
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 やさしくわかるデジタル時代の情報モラル1　　基本編 松下 孝太郎／共著 技術評論社 2020.8 C007/ﾏﾂ/1 ￥２５００ 小高/ＹＡ

2 やさしくわかるデジタル時代の情報モラル2　　スマホ編 松下 孝太郎／共著 技術評論社 2020.8 C007/ﾏﾂ/2 ￥２５００ 小高/ＹＡ

3 やさしくわかるデジタル時代の情報モラル3　　インターネット・メール・セキュリティ編 松下 孝太郎／共著 技術評論社 2020.8 C007/ﾏﾂ/3 ￥２５００ 小高/ＹＡ

★ 4 やさしくわかるデジタル時代の情報モラル4　　SNS編 松下 孝太郎／共著 技術評論社 2020.8 C007/ﾏﾂ/4 ￥２５００ 小高/ＹＡ

5 やさしくわかるデジタル時代の情報モラル5　　動画・ゲーム・ショッピング編 松下 孝太郎／共著 技術評論社 2020.8 C007/ﾏﾂ/5 ￥２５００ 小高/ＹＡ

6 13歳からの「ネットのルール」　誰も傷つけないためのスマホリテラシーを身につける本　 小木曽 健／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ 2020.11 C547/ｵｷ/ ￥１６３０ ＹＡ

＜生きかた・哲学＞

★ 7 いろんなきもち　自分の心をたいせつにして幸せになる方法　 エリノア・グリーンウッド／著 保育社 2020.7 C141/ｸﾘ/ ￥２８００ 小低/小中

8 9歳のこころのじてん　　 パク ソンウ／文 小学館 2020.7 C141/ﾊｸ/ ￥１３００ 小中

9 こころと身体の心理学　　 山口 真美／著 岩波書店 2020.9 C141/ﾔﾏ/ ￥８８０ ＹＡ

10 10代から考える生き方選び　　 竹信 三恵子／著 岩波書店 2020.6 C159/ﾀｹ/ ￥８２０ ＹＡ

11 おやこで話すはじめてのLGBTs　きみは世界でただひとり　 鶴岡 そらやす／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター 2020.8 C367/ﾂﾙ/ ￥１５００ 小学生/ＹＡ

＜歴史・伝記＞

12 タテ割り日本史1　アクティブラーニング対応　食べ物の日本史 講談社／編 講談社 2020.3 C210/ｺｳ/1 ￥３５００ 小高

13 タテ割り日本史2　アクティブラーニング対応　衣服の日本史 講談社／編 講談社 2020.3 C210/ｺｳ/2 ￥３５００ 小高

14 タテ割り日本史3　アクティブラーニング対応　住居の日本史 講談社／編 講談社 2020.3 C210/ｺｳ/3 ￥３５００ 小高

15 タテ割り日本史4　アクティブラーニング対応　乗り物の日本史 講談社／編 講談社 2020.3 C210/ｺｳ/4 ￥３５００ 小高

16 タテ割り日本史5　アクティブラーニング対応　戦争の日本史 講談社／編 講談社 2020.3 C210/ｺｳ/5 ￥３５００ 小高

★ 17 琉球という国があった　　 上里 隆史／文 福音館書店 2020.2 C219/ｳｴ/ ￥１３００ 小中

18 セント・キルダの子　　 ベス・ウォーターズ／文・絵 岩波書店 2020.9 C233/ｳｵ/ ￥２３００ 小中

19 新しい世界の伝記6　ライフ・ストーリーズ　ジェーン・グドール シャーロット・エイジャー／絵 三省堂 2020.2 C280/ｴｲ/6 ￥１６００ 小中/小高

20 かけはし　慈しみの人・浅川巧　 中川 なをみ／作 新日本出版社 2020.9 C289/ｱｻ/ ￥１６００ 小高

21 中谷宇吉郎　雪と氷の探求者　 清水 洋美／文 汐文社 2020.12 C289/ﾅｶ/ ￥１６００ 小中/小高
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22 牧野富太郎　日本植物学の父　 清水 洋美／文 汐文社 2020.7 C289/ﾏｷ/ ￥１６００ 小中/小高

23 琉球・沖縄　もっと知りたい!くらしや歴史　 上里 隆史／監修 岩崎書店 2020.5 C291/ｳｴ/ ￥３６００ 小中/小高

24 昭和の子どもとお店屋さん　昭和30年代、東京・下谷竹町物語　 高部 晴市／作 佼成出版社 2020.1 C384/ﾀｶ/ ￥１８００ 小中

25 日本の妖怪百科　ビジュアル版　 岩井 宏實／監修 河出書房新社 2020.1 C388/ｲﾜ/ ￥２７００ 小中／小高

＜法律・経済・社会＞

26 人権と自然をまもる法ときまり1　　くらしと教育をまもるきまり 笹本 潤／法律監修 大月書店 2020.6 C320/ｻｻ/1 ￥２２００ 小高/ＹＡ

27 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 大月書店 2020.9 C320/ｻｻ/2 ￥２２００ 小高/ＹＡ

28 人権と自然をまもる法ときまり3　　自然と環境をまもるきまり 笹本 潤／法律監修 大月書店 2020.11 C320/ｻｻ/3 ￥２２００ 小高/ＹＡ

29 人権と自然をまもる法ときまり4　　平和と安全をまもるきまり 笹本 潤／法律監修 大月書店 2021.3 C320/ｻｻ/4 ￥２２００ 小高/ＹＡ

30 ガリガリ君ができるまで　　 岩貞 るみこ／文 講談社 2020.7 C588/ｲﾜ/ ￥１４００ 小中

★ 31 山をつくる　東京チェンソーズの挑戦　 菅 聖子／文 小峰書店 2020.12 C650/ｽｶ/ ￥１５００ 小中

＜SDGs＞

32 こどもSDGs　なぜSDGsが必要なのかがわかる本　 秋山 宏次郎／監修 カンゼン 2020.8 C333/ｱｷ/ ￥１３００ 小中/小高

★ 33 SDGsのきほん1　未来のための17の目標　SDGsってなに? 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 2020.6 C333/ｲﾅ/1 ￥２２００ 小中/小高

34 SDGsのきほん2　未来のための17の目標　貧困 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 2020.7 C333/ｲﾅ/2 ￥２２００ 小中/小高

35 SDGsのきほん3　未来のための17の目標　飢餓 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 2020.8 C333/ｲﾅ/3 ￥２２００ 小中/小高

36 SDGsのきほん4　未来のための17の目標　健康と福祉 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 2020.8 C333/ｲﾅ/4 ￥２２００ 小中/小高

37 SDGsのきほん5　未来のための17の目標　教育 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 2020.9 C333/ｲﾅ/5 ￥２２００ 小中/小高

38 SDGsのきほん6　未来のための17の目標　ジェンダー 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 2020.9 C333/ｲﾅ/6 ￥２２００ 小中/小高

39 SDGsのきほん7　未来のための17の目標　水とトイレ 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 2020.10 C333/ｲﾅ/7 ￥２２００ 小中/小高

40 SDGsのきほん8　未来のための17の目標　エネルギー 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 2020.10 C333/ｲﾅ/8 ￥２２００ 小中/小高

41 SDGsのきほん9　未来のための17の目標　労働と経済 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 2020.11 C333/ｲﾅ/9 ￥２２００ 小中/小高

42 SDGsのきほん10　未来のための17の目標　インフラ 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 2020.11 C333/ｲﾅ/10 ￥２２００ 小中/小高

43 SDGsのきほん11　未来のための17の目標　不平等 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 2020.12 C333/ｲﾅ/11 ￥２２００ 小中/小高

44 SDGsのきほん12　未来のための17の目標　まちづくり 稲葉 茂勝／著 ポプラ社 2020.12 C333/ｲﾅ/12 ￥２２００ 小中/小高
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45 人口減少で日本はどうなる?　未来の社会について考えよう!　 河合 雅司／著 PHP研究所 2020.12 C334/ｶﾜ/ ￥３２００ 小中/小高

46 世界を変えるSDGs　2030年までにわたしたちにできることを考えよう!　 小林 亮／監修 あかね書房 2020.2 C333/ｺﾊ/ ￥５０００ 小高

47 みんなはアイスをなめている　おはなしSDGs 貧困をなくそう　 安田 夏菜／作 講談社 2020.12 C368/ﾔｽ/ ￥１３５０ 小高

48 すし屋のすてきな春原さん　おはなしSDGs ジェンダー平等を実現しよう　 戸森 しるこ／作 講談社 2020.12 C367/ﾄﾓ/ ￥１３５０ 小高

＜平和・国際理解＞

★ 49 命のうた　ぼくは路上で生きた十歳の戦争孤児　 竹内 早希子／著 童心社 2020.7 C210/ﾀｹ/ ￥１４００ 小高

50 世界の国旗図鑑　歴史とともに進化する国旗　 苅安 望／著 偕成社 2020.1 C288/ｶﾘ/ ￥２２００ 小高

51 わたしは大統領の奴隷だった　ワシントン家から逃げ出した奴隷の物語　 エリカ・アームストロング・ダンバー／著 汐文社 2020.12 C289/ｼﾔ/ ￥１６００ 小高/ＹＡ

52 現地取材!世界のくらし1　　日本 ポプラ社 2020.4 C290/ｹﾝ/1 ￥３２００ 小高/ＹＡ

53 現地取材!世界のくらし2　　韓国 ポプラ社 2020.4 C290/ｹﾝ/2 ￥３２００ 小高/ＹＡ

54 現地取材!世界のくらし3　　中国 ポプラ社 2020.4 C290/ｹﾝ/3 ￥３２００ 小高/ＹＡ

55 現地取材!世界のくらし4　　モンゴル ポプラ社 2020.4 C290/ｹﾝ/4 ￥３２００ 小高/ＹＡ

56 現地取材!世界のくらし5　　ネパール ポプラ社 2020.4 C290/ｹﾝ/5 ￥３２００ 小高/ＹＡ

57 現地取材!世界のくらし6　　フィリピン ポプラ社 2020.4 C290/ｹﾝ/6 ￥３２００ 小高/ＹＡ

58 現地取材!世界のくらし7　　インドネシア ポプラ社 2020.4 C290/ｹﾝ/7 ￥３２００ 小高/ＹＡ

59 現地取材!世界のくらし8　　マレーシア ポプラ社 2020.4 C290/ｹﾝ/8 ￥３２００ 小高/ＹＡ

60 現地取材!世界のくらし9　　ベトナム ポプラ社 2020.4 C290/ｹﾝ/9 ￥３２００ 小高/ＹＡ

61 現地取材!世界のくらし10　　タイ ポプラ社 2020.4 C290/ｹﾝ/10 ￥３２００ 小高/ＹＡ

62 地図で知る世界の国ぐに　　 正井 泰夫／監修 平凡社 2020.2 C290/ﾏｻ/ ￥２５００ 小高/ＹＡ

63 春をさがして　カヌーの旅　 大竹 英洋／文・写真 福音館書店 2020.2 C295/ｵｵ/ ￥１３００ 小中

64 地政学でわかるわたしたちの世界　12の地図が語る国際情勢　 ティム・マーシャル／さく 評論社 2020.1 C312/ﾏｼ/ ￥２９００ 小高

65 希望、きこえる?　ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日　 榮谷 明子／著 汐文社 2020.6 C699/ｻｶ/ ￥１５００ 小高

＜仕事・キャリア＞

★ 66 消えたレッサーパンダを追え!　警視庁「生きもの係」事件簿　 たけたに ちほみ／文 学研プラス 2020.10 C317/ﾀｹ/ ￥１４００ 小中/小高

67 なぜ僕らは働くのか　君が幸せになるために考えてほしい大切なこと　 池上 彰／監修 学研プラス 2020.3 C366/ｲｹ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ
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68 過労死しない働き方　働くリアルを考える　 川人 博／著 岩波書店 2020.9 C366/ｶﾜ/ ￥８００ ＹＡ

69 大人は知らない今ない仕事図鑑100　　 澤井 智毅／監修 講談社 2020.8 C366/ｻﾜ/ ￥１３５０ 小学生

＜福祉・障がい＞

70 あったらいいな、こんな車いす　　 斎藤 多加子／著 汐文社 2020.3 C369/ｻｲ/ ￥２３００ 小中/小高

71 あったらいいな、こんな義手　　 斎藤 多加子／著 汐文社 2020.2 C369/ｻｲ/ ￥２３００ 小中/小高

72 心のバリアフリーを学ぶ1　いろいろな人の目線で考えよう　身近な場所編 高橋 儀平／監修 小学館クリエイティブ 2020.3 C369/ﾀｶ/1 ￥３３００ 小中/小高

73 心のバリアフリーを学ぶ2　いろいろな人の目線で考えよう　おでかけ編 高橋 儀平／監修 小学館クリエイティブ 2020.3 C369/ﾀｶ/2 ￥３３００ 小中/小高

74 かいくんとセラピー犬バディ　　 井上 こみち／文 国土社 2020.2 C645/ｲﾉ/ ￥１３００ 小中/小高

75 ぼくらしく、おどる　義足ダンサー大前光市、夢への挑戦　 大前 光市／著 学研プラス 2020.5 C769/ｵｵ/ ￥１４００ 小中/小高

★ 76 チェンジ!　パラアスリートを撮り続けて、ぼくの世界は変わった　 越智 貴雄／著 くもん出版 2020.6 C780/ｵﾁ/ ￥１５００ 小中/小高

＜災害・防災＞

77 明日の防災に活かす災害の歴史1　　日本列島の誕生～奈良時代 伊藤 和明／監修 小峰書店 2020.4 C210/ｲﾄ/1 ￥３４００ 小中

78 明日の防災に活かす災害の歴史2　　平安時代～戦国時代 伊藤 和明／監修 小峰書店 2020.4 C210/ｲﾄ/2 ￥３４００ 小中

79 明日の防災に活かす災害の歴史3　　安土桃山時代～江戸時代 伊藤 和明／監修 小峰書店 2020.4 C210/ｲﾄ/3 ￥３４００ 小中

80 明日の防災に活かす災害の歴史4　　明治時代～昭和時代中期 伊藤 和明／監修 小峰書店 2020.4 C210/ｲﾄ/4 ￥３４００ 小中

81 明日の防災に活かす災害の歴史5　　昭和時代後期～平成・令和時代 伊藤 和明／監修 小峰書店 2020.4 C210/ｲﾄ/5 ￥３４００ 小中

★ 82 百年後を生きる子どもたちへ　「帰れないふるさと」の記憶　 豊田 直巳／写真・文 農山漁村文化協会 2020.1 C369/ﾄﾖ/ ￥２０００ 小中/小高

83 熊本城復活大作戦　地震から二十年かけて進む道のり　 佐和 みずえ／著 くもん出版 2020.3 C521/ｻﾜ/ ￥１４００ 小中/小高

＜科学・数学・物理＞

★ 84 ジュニアサイエンス大図鑑　この世界のしくみがすべてわかる　 DK社／編 河出書房新社 2020.7 C400/ﾄﾘ/ ￥４５００ 小高

85 科学の実験　あそび・工作・手品　 ガリレオ工房／指導・監修 小学館 2020.7 C407/ｶﾘ/ ￥２０００ 小学生

86 科学者になりたい君へ　　 佐藤 勝彦／著 河出書房新社 2020.10 C407/ｻﾄ/ ￥１４００ ＹＡ

87 算数ずかん　　 鈴木 晋一／監修 あかね書房 2020.9 C410/ｽｽ/ ￥５０００ 小中

88 エナジが紹介エネルギーの仲間たち　　 ジョセフ・ミッドサン／作 くもん出版 2020.12 C423/ﾐﾂ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ

89 グレープと探す重力の働き　　 ジョセフ・ミッドサン／作 くもん出版 2020.12 C423/ﾐﾂ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ
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90 ヒカリンと見る光の世界　　 ジョセフ・ミッドサン／作 くもん出版 2020.12 C425/ﾐﾂ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ

91 スピンがさそう磁力の魅力　　 ジョセフ・ミッドサン／作 くもん出版 2020.12 C427/ﾐﾂ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ

92 マットと調べる物質の性質　　 ジョセフ・ミッドサン／作 くもん出版 2020.12 C431/ﾐﾂ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ

＜宇宙・空＞

★ 93 星空をつくるプラネタリウム・クリエーター大平貴之　　 楠 章子／作 文研出版 2020.8 C440/ｸｽ/ ￥１４００ 小高

94 はじめてのうちゅうずかん　　 渡部 潤一／監修
スタジオタッククリ
エイティブ 2020.8 C440/ﾜﾀ/ ￥１７００ 幼/小低

95 コンパスが南をさすとき　地球のN極とS極が引っくり返るなぞに挑む　 陰山 聡／著 くもん出版 2020.5 C450/ｶｹ/ ￥１４００ 小高

＜地球・古生物＞

96 地図で見る日本の地震　　 山川 徹／文 偕成社 2020.1 C453/ﾔﾏ/ ￥２０００ 小中

97 大むかしの生きもの　　 群馬県立自然史博物館／監修 講談社 2020.6 C457/ｸﾝ/ ￥２０００ 小学生

98 恐竜2　　最新研究 小林 快次／監修 講談社 2020.2 C457/ｺﾊ/2 ￥１６００ 小学生

★ 99 クジラが歩いていたころ　動物たちのおどろくべき進化の旅　 ドゥーガル・ディクソン／作 化学同人 2020.10 C457/ﾃｲ/ ￥２１００ 小高

100 恐竜ガールと情熱博士と　福井県立恐竜博物館誕生秘話　 祓川 学／著 小学館 2020.2 C457/ﾊﾗ/ ￥１２００ 小中/小高

101 恐竜学　　 真鍋 真／[著] 学研プラス 2020.7 C457/ﾏﾅ/ ￥１２００ 小学生

＜環境・生態系＞

102 グレタのねがい　地球をまもり未来に生きる　 ヴァレンティナ・キャメリニ／著 西村書店 2020.1 C451/ｶﾒ/ ￥９８０ 小高/ＹＡ

103 グレタと立ち上がろう　気候変動の世界を救うための18章　 ヴァレンティナ・ジャンネッラ／著 岩崎書店 2020.2 C451/ｼﾔ/ ￥１８００ 小高/ＹＡ

★ 104 気候危機!　子どもたちが地球を救う　 堤 江実／著 汐文社 2020.5 C451/ﾂﾂ/ ￥１４００ 小中

105 台風の大研究　最強の大気現象のひみつをさぐろう　 筆保 弘徳／編著 PHP研究所 2020.9 C451/ﾌﾃ/ ￥３２００ 小中/小高

106 グレタ・トゥーンベリ　　 ヴィヴィアナ・マッツァ／著 金の星社 2020.4 C451/ﾏﾂ/ ￥１３００ 小中

107 固有種が教えてくれること[1]　　日本に固有種が多いわけ 今泉 忠明／監修 金の星社 2020.3 C482/ｲﾏ/1 ￥２８００ 小中/小高

108 固有種が教えてくれること[2]　　北海道・本州・四国・九州にすむ固有種 今泉 忠明／監修 金の星社 2020.2 C482/ｲﾏ/2 ￥２８００ 小中/小高

109 固有種が教えてくれること[3]　　南西諸島・小笠原諸島にすむ固有種 今泉 忠明／監修 金の星社 2020.3 C482/ｲﾏ/3 ￥２８００ 小中/小高

110 知ってる?アップサイクル1　もうひとつのリサイクル　アップサイクルってなに? 「知ってる?アップサイクル」編集委員会／編 さ・え・ら書房 2020.3 C518/ｼﾂ/1 ￥２５００ 小中/小高

111 知ってる?アップサイクル2　もうひとつのリサイクル　アップサイクルをやってみよう! 「知ってる?アップサイクル」編集委員会／編 さ・え・ら書房 2020.3 C518/ｼﾂ/2 ￥２５００ 小中/小高
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112 ごみはどこへいく?ごみゼロ大事典1　　家庭のごみ 丸谷 一耕／共著 少年写真新聞社 2020.10 C518/ﾏﾙ/1 ￥２５００ 小中/小高

113 ごみはどこへいく?ごみゼロ大事典2　　社会のごみ 丸谷 一耕／共著 少年写真新聞社 2020.12 C518/ﾏﾙ/2 ￥２５００ 小中/小高

114 つかう?やめる?かんがえようプラスチック　　 キム ウンジュ／ぶん ほるぷ出版 2020.5 C519/ｷﾑ/ ￥１９００ 小中

115 知ろう!減らそう!食品ロス1　　食品ロスってなんだろう? 小林 富雄／監修 小峰書店 2020.4 C611/ｺﾊ/1 ￥２８００ 小中

116 知ろう!減らそう!食品ロス2　　食品ロスを減らすには 小林 富雄／監修 小峰書店 2020.4 C611/ｺﾊ/2 ￥２８００ 小中

117 知ろう!減らそう!食品ロス3　　食べ物をすてない工夫 小林 富雄／監修 小峰書店 2020.4 C611/ｺﾊ/3 ￥２８００ 小中

＜植物＞

118 びっくり!世界の不思議な植物　食べ物、かざり、薬など暮らしに役立つ　 湯浅 浩史／著 誠文堂新光社 2020.12 C470/ﾕｱ/ ￥２５００ 小高/ＹＡ

119 珪藻美術館　ちいさな・ちいさな・ガラスの世界　 奥 修／文・写真 福音館書店 2020.9 C473/ｵｸ/ ￥１３００ 小中

120 すごいぜ!菌類　　 星野 保／著 筑摩書房 2020.7 C474/ﾎｼ/ ￥８００ ＹＡ

121 ぜんぶわかる!ジャガイモ　　 安田 守／著 ポプラ社 2020.3 C479/ﾔｽ/ ￥２０００ 小低

122 うねゆたかの田んぼの絵本1　　田んぼの四季 宇根 豊／作 農山漁村文化協会 2020.12 C616/ｳﾈ/1 ￥２７００ 小中/小高

123 うねゆたかの田んぼの絵本2　　田んぼの動物 宇根 豊／作 農山漁村文化協会 2020.12 C616/ｳﾈ/2 ￥２７００ 小中/小高

★ 124 りんごだんだん　　 小川 忠博／写真と文 あすなろ書房 2020.2 C625/ｵｶ/ ￥１３００ 小中

＜昆虫＞

125 集めてわかるぬけがらのなぞ　ゲッチョ先生のぬけがらコレクション　 盛口 満／文・絵 少年写真新聞社 2020.7 C481/ﾓﾘ/ ￥１８００ 小中/小高

126 フン虫に夢中　ウンチを食べる昆虫を追いつづけて　 いどき えり／著 くもん出版 2020.9 C486/ｲﾄ/ ￥１４００ 小高

127 ファーブル先生の昆虫教室4　　めぐる命と虫の役割 奥本 大三郎／文 ポプラ社 2020.6 C486/ｵｸ/4 ￥１８００ 小中

128 博士の愛したジミな昆虫　　 金子 修治／編著 岩波書店 2020.4 C486/ｶﾈ/ ￥８８０ ＹＡ

129 わたしたちのカメムシずかん　やっかいものが宝ものになった話　 鈴木 海花／文 福音館書店 2020.5 C486/ｽｽ/ ￥１３００ 小中

★ 130 チョウはなぜ飛ぶか　　 日高 敏隆／作 岩波書店 2020.5 C486/ﾋﾀ/ ￥７６０ 小高

131 ウルド昆虫記バッタを倒しにアフリカへ　　 前野ウルド浩太郎／著 光文社 2020.5 C486/ﾏｴ/ ￥１８００ 小中/小高

132 万葉と令和をつなぐアキアカネ　　 山口 進／写真・文 岩崎書店 2020.9 C486/ﾔﾏ/ ￥１３００ 小高

133 ケンさん、イチゴの虫をこらしめる　「あまおう」栽培農家の挑戦!　 谷本 雄治／著 フレーベル館 2020.10 C626/ﾀﾆ/ ￥１５００ 小高
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＜魚・海洋動物＞

134 動物たちが教えてくれる海の中のくらし　　 佐藤 克文／文 福音館書店 2020.10 C481/ｻﾄ/ ￥１３００ 小中

135 うちにカブトガニがやってきた!?　生きている化石とすごした1年と2か月　 石井 里津子／文 学研プラス 2020.7 C485/ｲｼ/ ￥１４００ 小中

136 うみのダンゴムシ・やまのダンゴムシ　　 皆越 ようせい／写真・文 岩崎書店 2020.6 C485/ﾐﾅ/ ￥１６００ 小低

137 南極のさかな大図鑑　たくさんのふしぎ版　 岩見 哲夫／文 福音館書店 2020.6 C487/ｲﾜ/ ￥１３００ 小中

★ 138 クジラをめぐる冒険　ナゾだらけの生態から対立する捕鯨問題まで　 石川 創／著 旬報社 2020.11 C489/ｲｼ/ ￥１５００ 小高/ＹＡ

＜動物・鳥＞

139 おもしろミクロ生物の世界　ミジンコ・アメーバ・ゾウリムシなかまたちが大集合!　 末友 靖隆／著 偕成社 2020.1 C468/ｽｴ/ ￥２８００ 小中

★ 140 教科書にのってるどうぶつの赤ちゃん1　　ライオン 木坂 涼／文 偕成社 2020.11 C480/ｷｻ/1 ￥２２００ 小低

141 教科書にのってるどうぶつの赤ちゃん2　　カンガルー 木坂 涼／文 偕成社 2020.11 C480/ｷｻ/2 ￥２２００ 小低

142 教科書にのってるどうぶつの赤ちゃん3　　シマウマ 木坂 涼／文 偕成社 2020.11 C480/ｷｻ/3 ￥２２００ 小低

143 教科書にのってるどうぶつの赤ちゃん4　　オオアリクイ 木坂 涼／文 偕成社 2020.11 C480/ｷｻ/4 ￥２２００ 小低

144 空を飛ぶミジンコのなぞ　　 星 輝行／写真・文 少年写真新聞社 2020.12 C485/ﾎｼ/ ￥１７００ 小中/小高

145 カラスのいいぶん　人と生きることをえらんだ鳥　 嶋田 泰子／著 童心社 2020.12 C488/ｼﾏ/ ￥１２００ 小中

146 しまふくろうの森　　 前川 貴行／写真・文 あかね書房 2020.2 C488/ﾏｴ/ ￥１５００ 小中

147 世界遺産知床の自然と人とヒグマの暮らし　　 伊藤 彰浩／写真 少年写真新聞社 2020.9 C489/ｲﾄ/ ￥１６００ 小中/小高

148 オランウータンに会いたい　　 久世 濃子／著 あかね書房 2020.3 C489/ｸｾ/ ￥１３００ 小高

149 ヒグマ　　 竹田津 実／文|写真 アリス館 2020.3 C489/ﾀｹ/ ￥１４００ 小中/小高

＜人体・生命＞

150 はずれ者が進化をつくる　生き物をめぐる個性の秘密　 稲垣 栄洋／著 筑摩書房 2020.6 C467/ｲﾅ/ ￥８００ ＹＡ

151 すごいぞ!進化　はじめて学ぶ生命の旅　 アンナ・クレイボーン／文 NHK出版 2020.7 C467/ｸﾚ/ ￥２４００ 小中/小高

152 遺伝子・DNAのすべて　　 夏 緑／著 童心社 2020.1 C467/ﾅﾂ/ ￥４５００ 小中/小高/ＹＡ

153 ウンコロジー入門　　 伊沢 正名／[著] 偕成社 2020.1 C491/ｲｻ/ ￥１５００ 小高

★ 154 グロッソロジーきたないもの学　からだのふしぎ　 シルビア・ブランゼイ／文 講談社 2020.8 C491/ﾌﾗ/ ￥１９００ 小中/小高

155 摂食障害オバケの“ササヤキ”　やせたくなったら要注意 雨こんこん／作 少年写真新聞社 2020.5 C493/ｱﾒ/ ￥１８００ 小高/ＹＡ
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156 スマホとゲーム障害　上手に使って病気を防ごう!　 内海 裕美／監修 少年写真新聞社 2020.8 C493/ｳﾂ/ ￥１６００ 小中/小高/ＹＡ

157 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 2020.1 C495/ｿﾝ/1 ￥２４００ 小中/小高/ＹＡ

158 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 2020.2 C495/ｿﾝ/2 ￥２４００ 小中/小高/ＹＡ

159 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 2020.3 C495/ｿﾝ/3 ￥２４００ 小中/小高/ＹＡ

＜感染症＞

160 コロナの時代を生きるためのファクトチェック　　 立岩 陽一郎／著 講談社 2020.12 C070/ﾀﾃ/ ￥１３００ ＹＡ

161 ずかんウイルス　見ながら学習調べてなっとく　 武村 政春／監修 技術評論社 2020.10 C465/ﾀｹ/ ￥２６８０ 小高/ＹＡ

162 ウイルスって何だろう?　正体から生物進化とのかかわりまで　 武村 政春／監修 PHP研究所 2020.11 C465/ﾀｹ/ ￥３２００ 小中/小高

163 感染症ってなんだろう?　知っておきたい基礎知識　 岡田 晴恵／著 岩崎書店 2020.12 C493/ｵｶ/ ￥３６００ 小中/小高

★ 164 感染爆発　見えざる敵=ウイルスに挑む　 デイビッド・ゲッツ／著 金の星社 2020.7 C493/ｹﾂ/ ￥１４００ 小高

165 知ってふせごう!身のまわりの感染症1　新型コロナからインフルエンザまで　感染症ってなに? 近藤 慎太郎／監修 旬報社 2020.11 C493/ｺﾝ/1 ￥２７００ 小中/小高

166 知ってふせごう!身のまわりの感染症2　新型コロナからインフルエンザまで　感染症をふせぐために 近藤 慎太郎／監修 旬報社 2020.11 C493/ｺﾝ/2 ￥２７００ 小中/小高

167 知ってふせごう!身のまわりの感染症3　新型コロナからインフルエンザまで　感染症の種類と歴史 近藤 慎太郎／監修 旬報社 2020.11 C493/ｺﾝ/3 ￥２７００ 小中/小高

168 教えて!感染症1　「かぜ」から「新型コロナ」まで　感染症ってなんだろう? 土井 洋平／監修 小峰書店 2020.10 C493/ﾄｲ/1 ￥２８００ 小中

169 教えて!感染症2　「かぜ」から「新型コロナ」まで　感染症と人類のたたかい 土井 洋平／監修 小峰書店 2020.11 C493/ﾄｲ/2 ￥２８００ 小中

170 教えて!感染症3　「かぜ」から「新型コロナ」まで　感染症の影響と予防 土井 洋平／監修 小峰書店 2020.12 C493/ﾄｲ/3 ￥２８００ 小中

171 みんなに話したくなる感染症のはなし　14歳からのウイルス・細菌・免疫入門　 仲野 徹／著 河出書房新社 2020.8 C493/ﾅｶ/ ￥１４００ ＹＡ

172 どうしてしんがたコロナになるの?　　 松永 展明／監修 金の星社 2020.8 C493/ﾏﾂ/ ￥１３００ 小低

＜食物＞

173 ホントに食べる?世界をすくう虫のすべて　　 内山 昭一／監修 文研出版 2020.4 C383/ｳﾁ/ ￥３６００ 小中/小高

174 歴史ごはん　信長、秀吉、家康たちが食べた料理　 永山 久夫／監修 くもん出版 2020.1 C383/ﾅｶ/ ￥３６００ 小中/小高

175 野菜の教え春・夏編　子どもとおとないっしょに楽しめる　 群羊社 2020.5 C626/ﾔｻ/ ￥１８００ 小中/小高/ＹＡ

176 野菜の教え秋・冬編　子どもとおとないっしょに楽しめる　 群羊社 2020.5 C626/ﾔｻ/ ￥１８００ 小中/小高/ＹＡ

★ 177 自分の力で肉を獲る　10歳から学ぶ狩猟の世界　 千松 信也／著 旬報社 2020.1 C659/ｾﾝ/ ￥１５００ 小中/小高

178 さかな博士のレアうま魚図鑑　　 伊藤 柚貴／著 日東書院本社 2020.7 C664/ｲﾄ/ ￥１５００ 小高
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＜技術・産業＞

179 だんだんできてくる2　まちたんけんにゴー!　マンション 鹿島建設株式会社／監修 フレーベル館 2020.2 C510/ｶｼ/2 ￥２８００ 小低

180 だんだんできてくる3　まちたんけんにゴー!　トンネル 鹿島建設株式会社／監修 フレーベル館 2020.2 C510/ｶｼ/3 ￥２８００ 小低

181 だんだんできてくる4　まちたんけんにゴー!　橋 鹿島建設株式会社／監修 フレーベル館 2020.3 C510/ｶｼ/4 ￥２８００ 小低

182 もしもトイレがなかったら　　 加藤 篤／著 少年写真新聞社 2020.11 C518/ｶﾄ/ ￥１６００ 小中/小高

183 スマート農業の大研究　ICT・ロボット技術でどう変わる?　 海津 裕／監修 PHP研究所 2020.2 C614/ｶｲ/ ￥３２００ 小中/小高

★ 184 お蚕さんから糸と綿と　　 大西 暢夫／著 アリス館 2020.1 C630/ｵｵ/ ￥１５００ 小中

＜芸術・スポーツ＞

185 美術館って、おもしろい!　 モラヴィア美術館／著 河出書房新社 2020.5 C706/ﾓﾗ/ ￥３２００ 小高/ＹＡ

186 こども文様じてん　　 下中 菜穂／著 平凡社 2020.7 C727/ｼﾓ/ ￥１６００ 小中/小高

★ 187 さがす　　 長倉 洋海／著 アリス館 2020.6 C748/ﾅｶ/ ￥１４００ 小低/小中

188 伝統工芸の名人に会いに行く2　　紙すき 瀬戸山 玄／文と写真 岩崎書店 2020.1 C750/ｾﾄ/2 ￥２８００ 小学生

189 伝統工芸の名人に会いに行く3　　曲げわっぱ 瀬戸山 玄／文と写真 岩崎書店 2020.2 C750/ｾﾄ/3 ￥２８００ 小学生

190 パラアスリートたちの挑戦1　　進化する道具で挑戦! 越智 貴雄／写真 文 童心社 2020.3 C780/ｵﾁ/1 ￥２９００ 小高

191 パラアスリートたちの挑戦2　　開発された競技に挑戦! 越智 貴雄／写真 文 童心社 2020.3 C780/ｵﾁ/2 ￥２９００ 小高

192 パラアスリートたちの挑戦3　　選手の目となり手となり足となる 越智 貴雄／写真 文 童心社 2020.3 C780/ｵﾁ/3 ￥２９００ 小高

193 パラアスリートたちの挑戦4　　夢を追うパラアスリート 越智 貴雄／写真 文 童心社 2020.3 C780/ｵﾁ/4 ￥２９００ 小高

194 パラアスリートたちの挑戦5　　信じる気持ちが世界を変えていく 越智 貴雄／写真 文 童心社 2020.3 C780/ｵﾁ/5 ￥２９００ 小高

＜言語・詩＞

195 語感をみがこう見て・くらべてオノマトペ![2]　　さんさん・かんかん自然のことば 小野 正弘／監修 ほるぷ出版 2020.2 C814/ｵﾉ/2 ￥３０００ 小中

196 語感をみがこう見て・くらべてオノマトペ![3]　　とことこ・ぶらぶら動きのことば 小野 正弘／監修 ほるぷ出版 2020.2 C814/ｵﾉ/3 ￥３０００ 小中

197 語感をみがこう見て・くらべてオノマトペ![4]　　さくさく・じりじりようすのことば 小野 正弘／監修 ほるぷ出版 2020.2 C814/ｵﾉ/4 ￥３０００ 小中

198 めんどくさがりなきみのための文章教室　　 はやみね かおる／著 飛鳥新社 2020.3 C816/ﾊﾔ/ ￥１２００ ＹＡ

199 だるまさんがころんだ　　 飯塚 須磨子／作 リーブル 2020.11 C911/ｲｲ/ ￥１０００ 小低/小中

★ 200 なまこのぽんぽん　内田麟太郎・詩集　 内田 麟太郎／著 銀の鈴社 2020.1 C911/ｳﾁ/ ￥１６００ 小中
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201 ゴーヤのつるが　柘植愛子詩集　 柘植 愛子／著 てらいんく 2020.11 C911/ﾂｹ/ ￥１４００ 小高

202 コピーロボット　土屋律子詩集　 土屋 律子／詩 銀の鈴社 2020.5 C911/ﾂﾁ/ ￥１６００ 小低

203 なんじゃらもんじゃらともだち　西沢杏子詩集　 西沢 杏子／著 てらいんく 2020.6 C911/ﾆｼ/ ￥１４００ 小高
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