
分類 書名 著者 出版社 請求記号

日本の小説 名探偵の生まれる夜 青柳　碧人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｵ

ユア・プレゼント 青山　美智子 ＰＨＰ研究所 F ｱｵ

友よ 赤神　諒 ＰＨＰ研究所 F ｱｶ

青の刀匠 天沢　夏月 ポプラ社 F ｱﾏ

南海ちゃんの新しいお仕事 新井　素子 角川春樹事務所 F ｱﾗ

一睡の夢 伊東　潤 幻冬舎 F ｲﾄ

裸で泳ぐ 伊藤　詩織 岩波書店 F ｲﾄ

家康の海 植松　三十里 ＰＨＰ研究所 F ｳｴ

継ぐ者 上田　秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｳｴ

骨灰 冲方　丁 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｳﾌﾞ

ワンダーランド急行 荻原　浩 日経ＢＰ日本経済新聞出版 F ｵｷﾞ

祝宴 温　又柔 新潮社 F ｵﾝ

本好きの下剋上　第５部〔１０〕 香月　美夜 ＴＯブックス F ｶｽﾞ 5-10

カプチーノ・コースト 片瀬　チヲル 講談社 F ｶﾀ

江戸一新 門井　慶喜 中央公論新社 F ｶﾄﾞ

見果てぬ王道 川越　宗一 文藝春秋 F ｶﾜ

チンギス紀　１５ 北方　謙三 集英社 F ｷﾀ 15

戦国十二刻 木下　昌輝 光文社 F ｷﾉ

どうする家康　１ 古沢　良太 ＮＨＫ出版 F ｷﾏ 1

タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース 窪　美澄 筑摩書房 F ｸﾎﾞ

兜町の男 黒木　亮 毎日新聞出版 F ｸﾛ

うさぎ玉ほろほろ 西條　奈加 講談社 F ｻｲ

樹林の罠 佐々木　譲 角川春樹事務所 F ｻｻ

影と踊る日 神護　かずみ 講談社 F ｼﾞﾝ

芦屋山手お道具迎賓館 高殿　円 淡交社 F ﾀｶ

貸本屋おせん 高瀬　乃一 文藝春秋 F ﾀｶ

踏切の幽霊 高野　和明 文藝春秋 F ﾀｶ

遅刻する食パン少女 田丸　雅智 光文社 F ﾀﾏ

われ去りしとも美は朽ちず 玉岡　かおる 潮出版社 F ﾀﾏ

風の値段 堂場　瞬一 小学館 F ﾄﾞｳ

祝祭のハングマン 中山　七里 文藝春秋 F ﾅｶ

名探偵外来 似鳥　鶏 光文社 F ﾆﾀ

君の教室が永遠の眠りにつくまで 鵺野　莉紗 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾇｴ

孤高の血族 濱　嘉之 文藝春秋 F ﾊﾏ

財布は踊る 原田　ひ香 新潮社 F ﾊﾗ



日本の小説 妖の絆 誉田　哲也 文藝春秋 F ﾎﾝ

みみそぎ 三津田　信三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾐﾂ

ある愛の寓話 村山　由佳 文藝春秋 F ﾑﾗ

罪の境界 薬丸　岳 幻冬舎 F ﾔｸ

山本周五郎心ばえの物語集 山本　周五郎 本の泉社 F ﾔﾏ

私のことだま漂流記 山田　詠美 講談社 F ﾔﾏ

教誨 柚月　裕子 小学館 F ﾕｽﾞ

闘え！ミス・パーフェクト 横関　大 幻冬舎 F ﾖｺ

首ざむらい 由原　かのん 文藝春秋 F ﾖｼ

中庭のオレンジ 吉田　篤弘 中央公論新社 F ﾖｼ

神達に拾われた男　９～１１ Ｒｏｙ ホビージャパン F ﾛｲ 9～11

奸計の遁走曲 日本推理作家協会 光文社 F

十津川警部と七枚の切符 西村　京太郎 論創社 F

外国の小説 線が血を流すところ ジェスミン・ウォード 作品社 933 ｳｵ

グリーン・ロード アン・エンライト 白水社 933 ｴﾝ

真珠湾の冬 ジェイムズ・ケストレル 早川書房 933 ｹｽ

グッゲンハイムの謎 シヴォーン・ダウド 東京創元社 933 ｽﾃ

鹿狩りの季節 エリン・フラナガン 早川書房 933 ﾌﾗ

文庫 これは経費で落ちません！　１０ 青木　祐子 集英社 B F ｱｵ 10

相棒　ｓｅａｓｏｎ２０下 輿水　泰弘 朝日新聞出版 B F ｲｶ 20-3

足軽仁義 井原　忠政 双葉社 B F ｲﾊ 1

馬廻役仁義 井原　忠政 双葉社 B F ｲﾊ 10

旗指足軽仁義 井原　忠政 双葉社 B F ｲﾊ 2

足軽小頭仁義 井原　忠政 双葉社 B F ｲﾊ 3

弓組寄騎仁義 井原　忠政 双葉社 B F ｲﾊ 4

砦番仁義 井原　忠政 双葉社 B F ｲﾊ 5

鉄砲大将仁義 井原　忠政 双葉社 B F ｲﾊ 6

伊賀越仁義 井原　忠政 双葉社 B F ｲﾊ 7

小牧長久手仁義 井原　忠政 双葉社 B F ｲﾊ 8

上田合戦仁義 井原　忠政 双葉社 B F ｲﾊ 9

あなたの職場に斬り込みます！ 上野　歩 光文社 B F ｳｴ

弱気ＭＡＸ令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに
乗ってしまった　５

小田　ヒロ ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ｵﾀﾞ 5

潜入味見方同心　３～５ 風野　真知雄 講談社 B F ｶｾﾞ 3～5

ホテルクラシカル猫番館　７ 小湊　悠貴 集英社 B F ｺﾐ 7

上流階級　其の４ 高殿　円 小学館 B F ﾀｶ 4

からまる 千早　茜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ B F ﾁﾊ

コンビニ兄弟　１・２ 町田　そのこ 新潮社 B F ﾏﾁ 1・2

引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番　７ 山田　桐子 一迅社 B F ﾔﾏ 7

聖夜のおでん 山口　恵以子 角川春樹事務所 B F ﾔﾏ

焼肉で勝負！ 山口　恵以子 角川春樹事務所 B F ﾔﾏ

夜のお茶漬け 山口　恵以子 角川春樹事務所 B F ﾔﾏ



文庫 できたてごはんを君に。 行成　薫 集英社 B F ﾕｷ

迎え猫 輪渡　颯介 講談社 B F ﾜﾀ

ここだけのお金の使いかた アミの会 中央公論新社 B F

総記 トコトンやさしいＶＲの本 廣瀬　通孝 日刊工業新聞社 007.1 ﾄ

ＡＩ　２０４１ カイフー・リー 文藝春秋 007.1 ﾘｴ

わたしたち、子どもの本の応援団 越高　令子 かもがわ出版 019.2 ﾜ

児童書作家の思いつき 杉山　亮 仮説社 019.5 ｽｼﾞ

哲学 「なりたい自分」へ加速する問いかけコーチング 一条　佳代 三笠書房 146.8 ｲﾅ

繊細なあなたの「隠れた才能」が目覚める本 箭内　宏紀 青春出版社 146.8 ﾔｾ

死は存在しない 田坂　広志 光文社 147 ﾀｼ

がんばらにゃい生きかた Ｊａｍ 笠間書院 159 ｼﾞｶﾞ

昼スナックママが教える４５歳からの「やりたくな
い　こと」をやめる勇気

木下　紫乃 日経ＢＰ 159.4 ｷﾋ

図解仏教１３宗派がよくわかる本 永田　美穂 リベラル社 182.1 ｽﾞ

やまと尼寺精進日記　２・３ ＮＨＫ「やまと尼寺精進日記」制作班 ＮＨＫ出版 188.6 ﾔ 2・3

歎異抄 齋藤　孝 ウェッジ 188.7 ｼﾝ

聖書の王 ジャン・ピエール・イスブ 日経ナショナルジオグラフィック 193 ｲｾ

歴史 歴史をうがつ眼 松本　清張 中央公論新社 210.0 ﾏﾚ

日本史を暴く 磯田　道史 中央公論新社 210.4 ｲﾆ

チャートと地図でわかる徳川家康と最強家臣団 小和田　泰経 ホビージャパン 210.4 ｵﾁ

日本の家紋とデザイン 濱田　信義著 パイインターナショナル 288.6 ﾊﾆ

橋下徹の研究 百田　尚樹 飛鳥新社 289.1 ﾊｼ

日本百名山地図帳　２０２３ 山と渓谷編集部 山と渓谷社 291.0 ﾆ

社会科学 憎まれて死ぬか、愛されて死ぬか。政治家石原慎太郎の日々 畑中　秀哉 ブックマン社 312.1 ﾊﾆ

日本という国家 御厨　貴 河出書房新社 312.1 ﾐﾆ

オタク六法 小林　航太 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 320 ｺｵ

すぐに役立つ入門図解親子の法律問題〈離婚・
親子関係・いじめ・事故・虐待〉解決の知

森　公任 三修社 320 ｽ

夫婦をやめたい 南　和行 集英社 324.6 ﾐﾌ

死刑のある国で生きる 宮下　洋一 新潮社 326.4 ﾐｼ

プリズン・ドクター おおたわ　史絵 新潮社 326.5 ｵﾌﾟ

ボーダー 佐々　涼子 集英社インターナショナル 329.9 ｻﾎﾞ

外国語をつかって働きたい！ 小島　さなえ 左右社 366.2 ｺｶﾞ

６０歳からはわたし基準でうまくいく！ 扶桑社 367.7 ﾛ

はたらく細胞Ｌａｄｙ　１０代女性が知っておきたい
「性」の新知識

及川　夕子 講談社 367.9 ｵﾊ

サイボーグになる キム　チョヨプ 岩波書店 369.2 ｷｻ

レクリエ　２０２３－１・２月 世界文化ライフケア 369.2 ﾚ 23-1

かわいくたのしいカードシアター 井上　明美著 自由現代社（発売） 376.1 ｲｶ

一生頭がよくなり続けるすごい脳の使い方 加藤　俊徳 サンマーク出版 379.7 ｶｲ

世界のお菓子図鑑 地球の歩き方編集室集 地球の歩き方 383.8 ｾ

おばあちゃんは猫でテーブルを拭きながら言った 金井　真紀 岩波書店 388.8 ｶｵ

自然科学 新種発見！ 馬場　友希著 山と溪谷社 461 ｼ



自然科学 よくわかる漢方・薬膳 柳沢　侑子 ユーキャン学び出版 490.9 ﾔﾖ

ノドトレ 西尾　正輝 メディカル・ケア・サービス 491.3 ﾆﾉ

中井久夫スペシャル 斎藤　環 ＮＨＫ出版 493.7 ｻﾅ

脳梗塞の再発を防ぐ 岡田　靖 ＮＨＫ出版 493.7 ﾉ

図解いちばんわかりやすい醜形恐怖症 原井　宏明 河出書房新社 493.7 ﾊｽﾞ

１００歳足腰のつくり方 笹原　健太郎 主婦と生活社 498.3 ｻﾋ

長生きしたければ「呼吸筋」を鍛えなさい 本間　生夫 青春出版社 498.3 ﾎﾅ

技術 宇宙飛行士 鈴木　喜生 朝日新聞出版 538.9 ｽｳ

今日着る服がない！を解決する魔法の呪文 佐藤　加奈子 ＴＡＣ株式会社出版事業部 589.2 ｻｷ

ビギナーさんでも大丈夫！手作りの通園通学グッズ ブティック社 594 ﾋﾞ

余った毛糸で何つくる？ ブティック社 594.3 ｱ

かぎ針と棒針で編む帽子 風工房 日東書院本社 594.3 ｶ

時短＆節約　豚こま７７レシピ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ｼﾞ

志麻さんのベストおかず　料理のきほん編 タサン志麻 扶桑社 596 ﾀｼ

日本の家庭料理とレシピの一〇〇年 平凡社 596 ﾆ

年末年始の最強レシピカレンダーBEST RECIPE ｺｳｹﾝﾃﾂ 扶桑社 596 ﾈ

平日５日×４週分の献立カレンダー　１２月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ﾍ

平日５日×４週分の献立カレンダー　１月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596 ﾍ

ＬＤＫ冷凍保存の便利帖 普游舎 596 ﾚ

冬を楽しむベストレシピ 荒井康成　他 扶桑社 596.3 ﾌ

美しいねりきり 桔梗　有香子 日東書院本社 596.6 ｳ

産業 小さな庭のスタイルブック ｔｈｅ　Ｆａｒｍ　ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ　Ｃ 家の光協会 629.7 ﾁ

シニア犬のためのドッグマッサージ健康サポートＢＯＯＫ 山田　りこ メイツユニバーサルコンテンツ 645.6 ｼ

犬語図鑑 リリー・チン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 645.6 ﾁｲ

保護犬・保護猫と暮らす。 坂上　忍 プレジデント社 645.6 ﾎ

猫の介護ハンドブック 江本　宏平 ねこねっこ 645.7 ﾈ

初めてでも大丈夫狩猟入門 山本　暁子 扶桑社 659 ﾔﾊ

芸術 いとをかしき２０世紀美術 筧　菜奈子 亜紀書房 702.0 ｶｲ

日々臆測 ヨシタケ　シンスケ 光村図書出版 726.1 ﾖﾋ

チャーリー・ブラウンのクリスマスの靴下 チャールズ・Ｍ．シュルツ 河出書房新社 726.6 ｼﾁ

更に、古くて素敵なクラシック・レコードたち 村上　春樹 文藝春秋 760.8 ﾑｻ

スター＆監督大名鑑　2023 近代映画社 778.2 ｽ

文字助のはなし 立川　談四楼 筑摩書房 779.1 ｶﾂ

江戸の暮らしと落語ことはじめ 三遊亭　兼好 ＫＴＣ中央出版 779.1 ｻｴ

６０歳からの筋トレ入門 ソネ　ジュンコ 宝島社 780.7 ｿﾛ

文学 小説作法の奥義 阿刀田　高 新潮社 901.3 ｱｼ

作家超サバイバル術！ 中山　七里 光文社 901.3 ｻ

絶縁 村田　沙耶香 小学館 908.3 ｾﾞ

司馬遼太郎と鎌倉 朝日新聞出版 910.2 ｼﾊﾞ

遊びは勉強友だちは先生 藤田　のぼる ポプラ社 910.2 ﾅｽ

父のしおり 石原　慎太郎 青志社 914 ｲｼ



文学 フランスの街の夜 遠藤　周作 河出書房新社 914 ｴﾝ

シロかクロか、どちらにしてもトラ柄ではない 金井　美恵子 平凡社 914 ｶﾅ

継続するコツ 坂口　恭平 祥伝社 914 ｻｶ

個独という生き方 下重　暁子 東京新聞 914 ｼﾓ

女のイイ顔 田辺　聖子 中央公論新社 914 ﾀﾅ

こりずにわるい食べもの 千早　茜 ホーム社 914 ﾁﾊ

いつか見た青空は 中野　翠 毎日新聞出版 914 ﾅｶ

いらねえけどありがとう 村井　理子 ＣＣＣメディアハウス 914 ﾑﾗ

たりる生活 群　ようこ 朝日新聞出版 914 ﾑﾚ

旅行鞄のガラクタ 伊集院　静 小学館 915.6 ｲｼﾞ

失踪願望。　コロナふらふら格闘編 椎名　誠 集英社 915.6 ｼｲ

ある行旅死亡人の物語 武田　惇志 毎日新聞出版 916 ﾀｹ

三体０ 劉　慈欣 早川書房 923 ﾘｳ

京都に咲く一輪の薔薇 ミュリエル・バルベリ 早川書房 953 ﾊﾞﾙ

青いパステル画の男 アントワーヌ・ローラン 新潮社 953 ﾛﾗ

コミック 今朝もあの子の夢を見た 野原　広子 集英社 ｺﾐｯｸ ﾉｹ

児童書（読物） 怪盗レッド　２２ 秋木　真 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｱｷ 22

保健室には魔女が必要 石川　宏千花 偕成社 F ｲｼ

世界一クラブ　〔１６〕 大空　なつき ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ｵｵ 16

ラストサバイバル　〔１７〕 大久保　開 集英社 F ｵｵ 17

モンスター・ホテルでうたいましょう 柏葉　幸子 小峰書店 F ｶｼ

おばけのアッチ　スーパーマーケットのまき 角野　栄子 ポプラ社 F ｶﾄﾞ

ティンクル・セボンスター　８ 菊田　みちよ ポプラ社 F ｷｸ 8

魔女のなみだのクッキー 草野　あきこ ＰＨＰ研究所 F ｸｻ

服部半蔵　上 小前　亮 小峰書店 F ｺﾏ 1

いちねんじゅうおばけずかん 斉藤　洋 講談社 F ｻｲ

こえてくる者たち 斉藤　洋 講談社 F ｻｲ

カステラアパートのざらめさん 島村　木綿子 Ｇａｋｋｅｎ F ｼﾏ

星のカービィ　まんぷく、まんまる、グルメフェス！ 高瀬　美恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ F ﾀｶ

ガオガオきょうりゅうのよる たるいし　まこ あかね書房 F ﾀﾙ

おしりダンディ　ザ・ヤング トロル 集英社 F ﾄﾛ

黒ゐ生徒会執行部 にかいどう　青 ＰＨＰ研究所 F ﾆｶ

かいけつゾロリきょうりゅうママをすくえ！ 原　ゆたか ポプラ社 F ﾊﾗ

秘密に満ちた魔石館　４ 廣嶋　玲子 ＰＨＰ研究所 F ﾋﾛ 4

あやし、おそろし、天獄園 廣嶋　玲子 偕成社 F ﾋﾛ

ふしぎな図書館とやっかいな相棒 廣嶋　玲子 講談社 F ﾋﾛ

地下室の日曜日 村上　しいこ 講談社 F ﾑﾗ

ピースがうちにやってきた 村上　しいこ さ・え・ら書房 F ﾑﾗ

マジカルカレンダー　１ 吉野　万理子 ポプラ社 F ﾖｼ 1

２番めにすき 吉野　万理子 くもん出版 F ﾖｼ

妖怪コンビニ　２ 令丈　ヒロ子 あすなろ書房 F ﾚｲ 2



児童書（読物） 数は無限の名探偵 はやみね　かおる 朝日新聞出版 ｽｲﾘ

名探偵ポアロ　ポアロ登場 アガサ・クリスティー 早川書房 ｽｲﾘ

児童書（知識）
読書ってこんなに楽しいの！？　齋藤孝流
とっておきの本の読み方

齋藤　孝 小学館クリエイティブ 019

はじめての聖書物語 サリー・タグホルム 創元社 193

都道府県別日本の地理データマップ　１～８ 小峰書店 291 1～8

仕事の図鑑 藤田　晃之 ナツメ社 366

こわ～い空想科学読本 柳田　理科雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404

ネズミなんびきでゾウになる？ トレイシー・ターナー 小学館 410

絶滅生物驚愕研究所 今泉　忠明 主婦と生活社 457

ドクターエッグ　５ パク　ソンイ 朝日新聞出版 460 5

どっちが強い！？ガチンコ動物オリンピック編 Ｘベンチャーオールスターズ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 480

ずかん貝のからだ 清水　洋美 技術評論社 484

どっちが強い！？ピットブルｖｓオオヤマネコ ジノ／ストーリー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 489.5

ドラえもん探究ワールドねむりと夢のふしぎ 藤子・Ｆ・不二雄 小学館 491

ジッパーつきビニール袋でこんなにできる！
ハッピー☆クッキング

寺西　恵里子 汐文社 596

めんはすごい！ 柴田書店 柴田書店 596

テーマパークのサバイバル ポドアルチング 朝日新聞出版 689

作って発見！日本の美術 金子　信久 東京美術 702.1 ｶﾂ

妖怪と魔法おりがみ 笹川　勇 主婦の友社 754.9 ｻﾖ

女の子おりがみ たつくりのおりがみ 主婦の友社 754.9 ﾀｵ

世界ＬａＱツアー 世界文化ブックス 759 ｾ

ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ考えることが楽しくなる！ナゾトキブック ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 798.3 ｸ

子どもお悩み相談会 角田　光代 中央公論新社 914

ＭＩＮＥＣＲＡＦＴおかしなコード ニック・エリオポラス 技術評論社 933 ｴﾘ

世界を変えたキャンプ メアリー・ポープ・オズボーン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｵｽﾞ

ヒマラヤ白銀のゴースト メアリー・ポープ・オズボーン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933 ｵｽﾞ

グレッグのダメ日記　なんだって、やってやる！ ジェフ・キニー ポプラ社 933 ｷﾆ

ミオととなりのマーメイド　１２ ミランダ・ジョーンズ ポプラ社 933 ｼﾞﾖ 12

箱舟に８時集合！ ウルリヒ・フーブ 岩波書店 943 ﾌﾌﾞ

絵本 えのぐやコロルとまっしろなまち 田井　宗一郎 文芸社 E ｲｼ

おおきなおさら あさの　ますみ パイインターナショナル E ｲｼ

パンダのがらをなんにする？ おおの　こうへい ＰＨＰ研究所 E ｵｵ

ぼくだけがしっているヘンテコなきかいのしくみ 大串　ゆうじ Ｇａｋｋｅｎ E ｵｵ

すてきないちにち かさい　まり ひさかたチャイルド E ｶｻ

おうさまのまえでみぎむけーみぎ！ 柏原　佳世子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ E ｶｼ

アナトールとねこ イブ・タイタス 好学社 E ｶﾞﾙ

木になろう！ マリア・ジャンフェラーリ 評論社 E ｻﾗ

カレーはあとのおたのしみ シゲタ　サヤカ えほんの杜 E ｼｹﾞ

おべんとうバス 真珠　まりこ ひさかたチャイルド E ｼﾝ

どんないえにすみたい？ ジョージ・メンドーサ 好学社 E ｽﾐ

おだんごちょうだい せな　けいこ 童心社 E ｾﾅ



絵本 いまがいい たかだ　しんいち 文研出版 E ﾀｶ

どうぶつどっちからよんでも　たぶんぶた 本村　亜美 絵本館 E ﾀｶ

まほうのオッジィ 田村　あつこ フレーベル館 E ﾀｶ

ようかいむらのゆけゆけゆきがっせん たかい　よしかず 国土社 E ﾀｶ

ひ・る・ご・は・ん！ 武田　美穂 ほるぷ出版 E ﾀｹ

２０ぴきのおしょうがつ たしろ　ちさと 大阪：ひかりのくに E ﾀｼ

ちびっこまじょのチット たんじ　あきこ 小学館 E ﾀﾝ

まよなかのゆうえんち ギデオン・ステラー ＢＬ出版 E ﾃﾞｲ

げんきになったよこりすのリッキ 竹下　文子 偕成社 E ﾄﾘ

あらしとわたし ジェイン・ヨーレン 評論社 E ﾊｳ

パノラマずかん運転席 宮本　えつよし パイインターナショナル E ﾊｼﾞ

おさんぽステッチ １００％ＯＲＡＮＧＥ 講談社 E ﾋﾔ

ほこりはドコからやってくる？？？ ひるね太郎 文芸社 E ﾋﾙ

ちいさなちいさなヤクのガーティ ルー・フレイザー 岩崎書店 E ﾋﾝ

空からふってきたおくりもの テリー・ファン 化学同人 E ﾌｱ

にじいろのさかなとおはなしさん マーカス・フィスター 講談社 E ﾌｲ

アグネスさんとわたし ジュリー・フレット 岩波書店 E ﾌﾚ

みかんきょうだいのたんけん ホソカワ　レイコ ＢＬ出版 E ﾎｿ

点 ジャンカルロ・マクリ 講談社 E ﾏｸ

ぞうさんのおふろ 内田　麟太郎 童心社 E ﾑﾗ

おばけのしかえし 内田　麟太郎 岩崎書店 E ﾔﾏ

きみだけの夜のともだち セング・ソウン・ラタナヴァン ポプラ社 E ﾗﾀ

しっちゃかめっちゃかサンタのいちねん リック・ペータース パイインターナショナル E ﾗﾝ

すみっコぐらしをさがせ　あつまるとあんしんです編 主婦と生活社 主婦と生活社 E

わたしは反対！ デビー・リヴィ 子どもの未来社 E 289

絵で旅する国境 クドル 文研出版 E 329

アミとランのおとなになるまえの性の絵本　２ 安藤　由紀 岩崎書店 E 367 2

あべ弘士のシートン動物記　４・５ Ｅ．Ｔ．シートン 学研プラス E 480 4・5

Ｏｕｒ　Ｆａｖｏｒｉｔｅ　ＷＯＲＤ　ＢＯＯＫ 吉田　ちか ＫＡＤＯＫＡＷＡ E 830

紙芝居 えほうまきもぐもぐ 土田　義晴 童心社 K

てぶくろをかいに 新美　南吉 童心社 K

2月20日～2月28日まで、

蔵書点検のため休館致します。ご了承ください。


