
分  野 書  名 著  者 出版社 請求記号

日本の小説 レッドネック 相場　英雄／〔著〕 角川春樹事務所 F ｱｲ

スカイツリーの花嫁花婿 青柳　碧人／著 光文社 F ｱｲ

レンタルフレンド 青木　祐子／著 集英社 F ｱｵ

キネマの天使 赤川　次郎／著 講談社 F ｱｶ

太陽の門 赤神　諒／著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 F ｱｶ

ヒソップ亭　２ 秋川　滝美／著 講談社 F ｱｷ 2

怪盗レッドＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ 秋木　真／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｷ

転生王子はダラけたい　１０.１１ 朝比奈　和／〔著〕 アルファポリス F ｱｻ 10.11

神の悪手 芦沢　央／著 新潮社 F ｱｼ

死にたがりの君に贈る物語 綾崎　隼／著 ポプラ社 F ｱﾔ

あるヤクザの生涯 石原　慎太郎／著 幻冬舎 F ｲｼ

貴方のために綴る１８の物語 岡崎　琢磨／著 祥伝社 F ｵｶ

片見里荒川コネクション 小野寺　史宜／著 幻冬舎 F ｵﾉ

小島 小山田　浩子／著 新潮社 F ｵﾔ

薔薇のなかの蛇 恩田　陸／著 講談社 F ｵﾝ

医学のひよこ 海堂　尊／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶｲ

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

終活の準備はお済みですか？ 桂　望実／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶﾂ

なぜ秀吉は 門井　慶喜／著 毎日新聞出版 F ｶﾄﾞ

アンソーシャルディスタンス 金原　ひとみ／著 新潮社 F ｶﾈ

２．４３　春高編 壁井　ユカコ／著 集英社 F ｶﾍﾞ

火車の残花 神永　学／著 集英社 F ｶﾐ

うらんぼんの夜 川瀬　七緒／著 朝日新聞出版 F ｶﾜ

インドラネット 桐野　夏生／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｷﾘ

恋とポテトとクリスマス 神戸　遥真／著 講談社 F ｺｳ

恋とポテトと夏休み 神戸　遥真／著 講談社 F ｺｳ

恋とポテトと文化祭 神戸　遥真／著 講談社 F ｺｳ

まだ人を殺していません 小林　由香／著 幻冬舎 F ｺﾊﾞ

宗棍 今野　敏／著 集英社 F ｺﾝ

己丑の大火 佐伯　泰英／著 文藝春秋 F ｻｴ

満天の花 佐川　光晴／著 左右社 F ｻｶﾞ

蝉かえる 櫻田　智也／〔著〕 東京創元社 F ｻｸ

義士切腹 佐々木　裕一／著 小学館 F ｻｻ

最終飛行 佐藤　賢一／著 文藝春秋 F ｻﾄ

日蓮 佐藤　賢一／著 新潮社 F ｻﾄ

星落ちて、なお 澤田　瞳子／著 文藝春秋 F ｻﾜ

博覧男爵 志川　節子／著 祥伝社 F ｼｶﾞ

白医 下村　敦史／著 講談社 F ｼﾓ

グッバイ・イエロー・ブリック・ロード 小路　幸也／著 集英社 F ｼﾖ

ファウンテンブルーの魔人たち 白石　一文／著 新潮社 F ｼﾗ

空の王 新野　剛志／著 中央公論新社 F ｼﾝ

神さまのいうとおり 谷　瑞恵／著 幻冬舎 F ﾀﾆ

ひきなみ 千早　茜／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾁﾊ

非弁護人 月村　了衛／著 徳間書店 F ﾂｷ

声の在りか 寺地　はるな／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾃﾗ

捜査一課ＯＢ 富樫　倫太郎／著 中央公論新社 F ﾄｶﾞ



小説機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ　上 富野　由悠季／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾄﾐ 1

青天を衝け　２ 大森　美香／作 ＮＨＫ出版 F ﾄﾖ 2

赤の呪縛 堂場　瞬一／著 文藝春秋 F ﾄﾞｳ

カード師 中村　文則／著 朝日新聞出版 F ﾅｶ

ヒポクラテスの悔恨 中山　七里／著 祥伝社 F ﾅｶ

臨床の砦 夏川　草介／著 小学館 F ﾅﾂ

対になる人 花村　萬月／著 集英社 F ﾊﾅ

小説８０５０ 林　真理子／著 新潮社 F ﾊﾔ

リボルバー 原田　マハ／著 幻冬舎 F ﾊﾗ

野球が好きすぎて 東川　篤哉／著 実業之日本社 F ﾋｶﾞ

本心 平野　啓一郎／著 文藝春秋 F ﾋﾗ

僕たちの正義 平沼　正樹／著 産業編集センター F ﾋﾗ

鬼哭の銃弾 深町　秋生／著 双葉社 F ﾌｶ

最高のアフタヌーンティーの作り方 古内　一絵／著 中央公論新社 F ﾌﾙ

植物忌 星野　智幸／著 朝日新聞出版 F ﾎｼ

泡 松家　仁之／著 集英社 F ﾏﾂ

疼くひと 松井　久子／著 中央公論新社 F ﾏﾂ

匣の人 松嶋　智左／著 光文社 F ﾏﾂ

プリンス 真山　仁／著 ＰＨＰ研究所 F ﾏﾔ

雷神 道尾　秀介／著 新潮社 F ﾐﾁ

姉の島 村田　喜代子／著 朝日新聞出版 F ﾑﾗ

鷹の城 山本　巧次／著 光文社 F ﾔﾏ

風よ僕らの前髪を 弥生　小夜子／著 東京創元社 F ﾔﾖ

月下のサクラ 柚月　裕子／著 徳間書店 F ﾕｽﾞ

黒牢城 米澤　穂信／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾖﾈ

外国の小説 地中のディナー ネイサン・イングランダー／著 東京創元社 933 ｲﾝ

女たちのニューヨーク エリザベス・ギルバート／著 早川書房 933 ｷﾞﾙ

キャクストン私設図書館 ジョン・コナリー／著 東京創元社 933 ｺﾅ

夏への扉 ロバート・Ａ．ハインライン／著 早川書房 933 ﾊｲ

少女と少年と海の物語 クリス・ヴィック／著 東京創元社 933 ﾋﾞﾂ

Ａｒｃ ケン・リュウ／著 早川書房 933 ﾘﾕ

爆弾魔 Ｒ．Ｌ．スティーヴンソン／著 国書刊行会 933.6 ｽﾃ

洋書 The Great Automatic Grammatizator Roald Dahl Puffin Books 933 DA

文庫 五郎治殿御始末 浅田　次郎／著 中央公論新社 B F ｱｻ

茉莉花官吏伝　１０ 石田　リンネ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｲｼ 10

お狐様の異類婚姻譚　〔５〕 糸森　環／著 一迅社 B F ｲﾄ 5

さらさら鰹茶漬け 坂井　希久子／著 角川春樹事務所 B F ｻｶ

下鴨アンティーク　〔４～８〕 白川　紺子／著 集英社 B F ｼﾗ 4～8

向こうの果て 竹田　新／〔著〕 幻冬舎 B F ﾀｹ

ハナシがうごく！ 田中　啓文／著 集英社 B F ﾀﾅ

ハナシがちがう！ 田中　啓文／著 集英社 B F ﾀﾅ

ハナシがはずむ！ 田中　啓文／著 集英社 B F ﾀﾅ

ハナシにならん！ 田中　啓文／著 集英社 B F ﾀﾅ

ハナシはつきぬ！ 田中　啓文／著 集英社 B F ﾀﾅ

ブルーヘブンを君に 秦　建日子／著 河出書房新社 B F ﾊﾀ

薬屋のひとりごと　１１ 日向　夏／〔著〕 主婦の友インフォス B F ﾋﾕ 11

千里眼の復活 松岡　圭祐／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ

いのちの停車場 南　杏子／〔著〕 幻冬舎 B F ﾐﾅ

引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番　〔１～４〕 山田　桐子／著 一迅社 B F ﾔﾏ 1～4

みんなのナポリタン 山口　恵以子／著 角川春樹事務所 B F ﾔﾏ

やっぱりかわいくないフィンランド 芹澤　桂／〔著〕 幻冬舎 B 293.8 ｾﾔ

晴れた日にかなしみの一つ 上原　隆／著 双葉社 B 916 ｳｴ

指差す標識の事例　上.下 イーアン・ペアーズ／著 東京創元社 B 933 ﾍﾟｱ 1.2



総記 日本の図書館　２０２０ 日本図書館協会図書館調査事業委員会日本の図書館調査委員会／編集 日本図書館協会 R 010.59 ﾆ

まちづくりと図書館 大串　夏身／著 青弓社 016.2 ｵﾏ

ドラゴン桜超バカ読書 桜木　建二／著 徳間書店 019.9 ｻﾄﾞ

あの人が好きって言うから…有名人の愛読書５０冊読んでみた ブルボン小林／著 中央公論新社 019.9 ﾌﾞｱ

哲学 悩む力 メンタリストＤａｉＧｏ／著 きずな出版 141.5 ﾀﾞﾅ

やったほうがイイ風水 愛新覚羅　ゆうはん／監修 日本文芸社 148.5 ﾔ

頑張りすぎずに、気楽に キム　スヒョン／著 ワニブックス 159 ｷｶﾞ

歴史 金比羅山古墳発掘調査報告書 京都府教育庁指導部文化財保護課 京都府教育委員会 210.0 ｺ

「勘違い」だらけの日本文化史 八條　忠基／著 淡交社 210.1 ﾊｶ

戦争というもの 半藤　一利／著 ＰＨＰ研究所 210.7 ﾊｾ

あのころの雲ヶ畑 : 京都雲ヶ畑写真資料調査報告 東　昇 京都府立大学文学部歴史学科 216.2 ｱ

京都山伏山町文書調査報告 東，昇 京都府立大学文学部歴史学科 216.2 ｷ

京都府埋蔵文化財調査報告書　令和２年度 京都府教育庁指導部文化財保護課 京都府教育員会 216.2 ｷ

一冊でわかるインド史 水島　司／監修 河出書房新社 225 ｲ

皇室　９０号（令和３年春） 扶桑社 288.4 ｺ

ウィリアム・アダムス フレデリック・クレインス／著 筑摩書房 289.3 ｱﾀﾞ

奇界遺産　３ 佐藤　健寿／編著 エクスナレッジ 290.8 ｻｷ 3

社会科学 時代の異端者たち 青木　理／著 河出書房新社 304 ｱｼﾞ

新・階級闘争論 門田　隆将／著 ワック 304 ｶｼ

警視庁科学捜査官 服藤　恵三／著 文藝春秋 317.7 ﾊｹ

赤い日本 櫻井　よしこ／著 産経新聞出版 319.1 ｻｱ

超一流の諜報員が教えるＣＩＡ式極秘心理術 ジェイソン・ハンソン／著 ダイヤモンド社 336.4 ﾊﾁ

アフターコロナ相場で資産を増やしなさい 菅下　清廣／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 338.1 ｽｱ

超トーク力 メンタリストＤａｉＧｏ／著 ＣＣＣメディアハウス 361.4 ﾀﾞﾁ

実力も運のうち マイケル・サンデル／著 早川書房 361.8 ｻｼﾞ

親をおりる 明石　紀久男／著 彩流社 367.6 ｱｵ

定年の教科書 長尾　義弘／著 河出書房新社 367.7 ﾅﾃ

老いの福袋 樋口　恵子／著 中央公論新社 367.7 ﾋｵ

非正規介護職員ヨボヨボ日記 真山　剛／著 三五館シンシャ 369.1 ﾏﾋ

福島環境再生１００人の記憶 環境省環境再生・資源環境局 環境省環境再生・資源環境局 369.3 ﾌ

乳幼児期の性教育ハンドブック 浅井　春夫／編著 かもがわ出版 376.1 ﾆ

子どもの心を強くするすごい声かけ 足立　啓美／著 主婦の友社 379.9 ｱｺ

子どもの長所を伸ばす５つの習慣 石田　勝紀／著 集英社 379.9 ｲｺ

まなぶっく 古川　聡彦 国立青少年教育振興機構 379.9 ﾏ

頭のいい子に育つ０歳からの親子で音読 山口　謠司／絵・ことば さくら舎 379.9 ﾔｱ

ステップアップ０歳音読 山口　謠司／絵・ことば さくら舎 379.9 ﾔｽ

イギリス祭り紀行 居駒　永幸／著 冨山房インターナショナル 386.3 ｲｲ

自然科学 高齢者のための脳トライ学 土屋　権市／著 東京図書出版 411.1 ﾂｺ

レジの行列が早く進むのは、どっち！？ サトウ　マイ／著 総合法令出版 417 ｻﾚ

図解身近にあふれる「元素」が３時間でわかる本 左巻　健男／編著 明日香出版社 431.1 ｻｽﾞ

スマホを捨てたい子どもたち 山極　寿一／著 ポプラ社 489.9 ﾔｽ

心臓弁膜症 加瀬川　均／監修 講談社 493.2 ｼ

肺炎　誤嚥・新型コロナ・ＣＯＰＤ 文響社 493.3 ﾊ

新型コロナとワクチンのひみつ 近藤　誠／著 ビジネス社 493.8 ｺｼ

八年目の真実 小早川　淳／著 ゆいぽおと 498.1 ｺﾊ

背骨の医学 山口　正貴／著 さくら舎 498.3 ﾔｾ

分水嶺 河合　香織／著 岩波書店 498.6 ｶﾌﾞ

散歩で見つける薬草図鑑 指田　豊／監修 家の光協会 499.8 ｻ

技術 あいちのたてもの　いのりのば編 村瀬,良太 愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会 521.8 ﾑｱ

原発事故は終わっていない 小出　裕章／著 毎日新聞出版 543.5 ｺｹﾞ

福島第一原発事故の「真実」 ＮＨＫメルトダウン取材班／著 講談社 543.5 ﾌ

世界でいちばん優しい椅子 宮本　茂紀／著 光文社 583.7

かまわぬの手ぬぐい使い方手帖 河出書房新社編集部／編 河出書房新社 589.2 ｶ



毎日がもっと輝くみんなの文具術 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 589.7 ﾏ

Ａｔｅｌｉｅｒ　ＡｎｇｅｌｉｃａのドレスＢＯＯＫ 住友　亜希／著 日本ヴォーグ社 593.3 ｽｱ

ハンドメイドのかんたん子ども服　２０２１夏 ブティック社 593.3 ﾊ 21-1

ゆったりステキな、シニアのワンピース ブティック社 593.3 ﾕ
カワイイ！かぎ針編み刺しゅう糸で編むちいさなキューピー人形のコスチュームＢＯＯＫ アップルミンツ 594.3 ｶ

２３番糸で編むエコアンダリヤのかごバッグ 誠文堂新光社／編 誠文堂新光社 594.3 ﾆ

はじめて作るペーパーフラワー 吉村　彩／〔著〕 ブティック社 594.8 ﾖﾊ

シェフ直伝家庭料理レシピ４０ ハースト婦人画報社 596 ｼ

食べても太らない夢の２品献立 オレンジページ 596 ﾀ

疲れない！免疫力アップごはん不調が消える！腸が整う！ 扶桑社 596 ﾂ

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ オレンジページ 596 ﾄ

料理と利他 土井　善晴／著 ミシマ社 596.0 ﾄﾞﾘ

ひみつのたべもの 松井　玲奈／著 マガジンハウス 596.0 ﾏﾋ

鮭とごはんの組み立て方 佐藤　友美子／著 誠文堂新光社 596.3 ｻｻ

野菜まるごと冷凍レシピ 沼津　りえ／著 主婦の友社 596.3 ﾇﾔ

ワタナベマキの梅料理 ワタナベ　マキ／著 ＮＨＫ出版 596.3 ﾜﾜ

私のカントリー　ＮＯ．１１４ 主婦と生活社 597 ﾜ 114

子育てで眠れないあなたに 森田　麻里子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 599.4 ﾓｺ

産業 美しい花言葉・花図鑑 二宮　孝嗣／著 ナツメ社 627 ﾆｳ

海の京都･丹後の巨樹ものがたり 海の京都･丹後の巨樹ものがたり編集委員会 海の京都･丹後の巨樹ものがたり編集委員会 653.2 ｳ

樹木の葉 林　将之／著 山と溪谷社 653.2 ﾊｼﾞ

芸術 桃山の美とこころ 倉澤，行洋 日本の伝統文化をつなぐ実行委員会 702.1 ｸﾓ

安達嶽南回顧展 白井　進 安達嶽南回顧展実行委員会 728.2

印刷・紙もの、工場見学記 デザインのひきだし編集部／編 グラフィック社 749.2 ｲ

はじめてでも作れるみんなの紙バンド雑貨　ｖｏｌ．６ ブティック社 754.9 ﾊ 6

花づくし折り紙 小林　一夫／監修 アップルミンツ 754.9 ﾊ

新世代究極のおりがみ 山口　真／著 西東社 754.9 ﾔｼ

父・バルトーク ペーテル・バルトーク／著 スタイルノート 762.3 ﾊﾞﾙ

ウクレレ大好き！フラソングパラダイス 西里　慶／編 全音楽譜出版社 M 763.5 ｳ

ウクレレで奏でる☆フラソング・アイランド 西里　慶／編 全音楽譜出版社 M 763.5 ｳ

東京うた物語 塩澤　実信／著 展望社 767.8 ｼﾄ

わたしが幸せになるまで 吉川　ひなの／著 幻冬舎 772.1 ﾖｼ

岸惠子自伝 岸　惠子／著 岩波書店 778.2 ｷｼ

おかえりモネ　Ｐａｒｔ１ 安達　奈緒子／作 ＮＨＫ出版 778.8 ｵ 1

母 青木　さやか／著 中央公論新社 779.1 ｱｵ

私のスケート愛 浅田　真央／著 文藝春秋 784.6 ｱｻ

全国テント泊ベストルート３１ 山と渓谷社 786.1 ｾﾞ

大相撲と鉄道 木村　銀治郎／著 交通新聞社 788.1 ｷｵ

コミック 家族で楽しむ「まんが発見！」　１～９ 松田　哲夫／編 あすなろ書房 ｺﾐｯｸ ｶ 1～9

言語 ますます心とカラダを整えるおとなのための１分音読 山口　謠司／著 自由国民社 809.4 ﾔﾏ

文学 かなしき時は君を思へり 山下　多恵子／著 未知谷 910.2 ｲｼ

宮澤賢治の音楽風景 尾原　昭夫／編著 風詠社 910.2 ｵﾐ

未来のサイズ 俵　万智／著 角川文化振興財団 911.1 ﾀﾐ

どこからか言葉が 谷川　俊太郎／著 朝日新聞出版 911.5 ﾀﾄﾞ

うたうかたつむり 野田　沙織／著 四季の森社 911.5 ﾉｳ

上方落語ひとくち絵本 もりた　はじめ／編 はじ芽企画 913.7 ｶ

たぬきが見ていた 大貫　亜美／著 集英社 914.6 ｵｵ

拠るべなき時代に 後藤　正治／著 ブレーンセンター 914.6 ｺﾞﾄ

幕張少年マサイ族 椎名　誠／著 東京新聞 914.6 ｼｲ

人間であることをやめるな 半藤　一利／著 講談社 914.6 ﾊﾝ

三谷幸喜のありふれた生活　１４.１５ 三谷　幸喜／著 朝日新聞出版 914.6 ﾐﾀ 14.15

Ｄｅａｒキクチさん、 いちむら　みさこ／文・絵 キョートット出版 916 ｲﾁ

東京ディストピア日記 桜庭　一樹／著 河出書房新社 916 ｻｸ



三体　３〔上.下〕 劉　慈欣／著 早川書房 923 ﾘｳ 3-1.2

実は、内向的な人間です ナム　インスク／著 大阪：創元社 929 ﾅﾑ

キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン／著 新潮社 949 ﾃﾚ

僕が死んだあの森 ピエール・ルメートル／著 文藝春秋 953 ﾙﾒ

エルサレム ゴンサロ・Ｍ．タヴァレス／著 河出書房新社 969 ﾀﾊﾞ

郷土 綾部地域における文化資源の発掘と継承 京都府立大学文学部歴史学科 京都府立大学文学部歴史学科 A 185.9 ｱ

京都府立大学文学部歴史学科フィールド調査集報　第７号 京都府立大学文学部歴史学科 京都府立大学文学部歴史学科 A 216.2 ｷ

統計でみる府民のくらし　令和２年度 京都府制作企画部企画統計課 京都府制作企画部企画統計課 A 351.6 ﾄ

児童書（知識） 世界史探偵コナン　１０～１２ 青山　剛昌／原作 小学館 209 10～12

世界えじてん ａｋｅｍｉ　ｔｅｚｕｋａ／〔画〕 パイインターナショナル 290

武器ではなく命の水をおくりたい　中村哲医師の生き方 宮田　律／著 平凡社 333

しばわんこの和のおもてなし 川浦　良枝／絵と文 白泉社 386

ざんねんないきもの事典　ますます 今泉　忠明／監修 高橋書店 480

うみのかくれんぼ　〔１～３〕 武田　正倫／監修 金の星社 481.7 1～3

昆虫記すばらしきフンコロガシ ジャン＝アンリ・ファーブル／作 理論社 486

万葉と令和をつなぐアキアカネ 山口　進／写真・文 岩崎書店 486.3

小さな里山をつくる 今森　光彦／著 アリス館 486.8

人体断面図鑑 スティーブン・ビースティー／画 あすなろ書房 491

きちんと知ろう！アレルギー　２.３ 坂上　博／著 ミネルヴァ書房 493 2.3

自然に学ぶくらし　２.３ 石田　秀輝／監修 さ・え・ら書房 504 2.3

プラスチックモンスターをやっつけよう！ 高田　秀重／監修 クレヨンハウス 519

ヨーロッパの古城 スティーブン・ビースティー／画 あすなろ書房 523

帆船軍艦 スティーブン・ビースティー／画 あすなろ書房 556

はっけん！おてつだいやってみ隊 「子供のお手伝い推進プロジェクト」ワーキングチーム 国立青少年教育振興機構 590

犬部！ 片野　ゆか／作 ポプラ社 645

災害にあったペットを救え 高橋　うらら／著 小峰書店 645

きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集　うごく工作 きむら　ゆういち／著 金の星社 750 ｷｷ

音楽をもっと好きになる本　１.２.４ 松下　奈緒／ナビゲーター 学研プラス 760 ｵ 1.2.4

How to Avoid Witches Roald Dahl Puffin Books 798 DH

How to Trick a Twit Roald Dahl Puffin Books 798 DH

学校では教えてくれないゆかいな漢字の話 今野　真二／著 河出書房新社 811

洋書 The Witches Roald Dahl Puffin Books 933 DA

Charlie and the Chocolate Factory Roald Dahl Puffin Books 933 DA

The Twits Roald Dahl Puffin Books 933 DA

Esio Trot Roald Dahl Puffin Books 933 DA

児童書（読物） 帰れ野生のロボット ピーター・ブラウン／作・絵 福音館書店 933 ﾌﾞﾗ

ベサニーと屋根裏の秘密 ジャック・メギット・フィリップス／著 静山社 933 ﾒｷﾞ

ゴリランとわたし フリーダ・ニルソン／作 岩波書店 949 ﾆﾙ

拝啓パンクスノットデッドさま 石川　宏千花／作 くもん出版 F ｲｼ

チョコレートのおみやげ 岡田　淳／文 ＢＬ出版 F ｵｶ

おしゃべり森のものがたり 小手鞠　るい／作 フレーベル館 F ｺﾃﾞ

午前３時に電話して 小手鞠　るい／著 講談社 F ｺﾃﾞ

森の歌が聞こえる 小手鞠　るい／著 光村図書出版 F ｺﾃﾞ

あしたもオカピ 斉藤　倫／作 偕成社 F ｻｲ

時間色のリリィ 朱川　湊人／著 偕成社 F ｼﾕ

私立五芒高校恋する幽霊部員たち 谷口　雅美／著 講談社 F ﾀﾆ

雷のあとに 中山　聖子／作 文研出版 F ﾅｶ

すてきなひとりぼっち なかがわ　ちひろ／作 のら書店 F ﾅｶ

みゆは落とし物名たんてい！ 花田　しゅー子／作 刈谷市 F ﾊﾅ

うさぎとハリネズミ　きょうもいいひ はら　まさかず／文 ひだまり舎 F ﾊﾗ

七不思議神社　〔３〕 緑川　聖司／作 あかね書房 F ﾐﾄﾞ 3

神さまの通り道 村上　しいこ／作 偕成社 F ﾑﾗ

フルーツふれんずイチゴちゃん 村上　しいこ／作 あかね書房 F ﾑﾗ



用具室の日曜日 村上　しいこ／作 講談社 F ﾑﾗ

はなの街オペラ 森川　成美／作 くもん出版 F ﾓﾘ

ボーダレス・ケアラー 山本　悦子／著 理論社 F ﾔﾏ

世にも奇妙な物語　終わらない悪夢編 深谷　仁一／脚本 集英社 F

世にも奇妙な物語　教室の裏側にひそむ暗闇編 森　ハヤシ／脚本 集英社 F

世にも奇妙な物語　恐怖のはじまり編 ふじき　みつ彦／脚本 集英社 F

世にも奇妙な物語　迫りくる黒い闇編 寺田　敏雄／脚本 集英社 F

世にも奇妙な物語　逃げられない地獄編 鈴木　勝秀／脚本 集英社 F

少年弁護士セオの事件簿　３～７ ジョン・グリシャム／作 岩崎書店 ｽｲﾘ 3～7

あいがあれば名探偵 杉山　亮／作 偕成社 ｽｲﾘ

絵本 ポリポリ村のみんしゅしゅぎ 蒔田　純／文 かもがわ出版 E 314

あらいくん 中川　ひろたか／文 世界文化社 E 498

くろくまくんあわあわてあらい たかい　よしかず／さく・え くもん出版 E 498

じゃぶじゃぶじゃぐちくん 新井　洋行／作 講談社 E 498

空よ！ 内田　麟太郎／詩 アリス館 E 911

いきものづくしものづくし　３ 大田黒　摩利／〔ほか作〕 福音館書店 E 031 3

ジョナスのかさ ジョシュ・クルート／文 光村教育図書 E 383

タコとイカはどうちがう？ 峯水　亮／写真 ポプラ社 E 484

じいちゃん、出発進行！ 藤川　幸之助／さく クリエイツかもがわ E 493

環境破壊モンスターから地球を救おう！ マリー・Ｇ．ローデ／著 河出書房新社 E 519

プラスチックのうみ ミシェル・ロード／作 小学館 E 519

１００さいの森 松岡　達英／著 講談社 E 651

天の岩戸アマテラス 飯野　和好／文・絵 パイインターナショナル E 913

ほっほっほたる すとう　あさえ／ぶん ほるぷ出版 E ｱｲ

ぽかぽかゆずおふろ すとう　あさえ／ぶん ほるぷ出版 E ｱｵ

おてんきガールズ アキ／作 ほるぷ出版 E ｱｷ

まいごのたまごにいちゃん あきやま　ただし／作・絵 鈴木出版 E ｱｷ

タヌキとキツネちびっこの冒険 アタモト／著 フロンティアワークス E ｱﾀ

ねたふりゆうちゃん 阿部　結／著 白泉社 E ｱﾍﾞ

ぼくがふえをふいたら 阿部　海太／作 岩波書店 E ｱﾍﾞ

ふうせんとはりねずみ 新井　洋行／著 佼成出版社 E ｱﾗ

ねえさんの青いヒジャブ イブティハージ・ムハンマド／文 ＢＬ出版 E ｱﾘ

い～れ～て！ 中川　ひろたか／作 金の星社 E ｲﾁ

おはなみバス すとう　あさえ／ぶん ほるぷ出版 E ｲﾘ

もりの１００かいだてのいえ いわい　としお／〔作〕 偕成社 E ｲﾜ

みんなのおねがい すとう　あさえ／ぶん ほるぷ出版 E ｵｵ

たろうがらす　じろうがらす かこ　さとし／著 復刊ドットコム E ｶｺ

モリくんのあめふりぴーまんカー かんべ　あやこ／作 くもん出版 E ｶﾝ

モリくんのいちごカー かんべ　あやこ／作 くもん出版 E ｶﾝ

モリくんのおいもカー かんべ　あやこ／作 くもん出版 E ｶﾝ

モリくんのりんごカー かんべ　あやこ／作 くもん出版 E ｶﾝ

ドン・ウッサ　グッスリだいぼうけん！ キューライス／著 白泉社 E ｷﾕ

虫ガール ソフィア・スペンサー／文 岩崎書店 E ｹﾗ

おやつトランポリン 大塚　健太／文 白泉社 E ｺｲ

せんとてん ヴェロニク・コーシー／著 かんき出版 E ｺｼ

せんそうがやってきた日 ニコラ・デイビス／作 鈴木出版 E ｺﾂ

わたしのペットはまんまるいし スティーブン　Ｗ．マーティン／作 ポプラ社 E ｺﾂ

おいしいおひなさま すとう　あさえ／ぶん ほるぷ出版 E ｺﾊﾞ

みどりバアバ ねじめ　正一／作 童心社 E ｼﾓ

すすめ！きゅうじょたい 竹下　文子／文 金の星社 E ｽｽﾞ

ぼくのがっこう 鈴木　のりたけ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ｽｽﾞ

ぼくのしょうぼうしゃ 竹下　文子／作 偕成社 E ｽｽﾞ

わにくんのだめだめアイス すみくら　ともこ／〔作〕 みらいパブリッシング E ｽﾐ



しあわせなときの地図 フラン・ヌニョ／文 ほるぷ出版 E ｾﾚ

つかまえた 田島　征三／〔作〕 偕成社 E ﾀｼ

せきれい丸 たじま　ゆきひこ／作 くもん出版 E ﾀｼﾞ

まめまきできるかな すとう　あさえ／ぶん ほるぷ出版 E ﾀﾅ

うれしいぼんおどり すとう　あさえ／ぶん ほるぷ出版 E ﾀﾈ

つちのこをさがせ！ 塚本　やすし／作 新日本出版社 E ﾂｶ

おおきくなったの すとう　あさえ／ぶん ほるぷ出版 E ﾂｶﾞ

おめん 夢枕　獏／作 岩崎書店 E ﾂｼﾞ

きょうりゅうたちもほんがよめるよ ジェイン・ヨーレン／文 小峰書店 E ﾃｲ

あの湖のあの家におきたこと トーマス・ハーディング／文 クレヨンハウス E ﾃﾂ

やっこさんのけんか 殿内　真帆／作・絵 フレーベル館 E ﾄﾉ

ちゃわんちゃんです。 とよた　かずひこ／さく・え 童心社 E ﾄﾖ

いろどろぼう 中垣　ゆたか／作・絵 金の星社 E ﾅｶ

そらまめくんのまいにちはたからもの なかや　みわ／さく 小学館 E ﾅｶ

だんごたべたいおつきさま すとう　あさえ／ぶん ほるぷ出版 E ﾅｶ

ほくほくおいもまつり すとう　あさえ／ぶん ほるぷ出版 E ﾅｶ

まんぷくよこちょう なかざわ　くみこ／作 文溪堂 E ﾅｶ

てるてるぼうずさん 西村　敏雄 白泉社 E ﾆｼ

二平方メートルの世界で 前田　海音／文 小学館 E ﾊﾀ

ぼくとがっこう 谷川　俊太郎／文 アリス館 E ﾊﾀ

おふくさんのてるてるぼうず 服部　美法／ぶん・え 大日本図書 E ﾊﾂ

野ばらの村のピクニック ジル・バークレム／作・絵 出版ワークス E ﾊﾞｸ

パパとタイガのとびっきりキャンプ！ セバスチャン・ブラウン／さく 教育画劇 E ﾌﾞﾗ

クリフォード ノーマン・ブリッドウェル／作 あすなろ書房 E ﾌﾞﾘ

ことりのぴーと ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 E ﾌﾞﾙ

シャルロットのおしゃぶり ファニー・ジョリー／文 光村教育図書 E ﾍﾞﾅ

けしごむぽんいぬがわん ほりかわ　りまこ／さく ひさかたチャイルド E ﾎﾘ

ねこはすっぽり 石津　ちひろ／文 こぐま社 E ﾏﾂ

アルマの名前がながいわけ フアナ・マルティネス‐ニール／作 ゴブリン書房 E ﾏﾙ

しあわせなクレヨン 丸山　陽子／作 ＢＬ出版 E ﾏﾙ

チーターじまんのてんてんは みやけ　ゆま／作 ＢＬ出版 E ﾐﾔ

モグラのモーとグーとラーコ みやにし　たつや／作・絵 ポプラ社 E ﾐﾔ

おはよう！げんき？ 村上　勉／絵 講談社 E ﾑﾗ

まっている。 村上　康成／作 講談社 E ﾑﾗ

ゆーらゆらみかづきちゃん 渡辺　朋／文 文響社 E ﾑﾗ

空き家 有田　奈央／文 新日本出版社 E ﾓﾘ

となりのショセットさん ロイク・クレマン／文 評論社 E ﾓﾝ

やとのいえ 八尾　慶次／作 偕成社 E ﾔﾂ

ふまんばかりのメシュカおばさん キャロル・チャップマン／さく 好学社 E ﾛﾍﾞ

つくろう！つくろう！おべんとう 若菜　ひとし／作 ひさかたチャイルド E ﾜｶ

ぴちぱちさくさく 若菜　ひとし／作 ひさかたチャイルド E ﾜｶ

ふかふかぽん！ 若菜　ひとし／作 ひさかたチャイルド E ﾜｶ

ひつじのショーンわくわく迷路ブック アードマン・アニメーションズ／原作 宝島社 E


