
２．ノンフィクション
書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

＜情報＞

★ 1 その情報はどこから? 猪谷 千香／著 筑摩書房 2019.2 C070/ｲｶ/ ￥740 ＹＡ

2 フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ 森 達也／著 ミツイパブリッシング 2019.12 C361/ﾓﾘ/ ￥1,700 ＹＡ

3 情報モラル学習 迷惑をかけない、被害にあわないネットのルール　１ 下村 正洋／監修 理論社 2019.9 C547/ｼﾓ/1 ￥2,200 小中/小高

4 情報モラル学習 迷惑をかけない、被害にあわないネットのルール　２ 下村 正洋／監修 理論社 2019.9 C547/ｼﾓ/2 ￥2,200 小中/小高

5 情報モラル学習 迷惑をかけない、被害にあわないネットのルール　３ 下村 正洋／監修 理論社 2019.9 C547/ｼﾓ/3 ￥2,200 小中/小高

6 情報モラル学習 迷惑をかけない、被害にあわないネットのルール　４ 下村 正洋／監修 理論社 2019.9 C547/ｼﾓ/4 ￥2,200 小中/小高

7 よくわかるVR 舘 暲／監修 PHP研究所 2019.8 C548/ﾀﾁ/ ￥3,200 小中/小高

＜生きかた＞

8 対話ではじめるこどもの哲学　１ 河野 哲也／著 童心社 2019.3 C104/ｺｳ/1 ￥2,250 小高

9 対話ではじめるこどもの哲学　２ 河野 哲也／著 童心社 2019.3 C104/ｺｳ/2 ￥2,250 小高

10 対話ではじめるこどもの哲学　３ 河野 哲也／著 童心社 2019.3 C104/ｺｳ/3 ￥2,250 小高

11 対話ではじめるこどもの哲学　４ 河野 哲也／著 童心社 2019.3 C104/ｺｳ/4 ￥2,250 小高

12 しあわせって、なに? オスカー・ブルニフィエ／文 朝日出版社 2019.5 C151/ﾌﾙ/ ￥1,600 小中/小高

13 ピンチ!!でもそれはチャンスだ! 大野 正人／著 高橋書店 2019.7 C159/ｵｵ/ ￥1,200 小中/小高

14 「空気」を読んでも従わない 鴻上 尚史／著 岩波書店 2019.4 C159/ｺｳ/ ￥820 ＹＡ

15 「カルト」はすぐ隣に 江川 紹子／著 岩波書店 2019.6 C169/ｴｶ/ ￥900 ＹＡ

16 暴力って、なに? オスカー・ブルニフィエ／文 朝日出版社 2019.5 C361/ﾌﾙ/ ￥1,600 小中/小高

17 どうしたらいいかわからない君のための人生の歩きかた図鑑 石井 光太／著 日本実業出版社 2019.6 C367/ｲｼ/ ￥1,800 小高/ＹＡ

★ 18 女と男のちがいって? プランテルグループ／文 あかね書房 2019.7 C367/ﾌﾗ/ ￥1,800 小高

19 心の病気ってなんだろう? 松本 卓也／著 平凡社 2019.7 C493/ﾏﾂ/ ￥1,400 中学生
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

＜歴史・伝記＞

20 「走る図書館」が生まれた日 シャーリー・グレン／作 評論社 2019.12 C016/ｸﾚ/ ￥2,400 小中

21 写真とデータでわかる平成時代　１ 時事通信社／編 ポプラ社 2019.4 C210/ｼｼ/1 ￥3,000 小高/ＹＡ

22 写真とデータでわかる平成時代　２ 時事通信社／編 ポプラ社 2019.4 C210/ｼｼ/2 ￥3,000 小高/ＹＡ

23 写真とデータでわかる平成時代　３ 時事通信社／編 ポプラ社 2019.4 C210/ｼｼ/3 ￥3,000 小高/ＹＡ

24 写真とデータでわかる平成時代　４ 時事通信社／編 ポプラ社 2019.4 C210/ｼｼ/4 ￥3,000 小高/ＹＡ

25 写真とデータでわかる平成時代　５ 時事通信社／編 ポプラ社 2019.4 C210/ｼｼ/5 ￥3,000 小高/ＹＡ

26 写真とデータでわかる平成時代　６ 時事通信社／編 ポプラ社 2019.4 C210/ｼｼ/6 ￥3,000 小高/ＹＡ

27 日本の元号大事典 日本の元号大事典編集委員会／編著 汐文社 2019.5 C210/ﾁﾖ/ ￥4,800 小高

28 ミイラ学 タマラ・バウワー／著・絵 今人舎 2019.8 C242/ﾊｳ/ ￥2,000 小中/小高

29 チェンジ・ザ・ワールド! スーザン・フッド／文 フレーベル館 2019.2 C280/ﾌﾂ/ ￥1,600 小中

30 自分を信じた100人の男の子の物語 ベン・ブルックス／文 河出書房新社 2019.4 C280/ﾌﾙ/ ￥2,400 小学生/ＹＡ

31 万人の父になる 横山 充男／文 学研プラス 2019.9 C289/ｻﾀ/ ￥1,500 小中/小高

★ 32 自由への道 池田 まき子／文 学研プラス 2019.6 C289/ﾀﾌ/ ￥1,500 小中/小高

33 かくれ家のアンネ・フランク ヤニー・ファン・デル・モーレン／作 岩波書店 2019.8 C289/ﾌﾗ/ ￥760 中学生

34 歴史ごはん　２ 永山 久夫／監修 くもん出版 2019.2 C383/ﾅｶ/2 ￥2,800 小中/小高

35 歴史ごはん　３ 永山 久夫／監修 くもん出版 2019.2 C383/ﾅｶ/3 ￥2,800 小中/小高

36 ビジュアル日本の服装の歴史　２ 増田 美子／監修 ゆまに書房 2019.4 C383/ﾏｽ/2 ￥2,800 小高

37 売り声図鑑　３ 宮田 章司／文 絵本塾出版 2019.8 C384/ﾐﾔ/3 ￥1,800 小高

＜憲法・法律・政治＞

★ 38 民主主義は誰のもの? プランテルグループ／文 あかね書房 2019.7 C311/ﾌﾗ/ ￥1,800 小高

39 独裁政治とは? プランテルグループ／文 あかね書房 2019.7 C313/ﾌﾗ/ ￥1,800 小高

40 主人公はきみだ 中山 千夏／著 出版ワークス 2019.11 C316/ﾅｶ/ ￥1,500 小高/ＹＡ
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

★ 41 こども六法 山崎 聡一郎／著 弘文堂 2019.8 C320/ﾔﾏ/ ￥1,200 小高

42 奈良監獄物語 寮 美千子／文 小学館クリエイティブ 2019.6 C326/ﾘﾖ/ ￥1,200 小中/小高

＜経済・社会＞

43 10歳から知っておきたいお金の心得 八木 陽子／監修 えほんの杜 2019.11 C330/ﾔｷ/ ￥1,500 小中/小高

★ 44 社会格差はどこから? プランテルグループ／文 あかね書房 2019.7 C361/ﾌﾗ/ ￥1,800 小高

45 親子で学ぶ防災教室 身の守りかたがわかる本 今泉 マユ子／著 理論社 2019.6 C369/ｲﾏ/ ￥1,400 小学生/ＹＡ

46 親子で学ぶ防災教室 災害食がわかる本 今泉 マユ子／著 理論社 2019.6 C369/ｲﾏ/ ￥1,400 小学生/ＹＡ

47 ひとりでできるかな?はじめての家事　４ 家庭科教育研究者連盟／編 大月書店 2019.1 C590/ｶﾃ/4 ￥2,400 小高

＜戦争・平和＞

★ 48 戦場の秘密図書館 マイク・トムソン／著 文溪堂 2019.12 C010/ﾄﾑ/ ￥1,500 小高

49 「できごと」と「くらし」から知る戦争の46か月 大石 学／監修 学研プラス 2019.2 C210/ｵｵ/ ￥6,000 小中/小高

★ 50 シリーズ戦争 語りつごう沖縄　２ 安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2019.1 C219/ｱﾝ/2 ￥2,500 小高

51 シリーズ戦争 語りつごう沖縄　３ 安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2019.1 C219/ｱﾝ/3 ￥2,500 小高

52 シリーズ戦争 語りつごう沖縄　４ 安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2019.4 C219/ｱﾝ/4 ￥2,500 小高

53 シリーズ戦争 語りつごう沖縄　５ 安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2019.4 C219/ｱﾝ/5 ￥2,500 小高

★ 54 父さんはどうしてヒトラーに投票したの? ディディエ・デニンクス／文 解放出版社 2019.7 C234/ﾃﾅ/ ￥1,800 小学生/ＹＡ

55 じいじが迷子になっちゃった 城戸 久枝／著 偕成社 2019.8 C289/ｷﾄ/ ￥1,600 小中/小高

56 憎しみを乗り越えて 佐藤 真澄／著 汐文社 2019.12 C289/ｺﾝ/ ￥1,500 小高

57 PEACE AND MEわたしの平和 アリ・ウィンター／文 かもがわ出版 2019.9 C319/ｳｲ/ ￥2,000 小中/小高

58 平和のバトン 弓狩 匡純／著 くもん出版 2019.6 C319/ﾕｶ/ ￥1,500 小高/ＹＡ

59 名もなき花たちと 小手鞠 るい／著 原書房 2019.6 C369/ｺﾃ/ ￥1,300 小中/小高

＜国際理解＞

60 ポプラディアプラス世界の国々　１ ポプラ社 2019.4 C290/ﾎﾌ/1 ￥8,000 小高/ＹＡ
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

61 ポプラディアプラス世界の国々　２ ポプラ社 2019.4 C290/ﾎﾌ/2 ￥8,000 小高/ＹＡ

62 ポプラディアプラス世界の国々　３ ポプラ社 2019.4 C290/ﾎﾌ/3 ￥8,000 小高/ＹＡ

63 ポプラディアプラス世界の国々　４ ポプラ社 2019.4 C290/ﾎﾌ/4 ￥8,000 小高/ＹＡ

64 ポプラディアプラス世界の国々　５ ポプラ社 2019.4 C290/ﾎﾌ/5 ￥8,000 小高/ＹＡ

65 義足と歩む 松島 恵利子／著 汐文社 2019.8 C302/ﾏﾂ/ ￥1,500 小高

★ 66 国籍の?がわかる本 木下 理仁／著 太郎次郎社エディタス 2019.4 C329/ｷﾉ/ ￥1,000 ＹＡ

67 わたしは女の子だから ローズマリー・マカーニー／文 西村書店 2019.3 C367/ﾏｶ/ ￥2,300 小高

68 となりの難民 織田 朝日／著 旬報社 2019.11 C369/ｵﾀ/ ￥1,500 小高/ＹＡ

69 故郷の味は海をこえて 安田 菜津紀／著・写真 ポプラ社 2019.11 C369/ﾔｽ/ ￥1,400 小高

70 地球の仲間たち 開発教育を考える会／編 ひだまり舎 2019.8 C384/ｶｲ/ ￥1,800 小中/小高

71 つながる 長倉 洋海／著 アリス館 2019.6 C748/ﾅｶ/ ￥1,400 小低/小中

72 世界の外あそび学じてん こどもくらぶ／編さん 今人舎 2019.5 C781/ｺﾄ/ ￥2,500 小中/小高

＜仕事・キャリア＞

73 警察官の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 2019.7 C317/ｳｲ/ ￥3,000 小高/ＹＡ

74 消防官の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 2019.8 C317/ｳｲ/ ￥3,000 小高/ＹＡ

75 弁護士・検察官・裁判官の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 2019.10 C327/ｳｲ/ ￥3,000 小高/ＹＡ

★ 76 10代からのワークルール　１ 上西 充子／監修 旬報社 2019.3 C366/ｳｴ/1 ￥2,800 ＹＡ

77 10代からのワークルール　２ 上西 充子／監修 旬報社 2019.3 C366/ｳｴ/2 ￥2,800 ＹＡ

78 10代からのワークルール　３ 上西 充子／監修 旬報社 2019.3 C366/ｳｴ/3 ￥2,800 ＹＡ

79 10代からのワークルール　４ 上西 充子／監修 旬報社 2019.3 C366/ｳｴ/4 ￥2,800 ＹＡ

80 おしごと年鑑 谷 和樹／監修 朝日新聞社 2019.7 C366/ﾀﾆ/ ￥2,000 小学生/ＹＡ

81 日本の伝統文化仕事図鑑　１ ワン・ステップ／編 金の星社 2019.3 C366/ﾜﾝ/1 ￥3,900 小高/ＹＡ

82 日本の伝統文化仕事図鑑　２ ワン・ステップ／編 金の星社 2019.2 C366/ﾜﾝ/2 ￥3,900 小高/ＹＡ
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書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 本体価格 グレード

＜福祉・障がい＞

★ 83 読む喜びをすべての人に 金治 直美／文 佼成出版社 2019.8 C289/ﾎﾝ/ ￥1,500 小中/小高

84 わたしが障害者じゃなくなる日 海老原 宏美／著 旬報社 2019.6 C369/ｴﾋ/ ￥1,500 小学生/ＹＡ

85 「お手伝いしましょうか?」うれしかった、そのひとこと 高橋 うらら／文 講談社 2019.7 C369/ﾀｶ/ ￥1,450 小中/小高

86 あの子の発達障害がわかる本　１ 内山 登紀夫／監修 ミネルヴァ書房 2019.3 C378/ｳﾁ/1 ￥2,200 小中/小高

87 あの子の発達障害がわかる本　２ 内山 登紀夫／監修 ミネルヴァ書房 2019.3 C378/ｳﾁ/2 ￥2,200 小中/小高

88 あの子の発達障害がわかる本　３ 内山 登紀夫／監修 ミネルヴァ書房 2019.3 C378/ｳﾁ/3 ￥2,200 小中/小高

89 あの子の発達障害がわかる本　４ ミネルヴァ書房 2019.6 C378/ｳﾁ/4 ￥2,200 小中/小高

90 あの子の発達障害がわかる本　５ ミネルヴァ書房 2019.10 C378/ｳﾁ/5 ￥2,200 小中/小高

91 発達障害 平岩 幹男／著 岩波書店 2019.11 C493/ﾋﾗ/ ￥800 ＹＡ

92 風を切って走りたい! 高橋 うらら／著 金の星社 2019.9 C536/ﾀｶ/ ￥1,400 小高

＜東日本大震災・熊本地震＞

93 ボク、もぐらんぴあ 朝日小学生新聞／著 朝日学生新聞社 2019.1 C480/ｱｻ/ ￥1,300 小中/小高

★ 94 災害にあったペットを救え 高橋 うらら／著 小峰書店 2019.3 C645/ﾀｶ/ ￥1,500 小高

95 竜之介先生、走る! 片野 ゆか／作 ポプラ社 2019.4 C645/ｶﾀ/ ￥1,400 小高

＜物理・化学＞

96 タイムマシンって実現できる? 二間瀬 敏史／監修 誠文堂新光社 2019.7 C421/ﾌﾀ/ ￥1,400 小中/小高

★ 97 ひとすじの光 ウォルター・ウィック／文・写真 小学館 2019.7 C425/ｳｲ/ ￥2,000 小中/小高

98 元素キャラクター図鑑 若林 文高／監修 日本図書センター 2019.1 C431/ﾜｶ/ ￥1,800 小中/小高

＜科学実験＞

99 博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう　１ 小川 誠／共著 少年写真新聞社 2019.9 C407/ｵｶ/1 ￥2,000 小中/小高

100 博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう　２ 小川 誠／共著 少年写真新聞社 2019.10 C407/ｵｶ/2 ￥2,000 小中/小高

101 博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう　３ 小川 誠／共著 少年写真新聞社 2019.11 C407/ｵｶ/3 ￥2,000 小中/小高
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102 博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう　４ 小川 誠／共著 少年写真新聞社 2019.12 C407/ｵｶ/4 ￥2,000 小中/小高

＜科学・技術・工学・工作＞

103 みんなが知りたい!「ものの一生」がわかる本 こどもラーニング編集室／著 メイツ出版 2019.7 C404/ｺﾄ/ ￥3,200 小中/小高

104 日本のスゴイ科学者 日本科学未来館／編著 朝日学生新聞社 2019.10 C404/ﾆﾎ/ ￥1,500 小中/小高

★ 105 カガク力を強くする! 元村 有希子／著 岩波書店 2019.7 C404/ﾓﾄ/ ￥860 ＹＡ

106 スーパークールテック 大津 祥子／訳 すばる舎 2019.6 C504/ｵｵ/ ￥4,800 小学生

107 地下都市のたんけん 福手 勤／監修 星の環会 2019.4 C510/ﾌｸ/ ￥2,900 小高

108 橋のたんけん 福手 勤／監修 星の環会 2019.4 C515/ﾌｸ/ ￥2,900 小高

109 和の文化を発見する水とくらす日本のわざ　１　生活 中庭 光彦／監修 汐文社 2019.2 C517/ﾅｶ/1 ￥2,800 小中

110 和の文化を発見する水とくらす日本のわざ　２　産業 中庭 光彦／監修 汐文社 2019.3 C517/ﾅｶ/2 ￥2,800 小中

111 和の文化を発見する水とくらす日本のわざ　３　伝統 中庭 光彦／監修 汐文社 2019.3 C517/ﾅｶ/3 ￥2,800 小中

112 ダムのたんけん 福手 勤／監修 星の環会 2019.4 C517/ﾌｸ/ ￥2,900 小高

113 イチからつくる鉄 永田 和宏／編 農山漁村文化協会 2019.2 C564/ﾅｶ/ ￥2,500 小中/小高

114 青春ハンドメイド　１ 学研プラス 2019.2 C594/ｾｲ/1 ￥4,200 ＹＡ

115 青春ハンドメイド　２ 学研プラス 2019.2 C594/ｾｲ/2 ￥4,200 ＹＡ

116 青春ハンドメイド　３ 学研プラス 2019.2 C594/ｾｲ/3 ￥4,200 ＹＡ

＜宇宙・空＞

117 宇宙の終わりってどうなるの? 佐藤 勝彦／監修 誠文堂新光社 2019.9 C440/ｻﾄ/ ￥1,400 小中/小高

★ 118 太陽ってどんな星? 宮原 ひろ子／作 新日本出版社 2019.7 C444/ﾐﾔ/ ￥1,500 小高/ＹＡ

119 月のみちかけ 藤井 旭／監修・写真 ほるぷ出版 2019.2 C446/ﾌｼ/ ￥1,800 小中

120 月の出と月の入り 藤井 旭／監修・写真 ほるぷ出版 2019.2 C446/ﾌｼ/ ￥1,800 小中

121 地球から宇宙をめざせ! アレクサンドラ・ミジェリンスカ／文・絵 徳間書店 2019.6 C538/ﾐｼ/ ￥2,400 小中

122 風船で宇宙を見たい! 岩谷 圭介／著 くもん出版 2019.3 C746/ｲﾜ/ ￥1,400 小高
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＜地球・気象・環境＞

★ 123 エベレスト サングマ・フランシス／文 徳間書店 2019.7 C292/ﾌﾗ/ ￥2,800 小中/小高

124 国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 国谷 裕子／監修 文溪堂 2019.1 C333/ｸﾆ/ ￥4,500 小高/ＹＡ

125 北極と南極の「へぇー」くらべてわかる地球のこと 中山 由美／文・写真 学研プラス 2019.8 C402/ﾅｶ/ ￥1,400 小中

★ 126 ふゆとみずのまほうこおり 片平 孝／写真・文 ポプラ社 2019.11 C451/ｶﾀ/ ￥1,500 幼/小低

127 つらら 細島 雅代／写真 ポプラ社 2019.1 C451/ﾎｿ/ ￥1,500 幼/小低

128 海は地球のたからもの　１ 保坂 直紀／著 ゆまに書房 2019.11 C452/ﾎｻ/1 ￥2,500 小高

129 ごみについて調べよう　１ 岡山 朋子／監修 あかね書房 2019.3 C518/ｵｶ/1 ￥3,000 小中

130 ごみについて調べよう　２ 岡山 朋子／監修 あかね書房 2019.3 C518/ｵｶ/2 ￥3,000 小中

131 ごみについて調べよう　３ 岡山 朋子／監修 あかね書房 2019.3 C518/ｵｶ/3 ￥3,000 小中

★ 132 わきだせ!いのちの水 たけたに ちほみ／著 フレーベル館 2019.10 C518/ﾀｹ/ ￥1,500 小高

133 プラスチック・プラネット ジョージア・アムソン=ブラッドショー／作 評論社 2019.7 C519/ｱﾑ/ ￥2,200 小中

134 地球が危ない!プラスチックごみ　１ 幸運社／編 汐文社 2019.9 C519/ｺｳ/1 ￥2,600 小中

135 地球が危ない!プラスチックごみ　２ 幸運社／編 汐文社 2019.12 C519/ｺｳ/2 ￥2,600 小中

136 プラスチック惑星・地球 藤原 幸一／写真と文 ポプラ社 2019.5 C519/ﾌｼ/ ￥2,000 小中

137 めぐみの森 藤原 幸一／しゃしん・ぶん 新日本出版社 2019.4 C652/ﾌｼ/ ￥1,500 小中/小高

＜食物・体・菌＞

138 こうぼ 浜本 牧子／監修 農山漁村文化協会 2019.3 C465/ﾊﾏ/ ￥2,500 小中/小高

139 ねん菌<へんけい菌> 川上 新一／監修 農山漁村文化協会 2019.3 C473/ｶﾜ/ ￥2,500 小中/小高

140 ミクロワールド人体大図鑑　７ 宮澤 七郎／監修 小峰書店 2019.4 C491/ﾐﾔ/7 ￥2,800 小中

141 イチからつくるポテトチップス 岩井 菊之／編 農山漁村文化協会 2019.3 C588/ｲﾜ/ ￥2,500 小中/小高

★ 142 科学がひらくスマート農業・漁業　２ 小泉 光久／著 大月書店 2019.3 C614/ｺｲ/2 ￥2,600 小高

143 科学がひらくスマート農業・漁業　３ 小泉 光久／著 大月書店 2019.3 C614/ｺｲ/3 ￥2,600 小高
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144 科学がひらくスマート農業・漁業　４ 小泉 光久／著 大月書店 2019.4 C614/ｺｲ/4 ￥2,600 小高

145 田んぼの1年 瀬長 剛／絵・文 偕成社 2019.12 C616/ｾﾅ/ ￥2,500 小中

＜植物＞

★ 146 ようこそ!葉っぱ科学館 多田 多恵子／写真・文 少年写真新聞社 2019.1 C471/ﾀﾀ/ ￥1,500 小中/小高

147 ずかん こけ 木口 博史／著 技術評論社 2019.2 C475/ｷｸ/ ￥2,680 小高/ＹＡ

148 トウモロコシの大百科 濃沼 圭一／編 農山漁村文化協会 2019.3 C616/ｺｲ/ ￥3,500 小中/小高

149 きほんの木　花がきれい 姉崎 一馬／写真 アリス館 2019.4 C653/ｱﾈ/ ￥1,500 小低

＜昆虫＞

150 たべたらうんち! ひさかたチャイルド 2019.4 C481/ﾀﾍ/ ￥1,300 幼/小低

★ 151 ハエトリグモ 坂本 昇久／写真・文 ポプラ社 2019.6 C485/ｻｶ/ ￥1,500 幼/小低

152 ぜんぶわかる!アリ 島田 拓／著 ポプラ社 2019.4 C486/ｼﾏ/ ￥2,000 小低

153 イモムシとケムシ 鈴木 知之／執筆・写真・幼虫飼育 小学館 2019.6 C486/ｽｽ/ ￥950 小学生

154 ふしぎないきものツノゼミ 丸山 宗利／写真・文 あかね書房 2019.7 C486/ﾏﾙ/ ￥1,500 小中

155 ゲッチョ先生のトンデモ昆虫記 盛口 満／著 ポプラ社 2019.3 C486/ﾓﾘ/ ￥1,500 小高

156 キモカワ!イモムシ超百科 やぎ まきこ／著 ポプラ社 2019.3 C486/ﾔｷ/ ￥890 小中

＜魚・海洋動物＞

157 加藤英明、カミツキガメを追う! 加藤 英明／著 学研プラス 2019.11 C487/ｶﾄ/ ￥1,400 小中/小高

★ 158 マンボウは上を向いてねむるのか 澤井 悦郎／著 ポプラ社 2019.10 C487/ｻﾜ/ ￥1,400 小高

＜動物・鳥＞

159 日本の古生物大研究 冨田 幸光／監修 PHP研究所 2019.5 C457/ﾄﾐ/ ￥3,200 小中/小高

160 命のものさし 今西 乃子／著 合同出版 2019.11 C461/ｲﾏ/ ￥1,500 小高

161 ダーウィンの「種の起源」 サビーナ・ラデヴァ／作・絵 岩波書店 2019.4 C467/ﾗﾃ/ ￥2,300 小中

★ 162 先生、ウンチとれました 牛田 一成／著 さ・え・ら書房 2019.9 C481/ｳｼ/ ￥1,400 小高/ＹＡ
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163 旅する動物図鑑　１　陸の生きもの 筑摩書房 2019.1 C481/ﾀﾋ/1 ￥2,500 小中/小高

164 旅する動物図鑑　２　空の生きもの 筑摩書房 2019.2 C481/ﾀﾋ/2 ￥2,500 小中/小高

165 旅する動物図鑑　３　海の生きもの 筑摩書房 2019.2 C481/ﾀﾋ/3 ￥2,500 小中/小高

166 見てびっくり肉食と草食の動物学 盛口 満／文・絵 少年写真新聞社 2019.11 C481/ﾓﾘ/ ￥1,800 小中/小高

★ 167 日本カエル探検記 関 慎太郎／写真・文 少年写真新聞社 2019.5 C487/ｾｷ/ ￥1,600 小中/小高

168 奄美の森でカエルがないた 松橋 利光／写真・文 アリス館 2019.5 C487/ﾏﾂ/ ￥1,400 幼/小学生

169 おしえてフクロウのひみつ 柴田 佳秀／文 子どもの未来社 2019.2 C488/ｼﾊ/ ￥1,400 小中/小高

170 クマゲラ 竹田津 実／文|写真 アリス館 2019.2 C488/ﾀｹ/ ￥1,400 小中/小高

171 スズメのくらし 平野 伸明／文・写真 福音館書店 2019.2 C488/ﾋﾗ/ ￥1,300 小中

172 鳥のふしぎ　１ 平野 敏明／監修 理論社 2019.9 C488/ﾋﾗ/1 ￥2,300 小低/小中

173 鳥のふしぎ　２ 平野 敏明／監修 理論社 2019.9 C488/ﾋﾗ/2 ￥2,300 小低/小中

174 鳥のふしぎ　３ 平野 敏明／監修 理論社 2019.9 C488/ﾋﾗ/3 ￥2,300 小低/小中

175 みんなで守れ!ふくちゃんのいのち 秋川 イホ／文 フレーベル館 2019.11 C489/ｱｷ/ ￥1,300 小中/小高

176 走れ!メープル 菅 聖子／文 小峰書店 2019.7 C645/ｽｶ/ ￥1,500 小中

177 すてねこたちに未来を 菅 聖子／著 汐文社 2019.3 C645/ｽｶ/ ￥1,500 小中/小高

＜芸術・スポーツ＞

178 平成日本の音楽の教科書 大谷 能生／著 新曜社 2019.5 C375/ｵｵ/ ￥1,600 ＹＡ

179 「ハッピーな部活」のつくり方 中澤 篤史／著 岩波書店 2019.8 C375/ﾅｶ/ ￥860 ＹＡ

180 美と芸術って、なに? オスカー・ブルニフィエ／文 朝日出版社 2019.5 C701/ﾌﾙ/ ￥1,600 小中/小高

★ 181 北斎と広重 金子 信久／監修 東京美術 2019.12 C721/ｶﾈ/ ￥3,000 小学生/ＹＡ

182 音楽ってなんだろう? 池辺 晋一郎／著 平凡社 2019.12 C760/ｲｹ/ ￥1,400 ＹＡ

183 ものがたり西洋音楽史 近藤 譲／著 岩波書店 2019.3 C762/ｺﾝ/ ￥1,000 ＹＡ

184 カイルのピアノ 高山 リョウ／著 岩崎書店 2019.11 C762/ﾀｶ/ ￥1,300 小中/小高
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185 ものがたり日本音楽史 徳丸 吉彦／著 岩波書店 2019.12 C762/ﾄｸ/ ￥940 ＹＡ

186 映画ってどうやってつくるの? フロランス・デュカトー／文 西村書店 2019.2 C778/ﾃﾕ/ ￥1,800 小学生

187 歴史を変えた50人の女性アスリートたち レイチェル・イグノトフスキー／著 創元社 2019.4 C780/ｲｸ/ ￥1,800 小高/ＹＡ

188 みんなで楽しもう!UDスポーツ　１ 大熊 廣明／監修 文研出版 2019.9 C780/ｵｵ/1 ￥3,000 小中/小高

189 みんなで楽しもう!UDスポーツ　２ 大熊 廣明／監修 文研出版 2019.10 C780/ｵｵ/2 ￥3,000 小中/小高

190 みんなで楽しもう!UDスポーツ　３ 大熊 廣明／監修 文研出版 2019.11 C780/ｵｵ/3 ￥3,000 小中/小高

★ 191 12の問いから始めるオリンピック・パラリンピック研究 坂上 康博／編著 かもがわ出版 2019.1 C780/ｻｶ/ ￥3,000 小高/ＹＡ

192 中村裕 佐野 慎輔／文 小峰書店 2019.3 C780/ｻﾉ/ ￥1,400 ＹＡ

＜日本の伝統・文化＞

★ 193 けん玉を楽しむ WILLこども知育研究所／編・著 金の星社 2019.3 C384/ｳｲ/ ￥2,800 小中

194 お手玉を楽しむ WILLこども知育研究所／編・著 金の星社 2019.3 C384/ｳｲ/ ￥2,800 小中

195 こまを楽しむ WILLこども知育研究所／編・著 金の星社 2019.2 C384/ｳｲ/ ￥2,800 小中

196 たこを楽しむ WILLこども知育研究所／編・著 金の星社 2019.3 C384/ｳｲ/ ￥2,800 小中

197 あやとり・おはじきを楽しむ WILLこども知育研究所／編・著 金の星社 2019.3 C384/ｳｲ/ ￥2,800 小中

198 おばあちゃんの小さかったとき おち とよこ／文 福音館書店 2019.9 C384/ｵﾁ/ ￥1,600 幼/小学生

199 おじいちゃんの小さかったとき 塩野 米松／文 福音館書店 2019.9 C384/ｼｵ/ ￥1,600 幼/小学生

200 なまはげ 小賀野 実／写真・文 ポプラ社 2019.4 C386/ｵｶ/ ￥1,700 小中

201 日本全国祭りと行事図鑑 スタジオタッククリエイティブ 2019.12 C386/ﾆﾎ/ ￥3,500 小中/小高

202 桃太郎は盗人なのか? 倉持 よつば／著 新日本出版社 2019.9 C388/ｸﾗ/ ￥1,500 小高

203 日本遺産　１ 文化庁／協力 ポプラ社 2019.11 C709/ﾌﾝ/1 ￥8,000 小学生/ＹＡ

204 日本遺産　２ 文化庁／協力 ポプラ社 2019.11 C709/ﾌﾝ/2 ￥8,000 小学生/ＹＡ

★ 205 よみがえった奇跡の紅型 中川 なをみ／著 あすなろ書房 2019.11 C753/ﾅｶ/ ￥1,500 小高/ＹＡ
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＜言語・文学・詩＞

206 すごいぞ、さか立ちする文字!アンビグラム暗号のなぞ ノムラ イッセイ／作 KADOKAWA 2019.2 C727/ﾉﾑ/ ￥900 小中/小高

207 ローマ字学 稲葉 茂勝／著 今人舎 2019.8 C811/ｲﾅ/ ￥1,800 小中/小高

208 ことばハンター 飯間 浩明／著 ポプラ社 2019.1 C813/ｲｲ/ ￥1,200 小高

209 放課後の文章教室 小手鞠 るい／著 偕成社 2019.8 C816/ｺﾃ/ ￥1,200 小高/ＹＡ

210 小学生のためのショートショート教室 高井 信／著 小鳥遊書房 2019.7 C901/ﾀｶ/ ￥1,800 小中/小高

211 椋鳩十 久保田 里花／文 あかね書房 2019.3 C910/ﾑｸ/ ￥1,500 小中

★ 212 ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがおとなになるまえの詩集 斉藤 倫／著 福音館書店 2019.4 C911/ｻｲ/ ￥1,200 小中

213 わくわく 全国学校図書館協議会／編 童話屋 2019.7 C911/ｾﾝ/ ￥1,500 小学生

214 はじめての万葉集　上 萩原 昌好／編 あすなろ書房 2019.7 C911/ﾊｷ/1 ￥1,600 小高/ＹＡ

215 はじめての万葉集　下 萩原 昌好／編 あすなろ書房 2019.7 C911/ﾊｷ/2 ￥1,600 小高/ＹＡ

216 ぞうさん まど みちお／詩 童話屋 2019.1 C911/ﾏﾄ/ ￥1,500 小学生

―17―


