
№ タ　　イ　　ト　　ル 著　　者　　名 出　　版　　社 区分

1 オリーブの実るころ 中島　京子 講談社 一般

2 鷹の系譜 堂場　瞬一 講談社 一般

3 禁猟区 石田　衣良 集英社 一般

4 ナゾトキ・ジパング 青柳　碧人 小学館 一般

5
揚羽の夢
（知らぬ火文庫）

朱川　湊人 光文社 一般

6 姫 花村　萬月 光文社 一般

7 晩秋行 大沢　在昌 双葉社 一般

8 夏休みの空欄探し 似鳥　鶏 ポプラ社 一般

9 血を分けた子ども
オクテイヴィア・

E．バトラー 河出書房新社 一般

10
おいしいごはんが食べられますよう
に

高瀬　隼子 講談社 一般

11 絞め殺しの樹 河崎　秋子 小学館 一般

12 女人入眼 永井　紗耶子 中央公論新社 一般

13
学校図書館を彩る切り絵かざり　２
―型紙つき―

CHIKU 少年写真新聞社 一般

14 桃太郎は嫁探しに行ったのか？ 倉持　よつば 新日本出版社 一般

15
筆のみが知る
―幽霊絵師火狂―

近藤　史恵 KADOKAWA 一般

16 わたしたち 落合　恵子 河出書房新社 一般

17 セカンドチャンス 篠田　節子 講談社 一般

18 爆発物処理班の遭遇したスピン 佐藤　究 講談社 一般

19 道 白石　一文 小学館 一般

20 鯉姫婚姻譚 藍銅　ツバメ 新潮社 一般
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21 墜落 真山　仁 文藝春秋 一般

22
ブータン、世界でいちばん幸せな女
の子

阿川　佐和子 文藝春秋 一般

23 恋ふらむ鳥は 澤田　瞳子 毎日新聞出版 一般

24 ファイナル・ツイスト
ジェフリー・
ディーヴァー

文藝春秋 一般

25 Ｎ／Ａ 年森　瑛 文藝春秋 一般

26
おひさまやのハンカチ
（どうわがいっぱい　１４４）

茂市　久美子 講談社 児童

27
止めなくちゃ！気候変動
―わたしたちにできること―

ニール･レイトン
ひさかた

チャイルド社
児童

28 もしも動物と話せたら？
ジェイソン・

ピッテル
化学同人 児童

29
ＳＤＧｓで見る現代の戦争
―知って調べて考える―

伊勢崎　賢治 学研プラス 児童

30
ねぇ、きいてみて！
―みんな、それぞれちがうから―

ラファエル・
ロペス

汐文社 児童

31
すがたをかえるたべものしゃしんえ
ほん　１１
なっとうができるまで

宮崎　祥子 岩崎書店 児童

32
すがたをかえるたべものしゃしんえ
ほん　１２
かつおぶしができるまで

宮崎　祥子 岩崎書店 児童

33
すがたをかえるたべものしゃしんえ
ほん　１３
塩ができるまで

宮崎　祥子 岩崎書店 児童

34
すがたをかえるたべものしゃしんえ
ほん　１４
油ができるまで

宮崎　祥子 岩崎書店 児童

35
すがたをかえるたべものしゃしんえ
ほん　１５
お麩ができるまで

宮崎　祥子 岩崎書店 児童

36 ようかいむらのしとしとあめふり たかい よしかず 国土社 児童

37
ようかいむらのずんちゃかおんがく
かい

たかい よしかず 国土社 児童



38 ようかいむらのにこにこまめまき たかい よしかず 国土社 児童

39 ようかいむらのふしぎとしょかん たかい よしかず 国土社 児童

40
はなみずのひみつ
（からだのひみつ、げんきのしく
み！　１）

マリオナ･
トロサ･システレ

あすなろ書房 児童

41
きずのひみつ
（からだのひみつ、げんきのしく
み！　２）

マリオナ･
トロサ･システレ

あすなろ書房 児童

42
ウイルスのひみつ
（からだのひみつ、げんきのしく
み！　３）

マリオナ･
トロサ･システレ

あすなろ書房 児童

43 ４７都道府県実は恐ろしい場所 上巻 野宮　麻未 理論社 児童

44 ４７都道府県実は恐ろしい場所 下巻 野宮　麻未 理論社 児童

45
図画工作deたのしい作品づくりちぎ
り紙・きり紙・はり絵

柴田　芳作 国土社 児童

46
図画工作deたのしい作品づくり
ステンシル

柴田　芳作 国土社 児童

47
図画工作deたのしい作品づくり
紙でつくる彫刻

柴田　芳作 国土社 児童

48
図画工作deたのしい作品づくり
うごくおもちゃ

柴田　芳作 国土社 児童

49
作ってたのしい！かざってかわい
い！季節のおりがみ
春巻

たつくりの
おりがみ

文研出版 児童

50
作ってたのしい！かざってかわい
い！季節のおりがみ
夏巻

たつくりの
おりがみ

文研出版 児童

51
作ってたのしい！かざってかわい
い！季節のおりがみ
秋巻

たつくりの
おりがみ

文研出版 児童

52
作ってたのしい！かざってかわい
い！季節のおりがみ
冬巻

たつくりの
おりがみ

文研出版 児童

53
おえかきでしあげるどうぶつおりが
み１
森のどうぶつとなかまたち

たかはし　なな 理論社 児童



54
おえかきでしあげるどうぶつおりが
み２
水辺のどうぶつとなかまたち

たかはし　なな 理論社 児童

55
おえかきでしあげるどうぶつおりが
み３
町のどうぶつとなかまたち

たかはし　なな 理論社 児童

56
はじめてのこどもキッチン
―よくできました！一生役立つ！―

鈴木　薫 KADOKAWA 児童

57
水辺のワンダー
（文研じゅべにーる）
―世界を旅して未来を考えた―

橋本　淳司 文研出版 児童

58 海のてがみのゆうびんや
エリン・

E.ステッド
化学同人 児童

59 トラからぬすんだ物語 テェ・ケラー 評論社 児童



№ タ　　イ　　ト　　ル 著　　者　　名 出　　版　　社 区分

1 星屑 村山　由佳 幻冬舎 一般

2 掬えば手には 瀬尾　まいこ 講談社 一般

3 凍る草原に鐘は鳴る 天城　光琴 文藝春秋 一般

4
鳥は恐竜だった
―鳥の巣からみた進化の物語―

鈴木　まもる アリス館 児童

5 こうもり アヤ井　アキコ 偕成社 児童

6
びっくり！動物園のおしごと大図鑑
―７０のひみつにせまる！―

ＤＫ社 河出書房新社 児童

7

草はらをのぞいてみればカヤネズミ
(小学館の図鑑ＮＥＯの科学絵本)
―日本でいちばん小さなネズミの物
語―

ゆうき　えつこ 小学館 児童

8
かみなり
（ふしぎいっぱい写真絵本　３９）

妹尾　堅一郎 ポプラ社 児童

9
ドリトル先生ガラパゴスを救う
―新ドリトル先生物語―

福岡　伸一 朝日新聞出版 児童

10 王さまのおうごんのひげ
クラース・

フェルプランケ
化学同人 児童

11
かきごおり
（講談社の創作絵本）

植垣　歩子 講談社 児童

12
トーキングドラム
（わたしたちの本棚）
―心ゆさぶるわたしたちのリズム―

佐藤　まどか ＰＨＰ研究所 児童

13
ねずみくんはカメラマン
（ねずみくんの絵本　３８）

上野　紀子 ポプラ社 児童

14
みどりの森のなかまたち
（のはらクラブシリーズ）

たかどの ほうこ 理論社 児童
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№ タ　　イ　　ト　　ル 著　　者　　名 出　　版　　社 区分

1
紙の梟
―ハーシュソサエティ―

貫井　徳郎 文藝春秋 一般

2 スマホになじんでおりません 群　ようこ 文藝春秋 一般

3 号外！幕末かわら版 土橋　章宏 角川春樹事務所 一般

4 先祖探偵 新川　帆立 角川春樹事務所 一般

5 蹴れ、彦五郎 今村　翔吾 祥伝社 一般

6 やっと訪れた春に 青山　文平 祥伝社 一般

7 プリズム
ソン

ウォンピョン
祥伝社 一般

8 呑み込まれた男
エドワード・

ケアリー
東京創元社 一般

9
はまったらぬけだせない!?食虫植物
（調べる学習百科）

石倉　ヒロユキ 岩崎書店 児童

10
だれのからだ？
―もようやかたちでわかる動物のひ
みつ―

有沢　重雄 偕成社 児童

11
こどもが探せる身近な場所のきれい
な石材図鑑

柴山　元彦 創元社 児童

12 はだしであるく 石川　えりこ あすなろ書房 児童

13
ふしぎな図書館とアラビアンナイト
（ストーリーマスターズ　２）

廣嶋　玲子 講談社 児童

14
ロドリゴ・ラウバインと従者クニル
プス

ミヒャエル・
エンデ

小学館 児童

15 マシュマロおばけ
プリシラ・

フリードリック
瑞雲舎 児童

16
ちいさいごみしゅうしゅうしゃぱっ
くんはどこだ？

オームラ トモコ
ひさかた

チャイルド
児童
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№ タ　　イ　　ト　　ル 著　　者　　名 出　　版　　社 区分

1 作家刑事毒島の嘲笑 中山　七里 幻冬舎 一般

2 とんこつＱ＆Ａ 今村　夏子 講談社 一般

3
こいごころ
(〔｢しゃばけ」シリーズ〕〔２１〕)

畠中　恵 新潮社 一般

4 モノクロの夏に帰る 額賀　澪 中央公論新社 一般

5 紅だ！ 桜庭　一樹 文藝春秋 一般

6 嫌われ者の矜持 新堂　冬樹 光文社 一般

7 修羅奔る夜 伊東　潤 徳間書店 一般

8 小さき王たち　第２部　泥流 堂場　瞬一 早川書房 一般

9 ギフテッド 鈴木　涼美 文藝春秋 一般

10 家庭用安心抗夫 小砂川　チト 講談社 一般

11 あくてえ 山下　紘加 河出書房新社 一般

12 給食室のいちにち イシヤマ アズサ 少年写真新聞社 児童

13
｢ヒロシマ消えたかぞく｣のあしあと
(ポプラ社ノンフィクション　４１)

指田　和 ポプラ社 児童

14 めをさませ 五味　太郎 絵本館 児童

15
空と大地に出会う夏
（くもんの児童文学）

濱野　京子 くもん出版 児童

16 海のこびととひみつの島
サリー・

ガードナー
ポプラ社 児童
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