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図書
記号

コー
ナー 書名（本の題名） 著者 出版社

1 21 YA 10代に語る平成史 後藤　謙次著 岩波書店

2 28 佐藤初女物語　おむすびに心をこめて あんず　ゆき著 PHP研究所

3 28 名字ずかん
森岡　浩監修
長谷川　美緒編著

ほるぷ出版

4 36 「ふつう」ってなんだ？　LGBTについて知る本 ReBit監修 学研プラス

5 36 こどものための防災教室　災害食がわかる本 今泉　マユ子著 理論社

6 36
好きなモノから見つけるお仕事　１　あそびから見つける
キャリア教育にぴったり！

藤田　晃之監修 学研プラス

7 36
好きなモノから見つけるお仕事　２　家の中で見つける
キャリア教育にぴったり！

藤田　晃之監修 学研プラス

8 36
好きなモノから見つけるお仕事　３　家の外で見つける
キャリア教育にぴったり！

藤田　晃之監修 学研プラス

9 36
好きなモノから見つけるお仕事　４　学校で見つける　キャ
リア教育にぴったり！

藤田　晃之監修 学研プラス

10 37 ナージャの5つのがっこう
キリーロバ・ナージャぶん
市原　淳え

大日本図書

11 38 アイヌ　もっと知りたい！くらしや歴史
北原　モコットゥナシ
簑島　栄紀監修
岩崎書店編集部企画・編集

岩崎書店

12 45 絶景ビジュアル図鑑　理科が楽しくなる大自然のふしぎ
神奈川県立生命の星・地球
博物館監修

学研プラス

13 48
いきもの寿命ずかん　コドモからオトナまで楽しめる「動物
たちの生き様カタログ」

新宅　広二著
イシダ　コウイラスト

東京書籍

14 48
教科書に出てくる生きもののすみか　１　動物　わくわく発
見！

小宮　輝之監修 学研プラス

15 48
教科書に出てくる生きもののすみか　２　昆虫　わくわく発
見！

岡島　秀治監修 学研プラス

16 48
教科書に出てくる生きもののすみか　３　鳥　わくわく発
見！

小宮　輝之監修 学研プラス

17 48
教科書に出てくる生きもののすみか　４　水の生きもの
わくわく発見！

本村　浩之監修 学研プラス

18 49 YA 義肢装具士の一日 WILLこども知育研究所編著 保育社

19 49 空飛ぶ救命救急室ドクターヘリの秘密 和氣　晃司著 彩流社

20 50 調べる！47都道府県工業生産で見る日本 こどもくらぶ編 同友館

21 75 カッターであそぼう！ 五味　太郎著 KTC中央出版

22 78 忍者の迷路　戦国時代を大冒険！
香川　元太郎
香川　志織作・絵

PHP研究所

23 81 ただしいかぞえかたの絵本
WILLこども知育研究所編・著
すみもと　ななみ絵

金の星社

24 91 イ ケイゾウさんの春・夏・秋・冬
市川　宣子さく
さとう　あやえ

講談社

25 91 キ YA 給食アンサンブル 如月　かずさ著 光村図書出版

26 91 タ ビター・ステップ 高田　由紀子作 ポプラ社

27 91 ト ホオズキくんのオバケ事件簿　１　オバケが見える転校 富安　陽子作 ポプラ社

28 E ア ライオンの風をみたいちにち あべ　弘士著 佼成出版社

29 E イ おいもころころ いもと　ようこ文・絵 金の星社

30 E イ 48 月ちゃん　沖縄・いのちの物語 今泉　真也写真と文 三恵社

31 E ウ ねずみくんのうんどうかい
なかえ　よしを作
上野　紀子絵

ポプラ社

32 E カ あっぱれアスパラ郎 川端　誠作 BL出版

33 E ク やきいもやゴンラ
ながい　いくこ作
くすはら　順子絵

ポプラ社

34 E コ めんたべよう！ 小西　英子さく 福音館書店

35 E タ なぞなぞはじまるよ　２
おおなり　修司なぞなぞ文
高畠　純絵

絵本館

36 E ナ きりみ 長嶋　祐成え・ぶん 河出書房新社

37 E ハ 母子 おにのパンツ 長谷川　義史絵 フレーベル館

38 E ハ すきま地蔵
室井　滋文
長谷川　義史絵

白泉社

39 E ハ つきみだんご　しゅうくんかぞくのしあわせレシピ はまの　ゆか作 光村教育図書

40 E ヒ きになる
おおなり　修司文
広瀬　克也絵

絵本館

平成30年10月登録本（児童向き）
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41 E フ 母子 おせんべやけたかな
こが　ようこ構成・文
降矢　なな絵

童心社

42 E フ 母子 ねーずみねーずみどーこいきゃ？
こが　ようこ構成・文
降矢　なな絵

童心社

43 E ペ あめだま
ペク　ヒナ作
長谷川　義史訳

ブロンズ新社

44 E ボ かしこいのはだあれ？　ジャータカものがたり
中川　素子再話　バーサンス
レン・ボロルマー絵

小学館

45 E モ きょうがはじまる
ジュリー・モースタッド作
石津　ちひろ訳

BL出版

46 E ヤ じめんのしたにはなにがある
中川　ひろたか文
山本　孝絵

アリス館

47 E ワ ぴちぱちさくさく 若菜　ひとし　若菜　きよこ作 ひさかたチャイルド


