
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 五つの季節に探偵は 逸木　裕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｲﾂ

まっとうな人生 絲山　秋子 河出書房新社 F ｲﾄ

くるまの娘 宇佐見　りん 河出書房新社 F ｳｻ

夏鳥たちのとまり木 奥田　亜希子 双葉社 F ｵｸ

奇跡集 小野寺　史宜 集英社 F ｵﾉ

あきらめません！ 垣谷　美雨 講談社 F ｶｷ

広重ぶるう 梶　よう子 新潮社 F ｶｼﾞ

これでいくほかないのよ 片岡　義男 亜紀書房 F ｶﾀ

空をこえて七星のかなた 加納　朋子 集英社 F ｶﾉ

孤剣の涯て 木下　昌輝 文藝春秋 F ｷﾉ

氷の致死量 櫛木　理宇 早川書房 F ｸｼ

夜に星を放つ 窪　美澄 文藝春秋 F ｸﾎﾞ

情事と事情 小手鞠　るい 幻冬舎 F ｺﾃﾞ

石礫 今野　敏 光文社 F ｺﾝ

よろずを引くもの 西條　奈加 東京創元社 F ｻｲ

孤蝶の城 桜木　紫乃 新潮社 F ｻｸ

さよならの向う側 清水　晴木 マイクロマガジン社 F ｼﾐ

〈磯貝探偵事務所〉からの御挨拶 小路　幸也 光文社 F ｼﾖ

ハロー・グッドバイ 小路　幸也 集英社 F ｼﾖ

競争の番人 新川　帆立 講談社 F ｼﾝ

任侠ショコラティエ 新堂　冬樹 双葉社 F ｼﾝ

戴天 千葉　ともこ 文藝春秋 F ﾁﾊﾞ

化物園 恒川　光太郎 中央公論新社 F ﾂﾈ

人でなしの櫻 遠田　潤子 講談社 F ﾄｵ

小説機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ　中・下 富野　由悠季 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾄﾐ 2.3

棘の家 中山　七里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾅｶ

ミシンと金魚 永井　みみ 集英社 F ﾅｶﾞ

雨滴は続く 西村　賢太 文藝春秋 F ﾆｼ

パパイヤ・ママイヤ 乗代　雄介 小学館 F ﾉﾘ

スパイコードＷ 福田　和代 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾌｸ

宙ごはん 町田　そのこ 小学館 F ﾏﾁ

無月の譜 松浦　寿輝 毎日新聞出版 F ﾏﾂ

夢をかなえるゾウ　０ 水野　敬也 文響社 F ﾐｽﾞ 0

子宝船 宮部　みゆき ＰＨＰ研究所 F ﾐﾔ

一心同体だった 山内　マリコ 光文社 F ﾔﾏ

山本周五郎人情ものがたり　武家篇 山本　周五郎 本の泉社 F ﾔﾏ

山本周五郎人情ものがたり　市井篇 山本　周五郎 本の泉社 F ﾔﾏ



日本の小説 ４３１秒後の殺人 床品　美帆 東京創元社 F ﾕｶ

忍者に結婚は難しい 横関　大 講談社 F ﾖｺ

海蝶　〔２〕 吉川　英梨 講談社 F ﾖｼ 2

高く翔べ 吉川　永青 中央公論新社 F ﾖｼ

沈みかけの船より、愛をこめて 乙一 朝日新聞出版 F

外国の小説 リリアンと燃える双子の終わらない夏 ケヴィン・ウィルソン 集英社 933 ｳｲ

もう行かなくては イーユン・リー 河出書房新社 933 ﾘ

呼び出し ヘルタ・ミュラー 三修社 943 ﾐﾕ

印 アーナルデュル・インドリダソン 東京創元社 949 ｱﾅ

文庫 きよのお江戸料理日記　２.３ 秋川　滝美 アルファポリス B F ｱｷ 2.3

小説ノイズ〈ｎｏｉｓｅ〉 筒井　哲也／原作 集英社 B F ｸﾛ

丹波こころの旅 しおがい　ふみあき 杉並けやき出版 B F ｼｵ

東京すみっこごはん　〔５〕 成田　名璃子 光文社 B F ﾅﾘ 5

ベンチウォーマーズ 成田　名璃子 光文社 B F ﾅﾘ

総記 ６０分でわかる！メタバース超入門 武井　勇樹 技術評論社 007.3 ﾀﾛ

ライブ配信で１億円稼いだ話 福岡　みなみ 幻冬舎 007.3 ﾌﾗ

たった１日で基本が身に付く！ＷｏｒｄＰｒｅｓｓ超入門 佐々木　恵 技術評論社 007.6 ｻﾀ

本屋図鑑 いまがわ　ゆい 廣済堂出版 024 ｲﾎ

哲学 アリストテレス『ニコマコス倫理学』 山本　芳久 ＮＨＫ出版 131.4 ﾔｱ

手術をする外科医はなぜ白衣を着ないのか？ 入倉　隆 日経ＢＰ日本経済新聞出版 141.2 ｲｼ

認知バイアス見るだけノート 齊藤　勇／監修 宝島社 141.5 ﾆ

かくれ繊細さんの「やりたいこと」の見つけ方 時田　ひさ子 あさ出版 146.8 ﾄｶ

自己肯定感が高まるうつ感情のトリセツ 中島　輝 きずな出版 146.8 ﾅｼﾞ

「自己肯定感低めの人」が、一生お金に困らない方法 山根　洋士 ＰＨＰエディターズ・グループ 146.8 ﾔｼﾞ

リラックマの「ごゆるり」セルフケア 根本　裕幸／監修 名古屋：リベラル社 146.8 ﾘ

新訳引き寄せの法則 エスター・ヒックス ＳＢクリエイティブ 147.3 ﾋｼ

琉球風水志シウマが教えるあなたの運命をつかさどる「数字の暗号」 シウマ 講談社 148.9 ｼﾘ

本当に頭がいい人のメンタル習慣１００ 齋藤　孝 宝島社 159 ｻﾎ

ＤＩＥ　ＷＩＴＨ　ＺＥＲＯ ビル・パーキンス ダイヤモンド社 159 ﾊﾟﾀﾞ

幸せな孤独 前野　隆司 アスコム 159 ﾏｼ

５０歳から花開く人、５０歳で止まる人 有川　真由美 ＰＨＰ研究所 159.7 ｱｺﾞ

７０代で死ぬ人、８０代でも元気な人 和田　秀樹 マガジンハウス 159.7 ﾜﾅ

宗教はなぜ都会を離れるか？ 谷口　雅宣 生長の家 169.1 ﾀｼ

歴史 ２０歳の自分に教えたい現代史のきほん 池上　彰 ＳＢクリエイティブ 209.7 ﾆ

なぜ人類は戦争で文化破壊を繰り返すのか ロバート・ベヴァン 原書房 209.7 ﾍﾞﾅ

再現イラストでよみがえる日本史の現場 朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 210.1 ｻ

日本の合戦解剖図鑑 本郷　和人／監修 エクスナレッジ 210.1 ﾆ

満洲国グランドホテル 平山　周吉 芸術新聞社 222.5 ﾋﾏ

ハレム 小笠原　弘幸 新潮社 227.4 ｵﾊ

アウシュヴィッツのお針子 ルーシー・アドリントン 河出書房新社 234.0 ｱｱ

徳川１５代将軍解体新書 河合　敦 ポプラ社 288.3 ｶﾄ

皇室　９４号（令和４年春） 扶桑社 288.4 ｺ

上総広常 千野原　靖方 戎光祥出版 289.1 ﾀｲ



歴史 京都を学ぶ　伏見編 京都学研究会／編 ナカニシヤ出版 291.6 ｷ

国境で読み解くヨーロッパ 加賀美　雅弘 朝倉書店 293 ｶｺ

社会科学 撤退論 内田　樹／編著 晶文社 304 ｳﾃ

この国の危機管理失敗の本質 柳田　邦男 毎日新聞出版 312.1 ﾔｺ

「トランプ信者」潜入一年 横田　増生 小学館 312.5 ﾖﾄ

戦う民意 翁長　雄志 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 318.2 ｵﾀ

市長の夢 日本ドリームプロジェクト／編 京都：いろは出版 318.2 ｼ

未来につなげる地方創生 内閣府地方創生人材支援制度派遣者編集チー 日経ＢＰ社 318.6 ﾐ

生きるために必要な「法律」のはなし 木村　真実／監修 ナツメ社 320 ｲ

まんが江戸時代の経済入門 大福組 PanRollimg 332.1 ﾀﾞﾏ

ＬＧＢＴＱの働き方をケアする本 宮川　直己 自由国民社 336.4 ﾐｴ

会計の用語図鑑 石川　和男 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 336.9 ｲｶ

相続専門の税理士、父の相続を担当する 清田　幸弘 あさ出版 345.5 ｾｿ

１８時に帰る 秋山　開 プレジデント社 366.7 ｱｼﾞ

いいから、あなたの話をしなよ チョ　ナムジュ アジュマ 367.2 ｲ

ひとり老後楽生き事典 辻川　覚志 水曜社 367.7 ﾂﾋ

不倫と正義 中野　信子 新潮社 367.9 ﾅﾌ

聴覚障害者福祉の源流 京都聴覚言語障害者福祉協会／編 文理閣 369.2 ﾁ

図解でわかる障害福祉サービス 二本柳　覚／編著 中央法規出版 369.2 ﾆｽﾞ

マイホーム山谷 末並　俊司 小学館 369.9 ｽﾏ

子どものための居場所論 阿比留　久美 かもがわ出版 370.4 ｱｺ

動作訓練の技術とこころ 香野　毅 遠見書房 378 ｺﾄﾞ

バトラーさんの贈りもの 百々　佑利子 のら書店 378 ﾓﾊﾞ

知的障害・発達障害のある子どもの心と体を育む運動・ゲーム７５選 渡邉　貴裕／編著 東洋館出版社 378.6 ﾜﾁ

発達障がい・グレーゾーンの子どもがのびのび育つ接し方と言葉がけ 咲田　栞里 あさ出版 378.8 ｻﾊ

子どもの頭がよくなる魔法の質問１００ キム　ジョンウォン 文響社 379.9 ｷｺ

失われゆく娯楽の図鑑 藤木ＴＤＣ／監修 グラフィック社 384.8 ｳ

桃太郎は嫁探しに行ったのか？ 倉持　よつば 新日本出版社 388.1 ｸﾓ

自然科学 科学名著図鑑 ニュートンプレス 404 ｶ

江戸の宇宙論 池内　了 集英社 440.2 ｲｴ

クマともりとひと 森山　まり子 ダイロク（印刷） 489.5 ﾓｸ

ギャンブル依存国家・日本 帚木　蓬生 光文社 493.7 ﾊｷﾞ

脊柱管狭窄症自力で克服！腰の名医が教える最新１分体操大全 文響社 494.6 ｾ

更年期、私のトリセツ 対馬　ルリ子／監修 つちや書店 495.1 ｺ

精神科医が教える毎日を楽しめる人の考え方 樺沢　紫苑 きずな出版 498.3 ｶｾ

運動未満で体はととのう 長島　康之 主婦の友社 498.3 ﾅｳ

薬学博士が教える手づくり野草茶レシピ 中山　智津子 山と溪谷社 499.8 ﾅﾔ

技術 街直し屋 リパブリック・イニシアティブ／編 晶文社 518.8 ﾏ

住宅営業マンぺこぺこ日記 屋敷　康蔵 三五館シンシャ 520.9 ﾔｼﾞ

ソビエトアジアの建築物 ロベルト・コンテ／編　写真 グラフィック社 523.2 ｿ

ネットワークのしくみと技術がこれ１冊でしっかりわかる本 中尾　真二 技術評論社 547.4 ﾅﾈ

経営者交代 松崎　隆司 ダイヤモンド社 588.3 ﾏｹ

魅惑のクラフトコーラ クラフトコーラ愛好会／編 主婦の友社 588.4 ﾐ



技術 こども文房具　２０２２ たこなお文具堂 扶桑社 589.7 ｺ 22

ズボラでも増えるコツがわかる！マンガお金の基本１年生 荻原　博子／監修 宝島社 591 ｽﾞ

かわいい犬のお洋服 山本　真寿美 主婦と生活社 594 ﾔｶ

物語のような動物刺繍植物刺繍 ｍｍｍ　ｅｍｂｒｏｉｄｅｒｙ グラフィック社 594.2 ｴﾓ

新幹線と特急の刺しゅう ささき　みえこ 誠文堂新光社 594.2 ｻｼ

かぎ針編み刺しゅう糸で編むおとぎ話の世界 アップルミンツ 594.3 ｶ

家にあるものですぐ作れる究極のおうちまかないメシ あべ　こういち ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ｱｲ

ごはん作りの絶望に寄り添うレシピ 本多　理恵子 エムディエヌコーポレーション 596 ﾎｺﾞ

１カ月分の献立カレンダーＢＯＯＫ　６月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596

糖質オフのやせる献立 扶桑社 596

スパイス＆ハーブで旅キッチン フジナミ　コナ イースト・プレス 596.2 ﾌｽ

７大定番野菜のBESTレシピ100 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596.3 ﾅ

フライパン＆ボウルひとつで手間ゼロおかず 扶桑社 596.4 ﾌ

米粉のシフォンケーキ 田中　可奈子 主婦の友社 596.6 ﾀｺ

センイルスイーツ 長嶋　清美 大泉書店 596.6 ﾅｾ

産業 子育て世代のための快適移住マニュアル 金丸　知弘 誠文堂新光社 611.9 ｶｺ

病気と害虫を防ぐ 草間　祐輔 ＮＨＫ出版 627.1 ｸﾋﾞ

変な犬図鑑 いぬころ 辰巳出版 645.6 ｲﾍ

広告マッチラベル 三好　一 ＩＢＣパブリッシング 675.1 ﾐｺ

日本のラベル 三好　一 ＩＢＣパブリッシング 675.1 ﾐﾆ

日本のコミュニティ放送 松浦　さと子／編著 晃洋書房 699.2 ﾏﾆ

芸術 家栽の人　１ 毛利　甚八／作 小学館 726.1 ｳｶ 1

戦争は女の顔をしていない　３ 小梅　けいと／作画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 726.1 ｺｾ 3

マイルドライナーで簡単！かわいい！ちょこっとイラストが描ける本 おちゃ 翔泳社 726.5 ｵﾏ

しぜんのおくりもの イザベル・シムレール／文・絵 岩波書店 726.5 ｼｼ

ウサギ ジョン・マーズデン／文 河出書房新社 726.6 ﾀｳ

ＭＩＫＥＹ　ＳＴＹＬＥ　ＢＯＯＫ リサ・ラーソン トンカチ 726.6 ﾗﾏ

文房四宝の楽しみ 芸術新聞社 728.3 ﾌﾞ

コード理論大全 清水　響 リットーミュージック 761.5 ｼｺ

「なんか弾いて」と言われた時にサラッと弾きたいこの名曲！　うるうる編 全音楽譜出版社出版部／編集 全音楽譜出版社 M 763.2

「なんか弾いて」と言われた時にサラッと弾きたいこの名曲！　しっとり編 全音楽譜出版社出版部／編集 全音楽譜出版社 M 763.2

「なんか弾いて」と言われた時にサラッと弾きたいこの名曲！　華やか編 全音楽譜出版社出版部／編集 全音楽譜出版社 M 763.2

言語 能面作品集 給田　薫 京都新聞出版センター 773.4 ｷﾉ

砂まみれの名将 加藤　弘士 新潮社 783.7 ﾉﾑ

BE-PAL 小学館 786.0 ﾋﾞ

伝わるチカラ 井上　貴博 ダイヤモンド社 809.2 ｲﾂ

文学 にゃんこ四字熟語辞典 西川　清史 飛鳥新社 814.4 ﾆﾆ

推したい私の韓国語 イ　ダヒ ワニブックス 829.1 ｲｵ

私はこうして英語を学んだ 松本　道弘 中村堂 830.4 ﾏﾜ

壁とともに生きる ヤマザキ　マリ ＮＨＫ出版 910.2 ｱﾍﾞ

書こうとしない「かく」教室 いしい　しんじ ミシマ社 910.2 ｲｼ

瀬戸内寂聴９９年生きて思うこと ２０２２「瀬戸内寂聴９９年生きて思うこと ２０２２「瀬戸内寂聴９９年生き 910.2 ｾﾄ

愛は忍ぶ　三浦綾子物語 三浦　綾子 日本キリスト教団出版局 910.2 ﾐｳ



文学 夏井いつき、俳句を旅する 夏井　いつき 悟空出版 911.3 ﾅﾅ

はじめての五七五違いがわかる「俳句・川柳」上達のポイント 上野　貴子／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 911.3 ﾊ

シルバー川柳　丘を越えて編 みやぎシルバーネット／編 河出書房新社 911.4 ｼ

幸田文　老いの身じたく 幸田　文 平凡社 914.6 ｺｳ

よみぐすり 坂口　恭平 東京書籍 914.6 ｻｶ

９９年、ありのままに生きて 瀬戸内　寂聴 中央公論新社 914.6 ｾﾄ

捨てることから始まる 瀬戸内　寂聴 祥伝社 914.6 ｾﾄ

コミック カタコトのうわごと 多和田　葉子 青土社 914.6 ﾀﾜ

郷土 今日は、これをしました 群　ようこ 集英社 914.6 ﾑﾚ

とあるひととき 三浦　しをん 平凡社 914.6

その着物、どうする？ 星　わにこ 河出書房新社 ｺﾐｯｸ ﾎｿ

小さな「ことば」の大きな力 蒲田　惠里 育鵬社 A 159.8 ｶﾁ

日本民族のルーツ 四方　長治 文芸社 A 210.3 ｼﾆ

３６５日京都絶景の旅 いろは出版／編集 いろは出版 A 291.6 ｻ

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　３巻 クマガエ 講談社 A 611.9 ｸﾏ

芸術界　２０２２ 日本芸術年鑑社 A 708.7 ｹﾞ

児童書（読物） 一撃をねらえ！ あさだ　りん／作 金の星社 F ｱｻ

きみのなまえ あんず　ゆき／作 佼成出版社 F ｱﾝ

ジャレットのミント〓コレクション あんびる　やすこ／作・絵 ポプラ社 F ｱﾝ

ないしょの五日間 岡田　淳／作 偕成社 F ｵｶ

クロケのジャムとももふか草 島村　木綿子／作 国土社 F ｼﾏ

ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！　ドロロン村のなかまたち 富安　陽子／作 理論社 F ﾄﾐ

アニメコミックおしりたんてい　１１ ポプラ社 F ﾄﾛ 11

バトン 中川　なをみ／作 くもん出版 F ﾅｶ

はりねずみのノート屋さん ななもり　さちこ／作 福音館書店 F ﾅﾅ

きりんのまいにち 二宮　由紀子／作 光村図書出版 F ﾆﾉ

ソラモリさんとわたし はんだ　浩恵／作 フレーベル館 F ﾊﾝ

かみさまのベビーシッター　〔１.２〕 廣嶋　玲子／作 理論社 F ﾋﾛ1.2

十年屋　６ 廣嶋　玲子／作 静山社 F ﾋﾛ 6

区立あたまのてっぺん小学校 間部　香代／作 金の星社 F ﾏﾍﾞ

恋愛問題は止まらない 吉野　万理子／作 小学館 F ﾖｼ

本おじさんのまちかど図書館 ウマ・クリシュナズワミー／作 フレーベル館 933 ｸﾘ

ウィンストンとクリスマスのおとしもの アレックス・Ｔ．スミス／さく 潮出版社 933 ｽﾐ

おもちゃ屋のねこ リンダ・ニューベリー／作 徳間書店 933 ﾆﾕ

おかげさまで名探偵 杉山　亮／作 偕成社 ｽｲﾘ

ミルキー杉山のあなたも名探偵ガイドブック 杉山　亮／作 偕成社 ｽｲﾘ

児童書（知識） ゾロリクエスト 原　ゆたか／原作 ポプラ社 007

東大教授がおしえるシン・日本史 本郷　和人 扶桑社 210

お金のひみつ ＲＩＣＣＡ／まんが 学研プラス 338

年金のひみつ マンガデザイナーズラボ／まんが 厚生労働省 364

ＡＬＴ〈外国語指導助手〉のひみつ マンガデザイナーズラボ／まんが 学研プラス 375

実験対決　４１ 洪　鐘賢／絵 朝日新聞出版 407 41

宇宙のとびら　２０２２Ｓｐｒｉｇ０５９ 公益財団法人　日本宇宙少年団（ＹＡＣ） 学研プラス 440



児童書（知識） 宇宙のとびら　２０２２Ｗｉｎｔｅｒ　０５８ 公益財団法人　日本宇宙少年団（ＹＡＣ） 学研プラス 440

ウルトラマンと学ぶ宇宙と生命体 高水　裕一 講談社 440

火星は… スザンヌ・スレード／文 あすなろ書房 445

世界のサメ大全 めかぶ・イラスト ＳＢクリエイティブ 487.5

高齢者を知ろう！ 平松　類／監修 ＰＨＰ研究所 493

なんで信長はお城を建てたの？ 畑中　英二 新泉社 521

ボイラーのひみつ おぎの　ひとし／まんが 学研プラス 533

はじめての子どもパン教室 吉永　麻衣子 主婦の友社 596

秋さけのひみつ マリサ／まんが 学研プラス 666

ほたてのひみつ 小室　栄子／まんが 学研プラス 666

こんぶのひみつ 水木　繁／まんが 学研プラス 667

作ってたのしい！かざってかわいい！季節のおりがみ　春巻～冬巻 たつくりのおりがみ／監修 文研出版 754.9 ﾂ 1～4

１５才までに覚えたい言葉２０００ 高濱　正伸／監修 永岡書店 814

シャンシャン、夏だより 浅野　竜／作 講談社 913.6 ｱｼ

１３枚のピンぼけ写真 キアラ・カルミナーティ／作 岩波書店 973 ｶﾙ

絵本 子どもの本で平和をつくる キャシー・スティンソン／文 小学館 E 019

ねむろんろん こしだ　ミカ／え 新日本出版社 E 291

学校が大好きアクバルくん 長倉　洋海 アリス館 E 376

蛾 イザベル・トーマス／文 化学同人 E 486

きょうものはらで エズラ・ジャック・キーツ／え 好学社 E 931

りりかさんのぬいぐるみ診療所 かんの　ゆうこ／作 講談社 E F ｶﾝ

ヴォドニークの水の館 まき　あつこ／文 ＢＬ出版 E

ヘレーじいさんのうた 肥田　美代子／文 文研出版 E

きょうりゅうレディ リンダ・スキアース／作 出版ワークス E 289

たのしいうみのいきものずかん 今泉　忠明／監修 ナツメ社 E 481

ねこのこね 石津　ちひろ／詩 アリス館 E 911

声に出してよむ日本の昔ばなし 小澤　俊夫／監修 成美堂出版 E 昔話

ころころすくすく 吉田　敦子／作 パイインターナショナル E ｲｲ

アリのメアリ いわた　まいこ／作 ＢＬ出版 E ｲﾜ

２ひきのカエル クリス・ウォーメル／作・絵 徳間書店 E ｳｵ

どうぶつ勝負（かちまけ）はっけよい！ 大橋　慶子／作・絵 教育画劇 E ｵｵ

あかいてぶくろ 林　木林／文 小峰書店 E ｵｶ

あまやどりのホットケーキ 尾崎　潤／作 教育画劇 E ｵｻﾞ

ハナはへびがすき 蟹江　杏／作 福音館書店 E ｶﾆ

ひみつのさくせん ニコロ・カロッツィ／さく 化学同人 E ｶﾛ

いろいろかえる きくち　ちき／〔作〕 偕成社 E ｷｸ

おひさまわらった きくち　ちき／作 ＪＵＬＡ出版局 E ｷｸ

ゆうたはともだち きたやま　ようこ／作 あかね書房 E ｷﾀ 1

ゆうたくんちのいばりいぬ　２ きたやま　ようこ／作 あかね書房 E ｷﾀ 2

ゆうたくんちのいばりいぬ　３ きたやま　ようこ／作 あかね書房 E ｷﾀ 3

ジェニーのぼうし エズラ・ジャック・キーツ／さく 好学社 E ｷﾂ

しずかな夏休み キム　ジヒョン／作 光村教育図書 E ｷﾑ

パパのかえりがおそいわけ キム　ヨンジン／さく・え 岩崎書店 E ｷﾑ



絵本 はるのひ 小池　アミイゴ／作・絵 徳間書店 E ｺｲ

ゆかしたのワニ ねじめ　正一／文 福音館書店 E ｺﾏ

さかなくん しおたに　まみこ 偕成社 E ｼｵ

真夜中のちいさなようせい シン　ソンミ／絵と文 ポプラ社 E ｼﾝ

このまちのどこかに シドニー・スミス／さく 評論社 E ｽﾐ

た 田島　征三／作 佼成出版社 E ﾀｼ

ここからおいしいよかんがするよ たな／え・ぶん パイインターナショナル E ﾀﾅ

プールのくまのこ 種村　有希子／作 アリス館 E ﾀﾈ

いっぽんばしこちょこちょ とよた　かずひこ／作 世界文化ワンダークリエイト E ﾄﾖ

おんぷちゃんとたいこ とよた　かずひこ／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾄﾖ

夜をあるく マリー・ドルレアン／作 神戸：ＢＬ出版 E ﾄﾞﾙ

デンタウン 中垣　ゆたか／作 世界文化ブックス E ﾅｶ

のうじょうにすむねこ トラネコボンボンなかにしなちお／作 小学館 E ﾅｶ

びりびり 中新井　純子／作 童心社 E ﾅｶ

おにぎりおにぎり 長野　ヒデ子／作 おむすび舎 E ﾅｶﾞ

せかいのくにでいただきます！ 野村　たかあき／作・絵 講談社 E ﾉﾑ

まいごのモリーとわにのかばん こまつ　のぶひさ／文 童心社 E ﾊﾀ

ペネロペ　ママがだーいすき アン・グットマン／ぶん 岩崎書店 E ﾊﾚ

ぼうやはどこ？ アン・ハンター／さく 化学同人 E ﾊﾝ

いえのなかといえのそとで レウィン・ファム／さく 廣済堂あかつき E ﾌｱ

まよなかのバスてい 古内　ヨシ／さく 大日本図書 E ﾌﾙ

ぼりすそらをとぶ ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 E ﾌﾞﾙ

ぼりすとこお ディック・ブルーナ／ぶん　え 福音館書店 E ﾌﾞﾙ

ピヤキのママ ペク　ヒナ／作 ブロンズ新社 E ﾍﾟｸ

アルバうつくしいうみをまもった１００さいのさかな ララ・ホーソーン／作・絵 教育画劇 E ﾎｿ

火の山にすむゴリラ 前川　貴行／写真・文 新日本出版社 E ﾏｴ

くまちゃんがちいさくなっちゃった トム・エリヤン／文 光村教育図書 E ﾏﾂ

ぱったんして 松田　奈那子／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ﾏﾂ

おならおうこく 丸山　誠司／作・絵 ひさかたチャイルド E ﾏﾙ

へんしん　うみのいきもの 三浦　太郎／作 ほるぷ出版 E ﾐｳ

へんしん　どうぶつ 三浦　太郎／作 ほるぷ出版 E ﾐｳ

こちらムシムシ新聞社 三輪　一雄／作・絵 偕成社 E ﾐﾜ

ドガさんをおいかけて エヴァ・モンタナーリ／作 文化学園文化出版局 E ﾓﾝ

かえるのほんや やぎ　たみこ／作・絵 ＰＨＰ研究所 E ﾔｷﾞ

ライオンごうのたび もりおか　よしゆき／さく あかね書房 E ﾔﾏ

しま マルク・ヤンセン／さく 福音館書店 E ﾔﾝ

紙芝居 昭和の窓 やべ　みつのり／脚本・絵 雲母書房 K

どんと来い！三途の川 折原　由美子／脚本・絵 雲母書房 K

本を読んで暑さをふっとばそう！！


