
分　野 書  名 著  者 出版社 請求記号

日本の小説 ノッキンオン・ロックドドア　２ 青崎　有吾／著 徳間書店 F ｱｵ 2

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界　1～２ 蒼空　チョコ／〔著〕 アルファポリス F ｱｵ1～２　

グッドバイ 朝井　まかて／著 朝日新聞出版 F ｱｻ

殺し屋、続けてます。 石持　浅海／著 文藝春秋 F ｲｼ

本意に非ず 上田　秀人／著 文藝春秋 F ｳｴ

かか 宇佐見　りん／著 河出書房新社 F ｳｻ

間宵の母 歌野　晶午／著 双葉社 F ｳﾀ

天盆 王城　夕紀／著 中央公論新社 F ｵｳ

暗約領域 大沢　在昌／著 光文社 F ｵｵ

約束された移動 小川　洋子／著 河出書房新社 F ｵｶﾞ

まち 小野寺　史宜／著 祥伝社 F ｵﾉ

歩道橋シネマ 恩田　陸／著 新潮社 F ｵﾝ

世界が僕らを嫌っても 片山　恭一／著 河出書房新社 F ｶﾀ

自由は死せず 門井　慶喜／著 双葉社 F ｶﾄﾞ
超越者となったおっさんはマイペースに異世界を散策する1～5 神尾　優／〔著〕 アルファポリス F ｶﾐ 1～5

信長、天を堕とす 木下　昌輝／著 幻冬舎 F ｷﾉ

三つのアリバイ 鯨　統一郎／著 光文社 F ｸｼﾞ

桃源 黒川　博行／著 集英社 F ｸﾛ

せき越えぬ 西條　奈加／著 新潮社 F ｻｲ

黄金列車 佐藤　亜紀／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻﾄ

とあるおっさんのＶＲＭＭＯ活動記　１９～２０ 椎名　ほわほわ／〔著〕 アルファポリス F ｼｲ 19～20

犯人は、あなたです 新堂　冬樹／著 河出書房新社 F ｼﾝ

荒城に白百合ありて 須賀　しのぶ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｽｶﾞ

グランドシャトー 高殿　円／著 文藝春秋 F ﾀｶ

大天使はミモザの香り 高野　史緒／著 講談社 F ﾀｶ

さんかく 千早　茜／著 祥伝社 F ﾁﾊ

沃野の刑事 堂場　瞬一／著 講談社 F ﾄﾞｳ

人面瘡探偵 中山　七里／著 小学館 F ﾅｶ

勿忘草の咲く町で 夏川　草介／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾅﾂ

沈黙の目撃者 西澤　保彦／著 徳間書店 F ﾆｼ

タスキメシ－箱根－ 額賀　澪／著 小学館 F ﾇｶ

殺しの許可証（ライセンス） 馳　星周／著 毎日新聞出版 F ﾊｾ

わが殿　上・下 畠中　恵／著 文藝春秋 F ﾊﾀ 1～2

星と龍 葉室　麟／著 朝日新聞出版 F ﾊﾑ

魔法使いと最後の事件 東川　篤哉／著 文藝春秋 F ﾋｶﾞ

小さな場所 東山　彰良／著 文藝春秋 F ﾋｶﾞ

サイレント・ブルー 樋口　明雄／著 光文社 F ﾋｸﾞ

ブルーブラッド 藤田　宜永／著 徳間書店 F ﾌｼﾞ

鎮魂ハルの生涯 古川　貞二郎／著 文藝春秋企画出版部 F ﾌﾙ

月の落とし子 穂波　了／著 早川書房 F ﾎﾅ

坂の上の赤い屋根 真梨　幸子／著 徳間書店 F ﾏﾘ

変半身（かわりみ） 村田　沙耶香／著 筑摩書房 F ﾑﾗ

別れの季節 諸田　玲子／著 新潮社 F ﾓﾛ



日本の小説 ゲート　ＳＥＡＳＯＮ２　３～４ 柳内　たくみ／著 アルファポリス F ﾔﾅ 2-3～4

戦争獣戦争 山田　正紀／〔著〕 東京創元社 F ﾔﾏ

沈黙の狂詩曲（ラプソディ） 日本推理作家協会／編 光文社 F

外国の小説 目覚めの森の美女 ディアドラ・サリヴァン／著 東京創元社 933.7 ｻﾘ

穢れなき太陽 ソル・ケー・モオ／著 水声社 995.2 ｹｹ

文　庫 蝶の力学 麻見　和史／〔著〕 講談社 B F ｱｻ

さくら餅 有馬　美季子／著 祥伝社 B F ｱﾘ

縄のれん福寿 有馬　美季子／著 祥伝社 B F ｱﾘ

どんど橋 稲葉　稔／著 光文社 B F ｲﾅ

ぶぶ漬屋稲茶にございます 今井　絵美子／著 角川春樹事務所 B F ｲﾏ

紅染月 今井　絵美子／著 祥伝社 B F ｲﾏ

魔性の子 小野　不由美／著 新潮社 B F ｵﾉ

白銀（しろがね）の墟（おか）玄（くろ）の月　１～４ 小野　不由美／著 新潮社 B F ｵﾉ 1～4

鯖猫長屋ふしぎ草紙　１～７ 田牧　大和／著 ＰＨＰ研究所 B F ﾀﾏ 1～7

剣狼狩り 鳥羽　亮／〔著〕 幻冬舎 B F ﾄﾊﾞ

犬神の杜 内藤　了／著 講談社 B F ﾅｲ

堕天使堂（サタンのいえ） 内藤　了／著 講談社 B F ﾅｲ

浮世の豆腐 中島　久枝／著 角川春樹事務所 B F ﾅｶ

父と子と 長谷川　卓／著 祥伝社 B F ﾊｾ

雪のこし屋橋 長谷川　卓／著 祥伝社 B F ﾊｾ

高校事変　４ 松岡　圭祐／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ 4

漂う子 丸山　正樹／著 文藝春秋 B F ﾏﾙ

ずくなし半左事件簿 吉橋　通夫／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾖｼ

お悦さん 和田　はつ子／〔著〕 幻冬舎 B F ﾜﾀﾞ

あなたの脳のしつけ方 中野　信子／著 青春出版社 B 491.3 ﾅｱ

音楽の理論 門馬　直美／〔著〕 講談社 B 761 ﾓｵ

歌舞伎十八番集 河竹　繁俊／〔編〕 講談社 B 912.5 ｶ

ベル・カント アン・パチェット／著 早川書房 B 933.7 ﾊﾟﾁ

総　記 振り返り手帳術 伊藤　精哉／著 新泉社 002.7 ｲﾌ
霧中の読書 荒川　洋治／〔著〕 みすず書房 019.0 ｱﾑ
私は本屋が好きでした 永江　朗／著 太郎次郎社エディタス 024.1 ﾅﾜ

哲　学 人生を変える記録の力 メンタリストＤａｉＧｏ／著 実務教育出版 140.4 ﾀﾞｼﾞ

カタカムナの時代が到来しました 吉野　信子／著 徳間書店 147 ﾖｶ
かみさまは中学１年生 すみれ／著 サンマーク出版 147 ｽｶ
無敵の女子ノート タマオキ　アヤ／著 Ｃｌｏｖｅｒ出版 147 ﾀﾑ
わたしと霊性 服部　みれい／著 平凡社 147 ﾊﾜ
李家幽竹の開運風水　２０２０ 李家　幽竹／〔著〕 世界文化社 148.5 ﾘﾘ 20

李家幽竹の幸せ風水　２０２０年版 李家　幽竹／著 世界文化社 148.5 ﾘﾘ 20

トランシット占星術 松村　潔／著 説話社 148.8 ﾏﾄ
土星占星術講座 松村　潔／著 技術評論社 148.8 ﾏﾄﾞ
ウニヒピリのおしゃべり 吉本　ばなな／著 講談社 159 ﾖｳ
ほがらかに品よく生きる 斎藤　茂太／著 新講社 159 ｻﾎ
あなたの「楽しい」はきっと誰かの役に立つ 小山　進／著 祥伝社 159.4 ｺｱ
思考デトックス 宮本　佳実／著 ＷＡＶＥ出版 159.6 ﾐｼ
哲学人生問答 岸見　一郎／著 講談社 159.7 ｷﾃ
はい、さようなら。 瀬戸内　寂聴／著 光文社 188.4 ｾﾊ
一日一戒良寛さん 枡野　俊明／著 自由国民社 188.8 ﾏｲ

歴　史 『日本国紀』をファクトチェック 家長　知史／著 大阪：日本機関紙出版センター 210.1 ﾆ
「忠臣蔵」の決算書 山本　博文／著 新潮社 210.5 ﾔﾁ
樺太地上戦 ＮＨＫスペシャル取材班／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 210.7 ｶ
本土空襲全記録 ＮＨＫスペシャル取材班／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 210.7 ﾎ
一冊でわかるドイツ史 関　眞興／著 河出書房新社 234 ｾｲ



歴　史 パンと野いちご 山崎　佳代子／著 勁草書房 239.3 ﾔﾊﾟ
皇室　８４号（令和元年秋） 扶桑社 288.4 ｺ 84

俺か、俺以外か。 ＲＯＬＡＮＤ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 289.1 ﾛﾗ
南紀　’２０ 昭文社 291.6 ﾅ 20

岡山・倉敷　’２０ 昭文社 291.7 ｵ 20

大分・別府　由布院　’２０ 昭文社 291.9 ｵ 20

宮崎　高千穂　’２０ 昭文社 291.9 ﾐ 20

社会科学 生きづらさに立ち向かう 前川　喜平／著 岩波書店 304 ｲ
２０３０年の世界地図帳 落合　陽一／著 ＳＢクリエイティブ 304 ｵﾆ
文藝春秋オピニオン２０２０年の論点１００ 文藝春秋 304 ﾌﾞ
労働者の味方をやめた世界の左派政党 吉松　崇／著 ＰＨＰ研究所 312 ﾖﾛ
記者と国家 西山　太吉／著 岩波書店 319.1 ﾆｷ
イランＶＳトランプ 高橋　和夫／著 ワニブックス 319.5 ﾀｲ
黒い同盟　米国、サウジアラビア、イスラエル 宮田　律／著 平凡社 319.5 ﾐｸ
知識経済の形成 ジョエル・モキイア／著 名古屋大学出版会 332.0 ﾓﾁ
ゼロから始める！マンガ株入門 竹内　弘樹／著 高橋書店 338.1 ﾀｾﾞ
介護保険・障害者福祉のしくみ 若林　美佳／監修 三修社 364.4 ｶ
働く人のための感情資本論 山田　陽子／著 青土社 366.9 ﾔﾊ
後悔しない子育て 信田　さよ子／著 講談社 367.3 ﾉｺ
自治体職員のための災害救援法務ハンドブック 中村　健人／著 第一法規 369.3 ﾅｼﾞ
どんな災害でもお金とくらしを守る 清水　香／著 小学館クリエイティブ 369.3 ｼﾄﾞ
子ども・若者が創るアウトリーチ 荒井　和樹／著 アイエス・エヌ 369.4 ｱｺ
世界中の子どもの権利をまもる３０の方法 国際子ども権利センター／編 合同出版 369.4 ｾ
しめ飾り造形とその技法 鈴木　安一郎／著 誠文堂新光社 386.1 ｽｼ

自然科学 宇宙の謎　暗黒物質と巨大ブラックホール 二間瀬　敏史／著 さくら舎 443.9 ﾌｳ
人体、なんでそうなった？ ネイサン・レンツ／著 京都：化学同人 491.3 ﾚｼﾞ
オトナ女子あばれるカラダとのつきあい方 常喜　眞理／著 すばる舎 495.1 ｼﾞｵ
医者が毎日飲んでいる老けない酢みそ汁 藤田　紘一郎／著 宝島社 498.5 ﾌｲ
子どもの能力を引き出す最強の食事 ギール里映／著 日本能率協会マネジメントセンター 498.5 ｷﾞｺ
＃脂肪燃焼やせるスープ大全科 岡本　羽加／著 主婦の友社 498.5 ｵﾊ

技　術 すごいぞ台湾 アーク出版 509.2 ｽ
リチウムイオン電池が未来を拓く 吉野　彰／著 シーエムシー出版 572.1 ﾖﾘ
ステキを作る６０代からのソーイング　ｖｏｌ．４ ブティック社 593.3 ｽ 4
帯結びのアレンジ 大竹　恵理子／著 成美堂出版 593.8 ｵｵ
著作権フリーの作って売れるかわいい布こもの ブティック社 594 ﾁ
家紋クロッシェ 京都：亥辰舎 594.3 ｶ
シニアのシックな手編みの帽子 ブティック社 594.3 ｼ
美胸くびれメリハリトレーニング 相良　梢／著 文藝春秋 595 ｻﾋﾞ
子どもの才能を引き出す２ステップレシピ ギール里映／著 サンルクス 596 ｷﾞｺ
小鍋レシピ 齋藤　真紀／〔著〕 596 ｻｺ
サクランボの丸かじり 東海林　さだお／著 朝日新聞出版 596.0 ｼｻ
はじめてのおそうざい精進 西井　香春／著 世界文化社 596.2 ﾆﾊ
図解人生を思い通りに操る片づけの心理法則 メンタリストＤａｉＧｏ／著 学研プラス 597.5 ﾀﾞｽﾞ
主婦をサラリーマンにたとえたら想像以上にヤバくなった件 河内　瞬／著 主婦の友社 599.0 ｶｼ
「自分で食べる！」が食べる力を育てる ジル・ラプレイ／著 原書房 599.3 ﾗｼﾞ

産　業 農業新時代 川内　イオ／著 文藝春秋 612.1 ｶﾉ
北陸の野菜づくり 東　保之／著 金沢：北國新聞社 626.9 ﾋﾎ
一番くわしい苔の教科書 石戸　明一／監修 スタジオタッククリエイティブ 627.8 ｲ
いくつになってもこのコといっしょ 徳田　竜之介／監修 小学館クリエイティブ 645.6 ｲ
令和のベストヒット大賞　２０１９年度版 ミスター・パートナー 675.1 ﾚ

芸　術 誰も知らないレオナルド・ダ・ヴィンチ 斎藤　泰弘／著 ＮＨＫ出版 702.3 ﾚｵ
芸術祭と地域づくり 吉田　隆之／著 水曜社 706.9 ﾖｹﾞ
あっぱれ折り紙 フチモト　ムネジ／著 エムディエヌコーポレーション 754.9 ﾌｱ
作曲家が語る音楽と日常 望月　京／著 海竜社 760.4 ﾓｻ



芸　術 作曲の科学 フランソワ・デュボワ／著 講談社 761.8 ﾃﾞｻ
楽譜から音楽へ バルトルド・クイケン／著 道和書院 762.0 ｸｶﾞ
古関裕而 刑部　芳則／著 中央公論新社 762.1 ｺｾ
ショパン－２００年の肖像 求龍堂 762.3 ｼ
アメリカは歌う。 東　理夫／著 作品社 762.5 ﾋｱ
音の海から 尾高　惇忠／作曲 全音楽譜出版社 M 763.2 ｵｵ

ジャズっぽく弾けたらカッコイイ名曲あつめました。 シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ｼﾞ

ツグミの森の物語 香月　修／作曲 全音楽譜出版社 M 763.2 ｶﾂ

星野源Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾎｺ

ミュージカル名曲選 シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾐ
ＭＲ．ＣＨＩＬＤＲＥＮ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾐ
もしかしてグリム 青島　広志／作曲 全音楽譜出版社 M 763.2 ｱﾓ

オルガンの芸術 日本オルガニスト協会／監修 小金井：道和書院 763.3 ｵ
Ｓｔａｇｅ　Ｆｏｒ～ 堀　ちえみ／著 扶桑社 767.8 ﾎﾘ
高倉健、その愛。 小田　貴月／著 文藝春秋 778.2 ﾀｶ
流されて円楽に　流れつくか圓生に 六代目三遊亭円楽／著 竹書房 779.1 ｻﾝ
筋トレ最強お得技ベストセレクション 晋遊舎 780.7 ｷ
ドリブルデザイン 岡部　将和／著 東洋館出版社 783.4 ｵﾄﾞ
栗山ノート 栗山　英樹／著 光文社 783.7 ｸｸ
投げない怪物 柳川　悠二／著 小学館 783.7 ﾔﾅ
誰も知らない高橋大輔 居川　大輔／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 784.6 ﾀｶ
貴乃花　我が相撲道 石垣　篤志／著 文藝春秋 788.1 ﾀｶ
我が相撲道に一片の悔いなし 荒磯　寛／著 ベースボール・マガジン社 788.1 ｷｾ

文　学 清少納言と紫式部 福家　俊幸／監修 小学館 910 ｾｲ
海と空のあいだに 石牟礼　道子／著 弦書房 911.1 ｲｳ
純粋な幸福 辺見　庸／著 毎日新聞出版 911.5 ﾍｼﾞ
まんが古事記 ふわ　こういちろう／著 講談社 913.2 ﾌﾏ
アンチ整理術 森　博嗣／著 日本実業出版社 914.6 ﾓﾘ
しらふで生きる 町田　康／著 幻冬舎 914.6 ﾏﾁ
家族をさがす旅 町田　哲也／著 岩波書店 916 ﾏﾁ
公共的知識人の誕生 田中　祐子／著 昭和堂 930.2 ﾀｺ

郷土資料 異文化理解とオーストラリアの多文化主義 田中　豊裕／著 大学教育出版 A 302.7 ﾀｲ

一盌に生きて 由良　薫 由良　薫 A 791.2 ﾕﾗ

はじめまして、茶道部！ 服部　千春／作 出版ワークス A F ﾊﾂ
はるかちゃんが、手をあげた 服部　千春／作 童心社 A F ﾊﾂ

児童書（読物） あらいぐまのせんたくもの 大久保　雨咲／作 童心社 F ｵｵ

図書館からの冒険 岡田　淳／作 偕成社 F ｵｶ

わたしといろんなねこ おくはら　ゆめ／作絵 あかね書房 F ｵｸ

魔女のいじわるラムネ 草野　あきこ／作 ＰＨＰ研究所 F ｸｻ

極秘任務はおじょうさま 薫　くみこ／作 ポプラ社 F ｸﾝ

ねこねこたんてい　なぞときダヤン きむら　ゆういち／作 学研プラス F ｷﾑ

ゆるびーくんのうんどうかい 斉藤　洋／さく ほるぷ出版 F ｻｲ

レディオワン 斉藤　倫／著 光村図書出版 F ｻｲ

虹いろ図書館のへびおとこ 櫻井　とりお／著 河出書房新社 F ｻｸ

カラスてんぐのジェットくん 富安　陽子／作 理論社 F ﾄﾐ

ハンカチともだち なかがわ　ちひろ／作 アリス館 F ﾅｶ

家庭科室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社 F ﾑﾗ

５分後に超ハッピーエンド エブリスタ／編 河出書房新社 F

世にも奇妙な物語　くずれ落ちる日常編 中村　樹基／脚本 集英社 F

グレッグのダメ日記　ぶっこわしちゃえ ジェフ・キニー／作 ポプラ社 933 ｷﾆ

貸出禁止の本をすくえ！ アラン・グラッツ／著 ほるぷ出版 933 ｸﾞﾗ

アポロンと５つの神託　３ リック・リオーダン／著 ほるぷ出版 933 ﾘｵ 3

みずうみ テオドール・シュトルム／作 理論社 943 ｼﾕ



児童書（知識） 日本史探偵コナン　シーズン２　３～４ 青山　剛昌／原作 小学館 210 2-３～４

大人になったら行ってみたい！世界のふしぎな風景図鑑 パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 290

ジュニア空想科学読本　１５ 柳田　理科雄／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404 15

妖怪　空想科学読本 柳田　理科雄／著 ＰＨＰ研究所 404

宇宙飛行士はどうやってウンチをするの？ キッズトリビア倶楽部／編 えほんの杜 440

ふゆとみずのまほうこおり 片平　孝／写真・文 ポプラ社 451

どっちが強い！？サシハリアリｖｓグンタイアリ スライウム／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 486.7

はたらく細胞人体のふしぎ図鑑 講談社／編 講談社 491

アニメコミックおしりたんてい　１～２ ポプラ社 778.7 ｱ 1～２

Ｗｈｙ？マジックの科学 パピルス／文 世界文化社 779.3 ﾎ

部活で差がつく！勝つソフトボール必勝のポイント５０ 渡辺　和久／監修 メイツ出版 783.7 ﾌﾞ

試合で勝てる！小学生の空手上達のコツ５０ 香川　政夫／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 789.2 ｼ

小さな悪い本 マグヌス・ミスト／作 金の星社 798 ﾐﾁ

マークの図鑑 児山　啓一／監修 小学館 801

英語、苦手かも…？と思ったときに読む本 デイビッド・セイン／著 河出書房新社 830

絵　本 へんしんおんせん あきやま　ただし／作・絵 金の星社 E ｱｷ

なんでもモッテルさん 竹下　文子／文 あかね書房 E ｱﾔ

ふとんがふっとんだ 新井　洋行／作 講談社 E ｱﾗ

よっ、おとこまえ！ いがらし　あつし／作・絵 絵本塾出版 E ｲｶﾞ

ぴったんこ 浦中　こういち／作・絵 鈴木出版 E ｳﾗ

おしくら・まんじゅう かがくい　ひろし／さく ブロンズ新社 E ｶｶﾞ

おふとんかけたら かがくい　ひろし／さく ブロンズ新社 E ｶｶﾞ

おとうさんのこわいはなし かとう　まふみ／作・絵 岩崎書店 E ｶﾄ

ひとりでぼっち くすのき　しげのり／作 学研プラス E ｸｽ

ノラネコぐんだんカレーライス 工藤　ノリコ／著 白泉社 E ｸﾄﾞ

ジムのおなかがなりました ローレル・スナイダー／文 ＢＬ出版 E ｸﾞﾙ

ししにゃいとおしょうがつ 澤野　秋文／さく 世界文化社 E ｻﾜ

バムとケロのそらのたび 島田　ゆか／作　絵 文渓堂 E ｼﾏ

これはボール ベック　スタントン／作 永岡書店 E ｽﾀ

父さんがかえる日まで モーリス・センダック／さく 偕成社 E ｾﾝ

みならいサンタ そのだ　えり／作 文溪堂 E ｿﾉ

やんばるの少年 たじま　ゆきひこ／作 童心社 E ﾀｼﾞ

くろいの 田中　清代／さく 偕成社 E ﾀﾅ

１０かいだてのおひめさまのおしろ のはな　はるか／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾉﾊ

はりねずみくんのねがいごと はらだ　よしこ／作 講談社 E ﾊﾗ

おばけのジョージーこまどりをたすける ロバート・ブライト／さく 好学社 E ﾌﾞﾗ

クリスマスってなあに ディック・ブルーナ／作 講談社 E ﾌﾞﾙ

ねこのオーランドーよるのおでかけ キャスリーン・ヘイル／さく 好学社 E ﾍｲ

ムーミン谷のクリスマス トーベ・ヤンソン／原作 徳間書店 E ﾔﾝ

わたしのわごむはわたさない ヨシタケ　シンスケ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾖｼ

フォックスさんのにわ ブライアン・リーズ／さく 評論社 E ﾘｽﾞ

あいうえあそぼうとしょかんで 草谷　桂子／ぶん 子どもの未来社 E 010

わくわくげんきにあそぼう！ やなせスタジオ 「早寝早起き朝ごはん」全国協議会 E 379

ながーい５ふん　みじかい５ふん リズ・ガートン・スキャンロン／文 光村教育図書 E 421

月でたんじょうパーティーをひらいたら ジョイス・ラパン／文 廣済堂あかつき E 446

はがぬけたに～ フィリケえつこ／作 あすなろ書房 E 491

はないきおばけとくちいきおばけ いまい　かずあき／さく ＰＨＰ研究所 E 498

紙芝居 うみからきたおとこのこ 堀内　誠一／再話・絵 童心社 K

くれよんさんのけんか 八木田　宜子／作 童心社 K

こねこのしろちゃん 堀尾　青史／脚本 童心社 K

ながぐつをはいたねこ ペロー／原作 童心社 K


