
分  野 書  名 著  者 出版社 請求記号

日本の小説 犬 赤松　利市／著 徳間書店 F ｱｶ

発注いただきました！ 朝井　リョウ／著 集英社 F ｱｻ

海の十字架 安部　龍太郎／著 文藝春秋 F ｱﾍﾞ

信長、天が誅する 天野　純希／著 幻冬舎 F ｱﾏ

茶聖 伊東　潤／著 幻冬舎 F ｲﾄ

楡の墓 浮穴　みみ／著 双葉社 F ｳｷ

去年の雪 江國　香織／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｴｸ

今日も町の隅で 小野寺　史宜／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵﾉ

ドミノｉｎ上海 恩田　陸／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵﾝ

うちの父が運転をやめません 垣谷　美雨／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶｷ

三年長屋 梶　よう子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶｼﾞ

東京、はじまる 門井　慶喜／著 文藝春秋 F ｶﾄﾞ

熱源 川越　宗一／著 文藝春秋 F ｶﾜ

まむし三代記 木下　昌輝／著 朝日新聞出版 F ｷﾉ

ウミガメみたいに飛んでみな 木村　椅子／著 光文社 F ｷﾑ

たおやかに輪をえがいて 窪　美澄／著 中央公論新社 F ｸﾎﾞ

アパレル興亡 黒木　亮／著 岩波書店 F ｸﾛ

わかれ縁 西條　奈加／著 文藝春秋 F ｻｲ

かんばん娘 志川　節子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｼｶﾞ

ひこばえ　上・下 重松　清／著 朝日新聞出版 F ｼｹﾞ 1・2

〈銀の鰊亭〉の御挨拶 小路　幸也／著 光文社 F ｼﾖ

絶対聖域 新堂　冬樹／著 講談社 F ｼﾝ

ポロック生命体 瀬名　秀明／著 新潮社 F ｾﾅ

犬のかたちをしているもの 高瀬　隼子／著 集英社 F ﾀｶ

シャーリー・ホームズとバスカヴィル家の狗 高殿　円／著 早川書房 F ﾀｶ

狐火の辻 竹本　健治／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｹ

帝都地下迷宮 中山　七里／著 ＰＨＰ研究所 F ﾅｶ

わたしの美しい庭 凪良　ゆう／著 ポプラ社 F ﾅｷﾞ

終の盟約 楡　周平／著 集英社 F ﾆﾚ

トイレで読む、トイレのためのトイレ小説　ふた巻きめ雹月　あさみ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾋﾖ 2

赤の王 廣嶋　玲子／著 東京創元社 F ﾋﾛ

鐘を鳴らす子供たち 古内　一絵／作 小峰書店 F ﾌﾙ

流浪の大地 本城　雅人／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾎﾝ

坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋　良平／著 集英社 F ﾏﾁ

神域　上・下 真山　仁／著 毎日新聞出版 F ﾏﾔ 1・2

箱とキツネと、パイナップル 村木　美涼／著 新潮社 F ﾑﾗ

丸の内魔法少女ミラクリーナ 村田　沙耶香／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾑﾗ



日本の小説 嫁ぐ日 諸田　玲子／著 集英社 F ﾓﾛ

希望と殺意はレールに乗って 山本　巧次／著 講談社 F ﾔﾏ

雨に消えた向日葵 吉川　英梨／著 幻冬舎 F ﾖｼ

外国の小説 ポリー氏の人生 Ｈ．Ｇ．ウェルズ／著 白水社 933.7 ｳｴ

ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ／著 早川書房 933.7 ｵｴ

サンセット・パーク ポール・オースター／〔著〕 新潮社 933.7 ｵｽ

老いたる詐欺師 ニコラス・サール／著 早川書房 933.7 ｻﾙ

ザ・フォックス フレデリック・フォーサイス／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933.7 ﾌｵ

犬物語 ジャック・ロンドン／著 スイッチ・パブリッシング 933.7 ﾛﾝ

父吉田茂 麻生　和子／著 新潮社 B 289.1 ﾖｼ

文　庫 スタンフォード式人生デザイン講座 ビル・バーネット／著 早川書房 B 366.2 ﾊﾞｽ

したたかな植物たち　秋冬篇 多田　多恵子／著 筑摩書房 B 471 ﾀｼ

死体は語る　２ 上野　正彦／著 文藝春秋 B 498.9 ｳｼ 2

あきない世傳金と銀　８ 高田　郁／著 角川春樹事務所 B F ﾀｶ

脳科学捜査官真田夏希　〔５〕 鳴神　響一／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾅﾙ 5

架空ＯＬ日記　１・２ バカリズム／著 小学館 B F ﾊﾞｶ 1・2

活版印刷三日月堂　１～６ ほしお　さなえ／〔著〕 ポプラ社 B F ﾎｼ 1～6

わが家は祇園（まち）の拝み屋さん　１～９ 望月　麻衣／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾓﾁ 1～9

メイデーア転生物語　１ 友麻　碧／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ 1

志に死す 池波　正太郎／著 新潮社 B F

総　記 時速ショートカットキー大事典 日経ＢＰ社 007.6 ｼﾞ

図書の修理とらの巻　〔正〕 書物の歴史と保存修復に関する研究会／編 澪標 014.6 ﾄ 1

図書の修理とらの巻　続 書物の歴史と保存修復に関する研究会／編 澪標 014.6 ﾄ 2

おはなし聞いて語って 東京子ども図書館／編集 東京子ども図書館 015.9 ｵ

わたしのベスト３ 毎日新聞出版／編 毎日新聞出版 019.9 ﾜ

古くてあたらしい仕事 島田　潤一郎／著 新潮社 023 ｼﾌ

奇跡の論文図鑑 ＮＨＫ「ろんぶ～ん」制作班／編著 ＮＨＫ出版 049 ｷ

哲　学 居るのはつらいよ 東畑　開人／著 医学書院 146.8 ﾄｲ

はじめてのカタカムナ 板垣　昭子／著 ＢＡＢジャパン 147 ｲﾊ

男の子・女の子ハッピー名前事典 東伯　聰賢／監修 西東社 148.3 ｵ

水瓶座の君へ 鏡　リュウジ／著 サンクチュアリ出版 148.8 ｶﾐ

明日も会わなければいけないやっかいなあの人を「絶妙にかわす力」 園田　雅代 ＰＨＰ研究所 159.4 ｿｱ

異端のすすめ 橋下　徹／著 ＳＢクリエイティブ 159.4 ﾊｲ

歴　史 反穀物の人類史 ジェームズ・Ｃ．スコット／〔著〕 みすず書房 209.2 ｽﾊ

歴史とは靴である 磯田　道史／著 講談社 210.0 ｲﾚ

わたしはナチスに盗まれた子ども イングリット・フォン・エールハーフェン／ 原書房 234.0 ｴﾜ

誤解だらけの明智光秀 本郷　和人／著 マガジンハウス 289.1 ｱｹ

吉田初三郎鳥瞰図へのいざない 吉田　初三郎 人間文化研究機構国際日本文化研究ｾﾝ 291.0 ﾖ

チベット 渡辺　一枝／著 新日本出版社 292.2 ﾜﾁ

社会科学 汚れた桜 毎日新聞「桜を見る会」取材班／著 毎日新聞出版 312.1 ﾖ

裏切りの大統領マクロンへ フランソワ・リュファン／著 新潮社 312.3 ﾘｳ

アメリカ情報・文化支配の終焉 石澤　靖治／著 ＰＨＰ研究所 319 ｲｱ

慰安婦 小林　よしのり／著 幻冬舎 319.1 ｺｲ

証言治安維持法 ＮＨＫ「ＥＴＶ特集」取材班／著 ＮＨＫ出版 326.8 ｼ



社会科学 定時で帰る女性の仕事ルールと時間術 冨山　真由／監修 ナツメ社 336 ﾃ

「段取りが良い人」と「段取りが悪い人」の習慣 鈴木　真理子／著 明日香出版社 336.2 ｽﾀﾞ

「疲れない」が毎日続く！休み方マネジメント 菅原　洋平／著 河出書房新社 336.2 ｽﾂ

教養としてのヤクザ 溝口　敦／著 小学館 368.5 ﾐｷ

日本ヤクザ「絶滅の日」 山之内　幸夫／著 徳間書店 368.5 ﾔﾆ

発達障害＆グレーゾーンの小学生の育て方 井上　雅彦／監修 すばる舎 378.8 ﾊ

兵器を買わされる日本 東京新聞社会部／著 文藝春秋 393.7 ﾍ

自然科学 竹内薫の「科学の名著」案内 竹内　薫／著 徳間書店 404 ﾀﾀ

もっと美しき小さな雑草の花図鑑 大作　晃一／写真 山と溪谷社 470 ｵﾓ

世界でいちばん変な虫 海野　和男／写真と文 草思社 486 ｳｾ

デジタルで読む脳×紙の本で読む脳 メアリアン・ウルフ／著 インターシフト 491.3 ｳﾃﾞ

糖尿病ヘモグロビンA1cをラクに下げるがんばらない食べ方 栗原　毅 ＰＨＰ研究所 493.1 ｸﾄ

ヘバーデン結節は自分で治せる！ 富永　喜代／著 永岡書店 494.7 ﾄﾍ

ヘバーデン結節がよくわかる本 高橋　嗣明／監修 宝島社 494.7 ﾍ

医者が教える小林式お風呂健康法 小林　弘幸／著 ダイヤモンド社 498.3 ｺｲ

食べる投資 満尾　正／著 アチーブメント出版 498.5 ﾐﾀ

女性の死に方 西尾　元／著 双葉社 498.9 ﾆｼﾞ

技　術 からだにいい家のつくり方 「ＦＰの家」グループ工務店／著 エクスナレッジ 527 ｶ

ＮＡＳＡより宇宙に近い町工場 植松　努／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 538.9 ｳﾅ

死の淵を見た男 門田　隆将／著 ＰＨＰ研究所 543.5 ｶｼ

太陽光発電の「卒ＦＩＴ」入門 本橋　恵一／共著 オーム社 543.8 ﾓﾀ

エイジレスではけるウエストゴムのスカート＆パンツ ブティック社 593.3 ｴ

はじめてのロックミシン 〔岡　あつ子／著〕 ブティック社 593.3 ｵﾊ

着物をおしゃれにリフォーム 岡崎　克代／監修 成美堂出版 593.3 ｷ

大人が今、着たい服 クライ・ムキ／〔著〕 ブティック社 593.3 ｸｵ

セットアップで着たい服 ブティック社 593.3 ｾ

まっすぐ手ぬいでかんたんきものリメイク 高橋　恵美子／〔著〕 ブティック社 593.3 ﾀﾏ

手作りしたい男の子の毎日服 ブティック社 593.3 ﾃ

ワンピースの基本パターン集 野木　陽子／著 日本ヴォーグ社 593.3 ﾉﾜ

きちんと身につく着かたの教科書 木下着物研究所／著 日本文芸社 593.8 ｷ

はじめてでも必ず作れる手づくりバッグのきほん 赤峰　清香／著 日本文芸社 594.7 ｱﾊ

今こそ持ちたい手作りのエコバッグ ブティック社 594.7 ｲ

Ｐｏｐ‐Ｕｐ　Ａｐｐｌｉｑｕ〓フェルトで作る立体的な絵のバッグ 岩野　知美／著 文化学園文化出版局 594.7 ｲﾎﾟ

わたしのバッグ 日本ヴォーグ社 594.7 ﾜ

カワイイ！がいっぱいフェルトのマスコット ブティック社 594.9 ｶ

柴田明美パッチワークで「ヒュッゲ」な暮らし 柴田　明美／〔著〕 ブティック社 594.9 ｼｼ

羊毛フェルトで作るｈｉｇｕｍａの友だちになりたい動物たち ｈｉｇｕｍａ／著 河出書房新社 594.9 ﾋﾖ

フェルトで作る四季の和花 ｆｕｍｉｅｍｏｎ／〔著〕 ブティック社 594.9 ﾌﾌ

大原千鶴の絶品手づくりだれ料理帖 大原　千鶴／著 ＮＨＫ出版 596 ｵｵ

豆腐からおからパウダーまで！「目からウロコ」の保存＆活用術 牛尾　理恵／著 文化学園文化出版局 596.3 ｳﾄ

ほぼ朝つくらないお弁当／朝ラクスープジャー弁当 扶桑社 596.4 ﾎ

超★簡単楽器づくり 井上　明美／著 ヤマハミュージックエンタテインメン 599 ｲﾁ

食べない子が変わる魔法の言葉 山口　健太／著 辰巳出版 599.3 ﾔﾀ

産　業 ハーブで楽しむ庭づくり 東山　早智子／監修 成美堂出版 617.6 ﾊ



産　業 野菜作り達人のスゴ技１００ 加藤　正明／著 ＮＨＫ出版 626.9 ｶﾔ

薪を焚く ラーシュ・ミッティング／著 晶文社 658.2 ﾐﾏ

芸　術 くらべてわかる撮影の基礎知識 日本カメラ社 743 ｸ

はじめてカメラ 東京新聞写真部／監修 東京新聞 743 ﾊ

未来へ架ける世界の子ども 田沼　武能／著 クレヴィス 748 ﾀﾐ

リサ・ラーソン展 リサ・ラーソン／著 大和書房 751.3 ﾗﾘ

グリーンウッドワーク 久津輪　雅／著 学研プラス 754.3 ｸｸﾞ

島津冬樹の段ボール財布の作り方 島津　冬樹／著 ブティック社 754.9 ｼｼ

おりがみブローチの花たち 竹尾　篤子／著 日本折紙協会 754.9 ﾀｵ

レゴレシピ ケビン・ホール／著 玄光社 759 ﾎﾚ

バッハと対位法の美学 松原　薫／著 春秋社 762.3 ﾏﾊﾞ

アイドルグループ・サウンズ デブロＭＰ M 763.2 ｱ

Ｊ－ＰＯＰサウンズ　保存版 デブロＭＰ M 763.2 ｼﾞ

ＪＡＺＺジブリ・サウンズ　保存版 デブロＭＰ M 763.2 ｼﾞ

女子中学生＆高校生が弾きたい恋うたベスト３０　中級 シンコーミュージック・エンタテイメ M 763.2 ｼﾞ

平井康三郎・〈日本の笛〉 平井　康三郎／作曲 全音楽譜出版社 M 763.2 ﾋﾋ

馬と鹿／Ｌｅｍｏｎ 米津　玄師 デブロＭＰ M 763.2 ﾖｳ

令和元年度人気ヒットソングあつめました。 シンコーミュージック・エンタテイメ M 763.2 ﾚ

Ｊ－ＰＯＰヒット名曲選 草野　夏矢 シンコーミュージック・エンタテイメ M 763.5 ｼﾞ

美の奴隷として生きることに決めた 岩下　志麻／〔著〕 〔東京〕：ブックマン社 778.2 ｲﾜ

ミヤザキワールド スーザン・ネイピア／著 早川書房 778.7 ﾐﾔ

スカーレット　Ｐａｒｔ２ 水橋　文美江／作 ＮＨＫ出版 778.8 ｽ 2

ひとりで生きていく ヒロシ／著 廣済堂出版 779.1 ﾋﾛ

ソフトバレーボールの教科書 日本ソフトバレーボール連盟／監修 日本文芸社 783.2 ｿ

勝つ！ラクロス上達バイブル 丸山　伸也／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 783.5 ｶ

４０代からでも波に乗れるはじめてのサーフィン 市東　重明／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 785.3 ｼﾖ

カヌー＆カヤック入門 辰野　勇／著 山と溪谷社 785.5 ﾀｶ

ライト＆スーパーライトジギングの世界 〓出版社 787.1 ﾗ

動画で学ぶ弓道 石山　佳彦／著 日本文芸社 789.5 ｲﾄﾞ

部活で差がつく！勝つ弓道上達のポイント５０ 高柳　憲昭／監修 メイツ出版 789.5 ﾌﾞ

ＤＶＤでわかる！はじめての社交ダンス上達のポイント５５ 藤本　明彦／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 799.3 ﾃﾞ

言　語 書けるひとになる！ ナタリー・ゴールドバーグ／著 扶桑社 801.6 ｺﾞｶ

話すチカラ 齋藤　孝／著 ダイヤモンド社 809.2 ｻﾊ

文　学 綴る女 林　真理子／著 中央公論新社 910.2 ﾐﾔ

春夏秋冬を楽しむ俳句歳時記 日下野　由季／監修 成美堂出版 911.3 ｼ

グッドバイ ケラリーノ・サンドロヴィッチ／著 白水社 912.6 ｹｸﾞ

道子の草文 石牟礼　道子／著 平凡社 914.6 ｲｼ

晴れの日散歩 角田　光代／著 オレンジページ 914.6 ｶｸ

５０代、足していいもの、引いていいもの 岸本　葉子／著 中央公論新社 914.6 ｷｼ

生きるための辞書 北方　謙三／著 新潮社 914.6 ｷﾀ

長生きしたいわけではないけれど。 曽野　綾子／著 ポプラ社 914.6 ｿﾉ

悔いなく生きる男の流儀 高橋　三千綱／著 コスミック出版 914.6 ﾀｶ

結婚の奴 能町　みね子／著 平凡社 914.6 ﾉｳ

４　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｇｉｒｌｓ 山田　詠美／著 幻冬舎 914.6 ﾔﾏ



文　学 森心地の日々 森　博嗣／著 講談社 915.6 ﾓﾘ

日本文学全集　０６ 池澤　夏樹／個人編集 河出書房新社 918 ﾆ 6

郷土資料 実践者が語る半農半Ｘのいまとこれから 塩見　直紀／吉度　ちはる よもぎ書店 A 611.9 ｼﾞ

鬼にも福にももうひとつの京都 百々　新 赤々舎 A 748 ﾄﾞｵ

児童書（読物） 黒魔女さんが通る！！　Ｐａｒｔ１７～２０ 石崎　洋司／作 講談社 F ｲｼ 17～20

キダマッチ先生！　４ 今井　恭子／文 神戸：ＢＬ出版 F ｲﾏ 4

うりぼうウリタ おくやま　ゆか／作 偕成社 F ｵｸ

てのひらに未来 工藤　純子／作 くもん出版 F ｸﾄﾞ

窓 小手鞠　るい／作 小学館 F ｺﾃﾞ

グレーテルの白い小鳥 斉藤　洋／作 偕成社 F ｻｲ

サブキャラたちのグリム童話 斉藤　洋／作 偕成社 F ｻｲ

ゆるびーくんゆうえんちにいく 斉藤　洋／さく ほるぷ出版 F ｻｲ

鬼遊び　〔４〕 廣嶋　玲子／作 小峰書店 F ﾋﾛ 4

へんなともだちマンホーくん 村上　しいこ／作 講談社 F ﾑﾗ

おひめさまになったワニ ローラ・エイミー・シュリッツ／さく 福音館書店 933 ｼﾕ

ハートウッドホテル　３・４ ケイリー・ジョージ／作 童心社 933 ｼﾞﾖ 3・4

ブラウン神父呪いの書 ギルバート・キース・チェスタトン／作 理論社 933 ﾁｴ

ウォーリアーズ　４－６ エリン・ハンター／作 小峰書店 933 ﾊﾝ 4-6

デイビッド・マックチーバーと２９ひきの犬 マーガレット・ホルト／ぶん 大日本図書 933 ﾎﾙ

スケアリーストーリーズ怖い本　１ アルビン・シュワルツ／編 岩崎書店 933 1

動物と話せる少女リリアーネ　１３ タニヤ・シュテーブナー／著 学研プラス 943 ｼﾕ 13

ムーミン全集　５ トーベ・ヤンソン／著 講談社 949 ﾔﾝ 5

ふたご探偵　４ ペニー・ワーナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ 4

フラワーショップの亡霊 斉藤　洋／作 あかね書房 ｽｲﾘ

児童書（知識） 何のために「学ぶ」のか 外山　滋比古／著 筑摩書房 002

小学生なら知っておきたい教養３６６ 齋藤　孝／著 小学館 031

生き抜く力を身につける 大澤　真幸／著 筑摩書房 041

揺らぐ世界 立花　隆／著 筑摩書房 041

きみを強くする３０のことば 齋藤　孝／監修 日本図書センター 159

キッズペディア歴史館 小学館 210

本能寺の変へタイムワープ イセケヌ／マンガ 朝日新聞出版 210

ニュース探偵コナン　２ 青山　剛昌／原作 小学館 304 2

統計から見えてくる世界のミライ 井田　仁康／監修 学研プラス 350

しごとば　やっぱり 鈴木　のりたけ／作 ブロンズ新社 366 6

あったらいいな、こんな義手 斎藤　多加子／著 汐文社 369

かいてみようかんじ　１～７ おううんかい／編集 桜雲会 378 1～7

さわるめいろ　３ 村山　純子／著 小学館 378 3

あらしのよるに きむら　ゆういち／文 講談社 378

ぐりとぐら 中川　李枝子／さく 福音館書店 378

しろくまちゃんのほっとけーき 森　比左志／著 こぐま社 378

じゃあじゃあびりびり まつい　のりこ／さく 偕成社 378

ぞうくんのさんぽ なかの　ひろたか／さく・え 福音館書店 378

はらぺこあおむし エリック・カール／さく 偕成社 378

世界を変えた１５のたべもの テレサ・ベネイテス／文 大月書店 383



児童書（知識） 日本のごはん 銀城　康子／文 農山漁村文化協会 383

ブルガリアのごはん 銀城　康子／文 農山漁村文化協会 383

ポリネシアのごはん 銀城　康子／文 農山漁村文化協会 383

おひなさまの平安生活えほん ほりかわ　りまこ／作 あすなろ書房 386

科学は未来をひらく 村上　陽一郎／著 筑摩書房 404

実験対決　３３ 洪　鐘賢／絵 朝日新聞出版 407 33

星座と神話のキャラクター図鑑 渡部　潤一／監修 日本図書センター 443

地図で見る日本の地震 山川　徹／文 偕成社 453

恐竜キングダム　１２ エアーチーム／まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ 457 12

だれのあし？ ひさかたチャイルド 481.1

世界のヘンテコ鳥大集合 柴田　佳秀／文 子どもの未来社 488

どっちが強い！？ゾウアザラシｖｓホッキョクグマ ジノ／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 489.5

パンダのあかちゃん ひさかたチャイルド 489.5

女子も！男子も！生理を知ろう　１ 宋　美玄／監修 汐文社 495 1

ドラえもん科学ワールド未来のくらし 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 504

ゴミの島のサバイバル ゴムドリｃｏ．／文 朝日新聞出版 518

りんごだんだん 小川　忠博／写真と文 あすなろ書房 625

かいくんとセラピー犬バディ 井上　こみち／文 国土社 645

セミ ショーン・タン／著 河出書房新社 726.6 ﾀｾ

めちゃウケ！かんたん面白マジック 中里　正紀／著 ナツメ社 779.3 ﾅﾒ

ジュニアで差がつく！魅せるフィギュアスケート上達のポイント５０ 大森　芙美／監修 メイツ出版 784.6 ｼﾞ

超超超超超超超超超超超超超超超超超超むずかしすぎるまちがいさがし むずかしすぎるまちがいさがし制作委員会／ ワニブックス 798.3 ﾁ

わたしの外国語漂流記 河出書房新社／編 河出書房新社 807

大人になるまでに読みたい１５歳の海外の詩　２ 青木　健／編 ゆまに書房 908 2

絵　本 こんなおおきなかず、みたことある？ セス・フィッシュマン／作 偕成社 E 412

うるさく，しずかに，ひそひそと ロマナ・ロマニーシン／著 河出書房新社 E 424

とりのずかん 雨宮　尚子 白泉社 E 488

いたずらのすきなけんちくか 安藤　忠雄／原作 小学館 E 523

そもそもオリンピック アーサー・ビナード／作 町田：玉川大学出版部 E 782

はるにれ 姉崎　一馬／写真 福音館書店 E ｱﾈ

はるといえば… 新井　洋行／〔作〕 アルファポリス E ｱﾗ

なつといえば… 新井　洋行／〔作〕 アルファポリス E ｱﾗ

あきといえば… 新井　洋行／〔作〕 アルファポリス E ｱﾗ

ふゆといえば… 新井　洋行／〔作〕 アルファポリス E ｱﾗ

すべりだい 新井　洋行／作・絵 鈴木出版 E ｱﾗ

なんと！ようひんてん 石川　基子／作 講談社 E ｲｼ

100 名久井　直子／さく 福音館書店 E ｲﾉ

世界一やさしいレストラン かめ吉／作 〔出版地不明〕：絵本『世界一やさしいレス E ｳﾘ

いろんなでんしゃはっしゃしまーす 岡本　雄司／作 アリス館 E ｵｶ

ふたりの約束 プニーナ・ツヴィ／文 西村書店 E ｶﾃﾞ

きっとあえる 鎌田　暢子／さく 福音館書店 E ｶﾏ

いちにちうんち ふくべ　あきひろ／さく ＰＨＰ研究所 E ｶﾜ

ごんべえだぬき 川端　誠／作・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｶﾜ

パパトラ 平田　昌広／文 アリス館 E ｷﾑ



絵　本 ノラネコぐんだんおでかけシールブック 工藤　ノリコ／著 白泉社 E クド

ぶたのモモコとフルーツパーラー 森山　京／作 小峰書店 E ｸﾛ

ぶたのモモコはバレリーナ 森山　京／作 小峰書店 E ｸﾛ

あぶない！どーする？ 穂高　順也／作 岩崎書店 E ｻｲ

ロビンソン ピーター・シス／作 偕成社 E ｼｽ

いなかのねずみとまちのねずみ リチャード・スキャリー／さいわ・え 好学社 E ｽｷ

おおおとことオムライス 杉本　憲一／著 文芸社 E ｽｷﾞ

せんろはつづくまだつづく 竹下　文子／文 金の星社 E ｽｽﾞ

ちいさなしまのだいもんだい スムリティ・プラサーダム・ホールズ／文 光村教育図書 E ｽﾀ

しろくまきょうだいのおべんとうやさん ｓｅｒｉｃｏ 白泉社 E セリ

プレストとゼスト　リンボランドをいく アーサー・ヨーリンクス／文 岩波書店 E ｾﾝ

へんかしらそうかしら 内田　麟太郎／作 鈴木出版 E ﾀｶ

怪盗グルーの月泥棒 アリー・キャプラン／脚色 小学館 E ﾁﾔ

まざっちゃおう！ アリー・チャン／作・絵 フレーベル館 E ﾁﾔ

へっこきへのた 苅田　澄子／文 文溪堂 E ﾂﾁ

やさいのおにたいじ つるた　ようこ／さく 福音館書店 E ﾂﾙ

さくらがさくと とうごう　なりさ／さく 福音館書店 E ﾄｳ

はじまるよはじまるよ とよた　かずひこ／作 世界文化社 E ﾄﾖ

どもるどだっく 高山　なおみ／文 ブロンズ新社 E ﾅｶ

ことばサーカス 二歩／作 アリス館 E ﾆﾎ

帰り道 有田　奈央／文 新日本出版社 E ﾊｼﾞ

ちちゃこいやつ ロブ・ハドソン／さく マイクロマガジン社 E ﾊﾄﾞ

にくのくに はらぺこめがね／作 教育画劇 E ﾊﾗ

ミニオンズ レイチェル・クレボウスキー／脚色 小学館 E ﾊﾞﾄ

あかいかさ ロバート・ブライト／さく ほるぷ出版 E ﾌﾞﾗ

おばけがふくをなくしたら シャルル・ル・プレヴォ／文 光村教育図書 E ﾎﾟﾒ

さくらの谷 富安　陽子／文 偕成社 E ﾏﾂ

おまつりをたのしんだおつきさま マシュー・ゴラブ／文 のら書店 E ﾏﾙ

おうさまのこどもたち 三浦　太郎／〔作〕 偕成社 E ﾐｳ

もしものせかい ヨシタケ　シンスケ／著 赤ちゃんとママ社 E ﾖｼ

ムーミン谷のなかまたち トーベ・ヤンソン／原案 徳間書店 E

紙芝居 えのぐちゃん 江波　ノッコ／脚本・絵 童心社 K

おはいんなさい！ さいとう　しのぶ／脚本・絵 童心社 K


