
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 マツリカ・マハリタ 相沢　沙呼／著 東京：角川書店 F ｱｲ
水族館の殺人 青崎　有吾／著 東京：東京創元社 F ｱｵ
とっておきの幽霊 赤川　次郎／著 東京：集英社 F ｱｶ
さいとう市立さいとう高校野球部 あさの　あつこ／著 東京：講談社 F ｱｻ
花や咲く咲く あさの　あつこ／著 東京：実業之日本社 F ｱｻ
もう一枝あれかし あさの　あつこ／著 東京：文藝春秋 F ｱｻ
恋歌 朝井　まかて／著 東京：講談社 F ｱｻ
ＵＮＴＩＴＬＥＤ 飛鳥井　千砂／著 東京：ポプラ社 F ｱｽ
捨ててこそ空也 梓澤　要／著 東京：新潮社 F ｱｽﾞ
エストロゲン 甘糟　りり子／著 東京：小学館 F ｱﾏ
雇われ聖女の転職事情 雤宮　れん／〔著〕 東京：アルファポリス F ｱﾏ
菩提樹荘の殺人 有栖川　有栖／著 東京：文藝春秋 F ｱﾘ
八重の桜　３ 山本　むつみ／作 東京：ＮＨＫ出版 F ｲｶﾞ 3
水を抱く 石田　衣良／著 東京：新潮社 F ｲｼ
瑠璃色の涙 泉　ウタマロ／著 東京：プレジデント社 F ｲｽﾞ
こんなにも優しい、世界の終わりかた 市川　拓司／著 東京：小学館 F ｲﾁ
すっぽん心中 戌井　昭人／著 東京：新潮社 F ｲﾇ
高砂 宇江佐　真理／著 東京：祥伝社 F ｳｴ
北の街物語 内田　康夫／著 東京：中央公論新社 F ｳﾁ
断固として進め 江上　剛／著 東京：徳間書店 F ｴｶﾞ
天を裂く 大塚　卓嗣／著 東京：学研パブリッシング F ｵｵ
ミステリなふたり〓　ｌａ　ｃａｒｔｅ 太田　忠司／著 東京：東京創元社 F ｵｵ
動員時代 小川　国夫／著 東京：岩波書店 F ｵｶﾞ
夫婦善哉 織田　作之助／著 東京：雄松堂書店 F ｵﾀﾞ
光秀の定理（レンマ） 垣根　涼介／著 東京：角川書店 F ｶｷ
トゥルークの海賊　１・２ 茅田　砂胡／著 東京：中央公論新社 F ｶﾔ
リセット　５．５ 如月　ゆすら／〔著〕 東京：アルファポリス F ｷｻ 5-2
ライフトラベラー 喜多川　泰／〔著〕 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン F ｷﾀ
離れ折紙 黒川　博行／著 東京：文藝春秋 F ｸﾛ
われら濁流を遡る 駒崎　優／著 東京：中央公論新社 F ｺﾏ
裏切りの杯を干して　上・下 駒崎　優／著 東京：中央公論新社 F ｺﾏ 1
運命は剣を差し出す　１～３ 駒崎　優／著 東京：中央公論新社 F ｺﾏ
アクティブメジャーズ 今野　敏／著 東京：文藝春秋 F ｺﾝ
祈書きの巫女と銀の鱗翅 彩木　沙茄／著 東京：幻冬舎コミックス F ｻｲ
ホテルローヤル 桜木　紫乃／著 東京：集英社 F ｻｸ
代官山コールドケース 佐々木　譲／著 東京：文藝春秋 F ｻｻ
ナイン・ストーリーズ 佐藤　友哉／著 東京：講談社 F ｻﾄ
夢も定かに 澤田　瞳子／著 東京：中央公論新社 F ｻﾜ
ミストレス 篠田　節子／著 東京：光文社 F ｼﾉ
漂流者たち 柴田　哲孝／著 東京：祥伝社 F ｼﾊﾞ
白の皇国物語　９ 白沢　戌亥／〔著〕 東京：アルファポリス F ｼﾗ 9
たったひとつの花だから 新堂　冬樹／著 東京：中央公論新社 F ｼﾝ
春風は、斬られまい 菅　淳一／著 東京：幻冬舎 F ｽｶﾞ
姉川の四人 鈴木　輝一郎／著 東京：毎日新聞社 F ｽｽﾞ
タイド 鈴木　光司／著 東京：角川書店 F ｽｽﾞ
殺し屋．ＣＯＭ 曽根　圭介／著 東京：角川書店 F ｿﾈ
図書館の魔女　上・下 高田　大介／著 東京：講談社 F ﾀｶ
襲名犯 竹吉　優輔／著 東京：講談社 F ﾀｹ
黒警 月村　了衛／著 東京：朝日新聞出版 F ﾂｷ
すなまわり 鶴川　健吉／著 東京：文藝春秋 F ﾂﾙ



日本の小説 上石神井さよならレボリューション 長沢　樹／著 東京：集英社 F ﾅｶﾞ
水色の娼婦 西木　正明／著 東京：文藝春秋 F ﾆｼ
レイク・クローバー 楡　周平／著 東京：講談社 F ﾆﾚ
初夏の色 橋本　治／著 東京：新潮社 F ﾊｼ
鶏が鳴く 波多野　陸／著 東京：講談社 F ﾊﾀ
明治・妖（あやかし）モダン 畠中　恵／著 東京：朝日新聞出版 F ﾊﾀ
ライオンの棲む街 東川　篤哉／著 東京：祥伝社 F ﾋｶﾞ
裸色の月 ヒキタ　クニオ／著 東京：文藝春秋 F ﾋｷ
サイバー・コマンドー 福田　和代／著 東京：祥伝社 F ﾌｸ
政と源 三浦　しをん／著 東京：集英社 F ﾐｳ
鏡の花 道尾　秀介／著 東京：集英社 F ﾐﾁ
高校入試 湊　かなえ／著 東京：角川書店 F ﾐﾅ
海賊女王　上・下 皆川　博子／著 東京：光文社 F ﾐﾅ
ここはボツコニアン　２・３ 宮部　みゆき／著 東京：集英社 F ﾐﾔ
働かないの 群　ようこ／〔著〕 東京：角川春樹事務所 F ﾑﾚ
ホテル・モーリス 森　晶麿／著 東京：講談社 F ﾓﾘ
ともえ 諸田　玲子／著 東京：平凡社 F ﾓﾛ
その青の、その先の、 椰月　美智子／著 東京：幻冬舎 F ﾔｽﾞ
ゲート　外伝２ 柳内　たくみ／〔著〕 東京：アルファポリス F ﾔﾅ
砂漠ダンス 山下　澄人／著 東京：河出書房新社 F ﾔﾏ

外国の小説 名もなき人たちのテーブル マイケル・オンダーチェ／著 東京：作品社 933 ｵﾝ
オン・ザ・ロード ジャック・ケルアック／著 東京：河出書房新社 933 ｹﾙ
トリステッサ ジャック・ケルアック／著 東京：河出書房新社 933 ｹﾙ
ハロルド・フライの思いもよらない巡礼の旅 レイチェル・ジョイス／著 東京：講談社 933 ｼﾞﾖ
こうしてお前は彼女にフラれる ジュノ・ディアス／著 東京：新潮社 933 ﾃﾞｲ
夢幻諸島から クリストファー・プリースト／著 東京：早川書房 933 ﾌﾟﾘ
カルニヴィア　１ ジョナサン・ホルト／著 東京：早川書房 933 ﾎﾙ 1
比類なき翠玉（エメラルド） ケルスティン・ギア／著 東京：東京創元社 943 ｷﾞｱ
盆栽／木々の私生活 アレハンドロ・サンブラ／著 東京：白水社 963 ｻﾝ
私のいた場所 リュドミラ・ペトルシェフスカヤ／著 東京：河出書房新社 983 ﾍﾟﾄ

文庫本 ポーカー・レッスン ジェフリー・ディーヴァー／著 東京：文藝春秋 B 933 ﾃﾞｲ

ひとひら恋せ、胡蝶の月 糸森　環／〔著〕 東京：角川書店 B F ｲﾄ
銀狼王の求婚　〔３〕 小野上　明夜／著 東京：一迅社 B F ｵﾉ 3
真珠星（スピカ） 如月　ゆすら／著 東京：一迅社 B F ｷｻ
銀の竜騎士団　〔１０〕 九月　文／〔著〕 東京：角川書店 B F ｸﾂ 10

王立エトワール近衛隊　〔１〕～〔３〕 栗原　ちひろ／〔著〕 東京：角川書店 B F ｸﾘ
皇国の守護者　２ 佐藤　大輔／著 東京：中央公論新社 B F ｻﾄ 2
夏の終り 瀬戸内　寂聴／著 東京：新潮社 B F ｾﾄ
残月 高田　郁／著 東京：角川春樹事務所 B F ﾀｶ
問題児たちが異世界から来るそうですよ？　〔７〕・〔８〕 竜ノ湖太郎／著 東京：角川書店 B F ﾀﾂ
模倣の殺意 中町　信／著 東京：東京創元社 B F ﾅｶ
お庭番望月蒼司朗参る！　〔１５〕 流　星香／〔著〕 東京：エンターブレイン B F ﾅｶﾞ 15

首の姫と首なし騎士　〔７〕 睦月　けい／〔著〕 東京：角川書店 B F ﾑﾂ 7
モンスター・クラーン　〔６〕 結城　光流／〔著〕 東京：角川書店 B F ﾕｳ 6

総合 読書がさらに楽しくなるブッククラブ 吉田　新一郎／著 東京：新評論 015
疎開した四〇万冊の図書 金高　謙二／著 東京：幻戯書房 016
ぼくは、図書館がすき 漆原　宏／著 東京：日本図書館協会 016
絵本屋さんがおすすめする絵本１００ 柿田　友広／監修 静岡：マイルスタッフ 019
キラキラ応援ブックトーク キラキラ読書クラブ／著 東京：岩崎書店 019
子どもの本１００問１００答 大阪国際児童文学振興財団／編 大阪：創元社 019
速読勉強法 山口　佐貴子／著 東京：かんき出版 019
分厚い本と熱い本 丸谷　才一／編 東京：毎日新聞社 019
野蛮な読書 平松　洋子／著 東京：集英社 019
その本、読みたい！　低学年 村上　淳子／編著 東京：国土社 019 1
その本、読みたい！　高学年 村上　淳子／編著 東京：国土社 019 2
立花隆の書棚 立花　隆／著 東京：中央公論新社 024
パンダは２５度以上で死ぬ！？衝撃の１行雑学８８８ 日本博識研究所／著 東京：宝島社 B 049
富士山の頂上は私有地！衝撃の１行雑学７７７ 日本博識研究所／著 東京：宝島社 B 049



哲学 思考力 外山　滋比古／著 東京：さくら舎 141
思春期・青年期版アンガーコントロールトレーニング 野津　春枝／著 東京：星和書店 141
傷つく人、傷つける人 信田　さよ子／著 東京：ホーム社 146
スッキリした気持ちになれる！心の整え方 ＷＩＮ２１倶楽部／編 東京：日本文芸社 146

歴史 誰も戦争を教えてくれなかった 古市　憲寿／著 東京：講談社 209
終戦史 吉見　直人／著 東京：ＮＨＫ出版 210.7
昭和の戦争と独立 保阪　正康／著 東京：山川出版社 210.7
戦後日本の「独立」 半藤　一利／著 東京：筑摩書房 210.7
転んでもただでは起きるな！ 安藤百福発明記念館／編 東京：中央公論新社 289 ｱﾝ
妻と飛んだ特攻兵 豊田　正義／著 東京：角川書店 289 ﾀﾆ
銀行王安田善次郎 北　康利／著 東京：新潮社 B 289 ﾔｽ
１０８人の京都人がすすめる　ほんとうは教えたくない京のうまいもの１０８軒 ハースト婦人画報社 291
高く遠い夢ふたたび 三浦　雄一郎／著 東京：双葉社 292
冒険の遺伝子は天頂（いただき）へ 三浦　雄一郎／著 東京：祥伝社 292

社会科学 住んでみたドイツ８勝２敗で日本の勝ち 川口マーン惠美／〔著〕 東京：講談社 302
謎の独立国家ソマリランド 高野　秀行／著 東京：本の雑誌社 302
論戦　２０１３ 櫻井　よしこ／著 東京：ダイヤモンド社 304 13
図解国会の楽しい見方 時事通信社政治部／監修 東京：東京書籍 314
経済学者に聞いたら、ニュースの本当のところが見えてきた 日本経済新聞社／編 東京：日本経済新聞出版社 330
しつもん！労務トラブル５０ 須田　美貴／編著 東京：中央経済社 336
孤立無業〈ＳＮＥＰ〉 玄田　有史／著 東京：日本経済新聞出版社 366
最高齢プロフェッショナルの条件 徳間書店取材班／著 東京：徳間書店 366
ルポ産ませない社会 小林　美希／著 東京：河出書房新社 367
生き心地の良い町 岡　檀／著 東京：講談社 368
秋葉原事件 中島　岳志／著 東京：朝日新聞出版 B 368
介護とブックトーク 梓　加依／著 大津：素人社 369
虐待・いじめ悲しみから希望へ 楠　凡之／著 東京：高文研 369
定年後の勉強法 和田　秀樹／著 東京：筑摩書房 379
１００年前の写真で見る世界の民族衣装 ナショナルジオグラフィック／編 東京：日経ナショナルジオグラフィック社 383
証言陸軍中野学校 斎藤　充功／著 東京：バジリコ 396

自然科学 穏やかな死に医療はいらない 萬田　緑平／著 東京：朝日新聞出版 490
腸をダメにする習慣、鍛える習慣 藤田　紘一郎／著 東京：ワニ・プラス 491
音響免疫療法 西堀　貞夫／著 東京：幻冬舎メディアコンサルティング 492
下肢静脈瘤 保坂　純郎／著 東京：主婦の友社 493
未来の食卓 ジョシュ・シェーンヴァルド／著 東京：講談社 498

技術 みるみるわかるネットワークキーワード１５０ 日経ＮＥＴＷＯＲＫ／編 〔東京〕：日経ＢＰ社 547
５０歳、おしゃれ元年。 地曳　いく子／著 東京：集英社 589
すてきなおばあさんのスタイルブック 田村　セツコ／著 東京：ＷＡＶＥ出版 589
体型を選ばないゆったり着こなす大人のニット ＮＨＫ出版／編 東京：ＮＨＫ出版 594
ダンボール織り機でおしゃれこもの 蔭山　はるみ／〔著〕 東京：日本ヴォーグ社 594
井岡式腹割りダイエット 井岡　弘樹／著 東京：ヨシモトブックス 595
おつまみスープ 「汁飲み」向上委員会／著 東京：自由国民社 596
野崎洋光のだし革命トマトジュースと豆乳で和食がつくれる！ 野崎　洋光／著 東京：東洋経済新報社 596
ｈａｒｕ＿ｍｉ　ｖｏｌ．２８（２０１３夏） 栗原　はるみ／〔著〕 東京：扶桑社 596
また作って！と言われる孫ごはん 本谷　惠津子／著 東京：世界文化社 596
豆皿おつまみ 池水　陽子／著 東京：池田書店 596
「分とく山」野崎洋光の一汁三菜 野崎　洋光／著 東京：誠文堂新光社 596
カフェみたいな暮らしを楽しむ本　コーナーづくり編 東京：学研パブリッシング 597
シンプルな暮らしのインテリア 東京：学研パブリッシング 597
ナチュラルな１０３人の家 東京：学研パブリッシング 597
ナチュラル好きの小さなおうちリメイク 東京：学研パブリッシング 597
私のカントリー　ＮＯ．８５ 東京：主婦と生活社 597 85
わが子がぐっすり眠れる魔法のスイッチ ハーヴェイ・カープ／著 東京：講談社 599

産業 保健所犬の飼い主になる前に知っておきたいこと 片野　ゆか／著 東京：新潮社 645
奇跡の営業 山本　正明／著 東京：サンマーク出版 673
日経ＰＣ２１　１月号増刊 日経ＢＰマーケティング 694

芸術 日本美術全集　３ 辻　惟雄／編集委員 東京：小学館 708 3
極上の流転 村松　友視／著 東京：中央公論新社 721 ﾎﾘ



芸術 ヌーヴォー切り絵 蒼山　日菜／著 東京：河出書房新社 726
ボールペンでＳＮＯＯＰＹとゆかいな仲間たちイラスト帖 チャールズ・Ｍ．・シュルツ・クリエイティブ・アソシエイツ／監修 東京：学研教育出版 726
水木しげる漫画大全集　００１ 水木　しげる／著 東京：講談社 726 1
水木しげる漫画大全集　０４８ 水木　しげる／著 東京：講談社 726 48
水木しげる漫画大全集　０５４ 水木　しげる／著 東京：講談社 726 54
水木しげる漫画大全集　０６６ 水木　しげる／著 東京：講談社 726 66
心ゆたかにこれからのかな書道 渡邊　春雪／著 東京：日貿出版社 728
百年後の日本に残しておきたい和の手仕事 安田　多賀子／著 東京：ＰＲ現代 750
もののみごと 田中　敦子／文 東京：講談社 750
紙の箱と器 和田　恭侑／著 東京：文化学園文化出版局 754
マスキングテープおしゃれワザ１２３ ｍ＆ｍ＆ｍ’ｓ／著 東京：講談社 754
わがままだって、いいじゃない。 室井　摩耶子／著 東京：小学館 762 ﾑﾛ
《第九》虎の巻 曽我　大介／著 東京：音楽之友社 764
天音。 ＡＴＳＵＳＨＩ／著 東京：幻冬舎 767 ｱﾂ
あまちゃん　Ｐａｒｔ２ 宮藤　官九郎／作 東京：ＮＨＫ出版 778 2
箱書で学ぶくずし字の基礎 橘　倫子／著 京都：淡交社 791
大人のひらめきマッチ棒クイズ大全集 和田　秀樹／監修 東京：実業之日本社 798

言語 日本人の知らない日本語　４ 蛇蔵／著 東京：メディアファクトリー 810 4
難字・異体字典 有賀　要延／編 東京：国書刊行会 R 811

文学 美しい子ども 松家　仁之／編 東京：新潮社 908
名作うしろ読み 斎藤　美奈子／著 東京：中央公論新社 908
作家の酒 コロナ・ブックス編集部／編 東京：平凡社 910
大本営発表のマイク 近藤　富枝／著 東京：河出書房新社 910 ｺﾝ
新美单吉 保坂　重政／監修 東京：平凡社 910 ﾆｲ
シルバー川柳　〔１〕 全国有料老人ホーム協会／編 東京：ポプラ社 911 1
移された顔 帚木　蓬生／著 東京：新潮社 912
紫の結び　１ 〔紫式部／著〕 東京：理論社 913 1
謹訳源氏物語　１０ 〔紫式部／著〕 東京：祥伝社 913 10
わが友の旅立ちの日に 安野　光雅／著 東京：山川出版社 914 ｱﾝ
生きる事はおもしろい 五木　寛之／著 東京：東京書籍 914 ｲﾂ
老いてこそ遊べ 遠藤　周作／著 東京：河出書房新社 914 ｴﾝ
金井美恵子エッセイ・コレクション　１・2 金井　美恵子／著 東京：平凡社 914 ｶﾅ
あら、もう１０２歳 金原　まさ子／著 東京：草思社 914 ｷﾝ
かくて老兵は消えてゆく 佐藤　愛子／著 東京：文藝春秋 914 ｻﾄ
老年の見識 三浦　朱門／著 東京：海竜社 914 ﾐｳ
９５歳。今日をたのしく。もっと前向きに 吉沢　久子／著 東京：海竜社 914 ﾖｼ
原風景のなかへ 安野　光雅／著 東京：山川出版社 915 ｱﾝ
漂う 黒井　千次／著 東京：毎日新聞社 915 ｸﾛ
あやしい探検隊済州島乱入 椎名　誠／著 東京：角川書店 915 ｼｲ
うつ病放浪記 工藤　美代子／著 東京：講談社 916 ｸﾄﾞ

児童書（読物） はじめての古事記 竹中　淑子／文 東京：徳間書店 F
天使に胸キュン 愛川　さくら／作 東京：角川書店 F ｱｲ
初恋〓にさよなら 愛川　さくら／作 東京：角川書店 F ｱｲ
怪盗レッド　９ 秋木　真／作 東京：角川書店 F ｱｷ 9
運命のウエディングドレス あんびる　やすこ／著 東京：岩崎書店 F ｱﾝ
もしかしてぼくは 内田　麟太郎／作 東京：鈴木出版 F ｳﾁ
さいこうのスパイス 亀岡　亜希子／作・絵 東京：ＰＨＰ研究所 F ｶﾒ
妖怪アパートの幽雅な日常　ラスベガス外伝 香月　日輪／〔著〕 東京：講談社 F ｺｳ
ぼくらのＣ計画 宗田　理／作 東京：ポプラ社 F ｿｳ
レガッタ！　３ 濱野　京子／〔著〕 東京：講談社 F ﾊﾏ 3
都会（まち）のトム＆ソーヤ　１１上・下 はやみね　かおる／〔著〕 東京：講談社 F ﾊﾔ 11
クサヨミ 藤田　雅矢／作 東京：岩崎書店 F ﾌｼﾞ
魔天使マテリアル　５ 藤咲　あゆな／作 東京：ポプラ社 F ﾌｼﾞ 5
鷹のように帆をあげて まはら　三桃／著 東京：講談社 F ﾏﾊ
図工室の日曜日 村上　しいこ／作 東京：講談社 F ﾑﾗ
とびばこのひるやすみ 村上　しいこ／さく 東京：ＰＨＰ研究所 F ﾑﾗ
黒ネコジェニーのおはなし　１ エスター・アベリル／作・絵 東京：福音館書店 933 ｱﾍﾞ 1

パパのメールはラブレター！？ メアリー・アマート／作 東京：徳間書店 933 ｱﾏ



児童書（読物） リトル・ジーニーときめきプラス　〔３〕 ミランダ・ジョーンズ／作 東京：ポプラ社 933 ｼﾞﾖ 3
灰色の地平線のかなたに ルータ・セペティス／作 東京：岩波書店 933 ｾﾍﾟ
鉄道きょうだい Ｅ．ネズビット／著 東京：教文館 933 ﾈｽﾞ
ジェンナ メアリ・Ｅ．ピアソン／著 東京：小学館 933 ﾋﾟｱ
シフト ジェニファー・ブラッドベリ／著 東京：福音館書店 933 ﾌﾞﾗ
そして、ぼくの旅はつづく サイモン・フレンチ／作 東京：福音館書店 933 ﾌﾚ
もういちど家族になる日まで スザンヌ・ラフルーア／作 東京：徳間書店 933 ﾗﾌ
オオバンクラブ物語　上・下 アーサー・ランサム／作 東京：岩波書店 933 ﾗﾝ
ツバメの谷　上・下 アーサー・ランサム／作 東京：岩波書店 933 ﾗﾝ
長い冬休み　上・下 アーサー・ランサム／作 東京：岩波書店 933 ﾗﾝ
ヤマネコ号の冒険　上・下 アーサー・ランサム／作 東京：岩波書店 933 ﾗﾝ
愛の一家 アグネス・ザッパー／作 東京：福音館書店 943 ｻﾞﾂ

児童書（知識） すぐにできる！楽しいダンス　１ 向山　洋一／監修 東京：汐文社 374 1
星空のかがく えびな　みつる／絵と文 東京：旬報社 440
宇宙探査大図鑑 的川　泰宣／監修 東京：ＰＨＰ研究所 538
農家になろう　１～５ 農文協／編 東京：農山漁村文化協会 610
肥料と土つくりの絵本　４ 藤原　俊六郎／監修 東京：農山漁村文化協会 613 4
世界の美しい透明な生き物 東京：エクスナレッジ 748
遊べる工作大図鑑 阿部　知子／監修 東京：日東書院本社 750
どうぶつ島たんけん 今森　光彦／ペーパーカット・ことば 東京：小学館 754

絵本 しんかんくんでんしゃのたび のぶみ／さく 東京：あかね書房 E ｱｶ
ばしゃにのって とよた　かずひこ／作・絵 東京：アリス館 E ｱﾘ
ニャントさん 高部　晴市／著 東京：イースト・プレス E ｲｽ
とんとんとん！だれかな？ ミカエラ・モーガン／ぶん 東京：岩崎書店 E ｲﾜ
ぷちぷちまめこ 川北　亮司／作 東京：岩崎書店 E ｲﾜ
ペネロペちきゅうがだいすき アン・グットマン／ぶん 東京：岩崎書店 E ｲﾜ
めだまとやぎ にし　かなこ／ぶん・え 〔東京〕：エル・ディー・アンド・ケイ E ｴﾙ
なつのいちにち はた　こうしろう／作 東京：偕成社 E ｶｲ
あっ！ 中川　ひろたか／ぶん 東京：金の星社 E ｷﾝ
ちがうねん ジョン・クラッセン／作 東京：クレヨンハウス E ｸﾚ
最初の質問 長田　弘／詩 東京：講談社 E ｺｳ
どじにんじゃ 新井　洋行／作・絵 東京：講談社 E ｺｳ
ペンギーノくんのすてきななつやすみ 河相　美恵子／作・絵 東京：国土社 E ｺｸ
きみがおしえてくれた。 今西　乃子／文 東京：新日本出版社 E ｼﾝ
おばけにてそうろう 井上　洋介／えとぶん 東京：大日本図書 E ﾀﾞｲ
はだしのゲン 中沢　啓治／著 東京：ＤＩＮＯ　ＢＯＸ E ﾃﾞｲ
図書館に児童室ができた日 ジャン・ピンボロー／文 東京：徳間書店 E ﾄｸ
あかいぼうし やなせ　たかし／作・絵 東京：フレーベル館 E ﾌﾚ
おうちにいれちゃだめ！ ケヴィン・ルイス／作 東京：フレーベル館 E ﾌﾚ
タコラのピアノ やなせ　たかし／作・絵 東京：フレーベル館 E ﾌﾚ
ぼくは 藤野　可織／作 東京：フレーベル館 E ﾌﾚ
ラーメンてんし やなせ　たかし／作・絵 東京：フレーベル館 E ﾌﾚ
てんとうむしぱっ 中川　ひろたか／文 東京：ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ
いかすぜ！ブブヒコ 中川　ひろたか／作 東京：文溪堂 E ﾌﾞﾝ
いぬくんぼくはいいこだから… きむら　ゆういち／作 東京：ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ
ひるねのね あべ　弘士／作・絵 東京：ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ
おばけのゆかいなふなたび ジャック・デュケノワ／さく 東京：ほるぷ出版 E ﾎﾙ
ぐるんぐるんつむじかぜ アーノルド・ローベル／さく 東京：ほるぷ出版 E ﾎﾙ
紙のむすめ ナタリー・ベルハッセン／文 東京：光村教育図書 E ﾐﾂ
きょうのシロクマ あべ　弘士／作 東京：光村教育図書 E ﾐﾂ
商人とオウム 〔ルーミー／原作〕 東京：光村教育図書 E ﾐﾂ
チュンチエ ユイ　リーチョン／文 東京：光村教育図書 E ﾐﾂ




