2 価格

1 赤のはんたいは? 宮下 すずか／作 市居 みか／絵 くもん出版 978-4-7743-2260-5 ¥1,000

2 あしたあさってしあさって もりやま みやこ／作 はた こうしろう／絵 小峰書店 978-4-338-19229-3 ¥1,100

3 あたしたちのサバイバル教室 高橋 桐矢／作 283／絵 ポプラ社 978-4-591-14093-2 ¥650

4 あたらしい子がきて 岩瀬 成子／作 上路 ナオ子／絵 岩崎書店 978-4-265-05491-6 ¥1,300

5 あなたの夢におじゃまします 岡田 貴久子／作 たんじ あきこ／絵 ポプラ社 978-4-591-14151-9 ¥1,300

6 犬をかうまえに 赤羽 じゅんこ／作 つがね ちかこ／絵 文研出版 978-4-580-82224-5 ¥1,200

7 怪獣イビキングをやっつけろ! 岡田 依世子／作 板垣 トオル／絵 国土社 978-4-337-33623-0 ¥1,300

8 コケシちゃん 佐藤 まどか／作 木村 いこ／絵 フレーベル館 978-4-577-04260-1 ¥1,200

9 こぶたのぶーぷ 西内 ミナミ／作 真島 節子／絵 福音館書店 978-4-8340-8133-6 ¥1,500

10 3びきのお医者さん 杉山 亮／作 大矢 正和／絵 佼成出版社 978-4-333-02668-5 ¥1,300

11 しゅくだいさかあがり 福田 岩緒／作・絵 PHP研究所 978-4-569-78402-1 ¥1,100

12 鈴狐騒動変化城(へんげのしろ) 田中 哲弥／著 伊野 孝行／画 福音館書店 978-4-8340-8126-8 ¥1,300

13 先生、しゅくだいわすれました 山本 悦子／作 佐藤 真紀子／絵 童心社 978-4-494-02041-6 ¥1,100

14 七夕の月 佐々木 ひとみ／作 小泉 るみ子／絵 ポプラ社 978-4-591-14013-0 ¥1,000

15 ていでん★ちゅういほう いとう みく／作 細川 貂々／絵 文研出版 978-4-580-82229-0 ¥1,200

16 図書室のふしぎな出会い 小原 麻由美／作 こぐれ けんじろう／絵 文研出版 978-4-580-82226-9 ¥1,300

17 時のむこうに 山口 理／作 最上 さちこ／絵 偕成社 978-4-03-643120-5 ¥1,600

18 とんだ、とべた、またとべた! 森山 京／作 黒井 健／絵 ポプラ社 978-4-591-14012-3 ¥1,000

19 夏休みに、翡翠をさがした 岡田 依世子／作 岡本 順／絵 アリス館 978-4-7520-0677-0 ¥1,400

20 ななとさきちゃんふたりはペア 山本 悦子／作 田中 六大／絵 岩崎書店 978-4-265-06722-0 ¥1,000

21 のっぺらぼうのおじさん そうま こうへい／作 タムラ フキコ／絵 講談社 978-4-06-198199-7 ¥1,100

22 ひらめきちゃん 中松 まるは／作 本田 亮／絵 あかね書房 978-4-251-04419-8 ¥1,100

23 びんのなかのともだち 垣内 磯子／作 松本 春野／絵 偕成社 978-4-03-439430-4 ¥1,200

24 ブサ犬クーキーは幸運のお守り? 今井 恭子／作 岡本 順／絵 文溪堂 978-4-7999-0089-5 ¥1,300

25 ふしぎなよるのおんがくかい 垣内 磯子／作 小林 ゆき子／絵 小峰書店 978-4-338-19231-6 ¥1,100

26 ふしぎねこりん丸 竹内 もと代／作 松成 真理子／絵 アリス館 978-4-7520-0691-6 ¥1,400

27 ブルーとオレンジ 福田 隆浩／著 講談社 978-4-06-283230-4 ¥1,300

28 ぼくとお父さん 清水 千恵／作 山本 祐司／絵 文研出版 978-4-580-82254-2 ¥1,200

29 ぼくのマルコは大リーガー 小林 しげる／作 末崎 茂樹／絵 文研出版 978-4-580-82238-2 ¥1,200

30 まほろ姫とブッキラ山の大テング なかがわ ちひろ／作 偕成社 978-4-03-530920-8 ¥1,300

31 ルゥルゥおはなしして たかどの ほうこ／作・絵 岩波書店 978-4-00-115664-5 ¥1,300

32 ロード 山口 理／作 佐藤 真紀子／絵 文研出版 978-4-580-82225-2 ¥1,300

外国の作品

書名(漢字) 著者名 著者２（漢字） 出版社 ISBN(ISSN)2 価格

1 お話きかせてクリストフ ニキ・コーンウェル／作 渋谷 弘子／訳 文研出版 978-4-580-82212-2 ¥1,200

2 げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ モドウィナ・セジウィック／さく 多賀 京子／やく 福音館書店 978-4-8340-8114-5 ¥1,300

3 偽りの王子 ジェニファー・A.ニールセン／作 橋本 恵／訳 ほるぷ出版 978-4-593-53492-0 ¥1,700

4 勇者ライと3つの扉 エミリー・ロッダ／著 岡田 好惠／訳 KADOKAWA 978-4-04-066909-0 ¥900

5 くるみわり人形 ホフマン／原作 斉藤 洋／文 講談社 978-4-06-219246-0 ¥1,200

6 白鳥の湖 チャイコフスキー／原作 小林 深雪／文 講談社 978-4-06-219147-0 ¥1,200



2014年度に出版された本（絵本）

堺市立中央図書館

書名(漢字) 著者名 著者２（漢字） 出版社 ISBN(ISSN)2 価格

1 あきちゃった! アントワネット・ポーティス／作 なかがわ ちひろ／訳 あすなろ書房 978-4-7515-2711-5 ¥1,400

2 あげます。 浜田 桂子／作 ポプラ社 978-4-591-14088-8 ¥1,300

3 あめのひに チェ ソンオク／作 キム ヒョウン／絵 ブロンズ新社 978-4-89309-585-5 ¥1,300

4 あれあれ?そっくり! 今森 光彦／著 ブロンズ新社 978-4-89309-588-6 ¥1,300

5 いっしょにあそばへん? 岡田 よしたか／作・絵 金の星社 978-4-323-03383-9 ¥1,200

6 うなぎのうーちゃんだいぼうけん くろき まり／文 すがい ひでかず／絵 福音館書店 978-4-8340-8104-6 ¥1,300

7 ええことするのは、ええもんや! くすのき しげのり／作 福田 岩緒／絵 えほんの杜 978-4-904188-30-9 ¥1,200

8 おえかきしりとり 新井 洋行／作 鈴木 のりたけ／作 講談社 978-4-06-132582-1 ¥1,400

9 おーい、ふじさん! 大山 行男／しゃしんとことば クレヴィス 978-4-904845-38-7 ¥1,500

10 オオサンショウウオ 福田 幸広／しゃしん ゆうき えつこ／ぶん そうえん社 978-4-88264-331-9 ¥1,400

11 おかあさんどこいったの? レベッカ・コッブ／ぶん え おーなり 由子／やく ポプラ社 978-4-591-14049-9 ¥1,300

12 かんなじじおどり 加藤 休ミ／作 BL出版 978-4-7764-0662-4 ¥1,400

13 きせきのお花畑 藤原 幸一／著 アリス館 978-4-7520-0665-7 ¥1,400

14 キャンプ!キャンプ!キャンプ! 青山 友美／[作] 文研出版 978-4-580-82240-5 ¥1,300

15 くらいところからやってくる 前川 知大／作 小林 系／絵 講談社 978-4-06-219017-6 ¥1,500

16 ぐるぐるぐるぽん 加藤 志異／作 竹内 通雅／絵 文溪堂 978-4-7999-0086-4 ¥1,500

17 げたにばける 新美 南吉／作 鈴木 靖将／絵 新樹社 978-4-7875-8640-7 ¥1,200

18 じごくのさたもうでしだい もとした いづみ／作 竹内 通雅／絵 ひかりのくに 978-4-564-01858-9 ¥1,280

19 ぞうまうぞ・さるのるさ 石津 ちひろ／ことば 高畠 純／え ポプラ社 978-4-591-14078-9 ¥1,300

20 ダンゴロゴロちゃん タダ サトシ／作・絵 PHP研究所 978-4-569-78409-0 ¥1,300

21 たんていネズミハーメリン ミニ・グレイ／さく 灰島 かり／やく フレーベル館 978-4-577-04229-8 ¥1,300

22 どろろんびょういんおおいそがし 苅田 澄子／作 かとう まふみ／絵 金の星社 978-4-323-03141-5 ¥1,200

23 ヒートアイランドの虫たち 藤原 幸一／写真・文 あかね書房 978-4-251-09873-3 ¥1,300

24 ふしぎなかばんやさん もとした いづみ／作 田中 六大／絵 鈴木出版 978-4-7902-5276-4 ¥1,200

25 ふしぎなともだち たじま ゆきひこ／作 くもん出版 978-4-7743-2344-2 ¥1,500

26 ヘレン・ケラーのかぎりない夢 ドリーン・ラパポート／文 マット・タヴァレス／絵 国土社 978-4-337-06248-1 ¥1,500

27 もうじゅうつかいのムチがなる いとう ひろし／作・絵 講談社 978-4-06-132585-2 ¥1,500

28 やっぱりノミタくん! ヘレン・スティーヴンズ／さく せな あいこ／やく 評論社 978-4-566-01600-2 ¥1,300

29 やめろ、スカタン! くすのき しげのり／作 羽尻 利門／絵 小学館 978-4-09-726546-7 ¥1,400

30 ユキコちゃんのしかえし 星 新一／作 ひがし ちから／絵 偕成社 978-4-03-332370-1 ¥1,200

31 ゆらゆらチンアナゴ 横塚 眞己人／しゃしん 江口 絵理／ぶん ほるぷ出版 978-4-593-58303-4 ¥1,300

32 妖怪交通安全 広瀬 克也／作 絵本館 978-4-87110-094-6 ¥1,200


