
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 ブルーハワイ 青山　七恵／著 河出書房新社 F ｱｵ

大友の聖将（ヘラクレス） 赤神　諒／著 角川春樹事務所 F ｱｶ

天子蒙塵　第３巻 浅田　次郎／著 講談社 F ｱｻ 3

ＴＩＭＥＬＥＳＳ 朝吹　真理子／著 新潮社 F ｱｻ

地に滾る あさの　あつこ／著 祥伝社 F ｱｻ

奈落の偶像 麻見　和史／著 講談社 F ｱｻ

火花散る あさの　あつこ／著 ＰＨＰ研究所 F ｱｻ

火のないところに煙は 芦沢　央／著 新潮社 F ｱｼ

罪びとの手 天祢　涼／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾏ

不在 彩瀬　まる／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾔ

星夜航行　上・下巻 飯嶋　和一／著 新潮社 F ｲｲ 1・2

本性 伊岡　瞬／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｵ

巨悪 伊兼　源太郎／著 講談社 F ｲｶﾞ

スタンドアップ！ 五十嵐　貴久／著 ＰＨＰ研究所 F ｲｶﾞ

ゲーム・メーカー 池上　司／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｹ

星空の１６進数 逸木　裕／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾂ

ライトマイファイア 伊東　潤／著 毎日新聞出版 F ｲﾄ

骨を弔う 宇佐美　まこと／著 小学館 F ｳｻ

琴乃木山荘の不思議事件簿 大倉　崇裕／著 山と溪谷社 F ｵｵ

ミステリなふたり　あなたにお茶と音楽を 太田　忠司／著 東京創元社 F ｵｵ

ポストカプセル 折原　一／著 光文社 F ｵﾘ

空港時光 温　又柔／著 河出書房新社 F ｵﾝ

赤い風 梶　よう子／著 文藝春秋 F ｶｼﾞ

消えていく日に 加藤　千恵／著 徳間書店 F ｶﾄ

完全犯罪の死角 香納　諒一／著 光文社 F ｶﾉ

天地に燦たり 川越　宗一／著 文藝春秋 F ｶﾜ

火影に咲く 木内　昇／著 集英社 F ｷｳ

「はじめまして」を３０００回 喜多　喜久／著 幻冬舎 F ｷﾀ

鵜頭川村事件 櫛木　理宇／著 文藝春秋 F ｸｼ

人間に向いてない 黒澤　いづみ／著 講談社 F ｸﾛ

泥濘 黒川　博行／著 文藝春秋 F ｸﾛ

罪なき子 小杉　健治／著 双葉社 F ｺｽ

利き蜜師物語　４ 小林　栗奈／著 産業編集センター F ｺﾊﾞ 4

パラレルワールド 小林　泰三／著 角川春樹事務所 F ｺﾊﾞ

劉裕 小前　亮／著 講談社 F ｺﾏ

無限の玄／風下の朱 古谷田　奈月／著 筑摩書房 F ｺﾔ

家の中で迷子 坂口　恭平／著 新潮社 F ｻｶ

ＩＳＯＲＯＫＵ 柴田　哲孝／著 祥伝社 F ｼﾊﾞ

絶望キャラメル 島田　雅彦／著 河出書房新社 F ｼﾏ

宝島 真藤　順丈／著 講談社 F ｼﾝ

ゆずりは 新谷　亜貴子／著 鎌倉：銀の鈴社 F ｼﾝ

官邸襲撃 高嶋　哲夫／著 ＰＨＰ研究所 F ﾀｶ

鏡のなかのアジア 谷崎　由依／著 集英社 F ﾀﾆ



ミダスの河 柄刀　一／著 祥伝社 F ﾂｶ

日本の小説 噛みあわない会話と、ある過去について 辻村　深月／著 講談社 F ﾂｼﾞ

真夜中の子供 辻　仁成／著 河出書房新社 F ﾂｼﾞ

神に守られた島 中脇　初枝／著 講談社 F ﾅｶ

道具箱はささやく 長岡　弘樹／著 祥伝社 F ﾅｶﾞ

師弟の祈り 仁木　英之／著 新潮社 F ﾆｷ

風に恋う 額賀　澪／著 文藝春秋 F ﾇｶ

雨降る森の犬 馳　星周／著 集英社 F ﾊｾ

水槽の中 畑野　智美／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾀ

うかれ女島 花房　観音／著 新潮社 F ﾊﾅ

堕天使たちの夜会 福田　和代／著 朝日新聞出版 F ﾌｸ

彼女の恐喝 藤田　宜永／著 実業之日本社 F ﾌｼﾞ

失楽園のイヴ 藤本　ひとみ／著 講談社 F ﾌｼﾞ

もう「はい」としか言えない 松尾　スズキ／著 文藝春秋 F ﾏﾂ

絶対解答可能な理不尽すぎる謎 未須本　有生／著 文藝春秋 F ﾐｽ

碆霊（はえだま）の如き祀るもの 三津田　信三／著 原書房 F ﾐﾂ

未来 湊　かなえ／著 双葉社 F ﾐﾅ

火刑列島 森　晶麿／著 光文社 F ﾓﾘ

さしすせその女たち 椰月　美智子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔｽﾞ

未来製作所 太田　忠司／著 幻冬舎 F

外国の小説 冬将軍が来た夏 甘　耀明／著 白水社 923.7 ｶﾝ

ハオスフラウ ジル・アレグザンダー・エスバウム／著 早川書房 933.7 ｴｽ
このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる　ハプワース１６、１９２４年 Ｊ．Ｄ．サリンジャー／著 新潮社 933.7 ｻﾘ

七人のイヴ　１ ニール・スティーヴンスン／著 早川書房 933.7 ｽﾃ 1

戦時の音楽 レベッカ・マカーイ／著 新潮社 933.7 ﾏｶ

十三の物語 スティーヴン・ミルハウザー／著 白水社 933.7 ﾐﾙ

あなたを愛してから デニス・ルヘイン／著 早川書房 933.7 ﾚﾍ

文庫本 フロスト始末　上・下 Ｒ．Ｄ．ウィングフィールド／著 東京創元社 B 933.7 ｳｲ 1・2

後宮香妃物語　〔３〕 伊藤　たつき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲﾄ 3

ゆきうさぎのお品書き　〔６〕 小湊　悠貴／著 集英社 B F ｺﾐ 6

結び布 中島　要／著 角川春樹事務所 B F ﾅｶ

総記 一流家電メーカー「特殊対応」社員の告白 笹島　健治／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 007.3 ｻｲ

地図や案内図のつくり方 井上　健語／著 技術評論社 007.6 ｲﾁ

権力と新聞の大問題 望月　衣塑子／著 集英社 070.2 ﾓｹ

哲学 リズムの哲学ノート 山崎　正和／著 中央公論新社 104 ﾔﾘ

マンガでやさしくわかる傾聴 古宮　昇／著 日本能率協会マネジメントセンター 146.8 ｺﾏ

無意識はいつも正しい クスド　フトシ／著 ワニブックス 159 ｸﾑ

一瞬で「自分の答え」を知る法 ゼン・クライア・デブラック／著 徳間書店 159 ﾃﾞｲ

前祝いの法則 ひすい　こたろう／著 フォレスト出版 159 ﾋﾏ

歴史 日本史の内幕 磯田　道史／著 中央公論新社 210.0 ｲﾆ

初期室町幕府研究の最前線 日本史史料研究会／監修 洋泉社 210.4 ｼ

ゲッベルスと私 ブルンヒルデ・ポムゼル／著 紀伊國屋書店 234.0 ﾎﾟｹﾞ

十五の夏　上・下 佐藤　優／著 幻冬舎 293.8 ｻｼﾞ 1・2

社会科学 時代を拓くあなたへ 全国革新懇／編 新日本出版社 304 ｼﾞ

現代社会はどこに向かうか 見田　宗介／著 岩波書店 304 ﾐｹﾞ

面従腹背 前川　喜平／著 毎日新聞出版 317.2 ﾏﾒ

相続と遺言のことならこの１冊 石原　豊昭／監修 自由国民社 324.7 ｿ

「きちんとした、もめない遺言書」の書き方・のこし方 山田　和美／著 日本実業出版社 324.7 ﾔｷ

１日１０分「じぶん会議」のすすめ 鈴木　進介／著 ＷＡＶＥ出版 336.2 ｽｲ
現役銀行員・証券マン・ＦＰがやっている賢いお金の増やし方 宝島社 338.1 ｹﾞ



いちばんわかりやすい最新介護保険　〔２０１８〕 伊藤　亜記／監修 成美堂出版 364.4 ｲ 18

１０分でわかる得する年金のもらい方 。 ＷＡＶＥ出版 364.6 ﾀｼﾞ

社会科学 夫婦という他人 下重　暁子／著 講談社 367.3 ｼﾌ

看る力 阿川　佐和子／著 文藝春秋 369.2 ｱﾐ

世界最高の子育てツールＳＭＡＲＴゴール ボーク重子／著 祥伝社 379.9 ﾎﾞｾ

自然科学 ツチハンミョウのギャンブル 福岡　伸一／著 文藝春秋 404 ﾌﾂ

北欧式眠くならない数学の本 クリスティン・ダール／著 三省堂 410 ﾀﾞﾎ

１３８億光年宇宙の旅 渡部　潤一／監修 クレヴィス 440.8 ﾋ

カラス先生のはじめてのいきもの観察 松原　始／著 太田出版 480.4 ﾏｶ

ウルトラ図解パーソナリティ障害 林　直樹／監修 法研 493.7 ｳ

ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 樋口　進／監修 講談社 493.7 ﾈ

超ストレス解消法 鈴木　祐／著 鉄人社 498.3 ｽﾁ

おなか痩せの黄金「比」レシピ 花王株式会社／著 文藝春秋 498.5 ｵ

くすりの事典　２０１９年版 片山　志郎／監修 成美堂出版 499.1 ｸ 19

技術 世界の建築家解剖図鑑 大井　隆弘／著 エクスナレッジ 523 ｾ

もし文豪たちが現代の文房具を試しに使ってみたら 福島　槙子／著 ごま書房新社 589.7 ﾌﾓ

丁寧に暮らしている暇はないけれど。 一田　憲子／著 ＳＢクリエイティブ 590 ｲﾃ

赤ちゃんに作ってあげたいスタイとブルマ ブティック社 593.3 ｱ

かたちがステキな大人の帽子 ブティック社 593.3 ｶ

オールシーズンのメンズ服 金子　俊雄／著 日本ヴォーグ社 593.3 ｶｵ

パタンナー金子俊雄の本格メンズ服 金子　俊雄／著 日本ヴォーグ社 593.3 ｶﾊﾟ

着心地のよい、暮らしの服 美濃羽　まゆみ／著 日本ヴォーグ社 593.3 ﾐｷ

一生使えるおさいほうの基本 ミカ／著 主婦の友社 594 ﾐｲ

読むボディメーキング 和久井　拓／著 光文社 595 ﾜﾖ

ゼロトレ 石村　友見／著 サンマーク出版 595.6 ｲｾﾞ

くびれ母ちゃんの、最強ながらトレーニング 村田　友美子／著 光文社 595.6 ﾑｸ

浸して漬けて「作りおき」 今泉　久美／著 文化学園文化出版局 596 ｲﾋ

１５分で一汁一菜 武蔵　裕子／著 講談社 596 ﾑｼﾞ

すぐに始められるおいしい元気☆麹ごはん 矢路川　結子／著 学研プラス 596 ﾔｽ

ウマし 伊藤　比呂美／著 中央公論新社 596.0 ｲｳ

運気を上げるごはんのひみつ ちこ／著 京都：ＰＨＰ研究所 596.0 ﾁｳ

ひんやり夏和菓子 鳥居　満智栄／著 京都：淡交社 596.6 ﾄﾋ

日曜日の風景　Ｐａｒｔ２ ＶＥＲＹ編集部／編 光文社 597 ﾆ 2

ママと赤ちゃんのぐっすり本 愛波　文／著 講談社 599.4 ｱﾏ

産業 「徹子の部屋」の花しごと 石橋　恵三子／著 産業編集センター 699.6 ｲﾃ

芸術 亜人　１ 三浦　追儺／原作 講談社 726.1 ｻｱ 1

キツネと星 コラリー・ビックフォード＝スミス／さく アノニマ・スタジオ 726.6 ﾋﾞｷ

大人かわいい物語のカラー切り絵 平石　智美／著 メイツ出版 726.9 ﾋｵ

野生のベリージャム 小島　聖／著 京都：青幻舎 772.1 ｺｼﾞ

母、野際陽子 真瀬　樹里／著 朝日新聞出版 778.2 ﾉｷﾞ

必ず成功する激ウケ！マジック Ｂｉｌｌｙ／監修 メイツ出版 779.3 ｶ

にこるんです。 藤田　ニコル／著 角川春樹事務所 779.9 ﾌｼﾞ

言語 ことばと遊び、言葉を学ぶ 柳瀬　尚紀／著 河出書房新社 810.4 ﾔｺ

文学 つる花の結び　上・下 〔紫式部／著〕 理論社 913.3 ﾑﾂ 1・2

もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら青のりＭＡＸ 神田　桂一／著 宝島社 913.7 ｶﾓ

かんがえる子ども 安野　光雅／著 福音館書店 914.6 ｱﾝ

綾蝶（あやはびら）の記 石牟礼　道子／著 平凡社 914.6 ｲｼ

人生百年時代の「こころ」と「体」の整え方 五木　寛之／著 ＰＨＰ研究所 914.6 ｲﾂ

あいまいさを引きうけて 清水　眞砂子／著 京都：かもがわ出版 914.6 ｼﾐ

老いを生きる覚悟 曽野　綾子／著 海竜社 914.6 ｿﾉ



くろちゃんとツマと私 南　伸坊／著 東京書籍 914.6 ﾐﾅ

しない。 群　ようこ／著 集英社 914.6 ﾑﾚ

ベスト・エッセイ　２０１８ 日本文藝家協会／編 光村図書出版 914.6 18

文学 話しベタですが… 浅田　次郎／〔ほか〕著 河出書房新社 914.6

作家がガンになって試みたこと 高橋　三千綱／著 岩波書店 916 ﾀｶ

蜜蜂 マヤ・ルンデ／著 ＮＨＫ出版 949.6 ﾙﾝ
児童書（読物） 名探偵ホームズ踊る人形 アーサー・コナン・ドイル／作 理論社 933 ﾄﾞｲ

地図を広げて 岩瀬　成子／著 偕成社 F ｲﾜ
あなたの夢におじゃまします 岡田　貴久子／作 ポプラ社 F ｵｶ
かぼちゃ人類学入門 川原田　徹／さく 福音館書店 F ｶﾜ
星のこども 川島　えつこ／作 ポプラ社 F ｶﾜ
ドエクル探検隊 草山　万兎／作 福音館書店 F ｸｻ
うさぎのマリーのフルーツパーラー 小手鞠　るい／さく 講談社 F ｺﾃﾞ
むこうがわの友だち 小浜　ユリ／作 ポプラ社 F ｺﾊ
レナとつる薔薇の館 小森　香折／作 ポプラ社 F ｺﾓ
シンデレラのねずみ 斉藤　洋／作 偕成社 F ｻｲ
シロガラス　５ 佐藤　多佳子／著 偕成社 F ｻﾄ 5
ヘンダワネのタネの物語 新藤　悦子／作 ポプラ社 F ｼﾝ
ウシクルナ！ 陣崎　草子／著 光村図書出版 F ｼﾞﾝ
みずがめ座流星群の夏 杉本　りえ／作 ポプラ社 F ｽｷﾞ
妖怪いじわるスマートフォン 土屋　富士夫／作・絵 ＰＨＰ研究所 F ﾂﾁ
本屋さんのルビねこ 野中　柊／作 理論社 F ﾉﾅ
雨ふる本屋と雨もりの森 日向　理恵子／作 童心社 F ﾋﾅ
キャベたまたんてい大ピンチ！ミクロのぼうけん 三田村　信行／作 金の星社 F ﾐﾀ
トリプル・ゼロの算数事件簿　ファイル１～６ 向井　湘吾／作 ポプラ社 F ﾑｶ 1～6

ひきがえるにげんまん 最上　一平／作 ポプラ社 F ﾓｶﾞ
怪談オウマガドキ学園　２８ 常光　徹／責任編集 童心社 F 28
ラストで君は「まさか！」と言う　悪魔のささやき ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 F

児童書（知識） 日本はじめて図鑑 田中　裕二／監修 ポプラ社 R 031

世界の歴史アドベンチャー　中国の秘宝 ゴムドリｃｏ．／文 コスミック出版 222

世界の歴史アドベンチャー　インドの秘宝 ゴムドリｃｏ．／文 コスミック出版 225

ざんねんな歴史人物 真山　知幸／著 学研プラス 280

徳川歴代将軍と江戸の偉人 童門　冬二／監修 〔東京〕：ＰＨＰエディターズ・グループ 281

伊能忠敬 たから　しげる／文 あかね書房 289 ｲﾉ

荻野吟子 加藤　純子／文 あかね書房 289 ｵｷﾞ

坂本龍馬 榎本　秋／文 あかね書房 289 ｻｶ

田中正造 堀切　リエ／文 あかね書房 289 ﾀﾅ

豊田喜一郎 山口　理／文 あかね書房 289 ﾄﾖ

平賀源内 榎本　秋／文 あかね書房 289 ﾋﾗ

性の多様性ってなんだろう？ 渡辺　大輔／著 平凡社 367

楽しすぎる科学実験・観察 青野　裕幸／著 いかだ社 407

身近なものでできる自由研究かんたんじてん 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 407

はてなし世界の入口 森　毅／文 福音館書店 410

夏の星座を見つけよう 赤木　かん子／作 新樹社 443

冬の星座を見つけよう 赤木　かん子／作 新樹社 443

太陽系の惑星 赤木　かん子／作 新樹社 445

惑星ってなあに？ 赤木　かん子／作 新樹社 445

どうくつをたんけんする 堀内　誠一／さく 福音館書店 454

世界恐竜発見地図 ヒサ　クニヒコ／絵・文 岩崎書店 457

石ころ地球のかけら 桂　雄三／文 福音館書店 458

コスモス 赤木　かん子／作 新樹社 479

ぜんぶわかる！イネ 内山　りゅう／著 ポプラ社 479

ぜんぶわかる！タンポポ 岩間　史朗／著 ポプラ社 479



トマト 赤木　かん子／作 新樹社 479

ざんねんないきもの事典　続々 今泉　忠明／監修 高橋書店 480 3

しっぽがない！ 犬塚　則久／文 福音館書店 481.1

ファーブル先生の昆虫教室　２ 奥本　大三郎／文 ポプラ社 486 2

児童（知識） 昆虫の体重測定 吉谷　昭憲／文・絵 福音館書店 486.1

ぜんぶわかる！トンボ 尾園　暁／著 ポプラ社 486.3

ぜんぶわかる！アゲハ 新開　孝／著 ポプラ社 486.8
ぜんぶわかる！モンシロチョウ 新開　孝／著 ポプラ社 486.8
ぜんぶわかる！メダカ 内山　りゅう／著 ポプラ社 487.7
兵隊さんに愛されたヒョウのハチ 祓川　学／作 ハート出版 489.5
イラスト版子どものストレスに対応するこつ 安川　禎亮／著 合同出版 498
発明対決　１２ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 507 12
やねはぼくらのひるねするばしょ 小野　かおる／さく 福音館書店 524
世界を救うパンの缶詰 菅　聖子／文 ほるぷ出版 588
岩合光昭の日本犬図鑑 岩合　光昭／文・写真 文溪堂 645
葛飾北斎 芝田　勝茂／文 あかね書房 721.8 ｼｶ
岡本太郎 平野　暁臣／文 あかね書房 723.1 ﾋｵ
いわさきちひろ 松本　由理子／文 あかね書房 726.6 ﾏｲ
伝統工芸のきほん　１～５ 伝統工芸のきほん編集室／編 理論社 750.2 ﾃﾞ 1～5

写真で見るオリンピック大百科　６ 舛本　直文／監修 ポプラ社 780.6 ｼ 6
サッカーをあきらめない 岡野　雅行／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 783.4 ｵｻ
植村直己 滝田　誠一郎／文 あかね書房 786.1 ﾀｳ
嘉納治五郎 真田　久／監修 小学館 789.2 ｶ
読書感想文書き方ドリル　２０１８ 大竹　稽／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 816 18
松尾芭蕉 坪内　稔典／文 あかね書房 911 ﾏﾂ
母が作ってくれたすごろく アネ＝ルト・ウェルトハイム／文 徳間書店 949 ｳｴ

絵本 ねるじかん 鈴木　のりたけ／作・絵 アリス館 E ｱﾘ
飛ぶワニ やなせ　たかし／著 岩崎書店 E ｲﾜ
きみへのおくりもの 刀根　里衣／著 ＮＨＫ出版 E ｴﾇ
なんにもできなかったとり 刀根　里衣／著 ＮＨＫ出版 E ｴﾇ
ぴっぽのたび 刀根　里衣／著 ＮＨＫ出版 E ｴﾇ
マローネとつくるクッキー 刀根　里衣／著 ＮＨＫ出版 E ｴﾇ
モカと幸せのコーヒー 刀根　里衣／著 ＮＨＫ出版 E ｴﾇ
モカとつくるホットチョコレート 刀根　里衣／著 ＮＨＫ出版 E ｴﾇ
わたし、お月さま 青山　七恵／文 ＮＨＫ出版 E ｴﾇ
いいからいいから　５ 長谷川　義史／作 絵本館 E ｴﾎ 5
しんごうきょうだいのにちようび もとやす　けいじ／作・絵 絵本塾出版 E ｴﾎ
へんしんたんてい あきやま　ただし／作・絵 金の星社 E ｷﾝ
おしりどろぼう 陣崎　草子／作 くもん出版 E ｸﾓ
おおきくなったらきみはなんになる？ 藤本　ともひこ／文 講談社 E ｺｳ
どしゃぶり おーなり　由子／ぶん 講談社 E ｺｳ
ぼく、おたまじゃくし？ 田島　征三／作・絵 佼成出版社 E ｺｳ
ようかいしりとり おくはら　ゆめ／作 こぐま社 E ｺｸﾞ
恐竜トリケラトプスとスピノぼうや 黒川　みつひろ／作・絵 小峰書店 E ｺﾐ
フェルムはまほうつかい スギヤマ　カナヨ／文・絵 小学館 E ｼﾖ
ペロのおしごと 樋勝　朋巳／作 小学館 E ｼﾖ
まわるよる ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／さく 小学館 E ｼﾖ
きんぎょさんとめだかさん とよた　かずひこ／作 世界文化社 E ｾｶ
もいもい 市原　淳／作 ディスカヴァー・トゥエンティワン E ﾃﾞｲ
そうべえときじむなー たじま　ゆきひこ／作 童心社 E ﾄﾞｳ
またまた　ねえ、どれがいい？ ジョン・バーニンガム／さく 評論社 E ﾋﾖ
しぜんのかたち　せかいのかたち Ｋ．Ｌ．ゴーイング／文 神戸：ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ
おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ　シンスケ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾋﾟｴ

絵本 おばけのえんそく 西平　あかね／さく 福音館書店 E ﾌｸ
どろんばあ 小野寺　悦子／文 福音館書店 E ﾌｸ
ぼくのなまえはへいたろう 灰島　かり／文 福音館書店 E ﾌｸ
冒険！発見！大迷路海賊アドベンチャー 原　裕朗／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ



冒険！発見！大迷路海底大決戦 原　裕朗／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ
冒険！発見！大迷路時空列車クロノス 原　裕朗／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ
冒険！発見！大迷路大魔王の復活 原　裕朗／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ
冒険！発見！大迷路ドラゴンアドベンチャー 原　裕朗／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ
冒険！発見！大迷路魔法の学校 原　裕朗／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ
オレ、カエルやめるや デヴ・ペティ／ぶん マイクロマガジン社 E ﾏｲ

紙芝居 チンパンジーのおんがくかい あべ　弘士／脚本・絵 童心社 K

児童書（読物） 若草物語 オルコット／作 ポプラ社 933 ｵﾙ
ジキル博士とハイド氏 スティーブンソン／作 ポプラ社 933 ｽﾃ
トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェン／作 ポプラ社 933 ﾄｳ
オズの魔法使い バウム／作 ポプラ社 933 ﾊﾞｳ
小公女 バーネット／作 ポプラ社 933 ﾊﾞﾈ
ひみつの妖精ハウス全５巻 ケリー・マケイン／作 ポプラ社 933 ﾏｹ 1～5

星の王子さま サン＝テグジュペリ／作 ポプラ社 953 ｻﾝ
最後の授業 ドーデ／作 ポプラ社 953 ﾄﾞﾃﾞ
海底二万マイル ベルヌ／作 ポプラ社 953 ﾍﾞﾙ
十五少年漂流記 ベルヌ／作 ポプラ社 953 ﾍﾞﾙ
レ・ミゼラブル ユゴー／作 ポプラ社 953 ﾕｺﾞ
蜘蛛の糸 芥川　龍之介／著 ポプラ社 F ｱｸ
ダンシング★ハイ　１～５ 工藤　純子／作 ポプラ社 F ｸﾄﾞ 1～5

里見八犬伝　上・下 滝沢　馬琴／原作 ポプラ社 F ﾀｷ 1・2
走れメロス 太宰　治／著 ポプラ社 F ﾀﾞｻﾞ
坊っちゃん 夏目　漱石／著 ポプラ社 F ﾅﾂ
火垂るの墓 野坂　昭如／著 ポプラ社 F ﾉｻ
風の又三郎 宮沢　賢治／著 ポプラ社 F ﾐﾔ
銀河鉄道の夜 宮沢　賢治／著 ポプラ社 F ﾐﾔ
セロひきのゴーシュ 宮沢　賢治／著 ポプラ社 F ﾐﾔ
注文の多い料理店 宮沢　賢治／著 ポプラ社 F ﾐﾔ

児童書（知識） 都市伝説超百科 都市伝説研究会／編 ポプラ社 049 ﾄ
世界史で読み解く現代ニュース 池上　彰／著 ポプラ社 204 ｲｾ
世界地理びっくり図鑑 小松　陽介／監修 ポプラ社 290 ｾ
日本地理びっくり図鑑 小松　陽介／監修 ポプラ社 291 ﾆ
職場体験完全ガイド　５６ ポプラ社 366 -56
職場体験完全ガイド　５７ ポプラ社 366 -57
職場体験完全ガイド　５８ ポプラ社 366 -58
職場体験完全ガイド　５９ ポプラ社 366 -59
職場体験完全ガイド　６０ ポプラ社 366 -60
１８歳選挙世代は日本を変えるか 原田　曜平／著 ポプラ社 367 ﾊｼﾞ
安全につかえる！理科実験・観察の器具図鑑 横山　正／監修 ポプラ社 407 ｱ
ふしぎ！オドロキ！科学マジック図鑑 山村　紳一郎／監修 ポプラ社 407 ﾌ
宇宙図鑑 藤井　旭／著 ポプラ社 440 ﾌｳ
星と星座 藤井　旭／監修 ポプラ社 440 ﾎ
四季の星座図鑑 藤井　旭／著 ポプラ社 443 ﾌｼ
星の神話・伝説図鑑 藤井　旭／著 ポプラ社 443 ﾌﾎ
星空図鑑 藤井　旭／著 ポプラ社 443 ﾌﾎ
雲と天気 武田　康男／監修 ポプラ社 451 ｸ
大昔のヘンな生きもの超百科 富田　京一／監修 ポプラ社 457 ｵ
最強の生物 成島　悦雄／監修 ポプラ社 480 ｻ
危険生物超百科 實吉　達郎／著 ポプラ社 480 ｻｷ
へんな生きもの超百科 實吉　達郎／著 ポプラ社 480 ｻﾍ
くらべてみよう！どうぶつの赤ちゃん　１１～２０ ポプラ社 480 -11～20

深海の生物 藤倉　克則／監修 ポプラ社 481.7 ｼ
さわるな危険！毒のある生きもの超百科 パンク町田／監修 ポプラ社 481.9 ｻ
カブトムシ・クワガタムシ 海野　和男／監修 ポプラ社 486.6 ｶ

日東精工株式会社様から寄贈して頂いた本のリスト



秘境＆深海怪魚超百科 小塚　拓矢／編 ポプラ社 487.5 ﾋ
新幹線 山崎　友也／監修 ポプラ社 536 ｼ
サイレンカー 小賀野　実／監修 ポプラ社 537 ｻ
自動車まるごと図鑑 黒川　文子／監修 ポプラ社 537 ｼﾞ
はたらく車 小賀野　実／監修 ポプラ社 537 ﾊ
びっくりグルメ超百科 びっくりグルメ研究会／編 ポプラ社 596 ﾋﾞ
まんがなんでも図鑑 日本漫画家協会／監修 ポプラ社 726.1 ﾏ

児童（知識） アニメなんでも図鑑 鈴木　伸一／監修 ポプラ社 778.7 ｱ
教養としての１０年代アニメ 町口　哲生／著 ポプラ社 778.7 ﾏｷ
Ｍｒ．マリックの超魔術入門超百科 Ｍｒ．マリック／監修 ポプラ社 779.3 ﾐ
爆笑！感動！スポーツ伝説超百科 オグマ　ナオト／編 ポプラ社 780 ﾊﾞ
補欠廃止論 セルジオ越後／著 ポプラ社 780.7 ｾﾎ
仰天！感動！サッカーヒーロー超百科　日本編 オグマ　ナオト／編 ポプラ社 783.4 ｷﾞ
豪快！最強！サッカーヒーロー超百科　世界編 オグマ　ナオト／編 ポプラ社 783.4 ｺﾞ
サッカーパーフェクト図鑑 大熊　廣明／監修 ポプラ社 783.4 ｻ
サッカーのスゴイ話 本多　辰成／著 ポプラ社 783.4 ﾎｻ
サッカーのスゴイ話　Ｊリーグのスゴイ話 本多　辰成／著 ポプラ社 783.4 ﾎｻ
サッカーのスゴイ話　日本代表のスゴイ話 本多　辰成／著 ポプラ社 783.4 ﾎｻ
サッカーのスゴイ話　ワールドカップのスゴイ話 本多　辰成／著 ポプラ社 783.4 ﾎｻ
野球パーフェクト図鑑 二宮　清純／監修 ポプラ社 783.7 ﾔ
秘伝解禁！忍者超百科 黒井　宏光／監修 ポプラ社 789.8 ﾋ
一点突破 藤原　隆史／著 ポプラ社 796 ﾌｲ
なぞなぞ大ぼうけん！超スペシャル 石田　真理／作 ポプラ社 798 ｲﾅ
なぞなぞ１０８１問超スペシャル 小野寺　ぴりり紳／作 ポプラ社 798 ｵﾅ
たおせ！なぞなぞモンスター 天狗丸／作 ポプラ社 798 ﾃﾀ
なぞなぞだいすき超スペシャル ながた　みかこ／作 ポプラ社 798 ﾅﾅ
へんしん！なぞなぞプリンセス 姫木　ゆい／作 ポプラ社 798 ﾋﾍ
おばけのこわ～いなぞなぞ超スペシャル やまざき　ロバ／作 ポプラ社 798 ﾔｵ
みんなでなぞなぞまほうの島超スペシャル やまざき　ロバ／作 ポプラ社 798 ﾔﾐ
マーク・記号まるごと図鑑 村越　愛策／監修 ポプラ社 801 ﾏ

絵本 おばけのてんぷら せな　けいこ／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ
とりかえっこ さとう　わきこ／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
ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 木村　泰子／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ
ゆでたまごまーだ 神沢　利子／文 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ


