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よつごのこりす はるくんのおすもう 西村 豊（作） アリス館 1,400 小低 9784752007067 489 2015年4月

そうだ、おてがみ かこう
（本はともだち）

なりゆき わかこ（文）
いりやま さとし（絵）

ポプラ社 1,000 小低 9784591142318 913 2014年12月

ちっちゃな サリーは みていたよ
ひとりでも ゆうきを だせたなら

ジャスティン ロバーツ（文）
クリスチャン ロビンソン（絵）
中井 はるの（訳）

岩崎書店 1,400 小低 9784265850815 933 2015年4月

おばあちゃんのななくさがゆ 野村 たかあき（作） 佼成出版社 1,300 小低 9784333026784 913 2014年11月

わたしのかさは そらのいろ
（こどものとも絵本）

あまん きみこ（文）
垂石 眞子（絵）

福音館書店 800 小低 9784834081657 913 2015年4月

たびいえさん
（くもんの児童文学）

北川 チハル（文）
青山 邦彦（絵）

くもん出版 1,200 小中 9784774323695 913 2015年3月

シートン動物記「オオカミ王ロボ」
（10歳までに読みたい世界名作）

アーネスト シートン（著）
千葉 茂樹（訳）

学研教育出版 880 小中 9784052040771 933 2014年12月

ふくろう茶房のライちゃん
（いのちいきいきシリーズ）

ささき あり（文）
つがね ちかこ（絵）

佼成出版社 1,300 小中 9784333026968 913 2015年2月

わすれたって、いいんだよ
上條 さなえ（文）
たるいし まこ（絵）

光村教育図書 1,300 小中 9784895728911 913 2015年2月

菜の子ちゃんと龍の子
日本全国ふしぎ案内1
（福音館創作童話シリーズ）

富安 陽子（文）
YUJI（絵）

福音館書店 1,200 小中 9784834081541 913 2015年3月

夢と努力で世界を変えた17人 有吉 忠行（著） PHP研究所 1,500 小高 9784569784397 280 2015年1月

パオズになったおひなさま
佐和 みずえ（文）
宮尾 和孝（絵）

くもん出版 1,200 小高 9784774322674 913 2014年12月

4人の誓い
（ピッチの王様）

ティロ ペトリ=ラザック（文）
森川 泉（絵）
若松 宣子（訳）

ほるぷ出版 900 小高 9784593565375 943 2015年4月

捨て犬 その命の行方
救われたがけっぷち犬のその後の物語

（動物感動ノンフィクション）
今西 乃子（著） 学研教育出版 1,300 小高 9784052041327 645 2015年2月

お米の魅力つたえたい!
米と話して365日

谷本 雄治（著）
こぐれ けんじろう（絵）

文溪堂 1,300 小高 9784799901076 611 2014年11月

吉田昌郎と福島フィフティ
（心のノンフィクション）

門田 隆将（著） PHP研究所 1,400 中学 9784569784533 543 2015年2月

歌う樹の星
（TEENS’ ENTERTAINMENT）

風野 潮（作） ポプラ社 1,400 中学 9784591142639 913 2015年1月

万次郎
地球を初めてめぐった日本人

岡崎 ひでたか（文）
篠崎 三朗（絵）

新日本出版社 1,500 中学 9784406058551 913 2015年1月

風雪のペン 吉橋 通夫（作） 新日本出版社 2,300 中学 9784406058773 913 2015年1月

消えた犬と野原の魔法
フィリパ ピアス（文）
ヘレン クレイグ（絵）
さくま ゆみこ（訳）

徳間書店 1,800 中学 9784198638955 933 2014年12月

島は山のてっぺん!?　島の地形
日本列島、水をとったら? ビジュアル地形案内3
（日本列島、水をとったら?―ビジュアル地形案内）

長嶋 俊介（監修） 徳間書店 1,800 学習 9784198639167 454 2015年4月

わたしのうさぎ ハッピー
（福音館の科学シリーズ）

なとり ちづ（作）
みずしま さくらこ（原案）

福音館書店 1,200 学習 9784834081701 913 2015年4月

こわれる森 ハチドリのねがい 藤原 幸一（著） PHP研究所 1,400 学習 9784569784595 489 2015年3月

日本全国 地名のひみつ
（楽しい調べ学習シリーズ）

今尾 恵介（監修） PHP研究所 3,000 学習 9784569784359 291 2014年11月

言葉は大事だ!じてん
あいさつ・マナー・敬語〈2〉学校生活編

稲葉 茂勝（著）
荒賀 賢二（絵）
倉島 節尚（監修）

新日本出版社 2,500 学習 9784406058278 815 2014年11月

★ すいせん図書　その２ ★


