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1 幼年  小低 かな?
大日本タイポ組合／さ
く

偕成社 ¥1,200 978-4-03-350030-0 え

2 小低  小中 これがぼくらにぴったり! アン・ローズ／さく
アーノルド・ローベル
／え

こみやゆう／やく 好学社 ¥1,600 978-4-7690-2248-0 え

3 小低 ステラとカモメとプラスチック
ジョージナ・スティーブ
ンス／作

イジー・バートン／絵 いとうのぶこ／訳 岩崎書店 ¥1,600 978-4-265-85175-1 え

4 小低  小中 空とぶ船とゆかいななかま
バレリー・ゴルバチョフ
／再話・絵

こだまともこ／訳 光村教育図書 ¥1,400 978-4-89572-257-5 え

5 小中  小高 たったひとりのあなたへ エイミー・リード／文 マット・フェラン／絵 さくまゆみこ／訳 光村教育図書 ¥1,500 978-4-89572-250-6 え

6 幼年  小低　小中 どこからきたの?おべんとう 鈴木まもる／作・絵 金の星社 ¥1,300 978-4-323-02469-1 え

7 幼年 のりまき 小西英子／さく 福音館書店 ¥900 978-4-8340-8508-2 え

8 小低 パンダしりとりコアラしりとり 石津ちひろ／ことば 高畠純／え ポプラ社 ¥1,300 978-4-591-16448-8 え

9 幼年  小低 ひとはなくもの みやのすみれ／作 やべみつのり／絵 こぐま社 ¥1,200 978-4-7721-0247-6 え

10 小低  小中 プラスチックのうみ
ミシェル・ロード／作，
磯辺篤彦／監修

ジュリア・ブラットマン
／絵

川上拓土／訳 小学館 ¥1,500 978-4-09-725057-9 え

11 幼年  小低 ぼくといっしょに
シャルロット・デマトー
ン／作

野坂悦子／訳 ブロンズ新社 ¥1,400 978-4-89309-674-6 え
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12 幼年  小低 ぼくらはもりのダンゴムシ
まつおかたつひで／さ
く

ほるぷ出版 ¥1,250 978-4-593-10095-8 え

13 小低  小中 虫ガール
ソフィア・スペンサー／
文，マーガレット・マク
ナマラ／文

ケラスコエット／絵 福本友美子／訳 岩崎書店 ¥1,500 978-4-265-85165-2 え

14 小低  小中 ゆきのけっしょう
武田康男／監修・写
真，小杉みのり／構
成・文

岩崎書店 ¥1,300 978-4-265-83077-0 え

15 小低  小中 わっはは ぼくのなつやすみ おのりえん／作 タダサトシ／絵 こぐま社 ¥1,400 978-4-7721-0248-3 え

16 小中  小高　中学 「走る図書館」が生まれた日 シャーリー・グレン／作 渋谷弘子／訳 評論社 ¥2,400 978-4-566-08055-3 016

17 小高  中学 憎しみを乗り越えて 佐藤真澄／著 汐文社 ¥1,500 978-4-8113-2617-7 289

18 中学 平和のバトン 弓狩匡純／著 くもん出版 ¥1,500 978-4-7743-2777-8 319

19 小高  中学
地球村の子どもたち　1　途上国
から見たSDGs　格差

石井光太／著
少年写真新

聞社
¥2,200 978-4-87981-712-9 333

20 小高  中学 知ろう!学ぼう!税金の働き　[1]　
日本税理士会連合会
／監修

金の星社 ¥3,200 978-4-323-06195-5 345

21 小中  小高 あったらいいな、こんな義足
斎藤多加子／著，鉄道
弘済会義肢装具サ
ポートセンター／協力

汐文社 ¥2,300 978-4-8113-2659-7 369

22 小高  中学 故郷の味は海をこえて 安田菜津紀／著・写真 ポプラ社 ¥1,400 978-4-591-16420-4 369

23 小中  小高 歴史ごはん　第1巻
永山久夫／監修，山本
博文／監修

くもん出版 ¥2,800 978-4-7743-2773-0 383

24 小高  中学
星空をつくるプラネタリウム・クリ
エーター大平貴之

楠章子／作 文研出版 ¥1,400 978-4-580-82414-0 440
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25 小高  中学 地図で見る日本の地震
山川徹／文，寒川旭／
監修

偕成社 ¥2,000 978-4-03-645100-5 453

26 小低  小中　小高 もっと知りたいさくらの世界　1 勝木俊雄／監修 汐文社 ¥2,800 978-4-8113-2680-1 479

27 小中  小高 タコとイカはどうちがう?
池田菜津美／文，杉本
親要／監修

峯水亮／写真 ポプラ社 ¥1,800 978-4-591-16350-4 484

28 小低
おおきくしてはっけん!ざりがにの
ひみつ

ひさかたチャ
イルド

¥1,300 978-4-86549-204-0 485

29 小中 虫のしわざ図鑑 新開孝／写真・文
少年写真新

聞社
¥2,000 978-4-87981-692-4 486

30 小中 わたしたちのカメムシずかん 鈴木海花／文 はたこうしろう／絵 福音館書店 ¥1,300 978-4-8340-8552-5 486

31 小中  小高
つかう?やめる?かんがえようプラ
スチック

キムウンジュ／ぶん，
田崎智宏／監修・解説

イジウォン／え 清水知佐子／訳 ほるぷ出版 ¥1,900 978-4-593-10131-3 519

32 小中  小高　中学 食品ロスの大研究 井出留美／監修 PHP研究所 ¥3,200 978-4-569-78896-8 611

33 小中  小高 知ろう!減らそう!食品ロス　1 小林富雄／監修 小峰書店 ¥2,800 978-4-338-33601-7 611

34 小中  小高 田んぼの1年 瀬長剛／絵・文 偕成社 ¥2,500 978-4-03-971240-0 616

35 小中  小高
はたらく犬たち [1]　盲導犬・聴
導犬・セラピードッグほか

アルバ／編 金の星社 ¥3,400 978-4-323-05697-5 645

36 小中  小高　中学 谷川俊太郎詩集たったいま 谷川俊太郎／詩 広瀬弦／絵 講談社 ¥720 978-4-06-517703-7 911

37 小低 雨の日は、いっしょに 大久保雨咲／作 殿内真帆／絵 佼成出版社 ¥1,200 978-4-333-02827-6 913
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38 小高  中学 アリババの猫がきいている 新藤悦子／作 佐竹美保／絵 ポプラ社 ¥1,500 978-4-591-16582-9 913

39 中学 朔と新 いとうみく／著 講談社 ¥1,500 978-4-06-517552-1 913

40 小中  小高 セイギのミカタ 佐藤まどか／作 イシヤマアズサ／絵 フレーベル館 ¥1,300 978-4-577-04894-8 913

41 中学 青春ノ帝国 石川宏千花／著 あすなろ書房 ¥1,400 978-4-7515-2948-5 913

42 小低 そのときがくるくる すずきみえ／作 くすはら順子／絵 文研出版 ¥1,200 978-4-580-82408-9 913

43 中学 てのひらに未来 工藤純子／作 酒井以／画 くもん出版 ¥1,400 978-4-7743-3054-9 913

44 小低  小中 とどけ、サルハシ! 葦原かも／作 石川えりこ／絵 小峰書店 ¥1,100 978-4-338-19240-8 913

45 小高  中学 となりのアブダラくん 黒川裕子／作 宮尾和孝／絵 講談社 ¥1,400 978-4-06-517574-3 913

46 小高  中学 星くずクライミング 樫崎茜／作 杉山巧／画 くもん出版 ¥1,300 978-4-7743-3027-3 913

47 小低 まいごのしにがみ いとうみく／作 田中映理／絵 理論社 ¥1,200 978-4-652-20364-4 913

48 中学 窓 小手鞠るい／作 小学館 ¥1,400 978-4-09-289778-6 913

49 中学 みつきの雪 眞島めいり／作 牧野千穂／絵 講談社 ¥1,400 978-4-06-518129-4 913

50 中学 ワタシゴト　14歳のひろしま 中澤晶子／作 ささめやゆき／え 汐文社 ¥1,400 978-4-8113-2727-3 913
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51 中学 明日をさがす旅 アラン・グラッツ／作 さくまゆみこ／訳 福音館書店 ¥2,200 978-4-8340-8385-9 933

52 中学 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン／著 原田勝／訳 あすなろ書房 ¥1,500 978-4-7515-2947-8 933

53 小高  中学 うちの弟、どうしたらいい?
エリナー・クライマー／
作

小宮由／訳 岩波書店 ¥1,400 978-4-00-116023-9 933

54 小低 かしこいうさぎのローズバッド
ルドウィッヒ・ベーメル
マンス／ぶん・え

小宮由／やく 大日本図書 ¥1,400 978-4-477-03364-8 933

55 小中  小高　中学 かじ屋と妖精たち 脇明子／編訳 岩波書店 ¥840 978-4-00-114252-5 933

56 中学 希望の図書館
リサ・クライン・ランサム
／作

松浦直美／訳 ポプラ社 ¥1,500 978-4-591-16419-8 933

57 小中  小高 きみの声がききたくて
オーウェン・コルファー
／作

P.J.リンチ／絵 横山和江／訳 文研出版 ¥1,400 978-4-580-82421-8 933

58 中学 5000キロ逃げてきたアーメット
オンジャリ Q.ラウフ／
作

久保陽子／訳 学研プラス ¥1,500 978-4-05-204932-3 933

59 小低
デイビッド・マックチーバーと29ひ
きの犬

マーガレット・ホルト／
ぶん

ウォルター・ロレイン／
え

小宮由／やく 大日本図書 ¥1,400 978-4-477-03353-2 933

60 中学 囚われのアマル アイシャ・サイード／作 相良倫子／訳 さ・え・ら書房 ¥1,600 978-4-378-01528-6 933

61 小低  小中 ねこと王さま
ニック・シャラット／作・
絵

市田泉／訳 徳間書店 ¥1,600 978-4-19-865003-2 933

62 小低
はりねずみともぐらのふうせん
りょこう

アリソン・アトリー／作 東郷なりさ／絵 上條由美子／訳 福音館書店 ¥1,100 978-4-8340-8566-2 933

63 中学
ぼくたちがギュンターを殺そうと
した日

ヘルマン・シュルツ／
作

渡辺広佐／訳 徳間書店 ¥1,400 978-4-19-865070-4 943
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64 小中 ぼくのあいぼうはカモノハシ
ミヒャエル・エングラー
／作

杉原知子／絵 はたさわゆうこ／訳 徳間書店 ¥1,400 978-4-19-865151-0 943

65 小高  中学 おいで、アラスカ! アンナ・ウォルツ／作 野坂悦子／訳 フレーベル館 ¥1,400 978-4-577-04840-5 949

66 小中  小高 おじいちゃんとの最後の旅 ウルフ・スタルク／作
キティ・クローザー／
絵

菱木晃子／訳 徳間書店 ¥1,700 978-4-19-865162-6 949

67 小高 クリスマスの小屋
ルース・ソーヤー／再
話

岸野衣里子／画 上條由美子／訳 福音館書店 ¥1,500 978-4-8340-8563-1 993
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