
分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

日本の小説 イグジット 相場　英雄／著 日経ＢＰ F ｱｲ

鼠、十手を預かる 赤川　次郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｶ

ばあさんは１５歳 阿川　佐和子／著 中央公論新社 F ｱｶﾞ

もろびとの空 天野　純希／著 集英社 F ｱﾏ

あなたが私を竹槍で突き殺す前に 李　龍徳／著 河出書房新社 F ｲ

飛石を渡れば 一色　さゆり／著 京都：淡交社 F ｲﾂ

愚か者（フリムン）の島 乾　緑郎／著 祥伝社 F ｲﾇ

羊は安らかに草を食み 宇佐美　まこと／著 祥伝社 F ｳｻ

アクティベイター 冲方　丁／著 集英社 F ｳﾌﾞ

ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前　粟生／著 河出書房新社 F ｵｵ

老婦人マリアンヌ鈴木の部屋 荻野　アンナ／著 朝日新聞出版 F ｵｷﾞ

母影 尾崎　世界観／著 新潮社 F ｵｻﾞ

オルタネート 加藤　シゲアキ／著 新潮社 F ｶﾄ

水葬 鏑木　蓮／著 徳間書店 F ｶﾌﾞ

コンジュジ 木崎　みつ子／著 集英社 F ｷｻﾞ

応仁悪童伝 木下　昌輝／〔著〕 角川春樹事務所 F ｷﾉ

ははのれんあい 窪　美澄／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｸﾎﾞ

月下美人を待つ庭で 倉知　淳／著 東京創元社 F ｸﾗ

ラストは初めから決まっていた 小手鞠　るい／著 ポプラ社 F ｺﾃﾞ

心淋し川 西條　奈加／著 集英社 F ｻｲ

野望の屍 佐江　衆一／著 新潮社 F ｻｴ

花は散っても 坂井　希久子／著 中央公論新社 F ｻｶ

ミッドナイト 柴田　哲孝／著 双葉社 F ｼﾊﾞ

国道食堂　２ｎｄ　ｓｅａｓｏｎ 小路　幸也／著 徳間書店 F ｼﾖ 2

あなたがはいというから 谷川　直子／著 河出書房新社 F ﾀﾆ

おとぎカンパニー　妖怪編 田丸　雅智／著 光文社 F ﾀﾏ

十年後の恋 辻　仁成／著 集英社 F ﾂｼﾞ

紅蓮の雪 遠田　潤子／著 集英社 F ﾄｵ



日本の小説 青天を衝け　１ 大森　美香／作 ＮＨＫ出版 F ﾄﾖ 1

刑事の枷 堂場　瞬一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾄﾞｳ

小説秋月鶴山 童門　冬二／著 ＰＨＰ研究所 F ﾄﾞｳ

ヘルメースの審判 楡　周平／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾆﾚ

転職の魔王様 額賀　澪／著 ＰＨＰ研究所 F ﾇｶ

旅する練習 乗代　雄介／著 講談社 F ﾉﾘ

さようならアルルカン／白い少女たち 氷室　冴子／著 集英社 F ﾋﾑ

銀獣の集い 廣嶋　玲子／著 東京創元社 F ﾋﾛ

睦家四姉妹図 藤谷　治／著 筑摩書房 F ﾌｼﾞ

メイド・イン京都 藤岡　陽子／著 朝日新聞出版 F ﾌｼﾞ

零から０へ まはら　三桃／著 ポプラ社 F ﾏﾊ

フシギ 真梨　幸子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾏﾘ

公孫龍　巻１ 宮城谷　昌光／著 新潮社 F ﾐﾔ 1

おたがいさま 群　ようこ／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾑﾚ

アンブレイカブル 柳　広司／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔﾅ

星になりたかった君と 遊歩新夢／著 実業之日本社 F ﾕｳ

ぜにざむらい 吉川　永青／著 朝日新聞出版 F ﾖｼ

棟居刑事と七つの事件簿 森村　誠一／〔ほか〕著 論創社 F

外国の小説 ダリウスは今日も生きづらい アディーブ・コラーム／著 集英社 933.7 ｺﾗ

はじまりの２４時間書店 ロビン・スローン／著 東京創元社 933.7 ｽﾛ

マイ・シスター、シリアルキラー オインカン・ブレイスウェイト／著 早川書房 933.7 ﾌﾞﾚ

炎と血　２ ジョージ・Ｒ．Ｒ．マーティン／著 早川書房 933.7 ﾏﾃ 2

文庫 わたしの幸せな結婚　１～４ 顎木　あくみ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｱｷﾞ 1～4

六畳間のピアノマン 安藤　祐介／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｱﾝ

赤い砂 伊岡　瞬／著 文藝春秋 B F ｲｵ

カンパニー 伊吹　有喜／著 新潮社 B F ｲﾌﾞ

竜騎士のお気に入り　８ 織川　あさぎ／著 一迅社 B F ｵﾘ 8

うちの旦那が甘ちゃんで　１～６ 神楽坂　淳／〔著〕 講談社 B F ｶｸﾞ 1～6

おもいで写眞 熊澤　尚人／〔著〕 幻冬舎 B F ｸﾏ

はるなつふゆと七福神 賽助／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン B F ｻｲ

身分帳 佐木　隆三／〔著〕 講談社 B F ｻｷ

スクールポリス 佐々木　充郭／〔著〕 ポプラ社 B F ｻｻ

恋する母たち 柴門　ふみ／原作 小学館 B F ﾄﾖ

時効の果て 堂場　瞬一／著 角川春樹事務所 B F ﾄﾞｳ



文庫 それぞれの陽だまり 中島　久枝／著 光文社 B F ﾅｶ

はじまりの空 中島　久枝／著 光文社 B F ﾅｶ

ひかる風 中島　久枝／著 光文社 B F ﾅｶ

友の友は友だ 野口　卓／著 集英社 B F ﾉｸﾞ

悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される　１～１１ ぷにちゃん／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾌﾟﾆ 1～11

小説ＳＴＡＮＤ　ＢＹ　ＭＥドラえもん 藤子・Ｆ・不二雄／原作 小学館 B F ﾔﾏ

小説ＳＴＡＮＤ　ＢＹ　ＭＥドラえもん２ 藤子・Ｆ・不二雄／原作 小学館 B F ﾔﾏ

名も無き世界のエンドロール 行成　薫／著 集英社 B F ﾕｷ

総記 迷惑メール白書　２０２０ 迷惑メール対策推進協議会／編集 迷惑メール対策推進協議会 R 007.3 ﾒ

専門学へのいざない 新里　卓／編著 成文堂 002 ｼｾ

Ｗｉｎｄｏｗｓ１０徹底活用バイブル 日経ＢＰ社 007.6 ｳ

読書革命 金川　顕教／著 総合法令出版 019.1 ｶﾄﾞ

何のために本を読むのか 齋藤　孝／著 青春出版社 019.9 ｻﾅ

さあ、本を出そう！ 金川　顕教／著 総合法令出版 021.3 ｶｻ

哲学 これからの哲学入門 岸見　一郎／著 幻冬舎 104 ｷｺ

７日間で自分で決められる人になる 根本　裕幸／著 サンマーク出版 146.8 ﾈﾅ

地球統合計画ＮＥＯ 超常戦士ケルマデック エムエム・ブックス 147 ﾁﾁ

あの世がしかけるこの世ゲーム 並木　良和／著 サンマーク出版 147 ﾅｱ

宇宙人からの大きな愛の受け取り方 服部　エリー／著 大和出版 147 ﾊｳ

年収１億円の神ルール１０ 金川　顕教／著 ポプラ社 159 ｶﾈ

ひらめきはスキルである 瀬田　崇仁／著 総合法令出版 159.4 ｾﾋ

泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ／編 ポプラ社 159.7 ﾅ

おじゅっさんのおはなし 隅谷　俊紀／著 パレード 188.7 ｽｵ

歴史 きみの大逆転 青山　繁晴／著 ワニ・プラス 210.7 ｱｷ

安倍家の素顔 安倍　寛信／著 オデッセー出版 288.3 ｱｱ

永遠に伝えたい平成の御代の感動記録　永久保存版写真集 ピーエヌサービス 288.4 ｴ

青天を衝け ＮＨＫ出版 289.1 ｼﾌﾞ

ペルソナ 中野　信子／著 講談社 289.1 ﾅｶ

三都名所図会 ＡＢＣワーク 291 ｻ

社会科学 自由への手紙オードリー・タン オードリー・タン／語り 講談社 304 ｵｼﾞ

バカの壁 養老　孟司／著 新潮社 304 ﾖﾊﾞ

ＩＳの人質 プク・ダムスゴー／著 光文社 316.4 ﾀﾞｱ

安倍・菅政権ｖｓ．検察庁 村山　治／著 文藝春秋 327.1 ﾑｱ

経済安全保障リスク 平井　宏治／著 育鵬社 332.1 ﾋｹ



社会科学 大転換の時代 ジム・ロジャーズ／著 プレジデント社 333.6 ﾛﾀﾞ

カカ・ムラド～ナカムラのおじさん ガフワラ／原作 双葉社 333.8 ｶ

図解ＳＤＧｓ入門 村上　芽／著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 333.8 ﾑｽﾞ

お金も仲間も引き寄せる神コミュニティの創り方 山口　雄輝／著 ぱる出版 335 ﾔｵ

小さな会社の決算書読み方使い方がわかる本 冨田　健太郎／著 自由国民社 336.8 ﾄﾁ

酒田五法は風林火山 日本証券新聞社／編・著 日本証券新聞社 338.1 ｻ

バイデン時代の「最強」投資戦略 菅下　清廣／著 実務教育出版 338.1 ｽﾊﾞ

ようこそ！フリーランス１年生ぶっちゃけ知らないと損する税金と領収書の教科書 鎌倉　圭／著 宝島社 345 ｶﾖ

私たちの税金（墨字版）　令和２年度版 国税庁広報広聴室 国税庁広報広聴室 345 ﾜ

私たちの税金（点字図書）　令和２年度版 国税庁広報広聴室 国税庁広報広聴室 345 ﾜ

おじさんは、地味な資格で稼いでく。 佐藤　敦規／〔著〕 クロスメディア・パブリッシング 366.2 ｻｵ

親も自分もすり減らない！？シングル介護術 さらだ　たまこ／著 ＷＡＶＥ出版 369.2 ｻｵ

１０代からの批判的思考 名嶋　義直／編著 明石書店 370.4 ﾅｼﾞ

ひびわれ壺 菅原　裕子／訳〔著〕 二見書房 379.9 ｽﾋ

非認知能力を伸ばすおうちモンテッソーリ７７のメニュー しののめモンテッソーリ子どもの家／監修 東京書籍 379.9 ﾋ

お墓の建て方・祀り方、墓じまいまで 主婦の友社／編 主婦の友社 385.6 ｵ

年刊　日本の祭り　二〇二〇～二一年版 株式会社　編集工房XYZ 大阪：日本の祭りネットワーク 386.1 ﾈ

自然科学 禍いの科学 ポール・Ａ．オフィット／著 日経ナショナルジオグラフィック社 404 ｵﾜ

図説科学の百科事典　１～７ 朝倉書店 408 ｽﾞ 1～7

細胞とはなんだろう 武村　政春／著 講談社 463 ﾀｻ

絶滅危惧動物百科　１～１０ 自然環境研究センター／監訳 朝倉書店 480.3 ｾﾞ 1～10

海の動物百科　１～５ Ａｎｄｒｅｗ　Ｃａｍｐｂｅｌｌ／〔編〕 朝倉書店 481.7 ｳ 1～5

あふれる力。唾液がカギを握る！ 株式会社オーラルケア 株式会社オーラルケア 491.3 ｶｱ

空気を読む脳 中野　信子／〔著〕 講談社 491.3 ﾅｸ

大腸がんでは死なせない 工藤　進英／著 滋慶出版　つちや書店 493.4 ｸﾀﾞ

専門医が教える声が出にくくなったら読む本 渡邊　雄介／著 あさ出版 496.9 ﾜｾ

最高の歩き方 能勢　博／著 世界文化社 498.3 ﾉｻ

よりよい食生活のために（点字図書）　上・下巻 すこやか食生活協会 すこやか食生活協会 498.5 ﾖ 1・2

技術 そこに工場があるかぎり 小川　洋子／著 集英社 509.2 ｵｿ

すごいぞ台湾　〔２０２０〕 アーク・コミュニケーションズ出版部 509.2 ｽ

気候変動から世界をまもる３０の方法 国際環境ＮＧＯ　ＦｏＥ　Ｊａｐａｎ／編 合同出版 519 ｷ

間取りのすごい新常識 エクスナレッジ 527.1 ﾏ

岸朝子の旬の食材で簡単料理（点字図書）　上・下巻 岸　朝子 すこやか食生活協会 596 ｷｷ 1・2

健康な食生活のための献立レシピ集（点字図書）　上巻[春・夏] すこやか食品生活協会 すこやか食品生活協会 596 ｹ 1



技術 健康な食生活のための献立レシピ集（点字図書）　下巻[秋・冬] すこやか食品生活協会 すこやか食品生活協会 596 ｹ 2

てま抜きおかずのベストレシピ 扶桑社 596 ﾃ

電子レンジで簡単料理（点字図書）　上・下巻 すこやか食生活協会 すこやか食生活協会 596 ﾃﾞ 1・2

忙しいときこそ鍋に頼る！ホットクックレシピ オレンジページ 596

江上栄子さんの家庭の健康料理教えます（点字図書）　上・下巻 江上栄子 すこやか食生活協会 596.2 ｴｴ 1・2

和食の基本知識　上・下巻 すこやか食生活協会 すこやか食生活協会 596.2 ﾜ 1・2

やっぱりたまごが好き オレンジページ 596.3 ﾔ

和・洋・中華のお菓子作り基本レシピ 田口　道子 すこやか食生活協会 596.6 ﾀﾜ

ＣＨＯＩＣＥ シオリーヌ／著 イースト・プレス 598.2 ｼﾁ

あかちゃんからのかぞくの医学 本間　真二郎／著 クレヨンハウス 598.3 ﾎｱ

人も街も動かす！巻き込み力 水野　孝一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 601.1 ﾐﾋ

産業 図解でわかる１４歳から知る食べ物と人類の１万年史 インフォビジュアル研究所／著 太田出版 611.3 ｽﾞ

希望の一滴 中村　哲／著 西日本新聞社 614.3 ﾅｷ

点字電話帳京都府版（墨字版） ＮＴＴタウンページ 西日本電信電話株式会社 694.6 ﾃ

点字電話帳京都府版（点字図書） ＮＴＴタウンページ 西日本電信電話株式会社 694.6 ﾃ

芸術 シンデレラ　自由をよぶひと レベッカ・ソルニット／著 河出書房新社 726.6 ﾗｼ

読売報道写真集　２０２１ 読売新聞東京本社 748 ﾖ 21

かわいくてとっても楽しい！紙のおもちゃ ｍｏｋｏ／著 日本ヴォーグ社 754.9 ﾓｶ

近代日本の音楽百年　第４巻 細川　周平／著 岩波書店 762.1 ﾎｷ 4

やがて鐘（カンパネラ）は鳴る フジコ・ヘミング／著 双葉社 762.3 ﾍﾐ

オトナのＪ－ＰＯＰバラード＆人気プレイリスト シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ｵ

泣き笑いのエピソード 秦　基博／作詞・作曲　うた ＮＨＫ出版 M 763.2 ﾊﾅ

火の玉ストレート 藤川　球児／著 日本実業出版社 783.7 ﾌｼﾞ

言語 出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記 宮崎　伸治／著 三五館シンシャ 801.7 ﾐｼ

文学 ＮＨＫラジオ深夜便文豪通信 中川　越／著 河出書房新社 910.2 ｴ

金閣を焼かなければならぬ 内海　健／著 河出書房新社 910.2 ﾐｼ

万葉樵話 多田　一臣／著 筑摩書房 911.1 ﾀﾏ

長塚節「羇旅雑咏」 山形　洋一／著 未知谷 911.1 ﾔﾅ

名句鑑賞アルバム 片山　由美子／選句・鑑賞 ＮＨＫ出版 911.3 ｶﾒ

あるある！お悩み相談室「名句の学び方」 岸本　葉子／著 ＮＨＫ出版 911.3 ｷｱ

男の業の物語 石原　慎太郎／著 幻冬舎 914.6 ｲｼ

海をあげる 上間　陽子／著 筑摩書房 914.6 ｳｴ

生きるコツ 姜　尚中／著 毎日新聞出版 914.6 ｶﾝ

遺言未満、 椎名　誠／著 集英社 914.6 ｼｲ



文学 生きる力 笠井　信輔／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 916 ｶｻ

移動図書館の子供たち 我妻　俊樹／〔ほか〕著 柏書房 918.6 ｲ

暴君 スティーブン・グリーンブラット／〔著〕 岩波書店 932.5 ｼｴ

コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ／著 早川書房 974 ｼﾞﾖ

児童書（知識） １４歳の教室 若松　英輔／著 ＮＨＫ出版 104

世界史探偵コナン　１～６ 青山　剛昌／原作 小学館 209 1～6

ピラミッドのサバイバル　４ 洪　在徹／文 朝日新聞出版 242 4

未来からの伝言 那須田　淳／作 講談社 333

なぜ僕らは働くのか 池上　彰／監修 学研プラス 366

すし屋のすてきな春原さん 戸森　しるこ／作 講談社 367

みんなはアイスをなめている 安田　夏菜／作 講談社 368

どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！自然災害サバイバル　３ 木原　実／監修 日本図書センター 369 3

学校、行かなきゃいけないの？ 雨宮　処凛／著 河出書房新社 371

「さみしさ」の力 榎本　博明／著 筑摩書房 371

十二支えほん 谷山　彩子／作 あすなろ書房 382

うんこドリル空想科学読本　２ 柳田　理科雄／著 文響社 404 2

宇宙のとびら　２０２１Ｗｉｎｔｅｒ　０５４ 公益財団法人　日本宇宙少年団（ＹＡＣ） 学研プラス 440

ソラトビ手帳　２０２１ 時事通信出版局 440

絶景のふしぎ１００ 佐野　充／監修 偕成社 450

海をこえて虫フレンズ 吉野　万理子／作 講談社 468

はたらく細胞ウイルス＆細菌図鑑 講談社／編 講談社 493

夢の発電って、なんだろう？ 森川　成美／作 講談社 501

水とトイレがなかったら？ 石崎　洋司／作 講談社 517

「あかつき」一番星のなぞにせまれ！ 山下　美樹／文 文溪堂 538.9

アルミ鋳物のひみつ 山口　育孝／まんが 学研プラス 565

大研究！みんなに元気を！栄養ドリンク トリル／漫画 講談社ビーシー 588

５回で折れるかざれる！あそべる！おりがみ　３ いしかわ　まりこ／作 汐文社 754.9 ｲｺﾞ 3

えほん寄席　奇想天外の巻 桂　文我／〔ほか〕噺 小学館 779.1 ｴ

学校であそぼう！ゲームの達人　３ 竹井　史郎／著 岩崎書店 781.9 ﾀｶﾞ 3

わかるかな？小学生の陸上競技ルール 三浦　敬司／著 ベースボール・マガジン社 782 ﾐﾜ

春の夢 萩尾　望都／著 小学館 ｺﾐｯｸ ﾊﾊ

秘密の花園　１ 萩尾　望都／著 小学館 ｺﾐｯｸ ﾊﾋ 1

ユニコーン 萩尾　望都／著 小学館 ｺﾐｯｸ ﾊﾕ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ 廣嶋　玲子／著 偕成社 910 ﾋﾛ



児童書（知識） 超訳マンガ国語で習う名詩・短歌・俳句物語 学研プラス 911

児童書（読物） ジャレットと魔法のコイン あんびる　やすこ／作・絵 ポプラ社 F ｱﾝ

朔と新 いとう　みく／著 講談社 F ｲﾄ

口で歩く 丘　修三／作 小峰書店 F ｵｶ

くもとり山のイノシシびょういん かこ　さとし／文 福音館書店 F ｶｺ

リンゴちゃんのいえで 角野　栄子／作 ポプラ社 F ｶﾄﾞ

オニタロウ こさか　まさみ／文 福音館書店 F ｺｻ

アニメコミックおしりたんてい　６ ポプラ社 F ﾄﾛ 6

めいたんていサムくんとあんごうマン 那須　正幹／作 童心社 F ﾅｽ

絶望鬼ごっこ　〔１５〕 針　とら／作 集英社 F ﾊﾘ 15

十年屋　４ 廣嶋　玲子／作 ほるぷ出版 F ﾋﾛ 4

みけねえちゃんにいうてみな　ともだちのひみつ 村上　しいこ／作 理論社 F ﾑﾗ

小説ＳＴＡＮＤ　ＢＹ　ＭＥドラえもん 藤子・Ｆ・不二雄／原作 小学館 F ﾔﾏ

小説ＳＴＡＮＤ　ＢＹ　ＭＥドラえもん２ 藤子・Ｆ・不二雄／原作 小学館 F ﾔﾏ

詩人になりたいわたしＸ エリザベス・アセヴェド／作 小学館 933 ｱｾ

ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ／作 小学館 933 ｶﾄﾞ

動物探偵ミア ダイアナ・キンプトン／作 ポプラ社 933 ｷﾝ

シロクマといっしょにお引っ越し！？ マリア・ファラー／作 あかね書房 933 ﾌｱ

宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 933 ﾎｷ

宇宙に秘められた謎 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 933 ﾎｷ

宇宙の生命 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 933 ﾎｷ

宇宙の誕生 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 933 ﾎｷ

宇宙の法則 ルーシー・ホーキング／作 岩崎書店 933 ﾎｷ

ねこ学校のいたずらペーター アンネリース・ウムラウフ＝ラマチュ／作 徳間書店 943 ｳﾑ

きみのいた森で ピート・ハウトマン／作 評論社 ｽｲﾘ

三毛猫ホームズの宝さがし 赤川　次郎／著 汐文社 ｽｲﾘ

三毛猫ホームズの幽霊退治 赤川　次郎／著 汐文社 ｽｲﾘ

怪盗ルパンさまよう死神 モーリス・ルブラン／作 理論社 ｽｲﾘ

科学探偵ＶＳ．暴走するＡＩ　前編・後編 佐東　みどり／作 朝日新聞出版 ｽｲﾘ 1・2

暗号クラブ　１８ ペニー・ワーナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ 18

絵本 おっこちてきた サイモン・プトック／文 光村教育図書 E ｲﾇ

ここは 最果　タヒ／文 河出書房新社 E ｵｲ

にんじゃじゃ！ 岡本　よしろう／作 文溪堂 E ｵｶ

ナナはセラピードッグ ジュリア・ドナルドソン／ぶん ＢＬ出版 E ｵｷﾞ



絵本 かいじゅうごっこ ルーシー・カズンズ／作 偕成社 E ｶｽﾞ

どろぼうねこのおやぶんさん 小松　申尚／ぶん 文芸社 E ｶﾉ

みえないこいぬぽっち ワンダ・ガアグ／作 好学社 E ｶﾞｸﾞ

ドン・ウッサ　ダイエットだいさくせん！ キューライス／著 白泉社 E ｷﾕ

ぼくだってとべるんだ フィフィ・クオ／作・絵 ひさかたチャイルド E ｸｵ

ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター／さく サンクチュアリ出版 E ｺﾂ

ねこのようしょくやさん ＫＯＲＩＲＩ／さく・え 金の星社 E ｺﾘ

ママはかいぞく カリーヌ・シュリュグ／ぶん 光文社 E ｻｲ

梨の子ペリーナ イタロ・カルヴィーノ／再話 ＢＬ出版 E ｻｶ

もぐらどろぼう 桂　文我／ぶん ＢＬ出版 E ｻｻ

ぼく、うしになる 中川　ひろたか／作 フレーベル館 E ｻﾄ

はずかしかったらやってみて！ オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ／ぶん・え 主婦の友社 E ｼｱ

やねうらべやのおばけ しおたに　まみこ／〔作〕 偕成社 E ｼｵ

パンどろぼう 柴田　ケイコ／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｼﾊﾞ

ごちそうたべにきてください 茂市　久美子／作 講談社 E ｼﾓ

の ｊｕｎａｉｄａ／著 福音館書店 E ｼﾞﾕ

はろるどのサーカス クロケット・ジョンソン／作 出版ワークス E ｼﾞﾖ

山はしっている リビー・ウォルデン／作 鈴木出版 E ｼﾞﾖ

にんぎょのルーシー ＳＯＯＳＨ／ぶん・え トゥーヴァージンズ E ｽｼ

はっはっはくしょーん たあ先生／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ﾀｱ

うしとざん 高畠　那生／作 小学館 E ﾀｶ

ぼくといっしょに シャルロット・デマトーン／作 ブロンズ新社 E ﾃﾞﾏ

おくりもの 豊福　まきこ／作 ＢＬ出版 E ﾄﾖ

Ｍｏｕ Ｎａｆｆｙ／作・絵 学研プラス E ﾅﾌ

かける はらぺこめがね／著 佼成出版社 E ﾊﾗ

おさるちゃんのおしごと 樋勝　朋巳／作 小学館 E ﾋｶ

４ひきのちいさいおおかみ スベンヤ・ヘルマン／文 徳間書店 E ﾋﾞﾙ

５ひきの子ぶた ふじい　ようこ／文・絵 出版ワークス E ﾌｼﾞ

おばけのジョージーこいぬをつれだす ロバート・ブライト／さく 好学社 E ﾌﾞﾗ

漬物大明神 小暮　夕紀子／文 ふくろう出版 E ﾏﾝ

きみにありがとうのおくりもの 宮野　聡子／作・絵 教育画劇 E ﾐﾔ

あめかっぱ むらかみ　さおり／作 偕成社 E ﾑﾗ

クリスマス★オールスター 中川　ひろたか／文 童心社 E ﾑﾗ

アリババと４０人のとうぞく ナルゲス・モハンマディ／絵 ほるぷ出版 E ﾓﾊ



絵本 アンパンマンとちくりん やなせ　たかし／作・絵 フレーベル館 E ﾔﾅ

ひとはなくもの みやの　すみれ／作 こぐま社 E ﾔﾍﾞ

ふゆのはなさいた 安東　みきえ／文 アリス館 E ﾖｼ

おにのおふろや 苅田　澄子／作 鈴木出版 E ﾘﾄ

まちがいなんてないよ コリーナ・ルウケン／絵と文 新評論 E ﾙｳ

７５億人のひみつをさがせ！ クリスティン・ローシフト／作 岩崎書店 E ﾛｼ

ホタルのアダムとほしぞらパーティー 香川　照之／作 講談社 E ﾛﾏ

ねこざかな わたなべ　ゆういち／作・絵 フレーベル館 E ﾜﾀ

こわいみちまわりみち 東京大学下山晴彦研究室子どものための認知行動療法プロジェクト／〔編〕 ほるぷ出版 E 146

女の子はなんでもできる！ キャリル・ハート／ぶん 早川書房 E 367

もじをよむのがにがてなんです 柳家　花緑／語り ほるぷ出版 E 378

ながれぼし 武田　康男／監修・写真 岩崎書店 E 447

きょうりゅうのずかん 五十嵐　美和子／作 白泉社 E 457

つばきレストラン おおたぐろ　まり／さく 福音館書店 E 479

おにぎりをつくる 高山　なおみ／文 ブロンズ新社 E 596

Ｉ　ｗａｎｔ　ｍｙ　ｈａｔ　ｂａｃｋ Ｊｏｎ　Ｋｌａｓｓｅｎ Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ，　Ｍａｓｓ．：Ｃａｎｄｌｅｗｉｃｋ　Ｐｒｅｓｓ E KL

綾部市図書館にボランティアに来てくださっている方から、

教科書に掲載されている本を１０１冊、ご寄贈いただきま

した。ありがとうございました！


