
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 宮辻薬東宮 宮部　みゆき／著 講談社 F

薫風ただなか あさの　あつこ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｻ

さいとう市立さいとう高校野球部　３ あさの　あつこ／著 講談社 F ｱｻ 3

最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士〈仮〉らしいですよ？ あてきち／著 アルファポリス F ｱﾃ

悪寒 伊岡　瞬／著 集英社 F ｲｵ

ゼンマイ 戌井　昭人／著 集英社 F ｲﾇ

嘘と人形 岩井　志麻子／著 太田出版 F ｲﾜ

孤道 内田　康夫／著 毎日新聞出版 F ｳﾁ

病巣 江上　剛／著 朝日新聞出版 F ｴｶﾞ

秋霧 大倉　崇裕／著 祥伝社 F ｵｵ

間取りと妄想 大竹　昭子／著 亜紀書房 F ｵｵ

素材採取家の異世界旅行記　２ 木乃子　増緒／著 アルファポリス F ｷﾉ 2

声なき叫び 小杉　健治／著 双葉社 F ｺｽ

泣き虫弱虫諸葛孔明　第５部 酒見　賢一／著 文藝春秋 F ｻｹ 5

真夏の雷管 佐々木　譲／著 角川春樹事務所 F ｻｻ

怪盗桐山の藤兵衛の正体 佐藤　雅美／著 文藝春秋 F ｻﾄ

敵討ちか主殺しか 佐藤　雅美／著 講談社 F ｻﾄ

腐れ梅 澤田　瞳子／著 集英社 F ｻﾜ

ししりばの家 澤村　伊智／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻﾜ

煌（きらり） 志川　節子／著 徳間書店 F ｼｶﾞ

仁者無敵 志野　靖史／著 朝日新聞出版 F ｼﾉ

マイ・ディア・ポリスマン 小路　幸也／著 祥伝社 F ｼﾖ

世界のすべてのさよなら 白岩　玄／著 幻冬舎 F ｼﾗ

暗闇のアリア 真保　裕一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼﾝ

黒い波紋 曽根　圭介／著 朝日新聞出版 F ｿﾈ

婚活探偵 大門　剛明／著 双葉社 F ﾀﾞｲ

政略結婚 高殿　円／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｶ

茄子の輝き 滝口　悠生／著 新潮社 F ﾀｷ

明治乙女物語 滝沢　志郎／著 文藝春秋 F ﾀｷ

チャップリン暗殺指令 土橋　章宏／著 文藝春秋 F ﾄﾞﾊﾞ

紅城奇譚 鳥飼　否宇／著 講談社 F ﾄﾘ

天狗の回路 中上　紀／著 筑摩書房 F ﾅｶ

あなたの隣にいる孤独 樋口　有介／著 文藝春秋 F ﾋｸﾞ

空に咲く恋 福田　和代／著 文藝春秋 F ﾌｸ

ｄｅｌｅ 本多　孝好／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾎﾝ

パーマネント神喜劇 万城目　学／著 新潮社 F ﾏｷ

標的 真山　仁／著 文藝春秋 F ﾏﾔ

傍らの人 三羽　省吾／著 幻冬舎 F ﾐﾂ

深海の寓話 森村　誠一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾓﾘ

転生貴族の異世界冒険録　１ 夜州／著 一二三書房 F ﾔｼ 1



日本の小説 ここから先は何もない 山田　正紀／著 河出書房新社 F ﾔﾏ

小京都伊賀上野殺人事件 山村　美紗／著 祥伝社 F ﾔﾏ

ジョン・マン　６ 山本　一力／著 講談社 F ﾔﾏ 6

外国の小説 書架の探偵 ジーン・ウルフ／著 早川書房 933 ｳﾙ

木に登る王 スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933 ﾐﾙ

階段を下りる女 ベルンハルト・シュリンク／著 新潮社 943 ｼﾕ

リラとわたし エレナ・フェッランテ／著 早川書房 973 ﾌｴ

文庫本 侯爵の罠に落ちたら ステファニー・ローレンス／著 ハーパーコリンズ・ジャパン B 933 ﾛﾚ

この時代小説がすごい！時代小説傑作選 伊東　潤／著 宝島社 B F

御三家が斬る！　１～２ 井川　香四郎／著 講談社 B F ｲｶ

愚者の毒 宇佐美　まこと／著 祥伝社 B F ｳｻ

オーダーは探偵に　８ 近江　泉美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｵｳ 8

にらみ 佐伯　泰英／著 新潮社 B F ｻｴ

極道記者 塩崎　利雄／著 文芸社 B F ｼｵ

ＣＲＩＳＩＳ 金城　一紀／原案 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｼﾕ

本所おけら長屋　１ 畠山　健二／著 ＰＨＰ研究所 B F ﾊﾀ 1

表象詩人 松本　清張／著 光文社 B F ﾏﾂ

郷土資料 若杉ばあちゃんの伝えたい食養料理 若杉　友子／著 パルコエンタテインメント事業部 A 596

総記 読書で離婚を考えた。 円城　塔／著 幻冬舎 019

読み聞かせを活用したビブリオトーク 笹倉　剛／著 あいり出版 019

町を歩いて本のなかへ 南陀楼綾繁／著 原書房 020

江戸のベストセラー 清丸　惠三郎／著 洋泉社 023

人間はだまされる 三浦　準司／著 理論社 070

歴史 歴史の証人ホテル・リッツ ティラー・Ｊ．マッツェオ／著 東京創元社 235

日本を飛び出して世界で見つけた僕らが本当にやりたかったこと 森　美知典／著 実務教育出版 281

いつも笑顔で 海老名　香葉子／著 新日本出版社 289 ｴﾋﾞ

悪魔の日記を追え ロバート・Ｋ．ウィットマン／著 柏書房 289 ﾛｾﾞ

古地図で歩く大阪ザ・ベスト１０ 本渡　章／著 １４０Ｂ 291

社会科学 最後の超大国インド 平林　博／著 日経ＢＰ社 302

凛とした小国 伊藤　千尋／著 新日本出版社 302

ジリ貧大国ニッポン 福岡　政行／著 毎日新聞出版 304

蓮舫ＶＳ小池百合子、どうしてこんなに差がついた？ 新田　哲史／著 ワニブックス 311

県民は、なぜ米山知事を選んだのか にいかた自治体研究所 にいかた自治体研究所 318

「小池劇場」が日本を滅ぼす 有本　香／著 幻冬舎 318

株のしくじり先生 別冊宝島編集部／編 宝島社 338

ワンオペ育児 藤田　結子／著 毎日新聞出版 367

子どもたちの階級闘争 ブレイディみかこ／著 みすず書房 369

部活があぶない 島沢　優子／著 講談社 375

心屋先生のお母さんが幸せになる子育て 心屋　仁之助／著 ＷＡＶＥ出版 379

和菓子を愛した人たち 虎屋文庫／編著 山川出版社 383

自然科学 ビジュアル数学全史 クリフォード・ピックオーバー／著 岩波書店 410

標本ＢＯＯＫ さとう　かよこ／著 日東書院本社 460

ゼロからはじめる生命のトリセツ 長沼　毅／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B 460

疲れをとりたきゃ腎臓をもみなさい 寺林　陽介／著 アスコム 492

音楽療法はどれだけ有効か 佐藤　正之／著 化学同人 493

技術 ライト式建築 井上　祐一／著 柏書房 523



技術 いつも、おしゃれで。 西村　玲子／著 毎日新聞出版 589

男の子と女の子のまいにちパンツ ブティック社 593

男の子にも女の子にも、作ってあげたい服 美濃羽　まゆみ／著 日本ヴォーグ社 593

離れている家族に冷凍お届けごはん 上田　淳子／著 講談社 596

住まいの老い支度 阿部　絢子／著 講談社 597

産業 これからの地域再生 飯田　泰之／編 晶文社 601

はかりきれない世界の単位 米澤　敬／著 創元社 609

トコトンやさしい土壌の本 藤原　俊六郎／著 日刊工業新聞社 613

ニワトリと暮らす 和田　義弥／著 地球丸 646

注目情報はこれだ！　２０１７年度版 ミスター・パートナー出版部／著 ミスター・パートナー 675

芸術 水木しげる漫画大全集　０４２ 水木　しげる／著 講談社 726 42

水木しげる漫画大全集　００９ 水木　しげる／著 講談社 726 9

先生のための楽典入門 加藤　徹也／著 スタイルノート 761

伊福部昭 小林　淳／著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 762

武満徹 小野　光子／著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 762

トスカニーニ 山田　治生／著 アルファベータ 762

モーツァルトの人生 ジル・カンタグレル／著 西村書店 762

ラフマニノフを弾け 土田　定克／著 アルファベータブックス 762

自作キャンプアイテム教本 長谷部　雅一／著 グラフィック社 786

これから始めてみたい人のための楽しく打てる麻雀入門 青木　さや／監修 秀和システム 797

麻雀を始めたい人のために 二階堂　亜樹／監修 成美堂出版 797

文学 物語の森へ 東京子ども図書館／編 東京子ども図書館 R 909

片づけたい 赤瀬川　原平／〔ほか〕著 河出書房新社 914

ベスト・エッセイ　２０１７ 日本文藝家協会／編 光村図書出版 914 17

風と共にゆとりぬ 朝井　リョウ／著 文藝春秋 914 ｱｻ

荒野に立てば 北方　謙三／著 新潮社 914 ｷﾀ

山寺清朝 外山　滋比古／著 展望社 914 ﾄﾔ

古都再見 葉室　麟／著 新潮社 914 ﾊﾑ

日本文学全集　２８ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 28

児童書（読物） 怪談オウマガドキ学園　２３ 常光　徹／責任編集 童心社 F 23

ピンクのドラゴンをさがしています あんびる　やすこ／著 岩崎書店 F ｱﾝ

化けて貸します！レンタルショップ八文字屋 泉田　もと／作 岩崎書店 F ｲｽﾞ

ホライズン 小島　慶子／著 文藝春秋 F ｺｼﾞ

てのひら島はどこにある 佐藤　さとる／作 理論社 F ｻﾄ

ぐるりと 島崎　町／著 ロクリン社 F ｼﾏ

明日は海からやってくる 杉本　りえ／作 ポプラ社 F ｽｷﾞ

占い屋敷のプラネタリウム 西村　友里／作 金の星社 F ﾆｼ

いつも１００てん！？おばけえんぴつ むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

給食室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社 F ﾑﾗ

ラブリィ！ 吉田　桃子／著 講談社 F ﾖｼ

アーサー王と黄金のドラゴン メアリー・ポープ・オズボーン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｵｽﾞ

見て！わたしの魔法 ルース・サイムズ／作 ポプラ社 933 ｻｲ

レイミー・ナイチンゲール ケイト・ディカミロ／作 岩波書店 933 ﾃﾞｲ

炎に恋した少女 ジェニー・ヴァレンタイン／作 小学館 933 ﾊﾞﾚ

イザドラ・ムーン　バレエにいく！ ハリエット・マンカスター／著 静山社 933 ﾏﾝ

メリーメリーのびっくりプレゼント ジョーン・Ｇ．ロビンソン／作・絵 岩波書店 933 ﾛﾋﾞ



児童書（知識） 日本を変えた世界の歴史　古代～中世 藤子・Ｆ・不二雄／キャラクター原作 小学館 210

調べてまとめて新聞づくり　１～５ 竹泉　稔／監修 ポプラ社 375

小学生のかっこいい！！自由研究 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 407

ワクワク！かわいい！自由研究大じてん 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 407

実験対決　２５ 洪　鐘賢／絵 朝日新聞出版 407 25

こちら葛飾区亀有公園前派出所両さんの昆虫大達人 秋本　治／キャラクター原作 集英社 486

農家になろう　１０ 農文協／編 農山漁村文化協会 610 10

動く貯金箱 ブティック社 750

暮らしの小さな紙雑貨 石川　眞理子／著 メイツ出版 754

クリエイティブ折り紙 山口　真／著 ソシム 754

ジャングルのサバイバル　３ 洪　在徹／文 朝日新聞出版 786 3

キノコが生えた男の子 アイヌ民話撰集企画編集委員会／企画・監修 アイヌ文化振興・研究推進機構 929

絵本 ごいっしょにどうぞ くすのき　しげのり／作 廣済堂あかつき E ｱｶ

ながれながれてながれずし うどん　あこ／文 アリス館 E ｱﾘ

わくせいキャベジ動物図鑑 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／作・絵 アリス館 E ｱﾘ

この本をかくして マーガレット・ワイルド／文 岩崎書店 E ｲﾜ

そーっとそーっとひらいてみよう ニック・ブロムリー／文 ＷＡＶＥ出版 E ｳｴ

しっぱいなんかこわくない！ アンドレア・ベイティー／作 絵本塾出版 E ｴﾎ

タコさんトコトコどこいくの？ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく 絵本館 E ｴﾎ

きえた権大納言 ほりかわ　りまこ／作 偕成社 E ｶｲ

権大納言とおどるきのこ ほりかわ　りまこ／作 偕成社 E ｶｲ

滝のむこうの国 ほりかわ　りまこ／作 偕成社 E ｶｲ

ネズミのゆうびんやさん マリアンヌ・デュブク／さく 偕成社 E ｶｲ

ネズミのゆうびんやさんのなつやすみ マリアンヌ・デュブク／さく 偕成社 E ｶｲ

もののけの家 ほりかわ　りまこ／作 偕成社 E ｶｲ

童のおつかい ほりかわ　りまこ／作 偕成社 E ｶｲ

どんどんめくってはっけん！うちゅうのふしぎ ロブ・ロイド・ジョーンズ／文 学研教育出版 E ｶﾞﾂ

にじいろでんしゃはっしゃしまーす！ 間瀬　なおかた／作　絵 学研教育みらい E ｶﾞﾂ

ぼくのおばあちゃんはキックボクサー ねじめ　正一／作 くもん出版 E ｸﾓ

ようかいりょうりばんづけ 澤野　秋文／作 佼成出版社 E ｺｳ

かわうそ３きょうだいとらのまき あべ　弘士／作 小峰書店 E ｺﾐ

きょうりゅうオーディション たしろ　ちさと／作 小学館 E ｼﾖ

うんこ みやにし　たつや／作・絵 鈴木出版 E ｽｽﾞ

うみにかくれているのはだあれ？ アイナ・ベスタルド／さく 青幻舎インターナショナル E ｾｲ

もりにかくれているのはだあれ？ アイナ・ベスタルド／さく 青幻舎インターナショナル E ｾｲ

おふろでなんでやねん 鈴木　翼／文 世界文化社 E ｾｶ

ばけばけばけばけばけたくん　ばけくらべの巻 岩田　明子／ぶん・え 大日本図書 E ﾀﾞｲ

空をつくる 村尾　亘／作・絵 小さい書房 E ﾁｲ

でんしゃがきました 三浦　太郎／さく・え 童心社 E ﾄﾞｳ

またおこられてん 小西　貴士／作 童心社 E ﾄﾞｳ

おたすけこびとのにちようび なかがわ　ちひろ／文 徳間書店 E ﾄｸ

にちにち　らんらん tupera　tupera 白泉社 E ﾊｸ

いちにちじごく ふくべ　あきひろ／さく ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

ふしぎなふしぎなまほうの木 クリスティ・マシソン／作 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

手おけのふくろう ひらの　のぶあき／ぶん 福音館書店 E ﾌｸ

ふしぎな銀の木 シビル・ウェッタシンハ／再話・絵 福音館書店 E ﾌｸ



絵本 しあわせならてをたたこう さこ　ももみ／絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

どんないろがすき １００％ＯＲＡＮＧＥ／絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

ＮＥＷウォーリーのゆめのくにだいぼうけん！ マーティン　ハンドフォード／作・絵 フレーベル館 E ﾌﾚ

しろくまのパンツ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

ろくろっくびのばけねこしまい 二宮　由紀子／文 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

きをつけて　おおかみだ！ セドリック・ラマディエ／ぶん ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ぜったいぜったいひみつだよ アナ・カン／ぶん ほるぷ出版 E ﾎﾙ

ふーっ！ 新井　洋行／作 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

赤い金魚と赤いとうがらし 高橋　久美子／作 ｍｉｌｌｅ　ｂｏｏｋｓ E ﾐﾙ

だじゃれ世界一周 長谷川　義史／作 理論社 E ﾘﾛ

芸術 世界遺産 マルコ・カッターネオ／著 ポプラ社 R 709

児童書（読物） マジック少年マイク　科学マジック・ショータイム！ ケイト・イーガン／作 ポプラ社 933 ｲｶﾞ

マジック少年マイク　きせきの大脱出マジック ケイト・イーガン／作 ポプラ社 933 ｲｶﾞ

マジック少年マイク　瞬間移動イリュージョン ケイト・イーガン／作 ポプラ社 933 ｲｶﾞ

マジック少年マイク　マジックショップとひみつの本 ケイト・イーガン／作 ポプラ社 933 ｲｶﾞ

動物探偵ミア　１～６ ダイアナ・キンプトン／作 ポプラ社 933 ｷﾝ

あなたのとなりにある不思議　ざわざわ編 日本児童文学者協会／編 ポプラ社 F

あなたのとなりにある不思議　ぞくぞく編 日本児童文学者協会／編 ポプラ社 F

あなたのとなりにある不思議　はらはら編 日本児童文学者協会／編 ポプラ社 F

あなたのとなりにある不思議　びくびく編 日本児童文学者協会／編 ポプラ社 F

あなたのとなりにある不思議　ぶるぶる編 日本児童文学者協会／編 ポプラ社 F

児童書（知識） 世界の歴史 増田　ユリヤ／日本語版監修 ポプラ社 209

戦国武将列伝　１～４ 藤咲　あゆな／著 ポプラ社 281

一休 木暮　正夫／文 ポプラ社 289 ｲﾂ

エジソン 桜井　信夫／文 ポプラ社 289 ｴｼﾞ

織田信長 吉本　直志郎／文 ポプラ社 289 ｵﾀﾞ

キュリー夫人 伊東　信／文 ポプラ社 289 ｷﾕ

キリスト 谷　真介／文 ポプラ社 289 ｷﾘ

ヘレン・ケラー 砂田　弘／文 ポプラ社 289 ｹﾗ

坂本竜馬 横山　充男／文 ポプラ社 289 ｻｶ

手塚治虫 国松　俊英／文 ポプラ社 289 ﾃｽﾞ

マザー・テレサ やなぎや　けいこ／文 ポプラ社 289 ﾃﾚ

徳川家康 西本　鶏介／文 ポプラ社 289 ﾄｸ

豊臣秀吉 吉本　直志郎／文 ポプラ社 289 ﾄﾖ

ナイチンゲール 早野　美智代／文 ポプラ社 289 ﾅｲ

二宮金次郎 木暮　正夫／文 ポプラ社 289 ﾆﾉ

野口英世 浜野　卓也／文 ポプラ社 289 ﾉｸﾞ

ファーブル 砂田　弘／文 ポプラ社 289 ﾌｱ

福沢諭吉 浜野　卓也／文 ポプラ社 289 ﾌｸ

アンネ・フランク 加藤　純子／文 ポプラ社 289 ﾌﾗ

ベートーベン 加藤　純子／文 ポプラ社 289 ﾍﾞﾄ

宮沢賢治 西本　鶏介／文 ポプラ社 289 ﾐﾔ

ライト兄弟 早野　美智代／文 ポプラ社 289 ﾗｲ

日本の国土とくらし　１～８ 千葉　昇／監修・指導 ポプラ社 291

日東精工株式会社様からの寄贈本一覧



児童書（知識） 調べてまとめて新聞づくり　１～５ 竹泉　稔／監修 ポプラ社 375

やってみよう！むかしのあそび　１～８ ポプラ社 384

どうぶつのからだ　これ、なあに？　１～７ 今泉　忠明／監修 ポプラ社 481

電気がいちばんわかる本　１～５ 米村　でんじろう／監修 ポプラ社 540

世界に誇る日本の世界遺産　１～８ 西村　幸夫／監修 ポプラ社 709

まんがとイラストの描き方　１～５ まんがイラスト研究会／編 ポプラ社 726

世界のミュージック図鑑 リチャード・マレット／総監修 ポプラ社 760

悪の支配者シス 柏木　しょうこ／日本語版訳 ポプラ社 778

銀河系のモンスター アダム・ブライ／文 ポプラ社 778

正義の騎士ジェダイ たなべ　りえ／日本語版訳 ポプラ社 778

大相撲クイズ スポーツクイズ研究会／編 ポプラ社 798

オリンピッククイズ スポーツクイズ研究会／編 ポプラ社 798

サッカークイズ　世界編 スポーツクイズ研究会／編 ポプラ社 798

サッカークイズ　日本編 スポーツクイズ研究会／編 ポプラ社 798

野球クイズ　上級編 スポーツクイズ研究会／編 ポプラ社 798

野球クイズ　初級編 スポーツクイズ研究会／編 ポプラ社 798

野球クイズ　中級編 スポーツクイズ研究会／編 ポプラ社 798

英語で日本を紹介しよう　１～５ 居村　啓子／監修 ポプラ社 830

英語でしゃべろう！　１～３ 吉田　研作／監修 ポプラ社 837

児童書（知識） 図解絵本工事現場 モリナガ　ヨウ／作・絵 ポプラ社 510

ぶす 内田　麟太郎／文 ポプラ社 779

絵本 映画きかんしゃトーマス走れ！世界のなかまたち ウィルバート・オードリー／原作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おうちのものなあに はた　こうしろう／さく・え ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おおかみだあ！ セドリック・ラマディエ／ぶん ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おしりたんてい　ププッおおどろぼうあらわる！ トロル／さく・え ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おしりたんてい　ププッちいさなしょちょうのだいピンチ！？ トロル／さく・え ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おつきみおばけ せな　けいこ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

かたあしだちょうのエルフ おのき　がく／ぶん・え ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ここからだしてくれ～！ セドリック・ラマディエ／ぶん ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ごじょうしゃありがとうございます シゲリ　カツヒコ／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ぞうぼうしパオ こにし　としゆき／ぶん ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

たこやきようちえんたのしいえんそく さいとう　しのぶ／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

てぶくろをかいに にいみ　なんきち／ぶん ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

となりのせきのますだくん 武田　美穂／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

どこにいるかわかるかな？ ブリッタ・テッケントラップ／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

はみがきさん せな　けいこ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ぱっぴぷっぺぽん もろ　かおり／え ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

冒険！発見！大迷路妖怪大決戦 原　裕朗／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

まるまるまるのほん エルヴェ・テュレ／さく ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

むしさんなんのぎょうれつ？ オームラ　トモコ／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ゆびたこ くせ　さなえ／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

よるのふね 山下　明生／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

ルラルさんのにわ いとう　ひろし／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

絵本文化推進協会様からの寄贈本一覧



  


