
書　名 著者名 出版者 価格 分類
ライト兄弟　空を飛ぶ夢にかけた男たち ラッセル・フリードマン／著 偕成社　 ¥1,748 289

杉原千畝物語 杉原 幸子／著 フォア文庫 ¥650 289

海時計職人ジョン・ハリソン　 ルイーズ・ボーデン／文 あすなろ書房 ¥1,300 289

オバマ　：　YES WE CAN! ロバータ・エドワーズ／著 岩崎書店 ¥950 289

世界一のパティシエになる! 輔老 心／著 岩崎書店 ¥1,300 289

ダーウィンが見たもの ミック マニング／さく　 福音館書店 ¥1,500 289

マッサンとリタ 川嶋 康男／著 汐文社 ¥1,400 289

五日市憲法草案をつくった男・千葉卓三郎 伊藤 始／著 くもん出版 ¥1,400 289

スティーブ・ジョブズ パム・ポラック／著 ポプラ社　 ¥1,200 289

世界を変えた!スティーブ・ジョブズ アマンダ・ジラー／文 小学館 ¥1,300 289

手で笑おう　 アン・マリー・リンストローム／著 汐文社 ¥1,500 289

武器より一冊の本をください　 ヴィヴィアナ・マッツァ／著 金の星社 ¥1,400 289

ルワンダの祈り 後藤 健二著 汐文社 ¥1,400 316

ぼくはプロ・ナチュラリスト　 佐々木 洋／著 旬報社 ¥1,500 407

アメリカ海岸地図を作った男たち  テイラー・モリソン作 BL出版 ¥1,600 448

コウノトリがおしえてくれた  池田 啓著 フレーベル館 ¥1,600 488

わたしたちはいのちの守人　：　三人の看護師・助産師の現場　 岩貞 るみこ／著 講談社 ¥1,200 498

泥だらけのカルテ　 柳原 三佳／著 講談社 ¥1,200 498

東京駅をつくった男　：　日本の近代建築を切り開いた辰野金吾 大塚 菜生／著 くもん出版 ¥1,400 523

ぼくは「つばめ」のデザイナー  水戸岡 鋭治作・絵 講談社青い鳥文庫 ¥650 536

なおこ、宇宙飛行士になる　 山崎 直子／作　 角川つばさ文庫 ¥620 538

希望の筆　：　ダウン症の書家・金澤翔子物語 丘 修三／文 佼成出版社 ¥1,500 728

ピアノはともだち　：　奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密 こうやま のりお／著 講談社 ¥1,200 762

幸せを奏でる私の音楽　：　小林夏衣・七本の指のハーモニー　 光丘 真理／文 佼成出版社 ¥1,500 762

夢をあきらめない　：　全盲のランナー・高橋勇市物語 池田 まき子／著 岩崎書店 ¥1,200 782

車いすで世界一周 エインズリー・マンソン／文 汐文社 ¥1,500 782

奇跡のランナー ウィルマ　：　歩けなかった金メダリスト ジョー・ハーパー／著 汐文社 ¥1,500 782

258本をうんだバット  友成 那智著 ポプラ社 ¥1,200 783

車いすバスケで夢を駆けろ　 京谷 和幸／著 金の星社 ¥1,300 783

日本男児　：　長友佑都物語 長友 佑都／著 ポプラポケット文庫 ¥700 783

打てるもんなら打ってみろ!　：　ダルビッシュ、田中、藤浪、松井、安楽 速球王たちの甲子園伝説 中村 計／著 講談社 ¥1,200 783

伝説のメジャーリーガー デレク・ジーター　 デレク・ジーター／著 岩崎書店 ¥1,300 783

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 城島 充／著 講談社 ¥1,200 784

浅田真央物語 青嶋 ひろの／著　 角川つばさ文庫 ¥620 784

羽生結弦物語 青嶋 ひろの／文 角川つばさ文庫 ¥680 784

みんなを好きに　：　金子みすゞ物語 矢崎 節夫／著　 JULA出版局 ¥1,700 911

ユキとヨンホ　：　白磁にみせられて 中川 なをみ／作 新日本出版社 ¥1,500 913

建具職人の千太郎 岩崎 京子作 くもん出版 ¥1,300 913

清政　：　絵師になりたかった少年 茂木 ちあき／作 新日本出版社 ¥1,500 913

天保の人びと かつお きんや作 偕成社文庫 ¥800 913

わたし、獣医になります! 井上 夕香著 ポプラ社 ¥1,200 916

歯みがきつくって億万長者 ジーン・メリル作 偕成社 ¥1,300 933

モギちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク著 あすなろ書房 ¥1,300 933

ジェミーと走る夏 エイドリアン・フォゲリン作 ポプラ社 ¥1,400 933

お金もうけは悪いこと? アンドリュー・クレメンツ作 講談社 ¥1,200 933

リキシャ★ガール　 ミタリ・パーキンス／作 鈴木出版 ¥1,400 933

黒い兄弟　上 リザ・テツナー著 あすなろ書房 ¥1,800 943

黒い兄弟　下 リザ・テツナー著 あすなろ書房 ¥1,800 943

フェリックスとお金の秘密 ニコラウス・ピーパー作 徳間書店 ¥1,900 943

ふくおか立志応援文庫コーナー 

推薦図書小学生用 
福岡市学校図書館支援センター 
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ふくおか立志応援文庫コーナー 

推薦図書小学生用 
福岡市学校図書館支援センター 

あたまにつまった石ころが  キャロル・オーティス・ハースト文 光村教育図書 ¥1,400 Ｅ

雪の写真家ベントレー  ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン作 BL出版 ¥1,400 E

ヘンリー・ブラウンの誕生日 エレン・レヴァイン作 鈴木出版 ¥1,900 Ｅ

ローザ  ニッキ・ジョヴァンニ文 光村教育図書 ¥1,700 Ｅ

マララとイクバル　 ジャネット・ウィンター／さく　 岩崎書店 ¥1,600 E

スティーブ・ジョブズってどんな人? Nam Kyongwan／作 汐文社 ¥1,500 E

いつもみていた ジャネット・ウィンター／作 福音館書店 ¥1,400 E

北極点をめざした黒人探検家マシュー・ヘンソン キャロル・ボストン・ウェザーフォード／著 汐文社 ¥1,600 E

バーナムの骨 トレイシー・E.ファーン／文 光村教育図書 ¥1,500 E

ミケランジェロ　：　石に命をふきこんだ天才 キアーラ・ロッサーニ／文 西村書店 ¥1,800 E

栄光への大飛行 アリス・プロヴェンセン作 BL出版 ¥1,400 E

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ [ムヒカ／述]　くさば よしみ／編 汐文社 ¥1,600 E
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