
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 アスリーツ あさの　あつこ／著 中央公論新社 F ｱｻ

扇腹 浅井　和昭 文芸社 F ｱｻ

すかたん 朝井　まかて／著 講談社 F ｱｻ

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？　４・５ あてきち／著 アルファポリス F ｱﾃ 4・5

オーガ〈ニ〉ズム 阿部　和重／著 文藝春秋 F ｱﾍﾞ

不審者 伊岡　瞬／著 集英社 F ｲｵ

天保十四年のキャリーオーバー 五十嵐　貴久／著 ＰＨＰ研究所 F ｲｶﾞ

湘南夫人 石原　慎太郎／著 講談社 F ｲｼ

絶望スクール 石田　衣良／著 文藝春秋 F ｲｼ

明日の僕に風が吹く 乾　ルカ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾇ

流葉断の太刀 上田　秀人／著 徳間書店 F ｳｴ

展望塔のラプンツェル 宇佐美　まこと／著 光文社 F ｳｻ

二人のカリスマ　上・下 江上　剛／著 日経ＢＰ F ｴｶﾞ 1・2

楽園の真下 荻原　浩／著 文藝春秋 F ｵｷﾞ

縁 小野寺　史宜／著 講談社 F ｵﾉ

菊花の仇討ち 梶　よう子／著 文藝春秋 F ｶｼﾞ

たそがれダンサーズ 桂　望実／著 中央公論新社 F ｶﾂ

定価のない本 門井　慶喜／著 東京創元社 F ｶﾄﾞ

Ｒｅ：Ｍｏｎｓｔｅｒ　〔１〕 金斬　児狐／〔著〕 アルファポリス F ｶﾈ 1

某 川上　弘美／著 幻冬舎 F ｶﾜ

素材採取家の異世界旅行記　５・６ 木乃子　増緒／〔著〕 アルファポリス F ｷﾉ 5・6

逃避行 小杉　健治／著 双葉社 F ｺｽ

昭和４０年男 佐川　光晴／著 ホーム社 F ｻｶﾞ

名残の花 澤田　瞳子／著 新潮社 F ｻﾜ

あの日に帰りたい 小路　幸也／著 中央公論新社 F ｼﾖ

ノワールをまとう女 神護　かずみ／著 講談社 F ｼﾞﾝ

まほり 高田　大介／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｶ

ムゲンのｉ　上・下 知念　実希人／著 双葉社 F ﾁﾈ 1・2

わたしの良い子 寺地　はるな／著 中央公論新社 F ﾃﾗ

廃墟の白墨 遠田　潤子／著 光文社 F ﾄｵ

死にゆく者の祈り 中山　七里／著 新潮社 F ﾅｶ

鉄の楽園 楡　周平／著 新潮社 F ﾆﾚ

競歩王 額賀　澪／著 光文社 F ﾇｶ



日本の小説 法月綸太郎の消息 法月　綸太郎／著 講談社 F ﾉﾘ

ＤＥＶＩＬ’Ｓ　ＤＯＯＲ 東山　彰良／著 集英社 F ﾋｶﾞ

カッコウの微笑み 福田　和代／著 双葉社 F ﾌｸ

読書実録 保坂　和志／著 河出書房新社 F ﾎｻ

記憶の盆をどり 町田　康／著 講談社 F ﾏﾁ

空は逃げない まはら　三桃／著 小学館 F ﾏﾊ

極上の罠をあなたに 深木　章子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐｷ

遠い他国でひょんと死ぬるや 宮内　悠介／著 祥伝社 F ﾐﾔ

また明日 群　ようこ／著 幻冬舎 F ﾑﾚ

アンジュと頭獅王 吉田　修一／著 小学館 F ﾖｼ

イモムシ偏愛記 吉野　万理子／著 光文社 F ﾖｼ

逃亡小説集 吉田　修一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾖｼ

Ｉの悲劇 米澤　穂信／著 文藝春秋 F ﾖﾈ

外国の小説 世界のはての少年 ジェラルディン・マコックラン／著 東京創元社 933.7 ﾏｺ

アウシュヴィッツのタトゥー係 ヘザー・モリス／著 双葉社 933.7 ﾓﾘ

ケミストリー ウェイク・ワン／著 新潮社 933.7 ﾜﾝ

セロトニン ミシェル・ウエルベック／著 河出書房新社 953.7 ｳｴ

シンコ・エスキーナス街の罠 マリオ・バルガス＝リョサ／著 河出書房新社 963 ﾊﾞﾙ

文庫 トップリーグ　１・２ 相場　英雄／著 角川春樹事務所 B F ｱｲ 1・2

リカ 五十嵐　貴久／〔著〕 幻冬舎 B F ｲｶﾞ

天よ望めよ、恋の久遠 糸森　環／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲﾄ

いなくなれ、群青 河野　裕／著 新潮社 B F ｺｳ

京都祇園もも吉庵のあまから帖 志賀内　泰弘／著 ＰＨＰ研究所 B F ｼｶﾞ

ホークアイ 初瀬　礼／著 双葉社 B F ﾊﾂ

高校事変　３ 松岡　圭祐／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ 3

太秦荘ダイアリー　３ 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ 3

図解曼荼羅入門 小峰　彌彦／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B 186.8 ｺｽﾞ

人権としての教育 堀尾　輝久／著 岩波書店 B 373.1 ﾎｼﾞ

聞かなかった聞かなかった 内館　牧子／〔著〕 幻冬舎 B 914.6 ｳﾁ

総記 図書館１００連発 岡本　真／著 青弓社 010.2 ｵﾄ

公立図書館における蔵書構成・管理に関する実態調査報告書　２０１８年度 全国公共図書館協議会／編集 全国公共図書館協議会 014.1 ｺ

「日本目録規則〈ＮＣＲ〉２０１８年版」〈仮称〉全体条文案概要 日本図書館協会目録委員会／編 日本図書館協会 014.3 ﾆ

ＮＤＣ１０版改訂箇所一覧 大曲　俊雄／編 日本図書館協会 014.4 ｴ

公立図書館における課題解決支援サービスに関する報告書　２０１５年度 全国公共図書館協議会／編集 全国公共図書館協議会 015 ｺ

公共図書館における障害者サービスに関する調査研究 国立国会図書館関西館図書館協力課／編集 国立国会図書館 015.9 ｺ

学校図書館で役立つレファレンス・テクニック 齊藤　誠一／著 少年写真新聞社 017 ｻｶﾞ

哲学 生きることばへ 金子　直史／著 言視舎 114.2 ｶｲ

生きづらい自分がすーっと楽になる「こころのゆるめ方」 地蔵　保幸／著 コスモ２１ 146.8 ｼﾞｲ

絶対に出る世界の幽霊屋敷 ロバート・グレンビル／著 日経ナショナルジオグラフィック社 147 ｸﾞｾﾞ



哲学 成功する人が磨き上げている超直感力 八木　龍平／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 147 ﾔｾ

正義の教室 飲茶／著 ダイヤモンド社 158 ﾔｾ

逃げろ　生きろ　生きのびろ たかの　てるこ テルブックス 159 ﾀﾆ

歴史 逆境だらけの人類史 ビル・プライス／著 日経ナショナルジオグラフィック社 204 ﾌﾟｷﾞ

１４９３〈入門世界史〉 チャールズ・Ｃ．マン／著 あすなろ書房 209.5 ﾏｲ

世界から消えた５０の国 ビョルン・ベルゲ／著 原書房 209.6 ﾍﾞｾ

古代の都 吉村　武彦／編 岩波書店 210.3 ｺ

肥前名護屋城 佐賀県立名護屋城博物館 佐賀県立名護屋城博物館 210.4 ﾋ

肥前名護屋城と「天下人」秀吉の城 佐賀県立名護屋城博物館 佐賀県立名護屋城博物館 210.4 ﾋ

史上最悪の破局を迎えた１３の恋の物語 ジェニファー・ライト／著 原書房 280.4 ﾗｼ

これからを生きる君へ 天野　篤／著 毎日新聞出版 289.1 ｱﾏ

呪われた土地の物語 オリヴィエ・ル・カレ／著 河出書房新社 290.4 ﾙﾉ

“世界の果て”の物語 ドミニク・ラニ／著 河出書房新社 290.9 ﾗｾ

ゼンリン住宅地図京都府福知山市　１・２ ゼンリン 291.6 ｾﾞ

ゼンリン住宅地図京都府船井郡京丹波町 ゼンリン 291.6 ｾﾞ

ゼンリン住宅地図京都府宮津市 ゼンリン 291.6 ｾﾞ

ゼンリン住宅地図京都府与謝郡伊根町　与謝野町 ゼンリン 291.6 ｾﾞ

社会科学 会計と犯罪 細野　祐二／著 岩波書店 327.1 ﾎｶ

２１００年の世界地図 峯　陽一／著 岩波書店 334.3 ﾐﾆ

最後の１０倍株を買いなさい！ 菅下　清廣／著 徳間書店 338.1 ｽｻ

最強の自己紹介 鈴鹿　久美子／著 マキノ出版 361.4 ｽｻ

上級国民／下級国民 橘　玲／著 小学館 361.8 ﾀｼﾞ

止まった刻（とき）　検証・大川小事故 河北新報社報道部／著 岩波書店 369.3 ﾄ

登校しぶり・不登校の子に親ができること 下島　かほる／監修 講談社 371.4 ﾄ

山中恒と読む修身教科書 山中　恒／著 子どもの未来社 375.3 ﾔﾔ

赤ちゃんはことばをどう学ぶのか 針生　悦子／著 中央公論新社 376.1 ﾊｱ

未来に役立つ８つの力が育つ週末体験あそび ＪＴＢパブリッシング 379.9 ﾐ

文化人類学の思考法 松村　圭一郎／編 世界思想社 389 ﾌﾞ

自然科学 東大の先生！文系の私に超わかりやすく数学を教えてください！ 西成　活裕／著 かんき出版 410 ﾆﾄ

絵でわかる宇宙の誕生 福江　純／著 講談社 443.9 ﾌｴ

世界毒草百科図鑑 エリザベス・Ａ．ダウンシー／著 原書房 471.9 ﾀﾞｾ

コケの国のふしぎ図鑑 左木山　祝一／著 エクスナレッジ 475 ｻｺ

日本のトンボ 尾園　暁／著 文一総合出版 R 486.3 ﾆ

世界のカマキリ観察図鑑 海野　和男／写真と文 草思社 486.4 ｳｾ

甲虫カタチ観察図鑑 海野　和男／写真と文 草思社 486.6 ｳｺ

野外観察のための日本産両生類図鑑 関　慎太郎／著 緑書房 R 487.8 ｾﾔ

世界のカメ類 大谷　勉／著 文一総合出版 R 487.9 ｵｾ

野外観察のための日本産爬虫類図鑑 関　慎太郎／著 緑書房 R 487.9 ｾﾔ

日本の野鳥 水谷　高英／イラストレーション 文一総合出版 R 488.0 ﾐﾆ



自然科学 ウルトラ図解不安障害・パニック 福西　勇夫／監修 法研 493.7 ｳ

発達障害の私が夫と普通に暮らすために書いているノート ななしのうい／著 Ｇ．Ｂ． 493.7 ﾅﾊ

成功する子は食べ物が９割最強レシピ 細川　モモ／監修 主婦の友社 493.9 ｾ

鎌田式「スクワット」と「かかと落とし」 鎌田　實／著 集英社 498.3 ｶｶ

最高のパフォーマンスを実現する超健康法 メンタリストＤａｉＧｏ／著 ＰＨＰ研究所 498.3 ﾀﾞｻ

医者が考案した「長生きみそ汁」 小林　弘幸／著 アスコム 498.5 ｺｲ

スパイス百科 丁　宗鐵／編著 丸善出版 499.8 ﾃｽ

技術 プラスチック・フリー生活 シャンタル・プラモンドン／著 ＮＨＫ出版 519.7 ﾌﾟﾌﾟ

まぼろしの奇想建築 フィリップ・ウィルキンソン／著 日経ナショナルジオグラフィック社 520.2 ｳﾏ

菓子と笑顔を機械でつなぐ菓子づくりのオンリーワン企業 鶴蒔　靖夫／著 ＩＮ通信社 588.3 ﾂｶ

シードルの事典 小野　司／監修 誠文堂新光社 588.5 ｼ

ワインは楽しい！ オフェリー・ネマン／著 パイインターナショナル 588.5 ﾈﾜ

５８歳から日々を大切に小さく暮らす ショコラ／著 すばる舎 590.4 ｼｺﾞ

刺しゅうでお直し 藤本　裕美／著 産業編集センター 593.3 ﾌｼ

かわいい犬の手編み服 ミカ／著 主婦の友社 594.3 ﾐｶ

ぜ～んぶ入れてスイッチ「ピ！」炊飯器で魔法のレシピ１００ 牛尾　理恵／著 主婦の友社 596 ｳｾﾞ

伝説の家政婦志麻さんの冷蔵庫にあるものでだれでもつくれる絶品ごはん タサン志麻 扶桑社 596 ﾀﾃﾞ

世界一美味しい手抜きごはん はらぺこグリズリー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ﾊｾ

家政婦マコのヒルナンデス！魔法のテクニック ｍａｋｏ／著 ワニブックス 596 ﾏｶ

連続テレビ小説なつぞら　なつが食べてたおいしいレシピ 扶桑社 596 ﾚ

おひとりさまのあったか１ケ月食費２万円生活 おづ　まりこ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596.0 ｵｵ

世界一親切な大好き！家おやつ 藤原　美樹／〔著〕 主婦の友社 596.6 ﾌｾ

「ちゃんとしなきゃ！」をやめたら二度と散らからない部屋になりました なぎまゆ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 597.5 ﾅﾁ

産業 小さな緑の世界テラリウムをつくろう ミシェル・インシアラーノ／著 草思社 627.8 ｲﾁ

犬像をたずね歩く 青柳　健二／著 青弓社 645.6 ｱｲ

ハリネズミ完全飼育 大野　瑞絵／著 誠文堂新光社 645.8 ｵﾊ

樹と暮らす 清和　研二／著 築地書館 653.2 ｾｷ

売上を、減らそう。 中村　朱美／著 ライツ社 673.9 ﾅｳ

親切な商品案内のデザイン パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 674.3 ｼ

実例つきロゴのデザイン パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 674.3 ｼﾞ

反響を呼ぶデザインのアイデア パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 674.3 ﾊ

もっと！女性の心をつかむデザイン パイインターナショナル 674.3 ﾓ

形で魅せる！思わず手にとるパッケージデザイン パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 675.1 ｶ

芸術 縄文美術館 小川　忠博／写真 平凡社 702.1 ｵｼﾞ

世界の美術家 岡部　昌幸／監修 ポプラ社 702.8 ｾ

透明水彩で楽しむかわいい和風イラスト 黒岩　多貴子／著 日貿出版社 724.4 ｸﾄ

定本基本の人体デッサン ゴットフリード・バメス／著 パイインターナショナル 725 ﾊﾞﾃ

日本字フリースタイル・コンプリート 稲田　茂／著 誠文堂新光社 727.8 ｲﾆ

６歳から親子ではじめる書道教室 松川　昌弘／著 芸術新聞社 728 ﾏﾛ



芸術 書の旅５５ 横田　恭三／編著 天来書院 728.2 ﾖｼ

新書源 二玄社編集部／編 二玄社 R 728.4 ｼ

常用漢字書きかた字典 宮澤　正明／編 二玄社 R 728.4 ﾐｼﾞ

手作りがうれしい木版画年賀状 原田　裕子／著 誠文堂新光社 733 ﾊﾃ

草・つる・枝でつくる編みかご１００ 佐々木　麗子／著 誠文堂新光社 754.6 ｻｸ

配色の教科書 城　一夫／監修 パイインターナショナル 757.3 ﾊ

スピッツＳｅｌｅｃｔｉｏｎ　〔２０１９〕 シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ｽ

米津玄師「ＢＯＯＴＬＥＧ」ＰＩＡＮＯ　ＳＣＯＲＥ シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾖ

押尾コータロー・ＫＴＲ×ＧＴＲ 押尾　コータロー／監修 ドレミ楽譜出版社 M 763.5 ｵ

歌曲　鴉 石桁　真礼生 音楽之友社 M 767.0 ｲｶ

歌曲集　秋の瞳 石桁　真礼生 音楽之友社 M 767.0 ｲｶ

歌曲集　花ものがたり 小黒　恵子 音楽之友社 M 767.0 ｵｶ

歌曲集　花の歌 加倉井　佳世子 音楽之友社 M 767.0 ｶｶ

雁部一浩歌曲選集 雁部一浩 音楽之友社 M 767.0 ｶﾞｶﾞ

歌曲集　杵島清彦歌曲集 貴島　清彦 音楽之友社 M 767.0 ｷｶ

抒情歌曲集　散歩の向うに 千秋　次郎 音楽之友社 M 767.0 ｾｼﾞ

抒情歌曲集　散歩道からの手紙 千秋　次郎 音楽之友社 M 767.0 ｾｼﾞ

歌曲集　魚とオレンジ 中田　喜直 音楽之友社 M 767.0 ﾅｶ

歌曲集　日本のおもちゃうた 中田　喜直 音楽之友社 M 767.0 ﾅｶ

新実徳英歌曲集　形見/五つのメルヒェン 新実　徳英 音楽之友社 M 767.0 ﾆﾆ

早川和子歌曲集　Ⅰ・Ⅱ 早川　和子 音楽之友社 M 767.0 ﾊﾊ

中世風の三つの歌 増本　伎共子 音楽之友社 M 767.0 ﾏﾁ

希林さんといっしょに。 是枝　裕和／著 スイッチ・パブリッシング 778.2 ｷｷ

この世を生き切る醍醐味 樹木　希林／著 朝日新聞出版 778.2 ｷｷ

アートで見るウォルト・ディズニーとミッキーマウス ジェシカ・ワード／文 講談社 778.7 ｱ

言語 小学館四字熟語を知る辞典 飯間　浩明／編 小学館 R 813.4 ｲｼ

小学館故事成語を知る辞典 円満字　二郎／編 小学館 R 813.4 ｴｼ

小学館ことわざを知る辞典 北村　孝一／編 小学館 R 813.4 ｷｼ

平成の新語・流行語辞典 米川　明彦／著 東京堂出版 814.7 ﾖﾍ

県別方言感覚表現辞典 真田　信治／編 東京堂出版 R 818.0 ｹ

こわくてゆかいな漢字 張　莉／著 二玄社 821.2 ﾁｺ

文学 お砂糖とスパイスと爆発的な何か 北村　紗衣／著 福岡：書肆侃侃房 902.0 ｷｵ

図鑑世界の文学者 ピーター・ヒューム／監修 東京書籍 902.8 ｽﾞ

あまんきみこハンドブック あまんきみこ研究会／編著 三省堂 910.2 ｱﾏ

寂聴先生、ありがとう。 瀬尾　まなほ／著 朝日新聞出版 910.2 ｾﾄ

迷いながら生きていく 五木　寛之／著 ＰＨＰ研究所 914.6 ｲﾂ

「作家」と「魔女」の集まっちゃった思い出 角野　栄子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 914.6 ｶﾄﾞ

ヤットコスットコ女旅 室井　滋／著 小学館 914.6 ﾑﾛ

旅の作法、人生の極意 山本　一力／著 ＰＨＰ研究所 914.6 ﾔﾏ



郷土資料 ４７都道府県・寺社信仰百科 中山　和久／著 東京：丸善出版 A 185.9 ﾅﾖ

くるり丹波篠山　京都丹波＋舞鶴 ウエストプラン／編著 吹田：西日本出版社 A 291.6 ｸ

るんびに物語 るんびに苑後援会京都るんびに苑後援会 るんびに苑後援会京都るんびに苑後援会 ADV 369.2

４７都道府県・米／雑穀百科 井上　繁／著 東京：丸善出版 A 616 ｲﾖ

４７都道府県・くだもの百科 井上　繁／著 東京：丸善出版 A 625 ｲﾖ

全国野球場巡り 斉藤　振一郎／著 東京：現代書館 A 783.7 ｻｾﾞ

視聴覚資料 ふるさとに生きる　第３巻 家の光協会 家の光協会 DV 610.1 ﾌ 3

児童書（読物） みかん、好き？ 魚住　直子／著 講談社 F ｳｵ

おばあちゃん、わたしを忘れてもいいよ 緒川　さよ／作 朝日学生新聞社 F ｵｶﾞ

モンスター・ホテルでオリンピック 柏葉　幸子／作 小峰書店 F ｶｼ

境い目なしの世界 角野　栄子／著 理論社 F ｶﾄﾞ

モノクロームの不思議 斉藤　洋／作 静山社 F ｻｲ

右手にミミズク 蓼内　明子／作 フレーベル館 F ﾀﾃ

モン太くんのハロウィーン 土屋　富士夫／作・絵 徳間書店 F ﾂﾁ

小説はたらく細胞　１・２ 清水　茜／原作・イラスト 講談社 F ﾄｷ 1・2

夢の森のティーパーティー 富安　陽子／著 偕成社 F ﾄﾐ

まほろ姫とにじ色の水晶玉 なかがわ　ちひろ／作 偕成社 F ﾅｶ

徳治郎とボク 花形　みつる／著 理論社 F ﾊﾅ

おばけひめがやってきた！ むらい　かよ／著 ポプラ社 F ﾑﾗ

フルーツふれんずスイカちゃん 村上　しいこ／作 あかね書房 F ﾑﾗ

山のちょうじょうの木のてっぺん 最上　一平／作 新日本出版社 F ﾓｶﾞ

スペース合宿へようこそ 山田　亜友美／作 文研出版 F ﾔﾏ

木の中の魚 リンダ・マラリー・ハント／著 講談社 933 ﾊﾝ

あたしが乗った列車は進む ポール・モーシャー／作 鈴木出版 933 ﾓｼ

子犬たちのあした ミーガン・リクス／作 徳間書店 933 ﾘｸ

児童書（知識） 小学生のためのスター・ウォーズで学ぶはじめてのプログラミング キキ・プロッツマン／著 学研プラス 007

ニュースからくらしまで絵と新聞でわかる平成時代 理論社 210

京都ライトハウスの創立者　鳥居篤治郎の生涯 岸　博実 社会福祉法人京都ライトハウス 289 ﾄﾘ

ポプラディアプラス世界の国々　１～５ ポプラ社 290 1～5

知っていますか？ＳＤＧｓ 日本ユニセフ協会／制作協力 さ・え・ら書房 333

「牛が消えた村」で種をまく 豊田　直巳／写真・文 農山漁村文化協会 369

「負けてられねぇ」と今日も畑に 豊田　直巳／写真・文 農山漁村文化協会 369

「孫たちは帰らない」けれど 豊田　直巳／写真・文 農山漁村文化協会 369

点字はじめの一歩　１～３ 黒崎　惠津子／文 汐文社 378 1～3

アイヌ民族：歴史と現在 アイヌ文化振興・研究推進機構 382

伝統行事 神崎　宣武／監修 丸善出版 386

ＳＵＰＥＲ理科事典 齊藤　隆夫／監修 受験研究社 R 403

実験対決　３１ 洪　鐘賢／絵 朝日新聞出版 407 31

実験でわかる科学のなぜ？ コリン・スチュアート／著 誠文堂新光社 407



児童書（知識） クイズ＆パズルでわかる数と図形のナゾ コリン・スチュアート／著 誠文堂新光社 410

かび・きのこ 白水　貴／監修 農山漁村文化協会 465

こうぼ 浜本　牧子／監修 農山漁村文化協会 465

ダーウィンの「種の起源」 サビーナ・ラデヴァ／作・絵 岩波書店 467

ねん菌〈へんけい菌〉 川上　新一／監修 農山漁村文化協会 473

もりのほうせきねんきん 新井　文彦／写真・文 ポプラ社 473

小さな小さな虫図鑑 鈴木　知之／写真・文 偕成社 486

カラスのジョーシキってなんだ？ 柴田　佳秀／文 子どもの未来社 488.9

知っておきたい！人体のしくみ ジョン・ファーンドン／文 東京書籍 491

工作でわかるモノのしくみ ニック・アーノルド／著 誠文堂新光社 504

ためしてわかる身のまわりのテクノロジー ニック・アーノルド／著 誠文堂新光社 504

身近でできるＳＤＧｓエシカル消費　１～３ 三輪　昭子／著 さ・え・ら書房 519 1～3

クジラのおなかからプラスチック 保坂　直紀／著 旬報社 519

プラスチック惑星・地球 藤原　幸一／写真と文 ポプラ社 519

未来を変えるロボット図鑑 ルーシー・ロジャーズ／ほか監修 創元社 548

イチからつくるワタの糸と布 大石　尚子／編 農山漁村文化協会 586

イチからつくるあめ 本間　祐子／編 農山漁村文化協会 588

イチからつくるチョコレート ＡＰＬＡ／編 農山漁村文化協会 588

イチからつくるポテトチップス 岩井　菊之／編 農山漁村文化協会 588

こうじ菌 北垣　浩志／監修 農山漁村文化協会 588

にゅうさん菌 佐々木　泰子／監修 農山漁村文化協会 588

文房具を使いこなす　１～４ ＷＩＬＬこども知育研究所／編 フレーベル館 589 1～4

旬ってなに？　春・夏・秋・冬 本多　京子／監修 汐文社 596 1～4

イチからつくるカレーライス 関野　吉晴／編 農山漁村文化協会 610

カレーライスを一から作る 前田　亜紀／著 ポプラ社 610

イネの大百科 堀江　武／編 農山漁村文化協会 616

トウモロコシの大百科 濃沼　圭一／編 農山漁村文化協会 616

ムギの大百科 吉田　久／編 農山漁村文化協会 616

なっとう菌 木村　啓太郎／監修 農山漁村文化協会 619

落ち葉のふしぎ博物館 盛口　満／文・絵 少年写真新聞社 653

きほんの木 姉崎　一馬／写真 アリス館 653

どんどん！どんぐり工作　１～３ まるばやし　さわこ／作 汐文社 750 ﾏﾄﾞ 1～3

英語でおりがみ いしかわ　まりこ／作 汐文社 754.9 ｲｴ

英語であやとり フィグインク／編 汐文社 798 ｴ

絵本 いろいろいろんなかぞくのほん メアリ・ホフマン／ぶん 少年写真新聞社 E ｱｽ

１分えほん ａｃｃｏｔｏｔｏ／〔ほか〕著 ポプラ社 E ｱﾂETC

くもとそらのえほん 五十嵐　美和子／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ｲｶﾞ

おやすみのえほん いしかわ　こうじ／作・絵 童心社 E ｲｼ

ごろりんたまねぎ いわさ　ゆうこ／さく 童心社 E ｲﾜ



絵本 にににんにんじん いわさ　ゆうこ／さく 童心社 E ｲﾜ

かわいいおかし かけひ　さとこ／さく・え 教育画劇 E ｶｹ

おいで… 有田　奈央／文 新日本出版社 E ｶﾙ

おしりふりふりだーれ？ わだ　ことみ／作 岩崎書店 E ｶﾜ

こどもかいぎ 北村　裕花／作・絵 フレーベル館 E ｷﾀ

おそろしいよる きむら　ゆういち／作 鈴木出版 E ｷﾑ

きみののぞみはなんですか？ 五味　太郎／著 ＫＴＣ中央出版 E ｺﾞﾐ

ゆめみるどうぶつたち イザベル・シムレール／文・絵 岩波書店 E ｼﾑ

キツネのはじめてのふゆ マリオン・デーン・バウアー／作 鈴木出版 E ｼﾞﾖ

わんぱくだんのてんぐのすむやま ゆきの　ゆみこ／作 ひさかたチャイルド E ｽｴ

私はどこで生きていけばいいの？ ローズマリー・マカーニー／文 西村書店 E ｾﾝｿｳ

おもしりとり 田中　六大／絵 ポプラ社 E ﾀﾅ

オニババ対ヒゲ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ﾂﾍﾟ

しつもんブック１００ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／著 ネオテリック E ﾂﾍﾟ

ともだちしょうかいしようかい ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ／作 ブロンズ新社 E ﾂﾍﾟ

ほら、ここにいるよ オリヴァー・ジェファーズ／さく ほるぷ出版 E ﾂﾍﾟ

チリとチリリあめのひのおはなし どい　かや／作 アリス館 E ﾄﾞｲ

たたたんたたたん 内田　麟太郎／文 童心社 E ﾆｼ

おおにしせんせい 長谷川　義史／作 講談社 E ﾊｾ

そこでええはなさかせてや はっとり　ひろき／著 高知：ビルボ E ﾊﾂ

きょうのおやつはなんだろな？ ふじもと　のりこ／作・絵 鈴木出版 E ﾌｼﾞ

みちびき地蔵 福井　光／画 気仙沼大島観光協会 E ﾌﾐ

こんがらがったい 星野　イクミ／作・絵 フレーベル館 E ﾎｼ

グリドングリドン 宮西　達也／作・絵 ひかりのくに E ﾐﾔ

おでんのおうさま 山本　祐司／さく ほるぷ出版 E ﾔﾏ

いそげ！きゅうきゅうしゃ 竹下　文子／作 偕成社 E 317

ぞうぼうしパオ こにし　としゆき／ぶん ポプラ社 E 317

こわがりやのしょうぼうしゃ　ううくん 戸田　和代／作 ポプラ社 E 317

にっこりじまのちゅうちゅうたい ＊すまいるママ＊／作・絵 ひさかたチャイルド E 317

つちづくりにわづくり ケイト・メスナー／文 福音館書店 E 472

ゾウ ジェニ・デズモンド／さく ＢＬ出版 E 489

けんけつのはなし 中川　ひろたか 学研プラス E 492

たてる サリー・サットン／さく 福音館書店 E 525

カレーライス 小西　英子／さく 福音館書店 E 596

おなかのへるうた ｈｅｎｔｅｋｏｐｕｐｐｅ／作 カワイ出版 E 763


