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1 世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え ジェンマ・エルウィン・ハリス 西田美緒子 河出新書房社 033
2 たのしい雑学読本 坪内忠太 新講社 049
3 中学生の君におくる哲学 斎藤慶典 講談社 104
4 １３歳のキミへ 高濱正伸 実務教育出版 159
5 大人になる前に身につけてほしいこと 心の友だちｼﾘｰｽﾞ 板東眞理子 ＰＨＰ研究所 159
6 ブとタのあいだ 小泉吉宏 メディアファクトリー 159
7 キング牧師の力づよいことば マーティン・ルーサー・キングの生涯 ドリーン・ラバポート 国土社 198
8 マララ　教育のために立ち上がり、世界を変えた少女 マララ・ユスフザイ 道傳愛子 岩崎書店 289
9 スティーブ・ジョブズの生き方 カレン・ブルーメンタール 渡邉了介 あすなろ書房 289

10 悲劇の少女アンネ 「アンネの日記」の筆者・感動の生涯 シュナーベル 偕成社 289
11 レイチェル・カーソン ＜沈黙の春＞で地球の叫びを伝えた科学者 ジンジャー・ワズワース 上遠恵子 偕成社 289
12 かわいい鉄道の旅 伊藤美樹 メディアファクトリー 291
13 ダイヤモンドより平和がほしい 後藤健二 汐文社 302
14 世界がもし100人の村だったら 完結編 池田香代子＋マガジンハウス マガジンハウス 304
15 席を立たなかったクローデット フィリップ・フース 渋谷弘子 汐文社 316
16 戦争を取材する 山本美香 講談社 319
17 １４歳からのお金の話 The Story of Money from 14 Years Old 池上　彰 マガジンハウス 330
18 暴力から身をまもる本 Vivre ensemble Ｌ・ジャフェ、Ｌ・サン＝マルク 晶文社 361
19 アサーション・トレーニング　①学校編 平木典子 汐文社 361
20 新１３歳のハローワーク The All‐New Complete Job Guide for the 13‐year Old 村上　龍 幻冬社 366
21 72時間生きぬくための101の方法 子どものための防災BOOK 夏緑 童心社 369
22 さかなのなみだ さかなくん リヨン社 371
23 中学生の夢・日本ドリームプロジェクト 47都道府県47人の中学生の夢 日本ドリームプロジェクト編 いろは出版 376
24 カリスマ家庭教師　榎本勝仁のやる気スイッチON！ノートまるごと活用術 榎本勝仁 辰巳出版 379
25 いろいろたまご図鑑 ポプラ社 480
26 言葉はなぜうまれたのか 岡ノ谷一夫 文芸春秋 481
27 二本足で立つってどういうこと？ わたしの研究 香原志勢　文 偕成社 481
28 バカなおとなにならない脳 養老孟司 イースト・プレス 491
29 ヤモリの指から不思議なテープ 自然に学んだすごい！技術 松田素子/江口絵理　文 アリス館 504
30 木に学べ 法隆寺･薬師寺の美 西岡常一 小学館 526
31 ディズニーサービスの神が教えてくれたこと 鎌田洋 ソフトバンククリエイティブ 689
32 月の花 アイナール・ﾄｩルコフスキー 河出書房新社 726
33 ぼくを探しに シルヴァスタイン 倉橋由美子 講談社 726
34 まっくら、奇妙にしずか アイナール・ﾄｩルコフスキー 河出書房新社 726
35 折り紙でたくさんの笑顔を 盲目の「折り紙大使」加瀬三郎物語 田島栄次 学研教育出版 754
36 キャン・ユー・スピーク甲州弁？ 五緒川津平太 樹上の家出版 818
37 くじけないで 柴田トヨ 飛鳥新社 911
38 のはらうた くどうなおことのはらみんな 童話屋 911
39 わたしと小鳥とすずと 金子みすゞ童謡集 金子みすゞ JULA出版局 911
40 ＤＩＶＥ 1 前宙返り3回半抱え型 森絵都 講談社 913
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41 頭のうちどころが悪かった熊の話 安東みきえ 理論社 913
42 いちご 講談社青い鳥文庫 倉橋耀子 講談社 913
43 兎の眼 角川文庫 灰谷健次郎 角川書店 913
44 園芸少年 魚住直子 講談社 913
45 カラフル 森　絵都 講談社 913
46 雲のはしご 物語の王国 梨屋アリエ 岩崎書店 913
47 九つの、物語 橋本紡 集英社 913
48 世界がぼくを笑っても 笹生陽子 講談社 913
49 太陽の子 灰谷健次郎 理論社 913
50 どうぶつ句会 あべ弘士 学研 913
51 ともだちは海のにおい 名作の森 工藤直子 理論社 913
52 南総里見八犬伝 第一の物語　妖刀村雨丸 浜たかや　編著 偕成社 913
53 西の魔女が死んだ 新潮文庫 梨木香歩 小学館 913
54 ニングルの森　悠久なるものへ 倉本　聡 集英社 913
55 バッテリー あさのあつこ 教育画劇 913
56 ぼくらの七日間戦争 宗田理 ポプラ社 913
57 羅生門　杜子春 岩波少年文庫 芥川龍之介 岩波書店 913
58 銀河鉄道の夜 岩波少年文庫 宮沢賢治 岩波書店 913
59 ステップファザー・ステップ 講談社青い鳥文庫 宮部みゆき 講談社 913
60 タイタニック沈没 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＭＥＮＴ 楠木　誠一郎 講談社 913
61 源平の風 　 斉藤　洋 偕成社 913
62 左手一本のシュート 島沢優子 小学館 916

63 声に出そうはじめての漢詩 一 自然のうた 全国漢文教育学会　編著 汐文社 921
64 赤毛のアン L.・モンゴメリー 村岡花子 ポプラ社 933
65 あしながおじさん 岩波少年文庫 ジーン・ウェブスター 谷口由美子 岩波書店 933
66 ゲド戦記1 影との戦い 岩波少年文庫 ル・グヴィル 岩波書店 933
67 賢者の贈り物 講談社青い鳥文庫 オー・ヘンリー 講談社 933
68 ナゲキバト ラリー・バークダル 片岡しのぶ あすなろ書房 933
69 ヒトラーのはじめたゲーム アンドレア・ウォーレン あすなろ書房 936
70 飛ぶ教室 岩波少年文庫 エーリッヒ・ケストナー 池田香代子 岩波書店 943
71 はてしない物語 ミヒャエル・エンデ 上田真而子ほか岩波書店 943
72 青い鳥 メーテルリンク 末松氷海子 岩波少年文庫 952
73 怪盗ルパン モーリス・ルブラン 榊原晃三 岩波少年文庫 953
74 1000の風1000のチェロ いせひでこ 偕成社 E
75 ３つのなぞ ジョン・Ｊミュース フレーベル館 E
76 木を植えた男 ジャン・ジオノ 寺岡襄 あすなろ書房 E
77 その手に１本の苗木を 評論社の児童図書館・絵本の部屋 クレア・Ａ・ニヴォラ 評論社 E
78 たいせつな　あなたへ 講談社の翻訳絵本 サンドラ・ポワロ＝シェリフ 講談社 E
79 つみきのいえ 平田研也 白泉社 E
80 てん ピーター・レイノルズ 谷川俊太郎 あすなろ書房 E


