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1 幼年 すいかのたね グレッグ・ピゾーリ／作
みやさかひろみ／
訳

こぐま社 ¥1,100 978-4-7721-0252-0 え

2 幼年 ひよこはにげます 五味太郎／作 福音館書店 ¥900 978-4-8340-8631-7 え

3 幼年 わたしのかみがた 樋勝朋巳／作
ブロンズ新
社

¥1,300 978-4-89309-692-0 え

4 幼年  小低 うごきません。 大塚健太／作 柴田ケイコ／絵
パイインター
ナショナル

¥1,350 978-4-7562-5413-9 え

5 幼年  小低 かくれているよ海のなか
高久至／しゃしん　か
んちくたかこ／ぶん

アリス館 ¥1,400 978-4-7520-0936-8 え

6 幼年  小低 このかみなあに? 谷内つねお／さく 福音館書店 ¥1,500 978-4-8340-8580-8 え

7 幼年  小低 としょかんのきょうりゅう 鈴木まもる／作 鈴木まもる／絵 徳間書店 ¥1,600 978-4-19-865311-8 え

8 幼年  小低 ともだちのいろ きくちちき／作 きくちちき／絵 小峰書店 ¥1,600 978-4-338-26139-5 え

9 幼年  小低 のびるじどうしゃ 平山暉彦／さく 福音館書店 ¥900 978-4-8340-8583-9 え

10 幼年  小低 ぱくぱくはんぶん 渡辺鉄太／ぶん 南伸坊／え 福音館書店 ¥900 978-4-8340-8592-1 え

11 幼年  小低
おじさんのぼうしはどこいっ
た?

ジョアン・L.ノドセット／
ぶん

フリッツ・シーベル／え やすだふゆこ／やく
出版ワーク
ス

¥1,600 978-4-907108-88-5 え
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12 幼年  小低 オノモロンボンガ
アルベナ・イヴァノ
ヴィッチ＝レア／再話

ニコラ・トレーヴ／絵 さくまゆみこ／訳
光村教育図
書

¥1,400 978-4-89572-279-7 え

13 幼年  小低
メイがはじめてがっこうへい
くひ

ケイト・ベアビー／ぶん ケイト・ベアビー／え 中井貴惠／やく
イマジネイ
ション・プラス

¥1,500 978-4-909809-06-3 え

14 幼年  小低　小中 いっぱいさんせーい! 宮西達也／作 宮西達也／絵
フレーベル
館

¥1,400 978-4-577-05007-1 え

15 幼年  小低　小中 みんなとおなじくできないよ 湯浅正太／作 石井聖岳／絵
日本図書セ
ンター

¥1,600 978-4-284-20493-4 え

16 幼年  小低　小中 空とぶ馬と七人のきょうだい
イチンノロブ・ガンバー
トル／文

バーサンスレン・ボロ
ルマー／絵

津田紀子／訳
廣済堂あか
つき

¥1,600 978-4-86702-060-9 え

17 小低  小中 雨の日の地下トンネル 鎌田歩／作 アリス館 ¥1,400 978-4-7520-0944-3 え

18 小低  小中 石ころのスープ
ジュディス・マリカ・リ
バーマン／文

ゼイネップ・オザタライ
／絵

こだまともこ／訳
光村教育図
書

¥1,400 978-4-89572-280-3 え

19 小低  小中 きみはどこからやってきた?
フィリップ・バンティング
／作

ないとうふみこ／
訳，北山太樹／監
修

KADOKAWA ¥1,500 978-4-04-108941-5 え

20 小低  小中 ケイン、きょうもよろしくね!
ソンギヨク／文，ペクウ
ンジュ／文

シンドゥヒ／絵 高橋昌子／訳
新日本出版
社

¥1,500 978-4-406-06609-9 え

21 小低  小中 ぼくはひとりで

フン・グエン・クアン／
作　フイン・キム・リエン
／作　ダフネ・リー／原
書編集

フン・グエン・クアン／
絵　フイン・キム・リエ
ン／絵

はっとりこまこ／訳
冨山房イン
ターナショナ
ル

¥2,000 978-4-86600-094-7 え

22 小低  小中　小高 おかえり、ウミガメ 高久至／写真・文 アリス館 ¥1,400 978-4-7520-0971-9 え

23 小低  小中　小高 にげてさがして ヨシタケシンスケ／著
赤ちゃんとマ
マ社

¥900 978-4-87014-153-7 え

24 小低  小中　小高 ねえ、きいてみて!
ソニア・ソトマイヨール
／文

ラファエル・ロペス／
絵

すぎもとえみ／訳 汐文社 ¥1,700 978-4-8113-2852-2 え
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25 小中  小高 地球がうみだす土のはなし
大西健夫／文，龍澤彩
／文

西山竜平／絵 福音館書店 ¥1,300 978-4-8340-8597-6 え

26 小中  小高 二平方メートルの世界で 前田海音／文 はたこうしろう／絵 小学館 ¥1,500 978-4-09-725104-0 え

27 小中  小高 ひとがつくったどうぶつの道 キムファン／文 堀川理万子／絵 ほるぷ出版 ¥1,500 978-4-593-10020-0 え

28 小高  中学 スティーブン・ホーキング
キャスリーン・クラル／
文，ポール・ブルワー
／文

ボリス・クリコフ／絵 さくまゆみこ／訳 化学同人 ¥1,800 978-4-7598-2145-1 え

29 小低  小中　小高 しらべるちがいのずかん おかべたかし／文 やまでたかし／写真 東京書籍 ¥1,600 978-4-487-81535-7 031

30 小高  中学
10代の君に伝えたい学校で
悩むぼくが見つけた未来を
切りひらく思考

山崎聡一郎／著
朝日新聞出
版

¥1,200 978-4-02-251785-2 159

31 小中  小高　中学
大人も知らない!?SDGsなぜ
なにクイズ図鑑

笹谷秀光／監修 宝島社 ¥1,300 978-4-299-01565-5 333

32 小中  小高
マークで学ぶSDGs　学校で
みつかるマーク

蟹江憲史／監修 ほるぷ出版 ¥2,800 978-4-593-10202-0 333

33 幼年  小低 だいじだいじどーこだ? えんみさきこ／さく
かわはらみずまる／
え

大泉書店 ¥1,200 978-4-278-08700-0 367

34 小高  中学
みんなちがってみんなステ
キ

高橋うらら／著，ReBit
／監修

新日本出版
社

¥1,500 978-4-406-06518-4 367

35 小高  中学
きみは「3.11」をしっています
か?

細野不二彦／まんが，
平塚真一郎／ノンフィ
クション，井出明／まと
め，河北新報社／特別
協力

小学館 ¥1,400 978-4-09-227243-9 369

36 小中  小高
福祉用具の図鑑｜　手や足
の働きを助ける

徳田克己／監修 金の星社 ¥3,200 978-4-323-05381-3 369
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37 小低  小中　小高
ぼくと目の見えない内田さん
がであったはなし

赤木かん子／著　長岡
雄一／監修

濱口瑛士／絵
埼玉福祉会
出版部

¥1,800 978-4-86596-405-9 369

38 小低  小中　小高
おいしい!ふしぎ!理科実験ス
イーツ｜　こおる・わかれる
ひんやりスイーツ

WILLこども知育研究所
／編著，ダンノマリコ／
料理，尾嶋好美／科学
監修

金の星社 ¥2,800 978-4-323-05791-0 407

39 小中  小高　中学 絶景のふしぎ100 佐野充／監修 偕成社 ¥2,000 978-4-03-528600-4 450

40 小低  小中　小高
小さな小さなウイルスの大き
なはなし

伊沢尚子／文　中屋敷
均／監修

坂井治／絵 くもん出版 ¥1,400 978-4-7743-3217-8 465

41 小中  小高 空を飛ぶミジンコのなぞ 星輝行／写真・文
少年写真新
聞社

¥1,700 978-4-87981-726-6 485

42 幼年  小低 ムカデとヤスデ
スージー・ウィリアムズ
／作

ハンナ・トルソン／絵 渡邊真里／訳 化学同人 ¥1,500 978-4-7598-2125-3 485

43 小高  中学
学校では教えてくれない自
分を休ませる方法

井上祐紀／著 KADOKAWA ¥1,300 978-4-04-680361-0 498

44 小中  小高 もしもトイレがなかったら 加藤篤／著
少年写真新
聞社

¥1,600 978-4-87981-728-0 518

45 小中  小高　中学 すっぱいのひみつ 赤野裕文／著 会田博美／絵 金の星社 ¥1,400 978-4-323-07480-1 588

46 小中  小高
マグカップでまぜるだけふわ
ふわケーキ

宮沢うらら／著 汐文社 ¥2,500 978-4-8113-2841-6 596

47 小高  中学 宇宙マグロのすしを食べる 山本俊政／著 旬報社 ¥1,500 978-4-8451-1695-9 666

48 小中  小高
和食のだしは海のめぐみ　1
昆布

阿部秀樹／写真・文 偕成社 ¥2,400 978-4-03-436810-7 667

49 小中  小高　中学 アートって何だろう 中島裕司／訳 保育社 ¥3,000 978-4-586-08633-7 700
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50 小中  小高
修学旅行が楽しくなる仏像
“ここ見て”調査隊　京都編

中村文人／著，宮澤や
すみ／監修

くもん出版 ¥2,800 978-4-7743-3180-5 718

51 小中  小高 これが鳥獣戯画でござる 結城昌子／構成・文 小学館 ¥1,700 978-4-09-727709-5 721

52 小低
くもとり山のイノシシびょうい
ん

かこさとし／文
かこさとし／絵，なか
じまかめい／絵

福音館書店 ¥1,100 978-4-8340-8589-1 913

53 小低  小中
からっぽになったキャンディ
のはこのおはなし

大久保雨咲／作 出口かずみ／絵 小峰書店 ¥1,200 978-4-338-19242-2 913

54 小低  小中 つくしちゃんとおねえちゃん いとうみく／作 丹地陽子／絵 福音館書店 ¥1,200 978-4-8340-8599-0 913

55 小低  小中 はっぴょう会への道 山本悦子／作 下平けーすけ／絵 PHP研究所 ¥1,200 978-4-569-78966-8 913

56 小中 先生、感想文、書けません! 山本悦子／作 佐藤真紀子／絵 童心社 ¥1,200 978-4-494-02071-3 913

57 小中  小高 オンボロやしきの人形たち
フランシス・ホジソン・
バーネット／作

平澤朋子／絵 尾崎愛子／訳 徳間書店 ¥1,400 978-4-19-865375-0 933

58 小中  小高 ぼくの犬スーザン ニコラ・デイビス／文 垂石眞子／絵 千葉茂樹／訳
あすなろ書
房

¥1,200 978-4-7515-3031-3 933

59 小中  小高　中学 クモのアナンシ
フィリップ・M.シャーロッ
ク／再話

マーシャ・ブラウン／
絵

小宮由／訳 岩波書店 ¥1,600 978-4-00-116028-4 933

60 小中  小高　中学 火の鳥ときつねのリシカ 木村有子／編訳 出久根育／絵 岩波書店 ¥800 978-4-00-114254-9 989

61 小高 ライラックのワンピース 小川雅子／作 めばち／絵 ポプラ社 ¥1,400 978-4-569-78956-9 933

62 小高
わたしのあのこあのこのわ
たし

岩瀬成子／著 PHP研究所 ¥1,400 978-4-569-78969-9 913
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63 小高 ぼくと石の兵士 リサ・トンプソン／著 櫛田理絵／訳 PHP研究所 ¥1,400 978-4-569-78956-9 933

64 小高  中学 縄文の狼 今井恭子／作 岩本ゼロゴ／画 くもん出版 ¥1,500 978-4-7743-3201-7 913

65 小高  中学 太郎の窓 中島信子／著 汐文社 ¥1,500 978-4-8113-2750-1 913

66 小高  中学 ボーダレス・ケアラー 山本悦子／著 竹浪音羽／画 理論社 ¥1,400 978-4-652-20430-6 913

67 小高  中学 赤い糸でむすばれた姉妹
キャロル・アントワネッ
ト・ピーコック／作

日当陽子／訳
フレーベル
館

¥1,400 978-4-577-04944-0 933

68 小高  中学
サヨナラの前に、ギズモにさ
せてあげたい9のこと

ベン・デイヴィス／作 杉田七重／訳 小学館 ¥1,600 978-4-09-290643-3 933

69 小高  中学
飛べないハトを見つけた日
から

クリス・ダレーシー／作 東郷なりさ／絵 相良倫子／訳 徳間書店 ¥1,600 978-4-19-865384-2 933

70 小高  中学 橋の上の子どもたち
パドマ・ヴェンカトラマ
ン／作

田中奈津子／訳 講談社 ¥1,500 978-4-06-521442-8 933

71 小高  中学 秘密のノート ジョー・コットリル／作 杉田七重／訳 小学館 ¥1,500 978-4-09-290634-1 933

72 中学 世界とキレル 佐藤まどか／著
あすなろ書
房

¥1,400 978-4-7515-2949-2 913

73 中学 夏のカルテット 眞島めいり／著 PHP研究所 ¥1,200 978-4-569-88000-6 913

74 中学 青いつばさ シェフ・アールツ／作 長山さき／訳 徳間書店 ¥1,600 978-4-19-865357-6 949

75 中学 海を見た日 M.G.ヘネシー／作 杉田七重／訳 鈴木出版 ¥1,600 978-4-7743-3201-7 933

76 中学 彼方の光 シェリー・ピアソル／作 斎藤倫子／訳 偕成社 ¥1,600 978-4-03-744790-8 933
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77 中学 キャラメル色のわたし
シャロン・M.ドレイパー
／作

横山和江／訳 鈴木出版 ¥1,600 978-4-7902-3369-5 933

78 中学 スーパー・ノヴァ
ニコール・パンティル
イーキス／著

千葉茂樹／訳
あすなろ書
房

¥1,500 978-4-7515-3032-0 933

79 中学 ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ／作 もりうちすみこ／訳 小学館 ¥1,600 978-4-09-290637-2 933

80 中学 ルーパートのいた夏 ヒラリー・マッカイ／作 冨永星／訳 徳間書店 ¥2,000 978-4-19-865211-1 933


