
分野 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 早朝始発の殺風景 青崎　有吾／著 集英社 F ｱｵ

跳ぶ男 青山　文平／著 文藝春秋 F ｱｵ

発現 阿部　智里／著 ＮＨＫ出版 F ｱﾍﾞ

未来職安 柞刈　湯葉／著 双葉社 F ｲｽ

だから殺せなかった 一本木　透／著 東京創元社 F ｲﾂ

夢も見ずに眠った。 絲山　秋子／著 河出書房新社 F ｲﾄ

青炎の剣士 乾石　智子／著 東京創元社 F ｲﾇ

天命 岩井　三四二／著 光文社 F ｲﾜ

ニムロッド 上田　岳弘／著 講談社 F ｳｴ

月虹の夜市 折口　真喜子／著 東京創元社 F ｵﾘ

スイート・マイホーム 神津　凛子／著 講談社 F ｶﾐ

ジャップ・ン・ロール・ヒーロー 鴻池　留衣／著 新潮社 F ｺｳ

永田町小町バトル 西條　奈加／著 実業之日本社 F ｻｲ

駒音高く 佐川　光晴／著 実業之日本社 F ｻｶﾞ

指揮権発動 笹本　稜平／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻｻ

木曜日の子ども 重松　清／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼｹﾞ

とまり木 周防　柳／著 小学館 F ｽｵ

居た場所 高山　羽根子／著 河出書房新社 F ﾀｶ

まよなかの青空 谷　瑞恵／著 文藝春秋 F ﾀﾆ

あなたのためなら 田牧　大和／著 文藝春秋 F ﾀﾏ

鳥籠の小娘 千早　茜／文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾁﾊ

新宿の猫 ドリアン助川／著 ポプラ社 F ﾄﾞﾘ

神の島のこどもたち 中脇　初枝／著 講談社 F ﾅｶ

ふたたび嗤う淑女 中山　七里／著 実業之日本社 F ﾅｶ

マーダーズ 長浦　京／著 講談社 F ﾅｶﾞ

つくもがみ笑います 畠中　恵／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾀ

Ｗ県警の悲劇 葉真中　顕／著 徳間書店 F ﾊﾏ

ＤＲＹ 原田　ひ香／著 光文社 F ﾊﾗ

終末少女 古野　まほろ／著 光文社 F ﾌﾙ

歌舞伎町ゲノム 誉田　哲也／著 中央公論新社 F ﾎﾝ

１Ｒ１分３４秒 町屋　良平／著 新潮社 F ﾏﾁ

まつらひ 村山　由佳／著 文藝春秋 F ﾑﾗ

散歩するネコ 群　ようこ／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾑﾚ

名もなき星の哀歌 結城　真一郎／著 新潮社 F ﾕｳ

いのちの人形 横関　大／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾖｺ

吹上奇譚　第２話 吉本　ばなな／著 幻冬舎 F ﾖｼ 2

逃げろ、手志朗 吉森　大祐／著 講談社 F ﾖｼ



日本の小説 雷雲の龍 吉川　永青／著 講談社 F ﾖｼ

殺人鬼がもう一人 若竹　七海／著 光文社 F ﾜｶ

外国の小説 心霊電流　上・下 スティーヴン・キング／著 文藝春秋 933.7 ｷﾝ 1・2

夜が明けるまで ゲイル・ウィルソン／作 ハーパーコリンズ・ジャパン933.7 ｹﾞｲ

おやすみの歌が消えて リアノン・ネイヴィン／著 集英社 933.7 ﾈｲ

カッコーの歌 フランシス・ハーディング／著 東京創元社 933.7 ﾊﾃﾞ

拳銃使いの娘 ジョーダン・ハーパー／著早川書房 933.7 ﾊﾊﾟ

世界の終わりの天文台 リリー・ブルックス＝ダルトン／〔著〕 東京創元社 933.7 ﾌﾞﾙ

カート・ヴォネガット全短篇　３ カート・ヴォネガット／著 早川書房 933.7 ﾎﾞﾈ 3

ビール・ストリートの恋人たち ジェイムズ・ボールドウィン／著 早川書房 933.7 ﾎﾞﾙ

文庫 維新始末 上田　秀人／著 中央公論新社 B F ｳｴ

不知火海 内田　康夫／〔著〕 講談社 B F ｳﾁ

ひまわり事件 荻原　浩／著 文藝春秋 B F ｵｷﾞ

やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記 小松　左京／著 新潮社 B F ｺﾏ

デパートへ行こう！ 真保　裕一／〔著〕 講談社 B F ｼﾝ

花伽藍 中山　可穂／著 新潮社 B F ﾅｶ

湯島天神坂　お宿如月庵へようこそ　三日月の巻 中島　久枝／〔著〕 ポプラ社 B F ﾅｶ

怪笑小説 東野　圭吾／著 集英社 B F ﾋｶﾞ

ソロモンの偽証　１～６ 宮部　みゆき／著 新潮社 B F ﾐﾔ 1～6

海岸列車　上・下 宮本　輝／著 文芸春秋 B F ﾐﾔ

京都寺町三条のホームズ　１１ 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ 11

銀色の草原の約束 エリザベス・ヴォーン／著 ヴィレッジブックス B 933.7 ｳﾞｵ

空色の瞳の異邦人 エリザベス・ヴォーン／著 ヴィレッジブックス B 933.7 ｳﾞｵ

瑠璃色の衣の花嫁 エリザベス・ヴォーン／著 ヴィレッジブックス B 933.7 ｳﾞｵ

美しき海賊と風にのって ジェーン・フェザー／著 武田ランダムハウスジャパン B 933.7 ﾌｴ

怖い橋の物語 中野　京子／著 河出書房新社 B 204 ﾅｺ

総記 どの絵本読んだらいいですか？ 向井　惇子／〔述〕 かもがわ出版 019.5 ﾑﾄﾞ

撮ってはいけない 飯野　たから／著 自由国民社 021.2 ｲﾄ

ウェブサイトの著作権Ｑ＆Ａ 雪丸　真吾／編 中央経済社 021.2 ｳ

哲学 “妻の地雷”を踏まない本 鶴田　豊和／著 ぴあ 143.5 ﾂﾂ

幸せを呼ぶユニコーンの見つけ方 ジュールズ・テイラー／著 サンマーク出版 147 ﾃｼ

「自分発振」で願いをかなえる方法 村松　大輔／著 サンマーク出版 147 ﾑｼﾞ

ちょうどいいブスのススメ 山崎　ケイ／著 主婦の友社 152.1 ﾔﾁ

大丈夫、あなたは「好き」を仕事にできるから。 宮本　佳実／著 大和書房 159.4 ﾐﾀﾞ

働き方の哲学 村山　昇／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 159.4 ﾑﾊ

「君たちはどう生きるか」を読み解く 橋本　進／著 大月書店 159.5 ﾖｼ

嫌なこと全部やめたらすごかった 小田桐　あさぎ／著 ＷＡＶＥ出版 159.6 ｵｲ

幸せはあなたの心が決める 渡辺　和子／著 ＰＨＰ研究所 159.6 ﾜｼ

脱・呪縛 鎌田　實／著 理論社 159.7 ｶﾀﾞ

歴史 語りつぐ歴史と証言  自然と地域の原風景　第１巻 語りつなぐ歴史と証言編集委員会 置戸町立図書館 211 ｶ 1

語りつぐ歴史と証言  木の育みと商いの暦程　第２巻 語りつなぐ歴史と証言編集委員会 置戸町立図書館 211 ｶ 2

語りつぐ歴史と証言  凍土に挑んだ農・鉱・水産の白書　第３巻 語りつなぐ歴史と証言編集委員会 置戸町立図書館 211 ｶ 3

語りつぐ歴史と証言  生活環境と風俗・観光の変遷　第４巻 語りつなぐ歴史と証言編集委員会 置戸町立図書館 211 ｶ 4



歴史 語りつぐ歴史と証言  教育と文化の足跡　第５巻 語りつなぐ歴史と証言編集委員会 置戸町立図書館 211 ｶ 5

カルピスをつくった男　三島海雲 山川　徹／著 小学館 289.1 ﾐｼ

京都　’２０ 昭文社 291.6 ｷ 20

奈良　’２０ 昭文社 291.6 ﾅ 20

るるぶ大阪ベスト　’２０ ＪＴＢパブリッシング 291.6 ﾙ 20

九州　’２０ 昭文社 291.9 ｷ 20

南極ではたらく 渡貫　淳子／著 平凡社 297.9 ﾜﾅ

社会科学 池上彰の未来を拓く君たちへ 池上　彰／著 日本経済新聞出版社 304 ｲｲ

図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリス／文 晶文社 310 ｽﾞ

１４歳からの資本主義 丸山　俊一／著 大和書房 332.0 ﾏｼﾞ

知らないと損をする！株高時代の「お金の教養」 菅下　清廣／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 338.1 ｽｼ

余計な一言 齋藤　孝／著 新潮社 361.4 ｻﾖ

１８歳から考えるワークルール 道幸　哲也／編 法律文化社 366.1 ｼﾞ

高齢者が元気になるレクリエーション 三瓶　あづさ／著 日本文芸社 369.2 ｻｺ

子どものこづかいの指導 齋藤　勝通／著 黎明書房 375 ｻｺ

イラストでわかる子どもの場面緘黙サポートガイド 金原　洋治／著 合同出版 378.8 ｶｲ

前向きな子はすべてがうまくいく！ 石田　勝紀／著 海竜社 379.9 ｲﾏ

こどもにスマホをもたせたら デボラ・ハイトナー／著 ＮＴＴ出版 379.9 ﾊｺ

自然科学 ぼくと数学の旅に出よう ミカエル・ロネー／著 ＮＨＫ出版 410.2 ﾛﾎﾞ

ほぼ命がけサメ図鑑 沼口　麻子／〔著〕 講談社 487.5 ﾇﾎ

〈あまり〉病気をしない暮らし 仲野　徹／著 晶文社 490.4 ﾅｱ

終わっている臓器 坂井　建雄／監修 徳間書店 491.3 ｵ

敏感すぎる人の「仕事の不安」がなくなる本 みさき　じゅり／著 秀和システム 493.7 ﾐﾋﾞ

発達障害 崎濱　盛三／著 ミネルヴァ書房 493.9 ｻﾊ

１００歳まで自分の力で歩ける「ひざ」のつくり方 戸田　佳孝／著 アルファポリス 494.7 ﾄﾋ

４０代から高まる失明のリスク 舘　奈保子／著 １万年堂出版 496.3 ﾀﾖ

病気が嫌なら、血球に酸素を。 植村　伸一／著 自由国民社 498.3 ｳﾋﾞ

病気の９割は歩くだけで治る！　ＰＡＲＴ２ 長尾　和宏／著 山と溪谷社 498.3 ﾅﾋﾞ 2

おうちｄｅオルチャータ きれすけいこ／著 オフィス・エル 498.5 ｷｵ

技術 原発ゼロ、やればできる 小泉　純一郎／著 太田出版 539.0 ｺｹﾞ

日清食品創業者　安藤百福一日一得 石山　順也／著 ロングセラーズ 588.0 ｲﾆ

コンプレックスを個性に変える 石田　純子／監修 主婦の友社 589.2 ｺ

一生もののおしゃれが身につく１０のルール１００のコーディネート 村山　佳世子／著 集英社 589.2 ﾑｲ

還暦着物日記 群　ようこ／著 文藝春秋 593.8 ﾑｶ

可愛さにほっこり！マトリョーシカ刺しゅう３５０ アップルミンツ 594.2 ｶ

夢見るリカちゃんのコーディネートブック アップルミンツ 594.3 ﾕ

コンロ１つで自炊Ｌｅｓｓｏｎ 金丸　絵里加／料理 主婦の友社 596 ｶｺ

魔法使いたちの料理帳 オーレリア・ボーポミエ／著 原書房 596 ﾎﾞﾏ

牧野式食べてやせるレシピ付き１８０品目　糖質・カロリーまるわかり図鑑 日経ヘルス／編 日経ＢＰ社 596 ﾏ

魔法の絞り出しクッキー 信太　康代／著 誠文堂新光社 596.6 ｼﾏ

かしこい子どもに育つ！「育脳離乳食」 小山　浩子／〔著〕 小学館 599.3 ｺｶ

産業 土・牛・微生物 Ｄ．モントゴメリー／著 築地書館 615.7 ﾓﾂ

野菜がおいしく育つ肥料の与え方 学研プラス 626.1 ﾔ



産業 多肉植物＆コーデックスＧｕｉｄｅＢｏｏｋ 主婦の友社／編 主婦の友社 627.7 ﾀ

名古屋円頓寺商店街の奇跡 山口　あゆみ／〔著〕 講談社 672.1 ﾔﾅ

汽笛一声 京都鉄道博物館／編 京都新聞出版センター686.0 ｷ

世界鉄道大紀行 ジュリアン・ホランド／著 悠書館 686.2 ｼﾞｾ

芸術 祖母の髪を切った日 しかばね先生／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 726.1 ｼｿ

読売報道写真集　２０１９ 読売新聞東京本社 748 ﾖ 19

３００種類オーバーのロングウォレットを作る クラフト学園／監修 スタジオタッククリエイティブ 755.5 ｻ

フジコ・ヘミング１４歳の夏休み絵日記 フジコ・ヘミング／著 暮しの手帖社 762.3 ﾍﾐ

もっと音楽が好きになる上達の基本コントラバス 前田　芳彰／著 音楽之友社 763.4 ﾏﾓ

もっと音楽が好きになる上達の基本トロンボーン 桑田　晃／著 音楽之友社 763.6 ｸﾓ

もっと音楽が好きになる上達の基本オーボエ 大島　弥州夫／著 音楽之友社 763.7 ｵﾓ

もっと音楽が好きになる上達の基本パーカッション 冨田　篤／著 音楽之友社 763.8 ﾄﾓ

金賞よりも大切なこと 山崎　正彦／著 スタイルノート 764.6 ﾔｷ

吹奏楽の神様屋比久勲を見つめて 山崎　正彦／著 スタイルノート 764.6 ﾔｽ

シューベルトのオペラ 井形　ちづる／著 水曜社 766.1 ｲｼ

にっぽん漂流 加藤　登紀子／著 アルファベータブックス 767.8 ｶﾆ

美空ひばりと島倉千代子 小菅　宏／著 アルファベータブックス767.8 ｺﾐ

いだてん　前編 宮藤　官九郎／作 ＮＨＫ出版 778.8 ｲ 1

魅せるカードマジック５５のポイント ＪＰ　ＭＡＧＩＣ／監修 メイツ出版 779.3 ﾐ

言語 大人のための言い換え力 石黒　圭／著 ＮＨＫ出版 809.2 ｲｵ

心を動かす「声」になる 山崎　広子／著 大和書房 809.2 ﾔｺ

大人のにほんご事典 齋藤　孝／著 海竜社 814 ｻｵ

手紙とはがきの書き出しと結びきちんとマナーハンドブック 杉本　祐子／著 主婦の友社 816.6 ｽﾃ

文学 その声を力に 早乙女　勝元／著 新日本出版社 910.2 ｻｵ

〈女流〉放談 イルメラ・日地谷＝キルシュネライト／編 岩波書店 910.2 ﾋｼﾞ

実践！すぐに詠める俳句入門 石　寒太／著 日東書院本社 911.3 ｲｼﾞ

夏井いつきの俳句ことはじめ 夏井　いつき／著 ナツメ社 911.3 ﾅﾅ

永遠の詩情 森村　誠一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 911.5 ﾓｴ

いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川　佐和子／著 中央公論新社 914.6 ｱｶﾞ

私が作家になった理由（わけ） 阿刀田　高／著 日本経済新聞出版社914.6 ｱﾄ

大人の流儀　８ 伊集院　静／著 講談社 914.6 ｲｼﾞ 8

作家のおしごと 五木　寛之／著 東京堂出版 914.6 ｲﾂ

次の人、どうぞ！ 酒井　順子／著 講談社 914.6 ｻｶ

立ち直る力 辻　仁成／著 光文社 914.6 ﾂｼﾞ

私をがんから救った８つの知恵 増田　昭子／著 日東書院本社 916 ﾏｽ

星をかすめる風 イ　ジョンミョン／著 論創社 929.1 ｲ

波 ソナーリ・デラニヤガラ／著 新潮社 936 ﾃﾞﾗ

凍 トーマス・ベルンハルト／著 河出書房新社 943.7 ﾍﾞﾙ

郷土資料 山鳴り 田中　彰寿／著 京都交易館「丹」 A F ﾀﾅ

最近の田野村 泉源太郎 A 216.2 ｲｻ

田野の文献 泉源太郎 A 216.2 ｲﾀ

高津の石造物 大槻　治郎 大槻　治郎 A 216.2 ｵﾀ

私の歩んだ道 大道進一 大道進一 A 289 ﾀﾞｲ



郷土資料 南西町 南西町自治会／編 南西町自治会 A 318.8 ﾐ

私を変えた出来事 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 A 335.1

綾部市立病院年報　平成２９年度 綾部市立病院／編 綾部市立病院 A 498

綾部市歌　箏（琴） 村田　綾子 A 768.1 ﾑｱ

ロクと八九郎狼 梅原　佑（本名　梅原陽介）作／園田千紘絵／鮭の子文庫 京都交易館＂丹” A E

児童書（読物） 砂に書いた名前 赤川　次郎／著 汐文社 F ｱｶ

満月の娘たち 安東　みきえ／著 講談社 F ｱﾝ

おばけのアッチ　スパゲッティ・ノックダウン！ 角野　栄子／さく ポプラ社 F ｶﾄﾞ

給食アンサンブル 如月　かずさ／著 光村図書出版 F ｷｻ

少女は森からやってきた 小手鞠　るい／著 ＰＨＰ研究所 F ｺﾃﾞ

たまねぎとはちみつ 瀧羽　麻子／作 偕成社 F ﾀｷ

やぎこ先生いちねんせい ななもり　さちこ／文 福音館書店 F ﾅﾅ

ぼくは本を読んでいる。 ひこ・田中／著 講談社 F ﾋｺ

火狩りの王　１ 日向　理恵子／作 ほるぷ出版 F ﾋﾅ 1

はらぺこペンギンのぼうけん 吉野　万理子／作 講談社 F ﾖｼ

ＳＦショートストーリー傑作セレクション　ロボット篇 日下　三蔵／編 汐文社 F

古代ローマ黄金のワシ メアリー・ポープ・オズボーン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｵｽﾞ

ガムじいさん、ドロボウはいけないよ！ アンディ・スタントン／作 小峰書店 933 ｽﾀ

さらわれたオレオマーガリン王子 マーク・トウェイン／作 福音館書店 933 ﾄｳ

シュガー・ラッシュ：オンライン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933

シュガー・ラッシュ：オンライン スーザン・フランシス／作 偕成社 933

児童書（知識） 地球なんでも大図鑑 ＤＫ社／編 東京書籍 033 ﾁ

その情報、本当ですか？ 塚田　祐之／著 岩波書店 070

あなただけの人生をどう生きるか 渡辺　和子／著 筑摩書房 198

ザンネン！？な日本史 チーム・ガリレオ／著 朝日新聞出版 210

古代オリンピックへタイムワープ もとじろう／マンガ 朝日新聞出版 231

世界の歴史アドベンチャー　ブラジルの秘宝 ゴムドリｃｏ．／文 コスミック出版 262

世界の歴史アドベンチャー　オーストラリアの秘宝 ゴムドリｃｏ．／文 コスミック出版 271

星の旅人 小前　亮／著 小峰書店 289 ｲﾉ

国谷裕子と考えるＳＤＧｓがわかる本 国谷　裕子／監修 文溪堂 333

こどものための防災教室 今泉　マユ子／著 理論社 369

ドラゴンの飼い方 伊藤　慎吾／著 実業之日本社 388

地球のお話３６５日 土屋　健／編著 技術評論社 450 ﾘ

恐竜の飼い方 土屋　健／著 実業之日本社 457

古生物の飼い方 土屋　健／著 実業之日本社 457

ようこそ！葉っぱ科学館 多田　多恵子／写真・文 少年写真新聞社 471

もっと！へんな生き物ずかん 早川　いくを／著 ほるぷ出版 R 480.3

キモい！生きもの 今泉　忠明／監修 宝島社 480

わけあって絶滅しました。 丸山　貴史／著 ダイヤモンド社 482

発明対決　１４ ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 507 14

デニムさん 今関　信子／文 佼成出版社 589

にぎっておいしいきほんのおにぎり 寺西　恵里子／作 汐文社 596

ダイズの大百科 国分　牧衛／編 農山漁村文化協会 616



児童書（知識） ひなにんぎょうができるまで ひさかたチャイルド 759 ﾋ

狂言入門 京都府文化芸術振興課 京都府文化芸術振興課 773 ｷ

能楽入門 京都府文化芸術振興課 京都府文化芸術振興課 773 ｷ

金栗四三 佐野　慎輔／文 小峰書店 782.3 ｻｶ

羽生善治 金田　達也／まんが 小学館 796.0 ﾊ

頭を楽しくきたえる！推理クイズ 藤子・Ｆ・不二雄／キャラクター原作 小学館 798.3 ｱ

ことばハンター 飯間　浩明／著 ポプラ社 813

どうぶつ四字熟語えほん 石井　聖岳／作 のら書店 814

絵本 いちばんどりいちぬけた 日隈　みさき／作 あかね書房 E ｱｶ

じてんしゃのれるかな 平田　利之／作 あかね書房 E ｱｶ

やまがあるいたよ 長　新太／さく 亜紀書房 E ｱｷ

ガラスのなかのくじら トロイ・ハウエル／作 あすなろ書房 E ｱｽ

どんぶりん 新井　洋行／作 アリス館 E ｱﾘ

星につたえて 安東　みきえ／文 アリス館 E ｱﾘ

ハンナとシュガー ケイト・ベアビー／ぶん・え イマジネイション・プラス E ｲﾏ

いじわるちゃん たんじ　あきこ／作・絵 岩崎書店 E ｲﾜ

すずちゃんののうみそ 竹山　美奈子／文 岩崎書店 E ｲﾜ

にゅうしちゃん ｍｉｎｃｈｉ／さく・え 岩崎書店 E ｲﾜ

やましたくんはしゃべらない 山下　賢二／作 岩崎書店 E ｲﾜ

わたしのものよ マルー／えとぶん ＷＡＶＥ出版 E ｳｴ

だーるまさんだーるまさん おおなり　修司／文 絵本館 E ｴﾎ

そらからきたこいし しおたに　まみこ／〔作〕 偕成社 E ｶｲ

くるみのなかには たかお　ゆうこ／作 講談社 E ｺｳ

トイレロケット はっとり　ひろき／作 講談社 E ｺｳ

ほしをさがしに しもかわら　ゆみ／作 講談社 E ｺｳ

みずとはなんじゃ？ かこ　さとし／作 小峰書店 E ｺﾐ

出発 小泉　るみ子／作・絵 新日本出版社 E ｼﾝ

ぶたラッパ 下田　昌克／さく・え そうえん社 E ｿｳ

クマさんのいえへいかなくちゃ！ ブライアン・リーズ／作・絵 徳間書店 E ﾄｸ

ねこはまいにちいそがしい ジョー・ウィリアムソン／作・絵 徳間書店 E ﾄｸ

へっこぷっとたれた こが　ようこ／構成・文 童心社 E ﾄﾞｳ

ぼくはアイスクリーム博士 ピーター・シス／さく 西村書店 E ﾆｼ

どうぶつＡＢＣえほん 安江　リエ／文 のら書店 E ﾉﾗ

わたしたちのたねまき キャスリン・Ｏ．ガルブレイス／作 のら書店 E ﾉﾗ

ウインナさん ＹＵＭＯＣＡＭ／作 白泉社 E ﾊｸ

おにのおにいさん さいとう　しのぶ／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾋｻ

くらやみのゾウ 〔ルーミー／原作〕 評論社 E ﾋﾖ

おどりたいの 豊福　まきこ／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

きょうがはじまる ジュリー・モースタッド／作 ＢＬ出版 E ﾋﾞｴ

うかいのうがい さくら　せかい／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

クマと少年 あべ　弘士／作 ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

さくらもちのさくらこさん 岡田　よしたか／さく ブロンズ新社 E ﾌﾞﾛ

ふねのとしょかん いしい　つとむ／〔作〕 文研出版 E ﾌﾞﾝ



絵本 やまもりラーメン 赤川　明／〔作〕 文研出版 E ﾌﾞﾝ

ママが１０にん！？ 天野　慶／文 ほるぷ出版 E ﾎﾙ

あかまるどれかな？ しみず　だいすけ／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

あるひありのアントニオくん 石津　ちひろ／ことば ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

クマと森のピアノ デイビッド・リッチフィールド／作 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

どっせい！ねこまたずもう 石黒　亜矢子／作・絵 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

バッタロボットのぼうけん まつおか　たつひで／〔作〕 ポプラ社 E ﾎﾟﾌﾟ

おたんじょうびの２つのたまご ジェニファー・Ｋ．マン／作 光村教育図書 E ﾐﾂ

怪物があらわれた夜 リン・フルトン／文 光村教育図書 E ﾐﾂ


