
2014年から2015年に出版された本(分類)
■小学生向け

分類番号 書名 著者名 出版社 ISBN(ISSN) 価格

1 031
これってどうちがうの!?　1
身近なもののちがい

深谷 圭助／監修 フレーベル館 4-577-04264-9 ¥3,500

2 070 新聞はあなたと世界をつなぐ窓 木村葉子／著 汐文社 4-8113-2136-3 ¥1,000

3 159
みらいへの教科書
きみと・友だちと・よのなかと

菊田 文夫／著 学研 4-05-204178-5 ¥1,200

4 167 絵本で学ぶイスラームの暮らし 松原 直美／文 あすなろ書房 4-7515-2801-3 ¥1,200

5 289 世界一のパティシエになる! 輔老 心／著 岩崎書店 4-265-08308-4 ¥1,300

6 369 こどもあんぜん図鑑 講談社／編 講談社 4-06-219304-7 ¥2,500

7 383 昔の道具うつりかわり事典 三浦 基弘／監修 小峰書店 4-338-08158-0 ¥5,000

8 404 玉の図鑑 森戸 祐幸／監修 学研教育出版 4-05-204087-0 ¥1,500

9 454
日本列島、水をとったら?　1
海の底にも山がある!

徳間書店 4-19-863913-6 ¥1,800

10 462 大津波のあとの生きものたち 永幡 嘉之／写真・文 尐年写真新聞社 4-87981-514-9 ¥1,400

11 480 知ってびっくり!生き物発見物語 今泉 忠明／監修 学研教育出版 4-05-204127-3 ¥800

12 481 動物の骨 ロブ・コルソン／文 辰巳出版 4-7778-1396-4 ¥2,600

13 481 密着!動物たちの24時間　サバンナの水場編 [Zahavit Shalev／編著] 汐文社 4-8113-2137-0 ¥2,800

14 481 田んぼの生き物わくわく探検! 大澤 啓志／監修 PHP研究所 4-569-78456-4 ¥3,000

15 487 ぜんぶわかる!メダカ 内山 りゅう／著 ポプラ社 4-591-14446-6 ¥2,000

16 488 みぢかなとり　－くちばしのずかん－ 村田 浩一／監修 金の星社 4-323-04139-1 ¥2,300

17 488 ぼくはフクロウを飼っている 下田 智美／作 偕成社 4-03-437240-1 ¥1,400

18 489 イルカの不思議 村山 司／著 誠文堂新光社 4-416-61501-0 ¥1,500

19 491 うんちの正体 坂元 志歩／著 ポプラ社 4-591-14293-6 ¥1,300

20 510 大きな写真と絵でみる地下のひみつ 土木学会地下空間研究委員会／監修あすなろ書房 4-7515-2783-2 ¥2,800

21 547 スマホ・パソコン・SNS 講談社／編 講談社 4-06-219305-4 ¥2,000

22 596 和食をつくろう!　1 柳原 尚之／監修 教育画劇 4-7746-2009-1 ¥3,300

23 616 おいしい“つぶつぶ”穀物の知恵 盛口 満／文・絵 尐年写真新聞社 4-87981-512-5 ¥1,800

24 626 めくってみよう！やさいとくだもの絵本図鑑 フロランス・ギロー／作 ひさかたチャイルド 4-86549-016-9 ¥2,600

25 645 捨て犬その命の行方 今西 乃子／文 学研教育出版 4-05-204132-7 ¥1,300

26 686 きずなを結ぶ震災学習列車 堀米 薫／文 佼成出版社 4-333-02702-6 ¥1,500
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27 720 はじめての美術鑑賞 ロージー・ディキンズ／文 あかね書房 4-251-09375-2 ¥3,000

28 725 だまし絵・錯視大事典 椎名 健／監修 あかね書房 4-251-09741-5 ¥5,000

29 754 しかけがいっぱい!紙でつくる楽しいお家 ムラバヤシ ケンジ／著 PHP研究所 4-569-82239-6 ¥1,300

30 777 桐竹勘十郎と文楽を観よう 小野 幸惠／著 岩崎書店 4-265-08376-3 ¥3,000

31 780 みんなのスポーツ大百科 ドーリング・キンダースリー社編集部／企画・編集BL出版 4-7764-0677-8 ¥3,500

32 786
安全に楽しむ!子どもの山登り　1
はじめての山登り

田部井 淳子／監修 鈴木出版 4-7902-3302-2 ¥3,000

33 786
安全に楽しむ!子どもの山登り　2
みんなで山登り

田部井 淳子／監修 鈴木出版 4-7902-3303-9 ¥3,000

34 786
安全に楽しむ!子どもの山登り　3
挑戦！山登り

田部井 淳子／監修 鈴木出版 4-7902-3304-6 ¥3,000

■中学生向け

分類番号 書名 著者名 出版社 ISBN(ISSN) 価格

1 002 何のために「学ぶ」のか 外山 滋比古／著 筑摩書房 4-480-68931-3 ¥1,000

2 019 THE BOOKS green ミシマ社／編 ミシマ社 4-903908-60-1 ¥1,500

3 021 18歳の著作権入門 福井 健策／著 筑摩書房 4-480-68928-3 ¥1,200

4 141 考える教室 酒井 邦嘉／著 実業之日本社 4-408-21528-0 ¥1,200

5 164 世界の神々大図鑑 グラフィオ／編 金の星社 4-323-07310-1 ¥3,800

6 209 世界の歴史　ビジュアル版 増田 ユリヤ／日本語版監修 ポプラ社 4-591-14037-6 ¥6,800

7 210 東京大空襲を忘れない 瀧井 宏臣／著 講談社 4-06-287010-8 ¥1,200

8 289 万次郎　地球を初めてめぐった日本人 岡崎 ひでたか／作 新日本出版社 4-406-05855-1 ¥1,500

9 326 <刑務所>で盲導犬を育てる 大塚 敦子／著 岩波書店 4-00-500797-4 ¥1,100

10 361 池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー 池上 彰／監修 学研教育出版 4-05-501123-5 ¥620

11 369 介護福祉士の一日 WILLこども知育研究所／編著 保育社 4-586-08539-2 ¥2,300

12 369 野馬追の尐年、震災をこえて 井上 こみち／著 PHP研究所 4-569-78454-0 ¥1,100

13 382
おばあちゃんの家わたしの家
むかしのくらし思い出絵日記

たかいひろこ／著 ポプラ社 4-591-14283-7 ¥3,400

14 404 科学は未来をひらく 村上 陽一郎／著 筑摩書房 4-480-68933-7 ¥950

15 410 世界の見方が変わる「数学」入門 桜井進／著 河出書房新社 4-309-61690-2 ¥1,300

16 440 星は友だち！はじめよう星空観察 永田 美絵／著 ＮＨＫ出版 4-14-011340-0 ¥1,200

17 468 わらうプランクトン ひらいあきお／著 小学館 4-09-726561-0 ¥1,000

18 488 インコの謎 細川 博昭／著 誠文堂新光社 4-416-61535-5 ¥1,500

19 488 空を飛ばない鳥たち 上田 恵介／監修 誠文堂新光社 4-416-11504-6 ¥1,500



20 501 ご当地電力はじめました! 高橋 真樹／著 岩波書店 4-00-500795-0 ¥780

21 536 自転車のなぜ 大井 喜久夫／文 玉川大学出版部 4-472-05942-1 ¥4,200

22 596 おいしい和食のキホン 村林 新吾／著 岩波書店 4-00-500800-1 ¥800

23 596
夢の名作レシピ
マンガ・絵本・アニメのあの料理がつくれる!

星谷菜々／監修 日本図書センター 4-284-20285-5 ¥3,000

24 694 本当に怖いスマホの話 遠藤 美季／監修 金の星社 4-323-07317-0 ¥1,400

25 764 部活でもっとステップアップ吹奏楽上達のコツ50畠田 貴生／監修 メイツ出版 4-7804-1497-4 ¥1,500

26 769 バレエの世界へようこそ リサ・マイルズ／著　斎藤静代／訳 河出書房新社 4-309-27535-2 ¥2,700

27 780 ジュニア選手の「勝負食」 石川 三知／監修 メイツ出版 4-7804-1539-1 ¥1,500

28 783
勝てる!強くなる!強豪校の部活練習メニュー
バスケットボール

高瀬 俊也／監修 金の星社 4-323-06493-2 ¥640

29 796 羽生善治の将棋入門 羽生 善治／著 誠文堂新光社 4-416-31515-6 ¥1,800

30 816 伝えるための教科書 川井 龍介／著 岩波書店 4-00-500794-3 ¥1,300

31 908 恋の終わりはいつも同じだけれど･･･。 ライナー・マリア・リルケ／ほか作 くもん出版 4-7743-2255-1 ¥1,200


