
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 青い雪 麻加　朋／著 光文社 F ｱｻ

彼女が知らない隣人たち あさの　あつこ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｻ

したいとか、したくないとかの話じゃない 足立　紳／著 双葉社 F ｱﾀﾞ

心心 石田　衣良／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲｼ

パラソルでパラシュート 一穂　ミチ／著 講談社 F ｲﾁ

幸村を討て 今村　翔吾／著 中央公論新社 F ｲﾏ

引力の欠落 上田　岳弘／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｳｴ

稔と仔犬　青いお城 遠藤　周作／著 河出書房新社 F ｴﾝ

クラウドの城 大谷　睦／著 光文社 F ｵｵ

時計屋探偵の冒険 大山　誠一郎／著 実業之日本社 F ｵｵ

本好きの下剋上　短編集２ 香月　美夜／著 ＴＯブックス F ｶｽﾞ

ジュリアン・バトラーの真実の生涯 川本　直／著 河出書房新社 F ｶﾜ

チンギス紀　１３ 北方　謙三／著 集英社 F ｷﾀ 13

午前０時の身代金 京橋　史織／著 新潮社 F ｷﾖ

母子草の記憶 小杉　健治／著 双葉社 F ｺｽ

無明 今野　敏／著 幻冬舎 F ｺﾝ

誰かがこの町で 佐野　広実／著 講談社 F ｻﾉ

とあるおっさんのＶＲＭＭＯ活動記　２１～２５ 椎名　ほわほわ／〔著〕 アルファポリス F ｼｲ 21～25

朱色の化身 塩田　武士／著 講談社 F ｼｵ

夏の体温 瀬尾　まいこ／著 双葉社 F ｾｵ

人生の決算書 曽野　綾子／著 文藝春秋 F ｿﾉ

正体 染井　為人／著 光文社 F ｿﾒ

コスメの王様 高殿　円／著 小学館 F ﾀｶ

博士の長靴 瀧羽　麻子／著 ポプラ社 F ﾀｷ

阿修羅草紙 武内　涼／著 新潮社 F ﾀｹ

白銀騎士団 田中　芳樹／著 光文社 F ﾀﾅ

趙雲伝 塚本　青史／著 河出書房新社 F ﾂｶ

レジェンドアニメ！ 辻村　深月／著 マガジンハウス F ﾂｼﾞ

包帯クラブ 天童　荒太／著 筑摩書房 F ﾃﾝ

人面島 中山　七里／著 小学館 F ﾅｶ

それぞれの風の物語 中場　利一／著 光文社 F ﾅｶ

図書室のはこぶね 名取　佐和子／著 実業之日本社 F ﾅﾄ

パラレル・フィクショナル 西澤　保彦／著 祥伝社 F ﾆｼ

弊社は買収されました！ 額賀　澪／著 実業之日本社 F ﾇｶ

月の王 馳　星周／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾊｾ



日本の小説 古本食堂 原田　ひ香／〔著〕 角川春樹事務所 F ﾊﾗ

空にピース 藤岡　陽子／著 幻冬舎 F ﾌｼﾞ

菜の花の道 藤原　緋沙子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｼﾞ

ヒカリ文集 松浦　理英子／著 講談社 F ﾏﾂ

シェア 真梨　幸子／著 光文社 F ﾏﾘ

アルツ村 南　杏子／著 講談社 F ﾐﾅ

かくして彼女は宴で語る 宮内　悠介／著 幻冬舎 F ﾐﾔ

風の港 村山　早紀／著 徳間書店 F ﾑﾗ

刑事弁護人 薬丸　岳／著 新潮社 F ﾔｸ

花屋さんが言うことには 山本　幸久／著 ポプラ社 F ﾔﾏ

外国の小説 ブランディングズ城のスカラベ騒動 Ｐ．Ｇ．ウッドハウス／著 論創社 933 ｳﾂ

春 アリ・スミス／著 新潮社 933 ｽﾐ

名探偵と海の悪魔 スチュアート・タートン／著 文藝春秋 933 ﾀﾄ

シベリアの俳句 ユルガ・ヴィレ／文 花伝社 989 ﾋﾞﾚ

文庫 追尾 相場　英雄／著 小学館 B F ｱｲ

ミステリ博物館 赤川　次郎／著 徳間書店 B F ｱｶ

准教授・高槻彰良の推察　７ 澤村　御影／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｻﾜ 7

ぬり壁のむすめ（九十九字ふしぎ屋商い中１） 霜島　けい／著 光文社 B F ｼﾓ 1

憑きものさがし（九十九字ふしぎ屋商い中２） 霜島　けい／著 光文社 B F ｼﾓ 2

おもいで影法師（九十九字ふしぎ屋商い中３） 霜島　けい／著 光文社 B F ｼﾓ 3

あやかし行灯（九十九字ふしぎ屋商い中４） 霜島　けい／著 光文社 B F ｼﾓ 4

おとろし屏風（九十九字ふしぎ屋商い中５） 霜島　けい／著 光文社 B F ｼﾓ 5

鬼灯ほろほろ（九十九字ふしぎ屋商い中６） 霜島　けい／著 光文社 B F ｼﾓ 6

月の鉢（九十九字ふしぎ屋商い中７） 霜島　けい／著 光文社 B F ｼﾓ 7

鬼の壺（九十九字ふしぎ屋商い中８） 霜島　けい／著 光文社 B F ｼﾓ 8

花街の仇討ち 千野　隆司／著 双葉社 B F ﾁﾉ

丘の上の賢人 原田　マハ／著 集英社 B F ﾊﾗ

京都寺町三条のホームズ　０ 望月　麻衣／著 双葉社 B F ﾓﾁ 0

心と脳が元気になる「長寿食」 藤田　紘一郎／著 三笠書房 B 498.5 ﾌｺ

成瀬巳喜男演出術 村川　英／著 ワイズ出版 B 778.2 ﾅﾙ

人生おろおろ 伊藤　比呂美／著 光文社 B 914.6 ｲﾄ

ほいきた、トシヨリ生活 中野　翠／著 文藝春秋 B 914.6 ﾅｶ

冤罪法廷　上・下 ジョン・グリシャム／〔著〕 新潮社 B 933 ｸﾞﾘ 1・2

ナイトメア・アリー ウィリアム・リンゼイ・グレシャム／著 早川書房 B 933 ｸﾞﾚ

アリスが語らないことは ピーター・スワンソン／著 東京創元社 B 933 ｽﾜ

総記 迷惑メール白書　２０２１ 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

Excel実務ワザ活用事典 日経ＢＰ社 007.6 ｴ

第106回全国図書館大会和歌山大会（オンライン大会）記録 第106回全国図書館大会実行委員会 第106回全国図書館大会実行委員会 010.4 ﾀﾞ

読売年鑑　２０２２年版 読売新聞東京本社 R 059 ﾖ 22

哲学 ハイデガー『存在と時間』 戸谷　洋志／著 ＮＨＫ出版 134.9

タロット占い Ｍａｈｏｕ／著 新星出版社 148.9 ﾏﾀ



哲学 世界の聖域　４～10・12・15～17 講談社 160.8 ｾ

日本仏教語辞典 岩本　裕／著 平凡社 R 180.3 ｲﾆ

総合仏教大辞典　上・下・別 総合仏教大辞典編集委員会／編集 法蔵館 R 180.3 ｿ

仏教語大辞典 中村　元／著 東京書籍 R 180.3 ﾅﾌﾞ

仏教宗派辞典 金岡　秀友／編 東京堂出版 R 180.3 ﾌﾞ

仏教大事典 小学館 R 180.3 ﾌﾞ

仏教文化事典 菅沼　晃／編集 佼成出版社 R 180.3 ﾌﾞ

仏教名言辞典 奈良　康明／編著 東京書籍 R 180.3 ﾌﾞ

般若心経ものがたり 青山　俊董／著 大法輪閣 183.2 ｱﾊ

戒名・法名・神号・洗礼名大事典 鎌倉新書 R 186 ｶ

密教辞典 佐和　隆研／編 法蔵館 R 188.5 ﾐ

禅学大辞典 禅学大辞典編纂所／編 大修館書店 R 188.8 ｾﾞ

日本キリスト教歴史大事典 日本キリスト教歴史大事典編集委員会／編集 教文館 R 190.3 ﾆ

歴史 もし幕末に広報がいたら 鈴木　正義／著 日経ＢＰ 210.0 ｽﾓ

年号読方考証稿 山田　孝雄／著 宝文館出版 210.0 ﾔﾈ

最新　昭和史事典 毎日新聞社／編 毎日新聞社 R 210.7 ｻ

向日市史　上巻 向日市史編さん委員会／編集 京都府向日市 216.2 ﾑ

向日市史　史料編 向日市史編さん委員会／編集 京都府向日市 216.2 ﾑ

三百藩藩主人名事典　３ 藩主人名事典編纂委員会／編 新人物往来社 R 281.0 ｻ

日本架空伝承人名事典 大隅　和雄／〔ほか〕編集 平凡社 R 281.0 ﾆ

皇室　９２号（令和３年秋）・９３号（令和４年冬） 扶桑社 288.4 ｺ

問題の女 平山　亜佐子／著 平凡社 289.1 ﾎﾝ

不自由な足が世界を広げてくれた 三好　鋭郎／著 あさ出版 289.1 ﾐﾖ

深掘り！日本の地名 宇田川　勝司／著 ベレ出版 291.0 ｳﾌ

登山バス時刻表　２０２１-２２ 山と渓谷 291.3 ﾄ

西陣がわかれば日本がわかる。全９選 𠮷川　哲史／著 KLK編集部（サンケイデザイン） 291.6 ﾖﾆ

社会科学 『世界』主要論文選 『世界』主要論文選編集委員会／編 岩波書店 304 ｾ

自治体職員のためのマイナンバー実務１基礎・２実践・３活用 大山　水帆／著 ぎょうせい 318.5 ｵｼﾞ

２０歳の自分に教えたいお金のきほん 池上　彰／著 ＳＢクリエイティブ 330 ﾆ

田中秀臣・森永康平のＮｉｐｐｏｎ学 田中　秀臣／著 読書人 330.4 ﾀﾀ

仕方なくパートで働く普通の主婦が起業する本 小桧山　美由紀／著 総合法令出版 335 ｺｼ

貯金すらまともにできていませんがこの先ずっとお金に困らない方法を教えてください！ 大河内　薫／著 サンクチュアリ出版 338.1 ｵﾁ

住民基本台帳人口・世帯数表　令和３年版 国土地理協会 R 358.1 ｼﾞ

デマ映えの民主主義 蜷川　真夫／著 かもがわ出版 361.4 ﾆﾃﾞ

「おひとりさま」のお金の増やし方 瀬戸山　エリカ／著 総合法令出版 366.2 ｾｵ

スーパービジョンのはじめかた 日本福祉大学スーパービジョン研究センター／監修 ミネルヴァ書房 369.1

生活文化歳事史　第１巻・第２巻 半沢　敏郎／著 東京書籍 386.1 ﾊｾ

子どもと昔話　７５号～８２号 小澤昔ばなし研究所／編集 小澤昔ばなし研究所 388.0 ｺ 75～82

日本の民話　１～８・10～１８ 研秀出版 388.1 ﾆ

自然科学 図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか？ 須黒　達巳／著 ベレ出版 460 ｽｽﾞ

高山の花 永田　芳男 山と渓谷 471.7 ﾅｺ



自然科学 歌うサル 井上　陽一／著 共立出版 489.9 ｲｳ

生命の自覚 忰山　紀一／著 笑がお書房 490.4 ｶｾ

脳の配線と才能の偏り ゲイル・サルツ／著 パンローリング 493.7 ｻﾉ

脳卒中の装具のミカタ 松田　雅弘／編集 医学書院 493.7 ﾉ

新型コロナワクチンよりも大切なこと 本間　真二郎／著 講談社ビーシー 493.8 ﾎｼ

働く人のためのメンタルヘルス術 尾林　誉史／著 あさ出版 498.8 ｵﾊ

技術 すごいぞ台湾　〔２０２１〕 アーク・コミュニケーションズ出版部 509.2 ｽ

築何年？ 国立歴史民俗博物館／編 吉川弘文館 521.8 ﾁ

クラフトビール事始め 山田　隆司／著 朝倉書店 588.5 ﾔｸ

インスタントラーメン図鑑 日本即席食品工業協会／編 日本即席食品工業協会 588.9 ｲ

７０からはメリハリ元気で自然な暮らし 沖　幸子／著 祥伝社 590 ｵﾅ

手放す練習 ミニマリストしぶ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 590.4 ﾐﾃ

デッドスペースＤＩＹ 石井　麻紀子／著 誠文堂新光社 592.7 ｲﾃﾞ

型紙を組み合わせて作る私のほしい服 ブティック社 593.3 ｶ

ディズニーレミン＆ソランと女の子のおそろい服 ブティック社 593.3 ﾃﾞ

型紙なしで作れるＢａｂｙ　＆　Ｋｉｄｓ　Ｈａｎｄｍａｄｅの手づくり大人服＆小物 Ｂａｂｙ　＆　Ｋｉｄｓ　Ｈａｎｄｍａｄｅ／著 ナツメ社 593.3 ﾍﾞｶ

スキル０でも一目でわかるソーイング大全 オルソン恵子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 594 ｵｽ

ハギレのレシピ ブティック社 594 ﾊ

フェルトで作るちいさなお店屋さん まつぼっくり。／著 日本ヴォーグ社 594 ﾏﾌ

刺しゅうの基本 根本　さやか ブティック社 594.2 ｼ

「着物、帯」のリメイクでバッグとこもの 吉澤　瑞恵／〔著〕 ブティック社 594.7 ﾖｷ

１カ月分の献立カレンダーＢＯＯＫ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ｲ

榎本美沙さんの発酵料理　春・夏編 榎本　ミサ 扶桑社 596 ｴｴ

心とからだが元気になる鉄分レシピ 小田　真規子／著 ＰＨＰエディターズ・グループ 596 ｵｺ

基本料理のアレンジレシピ　上・下巻 こいけ　けいこ すこやか食生活協会 596 ｺｷ 1・2

Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｃｏｏｋｉｎｇ オレンジページ 596 ﾄ

最高で最強のお弁当レシピブック　２０２２ 扶桑社 596.4 ｻ

生後すぐからできる赤ちゃんの筋トレあそび 川島　智世／著 主婦と生活社 599.5 ｶｾ

産業 いちごだんめん図鑑 わたなべまこ＠築地市場ドットコム／著 小学館 626.2 ﾜｲ

子どもと楽しむ雑草ブーケ＆室内飾り へんみ　ゆかり／著 いかだ社 627.9 ﾍｺ

新しい和の庭づくり 庭連／監修 成美堂出版 629.7 ｱ

簡単ＤＩＹでできる花壇と寄せ植え 井上　まゆ美／著 主婦の友社 629.7 ｲｶ

犬のいる暮らし 丸田　香緒里／著 池田書店 645.6 ﾏｲ

柴犬麦くんの毎日 麦ぬし／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 645.6 ﾑｼ

わんこと幸せな暮らしｆｏｒ　Ｂｅｇｉｎｎｅｒｓ 晋遊舎 645.6 ﾜ

農家が教える竹やぶ減らし 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 653.8 ﾉ

炭が地球を救う 岩熊　裕明／著 ヒカルランド 658.2 ｲｽ

交通統計　令和２年（２０２０年） 京都府警察本部 京都府警察本部 R 681.3 ｺ

芸術 美術の物語 エルンスト・Ｈ．ゴンブリッチ／著 河出書房新社 702 ｺﾞﾋﾞ

国宝　１～１５ 文化庁／監修 毎日新聞社 708.7 ｺ 1～15

日本美術絵画全集　第１巻～第７巻・第１０巻～第１４巻・第１６巻～第２２巻・第２４巻～第２５巻 座右宝刊行会／編 集英社 721.0 ﾆ 



芸術 まめの推しごと まめ／著 集英社 726.1 ﾏﾏ

いつでも君のそばにいる リト＠葉っぱ切り絵／著 講談社 726.9 ﾘｲ

ディズニー折り紙５０ いしばし　なおこ／著 ブティック社 754.9 ｲﾃﾞ

韓国エンタメ業界の現場 ドラゴン・ジェイ／著 玄光社 760.9 ﾄﾞｶ

小澤征爾、兄弟と語る 小澤　俊夫／著 岩波書店 762.1 ｵｻﾞ

ジョン・レノン最後の３日間 ジェイムズ・パタースン／著 祥伝社 764.7 ﾚﾉ

文楽 山田　庄一／著 ぎょうせい 777.1 ﾔﾌﾞ

山の便利帳　２０２２ 山と渓谷 786.1 ﾔ

茶箱あそび、つれづれ ふくい　ひろこ／著 世界文化社 791.5 ﾌﾁ

言語 聞き出す力 近藤　勝重／著 幻冬舎 809.5 ｺｷ

大辞林 松村　明／編 三省堂 R 813.1 ﾀﾞ

故事成語名言大辞典 鎌田　正／著 大修館書店 R 813.4 ｶｺ

日本文学 時代を拓く芥川龍之介 関口　安義／著 新日本出版社 910.2 ｱｸ

源氏物語　上・中・下巻 〔紫式部／著〕 灘育英会 913.3 ﾑｹﾞ

月曜日は水玉の犬 恩田　陸／著 筑摩書房 914.6 ｵﾝ

６０歳、ひとりを楽しむ準備 岸本　葉子／〔著〕 講談社 914.6 ｷｼ

１００歳まで生きてどうするんですか？ 末井　昭／著 中央公論新社 914.6 ｽｴ

遺す言葉 瀬戸内　寂聴／著 祥伝社 914.6 ｾﾄ

これは、アレだな 高橋　源一郎／著 毎日新聞出版 914.6 ﾀｶ

幸福幻想 中村　うさぎ／著 毎日新聞出版 914.6 ﾅｶ

カムカムマリコ 林　真理子／著 文藝春秋 914.6 ﾊﾔ

寂聴さん最後の手紙 瀬戸内　寂聴／著 朝日新聞出版 915.6 ｾﾄ

５２歳記者のがん日記 橋本　佳周／著 新潟日報社 916 ﾊｼ

郷土 霊界物語 和　一 創志館 A 178.9 ｶﾚ

霧の海 出口　王仁三郎 天声社 A 178.9 ﾃﾞｷ

青嵐 出口　王仁三郎 天声社 A 178.9 ﾃﾞｾ

浪の音 出口　王仁三郎 天声社 A 178.9 ﾃﾞﾅ

あなたの話が聞きたい 永井　祐子 もっと知りたい！今田・人語りの会 A 216.2 ｱ

綾部太鼓の由来、歴史、特色について 石原　信明 A 216.2 ｲｱ

京都府埋蔵文化財論集　第８集 京都府埋蔵文化財調査研究センター A 216.2 ｷ

日本の民話　９ 研秀出版 A 388.1 ﾆ

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　２巻・３巻 クマガエ 講談社 A 611.9 ｸﾏ 2・3

万願寺甘とう ＪＡ京都にのくに万願寺甘とう部会協議会 ＪＡ京都にのくに万願寺甘とう部会協議会 A 626.2 ﾏ

オックスフォード通信 若本　夏美 A 915 ﾜｵ

児童書（知識） 鎌倉時代からの挑戦状！ 一式　まさと／マンガ 朝日新聞出版 210

お札になった２１人の偉人なるほどヒストリー 河合　敦／監修・著 あすなろ書房 281

マンガでわかる！１０才までに覚えたい日本の歴史人物１００ 高濱　正伸／監修 永岡書店 281

ライトニング・メアリ アンシア・シモンズ／作 岩波書店 289 ｱﾆ

調べる学習子ども年鑑　２０２２ 朝日小学生新聞／監修 岩崎書店 304 22

少年のための少年法入門 山下　敏雅／監修 旬報社 327

嫌いな教科を好きになる方法、教えてください！ 河出書房新社／編 河出書房新社 375



児童書（知識） やる気を出したい人成績を上げたい人のための中学の勉強のトリセツ 梁川　由香／著 学研プラス 375

宇宙のとびら 公益財団法人　日本宇宙少年団（ＹＡＣ） 学研プラス 440

恐竜 富田　幸光 小学館 457

ドクターエッグ　１・２ パク　ソンイ／文 朝日新聞出版 460 1・2

頂上決戦！日本の危険生物最強王決定戦 Ｃｒｅａｔｕｒｅ　Ｓｔｏｒｙ／編著 西東社 480

ぬまがさワタリのゆかいないきもの超図鑑 ぬまがさ　ワタリ／著 西東社 480

ドラえもん科学ワールドｓｐｅｃｉａｌみんなのための医学入門 藤子・Ｆ・不二雄／まんが 小学館 490

頭のなかには何がある？ ピエルドメニコ・バッカラリオ／著 太郎次郎社エディタス 491

はたらく細胞ワクチン＆おくすり図鑑 講談社／編 講談社 493

和ろうそくは、つなぐ 大西　暢夫／著 アリス館 576

大豆ミートのひみつ 高世　えり子／まんが 学研プラス 588

生き抜くためのごはんの作り方 河出書房新社／編 河出書房新社 596

すがたをかえるたべものしゃしんえほん　１６・１８ 宮崎　祥子／構成・文 岩崎書店 619 16・18

日本郵政のひみつ 工藤　ケン／まんが 学研プラス 693

回転ずし・レジをつくろう いしかわ　まりこ／作 汐文社 750 ｲｶ

新語・流行語を追え！ 田中　牧郎／監修 小学館 814

大人になるまでに読みたい１５歳のエッセイ　２ 和合　亮一／編・エッセイ ゆまに書房 914 2

児童書（読物） パート・オブ・ユア・ワールド　上・下 リズ・ブラスウェル／著 学研プラス 933 ﾌﾞﾗ 1・2

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴつながりの山 マックス・ブルックス／作 竹書房 933 ﾌﾞﾙ

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴ難破船と人魚の秘密　上・下 Ｃ．Ｂ．リー／作 竹書房 933 ﾘ 1・2

サムデイ デイヴィッド・レヴィサン／作 小峰書店 933 ﾚﾋﾞ

怪盗レッド　２０ 秋木　真／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｷ 20

まっしょうめん！　〔４〕 あさだ　りん／作 偕成社 F ｱｻ 4

香君　上・下 上橋　菜穂子／著 文藝春秋 F ｳｴ 1

世界一クラブ　〔１４〕 大空　なつき／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｵ 14

１８枚のポートレイト 柏葉　幸子／著 理論社 F ｶｼ

モンスター・ホテルでろてんぶろ 柏葉　幸子／作 小峰書店 F ｶｼ

おばけのアッチあかちゃんはドドン！ 角野　栄子／さく ポプラ社 F ｶﾄﾞ

あの子のことは、なにも知らない 栗沢　まり／作 ポプラ社 F ｸﾘ

スネークダンス 佐藤　まどか／作 小学館 F ｻﾄ

星のカービィ　スターライト・シアターへようこそ！の巻 高瀬　美恵／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｶ

タヌキの土居くん 富安　陽子／作 福音館書店 F ﾄﾐ

おしりダンディ　ザ・ヤング トロル／〔原案・監修〕 集英社 F ﾄﾛ

ママがブタになった日 南田　幹太／作 講談社 F ﾅﾝ

不思議屋『風待ち』 西村　友里／作 文研出版 F ﾆｼ

都会のトム＆ソーヤ　１９ はやみね　かおる／〔著〕 講談社 F ﾊﾔ 19

レッツもよみます ひこ・田中／さく 講談社 F ﾋｺ

四つ子ぐらし　１～８・１０～１１ ひの　ひまり／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾋﾉ 1～8・10～11

ふしぎな図書館と魔王グライモン 廣嶋　玲子／作 講談社 F ﾋﾛ

げたばこかいぎ 村上　しいこ／作 ＰＨＰ研究所 F ﾑﾗ

タブレット・チルドレン 村上　しいこ／作 さ・え・ら書房 F ﾑﾗ



児童書（読物） 東京タワーに住む少年 山口　理／作 国土社 F ﾔﾏ

絵本 アフガニスタンのひみつの学校 ジャネット・ウィンター／作 さ・え・ら書房 E 372

ナナちゃんとせんいんさん 高藤　純子／絵 学研プラス E 683

おじいちゃんのイカ 糸井　文彦／文・絵 文芸社 E イト

とんがりみんどりとトカゲのカナ子 糸井　文彦／文・絵 ニコモ E イト

ながみちくんがわからない 数井　美治／作 神戸：ＢＬ出版 E オク

マロングラッセ だるま森／作 神戸：ＢＬ出版 E ダル

おなまえおしえて 新井　洋行／〔作〕 偕成社 E ｱﾗ

はっぴーなっつ 荒井　良二／作 ブロンズ新社 E ｱﾗ

ほっぺにちゅ！ 新井　洋行／作 童心社 E ｱﾗ

おうちりくじょうグランプリ 二宮　由紀子／ぶん 文研出版 E ｸﾆ

７ひきのこうさぎ ジョン・ベッカー／ぶん 好学社 E ｸﾆ

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

おしりじまん 齋藤　槙／さく 福音館書店 E ｻｲ

のいちごつみ さとう　わきこ／さく・え 福音館書店 E ｻﾄ

ニッキーとヴィエラ ピーター・シス／作 神戸：ＢＬ出版 E ｼｽ

わんぱくだんのなつまつり ゆきの　ゆみこ／作 ひさかたチャイルド E ｽｴ

ぼくのねこ 鈴木　のりたけ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ｽｽﾞ

りんごばたけのアップルパイ ｓｅｒｉｃｏ（せりこ） 白泉社 E ｾﾘ

ブロロンどろろん 高畠　那生／作・絵 小学館 E ﾀｶ

くらべるえほん　たべもの ちかつ　たけお／さく・え 学研プラス E ﾁｶ

なにになれちゃう？ チョーヒカル 白泉社 E ﾁﾖ

げんこつやまのたぬきさん とよた　かずひこ／作 世界文化ワンダークリエイト E ﾄﾖ

スープとあめだま ブレイディみかこ／作 岩崎書店 E ﾅｶ

おとがあふれてオムライス 夏目　義一／さく 福音館書店 E ﾅﾂ

妖怪横丁大運動会 広瀬　克也／作 絵本館 E ﾋﾛ

ブルくんダンプくん 谷　真介／作 偕成社 E ﾔﾏ

ブルドーザとなかまたち 山本　忠敬／さく 福音館書店 E ﾔﾏ

おさるのジョージゆめをみる Ｍ．レイ／原作 岩波書店 E ﾚｲ

団体本 おべんとう きのした　けい／作 コクヨ 団体

フライパン きのした　けい／作 コクヨ 団体

1956年（昭和34年）にはじまった「こどもの読書週間」。

第１回は、日本書籍出版協会児童書部会が中心となって開催した「こども読書週間」（４月27日～５月10日）

です。この年は、ポスターではなくしおりを作成し、東京都内の書店やデパートで配布したと記録されていま

す。1959年11月に読進協が発足したので、翌1960年の第２回より、読書推進運動協議会が主催団体となり、

名称を「こどもの読書週間」、期間を５月１日～14日（こどもの日を含む２週間）と定めました。

「こどもの読書週間」は２０００年の「子ども読書年」を機に、現在の４月２３日～５月12日の約3週間に期間を

延長しました。4月から5月にかけては、「国際子どもの本の日（4月2日）」「サン・ジョルディの日（4月23日）」な

どの記念日も多く、また2001年12月に公布・施行の「子ども読書活動推進法」により4月23日が「子ども読書

の日」となった影響もあって、「こどもの読書週間」は年々大きな盛り上がりをみせています。


