
<課題図書> <児童書・絵本>

№ 書　　名 著　者　名 № 書　　名 著　者　名

1
小学区低学年向け
　山のちょうじょうの
                木のてっぺん

最上 一平 17 なんだろうなんだろう ヨシタケ シンスケ

2
小学区低学年向け
　おれ、よびだしになる

中川 ひろたか 18
主人公はきみだ
　ライツのランプをともそうよ

中山千夏

3
小学区低学年向け
　タヌキのきょうしつ

山下 明生 19
プログラムすごろく
　　アベベのぼうけん

佐藤 雅彦

4
小学区低学年向け
　ながーい５ふん みじかい５ふん

Liz Garton Scanlon 20
かいけつゾロリの
だ・だ・だ・だいぼうけん!（前編）

原 ゆたか

5
小学校中学年向け
  青いあいつがやってきた

松井 ラフ 21 激流のサバイバル
スウィート

ファクトリー

6
小学校中学年向け
　ねこと王さま

ニック・ シャラット 22 植物世界のサバイバル2
スウィート

ファクトリー

7
小学校中学年向け
　ポリぶくろ、１まい、 すてた

Miranda Paul 23
おもしろい! 進化のふしぎ
　もっとざんねんないきもの事典

今泉 忠明

8
小学校中学年向け
　北極と南極の「へぇ～」
　　くらべてわかる地球のこと

中山 由美 24 飛行機のサバイバル 1 ゴムドリco.

9
小学校高学年向け
　ヒロシマ 消えたかぞく

指田 和 25 かがみとチコリ 角野 栄子

10
小学校中学年向け
　月と珊瑚

上條 さなえ 26 ノラネコぐんだん カレーライス 工藤 ノリコ

11
小学校中学年向け
　飛ぶための百歩

ジュゼッペ・ フェスタ 27 わたしのわごむはわたさない ヨシタケ  シンスケ 

12
小学校中学年向け
　風を切って走りたい! 夢をかなえ
るバリアフリー自転車

高橋 うらら 28 地球をほる 川端 誠

29
モリス・レスモアと
　　ふしぎな空とぶ本

ウィリアム・ジョイス

<児童書・絵本> 30 アレルギーのサバイバル 1 ゴムドリco.

№ 書　　名 著　者　名 31 アレルギーのサバイバル 2 ゴムドリco.

1 どうぞのいす 香山 美子 32 こども六法 山崎 聡一郎

2 字のないはがき 向田 邦子 33 チリとチリリ どい かや

3
ドラえもん科学ワールド
   未来のくらし

藤子・F不二雄 34 とべ！アンパンマン①英語対訳つき やなせ たかし

4 ゴミの島のサバイバル ゴムドリco. 35 ノンタンぶらんこのせて キヨノ サチコ

5
なぜ僕らは働くのか-
 君が幸せになるために
         考えてほしい大切なこと

池上彰 36 ノンタンおばけむらめいろ キヨノ サチコ

6 かいけつゾロリ スターたんじょう 原 ゆたか 37
おれさま、ばいきんまん!
   アンパンマンはじめまして

やなせ たかし

7
にほんご えいご
    ミッフィー こどもずかん

38
アンパンマンとばいきんまん
   アンパンマン・クラシック

やなせ たかし

8
歌声は贈りもの
    こどもと歌う春夏秋冬

白井 明大 

9 スキップスキップ あまん きみこ

10 どんぐりむらのあそびやさん なかや みわ 

11 100年たったら 石井 睦美 

12
アレにもコレにも!
     モノのなまえ事典

杉村 喜光 

13 飛行機のサバイバル 2 ゴムドリco.

14 人体のサバイバル2 ゴムドリco.

15
君に勇気を未来に光を
     賢者のことば

和田 孫博 

16 なでなで ももんちゃん とよた かずひこ
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<一般図書> <一般図書>

№ 書　　名 著　者　名 № 書　　名 著　者　名

1 流浪の月 凪良 ゆう 35 わが殿 上 畠中 恵

2 クスノキの番人 東野 圭吾 36 わが殿 下 畠中 恵

3 チンギス紀 七 虎落 北方 謙三 37 チンギス紀 六 断金 北方 謙三 

4 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎 38 暗約領域 新宿鮫XI 大沢 在昌

5 カケラ 湊 かなえ 39 ツナグ 想い人の心得 辻村 深月

6 きたきた捕物帖 宮部 みゆき 40
ぼくはイエローでホワイトで、
ちょっとブルー

ブレイディみかこ

7 気がつけば、終着駅 佐藤 愛子 41 夏物語 川上 未映子

8 21 Lessons ユヴァル・ ノア・ハラリ 42
きょうの料理
わたしのいつものごはん

栗原 はるみ

9 猫君 畠中 恵 43 まあまあふうふう。 八千草 薫

10 ドミノin上海 恩田 陸 44 マイ・ストーリー ミシェル・ オバマ 

11 十字架のカルテ 知念 実希人 45 ヒトラーの時代 池内 紀 

12 掟上今日子の設計図 西尾 維新 46 祝祭と予感 恩田 陸

13 妖の掟 誉田 哲也 47 生き抜くチカラ 為末 大

14 70歳のたしなみ 坂東 眞理子 48 ライオンのおやつ 小川 糸

15 ザ・ロイヤルファミリー 早見 和真 49 背中の蜘蛛 誉田 哲也

16
朧夜ノ桜
　居眠り磐音(二十四)決定版

佐伯 泰英 50 夫の扶養からぬけだしたい ゆむい

17 「違うこと」をしないこと 吉本 ばなな 51 潜行三千里 完全版 辻 政信

18 鹿の王 水底の橋 上橋 菜穂子 52 9月1日 母からのバトン
樹木 希林

内田 也哉子

19 メインテーマは殺人 アンソニー・ ホロヴィッツ 53 のっけから失礼します 三浦 しをん

20 反日種族主義 日韓危機の根源 李 栄薫 54 罪の轍 奥田 英朗

21
老～い、どん! あなたにも
「ヨタヘロ期」がやってくる

樋口 恵子 55 落日  湊 かなえ

22 創業家一族 有森 隆 56 ひとりで生きる 大人の流儀9  伊集院 静

23 イマジン? 有川 ひろ 57
六十歳からの人生―老いゆくと
き、わたしのいかし方

曽野 綾子

24 夫のトリセツ 黒川 伊保子 58 くらまし屋稼業 今村 翔吾

25 大名倒産 上 浅田 次郎 59 春はまだか くらまし屋稼業 今村 翔吾

26 大名倒産 下 浅田 次郎 60 夏の戻り船 くらまし屋稼業 今村 翔吾

27
黒武御神火御殿
三島屋変調百物語六之続

宮部 みゆき 61 秋暮の五人 くらまし屋稼業 今村 翔吾

28 この世を生き切る醍醐味 樹木 希林 62 冬晴れの花嫁 くらまし屋稼業 今村 翔吾

29 大人のカタチを語ろう。 伊集院 静 

30 瓦礫の死角 西村 賢太 

31 オカシナ記念病院 久坂部 羊

32
暮しの手帖別冊
『暮しの手帖の傑作
　　　レシピ 2020保存版』

33 背高泡立草 古川 真人

34 熱源 川越 宗一
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