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この冊子（学校図書館基本図書更新参考リスト）について
主体的・対話的で深い学びを実現する授業実践には、百科事典や辞書類、図鑑類と併せて、
哲学（１類）、歴史（２類）、社会科学（３類）
、自然科学（４類）
、技術（５類）
、産業（６類）
、
芸術（７類）、言語（８類）等に関する資料が欠かせません。また、豊かな心を育むためには、
長く読み継がれている読み物（９類）の充実が求められています。この冊子は、学習センター
機能や情報センター機能に欠かせない０類～８類の図書や読書センター機能に必須な９類の
図書の中から、学校図書館の基本となる図書（基本図書）の候補を集めました。
なお、日本十進分類法をもとに配架している学校図書館を考慮して、基本図書の候補を類
別に表記しました。こうすることにより、各校で更新したい図書を素早く検索できるように
いたしました。この冊子を参考にして充実した蔵書構成を目指してください。
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全体
No

出版者

SLA_NDC

書名・シリーズ名

著者名

本体価格

小学校基本図書

小学校基本図書
ISBN

0類：2冊
1

文溪堂

016.29

2

毎日新聞出版 019.25

戦場の秘密図書館 シリアに残された希望

マイク・
トムソン／著、小国綾子／編訳

¥1,500 4-7999-0251-2

考える読書 青少年読書感想文全国コンクール入賞作品集
第66回小学校の部〈低学年・中学年・高学年〉中学校の 全国学校図書館協議会／編
部高等学校の部

¥2,000 4-620-52089-6

舩後靖彦，
加藤悦子，
堀切リエ／文

¥1,500 4-86412-185-0

1類：0冊

2類：5冊
3

子どもの未来社 289.1

車いすで国会へ 全身マヒのALS 議員
命あるかぎり道はひらかれる

4

小峰書店

渋沢栄一伝 日本の未来を変えた男

小前亮／作

¥1,500 4-338-08164-3

ミレイア・
トリウス／文、
ジョアナ・カザルス／絵、宇野和
美，
中山映／訳

¥2,500 4-7515-2973-0

289.1

5

あすなろ書房

290

絵で見る統計 世界の国ぐに

6

岩崎書店

291.99

琉球・沖縄 もっと知りたい!くらしや歴史 調べる学習百科 上里隆史／監修

¥3,600 4-265-08644-6

7

昭文社

295.3

地図でスッと頭に入るアメリカ50州

デイビッド・セイン／監修

¥1,500 4-398-14455-2

302.059

ニュース年鑑 2021

池上彰／監修

¥4,000 4-591-16913-8

3類：13冊
8

ポプラ社

9

河出書房新社 323.14

ほとんど憲法 小学生からの憲法入門 上

木村草太／著、朝倉世界一／絵

¥1,500 4-309-24949-3

10 河出書房新社 323.14

ほとんど憲法 小学生からの憲法入門 下

木村草太／著、朝倉世界一／絵

¥1,500 4-309-24950-7

河合雅司／著

¥3,200 4-569-78949-8

渡辺美智子／監修

¥3,200 4-569-78992-7

11 PHP 研究所

334.31

12 PHP 研究所

350.1

人口減少で日本はどうなる?
未来の社会について考えよう! 楽しい調べ学習シリーズ
表・グラフの読み方・つくり方
データを正しく活用しよう! 楽しい調べ学習シリーズ

13 朝日新聞社

366.29

おしごと年鑑 みつけよう、なりたい自分 2020

14 PHP 研究所

369.33

水害の大研究 なぜ起こる?どうそなえる?
楽しい調べ学習シリーズ

15 汐文社

369.37

三好直人／キャラクターデザイン、遥方さいゆ／キャラク
ターイラスト、渡辺みやこ／背景イラスト、谷和樹／監修、 ¥2,000 4-02-100922-1
朝日新聞社／編
河田惠昭／監修

¥3,200 4-569-78929-3

憎しみを乗り越えて ヒロシマを語り継ぐ近藤紘子

佐藤真澄／著

¥1,500 4-8113-2617-2

16 復刊ドットコム 382.11

青いヌプキナの沼

かこさとし／著

¥2,300 4-8354-5726-9

17 文研出版

383.8

ホントに食べる? 世界をすくう虫のすべて

内山昭一／監修

¥3,600 4-580-88627-5

18 岩崎書店

383.9

消えゆくくらしのモノ事典

岩崎書店編集部／編

¥6,000 4-265-05974-0

昔のお仕事大図鑑 こんな仕事があったんだ!

小泉和子／監修

¥5,800 4-284-20477-7

由来からわかる日本と世界の行事図鑑
節目の行事や季節の行事約350を収録

山田慎也／監修

¥2,700 4-88393-885-9

DK 社／編、スミソニアン協会／監修、日暮雅通／訳

¥4,500 4-309-61547-3

ガリレオ工房／指導・監修、伊知地国夫／ほか写真

¥2,000 4-09-217317-2

19 日本図書センター 384.3
20

スタジオタック
386
クリエイティブ

4類：33冊
21 河出書房新社 403.8

ジュニアサイエンス大図鑑
この世界のしくみがすべてわかる
科学の実験 あそび・工作・手品 新版
小学館の図鑑 NEO 17

22 小学館

407.5

23 創元社

431.11

世界でいちばん美しいこども元素ずかん

セオドア・グレイ／著、ニック・マン／写真、若林文高／
監修、武井摩利／訳

¥2,400 4-422-42009-7

24 repicbook

440.4

宇宙飛行士は見た宇宙に行ったらこうだった!

山崎直子／著

¥1,100 4-908154-27-9

25 誠文堂新光社 440.59

藤井旭の天文年鑑
スターウォッチング完全ガイド 2021年版

藤井旭／著

26 恒星社厚生閣 445.4

わくわく小惑星ずかん

吉川真／監修

¥2,300 4-7699-1658-2

パイインター
27
ナショナル

はじめてのちきゅうえほん

てづかあけみ／さく・え、斎藤紀男／監修

¥1,800 4-7562-5331-8

地球大図鑑 Newton 大図鑑シリーズ

倉本圭／監修

¥3,000 4-315-52373-9

450

28 ニュートンプレス 450

¥900 4-416-62042-X

1

小学校基本図書

全体
No

出版者

SLA_NDC

書名・シリーズ名

著者名

ISBN

29 講談社

450.38

地球のふしぎ 講談社の動く図鑑 MOVE

30 さ・え・ら書房

451

目で見るSDGs 時代の異常気象のしくみ

31 西村書店

451.85

気温が1度上がると、
どうなるの?
地球の未来を考える 気候変動のしくみ

ジュディス・ラルストン，
フレイザー・ラルストン／著、片神
¥3,000 4-378-04161-8
貴子／訳
クリスティーナ・シャルマッハー・シュライバー／文、
シュテ
¥1,900 4-86706-017-8
ファニー・マリアン／絵、竹内薫／監修、松永美穂／訳

32 講談社

457.8

大むかしの生きもの 講談社の動く図鑑 MOVE

群馬県立自然史博物館／監修

458.038

これだけは知っておきたい岩石・鉱物図鑑 英語も学べる! デヴィン・デニー／著、小田島庸浩／監修・翻訳

33

パイインター
ナショナル

34 学研プラス

459.038

鉱物・岩石・化石 学研の図鑑 LIVE

35 NHK 出版

467.5

すごいぞ! 進化 はじめて学ぶ生命の旅

36 合同出版

468.8

海の生きものの本

田近英一／監修

本体価格

松原聰，
川上紳一，
高橋正樹，
三河内岳，
加藤太一／監
修
アンナ・クレイボーン／文、ウェスリー・ロビンズ／絵、鹿
田昌美／訳、郡司芽久／日本語版監修
シャーロット・ミルナー／作・絵、杉本幹／監修、杉本詠
美／訳
サラ・ホゼ／著、スミソニアン博物館，
クリス・クレネット／
監修、黒輪篤嗣／訳

¥2,000 4-06-519967-0

¥2,000 4-06-518985-3
¥1,800 4-7562-5373-3
¥2,200 4-05-205114-9
¥2,400 4-14-036138-7
¥1,800 4-7726-1432-X

37 河出書房新社 470.38

世界の植物大図鑑

38 あかね書房

有毒 ! 注意 ! 危険植物大図鑑

保谷彰彦／写真・文

¥4,000 4-251-09320-8
¥2,400 4-14-036141-7

471.9

¥3,800 4-309-61548-1

39 NHK 出版

481

世界一キモイいきもの図鑑

アンディ・シード／文、クレア・アルモン／絵、鹿田昌美
／訳、郡司芽久／日本語版監修

40 あかね書房

481.2

たまごの図鑑

大木邦彦／文・構成、今泉忠明／監修

¥4,000 4-251-06741-X

41 東京書籍

481.34

信じられない現実のうんこ科学図鑑

DK 社／編著、増田まもる／監訳、瀧下哉代／訳

¥1,400 4-487-81404-9
¥2,400 4-14-036140-9

42 NHK 出版

481.7

ウンチでわかるいきもの図鑑

アンディ・シード／文、クレア・アルモン／絵、鹿田昌美
／訳、郡司芽久／日本語版監修

43 ポプラ社

486

ファーブル先生の昆虫教室 4 めぐる命と虫の役割

奥本大三郎／文、やましたこうへい／絵

¥1,800 4-591-16681-3

44 ベレ出版

486

昆虫学者の目のツケドコロ 身近な虫を深く楽しむ

井手竜也／著

¥1,900 4-86064-657-6

45 合同出版

486.7

ミツバチの本

46 合同出版

489.42

コウモリの本

47 あかね書房

489.97

オランウータンに会いたい

久世濃子／著

¥1,300 4-251-07310-X

48 ニュートンプレス 491.038

人体大図鑑 Newton 大図鑑シリーズ

坂井建雄／監修

¥2,800 4-315-52271-6

49 講談社

491.3

人体のふしぎ 新訂版 講談社の動く図鑑 MOVE

島田達生／監修

¥2,000 4-06-520816-5

50 岩崎書店

493.8

感染症ってなんだろう?
知っておきたい基礎知識 調べる学習百科

岡田晴恵／著

¥3,600 4-265-08639-X

51 あすなろ書房

493.95

赤ちゃんのふしぎ科学ずかん

高橋孝雄／監修、本作り空 Sola ／編

¥2,300 4-7515-2974-9

52 新星出版社

498

こども衛生学

宮崎美砂子／監修

¥1,500 4-405-07319-8

53 童心社

498.6

子どものための感染症予防 BOOK
パンデミックを生きぬくための101の知識

夏緑／著、
ミノオカリョウスケ／絵

¥3,800 4-494-01862-7

54 さ・え・ら書房

519

目で見るSDGs 時代の環境問題

ジェス・フレンチ／著、大塚道子／訳

¥3,000 4-378-04149-9

55 旬報社

519.4

海のプラスチックごみ調べ大事典

保坂直紀／著

¥3,800 4-8451-1617-0

56 旬報社

519.7

捨てられる食べものたち 食品ロス問題がわかる本

井出留美／著、matsu ／絵

¥1,400 4-8451-1641-3

57 学研プラス

538.9

地球・宇宙探検 学研の図鑑 LIVEスペシャル

吉川真／監修

¥2,100 4-05-205186-6

58 文溪堂

538.94

山下美樹／文、津田雄一／監修

¥1,300 4-7999-0422-1

生源寺眞一／著

¥1,600 4-87981-693-0

山口誠之／監修

¥3,600 4-265-08645-4

シャーロット・ミルナー／作・絵、佐々木哲彦／監修、松
浦直美／訳
シャーロット・ミルナー／作・絵、佐野明／監修、松浦直
美／訳

¥1,800 4-7726-1431-1
¥1,800 4-7726-1433-8

5類：5冊

「はやぶさ2」リュウグウからの玉手箱

6類：7冊
59 少年写真新聞社 611.3

2

「いただきます」を考える 大切なごはんと田んぼの話
ちしきのもり
お米をつくろう!
バケツで育てる田んぼで育てる 調べる学習百科

60 岩崎書店

616.2

61 小峰書店

651.7

山をつくる 東京チェンソーズの挑戦

菅聖子／文

¥1,500 4-338-08165-1

62 アリス館

653

小さな里山をつくる チョウたちの庭

今森光彦／著

¥2,400 4-7520-0977-3

63 旬報社

659

自分の力で肉を獲る 10歳から学ぶ狩猟の世界

千松信也／著

¥1,500 4-8451-1611-1

64 旬報社

664.9

クジラをめぐる冒険
ナゾだらけの生態から対立する捕鯨問題まで

石川創／著

¥1,500 4-8451-1658-8

出版者

65 旬報社

SLA_NDC

666

書名・シリーズ名

著者名

宇宙マグロのすしを食べる 魔法の水「好適環境水」誕生
山本俊政／著
物語

本体価格

ISBN

小学校基本図書

全体
No

¥1,500 4-8451-1695-2

7類：5冊
66

メイツユニバー
709.1
サルコンテンツ

67 フレーベル館

764.3

68 徳間書店

780

69 講談社

780.69

70 スクワッド

783.47

知っておきたい!日本の「世界遺産」がわかる本
世界遺産を学ぶ会／著
増補改訂版 まなぶっく
響け、希望の音 東北ユースオーケストラからつながる未来
田中宏和／著
フレーベル館ノンフィクション 4
知ってた? 世界のスポーツルールと歴史
オリンピックパラリンピック大図鑑 講談社の動く図鑑
MOVE
おもしろサッカー世界図鑑 スペイン編 ELGOLAZO
BOOKS

¥1,800 4-7804-2355-4
¥1,500 4-577-04930-9

アダム・スキナー／文、マーク・ロング／絵、奥沢駿／訳 ¥2,500 4-19-864881-6
佐野慎輔，
大野益弘／監修

¥2,200 4-06-517624-7

サッカー新聞エル・ゴラッソ／編

¥1,650 4-908324-46-8

8類：0冊

9類・絵本：57冊（71-94：低学年、95-114：中学年、115-127：高学年）
71 アリス館

913.6

ハンカチともだち

なかがわちひろ／作

¥1,400 4-7520-0904-8

72 岩崎書店

913.6

がんばれ! 名犬チロリ

おおきとおる／作、
うるしばらとうじ／絵

¥1,000 4-265-08305-6

73 金の星社

913.6

ふしぎないどうどうぶつえん

くさのたき／作、つぼいじゅり／絵

¥1,200 4-323-07442-5

74 国土社

943

灰色やしきのネズミたち

ヴィリー・フェアマン／作

¥1,200 4-337-06226-9

75 新日本出版社 913.6

山のちょうじょうの木のてっぺん

最上一平／作、有田奈央／絵

¥1,300 4-406-06374-9

76 大日本図書

933.7

ハリーとうたうおとなりさん こころのほんばこシリーズ

ジーン・ジオン／ぶん、マーガレット・ブロイ・グレアム／え、
¥1,400 4-477-03043-6
小宮由／やく

77 PHP 研究所

913.6

魔女ののろいアメとっておきのどうわ

草野あきこ／作、ひがしちから／絵

¥1,200 4-569-78810-6

78 ポプラ社

913.6

車のいろは空のいろ 1 白いぼうし

あまんきみこ／作、北田卓史／絵

¥1,000 4-591-06442-5

79 あかね書房

913.6

おふろ、はいる? らいおんbooks

飯野和好／作

¥1,400 4-251-09936-2

80 あすなろ書房

625.21

りんごだんだん

小川忠博／写真と文

¥1,300 4-7515-2961-7

81 岩崎書店

289.3

虫ガール ほんとうにあったおはなし

ソフィア・スペンサー，
マーガレット・マクナマラ／文、ケラ
スコエット／絵、福本友美子／訳

¥1,500 4-265-85165-7

82 岩波書店

913.6

ぼくがふえをふいたら

阿部海太／作

¥1,700 4-00-112695-8

83 教育画劇

726.6

ゆげゆげ ~

さいとうしのぶ／作・絵

¥1,100 4-7746-2156-0

84 金の星社

913.6

心ってどこにあるのでしょう?

こんのひとみ／作、いもとようこ／絵

¥1,400 4-323-02466-5

85 佼成出版社

913.6

こすずめとゆき

深山さくら／文、黒井健／絵

¥1,300 4-333-02786-1

86 小峰書店

913.6

なまえのないねこ

竹下文子／文、町田尚子／絵

¥,1500 4-338-26133-1

みずをくむプリンセス

スーザン・ヴァーデ／文、
ピーター・H・レイノルズ／絵、
さ
¥1,500 4-378-04148-0
くまゆみこ／訳

88 新日本出版社 923.7

えっ!わたしだけの学校 ?

劉旭恭／文・絵、松本猛／訳

¥1,500 4-406-06277-7

89 童心社

913.6

みどりバアバ 童心社のおはなしえほん

ねじめ正一／作、下田昌克／絵

¥1,400 4-494-01636-5

90 徳間書店

933.7

かぜのひ

サム・アッシャー／作・絵、吉上恭太／訳

¥1,600 4-19-864692-9

91 PHP 研究所

451.61

87 さ・え・ら書房

933.7

くもとそらのえほん PHPにこにこえほん

五十嵐美和子／作・絵、武田康男／監修

¥1,300 4-569-78849-1

ひさかたチャイ
92
913.6
ルド

けしごむぽんいぬがわん

ほりかわりまこ／さく

¥1,400 4-86549-225-9

93 文溪堂

913.6

まんぷくよこちょう

なかざわくみこ／作

¥1,500 4-7999-0383-7

94 文研出版

913.6

たまたまたまご えほんのもり

内田麟太郎／文、北村裕花／絵

¥1,300 4-580-82383-4

95 あかね書房

913.6

タヌキのきょうしつ

山下明生／作、長谷川義史／絵

¥1,100 4-251-00553-8

96 教育画劇

913.6

せかいでいちばんママがすき

あいはらひろゆき／作、あだちなみ／絵

¥1,100 4-7746-1054-2

97 小峰書店

913.6

口で歩く おはなしプレゼント

丘修三／作、立花尚之介／絵

¥1,200 4-338-17006-9

98 さ・え・ら書房

933.7

子ぶたのトリュフ

ヘレン・ピータース／文、エリー・スノードン／絵、
もりうち
すみこ／訳

¥1,400 4-378-01524-2

3

小学校基本図書

全体
No

出版者

99 徳間書店
100

933.7

ひさかたチャイ
913.6
ルド

書名・シリーズ名

ねこと王さま

著者名

本体価格

ISBN

ニック・シャラット／作・絵、市田泉／訳

¥1,600 4-19-865003-9

きのうの夜、おとうさんがおそく帰った、そのわけは…

市川宣子／作、はたこうしろう／絵

¥1,300 4-89325-736-6

ラッセル・E.エリクソン／作、ローレンス・ディ・フィオリ／
¥1,100 4-566-01336-7
絵、佐藤凉子／訳
クラウディア・ミルズ／作、若林千鶴／訳、堀川理万子
¥1,300 4-7999-0063-3
／絵
キム・
トマス／文、フリオ・アントニオ・ブラスコ／絵、宇野
¥1,800 4-309-27879-5
和美／訳

101 評論社

933.7

火曜日のごちそうはヒキガエル 評論社の児童図書館・
文学の部屋 ヒキガエルとんだ大冒険 1

102 文溪堂

933.7

読書マラソン、チャンピオンはだれ?

103 河出書房新社 481.78

動物たちは、冒険家 ! 地球を旅する生きものの不思議

104 くもん出版

913.6

せきれい丸

たじまゆきひこ，
きどうちよしみ／作

¥1,600 4-7743-3193-7

105 講談社

651.16

100さいの森

松岡達英／著、伊藤弥寿彦／監修

¥2,000 4-06-521124-7

106 小学館

407

しゅんかん図鑑 そうだったのか!

伊知地国夫／写真

¥1,300 4-09-726777-9

107 鈴木出版

933.7

せんそうがやってきた日

ニコラ・デイビス／作、
レベッカ・コッブ／絵、長友恵子／
¥1,500 4-7902-5407-0
訳

108 BL 出版

388.392

金の鳥 ブルガリアのむかしばなし

八百板洋子／文、
さかたきよこ／絵

¥1,600 4-7764-0863-5

109 福音館書店

626.44

大根はエライ たくさんのふしぎ傑作集

久住昌之／文・絵

¥1,300 4-8340-8380-2

110 フレーベル館

933.7

なずずこのっぺ?

カーソン・エリス／さく、アーサー・ビナード／やく

¥1,600 4-577-04585-0

111 ポプラ社

484.7

タコとイカはどうちがう? いきものくらべるしゃしんえほん

峯水亮／写真、池田菜津美／文、杉本親要／監修

¥1,800 4-591-16350-4

112 ほるぷ出版

933.7

いっぽんのきのえだ

コンスタンス・アンダーソン／作、千葉茂樹／訳

¥1,600 4-593-10031-3

113 光村教育図書 933.7

自転車がほしい!

マリベス・ボルツ／文、
ノア・Z・ジョーンズ／絵、尾高薫
／訳

¥1,400 4-89572-239-2

114 理論社

913.6

ファイアー

長谷川集平／作

¥1,400 4-652-20378-0

115 あすなろ書房

933.7

ビーバー族のしるし

エリザベス・ジョージ・スピア／著、こだまともこ／訳

¥1,500 4-7515-2211-6

116 学研プラス

913.36

源氏物語 姫君、若紫の語るお話 光りかがやくように美しい、
紫式部／原作、石井睦美／文、佐々木メエ／絵
源氏の君のお話 10歳までに読みたい日本名作 12

117 くもん出版

913.6

円周率の謎を追う 江戸の天才数学者・関孝和の挑戦

鳴海風／作、伊野孝行／画

¥1,500 4-7743-2552-X

118 講談社

913.6

月（るな）
と珊瑚 講談社文学の扉

上條さなえ／著

¥1,400 4-06-516222-X

119 静山社

913.6

十年屋 時の魔法はいかがでしょう?

廣嶋玲子／作、佐竹美保／絵

¥1,200 4-86389-453-8

120 汐文社

913.6

八月のひかり

中島信子／著

¥1,400 4-8113-2606-7

121 童心社

913.6

雨ふる本屋

日向理恵子／作、吉田尚令／絵

¥1,300 4-494-01942-9

122 フレーベル館

913.6

夏に降る雪 文学の森

あんずゆき／著、佐藤真紀子／絵

¥1,400 4-577-04771-3

123 文研出版

933.7

マンザナの風にのせて 文研じゅべにーる

ロイス・セパバーン／作、若林千鶴／訳、ひだかのり子
／絵

¥1,500 4-580-82335-4

124 ほるぷ出版

933.7

貸出禁止の本をすくえ!

アラン・グラッツ／著、ないとうふみこ／訳

¥1,500 4-593-10052-6

125 理論社

911.56

すき 谷川俊太郎詩集 詩の風景

谷川俊太郎／作、和田誠／絵

¥1,400 4-652-03851-8

126 アリス館

483.144

ほうさんちゅう ちいさなふしぎな生きもののかたち

松岡篤／監修、かんちくたかこ／文

¥1,400 4-7520-0895-5

ルイーズ・ブルジョワ 糸とクモの彫刻家

エイミー・ノヴェスキー／文、イザベル・アルスノー／絵、
¥1,800 4-89013-991-5
河野万里子／訳

127 西村書店

4

SLA_NDC

712.53

¥940 4-05-204796-6

小学校基本セット
No

出版者

SLA_NDC

セット-1 フレーベル館
007.64
007.64
007.64

セット-2

松田孝／監修

¥3,000 4-577-04802-7

松田孝／監修

¥3,000 4-577-04803-5

¥14,000

070.163

はじめての新聞づくり 2 学級新聞をつくろう

竹泉稔／監修

¥2,800

070.163

はじめての新聞づくり 3 切りぬき新聞をつくろう

竹泉稔／監修

¥2,800

070.163

はじめての新聞づくり 4 学習新聞をつくろう

竹泉稔／監修

¥2,800

070.163

はじめての新聞づくり 5 自由研究で新聞をつくろう

竹泉稔／監修

¥2,800

くらしをくらべる戦前・戦中・戦後 全3巻

旬報社

くらしをくらべる戦前・戦中・戦後 1
衣食住のうつりかわり
くらしをくらべる戦前・戦中・戦後 2
町や国のようすのうつりかわり
くらしをくらべる戦前・戦中・戦後 3
文化や娯楽のうつりかわり

280
280

あかね書房

世界を驚かせた女性の物語〔1〕
社会を変えたい! 女性リーダー& 活動家たち
世界を驚かせた女性の物語〔2〕
偉大な発見と発明 ! 女性科学者 &エンジニアたち
世界を驚かせた女性の物語〔3〕
時代をきりひらけ! 女性アーティスト&デザイナーたち
世界を驚かせた女性の物語〔4〕
私はまけない!たくましい女性アスリートたち

古舘明廣／著

¥3,000 4-265-08811-2

古舘明廣／著

¥3,000 4-265-08812-0

古舘明廣／著

¥3,000 4-265-08813-9

¥9,600
ジョージア・アムソン‐ブラッドショー／著、
リタ・
ペトルッチオーリ／絵、阿蘭ヒサコ／訳
ジョージア・アムソン‐ブラッドショー／著、
リタ・
ペトルッチオーリ／絵、阿蘭ヒサコ／訳
ジョージア・アムソン‐ブラッドショー／著、
リタ・
ペトルッチオーリ／絵、阿蘭ヒサコ／訳
ジョージア・アムソン‐ブラッドショー／著、
リタ・
ペトルッチオーリ／絵、阿蘭ヒサコ／訳

国旗の図鑑 全3巻

4-8451-1579-4
4-8451-1578-6（SET）
4-8451-1580-8
¥2,400
4-8451-1578-6（SET）
4-8451-1581-6
¥2,400
4-8451-1578-6（SET）
4-8451-1582-4
¥2,400
4-8451-1578-6（SET）
¥2,400

¥10,000

288.9

国旗の図鑑 1 アジアとオセアニアの国旗

桂田祐介／監修

288.9

国旗の図鑑 2 ヨーロッパと南北アメリカの国旗

桂田祐介／監修

288.9

国旗の図鑑 3 アフリカの国旗

桂田祐介／監修

ポプラ社

ポプラディアプラス日本の地理 全7巻

4-251-08258-3
4-251-90589-X（SET）
4-251-08259-1
¥3,500
4-251-90589-X（SET）
4-251-08260-5
¥3,200
4-251-90589-X（SET）
¥3,300

¥56,000

291

ポプラディアプラス日本の地理 1 北海道・東北地方

¥8,000

291.3

ポプラディアプラス日本の地理 2 関東地方

¥8,000

291.5

ポプラディアプラス日本の地理 3 中部地方

¥8,000

291.6

ポプラディアプラス日本の地理 4 近畿地方

¥8,000

291

ポプラディアプラス日本の地理 5 中国・四国地方

¥8,000

291.9

ポプラディアプラス日本の地理 6 九州地方

¥8,000

291

ポプラディアプラス日本の地理 7 学習資料集・索引

¥8,000

鈴木出版

SDGs ぬまっち式アクション100 全3巻
SDGsぬまっち式アクション100 1 学校編

沼田晶弘／監修

319

SDGsぬまっち式アクション100 2 まち編

沼田晶弘／監修

319

SDGsぬまっち式アクション100 3 家族編

沼田晶弘／監修

SDGs のきほん 未来のための17の目標 全18巻
319
368.2

SDGsのきほん 未来のための17の目標 1
SDGsってなに? 入門
SDGsのきほん 未来のための17の目標 2
貧困 目標1

4-591-16497-7
4-591-91831-9（SET）
4-591-16498-5
4-591-91831-9（SET）
4-591-16499-3
4-591-91831-9（SET）
4-591-16500-0
4-591-91831-9（SET）
4-591-16501-9
4-591-91831-9（SET）
4-591-16502-7
4-591-91831-9（SET）
4-591-16503-5
4-591-91831-9（SET）

¥9,000

319

ポプラ社

4-338-34001-0
4-338-34000-2（SET）
4-338-34002-9
4-338-34000-2（SET）
4-338-34003-7
4-338-34000-2（SET）
4-338-34004-5
4-338-34000-2（SET）
4-338-34005-3
4-338-34000-2（SET）

¥9,000

世界を驚かせた女性の物語 全4巻

280

セット-8

¥3,000 4-577-04801-9

¥2,800

280

セット-7

松田孝／監修

竹泉稔／監修

岩崎書店

ISBN

¥9,000

はじめての新聞づくり 1 調べよう! 新聞のこと

210.6

セット-6

プログラミングであそぶ! 1
1コマ2コマ授業でたちまちできるプログラミング
プログラミングであそぶ! 2
4コマ授業でみるみるできるプログラミング
プログラミングであそぶ! 3
6コマ授業でぐんぐんできるプログラミング

本体価格

070.163

210.6

セット-5

プログラミングであそぶ ! 全3巻

はじめての新聞づくり 全5巻

210.6

セット-4

著者名

小学校基本セット

セット-3

小峰書店

書名・シリーズ名

4-7902-3357-X
4-7902-3360-X（SET）
4-7902-3358-8
¥3,000
4-7902-3360-X（SET）
4-7902-3359-6
¥3,000
4-7902-3360-X（SET）
¥3,000

¥39,600

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16706-2

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16707-0

5

No

出版者

SLA_NDC

611.3
369
373
367.1
517
501.6
366

小学校基本セット

600
361.8
518.8
519.7
451.85
468
519.2
319.8
329.39

セット-9

文溪堂

319
519
319

評論社

361.41
361.5
519

汐文社

345
345

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

国谷裕子とチャレンジ! 未来のためのSDGs 1
「人間」に関するゴール
国谷裕子とチャレンジ! 未来のためのSDGs 2
「豊かさ」に関するゴール
国谷裕子とチャレンジ! 未来のためのSDGs 3
「地球」に関するゴール
国谷裕子とチャレンジ! 未来のためのSDGs 4
「平和」と「パートナーシップ」に関するゴール

¥2,200 4-591-16725-9

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16726-7

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16737-2

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16738-0

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16739-9

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16740-2

稲葉茂勝／著、池上彰／監修

¥2,200 4-591-16741-0

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16742-9

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16743-7

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16744-5

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16745-3

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16746-1

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16747-X

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16748-8

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

¥2,200 4-591-16749-6

渡邉優／著

¥2,200 4-591-16750-X

¥12,800

国谷裕子／監修

¥3,200 4-7999-0348-9

国谷裕子／監修

¥3,200 4-7999-0349-7

国谷裕子／監修

¥3,200 4-7999-0350-0

国谷裕子／監修

¥3,200 4-7999-0351-9

¥6,000

今、世界はあぶないのか? 権利と平等
評論社の児童図書館・絵本の部屋
今、世界はあぶないのか? ルールと責任
評論社の児童図書館・絵本の部屋
今、世界はあぶないのか? 文化と多様性
評論社の児童図書館・絵本の部屋
今、世界はあぶないのか? 地球を守る
評論社の児童図書館・絵本の部屋

どうなってるの? 税金の使われ方 1
くらしを支える 年金・医療・介護ほか
どうなってるの? 税金の使われ方 2
学ぶ・くらしを守る 学校・文化・警察・消防ほか
どうなってるの? 税金の使われ方 3
くらしを作る 道路・水道・防災ほか

366.28
366.28
366.28
366.28
366.28
366.28

ISBN

稲葉茂勝／著、渡邉優／監修

マリー・マーレイ／文、ハナネ・カイ／絵、大山
泉／訳
ルイーズ・スピルズベリー／文、ハナネ・カイ／
絵、大山泉／訳
マリー・マーレイ／文、ハナネ・カイ／絵、大山
泉／訳
ルイーズ・スピルズベリー／文、ハナネ・カイ／
絵、大山泉／訳

¥1,500 4-566-08061-7
¥1,500 4-566-08062-5
¥1,500 4-566-08060-9
¥1,500 4-566-08059-5

¥7,500
『税金の使われ方』編集委員会／編著

¥2,500 4-8113-2656-3

『税金の使われ方』編集委員会／編著

¥2,500 4-8113-2657-1

『税金の使われ方』編集委員会／編著

¥2,500 4-8113-2658-X

埼玉福祉会出版部 仕事に行ってきます LLブック：やさしくよめる本 全10巻
366.28

6

4

どうなってるの ? 税金の使われ方 全3巻
345

セット-12

3

本体価格

今、世界はあぶないのか ? 全4巻
316.1

セット-11

SDGsのきほん 未来のための17の目標
飢餓 目標2
SDGsのきほん 未来のための17の目標
健康と福祉 目標3
SDGsのきほん 未来のための17の目標
教育 目標4
SDGsのきほん 未来のための17の目標
ジェンダー 目標5
SDGsのきほん 未来のための17の目標
水とトイレ 目標6
SDGsのきほん 未来のための17の目標
エネルギー 目標7
SDGsのきほん 未来のための17の目標
労働と経済 目標8
SDGsのきほん 未来のための17の目標
インフラ 目標9
SDGsのきほん 未来のための17の目標
不平等 目標10
SDGsのきほん 未来のための17の目標
まちづくり 目標11
SDGsのきほん 未来のための17の目標
生産と消費 目標12
SDGsのきほん 未来のための17の目標
気候変動 目標13
SDGsのきほん 未来のための17の目標
海の豊かさ 目標14
SDGsのきほん 未来のための17の目標
陸の豊かさ 目標15
SDGsのきほん 未来のための17の目標
平和と公正 目標16
SDGsのきほん 未来のための17の目標
パートナーシップ 目標17

著者名

国谷裕子とチャレンジ! 未来のための SDGs 全4巻
300

セット-10

書名・シリーズ名

仕事に行ってきます 1
クッキーづくりの仕事 洋美さんの1日 LLブック：やさしく
よめる本
仕事に行ってきます 2
動物園で、そうじの仕事 義信さんの1日 LLブック：やさし
くよめる本
仕事に行ってきます 3
オフィスで事務の仕事 潤さんの1日 LLブック：やさしくよ
める本
仕事に行ってきます 4
いちごを育てる仕事 輝美さんの1日 LLブック：やさしくよ
める本
仕事に行ってきます 5
カフェの仕事 裕二さんの1日 LLブック：やさしくよめる本
仕事に行ってきます 6
介護の仕事 諒子さんの1日 LLブック：やさしくよめる本
仕事に行ってきます 7
うどん屋の仕事 静さんの1日 LLブック：やさしくよめる本

¥22,000
¥2,200 4-86596-241-7
¥2,200 4-86596-242-5
¥2,200 4-86596-274-3
¥2,200 4-86596-275-1
¥2,200 4-86596-276-X
¥2,200 4-86596-339-1
¥2,200 4-86596-340-5

No

出版者

SLA_NDC

366.28
366.28
366.28

セット-13

汐文社

369.18

仕事に行ってきます 8
魚屋の仕事 光司さんの1日 LLブック：やさしくよめる本
仕事に行ってきます 9
物流センターの仕事 右京さんの1日 LLブック：やさしくよ
める本
仕事に行ってきます 10
図書館の仕事 祥弘さんの1日 LLブック：やさしくよめる
本

講談社

あったらいいな、こんな義手
楽しく知ろうバリアフリーからだをたすける道具
あったらいいな、こんな義足
楽しく知ろうバリアフリーからだをたすける道具
あったらいいな、こんな車いす
楽しく知ろうバリアフリーからだをたすける道具

377.7
377.7
377.7
377.7

ノーベル賞を知る 1
命を救う大発見 !ノーベル生理学・医学賞
ノーベル賞を知る 2
世界のからくりを大発見 !ノーベル物理学賞
ノーベル賞を知る 3
物質の性質を大発見 !ノーベル化学賞
ノーベル賞を知る 4
世界の姿を見つめる!ノーベル文学賞、平和賞
ノーベル賞を知る 5
ノーベル賞まるわかり!ノーベル賞情報館、経済科学賞

ISBN

¥2,200 4-86596-341-3
¥2,200

4-86596-402-9
4-86596-406-1（SET）

¥2,200

4-86596-403-7
4-86596-406-1（SET）

¥6,900

斎藤多加子／著

¥2,300 4-8113-2660-1

斎藤多加子／著

¥2,300 4-8113-2659-8

斎藤多加子／著

¥2,300 4-8113-2661-X

ノーベル賞を知る 全5巻
377.7

本体価格

¥17,500
若林文高／監修、講談社／編

¥3,500 4-06-518121-6

若林文高／監修、講談社／編

¥3,500 4-06-518122-4

若林文高／監修、講談社／編

¥3,500 4-06-518123-2

若林文高／監修、講談社／編

¥3,500 4-06-518124-0

若林文高，
秋葉まり子／監修、講談社／編

¥3,500 4-06-518125-9

農山漁村文化協会 絵本世界の食事 全25巻

¥48,500

383.835

フランスのごはん 絵本世界の食事 1

銀城康子／文、マルタン フェノ／絵

¥1,800 4-540-06289-1

383.825

インドのごはん 絵本世界の食事 2

銀城康子／文、高松良己／絵

¥1,800 4-540-06290-5

383.821

韓国のごはん 絵本世界の食事 3

銀城康子／文、いずみなほ，
星桂介／絵

¥1,800 4-540-06291-3

383.837

イタリアのごはん 絵本世界の食事 4

銀城康子／文、マルタン フェノ／絵

¥1,800 4-540-06292-1

383.856

メキシコのごはん 絵本世界の食事 5

銀城康子／文、高松良己／絵

¥1,800 4-540-06293-X

383.834 ドイツのごはん 絵本世界の食事 6

銀城康子／文、マルタン フェノ／絵

¥1,800 4-540-07221-8

383.862

ブラジルのごはん 絵本世界の食事 7

銀城康子／文、萩原亜紀子／絵

¥1,800 4-540-07222-6

383.822

中国のごはん 絵本世界の食事 8

銀城康子／文、神谷京／絵

¥1,800 4-540-07223-4

383.8237 タイのごはん 絵本世界の食事 9

銀城康子／文、いずみなほ，
星桂介／絵

¥1,800 4-540-07224-2

383.8274 トルコのごはん 絵本世界の食事 10

銀城康子／文、高松良己／絵

¥1,800 4-540-07225-0

383.8227 モンゴルのごはん 絵本世界の食事 11

銀城康子／文、高松良己／絵

¥1,800 4-540-08196-9

383.83892 フィンランドのごはん 絵本世界の食事 12

銀城康子／文、萩原亜紀子／絵

¥1,800 4-540-08197-7

383.8231 ベトナムのごはん 絵本世界の食事 13

銀城康子／文、バンジャマン レイス／絵

¥1,800 4-540-08198-5

383.836

スペインのごはん 絵本世界の食事 14

銀城康子／文、マルタン フェノ／絵

¥1,800 4-540-08199-3

383.868

ペルーのごはん 絵本世界の食事 15

銀城康子／文、加藤タカ／絵

¥1,800 4-540-08200-0

383.8369 ポルトガルのごはん 絵本世界の食事 16

銀城康子／文、マルタン フェノ／絵

¥1,800 4-540-09173-5

383.824

インドネシアのごはん 絵本世界の食事 17

銀城康子／文、加藤タカ／絵

¥1,800 4-540-09174-3

383.838

ロシアのごはん 絵本世界の食事 18

銀城康子／文、山本正子／絵

¥1,800 4-540-09175-1

383.8434 モロッコのごはん 絵本世界の食事 19

銀城康子／文、高松良己／絵

¥1,800 4-540-09176-X

383.833

銀城康子／文、萩原亜紀子／絵

¥1,800 4-540-09177-8

383.8392 ブルガリアのごはん 絵本世界の食事 21

銀城康子／文、萩原亜紀子／絵

¥2,500 4-540-19161-6

383.8451 エチオピアのごはん 絵本世界の食事 22

銀城康子／文、加藤タカ／絵

¥2,500 4-540-19162-4

383.875

銀城康子／文、マルタン フェノ／絵

¥2,500 4-540-19163-2

383.8347 ハンガリーのごはん 絵本世界の食事 24

銀城康子／文、山本正子／絵

¥2,500 4-540-19164-0

383.81

銀城康子／文、高松良己／絵

¥2,500 4-540-19165-9

イギリスのごはん 絵本世界の食事 20

ポリネシアのごはん 絵本世界の食事 23

日本のごはん 絵本世界の食事 25

小学校基本セット

369.18

セット-15

著者名

楽しく知ろうバリアフリーからだをたすける道具 全3巻
369.18

セット-14

書名・シリーズ名

7

No

セット-16

出版者

SLA_NDC

少年写真新聞社
407
407
460.73
407

セット-17

ほるぷ出版

小学校基本セット
セット-18

¥2,000 4-87981-677-9

小川誠，
奥山清市，
矢野真志／共著

¥2,000 4-87981-678-7

小川誠，
奥山清市，
矢野真志／共著

¥2,000 4-87981-679-5

小川誠，
奥山清市，
矢野真志／共著

¥2,000 4-87981-680-9

世界をうごかした科学者たち 全8巻

¥22,400

ゲリー・ベイリー／文、本郷尚子／訳

¥2,800 4-593-58785-9

430.28

化学者 世界をうごかした科学者たち

ゲリー・ベイリー／文、本郷尚子／訳

¥2,800 4-593-58787-5

440.28

天文学者 世界をうごかした科学者たち

ゲリー・ベイリー／文、本郷尚子／訳

¥2,800 4-593-58782-4

455.028

地質学者 世界をうごかした科学者たち

フェリシア・ロー／文、本郷尚子／訳

¥2,800 4-593-58783-2

460.28

生物学者 世界をうごかした科学者たち

フェリシア・ロー／文、本郷尚子／訳

¥2,800 4-593-58781-6

490.28

医学者 世界をうごかした科学者たち

サラン・テイラー／文、本郷尚子／訳

¥2,800 4-593-58786-7

502.028

工学者 世界をうごかした科学者たち

ゲリー・ベイリー／文、本郷尚子／訳

¥2,800 4-593-58784-0

ポプラ社

データの達人 表とグラフを使いこなせ ! 全4巻

ゆまに書房

データの達人 表とグラフを使いこなせ!
くらべてみよう! 数や量
データの達人 表とグラフを使いこなせ!
予想してみよう! 数値の変化
データの達人 表とグラフを使いこなせ!
組み合わせよう!いろんなデータ
データの達人 表とグラフを使いこなせ!
たしかめよう! 予想はホントかな?

1
2
3
4

¥2,800 4-593-58788-3

¥11,600
4-591-16517-5
4-591-91835-1（SET）
4-591-16518-3
¥2,900
4-591-91835-1（SET）
4-591-16519-1
¥2,900
4-591-91835-1（SET）
4-591-16520-5
¥2,900
4-591-91835-1（SET）

今野紀雄／監修

¥2,900

今野紀雄／監修
今野紀雄／監修
今野紀雄／監修

海は地球のたからもの 全3巻

¥7,500

519.4

海は地球のたからもの 1 海は病気にかかっている

保坂直紀／著

¥2,500 4-8433-5567-4

452

海は地球のたからもの 2 海はどうして大事なの?

保坂直紀／著

¥2,500 4-8433-5568-2

452

海は地球のたからもの 3 海の生き物の役割

保坂直紀／著

¥2,500 4-8433-5569-0

あかね書房

481.76
481.7

金の星社
482.1
482.1
482.1

汐文社

くらべてよもうどうぶつの赤ちゃん 全3巻

¥9,000

くらべてよもうどうぶつの赤ちゃん 1
かんちくたかこ／文、成島悦雄／監修
もりのどうぶつ アジアゾウ コアラ オランウータンなど
くらべてよもうどうぶつの赤ちゃん 2
かんちくたかこ／文、成島悦雄／監修
そうげん・やまのどうぶつ マヌルネコ キリン パンダなど
くらべてよもうどうぶつの赤ちゃん 3
かんちくたかこ／文、成島悦雄／監修
みずべ・うみのどうぶつ ビーバー ホッキョクグマ アザラシなど

4-251-09335-6
4-251-90590-3（SET）
4-251-09336-4
¥3,000
4-251-90590-3（SET）
4-251-09337-2
¥3,000
4-251-90590-3（SET）
¥3,000

固有種が教えてくれること 全3巻
固有種が教えてくれること〔1〕
日本に固有種が多いわけ
固有種が教えてくれること〔2〕
北海道・本州・四国・九州にすむ固有種
固有種が教えてくれること〔3〕
南西諸島・小笠原諸島にすむ固有種

¥8,400
今泉忠明／監修

¥2,800 4-323-06166-8

今泉忠明／監修

¥2,800 4-323-06167-6

今泉忠明／監修

¥2,800 4-323-06168-4

グラフや表から環境問題を考える日本の固有種 全3巻
482.1
482.1
482.1

8

小川誠，
奥山清市，
矢野真志／共著

物理学者 世界をうごかした科学者たち

481.76

セット-23

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 100円グッズと身近な道具でできる! 全4巻 ¥8,000
博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう
100円グッズと身近な道具でできる! 1 発見と採集
博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう
100円グッズと身近な道具でできる! 2 観察と調査
博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう
100円グッズと身近な道具でできる! 3 標本と工作
博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう
100円グッズと身近な道具でできる! 4 展示と発表

420.28

417

セット-22

ISBN

数学者 世界をうごかした科学者たち

417

セット-21

本体価格

410.28

417

セット-20

著者名

フェリシア・ロー，
サラン・テイラー／文、本郷
尚子／訳

417

セット-19

書名・シリーズ名

新日本出版社

グラフや表から環境問題を考える日本の固有種 1
森・林・草原にすむ生き物
グラフや表から環境問題を考える日本の固有種 2
海・川・水辺にすむ生き物
グラフや表から環境問題を考える日本の固有種 3
空を飛ぶ生き物

虫っておもしろい ! 全6巻

486.1

虫っておもしろい!〔1〕どうなるの ? 虫がいなくなったら

486.1

虫っておもしろい!〔2〕ここがすごいぞ! 虫のびっくり力

486.1

虫っておもしろい!〔3〕みてみて!日本のへんてこな虫

486.1

虫っておもしろい!〔4〕おどろき! 世界のへんてこな虫

¥8,100

今泉忠明／監修

¥2,700 4-8113-2822-1

今泉忠明／監修

¥2,700 4-8113-2823-X

今泉忠明／監修

¥2,700 4-8113-2824-8

¥18,000
養老孟司／文、海野和男／写真、こどもくら
ぶ／編
養老孟司／文、海野和男／写真、こどもくら
ぶ／編
養老孟司／文、海野和男／写真、こどもくら
ぶ／編
養老孟司／文、海野和男／写真、こどもくら
ぶ／編

¥3,000 4-406-06017-0
¥3,000 4-406-06016-2
¥3,000 4-406-06014-6
¥3,000 4-406-06015-4

No

セット-24

出版者

SLA_NDC

虫っておもしろい!〔5〕どこにいるかな? 虫のかくれんぼ

486.1

虫っておもしろい!〔6〕さがしてみよう! 虫のかくれんぼ

汐文社

491.65

新日本出版社

493.8
493.8
493.8
493.8
493.8

小峰書店
493.8
493.8
493.8

セット-27

旬報社

498.6
493.8

ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活
人類の歴史から考える!
ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活
人類の知恵と勇気を見よう!
ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活
この症状は新型コロナ?
ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活
「疫病」と日本人
ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活
感染症に国境なし
ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活
感染症との共存とは?

1
2
3
4
5
6

493.84
493.87
493.87
498.69
493.87
493.84
493.87
493.87
493.84

セット-29 汐文社

¥7,800
¥2,600 4-8113-2838-8
¥2,600 4-8113-2839-6
¥2,600 4-8113-2840-X

¥18,000

稲葉茂勝／著、山本太郎／監修

¥3,000 4-406-06496-6

稲葉茂勝／著、山本太郎／監修

¥3,000 4-406-06497-4

稲葉茂勝／著、山本太郎／監修

¥3,000 4-406-06498-2

稲葉茂勝／著、山本太郎／監修

¥3,000 4-406-06499-0

稲葉茂勝／著、山本太郎／監修

¥3,000 4-406-06500-8

¥8,400

土井洋平／監修

¥2,800 4-338-33801-6

土井洋平／監修

¥2,800 4-338-33802-4

土井洋平／監修

¥2,800 4-338-33803-2

知ってふせごう! 身のまわりの感染症
近藤慎太郎／監修、田中斉／イラスト
新型コロナからインフルエンザまで 1 感染症ってなに?
知ってふせごう! 身のまわりの感染症
近藤慎太郎／監修、田中斉／イラスト
新型コロナからインフルエンザまで 2 感染症をふせぐために
知ってふせごう! 身のまわりの感染症
近藤慎太郎／監修、田中斉／イラスト
新型コロナからインフルエンザまで 3 感染症の種類と歴史

みんなでからだを守ろう! 感染症キャラクターえほん 1
インフルエンザ
みんなでからだを守ろう! 感染症キャラクターえほん 2
腸管出血性大腸菌感染症 O157
みんなでからだを守ろう! 感染症キャラクターえほん 3
おたふくかぜ
みんなでからだを守ろう! 感染症キャラクターえほん 4
ノロウイルス感染症
みんなでからだを守ろう! 感染症キャラクターえほん 5
アタマジラミ
みんなでからだを守ろう! 感染症キャラクターえほん 6
水ぼうそう
みんなでからだを守ろう! 感染症キャラクターえほん 7
サルモネラ感染症
みんなでからだを守ろう! 感染症キャラクターえほん 8
手足口病
みんなでからだを守ろう! 感染症キャラクターえほん 9
プール熱
みんなでからだを守ろう! 感染症キャラクターえほん 10
マイコプラズマ肺炎

¥3,000 4-406-06012-X

¥3,000 4-406-06495-8

教えて ! 感染症「かぜ」から「新型コロナ」まで 全3巻
教えて! 感染症「かぜ」から「新型コロナ」まで 1
感染症ってなんだろう?
教えて! 感染症「かぜ」から「新型コロナ」まで 2
感染症と人類のたたかい
教えて! 感染症「かぜ」から「新型コロナ」まで 3
感染症の影響と予防

¥3,000 4-406-06013-8

稲葉茂勝／著、山本太郎／監修

日本図書センター みんなでからだを守ろう! 感染症キャラクターえほん 全10巻
493.87

セット-30

ウイルス・感染症と「新型コロナ」後のわたしたちの生活 全6巻

知ってふせごう! 身のまわりの感染症 新型コロナからインフルエンザまで 全3巻
493.8

セット-28

ちゃんと知りたい「がん」のこと 学ぼう・向き合おう・支え
保坂隆／監修、幸運社／編
合おう 1 日本人の2人に1人が「がん」になる
ちゃんと知りたい「がん」のこと 学ぼう・向き合おう・支え
保坂隆／監修、幸運社／編
合おう 2 あなたの大切な人が「がん」になったら
ちゃんと知りたい「がん」のこと 学ぼう・向き合おう・支え
保坂隆／監修、幸運社／編
合おう 3 「がん」とともに生きる社会へ

ISBN

¥8,100
¥2,700 4-8451-1655-3
¥2,700 4-8451-1656-1
¥2,700 4-8451-1657-X

¥20,000

おかだはるえ／文、すがわらけいこ／絵

¥2,000

おかだはるえ／文、カワダクニコ／絵

¥2,000

おかだはるえ／文、日隈みさき／絵

¥2,000

おかだはるえ／文、せのおしんや／絵

¥2,000

おかだはるえ／文、カワダクニコ／絵

¥2,000

おかだはるえ／文、カワダクニコ／絵

¥2,000

おかだはるえ／文、せのおしんや／絵

¥2,000

おかだはるえ／文、長谷川貴子／絵

¥2,000

おかだはるえ／文、すがわらけいこ／絵

¥2,000

おかだはるえ／文、日隈みさき／絵

¥2,000

女子も ! 男子も ! 生理を知ろう 全3巻

4-284-20448-3
4-284-20447-5（SET）
4-284-20449-1
4-284-20447-5（SET）
4-284-20450-5
4-284-20447-5（SET）
4-284-20451-3
4-284-20447-5（SET）
4-284-20452-1
4-284-20447-5（SET）
4-284-20461-0
4-284-20460-2（SET）
4-284-20462-9
4-284-20460-2（SET）
4-284-20463-7
4-284-20460-2（SET）
4-284-20464-5
4-284-20460-2（SET）
4-284-20465-3
4-284-20460-2（SET）

¥7,200

495.13

女子も! 男子も! 生理を知ろう 1 生理ってなんだろう

宋美玄／監修

¥2,400 4-8113-2539-7

495.13

女子も! 男子も! 生理を知ろう 2 生理のなやみ

宋美玄／監修

¥2,400 4-8113-2540-0

495.13

女子も! 男子も! 生理を知ろう 3 心と体の成長と生理

宋美玄／監修

¥2,400 4-8113-2541-9

岩崎書店
501.6
501.6
501.6

再生可能エネルギーをもっと知ろう 全3巻
再生可能エネルギーをもっと知ろう 1
くらしを支えるエネルギー
再生可能エネルギーをもっと知ろう 2
自然の力をいかす
再生可能エネルギーをもっと知ろう 3
持続可能な社会のために

小学校基本セット

493.8

本体価格

養老孟司／文、海野和男／写真、こどもくら
ぶ／編
養老孟司／文、海野和男／写真、こどもくら
ぶ／編

ちゃんと知りたい「がん」のこと 学ぼう・向き合おう・支え合おう 全3巻

491.65

セット-26

著者名

486.1

491.65

セット-25

書名・シリーズ名

¥9,000
安田陽／監修
安田陽／監修
安田陽／監修

4-265-08941-0
4-265-11011-8（SET）
4-265-08942-9
¥3,000
4-265-11011-8（SET）
4-265-08943-7
¥3,000
4-265-11011-8（SET）
¥3,000
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No

セット-31

出版者

SLA_NDC

筑摩書房
507.1
507.1

セット-32

小学校基本セット

セット-33

オーム社

セット-35

土木のずかん〔1〕災害に備えるわざ

510

土木のずかん〔2〕構造物を造るわざ

510

土木のずかん〔3〕暮らしを支えるわざ

星の環会

¥5,600
こどもくらぶ／編

¥2,800 4-480-86471-7

こどもくらぶ／編

¥2,800 4-480-86472-5

¥8,400
速水洋志，
水村俊幸，
稲垣正晴，
吉田勇人／
共著
吉田勇人，
速水洋志，
稲垣正晴，
水村俊幸／
共著
稲垣正晴，
速水洋志，
水村俊幸，
吉田勇人／
共著

土木の世界：
ドボジョママに聞く 全10巻

¥2,800 4-274-22464-3
¥2,800 4-274-22511-9
¥2,800 4-274-22512-7

¥29,000

地下都市のたんけん 土木の世界：
ドボジョママに聞く

福手勤／監修、星の環会／編

¥2,900 4-89294-578-1

514

道路のたんけん 土木の世界：
ドボジョママに聞く

福手勤／監修、星の環会／編

¥2,900 4-89294-602-8

福手勤／監修、星の環会／編

¥2,900 4-89294-582-X

トンネルのたんけん 土木の世界：
ドボジョママに聞く

515

橋のたんけん 土木の世界：
ドボジョママに聞く

福手勤／監修、星の環会／編

¥2,900 4-89294-579-X

516

鉄道のたんけん 土木の世界：
ドボジョママに聞く

福手勤／監修、星の環会／編

¥2,900 4-89294-603-6

517

川のたんけん 土木の世界：
ドボジョママに聞く

福手勤／監修、星の環会／編

¥2,900 4-89294-601-X

517.72

ダムのたんけん 土木の世界：
ドボジョママに聞く

福手勤／監修、星の環会／編

¥2,900 4-89294-577-3

517.8

港のたんけん 土木の世界：
ドボジョママに聞く

福手勤／監修、星の環会／編

¥2,900 4-89294-581-1

517.9

空港のたんけん 土木の世界：
ドボジョママに聞く

福手勤／監修、星の環会／編

¥2,900 4-89294-604-4

518.1

水道のたんけん 土木の世界：
ドボジョママに聞く

福手勤／監修、星の環会／編

¥2,900 4-89294-583-8

岩崎書店

いま「水」を考える 全3巻

¥9,000

518

いま「水」を考える 1 水道水がとどくまで

沖大幹／監修

¥3,000 4-265-08861-9

517

いま「水」を考える 2 生活に欠かせない水

沖大幹／監修

¥3,000 4-265-08862-7

517

いま「水」を考える 3 水の安全・危険

沖大幹／監修

¥3,000 4-265-08863-5

童心社

SDGs でかんがえよう地球のごみ問題 全3巻

518.52

金の星社
519.7
519.7
519.8
519

SDGsでかんがえよう地球のごみ問題 1
見すごせない! 海洋プラスチック問題
SDGsでかんがえよう地球のごみ問題 2
どうしたらへらせる? 食品ロス問題
SDGsでかんがえよう地球のごみ問題 3
まったなし! 世界にあふれるごみ問題

¥9,000
井田仁康／総合監修、保坂直紀／指導

¥3,000 4-494-01863-5

井田仁康／総合監修、小林富雄／指導

¥3,000 4-494-01864-3

井田仁康／総合監修、織朱實／指導

¥3,000 4-494-01865-1

持続的な社会を考える新しい環境問題 全4巻
持続的な社会を考える新しい環境問題〔1〕
食品ロス
持続的な社会を考える新しい環境問題〔2〕
マイクロプラスチック
持続的な社会を考える新しい環境問題〔3〕
生物多様性
持続的な社会を考える新しい環境問題〔4〕
エシカル消費

¥11,200
古沢広祐／監修

¥2,800 4-323-06171-4

古沢広祐／監修

¥2,800 4-323-06172-2

古沢広祐／監修

¥2,800 4-323-06173-0

古沢広祐／監修

¥2,800 4-323-06174-9

農山漁村文化協会 イチは、いのちのはじまり イチからつくる 全9巻
564.1

鉄 イチは、いのちのはじまり イチからつくる

578.4

¥22,500

永田和宏／編、山﨑克己／絵

¥2,500 4-540-18136-X

プラスチック イチは、いのちのはじまり イチからつくる

岩田忠久／編、内田かずひろ／絵

¥2,500 4-540-19170-5

579.1

のり
〈接着剤〉イチは、いのちのはじまり イチからつくる

早川典子，
宇高健太郎／編、水上みのり／
絵

¥2,500 4-540-19169-1

588.38

あめ イチは、いのちのはじまり イチからつくる

本間祐子，
眞鍋久／編、赤池佳江子／絵

¥2,500 4-540-18137-8

589.73

えんぴつ イチは、いのちのはじまり イチからつくる

杉谷龍一／編、河本徹朗／絵

¥2,500 4-540-19171-3

596.2

カレーライス イチは、いのちのはじまり イチからつくる

関野吉晴／編、中川洋典／絵

¥2,500 4-540-17161-5

616.8

ポテトチップス イチは、いのちのはじまり イチからつくる

岩井菊之／編、中谷靖彦／絵

¥2,500 4-540-18138-6

チョコレート イチは、いのちのはじまり イチからつくる

APLA，
オルター・
トレード・ジャパン／編、バン
チハル／絵

¥2,500 4-540-17162-3

617.3

10

ISBN

510

519.7

セット-37

本体価格

そこが知りたい ! 発明と特許 全2巻
そこが知りたい! 発明と特許 1
発明・特許ってなんだろう?
そこが知りたい! 発明と特許 2
きみにもなれるよ、発明家 !

510

519.7

セット-36

著者名

土木のずかん 災害に備えるわざ 全3巻

514.9

セット-34

書名・シリーズ名

No

出版者

SLA_NDC

618.1

セット-38

セット-39

理論社

¥2,500 4-540-17163-1

¥12,000
「和紙ってなに? 」編集室／〔著〕

¥3,000 4-652-20397-7

585.6

和紙ってなに? 2 西日本の和紙

「和紙ってなに? 」編集室／〔著〕

¥3,000 4-652-20398-5

585.6

和紙ってなに? 3 和紙のきほん

「和紙ってなに? 」編集室／〔著〕

¥3,000 4-652-20399-3

585.6

和紙ってなに? 4 くらしのなかの和紙

「和紙ってなに? 」編集室／〔著〕

¥3,000 4-652-20400-0

ポプラ社

未来をつくる! 日本の産業 全7巻

509
678
600

岩崎書店
626.27
626.3
626.26
626.22
626.2
626.28
616.8
626.44
626.46
626.5

偕成社

未来をつくる!日本の産業 1
農業 上
未来をつくる!日本の産業 2
農業 下
未来をつくる!日本の産業 3
水産業・林業
未来をつくる!日本の産業 4
軽工業
未来をつくる!日本の産業 5
重化学工業・エネルギー産業
未来をつくる!日本の産業 6
貿易・運輸業
未来をつくる!日本の産業 7
情報通信業・流通業・医療と福祉・観光業

¥23,100
堀田和彦／監修

¥3,300

堀田和彦／監修

¥3,300

勝川俊雄，
関岡東生／監修

¥3,300

産業学会／監修

¥3,300

産業学会／監修

¥3,300

日本貿易会／監修

¥3,300

炭谷晃男，
野口智雄，
田中秀一，
中村忠司／
監修

¥3,300

おおきな写真でよくわかる!さいばいとかんさつのコツ そだてるやさい 全10巻
おおきな写真でよくわかる!さいばいとかんさつのコツ
そだてるやさい 1 ミニトマト
おおきな写真でよくわかる!さいばいとかんさつのコツ
そだてるやさい 2 エダマメ
おおきな写真でよくわかる!さいばいとかんさつのコツ
そだてるやさい 3 ナス
おおきな写真でよくわかる!さいばいとかんさつのコツ
そだてるやさい 4 キュウリ
おおきな写真でよくわかる!さいばいとかんさつのコツ
そだてるやさい 5 ゴーヤ
おおきな写真でよくわかる!さいばいとかんさつのコツ
そだてるやさい 6 ピーマン
おおきな写真でよくわかる!さいばいとかんさつのコツ
そだてるやさい 7 サツマイモ
おおきな写真でよくわかる!さいばいとかんさつのコツ
そだてるやさい 8 ダイコン
おおきな写真でよくわかる!さいばいとかんさつのコツ
そだてるやさい 9 ニンジン
おおきな写真でよくわかる!さいばいとかんさつのコツ
そだてるやさい 10 コマツナ・キャベツ

4-591-16921-9
4-591-91892-0（SET）
4-591-16922-7
4-591-91892-0（SET）
4-591-16923-5
4-591-91892-0（SET）
4-591-16924-3
4-591-91892-0（SET）
4-591-16925-1
4-591-91892-0（SET）
4-591-16926-X
4-591-91892-0（SET）
4-591-16927-8
4-591-91892-0（SET）

¥27,000

アルスフォト企画／監修・写真

¥2,700 4-265-08761-2

アルスフォト企画／監修・写真

¥2,700 4-265-08762-0

アルスフォト企画／監修・写真

¥2,700 4-265-08763-9

アルスフォト企画／監修・写真

¥2,700 4-265-08764-7

アルスフォト企画／監修・写真

¥2,700 4-265-08765-5

アルスフォト企画／監修・写真

¥2,700 4-265-08766-3

アルスフォト企画／監修・写真

¥2,700 4-265-08767-1

アルスフォト企画／監修・写真

¥2,700 4-265-08768-X

アルスフォト企画／監修・写真

¥2,700 4-265-08769-8

アルスフォト企画／監修・写真

¥2,700 4-265-08770-1

和食のだしは海のめぐみ 全3巻

¥7,200

667

和食のだしは海のめぐみ 1 昆布

阿部秀樹／写真・文、日本昆布協会／監修

¥2,400 4-03-436810-1

667.2

和食のだしは海のめぐみ 2 鰹節

阿部秀樹／写真・文、日本鰹節協会／監修

¥2,400 4-03-436820-9

667.2

和食のだしは海のめぐみ 3 煮干

阿部秀樹／写真・文、全国煮干協会／監修

¥2,400 4-03-436830-6

ポプラ社

日本遺産 地域の歴史と伝統文化を学ぶ 全3巻
709.1

日本遺産 地域の歴史と伝統文化を学ぶ 1

709.1

日本遺産 地域の歴史と伝統文化を学ぶ 2

709.1

日本遺産 地域の歴史と伝統文化を学ぶ 3

ポプラ社

¥23,500
4-591-16357-1
4-591-91826-2（SET）
4-591-16358-X
¥8,000
4-591-91826-2（SET）
4-591-16946-4
¥7,500
4-591-91826-2（SET）
¥8,000

調べてみよう! 日本の伝統工芸のみりょく 全7巻
750.21
750.21
750.21
750.21
750.21
750.21

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 1
衣にかかわる伝統工芸 1
調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 2
衣にかかわる伝統工芸 2
調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 3
食にかかわる伝統工芸 1
調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 4
食にかかわる伝統工芸 2
調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 5
住にかかわる伝統工芸 1
調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 6
住にかかわる伝統工芸 2

小学校基本セット

509

セット-43

大石尚子／編、杉田比呂美／絵

ISBN

和紙ってなに? 1 東日本の和紙

660

セット-42

ワタの糸と布 イチは、いのちのはじまり イチからつくる

本体価格

585.6

620

セット-41

著者名

和紙ってなに ? 全4巻

616

セット-40

書名・シリーズ名

¥20,300

伝統的工芸品産業振興協会／監修

¥2,900

伝統的工芸品産業振興協会／監修

¥2,900

伝統的工芸品産業振興協会／監修

¥2,900

伝統的工芸品産業振興協会／監修

¥2,900

伝統的工芸品産業振興協会／監修

¥2,900

伝統的工芸品産業振興協会／監修

¥2,900

4-591-16765-8
4-591-91886-6（SET）
4-591-16766-6
4-591-91886-6（SET）
4-591-16767-4
4-591-91886-6（SET）
4-591-16768-2
4-591-91886-6（SET）
4-591-16769-0
4-591-91886-6（SET）
4-591-16770-4
4-591-91886-6（SET）
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No

出版者

SLA_NDC

750.21

セット-44

ミネルヴァ書房
768
768
768

セット-45

岩崎書店
780.67

小学校基本セット

780.67
780.67
780.67
780.67
780.67

セット-46

セット-47

国土社

本体価格

伝統的工芸品産業振興協会／監修

¥2,900

知りたい ! 日本の伝統音楽 全3巻
知りたい!日本の伝統音楽 1
調べよう!日本の伝統音楽の歴史
知りたい!日本の伝統音楽 2
見てみよう!日本の伝統楽器
知りたい!日本の伝統音楽 3
受けつごう! 伝統音楽の今後

4-591-16771-2
4-591-91886-6（SET）

¥9,000
京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター
／監修
京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター
／監修
京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター
／監修

大接近 !スポーツものづくり 全6巻
大接近 !スポーツものづくり 1
競技用車いすの工場
大接近 !スポーツものづくり 2
ランニングシューズの工場
大接近 !スポーツものづくり 3
卓球ボールの工場
大接近 !スポーツものづくり 4
柔道畳の工場
大接近 !スポーツものづくり 5
競泳用水着とゴーグルの工場
大接近 !スポーツものづくり 6
金メダルの工場

ISBN

¥3,000 4-623-08883-9
¥3,000 4-623-08884-7
¥3,000 4-623-08885-5

¥14,400
高山リョウ／構成・文、添田康平／写真

¥2,400 4-265-08791-4

高山リョウ／構成・文、富永泰弘／写真

¥2,400 4-265-08792-2

高山リョウ／構成・文、富永泰弘／写真

¥2,400 4-265-08793-0

高山リョウ／構成・文、富永泰弘／写真

¥2,400 4-265-08794-9

高山リョウ／構成・文、添田康平／写真

¥2,400 4-265-08795-7

高山リョウ／構成・文、添田康平／写真

¥2,400 4-265-08796-5

¥15,000

782.3

運動ができる・すきになる本 1 かけっこ

眞榮里耕太／監修

¥3,000 4-337-17601-2

781.5

運動ができる・すきになる本 2 てつぼう/マット/とびばこ

眞榮里耕太／監修

¥3,000 4-337-17602-0

781.95

運動ができる・すきになる本 3 なわとび / 長なわとび

眞榮里耕太／監修

¥3,000 4-337-17603-9

783.3

運動ができる・すきになる本 4 ボールなげ /ドッジボール

眞榮里耕太／監修

¥3,000 4-337-17604-7

785.2

運動ができる・すきになる本 5 すいえい

眞榮里耕太／監修

¥3,000 4-337-17605-5

金の星社

801.91
801.92

12

調べてみよう!日本の伝統工芸のみりょく 7
伝統工芸のよさを伝えよう

著者名

運動ができる・すきになる本 全5巻

801.92

セット-48

書名・シリーズ名

小峰書店

楽しくおぼえよう! はじめての手話と点字 全3巻
楽しくおぼえよう!はじめての手話と点字〔1〕
手話 目で見る言葉
楽しくおぼえよう!はじめての手話と点字〔2〕
点字 さわる文字
楽しくおぼえよう!はじめての手話と点字〔3〕
耳と目の障害を知ろう

¥9,000

東京都聴覚障害者連盟／監修

¥3,000 4-323-05371-1

日本点字図書館／監修

¥3,000 4-323-05372-X

東京都聴覚障害者連盟，
日本点字図書館／
監修

¥3,000 4-323-05373-8

手話でつながる世界 全4巻

¥12,000

801.92

手話でつながる世界 1 手話で話そう

全日本ろうあ連盟／監修

801.92

手話でつながる世界 2 くらべよう! 世界の手話

全日本ろうあ連盟／監修

801.92

手話でつながる世界 3 手話で日本一周

全日本ろうあ連盟／監修

801.92

手話でつながる世界 4 手話で世界一周

全日本ろうあ連盟／監修

4-338-34201-3
4-338-34200-5（SET）
4-338-34202-1
¥3,000
4-338-34200-5（SET）
4-338-34203-X
¥3,000
4-338-34200-5（SET）
4-338-34204-8
¥3,000
4-338-34200-5（SET）
¥3,000

中学校基本図書
全体
No

出版者

SLA_NDC

書名・シリーズ名

著者名

本体価格

ISBN

0類：4冊
007.35

プログラマーの一日 暮らしを支える仕事見る知るシリーズ：
WILLこども知育研究所／編著
10代の君の「知りたい」に答えます
美篶堂とつくるはじめての手製本
美篶堂／著
製本屋さんが教える本のつくりかた

1

保育社

¥3,000 4-586-08625-4

2

河出書房新社 022.8

3

朝日新聞出版 059

朝日ジュニア学習年鑑 2021

¥2,300 4-02-220822-8

4

読売新聞東京
059
本社

読売年鑑 2020

¥3,700 4-643-20001-4

¥1,900 4-309-28860-X

1類：2冊
5

岩波書店

100

6

かもがわ出版 167

はじめての哲学 岩波ジュニア新書 935

藤田正勝／著

¥820 4-00-500935-2

13歳からのイスラーム

長沢栄治／監修

¥1,600 4-7803-1157-8

世界の歴史大年表 ビジュアル版

定延由紀，
李聖美，
中村佐千江，
伊藤理子／訳

¥4,500 4-422-21533-7

2類：10冊
創元社

209

8

新日本出版社 209.74

杉原千畝とコルベ神父 生命をみつめる

早乙女勝元／著

¥1,800 4-406-06593-8

9

新日本出版社 210.75

沖縄戦の戦争遺品

豊里友行／著

¥2,400 4-406-06561-X

水島司／監修

¥1,700 4-309-81109-4

永田智成，
久木正雄／編著

¥1,700 4-309-81108-6

関眞興／著

¥1,700 4-309-81107-8

大図鑑旗章の世界史

苅安望／著

¥12,000 4-634-16007-2

14 かもがわ出版 289.3

13歳からのレイチェル・カーソン

上遠恵子／監修、
レイチェル・カーソン日本協会／編

¥1,600 4-7803-1161-6

15 ビジネス社

“ 地形と気象 ”で解く!日本の都市誕生の謎
歴史地形学への招待

竹村公太郎／著

¥1,400 4-8284-2285-4

雨のち雨ところによっても雨 屋久島物語

秦達夫／著

¥1,727 4-86562-125-3

17 SBクリエイティブ 319

図解ニュースの“なぜ?”は世界史に学べ!

茂木誠／著

¥1,200 4-8156-0521-1

18 理論社

319.8

池上彰の君と考える戦争のない未来
世界をカエル10代からの羅針盤

池上彰／著

¥1,400 4-652-20365-9

19 晶文社

335

図解はじめて学ぶみんなのビジネス

ララ・ブライアン，
ローズ・ホール／文、ケラン・ストーバー
／イラスト、
ウィルソン・ターキントン，
ブライオニー・ヘンリー
／オリジナル監修、浜崎絵梨／訳、高橋郁夫／監修

¥1,800 4-7949-7154-0

矢野恒太記念会／編

¥1,000 4-87549-245-6

子供の科学と手に職図鑑編集委員会／編

¥2,600 4-416-62009-8

中国新聞社報道センターヒロシマ平和メディアセン
ター／著

¥2,200 4-86250-714-X

10 河出書房新社 225
11 河出書房新社 236
12 河出書房新社 238
13 山川出版社

288.9

291.18

16 日本写真企画 291.97

一冊でわかるインド史
世界と日本がわかる国ぐにの歴史
一冊でわかるスペイン史
世界と日本がわかる国ぐにの歴史
一冊でわかるロシア史
世界と日本がわかる国ぐにの歴史

中学校基本図書

7

3類：9冊

20 矢野恒太記念会 351
21 誠文堂新光社 366.29
22 中国新聞社
23 岩波書店

日本のすがた
日本をもっと知るための社会科資料集 2021
こども手に職図鑑 AIに取って代わられない仕事100
一生モノの職業が一目でわかるマップ付

369.37

ヒロシマの空白 被爆75年

372.2

SDGs 時代の国際協力
アジアで共に学校をつくる 岩波ジュニア新書 931

西村幹子，
小野道子，
井上儀子／著

¥800 4-00-500931-X

24 かもがわ出版 375.183

僕たちの部活動改革 部活自治・10のステップ

神谷拓／著、ちゃに／イラスト

¥1,500 4-7803-1089-X

25 太田出版

383.8

図解でわかる14歳から知る食べ物と人類の1万年史

インフォビジュアル研究所／著

¥1,500 4-7783-1738-6

403.6

理科年表 第94冊（令和3年）

国立天文台／編

¥3,200 4-621-30561-1

27 総合法令出版 404

ヘンな科学 “イグノーベル賞 ” 研究40講

五十嵐杏南／著

¥1,300 4-86280-779-8

28 ニュートンプレス 410.38

数学大図鑑 Newton 大図鑑シリーズ

4類：22冊
26 丸善出版

¥2,800 4-315-52237-6

13

全体
No

出版者

29 大和書房
30

SLA_NDC

431.11

シーアンドアー
431.54
ル研究所

書名・シリーズ名

著者名

本体価格

ISBN

マンガと図鑑でおもしろい!わかる元素の本

うえたに夫婦／著、左巻健男／監修

¥1,500 4-479-39345-5

生物発光の謎を解く SUPERサイエンス

近江谷克裕，
三谷恭雄／著

¥1,820 4-86354-351-4

31 清水書院

440

最新宇宙の謎に迫る 天文学最前線 GEO ペディア

竹内薫／監修

¥2,800 4-389-50119-4

32 理工図書

440

宇宙まるごとQ&A はやぶさ2からブラックホールまで

北本俊二，
原田知広，
亀田真吾／著

¥1,500 4-8446-0904-1

藤井旭／著

¥3,600 4-416-52146-4

菅井貴子／著

¥1,630 4-7804-2448-8

メイツユニバー
34
451
サルコンテンツ

藤井旭の星座をさがそう
四季の星空の見方・楽しみ方がわかる
みんなが知りたい! 気象のしくみ
身近な天気から世界の異常気象まで まなぶっく

35 清水書院

453

最新巨大地震と火山噴火をよく知る本 ! GEO ペディア

36 偕成社

454

絶景のふしぎ100
世界と日本の美しい風景・すごい地形のなぜ

佐野充／監修

¥2,000 4-03-528600-1

37 樹立社

457.222

化石

王原／ほか編著、伊藤経子／訳

¥8,800 4-8433-6012-0

33 誠文堂新光社 443.8

古生物の世界 サカナからヒトへ

「GEO ペディア」制作委員会／編

¥2,800 4-389-50118-6

38 ニュートンプレス 457.87

恐竜大図鑑 Newton 大図鑑シリーズ

小林快次／監修

¥2,800 4-315-52326-7

39 ナツメ社

458.038

観察を楽しむ特徴がわかる岩石図鑑

西本昌司／著

¥1,600 4-8163-6852-3

40 敬文舎

477

野菜の花写真館

植松國雄／著

¥2,000 4-906822-40-1

41 文藝春秋

481.7

誰かに話したくなる摩訶不思議な生きものたち

岡部聡／著

¥1,600 4-16-391315-7

世界一わかりやすいイカとタコの図鑑

ロジャー・ハンロン，
マイク・ベッキオーネ，
ルイーズ・オー
ルコック／著、水野裕紀子／訳、池田譲／監訳

¥4,000 4-7598-2052-3

一日一種／著

¥1,400 4-8156-0700-1

山極寿一／文、ふしはらのじこ／絵

¥1,300 4-7877-2082-1

42 化学同人

484.7

43 SBクリエイティブ 488.21

中学校基本図書

44 野草社

489.95

身近な「鳥」の生きざま事典
散歩道や通勤・通学路で見られる野鳥の不思議な生態
ヤクシマザルを追って
ゴリラ学者と歩く南限のニホンザル観察図鑑

45 KADOKAWA 493.8

図解感染症の世界史

石弘之／著

¥1,200 4-04-400633-4

46 河出書房新社 493.8

みんなに話したくなる感染症のはなし
14歳からのウイルス・細菌・免疫入門 14歳の世渡り術

仲野徹／著

¥1,400 4-309-61724-7

食品成分表 八訂 2021

香川明夫／監修

¥1,500 4-7895-1021-2

女子栄養大学
47
498.51
出版部

5類：3冊
絵でわかる建物の歴史
エドゥアルド・アルタルリバ，
ベルタ・バルディ・イ・ミラ／
古代エジプトから現代の超高層ビル、未来の火星基地ま
著、伊藤史織／訳、中島智章／監修
で

¥1,600 4-7678-2741-8

49 河出書房新社 520.4

建築家になりたい君へ 14歳の世渡り術

¥1,400 4-309-61729-8

50 講談社

ドキュメント「はやぶさ2」の大冒険 密着取材・地球帰還ま
NHK 小惑星リュウグウ着陸取材班／著
での2195日

48 エクスナレッジ 520.2

538.9

隈研吾／著

¥1,400 4-06-521952-3

6類：3冊
51 西日本新聞社 614.3271 希望の一滴 中村哲、アフガン最期の言葉
52 河出書房新社 645.6
日本能率協会マ
53
678
ネジメントセンター

中村哲／著

¥1,500 4-8167-0988-6

愛犬との幸せなさいごのために
必ずくるお別れのときに後悔しない知識と心構え

俵森朋子／著

¥1,500 4-309-28874-X

絵でみる貿易のしくみ 改訂2版 絵でみるシリーズ

片山立志／著

¥1,500 4-8207-2827-X

小池寿子，
三浦篤，
NHK「ルーブル美術館」制作班／
編著

¥3,700 4-14-081847-6

7類：8冊
54 NHK 出版

702.3

NHK

55 創元社

702.8

社会を変えた50人の女性アーティストたち

レイチェル・イグノトフスキー／著、野中モモ／訳

¥1,800 4-422-70143-6

56 国土社

721.8

江戸のジャーナリスト葛飾北斎

千野境子／著

¥1,400 4-337-18764-2

57 東京美術

723.37

もっと知りたいモディリアーニ
生涯と作品 アート・ビギナーズ・コレクション

島本英明／著

¥2,000 4-8087-1194-X

58 朝日新聞出版 748

朝日新聞報道写真集 2021 2020年1月~12月

朝日新聞社／編

¥3,200 4-02-221621-2

59 世界文化社

762.3

ゼロから分かる! 図解クラシック音楽

宮本文昭，
富田隆／監修

¥1,500 4-418-19229-8

60 成美堂出版

780

スポーツ観戦を楽しむ本 図解でわかりやすい!

成美堂出版編集部／編

¥1,600 4-415-32818-0

783.47

女の答えはピッチにある
女子サッカーが私に教えてくれたこと

キムホンビ／著、小山内園子／訳

¥2,000 4-560-09777-1

61 白水社

14

8Kルーブル美術館 美の殿堂の500年

全体
No

出版者

SLA_NDC

書名・シリーズ名

著者名

本体価格

ISBN

8類：4冊
62 新星出版社

801.9233 ひと目でわかる実用手話辞典 第2版

63 河出書房新社 804
64 三省堂

813.1

65 朝日新聞出版 813.7

手話技能検定協会／監修

¥2,200 4-405-05103-8

わたしの外国語漂流記 未知なる言葉と格闘した25人の
河出書房新社／編、阿部賢一／〔ほか〕著
¥1,400 4-309-61721-2
物語 14歳の世渡り術
山田忠雄，
倉持保男，
上野善道，
山田明雄，
井島正博，
新明解国語辞典 第8版
¥5,500 4-385-13086-8
笹原宏之／編
朝日キーワード 2022

朝日新聞出版／編

¥1,300 4-02-227650-9

9類・絵本：29冊
911.03

写真で読み解く俳句・短歌・歳時記大辞典

塩見恵介／監修

¥5,000 4-251-06647-2

67 あすなろ書房

913.6

南西の風やや強く

吉野万理子／著

¥1,400 4-7515-2931-5

68 学研プラス

933.7

ぼくがスカートをはく日

エイミ・ポロンスキー／著、西田佳子／訳

¥1,500 4-05-204684-6

69 河出書房新社 913.6

虹いろ図書館のへびおとこ 5分シリーズ +

櫻井とりお／著

¥1,200 4-309-02838-1

70 講談社

913.6

光のうつしえ 廣島ヒロシマ広島

朽木祥／作

¥1,300 4-06-218373-0

71 国土社

911.147

みんなで遊ぼう!! 百人一首大図鑑

吉海直人／監修、国土社編集部／編

¥4,500 4-337-21651-0

72 小峰書店

913.6

星の旅人 伊能忠敬と伝説の怪魚

小前亮／著

¥1,600 4-338-08162-7

73 さ・え・ら書房

933.7

その年、わたしは嘘をおぼえた

ローレン・ウォーク／作、中井はるの，
中井川玲子／訳

¥1,700 4-378-01526-9
¥1,800 4-08-781471-8

Soul‐Lanterns

74 集英社

913.6

アハメドくんのいのちのリレー

鎌田實／著、安藤俊彦／画、
ピーター・バラカン／英
訳

75 出版ワークス

913.6

窓をあけて、私の詩をきいて

名木田恵子／著

¥1,500 4-907108-30-3

76 小学館

913.6

八月の光 失われた声に耳をすませて

朽木祥／作

¥1,400 4-09-289756-1

M・G・ヘネシー／作、杉田七重／訳

¥1,600 4-7902-3343-X

J.K.ローリング／著、松岡佑子／訳

¥1,000 4-86389-394-9

変化球男子
鈴木出版の児童文学：この地球を生きる子どもたち
とても良い人生のために
失敗の思いがけない恩恵と想像力の大切さ

77 鈴木出版

933.7

78 静山社

930.278

79 大日本図書

911.56

名づけられた葉なのだから

新川和江／著

¥1,200 4-477-02375-8

80 評論社

933.7

サイド・
トラック 走るのニガテなぼくのランニング日記

ダイアナ・ハーモン・アシャー／作、武富博子／訳

¥1,600 4-566-02459-8

81 福音館書店

933.7

レッド・フォックス カナダの森のキツネ物語

チャールズ・G・D・ロバーツ／作、桂宥子／訳、チャー
ルズ・リビングストン・ブル／画

¥1,400 4-8340-8205-9

82 平凡社

915.6

旅する絵描き パリからの手紙

伊勢英子／著

¥1,400 4-582-83362-4

83 ポプラ社

913.6

僕は上手にしゃべれない teens’ best selections 43

椎野直弥／著

¥1,500 4-591-15323-1

84 ほるぷ出版

933.7

ワンダー

R・J・パラシオ／作、中井はるの／訳

¥1,500 4-593-53495-X

85 理論社

913.6

この川のむこうに君がいる

濱野京子／作

¥1,400 4-652-20289-X

86 あすなろ書房

470.2

もし地球に植物がなかったら?

きねふちなつみ／作、真鍋真，
ジョン・ブルタン／監修

¥1,500 4-7515-2954-4

87 偕成社

382.1

やとのいえ

八尾慶次／作

¥1,800 4-03-437900-6

88 河出書房新社 933.7

セミ

ショーン・タン／著、岸本佐知子／訳

¥1,800 4-309-29019-1

89 講談社

481.78

ぼくたちはみんな旅をする 講談社の翻訳絵本
かがくのとびらシリーズ

90 小学館

425

ひとすじの光 写真科学絵本

ローラ・ノウルズ／文、クリス・マッデン／絵、石川直樹
／訳
ウォルター・ウィック／文・写真、千葉茂樹／訳、佐藤
勝昭／監修

91 新日本出版社 913.6

出発 から草もようが行く

92 鈴木出版

559.7

この計画はひみつです

93 徳間書店

292.587

エベレスト 命・祈り・挑戦

94 フレーベル館

726.6

あのねこは

小泉るみ子／作・絵
ジョナ・ウィンター／文、
ジャネット・ウィンター／絵、
さく
まゆみこ／訳
サングマ・フランシス／文、
リスク・フェン／絵、千葉茂
樹／訳
石津ちひろ／文、宇野亞喜良／絵

中学校基本図書

66 あかね書房

¥1,900 4-06-513455-2
¥2,000 4-09-726849-X
¥1,500 4-406-06241-6
¥1,500 4-7902-5356-2
¥2,800 4-19-864891-3
¥1,600 4-577-04735-7
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中学校基本セット
No

セット-1

出版者

SLA_NDC

289.1
289.1
289.1

291.08
291.08
291.08
291.08
291.08
291.08
291.08
291.08

320
320
320

中学校基本セット
セット-5

セット-6

¥1,600 4-8113-2737-3

清水洋美／文、里見和彦／絵

¥1,600 4-8113-2736-5

清水洋美／文、野見山響子／絵

¥1,600 4-8113-2735-7

清水洋美／文、里見和彦／絵

¥1,600 4-8113-2734-9

¥35,000
帝国書院編集部／編

¥3,900

帝国書院編集部／編

¥3,900

帝国書院編集部／編

¥3,900

帝国書院編集部／編

¥3,900

帝国書院編集部／編

¥3,900

帝国書院編集部／編

¥3,900

帝国書院編集部／編

¥3,900

帝国書院編集部／編

¥3,900

帝国書院編集部／編

¥3,800

人権と自然をまもる法ときまり 1
くらしと教育をまもるきまり
人権と自然をまもる法ときまり 2
健康と福祉をまもるきまり
人権と自然をまもる法ときまり 3
自然と環境をまもるきまり
人権と自然をまもる法ときまり 4
平和と安全をまもるきまり

4-8071-6540-2
4-8071-6539-9（SET）
4-8071-6541-0
4-8071-6539-9（SET）
4-8071-6542-9
4-8071-6539-9（SET）
4-8071-6543-7
4-8071-6539-9（SET）
4-8071-6544-5
4-8071-6539-9（SET）
4-8071-6545-3
4-8071-6539-9（SET）
4-8071-6546-1
4-8071-6539-9（SET）
4-8071-6547-X
4-8071-6539-9（SET）
4-8071-6548-8
4-8071-6539-9（SET）

¥8,800
笹本潤／法律監修、藤田千枝／編、増本裕
江／著
笹本潤／法律監修、藤田千枝／編、坂口美
佳子／著
笹本潤／法律監修、藤田千枝／編、新美景
子／著
笹本潤／法律監修、藤田千枝／編、菅原由
美子／著

くらす、はたらく、経済のはなし 全5巻

大月書店

¥2,200 4-272-40426-1
¥2,200 4-272-40427-X
¥2,200 4-272-40428-8
¥2,200 4-272-40429-6

¥10,000

330

くらす、はたらく、経済のはなし 1 経済とお金のはじまり

山田博文／文、赤池佳江子／絵

¥2,000 4-272-40731-7

338

くらす、はたらく、経済のはなし 2 銀行の誕生と株式のしくみ

山田博文／文、赤池佳江子／絵

¥2,000 4-272-40732-5

335.4

くらす、はたらく、経済のはなし 3 会社のなりたちとはたらくルール 山田博文／文、赤池佳江子／絵

¥2,000 4-272-40733-3

330

くらす、はたらく、経済のはなし 4 経済のしくみと政府の財政

山田博文／文、赤池佳江子／絵

¥2,000 4-272-40734-1

330

くらす、はたらく、経済のはなし 5 経済の主人公はあなたです

山田博文／文、赤池佳江子／絵

¥2,000 4-272-40735-X

少年写真新聞社

地球村の子どもたち 途上国から見た SDGs 全4巻

¥8,800

367.6

地球村の子どもたち 途上国から見たSDGs 1 格差

石井光太／著

¥2,200 4-87981-712-0

367.6

地球村の子どもたち 途上国から見たSDGs 2 生命

石井光太／著

¥2,200 4-87981-713-9

367.6

地球村の子どもたち 途上国から見たSDGs 3 平和

石井光太／著

¥2,200 4-87981-714-7

367.6

地球村の子どもたち 途上国から見たSDGs 4 マイノリ
ティ

石井光太／著

¥2,200 4-87981-715-5

ゆまに書房
383.9
383.9
383.9
383.9
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新・日本のすがた 1
九州地方 帝国書院地理シリーズ
新・日本のすがた 2
中国・四国地方 帝国書院地理シリーズ
新・日本のすがた 3
近畿地方 帝国書院地理シリーズ
新・日本のすがた 4
中部地方 帝国書院地理シリーズ
新・日本のすがた 5
関東地方 帝国書院地理シリーズ
新・日本のすがた 6
東北地方 帝国書院地理シリーズ
新・日本のすがた 7
北海道地方 帝国書院地理シリーズ
新・日本のすがた 8
自然・防災・都市・産業 帝国書院地理シリーズ
新・日本のすがた 9
資料編・総索引 帝国書院地理シリーズ

ISBN

清水洋美／文、野見山響子／絵

人権と自然をまもる法ときまり 全4巻

大月書店
320

セット-4

猿橋勝子 女性科学者の先駆者
はじめて読む科学者の伝記
池田菊苗 うま味の素「グルタミン酸」発見
はじめて読む科学者の伝記
中谷宇吉郎 雪と氷の探求者
はじめて読む科学者の伝記
牧野富太郎 日本植物学の父
はじめて読む科学者の伝記

本体価格

¥6,400

新・日本のすがた 全9巻

帝国書院
291.08

セット-3

著者名

はじめて読む科学者の伝記 全4巻

汐文社
289.1

セット-2

書名・シリーズ名

ビジュアル日本の住まいの歴史 全4巻
ビジュアル日本の住まいの歴史 1
古代 縄文時代 ~ 平安時代
ビジュアル日本の住まいの歴史 2
中世 鎌倉時代 ~ 戦国時代
ビジュアル日本の住まいの歴史 3
近世 安土桃山時代 ~ 江戸時代
ビジュアル日本の住まいの歴史 4
近現代 明治時代 ~ 現代

¥11,200
小泉和子，
川本重雄，
木下真理／執筆、小
泉和子／監修、家具道具室内史学会／著
玉井哲雄，
小泉和子／執筆、小泉和子／監
修、家具道具室内史学会／著
小泉和子，
玉井哲雄，
中村琢巳／執筆、小泉
和子／監修、家具道具室内史学会／著
小泉和子，
玉井哲雄，
前潟由美子，
関川華，
大野陽子／執筆、小泉和子／監修、家具道
具室内史学会／著

¥2,800 4-8433-5489-9
¥2,800 4-8433-5486-4
¥2,800 4-8433-5488-0
¥2,800 4-8433-5487-2

No

セット-7

出版者

SLA_NDC

ゆまに書房
451.91
451.91
451.91

セット-8

708
702.15
708
702.05
708
723.359
721.8

ビジュアル都道府県別日本の地理と気候 全3巻
ビジュアル都道府県別日本の地理と気候
中四国・九州・沖縄編
ビジュアル都道府県別日本の地理と気候
中部・近畿編
ビジュアル都道府県別日本の地理と気候
北海道・東北・関東編

ジュニア版もっと知りたい世界の美術 1
北斎と広重 浮世絵を変えた江戸の人気画家
ジュニア版もっと知りたい世界の美術 2
ゴッホとゴーガン 楽園を夢見た画家たちの旅
ジュニア版もっと知りたい世界の美術 3
若沖と応挙 リアルですごい日本絵画の誕生
ジュニア版もっと知りたい世界の美術 4
ピカソとマティス 20世紀の扉を開いた絵画の冒険
ジュニア版もっと知りたい世界の美術 5
レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ ルネサンスが生
んだ天才芸術家
ジュニア版もっと知りたい世界の美術 6
宗達と光琳「琳派」の迫力と美しさ
ジュニア版もっと知りたい世界の美術 7
レンブラントとフェルメール 光と影に魅せられた画家の挑
戦
ジュニア版もっと知りたい世界の美術 8
国芳と仙厓 浮世絵と禅画 - 楽しい日本の絵

780.67
780.67

オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー 1
施設 陸上トラック・体育館・スイミングプールほか
オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー 2
器具 体操競技・バスケットゴール・コースロープほか
オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー 3
用具 シューズ・ボール・ラケットほか

837
837
837

47都道府県かんたん英語でふるさと紹介 1
食べもの・おみやげ
47都道府県かんたん英語でふるさと紹介 2
観光・名所
47都道府県かんたん英語でふるさと紹介 3
お祭り・伝統

ISBN

¥8,400
¥2,800 4-8433-5739-1

浅井建爾／著

¥2,800 4-8433-5738-3

浅井建爾／著

¥2,800 4-8433-5737-5

¥24,000

金子信久／監修

¥3,000 4-8087-1171-0

高橋明也／監修

¥3,000 4-8087-1172-9

金子信久／監修

¥3,000 4-8087-1173-7

高橋明也／監修

¥3,000 4-8087-1174-5

高橋明也／監修

¥3,000 4-8087-1198-2

金子信久／監修

¥3,000 4-8087-1199-0

高橋明也／監修

¥3,000 4-8087-1200-8

金子信久／監修

¥3,000 4-8087-1201-6

¥7,500

スポーツデザイン研究所／編著

¥2,500 4-8113-2622-9

スポーツデザイン研究所／編著

¥2,500 4-8113-2623-7

スポーツデザイン研究所／編著

¥2,500 4-8113-2624-5

47都道府県かんたん英語でふるさと紹介 全3巻

汐文社

本体価格

浅井建爾／著

オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー 全3巻

汐文社
780.67

セット-10

著者名

ジュニア版もっと知りたい世界の美術 全8巻

東京美術
721.8

セット-9

書名・シリーズ名

¥7,500

石川めぐみ／監修

¥2,500 4-8113-2637-7

石川めぐみ／監修

¥2,500 4-8113-2638-5

石川めぐみ／監修

¥2,500 4-8113-2639-3

中学校基本セット
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