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魔女のいじわるラムネ
（PHPとっておきのどうわ）

草野 あきこ（作）
ひがしちから（絵）

PHP研究所 1,320 小低 9784569788920 913 2019年9月

チ・ヨ・コ・レ・イ・ト！
ばん ひろこ（作）
丸山 ゆき（絵）

新日本出版社 1,430 小低 9784406063906 913 2019年10月

あらいぐまのせんたくもの
（だいすき絵童話）

大久保 雨咲（作）
相野谷 由起（絵）

童心社 1,210 小低 9784494020645 913 2019年11月

こくん
（童心社のおはなしえほん）

村中 李衣（作）
石川 えりこ（絵）

童心社 1,430 小低 9784494016310 913 2019年6月

マラソンじいさん
（ひまわりえほんシリーズ）

西本 鶏介（作）
福田 岩緒（絵）

鈴木出版 1,540 小低 9784790253921 913 2019年11月

ヒロシマ 消えたかぞく
（ポプラ社の絵本 67）

指田 和（著）
鈴木 六郎（写真）

ポプラ社 1,815 小中 9784591163139 210 2019年7月

１０分で読める伝記 ３年生
（よみとく１０分）

塩谷 京子（監修） 学研プラス 990 小中 9784052049835 280 2019年10月

めっちゃ好きやねん
（文研ブックランド）

新井 けいこ（作）
下平 けーすけ（絵）

文研出版 1,430 小中 9784580823778 913 2019年9月

北極と南極のへぇ～
くらべてわかる地球のこと
（環境ノンフィクション）

中山 由美（著）
秋草　愛（絵）

学研プラス 1,540 小中 9784052046988 297 2019年8月

青いあいつがやってきた!?
（文研ブックランド）

松井 ラフ（作）
大野 八生（絵）

文研出版 1,430 小中 9784580823877 913 2019年9月

１０分で読めるお話　５年生
（よみとく１０分）

木暮正夫・岡信子（選） 学研プラス 990 小高 9784052049668 908 2019年11月

もうひとつの曲がり角
岩瀬 成子（作）
酒井 駒子（絵）

講談社 1,540 小高 9784065168806 913 2019年9月

初恋オレンジタルト
（PHPジュニアノベル）

天沢 夏月（作）
高上優里子（絵）

PHP研究所 825 小高 9784569788654 913 2019年5月

万人の父になる 　佐竹音次郎物語
(ヒューマンノンフィクション)

浅井 春夫（文）
槇 えびし（絵）

学研プラス 1,650 小高 9784052050640 289 2019年8月

風を切って走りたい!
夢をかなえるバリアフリー自転車

高橋 うらら（著） 金の星社 1,540 小高 9784323060965 369 2019年9月

空飛ぶくじら部
（カラフルノベル）

石川 宏千花（作） PHP研究所 1,320 中学 9784569788869 913 2019年8月

ぼくがいちばん ききたいことは
アヴィ（作）
青山 南（訳）

ほるぷ出版 1,650 中学 9784593535309 933 2019年5月

ソンジュの見た星
路上で生きぬいた少年　　（児童書）

リ・ソンジュ（著）
スーザン・マクレランド（著）
野沢 佳織（訳）

徳間書店 2,200 中学 9784198648633 936 2019年5月

思いはいのり、言葉はつばさ まはら 三桃（作） アリス館 1,540 中学 9784752008965 913 2019年7月

とおいまちのこと
植田 真（作）
nakaban（絵）

佼成出版社 1,650 中学 9784333028047 913 2019年6月

みなとまちから
nakaban（作）
植田 真（絵）

佼成出版社 1,650 中学 9784333028030 913 2019年6月

火山はめざめる
（福音館の科学シリーズ）

はぎわら ふぐ（著）
早川 由紀夫（監修）

福音館書店 1,650 学習 9784834084641 453 2019年6月

奄美の森でカエルがないた
（奄美の生きもの調査）

松橋 利光（文・写真）
木元 侑菜（解説）

アリス館 1,540 学習 9784752008903 487 2019年5月

食品ロスの大研究
なぜ多い?　どうすれば減らせる?
（ 楽しい調べ学習シリーズ）

井出 留美（監修） PHP研究所 3,520 学習 9784569788968 518 2019年10月

はないきおばけと くちいきおばけ
（PHPにこにこえほん）

いまい かずあき（著）
おおの こうへい（絵）

PHP研究所 1,430 学習 9784569788906 491 2019年10月

お金のことがよくわかる事典
知っておきたい価値・仕組み・使い方
（楽しい調べ学習シリーズ）

岡本 和久（監修） PHP研究所 3,520 学習 9784569788746 337 2019年6月

★ すいせん図書　その２ ★


