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分類 書名 著者名 出版社

E ｱ あかまるいくつ？ しみず　だいすけ　作 ポプラ社
E ｱ あかちゃん、はじめまして おゆびでさしてあそぼうブック 中井　はるの　やく 教育画劇
E ｱ あっくんとデコやしき 八百板　洋子　文 福音館書店
E ｱ あのほん ひぐち　みちこ　作 こぐま社
E ｱ アンパンマンとつみきのしろ やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
E ｱ アンパンマンとカレンのもり やなせ　たかし　作　絵 フレーベル館
E ｲ いたずらおばけでんしゃにのる 北村　裕花　さく 交通新聞社
E ｲ いちご 荒井　真紀　さく 小学館
E ｲ いちにちうんち ふくべ　あきひろ　さく ＰＨＰ研究所
E ｲ いちにちなぞのいきもの ふくべ　あきひろ　さく ＰＨＰ研究所
E ｲ いつつごうさぎのきっさてん まつお　りかこ　作　絵 岩崎書店
E ｲ いっぴきぐらしのジュリアン ジョー　トッド‐スタントン　作 岩崎書店
E ｲ イヤイヤ！ブブタのパンやでイヤイヤ！ たかい　よしかず　さく　え 主婦の友社
E ｲ いらっしゃい せな　けいこ　さく　え 童心社
E ｲ いろがみえるのはどうして？ キャサリン　バー　作 小学館
E ｲ いろんなでんしゃはっしゃしまーす 岡本　雄司　作 アリス館
E ｳ うさぎのバレエだん 石井　睦美　ぶん 小学館
E ｳ うんめぇめぇし おくはら　ゆめ　さく ほるぷ出版
E ｴ 映画きかんしゃトーマスチャオ！とんでうたってディスカバリー！！ ウィルバート　オードリー　原作 ポプラ社
E ｴ ＡＢＣパーティ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　著 白泉社

《《  えほん　        　　 》》

あっぷっぷ
あたらしくはいったこどもの本

２０２０年５月号
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E ｵ おいもころころ いもと　ようこ　文　絵 金の星社
E ｵ おしらさま 柳田　国男　原作 汐文社
E ｵ おっぱいのたび ザ　キャビンカンパニー　作　絵 岩崎書店
E ｵ おなべさん きのした　けい　作 コクヨ
E ｵ おなまえ１００ せべ　まさゆき　さく　え 偕成社
E ｵ おばけのパンこうじょう オームラ　トモコ　作 理論社
E ｵ おまるちゃん きたがわ　めぐみ　作　絵 教育画劇
E ｵ おわんわん 乾　栄里子　作 ひさかたチャイルド

E ｶ かいちゅうでんとう みやこし　あきこ　さく 福音館書店
E ｶ カどこいった？ 鈴木　のりたけ　作　絵 小学館
E ｶ かふんとみつ 飯野　和好　作 絵本塾出版
E ｶ かみそりぎつね いもと　ようこ　文　絵 金の星社
E ｶ カラーモンスター アナ　レナス　さく 永岡書店
E ｶ カラーモンスターがっこうへいく アナ　レナス　さく 永岡書店
E ｷ 恐竜えほんスピノサウルス 柏崎　義明　絵 金の星社
E ｷ 恐竜えほんトリケラトプス 柏崎　義明　絵 金の星社
E ｸ くすのきだんちのねむりいす 武鹿　悦子　作 ひかりのくに
E ｸ くまくんのたすけて～！ くりはら　たかし　作　絵 学研プラス
E ｸ くまのテセウス かねこ　あつし　さく パイインターナショナル

E ｸﾞ グレタとよくばりきょじん ゾーイ　タッカー　作 フレーベル館
E ｹ ケロリンピック 大原　悦子　文 福音館書店
E ｺ こねこのビスケット 野中　柊　作 ポプラ社
E ｺﾞ ごはん山 はらぺこめがね　著 白泉社
E ｺﾞ ごんげさま 柳田　国男　原作 汐文社
E ｺ こんなおおきなかず、みたことある？ セス　フィッシュマン　作 偕成社
E ｻ Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほんがおー！ Ｓａｓｓｙ　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｻ Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほんちゃぷちゃぷ Ｓａｓｓｙ　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｻ Ｓａｓｓｙのあかちゃんえほんにこにこ Ｓａｓｓｙ　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｻ Ｓａｓｓｙのちいくえほんいっこにこ Ｓａｓｓｙ　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ｻ Ｓａｓｓｙのちいくえほんまんまるまる Ｓａｓｓｙ　監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
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E ｼ 鹿踊りのはじまり 宮沢　賢治　作 三起商行
E ｼ しば犬こたのしっぽっぽ 影山　直美　作 神宮館
E ｼ しばふって、いいな！ レオーネ　アデルソン　文 瑞雲舎（発売）
E ｼﾞ じょうずな歯みがき 楠　章子　文 くもん出版
E ｼ しろくまきょうだいのセイウチまつり 庄野　ナホコ　作 小学館
E ｼ 死んだかいぞく 下田　昌克　著 ポプラ社
E ｽ すべりだい 新井　洋行　作　絵 鈴木出版
E ｾﾞ ぜったいにおしちゃダメ？　ラリーとどうぶつ ビル　コッター　さく サンクチュアリ出版

E ｾ せんそうをはしりぬけた『かば』でんしゃ 間瀬　なおかた　作　絵 ひさかたチャイルド

E ｾ 千両みかん 野村　たかあき　文　絵 教育画劇
E ｿ 空とぶ船とゆかいななかま バレリー　ゴルバチョフ　再話　絵 光村教育図書
E ﾀ たまごにいちゃんとげんちゃん あきやま　ただし　作　絵 鈴木出版
E ﾀ たまごのおふとん ふくべ　あきひろ　さく 東京堂出版
E ﾁ ちちゃこいやつ ロブ　ハドソン　さく マイクロマガジン社

E ﾁ ちょうちょうなんなん 井上　奈奈　作 あかね書房
E ﾂ つみきでんしゃ 藤本　ともひこ　さく 交通新聞社
E ﾃ ティモシーとサラたのしいおうち 芭蕉　みどり　作　絵 ポプラ社
E ﾄ 透明人間 山下　明彦　作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
E ﾄ とおくにいるからだよ くりはら　たかし　作　絵 教育画劇
E ﾄﾞ どこどここけし 山田　マチ　作 こぐま社
E ﾄﾞ どすこいすしずもう アン　マサコ　作 講談社
E ﾄ とらんぽりんぽーん ふくだ　じゅんこ　文　絵 大日本図書
E ﾄ とりあえずありがとう 五味　太郎　作 絵本館
E ﾄﾞ ドン・ウッサそらをとぶ キューライス　著 白泉社
E ﾆ にくのくに はらぺこめがね　作 教育画劇
E ﾆ ＮＥＷウォーリーのふしぎなたび マーティン　ハンドフォード　作　絵 フレーベル館
E ﾈ ねずみくんはめいたんてい なかえ　よしを　作 ポプラ社
E ﾈ ねずみのよめいり 中脇　初枝　文 ポプラ社
E ﾈ ねむりどり イザベル　シムレール　作 フレーベル館
E ﾉ のりまき 小西　英子　さく 福音館書店
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E ﾉ ノンタンたいそう１・２・３ キヨノ　サチコ　作　絵 偕成社
E ﾊﾞ ばいかる丸 柳原　良平　著 岩崎書店
E ﾊ 歯いしゃさんはこわくない 楠　章子　文 くもん出版
E ﾊﾟ ぱかぱかももんちゃん とよた　かずひこ　さく　え 童心社
E ﾊ 春がきたよ、ムーミントロール トーベ　ヤンソン　原作　絵 徳間書店
E ﾋﾟ ピーターとオオカミ セルゲイ　プロコフィエフ　作 偕成社
E ﾋ １００ 名久井　直子　さく 福音館書店
E ﾋ １０９ひきのどうぶつマラソン のはな　はるか　作　絵 ひさかたチャイルド

E ﾍ へんがおあそび きむら　ゆういち　さく 偕成社
E ﾍﾟ ペンギンクルーズ のはな　はるか　作 くもん出版
E ﾎﾞ 冒険！発見！大迷路魔法の王国 原　裕朗　作　絵 ポプラ社
E ﾎﾞ ぼく、仮面ライダーになる！　ジオウ編 のぶみ　さく 講談社
E ﾎﾞ ぼくのポーポがこいをした 村田　沙耶香　作 岩崎書店
E ﾏ まるまるまるのほん　ボードブック エルヴェ　テュレ　さく ポプラ社
E ﾏ まわるよる ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ　さく 小学館
E ﾐ みずうみにきえた村　新版 ジェーン　ヨーレン　文 ほるぷ出版
E ﾐ Ｍｉｃｈｉ みち ｊｕｎａｉｄａ　著 福音館書店
E ﾐ みんな、ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ　作　絵 アルファポリス
E ﾑ むし歯のしょうたい 楠　章子　文 くもん出版
E ﾑ むーちゃんのむんずがっせん 後藤　貴志　作　絵 岩崎書店
E ﾒ メアリー・ポピンズと笑いガス Ｐ．Ｌ．トラヴァース　作 絵本塾出版
E ﾒ めろんさんがね… とよた　かずひこ　さく　え 童心社
E ﾓ もいもい　ボードブック 市原　淳　作 ディスカヴァー・トゥエンティワン

E ﾓ もいもいどこどこ？ 市原　淳　作 ディスカヴァー・トゥエンティワン

E ﾓ モリくんのいちごカー かんべ　あやこ　作 くもん出版
E ﾓ モリくんのハロウィンカー かんべ　あやこ　作 くもん出版
E ﾓ モリくんのりんごカー かんべ　あやこ　作 くもん出版
E ﾔ 焼けあとのおにぎり うるしばら　ともよし　作 国土社
E ﾔ 山はしっている リビー　ウォルデン　作 鈴木出版
E ﾖ ようこそ！ここはみんなのがっこうだよ アレクザーンドラ　ペンフォールド　作 鈴木出版
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E ﾖ ようちえんのはる・なつ・あき・ふゆ おか　しゅうぞう　さく 佼成出版社
E ﾛ ロッキーくんとおかあちゃん しまげ　著 白泉社
E ﾜ わたしたちの家が火事です ジャネット　ウィンター　文　絵 鈴木出版
E ﾜ 私はどこで生きていけばいいの？ ローズマリー　マカーニー　文 西村書店

F-ｲﾉ 犬やねこが消えた 井上　こみち　文 学研教育出版
F-ｵｶ オレは、センセーなんかじゃない！ おかざき　さとこ　著 学研プラス
F-ｵｶﾞ おばあちゃん、わたしを忘れてもいいよ 緒川　さよ　作 朝日学生新聞社
F-ｵｸ うりぼうウリタ おくやま　ゆか　作 偕成社
F-ｶﾜ かぼちゃ人類学入門 川原田　徹　さく 福音館書店
F-ｶﾜ まえばちゃん かわしま　えつこ　作 童心社
F-ｶﾝ はりねずみのルーチカ　トゥーリのひみつ かんの　ゆうこ　作 講談社
F-ｷﾐ きみが、この本、読んだなら　ざわめく教室編 戸森　しるこ　ほか作 さ・え・ら書房
F-ｷﾐ きみが、この本、読んだなら　とまどう放課後編 森川　成美　ほか作 さ・え・ら書房
F-ｸﾗ 夜カフェ　５ 倉橋　燿子　作 講談社
F-ｺｼ ガラスの梨 越水　利江子　作 ポプラ社
F-ｺﾝ 今昔百鬼夜行　（１～５） 山科　理絵　装画 教育画劇
F-ｻｲ えんそくのおばけずかん 斉藤　洋　作 講談社
F-ｾﾞﾂ 絶叫学級　むきだしの願望編 いしかわ　えみ　原作　絵 集英社
F-ｾﾞﾂ 絶叫学級　還り道のない旅編 いしかわ　えみ　原作　絵 集英社
F-ｾﾞﾂ 絶叫学級　黄泉の誕生編 いしかわ　えみ　原作　絵 集英社
F-ｾﾝ 戦争と平和のものがたり　（１～５） 西本　鶏介　編 ポプラ社
F-ｿﾊﾞ そば打ち甲子園！ そば打ち研究部　著 学研プラス
F-ﾆｼ 四人のヤッコ 西内　ミナミ　作 鈴木出版
F-ﾉﾅ 紙ひこうき、きみへ 野中　柊　作 偕成社

F-ﾋﾛ トラブル旅行社
ト ラ ベ ル

廣嶋　玲子　文 金の星社

F-ﾋﾛ いろどり屋 廣嶋　玲子　作 静山社
F-ﾌｸ ポケットモンスターサン＆ムーン　リーリエ編 福田　幸江　文 小学館
F-ﾎﾈ ほねほねザウルス　２２ カバヤ食品株式会社　原案　監修 岩崎書店
F-ﾏｽ ドーナツの歩道橋 升井　純子　著 ポプラ社

《《  日本のおはなし　　 》》
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F-ﾐﾀ オオカミの時間 三田村　信行　著 理論社
F-ﾑﾗ ちょきんばこのたびやすみ 村上　しいこ　さく ＰＨＰ研究所
F-ﾖｼ ばかみたいって言われてもいいよ　１ 吉田　桃子　著 講談社
F-ﾖﾆ 世にも奇妙なストーリー闇巣喰う町 黒　史郎　ほか著 西東社
F-ﾖﾙ 渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない　絶対ないしょの恋の作戦 夜野　せせり　作 集英社
F-ﾗｽ ラストで君は「まさか！」と言う　悪魔のささやき ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所

N-ｳｵ おいで、アラスカ！ アンナ　ウォルツ　作 フレーベル館
N-ｳﾞｵ コピーボーイ ヴィンス　ヴォーター　作 岩波書店
N-ｷﾆ グレッグのダメ日記 さすがに、へとへとだよ ジェフ　キニー　作 ポプラ社
N-ｷﾖ 封神演義　（上，中，下） 許　仲琳　著 偕成社
N-ｷﾝ 動物探偵ミア　リスのおうちが大ピンチ！？ ダイアナ　キンプトン　作 ポプラ社
N-ｼﾕ ぼくたちがギュンターを殺そうとした日 ヘルマン　シュルツ　作 徳間書店
N-ｽﾄ バレエシューズ ノエル　ストレトフィールド　著 福音館書店
N-ﾀｼ オポッサムはないてません フランク　タシュリン　文　絵 大日本図書
N-ﾀｼ ぼくはくまですよ フランク　タシュリン　文　絵 大日本図書
N-ﾎﾙ デイビッド・マックチーバーと２９ひきの犬 マーガレット　ホルト　ぶん 大日本図書
N-ﾓﾊﾟ アーニャは、きっと来る マイケル　モーパーゴ　作 評論社
N-ﾘﾝ 長くつ下のピッピの本 アストリッド　リンドグレーン　作 徳間書店
N-ﾘﾝ ピッピ船にのる アストリッド　リンドグレーン　作 岩波書店

00 アルゴリズムえほん　（１～４） 松田　孝　監修 フレーベル館
00 いま知っておきたい未来のくらし はじめてのＡＩ　（１～３） 松林　弘治　著 角川アスキー総合研究所

00 ユーチューバーになるには？ ＢｉｔＳｔａｒ　監修 金の星社
00 ＡＩのひみつ　（１～３） 香山　瑞恵　監修 フレーベル館
03 ふしぎがわかるよ！図鑑 横山　洋子　監修 学研プラス
03 あたまがよくなる！図鑑 篠原　菊紀　監修 学研プラス
14 錯視の魔術 ジャンニ　Ａ．サルコーネ　著 教育画劇
15 きみを変える５０の名言 佐久間　博　文 汐文社
15 頭がよくなる！時間の使い方 陰山　英男　監修 小学館

《《  外国のおはなし　　 》》

《《  ちしきの本    　　   》》
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20 池上彰と考える戦争の現代史　（１～４） 池上　彰　監修 ポプラ社
20 世界の歴史大年表 定延　由紀　訳 創元社
21 写真でみる太平洋戦争とくらし・道具事典　人びとのくらし・道具 昭和館学芸部　監修 金の星社
21 写真でみる太平洋戦争とくらし・道具事典　戦争の記録 宮部　精一　監修 金の星社
21 日本の戦争と動物たち　（２，３） 東海林　次男　著 汐文社
21 日本史でたどるニッポン 本郷　和人　著 筑摩書房
28 失敗図鑑 ｍｕｇｎｙ　絵 いろは出版
28 ｵ 超ビジュアル！歴史人物伝 織田信長 矢部　健太郎　監修 西東社
28 ｻ 超ビジュアル！歴史人物伝 西郷隆盛 矢部　健太郎　監修 西東社
28 ｻ 超ビジュアル！歴史人物伝 坂本龍馬 矢部　健太郎　監修 西東社
28 ｻ 超ビジュアル！歴史人物伝 真田幸村 矢部　健太郎　監修 西東社
28 ﾀﾞ 超ビジュアル！歴史人物伝 伊達政宗 矢部　健太郎　監修 西東社
28 ﾄ 超ビジュアル！歴史人物伝 徳川家康 矢部　健太郎　監修 西東社
28 ﾄ 超ビジュアル！歴史人物伝 豊臣秀吉 矢部　健太郎　監修 西東社
28 ﾌ アンネ・フランクに会いに行く 谷口　長世　著 岩波書店
28 ﾏ 君たちは夢をどうかなえるか 松本　零士　著 ＰＨＰ研究所
28 ﾑ 家をせおって歩く 村上　慧　作 福音館書店
28 憎しみを乗り越えて 佐藤　真澄　著 汐文社
29 世界の地理　（１～８） 井田　仁康　監修 学研プラス
29 春をさがして 大竹　英洋　文　写真 福音館書店
29 わたしたちの宇治市　令和２年度版 宇治市小学校教育研究会　編 宇治市教育委員会
31 なぜ世界には戦争があるんだろう。どうして人はあらそうの？ ミリアム　ルヴォー　ダロンヌ　文 岩崎書店
31 ほんとうにあった戦争と平和の話 野上　暁　監修 講談社
31 核兵器はなくせる 川崎　哲　著 岩波書店
32 国境なき助産師が行く 小島　毬奈　著 筑摩書房
33 ドラえもん社会ワールド経済がよくわかる 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
33 十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた アンドレア　ウォーレン　著 汐文社
36 みんなのバリアフリー　（１～３） 徳田　克己　監修 あかね書房
36 こどもぼうさい・あんぜん絵じてん 渡邉　正樹　監修 三省堂
36 話してみたい！伝えてみたい！ニッポンのこと　（１～３） 荒俣　宏　監修 教育画劇
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36 小学生にもとれる！資格・検定カタログ 鈴木　秀明　監修 小学館
36 ボランティアをやりたい！ さだ　まさし　編 岩波書店
36 あったらいいな、こんな義手 斎藤　多加子　著 汐文社
37 さがしてみよう！まちたんけん　（１～５） 森田　和良　監修 ポプラ社
37 新・大学でなにを学ぶか 上田　紀行　編著 岩波書店
38 やってみよう！むかしのあそび　（１～８） ポプラ社
38 みんなでもりあがる！学校クイズバトル 学校クイズ研究会　編著 汐文社
38 ビジュアル日本の住まいの歴史　１ 小泉　和子　監修 ゆまに書房
38 ホントに食べる？世界をすくう虫のすべて 内山　昭一　監修 文研出版
40 そもそもなぜをサイエンス　（１～６） 村松　しづ子　著 大月書店
41 算数を使ってワクワク！宇宙探検 アン　ルーニー　著 オーム社
41 算数でめぐるグルグル！地球のふしぎ アン　ルーニー　著 オーム社
41 算数で観察フムフム！世界の生き物 アン　ルーニー　著 オーム社
41 算数で探るドキドキ！ゲーム攻略 ヒラリー　コーレ　共著 オーム社
41 とことんやさしい算数使いかたナビ　（１～３） 「算数使いかたナビ」編集委員会　編 さ・え・ら書房
43 ロウソクの科学 ファラデー　原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
44 よむプラネタリウム春の星空案内 野崎　洋子　文 アリス館
44 よむプラネタリウム夏の星空案内 野崎　洋子　文 アリス館
44 よむプラネタリウム秋の星空案内 野崎　洋子　文 アリス館
44 よむプラネタリウム冬の星空案内 野崎　洋子　文 アリス館
44 まんが★プラネタリウム星座と神話　（１～５） 藤井　旭　監修 学研プラス
44 地図っておもしろい！　（１～４） 早川　明夫　監修 国土社
45 恐竜　講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ 小林　快次　監修 講談社
45 みんなが知りたい！「地球のしくみ」と「環境問題」 北原　義昭　監修 メイツ出版
45 日本の恐竜大研究 冨田　幸光　監修 ＰＨＰ研究所
45 岩石・宝石ビジュアル図鑑 産業技術総合研究所地質標本館　監修 学研プラス
45 ＮＨＫスペシャル絵本恐竜超世界 三木　茂　構成　文 徳間書店
46 おもしろミクロ生物の世界 末友　靖隆　著 偕成社
47 植物　講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ 天野　誠　監修 講談社
47 ぜんぶわかる！ジャガイモ 安田　守　著 ポプラ社
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480 世界の絶滅危機動物大研究 藤原　幸一　著 ＰＨＰ研究所
480 くらべよう！どうぶつの赤ちゃん　（１～７） 小宮　輝之　監修 小峰書店
480 ぎりぎりいきもの事典 成島　悦雄　監修 高橋書店
486 昆虫　講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ 養老　孟司　監修 講談社
486 虫・むし・オンステージ！ 森上　信夫　写真　文 フレーベル館
487 魚のクイズ図鑑 学研プラス
487 は虫類・両生類　講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ 矢部　隆　監修 講談社
487 魚　講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ 福井　篤　監修 講談社
488 鳥　講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ 川上　和人　監修 講談社
489 動物　講談社の動く図鑑ＭＯＶＥ 山極　寿一　監修 講談社
489 ヒグマ 竹田津　実　文｜写真 アリス館
489 オランウータンに会いたい 久世　濃子　著 あかね書房
49 くさい！ クライヴ　ギフォード　著 河出書房新社
50 ユニバーサルデザインＵＤがほんとうにわかる本　（１～３） 小石　新八　監修 六耀社
50 くらしを変えた日本の技術　（１～５） 国立科学博物館産業技術史資料情報センター　監修 くもん出版
50 よくわかるユニバーサルデザイン 柏原　士郎　監修 ＰＨＰ研究所
50 ドラえもん科学ワールド未来のくらし 藤子　Ｆ　不二雄　まんが 小学館
51 調べようごみと資源　（１～６） 大角　修　文 小峰書店
51 こどもかんきょう絵じてん 木俣　美樹男　監修 三省堂
51 浄水場・清掃工場を知ろう　（１，２） あかね書房
51 地球が危ない！プラスチックごみ　２ 幸運社　編 汐文社
51 海のプラスチックごみ調べ大事典 保坂　直紀　著 旬報社
51 目で見るＳＤＧｓ時代の環境問題 ジェス　フレンチ　著 さ・え・ら書房
53 乗ってみたい！スーパー特急のひみつ１００ 学研プラス
53 はたらく車ずかん　４ スタジオタッククリエイティブ

53 のりもの　４・５・６歳のふしぎクイズ 学研プラス
53 じぶんでよめるでんしゃずかん 成美堂出版編集部　編著 成美堂出版
53 世界のスーパーカー図鑑 スタジオタッククリエイティブ

54 ロボット大研究　（１～３） 日本ロボット工業会　監修 フレーベル館
54 ロボット図鑑 クライブ　ギフォード　著 東京書籍
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54 電気・ガスはどこから来るのか？ 江田　健二　監修 ＰＨＰ研究所
56 イチからつくる鉄 永田　和宏　編 農山漁村文化協会
57 イチからつくるのり〈接着剤〉 早川　典子　編 農山漁村文化協会
57 イチからつくるえんぴつ 杉谷　龍一　編 農山漁村文化協会
57 イチからつくるプラスチック 岩田　忠久　編 農山漁村文化協会
58 大接近！スポーツものづくり　（１～５） 高山　リョウ　構成　文 岩崎書店

59 かんたん！かわいい！材料３つからのスイーツレシピ
 ひんやりスイーツ 八木　佳奈　著 金の星社

59 かんたん！かわいい！材料３つからのスイーツレシピ
 和のスイーツ 八木　佳奈　著 金の星社

59 かんたん！かわいい！材料３つからのスイーツレシピ
 人気スイーツ 八木　佳奈　著 金の星社

59 かんたん！かわいい！材料３つからのスイーツレシピ
 イベントスイーツ 八木　佳奈　著 金の星社

59 かんたん！かわいい！材料３つからのスイーツレシピ
 ハロウィーン＆バレンタイン・スイーツ 八木　佳奈　著 金の星社

59 １０分スイーツ＆１００円ラッピング　（春，夏，秋，冬） まちやま　ちほ　著 理論社

59 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング
　アレルギーでも安心レシピ 寺西　恵里子　著 新日本出版社

59 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング
　バランスのよいおかずレシピ 寺西　恵里子　著 新日本出版社

59 火も包丁も使わない！安心・安全クッキング
　パパッとかんたん！主食レシピ 寺西　恵里子　著 新日本出版社

60 日本の産業大事典 藤田　晃之　監修 あかね書房

60 ４７都道府県調べて楽しい！！あなたのまちの凄い！
地場産業めぐり　（１～３） 教育画劇

61 大研究お米の図鑑 本林　隆　監修 国土社
62 やさいのさいばいとかんさつ　（１～６） 藤田　智　監修 学研プラス
62 りんごだんだん 小川　忠博　写真と文 あすなろ書房
72 きょうからアーティスト　（１～３） フィオナ　ワット　編 フレーベル館
75 きむらゆういち式うごく！かみ工作ランド　（１～３） きむら　ゆういち　著 岩崎書店
75 滞空型キッズおり紙ヒコーキ 戸田　拓夫　著 いかだ社
75 ダンボールで作る楽しい自販機＆ガチャ 大野　萌菜美　監修 ブティック社
76 ものがたり日本音楽史 徳丸　吉彦　著 岩波書店
77 アンパンマン大図鑑プラス　〔１〕 やなせ　たかし　原作 フレーベル館
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77 アンパンマン大図鑑プラス　ばいきんまん大図鑑 やなせ　たかし　原作 フレーベル館
780 オリンピック・パラリンピックを学ぶ 後藤　光将　編著 岩波書店
780 オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー　３ スポーツデザイン研究所　編著 汐文社
783 プロが教える小学生のゴルフレベルアップのコツ 井上　透　著 メイツ出版
783 最強テクと戦い方がよくわかる！小学生の卓球必勝のポイント５０ 小泉　慶秀己　監修 メイツ出版
789 忍者の迷路 香川　元太郎　作　絵 ＰＨＰ研究所
79 はじめての囲碁　（入門編，実戦編） 東京大学囲碁部　構成　原稿執筆 理論社
80 町でよく見る記号とマーク ＷＩＬＬこども知育研究所　編　著 金の星社
80 家でよく見る記号とマーク ＷＩＬＬこども知育研究所　編　著 金の星社
80 学校でよく見る記号とマーク ＷＩＬＬこども知育研究所　編　著 金の星社
80 交通と公共施設でよく見る記号とマーク ＷＩＬＬこども知育研究所　編　著 金の星社
80 スポーツやあそびでよく見る記号とマーク ＷＩＬＬこども知育研究所　編　著 金の星社
80 手で読む心でさわるやさしい点字　６ 日本点字委員会　監修 国土社
81 金田一先生の使ってのばそう日本語力　（１～５） 金田一　秀穂　監修 あかね書房
81 つかってみよう！ことわざ３６５日 青木　伸生　監修 小峰書店
81 つかってみよう！四字熟語３６５日 青木　伸生　監修 小峰書店
81 例解新国語辞典　第９版 林　四郎　監修 三省堂
83 楽しい！英語でアクティビティ　（低・中学年編，中・高学年編） 安江　こずゑ　著 ＷＡＶＥ出版
83 あなたとわたし 町田　淳子　文 子どもの未来社

C かたつむり 宮崎　二美枝　脚本 鈴木出版
C すききらいかいじゅう たるいし　まこ　脚本　絵 童心社
C みんなのぽけっと 津田　櫓冬　脚本　絵 童心社
C おすわりやす いすどっせ！ 長野　ヒデ子　脚本　絵 童心社
C ま～るかいてちょん！ 長野　ヒデ子　脚本　絵 童心社
C とりのおうさま やえがし　なおこ　脚本 童心社
C ちっちゃいこえ アーサー　ビナード　脚本 童心社
C ぼくら、ちからをあわせてはたらくなかま 元浦　年康　作 教育画劇
C あつまれ！せんろをはしるなかまたち 元浦　年康　作 教育画劇
C みんなのごみは、ぼくにまかせて！ 元浦　年康　作 教育画劇
C ちがうでしょ 得田　之久　脚本 童心社
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