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1 03 ひらめき力がぐんぐん育つ！なぞなぞチャレンジ
嵩瀬　ひろし作
茂木　健一郎監修

ナツメ社

2 15 もっとよのなかルールブック　メシが食える大人になる！
高濱　正伸監修
林　ユミ絵

日本図書センター

3 32
人権と自然をまもる法ときまり　２　健康と福祉をまもるき
まり

笹本　潤法律監修
藤田　千枝編

大月書店

4 33 地球村の子どもたち　１　格差　途上国から見たSDGs 石井　光太著 少年写真新聞社

5 36
仕事のくふう、みつけたよ　１　調べて、書こう！教科書に
出てくる

『仕事のくふう、見つけたよ』
編集委員会

汐文社

6 36
仕事のくふう、みつけたよ　２　調べて、書こう！教科書に
出てくる

『仕事のくふう、見つけたよ』
編集委員会

汐文社

7 36
仕事のくふう、みつけたよ　３　調べて、書こう！教科書に
出てくる

『仕事のくふう、見つけたよ』
編集委員会

汐文社

8 36
僕たちはなぜ働くのか　下　これからのキャリア、生き方を
考える本

池上　彰監修 学研プラス

9 36
僕たちはなぜ働くのか　上　これからのキャリア、生き方を
考える本

池上　彰監修 学研プラス

10 36 密着！お仕事24時　１　料理研究家の１日<口尾麻美> 高山　リョウ構成・文 岩崎書店

11 36 密着！お仕事24時　２　サッカー選手の１日<岩清水梓> 高山　リョウ構成・文 岩崎書店

12 36 密着！お仕事24時　３　農家の１日<三つ豆ファーム> 高山　リョウ構成・文 岩崎書店

13 36 密着！お仕事24時　４　鉄道員の１日<小田急電鉄> 高山　リョウ構成・文 岩崎書店

14 36 密着！お仕事24時　５　ゾウの飼育員の１日<金沢動物園> 高山　リョウ構成・文 岩崎書店

15 36 密着！お仕事24時　６　アニメーターの１日<夏川憲介> 高山　リョウ構成・文 岩崎書店

16 36 水害の大研究　なぜ起こる？どうそなえる？ 河田　惠昭監修 PHP研究所

17 40 でんじろう先生のわくわく科学実験 米村　でんじろう監修 日東書院本社

18 42 単位のひみつモノの数え方　算数っておもしろい！ 桜井　進監修 日東書院本社

19 48 万葉と令和をつなぐアキアカネ 山口　進写真・文 岩崎書店

20 49 女子も！男子も！生理を知ろう　１　生理ってなんだろう 宋　美玄監修 汐文社

21 49 女子も！男子も！生理を知ろう　２　生理のなやみ 宋　美玄監修 汐文社

22 49 女子も！男子も！生理を知ろう　３　心と体の成長と生理 宋　美玄監修 汐文社

23 51
和の文化を発見する水とくらす日本のわざ　１　井戸・水
道・堤防など

中庭　光彦監修 汐文社

24 51
和の文化を発見する水とくらす日本のわざ　２　和紙・染
めもの・和食など

中庭　光彦監修 汐文社

25 51
和の文化を発見する水とくらす日本のわざ　３　打ち水・風
呂・ししおどしなど

中庭　光彦監修 汐文社

26 58 大接近！スポーツものづくり　１　競技用車いすの工場 高山　リョウ構成・文 岩崎書店

27 58
大接近！スポーツものづくり　２　ランニングシューズの工
場

高山　リョウ構成・文 岩崎書店

28 58 大接近！スポーツものづくり　３　卓球ボールの工場 高山　リョウ構成・文 岩崎書店

29 58 大接近！スポーツものづくり　４　柔道畳の工場 高山　リョウ構成・文 岩崎書店

30 58
大接近！スポーツものづくり　５　競泳用水着とゴーグル
の工場

高山　リョウ構成・文 岩崎書店

31 58 大接近！スポーツものづくり　６　金メダルの工場 高山　リョウ構成・文 岩崎書店

32 59
かんたん！おいしい！フォトジェニック・スイーツ　［１］　き
らきら☆カラフルスイーツ

宮沢　うらら著 汐文社

33 59
かんたん！おいしい！フォトジェニック・スイーツ　［２］
びっくり！そっくりスイーツ

宮沢　うらら著 汐文社

34 59
かんたん！おいしい！フォトジェニック・スイーツ　［３］　と
きめくパンアート

宮沢　うらら著 汐文社

35 59
かんたん！おいしい！フォトジェニック・スイーツ　［４］　わ
くわく！へんしんスイーツ

宮沢　うらら著 汐文社

36 59 今日からやろうお手伝いはわたしの仕事　１　すまい編 寺西　恵里子作 汐文社

37 59 今日からやろうお手伝いはわたしの仕事　２　食事編 寺西　恵里子作 汐文社

38 59 今日からやろうお手伝いはわたしの仕事　３　身だしなみ 寺西　恵里子作 汐文社

39 59
楽しく作って、おいしく食べよ！だいすき♥おやつ　Kid's
Cooking Lesson Note

阪下　千恵著 日東書院本社

40 59
ひとりで作って、みんなで食べよ！はじめてのごはん
Kid's Cooking Lesson Note

阪下　千恵著 日東書院本社
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41 75
うつして切るだけ！季節と行事のきりがみ　１　さくら・新
学期・ひなまつりほか

いしかわ　まりこ作 汐文社

42 75
うつして切るだけ！季節と行事のきりがみ　２　あさがお・
七夕・花火ほか

いしかわ　まりこ作 汐文社

43 75
うつして切るだけ！季節と行事のきりがみ　３　もみじ・お
月見・ハロウィンほか

いしかわ　まりこ作 汐文社

44 75
うつして切るだけ！季節と行事のきりがみ　４　雪の結晶・
クリスマス・お正月ほか

いしかわ　まりこ作 汐文社

45 75
伝統工芸の名人に会いに行く　１　おんた焼き◆大分県
日田市

瀬戸山　玄文と写真 岩崎書店

46 75
伝統工芸の名人に会いに行く　２　小川和紙◆埼玉県比
企郡小川町

瀬戸山　玄文と写真 岩崎書店

47 75
伝統工芸の名人に会いに行く　３　大館曲げわっぱ◆秋
田県大館市

瀬戸山　玄文と写真 岩崎書店

48 78
オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー　１　陸上ト
ラック・体育館・スイミングプールほか

スポーツデザイン研究所編
著

汐文社

49 78
オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー　２　体操競
技・バスケットゴール・コースロープほか

スポーツデザイン研究所編
著

汐文社

50 78
オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー　３　シュー
ズ・ボール・ラケットほか

スポーツデザイン研究所編
著

汐文社

51 80 NEWマーク・記号の大百科　１　改訂版 太田　幸夫監修 学研プラス

52 80 NEWマーク・記号の大百科　２　改訂版 太田　幸夫監修 学研プラス

53 80 NEWマーク・記号の大百科　３　改訂版 太田　幸夫監修 学研プラス

54 80 NEWマーク・記号の大百科　４　改訂版 太田　幸夫監修 学研プラス

55 80 NEWマーク・記号の大百科　５　改訂版 太田　幸夫監修 学研プラス

56 80 NEWマーク・記号の大百科　６　改訂版 太田　幸夫監修 学研プラス

57 91 エ 絵で見てわかるはじめての古典　１巻　増補改訂版 学研プラス

58 91 エ 絵で見てわかるはじめての古典　２巻　増補改訂版 学研プラス

59 91 エ 絵で見てわかるはじめての古典　３巻　増補改訂版 学研プラス

60 91 エ 絵で見てわかるはじめての古典　４巻　増補改訂版 学研プラス

61 91 エ 絵で見てわかるはじめての古典　５巻　増補改訂版 学研プラス

62 91 エ 絵で見てわかるはじめての古典　６巻　増補改訂版 学研プラス

63 91 エ 絵で見てわかるはじめての古典　７巻　増補改訂版 学研プラス

64 91 エ 絵で見てわかるはじめての古典　８巻　増補改訂版 学研プラス

65 91 エ 絵で見てわかるはじめての古典　９巻　増補改訂版 学研プラス

66 91 エ 絵で見てわかるはじめての古典　１０巻　増補改訂版 学研プラス

67 93 ク YA 名探偵ポアロ　ナイルに死す
アガサ・クリスティー著
佐藤　耕士訳

早川書房

68 E ア あかくんこうそくをはしる　特製版 あんどう　としひこさく
福音館書店発行
こどものとも社発売

69 E イ いきものづくし　ものづくし　８ 田中　豊美他７名画 福音館書店

70 E イ しはつでんしゃ　特製版 石橋　真樹子さく
福音館書店発行
こどものとも社発売

71 E イ のぼれ！ケーブルカー　特製版 石橋　真樹子さく
福音館書店発行
こどものとも社発売

72 E イ 月のふしぎ　はじめてのかがくのえほん
いしがき　わたるえ
おおぬま　たかしかんしゅう

マイルスタッフ

73 E ウ ちいさなバス　特製版
片平　直樹文
歌田　典子絵

福音館書店発行
こどものとも社発売

74 E オ れっしゃがとおります　特製版 岡本　雄司さく
福音館書店発行
こどものとも社発売

75 E カ のせてよ！　特製版 笠野　裕一さく
福音館書店発行
こどものとも社発売

76 E コ エスカレーターとエレベーター　特製版 小輪瀬　護安さく
福音館書店発行
こどものとも社発売

77 E コ サンドイッチサンドイッチ　英語版 小西　英子作 福音館書店

78 E ゴ きんぎょがにげた　英語版 五味　太郎作 福音館書店

79 E セ にかいだてバスにのって　特製版 せき　なつこさく
福音館書店発行
こどものとも社発売

80 E タ 母子 ひっひっひくしょーん たあ先生作 KADOKAWA

81 E ト ぼくんちのおふろやさん とよた　かずひこ作・絵 ひさかたチャイルド

82 E ナ ママ、どっちがすき？
織田　りねん作
中田　いくみ絵

パイインターナショナル
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83 E ニ えんとつ町のプペル　POUPELLE OF CHIMNEY TOWN にしの　あきひろ著 幻冬舎

84 E ハ おつきさまこんばんは　英語版 林　明子作 福音館書店

85 E フ ことばメガネ　考える絵本　８
アーサー・ビナード文
古川　タク絵

大月書店

86 E ミ カーフェリーのたび　特製版 みねお　みつさく
福音館書店発行
こどものとも社発売

87 E ヤ たまごのあかちゃん　英語版
かんざわ　としこ文
やぎゅう　げんいちろう絵

福音館書店

88 E ヤ たんじょうじどうしゃ　特製版
小風　さち作
山本　忠敬絵

福音館書店発行
こどものとも社発売

89 E ヤ どうぶつのおかあさん　英語版
小森　厚文
薮内　正幸絵

福音館書店

90 E ロ 75億人のひみつをさがせ！ クリスティン・ローシフト作 岩崎書店


