
分　野 書　名 著　者 出版社 請求記号

日本の小説 ｉｎｖｅｒｔ 相沢　沙呼／著 講談社 F ｱｲ

白光 朝井　まかて／著 文藝春秋 F ｱｻ

兵諌 浅田　次郎／著 講談社 F ｱｻ

ＱＵＥＥＮ 麻生　幾／〔著〕 角川春樹事務所 F ｱｿ

原因において自由な物語 五十嵐　律人／著 講談社 F ｲｶﾞ

琉球警察 伊東　潤／〔著〕 角川春樹事務所 F ｲﾄ

兇人邸の殺人 今村　昌弘／著 東京創元社 F ｲﾏ

ゾウに魅かれた容疑者 大倉　崇裕／著 講談社 F ｵｵ

ナインストーリーズ 乙川　優三郎／著 文藝春秋 F ｵﾄ

医学のつばさ 海堂　尊／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶｲ

聖徳太子と蘇我入鹿 海音寺　潮五郎／著 作品社 F ｶｲ

亜ノ国ヘ 柏葉　幸子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｶｼ

噂を売る男 梶　よう子／著 ＰＨＰ研究所 F ｶｼﾞ

チンギス紀　１１ 北方　謙三／著 集英社 F ｷﾀ 11

朔が満ちる 窪　美澄／著 朝日新聞出版 F ｸﾎﾞ

枝の家 黒井　千次／著 文藝春秋 F ｸﾛ

たまごの旅人 近藤　史恵／著 実業之日本社 F ｺﾝ

一夜の夢 佐伯　泰英／著 文藝春秋 F ｻｴ

霧をはらう 雫井　脩介／著 幻冬舎 F ｼｽﾞ

星のように離れて雨のように散った 島本　理生／著 文藝春秋 F ｼﾏ

明日は結婚式 小路　幸也／著 祥伝社 F ｼﾖ

我が産声を聞きに 白石　一文／著 講談社 F ｼﾗ

まぜるな危険 高野　史緒／著 早川書房 F ﾀｶ

水たまりで息をする 高瀬　隼子／著 集英社 F ﾀｶ

もどかしいほど静かなオルゴール店 瀧羽　麻子／著 幻冬舎 F ﾀｷ

硝子の塔の殺人 知念　実希人／著 実業之日本社 F ﾁﾈ

オーバーヒート 千葉　雅也／著 新潮社 F ﾁﾊﾞ

北条氏康　２ 富樫　倫太郎／著 中央公論新社 F ﾄｶﾞ 2

能面検事の奮迅 中山　七里／著 光文社 F ﾅｶ

巨鳥の影 長岡　弘樹／著 徳間書店 F ﾅｶﾞ

もういちど 畠中　恵／著 新潮社 F ﾊﾀ

Ｐｈａｎｔｏｍ 羽田　圭介／著 文藝春秋 F ﾊﾀﾞ

ミラーワールド 椰月　美智子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾔｽﾞ



日本の小説 ガーベラを思え 横湯　園子／著 花伝社 F ﾖｺ

ブランド 吉田　修一／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾖｼ

彼岸花が咲く島 李　琴峰／著 文藝春秋 F ﾘ

Ｖｏｙａｇｅ 宮内　悠介／著 講談社 F

外国の小説 小さきものたちのオーケストラ チゴズィエ・オビオマ／著 早川書房 933 ｵﾋﾞ

飢渇の人 エドワード・ケアリー／著 東京創元社 933 ｹｱ

文庫 わたしの幸せな結婚　５ 顎木　あくみ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｱｷﾞ 5

セレストブルーの誓約 綾崎　隼／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｱﾔ

竜騎士のお気に入り　９ 織川　あさぎ／著 一迅社 B F ｵﾘ 9

にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者　１～７ 香月　航／著 一迅社 B F ｶｽﾞ 1～7

異常心理犯罪捜査官・氷膳莉花　１・２ 久住　四季／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｸｽﾞ1・2

僕とおじいちゃんと魔法の塔　６ 香月　日輪／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｺｳ 6

ゆきうさぎのお品書き　８ 小湊　悠貴／著 集英社 B F ｺﾐ 8

ハレルヤ！ 重松　清／著 新潮社 B F ｼｹﾞ

京都くれなゐ荘奇譚 白川　紺子／著 ＰＨＰ研究所 B F ｼﾗ

上流階級　其の３ 高殿　円／著 小学館 B F ﾀｶ 3

金の鰯 千野　隆司／著 双葉社 B F ﾁﾉ

夢十夜・文鳥ほか 夏目　漱石／著 筑摩書房 B F ﾅﾂ

金の角持つ子どもたち 藤岡　陽子／著 集英社 B F ﾌｼﾞ

千里眼ノン＝クオリアの終焉 松岡　圭祐／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ

青が散る　上・下 宮本　輝／著 文藝春秋 B F ﾐﾔ 1・2

優駿　上・下 宮本　輝／著 新潮社 B F ﾐﾔ 1・2

道頓堀川 宮本　輝／著 新潮社 B F ﾐﾔ

螢川 宮本　輝／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾐﾔ

オッドタクシー 此元　和津也／脚本 小学館 B F ﾜｸ

口づけは復讐の香り Ｌ．Ｊ．シェン／著 二見書房 B 933.7 ｼｸ

シンプルな情熱 アニー・エルノー／著 早川書房 B 953 ｴﾙ

総記 人工知能が俳句を詠む 川村　秀憲／共著 オーム社 007.1 ｼﾞ

デジタル化する新興国 伊藤　亜聖／著 中央公論新社 007.3 ｲﾃﾞ

哲学 死にかた論 佐伯　啓思／著 新潮社 114.2 ｻｼ

生贄探し 中野　信子／〔著〕 講談社 141.6 ﾅｲ

すばらしきＵＦＯ・銀河連合・アセンションのひみつ ケルマデック／著 徳間書店 147 ｹｽ

歴史 歴史の真実と向き合おう 井口　和起／著 文理閣 210.6 ﾚ

皇室　９１号（令和３年夏） 扶桑社 288.4 ｺ 91

俺の上には空がある広い空が 桜井　昌司／著 マガジンハウス 289.1 ｻｸ

ヤマザキマリの世界逍遥録 ヤマザキ　マリ／著 ＪＡＬブランドコミュニケーション 290.9 ﾔﾔ

日本アルプス山小屋名鑑　2021 山と渓谷 291.5 ﾆ

社会科学 地図で見るイスラエルハンドブック フレデリック・アンセル／著 原書房 302.2 ｱﾁ

地図で見る中東ハンドブック ピエール・ブラン／著 原書房 302.2 ﾌﾞﾁ



コロナ危機と未来の選択 アジア太平洋資料センター／編 コモンズ 304 ｺ

他者の靴を履く ブレイディみかこ／著 文藝春秋 304 ﾌﾞﾀ

中国共産党暗黒の百年史 石　平／著 飛鳥新社 312.2 ｾﾁ

無邪気（ノーテンキ）な日本人よ、白昼夢から目覚めよ 川口マーン惠美／著 ワック 319.1 ｶﾉ

新世界秩序と日本の未来 内田　樹／著 集英社 319.5 ｳｼ

希望の未来への招待状 マーヤ・ゲーペル／著 大月書店 331 ｹﾞｷ

老活のすすめ 坂東　眞理子／著 飛鳥新社 367.7 ﾊﾞｵ

おうち性教育はじめます フクチ　マミ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 367.9 ﾌｵ

喰うか喰われるか 溝口　敦／著 講談社 368.5 ﾐｸ

民主主義教育のフロンティア 民主教育研究所／編 旬報社 370.4 ﾐ

１８歳で成人になるってどんなこと？
公益財団法人　全国消費生活相
談員協会

公益財団法人　全国消費生活
相談員協会 371.6 ｼﾞ

決定版！１２か月の製作あそび２０９ 島田　由紀子／監修 新星出版社 376.1 ｹ

お母さん、ぼくが生まれてごめんなさい 向野　幾世／著 産経新聞ニュースサービス 378.7 ｺｵ

日本のガールスカウト運動
公益財団法人ガールスカ
ウト日本連盟 379.3 ﾆ

あそぶっく 内田　伸子
国立青少年教育振興機構
/文字・活字文化推進機構 379.9 ｱ

ＨＳＣの子育てハッピーアドバイス 明橋　大二／著 １万年堂出版 379.9 ｱｴ

１０年後の子どもに必要な「見えない学力」の育て方 木村　泰子／著 青春出版社 379.9 ｷｼﾞ

２歳から１２歳の脳がグングン育つ！論理の力 出口　汪／著 水王舎 379.9 ﾃﾞﾆ

自然科学 たいせつな家族を感染症から守る本 生田　和良／著 講談社 493.8 ｲﾀ

新型コロナワクチン打つ前に知っておきたいこと 宮坂　昌之／監修 宝島社 493.8 ｼ

がんばらない 鎌田　実／著 集英社 498.0 ｶｶﾞ

それでもやっぱりがんばらない 鎌田　實／著 集英社 498.0 ｶｿ

養老先生、病院へ行く 養老　孟司／著 エクスナレッジ 498.0 ﾖﾖ

老けない人は何が違うのか 山岸　昌一／著 合同フォレスト 498.3 ﾔﾌ

医師が教える新型コロナワクチンの正体 内海　聡／著 ユサブル 498.6 ｳｲ

コロナ自粛の大罪 鳥集　徹／著 宝島社 498.6 ﾄｺ

喫煙社員ゼロの時代へ 荒島　英明／著 ＰＨＰエディターズ・グループ 498.8 ｱｷ

技術 未来を変えるメッセージみんなのＳＤＧｓ 水谷　孝次／作 リベラル社 519 ﾐ

「脱炭素」は嘘だらけ 杉山　大志／著 産経新聞出版 519.1 ｽﾀﾞ

日本の住宅一〇〇年 平凡社 527.0 ﾆ

人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入門 小泉　宏之／著 インプレス 538.9 ｺｼﾞ

古代繊維・織物の保存科学 奥山　誠義／著 衣笠繊維研究所 586.1 ｵｺ

妄想ごはん 休日課長／著 マガジンハウス 596 ｷﾓ

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ オレンジページ 596 ﾄ

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ オレンジページ 596 ﾄ

どんぶり＆麺昼ごはん３０ 扶桑社 596 ﾄﾞ

The鯨 The ｸｼﾞﾗ 日本鯨類研究所 596.3 ｻﾞ

すみごこち　Vol．１４ 株式会社第一プログレス 株式会社ＦＰコーポレーション 597.0 ｽ 14

産業 犬・ド・フランス 田中　淳／著 みらいパブリッシング 645.6 ﾀｲ



芸術 愛を描いたひと 大貫　智子／著 小学館 723.2 ｲ

第１８回折紙探偵団コンベンション折り図集　Vol.１８ 日本折紙学会 日本折紙学会 754.9 ｵ 18

第１９回折紙探偵団コンベンション折り図集　Vol.１９ 日本折紙学会 日本折紙学会 754.9 ｵ 19

第２０回記念折紙探偵団国際コンベンション折り図集　Vol.２０ 日本折紙学会 日本折紙学会 754.9 ｵ 20

第２１回折紙探偵団コンベンション折り図集　Vol.２１ 日本折紙学会 日本折紙学会 754.9 ｵ 21

第２２回折紙探偵団コンベンション折り図集　Vol.２２ 日本折紙学会 日本折紙学会 754.9 ｵ 22

第２３回折紙探偵団コンベンション折り図集　Vol.２３ 日本折紙学会 日本折紙学会 754.9 ｵ 23

第２４回折紙探偵団コンベンション折り図集　Vol.２４ 日本折紙学会 日本折紙学会 754.9 ｵ 24

第２５回折紙探偵団コンベンション折り図集　Vol.２５ 日本折紙学会 日本折紙学会 754.9 ｵ 25

神谷哲史作品集　２・３ 神谷　哲史 おりがみはうす 754.9 ｶｶ 2・3

勝田恭平折り紙作品集 勝田　恭平 おりがみはうす 754.9 ｶｶ

神谷哲史作品集 神谷　哲史／著 おりがみはうす 754.9 ｶｶ

川畑文昭折り紙作品集 川畑　文昭 おりがみはうす 754.9 ｶｶ

小松英夫作品集 小松　英夫 おりがみはうす 754.9 ｺｺ

エリック・ジョワゼル エリック・ジョワゼル／著 おりがみはうす 754.9 ｼﾞｴ

ユ・テヨン折り紙作品集 ユ・テヨン おりがみはうす 754.9 ﾃﾃ

クエンティン・トロリップ作品集 クエンティン・トロリップ おりがみはうす 754.9 ﾄｸ

西川誠司折り紙作品集 西川　誠司 おりがみはうす 754.9 ﾆﾆ

布施知子折り紙作品集 布施　知子 おりがみはうす 754.9 ﾌﾌ

送別歌 宝田　明／著 ユニコ舎 778.2 ﾀｶ

青天を衝け　後編 大森　美香／作 ＮＨＫ出版 778.8 ｾ 2

文学 アガワ流生きるピント 阿川　佐和子／著 文藝春秋 914.6 ｱｶﾞ

ショローの女 伊藤　比呂美／著 中央公論新社 914.6 ｲﾄ

人生「散りぎわ」がおもしろい 下重　暁子／著 毎日新聞出版 914.6 ｼﾓ

老いの道楽 曾野　綾子／著 河出書房新社 914.6 ｿﾉ

渡る世間にやじ馬ばあさん 橋田　壽賀子／著 大和書房 914.6 ﾊｼ

皆川博子随筆精華　２ 皆川　博子／著 河出書房新社 914.6 ﾐﾅ 2

老いる意味 森村　誠一／著 中央公論新社 914.6 ﾓﾘ

南の風に誘われて 椎名　誠／著 新日本出版社 915.6 ｼｲ

星降る夜は肩ぐるま 遠藤　康弘／著 蔵書房 916 ｴﾎ

8時15分 美甘　章子／著 講談社エディトリアル 916 ﾐｶ

特捜部Ｑ　６ ユッシ・エーズラ・オールスン／著 早川書房 949 ｴｽﾞ 6

身内のよんどころない事情により ペーター・テリン／著 新潮社 949 ﾃﾘ

ベケット氏の最期の時間 マイリス・ベスリー／著 早川書房 953 ﾍﾞｽ

郷土 いづのめしんゆ（伊都能売神諭） 大本経典刊行委員会 天声社 A 178.9 ｲ

出口なお出口王仁三郎の生涯 伊藤　栄蔵 大本本部 A 178.9 ｲﾃﾞ

三千世界一度に開く梅の花 大本本部／編 天声社 A 178.9 ｻ

巨人出口王仁三郎 出口　京太郎／著 天声社 A 178.9 ﾃﾞｸﾞ

出口王仁三郎の示した未来へ 出口　京太郎／編著 天声社 A 178.9 ﾃﾞﾃﾞ



郷土 報身みろく神業の足跡　第三巻
開教百二十年記念事業事務局
（百二十年史） 天声社 A 178.9 ﾎ

みたままつり 大本本部 A 178.9 ﾐ

追悼芦田晃先生～原爆被災の証言者～ 原水爆禁止福知山協議会 原水爆禁止福知山協議会 A 369.3 ﾂ

新基本計画はコロナの時代を見据えているか 谷口　信和／編集代表 農林統計協会 A 611.1 ｼ

漫画編集者が会社を辞めて田舎暮らしをしたら異世界だった件　１巻 クマガエ 講談社 A 611.9 ｸﾏ

有機農業でつながり、地域に寄り添って暮らす 荒井　聡／編著 筑波書房 A 612.1 ｱ

出口紅作陶選集
出口紅作陶選集製作委員会
（大本本部） 天声社 A 751.4 ﾃﾞ

新瑞の光 大本本部 大本本部 A 767.6 ｼ

車いす駅伝発祥の地あやべ
車いす駅伝発祥の地・あやべＰＲ
事業実行委員会

車いす駅伝発祥の地・　あや
べＰＲ事業実行委員会 A 782.3 ｸ

句集　産土 四方　禎治 NHK学園 A 911 ｼｸ

句集　迷路 四方　禎治 NHK学園 A 911.4 ｼｸ

淳風　Ⅳ 阿部淳六／著 四方源太郎事務所 A 914 ｱｼﾞ

つれづれなるまゝに 四方　八洲男 有限会社　環境情報 A 914.6 ｼｶ

こんばんは　バクです かまた　まさき ワードスプリング社 A E ヒラ

児童書（読物） 人狼サバイバル　２～７ 甘雪　こおり／作 講談社 F ｱﾏ 2～7

世界一クラブ　１２ 大空　なつき／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｵ 12

ラストサバイバル　１３ 大久保　開／作 集英社 F ｵｵ 13

友だちは図書館のゆうれい 草野　あきこ／文 金の星社 F ｸｻ

かげろうのむこうで 斉藤　洋／作 偕成社 F ｻｲ

ランペシカ 菅野　雪虫／著 講談社 F ｽｶﾞ

星のカービィ　デデデ大王の脱走大作戦！ 高瀬　美恵／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｶ

あなたがいたところ 中澤　晶子／作 汐文社 F ﾅｶ

ルビと子ねこのワルツ 野中　柊／作 理論社 F ﾉﾅ

イナバさんと雨ふりの町 野見山　響子／文絵 理論社 F ﾉﾐ

スウィートホーム 花里　真希／著 講談社 F ﾊﾅ

かなしきデブ猫ちゃん　２ 早見　和真／文 愛媛新聞社 F ﾊﾔ 2

夏休みルーム はやみね　かおる／著 朝日新聞出版 F ﾊﾔ

かいけつゾロリのゾワゾワゾクゾクようかいまつり 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 F ﾊﾗ

はんぴらり！　３ 廣嶋　玲子／作 童心社 F ﾋﾛ 3

Ｆができない 升井　純子／作 文研出版 F ﾏｽ

ふしぎ町のふしぎレストラン　４ 三田村　信行／作 あかね書房 F ﾐﾀ 4

キャベたまたんていまものの森からＳＯＳ！ 三田村　信行／作 金の星社 F ﾐﾀ

みんなのためいき図鑑 村上　しいこ／作 童心社 F ﾑﾗ

闇に光る妖魔 森川　成美／作 偕成社 F ﾓﾘ

シミちゃん 吉野　万理子／作 くもん出版 F ﾖｼ

ニイハオ大飯店のひみつ カワズミ／絵 理論社 F

キケンな修学旅行 ジェニファー・キリック／作 ほるぷ出版 SF

暗号クラブ　１９ ペニー・ワーナー／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ 19

顔のない花嫁 Ｋ．Ｒ．アレグザンダー／作 小学館 933 ｱﾚ



児童書（読物) ぼくの弱虫をなおすには Ｋ．Ｌ．ゴーイング／作 徳間書店 933 ｺﾞｲ

クモのアナンシ フィリップ・Ｍ．シャーロック／再話 岩波書店 933 ｼﾔ

コレットとわがまま王女 ルイス・スロボドキン／作 瑞雲舎 933 ｽﾛ

ガラスの犬 フランク・ボーム／作 岩波書店 933 ﾊﾞｳ

バクのバンバン、船にのる ポリー・フェイバー／作 徳間書店 933.7 ﾌｴ

バクのバンバン、町にきた ポリー・フェイバー／作 徳間書店 933.7 ﾌｴ

児童書（知識） こどもサピエンス史 ベングト＝エリック・エングホルム／著 ＮＨＫ出版 209

くらしをくらべる戦前・戦中・戦後　１～３ 古舘　明廣／著 岩崎書店 210 1～3

名探偵コナン推理ファイル中国・四国地方の謎 青山　剛昌／原作 小学館 291

お仕事図鑑３００ １６歳の仕事塾／監修 新星出版社 366

紙皿＆紙コップびっくり工作５０ 水野　政雄／著 小学館 376

手話でつながる世界　１～４ 全日本ろうあ連盟／監修 小峰書店 378 1～4

どっちが強い！？Ｘ　８ エアーチーム／まんが ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404 8

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

すごい植物最強図鑑 田中　修／監修 中央公論新社 470

旅をしたがる草木の実の知恵 盛口　満／文・絵 少年写真新聞社 471

やあ！地球のなかまたち　その１ わしお　としこ／文 アリス館 480 1

動物バトルオリンピック 實吉　達郎／監修 新星出版社 480

ドラえもん探究ワールド動物園のなぞ 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 480.7

もって歩けるＰＯＣＫＥＴ　ＷＯＮＤＡ宇宙 中村　康夫 ポプラ社 487.5

どっちが強い！？クロヒョウｖｓマンドリル ジノ／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 489.5

和紙ってなに？　１～４ 「和紙ってなに？」編集室／〔編〕 理論社 585 1～4

山火事のサバイバル　１ ポドアルチング／文 朝日新聞出版 654 1

和食のだしは海のめぐみ　１～３ 阿部　秀樹／写真・文 偕成社 667 1～3

きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集　おはなし工作 きむら　ゆういち／著 金の星社 750 ｷｷ

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

決定版１００円グッズで作ろう！遊ぼう！ 工作・実験工房／著 理論社 750 ｹ

東京２０２０オリンピック・パラリンピック公式競技図鑑 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 780.6 ﾄ

名探偵コナンの究極迷路 青山　剛昌／原作 小学館 798.3 ﾒ

はじめてでもおどれる！ストリートダンス入門 ＥＸＩＬＥ　ＰＲＯＦＥＳＳＩＯＮＡＬ　ＧＹＭ／ダンス監修 小学館 799 ﾊ

都会（まち）のトム＆ソーヤ最強ガイド はやみね　かおる／原作 講談社 910 ﾊﾔ

ミシシッピ冒険記 ダヴィデ・モロジノット／著 岩崎書店 973 ﾓﾛ

絵本 バクのあかちゃん あいはら　ひろゆき／文 教育画劇 E アキ

ノラネコぐんだんラーメンやさん 工藤　ノリコ 白泉社 E クド

ばく・くくく 五味　太郎／作 絵本館 E ゴミ

こんやもバクはねむらない 澤野　秋文／作 講談社 E サワ

ドーナツペンタくん 柴田　ケイコ 白泉社 E シバ

ただいま。 豊福　まきこ E トヨ

ねずみくんのチョッキ なかえ　よしを／作 ポプラ社 E ナカ



絵本 だれもしらないバクさんのよる まつざわ　ありさ／作・絵 絵本塾出版 E マツ

ぶーちゃんのもやもや まつざわ　ありさ／作・絵 絵本塾出版 E マツ

コップのすいえい 二宮　由紀子／作 フレーベル館 E ｱｻ

どすこいすしずもう　サーモンざくらのひみつ アン　マサコ／作 講談社 E ｱﾝ

ばけねこ 杉山　亮／作 ポプラ社 E ｱﾝ

ばけばけばけばけばけたくん　かみなりの巻 岩田　明子／ぶん・え 大日本図書 E ｲﾜ

はげたかのオーランドー トミー・ウンゲラー／さく 好学社 E ｳﾝ

チコちゃんに叱られる 海老　克哉／文 文溪堂 E ｵｵ

へんなおばけ 大森　裕子／著 白泉社 E ｵｵ

せんろをまもる！ドクターイエロー 鎌田　歩／さく 小学館 E ｶﾏ

お化けの猛暑日 川端　誠／作 ＢＬ出版 E ｶﾜ

どろんこあそび 川上　越子／〔作〕 架空社 E ｶﾜ

うちゅうひゃっかてん 黒岩　まゆ／作 小学館 E ｸﾛ

街どろぼう ｊｕｎａｉｄａ／著 福音館書店 E ｼﾞﾕ

うさぎちゃんうみへいく せな　けいこ／作・絵 金の星社 E ｾﾅ

ほらふきカールおじさん 斉藤　洋／文 講談社 E ﾀｶ

あかいさんりんしゃ 犬飼　由美恵／文 成美堂出版 E ﾅｶ

むかしむかしあるところに子ヤギが ダン・リチャーズ／ぶん 評論社 E ﾊﾞｸ

くまごろうとちゅうたのあそびえほん こが　ようこ／構成・ことば 童心社 E ﾊﾞﾊﾞ

へんてこひろば こが　ようこ／構成・ことば 童心社 E ﾊﾞﾊﾞ

もしものくに 馬場　のぼる／作 こぐま社 E ﾊﾞﾊﾞ

おおきなかべがあったとさ サトシン／文 文溪堂 E ﾋﾛ

ムーミン一家の海の冒険 トーベ・ヤンソン／原作 徳間書店 E ﾋﾞﾄﾞ

うちゅうじんだぞおとうとうさぎ！ ヨンナ・ビョルンシェーナ／作 クレヨンハウス E ﾋﾞﾖ

うんどうかいセブン もとした　いづみ／作 世界文化社 E ﾌｸ

たなばたセブン もとした　いづみ／作 世界文化社 E ﾌｸ

たまごサーカス ふくだ　じゅんこ／作 ほるぷ出版 E ﾌｸ

ムーミントロールと真夏のミステリー トーベ・ヤンソン／原作・絵 徳間書店 E ﾔﾝ

いたいときのおまじない 角野　栄子／作 小学館 E ﾖｼ

宿題ファイター よしなが　こうたく／さく 好学社 E ﾖｼ

ノラネコぐんだんいろいろさがしえブック 工藤　ノリコ／原作 白泉社 E

いきものづくしものづくし　５ 田中　豊美／〔ほか作〕 福音館書店 E 031 5

あべ弘士のシートン動物記　３ Ｅ．Ｔ．シートン／原作 学研プラス E 480 3


