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まんが世界ふしぎ物語 3 王家の谷にねむる宝 たかし よいち原作 理論社 204

まんが世界ふしぎ物語 4 なぞの少年王ツタンカーメン たかし よいち原作 理論社 204

まんが世界ふしぎ物語 5 まぼろしの王国トロイア たかし よいち原作 理論社 204

まんが世界ふしぎ物語 6 よみがえる黄金の宝 たかし よいち原作 理論社 204

まんが世界ふしぎ物語 9 ねむりからさめたミイラ たかし よいち原作 理論社 204

まんが世界ふしぎ物語 10 日本にのこるなぞのミイラ たかし よいち原作 理論社 204

超古代文明とオーパーツの謎（ほんとうにあった！？世界の超ミステリー 3） 並木 伸一郎監修 ポプラ社 209 ち
ドラえもん社会ワールド古代文明のひみつ（ビッグ・コロタン 137） 藤子・F・不二雄まんが 小学館 209 ど
アジア・太平洋戦争（ポプラディア情報館） 森 武麿監修 ポプラ社 210 あ
江戸時代のサバイバル 生き残り作戦（歴史漫画サバイバルシリーズ 9） 早川 大介マンガ 朝日新聞出版 210 え
NHK新歴史秘話ヒストリア 1 歴史にかくされた知られざる物語 乱世を生きた戦国武将 NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班編 金の星社 210 え
NHK新歴史秘話ヒストリア 2 歴史にかくされた知られざる物語 歴史を動かした女性 NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班編 金の星社 210 え
NHK新歴史秘話ヒストリア 3 歴史にかくされた知られざる物語 かがやく日本文化 NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班編 金の星社 210 え
NHK新歴史秘話ヒストリア 4 歴史にかくされた知られざる物語 太平洋戦争の記憶 NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班編 金の星社 210 え
NHK新歴史秘話ヒストリア 5 歴史にかくされた知られざる物語 日本がほこる世界遺産 NHK「歴史秘話ヒストリア」制作班編 金の星社 210 え
くらべる時代 昭和と平成 おかべ たかし文 東京書籍 210 お
大迫力！写真と絵でわかる日本の合戦 大判ビジュアル図解 加唐 亜紀著 西東社 210 か
語り伝える東京大空襲 第1巻 ビジュアルブック 戦争・空襲への道 早乙女 勝元監修 新日本出版社 210 か
語り伝える東京大空襲 第2巻 ビジュアルブック はじめて米軍機が頭上に 早乙女 勝元監修 新日本出版社 210 か
語り伝える東京大空襲 第3巻 ビジュアルブック 10万人が死んだ炎の夜 早乙女 勝元監修 新日本出版社 210 か
語り伝える東京大空襲 第4巻 ビジュアルブック 焼きつくされた町と人びと 早乙女 勝元監修 新日本出版社 210 か
語り伝える東京大空襲 第5巻 ビジュアルブック いのちと平和の尊さを 早乙女 勝元監修 新日本出版社 210 か
教科書に出てくる歴史人物・文化遺産 4 ビジュアル大図解 鎌倉・室町時代 鎌田 和宏監修 学研教育出版 210 き
教科書に出てくる歴史人物・文化遺産 5 ビジュアル大図解 安土桃山・江戸時代（前期） 鎌田 和宏監修 学研教育出版 210 き
教科書に出てくる歴史人物・文化遺産 6 ビジュアル大図解 江戸時代（後期）・幕末 鎌田 和宏監修 学研教育出版 210 き
教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる 1 大昔の時代と国づくり こどもくらぶ編 あすなろ書房 210 き
教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる 2 天皇中心の時代と貴族の時代 こどもくらぶ編 あすなろ書房 210 き
教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる 3 武士の時代 こどもくらぶ編 あすなろ書房 210 き
教科書に出てくる遺跡と文化財を訪ねる 4 近代日本と新しい日本への歩み こどもくらぶ編 あすなろ書房 210 き
写真でみる太平洋戦争とくらし・道具事典 人びとのくらし・道具 昭和館学芸部監修 金の星社 210 し
遺跡から調べよう！ 1 旧石器・縄文時代 設楽 博己著 童心社 210 し
遺跡から調べよう！ 2 弥生時代 設楽 博己著 童心社 210 し
10分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語 戦国編 河合 敦監修 PHP研究所 210 じ
⾧篠・設楽原の合戦（コミック版日本の歴史 8） すぎた とおる原作 ポプラ社 210 す
図解楽しく調べる日本の歴史 3 武士の政治と文化 桐谷 正信監修 日本標準 210 ず
図解楽しく調べる日本の歴史 4 戦乱と天下統一 桐谷 正信監修 日本標準 210 ず
図解楽しく調べる日本の歴史 5 江戸幕府の成立 桐谷 正信監修 日本標準 210 ず
図解楽しく調べる日本の歴史 6 社会の変化と開国 桐谷 正信監修 日本標準 210 ず
戦国武将の全国勢力変遷地図 完全保存版（BEST MOOK SERIES 76） ベストセラーズ 210 せ
戦国時代のサバイバル 生き残り作戦（歴史漫画サバイバルシリーズ 8） トリルマンガ 朝日新聞出版 210 せ
海賊の表と裏（まんが日本史キーワード） 高野 澄著 さ・え・ら書房 210 た
大研究！日本の歴史人物図鑑 1 弥生時代～鎌倉時代 歴史教育者協議会編集 岩崎書店 210 だ
大研究！日本の歴史人物図鑑 2 鎌倉時代～江戸時代 歴史教育者協議会編集 岩崎書店 210 だ
大研究！日本の歴史人物図鑑 3 江戸時代 歴史教育者協議会編集 岩崎書店 210 だ
大研究！日本の歴史人物図鑑 4 明治時代～大正時代 歴史教育者協議会編集 岩崎書店 210 だ
大研究！日本の歴史人物図鑑 5 明治・大正～昭和 歴史教育者協議会編集 岩崎書店 210 だ
日本の歴史 4 幕末～昭和時代（前期）（ポプラディア情報館） ポプラ社 210 に
日本の歴史の道具事典 児玉 祥一監修 岩崎書店 210 に



日本史探偵コナン シーズン1-1 名探偵コナン歴史まんが 縄文時代（CONAN COMIC STUDY SERIES） 青山 剛昌原作 小学館 210 に
日本史探偵コナン シーズン1-2 名探偵コナン歴史まんが 弥生時代（CONAN COMIC STUDY SERIES） 青山 剛昌原作 小学館 210 に
日本史探偵コナン シーズン1-3 名探偵コナン歴史まんが 飛鳥時代（CONAN COMIC STUDY SERIES） 青山 剛昌原作 小学館 210 に
日本史探偵コナン シーズン1-4 名探偵コナン歴史まんが 奈良時代（CONAN COMIC STUDY SERIES） 青山 剛昌原作 小学館 210 に
日本史探偵コナン シーズン1-5 名探偵コナン歴史まんが 平安時代（CONAN COMIC STUDY SERIES） 青山 剛昌原作 小学館 210 に
日本史探偵コナン シーズン1-6 名探偵コナン歴史まんが 鎌倉時代（CONAN COMIC STUDY SERIES） 青山 剛昌原作 小学館 210 に
日本史探偵コナン シーズン1-7 名探偵コナン歴史まんが 室町時代（CONAN COMIC STUDY SERIES） 青山 剛昌原作 小学館 210 に
日本史探偵コナン シーズン1-8 名探偵コナン歴史まんが 戦国時代（CONAN COMIC STUDY SERIES） 青山 剛昌原作 小学館 210 に
日本史探偵コナン シーズン1-9 名探偵コナン歴史まんが 江戸時代（CONAN COMIC STUDY SERIES） 青山 剛昌原作 小学館 210 に
日本史探偵コナン シーズン1-10 名探偵コナン歴史まんが 幕末・維新（CONAN COMIC STUDY SERIES） 青山 剛昌原作 小学館 210 に
日本史探偵コナン シーズン1-11 名探偵コナン歴史まんが 明治時代（CONAN COMIC STUDY SERIES） 青山 剛昌原作 小学館 210 に
日本史探偵コナン シーズン1-12 名探偵コナン歴史まんが 昭和時代（CONAN COMIC STUDY SERIES） 青山 剛昌原作 小学館 210 に
ねこねこ日本史でよくわかる日本のお城 そにし けんじ原作 実業之日本社 210 ね
ねこねこ日本史でよくわかる日本の歴史 そにし けんじ原作 実業之日本社 210 ね
ねこねこ日本史でよくわかる日本の歴史 風雲編 そにし けんじ原作 実業之日本社 210 ね
大迫力！写真と絵でわかる日本史 大判ビジュアル図解 橋場 日月著 西東社 210 は
幕末のサバイバル 生き残り作戦（歴史漫画サバイバルシリーズ 11） もとじろうマンガ 朝日新聞出版 210 ば
平和を考える戦争遺物 5 広島・⾧崎・空襲 汐文社 210 へ
歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史 4 鎌倉時代 学研教育出版 210 れ
歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史 5 室町時代 学研教育出版 210 れ
歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史 6 安土桃山時代 学研教育出版 210 れ
歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史 7 江戸時代 前期 学研教育出版 210 れ
歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史 8 江戸時代 後期 学研教育出版 210 れ
歴史の流れがわかる時代別新・日本の歴史 7 江戸時代 前期 学研教育出版 210 れ
江戸のくらしから学ぶ『もったいない』 第1巻 ゴミをへらす知恵 秋山 浩子文 汐文社 210

江戸のくらしから学ぶ『もったいない』 第2巻 快適にすごす工夫 秋山 浩子文 汐文社 210

江戸のくらしから学ぶ『もったいない』 第3巻 ムダを出さない社会 秋山 浩子文 汐文社 210

10分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語 古代編 河合 敦監修 PHP研究所 210

10分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語 戦国編 河合 敦監修 PHP研究所 210

10分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語 鎌倉・室町編 河合 敦監修 PHP研究所 210

10分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語 江戸編 河合 敦監修 PHP研究所 210

10分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語 幕末維新編 河合 敦監修 PHP研究所 210

10分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語 近現代編 河合 敦監修 PHP研究所 210

語りつごうアジア・太平洋戦争 1 満州事変 和歌森 太郎ほか編集 岩崎書店 210

語りつごうアジア・太平洋戦争 2 日中戦争 和歌森 太郎ほか編集 岩崎書店 210

語りつごうアジア・太平洋戦争 4 ニイタカヤマノボレ1208 和歌森 太郎ほか編集 岩崎書店 210

語りつごうアジア・太平洋戦争 5 ミッドウェー海戦 和歌森 太郎ほか編集 岩崎書店 210

語りつごうアジア・太平洋戦争 6 ほしがりません、勝つまでは 和歌森 太郎ほか編集 岩崎書店 210

語りつごうアジア・太平洋戦争 7 学徒出陣 和歌森 太郎ほか編集 岩崎書店 210

語りつごうアジア・太平洋戦争 8 ひめゆり学徒隊 和歌森 太郎ほか編集 岩崎書店 210

語りつごうアジア・太平洋戦争 9 1945年8月15日 和歌森 太郎ほか編集 岩崎書店 210

語りつごうアジア・太平洋戦争 10 日本の憲法 和歌森 太郎ほか編集 岩崎書店 210

日本の歴史 1 日本のはじまり（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 2 イネと国づくり（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 3 大和政権と飛鳥（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 4 花さく奈良の都（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 5 さかえる平安の貴族（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 6 院政と武士の登場（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 7 鎌倉幕府の成立（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 8 南北朝の争い（集英社版・学習漫画） 集英社 210



日本の歴史 9 室町幕府と一揆の世（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 10 戦国大名の戦い（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 13 町人たちの世の中（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 14 ゆらぐ江戸幕府（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 15 明治維新と近代日本（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 16 日清・日露の戦い（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 17 大正デモクラシー（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 18 アジア太平洋戦争（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 19 戦後日本のあゆみ（集英社版・学習漫画） 集英社 210

日本の歴史 20 新しい国際社会と日本（集英社版・学習漫画） 集英社 210

少年少女日本の歴史 1 増補版 日本の誕生（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 2 増補版 飛鳥の朝廷（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 3 増補版 奈良の都（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 4 増補版 平安京の人びと（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 5 増補版 貴族のさかえ（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 6 増補版 源平の戦い（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 7 増補版 鎌倉幕府の成立（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 8 増補版 南朝と北朝（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 9 増補版 立ちあがる民衆（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 10 増補版 戦国大名の争い（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 12 増補版 江戸幕府ひらく（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 13 増補版 士農工商（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 14 増補版 幕府の改革（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 15 増補版 ゆきづまる幕府（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 16 増補版 幕末の風雲（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 17 増補版 明治維新（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 18 増補版 近代国家の発展（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 19 増補版 戦争への道（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 20 改訂増補版 アジアと太平洋の戦い（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 21 現代の日本（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 別巻1 増補版 人物事典（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

少年少女日本の歴史 別巻2 増補版 史跡・資料館事典（小学館版学習まんが） 児玉 幸多監修 小学館 210

ドラえもんのびっくり日本の歴史 戦乱・大事件編1 石器の始まりから壇ノ浦の戦い（小学館版学習まんが） 小学館 210

ドラえもんのびっくり日本の歴史 戦乱・大事件編2 源頼朝の戦いから関ケ原の戦い（小学館版学習まんが） 小学館 210

ドラえもんのびっくり日本の歴史 戦乱・大事件編3 慶⾧遣欧使節から明治維新（小学館版学習まんが） 小学館 210

ドラえもんのびっくり日本の歴史 遺跡・大建築編1 岩宿遺跡から平城京（小学館版学習まんが） 小学館 210

ドラえもんのびっくり日本の歴史 遺跡・大建築編2 平安京から堺の町（小学館版学習まんが） 小学館 210

ドラえもんのびっくり日本の歴史 遺跡・大建築編3 安土城から国会議事堂（小学館版学習まんが） 小学館 210

日本の歴史がわかる 2 戦国時代～平成時代（ドラえもんの学習シリーズ） 小学館 210

関ケ原の合戦（コミック版日本の歴史 9） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 210

明治維新（コミック版日本の歴史 14） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 210

西南戦争（コミック版日本の歴史 15） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 210

蒙古襲来（コミック版日本の歴史 18） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 210

大化の改新（コミック版日本の歴史 19） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 210

絵本 東京大空襲（お父さんのカレンダー あの時・この時） 早乙女 勝元作 理論社 213

インドのひみつ 祝2012インド・日本国交60周年（学研まんがでよくわかるシリーズ 78） 大石 容子漫画 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 225

アウシュビッツからの手紙 早乙女 勝元作 草土文化 234

ターニャの日記 早乙女 勝元文 草土文化 238

失敗図鑑 すごい人ほどダメだった！ 大野 正人著 文響社 280 お
たのしく読める世界のすごい歴史人物伝 伊藤 純郎監修 高橋書店 280 た



東大名誉教授がおしえるやばい世界史 本村 凌二監修 ダイヤモンド社 280 と
マンガ年表歴史を変えた100人の人生 上 古代～江戸 学研プラス 280 ま
マンガ年表歴史を変えた100人の人生 下 幕末～現代、世界史 学研プラス 280 ま
ざんねんな偉人伝 それでも愛すべき人々（新しい伝記シリーズ） 真山 知幸著 学研プラス 280 ま
ざんねんな歴史人物 それでも名を残す人々（新しい伝記シリーズ） 真山 知幸著 学研プラス 280 ま
歴史をつくった女性大事典 1 古代～近世の巻 服藤 早苗監修 学研教育出版 280

歴史をつくった女性大事典 2 近代～現代の巻 服藤 早苗監修 学研教育出版 280

学習漫画 世界の伝記 17 第2版 集英社版 ノーベル 集英社 280

伝記世界を変えた人々 1 キュリー夫人 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 2 キング牧師 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 3 マザー・テレサ 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 4 ツツ大主教 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 5 ナイチンゲール 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 6 ワレンバーグ 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 7 シュヴァイツァー 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 8 ブライユ 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 9 ガンジー 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 10 パストゥール 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 11 ピーター・スコット 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 12 チャップリン 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 13 ダーウィン 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 14 ヘレン・ケラー 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 15 グーテンベルク 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 16 エイブラハム・リンカン 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 17 ガリレオ・ガリレイ 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 18 エリノア・ルーズベルト 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 19 アインシュタイン 偕成社 280

伝記世界を変えた人々 20 夏目漱石 偕成社 280

あっぱれ歴史人物事典 すごすぎ！？ドヤ顔偉人伝！！ 大石 学監修 学研プラス 281 あ
学習漫画 日本の伝記 8 集英社版 坂本龍馬 永原 慶二監修 集英社 281 が
しくじり歴史人物事典 あの偉人たちもじつはポンコツ？！ 大石 学監修 学研プラス 281 し
戦国武将55 英雄たちの人生でわかる戦国時代（しらべ図鑑マナペディア） 清水 昇監修 講談社 281 せ
東大教授がおしえるやばい日本史 歴史ってすごいばかりじゃたのしくない 本郷 和人監修 ダイヤモンド社 281 と
幕末・維新人物大百科 上 ビジュアル版 薩⾧土肥編 藤田 英昭監修 ポプラ社 281 ば
幕末・維新人物大百科 中 ビジュアル版 幕府・朝廷編 藤田 英昭監修 ポプラ社 281 ば
幕末・維新人物大百科 下 ビジュアル版 事件編 藤田 英昭監修 ポプラ社 281 ば
学習漫画 日本の伝記 8 集英社版 坂本龍馬 永原 慶二監修 集英社 281

国旗と国章図鑑 決定版 苅安 望著 世界文化社 288 か
歴史がわかる！世界の国旗図鑑 苅安 望著 山川出版社 288 か
後醍醐天皇（コミック版日本の歴史 32） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 288 ご
世界の国旗 国旗・海外領土旗の意味、国の成り立ちがわかる！ シャスタインターナショナル編 シャスタインターナショナル 288 せ
たのしい世界の国旗えほん 絵と地図もいっぱい 越川 頼知監修 池田書店 288 た
たのしい世界の国旗えほん 絵と地図もいっぱい 越川 頼知監修 池田書店 288 た
たのしい世界の国旗えほん 絵と地図もいっぱい 越川 頼知監修 池田書店 288 た
天皇と元号の大研究 日本の歴史と伝統を知ろう（楽しい調べ学習シリーズ） 高森 明勅監修 PHP研究所 288 て
ヤマトタケルノミコト 神話の中の英雄（学研まんが人物日本史） 樋口 清之監修 学研 288

天智天皇 大化の改新（学研まんが人物日本史） 樋口 清之監修 学研 288

聖徳太子 日出ずる国に理想を（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 288

聖武天皇と行基 大仏にかけた願い（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 288

中大兄皇子と藤原鎌足 大化の改新のちかい（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 288



聖徳太子（コミック版日本の歴史 20） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 288

世界の国旗図鑑 歴史とともに進化する国旗 苅安 望著 偕成社 288

ドラえもんのせかいのこっき（はじめてちずかん 5） 小学館 288

天草四郎（コミック版日本の歴史 42） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 あ
朝倉義景（コミック版日本の歴史 45） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 あ
アインシュタイン（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 1） アン ヒョンモ文 岩崎書店 289 あ
アンデルセン（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 11） クォン ヨンチャン文 岩崎書店 289 あ
足利尊氏（コミック版日本の歴史 31） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 あ
井伊直政（コミック版日本の歴史 55） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 い
伊能忠敬 歩いて作った初めての日本地図（伝記を読もう 4） たから しげる文 あかね書房 289 い
いわさきちひろ 子どもの幸せと平和を絵にこめて（伝記を読もう 10） 松本 由理子文 あかね書房 289 い
石井桃子 子どもたちに本を読む喜びを（伝記を読もう 13） 竹内 美紀文 あかね書房 289 い
今川義元（コミック版日本の歴史 57） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 い
植村直己・夢の軌跡 湯川 豊著 文藝春秋 289 う
植村直己 極限に挑んだ冒険家（伝記を読もう 6） 滝田 誠一郎文 あかね書房 289 う
上杉謙信（コミック版日本の歴史 59） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 う
エリザベス女王 イギリスのはん栄をきずいた大女王（小学館版学習まんが人物館 世界-15） 石井 美樹子監修 小学館 289 え
エジソン 電気の時代を開いた天才発明家（小学館版学習まんが人物館 世界-3） 竹内 均監修 小学館 289 え
エジソン（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 18） イ スジョン文 岩崎書店 289 え
織田信⾧（コミック版日本の歴史 1） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 お
大石内蔵助（コミック版日本の歴史 43） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 お
大村智ものがたり 苦しい道こそ楽しい人生 馬場 錬成著 毎日新聞出版 289 お
織田信⾧ 「天下布武」へ-戦国乱世をかけぬけた男（小学館版学習まんが人物館 日本-19） 小和田 哲男監修 小学館 289 お
荻野吟子 日本で初めての女性医師（伝記を読もう 7） 加藤 純子文 あかね書房 289 お
大久保利通（コミック版日本の歴史 61） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 お
大谷吉継（コミック版日本の歴史 66） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 お
大友宗麟（コミック版日本の歴史 69） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 お
レジェンド！ 葛西紀明選手と下川ジャンプ少年団ものがたり（世の中への扉） 城島 充著 講談社 289 か
勝海舟 幕末維新の幕府側の主役（小学館版学習まんが人物館 日本-18） 落合 弘樹監修 小学館 289 か
葛飾北斎 世界を驚かせた浮世絵師（伝記を読もう 9） 芝田 勝茂文 あかね書房 289 か
レイチェル・カーソン（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 4） パピルス文 岩崎書店 289 か
勝海舟（コミック版日本の歴史 34） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 か
ガリレオ 新しい科学の時代の扉を開いた科学者（小学館版学習まんが人物館 世界-21） 渡部 潤一監修 小学館 289 が
ガウディ（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 3） イ スクチャ文 岩崎書店 289 が
キュリー夫人 はじめてノーベル賞をとった女性科学者（小学館版学習まんが人物館 世界-2） 竹内 均監修 小学館 289 き
マリー・キュリー（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 15） イ スクチャ文 岩崎書店 289 き
木戸孝允（コミック版日本の歴史 65） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 き
クレオパトラ女王 古代エジプト最後の女王（小学館版学習まんが人物館 世界-27） 近藤 二郎監修 小学館 289 く
レーナ・マリア 障害をこえて愛と希望を歌い続ける女性シンガー（小学館版学習まんがスペシャル） あべ さよりまんが 小学館 289 く
空海（コミック版日本の歴史 47） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 く
黒田官兵衛（コミック版日本の歴史 38） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 く
楠木正成（コミック版日本の歴史 33） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 く
ケネディ 銃弾に倒れた若き大統領（小学館版学習まんが人物館 世界-1） 鳥越 俊太郎監修 小学館 289 け
ヘレン・ケラー（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 12） オ ヨンソク文 岩崎書店 289 け
チェ・ゲバラ（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 14） パク ヨナ文 岩崎書店 289 げ
ビル・ゲイツ（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 16） アン ヒョンモ文 岩崎書店 289 げ
コロンブス 未知の世界へ船出した“冒険商人”（小学館版学習まんが人物館 世界-19） 青木 康征監修 小学館 289 こ
小松帯刀（コミック版日本の歴史 63） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 こ
真田幸村（コミック版日本の歴史 21） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 さ
真田昌幸（コミック版日本の歴史 50） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 さ



西郷隆盛 明治維新をなしとげた英雄（小学館版学習まんが人物館 日本-16） 落合 弘樹監修 小学館 289 さ
坂本龍馬（コミック版日本の歴史 11） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 さ
坂本龍馬 世界を夢見た幕末のヒーロー（伝記を読もう 1） 榎本 秋文 あかね書房 289 さ
シートン 動物を愛する心を広めた博物学者（小学館版学習まんが人物館 世界-22） 富田 京一監修 小学館 289 し
ショパン ポーランドを愛した“ピアノの詩人”（小学館版学習まんが人物館 世界-20） 小坂 裕子監修 小学館 289 し
スヌーピーと、いつもいっしょに PEANUTSを生んだチャールズ・シュルツ物語（ヒューマンノンフィクション） マイケル・A．シューマン著 学研プラス 289 し
ココ・シャネル（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 2） オ ヨンシク文 岩崎書店 289 し
シュバイツァー（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 13） イム ヨンジェ文 岩崎書店 289 し
島津斉彬（コミック版日本の歴史 62） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 し
島津義弘（コミック版日本の歴史 37） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 し
ジャンヌ・ダルク フランスを救った奇跡の少女（小学館版学習まんが人物館 世界-26） 安達 正勝監修 小学館 289 じ
スティーブ・ジョブズ コンピュータとiPhoneで、世界を変えた天才起業家（小学館版学習まんが人物館 世界-28） 大谷 和利監修 小学館 289 じ
杉原千畝 六千人の命を救った外交官（小学館版学習まんが人物館） 渡辺 勝正監修 小学館 289 す
スピルバーグ（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 8） イ スジョン文 岩崎書店 289 す
武田信玄と上杉謙信（コミック版日本の歴史 4） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 た
高山右近（コミック版日本の歴史 49） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 た
竹中半兵衛（コミック版日本の歴史 39） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 た
田中正造 日本初の公害問題に立ち向かう（伝記を読もう 5） 堀切 リエ文 あかね書房 289 た
立花宗茂（コミック版日本の歴史 68） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 た
ダイアナ 恵まれない人びとに手をさしのべたプリンセス（小学館版学習まんが人物館 世界-14） 石井 美樹子監修 小学館 289 だ
ダーウィン 進化のなぞを解き明かした科学者（小学館版学習まんが人物館 世界-23） ⾧谷川 眞理子監修 小学館 289 だ
チャップリン（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 6） パク ヨナ文 岩崎書店 289 ち
円谷英二 怪獣やヒーローを生んだ映画監督（伝記を読もう 14） 田口 成光文 あかね書房 289 つ
マザー・テレサ（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 7） Team神話文・絵 岩崎書店 289 て
篤姫（コミック版日本の歴史 64） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 て
徳川家康（コミック版日本の歴史 3） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 と
徳川慶喜（コミック版日本の歴史 41） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 と
徳川家康 戦国時代を終わらせ「太平の世」を築く（小学館版学習まんが人物館 日本-17） 小和田 哲男監修 小学館 289 と
徳川家光（コミック版日本の歴史 28） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 と
豊田喜一郎 自動車づくりにかけた情熱（伝記を読もう 2） 山口 理文 あかね書房 289 と
ナイチンゲール “戦場の天使”とよばれたイギリスの看護婦（小学館版学習まんが人物館 世界-10） ⾧谷川 敏彦監修 小学館 289 な
ナポレオン ヨーロッパを駆けめぐった“荒鷲”（小学館版学習まんが人物館 世界-17） 小宮 正弘監修 小学館 289 な
直江兼続（コミック版日本の歴史 51） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 な
よかたい先生 水俣から世界を見続けた医師-原田正純（ヒューマンノンフィクション） 三枝 三七子文・絵 学研教育出版 289 は
橋本左内（コミック版日本の歴史 54） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 は
服部半蔵（コミック版日本の歴史 56） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 は
平賀源内 江戸の天才アイデアマン（伝記を読もう 15） 榎本 秋文 あかね書房 289 ひ
土方歳三（コミック版日本の歴史 35） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 ひ
アンネ・フランク 戦争の中で生きる希望を書きつづけた少女（小学館版学習まんが人物館 世界-8） 篠 光子監修 小学館 289 ふ
藤子・F・不二雄 こどもの夢をえがき続けた「ドラえもん」の作者（小学館版学習まんが人物館） 藤子プロ監修 小学館 289 ふ
藤原道⾧（コミック版日本の歴史 44） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 ふ
ファーブル 虫のことばを聞いた詩人（小学館版学習まんが人物館 世界-7） 三木 卓監修 小学館 289 ふ
アンネのバラ 40年間つないできた平和のバトン（世の中への扉） 國森 康弘文・写真 講談社 289 ふ
ベートーベン 生きる喜びと情熱を作曲した大音楽家（小学館版学習まんが人物館 世界-12） 黒田 恭一監修 小学館 289 べ
ベートーベン（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 20） パク ヨナ文 岩崎書店 289 べ
本田宗一郎 世界一速い車をつくった男（小学館版学習まんが人物館） ひきの 真二まんが 小学館 289 ほ
北条早雲（コミック版日本の歴史 46） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 ほ
本多忠勝（コミック版日本の歴史 53） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 ほ
ホーキング（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 10） イ スジョン文 岩崎書店 289 ほ
マリー・アントワネット 革命の犠牲となったフランス最後の王妃（小学館版学習まんが人物館 世界-16） 石井 美樹子監修 小学館 289 ま



まど・みちお みんなが歌った童謡の作者（伝記を読もう 8） 谷 悦子文 あかね書房 289 ま
松尾芭蕉 俳句の世界をひらく（伝記を読もう 12） 坪内 稔典文 あかね書房 289 ま
ネルソン・マンデラ（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 5） オ ヨンソク文 岩崎書店 289 ま
前田利家（コミック版日本の歴史 36） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 ま
賢治童話ビジュアル事典 中地 文監修 岩崎書店 289 み
モーツァルト 神のメロディーをかなでた音楽家（小学館版学習まんが人物館 世界-5） 市川 のりまんが 小学館 289 も
モンテッソーリ（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 19） イ ドンギュ文 岩崎書店 289 も
きみ江さん ハンセン病を生きて 片野田 斉著 偕成社 289 や
やなせたかし 愛と勇気を子どもたちに（伝記を読もう 3） 中野 晴行文 あかね書房 289 や
わたしはマララ 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女 マララ・ユスフザイ著 学研パブリッシング 289 ゆ
由利公正（コミック版日本の歴史 48） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 ゆ
横井小楠（コミック版日本の歴史 40） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 よ
淀殿（コミック版日本の歴史 52） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 よ
ライト兄弟 大空にいどんだ飛行機の開発者（小学館版学習まんが人物館 世界-18） 鈴木 真二監修 小学館 289 ら
リンカーン（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 17） イ スジョン文 岩崎書店 289 り
龍造寺隆信（コミック版日本の歴史 70） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289 り
レオナルド・ダ・ヴィンチ 芸術家で科学者で発明家…“万能の天才”（小学館版学習まんが人物館 世界-24） 池上 英洋監修 小学館 289 れ
ジョン・レノン（オールカラーまんがで読む知っておくべき世界の偉人 9） イ ヒジョン文 岩崎書店 289 れ
ローラ・インガルス 大草原に生きた女性作家（小学館版学習まんが人物館 世界-6） 服部 奈美監修 小学館 289 わ
藤原道⾧ 藤原氏の全盛（学研まんが人物日本史） 樋口 清之監修 学研 289

伊藤博文 維新と文明開化（学研まんが人物日本史） 樋口 清之監修 学研 289

豊臣秀吉 天下の統一（学研まんが人物日本史） 樋口 清之監修 学研 289

平清盛 平氏一門の栄え（学研まんが人物日本史） 樋口 清之監修 学研 289

徳川家康 関ケ原の合戦（学研まんが人物日本史） 樋口 清之監修 学研 289

勝海舟 江戸城明けわたし（学研まんが人物日本史） 樋口 清之監修 学研 289

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・ワズワース著 偕成社 289

坂本龍馬 日本の“洗濯”にいどむ（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 289

伊能忠敬 足で日本を測る（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 289

源頼朝 武家の時代を開く（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 289

福沢諭吉 ペンでひらく新しい時代（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 289

杉原千畝 命のビザにたくした願い（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 289

卑弥呼 なぞの国、なぞの女王（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 289

杉田玄白 蘭学のとびらを開いた一冊の書物（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 289

豊臣秀吉 なにわの夢天下統一（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 289

伊藤博文 明治の国づくりをリードして（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 289

足利義満 金閣にこめた願い（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 289

西郷隆盛と大久保利通 新しい時代、明治の礎となって（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 289

田中正造 公害の原点、足尾鉱毒事件とたたかう（NHKにんげん日本史） 小西 聖一著 理論社 289

からくり儀右衛門 アイデア連発！大江戸のハイテク王（マンガ大江戸パワフル人物伝） 富士鷹 なすびマンガ 草土文化 289

シーボルトお稲 日本で初めての女性西洋医（マンガ大江戸パワフル人物伝） まさき まきマンガ 草土文化 289

吉田松陰 明治維新の種をまいた男（マンガ大江戸パワフル人物伝） 八剣 ヒロキマンガ 草土文化 289

伊能忠敬 測量に歩いた距離は地球一周分（マンガ大江戸パワフル人物伝） 藤原 稔裕マンガ 草土文化 289

豊臣秀吉（コミック版日本の歴史 2） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289

加藤清正（コミック版日本の歴史 5） すぎた とおる原作 ポプラ社 289

坂本龍馬（コミック版日本の歴史 11） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289

西郷隆盛（コミック版日本の歴史 12） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289

吉田松陰と高杉晋作（コミック版日本の歴史 13） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289

平清盛（コミック版日本の歴史 16） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289

源義経（コミック版日本の歴史 17） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289

伊達政宗（コミック版日本の歴史 22） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289



石田三成（コミック版日本の歴史 23） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289

毛利元就（コミック版日本の歴史 24） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289

明智光秀（コミック版日本の歴史 25） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289

細川ガラシャ（コミック版日本の歴史 26） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289

⾧宗我部元親（コミック版日本の歴史 27） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289

源頼朝（コミック版日本の歴史 29） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289

木曾義仲（コミック版日本の歴史 30） 加来 耕三企画・構成・監修 ポプラ社 289

野口英世 伝染病に命をかけた医学の戦士（小学館版学習まんが人物館） 関山 英夫監修 小学館 289

津田梅子 六歳でアメリカに留学した女子教育のパイオニア（小学館版学習まんが人物館） 津田塾大学津田梅子資料室監修 小学館 289

南方熊楠 自然を愛した「人間博物館」（小学館版学習まんが人物館） 荒俣 宏監修 小学館 289

本田宗一郎 世界一速い車をつくった男（小学館版学習まんが人物館） ひきの 真二まんが 小学館 289

ファーブル 虫のことばを聞いた詩人（小学館版学習まんが人物館 世界-7） 三木 卓監修 小学館 289

ダイアナ 恵まれない人びとに手をさしのべたプリンセス（小学館版学習まんが人物館 世界-14） 石井 美樹子監修 小学館 289

ナポレオン ヨーロッパを駆けめぐった“荒鷲”（小学館版学習まんが人物館 世界-17） 小宮 正弘監修 小学館 289

ライト兄弟 大空にいどんだ飛行機の開発者（小学館版学習まんが人物館 世界-18） 鈴木 真二監修 小学館 289

ヘレン・ケラー 暗闇から光を投げかけた愛の天使（小学館版学習まんが人物館 世界-4） 加覧 俊吉監修 小学館 289

エジソン 電気の時代を開いた天才発明家（小学館版学習まんが人物館 世界-3） 竹内 均監修 小学館 289

ジャンヌ・ダルク フランスを救った奇跡の少女（小学館版学習まんが人物館 世界-26） 安達 正勝監修 小学館 289

クレオパトラ女王 古代エジプト最後の女王（小学館版学習まんが人物館 世界-27） 近藤 二郎監修 小学館 289

レーナ・マリア 障害をこえて愛と希望を歌い続ける女性シンガー（小学館版学習まんがスペシャル） あべ さよりまんが 小学館 289

シートン 動物を愛する心を広めた博物学者（小学館版学習まんが人物館 世界-22） 富田 京一監修 小学館 289

ガリレオ 新しい科学の時代の扉を開いた科学者（小学館版学習まんが人物館 世界-21） 渡部 潤一監修 小学館 289

コロンブス 未知の世界へ船出した“冒険商人”（小学館版学習まんが人物館 世界-19） 青木 康征監修 小学館 289

ケネディ 銃弾に倒れた若き大統領（小学館版学習まんが人物館 世界-1） 鳥越 俊太郎監修 小学館 289

ナイチンゲール “戦場の天使”とよばれたイギリスの看護婦（小学館版学習まんが人物館 世界-10） ⾧谷川 敏彦監修 小学館 289

レーナ・マリア フット・ノート足で書かれた物語 レーナ・マリア著 小学館 289

ぼくには故郷というものがない カメラがみた戦後50年（心にのこる文学 18） 石亀 泰郎作 写真 ポプラ社 289

世界地理 第2版（ポプラディア情報館） 田邉 裕監修 ポプラ社 290 せ
世界の国々 1 アジア州 1（帝国書院地理シリーズ） 帝国書院編集部編集 帝国書院 290 せ
世界の地理 4 国別大図解 ヨーロッパの国々 2 井田 仁康監修 学研教育出版 290 せ
世界の地理 8 国別大図解 テーマ別ビジュアル資料集 2 井田 仁康監修 学研教育出版 290 せ
世界の地理 1 第7刷 国別大図解 アジアの国々 1 井田 仁康監修 学研プラス 290 せ
世界の地理 2 第7刷 国別大図解 アジアの国々 2 井田 仁康監修 学研プラス 290 せ
世界の地理 3 第7刷 国別大図解 ヨーロッパの国々 1 井田 仁康監修 学研プラス 290 せ
世界の地理 5 第7刷 国別大図解 南北アメリカの国々 井田 仁康監修 学研プラス 290 せ
世界の地理 6 第7刷 国別大図解 アフリカ・オセアニアの国々 井田 仁康監修 学研プラス 290 せ
世界の地理 7 第7刷 国別大図解 テーマ別ビジュアル資料集 1 井田 仁康監修 学研プラス 290 せ
旅に出たくなる地図 関東甲信越（旅に出たくなる） 帝国書院編集部著 帝国書院 290 た
どんなところ？小さな国大研究 歴史・文化から自然環境まで 関 真興監修 PHP研究所 290 ど
DOOR 1 208の国と地域がわかる国際理解地図 アジア 地図情報センター 290 ど
DOOR 2 208の国と地域がわかる国際理解地図 ヨーロッパ 地図情報センター 290 ど
なるほど知図帳世界 2017 今日のニュースがスイスイわかる！ 昭文社 290 な
PREMIUM ATLAS世界地図帳 新版 平凡社編 平凡社 290 ぷ
旅行のひみつ（学研まんがでよくわかるシリーズ 69） 山口 育孝漫画 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 290

わたしが冒険について語るなら（未来のおとなへ語る） 三浦 雄一郎著 ポプラ社 290

ドラえもんちずかん 1 にっぽんちず 小学館 290

ドラえもんちずかん 2 せかいちず 小学館 290

ドラえもんのせかいちず（はじめてちずかん 1） 小学館 290

ドラえもんのせかいたんけん（はじめてちずかん 3） 小学館 290

ドラえもんのせかいりょこう（はじめてちずかん 6） 小学館 290



なるほど世界地名事典 1 アジア 1 蟻川 明男著 大月書店 290

なるほど世界地名事典 2 アジア 2 蟻川 明男著 大月書店 290

なるほど世界地名事典 3 ヨーロッパ 1 蟻川 明男著 大月書店 290

なるほど世界地名事典 4 ヨーロッパ 2 蟻川 明男著 大月書店 290

なるほど世界地名事典 5 中米・南アメリカ 蟻川 明男著 大月書店 290

なるほど世界地名事典 6 アフリカ 蟻川 明男著 大月書店 290

イラストマップとデータでわかる日本の地理 火山、原発、世界遺産など中学入試で出るテーマも解説！ 朝日新聞出版 291 い
ここで土になる 大西 暢夫著 アリス館 291 お
まんが47都道府県研究レポート 2 関東地方の巻 おおはし よしひこ作 偕成社 291 お
考える力がつく子ども地図帳〈日本〉 楽しくおぼえる都道府県 深谷 圭助監修 草思社 291 か
現地の人に聞く！日光修学旅行ガイド 日光市観光協会監修 ポプラ社 291 げ
最新★修学旅行の本 1 日光 国土社編集部編 国土社 291 さ
調べてみようふるさとの産業・文化・自然 1 日本列島の農業と漁業 中川 重年監修 農山漁村文化協会 291 し
事前学習に役立つみんなの修学旅行 日光・鎌倉 山本 博文監修 小峰書店 291 じ
図説日本の島 76の魅力ある島々の営み 平岡 昭利編 朝倉書店 291 ず
全神奈川便利情報地図 21刷（街の達人） 昭文社 291 ぜ
もうひとつの屋久島から 世界遺産の森が伝えたいこと（フレーベル館ノンフィクション 1） 武田 剛著 フレーベル館 291 た
都道府県がわかる（ドラえもんの学習シリーズ） 藤子・F・不二雄キャラクター原作 小学館 291 と
都道府県別日本の地理データマップ 1 新版 日本の国土と産業データ 小峰書店 291 と
都道府県・クイズ図鑑 クイズ図鑑編集部著 あかね書房 291 と
都道府県別日本の地理データマップ 3 第3版 関東地方 小峰書店 291 と
都道府県別日本の地理データマップ 5 第3版 近畿地方 小峰書店 291 と
都道府県別日本の地理データマップ 6 第3版 中国・四国地方 小峰書店 291 と
都道府県別日本の地理データマップ 8 第3版 調べ学習ガイド・全巻さくいん 小峰書店 291 と
都道府県別日本の地理データマップ 2 第3版 北海道・東北地方 小峰書店 291 と
都道府県別日本の地理データマップ 4 第3版 中部地方 小峰書店 291 と
都道府県別日本の地理データマップ 7 第3版 九州・沖縄地方 小峰書店 291 と
都道府県を語呂あわせでおぼえよう 1 北海道・東北・関東編 ながた みかこ文 汐文社 291 な
なるほど知図帳日本 2017 今日のニュースがスイスイわかる！ 昭文社 291 な
日本地理 第2版（ポプラディア情報館） 保岡 孝之監修 ポプラ社 291 に
日本地理データ年鑑 2018 松田 博康監修 小峰書店 291 に
日本の地理 1 最新版 第4刷 九州地方 井田 仁康監修 学研プラス 291 に
日本の地理 2 最新版 第5刷 中国・四国地方 井田 仁康監修 学研プラス 291 に
日本の地理 3 最新版 第4刷 近畿地方 井田 仁康監修 学研プラス 291 に
日本の地理 4 最新版 第4刷 中部地方 井田 仁康監修 学研プラス 291 に
日本の地理 5 最新版 第4刷 関東地方 井田 仁康監修 学研プラス 291 に
日本の地理 6 最新版 第5刷 北海道・東北地方 井田 仁康監修 学研プラス 291 に
日本の地理 7 最新版 第4刷 日本の国土と産業 井田 仁康監修 学研プラス 291 に
日本の地理 8 最新版 第4刷 地図の見方・使い方，総さくいん 井田 仁康監修 学研プラス 291 に
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町 1 沖縄・鹿児島・宮崎・熊本・大分・⾧崎・佐賀 東 菜奈著 岩崎書店 291 ひ
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町 2 福岡・山口・広島・愛媛・徳島・香川・高知 東 菜奈著 岩崎書店 291 ひ
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町 3 岡山・島根・鳥取・兵庫・大阪・和歌山 東 菜奈著 岩崎書店 291 ひ
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町 4 京都・奈良・滋賀・三重・愛知・岐阜・福井 東 菜奈著 岩崎書店 291 ひ
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町 5 石川・富山・⾧野・静岡・山梨・群馬・新潟 東 菜奈著 岩崎書店 291 ひ
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町 6 神奈川・東京・埼玉・千葉・茨城・栃木 東 菜奈著 岩崎書店 291 ひ
日本全国行ってみたいなあんな町こんな町 7 福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森・北海道 東 菜奈著 岩崎書店 291 ひ
PREMIUM ATLAS日本地図帳 新版 平凡社編 平凡社 291 ぷ
もって歩ける！日光ポケットガイド 日光市観光協会監修 ポプラ社 291 も
47都道府県！！ご当地キャラと日本一周 1 北海道・東北・関東編 ご当地キャラ探検隊編著 汐文社 291 よ
47都道府県！！ご当地キャラと日本一周 2 中部・近畿編 ご当地キャラ探検隊編著 汐文社 291 よ



47都道府県！！ご当地キャラと日本一周 3 中国・四国・九州・沖縄編 ご当地キャラ探検隊編著 汐文社 291 よ
立体地図で見る日本の国土とくらし 1 あたたかい土地のくらしと島 早川 明夫監修 国土社 291 り
立体地図で見る日本の国土とくらし 2 雨の少ない土地のくらしと海岸・半島 早川 明夫監修 国土社 291 り
立体地図で見る日本の国土とくらし 3 低い土地や寒い土地のくらしと平野・川 早川 明夫監修 国土社 291 り
立体地図で見る日本の国土とくらし 4 高い土地のくらしと火山・台地 早川 明夫監修 国土社 291 り
立体地図で見る日本の国土とくらし 5 雪の多い土地のくらしと山地・盆地 早川 明夫監修 国土社 291 り
るるぶ地図でよくわかる都道府県大百科 旅行気分でページをめくって楽しくおぼえる日本の地理 JTBパブリッシング 291 る
わたしたちのくらしと国土 1 低い土地のくらし 井田 仁康監修 金の星社 291 わ
わたしたちのくらしと国土 2 高い土地のくらし 井田 仁康監修 金の星社 291 わ
わたしたちのくらしと国土 3 あたたかい土地のくらし 井田 仁康監修 金の星社 291 わ
わたしたちのくらしと国土 4 寒い土地のくらし 井田 仁康監修 金の星社 291 わ
わたしたちのくらしと国土 5 雨・雪が多い土地のくらし 井田 仁康監修 金の星社 291 わ
ドラえもんのにほんちず（はじめてちずかん 2） 小学館 291

まんが47都道府県研究レポート 1 北海道・東北地方の巻 おおはし よしひこ作 偕成社 291

まんが47都道府県研究レポート 2 関東地方の巻 おおはし よしひこ作 偕成社 291

まんが47都道府県研究レポート 3 中部地方の巻 おおはし よしひこ作 偕成社 291

まんが47都道府県研究レポート 4 近畿地方の巻 おおはし よしひこ作 偕成社 291

まんが47都道府県研究レポート 5 中国・四国地方の巻 おおはし よしひこ作 偕成社 291

なるほど日本地名事典 1 都道府県名・北海道～山形県 蟻川 明男著 大月書店 291

なるほど日本地名事典 2 宮城県～神奈川県 蟻川 明男著 大月書店 291

なるほど日本地名事典 3 東京都～愛知県 蟻川 明男著 大月書店 291

なるほど日本地名事典 4 福井県～兵庫県 蟻川 明男著 大月書店 291

なるほど日本地名事典 5 鳥取県～愛媛県 蟻川 明男著 大月書店 291

なるほど日本地名事典 6 福岡県～沖縄県 蟻川 明男著 大月書店 291

都道府県を語呂あわせでおぼえよう 2 中部・近畿編 ながた みかこ文 汐文社 291

都道府県を語呂あわせでおぼえよう 3 中国・四国・九州編 ながた みかこ文 汐文社 291


