
書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

どこかいきのバス
井上よう子／作
くすはら順子／絵（文研出版）

2013 913.6/ｲﾉｳ/13.8

ひまわり＜静＞
荒井真紀／文・絵
（金の星社）

2013 E/ｱﾗｲ/13.6

ミルクこぼしちゃだめよ!
スティーヴン・デイヴィーズ／文
クリストファー・コー／絵（ほるぷ出版）

2013 E/ｺ/13.7

まよなかのたんじょうかい
西本鶏介／作
渡辺有一／絵（鈴木出版）

2013 E/ﾜﾀﾅ/13.12

よかたい先生
水俣から世界を見続けた医師-原田正純

三枝三七子／文・絵
（学研教育出版）

2013 289.1/ﾊﾗﾀ/13.8

ともだちは、サティー!
大塚篤子／作
タムラフキコ／絵（小峰書店）

2013 913.6/ｵｵﾂ/13.6

ただいま!マラング村
タンザニアの男の子のお話

ハンナ・ショット／作
佐々木田鶴子／訳（徳間書店）

2013 943/ｼｮｯ/13.9

ちきゅうがウンチだらけにならないわけ
松岡たつひで／さく
（福音館書店）

2013 E/ﾏﾂｵ/13.6

カブトムシ山に帰る＜静＞
山口進／著
（汐文社）

2013 486/ﾔﾏｸ/13.8

ふたり
福田隆浩／著
（講談社）

2013 913.6/ﾌｸﾀ/13.9

時をつなぐおもちゃの犬
マイケル・モーパーゴ／作
マイケル・フォアマン／絵（あかね書房）

2013 933/ﾓﾊｺ/13.6

マッチ箱日記
ポール・フライシュマン／文
バグラム・イバトゥーリン／絵（BL出版）

2013 E/ｲﾊﾄ/13.8

ホタルの光は、なぞだらけ
光る生き物をめぐる身近な大冒険

大場裕一／著
（くもん出版）

2013 468/ｵｵﾊ/13.7

星空ロック
那須田淳／著
（あすなろ書房）

2013 913.6/ﾅｽﾀ/13.12

語りつぐ者
パトリシア・ライリー・ギフ／作
もりうちすみこ／訳（さ・え・ら書房）

2013 933/ｷﾌ/13.4

生命とは何だろう?
長沼毅／著
（集英社インターナショナル）

2013 460/ﾅｶﾇ/13.1

アヴェ・マリアのヴァイオリン
香川宜子／著
（KADOKAWA）

2013 913.6/ｶｶﾜ/13.12

路上のストライカー
マイケル・ウィリアムズ／作
さくまゆみこ／訳（岩波書店）

2013 933/ｳｨﾘ/13.12

高等学校の部
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書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

ハナちゃんのトマト
市川里美／作
（BL出版）

2013 E/ｲﾁｶ/13.7

一さつのおくりもの
森山京／作
鴨下潤／絵（講談社）

2012 913.6/ﾓﾘﾔ/12.11

ひまわり＜青＞
荒井真紀／文・絵
（金の星社）

2013 E/ｱﾗｲ/13.6

おうちにいれちゃだめ!
ケヴィン・ルイス／作
ディヴィッド・エルコリーニ／絵
（フレーベル館）

2013 E/ｴﾙｺ/13.7

ふしぎなボジャビのき
アフリカのむかしばなし

ダイアン・ホフマイアー／再話
ピート・フロブラー／絵（光村教育図書）

2013 E/ﾌﾛﾌ/13.5

かあちゃん取扱説明書
いとうみく／作
佐藤真紀子／絵（童心社）

2013 913.6/ｲﾄｳ/13.5

ネバーギブアップ!
くすのきしげのり／作
山本孝／絵（小学館）

2013 913.6/ｸｽﾉ/13.7

じいちゃんの森
森おやじは生きている

小原麻由美／作
黒井健／絵（PHP研究所）

2012 913.6/ｺﾊﾗ/12.12

やあ、やあ、やあ!おじいちゃんがやってきた
村上しいこ／作
山本孝／絵（BL出版）

2013 913.6/ﾑﾗｶ/13.9

命のバトン
津波を生きぬいた奇跡の牛の物語

堀米薫／文
（佼成出版社）

2013 369/ﾎﾘｺ/13.3

カブトムシ山に帰る＜青＞
山口進／著
（汐文社）

2013 486/ﾔﾏｸ/13.8

とぶ!夢に向かって
ロンドンパラリンピック陸上日本代表・佐藤真海物語

佐藤真海／文
（学研教育出版）

2012 782/ｻﾄｳ/12.12

ミサゴのくる谷
ジル・ルイス／作
さくまゆみこ／訳（評論社）

2013 933/ﾙｲｽ/13.6

武器より一冊の本をください
少女マララ・ユスフザイの祈り

ヴィヴィアナ・マッツァ／著
横山千里／訳（金の星社）

2013 289.2/ﾕｽﾌ/13.11

おもかげ復元師
笹原留似子／著
（ポプラ社）

2012 673/ｻｻﾊ/12.8

世界地図の下書き
朝井リョウ／著
（集英社）

2013 913.6/ｱｻｲ/13.7

紙コップのオリオン＜緑＞
市川朔久子／著
（講談社）

2013 913.6/ｲﾁｶ/13.8

生きるぼくら
原田マハ／著
（徳間書店）

2012 913.6/ﾊﾗﾀ/12.9

小学校中学年

小学校高学年

中学生
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砂の上のイルカ＜緑＞
ローレン・セントジョン／著
さくまゆみこ／訳（あすなろ書房）

2013 933/ｾﾝﾄ/13.4

書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

ふたつのゆびきりげんまん＜緑＞
そうまこうへい／作
マスリラ／絵（小峰書店）

2013 913.6/ｿｳﾏ/13.9

ペンギーノくんのすてきななつやすみ
河相美恵子／作・絵
（国土社）

2013 E/ｶﾜｲ/13.8

よーし、よし!
サム・マクブラットニィ／文
アイヴァン・ベイツ／絵（光村教育図書）

2013 E/ﾍｲﾂ/13.11

まんまるハオちゃん
やぎたみこ／作
（くもん出版）

2013 E/ﾔｷ/13.3

パオーンおじさんとの夏
かまだしゅんそう／作
柴田文香／絵（新日本出版社）

2013 913.6/ｶﾏﾀ/13.9

トイプードル警察犬カリンとフーガ
中村文人／作
岡本順／絵（佼成出版社）

2013 913.6/ﾅｶﾑ/13.10

お母さん取扱説明書
キムソンジン／作
キムジュンソク／絵（金の星社）

2013 929/ｷﾑ/13.11

お人形屋さんに来たネコ
ヨナ・ゼルディス・マクドノー／作
おびかゆうこ／訳（徳間書店）

2013 933/ﾏｸﾀ/13.5

ジャッキー・ロビンソン
人種差別をのりこえたメジャーリーガー

近藤隆夫／著
（汐文社）

2013 783/ｺﾝﾄ/13.10

ぜんぶ夏のこと
薫くみこ／著
（PHP研究所）

2013 913.6/ｸﾝ/13.6

ひとつのねがい
はまだひろすけ／作
しまだしほ／絵（理論社）

2013 913.6/ﾊﾏﾀ/13.11

謎の国からのSOS
エミリー・ロッダ／著
さくまゆみこ／訳（あすなろ書房）

2013 933/ﾛｯﾀ/13.11

小学校中学年（３～４年）の部

小学校高学年（５～６年）の部
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書名 著者名（出版者） 出版年 請求記号

どんぐりむし
藤丸篤夫／しゃしん
有沢重雄／ぶん（そうえん社）

2013 486/ﾌｼﾏ/13.11

ふたつのゆびきりげんまん＜画＞
そうまこうへい／作
マスリラ／絵（小峰書店）

2013 913.6/ｿｳﾏ/13.9

サーカスさっちゃん
藤本四郎／作
（文研出版）

2013 913.6/ﾌｼﾓ/13.4

トーラとパパの夏休み
リーサ・モローニ／文
エヴァ・エリクソン／絵（あすなろ書房）

2014 E/ｴﾘｸ/14.3

はこぶ
鎌田歩／作・絵
（教育画劇）

2014 E/ｶﾏﾀ/14.1

ほうれんそうはないています
鎌田實／文
長谷川義史／絵（ポプラ社）

2014 E/ﾊｾｶ/14.3

ピクニック
ジョン・バーニンガム／作
谷川俊太郎／訳（BL出版）

2014 E/ﾊﾆﾝ/14.2

りんごかもしれない
ヨシタケシンスケ／作
（ブロンズ新社）

2013 E/ﾖｼﾀ/13.4

ホッキョクグマが教えてくれたこと
ぼくの北極探検3000キロメートル

寺沢孝毅／著
あべ弘士／絵（ポプラ社）

2013 297/ﾃﾗｻ/13.7

カマキリの生きかた
さすらいのハンター

筒井学／写真と文
（小学館）

2013 486/ﾂﾂｲ/13.7

もしも宇宙でくらしたら
山本省三／作
村川恭介／監修（WAVE出版）

2013 538/ﾔﾏﾓ/13.6

翼のはえたコーヒープリン
西村友里／作
三村久美子／絵（国土社）

2013 913.6/ﾆｼﾑ/13.10

岳ちゃんはロボットじゃない
三輪裕子／作
福田岩緒／絵（佼成出版社）

2013 913.6/ﾐﾜ/13.11

ゾウがとおる村
ニコラ・デイビス／文
アナベル・ライト／画（さ・え・ら書房）

2014 933/ﾃｲﾋ/14.2

江戸の子どもちょんまげのひみつ
菊地ひと美／[作]
（偕成社）

2013 E/ｷｸﾁ/13.6

ジェドおじさんはとこやさん
マーガリー・キング・ミッチェル／作
ジェームズ・ランサム／絵（汐文社）

2014 E/ﾗﾝｻ/14.3

暗やみの中のきらめき
点字をつくったルイ・ブライユ

マイヤリーサ・ディークマン／著
古市真由美／訳（汐文社）

2013 289.3/ﾌﾗﾕ/13.4

ラスコーの洞窟
ぼくらの秘密の宝もの

エミリー・アーノルド・マッカリー／絵と文
青山南／訳（小峰書店）

2014 702/ﾏｯｶ/14.3

いっしょにアんべ!
高森美由紀／作
ミロコマチコ／絵（フレーベル館）

2014 913.6/ﾀｶﾓ/14.2

小学校中学年

小学校高学年
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妖狐ピリカ・ムー
この星に生まれて

那須田淳／作
佐竹美保／絵（理論社）

2013 913.6/ﾅｽﾀ/13.9

ふしぎな声のする町で
ものだま探偵団

ほしおさなえ／作
くまおり純／絵（徳間書店）

2013 913.6/ﾎｼｵ/13.7

夏っ飛び!
横山充男／作
よこやまようへい／絵（文研出版）

2013 913.6/ﾖｺﾔ/13.5

砂の上のイルカ＜静＞
ローレン・セントジョン／著
さくまゆみこ／訳（あすなろ書房）

2013 933/ｾﾝﾄ/13.4

ヒートアイランドの虫たち
藤原幸一／写真・文
（あかね書房）

2014 E/ﾌｼﾜ/14.3

なぜ独裁はなくならないのか
世界の動きと独裁者インタビュー

千野境子／著
（国土社）

2013 313/ﾁﾉ/13.12

オオカミの謎
オオカミ復活で生態系は変わる!?

桑原康生／著
（誠文堂新光社）

2014 489/ｸﾜﾊ/14.2

田んぼの不思議
安室知／著
（小峰書店）

2013 616/ﾔｽﾑ/13.11

紙コップのオリオン＜静＞
市川朔久子／著
（講談社）

2013 913.6/ｲﾁｶ/13.8

願いながら、祈りながら
乾ルカ／著
（徳間書店）

2014 913.6/ｲﾇｲ/14.3

さよならのドライブ
ロディ・ドイル／作
こだまともこ／訳（フレーベル館）

2014 933/ﾄｲﾙ/14.1

カンヴァスの向こう側
少女が見た素顔の画家たち

フィン・セッテホルム／著
枇谷玲子／訳（評論社）

2013 949/ｾｯﾃ/13.10

グーテンベルクのふしぎな機械
ジェイムズ・ランフォード／作
千葉茂樹／訳（あすなろ書房）

2013 E/ﾗﾝﾌ/13.4

熱く生きる
天野篤／著
（セブン&アイ出版）

2014 289/ｱﾏﾉ/14.2

命のビザを繫いだ男
小辻節三とユダヤ難民

山田純大／著
（NHK出版）

2013 289/ｺﾂｼ/13.4

ダイオウイカ、奇跡の遭遇
窪寺恒己／著
（新潮社）

2013 484/ｸﾎﾃ/13.10

フライングガールズ
高梨沙羅と女子ジャンプの挑戦

松原孝臣／著
（文藝春秋）

2013 784/ﾏﾂﾊ/13.11

花や咲く咲く
あさのあつこ／著
（実業之日本社）

2013 913.6/ｱｻﾉ/13.8

島はぼくらと
辻村深月／著
（講談社）

2013 913.6/ﾂｼﾑ/13.6

ジンリキシャングリラ
山本幸久／著
（PHP研究所）

2014 913.6/ﾔﾏﾓ/14.3

庭師の娘
ジークリート・ラウベ／作
若松宣子／訳（岩波書店）

2013 943/ﾗｳﾍ/13.7

中学校

高等学校
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