
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 名探偵アルゴのプログラミング入門１　正多角形のなぞ算数でプログラミング 石戸 奈々子／監修 角川アスキー総合研究所 2021.2 C007/ｲｼ/1 ¥2,800 小学生

2 名探偵アルゴのプログラミング入門２　自動機械のひみつ理科でプログラミング 石戸 奈々子／監修 角川アスキー総合研究所 2021.3 C007/ｲｼ/2 ¥2,800 小学生

3 名探偵アルゴのプログラミング入門３　創作のしれん国語・社会・図工・音楽・家庭科でプログラミング 石戸 奈々子／監修 角川アスキー総合研究所 2021.3 C007/ｲｼ/3 ¥2,800 小学生

4 ストップ!SNSトラブル１　炎上、誹謗中傷はどうして起こる? 小寺 信良／著 汐文社 2021.4 C007/ｺﾃ/1 ¥2,500 小中/小高

5 ストップ!SNSトラブル２　文字で気持ちまで伝わる? 小寺 信良／著 汐文社 2021.5 C007/ｺﾃ/2 ¥2,500 小中/小高

6 ストップ!SNSトラブル３　なぜ、スマホを手放せない? 小寺 信良／著 汐文社 2021.6 C007/ｺﾃ/3 ¥2,500 小中/小高

★ 7 こどもプログラミング　なぜプログラミングを学ぶのかがわかる本 たにぐち まこと／著 カンゼン 2021.11 C007/ﾀﾆ/ ¥1,300 小中/小高

8 AIの時代を生きる　未来をデザインする創造力と共感力 美馬 のゆり／著 岩波書店 2021.1 C007/ﾐﾏ/ ¥860 YA

9 ICTで生活科１　しゃしんでつたえよう! フレーベル館 2021.1 C375/ｱｲ/1 ¥3,000 小低

10 ICTで生活科２　どうがやアプリでつたえよう! フレーベル館 2021.12 C375/ｱｲ/2 ¥3,000 小低

＜生きかた・哲学＞

11 はじめての哲学 藤田 正勝／著 岩波書店 2021.6 C104/ﾌｼ/ ¥820 YA

12 ミライを生きる君たちへの特別授業 ジュニスタ編集部／編 岩波書店 2021.7 C159/ｲﾜ/ ¥1,450 YA

13 こども世界の宗教　世界の宗教と人々のくらしがわかる本 島薗 進／監修 カンゼン 2021.12 C160/ｼﾏ/ ¥1,300 小中/小高

14 親の期待に応えなくていい 鴻上 尚史／著 小学館 2021.4 C367/ｺｳ/ ¥880 YA

15 学校、行かなきゃいけないの?　これからの不登校ガイド 雨宮 処凛／著 河出書房新社 2021.1 C371/ｱﾏ/ ¥1,400 YA

★ 16 「ハーフ」ってなんだろう?　あなたと考えたいイメージと現実 下地 ローレンス吉孝／著 平凡社 2021.4 C361/ｼﾓ/ ¥1,600 YA

17 世界一やさしい依存症入門　 松本 俊彦／著 河出書房新社 2021.8 C493/ﾏﾂ/ ¥1,420 YA

＜ジェンダー＞

18 女の子はどう生きるか 上野 千鶴子／著 岩波書店 2021.1 C367/ｳｴ/ ¥880 YA

19 みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT 遠藤 まめた／著 筑摩書房 2021.6 C367/ｴﾝ/ ¥820 YA

20 人間と性の絵本２　からだってステキ! 柿崎 えま／絵 大月書店 2021.1 C367/ｶｷ/2 ¥2,500 小中/小高

21 人間と性の絵本３　思春期ってどんなとき? 柿崎 えま／絵 大月書店 2021.12 C367/ｶｷ/3 ¥2,500 小中/小高
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22 性ってなんだろう?１　知ろう!守ろう!自分のからだ 北山 ひと美／監修 新日本出版社 2021.12 C367/ｷﾀ/1 ¥3,000 小中/小高

★ 23 みんなちがってみんなステキ　LGBTの子どもたちに届けたい未来 高橋 うらら／著 新日本出版社 2021.1 C367/ﾀｶ/ ¥1,500 小高/YA

24 世界じゅうの女の子のための日　国際ガールズ・デーの本 ジェシカ・ハンフリーズ／文 大月書店 2021.9 C367/ﾊﾝ/ ¥2,600 小中/小高

25 女の子だから、男の子だからをなくす本 ユン ウンジュ／文 エトセトラブックス 2021.3 C367/ﾕﾝ/ ¥2,000 小中/小高

＜歴史・伝記＞

26 ニッポン第1号ものがたり 楠木 誠一郎／著 講談社 2021.2 C031/ｸｽ/ ¥1,400 小中

27 世界でいちばん優しいロボット 岩貞 るみこ／文 講談社 2021.6 C281/ｲﾜ/ ¥1,400 小中

28 郷土の発展につくした先人1　開発 北 俊夫／監修 偕成社 2021.4 C281/ｷﾀ/1 ¥3,000 小中

29 郷土の発展につくした先人2　教育 北 俊夫／監修 偕成社 2021.4 C281/ｷﾀ/2 ¥3,000 小中

30 郷土の発展につくした先人3　医療 北 俊夫／監修 偕成社 2021.3 C281/ｷﾀ/3 ¥3,000 小中

31 郷土の発展につくした先人4　文化 北 俊夫／監修 偕成社 2021.4 C281/ｷﾀ/4 ¥3,000 小中

32 郷土の発展につくした先人5　産業 北 俊夫／監修 偕成社 2021.2 C281/ｷﾀ/5 ¥3,000 小中

33 時代をきりひらいた日本の女たち 小杉 みのり／文 岩崎書店 2021.8 C281/ｺｽ/ ¥4,500 小中/小高/YA

★ 34 猿橋勝子　女性科学者の先駆者 清水 洋美／文 汐文社 2021.3 C289/ｻﾙ/ ¥1,600 小中/小高

35 消えゆくくらしのモノ事典 岩崎書店編集部／編著 岩崎書店 2021.2 C383/ｲﾜ/ ¥6,000 小中/小高

36 妖怪がやってくる 佐々木 高弘／著 岩波書店 2021.7 C388/ｻｻ/ ¥1,450 YA

37 人と動物の日本史図鑑１　旧石器時代から弥生時代 小宮 輝之／著 少年写真新聞社 2021.9 C482/ｺﾐ/1 ¥2,500 小中/小高

38 人と動物の日本史図鑑２　古墳時代から安土桃山時代 小宮 輝之／著 少年写真新聞社 2021.1 C482/ｺﾐ/2 ¥2,500 小中/小高

39 人と動物の日本史図鑑３　江戸時代 小宮 輝之／著 少年写真新聞社 2021.12 C482/ｺﾐ/3 ¥2,500 小中/小高

40 岡倉天心と思想 大久保 喬樹／著 玉川大学出版部 2021.6 C702/ｵｶ/ ¥2,500 小高/YA

41 かこさとし　遊びと絵本で子どもの未来を 鈴木 愛一郎／文 あかね書房 2021.3 C726/ｽｽ/ ¥1,500 小中

＜法律・経済・社会＞

42 こども地政学　なぜ地政学が必要なのかがわかる本 船橋 洋一／監修 カンゼン 2021.3 C312/ﾌﾅ/ ¥1,300 小中/小高

43 お札で学ぶ１　お札で学ぶ日本の経済 くもん出版 2021.1 C337/ｵｻ/1 ¥2,000 小高/YA

44 お札で学ぶ２　お札で学ぶ日本の歴史 くもん出版 2021.1 C337/ｵｻ/2 ¥2,000 小高/YA
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45 お札で学ぶ３　お札で学ぶ日本の社会・世相 くもん出版 2021.1 C337/ｵｻ/3 ¥2,000 小高/YA

46 お札で学ぶ４　お札で学ぶキャッシュレス時代とお札の未来 くもん出版 2021.1 C337/ｵｻ/4 ¥2,000 小高/YA

47 おやこで話す子どもの貧困　だれも見すてない国をつくる 阿部 彩／著 日本能率協会マネジメントセンター 2021.11 C368/ｱﾍ/ ¥1,500 小低

48 伝え守る　アイヌ三世代の物語 宇井 眞紀子／写真・文 少年写真新聞社 2021.12 C382/ｳｲ/ ¥1,800 小中/小高

49 表・グラフの読み方・つくり方 渡辺 美智子／監修 PHP研究所 2021.4 C417/ﾜﾀ/ ¥3,200 小中/小高

50 富岡製糸場　生糸がつくった近代の日本 田村 仁／写真・文 福音館書店 2021.3 C632/ﾀﾑ/ ¥1,300 小中

★ 51 海べをはしる人車鉄道　東海道線のいま、むかし 横溝 英一／文・絵 福音館書店 2021.3 C686/ﾖｺ/ ¥1,300 小中

52 社会を変えた50人の女性アーティストたち レイチェル・イグノトフスキー／著 創元社 2021.4 C702/ｲｸ/ ¥1,800 小高/YA

＜SDGs＞

53 教科で学ぶSDGs学 稲葉 茂勝／著 今人舎 2021.4 C333/ｲﾅ/ ¥2,200 小中/小高

54 SDGs入門　未来を変えるみんなのために 蟹江 憲史／著 岩波書店 2021.9 C333/ｶﾆ/ ¥1,450 YA

55 未来からの伝言　SDGsガイドブック 那須田 淳／作 講談社 2021.1 C333/ﾅｽ/ ¥1,350 小高

56 SDGsを学んで新聞を作ろう１　学ぼう!SDGs目標1～4貧困・飢餓・健康・教育 ニシ工芸児童教育研究所／編 金の星社 2021.2 C333/ﾆｼ/1 ¥3,400 小中

57 SDGsを学んで新聞を作ろう２　学ぼう!SDGs目標5～8ジェンダー・水・エネルギー・労働 ニシ工芸児童教育研究所／編 金の星社 2021.3 C333/ﾆｼ/2 ¥3,400 小中

58 SDGsを学んで新聞を作ろう３　学ぼう!SDGs目標9～12産業・格差・まちづくり・つくる&つかう責任 ニシ工芸児童教育研究所／編 金の星社 2021.3 C333/ﾆｼ/3 ¥3,400 小中

59 SDGsを学んで新聞を作ろう４　学ぼう!SDGs目標13～17気候変動・海・陸・平和・パートナーシップ ニシ工芸児童教育研究所／編 金の星社 2021.3 C333/ﾆｼ/4 ¥3,400 小中

60 SDGsを学んで新聞を作ろう５　作ろう!SDGs新聞 ニシ工芸児童教育研究所／編 金の星社 2021.3 C333/ﾆｼ/5 ¥3,400 小中

61 小学生からのSDGs 深井 宣光／著 KADOKAWA 2021.11 C333/ﾌｶ/ ¥1,500 小学生

★ 62 SDGs時代の食べ方　世界が飢えるのはなぜ? 井出 留美／著 筑摩書房 2021.1 C611/ｲﾃ/ ¥1,100 YA

＜平和・国際理解＞

63 シリーズ戦争 子どもたちが綴った戦争体験第１巻　勝って来るぞといさましく 村山 士郎／著 新日本出版社 2021.8 C210/ﾑﾗ/1 ¥3,500 小高

64 シリーズ戦争 子どもたちが綴った戦争体験第２巻　身を捨てて、国を守る 村山 士郎／著 新日本出版社 2021.9 C210/ﾑﾗ/2 ¥3,500 小高

65 シリーズ戦争 子どもたちが綴った戦争体験第３巻　学校は戦場だ! 村山 士郎／著 新日本出版社 2021.1 C210/ﾑﾗ/3 ¥3,500 小高

66 シリーズ戦争 子どもたちが綴った戦争体験第４巻　最後まで、勝利を信じて 村山 士郎／著 新日本出版社 2021.12 C210/ﾑﾗ/4 ¥3,500 小高

67 シリーズ戦争 子どもたちが綴った戦争体験第５巻　平和な地球世界をめざして 村山 士郎／著 新日本出版社 2022.2 C210/ﾑﾗ/5 ¥3,500 小高
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68 絵で見てわかる核兵器禁止条約ってなんだろう? 川崎 哲／監修 旬報社 2021.9 C319/ｶﾜ/ ¥3,800 小高/YA

69 聞かせて、おじいちゃん　原爆の語り部・森政忠雄さんの決意 横田 明子／著 国土社 2021.5 C319/ﾖｺ/ ¥1,500 小高/YA

70 武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方 宮田 律／著 平凡社 2021.4 C333/ﾐﾔ/ ¥1,400 小高

71 ずかん世界のくつ・はきもの 鈴木 絵美留／監修 技術評論社 2021.9 C383/ｽｽ/ ¥2,680 小高/YA

★ 72 くじらの子 石川 梵／写真と文 少年写真新聞社 2021.5 C664/ｲｼ/ ¥1,800 小中/小高

73 すてきなタータンチェック 奥田 実紀／文 福音館書店 2021.9 C753/ｵｸ/ ¥1,300 小中

＜仕事・キャリア＞

74 大統領の大事典 関 眞興／監修 くもん出版 2021.1 C313/ｾｷ/ ¥5,000 小中/小高

75 真実を発見!科学捜査　DNA鑑定から死因究明まで 石澤 不二雄／監修 誠文堂新光社 2021.1 C317/ｲｼ/ ¥2,500 小高/YA

76 警察のウラガワ 倉科 孝靖／監修 学研プラス 2021.11 C317/ｸﾗ/ ¥1,000 小学生

77 仕事の歴史図鑑１　くらしを守る仕事・ささえる仕事 本郷 和人／監修 くもん出版 2021.11 C366/ﾎﾝ/1 ¥2,800 小高

78 仕事の歴史図鑑２　ものをつくる仕事・売る仕事 本郷 和人／監修 くもん出版 2021.12 C366/ﾎﾝ/2 ¥2,800 小高

79 仕事の歴史図鑑３　人を楽しませる仕事 本郷 和人／監修 くもん出版 2021.1 C366/ﾎﾝ/3 ¥2,800 小高

80 建築家になりたい君へ 隈 研吾／著 河出書房新社 2021.2 C520/ｸﾏ/ ¥1,400 YA

81 たとえ悪者になっても　ある犬の訓練士のはなし 佐藤 真澄／作 静山社 2021.7 C645/ｻﾄ/ ¥1,300 小中/小高

★ 82 屠畜のお仕事 栃木 裕／著 解放出版社 2021.4 C648/ﾄﾁ/ ¥1,600 小高

83 ゲームと生きる!１　ゲームで生きるスゴイ人たち 高橋 浩徳／監修 フレーベル館 2021.11 C798/ﾀｶ/1 ¥3,500 小中

＜福祉・障がい＞

84 車いすで国会へ　全身マヒのALS議員 舩後 靖彦／文 子どもの未来社 2021.1 C289/ﾌﾅ/ ¥1,500 小中/小高

85 きみはどう考える?人権ってなんだろう１ 喜多 明人／監修 汐文社 2021.2 C316/ｷﾀ/1 ¥2,700 小高/YA

86 きみはどう考える?人権ってなんだろう２ 喜多 明人／監修 汐文社 2021.3 C316/ｷﾀ/2 ¥2,700 小高/YA
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87 きみはどう考える?人権ってなんだろう３ 喜多 明人／監修 汐文社 2021.3 C316/ｷﾀ/3 ¥2,700 小高/YA

88 福祉用具の図鑑　手や足の働きを助ける 徳田 克己／監修 金の星社 2021.2 C369/ﾄｸ/ ¥3,200 小中

89 福祉用具の図鑑　目や耳の働き・発達障害を助ける 徳田 克己／監修 金の星社 2021.3 C369/ﾄｸ/ ¥3,200 小中

★ 90 パラリンピックは世界をかえる　ルートヴィヒ・グットマンの物語 ローリー・アレクサンダー／作 福音館書店 2021.3 C780/ｱﾚ/ ¥2,400 小高

＜災害・防災＞

91 千曲川はんらん　希望のりんごたち いぶき 彰吾／文 文研出版 2021.1 C369/ｲﾌ/ ¥1,400 小高

92 災害伝承の大研究　命を守るために、どう伝える? 佐藤 翔輔／監修 PHP研究所 2021.9 C369/ｻﾄ/ ¥3,200 小中/小高

★ 93 福島に生きる凛ちゃんの10年　家や学校や村もいっぱい変わったけれど 豊田 直巳／写真・文 農山漁村文化協会 2021.2 C369/ﾄﾖ/ ¥2,000 小中/小高

94 土に生かされた暮らしをつなぐ　村に帰った「サマショール」の夢 豊田 直巳／写真・文 農山漁村文化協会 2021.1 C369/ﾄﾖ/ ¥2,000 小中/小高

95 みんなの津波避難22のルール　3つのSで生き残れ! 永野 海／著 合同出版 2021.3 C369/ﾅｶ/ ¥2,200 小中/小高

96 命をつなぐ防災１　もしも災害が起こったら 舩木 伸江／監修 偕成社 2021.1 C369/ﾌﾅ/1 ¥2,800 小高

97 命をつなぐ防災２　命をつなぐそなえ 舩木 伸江／監修 偕成社 2021.4 C369/ﾌﾅ/2 ¥2,800 小高

98 命をつなぐ防災３　ひなん生活と復興 舩木 伸江／監修 偕成社 2021.4 C369/ﾌﾅ/3 ¥2,800 小高

99 つくって役立つ!防災工作　水・電気・ガスが使えないくらしを考える プラス・アーツ／監修 学研プラス 2021.2 C369/ﾌﾗ/ ¥4,200 小学生

＜科学・数学・物理＞

★ 100 しらべるちがいのずかん おかべ たかし／文 東京書籍 2021.9 C031/ｵｶ/ ¥1,600 小低

101 数理の窓から世界を読みとく　素数・AI・生物・宇宙をつなぐ 初田 哲男／編著 岩波書店 2021.11 C404/ﾊﾂ/ ¥860 YA

102 算数の実験大図鑑　数学アタマがぐんぐん育つ DK社／編著 新星出版社 2021.11 C410/ﾄﾘ/ ¥2,700 小中/小高

103 算数・数学で何ができるの?　算数と数学の基本がわかる図鑑 DK社／編 東京書籍 2021.1 C410/ﾄﾘ/ ¥2,000 小高/YA

104 16歳からの相対性理論　アインシュタインに挑む夏休み 佐宮 圭／著 筑摩書房 2021.5 C421/ｻﾐ/ ¥880 YA

105 ミクロワールド１　あし NHK「ミクロワールド」制作班／編 NHK出版 2021.1 C460/ﾆﾂ/1 ¥3,500 小中/小高

106 ミクロワールド２　口 NHK「ミクロワールド」制作班／編 NHK出版 2021.1 C460/ﾆﾂ/2 ¥3,500 小中/小高

107 ミクロワールド３　赤ちゃん NHK「ミクロワールド」制作班／編 NHK出版 2021.1 C460/ﾆﾂ/3 ¥3,500 小中/小高

108 ミクロワールド４　キラキラ NHK「ミクロワールド」制作班／編 NHK出版 2021.2 C460/ﾆﾂ/4 ¥3,500 小中/小高

109 ミクロワールド５　もの・体 NHK「ミクロワールド」制作班／編 NHK出版 2021.2 C460/ﾆﾂ/5 ¥3,500 小中/小高
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＜宇宙・空＞

110 地球以外に生命を宿す天体はあるのだろうか? 佐々木 貴教／著 岩波書店 2021.5 C445/ｻｻ/ ¥1,450 YA

★ 111 火星は… スザンヌ・スレード／文 あすなろ書房 2021.7 C445/ｽﾚ/ ¥1,800 小中

112 地球を飛び出せ!宇宙探査　「はやぶさ2」、太陽系惑星、有人ミッションを一気に解説! 荒舩 良孝／著 誠文堂新光社 2021.12 C538/ｱﾗ/ ¥2,500 小高/YA

113 「はやぶさ2」リュウグウからの玉手箱 山下 美樹／文 文溪堂 2021.5 C538/ﾔﾏ/ ¥1,300 小低/小中

114 宇宙ロケット図鑑 吉川 真／監修 成美堂出版 2021.3 C538/ﾖｼ/ ¥950 小中/小高

＜地球・古生物＞

115 絶景のふしぎ100　世界と日本の美しい風景・すごい地形のなぜ 佐野 充／監修 偕成社 2021.1 C450/ｻﾉ/ ¥2,000 小中

116 地震はなぜ起きる? 鎌田 浩毅／著 岩波書店 2021.3 C453/ｶﾏ/ ¥1,450 YA

117 桜島の赤い火 宮武 健仁／文・写真 福音館書店 2021.3 C453/ﾐﾔ/ ¥1,300 小中

★ 118 チバニアン誕生　方位磁針のN極が南をさす時代へ 岡田 誠／著 ポプラ社 2021.6 C456/ｵｶ/ ¥1,500 小高/YA

119 鳥になった恐竜の図鑑 真鍋 真／監修 学研プラス 2021.2 C457/ﾏﾅ/ ¥3,200 小低/小中

120 よみがえれ、マンモス!　近畿大学マンモス復活プロジェクト 令丈 ヒロ子／文 講談社 2021.12 C457/ﾚｲ/ ¥1,400 小高/YA

＜環境・生態系＞

121 捨てないパン屋の挑戦 井出 留美／著 あかね書房 2021.8 C289/ﾀﾑ/ ¥1,300 小中

122 気温が1度上がると、どうなるの? K.S.シュライバー／文 西村書店 2021.2 C451/ｼﾔ/ ¥1,900 小高

123 ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口 満／著 岩波書店 2021.6 C462/ﾓﾘ/ ¥920 YA

124 命の境界線　保護されるシカと駆除される鹿 今西 乃子／著 合同出版 2021.5 C489/ｲﾏ/ ¥1,500 小高

★ 125 自然を再生させたイエローストーンのオオカミたち キャサリン・バー／文 化学同人 2021.1 C489/ﾊ/ ¥1,900 小中

126 この世界からサイがいなくなってしまう　アフリカでサイを守る人たち　 味田村 太郎／文 学研プラス 2021.6 C489/ﾐﾀ/ ¥1,400 小中

127 持続的な社会を考える新しい環境問題１　食品ロス 古沢 広祐／監修 金の星社 2021.2 C519/ﾌﾙ/1 ¥2,800 小高

128 持続的な社会を考える新しい環境問題２　マイクロプラスチック 古沢 広祐／監修 金の星社 2021.2 C519/ﾌﾙ/2 ¥2,800 小高

129 持続的な社会を考える新しい環境問題３　生物多様性 古沢 広祐／監修 金の星社 2021.3 C519/ﾌﾙ/3 ¥2,800 小高

130 持続的な社会を考える新しい環境問題４　エシカル消費 古沢 広祐／監修 金の星社 2021.3 C519/ﾌﾙ/4 ¥2,800 小高

131 クマが出た!助けてベアドッグ　クマ対策犬のすごい能力 太田 京子／著 岩崎書店 2021.9 C654/ｵｵ/ ¥1,300 小高
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132 雑木林の20年　里山の自然 瀬長 剛／絵・文 偕成社 2021.11 C653/ｾﾅ/ ¥2,500 小中

＜植物＞

★ 133 植物がハエを食べるってホント? アンナ・クレイボーン／作 化学同人 2021.12 C470/ｸﾚ/ ¥1,400 小中/小高

134 富士山のまりも 亀田 良成／文 福音館書店 2021.3 C474/ｶﾒ/ ¥1,300 小中

135 あなたのあしもとコケの森 鵜沢 美穂子／文 文一総合出版 2021.3 C475/ｳｻ/ ¥1,800 小学生

136 ペットボトルで育てよう 野菜・花 谷本 雄治／著 汐文社 2021.3 C626/ﾀﾆ/ ¥2,500 小中/小高

137 おもしろ樹木図鑑 林 将之／著 主婦の友社 2021.4 C653/ﾊﾔ/ ¥2,200 小中/小高

138 きのこのこのこふしぎのこ ひさかたチャイルド 2021.8 C657/ｷﾉ/ ¥1,300 幼/小低

＜昆虫＞

139 小さな里山をつくる　チョウたちの庭 今森 光彦／著 アリス館 2021.5 C486/ｲﾏ/ ¥2,400 小中/小高

140 カブトムシの音がきこえる　土の中の11か月 小島 渉／文 福音館書店 2021.5 C486/ｺｼ/ ¥1,300 小中

★ 141 子育てがんばる、カメムシのおかあさん 新開 孝／写真と文 小学館 2021.7 C486/ｼﾝ/ ¥1,300 小中/小高

142 ペットボトルで育てよう むし 谷本 雄治／著 汐文社 2021.2 C486/ﾀﾆ/ ¥2,500 小中/小高

143 ミツバチの本 シャーロット・ミルナー／作・絵 合同出版 2021.3 C486/ﾐﾙ/ ¥1,800 小中/小高

144 虫っておもしろい!ここがすごいぞ!虫のびっくり力 養老 孟司／文 新日本出版社 2021.2 C486/ﾖｳ/ ¥3,000 小中/小高

145 虫っておもしろい!みてみて!日本のへんてこな虫 養老 孟司／文 新日本出版社 2021.1 C486/ﾖｳ/ ¥3,000 小中/小高

146 虫っておもしろい!どうなるの?虫がいなくなったら 養老 孟司／文 新日本出版社 2021.3 C486/ﾖｳ/ ¥3,000 小中/小高

＜魚・海洋動物＞

★ 147 池の水なぜぬくの?　外来種を探すだけではない“ほんとうの理由 安斉 俊／著・絵 くもん出版 2021.2 C481/ｱﾝ/ ¥1,400 小高

148 ペットボトルで育てよう 水の生き物 谷本 雄治／著 汐文社 2021.3 C481/ﾀﾆ/ ¥2,500 小中/小高

149 どうしてそうなった!?海の生き物１　海の色 吉野 雄輔／著 文一総合出版 2021.7 C481/ﾖｼ/1 ¥1,800 小低/小中

150 どうしてそうなった!?海の生き物２　海の形 吉野 雄輔／著 文一総合出版 2021.8 C481/ﾖｼ/2 ¥1,800 小低/小中

151 どうしてそうなった!?海の生き物３　海の暮らし 吉野 雄輔／著 文一総合出版 2021.11 C481/ﾖｼ/3 ¥1,800 小低/小中

152 サンゴは語る 大久保 奈弥／著 岩波書店 2021.5 C483/ｵｵ/ ¥1,450 YA

153 ホタルイカは青く光る 阿部 秀樹／写真と文 小学館 2021.7 C484/ｱﾍ/ ¥1,300 小中/小高
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154 海の生きものの本 シャーロット・ミルナー／作・絵 合同出版 2021.3 C468/ﾐﾙ/ ¥1,800 小中/小高

＜動物・鳥＞

155 動物なぜなに質問箱 小菅 正夫／答える人 講談社 2021.4 C480/ｺｽ/ ¥1,600 小学生

★ 156 ナメクジはカタツムリだった? 武田 晋一／写真・文 岩崎書店 2021.6 C484/ﾀｹ/ ¥1,500 小低

157 日本サンショウウオ探検記　減り続ければいなくなる!? 関 慎太郎／写真・文 少年写真新聞社 2021.5 C487/ｾｷ/ ¥1,700 小中/小高

158 カワネズミを見てみたい!　水にもぐる銀色の小動物の研究 森本 祈恵／著 くもん出版 2021.9 C489/ﾓﾘ/ ¥1,400 小高

159 ゴリラのきずな　京都市動物園のゴリラファミリー観察記 長尾 充徳／著 くもん出版 2021.6 C489/ﾅｶ/ ¥1,400 小中

160 コウモリの本 シャーロット・ミルナー／作・絵 合同出版 2021.3 C489/ﾐﾙ/ ¥1,800 小中/小高

＜人体・生命＞

★ 161 こどもサピエンス史　生命の始まりからAIまで ベングト=エリック・エングホルム／著 NHK出版 2021.7 C209/ｴﾝ/ ¥1,800 小中/小高

162 知のビジュアル大百科 人体 野田 泰子／監訳 すばる舎 2021.5 C491/ﾉﾀ/ ¥3,600 小中/小高

163 赤ちゃんのふしぎ科学ずかん 高橋 孝雄／監修 あすなろ書房 2021.1 C491/ﾀｶ/ ¥2,300 小高

164 中野信子のこども脳科学　「イヤな気持ち」をエネルギーに変える! 中野 信子／著 フレーベル館 2021.8 C491/ﾅｶ/ ¥1,300 小高

165 ちゃんと知りたい「がん」のこと１　日本人の2人に1人が「がん」になる 保坂 隆／監修 汐文社 2021.5 C491/ﾎｻ/1 ¥2,600 小中

166 ちゃんと知りたい「がん」のこと２　あなたの大切な人が「がん」になったら 保坂 隆／監修 汐文社 2021.7 C491/ﾎｻ/2 ¥2,600 小中

167 ちゃんと知りたい「がん」のこと３　「がん」とともに生きる社会へ 保坂 隆／監修 汐文社 2021.1 C491/ﾎｻ/3 ¥2,600 小中

168 命を救う心を救う　途上国医療に人生をかける小児外科医「ジャパンハート」吉岡秀人 ふじもと みさと／文 佼成出版社 2021.11 C498/ﾌｼ/ ¥1,500 小中

＜感染症＞

169 安心・安全子ども免疫ガイド１　たたかう免疫 石田 靖雅／監修 フレーベル館 2021.11 C491/ｲｼ/1 ¥3,300 小中

170 感染症と人類の歴史１　移動と広がり おおつか のりこ／文 文研出版 2021.9 C493/ｵｵ/1 ¥3,000 小高

171 感染症と人類の歴史２　治療と医療 おおつか のりこ／文 文研出版 2021.11 C493/ｵｵ/2 ¥3,000 小高

172 感染症と人類の歴史３　公衆衛生 おおつか のりこ／文 文研出版 2021.12 C493/ｵｵ/3 ¥3,000 小高

173 細菌ラボ　感染症とたたかう研究所 リチャード・プラット／文 小学館 2021.2 C493/ﾌﾗ/ ¥1,700 小中/小高

174 パンデミック・プラネット　感染症が地球にあたえる影響 アンナ・クレイボーン／作 評論社 2021.12 C498/ｸﾚ/ ¥2,200 小中

175 知っておきたい!新しい生活様式１　新しい生活様式ってなんだろう? 佐藤 昭裕／監修 あかね書房 2021.4 C498/ｻﾄ/1 ¥3,400 小中
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176 知っておきたい!新しい生活様式２　学校生活での感染予防と新しい生活様式 佐藤 昭裕／監修 あかね書房 2021.4 C498/ｻﾄ/2 ¥3,000 小中

177 知っておきたい!新しい生活様式３　自宅での感染予防と新しい生活様式 佐藤 昭裕／監修 あかね書房 2021.4 C498/ｻﾄ/3 ¥2,800 小中

178 知っておきたい!新しい生活様式４　町・外出先での感染予防と新しい生活様式 佐藤 昭裕／監修 あかね書房 2021.4 C498/ｻﾄ/4 ¥2,800 小中

179 こども衛生学 宮崎 美砂子／監修 新星出版社 2021.2 C498/ﾐﾔ/ ¥1,500 小高/YA

★ 180 新型コロナがやってきた　ウイルスに負けない「巣ごもり生活」 ポール・ド・リヴロン／文 創元社 2021.1 C498/ﾘﾌ/ ¥2,200 小中/小高

＜食物＞

181 古典がおいしい!平安時代のスイーツ 前川 佳代／著 かもがわ出版 2021.9 C383/ﾏｴ/ ¥2,500 小中/小高

182 すっぱいのひみつ　お酢と発酵を科学する 赤野 裕文／著 金の星社 2021.3 C588/ｱｶ/ ¥1,400 小高

183 コーヒー 石脇 智広／監修 農山漁村文化協会 2021.2 C617/ｲｼ/ ¥2,700 小中/小高

184 すがたをかえるたべものしゃしんえほん２０　あめができるまで 宮崎 祥子／構成・文 岩崎書店 2021.11 C619/ﾐﾔ/20 ¥2,200 幼/小低/小中

185 パイナップル 竹内 誠人／監修 農山漁村文化協会 2021.1 C625/ﾀｹ/ ¥2,700 小中/小高

186 はじめてのやさい１　ミニトマト 藤田 智／監修 理論社 2021.1 C626/ﾌｼ/1 ¥2,800 小低

187 はじめてのやさい２　キュウリ 藤田 智／監修 理論社 2021.1 C626/ﾌｼ/2 ¥2,800 小低

188 はじめてのやさい３　エダマメ 藤田 智／監修 理論社 2021.12 C626/ﾌｼ/3 ¥2,800 小低

189 はじめてのやさい４　サツマイモ 藤田 智／監修 理論社 2021.12 C626/ﾌｼ/4 ¥2,800 小低

★ 190 和食のだしは海のめぐみ１　昆布 阿部 秀樹／写真・文 偕成社 2020.12 C667/ｱﾍ/1 ¥2,400 小中

191 和食のだしは海のめぐみ２　鰹節 阿部 秀樹／写真・文 偕成社 2021.1 C667/ｱﾍ/2 ¥2,400 小中

192 和食のだしは海のめぐみ３　煮干 阿部 秀樹／写真・文 偕成社 2021.2 C667/ｱﾍ/3 ¥2,400 小中

＜芸術・スポーツ＞

193 日本庭園を楽しむ絵本 大野 八生／作 あすなろ書房 2021.3 C629/ｵｵ/ ¥1,400 小中

★ 194 なんで洞窟に壁画を描いたの?　美術のはじまりを探る旅 五十嵐 ジャンヌ／著 新泉社 2021.1 C702/ｲｶ/ ¥2,000 YA

195 日本の伝統文様をさがそう１　季節を感じる文様 熊谷 博人／文・絵 大月書店 2020.11 C757/ｸﾏ/1 ¥3,000 小中/小高

196 日本の伝統文様をさがそう２　動物園・公園で楽しむ文様 熊谷 博人／文・絵 大月書店 2021.1 C757/ｸﾏ/2 ¥3,000 小中/小高

197 日本の伝統文様をさがそう３　身近なものから調べる文様 熊谷 博人／文・絵 大月書店 2021.2 C757/ｸﾏ/3 ¥3,000 小中/小高

198 日本の伝統文様をさがそう４　体験学習で出会える文様 熊谷 博人／文・絵 大月書店 2021.3 C757/ｸﾏ/4 ¥3,000 小中/小高
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199 リモート生活でレクリエーション!１　わくわく!オンライン遊び 鉄矢 悦朗／監修 教育画劇 2021.2 C798/ﾃﾂ/1 ¥3,600 小学生

200 リモート生活でレクリエーション!２　もっと楽しくオンライン遊び 鉄矢 悦朗／監修 教育画劇 2021.4 C798/ﾃﾂ/2 ¥3,600 小学生

201 リモート生活でレクリエーション!３　体操・ストレッチ&室内遊び 鉄矢 悦朗／監修 教育画劇 2021.4 C798/ﾃﾂ/3 ¥3,600 小学生

＜言語・詩＞

202 世界のことわざ　ものの見方が変わる! 時田 昌瑞／監修 ナツメ社 2021.9 C388/ﾄｷ/ ¥1,200 小中/小高

203 いろ 神永 曉／監修 講談社 2021.12 C814/ｶﾐ/ ¥2,500 小中/小高

204 そら 神永 曉／監修 講談社 2021.11 C814/ｶﾐ/ ¥2,500 小中/小高

★ 205 方言ずかん 篠崎 晃一／監修 ほるぷ出版 2021.1 C818/ｼﾉ/ ¥4,500 小中

206 ふれてみてやわらかな手で　こどものうた詩集 くま うさぎ／著 てらいんく 2021.1 C911/ｸﾏ/ ¥1,400 小低

207 俳句部、はじめました　さくら咲く一度っきりの今を詠む 神野 紗希／著 岩波書店 2021.3 C911/ｺｳ/ ¥1,450 YA

208 すずめのバスケ　ゆふあきら詩集 ゆふ あきら／著 銀の鈴社 2021.8 C911/ﾕﾌ/ ¥1,600 小中

209 わたしは夢を見つづける  ジャクリーン・ウッドソン ／著 小学館 2021.8 C931/ｳﾂ/ ¥1,600 小高/YA
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