
2021.7.6 現在

No ISBN Title Author Publisher

1 9784083215988
悪魔のパズル

なぞのカバンと黒い相棒 (集英社みらい文庫) 
天川 栄人 集英社

2 9784083216268
悪魔のパズル 絶体絶命!?

ねらわれた球技大会 (集英社みらい文庫) 
天川 栄人 集英社

3 9784866801292 科学戦士「ミギネジ」の悪キャラの倒し方 五十嵐 美樹 フォレスト出版 

4 9784416621158 おおきなかぶ~ ガタロー☆マン 誠文堂新光社 

5 9784391156393 うさぎのモフィ もりのまいにち コンドウ アキ 主婦と生活社

6 9784752009764 ポッポーきかんしゃ よるさんぽ アリス館 アリス館 

7 9784046051516 空のふしぎがすべてわかる! すごすぎる天気の図鑑 荒木 健太郎 KADOKAWA 

8 9784906768455 せきらんうんのいっしょう  荒木 健太郎 ジャムハウス 

9 9784569789781 10かいだての まほうつかいの おしろ のはな はるか PHP研究所 

10 9784774324890 うさぎマンション のはな はるか くもん出版 

11 9784865490992 109ひきのどうぶつマラソン のはな はるか ひさかたチャイルド

12 9784752009689 たんぽぽ たんぽぽ みなみ じゅんこ アリス館

13 9784065213155 はんぶんこ! よねづ ゆうすけ 講談社 

14 9784752009696 あかちゃんですよ はいどうぞ うしろ よしあき  アリス館

15 9784052048746 おねぼうさんはだあれ? 片山令子 学研プラス

16 9784774622286 おばけのやだもん まほうのカレーライス ひらのゆきこ 教育画劇

17 9784790254263 むしゃむしゃ たべたら おいしいぞ みやにし たつや 鈴木出版 

18 9784065224410 まってました
もとした いづみ

石井 聖岳
講談社

19 9784752009542 さくららら 
升井 純子 (著)

小寺 卓矢 (写真)
アリス館

20 9784580824492 おまけのじかんだね 松田もとこ 文研出版 

21 9784065196526 だれの子? マジで違いすぎ! 動物親子写真図鑑 講談社  (編集) 坂東 元 (監修) 講談社 

22 9784198652722 気のいいバルテクとアヒルのはなし クリスティーナ・トゥルスカ 徳間書店

23 9784065233702
葉っぱ切り絵コレクション いつでも君のそばにいる 

小さなちいさな優しい世界
リト＠葉っぱ切り絵 講談社

24 9784323074771 葉っぱにのって 濱野 京子 金の星社

25 9784652204252 だじゃれ ことわじゃ ななもりさちこ 理論社 

26 9784251093394 つくる くちばし (いろいろなとりのくちばし) とりのくちばし編集委員会 あかね書房

27 9784540201486 コーヒー (知りたい食べたい熱帯の作物) 石脇智広 (監修) 農山漁村文化協会 

28 9784751529720 日本庭園を楽しむ絵本 大野 八生 あすなろ書房 

29 9784799903803 発酵食品 (子どもに伝えたい和の技術) 和の技術を知る会 文渓堂

入荷予定本のご案内（子ども）

* ItemBarcodeの無い(入荷待ち)本や、漫画・雑誌など一部の書籍の予約は出来ません。

入荷から配架までにはお時間を要します。何卒ご了承くださいませ。
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30 9784577049433
災害がくる前に 教えてはるえ先生! 感染しないひなん所生活 

新型コロナウイルスとこわい感染症から身をまもろう! 

岡田晴恵  (著)

片岡信和 (監修)
フレーベル館

31 9784540201691
福島に生きる凛ちゃんの10年 家や学校や村もいっぱい変わったけれど 

(それでも「ふるさと」あの日から10年) 
豊田直巳 文・写真 農山漁村文化協会

32 9784845116768 いぬとふるさと 鈴木邦弘 旬報社 

33 9784774322360 ぼくは海になった―東日本大震災で消えた小さな命の物語 うさ くもん出版

34 9784540201684
土に生かされた暮らしをつなぐ: 村に帰った「サマショール」の夢 

(それでも「ふるさと」あの日から10年)
豊田直巳 (著, 写真) 農山漁村文化協会

35 9784540201677

「明るい未来」を子どもたちに:

 原子力に未来を夢みた町に生きて

 (それでも「ふるさと」あの日から10年) 

豊田 直巳  農山漁村文化協会

36 9784198652715 ネコ博士が語る 海のふしぎ
ドミニク・ウォーリマン (著)

保坂直紀 (監修)
徳間書店

37 9784566080690 青のなかの青 フィオナ・ロビンソン 評論社

38 9784834085624
パラリンピックは世界をかえる

ルートヴィヒ・グットマンの物語 (福音館の単行本)
ローリー・アレクサンダー 福音館書店

39 9784834085983 バンビ 森に生きる (福音館古典童話シリーズ) フェーリクス・ザルテン 福音館書店

40 9784065227503
探偵チームKZ事件ノート カレンダー吸血鬼は知っている 

(講談社青い鳥文庫)

住滝 良 (著), 駒形 (著)

藤本 ひとみ  (原著)
講談社 

41 9784097250883 そらまめくんの　まいにちは　たからもの なかやみわ 小学館

42 9784776409847 ぼくのふしぎな力 ジム・ラマルシェ BL出版

43 9784593100200 ひとがつくった　どうぶつの道 キムファン ぽるぷ出版

44 9784577048184 わらいのひみつ おおのこうへい フレーベル館

45 9784776410010 チーターじまんのてんてんは みやけゆま BL出版

46 9784569789972 ぼくのがっこう　 鈴木のりたけ PHP研究所

47 9784774621920
パパとタイガのとびっきりキャンプ！

パパとタイガの大冒険!!シリーズ
セバスチャン・ブラウン 教育画劇 

48 9784065224366
みんなが知らない　アナと雪の女王

なぜエルサは生まれたのか
マンクーシマリ 講談社

49 9784065230770 絵本　江戸のくらし　 太田大輔 講談社

50 9784569789989 告白プロデュース！　「代告屋」結成しました！？ 十夜／原作　ココロ直 PHP研究所

51 9784251099426 アレッポのキャットマン
アイリーン・レイサム

カリム・シャムシ・バーシャ
あかね書房

52 9784092313682 大熊猫ベーカリー　盗まれたひみつのレシピ くればやしよしえ 小学館

53 9784052053771 超むずかしい！まちがいさがし　動物編
ＬＩＶＥまちがいさがし

制作委員会（編）
学研プラス

54 9784333028450 しんぱいせんせい　 北川チハル 佼成出版社

55 9784834086140 かんじるえ　 大谷陽一郎 福音館書店

56 9784580824546 ニャンタのさくぶん 北川チハル 文研出版 

57 9784752009702 空よ！　 内田麟太郎／詩 アリス館

58 9784065233658 おばけずかん　アニメえほん　３　 斉藤洋 講談社

59 9784251011213 フルーツふれんず　イチゴちゃん　 村上しいこ あかね書房
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60 9784865492460 アリィはおとどけやさん　 大久保　雨咲 ひさかたチャイルド

61 9784065228043
ＩＮＳＥＣＴ　ＬＡＮＤ（インセクトランド）

チョウのエデン、えがおのまほうつかい
香川照之 講談社

62 9784593102419 ちびクワくん　どんぐりぼうしは どこ？　 やましたこうへい ぽるぷ出版

63 9784834085709 ことりのぴーと　 ディックブルーナ 福音館書店

64 9784065230510 ぞうさんの　ふうせん　 内田麟太郎 講談社

65 9784065230176 ねこねこほいくえん　おさんぽカー　 石崎洋司 講談社

66 9784333028498 ふうせんとはりねずみ　 新井洋行 佼成出版社

67 9784065223949 パーンツ！　 藤本ともひこ 講談社

68 9784198652876 ぼくのバス　 バイロン・バートン 徳間書店

69 9784799903995 ぞうのエルマーいろいろさがしえブック　 デビッド・マッキー 文溪堂

70 9784477033785 おふくさんのてるてるぼうず　 服部美法 大日本図書

71 9784593100293 おてんきガールズ　きせつのおでかけ　 アキ ほるぷ出版　

72 9784251099419 ひえひえひんやりツアー 　 楠章子 あかね書房

73 9784752009436 おやまでテント ゆーちみえこ アリス館

74 9784564019074 ルンバさんと１０５つごちゃん　 モカ子 ひかりのくに

75 9784834086164 野ねずみきょうだいの草花あそび　初夏から秋まで 相澤悦子 福音館書店

76 9784337026100 ようかいむらのしとしとあめふり　 たかいよしかず 国土社

77 9784865492323 ロスコ―さんともだちにあいにいく ジム・フィールド ひさかたチャイルド

78 9784037447304 空飛ぶ木馬 (アラビアン・ナイト) 斉藤 洋 偕成社

79 9784909876157 言葉屋9 鉱石王の館 久米絵美里 朝日学生新聞社

80 9784065175521 朔と新（さくとあき） いとうみく 講談社

 図書室では蔵書のない書籍の入荷希望リクエストを随時受け付けていますので、

 多くの方に読んでいただける良書をご推薦ください。

 個人的な使用目的や高価すぎる本はご遠慮下さい。

カウンターに備え付けの「購入希望用紙」に記載いただくか､

メールinfo@jas.org.sgへ氏名・会員番号・書籍名・作者名・ISBN番号・推薦理由を

ご記載の上、送信ください｡

リクエストは1世帯1ヵ月につき５冊までとなります。

←978～で始まる「ISBN」は 

本の裏側にも記載されています

*Item Barcode は図書室で

   採番したバーコード番号です
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