
書名　（シリーズ名） 著者 出版社
定価

（税込）
学年 ISBN ＮＤＣ 発行年

どんぶりん 新井 洋行（作） アリス館 1,404 小低 9784752008750 913 2019年1月

タタタタ
(チューリップえほんシリーズ)

りとうようい（作） 鈴木出版 1,404 小低 9784790253730 913 2019年4月

きょうりゅうの おおきさって どれくら
い?　（かがくのとも絵本）

大島英太郎（作） 福音館書店 972 小低 9784834084498 457 2019年4月

ベンソン先生にあたしはきっと★はも
らえない

ジェニファー・K. マン（作）
青山 南（訳）

光村教育図書 1,512 小低 9784895722261 933 2018年11月

しんぶんのタバー
（とっておきのどうわ）

萩原弓佳（作）
小池壮太（絵）

PHP研究所 1,296 小低 9784569787985 913 2019年2月

めぐみの森 藤原 幸一（著） 新日本出版社 1,620 小中 9784406063517 382 2019年4月

フシギなさかな―ヒメタツのひみつ 尾﨑 たまき（写真・文） 新日本出版社 1,620 小中 9784406063494 487 2019年5月

マイヤ・プリセツカヤ
（やさしく読める ビジュアル伝記）

金治 直美（著）
城咲 綾（絵）
村山久美子（監修）

学研プラス 1,026 小中 9784052049347 289 2018年12月

ルイスと不思議の時計
（ルイスと不思議の時計1）

ジョン ベレアーズ（作）
三辺 律子（訳）

ほるぷ出版 1,728 小中 9784593588237 933 2019年1月

奈良 鹿ものがたり
（はじめてのノンフィクションシリーズ）

中村 文人（著）
川上 悠介（写真）

佼成出版社 1,404 小中 9784333027903 489 2018年11月

初恋まねき猫　　　　（文学の扉） 小手鞠 るい（作） 講談社 1,404 小高 9784065151181 913 2019年4月

ルイジンニョ少年
ブラジルをたずねて

かどの えいこ（著）
福原 幸男（絵）

ポプラ社 1,944 小高 9784591161180 915 2019年1月

おれんち、動物病院
（文研じゅべにーる）

山口 理（作）
岡本 順（絵）

文研出版 1,512 小高 9784580823785 913 2019年4月

柔道の父、体育の父 嘉納治五郎
（1964年東京オリンピック物語）

近藤 隆夫（著） 汐文社 1,620 小高 9784811325514 789 2019年3月

オリンピックを呼んだ男 田畑政治
（1964年東京オリンピック物語）

近藤 隆夫（著） 汐文社 1,620 小高 9784811325507 289 2019年2月

いつか、太陽の船
村中 李衣（作）
こしだ ミカ（絵）

新日本出版社 1,620 小高 9784406063371 913 2019年3月

AI時代の進路の選び方
「文系?」「理系?」に迷ったら読む本
（YA心の友だちシリーズ）

竹内 薫（著） PHP研究所 1,296 中学 9784569788418 375 2019年2月

マイシャと精霊の木 井上 冬彦（文・写真） 光村図書出版 1,944 中学 9784813800637 913 2018年7月

ナチス占領下の悲劇
プラハの子ども像

早乙女 勝元（著） 新日本出版社 1,944 中学 9784406062954 234 2018年12月

世界をうごかした科学者たち
生物学者

フェリシア ロー（著）
本郷 尚子（訳）

ほるぷ出版 3,024 中学 9784593587810 460 2018年12月

瓶に入れた手紙
（文研じゅべにーる）

ヴァレリー・ゼナッティ（作）
伏見 操（訳）

文研出版 1,620 中学 9784580823891 953 2019年4月

交通と産業の地図記号
（教科書にでてくる地図記号）

日本地図センター（監修） ほるぷ出版 1,944 学習 9784593588084 448 2019年1月

よくわかるユニバーサルデザイン
（楽しい調べ学習シリーズ）

柏原 士郎（監修） PHP研究所 3,456 学習 9784569788401 501 2019年2月

イワシ むれで いきる さかな
（かがくのとも絵本）

大片 忠明（著） 福音館書店 972 学習 9784834084504 487 2019年4月

47都道府県をたびしよう!
にっぽん全国のさがしもの

山本真嗣（著） PHP研究所 1,836 学習 9784569788432 383 2019年2月

昭和のお店屋さん 藤川 智子（著） ほるぷ出版 1,728 学習 9784593563388 384 2018年12月

ネコ博士が語る 体のふしぎ
（児童書）

ドミニク ウォーリマン（著）
ベン ニューマン（絵）
野口 絵美（訳）

徳間書店 2,484 学習 9784198647957 491 2019年2月

★ すいせん図書　その２ ★


