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ナー 書名（本の題名） 著者 出版社

1 28 お札に描かれる偉人たち　渋沢栄一・津田梅子・北里柴三郎 楠木　誠一郎著 講談社

2 29 クイズでわかる！全国47都道府県 陰山　英男監修 小学館

3 29
国別大図解　世界の地理　１
アジアの国々　１　東・東南アジア

井田　仁康監 学研プラス

4 29
国別大図解　世界の地理　２
アジアの国々　２　南・西・中央アジア

井田　仁康監 学研プラス

5 29
国別大図解　世界の地理　３
ヨーロッパの国々　１　西ヨーロッパ

井田　仁康監 学研プラス

6 29
国別大図解　世界の地理　４
ヨーロッパの国々　２　東ヨーロッパ

井田　仁康監 学研プラス

7 29 国別大図解　世界の地理　５　南北アメリカの国々 井田　仁康監 学研プラス

8 29 国別大図解　世界の地理　６　アフリカ・オセアニアの国々 井田　仁康監 学研プラス

9 29 国別大図解　世界の地理　７　テーマ別ビジュアル資料集　１ 井田　仁康監 学研プラス

10 29 国別大図解　世界の地理　８　テーマ別ビジュアル資料集　２ 井田　仁康監 学研プラス

11 29 都道府県ふるさとじまん図鑑 鎌田　和宏監修 学研プラス

12 33 総合商社のひみつ
工藤　ケンまんが
橘　悠紀構成

学研プラス

13 33 どうなる？これからのお金図鑑 荻原　博子監修 文溪堂

14 36
「もしも」のときに役に立つ！防災クッキング　３
自分を守る！食べもののそなえとじゅんび

今泉　マユ子著 フレーベル館

15 36 名人はっけん！まちたんけん　１　つくるひと 鎌田　和宏監修 学研プラス

16 36 名人はっけん！まちたんけん　２　お店のひと 鎌田　和宏監修 学研プラス

17 36 名人はっけん！まちたんけん　３　くらしをささえるひと 鎌田　和宏監修 学研プラス

18 36 名人はっけん！まちたんけん　４　まもるひと 鎌田　和宏監修 学研プラス

19 36 名人はっけん！まちたんけん　５　そだてる・とるひと 鎌田　和宏監修 学研プラス

20 37 クイズでわかる！学校の生活　１　１日のきまり 広中　忠昭監修 学研プラス

21 37 クイズでわかる！学校の生活　２　１年のきまり 広中　忠昭監修 学研プラス

22 37 クイズでわかる！学校の生活　３　やくだちワザずかん 広中　忠昭監修 学研プラス

23 37 YA 清水式高校受験に勝つ45の習慣 清水　章弘著 PHP研究所

24 38 世界の子どもたち　のぞいてみよう、みんなのくらし
キャサリン・サンダース他２名著

太田　てるみ訳
岩崎書店

25 38 ビジュアル日本の住まいの歴史　４　近現代
小泉　和子監修
家具道具室内史学会著

ゆまに書房

26 40 ジュニア空想科学読本　１０　愛蔵版
柳田　理科雄著
きっか絵

汐文社

27 44
発見しよう！つくってみよう！まちの地図　１
学校のまわりの絵地図

長谷川　直子監修
高橋　美江絵地図製作指導

河出書房新社

28 44
発見しよう！つくってみよう！まちの地図　２
わたしたちの市区町村ガイドマップ

長谷川　直子監修 河出書房新社

29 44
発見しよう！つくってみよう！まちの地図　３
社会がわかるテーマ別マップ

長谷川　直子監修 河出書房新社

30 44 まんが☆プラネタリウム星座と神話　１　春の星座をめぐる 藤井　旭監修 学研プラス

31 44 まんが☆プラネタリウム星座と神話　２　夏の星座をめぐる 藤井　旭監修 学研プラス

32 44 まんが☆プラネタリウム星座と神話　３　秋の星座をめぐる 藤井　旭監修 学研プラス

33 44 まんが☆プラネタリウム星座と神話　４　冬の星座をめぐる 藤井　旭監修 学研プラス

34 44 まんが☆プラネタリウム星座と神話　５　世界の星座をめぐる 藤井　旭監修 学研プラス

35 45 雷のひみつ
こめ助まんが
入澤　宜幸構成

学研プラス

36 45 岩石・宝石ビジュアル図鑑　理科が楽しくなる大自然のふしぎ
産業技術総合研究所地質標
本館監修

学研プラス

37 46 命のものさし　動物の命・人間の命・わたしの命
今西　乃子著
浜田　一男写真
愛媛県立とべ動物園取材協力

合同出版

38 48
マンボウは上を向いてねむるのか
マンボウ博士の水族館レポート

澤井　悦郎著 ポプラ社

39 53 多目的作業車のひみつ
トミイ　大塚まんが
橘　悠紀構成

学研プラス

40 58 ゲームの仕事 セガゲームス取材協力 ポプラ社

41 59
青春ハンドメイド　１　イベントを盛り上げるコスチューム
あこがれスクールライフ

学研プラス

42 59
青春ハンドメイド　２　スクールライフを楽しむアイテム
あこがれスクールライフ

学研プラス
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43 59
青春ハンドメイド　３　お部屋をいろどるインテリア・ツール
あこがれスクールライフ

学研プラス

44 60
地域の発達につくした日本の近代化遺産図鑑　１
北海道・東北

すずき　しのぶ著 岩崎書店

45 60
地域の発達につくした日本の近代化遺産図鑑　２
関東・北陸

西戸山　学著 岩崎書店

46 60
地域の発達につくした日本の近代化遺産図鑑　３
東海・中央高地・近畿

倉部　きよたか著 岩崎書店

47 60
地域の発達につくした日本の近代化遺産図鑑　４
中国・四国

清原　工著 岩崎書店

48 60
地域の発達につくした日本の近代化遺産図鑑　５
九州・沖縄・アジア

西戸山　学著 岩崎書店

49 61 食品ロスの大研究　なぜ多い？どうすれば減らせる？ 井出　留美監修 PHP研究所

50 62
やさいのさいばいとかんさつ　１　ミニトマト
ぜったいじょうずにそだてられる！

藤田　智監修 学研プラス

51 62
やさいのさいばいとかんさつ　２　キュウリ
ぜったいじょうずにそだてられる！

藤田　智監修 学研プラス

52 62
やさいのさいばいとかんさつ　３　ナス・ピーマン
ぜったいじょうずにそだてられる！

藤田　智監修 学研プラス

53 62
やさいのさいばいとかんさつ　４　ゴーヤ・オクラ
ぜったいじょうずにそだてられる！

藤田　智監修 学研プラス

54 62
やさいのさいばいとかんさつ　５　エダマメ・トウモロコシ
ぜったいじょうずにそだてられる！

藤田　智監修 学研プラス

55 62
やさいのさいばいとかんさつ　６　ジャガイモ・サツマイモ
ぜったいじょうずにそだてられる！

藤田　智監修 学研プラス

56 68 宅配ロッカー・宅配ボックスのひみつ
トミイ　大塚まんが
スリーシーズン構成

学研プラス

57 68 道路のひみつ図鑑
スタジオタッククリ
エイティブ

58 78
みんなで楽しもう！UDスポーツ　２
UDスポーツの施設と用具

大熊　廣明監修
こどもくらぶ編集

文研出版

59 83 プログレッシブ小学英和辞典 吉田　研作編 小学館

60 83 プログレッシブ小学和英辞典 吉田　研作編 小学館

61 90 名作ビジュアル図鑑　１　作品編　本をもっと好きになる 学研プラス

62 90
名作ビジュアル図鑑　２　作家・登場人物編
本をもっと好きになる

学研プラス

63 91 イ きみひろくん
いとう　みく作
中田　いくみ絵

くもん出版

64 91 カ YA 湖の国
柏葉　幸子作
佐竹　美保絵

講談社

65 91 ク あした、また学校で 工藤　純子著 講談社

66 91 ト
ホオズキくんのオバケ事件簿　２
オバケはあの子の中にいる！

富安　陽子作
小松　良佳絵

ポプラ社

67 91 ハ やまねこのこんにちは
はせがわ
さとみ作

あかね書房

68 91 ヒ ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１２
廣嶋　玲子作
jyajya絵

偕成社

69 91 ヒ 鬼遊び　〔３〕　髑髏の手まり歌
廣嶋　玲子作
おとない　ちあき絵

小峰書店

70 E ア なんでもモッテルさん
アヤ井　アキコ絵
竹下　文子文

あかね書房

71 E ア ふとんがふっとんだ　おもしろだじゃれえほん 新井　洋行作 講談社

72 E イ かなしみがやってきたらきみは
エヴァ・イーランド作
いとう　ひろみ訳

ほるぷ出版

73 E オ ようかいオリリピック めぐろ　みよさく 星の環会

74 E カ おおゆき
加藤　休ミ絵
最上　一平作

鈴木出版

75 E カ 母子 こっちんとてん かたやま　けんさく 福音館書店

76 E カ 母子 ちいさなふね 笠野　裕一作 福音館書店

77 E キ こどもかいぎ 北村　裕花作・絵 フレーベル館

78 E ク おなべさんとおたまちゃん
国松　エリカ絵
宮本　えつよし作

教育画劇

79 E ク ノラネコぐんだんカレーライス 工藤　ノリコ著 白泉社

80 E サ かべのすきま
澤野　秋文絵
中西　翠文

アリス館



№ 分類
図書
記号

コー
ナー 書名（本の題名） 著者 出版社

令和元年12月登録本（児童向き）

81 E サ 母子 だれかしら 佐々木　マキさく 福音館書店

82 E ジ おきなぐさ
陣崎　草子絵
宮沢　賢治作

三起商行

83 E ジ の junaida著 福音館書店

84 E タ ながーい5ふん　みじかい5ふん

オリヴェエ・タレック絵
リズ・ガートン・スキャンロン
オードリー・ヴァ―ニック文
木坂　涼訳

光村教育図書

85 E タ 母子 ぱぴぷぺぽ
石津　ちひろ文
たしろ　ちさと絵

福音館書店

86 E タ 図書館のふしぎな時間
たしろ　ちさと画
福本　友美子作

玉川大学出版部

87 E ナ 母子 くまさんはい 長野　ヒデ子さく 福音館書店

88 E ニ くまくまパン　いちにちパンやさん 西村　敏雄作 あかね書房

89 E ハ みんなのおすし はらぺこめがね作 ポプラ社

90 E フ おしょうがつバス 藤本　ともひこ作・絵 鈴木出版

91 E プ みーんなねちゃった？
オードレイ・プシエ作
ふしみ　みさを訳

BL出版

92 E ホ 母子 ぱんぱんあーん
すとう　あさえぶん
堀川　理万子え

福音館書店

93 E マ 母子 ぽつぽつぽつ 増田　純子さく 福音館書店

94 E ミ おうさまのこどもたち 三浦　太郎作 偕成社

95 E モ 母子 おはながさいた 杜　今日子さく 福音館書店

96 E ヤ 母子 でんしゃごっこ 山口　マオ作 福音館書店

97 E ヤ 風の又三郎
やぎ　たみこ絵
宮沢　賢治作

三起商行

98 E リ イヌと友だちのバイオリン
デイビッド・リッチフィールド作
俵　万智訳

ポプラ社

99 E ワ 母子 おっぱいのんだら わかやま　しずこさく 福音館書店


