
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 冒険の森へ　３・４ 集英社 F

友の墓の上で 赤川　次郎／著 集英社 F ｱｶ

Ｉ　ｌｏｖｅ　ｌｅｔｔｅｒ あさの　あつこ／著 文藝春秋 F ｱｻ

裁く眼 我孫子　武丸／著 文藝春秋 F ｱﾋﾞ

７デイズ 五十嵐　貴久／著 ＰＨＰ研究所 F ｲｶﾞ

蜜柑花子の栄光 市川　哲也／著 東京創元社 F ｲﾁ

アーティファクトコレクター　３ 一星／著 アルファポリス F ｲﾂ 3

江戸を造った男 伊東　潤／著 朝日新聞出版 F ｲﾄ

月兎耳の家 稲葉　真弓／著 河出書房新社 F ｲﾅ

ブルーネス 伊与原　新／著 文藝春秋 F ｲﾖ

梟首の遺宝 大村　友貴美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｵ

よっつ屋根の下 大崎　梢／著 光文社 F ｵｵ

あずかりやさん　２ 大山　淳子／著 ポプラ社 F ｵｵ 2

月輪先生の犯罪捜査学教室 岡田　秀文／著 光文社 F ｵｶ

農ガール、農ライフ 垣谷　美雨／著 祥伝社 F ｶｷ

室町無頼 垣根　涼介／著 新潮社 F ｶｷ

少年聖女 鹿島田　真希／著 河出書房新社 F ｶｼ

新しい鳥たち 片山　恭一／著 光文社 F ｶﾀ

四百三十円の神様 加藤　元／著 講談社 F ｶﾄ

ゆけ、おりょう 門井　慶喜／著 文藝春秋 F ｶﾄﾞ

８００年後に会いにいく 河合　莞爾／著 幻冬舎 F ｶﾜ

光炎の人　上・下 木内　昇／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｷｳ

リセット　９ 如月　ゆすら／著 アルファポリス F ｷｻ 9

戦国２４時 木下　昌輝／著 光文社 F ｷﾉ

猿の見る夢 桐野　夏生／著 講談社 F ｷﾘ

反社会品 久坂部　羊／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｸｻ

ベルサイユの秘密 鯨　統一郎／著 光文社 F ｸｼﾞ

揺らぐ街 熊谷　達也／著 光文社 F ｸﾏ

始皇帝の永遠 小前　亮／著 講談社 F ｺﾏ

去就 今野　敏／著 新潮社 F ｺﾝ

刑罰０号 西條　奈加／著 徳間書店 F ｻｲ

４０歳の言いわけ 斉木　香津／著 双葉社 F ｻｲ

女子的生活 坂木　司／著 新潮社 F ｻｶ

ＱＪＫＪＱ 佐藤　究／著 講談社 F ｻﾄ

侍の本分 佐藤　雅美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻﾄ

望み 雫井　脩介／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼｽﾞ

あおぞら町　春子さんの冒険と推理 柴田　よしき／著 原書房 F ｼﾊﾞ

校庭に東風吹いて 柴垣　文子／著 新日本出版社 F ｼﾊﾞ

失踪者 下村　敦史／著 講談社 F ｼﾓ

白の皇国物語　１７ 白沢　戌亥／著 アルファポリス F ｼﾗ 17

ホームズ四世 新堂　冬樹／著 講談社 F ｼﾝ

不機嫌な姫とブルックナー団 高原　英理／著 講談社 F ﾀｶ

ペットショップボーイズ 竹吉　優輔／著 光文社 F ﾀｹ

夜に啼く鳥は 千早　茜／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾁﾊ

えっ？平凡ですよ？？　７ 月雪　はな／著 アルファポリス F ﾂｷ 7

駄犬道中おかげ参り 土橋　章宏／著 小学館 F ﾄﾞﾊﾞ

カオルちゃーん！！ 中場　利一／著 光文社 F ﾅｶ

作家刑事毒島 中山　七里／著 幻冬舎 F ﾅｶ

ヒポクラテスの憂鬱 中山　七里／著 祥伝社 F ﾅｶ



日本の小説 偶然屋 七尾　与史／著 小学館 F ﾅﾅ

挑戦者たち 法月　綸太郎／著 新潮社 F ﾉﾘ

失踪．ｃｏｍ 原田　ひ香／著 集英社 F ﾊﾗ

危険なビーナス 東野　圭吾／著 講談社 F ﾋｶﾞ

ぼくはまだ、横浜でキスをしない 樋口　有介／著 角川春樹事務所 F ﾋｸﾞ

大〓見警部の事件簿リターンズ 深水　黎一郎／著 光文社 F ﾌｶ

花や今宵の 藤谷　治／著 講談社 F ﾌｼﾞ

スピリット・マイグレーション　６ ヘロー天気／著 アルファポリス F ﾍﾛ 6

ダィテス領攻防記　７ 牧原　のどか／著 アルファポリス F ﾏｷ 7

料理通異聞 松井　今朝子／著 幻冬舎 F ﾏﾂ

ゴッド・スパイダー 三浦　明博／著 講談社 F ﾐｳ

メビウス・ファクトリー 三崎　亜記／著 集英社 F ﾐｻ

黒面の狐 三津田　信三／著 文藝春秋 F ﾐﾂ

スペース金融道 宮内　悠介／著 河出書房新社 F ﾐﾔ

ドナ・ビボラの爪　上・下 宮本　昌孝／著 中央公論新社 F ﾐﾔ

みかづき 森　絵都／著 集英社 F ﾓﾘ

信長さまはもういない 谷津　矢車／著 光文社 F ﾔﾂ

柳屋商店開店中 柳　広司／著 原書房 F ﾔﾅ

天晴れアヒルバス 山本　幸久／著 実業之日本社 F ﾔﾏ

壁抜けの谷 山下　澄人／著 中央公論新社 F ﾔﾏ

芝浜 山本　一力／著 小学館 F ﾔﾏ

バイバイ・バディ 行成　薫／著 講談社 F ﾕｷ

陰陽師　玉兎ノ巻 夢枕　獏／著 文藝春秋 F ﾕﾒ

台所のラジオ 吉田　篤弘／著 角川春樹事務所 F ﾖｼ

ヒワマン日和 吉永　南央／著 光文社 F ﾖｼ

わずか一しずくの血 連城　三紀彦／著 文藝春秋 F ﾚﾝ

外国の小説 トランボ ブルース・クック／著 世界文化社 932 ﾄﾗ

ベスト・ストーリーズ　３ 若島　正／編 早川書房 933 3

エターナル・フレイム グレッグ・イーガン／著 早川書房 933 ｲｶﾞ

プリンセス・ダイアリー　１４ メグ・キャボット／著 河出書房新社 933 ｷﾔ 14

ミスター・メルセデス　上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 933 ｷﾝ

ゴールドフィンチ　４ ドナ・タート／著 河出書房新社 933 ﾀﾄ 4

すべての見えない光 アンソニー・ドーア／著 新潮社 933 ﾄﾞｱ

人という怪物　上・下 パトリック・ネス／著 東京創元社 933 ﾈｽ

生か、死か マイケル・ロボサム／著 早川書房 933 ﾛﾎﾞ

プリズン・ブック・クラブ アン・ウォームズリー／著 紀伊國屋書店 936 ｳｵ

キッド ダン・サヴェージ／著 みすず書房 936 ｻﾍﾞ

ヌメロ・ゼロ ウンベルト・エーコ／著 河出書房新社 973 ｴｺ

文庫本 チーム・バチスタの栄光 海堂　尊／著 宝島社 B F ｶｲ

小説君の名は。 新海　誠／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｼﾝ

花芯 瀬戸内　寂聴／著 講談社 B F ｾﾄ

幻影の手術室 知念　実希人／著 新潮社 B F ﾁﾈ

超高速！参勤交代リターンズ 土橋　章宏／著 講談社 B F ﾄﾞﾊﾞ

京都寺町三条のホームズ　５ 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ 5

〈仮〉花嫁のやんごとなき事情　１２ 夕鷺　かのう／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ 12

あの夏を忘れない リンダ・ハワード／著 ハーパーコリンズ・ジャパン B 933

偽りの書簡 Ｒ．リーバス／著 東京創元社 B 963 ﾘﾊﾞ

郷土資料 グンゼｂｙ　ＡＥＲＡ 朝日新聞出版 A 589

総記 家具でつくる本の空間 藤江和子アトリエ／著 彰国社 012

図書館のアクセシビリティ 野口　武悟／編著 樹村房 015

生きてごらん、大丈夫 佐々波　幸子／著 かもがわ出版 019

グループでもできるビブリオトーク 笹倉　剛／著 あいり出版 019

テーマ別のビブリオトーク 笹倉　剛／著 あいり出版 019

ブックトークのきほん 東京子ども図書館／編集 東京子ども図書館 019

私が選ぶ絵本１００ マイルスタッフ／編 マイルスタッフ 019

ひとが優しい博物館 広瀬　浩二郎／編著 青弓社 069



哲学 成功している人は、なぜ神社に行くのか？ 八木　龍平／著 サンマーク出版 147

誕生日大全 サッフィ・クロフォード／著 主婦の友社 148

老いの可能性 野村　克也／著 海竜社 159

成功への扉が次々ひらく〓ミラクルレッスン 宮本　佳実／著 ＷＡＶＥ出版 159

弘兼憲史流「新老人」のススメ 弘兼　憲史／著 徳間書店 159

まじめに生きるって損ですか？ 雨宮　まみ／著 ポット出版 159

やりたいことを全部やる人生 長谷川　朋美／著 大和書房 159

日本史再検証キリシタンとは何か 浅見　雅一／監修 宝島社 198

歴史 昭和時代　１９８０年代 読売新聞昭和時代プロジェクト／著 中央公論新社 210.7

１９４１決意なき開戦 堀田　江理／著 人文書院 210.7

戦争と看護婦 川嶋　みどり／著 国書刊行会 210.7

戦争まで 加藤　陽子／著 朝日出版社 210.7

東京時代ＭＡＰ　大江戸編 新創社／編 光村推古書院 213

日本人の肖像 葉室　麟／著 講談社 281

日本人のひたむきな生き方 松本　創／著 講談社 281

運命の海に出会ってレイチェル・カーソン マーティー・ジェザー／著 ほるぷ出版 289 ｶｿ

人はいくつになっても、美しい ダフネ・セルフ／著 幻冬舎 289 ｾﾙ

花森安治と『暮しの手帖』 山田　俊幸／編著 小学館 289 ﾊﾅ

世界ダークツーリズム 洋泉社編集部／編 洋泉社 290

社会科学 日の沈む国から 加藤　典洋／著 岩波書店 304

なるほど！選挙に出てわかった野党が勝てない理由 土田　ひろかず／著 ファーストプレス 314

日本共産党秘録 大下　英治／著 イースト・プレス 315

ヒロシマに来た大統領 朝日新聞取材班／著 筑摩書房 319

小さな会社の総務・労務・経理 大田原　幸司／監修 西東社 336

永久円安 山田　順／著 ビジネス社 338

そうだったのか！マイナス金利 宝島社 338

マイナス金利時代の資産運用 日本経済新聞出版社／編 日本経済新聞出版社 338

パナマ文書 バスティアン・オーバーマイヤー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 345

日本会議の全貌 俵　義文／著 花伝社 361

夫に先立たれた９年間を幸せに生きる妻の本 溝口　知実／著・監修 自由国民社 367

子どもを守る防災手帖 ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ／編・著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 369

子ども食堂をつくろう！ 豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク／編著 明石書店 369

これから介護を始める人が知っておきたい介助術 田中　義行／著 日本実業出版社 369

地震イツモマニュアル 地震イツモプロジェクト／編 ポプラ社 369

発症から看取りまで認知症ケアがわかる本 渡辺　千鶴／著 洋泉社 369

奔走老人 谷川　洋／著 ポプラ社 372

０～５歳児うたってかんたんパネルシアター 古宇田　亮順／監修 ひかりのくに 376

考える力を鍛える「穴あけ」勉強法 河合　薫／著 草思社 379

ナチスのキッチン 藤原　辰史／著 東久留米：共和国 383

思わず使ってみたくなる知られざることわざ 時田　昌瑞／著 大修館書店 388

自然科学 ときめく貝殻図鑑 寺本　沙也加／文 山と溪谷社 484

カブトガニの謎 惣路　紀通／著 誠文堂新光社 485

鳴く虫の捕り方・飼い方 後藤　啓／著 築地書館 486

ツバメの謎 北村　亘／著 誠文堂新光社 488

ウイルスは生きている 中屋敷　均／著 講談社 491

お医者さんも知らない治療法教えます　完結編 田辺　功／著 西村書店 492 3

健康寿命は「腸」で決まる ベストセラーズ 493

頭痛女子バイブル 五十嵐　久佳／監修 世界文化社 493
腰痛・脊柱管狭窄症と坐骨神経痛を治すコツがわかる本 竹川　広三／監修 主婦の友インフォス 493

口腔ケアでがん治療はグッと楽になる 百合草　健圭志／監修 講談社 494

あなたの悩みそのすべてが意識の投影 長谷川　耀哉／著 ルネッサンス・アイ 498

妊娠中の食事 細川　モモ／監修 主婦の友社 498

１００歳夫婦力！ 本岡　典子／著 中央公論新社 498

技術 ラジコンカー完全攻略バイブル 〓出版社 507

世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカの言葉 ホセ・ムヒカ／述 双葉社 519

誰も知らない東京スカイツリー 根岸　豊明／著 ポプラ社 526



技術 自分でできる！小屋の作り方 学研プラス 527

《そよ風》が好き。 国立：環境創機 527

何度でも行きたい世界のトイレ ロンリー・プラネット／編 河出書房新社 528

産廃Ｇメンが見た食品廃棄の裏側 石渡　正佳／著 〔東京〕：日経ＢＰ社 588

得する家事 あのニュースで得する人損する人／編 マガジンハウス 590

もっと使える！ジップロックで暮らし上手 ジップロック暮らし上手編集部／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 590

心豊かに暮らすためのお金の知恵 主婦の友社 591

お嬢様のためのドレスＢＯＯＫ 日本ヴォーグ社 593

型紙いらずの着物リメイク　はおりもの 松下　純子／著 河出書房新社 593

農家の手づくり野良着 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 593

押し花の風景セレクション１０５ 日本ヴォーグ社 594

手作りを楽しむイキイキかんたん手芸 ブティック社 594

すてきな手編み　２０１６～２０１７秋冬 日本ヴォーグ社 594 16-2

自宅でできるライザップ　食事編 扶桑社 595

男めし入門 加藤　和子／著 講談社 596

重ねて煮るからおいしいレシピ 近藤　幸子／著 主婦と生活社 596

毎日のお味噌汁 平山　由香／著 ＫＴＣ中央出版 596

もっとつくおき ｎｏｚｏｍｉ／著 光文社 596

割合で覚える野菜の和食 村田　吉弘／著 ＮＨＫ出版 596

今ごはん、昔ごはん 松井　今朝子／著 ポプラ社 B 596

カフェみたいな暮らしを楽しむ本　部屋リメイク編 学研プラス 597

家庭の医学 川名　正敏／総監修 成美堂出版 R 598

あなたが自分らしく生きれば、子どもは幸せに育ちます 柴田　愛子／著 小学館 599

育ジージがやってくる 菅谷　洋司／著 東方出版 599

産業 農家が教えるハウス・温室無敵のメンテ術 農文協／編 農山漁村文化協会 624

有機野菜の育て方１００選 高堂　敏治／著 滋慶出版　つちや書店 626

インドアグリーンと暮らす ＴＲＡＮＳＨＩＰ／著 家の光協会 627

よくわかる盆栽 山田　香織／著 ナツメ社 627

実例リビングガーデン ブティック社 629

犬川柳　柴犬バカ一代 辰巳出版 645

猫川柳　もふもふ覇王伝 辰巳出版 645

森のたからもの探検帳 飯田　猛／著 世界文化社 653

木のタネ検索図鑑 小南　陽亮／編著 文一総合出版 R 653

ウナギＮＯＷ 静岡新聞社／編 静岡新聞社 664

クレーム応対の教科書 西村　宏子／著 すばる舎 673

さらばカリスマ 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 673

芸術 一〇〇歳が聞く一〇〇歳の話 日野原　重明／聞き手 実業之日本社 720

もっと知りたいマティス 天野　知香／著 東京美術 723 ﾏﾃ

ピカソになりきった男 ギィ・リブ／著 キノブックス 723 ﾘﾌﾞ

鳥を描く 水墨画塾編集部／編 誠文堂新光社 724

あさきゆめみし　花の章・星の章 大和　和紀／著 講談社 726

うさぎは月のゆりかごに眠る 鳥毛　清／絵と文 芸艸堂 726

攻殻機動隊 士郎　正宗／著 講談社 726

モーションシルエット ｓｉｌｈｏｕｅｔｔｅ　ｂｏｏｋｓ／著 グラフィック社 726

金田一少年の事件簿　１・３ さとう　ふみや／漫画 講談社 726

進撃の巨人　１・２ 諫山　創／著 講談社 726

ちはやふる　１・２ 末次　由紀／著 講談社 726

ドラえもん　ＶＯＬＵＭＥ１～１０ 藤子・Ｆ・不二雄／著 小学館 726

のだめカンタービレ　１～３ 二ノ宮　知子／著 講談社 726

水木しげる漫画大全集　補巻１ 水木　しげる／著 講談社 726 ﾎ1

星野道夫 星野　直子／監修 平凡社 740 ﾎｼ

おりがみでハロウィン 日本折紙協会／編集 日本折紙協会 754

手のひらサイズのちいさな立体カード 鈴木　孝美／著 ブティック社 754

地平線の相談 細野　晴臣／著 文藝春秋 764 ﾎｿ

おかしな男渥美清 小林　信彦／著 筑摩書房 B 778 ｱﾂ

ゲバゲバ人生 大橋　巨泉／著 講談社 B 779 ｵｵ



芸術 魔法のコンパス 西野　亮廣／著 主婦と生活社 779 ﾆｼ

桂かい枝のＬｅｔ’ｓ英語落語！ 桂　かい枝／著 教育出版 779

言語 笑える日本語辞典 ＫＡＧＡＭＩ＆Ｃｏ．／著 講談社 810

よりぬき英語で読む世界昔ばなし ベンジャミン・ウッドワード／編 ジャパンタイムズ 837

よりぬき英語で読む日本昔ばなし ベンジャミン・ウッドワード／編 ジャパンタイムズ 837

文学 川島隆太教授の脳トレ川柳 川島　隆太／編 毎日新聞出版 911

戯れ言の自由 平田　俊子／著 思潮社 911

小説家と過ごす日曜日 石田　衣良／著 文藝春秋 914 ｲｼ

朝からスキャンダル 酒井　順子／著 講談社 914 ｻｶ

いのちをむすぶ 佐藤　初女／著 集英社 914 ｻﾄ

渡る老後に鬼はなし 橋田　壽賀子／著 朝日新聞出版 914 ﾊｼ

きっと幸せの朝がくる 古川　智映子／著 講談社 914 ﾌﾙ

我が家の内輪話 三浦　朱門／著 世界文化社 914 ﾐｳ

お茶をどうぞ 向田　邦子／著 河出書房新社 914 ﾑｺ

言葉を離れる 横尾　忠則／著 青土社 914 ﾖｺ

１００歳になっても！これからもっと幸せなひとり暮らし 吉沢　久子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 914 ﾖｼ

江戸古地図散歩 池波　正太郎／著 平凡社 915 ｲｹ

魂の退社 稲垣　えみ子／著 東洋経済新報社 916 ｲﾅ

ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう 岡野　雄一／著 小学館 916 ｵｶ

日本文学全集　３０ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 30

児童書（読物） 時間の女神のティータイム あんびる　やすこ／作・絵 ポプラ社 F ｱﾝ

くじらのくじらん 市川　宣子／さく リーブル F ｲﾁ

車夫 いとう　みく／作 小峰書店 F ｲﾄ

くじゃくのジャックのだいだっそう 井上　よう子／作 文研出版 F ｲﾉ

クロ物語 独活　章／著 けやき出版 F ｳﾄﾞ

おばけのコッチわくわくとこやさん 角野　栄子／さく ポプラ社 F ｶﾄﾞ

アレハンドロの大旅行 きたむら　えり／さく・え 福音館書店 F ｷﾀ

三年三組黒板の花太郎さん 草野　あきこ／作 岩崎書店 F ｸｻ

いえのおばけずかん 斉藤　洋／作 講談社 F ｻｲ

ガラスの壁のむこうがわ せいの　あつこ／著 国土社 F ｾｲ

まいごのアローおうちにかえる 竹下　文子／作 佼成出版社 F ﾀｹ

星になった子ねずみ 手島　悠介／作 講談社 F ﾃｼ

１０分で読めるはじめての落語 土門　トキオ／文 学研プラス F ﾄﾞﾓ

おしりたんてい　ふめつのせっとうだん トロル／さく・え ポプラ社 F ﾄﾛ

わたしのしゅうぜん横町 西川　紀子／作 ゴブリン書房 F ﾆｼ

ハルとカナ ひこ・田中／作 講談社 F ﾋｺ

幽霊魚 福田　隆浩／著 講談社 F ﾌｸ

白をつなぐ まはら　三桃／著 小学館 F ﾏﾊ

脱走ペンギンを追いかけて 山本　省三／作 佼成出版社 F ﾔﾏ

いい人ランキング 吉野　万理子／著 あすなろ書房 F ﾖｼ

ダーウィンと旅して ジャクリーン・ケリー／作 ほるぷ出版 933 ｹﾘ

クジラに救われた村 ニコラ・デイビス／文 さ・え・ら書房 933 ﾃﾞｲ

大きなたまご オリバー・バターワース／作 岩波書店 933 ﾊﾞﾀ

サバイバー　２ ジェフ・プロブスト／著 講談社 933 ﾌﾟﾛ 2

ブーツをはいたキティのおはなし ビアトリクス・ポター／さく 静山社 933 ﾎﾟﾀ

北風のうしろの国　上・下 ジョージ・マクドナルド／作 岩波書店 933 ﾏｸ

イザドラ・ムーン　キャンプにいく！ ハリエット・マンカスター／著 静山社 933 ﾏﾝ

戦火の三匹 ミーガン・リクス／作 徳間書店 933 ﾘｸ

暗号クラブ　２～７ ペニー・ワーナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ﾜﾅ 2

ロアルド・ダールコレクション　別巻３ ロアルド・ダール／著 評論社 938 23

クララ先生、さようなら ラヘル・ファン・コーイ／作 徳間書店 943 ｺｲ

くろグミ団は名探偵 ユリアン・プレス／作・絵 岩波書店 943 ﾌﾟﾚ

みつばちマーヤの冒険 ワルデマル・ボンゼルス／原作 国土社 943 ﾎﾞﾝ

ダニーの学校大革命 ラッシェル・オスファテール／作 文研出版 953 ｵｽ

児童書（知識） 江戸時代のサバイバル 早川　大介／マンガ 朝日新聞出版 210

明治時代のサバイバル もとじろう／マンガ 朝日新聞出版 210



児童書（知識） さかなクンの一魚一会 さかなクン／著・イラスト・題字 講談社 289 ｻｶ

レシピにたくした料理人の夢 百瀬　しのぶ／文 汐文社 289 ｼﾓ

ルイ・ブライユ 新井　隆広／まんが 小学館 289 ﾌﾞﾗ

よくわかる警察 倉科　孝靖／監修 ＰＨＰ研究所 317

１０代からの情報キャッチボール入門 下村　健一／著 岩波書店 361

ジンブン系自由研究アイディア５１ 福井　直秀／著 かもがわ出版 375

和服がわかる本 こどもくらぶ／編 岩崎書店 383

玉の図鑑 森戸　祐幸／監修 学研教育出版 404

実験対決　２３ 洪　鐘賢／絵 朝日新聞出版 407 23

１２星座とギリシャ神話の絵本 沼澤　茂美／作 あすなろ書房 443

しもばしら 細島　雅代／写真 岩崎書店 451

かしこい単細胞粘菌 中垣　俊之／文 福音館書店 473

ライオンのおじいさん、イルカのおばあさん 高岡　昌江／文 学研プラス 480

レッド・フォックス チャールズ・Ｇ．Ｄ．ロバーツ／作 福音館書店 480

カブトムシｖｓ．クワガタムシ強いのはどっちだ！ 本郷　儀人／著 講談社 486

ナックの声が聞きたくて！ 村山　司／著 講談社 489

人体シアターへようこそ！ マリス・ウィックス／作 化学同人 491

転んでも、大丈夫 臼井　二美男／著 ポプラ社 494

空から宝ものが降ってきた！ 伊藤　親臣／著 旬報社 501

水不足のサバイバル スウィートファクトリー／文 朝日新聞出版 517

図工のきほん大図鑑 辻　政博／著 ＰＨＰ研究所 700

世界のａｒｔ図鑑 レベッカ・ライオンズ／総監修 ポプラ社 700

かえりみち 森　洋子／作・絵 トランスビュー 726

私が今日も、泳ぐ理由 金治　直美／文 学研プラス 785 ｲﾁ

学校では教えてくれないゆかいな日本語 今野　真二／著 河出書房新社 810

「和」の行事えほん　１・２ 高野　紀子／作 絵本の家 837

からたちの花がさいたよ 北原　白秋／著 岩波書店 911

戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり 日野原　重明／著 小学館 916 ﾋﾉ

絵本 ろじうらの伝説 柳家　喬太郎／作 あかね書房 E ｱｶ

むしめがねのルーペちゃん くりはら　たかし／作 アリス館 E ｱﾘ

人魚のうたがきこえる 五十嵐　大介／著 イースト・プレス E ｲｽ

ボクのかしこいパンツくん 乙一／原作 イースト・プレス E ｲｽ

まじかるきのこさん 本　秀康／作 イースト・プレス E ｲｽ

まじかるきのこさん　きのこむらはおおさわぎ 本　秀康／著 イースト・プレス E ｲｽ

おんなのしろいあし 岩井　志麻子／作 岩崎書店 E ｲﾜ

くうきにんげん 綾辻　行人／作 岩崎書店 E ｲﾜ

せいめいのれきし バージニア・リー・バートン／文・絵 岩波書店 E ｲﾜ

どどのろう 穂高　順也／作 岩崎書店 E ｲﾜ

パパのしごとはわるものです 板橋　雅弘／作 岩崎書店 E ｲﾜ

ぱんつちゃん はまぐち　さくらこ／作・絵 岩崎書店 E ｲﾜ

フルーツがきる！ 林　木林／作 岩崎書店 E ｲﾜ

ペネロペのたのしいハロウィン アン・グットマン／げんさく 岩崎書店 E ｲﾜ

よるです ザ・キャビンカンパニー／作・絵 偕成社 E ｶｲ

どんぐりむらのだいくさん なかや　みわ／さく 学研プラス E ｶﾞﾂ

とうちゃんはかんばんや 平田　昌広／作 教育画劇 E ｷﾖ

ぽかぽかふとんおやこ コダイラ　ヒロミ／作・絵 教育画劇 E ｷﾖ

ひつじのショーン　おもいでの木 アードマン・アニメーションズ／原作 金の星社 E ｷﾝ

へんしんおてんき あきやま　ただし／作・絵 金の星社 E ｷﾝ

きょうりゅうもうちゅうじんもパンツがだいすき クレア・フリードマン／文 講談社 E ｺｳ

くうたん やぎ　たみこ／作 講談社 E ｺｳ

こんやもバクはねむらない 澤野　秋文／作 講談社 E ｺｳ

子どものためのラ・フォンテーヌのおはなし ラ・フォンテーヌ／原作 こぐま社 E ｺｸﾞ

サニーちゃん、シリアへ行く 葉　祥明／絵 自由国民社 E ｼﾞﾕ

もっとたのしいハロウィンがいっぱい！ リチャード・プラット／作 小学館 E ｼﾖ

ちいさなメリーゴーランド マーシャ・ブラウン／作 瑞雲舎 E ｽﾞｲ

ケチャップれっしゃ ザ・キャビンカンパニー／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ



絵本 アウスラさんのみつあみ道 なかがわ　もとこ／文 福岡：石風社 E ｾｷ

ぞうきんレスラー ナカオ　マサトシ／さく そうえん社 E ｿｳ

うみののりものえほん いしかわ　こうじ／作・絵 童心社 E ﾄﾞｳ

おはようのえほん いしかわ　こうじ／作・絵 童心社 E ﾄﾞｳ

そらののりものえほん いしかわ　こうじ／作・絵 童心社 E ﾄﾞｳ

たまごのえほん いしかわ　こうじ／作・絵 童心社 E ﾄﾞｳ

とんぼのあかねちゃん 高家　博成／さく 童心社 E ﾄﾞｳ

ばななくんがね… とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

みんなとぶよ！ いしかわ　こうじ／作・絵 童心社 E ﾄﾞｳ

りくののりものえほん いしかわ　こうじ／作・絵 童心社 E ﾄﾞｳ

スタジオジブリの生きものがいっぱい スタジオジブリ／監修 徳間書店 E ﾄｸ

だれかぼくをぎゅっとして！ シモーナ・チラオロ／作・絵 徳間書店 E ﾄｸ

夏のあらしとムーミントロール トーベ・ヤンソン／原作・絵 徳間書店 E ﾄｸ

クリスマスのあくま 原　マスミ／著 白泉社 E ﾊｸ

いっぽんの木のそばで Ｇ．ブライアン・カラス／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

風雲しょうが丸 川端　誠／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

パンダくんのおにぎり いしかわ　こうじ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

ぶららんこ 鈴木　のりたけ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

ぼくのおふろ 鈴木　のりたけ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

いってらっしゃいうんちくん ナカオ　マサトシ／さく ひさかたチャイルド E ﾋｻ

プーさんとであった日 リンジー・マティック／ぶん 評論社 E ﾋﾖ

ぐやんよやん 長谷川　摂子／ぶん 福音館書店 E ﾌｸ

トヤのひっこし イチンノロブ・ガンバートル／文 福音館書店 E ﾌｸ

ねこ・こども 佐々木　マキ／さく 福音館書店 E ﾌｸ

ひょっこりひとつ 佐々木　マキ／さく 福音館書店 E ﾌｸ

ふかいかん ごとう　ゆさ／絵・文 フジテレビＫＩＤＳ E ﾌｼﾞ

カボチャのなかにたねいくつ？ マーガレット・マクナマラ／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

カミツキガメはわるいやつ？ 松沢　陽士／写真・文 フレーベル館 E ﾌﾚ

ぼくの先生は東京湾 中村　征夫／写真・文 フレーベル館 E ﾌﾚ

わるわるイッサイ 佐々木　マキ／作 フレーベル館 E ﾌﾚ

ケチャップマン 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

あかずきんたろう きよた　けいこ／さく・え 文芸社 E ﾌﾞﾝ

かくしたのだあれ 五味　太郎／さく 文化出版局 E ﾌﾞﾝ

からかさにざえもん 最上　一平／文 文研出版 E ﾌﾞﾝ

あかちゃんにこにこ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

うみのいきものかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おきがえいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おふろにいれて せな　けいこ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

クリスマスのかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

しんぞうとひげ しまおか　ゆみこ／再話 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

たのしいおもちゃかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

つみきくん いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

扉の国のチコ 巖谷　國士／文 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

とりのもようでかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

どうぶつもようでかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ハロウィンのかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ふねくんのたび いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

みんなにゴリラ 高畠　那生／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

むしいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

やさいいろいろかくれんぼ いしかわ　こうじ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おおどろぼうヌスート 高畠　じゅん子／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

つんっ！ 新井　洋行／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

夜の神社の森のなか 大野　隆介／作 ロクリン社 E ﾛｸ

紙芝居 ニョキニョキおばけ 常光　徹／脚本 童心社 K




