
Ｎｏ タ　　イ　　ト　　ル 著　　者　　名 出　　版　　社 区分

1 サンセット・サンライズ 楡　周平 講談社 一般

2 母の待つ里 浅田　次郎 新潮社 一般

3 少女を埋める 桜庭　一樹 文藝春秋 一般

4 奔流の海 伊岡　瞬 文藝春秋 一般

5 えんとつ町のプペル にしの あきひろ 幻冬舎 一般

6
私は私
―自分らしい愛で人生が劇的によく
なる！―

斎藤　一人 サンマーク出版 一般

7

見てわかる！エネルギー革命
（子供の科学サイエンスブックスＮ
ＥＸＴ―動画でも学べる！―）
―気候変動から再生可能エネル
ギー、カーボンニュートラルまで―

エネルギー
総合工学研究所

誠文堂新光社 児童

8
おいしいごはんとあまいコーヒー
(おはなしSDGｓ)　―おはなしSDGｓ
産業と技術革新の基盤をつくろう―

片川　優子 講談社 児童

9
かがやき子ども病院トレジャーハン
ター
（講談社・文学の扉）

まはら　三桃 講談社 児童

10
ねこの町の小学校
（わくわくライブラリー）
―わくわくキャンプファイヤー―

小手鞠　るい 講談社 児童

11
走れトラック、ねがいをのせて！
(おはなしSDGｓ)　―おはなしSDGｓ
飢餓をゼロに―

森埜　こみち 講談社 児童

12
わたしらしくＣジャンプ！
(おはなしSDGｓ)　―おはなしSDGｓ
働きがいも経済成長も―

赤羽　じゅんこ 講談社 児童

13
コロキパラン
―春を待つ公園で―

たかどの ほうこ のら書店 児童

14
妖怪一家九十九さん
（〔妖怪一家九十九さん〕〔１〕）

富安　陽子 理論社 児童
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15
妖怪一家の夏まつり
（〔妖怪一家九十九さん〕〔２〕）

富安　陽子 理論社 児童

16
ひそひそ森の妖怪
（〔妖怪一家九十九さん〕〔３〕）

富安　陽子 理論社 児童

17
妖怪きょうだい学校へ行く
（〔妖怪一家九十九さん〕〔４〕）

富安　陽子 理論社 児童

18
遊園地の妖怪一家
（〔妖怪一家九十九さん〕〔５〕）

富安　陽子 理論社 児童

19
妖怪一家のハロウィン
（〔妖怪一家九十九さん〕〔６〕）

富安　陽子 理論社 児童

20
妖怪一家の温泉ツアー
（〔妖怪一家九十九さん〕〔７〕）

富安　陽子 理論社 児童

21
妖怪一家のウェディング大作戦
（〔妖怪一家九十九さん〕〔８〕）

富安　陽子 理論社 児童

22
妖怪たちと秘密基地
（〔妖怪一家九十九さん〕〔９〕）

富安　陽子 理論社 児童

23
妖怪一家の時間旅行
（〔妖怪一家九十九さん〕〔10〕）

富安　陽子 理論社 児童

24
どんなにきみがすきだかあててごら
ん　（評論社の児童図書館・絵本の
部屋）

アニタ・
ジェラーム

評論社 児童

25 なんでやねん あおき　ひろえ 世界文化社 児童

26 ３びきのかわいいオオカミ
ヘレン・

オクセンバリー
富山房 児童

27 これはのみのぴこ 和田　誠 サンリード 児童

28
まないたにりょうりをあげないこと
（講談社の創作絵本）

シゲタ　サヤカ 講談社 児童

29
ママがおばけになっちゃった！
（講談社の創作絵本）

のぶみ 講談社 児童

30

宇宙飛行士はどうやってウンチをす
るの？
―宇宙への興味が無限に広がる雑学
５０―

キッズトリビア
倶楽部

えほんの杜 児童

31
わたしが障害者じゃなくなる日
―難病で動けなくてもふつうに生き
られる世の中のつくりかた―

海老原　宏美 旬報社 児童



32 アドリブ 佐藤　まどか あすなろ書房 児童

33
十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた
―日系アメリカ人の政治家ノーマ
ン・ミネタ―

アンドレア・
ウォーレン

汐文社 児童

34
団地のコトリ
（teens' best selections  ５４）

八束　澄子 ポプラ社 児童

35 橋の上の子どもたち（文学の扉）
パドマ・ヴェン

カトラマン
講談社 児童

36 レディオワン（飛ぶ教室の本） 斉藤　倫 光村図書出版 児童

37
キャラメル色のわたし
（鈴木出版の児童文学―この地球を
生きる子どもたち―）

シャロン・
Ｍ.ドレイパー

鈴木出版 児童

38
命のうた
―ぼくは路上で生きた十歳の戦争孤
児―

竹内　早希子 童心社 児童

39
なまこのぽんぽん
（ジュニア・ポエム双書　291）
―内田麟太郎・特集―

内田　麟太郎 銀の鈴社 児童

40
希望、きこえる？
―ルワンダのラジオに子どもの歌が
流れた日―

榮谷　明子 汐文社 児童

41 とねりこ通り三丁目 ねこのふじさん 山本　和子 アリス館 児童

42
はじまりはたき火
―火とくらしてきたわたしたち―

小林　マキ 福音館書店 児童

43 ハクトウワシ 前川　貴行 新日本出版社 児童

44 ジュリアンはマーメイド ジェシカ・ラブ
サウザン

ブックス社
児童

45 レッツはおなか ひこ・田中 講談社 児童

46

野菜の教え　春・夏編
（たべもの・食育絵本　１）
―子どもとおとないっしょに楽しめ
る―

群羊社 児童

47

野菜の教え　秋・冬編
（たべもの・食育絵本　２）
―子どもとおとないっしょに楽しめ
る―

群羊社 児童



48
カラーモンスターがっこうへいく
（「カラーモンスター」シリーズ）

アナ・レナス 永岡書店 児童

49 ねむねむごろん たなか　しん KADOKAWA 児童

50
そらいろのてがみ
（えほんのぼうけん１００）

ながしま ひろみ 岩崎書店 児童

51 ここは 及川　賢治 河出書房新社 児童

52 海のアトリエ 堀川　理万子 偕成社 児童

53 だっぴ！ 北村　直子 こぐま社 児童

54
ぱくぱくはんぶん
（こどものとも絵本）

南　伸坊 福音館書店 児童

55 ４さいのこどもって、なにがすき？
トミー・

ウンゲラー
好学社 児童

56 ぼくらのまちにおいでよ 大桃　洋祐 小学館 児童

57 やきそばばんばん はらぺこめがね あかね書房 児童

58
きみとぼくがつくるもの
―いっしょにみらいをいきていくた
めのけいかく―

オリヴァー・
ジェファーズ

ほるぷ出版 児童

59 となりのアブダラくん 黒川　裕子 講談社 児童

60 おかあさんはね
トム・

リヒテンヘルド
マイクロ

マガジン社
児童

61
手塚治虫
（調べる学習百科）
―マンガで世界をむすぶ―

国松　俊英 岩崎書店 児童

62
博物館のバックヤードを探検しよう!
―博物館のすごい裏側大図鑑―

ＤＫ社 河出書房新社 児童

63
真夜中の妖精
(トゥートゥルとふしぎな友だち[1])

湯湯 あかね書房 児童

64
なかなおりの魔法
(トゥートゥルとふしぎな友だち[2])

湯湯 あかね書房 児童

65
精霊のなみだ
(トゥートゥルとふしぎな友だち[3])

湯湯 あかね書房 児童



Ｎｏ タ　　イ　　ト　　ル 著　　者　　名 出　　版　　社 区分

1 階段ランナー 吉野　万理子 徳間書店 一般

2 異常
エルヴェ・ル・

テリエ
早川書房 一般

3 ブラックボックス 砂川　文次 講談社 一般

4 我が友、スミス 石田　夏穂 集英社 一般

5 オン・ザ・プラネット 島口　大樹 講談社 一般

6 Ｓｃｈｏｏｌｇｉｒｌ 九段　理江 文藝春秋 一般

7 残月記 小田　雅久仁 双葉社 一般

8 六人の嘘つきな大学生 浅倉　秋成 KADOKAWA 一般

9 彼の名はウォルター
エミリー・

ロッダ
あすなろ書房 児童

10
牧野富太郎
―植物の神様といわれた男―

横山　充男 くもん出版 児童

11
ここがわたしのねるところ
―せかいのおやすみなさい―

サリー・
メイバ―

福音館書店 児童

12 じゃない！ チョー　ヒカル フレーベル館 児童
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Ｎｏ タ　　イ　　ト　　ル 著　　者　　名 出　　版　　社 区分

1 ０ 堂場　瞬一 河出書房新社 一般

2 いえ 小野寺　史宜 祥伝社 一般

3 信長、鉄砲で君臨する 門井　慶喜 祥伝社 一般

4 出動せよ！世界の緊急車両図鑑
サイモン・
タイラー

あすなろ書房 児童

5

ひとりでがんばらない！
（大人は知らない・子どもは知りた
い！）
―子どもと考える福祉のはなし―

藤田　孝典 クレヨンハウス 児童

6
カイマンのクロ
（世界傑作絵本シリーズ）
―人とくらしたワニ―

ラモン・パリス 福音館書店 児童
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Ｎｏ タ　　イ　　ト　　ル 著　　者　　名 出　　版　　社 区分

1 奇跡 林　真理子 講談社 一般

2 はじめての 島本　理生 水鈴社 一般

3 タラント 角田　光代 中央公論新社 一般

4
ブラック・ムーン
（〔「果てしなき追跡」シリーズ〕
〔３〕）

逢坂　剛 中央公論新社 一般

5 ななみの海 朝比奈　あすか 双葉社 一般

6 大ピンチずかん 鈴木　のりたけ 小学館 児童

7 荒野にヒバリをさがして
アンソニー・
マゴーワン

徳間書店 児童

8 なかよしの犬はどこ？
エミリー・
サットン

徳間書店 児童

9
もしもせかいがたべものでできてい
たら

カール・ワーナー フレーベル館 児童
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