
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 暗黒女子 秋吉　理香子／著 双葉社 F ｱｷ

黒書院の六兵衛　上・下 浅田　次郎／著 日本経済新聞出版社 F ｱｻ

光の王国 梓澤　要／著 文藝春秋 F ｱｽﾞ

Ｄｅｌｕｘｅ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 阿部　和重／著 文藝春秋 F ｱﾍﾞ

イン・ザ・ヘブン 新井　素子／著 新潮社 F ｱﾗ

限界捜査 安東　能明／著 祥伝社 F ｱﾝ

八重の桜　４ 山本　むつみ／作 ＮＨＫ出版 F ｲｶﾞ 4

黎明に起つ 伊東　潤／著 ＮＨＫ出版 F ｲﾄ

騙し絵 犬飼　六岐／著 祥伝社 F ｲﾇ

ほろびぬ姫 井上　荒野／著 新潮社 F ｲﾉ

名もなき日々を 宇江佐　真理／著 文藝春秋 F ｳｴ

雪まろげ 宇江佐　真理／著 新潮社 F ｳｴ

はなとゆめ 冲方　丁／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｳﾌﾞ

怪物商人 江上　剛／著 ＰＨＰ研究所 F ｴｶﾞ

晩年様式集（イン・レイト・スタイル） 大江　健三郎／著 講談社 F ｵｵ

ようこそ授賞式の夕べに 大崎　梢／著 東京創元社 F ｵｵ

伊藤博文邸の怪事件 岡田　秀文／著 光文社 F ｵｶ

受難の三兄弟　２ 岡野　めぐみ／著 中央公論新社 F ｵｶ 2

ガンコロリン 海堂　尊／著 新潮社 F ｶｲ

あなたの人生、片づけます 垣谷　美雤／著 双葉社 F ｶｷ

こちら警視庁美術犯罪捜査班 門井　慶喜／著 光文社 F ｶﾄﾞ

京都西陣シェアハウス 鏑木　蓮／著 講談社 F ｶﾌﾞ

たからもの 北原　亞以子／著 講談社 F ｷﾀ

悪医 久坂部　羊／著 朝日新聞出版 F ｸｻ

雤のなまえ 窪　美澄／著 光文社 F ｸﾎﾞ

赤とんぼ レイコ・クルック／著 長崎文献社 F ｸﾙ

空飛ぶ貧乏騎兵隊 黒川　裕子／著 中央公論新社 F ｸﾛ

エンジェル・フォール！　３ 五月　蓬／〔著〕 アルファポリス F ｺﾞｶﾞ 3

ターミナル・デイ 小杉　英了／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｺｽ

世界泤棒 桜井　晴也／著 河出書房新社 F ｻｸ

蛇行する月 桜木　紫乃／著 双葉社 F ｻｸ

あさきゆめみし　上・下 ジェームス三木／著 新日本出版社 F ｼﾞｴ

黄昏の旗 朱川　湊人／著 ＰＨＰ研究所 F ｼﾕ

花咲小路一丁目の刑事 小路　幸也／著 ポプラ社 F ｼﾖ

誰に見しょとて 菅　浩江／著 早川書房 F ｽｶﾞ

月と太陽 瀬名　秀明／著 講談社 F ｾﾅ

軍師黒田官兵衛 高橋　直樹／著 潮出版社 F ﾀｶ

ジャーニー・ボーイ 高橋　克彦／著 朝日新聞出版 F ﾀｶ

燃える家 田中　慎弥／著 講談社 F ﾀﾅ

甘いもんでもおひとつ 田牧　大和／著 文藝春秋 F ﾀﾏ

ひこばえに咲く 玉岡　かおる／著 ＰＨＰ研究所 F ﾀﾏ

町民Ｃ、勇者様に拉致される　番外編 つくえ／〔著〕 アルファポリス F ﾂｸ

独走 堂場　瞬一／著 実業之日本社 F ﾄﾞｳ

離婚男子 中場　利一／著 光文社 F ﾅｶ



日本の小説 冬虫夏草 梨木　香歩／著 新潮社 F ﾅｼ

玉繭の道 仁志　耕一郎／著 朝日新聞出版 F ﾆｼ

北天の馬たち 貫井　徳郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾇｸ

公園通りのクロエ 野中　柊／著 祥伝社 F ﾉﾅ

新釈にっぽん昔話 乃单　アサ／著 文藝春秋 F ﾉﾅ

潮鳴り 葉室　麟／著 祥伝社 F ﾊﾑ

探偵部への挑戦状 東川　篤哉／著 実業之日本社 F ﾋｶﾞ

炎は消えず 廣木　明美／著 文芸社 F ﾋﾛ

デパスな日々 伏本　和代／著 そして企画 F ﾌｼ

君のいた日々 藤野　千夜／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾌｼﾞ

士道残照 藤本　ひとみ／著 中央公論新社 F ﾌｼﾞ

潜入調査 藤田　宜永／著 光文社 F ﾌｼﾞ

異界の魔術士　１～４ ヘロー天気／〔著〕 アルファポリス F ﾍﾛ

貴族探偵対女探偵 麻耶　雄嵩／著 集英社 F ﾏﾔ

グリード　上・下 真山　仁／著 講談社 F ﾏﾔ

まほろ駅前狂騒曲 三浦　しをん／著 文藝春秋 F ﾐｳ

致死量未満の殺人 三沢　陽一／著 早川書房 F ﾐｻ

いつの日も泉は湧いている 盛田　隆二／著 日本経済新聞出版社 F ﾓﾘ

家族の見える場所 森　浩美／著 双葉社 F ﾓﾘ

なぎさ 山本　文緒／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔﾏ

大江戸恐龍伝　第１巻・第２巻 夢枕　獏／著 小学館 F ﾕﾒ

終焉の王国 梨沙／著 朝日新聞出版 F ﾘｻ

大江戸ドクター 和田　はつ子／著 幻冬舎 F ﾜﾀﾞ

村上海賊の娘　上巻・下巻 和田　竜／著 新潮社 F ﾜﾀﾞ

外国の小説 ひとりの体で　上・下 ジョン・アーヴィング／著 新潮社 933 ｱﾋﾞ

裏切られた初恋 ダイアナ・パーマー／作 ハーレクイン 933 ﾊﾟﾏ

乱鴉の饗宴　上・下 ジョージ・Ｒ．Ｒ．マーティン／著 早川書房 933 ﾏﾃ

竜との舞踏　２ ジョージ・Ｒ．Ｒ．マーティン／著 早川書房 933 ﾏﾃ 2

ジャック・リッチーのあの手この手 ジャック・リッチー／著 早川書房 933 ﾘﾂ

文庫本 シークの胸は愛のオアシス ニコール・ジョーダン／著 幻冬舎 B 933 ｼﾞﾖ

バッドタイム・ブルース オリヴァー・ハリス／著 早川書房 B 933 ﾊﾘ

東京レイヴンズ　１０ あざの　耕平／著 〔東京〕：ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｱｻﾞ 10

ノーブルチルドレンの追想 綾崎　隼／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｱﾔ

おこぼれ姫と円卓の騎士　〔７〕 石田　リンネ／〔著〕 エンターブレイン B F ｲｼ 7

あさき夢見し、百華の雪 糸森　環／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲﾄ

恋と悪魔と黙示録　〔１〕 糸森　環／著 一迅社 B F ｲﾄ 1

秋の蝶 今井　絵美子／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

秋螢 今井　絵美子／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

こぼれ萩 今井　絵美子／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

極楽日和 今井　絵美子／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

さくら舞う 今井　絵美子／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

品の月 今井　絵美子／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

月影の舞 今井　絵美子／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

虎が雤 今井　絵美子／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

泣きのお銀 今井　絵美子／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

行合橋 今井　絵美子／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

凛として 今井　絵美子／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

忘れ雪 今井　絵美子／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

彼女のため生まれた 浦賀　和宏／〔著〕 幻冬舎 B F ｳﾗ

命で払え 大沢　在昌／〔著〕 角川書店 B F ｵｵ

真夜中のパン屋さん　〔４〕 大沼　紀子／〔著〕 ポプラ社 B F ｵｵ 4



文庫本 瑠璃龍守護録　〔６〕 くりた　かのこ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｸﾘ 6

鬼舞　〔１１〕 瀬川　貴次／著 集英社 B F ｾｶﾞ 11

ワケあり生徒会！　４ 春川　こばと／著 アスキー・メディアワークス B F ﾊﾙ 4

人類資金　４ 福井　晴敏／〔著〕 講談社 B F ﾌｸ 4

出口なし 藤　ダリオ／〔著〕 角川書店 B F ﾌｼﾞ

ハルさん 藤野　恵美／著 東京創元社 B F ﾌｼﾞ

西の末裔（ディセンダント） 村田　栞／〔著〕 角川書店 B F ﾑﾗ

総合 現代用語の基礎知識　２０１４ 自由国民社 R 031 14

そして、メディアは日本を戦争に導いた 半藤　一利／著 東洋経済新報社 070

哲学 感動する！日本史 白駒　妃登美／著 中経出版 159
世界のエリートはなぜ、「この基本」を大事にするのか？ 戸塚　隆将／著 朝日新聞出版 159

天 斎藤　一人／著 サンマーク出版 159

遺教経に学ぶ 松原　泰道／著 大法輪閣 183

智慧の扉 アルボムッレ・スマナサーラ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 184

心配事の９割は起こらない 枡野　俊明／著 三笠書房 188

歴史 学校では教えない「社会人のための現代史」 池上　彰／著 文藝春秋 209

支倉常長遣欧使節もうひとつの遺産 太田　尚樹／著 山川出版社 210.5

夜の日本史 末國　善己／著 辰巳出版 281

冷泉家八〇〇年の「守る力」 冷泉　貴実子／著 集英社 288

軍神広瀬武夫の生涯 高橋　安美／著 新人物往来社 B 289 ﾋﾛ

ヴェルヌの『八十日間世界一周』に挑む マシュー・グッドマン／著 柏書房 290

古地図読み方・楽しみ方 安藤　優一郎／監修 メイツ出版 291

除夜の鐘はここで撞く　京都のお寺さん 株式会社ハースト婦人画報社 291

社会科学 ニッポンが変わる、女が変える 上野　千鶴子／著 中央公論新社 304

日本国憲法を口語訳してみたら 塚田　薫／著 幻冬舎 323

話す力 草野　仁／著 小学館 361

人は「そとづら」が９割 三枝　理枝子／著 アスコム 361

ＩＴ女子がそっと教える究極の「女子力」活用法 清水　美奈子／著 中央経済社 366

働き続ける女子のための会社のルールとお金の話 宮本　美恵子／著 中央経済社 366

働く女子の夢 日本ドリームプロジェクト／編 いろは出版 366

働くママに効く心のビタミン 上田　理恵子／著 日経ＢＰ社 366

家族ってけっこうビミョ～ 田村　節子／文 教育出版 367

５５歳からの「一生モノ」入門 朝日新聞「５５プラス」取材班／著 講談社 367

毒婦たち 上野　千鶴子／著 河出書房新社 368

高齢者と楽しむマジック 藤原　邦恭／著 いかだ社 369

４０代から備える親の介護＆自分の介護 横井　孝治／監修 世界文化社 369

わくわくクリスマス　デコレーション＆シアター ポット編集部／編 チャイルド本社 376

吃音のこと、わかってください 北川　敬一／著 岩崎書店 378

自然科学 親子で学ぶ科学図鑑 キャロル・ヴォーダマン／ほか著 創元社 400

小麦は食べるな！ ウイリアム・デイビス／著 日本文芸社 498

サプリメントの正体 田村　忠司／著 東洋経済新報社 498

ハリウッド検視ファイル 山田　敏弘／著 新潮社 498

技術 リフォームのコツと基本 主婦の友社／編 主婦の友社 527

捨てられない服の片づけマジック！ 横森　美奈子／著 小学館 593

手作りのがまぐち ブティック社 594

かるべけいこのやさしいおやつ かるべ　けいこ／料理 クレヨンハウス 596

四十九日のレシピのレシピ 伊吹　有喜／著 ポプラ社 596

「粗食」のきほん 佐藤　初女／著 ブックマン社 596

「包む」「巻く」「結ぶ」で美しく和のおもてなし料理 柳原　尚之／著 池田書店 596
ナチュラル好きのおうちＣａｆ〓　おいしいゆったり時間号 学研パブリッシング 596

日本茶の事典 スタジオタッククリエイティブ 596



技術 野崎さんのおいしいかさ増しダイエットレシピ 野崎　洋光／著 柴田書店 596

Ｓｏｕｐ　Ｓｔｏｃｋ　Ｔｏｋｙｏのスープの作り方　２ スープストックトーキョー／著 文藝春秋 596 2

産業 花束デザイン図鑑３００ フローリスト編集部／編 誠文堂新光社 627

寄せ植えスタイリングブック 上田　広樹／著 ＮＨＫ出版 627

「ありがとう」。４６の物語 扶桑社 645

馬の百科 ジュリエット・クラットン＝ブロック／著 あすなろ書房 645

新アルティメイトブック馬 エルウィン・ハートリー・エドワーズ／原著 緑書房 645

シニア接客のルール 山岸　和実／著 明日香出版社 673
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンよくばり裏技ガイド　２０１３～１４年版 ＵＳＪ裏技調査隊／編 廣済堂出版 689 13

芸術 日本美術全集　１６ 辻　惟雄／編集委員 小学館 708 16

ヘンな日本美術史 山口　晃／著 祥伝社 721

馬の図案集 日貿出版社／編 日貿出版社 724

原爆といのち 手塚　治虫／〔ほか〕著 金の星社 726

子どもたちの戦争 ちば　てつや／〔ほか〕著 金の星社 726

戦場の現実と正体 水木　しげる／〔ほか〕著 金の星社 726

戦争の傷あと 藤子・Ｆ・不二雄／〔ほか〕著 金の星社 726

漫画家たちの戦争別巻資料 宮部　精一／〔ほか〕執筆 金の星社 726

未来の戦争 石ノ森　章太郎／〔ほか〕著 金の星社 726

水木しげる漫画大全集　０２８ 水木　しげる／著 講談社 726 28

水木しげる漫画大全集　０７６ 水木　しげる／著 講談社 726 76

かご編みの技法大全 佐々木　麗子／著 誠文堂新光社 754

花のポップアップ・クラフト 高橋　洋一／著 誠文堂新光社 754

次々作れる！小さな革のかわいい雑貨 主婦と生活社 755

長い猫と不思議な家族 依布　サラサ／著 祥伝社 767 ｲﾌ

流星ひとつ 沢木　耕太郎／著 新潮社 767 ﾌｼﾞ

中身 ともさか　りえ／著 幻冬舎 772 ﾄﾓ

女優浅丘ルリ子咲きつづける 浅丘　ルリ子／著 主婦の友社 778 ｱｻ

別れの何が悲しいのですかと、三國連太郎は言った 宇都宮　直子／著 中央公論新社 778 ﾐｸ

ＴＶアニメ『Ｆｒｅｅ！』公式ファンブック ポニーキャニオン 778

今日も日暮里 片岡　鶴太郎／著 徳間書店 779 ｶﾀ
これからはじめる人のための楽しい乗馬ビジュアルテキスト ジョー・バード／著 緑書房 789

乗馬はじめました。 平島　文江／著 誠文堂新光社 789

無法庵花往来 田中　昭光／著 淡交社 791

３０秒でウケる！プチ芸術の作り方 笹川　勇／著 マガジンハウス 798

文学 くじけないで 柴田　トヨ／著 飛鳥新社 911

シルバー川柳　２・３ 全国有料老人ホーム協会／編 ポプラ社 911

物語ること、生きること 上橋　菜穂子／著 講談社 910 ｳｴ

王さまとあそぼう 理論社 910 ﾃﾗ

最期の時間 飛鳥新社編集部／編 飛鳥新社 911 ｼﾊﾞ

古事記とはなにか 神野志　隆光／著 講談社 B 913

昭和二十年夏、子供たちが見た戦争 梯　久美子／〔著〕 角川書店 B 916 ｶｹ

世の中それほど不公平じゃない 浅田　次郎／著 集英社 914 ｱｻ

金井美恵子エッセイ・コレクション　３ 金井　美恵子／著 平凡社 914 ｶﾅ 3

○に近い△を生きる 鎌田　實／著 ポプラ社 914 ｶﾏ

日本人へ　危機からの脱出篇 塩野　七生／著 文藝春秋 914 ｼｵ

すばらしい日々 よしもと　ばなな／著 幻冬舎 914 ﾖｼ

男と女、なぜ別れるのか 渡辺　淳一／著 集英社 914 ﾜﾀ

私お先にゆきますわ 武元　弘文／著 春秋社 916 ﾀｹ

彼女失格 松　さや香／著 幻冬舎 916 ﾏﾂ

仕事休んでうつ地獄に行ってきた 丸岡　いずみ／著 主婦と生活社 916 ﾏﾙ

児童書（読物） がむしゃら落語 赤羽　じゅんこ／作 福音館書店 F ｱｶ



児童書（読物） ルルとララのクリスマス あんびる　やすこ／作・絵 岩崎書店 F ｱﾝ

黒魔女さんが通る！！　ｐａｒｔ１６ 石崎　洋司／作 講談社 F ｲｼ 16

小学校の秘密の通路 岡田　淳／作 偕成社 F ｵｶ

水の精とふしぎなカヌー 岡田　淳／作 理論社 F ｵｶ

はりねずみのルーチカ かんの　ゆうこ／作 講談社 F ｶﾝ

まじょ子とネコの王子さま 藤　真知子／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ

ほうかごはおばけだらけ！ むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

なぞのかみきれをおえ！ マージョリー・Ｗ．シャーマット／ぶん 大日本図書 933 ｼﾔ

ハロウィンにきえたねこ マージョリー・Ｗ．シャーマット／ぶん 大日本図書 933 ｼﾔ

トム・ゲイツ Ｌ．ピーション／作 小学館 933 ﾋﾟｼ

動物と話せる尐女リリアーネ　９下巻 タニヤ・シュテーブナー／著 学研教育出版 943 ｼﾕ 9-2

マッティのうそとほんとの物語 ザラー・ナオウラ／作 岩波書店 943 ﾅｵ

ユリシーズ・ムーアと空想の旅人 〔Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ　Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ／著〕 学研教育出版 973 ﾊﾞﾂ

児童書（知識） 平和を考える戦争遺物　１・２ 汐文社 210

織田信長 小和田　哲男／監修 小学館 289 ｵﾀﾞ

勝海舟 落合　弘樹／監修 小学館 289 ｶﾂ

スティーブ・ジョブズ 大谷　和利／監修 小学館 289 ｼﾞﾖ

徳川家康 小和田　哲男／監修 小学館 289 ﾄｸ

西田幾多郎 西田幾多郎記念哲学館／監修 小学館 289 ﾆｼ

八田與一 許　光輝／監修 小学館 289 ﾊﾂ

職場体験完全ガイド　１～１０ ポプラ社 366

大天狗先生の〓妖怪学入門 富安　陽子／著 尐年写真新聞社 388

洞くつの世界大探検 庫本　正／著 ＰＨＰ研究所 454

きょうりゅうのおおきさ 冨田　幸光／監修 ひさかたチャイルド 457

このはなだれの？ 堀　浩／監修 ひさかたチャイルド 480

ぼくはざりがに 武田　正倫／監修 ひさかたチャイルド 485

ころころパンダ ひさかたチャイルド 489

ぞうのひめちゃん ひさかたチャイルド 489

とらってすごい！ ひさかたチャイルド 489

ゴーゴーはしごしゃ 横浜市安全管理局／監修 ひさかたチャイルド 537

肥料と土つくりの絵本　５ 藤原　俊六郎／監修 農山漁村文化協会 613 5

イヌとネコの体の不思議 斉藤　勝司／著 誠文堂新光社 645

いのちをいただく 内田　美智子／文 西日本新聞社 648

干支とかぶとを折る 松野　幸彦／〔作〕 日本折紙協会 754

楽しいローマ字　１～５ 田中　博史／監修 学研教育出版 811

ことばのゆらい図鑑　２ ヒサ　クニヒコ／文と絵 ハッピーオウル社 814 2

絵本 だれも知らないサンタの秘密 アラン・スノウ／さく あすなろ書房 E ｱｽ

ぐるぐるせんたく 矢野　アケミ／作 アリス館 E ｱﾘ

どこにいるかな？ 松橋　利光／著 アリス館 E ｱﾘ

うまれたよ！カタツムリ 武田　晋一／写真 岩崎書店 E ｲﾜ

うまれたよ！コオロギ 中瀬　潤／写真 岩崎書店 E ｲﾜ

うまれたよ！バッタ 新開　孝／写真 岩崎書店 E ｲﾜ

おによりつよいおよめさん 井上　よう子／作 岩崎書店 E ｲﾜ

もちもちおもち 庄司　三智子／著 岩崎書店 E ｲﾜ

ぶたがとぶ 佐々木　マキ／作 絵本館 E ｴﾎ

おトイレさん きたがわ　めぐみ／さく・え 教育画劇 E ｷﾖ

たこやきマントマンシリーズ 高田　ひろお／作 金の星社 E ｷﾝ

ヘンテコリンおじさん みやにし　たつや／作絵 講談社 E ｺｳ

いちばんちいさなクリスマスプレゼント ピーター・レイノルズ／ぶん・え 主婦の友社 E ｼﾕ

だるまちゃん・りんごんちゃん かこ　さとし／さく 瑞雲舎 E ｽﾞｲ

しょうがつがくると 川崎　洋／さく 鈴木出版 E ｽｽﾞ



絵本 まじょのウィニー ヴァレリー・トーマス／文 静山社 E ｾｲ

まじょのウィニーおたんじょうびおめでとう ヴァレリー・トーマス／文 静山社 E ｾｲ

ウリオ 室井　滋／文 世界文化社 E ｾｶ

ゆきうさぎのねがいごと レベッカ・ハリー／え 世界文化社 E ｾｶ

クリスマスをみにいったヤシの木 マチュー・シルヴァンデール／文 徳間書店 E ﾄｸ

わたしのすてきなクリスマスツリー ダーロフ・イプカー／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

あくたれラルフのクリスマス ジャック・ガントス／さく ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

いちにちどうぶつ ふくべ　あきひろ／さく ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

くしカツさんちはまんいんです 岡田　よしたか／さく ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

１０ぴきのかえるのふゆごもり 間所　ひさこ／さく ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

ネルとマリのたからもの 亀岡　亜希子／〔作〕 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

しろちゃんとはりちゃん たしろ　ちさと／作・絵 ひかりのくに E ﾋｶ

ばばばあちゃんのクリスマスかざり さとう　わきこ／作 福音館書店 E ﾌｸ

ピッキーとポッキーのはいくえほん　おしょうがつのまき あらしやま　こうざぶろう／ぶん 福音館書店 E ﾌｸ

ゆきのうえゆきのした ケイト・メスナー／文 福音館書店 E ﾌｸ

コケッコーさんとおみせやさんごっこ かろくこうぼう／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

だましえだいく 青山　邦彦／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

つんつくせんせいとまほうのじゅうたん たかどの　ほうこ／さく・え フレーベル館 E ﾌﾚ

熱気球はじめてものがたり マージョリー・プライスマン／さく フレーベル館 E ﾌﾚ

おむかえワニさん 陣崎　草子／作・絵 文溪堂 E ﾌﾞﾝ

クリスマスのおばけ せな　けいこ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

うんこダスマンたいそう 村上　八千世／作詞　文 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

おばけのゆきだるま ジャック・デュケノワ／さく ほるぷ出版 E ﾎﾙ

としょかんのよる ローレンツ・パウリ／文 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

黄いろのトマト 宮沢　賢治／作 三起商行 E ﾐｷ

うさぎとかめ 〔イソップ／原作〕 光村教育図書 E ﾐﾂ

モラッチャホンがきた！ ヘレン・ドカティ／文 光村教育図書 E ﾐﾂ

紙芝居 いのちをいただく 内田　美智子／文 西日本新聞社 K

  

職場体験完全ガイド 全10巻 （ポプラ社） 
















