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カッコイイってどういうこと？（Qこどものための哲学） NHK Eテレ「Q～こどものための哲学」制作班編 ほるぷ出版 104 か
死んだらどうなるの？（Qこどものための哲学） NHK Eテレ「Q～こどものための哲学」制作班編 ほるぷ出版 104 し
なんで勉強しなきゃいけないの？（Qこどものための哲学） NHK Eテレ「Q～こどものための哲学」制作班編 ほるぷ出版 104 な
なんでウンコでみんな笑うの？（Qこどものための哲学） NHK Eテレ「Q～こどものための哲学」制作班編 ほるぷ出版 104 な
べんりってほんとうにいいこと？（Qこどものための哲学） NHK Eテレ「Q～こどものための哲学」制作班編 ほるぷ出版 104 べ
ルールってほんとうにひつよう？（Qこどものための哲学） NHK Eテレ「Q～こどものための哲学」制作班編 ほるぷ出版 104 る
子どものための哲学対話 人間は遊ぶために生きている！ 永井 均著 講談社 104

シリーズいのちの授業 1 いのちがはじまるとき 種村 エイ子監修 ポプラ社 114

シリーズいのちの授業 2 いのちがおわるとき 種村 エイ子監修 ポプラ社 114

シリーズいのちの授業 3 いのちのおもみ 種村 エイ子監修 ポプラ社 114

シリーズいのちの授業 4 いのちをささえる 種村 エイ子監修 ポプラ社 114

シリーズいのちの授業 5 いのちの図書館 種村 エイ子監修 ポプラ社 114

わたしが死について語るなら（未来のおとなへ語る） 山折 哲雄著 ポプラ社 114

ドラえもんはじめての論語 安岡 定子著 小学館 123 こ
主体の論理・概念の倫理 二〇世紀フランスのエピステモロジーとスピノザ主義 上野 修編 以文社 135 し
ミラクルあたる！友情と恋の心理テスト 亜門 虹彦作 西東社 140 あ
ミラクルあたる！友情と恋の心理テスト 亜門 虹彦作 西東社 140 あ
こころのふしぎたんけんえほん（たのしいちしきえほん） 平木 典子監修 PHP研究所 140 こ
ミラクルハッピー超アタル！心理テストDX ミラクル心理研究会編 西東社 140 み
ミラクルハッピー超アタル！心理テストDX ミラクル心理研究会編 西東社 140 み
キラッ★妖精の心理テスト（ヒミツの手帳 15） 涼月 くじら作 ポプラ社 140 り
ミラクル〓魔女の心理テスト 図書館版（ヒミツの手帳 2） 中嶋 真澄作 ポプラ社 140

ミラクルあたる！ヒミツの心理テスト 自分のこと、友だちのこと、カレのことみ～んなわかっちゃう！ クロイ作 西東社 140

考える練習をしよう 普及版 マリリン・バーンズ著 晶文社 141 ば
ワクワク天使の血液型うらない 図書館版（ヒミツの手帳 5） 絹華作 ポプラ社 141

トリックアート図鑑だまし絵 北岡 明佳監修 あかね書房 145 と
トリックアート図鑑ふしぎ絵 北岡 明佳監修 あかね書房 145 と
トリックアートサンタクロース（トリックアートアドベンチャー 6） 北岡 明佳監修 あかね書房 145 と
トリックアートハロウィーン（トリックアートアドベンチャー 7） 北岡 明佳監修 あかね書房 145 と
恐怖！心霊現象の謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 6） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 147 き
戦慄！超常現象の謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 10） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 147 せ
戦慄！超常現象の謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 10） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 147 せ
超能力と予言の謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 8） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 147 ち
超怪奇現象の謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 5） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 147 ち
超能力と予言の謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 8） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 147 ち
超怪奇現象の謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 5） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 147 ち
超能力と予言の謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 8） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 147 ち
47都道府県あなたの県の怖い話 下巻 並木 伸一郎著 理論社 147 な
呪いと魔術の謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 9） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 147 の
呪いと魔術の謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 9） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 147 の
47都道府県あなたの県の怖い話 上巻 並木 伸一郎作 理論社 147

ハッピー★妖精のおまじない 図書館版（ヒミツの手帳 3） なまため ひろみ作 ポプラ社 147

ミラクルかなう！キセキのおまじない よく効くヒミツのおまじない守護神たちがおしえちゃう！ エミール・シェラザード監修 西東社 147

ミラクルあたる！キラメキ星うらない 12星座にやどるパワーでホントの姿がわかっちゃう！ エミール・シェラザード作 西東社 148 え
ミラクルあたる！キラメキ星うらない 12星座にやどるパワーでホントの姿がわかっちゃう！ エミール・シェラザード作 西東社 148 え
ハッピーになれるバースデー占い 愛蔵版 鏡 リュウジ著 金の星社 148 か
ハッピーになれる夢占い 愛蔵版 鏡 リュウジ著 金の星社 148 か
ワクワク魔女の誕生日うらない（ヒミツの手帳 12） 絹華作 ポプラ社 148 き



ワクワク魔女の誕生日うらない（ヒミツの手帳 12） 絹華作 ポプラ社 148 き
ドキドキ〓天使の名前うらない（ヒミツの手帳 17） なまため ひろみ作 ポプラ社 148 な
ハッピーになれる手相占い 愛蔵版 宮沢 みち著 金の星社 148 み
ミラクルあたる！ハッピー誕生日うらない おまじない＆心理テスト267！つき ムッシュ ムラセ作 西東社 148 む
ミラクルあたる！ハッピー誕生日うらない おまじない＆心理テスト267！つき ムッシュ ムラセ作 西東社 148 む
ミラクルあたる！ハッピー誕生日うらない おまじない＆心理テスト267！つき ムッシュ ムラセ作 西東社 148 む
ミラクルハッピー超アタル！誕生日うらないDX ムッシュ ムラセ作 西東社 148 む
ミラクルハッピー超アタル！うらない百科DX ルナ・サラン編著 西東社 148 る
ミラクルハッピー超アタル！うらない百科DX ルナ・サラン編著 西東社 148 る
ミラクルハッピー超アタル！うらない百科DX ルナ・サラン編著 西東社 148 る
キラキラ★魔女の星うらない 図書館版（ヒミツの手帳 1） 絹華作 ポプラ社 148

フシギ妖精の夢うらない 図書館版（ヒミツの手帳 4） なまため ひろみ作 ポプラ社 148

ドキドキ〓プリンセスのトランプうらない 図書館版（ヒミツの手帳 6） 絹華作 ポプラ社 148

キラメキ妖精の風水うらない 図書館版（ヒミツの手帳 8） なまため ひろみ作 ポプラ社 148

キラリ★女神の手相うらない 図書館版（ヒミツの手帳 10） 絹華作 ポプラ社 148

ミラクルあたる！フシギな夢うらない 夢からのメッセージであなたのココロや未来がわかっちゃう！ マドモアゼル・ミータン監修 西東社 148

みんなのマナーとルール 1 友だちが増える！もっと仲良くなる！！ 話し方のコツ 会話の基本編 学研 150 み
みんなのマナーとルール 2 友だちが増える！もっと仲良くなる！！ 話し方のコツ 友だちを増やす編 学研 150 み
みんなのマナーとルール 3 友だちが増える！もっと仲良くなる！！ 友だちづきあいのコツ 学研 150 み
みんなのマナーとルール 4 友だちが増える！もっと仲良くなる！！ 書き方のコツ 学研 150 み
みんなのマナーとルール 5 友だちが増える！もっと仲良くなる！！ 衣食住と暮らしのコツ 学研 150 み
みんなのマナーとルール 6 友だちが増える！もっと仲良くなる！！ 江戸しぐさ 学研 150 み
いっしょにいきるって、なに？（こども哲学） オスカー・ブルニフィエ文 朝日出版社 150

わたしが正義について語るなら（未来のおとなへ語る） やなせ たかし著 ポプラ社 158

みんなと仲よくなる菜根譚（こども修行シリーズ） 野村 茂夫監修 リベラル社 159 こ
自信の育て方（学校では教えてくれない大切なこと 14） 藤 美沖マンガ・イラスト 旺文社 159 じ
なやみと～る 1 〈ききめ〉おなやみ解決・はげまし 友だち関係のなやみ 岩崎書店 159 な
なやみと～る 2 〈ききめ〉おなやみ解決・はげまし 恋愛のなやみ 岩崎書店 159 な
なやみと～る 3 〈ききめ〉おなやみ解決・はげまし 転校生のなやみ 岩崎書店 159 な
なやみと～る 4 〈ききめ〉おなやみ解決・はげまし 運動のなやみ 岩崎書店 159 な
なやみと～る 5 〈ききめ〉おなやみ解決・はげまし ネット・SNSのなやみ 岩崎書店 159 な
漫画から学ぶ生きる力 災害編 宮川 総一郎監修 ほるぷ出版 159 ま
漫画から学ぶ生きる力 戦争編 宮川 総一郎監修 ほるぷ出版 159 ま
漫画から学ぶ生きる力 サバイバル編 宮川 総一郎監修 ほるぷ出版 159 ま
漫画から学ぶ生きる力 医療編 宮川 総一郎監修 ほるぷ出版 159 ま
漫画から学ぶ生きる力 動物編 宮川 総一郎監修 ほるぷ出版 159 ま
人生はZOOっと楽しい！ 毎日がとことん楽しくなる65の方法 水野 敬也著 文響社 159 み
人生はニャンとかなる！ 明日に幸福をまねく68の方法 水野 敬也著 文響社 159 み
人生はもっとニャンとかなる！ 明日にもっと幸福をまねく68の方法 水野 敬也著 文響社 159 み
人生はワンチャンス！ 「仕事」も「遊び」も楽しくなる65の方法 水野 敬也著 文響社 159 み
人生はワンモアチャンス！ 「仕事」も「遊び」もさらに楽しくなる66の方法 水野 敬也著 文響社 159 み
漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎原作 マガジンハウス 159 よ
世界の神々大図鑑 グラフィオ編 金の星社 164 せ
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 167 ま
仏教のひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ 79） 松本 義弘構成・文 学研パブリッシングコミュニケーションビジネス事業室 187

マザー・テレサ 貧しい人びとに限りなき愛をそそいだ現代の聖女（小学館版学習まんが人物館 世界-11） 沖 守弘監修 小学館 198

マザー・テレサ 貧しい人びとに限りなき愛をそそいだ現代の聖女（小学館版学習まんが人物館 世界-11） 沖 守弘監修 小学館 198

マザー・テレサ 愛に生きる めぐまれない人びとにささげる一生（くもんノンフィクション・愛のシリーズ 4） 沖 守弘作・写真 くもん出版 198

マザー・テレサ 愛に生きる めぐまれない人びとにささげる一生（くもんノンフィクション・愛のシリーズ 4） 沖 守弘作・写真 くもん出版 198


