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平成３０年２月・３月 受入分 

 
○浦幌町立図書館利用のご案内 
 開館時間  １０：００～１８：００ 

 休 館 日  月曜日（国民の休日の場合はその翌日） 

         国民の休日の翌日（土曜日・日曜日及び国民の休日にあたる場合は開館） 

         年末年始、資料整理日(毎月 1 回) 

特別整理期間(毎年 1 回 10 日以内) 

 貸出冊数  １人５冊以内 

 貸出期間  １４日以内 

 

○はじめて利用される方は 

本を借りるには、｢利用者カード｣が必要になります。カウンターにある『利用者カード登録申込 

書』に必要事項を記入し、住所及び氏名を確認できるものと一緒にお持ちください。 

 

○予約  

読みたい本が貸し出し中の場合は、予約することができます。 

 

○リクエスト 

目的の本がない場合は、カウンターでお申し込みください。他の図書館から借りるか、購入して、

可能な限りご要望にお応えします。 

 

○複写サービス 

著作権法に規定された範囲内で、図書館の資料に限り実費でコピーいたします。カウンターま

でお申し出ください。 

 

浦幌町立図書館 
〒０８９－５６１４  十勝郡浦幌町字桜町１６番地１ 

ＴＥＬ ０１５－５７６－５８３３ 
ＦＡＸ ０１５－５７６－５８３４ 

 



平成30年3月31日　№88　浦幌町立図書館新着図書情報　（2・3月受入分） ＜一般書＞

書　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

モバイルワーカーの超愛用品 　 　 　枻出版社      007.6   /ﾓ

365日のほん 　 　辻山 良雄∥著 　河出書房新社      019.9   /ﾂ

サクッと！頭がよくなる東大クイズ 　
　東京大学クイズ
　　　　　　研究会∥著 　青春出版社      031.7   /ｻ

ブヒ道 　 　小泉 吉宏∥著 　ポプラ社      156     /ｺ

「若者」をやめて、「大人」を始める 　 　熊代 亨∥著 　イースト・プレス      159     /ｸ

お隣りのイスラーム 　 　森 まゆみ∥著 　紀伊國屋書店      167     /ﾓ
　東京大学史料
　編纂所古写真研究
　　　　プロジェクト∥編 　洋泉社      210.5   /ｺ

不死身の特攻兵 　 　鴻上 尚史∥著 　講談社      210.7   /ｺ

北海道の歴史がわかる本 　 　桑原 真人∥著 　亜璃西社      211     /ｸ

夜明けの海鳴り 　 　合田 一道∥著 　柏艪舎      211     /ｺﾞ

写真で見るあの日の札幌 　街並み編 　北海道新聞社∥編 　北海道新聞社      211.5   /ｼ

松浦武四郎入門 　 　山本 命∥著 　月兎舎      289.1   /ﾔ

地球の歩き方 　D02
　「地球の歩き方」
　　　　編集室∥編集

　ダイヤモンド
　　　　　　・ビッグ社      290.9   /ﾁ

地図で楽しむすごい北海道 　
　都道府県研究会
　　　　　　　　　　∥著 　洋泉社      291.1   /ﾁ

るるぶ北海道 　'19 　 　JTBパブリッシング      291.1   /ﾙ

ゴーマニズム宣言SPECIAL新・堕落論 　 　小林 よしのり∥著 　幻冬舎      304     /ｺ

日本の難題 　 　長谷川 慶太郎∥著 　李白社      304     /ﾊ

炎と怒り 　
　マイケル　ウォルフ
　　　　　　　　　　∥著 　早川書房      312.5   /ｳ

白老における「アイヌ民族」の変容 　 　西谷内 博美∥著 　東信堂      316.8   /ﾆ

一気にわかる！池上彰の世界情勢 　2018 　池上 彰∥著 　毎日新聞出版      319     /ｲ

知ってはいけない 　 　矢部 宏治∥著 　講談社      319.1   /ﾔ

韓国と北朝鮮は何を狙っているのか 　 　呉 善花∥著 　KADOKAWA      319.2   /ｵ

米中海戦はもう始まっている 　
　マイケル　ファベイ
　　　　　　　　　　∥著 　文藝春秋      319.5   /ﾌ

アベノミクス2020 　 　宮前 耕也∥著 　エネルギーフォーラム      332.1   /ﾐ

2時間で丸わかり仮想通貨の超入門書 　 　鹿子木 健∥著 　ぱる出版      338     /ｶ

知識ゼロからのビットコイン・仮想通貨入門 　 　廣末 紀之∥著 　幻冬舎      338     /ﾋ

くらべる世界 　 　おかべ たかし∥文 　東京書籍      361.5   /ｵ

世界一やさしい障害年金の本 　 　相川 裕里子∥著 　学研プラス      364.6   /ｱ

サハリンを忘れない 　
　後藤 悠樹
　　　　　　∥文　写真 　DU BOOKS      369.3   /ｺﾞ

被災地から学ぶかぞくの防災 　
　日本アムウェイ財団
　　　　　　　　　　∥著 　徳間書店      369.3   /ﾋ

発達障害の子の「励まし方」がわかる本 　 　有光 興記∥監修 　講談社      378     /ﾊ

アイヌ文化の基礎知識 　
　アイヌ民族博物館
　　　　　　　　∥監修 　草風館      382.1   /ｱ

密造酒の歴史 　 　ケビン　R.コザー∥著 　原書房      383.8   /ｺ

不思議の国ニッポンのお葬式 　 　大川 誠司∥著 　啓文社書房      385.6   /ｵ

高精細画像で甦る150年前の幕末・明治初期日本
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鯉のぼり図鑑 　 　林 直輝∥文 　小学館      386.1   /ﾊ

面白くて眠れなくなる物理パズル 　 　左巻 健男∥著
　PHPエディターズ
　　　　　　・グループ      420.4   /ｻ

ビーカーくんのゆかいな化学実験 　 　うえたに夫婦∥著 　誠文堂新光社      432     /ｳ

いきもの人生相談室 　 　小林 百合子∥文 　山と溪谷社      480.4   /ｺ

闇に魅入られた科学者たち 　
NHK「フランケンシュタイ
ンの誘惑」制作班∥著 　NHK出版      490.4   /ﾔ

自傷・自殺のことがわかる本 　 　松本 俊彦∥監修 　講談社      493.7   /ｼﾞ

認知症になった家族との暮らしかた 　
　認知症の人と
　　　家族の会∥監修 　ナツメ社      493.7   /ﾆ

女性のうつ病 　 　野田 順子∥著 　主婦の友社      493.7   /ﾉ

変形性股関節症は自分で治せる！ 　 　佐藤 正裕∥著 　学研プラス      494.7   /ｻ

赤ちゃんがほしいご夫婦のための不妊治療バイブル 　
不妊治療情報センター
funin.info∥構成&編集 　シオン      495.4   /ｱ

1日3回ツボを押すだけで目はすぐによくなる！ 　 　森岡 清史∥著 　KADOKAWA      496     /ﾓ

医者が教える食事術最強の教科書 　 　牧田 善二∥著 　ダイヤモンド社      498.5   /ﾏ

スマートスピーカーのすべてがわかる 　 　 　学研プラス      548.2   /ｽ

滋賀酒 　
　滋賀の日本酒を
　　愛する酔醸会∥編 　サンライズ出版      588.5   /ｼ

ハーバリウム 　 　誠文堂新光社∥編 　誠文堂新光社      594.8   /ﾊ

親子で楽しむおとう飯カレー 　 　井上 岳久∥著 　徳間書店      596     /ｲ

おいしい大地、北海道！ 　 　すずき もも∥著 　イースト・プレス      596.0   /ｽ

ピッツァ ナポレターナS.T.G. 　 　牧島 昭成∥著 　柴田書店      596.2   /ﾏ

ポリ袋で作ろう！餃子、めん、パンを 　 　荻野 恭子∥著
　文化学園
　　　　文化出版局      596.3   /ｵ

飛田和緒の朝にらくする春夏秋冬のお弁当 　 　飛田 和緒∥著 　NHK出版      596.4   /ﾋ

カリフォルニアスタイル 　Vol.10 　 　枻出版社      597     /ｶ

育児大全科 　 　 　主婦の友社      599     /ｲ

パパ入門ガイド 　
　ファザーリング
　　　　　ジャパン∥著 　池田書店      599     /ﾊﾟ

いっさいはん 　 　minchi∥さく　え 　岩崎書店      599     /ﾐ

離乳食大全科 　 　 　主婦の友社      599.3   /ﾘ

地方創生“熱中小学校”の果てしなき挑戦 　 　滝田 誠一郎∥著 　辰巳出版      601.1   /ﾀ

定山渓鉄道 　 　久保 ヒデキ∥著 　北海道新聞社      686.2   /ｸ

ねことじいちゃん 　4 　ねこまき∥著 　KADOKAWA      726.1   /ﾈ

おじいちゃんとパン 　 　たな∥え　ぶん
　パイインター
　　　　　ナショナル      726.6   /ﾀ

光と闇と 　 　長田 真作∥作 　集英社      726.6   /ﾅ

タウシュベツ川橋梁 　
　岩崎 量示
　　　　　　∥写真　文 　北海道新聞社      748     /ｲ

蕊 　 　杣田 美野里∥著 　北海道新聞社      748     /ｿ

Veritecoの草木染め 　 　Veriteco∥著 　グラフィック社      753.8   /ｳﾞ

エレキギターの教科書 　 　

　ヤマハミュージック
　エンタテインメント
　ホールディングス      763.5   /ｴ

安室奈美恵Last Forever 　
　安室奈美恵
　　LOVE応援団∥著 　メディアソフト      767.8   /ｱ

ジブラの日本語ラップメソッド 　 　Zeebra∥著 　文響社      767.8   /ｼﾞ
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歌舞伎と日本人 　 　中村 義裕∥著 　東京堂出版      774.2   /ﾅ

1964東京五輪聖火空輸作戦 　 　夫馬 信一∥著 　原書房      780.6   /ﾌ

北海道ランニング大会ガイド 　2018
　ランナーズサポート
　　　　　北海道∥編 　北海道新聞社      782     /ﾎ

みんな葛西が大好きだ！ 　 　岡崎 敏∥著 　北海道新聞社      784.3   /ｵ

羽生結弦 平昌オリンピック金メダルの全記録 　 　 　講談社      784.6   /ﾊ

夢を生きる 　 　羽生 結弦∥著 　中央公論新社      784.6   /ﾊ

北海道の海釣り入門 　 　山道 正克∥著 　つり人社      787.1   /ﾔ

添野義二 極真鎮魂歌 　 　添野 義二∥述 　新潮社      789.2   /ｿ

日本懐かしパチンコ大全 　 　牧野 哲也∥著 　辰巳出版      797.9   /ﾏ

知っているようで知らない日本語のルール 　 　佐々木 瑞枝∥著 　東京堂出版      810.4   /ｻ

科学的に正しい英語勉強法 　
　メンタリストDaiGo
　　　　　　　　　　∥著 　DHC      830.7   /ﾀﾞ

ライザップ式「超反復」英語トレーニング 　 　 　プレジデント社      837.8   /ﾗ

おちゃめに100歳！寂聴さん 　 　瀬尾 まなほ∥著 　光文社      910.2   /ｾ

ぼくがきみを殺すまで 　 　あさの あつこ∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ｱ

本のエンドロール 　 　安藤 祐介∥著 　講談社      913.6   /ｱ

わろてんか 　下 　吉田 智子∥作 　NHK出版      913.6   /ｱ

くちなし 　 　彩瀬 まる∥著 　文藝春秋      913.6   /ｱ

長く高い壁 　 　浅田 次郎∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｱ

雲上雲下 　 　朝井 まかて∥著 　徳間書店      913.6   /ｱ

小説禁止令に賛同する 　 　いとう せいこう∥著 　集英社      913.6   /ｲ

地の星 　 　伊吹 有喜∥著 　ポプラ社      913.6   /ｲ

天の花 　 　伊吹 有喜∥著 　ポプラ社      913.6   /ｲ

修羅の都 　 　伊東 潤∥著 　文藝春秋      913.6   /ｲ

百年泥 　 　石井 遊佳∥著 　新潮社      913.6   /ｲ

少数株主 　 　牛島 信∥著 　幻冬舎      913.6   /ｳ

かちがらす 　 　植松 三十里∥著 　小学館      913.6   /ｳ

江國香織童話集 　 　江國 香織∥著 　理論社      913.6   /ｴ

雪の階 　 　奥泉 光∥著 　中央公論新社      913.6   /ｵ

春待ち雑貨店ぷらんたん 　 　岡崎 琢磨∥著 　新潮社      913.6   /ｵ

海馬の尻尾 　 　荻原 浩∥著 　光文社      913.6   /ｵ

口笛の上手な白雪姫 　 　小川 洋子∥著 　幻冬舎      913.6   /ｵ

メゾン刻の湯 　 　小野 美由紀∥著 　ポプラ社      913.6   /ｵ

一身二生 　 　太田 俊明∥著
　日本経済新聞
　　　　　　　出版社      913.6   /ｵ

モモコとうさぎ 　 　大島 真寿美∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｵ

私はあなたの記憶のなかに 　 　角田 光代∥著 　小学館      913.6   /ｶ

ヒトごろし 　 　京極 夏彦∥著 　新潮社      913.6   /ｷ

虚談 　 　京極 夏彦∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｷ
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沸点桜(ボイルドフラワー) 　 　北原 真理∥著 　光文社      913.6   /ｷ

雪子さんの足音 　 　木村 紅美∥著 　講談社      913.6   /ｷ

祝葬 　 　久坂部 羊∥著 　講談社      913.6   /ｸ

通天閣の消えた町 　 　沓沢 久里∥著 　亜璃西社      913.6   /ｸ

棲月 　 　今野 敏∥著 　新潮社      913.6   /ｺ

死の島 　 　小池 真理子∥著 　文藝春秋      913.6   /ｺ

英龍伝 　 　佐々木 譲∥著 　毎日新聞出版      913.6   /ｻ

火定 　 　澤田 瞳子∥著 　PHP研究所      913.6   /ｻ

枕女王 　 　新堂 冬樹∥著 　河出書房新社      913.6   /ｼ

青くて痛くて脆い 　 　住野 よる∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｽ

茶屋四郎次郎、伊賀を駆ける 　 　諏訪 宗篤∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ｽ

そして、バトンは渡された 　 　瀬尾 まいこ∥著 　文藝春秋      913.6   /ｾ

額を紡ぐひと 　 　谷 瑞恵∥著 　新潮社      913.6   /ﾀ

クローゼット 　 　千早 茜∥著 　新潮社      913.6   /ﾁ

コルトM1847羽衣 　 　月村 了衛∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾂ

コルトM1851残月 　 　月村 了衛∥著 　講談社      913.6   /ﾂ

悪徳の輪舞曲(ロンド) 　 　中山 七里∥著 　講談社      913.6   /ﾅ

護られなかった者たちへ 　 　中山 七里∥著 　NHK出版      913.6   /ﾅ

樽とタタン 　 　中島 京子∥著 　新潮社      913.6   /ﾅ

広島電鉄殺人事件 　 　西村 京太郎∥著 　新潮社      913.6   /ﾆ

十津川警部九州観光列車の罠 　 　西村 京太郎∥著 　集英社      913.6   /ﾆ

西から来た死体 　 　西村 京太郎∥著 　中央公論新社      913.6   /ﾆ

光陰の刃 　 　西村 健∥著 　講談社      913.6   /ﾆ

夜更けの川に落葉は流れて 　 　西村 賢太∥著 　講談社      913.6   /ﾆ

完パケ！ 　 　額賀 澪∥著 　講談社      913.6   /ﾇ

九十八歳になった私 　 　橋本 治∥著 　講談社      913.6   /ﾊ

スイート・ホーム 　 　原田 マハ∥著 　ポプラ社      913.6   /ﾊ

蒼き山嶺 　 　馳 星周∥著 　光文社      913.6   /ﾊ

雨と詩人と落花と 　 　葉室 麟∥著 　徳間書店      913.6   /ﾊ

玄鳥さりて 　 　葉室 麟∥著 　新潮社      913.6   /ﾊ

秋霜 　 　葉室 麟∥著 　祥伝社      913.6   /ﾊ

草笛物語 　 　葉室 麟∥著 　祥伝社      913.6   /ﾊ

焰 　 　星野 智幸∥著 　新潮社      913.6   /ﾎ

愛が挟み撃ち 　 　前田 司郎∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾏ

三国志名臣列伝 　後漢篇 　宮城谷 昌光∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾐ

ディレイ・エフェクト 　 　宮内 悠介∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾐ

婚約迷走中 　 　群 ようこ∥著 　角川春樹事務所      913.6   /ﾑ
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光点 　 　山岡 ミヤ∥著 　集英社      913.6   /ﾔ

刑事の怒り 　 　薬丸 岳∥著 　講談社      913.6   /ﾔ

オンナの奥義 　 　阿川 佐和子∥著 　文藝春秋      914.6   /ｱ

やばい老人になろう 　 　さだ まさし∥著 　PHP研究所      914.6   /ｻ

老いを生きる覚悟 　 　曽野 綾子∥著 　海竜社      914.6   /ｿ

恨みっこなしの老後 　 　橋田 壽賀子∥著 　新潮社      914.6   /ﾊ

美女は天下の回りもの 　 　林 真理子∥著 　マガジンハウス      914.6   /ﾊ

ほどほど快適生活百科 　 　群 ようこ∥著 　集英社      914.6   /ﾑ

ペコロスの母の忘れもの 　 　岡野 雄一∥著 　朝日新聞出版      916     /ｵ

しんどい母から逃げる！！ 　 　田房 永子∥著 　小学館      916     /ﾀ

自分の顔が大キライ 　 　長谷川 ケイ∥著 　イースト・プレス      916     /ﾊ

忘れられた巨人 　 　カズオ　イシグロ∥著 　早川書房      933.7   /ｲ

オリジン 　上 　ダン　ブラウン∥著 　KADOKAWA      933.7   /ﾌﾞ

オリジン 　下 　ダン　ブラウン∥著 　KADOKAWA      933.7   /ﾌﾞ

エヴァンズ家の娘 　 　ヘザー　ヤング∥著 　早川書房      933.7   /ﾔ

ソードアート・オンラインプログレッシブ 　5 　川原 礫∥著 　KADOKAWA B   913.6   /ｶ

浮世の画家 　 　カズオ  イシグロ∥著 　早川書房 B   933.7   /ｲ

現代用語の基礎知識 　2018 　自由国民社∥編集 　自由国民社 R   031     /ｹﾞ

読売年鑑 　2018年版 　
　読売新聞
　　　　　東京本社 R   059     /ﾖ

世界史モノ事典 　 　平凡社∥編 　平凡社 R   203.6   /ﾍ

日本史モノ事典 　正 　平凡社∥編 　平凡社 R   210.0   /ﾍ

日本史モノ事典 　続 　平凡社∥編 　平凡社 R   210.0   /ﾍ

語源が分かる恐竜学名辞典 　 　松田 眞由美∥著 　北隆館 R   457.8   /ﾏ

テツ語辞典 　 　栗原 景∥文 　誠文堂新光社 R   686.0   /ｸ

広辞苑 　 　新村 出∥編 　岩波書店 R   813.1   /ｺ

スクラップ学園 　上 　吾妻 ひでお∥著 　復刊ドットコム U   726.1   /ｱ

七色結び 　 　神田 茜∥著 　光文社 U   913.6   /ｶ

平成30年3月31日　№88　浦幌町立図書館新着図書情報　（2・3月受入分） ＜児童書＞

書　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

はじめての研究レポート作成術 　 　沼崎 一郎∥著 　岩波書店      002     /ﾇ

ドラえもん社会ワールド情報に強くなろう 　
　藤子　F　不二雄
　　　　　　　　∥まんが 　小学館      007     /ﾄﾞ

その情報、本当ですか？ 　 　塚田 祐之∥著 　岩波書店      070     /ﾂ

こどもギリシア哲学 　 　齋藤 孝∥著 　草思社      131     /ｻ

超訳こども「ニーチェの言葉」 　 　齋藤 孝∥著 　KADOKAWA      134     /ｻ

こども武士道 　 　齋藤 孝∥監修 　日本図書センター      156     /ｺ
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漫画君たちはどう生きるか 　 　吉野 源三郎∥原作 　マガジンハウス      159     /ﾖ

君たちはどう生きるか 　 　吉野 源三郎∥著 　マガジンハウス      159     /ﾖ

NHK新歴史秘話ヒストリア 　1
　NHK「歴史秘話
ヒストリア」制作班∥編 　金の星社      210     /ｴ

NHK新歴史秘話ヒストリア 　2
　NHK「歴史秘話
ヒストリア」制作班∥編 　金の星社      210     /ｴ

NHK新歴史秘話ヒストリア 　3
　NHK「歴史秘話
ヒストリア」制作班∥編 　金の星社      210     /ｴ

NHK新歴史秘話ヒストリア 　4
　NHK「歴史秘話
ヒストリア」制作班∥編 　金の星社      210     /ｴ

NHK新歴史秘話ヒストリア 　5
　NHK「歴史秘話
ヒストリア」制作班∥編 　金の星社      210     /ｴ

日本の歴史 　別巻2-1 　山本 博文∥監修 　KADOKAWA      210     /ﾆ

日本の歴史 　別巻2-2 　山本 博文∥監修 　KADOKAWA      210     /ﾆ

日本の歴史 　別巻2-3 　山本 博文∥監修 　KADOKAWA      210     /ﾆ

わくわく！探検れきはく日本の歴史 　5
　国立歴史民俗
　　　　　　博物館∥編 　吉川弘文館      210     /ﾜ

超訳こども「アインシュタインの言葉」 　 　齋藤 孝∥著 　KADOKAWA      289     /ｱ

ドラえもん社会ワールド日本の地理とくらし 　
　藤子　F　不二雄
　　　　　　　　∥まんが 　小学館      291     /ﾄﾞ

調べる学習子ども年鑑 　2018
　朝日小学生新聞
　　　　　　　　　∥監修 　岩崎書店      304     /ｼ

お仕事ナビ 　14
　お仕事ナビ編集室
　　　　　　　　　　 ∥編 　理論社      366     /ｵ

お仕事ナビ 　15
　お仕事ナビ編集室
　　　　　　　　　　 ∥編 　理論社      366     /ｵ

いじめ 心の中がのぞけたら 　2 　本山 理咲∥著 　朝日学生新聞社      371     /ﾓ

いじめ 心の中がのぞけたら 　3 　本山 理咲∥著 　朝日学生新聞社      371     /ﾓ

NHKダーウィンが来た！ 　D-1
　NHK「ダーウィンが
　　　　　来た!」∥原作 　講談社      460     /ｴ

NHKダーウィンが来た！ 　D-2
　NHK「ダーウィンが
　　　　　来た!」∥原作 　講談社      460     /ｴ

NHKダーウィンが来た！ 　D-3
　NHK「ダーウィンが
　　　　　来た!」∥原作 　講談社      460     /ｴ

NHKダーウィンが来た！ 　D-4
　NHK「ダーウィンが
　　　　　来た!」∥原作 　講談社      460     /ｴ

NHKダーウィンが来た！ 　D-5
　NHK「ダーウィンが
　　　　　来た!」∥原作 　講談社      460     /ｴ

NHKダーウィンが来た！ 　D-6
　NHK「ダーウィンが
　　　　　来た!」∥原作 　講談社      460     /ｴ

NHKダーウィンが来た！ 　D-10
　NHK「ダーウィンが
　　　　　来た!」∥原作 　講談社      460     /ｴ

外来生物はなぜこわい？ 　1 　阿部 浩志∥著 　ミネルヴァ書房      468     /ｱ

外来生物はなぜこわい？ 　2 　阿部 浩志∥著 　ミネルヴァ書房      468     /ｱ

外来生物はなぜこわい？ 　3 　阿部 浩志∥著 　ミネルヴァ書房      468     /ｱ

外来生物のひみつ 　 　今泉 忠明∥監修 　PHP研究所      468     /ｶﾞ

恋するいきもの図鑑 　 　今泉 忠明∥監修 　カンゼン      481     /ｺ

食物アレルギーキャラクター図鑑 　 　赤澤 晃∥監修 　日本図書センター      493     /ｼ

どうなっているの？だんめん図鑑 　
　断面マン
　　　　∥製作　監修 　小学館      500     /ﾀﾞ

ロボットが家にやってきたら… 　 　遠藤 薫∥著 　岩波書店      548     /ｴ

そうだったのか！しゅんかん図鑑 　 　伊知地 国夫∥写真 　小学館      746     /ｲ

どろぼう団をつかまえろ 　 　イソビ研究所∥作 　西東社      798     /ﾄﾞ

ポケモンサン＆ムーンぜんこく全キャラ大図鑑 　上 　 　小学館      798     /ﾎﾟ
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ポケモンサン＆ムーンぜんこく全キャラ大図鑑 　下 　 　小学館      798     /ﾎﾟ

洪水の前 　 　赤川 次郎∥著 　汐文社      913     /ｱ

真夜中の電話 　 　赤川 次郎∥著 　汐文社      913     /ｱ

保健室の午後 　 　赤川 次郎∥著 　汐文社      913     /ｱ

命のダイヤル 　 　赤川 次郎∥著 　汐文社      913     /ｱ

ぼくはなんでもできるもん 　 　いとう みく∥作 　ポプラ社      913     /ｲ

6年1組黒魔女さんが通る！！ 　05 　石崎 洋司∥作 　講談社      913     /ｲ

ぼくのドラゴン 　 　おの りえん∥作 　理論社      913     /ｵ

きくち駄菓子屋 　 　かさい まり∥文 　アリス館      913     /ｶ

図書館の怪談 　 　斉藤 洋∥作 　あかね書房      913     /ｻ

おしりたんてい あやうしたんていじむしょ 　 　トロル∥さく　え 　ポプラ社      913     /ﾄ

妖怪一家の温泉ツアー 　 　富安 陽子∥作 　理論社      913     /ﾄ

怪談5分間の恐怖 マネキン人形 　 　中村 まさみ∥著 　金の星社      913     /ﾅ

魔法医トリシアの冒険カルテ 　5 　南房 秀久∥著 　学研プラス      913     /ﾅ

スター・ウォーズエピソード4新たなる希望 　
　ジョージ　ルーカス
　　　　　　　　∥原案 　偕成社      933     /ｽ

スター・ウォーズエピソード5帝国の逆襲 　
　ジョージ　ルーカス
　　　　　　　　∥原案 　偕成社      933     /ｽ

スター・ウォーズエピソード6ジェダイの帰還 　
　ジョージ　ルーカス
　　　　　　　　∥原案 　偕成社      933     /ｽ

スター・ウォーズ フォースの覚醒 　
　J.J.エイブラムス
　　　　　　　　∥原作 　偕成社      933     /ｽ

なぞとき博物館 　 　ダン　メトカーフ∥作 　KADOKAWA      933     /ﾒ

リメンバー・ミー 　
　アンジェラ
　　　セルバンテス∥作 　偕成社      933     /ﾘ

みんなでたのしむまよいみち 　 　安野 光雅∥文　絵 　福音館書店      E       /ｱ

ゆうえんちでなんでやねん 　 　鈴木 翼∥文 　世界文化社      E       /ｱ

はなさかじいさん 　 　いもと ようこ∥文絵 　金の星社      E       /ｲ

そらの100かいだてのいえ 大型絵本 　いわい としお∥作 　偕成社      E       /ｲ

注文の多い料理店 　 　宮沢 賢治∥作 　金の星社      E       /ｲ

映画きかんしゃトーマスとびだせ！友情の大冒険 　
　ウィルバート
　　　オードリー∥原作 　ポプラ社      E       /ｴ

おすしのずかん 　 　大森 裕子∥作 　白泉社      E       /ｵ

　 　講談社      E       /ｶ

だるまちゃんとかまどんちゃん 　 　加古 里子∥さく え 　福音館書店      E       /ｶ

だるまちゃんとキジムナちゃん 　 　加古 里子∥さく え 　福音館書店      E       /ｶ

だるまちゃんとはやたちゃん 　 　加古 里子∥さく え 　福音館書店      E       /ｶ

とらのことらこ 　 　きくち ちき∥作　絵 　小学館      E       /ｷ

はりねずみのルーチカ りんごとれるかな？ 　 　北見 葉胡∥作　絵 　講談社      E       /ｷ

ワタナベさん 　 　北村 直子∥作 　偕成社      E       /ｷ

おいしいおひなさま 　 　すとう あさえ∥ぶん 　ほるぷ出版      E       /ｺ

快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー
　　　　　　　　　　&ぜんスーパー戦隊ひっさつパワーだいひゃっか
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イオマンテ 　 　寮 美千子∥文 　ロクリン社      E       /ｺ

だいおういかのいかたろう 　
　ザ　キャビンカンパニー
　　　　　　　　∥作　絵 　鈴木出版      E       /ｻﾞ

だいおういかのいかたろう 大型絵本
　ザ　キャビンカンパニー
　　　　　　　　∥作　絵 　鈴木出版      E       /ｻﾞ

あっぱれ！ぱくっ 　 　せき ゆうこ∥作 　小学館      E       /ｾ

にゃんにゃん 　 　せな けいこ∥さく 　福音館書店      E       /ｾ

クッキーくろくま 　
　たかい よしかず
　　　　　　　　∥さく　え 　くもん出版      E       /ﾀ

だんごむしのおうち 　 　澤口 たまみ∥ぶん 　福音館書店      E       /ﾀ

ぜったいいぬをかうからね 　
　ローレン
　　　　　チャイルド∥作 　フレーベル館      E       /ﾁ

やさいのがっこう とうもろこしちゃんのながいかみ 　 　なかや みわ∥さく 　白泉社      E       /ﾅ

すてきなロウソク 　 　長田 真作∥著 　共和国      E       /ﾅ

HUGっと！プリキュア げんきのプリキュア、たんじょう！　 　 　講談社      E       /ﾊ

ペネロペのしんがっき 　 　アン　グットマン∥ぶん 　岩崎書店      E       /ﾊ

ばいきんまんとおかしなバイキンじょう 　 　やなせ たかし∥原作 　フレーベル館      E       /ﾊﾞ

ティモシーとサラかあさんのすきだった木 　 　芭蕉 みどり∥作　絵 　ポプラ社      E       /ﾊﾞ

ぎょうれつのできるチョコレートやさん 　 　ふくざわ ゆみこ∥さく 　教育画劇      E       /ﾌ

さよならともだち 　 　内田 麟太郎∥作 　偕成社      E       /ﾌ

動物たちは、建築家！ 　 　ダニエル　ナサル∥文 　河出書房新社      E       /ﾌﾞ

かぞえてみよう 　
　ディック　ブルーナ
　　　　　　　　∥ぶん え 　福音館書店      E       /ﾌﾞ

わたしたしざんできるの 　
　ディック　ブルーナ
　　　　　　　　∥ぶん え 　福音館書店      E       /ﾌﾞ

おおきくなったらきみはなんになる？ 　 　藤本 ともひこ∥文 　講談社      E       /ﾑ

なんかおばけ 　 　こちょん∥文 　文芸社      E       /ﾔ

給食番長 大型絵本 　よしなが こうたく∥さく 　好学社      E       /ﾖ

うるしー 　 　ロロン∥作
　ディスカヴァー
　　・トゥエンティワン      E       /ﾛ
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