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№ 分類
図書
記号

コー
ナー 書名（本の題名） 著者 出版社

1 15 YA 13歳のキミへ　中学生生活に自信がつくヒント35 高濱　正伸著 実務教育出版

2 28 10才のとき
高橋　幸子聞き手
西村　繁男絵
大木　茂写真

福音館書店

3 28 田尻智　ポケモンをつくった男
菊田　洋之構成
田中　顕まんが

小学館

4 28 篤姫
加来　耕三企画・構成・監修
後藤　ひろみ原作
瀧　玲子作画

ポプラ社

5 29 世界の国と地域ずかん 井田　仁康監修 ほるぷ出版

6 32
よくわかる大使館　だれが働いているの？どんな仕事をし
ているの？

河東　哲夫監修 PHP研究所

7 32 YA
刑務所しか居場所がない人たち　学校では教えてくれな
い、障害と犯罪の話

山本　譲司著 大月書店

8 33 たすけあいのひみつ
トミイ大塚まんが
オフィスhana構成

学研プラス次世代教育
創造事業部学びソリュー
ション事業室

9 36 どんなしごと？　カップヌードルのしごと
WILLこども知育研究所構成・文
伊藤ハムスターマンガ・イラスト

学研プラス次世代教育
創造事業部学びソリュー
ション事業室

10 36
もしときサバイバル術Jr．　災害時に役立つスキルを手に
入れろ！

片山　誠著
高橋　未来イラスト

太郎次郎社エディタス

11 36 北欧に学ぶ小さなフェミニストの本
サッサ・ブーレグレーン作
枇谷　玲子訳

岩崎書店

12 38 森でひろったふしぎな赤ちゃん　イソイタㇰ　５

アイヌ民話撰集企画編集委員会
企画・監修　寮　美千子文・編集
平賀　サダモ　他語り
クロガネジンザ絵

アイヌ文化振興・研究
推進機構

13 40 空想科学学園　すごいぞ！ぼくらの地球編
柳田　理科雄原作・監修
しいたけ元師まんが作画

KADOKAWA

14 41 はてなし世界の入口
森　毅　木幡　寛文
タイガー立石絵

福音館書店

15 45 どうくつをたんけんする 堀内　誠一さく 福音館書店

16 45 なぜこうなった？あの絶景のひみつ
増田　明代文・構成
山田　耕生監修

講談社

17 46
目に見えない微生物の世界　あらゆるところにたくさんい
る！

エレーヌ・ラッジカク
ダミアン・ラヴェルダン著
河野　彩訳

河出書房新社

18 47 コスモス
赤木　かん子作
藤井　英美写真

新樹社

19 47 トマト
赤木　かん子作
藤井　英美写真

新樹社

20 47 もりのほうせきねんきん 新井　文彦写真・文 ポプラ社

21 48 サナギのひみつ 三輪　一雄著　大谷　剛監修 ポプラ社

22 48
ざんねんないきもの事典　続々　おもしろい！進化のふし
ぎ

今泉　忠明監修　下間　文恵
メイヴ　ミューズワーク絵
有沢　重雄　野島　智司文

高橋書店

23 48 しっぽがない！　コアラとヒトのしっぽのなぞ 犬塚　則久文　大島　裕子絵 福音館書店

24 48 バイオロギングで新発見！　動物たちの謎を追え
中野　富美子構成・文
佐藤　克文監修

あかね書房

25 48 昆虫の体重測定 吉谷　昭憲文・絵 福音館書店

26 48 虫のしわざ探偵団 新開　孝写真・文 少年写真新聞社

27 52 やねはぼくらのひるねするばしょ 小野　かおるさく 福音館書店

28 59 いなり寿司のひみつ
おだぎ　みをまんが
望月　恭子構成

学研プラス次世代教育
創造事業部学びソリュー
ション事業室

29 61 イネの大百科 堀江　武編 農山漁村文化協会

30 64 ファインディング・ゴビ
ディオン・レナード著
橋本　恵訳

あすなろ書房

31 64 岩合光昭の日本犬図鑑 岩合　光昭文・写真 文溪堂

32 68 キリンの運びかた、教えます　電車と病院も！？ 岩貞　るみこ文　たら子絵 講談社

33 82 YA 神さまがくれた漢字たち　増補新版 山本　史也著　白川　静監修 新曜社

34 91 ア
だんまりうさぎとおほしさま　だんまりうさぎとおしゃべりう
さぎ

安房　直子作
ひがし　ちから絵

偕成社

35 91 エ 絵物語古事記
富安　陽子文　山村　浩二絵
三浦　佑之監修

偕成社

36 91 キ ビューティフル・ネーム 北森　ちえ著 国土社

平成30年７月登録本（児童向き）
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37 91 ク ノラネコぐんだんと海の果ての怪物 工藤　ノリコ著 白泉社

38 91 コ YA リマ・トゥジュ・リマ・トゥジュ・トゥジュ こまつ　あやこ著 講談社

39 91 ヒ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　９ 廣嶋　玲子作　ｊｙｏｊｙｏ絵 偕成社

40 91 ヒ 雨ふる本屋と雨もりの森
日向　理恵子作
吉田　尚令絵

童心社

41 91 マ YA 疾風の女子マネ！ まはら　三桃著 小学館

42 91 ム 体育館の日曜日　ペットショップへいくまえに
村上　しいこ作
田中　六大絵

講談社

43 91 モ ひきがえるにげんまん 最上　一平作　武田　美穂絵 ポプラ社

44 91 リ いじめられたお姫さま　中将姫物語 寮　美千子文　上村　恭子絵 ロクリン社

45 E ア へんしんたんてい あきやま　ただし作・絵 金の星社

46 E ア もぐらはすごい
アヤ井　アキコ著
川田　伸一郎監修

アリス館

47 E ア 母子 りんごりんごりんごりんごりんごりんご 安西　水丸著 主婦の友社

48 E ア 旅の絵本　９ 安野　光雅著 福音館書店

49 E イ スサノオ　日本の神話 飯野　和好文・絵 パイインターナショナル

50 E イ 母子 まんまるだあれ いまもり　みつひこ文・切り絵 アリス館

51 E イ めしくわぬにょうぼう 飯野　和好絵　常光　徹文 童心社

52 E オ おうち
中川　ひろたか作
岡本　よしろう絵

金の星社

53 E オ おばけのパンこうじょう オームラ　トモコ作 理論社

54 E カ ごんげさま
柳田　国男原作
軽部　武宏絵　京極　夏彦文

汐文社

55 E カ こんにちは 川端　誠作 理論社

56 E ゴ つくえはつくえ 五味　太郎作 偕成社

57 E ジ きのうをみつけたい！
アリソン・ジェイ作・絵
蜂飼　耳訳

徳間書店

58 E ス ねるじかん 鈴木　のりたけ作・絵 アリス館

59 E セ ちょうちょのためにドアをあけよう
ルース・クラウス文　モーリ
ス・センダック絵　木坂　涼訳

岩波書店

60 E セ 千と千尋の神隠し 宮崎　駿原作・脚本・監督 徳間書店

61 E タ ぼく、おたまじゃくし？ 田島　征三作・絵 佼成出版社

62 E ト 母子 あがりめさがりめ　0・1・2さい　おやこでいっしょに！ とよた　かずひこ作 世界文化社

63 E ト 母子
きんぎょさんとめだかさん　0・1・2さい　なつのたいそうお
やこでいっしょに！

とよた　かずひこ作 世界文化社

64 E ト ぼくのなまえはへいたろう 灰島　かり文　殿内　真帆絵 福音館書店

65 E ハ いいからいいから　５ 長谷川　義史作 絵本館

66 E バ またまた　ねえ、どれがいい？
ジョン・バーニンガムさく
まつわか　まゆみやく

評論社

67 E フ 46 このほんをなめちゃダメ！　ばいきんがいっぱい
イダン・ベン＝バラク文
ジュリアン・フロスト絵
福本　友美子訳

PHP研究所

68 E ブ ちびちっち
ステファニー・ブレイク作
ふしみ　みさを訳

あすなろ書房

69 E ヤ あのくもなあに？
山村　浩二え
富安　陽子ぶん

福音館書店

70 E ヤ ミジンコでございます。
山村　浩二絵
佐藤　まどか文

フレーベル館

71 E ヨ おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ　シンスケ作・絵 PHP研究所

72 E レ 英語でもよめるじぶんだけのいろ
レオ＝レオニ作
谷川　俊太郎訳

好学社


