
タイトル 作者 出版社 図書館

1 平和を創る道の探求 孫崎 享著 かもがわ出版 川之江

2 魂の叫び ゼレンスキー大統領100の言葉 岡部 芳彦 宝島社 川之江

3 ロシアの歴史 島崎 晋著 実業之日本社 川之江

4 中国、ﾛｼｱとの戦い方　台湾・日本をｳｸﾗｲﾅにさせないための方法
アンドリュー・ト

ムソン
ワニブックス 川之江

5 秘密の戦争　共産主義と東欧の２０世紀
ティモシー・スナ

イダー
慶應義塾大学出版会 川之江

6 プーチン3.0 殺戮と破壊への衝動 塩原 俊彦 社会評論社　 川之江

7 ロシア・東欧史における国家と国民の相貌 井内敏夫 晃洋書房 川之江

8 ソ連・東欧の社会主義は何であったか 歴史的教訓と将来社会 小山洋司 ロゴス 川之江

9 全世界の河川事典 丸善出版 川之江

10 ヨーゼフ・ロート　ウクライナ・ロシア紀行 ヨーゼフ・ロート 日曜社 川之江

11 地図でスッと頭に入る世界の三大宗教 保坂 俊司 昭文社 川之江

12 はだしのゲン　1 　完全版 中沢啓治 金の星社 川之江

13 はだしのゲン　2 　完全版 中沢啓治 金の星社 川之江

14 はだしのゲン　3 　完全版 中沢啓治 金の星社 川之江

15 はだしのゲン　4 　完全版 中沢啓治 金の星社 川之江

16 はだしのゲン　5 　完全版 中沢啓治 金の星社 川之江

17 はだしのゲン　6 　完全版 中沢啓治 金の星社 川之江

18 はだしのゲン　7 　完全版 中沢啓治 金の星社 川之江

19
「できごと」と「くらし」から知る戦争の４６か月　戦い、日常、

文化がわかる
大石学 学研プラス 川之江

20 調べてみよう！国際機関の仕事　ＳＤＧｓ時代へ　１ 吉村祥子 汐文社 川之江

21
語りつごうヒロシマ・ナガサキ　シリーズ戦争　１

安斎育郎 新日本出版社 川之江

22 おぼえる！学べる！たのしい世界の国 井田仁康 高橋書店 川之江

23 キャラ絵で学ぶ！世界の国図鑑 伊藤賀一 すばる舎 川之江

24 調べてわかる！日本の川　1 佐久間博 汐文社 川之江

　　寄贈目録 2022　全図書館分



25 調べてわかる！日本の川　2 佐久間博 汐文社 川之江

26 調べてわかる！日本の川　3 佐久間博 汐文社 川之江

27 ゼロからわかる！電気のはたらき　１ 寺本貴啓 偕成社 川之江

28 ゼロからわかる！電気のはたらき　２ 寺本貴啓 偕成社 川之江

29 ゼロからわかる！電気のはたらき　３ 寺本貴啓 偕成社 川之江

30 ゼロからわかる！電気のはたらき　４ 寺本貴啓 偕成社 川之江

31
どっちが強い！？ライギョＶＳ（たい）ピラニア　恐怖のかみつき

軍団
ジノ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 川之江

32
どっちが強い！？カラスＶＳ（たい）コウモリ　危険な鳥獣エアバ

トル
スライウム ＫＡＤＯＫＡＷＡ 川之江

33
どっちが強い！？カバＶＳ（たい）アフリカスイギュウ　超凶暴！

体当たり決戦
ジノ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 川之江

34
どっちが強い！？クラゲＶＳ（たい）デンキウナギ　水中ビリビリ

対
ジノ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 川之江

35 はたらくじどう車　３ 元浦年康 学研プラス 川之江

36 はたらくじどう車　４ 元浦年康 学研プラス 川之江

37 語りつぐ戦争平和について考える 岩嵜京子　他 国土社 おやこ

38 平和なくらしとは？堀内タケシの写真絵本 堀内　タケシ 国土社 おやこ

39 ももちゃんのピアノ　沖縄戦 柴田　昌平 ポプラ社 おやこ

40 戦争と平和の船　ナッチャン 半田　滋 講談社 おやこ

41 世界の文化と衣食住 鈴木　佑司 小峰書店 おやこ

42 子どもたちが綴った戦争体験 新日本出版 おやこ

43 ちっちゃな生きものたちミミズ スージー・ウイリアムズ科学同人 おやこ

44 もしもトイレがなかったら 加藤　篤 少年写真新聞社 おやこ

45 聞かせて、おじいちゃん 横田　明子 国土社 おやこ

46 ホオナニ、フラおどります ヘザー・ゲイル さ・え・ら書房 おやこ

47 なぜわたしたちは、理系を選んだのか 桝　太一 岩波書店 おやこ

48 一億人のSDGsと環境問題 藤岡 達也 講談社 三島

49 SDGsの教科書 10代からの地球の守り方 フジテレビCSR・SDGs推進プロジェクト成文堂新光社 三島

50 知識ゼロからのSDGs入門 夫馬 賢治 幻冬舎 三島



51 物語ウクライナの歴史 黒川 祐次 中央公論新社 三島

52 国境を超えたウクライナ人 オリガ・ホメンコ 群像社 三島

53 非戦の誓い 伊藤 千尋 あけび書房 三島

54 中国、ロシアとの戦い方
アンドリュー・ト

ムソン
ワニブックス 三島

55 ゼレンスキー勇気の言葉100 清水 克彦 ワニブックス 三島

56 いつか旅してみたい花と雑貨でめぐるヨーロッパ
パイインターナ

ショナル
ﾊﾞｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 三島

57 図説ヨーロッパの紋章 浜本 隆志 河出書房新社 三島

58 宗教対立がわかると「世界史」がわかる 島田裕巳 晶文社 三島

59 地図とデータで見る水の世界ハンドブック
ダヴィド・ブラン

ション
原書房 三島

60 ICTで生活科　デジタルツールではっぴょうしよう1 フレーベル館 三島

61 ICTで生活科　デジタルツールではっぴょうしよう2 フレーベル館 三島

62 ICTで生活科　デジタルツールではっぴょうしよう3 フレーベル館 三島

63 食卓からSDGsをかんがえよう１ 稲葉茂勝 岩崎書店 三島

64 食卓からSDGsをかんがえよう２ 稲葉茂勝 岩崎書店 三島

65 食卓からSDGsをかんがえよう３ 稲葉茂勝 岩崎書店 三島

66 日本の戦争と動物たち　1 東海林次男 汐文社 三島

67 日本の戦争と動物たち　2 東海林次男 汐文社 三島

68 日本の戦争と動物たち　3 東海林次男 汐文社 三島

69 やさしくわかる17の目標SDGｓおはなし絵本　1 学研プラス 三島

70 やさしくわかる17の目標SDGｓおはなし絵本　2 学研プラス 三島

71 やさしくわかる17の目標SDGｓおはなし絵本　3 学研プラス 三島

72 やさしくわかる17の目標SDGｓおはなし絵本　4 学研プラス 三島

73 やさしくわかる17の目標SDGｓおはなし絵本　5 学研プラス 三島

74 アフガニスタン勇気と笑顔 内堀タケシ 国土社 三島

75 すずばあちゃんのおくりもの 最上一平 新日本出版社 三島

76 せんそうがやってきた日 ニコラ・デイビス 鈴木出版 三島



77 はらっぱ 西村繁男 童心社 三島

78 PEACE AND ME わたしの平和 アリ・ウィンター かもがわ出版 三島

79 この計画はひみつです
ジョナ・ウィン

ター
鈴木出版 三島

80 空にさく戦争の花火 高橋秀雄 今人舎 三島

81 ひみつの川
マージョリー・キ

ナン・ローリング
ＢＬ出版 三島

82
防災にも役立つ！川のしくみ　子供の科学サイエンスブックスＮＥ

ＸＴ
川上真哉 誠文堂新光社 三島

83 六人の男たち　なぜ戦争をするのか？
デイビッド＝マッ

キー
偕成社 三島

84 ドクターエッグ1 ハチ・クワガタムシ・カブトムシ パクソンイ 朝日新聞出版 三島

85 ドクターエッグ2 サメ・エイ・タコ・イカ・クラゲ パクソンイ 朝日新聞出版 三島

86 スマホ依存から脳を守る 中山 秀紀 朝日新聞出版 三島

87 バルカン「ヨーロッパの火薬庫」の歴史
　マーク・マゾ

ワー
中央公論新社 三島

88 はだしのゲン　1 　愛蔵版 中沢啓治 汐文社 土居

89 はだしのゲン　2 　愛蔵版 中沢啓治 汐文社 土居

90 はだしのゲン　3　愛蔵版 中沢啓治 汐文社 土居

91 はだしのゲン　4 　愛蔵版 中沢啓治 汐文社 土居

92 はだしのゲン　5 　愛蔵版 中沢啓治 汐文社 土居

93 はだしのゲン　6 　愛蔵版 中沢啓治 汐文社 土居

94 はだしのゲン　7 　愛蔵版 中沢啓治 汐文社 土居

95 はだしのゲン　8 　愛蔵版 中沢啓治 汐文社 土居

96 はだしのゲン　9 　愛蔵版 中沢啓治 汐文社 土居

97 はだしのゲン　10 　愛蔵版 中沢啓治 汐文社 土居

98 地政学でわかるわたしたちの世界　12の地図が語る国際情勢
ティム・マーシャ

ル
評論社 土居

99 パラゴンとレインボーマシン ジラ・ベゼル 小学館 土居

100 ぼくと石の兵士 リサ・トンプソン PHP研究所 土居

101 てぶくろ　ウクライナ民話　　(紙芝居・12場面） 箕田美子 童心社 土居

102 こんにちは！マトリョーシカ いわしみずさやか 偕成社 土居



103 ミイラ学　エジプトのミイラ職人のひみつ タマラ・バウワー 今人舎 土居

104 バレエ王国ロシアへの道 村山久美子 東洋書店新社 土居

105 つばさくんのウクラウナ語 黒田龍之助 白水社 土居

106 ヨーゼフ・ロートウクライナ・ロシア紀行 ヨーゼフ・ロート 日曜者 土居

107
水の大陸アジア　ヒマラヤ山系・大河・海洋モンスーンとアジアの

近代史

スニール・アムニ

ス
草思社 土居

108 ゼレンスキー勇気の言葉100 清水克彦 ワニブックス 土居

109 プーチンの戦争
ナザレンコ・アン

ドリー
ワック 土居

110 独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 池上彰 文藝春秋 土居

111 中国・ロシアとの戦い方
アンドリュー・ト

ムソン
ワニッブクス 土居

112 ロシア発世界恐慌が始まる日 渡邉哲也 徳間書店 土居

113 プーチン大恐慌 宮崎正弘 ビジネス社 土居

114 ウクライナを知るための65章 原田義也 明石書店 土居

115 ようこそシベリア鉄道へ 二村高史 天夢人 土居

116 図説戦争と軍服の歴史 辻本よしふみ 河出書房出版 土居

117 アンナ・カレーニナ1 トルストイ 光文社 土居

118 アンナ・カレーニナ2 トルストイ 光文社 土居

119 アンナ・カレーニナ3 トルストイ 光文社 土居

120 アンナ・カレーニナ4 トルストイ 光文社 土居

121 罪と罰1 ドストエフスキー 光文社 土居

122 罪と罰２ ドストエフスキー 光文社 土居

123 罪と罰３ ドストエフスキー 光文社 土居

124 世界の市場　おいしい！たのしい！24のまちでお買いもの
アンナ・デスニツ

カヤ
河出書房新社 土居

125 くるみわり人形 E.T.A.ホフマン ポプラ社 土居

126 ものがたり白鳥の湖
ガブリエル・パ

チェコ

エディ

ション・
土居

127 おはなしごほん 大川久乃
あかね書

房
土居

128 区立あたまのてっぺん小学校 間部香代 金の星社 土居



129 まじょばーのたまごやき 堀直子 文研出版 土居

130 およぐ！ 麻生かづこ 文研出版 土居

131 おれは女の子だ 本田久作 ポプラ社 土居

132 ずっとずっと、ともだちだよ…病院勤務犬・ミカの物語 若月としこ 岩崎書店 土居

133 感染爆発　見えざる敵＝ウイルスに挑む
デイビッド・ゲッ

ツ
金の星社 土居

134 バアちゃんと、とびっきりの三日間 三輪裕子 あかね書房 土居

135 はじめての脱炭素　見て、知る、サステナブル すなだゆか 小峰書店 土居

136 生き物バトル！最強対決めいろブック
WILLこども知育研

究所
金の星社 土居

137 帰ってきた毒のある生きもの超百科 パンク町田 ポプラ社 土居

138 めちゃハピパーフェクトブックDX　心理ゲーム星占いおまじない マーク・矢崎治信 あかね書房 土居

139
みんなとおなじくできないよ　障がいのあるおとうととボクのはな

し
湯浅正太 日本図書センター 土居

140 なんで洞窟に壁画を描いたの？　美術のはじまりを探る旅 五十嵐ジャンヌ 新泉社 土居

141 チェリーシュリンプ　わたしは、わたし ファンヨンミ 金の星社 土居

142 きみのなまえ あんずゆき 佼成出版社 土居

                         合　計       １4２冊


