
日本の小説 転生王子はダラけたい　９ 朝比奈　和／〔著〕 アルファポリス F ｱｻ 9

あめつちのうた 朝倉　宏景／著 講談社 F ｱｻ

鶴屋南北の殺人 芦辺　拓／著 原書房 F ｱｼ

夢は捨てたと言わないで 安藤　祐介／著 中央公論新社 F ｱﾝ

日本蒙昧前史 磯崎　憲一郎／著 文藝春秋 F ｲｿ

囚われの山 伊東　潤／著 中央公論新社 F ｲﾄ

ボニン浄土 宇佐美　まこと／著 小学館 F ｳｻ

遺品博物館 太田　忠司／著 東京創元社 F ｵｵ

漣のゆくえ 梶　よう子／著 徳間書店 F ｶｼﾞ

本好きの下剋上　第５部〔２〕 香月　美夜／著 ＴＯブックス F ｶｽﾞ 5-2

黙示 今野　敏／著 双葉社 F ｺﾝ

夜の向こうの蛹たち 近藤　史恵／著 祥伝社 F ｺﾝ

会いに行って 笙野　頼子／著 講談社 F ｼﾖ

サキの忘れ物 津村　記久子／著 新潮社 F ﾂﾑ

ホーム 堂場　瞬一／著 集英社 F ﾄﾞｳ

ヒポクラテスの試練 中山　七里／著 祥伝社 F ﾅｶ

つながりません 長岡　弘樹／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾅｶﾞ

流浪の月 凪良　ゆう／著 東京創元社 F ﾅｷﾞ

チーム・オベリベリ 乃南　アサ／著 講談社 F ﾉﾅ

あしたの華姫 畠中　恵／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊﾀ

小説アドルフ・ヒトラー　１ 濱田　浩一郎／著 アルファベータブックス F ﾊﾏ 1

クスノキの番人 東野　圭吾／著 実業之日本社 F ﾋｶﾞ

セルロイドの海 平野　悠／著 ルーフトップ　ロフトブックス編集部 F ﾋﾗ

またね家族 松居　大悟／著 講談社 F ﾏﾂ

黄色い夜 宮内　悠介／著 集英社 F ﾐﾔ

ありふれた祈り 村山　由佳／著 集英社 F ﾑﾗ

外国の小説 三体　２上・下 劉　慈欣／著 早川書房 923.7 ﾘｳ 2-1・2

影を呑んだ少女 フランシス・ハーディング／著 東京創元社 933.7 ﾊﾃﾞ

彼女たちの部屋 レティシア・コロンバニ／著 早川書房 953.7 ｺﾛ

その日の予定 エリック・ヴュイヤール／〔著〕 岩波書店 953.7 ﾋﾞﾕ

文庫 ヴァイオレット・エヴァーガーデン　上・下 暁　佳奈／著 京都アニメーション B F ｱｶ 1・2

ヴァイオレット・エヴァーガーデン　外伝 暁　佳奈／著 京都アニメーション B F ｱｶ 3

ヴァイオレット・エヴァーガーデン エバ―・アフター 暁　佳奈／著 京都アニメーション B F ｱｶ 4

かくりよ神獣紀 糸森　環／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲﾄ

布石 上田　秀人／〔著〕 講談社 B F ｳｴ

後宮の烏　４ 白川　紺子／著 集英社 B F ｼﾗ 4

スマイル・ハンター 内藤　了／著 祥伝社 B F ﾅｲ

素晴らしき家族旅行　上・下 林　真理子／著 毎日新聞出版 B F ﾊﾔ 1・2

カエルの楽園２０２０ 百田　尚樹／著 新潮社 B F ﾋﾔ



文庫 高校事変　７ 松岡　圭祐／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ 7

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。　６．５ 渡　航／〔著〕 小学館 B F ﾜﾀ

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。アンソロジー　１～４ 渡　航／ほか〔著〕 小学館 B F 1～4

１日１０分のごほうび 赤川　次郎／著 双葉社 B F

静寂のララバイ リンダ・ハワード／著 ハーパーコリンズ・ジャパン B 933.7 ﾊﾜ

古関裕而　応援歌（エール）の神様 長尾　剛／著 ＰＨＰ研究所 B 762.1 ｺｾ

総記 毎日がもっと輝くみんなのノート術 日本能率協会マネジメントセンター／編 日本能率協会マネジメントセンター 002.7 ﾏ

哲学 パワーストーン大事典 マダム・マーシ／著 学研プラス 147 ﾏﾊﾟ

年収が増えれば増えるほど、幸せになれますか？ 前野　隆司／著 河出書房新社 151.6 ﾏﾈ

にゃんしゃりで心のお片づけ。 Ｊａｍ／マンガ・文 ＰＨＰ研究所 159 ｼﾞﾆ

成功哲学を学んでもなぜ成功しないのか？ 小林　英健／著 現代書林 159.4 ｺｾ

イスラム教 ニール・モリス／著 ゆまに書房 167 ﾓｲ

仏教 アニータ・ガネリ／著 ゆまに書房 180 ｶﾞﾌﾞ

ユダヤ教 カス・センカー／著 ゆまに書房 199 ｾﾕ

歴史 女帝小池百合子 石井　妙子／著 文藝春秋 289.1 ｺｲ

少年写真家の見た明治日本 ミヒャエル・モーザー／〔著〕 勉誠出版 291.0 ﾓｼ

社会科学 ワイルドサイドをほっつき歩け ブレイディみかこ／著 筑摩書房 302.3 ﾌﾞﾜ

バカの国 百田　尚樹／著 新潮社 304 ﾋﾊﾞ

ルポ百田尚樹現象 石戸　諭／著 小学館 311.3 ｲﾙ

目に見えぬ侵略 クライブ・ハミルトン／著 飛鳥新社 319.2 ﾊﾒ

シン・ニホン 安宅　和人／著 ニューズピックス 332.1 ｱｼ

世界観をつくる 水野　学／著 朝日新聞出版 336.1 ﾐｾ

思考の枠を超える 篠原　信／著 日本実業出版社 336.2 ｼｼ

世界トップエリートのコミュ力の基本 ムーギー・キム／著 ＰＨＰ研究所 336.4 ｷｾ

テレワーク大全 日経ＢＰ総合研究所イノベーションＩＣＴラボ／著 日経ＢＰ 336.4 ﾃ

入門図解テレワーク・副業兼業の法律と導入手続き実践マニュアル 森島　大吾／監修 三修社 336.4 ﾆ

コロナバブルの衝撃！ 菅下　清廣／著 実務教育出版 338.1 ｽｺ

親子で話そう！性教育 浅井　春夫／監修 朝日新聞出版 367.9 ｵ

創造する心 Ｍａｒｖｉｎ　Ｍｉｎｓｋｙ／著 オライリー・ジャパン 370.4 ﾐｿ

クリエイティブな校長になろう 平川　理恵／著 教育開発研究所 374 ﾋｸ

問いのデザイン 安斎　勇樹／著 学芸出版社 379.6 ｱﾄ

自然科学 もうダメかも マイケル・ブラストランド／〔著〕 みすず書房 417 ﾌﾞﾓ

カビの取扱説明書 浜田　信夫／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 465.8 ﾊｶ

考えるナメクジ 松尾　亮太／著 さくら舎 484.6 ﾏｶ

美腸の教科書 小野　咲／著 主婦の友社 493.4 ｵﾋﾞ

発達障害グレーゾーンでも夢を実現して幸せに生きる 岩渕　玄太／著 セルバ出版 493.7 ｲﾊ

感染症 井上　栄／著 中央公論新社 493.8 ｲｶ

人類と病 詫摩　佳代／著 中央公論新社 498 ﾀｼﾞ

やさしくなりたい　０１ 野地　洋介 野地　洋介 498.3 ﾔ

最高の美をつくる朝食メソッド 池上　淳子／著 ビジネス社 498.5 ｲｻ

おいしい＆ヘルシー！はじめてのスパイスブック カワムラ　ケンジ／著 幻冬舎 498.5 ｶｵ

技術 さらに、やめてみた。 わたなべ　ぽん／著 幻冬舎 590.4 ﾜｻ

ズボラさんでもＯＫ！オハラ式・着物の片付け収納＆お手入れお直し オハラ　リエコ／監修 世界文化社 593.8 ｽﾞ

身のまわりのものでできる手作りマスク 寺西　恵里子／著 日東書院本社 594 ﾃﾐ



技術 かわいいかぎ針編みリカちゃんのドレスブック アップルミンツ 594.3 ｶ

いちばんちいさなフェルトの花アクセサリー ＰｉｅｎｉＳｉｅｎｉ／著 エクスナレッジ 594.9 ﾋﾟｲ

素敵なグレイヘア グレイヘア東京／〔編〕 枻出版社 595.4 ｽ

ぐっち夫婦さん　山本ゆりさん　リュウジさんの超特急！ひと皿ごはん５５ 扶桑社 596 ｸﾞ

調味料保存＆使い切りのアイデア帖 島本　美由紀／著 パイインターナショナル 596 ｼﾁ

みきママのおうちで作る外食ごはん 藤原　美樹／著 扶桑社 596 ﾌﾐ

野菜が長持ち＆使い切るコツ、教えます！ 島本　美由紀／著 小学館 596.3 ｼﾔ

夏麺ＢＯＯＫ オレンジページ 596.3 ﾅ

気鋭のリーダー１０人に学ぶ新しい子育て 宮本　恵理子／著 日経ＢＰ 599.0 ﾐｷ

産業 山の家のイタリアン 相場　正一郎／著 ｍｉｌｌｅ　ｂｏｏｋｓ 673.9 ｱﾔ

居酒屋ＮＥＯ 柴田書店／編 柴田書店 673.9 ｲ

懐かしくて新しいレトロスタイルデザイン 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 ﾅ

芸術 １３歳からのアート思考 末永　幸歩／著 ダイヤモンド社 704 ｽｼﾞ

絵手紙初心者のための１０のヒント 清野　章子／著 日貿出版社 724.1 ｾｴ

水彩画レッスン花と風景 玉神　輝美／著 ホビージャパン 724.4 ﾀｽ

ＨＡＰＰＹおばさんのしあわせな暮らし方 田村　セツコ／著 興陽館 726.5 ﾀﾑ

京楽堂の消しゴムはんこコレクション 京楽堂／著 主婦の友インフォス 736 ｷｷ

おいしく折ろう食育おりがみ　〔第１集〕 西田　良子／製作・著 全国学校給食協会 754.9 ﾆｵ 1

古関裕而珠玉の３０曲 塩澤　実信／著 展望社 762.1 ｺｾ

速効！すぐ弾けるロック・ベース エス・アンド・エイチ 763.5 ｿ

使ってはいけない言葉 忌野　清志郎／著 百万年書房 767.8 ｲﾏ

希林のコトダマ 椎根　和／著 芸術新聞社 778.2 ｷｷ

麒麟がくる　後編 池端　俊策／ほか作 ＮＨＫ出版 778.8 ｷ 2

平尾誠二を語る 橋野　薫／著 草思社 783.4 ﾋﾗ

野村監督の教え 飯尾　哲司／著 光文社 783.7 ｲﾉ

ノムさんへの手紙 週刊ベースボール／編 ベースボール・マガジン社 783.7 ﾉ

地上最強の男 百田　尚樹／著 新潮社 788.3 ﾋﾁ

一門 神田　憲行／著 朝日新聞出版 796.0 ﾓﾘ

文学 村上Ｔ 村上　春樹／著 マガジンハウス 914 ﾑﾗ

沢木耕太郎セッションズ〈訊いて、聴く〉　４ 沢木　耕太郎／編著 岩波書店 914.6 ｻﾜ 4

郷土資料 受け師の道 樋口　薫／著 東京新聞 A 796.0 ﾋｳ

コミック 重版未来 川崎　昌平／著 白泉社 ｺﾐｯｸ ｶｼﾞ

児童書（知識） 図書館・警察署 青山　由紀／監修 金の星社 010

かいけつゾロリのまいにちなぞなぞ１年分 小野寺　ぴりり紳／作 ポプラ社 031

世界一おもしろいくらべっこ大図鑑 クライヴ・ギフォード／文 河出書房新社 033

ホンこわ！世界に伝わる本当に怖い話 野宮　麻未／著 理論社 147

おやくそくえほん 高濱　正伸／監修 日本図書センター 159

きみを強くする５０のことば 工藤　勇一／著 かんき出版 159

タテ割り日本史　１～５ 講談社／編 講談社 210 1～5

ピラミッドのサバイバル　１ 洪　在徹／文 朝日新聞出版 242 1

世界の国旗図鑑 苅安　望／著 偕成社 288

心のバリアフリーを学ぶ　１・２ 高橋　儀平／監修 小学館クリエイティブ 369 1・2

福祉がわかるシリーズ　１・２ 稲葉　茂勝／著 ミネルヴァ書房 369 1・2

調べよう！バリアフリーと福祉用具　２～５ 渡辺　崇史／監修 ポプラ社 369 2～5



児童書（知識） もしものときにきみならどうする？防災　２ 国崎　信江／監修 ＷＡＶＥ出版 369 2

あったらいいな、こんな車いす 斎藤　多加子／著 汐文社 369

あそんでおぼえる手話　１～５ 江副　悟史／監修 岩崎書店 378 1～5

知ろう！学ぼう！障害のこと　１～７ 金の星社 378 1～7

楽しくおぼえよう！はじめての手話と点字　１～３ 金の星社 378 1～3

手で読む心でさわるやさしい点字　１～６ 日本点字委員会／監修 国土社 378 1～6

ＮＨＫカガクノミカタ　１～３ ＮＨＫ「カガクノミカタ」制作班／編 ＮＨＫ出版 407 1～3

実験対決　３４ 洪　鐘賢／絵 朝日新聞出版 407 34

自由研究できたえる！！ホンモノの考察力 沼田　晶弘／監修 イースト・プレス 407

もぐ★もぐ自由研究＆クラフト 学研プラス 407

名探偵コナンの１０才までに算数センスを育てる１５７問 青山　剛昌／原作 小学館 410

くらべよう！どうぶつの赤ちゃん　１～７ 小宮　輝之／監修 小峰書店 480 1～7

頂上決戦！ＵＭＡ未確認生物最強王決定戦 ＵＭＡ研究調査隊／編著 西東社 480

どっちが強い！？動物オリンピック編 Ｘベンチャーオールスターズ／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 480

足のうらずかん　１～３ 村田　浩一／監修 鈴木出版 481.1 1～3

ファーブル先生の昆虫教室　１・３・４ 奥本　大三郎／文 ポプラ社 486 1・3・4

追跡！ごみのゆくえ　古紙 吉田　忠正／文・写真 ほるぷ出版 518

追跡！ごみのゆくえ　粗大ごみ 吉田　忠正／文・写真 ほるぷ出版 518

追跡！ごみのゆくえ　びん・かん 吉田　忠正／文・写真 ほるぷ出版 518

追跡！ごみのゆくえ　ペットボトル 吉田　忠正／文・写真 ほるぷ出版 518

追跡！ごみのゆくえ　燃やさないごみ 吉田　忠正／文・写真 ほるぷ出版 518

追跡！ごみのゆくえ　燃やすごみ 吉田　忠正／文・写真 ほるぷ出版 518

海のプラスチックごみ調べ大事典 保坂　直紀／著 旬報社 519

観光列車・ＳＬ 国土社編集部／編 国土社 536

新幹線 国土社編集部／編 国土社 536

世界ののりもの図鑑２５００ スタジオタッククリエイティブ 536

はたらくじどう車　１～４ 元浦　年康／写真・監修 学研プラス 537 1～4

世界のクルマ大百科 スタジオタッククリエイティブ 537

レジェンドカーずかん 小堀　和則／監修 成美堂出版 537

生ごみからエネルギーをつくろう！ 多田　千佳／ぶん 農山漁村文化協会 575

パン屋さん・レストラン 青山　由紀／監修 金の星社 588

５分でめちゃかわ〓女子力アップおしゃれ☆スタイルレッスン帳 遠山　健太／ストレッチ監修 ＰＨＰ研究所 595

５分でめちゃかわ〓女子力アップヘアアレンジＢＯＯＫ ＺＵＳＳＯ　ＫＩＤＳ／監修 ＰＨＰ研究所 595

はたらく犬たち　１・２ アルバ／編 金の星社 645 1・2

捨て犬・未来、天国へのメッセージ 今西　乃子／著 岩崎書店 645

花屋さん・ドラッグストア 青山　由紀／監修 金の星社 673

新幹線大百科 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686

新幹線のヒミツ 「旅と鉄道」編集部／編集 天夢人 686

鉄道のひみつ図鑑 スタジオタッククリエイティブ 686

日本全国特急大百科 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686

まちの電車大百科 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 686

みんなが知りたい！鉄道のすべてこの一冊でしっかりわかる 「鉄道のすべて」編集室／著 メイツユニバーサルコンテンツ 686

列車と一緒に大冒険！日本の鉄道路線図スーパーガイド 野月　貴弘／監修 ナツメ社 686

キミも運動ができるようになる　１～３ 近藤　隆夫／著 汐文社 780 ｺｷ 1～3



サイゼリヤのまちがいさがし サイゼリヤ／著 新星出版社 798.3 ｻ

ＮＥＷマーク・記号の大百科　１～６ 太田　幸夫／監修 学研プラス 801 1～6

かいけつゾロリのまいにちおやじギャグ１年分 小野寺　ぴりり紳／作 ポプラ社 807

参上！四字熟語妖怪たぬし　１ くまみね／まんが 朝日学生新聞社 814 1

おばけがヒュードロ熟語の話 木暮　正夫／文 岩崎書店 814

かずのかずかず熟語の話 木暮　正夫／文 岩崎書店 814

コウペンちゃんといっしょに学ぶ小学生のことわざ・慣用句 るるてあ／イラスト ＫＡＤＯＫＡＷＡ 814

コウペンちゃんといっしょに学ぶ小学生の四字熟語 るるてあ／イラスト ＫＡＤＯＫＡＷＡ 814

こころにズッキン熟語の話 木暮　正夫／文 岩崎書店 814

しりたいフムフム熟語の話 木暮　正夫／文 岩崎書店 814

ツッコミ！ことわざ・慣用句 金田一　秀穂／監修 学研プラス 814

どうぶつゾロゾロ熟語の話 木暮　正夫／文 岩崎書店 814

まんが慣用句事典 深谷　圭助／監修 金の星社 814

まんがことわざ事典 深谷　圭助／監修 金の星社 814

まんが四字熟語事典 深谷　圭助／監修 金の星社 814

名探偵コナンの１０才までに覚えたい難しいことば１０００　ステップアップ編 青山　剛昌／原作 小学館 814

児童書（読物） 原稿用紙１枚の物語 あいはら　まひろ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｲ

冒険は月曜の朝 荒木　せいお／作 新日本出版社 F ｱﾗ

王の祭り 小川　英子／著 ゴブリン書房 F ｵｶﾞ

きつねのしっぽ おくはら　ゆめ／作 小峰書店 F ｵｸ

ラビントットと空の魚　第４話・第５話 越智　典子／作 福音館書店 F ｵﾁ 4・5

星くずクライミング 樫崎　茜／作 くもん出版 F ｶｼ

魔女の宅急便 角野　栄子／原作 徳間書店 F ｶﾄﾞ

ふたりはとっても本がすき！ 如月　かずさ／作 小峰書店 F ｷｻ

魔女のうらないグミ 草野　あきこ／作 ＰＨＰ研究所 F ｸｻ

１ねん１くみ１ばんジャンプ！ 後藤　竜二／作 ポプラ社 F ｺﾞﾄ

ほねほねくんサーカスにいく すえよし　あきこ／作 あかね書房 F ｽｴ

バウムクーヘンとヒロシマ 巣山　ひろみ／著 くもん出版 F ｽﾔ

妖怪たちと秘密基地 富安　陽子／作 理論社 F ﾄﾐ

ルビねこと星ものがたり 野中　柊／作 理論社 F ﾉﾅ

かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！ 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ

妖怪の子預かります　１・２ 廣嶋　玲子／作 東京創元社 F ﾋﾛ 1・2

十年屋　４ 廣嶋　玲子／作 静山社 F ﾋﾛ 4

まじょのナニーさん　〔６〕 藤　真知子／作 ポプラ社 F ﾌｼﾞ 6

保健室経由、かねやま本館。 松素　めぐり／著 講談社 F ﾏﾂ

無限の中心で まはら　三桃／著 講談社 F ﾏﾊ

イーブン 村上　しいこ／作 小学館 F ﾑﾗ

ゴリラの王様 山本　福敏／著 パブリック・ブレイン F ﾔﾏ

アサギマダラの手紙 横田　明子／作 国土社 F ﾖｺ

ウサギとぼくのこまった毎日 ジュディス・カー／作・絵 徳間書店 933 ｹﾙ

秘密のノート ジョー・コットリル／作 小学館 933 ｺﾂ

震える叫び Ｒ．Ｌ．スタイン／監修 理論社 933

絵本 手話でつながる世界のあいさつ 全国手話通訳問題研究会／作 クリエイツかもがわ E 378

こどもたちはまっている 荒井　良二／著 亜紀書房 E ｱﾗ



絵本 きんぴらきょうだい 苅田　澄子／文 講談社 E ｵｵ

よい子れんしゅう帳 おかべ　りか／作 福音館書店 E ｵｶ

うみでなんのぎょうれつ？ オームラ　トモコ／作 ポプラ社 E ｵﾑ

おばけえん 最上　一平／作 教育画劇 E ｶﾜ

うでのいいくつや くすのき　しげのり／作 フレーベル館 E ｻﾜ

どこからきたの？おべんとう 鈴木　まもる／作・絵 金の星社 E ｽｽﾞ

わにくんのだめだめきゅうり すみくら　ともこ／〔作〕 みらいパブリッシング E ｽﾐ

きゅうきゅうしゃのぴぽくん 砂田　弘／作 偕成社 E ﾀｶ

ほらふきカールおじさん 斉藤　洋／文 講談社 E ﾀｶ

わっはは　ぼくのなつやすみ おの　りえん／作 こぐま社 E ﾀﾀﾞ

おばけのバーバパパ アネット＝チゾン／さく 偕成社 E ﾁｿﾞ

はかせのふしぎなプール 中村　至男／さく 福音館書店 E ﾅｶ

ファイアー 長谷川　集平／作 理論社 E ﾊｾ

コートニー ジョン・バーニンガム／さく ほるぷ出版 E ﾊﾞﾆ

ねんころりん ジョン・バーニンガム／さく ほるぷ出版 E ﾊﾞﾆ

妖怪のど自慢 広瀬　克也／作 絵本館 E ﾋﾛ

パパぺんぎんとたまご フランス・クアトロム／さく マイクロマガジン社 E ﾌﾞﾛ

ぞうのエルマーさがしえブック デビッド・マッキー／さく 文溪堂 E ﾏﾂ

ちいさなひこうきのたび みねお　みつ／さく 福音館書店 E ﾐﾈ

ウルトラマンとぼくらＶＳ．怪獣ぐんだん 山本　孝／作・絵 ポプラ社 E ﾔﾏ

ヒゲタさん 山西　ゲンイチ／作・絵 徳間書店 E ﾔﾏ

７年目のランドセル 内堀　タケシ／写真・文 国土社 E 376

いし 中川　ひろたか／作 アリス館 E 458

ぼくらはいけのカエル まつおか　たつひで／さく ほるぷ出版 E 487

うどんできた！ 加藤　休ミ／さく 福音館書店 E 596

一般（自然科学） ＯＲＩＧＩＮＳ オリヴィエ・グリューネヴァルト／写真 ポプラ社 450 ｸﾞｵ

児童書（知識） 発見！くらしのなかのプログラミング　１～３ 藤川　大祐／監修 ポプラ社 007

現地取材！世界のくらし　１～１０ ポプラ社 290 1～10

職場体験完全ガイド　６６～７０ ポプラ社 366 66～70

さがしてみよう！まちたんけん　１～５ 森田　和良／監修 ポプラ社 375 1～5

お天気博士になろう！　１～５ 日本気象協会／監修 ポプラ社 451 1～5

ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの新伝説おどろき写真ストーリー　１～6 ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ／編 ポプラ社 480

どうぶつのかおならべてみた！ 高岡　昌江／文 ポプラ社 481.1

からだのなかのびっくり事典 こざき　ゆう／文 ポプラ社 491

からだのなかのびっくり事典　もっと！！ こざき　ゆう／文 ポプラ社 491.3

しらべよう！はたらく犬たち　１～４ ポプラ社 645 1～4

日本遺産　１・２ 文化庁／協力 ポプラ社 709.1 ﾆ 1・2

おりがみ・こうさく★ミニブック　１～７ ポプラ社 754.9 ｵ 1～7

日東精工株式会社様から寄贈して頂いた本のリスト


