
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 ｉｎｖｅｒｔ　２ 相沢　沙呼 講談社 F ｱｲ 2

いつもの木曜日 青山　美智子 宝島社 F ｱｵ

はぐれんぼう 青山　七恵 講談社 F ｱｵ

転生王子はダラけたい　１２～１４ 朝比奈　和 アルファポリス F ｱｻ 12～14

森江春策の災難 芦辺　拓 行舟文化 F ｱｼ

月が導く異世界道中　１５～１８ あずみ　圭 アルファポリス F ｱｽﾞ 15～18

かんむり 彩瀬　まる 幻冬舎 F ｱﾔ

濱地健三郎の呪える事件簿 有栖川　有栖 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱﾘ

祈りも涙も忘れていた 伊兼　源太郎 早川書房 F ｲｶﾞ

奇跡を蒔くひと 五十嵐　貴久 光文社 F ｲｶﾞ

ハヤブサ消防団 池井戸　潤 集英社 F ｲｹ

高島太一を殺したい五人 石持　浅海 光文社 F ｲｼ

ペットショップ無惨 石田　衣良 文藝春秋 F ｲｼ

れんげ出合茶屋 泉　ゆたか 双葉社 F ｲｽﾞ

天下大乱 伊東　潤 朝日新聞出版 F ｲﾄ

水底のスピカ 乾　ルカ 中央公論新社 F ｲﾇ

切腹屋 岩井　三四二 光文社 F ｲﾜ

ドラゴンズ・タン 宇佐美　まこと 新潮社 F ｳｻ

首切り島の一夜 歌野　晶午 講談社 F ｳﾀ

たとえば、葡萄 大島　真寿美 小学館 F ｵｵ

掌に眠る舞台 小川　洋子 集英社 F ｵｶﾞ

リバー 奥田　英朗 集英社 F ｵｸ

我、鉄路を拓かん 梶　よう子 ＰＨＰ研究所 F ｶｼﾞ

介護者Ｄ 河崎　秋子 朝日新聞出版 F ｶﾜ

蛍と月の真ん中で 河邉　徹 ポプラ社 F ｶﾜ

よくがんばりました。 喜多川　泰 サンマーク出版 F ｷﾀ

あなたに安全な人 木村　紅美 河出書房新社 F ｷﾑ

夏日狂想 窪　美澄 新潮社 F ｸﾎﾞ

爆弾犯と殺人犯の物語 久保　りこ 双葉社 F ｸﾎﾞ

孤立宇宙 熊谷　達也 講談社 F ｸﾏ



日本の小説 浅草ルンタッタ 劇団ひとり 幻冬舎 F ｹﾞｷ

マル暴ディーヴァ 今野　敏 実業之日本社 F ｺﾝ

一千億のｉｆ 斉藤　詠一 祥伝社 F ｻｲ

首取物語 西條　奈加 徳間書店 F ｻｲ

シャドウワーク 佐野　広実 講談社 F ｻﾉ

とあるおっさんのＶＲＭＭＯ活動記　２６ 椎名　ほわほわ アルファポリス F ｼｲ 26

クロコダイル・ティアーズ 雫井　脩介 文藝春秋 F ｼｽﾞ

英雄 真保　裕一 朝日新聞出版 F ｼﾝ

あこがれ 瀬戸内　寂聴 新潮社 F ｾﾄ

しろがねの葉 千早　茜 新潮社 F ﾁﾊ

イオカステの揺籃 遠田　潤子 中央公論新社 F ﾄｵ

オリンピックを殺す日 堂場　瞬一 文藝春秋 F ﾄﾞｳ

タラニス 内藤　了 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾅｲ

女人入眼 永井　紗耶子 中央公論新社 F ﾅｶﾞ

若葉荘の暮らし 畑野　智美 小学館 F ﾊﾀ

仕掛島 東川　篤哉 東京創元社 F ﾋｶﾞ

素数とバレーボール 平岡　陽明 講談社 F ﾋﾗ

事件は終わった 降田　天 集英社 F ﾌﾙ

レッドクローバー まさき　としか 幻冬舎 F ﾏｻ

愚者の階梯 松井　今朝子 集英社 F ﾏﾂ

やっかいな食卓 御木本　あかり 小学館 F ﾐｷ

いけない　２ 道尾　秀介 文藝春秋 F ﾐﾁ 2

子宝船 宮部　みゆき ＰＨＰ研究所 F ﾐﾔ

探偵と家族 森　晶麿 早川書房 F ﾓﾘ

麻阿と豪 諸田　玲子 ＰＨＰ研究所 F ﾓﾛ

ええじゃないか 谷津　矢車 中央公論新社 F ﾔﾂ

流れる星をつかまえに 吉川　トリコ ポプラ社 F ﾖｼ

外国の小説 このやさしき大地 ウィリアム・ケント・クルーガー 早川書房 933 ｸﾙ

真夜中の密室 ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋 933 ﾃﾞｲ

文庫 書店ガール　６ 碧野　圭 ＰＨＰ研究所 B F ｱｵ 6

モダンタイムス　上・下 伊坂　幸太郎 講談社 B F ｲｻ 1・2

生命の略奪者 知念　実希人 新潮社 B F ﾁﾈ

うつくしが丘の不幸の家 町田　そのこ 東京創元社 B F ﾏﾁ

ＪＫ　２ 松岡　圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾏﾂ 2

名もなき毒 宮部　みゆき 文藝春秋 B F ﾐﾔ

わが家は祇園の拝み屋さんＥＸ 望月　麻衣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾓﾁ



文庫 琉球建国記 矢野　隆 集英社 B F ﾔﾉ

あやかしお宿の回顧録。 友麻　碧 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾕｳ

郷土 特別展戦国京都と上杉家 米沢市上杉博物館 A 216.2 ﾄ

１３歳からの食と農 関根　佳恵 かもがわ出版 A 611.7 ｾｼﾞ

総記 Ｗｅｂ系フリーランス働き方超大全 デイトラ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 007.3 ｳ

文系のための基本情報技術者はじめに読む本 近藤　孝之 技術評論社 007.6 ｺﾌﾞ

図書館人への言葉のとびら 内野　安彦 郵研社 010.4 ｳﾄ

絵本で学ぶＳＤＧｓ 絵本でＳＤＧｓ推進協会 平凡社 019.5 ｴ

齋藤孝の名著５０ 齋藤　孝 ワック 019.9 ｻｻ

哲学 アタッチメントがわかる本 遠藤　利彦 講談社 143 ｱ

限りある時間の使い方 オリバー・バークマン かんき出版 159 ﾊﾞｶ

６０歳からはやりたい放題 和田　秀樹 扶桑社 159.7 ﾜﾛ

歴史 歴史をこじらせた女たち 篠　綾子 文藝春秋 281.0 ｼﾚ

日本アルプスコースガイド　2022 山と渓谷 291.5 ﾆ

社会科学 日本のタブー４．０ 白石　和彌／ほか著 宝島社 304 ﾆ

冤罪をほどく 中日新聞編集局 名古屋：風媒社 326.2 ｴ

メガバンク銀行員ぐだぐだ日記 目黒　冬弥 三五館シンシャ 338.5 ﾒﾒ

もうすぐ死に逝く私からいまを生きる君たちへ 水谷　修 鳳書院 367.6 ﾐﾓ

援助の原点 吉岡　隆 中央法規出版 369.1 ﾖｴ

介活入門 牛越　博文 講談社 369.2 ｶ

施設長たいへんです、すぐ来てください！ 柴谷　匡哉 飛鳥新社 369.2 ｼｼ

自然科学 地球を掘りすすむと何があるか 廣瀬　敬 河出書房新社 450 ﾋﾁ

南極の氷に何が起きているか 杉山　慎 中央公論新社 452.9 ｽﾅ

科学のカタチ 養老　孟司 時事通信出版局 460.4 ﾖｶ

人類が滅ぼした動物の図鑑 Ｒａｄｅｋ　Ｍａｌ〓 丸善出版 482 ﾏｼﾞ

サイレント・アース デイヴ・グールソン ＮＨＫ出版 486.0 ｸﾞｻ

虫のぬけがら図鑑 安田　守 ベレ出版 486.1 ﾔﾑ

運動脳 アンデシュ・ハンセン サンマーク出版 491.3 ﾊｳ

のほほん生化学 玉先生 永岡書店 491.4 ﾀﾉ

共依存 吉岡　隆 中央法規出版 493.7 ｷ

こどものアレルギー基礎ＢＯＯＫ 今井　孝成 日東書院本社 493.9 ｺ

褥瘡予防のためのポジショニングとケア 水原　章浩 ナツメ社 494.8 ｼﾞ

オトナ女子カラダの不調ゆるめる大百科 石原　新菜 コスミック出版 495 ｵ

マンガＡＰＤ／ＬｉＤって何！？ きょこ 小金井：合同出版 496.6 ｷﾏ

スマホ脳の処方箋 奥村　歩 あさ出版 498.3 ｵｽ

こうすれば、夜中に目覚めずぐっすり眠れる 山下　あきこ 共栄書房 498.3 ﾔｺ



自然科学 ７０歳から一気に老化する人しない人 和田　秀樹 プレジデント社 498.3 ﾜﾅ

漢方薬剤師が教える薬のキホン 平地　治美 日貿出版社 499.1 ﾋｶ

技術 プロ建築士が絶対しない家の建て方 印南　和行 日本実業出版社 527 ｲﾌﾟ

６０代からの小さくも豊かな暮らし方　その２・その３ 晋遊舎 590 ﾛ 2・3

７１歳、年金月５万円、あるもので工夫する楽しい節約生活 紫苑 大和書房 590.4 ｼﾅ

アレンジで叶うわたしらしい服 坂内　鏡子 日本ヴォーグ社 593.3 ｻｱ

はじめてのナチュラルドライフラワー 吉本　博美 家の光協会 594.8 ﾖﾊ

古着で作るぬいぐるみ 金森　美也子 産業編集センター 594.9 ｶﾌ

塚本ミカの宝石ルースで作るワイヤーデザインジュエリー 塚本　ミカ 日東書院本社 594.9 ﾂﾂ

ハッピードールの着せかえソーイング＆ぬい撮り ブティック社 594.9 ﾊ

有元葉子の冷凍術 有元　葉子 筑摩書房 596 ｱｱ

６８歳、ひとり暮らし。きょう何食べる？ 大庭　英子 家の光協会 596 ｵﾛ

これでよゆうの晩ごはん 暮しの手帖編集部 暮しの手帖社 596 ｺ

平野レミのオールスターレシピ 平野　レミ 主婦の友社 596 ﾋﾋ

料理研究家・藤井恵 オレンジページ 596 ﾘ

有元葉子　豆 有元　葉子 家の光協会 596.3 ｱｱ

学べるお菓子レシピ　理数系スイーツ 太田　さちか マイルスタッフ 596.6 ｵﾏ

パティシエレシピのかわいいお菓子 しぃじー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596.6 ｼﾊﾟ

コーヒーの便利帖 普游舎 596.7 ｺ

仕事と人生に効く教養としての紅茶 藤枝　理子 ＰＨＰ研究所 596.7 ﾌｼ

すぐでき＆作りおきおいしい幼児食２５０品 小池　澄子 学研プラス 599.3 ｽ

産業 手軽にふやせるさし木・株分け・とり木・つぎ木・種まき 渡辺　均 ブティック社 627.1 ﾃ

日本マクドナルド「挑戦と変革」の経営 日本マクドナルド株式会社 東洋経済新報社 673.9 ﾆ

芸術 川崎誠二のちいさな木彫り 川崎　誠二 ナツメ社 713 ｶｶ

絵がふつうに上手くなる本 よー清水 ＳＢクリエイティブ 726.5 ﾖｴ

エリック・カール 平凡社 726.6 ｶﾙ

すぐに役立つ移調楽器の読み方 伊藤　辰雄 音楽之友社 761.9 ｲｽ

古典派音楽の様式 チャールズ・ローゼン 音楽之友社 762.0 ﾛｺ

ＴＶ・映画＆話題の人気曲あつめました。　２０２１－２０２２ シンコーミュージック・エンタテイメント M 763.2 ﾃ

ジャズ・ピアノ・ワールド JACOB KOLLER JIMS Music Publishing M 763.2

マイ修行映画 みうら　じゅん 文藝春秋 778.0 ﾐﾏ

おうち茶道のすすめ 水上　麻由子 二見書房 791 ﾐｵ

僕らはまだ旅の途中 ＮＩＲＵ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 798.5 ﾆﾎﾞ

文学 ペガサスの記憶 桐島　洋子 小学館 910.2 ｷﾘ

いちばんわかりやすい俳句歳時記　春夏 辻　桃子 主婦の友社 911.3 ﾂｲ 1

いちばんわかりやすい俳句歳時記　秋冬新年 辻　桃子 主婦の友社 911.3 ﾂｲ 2



文学 俳句いまむかし　みたび 坪内　稔典 毎日新聞出版 911.3 ﾂﾊ 3

シルバー川柳　１２ 全国有料老人ホーム協会 ポプラ社 911.4 ｼ 12

シルバー川柳　上を向いて歩こう編 みやぎシルバーネット 河出書房新社 911.4 ｼ

超シルバー川柳　笑顔がいっぱい編 みやぎシルバーネット 河出書房新社 911.4 ﾁ

ゆいごん川柳 日本財団遺贈寄付サポートセンター イースト・プレス 911.4 ﾕ

八木重吉家族を詩う 日本キリスト教団出版局編集部集 日本キリスト教団出版局 911.5 ﾔｷﾞ

絵本のことば詩のことば 内田　麟太郎 皓星社 914 ｳﾁ

カニカマ人生論 清水　ミチコ 幻冬舎 914 ｼﾐ

少し嫌われるくらいがちょうどいい 曽野　綾子 ポプラ社 914 ｿﾉ

湊かなえのことば結び 湊　かなえ 角川春樹事務所 914 ﾐﾅ

出てこい海のオバケたち 椎名　誠 新日本出版社 915.6 ｼｲ

ああ面白かったと言って死にたい 佐藤　愛子 コスミック出版 917 ｻﾄ

幸福とは何ぞや 佐藤　愛子 中央公論新社 917 ｻﾄ

太陽が死んだ日 閻　連科 河出書房新社 923 ｲｴ

流浪地球 劉　慈欣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 923 ﾘｳ

老神介護 劉　慈欣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 923 ﾘｳ

知里幸恵『アイヌ神謡集』 中川　裕 ＮＨＫ出版 929.2

あなたの教室 レティシア・コロンバニ 早川書房 953 ｺﾛ

「幸せの列車」に乗せられた少年 ヴィオラ・アルドーネ 河出書房新社 973 ｱﾙ

コミック 家栽の人　２～７ 毛利　甚八 小学館 ｺﾐｯｸ ｳｶ 2～7

風の谷のナウシカ　１～７ 宮崎　駿 徳間書店 ｺﾐｯｸ ﾐｶ 1～7

児童書（知識） インターネットサバイバル　１～３ 鈴木　朋子 日本図書センター 007 1～3

１人１台時代の情報モラル　１～３ 秋山　浩子 汐文社 007 1～3

つくって遊べるプログラミング 中川　一史 学研プラス 007

ぼくのわたしの著作権ずかん 森田　盛行 ほるぷ出版 021

自分を守るクエスト　１～３ 鈴木　裕介 鈴木出版 146 1～3

さだじいの戦争かるた 岩川　洋成 論創社 210

鈴木道雄物語　一歩先を歩こう 那須田 稔 スズキ株式会社 289 ｽｽﾞ

キャラ絵で学ぶ！世界の国図鑑 伊藤　賀一 すばる舎 290

キャラ絵で学ぶ！都道府県図鑑 伊藤　賀一 すばる舎 291

いつか選挙に行く君に知っておいてほしいこと　１～３ 宇野　重規 学研プラス 310 1～3

ＳＤＧｓで見る現代の戦争 伊勢崎　賢治 学研プラス 319

中学生から身につけておきたい賢く生きるための金融リテラシー 子どもの学び編集部 ジャムハウス 338

宇宙人とみつける仕事図鑑 二村　大輔 文響社 366

お仕事図鑑３００ １６歳の仕事塾 新星出版社 366

女子サッカー選手です。そして、彼女がいます 下山田　志帆 偕成社 367



児童書（知識） １０歳からのカラダ・性・ココロのいろいろブック　変わるカラダのいろいろ編 アクロストン ほるぷ出版 367

１０歳からのカラダ・性・ココロのいろいろブック　性とココロのいろいろ編 アクロストン ほるぷ出版 367

ずかん世界のくつ・はきもの 鈴木　絵美留 技術評論社 383

実験対決　４２ 洪　鐘賢 朝日新聞出版 407 42

ずかん単位 清水　洋美 技術評論社 420

みんなが知りたい！単位のすべて 「単位のすべて」編集室 メイツユニバーサルコンテンツ 420

星空教室　春の星座 藤井　旭 誠文堂新光社 443

星空教室　夏の星座 藤井　旭 誠文堂新光社 443

星空教室　秋の星座 藤井　旭 誠文堂新光社 443

星空教室　冬の星座 藤井　旭 誠文堂新光社 443

考えると楽しい地図 今和泉　隆行 くもん出版 448

異常気象図鑑 平井　信行 金の星社 451

ＳＤＧｓの目でみる天気の図鑑 稲葉　茂勝 東京書籍 451

鳥になった恐竜　１・２ 真鍋　真 理論社 457 1・2

ドクターエッグ　４ パク　ソンイ 朝日新聞出版 460 4

地球の生物大図鑑 デイヴィッド・バーニー 河出書房新社 460

国立公園へ行こう！ アレクサンドラ・ミジェリンスカ 徳間書店 462

ふしぎ！光る生きもの大図鑑 近江谷　克裕 国土社 468

教科書に出てくる身のまわりの生物　１～３ いずもり　よう 理論社 480 1～3

びっくり！動物園のおしごと大図鑑 ＤＫ社 河出書房新社 480.7

動物はわたしたちの大切なパートナー　１～３ 谷田　創 ＷＡＶＥ出版 480.9 1～3

どうしてそうなった！？海の生き物　１～３ 吉野　雄輔 文一総合出版 481.7 1～3

見たことのないものをつかまえたい！世界の変な生き物探訪記 平坂　寛 偕成社 482

チャコウラさんの秘密を知りたい！ナメクジの話 宇高　寛子 偕成社 484.6

だれよりも速く走る義足の研究 遠藤　謙 偕成社 494

ものづくりっておもしろい！おもちゃから乗り物まで 小林　竜太 偕成社 549

もしも深海でくらしたら 山本　省三 ＷＡＶＥ出版 558

天の蚕が夢をつむぐ 谷本　雄治 フレーベル館 586

ぜんぶかわいい！手芸クラブ　１～４ あかね書房 594 1～4

バットで冷やすだけさわやかデザート 宮沢　うらら 汐文社 596

フライパンで焼くだけかんたん焼き菓子 宮沢　うらら 汐文社 596

マグカップでまぜるだけふわふわケーキ 宮沢　うらら 汐文社 596

だいどころのたね ひさかたチャイルド 615

はじめてのハムスターそだてかたブック 三輪　恭嗣 西東社 645

おえかきでしあげるどうぶつおりがみ　１～３ たかはし　なな 理論社 754.9 ﾀｵ 1～3

おぼえようバドミントンのルール 上田　敏之 ベースボール・マガジン社 783.5 ｳｵ



児童書（知識） セオリーから応用まで野球配球ＩＱドリル 野口　寿浩 メイツユニバーサルコンテンツ 783.7 ｾ

ジュニアのためのボルダリング実践テク上達バイブル 小山田　大 メイツユニバーサルコンテンツ 786.1 ｼﾞ

難攻不落の迷路 香川　元太郎 ＰＨＰ研究所 798 ｶﾅ

アップステージ ダイアナ・ハーモン・アシャー 評論社 933 ｱｼ

父さんのゾウ ピーター・カーナバス 文研出版 933 ｶﾅ

学校ねずみのフローラ ディック・キング＝スミス 童話館出版 933 ｷﾝ

ぼくたちのスープ運動 ベン・デイヴィス 評論社 933 ﾃﾞｲ

魔女だったかもしれないわたし エル・マクニコル ＰＨＰ研究所 933 ﾏｸ

かわいい子ランキング ブリジット・ヤング ほるぷ出版 933 ﾔﾝ

ひみつの地下図書館　３ アビー・ロングスタッフ ほるぷ出版 933 ﾛﾝ 3

ふしぎなメリーゴーラウンド リーザ＝マリー・ブルーム 徳間書店 943 ﾌﾞﾙ

ブロッケンの森のちっちゃな魔女 アレクサンダー・リースケ 静山社 943 ﾘｽ

星ぼしでめぐるギリシア神話 百々　佑利子 岩波書店 991

児童書（読物） ３分間サバイバル 粟生　こずえ あかね書房 F ｱｵ

ルルとララのティラミス あんびる　やすこ 岩崎書店 F ｱﾝ

おねえちゃんって、ときどきなきむし！？ いとう　みく 岩崎書店 F ｲﾄ

ドタバタヒーロードジルくん　４ 大空　なごむ ポプラ社 F ｵｵ 4

三まいのはがき おくやま　ゆか 福音館書店 F ｵｸ

はりねずみのルーチカ　〔１１〕 かんの　ゆうこ 講談社 F ｶﾝ 11

千に染める古の色 久保田　香里 アリス館 F ｸﾎﾞ

青鬼　９・１０ ｎｏｐｒｏｐｓ ＰＨＰ研究所 F ｸﾛ 9・10

おばけとしょかん　〔２〕 斉藤　洋 講談社 F ｻｲ 2

黒と白のあいだで 斉藤　洋 講談社 F ｻｲ

怪狩り　巻ノ７ 佐東　みどり ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｻﾄ 7

世にも奇妙な商品カタログ　１０ 地図十行路 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾁｽﾞ 10

那木野、伝説の森で 西村　さとみ 国土社 F ﾆｼ

絶望鬼ごっこ　〔１９〕 針　とら 集英社 F ﾊﾘ 19

妖怪の子、育てます　１ 廣嶋　玲子 東京創元社 F ﾋﾛ 1

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　１８ 廣嶋　玲子 偕成社 F ﾋﾛ 18

千吉と双子、修業をする 廣嶋　玲子 東京創元社 F ﾋﾛ

しゅくだい大なわとび 福田　岩緒 ＰＨＰ研究所 F ﾌｸ

しゅくだいクロール 福田　岩緒 ＰＨＰ研究所 F ﾌｸ

しゅくだいとびばこ 福田　岩緒 ＰＨＰ研究所 F ﾌｸ

しゅくだいなかなおり 福田　岩緒 ＰＨＰ研究所 F ﾌｸ

怖い物件 藤白　圭 河出書房新社 F ﾌｼﾞ

不思議屋敷の転校生 藤重　ヒカル 金の星社 F ﾌｼﾞ



児童書（読物） 保健室経由、かねやま本館。　５ 松素　めぐり 講談社 F ﾏﾂ 5

お願い！フェアリー〓　９ みずの　まい ポプラ社 F ﾐｽﾞ 9

ハウルの動く城 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 徳間書店 F ﾐﾔ

マスク越しのおはよう 山本　悦子 講談社 F ﾔﾏ

ラストで君は「まさか！」と言う　奇妙なプレゼント ＰＨＰ研究所 ＰＨＰ研究所 F

ガリレオの事件簿　１・２ 東野　圭吾 文藝春秋 ｽｲﾘ 1・2

安吾先輩は解読したい 三川　三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｽｲﾘ

どたばたへなちょこ探偵団 藤本　ともひこ 文研出版 ｽｲﾘ

こどもに聞かせる一日一話 福音館書店「母の友」編集部 福音館書店 昔話

絵本 ふじさんにっぽんいち！ ひさかたチャイルド E 291

アミとランのおとなになるまえの性の絵本　１ 安藤　由紀 岩崎書店 E 367

おふくさんの１２かげつ 服部　美法 大日本図書 E 386

あめ、ゆき、あられ、くものいろいろ かこ　さとし 農山漁村文化協会 E 451

古生代水族館 こた 大泉書店 E 457

水族館 ほりかわ　あやこ 福音館書店 E 480

ひとがつくったどうぶつの道 キム　ファン ほるぷ出版 E 480

ブックウィング ふじもと　みさと 文研出版 E 491

くちからはいりやすいウイルスのはなし 大久保　祐輔 岩崎書店 E 493

はなからはいりやすいウイルスのはなし 大久保　祐輔 岩崎書店 E 493

めからはいりやすいウイルスのはなし 大久保　祐輔 岩崎書店 E 493

くるま！くるま！くるま！ まるはま 講談社 E 537

ごろんずっしりさつまいも いわさ　ゆうこ 童心社 E 616

なぞなぞショッピングモールでおかいもの ビオレッティ・アレッサンドロ ３０３　ＢＯＯＫＳ E 798

Ａ　ＦＩＥＬＤ　ＴＲＩＰ アレン玉井光江 東京書籍 E 830

ＲＡＩＮＢＯＷＳ 村松　麻里 東京書籍 E 830

かずもう もとした　いづみ 講談社 E 912

ポケモンをさがせ！金銀 相原　和典 小学館 E ｱｲ

ポケモンをさがせ！プラチナ 相原　和典 小学館 E ｱｲ

ポケモンをさがせ！ベストウイッシュ 相原　和典 小学館 E ｱｲ

ぴかぴかドキドキ あきやま　ただし 金の星社 E ｱｷ

ふうせんくまくん あきやま　ただし 金の星社 E ｱｷ

へんしんロボット あきやま　ただし 金の星社 E ｱｷ

まよなかの魔女たち エイドリアン・アダムズ 徳間書店 E ｱﾀﾞ

めがねどろぼう 桂　文我 ＢＬ出版 E ｱﾗ

リモコン 新井　洋行 くもん出版 E ｱﾗ

キーウの月 ジャンニ・ロダーリ 講談社 E ｱﾚ



絵本 どすこいすしずもう　たいけつ！うみのギャング アン　マサコ 講談社 E ｱﾝ

ぼくとお山と羊のセーター 飯野　和好 偕成社 E ｲｲ

おむかいのやっちゃん 糸井　文彦 ニコモ E ｲﾄ

ぐるぐる 糸井　文彦 ニコモ E ｲﾄ

とどけ！にじいろビーム！ 糸井　文彦 ニコモ E ｲﾄ

カギしっぽのフク 太田　貞夫 文芸社 E ｲﾅ

アルメット トミー・ウンゲラー 好学社 E ｳﾝ

ちいさいおねえちゃん いとう　みく 岩崎書店 E ｴｶﾞ

なぞなぞでおばけやしきたんけん 石津　ちひろ アリス館 E ｵｵ

絵本 およいでいえにかえりたい おかもと　かなこ ＰＨＰ研究所 E ｵｶ

ともだちがほしかったおばけ スザンヌ・コフマン 光村教育図書 E ｶｳ

ぴーぴーばっくしまーす 片山　健 福音館書店 E ｶﾀ

わすれないでね ジーン・ウィリス 小学館 E ｶﾀ

ボクサッカーやめたい 神山　ますみ イマジネイション・プラス E ｶﾐ

ナイチンゲールのうた ターニャ・ランドマン ＢＬ出版 E ｶﾘ

とびらのむこうにドラゴンなんびき？ ヴァージニア・カール 徳間書店 E ｶﾙ

くろ きくち　ちき 講談社 E ｷｸ

ワニくんのはじめてのおでかけ 古内　ヨシ 絵本塾出版 E ｸｽ

１０ぴきねこちゃん エミリー・グラヴェット 小学館 E ｸﾞﾗ

おいちにのだーるまさん こばやし　えみこ 福音館書店 E ｺｲ

橋の上で 湯本　香樹実 河出書房新社 E ｻｶ

はしゃぎすぎたらやってみて！ オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ 主婦の友社 E ｼｱ

パンしろくま 柴田　ケイコ ＰＨＰ研究所 E ｼﾊﾞ

パンどろぼう　おにぎりぼうやのたびだち 柴田　ケイコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｼﾊﾞ

まねまねどうぶつ ｓｈｉｍｉｚｕ ポプラ社 E ｼﾐ

まねっこどきっ！おばけ まつした　さゆり ほるぷ出版 E ｽｽﾞ

なーんだなんだ カズコ　Ｇ．ストーン 童心社 E ｽﾄ

カピバラがやってきた アルフレド・ソデルギット 岩崎書店 E ｿﾃﾞ

いねむりおばあちゃんとぼく 高畠　じゅん子 国土社 E ﾀｶ

そうなのよ 内田　麟太郎 絵本館 E ﾀｶ

絵本で知ろう二十四節気　春・夏・秋・冬 ふじもと　みさと 文研出版 E ﾀｸﾞ他

ひみつのえんそく かわしま　えつこ 童心社 E ﾀｹ

よるのやおやさん 穂高　順也 文溪堂 E ﾀﾅ

わごむまつり つきおか　ゆみこ 小峰書店 E ﾂｷ

ねずみさんのパンツ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ ブロンズ新社 E ﾂﾍﾟ

タロとチーコのひみつのだいぼうけん 中垣　ゆたか 小学館 E ﾅｶ



絵本 おっこちぬまのペリ にき　ゆきこ みらいパブリッシング E ﾆｷ

おはなしのたねをまくと… クラウディオ・ゴッベッティ 工学図書 E ﾆｺ

ハロウィン！ハロウィン！ 西村　敏雄 白泉社 E ﾆｼ

まいごのモリーとこうもりのかさ こまつ　のぶひさ 童心社 E ﾊﾀ

野ばらの村のおひっこし ジル・バークレム 出版ワークス E ﾊﾞｸ

絵本 リゼッテうそをつきにいく カタリーナ・ヴァルクス クレヨンハウス E ﾊﾞﾙ

あのこ 樋勝　朋巳 ブロンズ新社 E ﾋｶ

ミイラのなぞをとけおとうとうさぎ！ ヨンナ・ビョルンシェーナ クレヨンハウス E ﾋﾞﾖ

おばあちゃんスプーン ふくだ　じゅんこ 大日本図書 E ﾌｸ

モモンガのはいたつやさん　もりのいたずらっこ ふくざわ　ゆみこ 文溪堂 E ﾌｸ

おまえたち、くっちゃうぞ～！ ジョン・ヘア 岩崎書店 E ﾍｱ

おイモだ、ほい！ 服部　千春 岩崎書店 E ﾎｿ

ママってすごーい！ クリス・ホートン ＢＬ出版 E ﾎﾄ

エルマーのたんじょうび？ デビッド・マッキー ＢＬ出版 E ﾏﾂ

からっぽのにくまん まつなが　もえ 白泉社 E ﾏﾂ

びんからだしてごらん デボラ・マルセロ 光村教育図書 E ﾏﾙ

びんにいれてごらん デボラ・マルセロ 光村教育図書 E ﾏﾙ

さよならぼくたちのようちえんほいくえん 新沢　としひこ 金の星社 E ﾐﾔ

おこめをつくるのうふののふさん 室井　さと子 新日本出版社 E ﾑﾛ

リスタクシー もとやす　けいじ 佼成出版社 E ﾓﾄ

ひよこどこどこ やまだ　だり 講談社 E ﾔﾏ

ヨルとよる あさの　ますみ 教育画劇 E ﾖｼ

いってらっしゃーい りとう　ようい 金の星社 E ﾘﾄ

たすけてー りとう　ようい 金の星社 E ﾘﾄ

トット・ボトットとちいさなたてぶえ ローラ・キャソン 好学社 E ﾛﾍﾞ

ねえ、きいてみて！ ソニア・ソトマイヨール 汐文社 E ﾛﾍﾟ

おばけトリックアート　１ 北岡　明佳 あかね書房 E 1

紙芝居 學童疎開 荒木　花子 K

まてまてあんぱん こまつ　のぶひさ 童心社 K



綾部ロータリークラブ様から、青少年の読書力

向上運動の一環として、児童書を305冊、ご寄贈

いただきました。ありがとうございました！

ありがとう

ございます！

※洋書につきましては、綾部ロータリークラブ様のご意向により新図書館オープン後にご披露させていただきます。


