
タイトル 作者 出版社 図書館

1～20 日本の歴史　小学館版学習まんが　２０巻セット 山川出版社／ほか編集協力 小学館 川之江

21 星のカービィ　まんぷく、まんまる、グルメフェス！
高  瀬美恵／作　苅野タウ／絵
ぽと／絵

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 川之江

22
ブラジル史
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

山田睦男／編 山川出版社 川之江

23
 北欧史　上
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

百瀬宏／編 山川出版社 川之江

24
 北欧史　下
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

百瀬宏／編 山川出版社 川之江

25
ドイツ史　下
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

木村靖二／編 山川出版社 川之江

26
ドイツ史　上
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

木村靖二／編 山川出版社 川之江

27
スペイン・ポルトガル史　上
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

立石博高／編 山川出版社 川之江

28
スペイン・ポルトガル史　下
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

立石博高／編 山川出版社 川之江

29
フランス史　下
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

福井憲彦／編 山川出版社 川之江

30
フランス史　上
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

福井憲彦／編 山川出版社 川之江

31
イラン史
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

羽田正／編 山川出版社 川之江

32
イギリス史　上
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

川北稔／編 山川出版社 川之江

33
イギリス史　下
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

川北稔／編 山川出版社 川之江

34
 アメリカ史　下
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

紀平英作／編 山川出版社 川之江

35
中国史　上
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

尾形勇／編 山川出版社 川之江

36
中国史　下
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

尾形勇／編 山川出版社 川之江

37
アメリカ史　上
（ＹＡＭＡＫＡＷＡ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ）

紀平英作／編 山川出版社 川之江

38
 坊ちゃん
（夏目漱石大活字本シリーズ　１）

夏目漱石 三和書籍 川之江

39
こころ
（夏目漱石大活字本シリーズ　3-１）

夏目漱石 三和書籍 川之江

40
こころ
（夏目漱石大活字本シリーズ　3-２）

夏目漱石 三和書籍 川之江

41
草枕
（夏目漱石大活字本シリーズ　2）

夏目漱石 三和書籍 川之江

42
ＦＯＯＤ　ＡＮＡＴＯＭＹ食の解剖図鑑
世界の「食べる」をのぞいてみよう

ｼﾞｭﾘｱ･ﾛｽﾏﾝ／文・絵
神崎朗子／訳

大和書房 川之江
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43 稲盛和夫伝 北　康利 PHP研究所 おやこ

44 ユア・プレゼント 青山　美智子 PHP研究所 おやこ

45 わたしたち　子どもの本の応援団 越高　令子 かもがわ出版 おやこ

46 聞き方の一流　二流　三流 松橋　良記 明日香出版社 おやこ

47 びっくり！動物園のおしごと大図鑑 ＤＫ社／編 河出書房新社 おやこ

48 ずかん貝のからだ 清水　洋美 技術評論社 おやこ

49 あした話したくなるすごすぎる47都道府県 山口　正 朝日新聞出版 おやこ

50 地球のふしぎ366 佐巻　健男 きずな出版 おやこ

51 そうだったのか！まちのひみつ図鑑 チャイルド本社 おやこ

52 びょうきのよぼう 森戸　やすみ Gakken おやこ

53 「老いない」動物が未来を変える スティーヴン・N.オースタッド著 原書房 三島

54 今さら聞けない人体の超基本 工藤 孝文監修 朝日新聞出版 三島

55 生き物をうさがみそーれー 盛口 満著 八坂書房 三島

56 イギリス神話物語百科 マイケル・ケリガン著 原書房 三島

57 ローマ神話物語百科 マーティン・J.ドハティ著 原書房 三島

58 図説ポルトガルの歴史 金七 紀男著 河出書房新社 三島

59 瓶詰地獄 夢野久作 立東舎 三島

60 共感と勇気がわく韓国のことばと絶景100 地球の歩き方編集室編集 地球の歩き方 三島

61 心に寄り添う台湾のことばと絶景100 地球の歩き方編集室編集 地球の歩き方 三島

62 ラトビアのミトン200 LIEPA著 誠文堂新光社 三島

63 やさしいクレパス画 米津 祐介著 誠文堂新光社 三島

64 高松素敵なカフェ＆パン・スイーツ・雑貨たち Word inc.著
メイツユニバーサル

コンテンツ
三島

65 有吉佐和子の本棚 有吉 佐和子著 河出書房新社 三島

66 ニャタレー夫人の恋人 菊池 良著 幻冬舎 三島

67 子犬の絵画史 金子 信久著 講談社 三島



68 13歳からの地政学 田中 孝幸著 東洋経済新報社 三島

69 一気読み世界史 出口 治明著 日経BP 三島

70
伝統の美がひかる！江戸時代の天才絵師　〔２〕
歌川　広重

山下裕二／監修 ほるぷ出版 三島

71
伝統の美がひかる！江戸時代の天才絵師　〔３〕
俵屋　宗達

山下裕二／監修 ほるぷ出版 三島

72
伝統の美がひかる！江戸時代の天才絵師　〔４〕
尾形　光琳

山下裕二／監修 ほるぷ出版 三島

73
伝統の美がひかる！江戸時代の天才絵師　〔５〕
伊藤　若冲

山下裕二／監修 ほるぷ出版 三島

74 カマキリ 山脇兆史／監修 集英社 三島

75 カブトムシ 野村周平／監修 集英社 三島

76 カメ 矢部隆／監修 集英社 三島

77 メダカ 岩松鷹司／監修 集英社 三島

78 カエル 福山欣司／監修 集英社 三島

79 ダンゴムシ 布村昇／監修 集英社 三島

80 図解・最新心理学大事典 中野　明 秀和システム 土居

81 消防レスキュー隊員が教える　だれでもできる防災事典 タイチョー KADOKAWA 土居

82 日本人が知らない世界の祝祭日事典 斗鬼　正一 淡交社 土居

83 ひと目でわかる宇宙のしくみとはたらき図鑑 創元社 土居

84 洋裁大全 ブティック社 土居

85
かけらが語る地球と人類
138億年の大図鑑

河出書房新社 土居

86
さらに知っておきたい
日本の絶滅危惧植物図鑑

長澤　淳一 創元社 土居

87 食品でひく機能性成分の事典 中村　宜督 女子栄養大学出版部 土居

88 おにゃけ 柴田　ケイコ
パイインターナショナ

ル
土居

89 だっこむぎゅー いりやま　さとし KADOKAWA 土居

90
のびーる国語カタカナ語
外来語・時事用語他

大村　幸子 KADOKAWA 土居

91 のびーる国語百人一首 吉海　直人 KADOKAWA 土居

92
のびーる国語使い分け漢字
同音異義語・反対語・類義語他

大村　幸子 KADOKAWA 土居



93 のびーる国語四字熟語 細川　太輔 KADOKAWA 土居

94 のびーる国語慣用句 細川　太輔 KADOKAWA 土居

95 のびーる国語ことわざ 細川　太輔 KADOKAWA 土居

96 かしこいうさぎのローズバッド ルドウィッヒ・ベーメルマンス 大日本図書 土居

97 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 大日本図書 土居

98 きれいずきのマグスおばさん イーディス・サッチャー・ハード 大日本図書 土居

99 サンタクロースのはるやすみ ロジャー・デュボアザン 大日本図書 土居

100 おしろのばん人とガレスピー ベンジャミン・エルキン 大日本図書 土居

101 まるごとごくり！ロシアの昔話 シンシア・ジェイムソン 大日本図書 土居

102 きょうはかぜでおやすみ パトリシア・マクラクラン 大日本図書 土居

103 へっちゃらトーマス パット・ハッチンス 大日本図書 土居

104
走れトラック、願いをのせて！
飢餓をゼロに

森埜　こみち 講談社 土居

105
わたしらしくCジャンプ！
働きがいも経済成長も

赤羽　じゅんこ 講談社 土居

106
おいしいごはんとあまいコーヒー
産業と技術革新の基盤をつくろう

片川　優子 講談社 土居

107
この指届け
すべての人に健康と福祉を

村上　しいこ 講談社 土居

108 ぼくらの青　海の豊かさを守ろう 佐藤　まどか 講談社 土居

109
ツリーハウスの風
気候変動に具体的な対策を

楠木　誠一郎 講談社 土居

110
平和の女神さまへ平和ってなんですか？
平和と公正をすべての人に

小手鞠　るい 講談社 土居

111
未来を変えるレストラン
つくる責任つかう責任

小林　深雪 講談社 土居

112 未来からの伝言SDGｓガイドブック 那須田　淳 講談社 土居

113
水とトイレがなかったら？
安全な水とトイレを世界中に

石崎　洋司 講談社 土居

114
海をこえて虫フレンズ
陸の豊かさも守ろう

吉野　万理子 講談社 土居

115
かけらが語る地球と人類
138億年の大図鑑

戸森　しるこ 講談社 土居

116
みんなはアイスをなめている
貧困をなくそう

安田　夏菜 講談社 土居

合計  116冊


