
しゃかい 警察官の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

消防官の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

弁護士・検察官・裁判官の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

えほん ちゃぷちゃぷぷーん 得田　之久∥文 福音館書店

もふっ ふじい　ともみ∥作 アリス館

あかちゃん ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ∥作 ブロンズ新社 地球村の子どもたち　　１～４ 石井　光太∥著 少年写真新聞社

おひさまさんさんおはようさん なかじま　かおり∥さく 岩崎書店

「じぶん」のはなし ようろう　たけし∥さく 講談社

ねずみのかいすいよく 山下　明生∥作 ひさかたチャイルド ＳＤＧｓ 日能研教務部∥企画　編集 日能研

親子で学ぶＳＤＧｓ 笹谷　秀光∥監修 日本文芸社

こどもＳＤＧｓ 秋山　宏次郎∥監修 カンゼン

おべんとうさんいただきます 堀川　真∥作　絵 教育画劇

はだしであるく 村中　李衣∥文 あすなろ書房

かきごおり 石津　ちひろ∥作 講談社

ねずみくんはカメラマン なかえ　よしを∥作 ポプラ社

およいでいえにかえりたい おかもと　かなこ∥作　絵 ＰＨＰ研究所 数字でわかる！こどもＳＤＧｓ 秋山　宏次郎∥監修 カンゼン

光にむかって サーロー節子∥述 汐文社

ペネロペ　ママがだーいすき アン　グットマン∥ぶん 岩崎書店

王さまのお菓子 石井　睦美∥文 世界文化ブックス

しま マルク　ヤンセン∥さく 福音館書店

王さまのおうごんのひげ クラース　フェルプランケ∥作 化学同人

みえた！せかいのうみのふしぎ キャロン　ブラウン∥作 くもん出版

マークで学ぶＳＤＧｓ 蟹江　憲史∥監修 ほるぷ出版

はらぺこゾウのうんち 藤原　幸一∥写真　文 偕成社

とんとんとんのこもりうた いもと　ようこ∥作　絵 講談社

てぶくろをかいに にいみ　なんきち∥ぶん ポプラ社

森のささやきの標本室 たなか　鮎子∥著 エイアンドエフ 介護福祉士になるには 渡辺　裕美∥編著 ぺりかん社

海のてがみのゆうびんや ミシェル　クエヴァス∥文 化学同人 日本語教師になるには 益田　美樹∥著 ぺりかん社

ぞうくんのおおかぜさんぽ なかの／ひろたか∥さく・え 福音館書店 化学技術者・研究者になるには 堀川　晃菜∥著 ぺりかん社

にらめっこしましょ　むっしっし よこた　いくこ∥ぶん 金木犀舎 薬剤師になるには 井手口　直子∥編著 ぺりかん社

ドーナツペンタくん 柴田　ケイコ∥著 白泉社 人間科学部 大岳　美帆∥著 ぺりかん社

まっくらあそびしようよ！ はた　こうしろう∥作 ほるぷ出版 おさほうえほん 高濱　正伸∥監修 日本図書センター

わたしがかわるみらいもかわる 原　琴乃∥作 汐文社 世界の妖怪大図鑑 水木　しげる∥著 講談社

うみでなんでやねん 鈴木　翼∥文 世界文化ワンダークリエイト

うまれてくるよ海のなか 高久　至∥しゃしん アリス館 しぜん

おばけのかわをむいたら たなか　ひかる∥著 文響社

とんぼのぎんちゃんうまれたよ！ ねもと　まゆみ∥作 童心社 わくわく自由研究　　１・２年生～６年生 辻　健∥監修 国土社

なみのいちにち 阿部　結∥作 ほるぷ出版 星と星座のふしぎえほん 大藪　健一∥文 ＰＨＰ研究所

恐竜トリケラトプスとウミトカゲ 黒川　みつひろ∥作　絵 小峰書店 ＧＥＴ！角川の集める図鑑　　星と星座 藤井　旭∥監修 ポプラ社

バナナくん さとう　めぐみ∥作　絵 ＰＨＰ研究所 星座と神話大じてん 永田　美絵∥著 成美堂出版

ホホジロザメ 沼口　麻子∥文 福音館書店 ポプラディア大図鑑ＷＯＮＤＡ　　星と星座 永田　美絵∥総監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

江戸日本ねこづくし 吉田　愛∥作 講談社 ブラックホールってなんだろう？ 嶺重　慎∥文 福音館書店

いい一日ってなあに？ ミーシャ　アーチャー∥作 ＢＬ出版 のぞく図鑑穴 宮田　珠己∥編　著 小学館

にくのくに はらぺこめがね∥作 教育画劇 岩石・鉱物・化石 萩谷　宏∥指導　監修　執筆 小学館

もりの１００かいだてのいえ　　ミニ いわい　としお∥作 偕成社 大絶滅は、また起きるのか？ 高橋　瑞樹∥著 岩波書店

スパゲッティのうた ぺこみそ∥作 あかね書房

ピンクはおとこのこのいろ ロブ　パールマン∥文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ぼくらのひみつきち とい　よしひこ∥文　絵 出版ワークス 生きものがきえる 真珠　まりこ∥作　絵 講談社

あまやどりのホットケーキ 尾崎　潤∥作 教育画劇 貝のふしぎ発見記 武田　晋一∥写真　文 少年写真新聞社

「はやく」と「ゆっくり」 張　輝誠∥文 光村教育図書 ゆるゆる怪鳥図鑑 かげ∥まんが 学研プラス

かちかちやま ヒョーゴノスケ∥著 マイナビ出版 高齢者を知ろう！ 平松　類∥監修 ＰＨＰ研究所

だいすきなうみときみと バルー∥作 ＷＡＶＥ出版

まよなかのバスてい 古内　ヨシ∥さく 大日本図書

妖怪横丁大運動会 広瀬　克也∥作 絵本館 気象予報士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

うらしまたろう ヒョーゴノスケ∥著 マイナビ出版 歯科医師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

ねこのようしょくやさん ＫＯＲＩＲＩ∥さく　え 金の星社 診療放射線技師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

わたしがかわるみらいもかわる 原　琴乃∥作 汐文社 助産師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

ＳＤＧｓならぬえすでぃばあズ あいはら　ひろゆき∥作 サニーサイド

止めなくちゃ！気候変動 ニール　レイトン∥作　絵 ひさかたチャイルド ぎじゅつ ごみ清掃のお仕事 押田　五郎∥著 解放出版社

４・５・６さいのなぜなにＳＤＧｓ 汐見　稔幸∥監修 世界文化ワンダークリエイト こども気候変動アクション３０ 高橋　真樹∥著 かもがわ出版

プラスチックモンスターをやっつけよう！ 高田　秀重∥監修 クレヨンハウス

そうき プログラマーの一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社 はじめての子どもパン教室 吉永　麻衣子∥著 主婦の友社

１３歳からの著作権 久保田　裕∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 一人前になるための家事の図鑑 家事の図鑑の会∥編 岩崎書店

建築士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

てつがく 公認心理師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社 パイロットの一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

理容師・美容師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

れきし

さんぎょう

食品ロスはなぜ減らないの？ 小林　富雄∥著 岩波書店

げいじゅつ

しゃかい 調べる学習子ども年鑑　　２０２２ 朝日小学生新聞∥監修 岩崎書店

１３歳からの図解でやさしい国会 清水　雅博∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ

コール智子∥著

いきものミステリークイズ
篠原　かをり
　　　∥クイズ作成　解
説

１０歳からの
　　学校では教えてくれない健康とからだ

野口　緑∥監修

マンガでわかる！
　　　　　　　はじめてのＳＤＧｓ図鑑

日本能率協会
　　マネジメントセンター

文藝春秋

おなじそらのしたで
ブリッタ　テッケントラップ
                  ∥作　絵

ひさかたチャイルド

ワクワク！かわいい！
　　　　　　　　自由工作大じてん

成美堂出版
　　　　編集部∥編

成美堂出版

マンガでたのしくわかる！
　　　　　　　　　バスケットボール

西東社
　　　編集部∥編

西東社

ドラえもん社会ワールド
　　　　社会がよくわかる！産業とくらし

藤子　Ｆ　不二雄
　　　　　　　　　∥まんが

小学館

身近な素材でできる！
　　小学生のおもしろ工作　　１・２年生

立花　愛子∥著
メイツユニバーサル
             コンテンツ

池田書店

るるぶ
　　マンガとクイズで楽しく学ぶ！ＳＤＧｓ

笹谷　秀光∥監修 ＪＴＢパブリッシング

図解でしっかりわかる！
　　　　　　　　　小学生の理科

キッズ科学ラボ∥著 メイツユニバーサルコンテンツ

蟹江　憲史∥監修 永岡書店

みんなで調べよう・考えよう！
　　小学生からのＳＤＧｓ丸わかりＢＯＯＫ

上田　隼也∥監修 主婦と生活社

世界がぐっと近くなる
　　　　　　　ＳＤＧｓとボクらをつなぐ本

池上　彰∥監修 学研プラス

わたしもできる！
世界とつながるＳＤＧｓアクション　　１～３

原　琴乃∥作

笹谷　秀光∥監修 宝島社

汐文社

１２歳までに身につけたい
　　　　　　　　　ＳＤＧｓの超きほん

蟹江　憲史∥監修 朝日新聞出版

みんなで学ぼう１７のゴール
　　　　　　　　　イラストブックＳＤＧｓ

ルイーズ
　　　スピルズベリー∥文

岩崎書店

おやこで話すはじめてのＳＤＧｓ

吉村　祥子∥監修 汐文社

コミック版日本の歴史
           　　　　　宇喜多秀家

加来　耕三
     ∥企画　構成　監
修

ポプラ社

角川まんが学習シリーズ
　　　　　　　　　　北里柴三郎

これならわかる！
　　　ＳＤＧｓのターゲット１６９徹底解説

稲葉　茂勝∥著 ポプラ社

大人も知らない！？
　　　　　ＳＤＧｓなぜなにクイズ図鑑

サンクチュアリ出版

たったひとつのドングリが

もったいないばあさんと
　　　　　　　　　　考えよう世界のこと

真珠　まりこ∥作　絵 講談社

調べてみよう！国際機関の仕事
　　　　　　　　　　ＳＤＧｓ時代へ　　１～３

ＫＡＤＯＫＡＷＡ高橋　裕子∥監修
角川まんが学習シリーズ
　　　　　　　　　 津田梅子

ローラ　Ｍ．シェーファー
                     ∥ぶん

評論社

森　孝之∥監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

さどしりつとしょかん

ちいさいごみしゅうしゅうしゃ
　　　　　　　　　　ぱっくんはどこだ？

薫　くみこ∥作 ひさかたチャイルド

ぜったいにおしちゃダメ？
　　　　　ラリーのだんじょうびケーキ

ビル　コッター∥さく

７がつ あたらしくはいったほん



ぶんがく おひさまやのハンカチ 茂市　久美子∥作 講談社

トーキングドラム 佐藤　まどか∥著 ＰＨＰ研究所

みどりの森のなかまたち たかどの　ほうこ∥作 理論社

ドルフィン・エクスプレス 竹下　文子∥作 偕成社

ドリトル先生ガラパゴスを救う 福岡　伸一∥著 朝日新聞出版

三日月ジョリー 竹下　文子∥作 偕成社

ふしぎな図書館とアラビアンナイト 廣嶋　玲子∥作 講談社

四つ子ぐらし　　８～１２ ひの　ひまり∥作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

すこしずつの親友 森埜　こみち∥著 講談社

生まれかわりのポオ 森　絵都∥作 金の星社

家守神　　１・２ おおぎやなぎ　ちか∥作 フレーベル館

のろいまんじゅう 桐生　環∥作 フレーベル館

名探偵ポアロ　アクロイド殺し アガサ　クリスティー∥著 早川書房

トラからぬすんだ物語 テェ　ケラー∥作 評論社

ねずみの家 ルーマー　ゴッデン∥さく 徳間書店

マシュマロおばけ プリシラ　フリードリック∥文 瑞雲舎

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∥作 小学館

グリム童話集 ヤーコプ　Ｌ．Ｃ．グリム∥著 世界文化ブックス

かみしばい たべものたろう 関根　知未∥作　絵 教育画劇

はたらきもののビーバーさん 河村　誠∥作　絵 教育画劇

じゃあじゃあぴっちゃん！ ひらぎ　みつえ∥作　絵 教育画劇

いっしょにあーそぼ！ きたがわ　めぐみ∥作　絵 教育画劇

イーヨくんともったいないオバケ 中川　貴雄∥作　絵 教育画劇

かぐやちゃんともったいないでんき 天野　慶∥作 教育画劇

としょかん・としょしつに　あたらしくはいったほんです。
よやくすることができます。

かいけつゾロリ
　　　　　にんじゃおばけあらわる！

原　ゆたか∥さく　え ポプラ社

アンデルセン童話集
ハンス　クリスチャン
　　　　　アンデルセン∥
著

世界文化ブックス


