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平成２９年１０月・１１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29年11月30日　№86　浦幌町立図書館新着図書情報　（10・11月受入分） ＜一般書＞

書　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

今すぐ使えるかんたんPhotoshop Elements 2018 　 　AYURA∥著 　技術評論社      007.6   /ｲ

図書館のこれまでとこれから 　 　大串 夏身∥著 　青弓社      016.2   /ｵ

小さなことで感情をゆさぶられるあなたへ 　 　大嶋 信頼∥著 　PHP研究所      141.6   /ｵ

これ1冊でぜんぶわかるタロットの基本 　 　ルナ　マリア∥著 　主婦の友社      148.9   /ﾙ

あきらめない練習 　 　植松 努∥著 　大和書房      159     /ｳ

逆説の日本史 　23 　井沢 元彦∥著 　小学館      210.0   /ｲ

最後のソ連世代 　
　アレクセイ
　　　　　ユルチャク∥著 　みすず書房      238.0   /ﾕ

三浦義武 缶コーヒー誕生物語 　 　神 英雄∥著 　松籟社      289.1   /ﾐ

笑いを愛した吉本せい 　 　 　洋泉社      289.1   /ﾖ

ブラタモリ 　9
　NHK「ブラタモリ」
　　　　 制作班∥監修 　KADOKAWA      291.0   /ﾌﾞ

ブラタモリ 　10
　NHK「ブラタモリ」
　　　　 制作班∥監修 　KADOKAWA      291.0   /ﾌﾞ

決定版北海道の温泉まるごとガイド 　2018-19 　小野寺 淳子∥著 　北海道新聞社      291.1   /ｵ

りくらす 　vol.2 　
　クナウマガジン
　　　　　　　∥発行      291.1   /ﾘ

長谷川慶太郎の大局を読む 　2018 　長谷川 慶太郎∥著 　李白社      304     /ﾊ

「暴走する」世界の正体 　 　宮崎 学∥著 　SBクリエイティブ      304     /ﾐ

アーレントと二〇世紀の経験 　 　川崎 修∥編著
　慶應義塾大学
　　　　　　　出版会      311.2   /ｱ

簿記のしくみが一番やさしくわかる本 　 　高下 淳子∥著 　日本実業出版社      336.9   /ｺ

銀行消滅 　 　副島 隆彦∥著 　祥伝社      338.9   /ｿ

　山本 宏∥監修 　技術評論社      345.3   /ﾏ

サラリーマン大喜利 　 　水野 敬也∥著 　文響社      361.8   /ﾐ

　榎本 恵一∥著 　三和書籍      364.3   /ｼ

平成29年改正住宅セーフティネット法の解説Q&A 　
　住宅セーフティネット
　　　法制研究会∥編 　ぎょうせい      365.3   /ｼﾞ
　進路情報研究会
　　　　　　　　　　 ∥編 　桐書房      366.2   /ﾁ

南三陸町屋上の円陣 　 　山村 武彦∥著 　ぎょうせい      369.3   /ﾔ

子どもと学ぶ日本の伝統食材 　
　奥薗 壽子∥レシピ
　　　　　　　料理制作 　メイト      376.1   /ｺ

大学の学科図鑑 　 　石渡 嶺司∥著 　SBクリエイティブ      376.8   /ｲ

図説日本の湿地 　
　日本湿地学会
　　　　　　　　　∥監修 　朝倉書店      452.9   /ｽﾞ

図説鉱物肉眼鑑定事典 　 　松原 聰∥著 　秀和システム      459     /ﾏ

　北澤 功∥監修 　日東書院本社      480.4   /ｷ

似ている動物「見分け方」事典 　 　木村 悦子∥執筆 　ベレ出版      481.1   /ｷ

なんでそうなの札幌のカラス 　 　中村 眞樹子∥著 　北海道新聞社      488.9   /ﾅ

最新大腸がん治療 　 　福長 洋介∥監修 　主婦と生活社      493.4   /ｻ

もうワクチンはやめなさい 　 　母里 啓子∥著 　双葉社      493.8   /ﾓ

お口の育て方 　 　竹内 敬輔∥著 　光文社      497.7   /ﾀ

マネして書くだけ確定申告　　　　　　　　　平成30年3月締切分

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年版

中学生・高校生の仕事ガイド　　　　　　　　　　2018-2019年版

獣医さんだけが知っている動物園のヒミツ人気者のホンネ

－1－



効く！食事療法大全大満足レシピベスト400 　 　主婦の友社∥編 　主婦の友社      498.5   /ｷ

日本木造校舎大全 　 　角皆 尚宏∥著 　辰巳出版      523.1   /ﾂ

新・やっぱり赤レンガの家に住みたい！ 　 　松本 祐∥著 　現代書林      527     /ﾏ

脱！SNSのトラブル 　 　佐藤 佳弘∥編著
　武蔵野大学
　　　　　　　出版会      547.4   /ｻ

かんたん手づくり！アロマワックスサシェ 　
　Candle Studio
　　　　　　代官山∥著 　日東書院本社      576.6   /ｷ

「教育費をどうしようかな」と思ったときにまず読む本 　 　竹下 さくら∥著
　日本経済新聞
　　　　　　　出版社      591     /ﾀ

刺し子の手しごと 　 　日本文芸社∥編 　日本文芸社      594.2   /ｻ

東北の刺し子 　 　 　日本ヴォーグ社      594.2   /ﾄ

樋口愉美子のアップリケ刺しゅう 　 　樋口 愉美子∥著 　日本ヴォーグ社      594.2   /ﾋ

DOLL'S CLOSET～SEASONS～ 　
　salon de
　　　　　 monbon∥著 　ナツメ社      594.9   /ﾄﾞ

鉱物キャンドルのつくりかた 　 　福間 乃梨子∥著 　日東書院本社      594.9   /ﾌ

志麻さんのプレミアムな作りおき 　 　志麻∥著 　ダイヤモンド社      596     /ｼ

ターシャ・テューダーのファミリー・レシピ 　
　ウィンズロー
　　　　　テューダー∥著 　主婦と生活社      596     /ﾃ

平野由希子のワインが美味しくなる季節のレシピ 　 　平野 由希子∥著 　日東書院本社      596     /ﾋ

いつものスープでアレンジレシピ60 　 　森崎 繭香∥著 　日東書院本社      596     /ﾓ

香り高い焼き菓子大人のBAKE 　 　荻田 尚子∥著 　誠文堂新光社      596.6   /ｵ

トラクターの世界史 　 　藤原 辰史∥著 　中央公論新社      614.8   /ﾌ

テラリウム 　 　FOURWORDS∥監修 　日東書院本社      627.8   /ﾌ

草地と語る 　 　佐々木 章晴∥著 　寿郎社      641.7   /ｻ

ミルク日記 　
　チーム
　　　ミルクジャパン∥著 　ポプラ社      648.1   /ﾐ

宅配クライシス 　 　日本経済新聞社∥編
　日本経済新聞
　　　　　　　出版社      685.9   /ﾀ

夢の扉を開けた男 　 　綱島 洋一∥著 　中西出版      686.2   /ﾂ

ミュージアムの女 　 　宇佐江 みつこ∥著 　KADOKAWA      706.9   /ｳ

運慶への招待 　 　朝日新聞出版∥編 　朝日新聞出版      712.1   /ｳ

手描きチョークアートのアイデア&テクニック 　 　佐藤 真理∥著 　日東書院本社      725.4   /ｻ

しずくちゃん 　29 　ぎぼ りつこ∥作　絵 　岩崎書店      726.1   /ｷﾞ

あなたが笑うと、あなたの大切な人が笑うよ 　 　西原 理恵子∥著 　毎日新聞出版      726.1   /ｻ

毎日かあさん 　14 　西原 理恵子∥著 　毎日新聞出版      726.1   /ｻ

東京わが残像 　 　田沼 武能∥著 　クレヴィス      748     /ﾀ

　
　シンコーミュージック
　　・エンタテイメント      763.2   /ﾁ

どんな子も運動神経が必ずよくなるトレーニング 　 　山本 晃永∥監修 　日東書院本社      780.7   /ﾔ

　宮澤 崇史∥著 　日東書院本社      786.5   /ﾐ

天才藤井聡太 　 　中村 徹∥著 　文藝春秋      796.0   /ﾅ

藤田浩子のあやとりでおはなし 　 　藤田 浩子∥編著 　一声社      798     /ﾌ

藤田浩子のハンカチでおはなし 　 　藤田 浩子∥編著 　一声社      798     /ﾌ

ニャンだ！その日本語 　 　ネコまる編集部∥編 　辰巳出版      810.4   /ﾈ

宮澤崇史の理論でカラダを速くする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロのロードバイクトレーニング

中学生・高校生のピアノ・ソロ テレビ・映画・アニソンヒッツ30
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前置詞キャラ図鑑 　 　関 正生∥著 　新星出版社      835.6   /ｾ

「時」から読み解く世界児童文学事典 　 　水間 千恵∥編著 　原書房      909.3   /ﾄ

退屈をあげる 　 　坂本 千明∥著 　青土社      911.5   /ｻ

詩人なんて呼ばれて 　
　谷川 俊太郎
　　　　　∥語り手　詩 　新潮社      911.5   /ﾀ

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

踊る星座 　 　青山 七恵∥著 　中央公論新社      913.6   /ｱ

三世代探偵団 　 　赤川 次郎∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｱ

獣医さんのお仕事in異世界 　10 　蒼空 チョコ∥著 　アルファポリス      913.6   /ｱ

人間タワー 　 　朝比奈 あすか∥著 　文藝春秋      913.6   /ｱ

ホワイトラビット 　 　伊坂 幸太郎∥著 　新潮社      913.6   /ｲ

クリスマスを探偵と 　 　伊坂 幸太郎∥文 　河出書房新社      913.6   /ｲ

琥珀の夢 　上 　伊集院 静∥著 　集英社      913.6   /ｲ

琥珀の夢 　下 　伊集院 静∥著 　集英社      913.6   /ｲ

西郷の首 　 　伊東 潤∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｲ

はやく老人になりたいと彼女はいう 　 　伊藤 たかみ∥著 　文藝春秋      913.6   /ｲ

屍人荘の殺人 　 　今村 昌弘∥著 　東京創元社      913.6   /ｲ

ブルーローズは眠らない 　 　市川 憂人∥著 　東京創元社      913.6   /ｲ

キラキラ共和国 　 　小川 糸∥著 　幻冬舎      913.6   /ｵ

覆面作家 　 　大沢 在昌∥著 　講談社      913.6   /ｵ

ポーラースター 　2 　海堂 尊∥著 　文藝春秋      913.6   /ｶ

愛のかたち 　 　岸 惠子∥著 　文藝春秋      913.6   /ｷ

ミステリークロック 　 　貴志 祐介∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｷ

ヴェネツィア便り 　 　北村 薫∥著 　新潮社      913.6   /ｷ

ひよっこ 　下 　岡田 惠和∥作 　NHK出版      913.6   /ｸ

武士マチムラ 　 　今野 敏∥著 　集英社      913.6   /ｺ

砂上 　 　桜木 紫乃∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｻ

孤軍 　 　笹本 稜平∥著 　双葉社      913.6   /ｻ

千の扉 　 　柴崎 友香∥著 　中央公論新社      913.6   /ｼ

花歌は、うたう 　 　小路 幸也∥著 　河出書房新社      913.6   /ｼ

猫ヲ捜ス夢 　 　小路 幸也∥著 　徳間書店      913.6   /ｼ

花になるらん 　 　玉岡 かおる∥著 　新潮社      913.6   /ﾀ

高架線 　 　滝口 悠生∥著 　講談社      913.6   /ﾀ

エッグマン 　 　辻 仁成∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ﾂ

ワルツを踊ろう 　 　中山 七里∥著 　幻冬舎      913.6   /ﾅ

秋山善吉工務店 　 　中山 七里∥著 　光文社      913.6   /ﾅ

さくら、うるわし 　 　長野 まゆみ∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾅ

千夜と一夜の物語 　 　仁木 英之∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾆ
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十津川警部山手線の恋人 　 　西村 京太郎∥著 　講談社      913.6   /ﾆ

十津川警部予土(ローカル)線に殺意が走る 　 　西村 京太郎∥著 　祥伝社      913.6   /ﾆ

たゆたえども沈まず 　 　原田 マハ∥著 　幻冬舎      913.6   /ﾊ

春雷 　 　葉室 麟∥著 　祥伝社      913.6   /ﾊ

大獄 　 　葉室 麟∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾊ

西郷どん！ 　前編 　林 真理子∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾊ

西郷どん！ 　後編 　林 真理子∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾊ

守教 　上 　帚木 蓬生∥著 　新潮社      913.6   /ﾊ

守教 　下 　帚木 蓬生∥著 　新潮社      913.6   /ﾊ

ライオンは仔猫に夢中 　 　東川 篤哉∥著 　祥伝社      913.6   /ﾋ

ドレス 　 　藤野 可織∥著 　河出書房新社      913.6   /ﾌ

光の犬 　 　松家 仁之∥著 　新潮社      913.6   /ﾏ

オペレーションZ 　 　真山 仁∥著 　新潮社      913.6   /ﾏ

湖底の城 　8巻 　宮城谷 昌光∥著 　講談社      913.6   /ﾐ

呉漢 　上 　宮城谷 昌光∥著 　中央公論新社      913.6   /ﾐ

呉漢 　下 　宮城谷 昌光∥著 　中央公論新社      913.6   /ﾐ

百貨の魔法 　 　村山 早紀∥著 　ポプラ社      913.6   /ﾑ

悪道 　5 　森村 誠一∥著 　講談社      913.6   /ﾓ

毒母ですが、なにか 　 　山口 恵以子∥著 　新潮社      913.6   /ﾔ

迷い家 　 　山吹 静吽∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾔ

僕はロボットごしの君に恋をする 　 　山田 悠介∥著 　河出書房新社      913.6   /ﾔ

蘇える鬼平犯科帳 　 　池波 正太郎∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾖ

おらおらでひとりいぐも 　 　若竹 千佐子∥著 　河出書房新社      913.6   /ﾜ

こぽこぽ、珈琲 　
　阿川 佐和子
　　　　　　　 ∥ほか著 　河出書房新社      914.6   /ｵ

月夜の散歩 　 　角田 光代∥著 　オレンジページ      914.6   /ｶ

忘れる女、忘れられる女 　 　酒井 順子∥著 　講談社      914.6   /ｻ

〆切本 　2 　左右社編集部∥編 　左右社      914.6   /ｼ

一〇五歳、死ねないのも困るのよ 　 　篠田 桃紅∥著 　幻冬舎      914.6   /ｼ

夫の後始末 　 　曽野 綾子∥著 　講談社      914.6   /ｿ

トールキンのベーオウルフ物語 　 　J.R.R.トールキン∥著 　原書房      931.4   /ﾄ

ファインダーズ・キーパーズ 　上
　スティーヴン
　　　　　　　キング∥著 　文藝春秋      933.7   /ｷ

ファインダーズ・キーパーズ 　下
　スティーヴン
　　　　　　　キング∥著 　文藝春秋      933.7   /ｷ

まだなにかある 　上 　パトリック　ネス∥著 　辰巳出版      933.7   /ﾈ

まだなにかある 　下 　パトリック　ネス∥著 　辰巳出版      933.7   /ﾈ

生きるための選択 　 　パク ヨンミ∥著 　辰巳出版      936     /ﾊﾟ

光と影の法則 　 　心屋 仁之助∥著 　光文社 B   146.8   /ｺ

ソードアート・オンライン 　20 　川原 礫∥著 　KADOKAWA B   913.6   /ｶ
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永遠の1/2 　 　佐藤 正午∥著 　小学館 B   913.6   /ｻ

混沌 　 　佐伯 泰英∥著 　講談社 B   913.6   /ｻ

父子(おやこ)十手捕物日記 　 　鈴木 英治∥著 　徳間書店 B   913.6   /ｽ

不老術 　 　高橋 義夫∥著 　中央公論新社 B   913.6   /ﾀ

極楽宿の刹鬼 　 　鳥羽 亮∥著 　KADOKAWA B   913.6   /ﾄ

恋愛裁判 　 　40mP∥原案 　KADOKAWA B   913.6   /ﾆ

遠い山なみの光 　 　カズオ  イシグロ∥著 　早川書房 B   933.7   /ｲ

日本国勢図会 　2017/18
　矢野恒太記念会
　　　　　　　　　∥編集 　矢野恒太記念会 R   351     /ﾆ

　
　株式会社ぶらんと
　マガジン社∥発行 U   291.1   /ﾎ

わくらす 　vol.2 　
　クナウマガジン
　　　　　　　∥発行 U   291.1   /ﾜ

　高原 淳∥著
　クナウマガジン
　　　　　　　∥発行 U   336.1   /ﾀ

北海道の廃駅 　２０１７ 　山田  将史∥著
　株式会社インプレ
　　スＲ＆Ｄ∥発行 U   686.5   /ﾔ

平成29年11月30日　№86　浦幌町立図書館新着図書情報　（10・11月受入分） ＜児童書＞

書　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

自分のことがわかる本 　 　安部 博枝∥著 　岩波書店      159     /ｱ

わたしのまちですみんなのまちです 　 　かこ さとし∥著 　復刊ドットコム      210     /ｶ

わくわく！探検れきはく日本の歴史 　3
　国立歴史民俗
　　　　　　博物館∥編 　吉川弘文館      210     /ﾜ

知里幸恵とアイヌ 　 　ひきの 真二∥まんが 　小学館      289     /ﾁ

こども君主論 　 　齋藤 孝∥監修 　日本図書センター      311     /ｺ

私、日本に住んでいます 　
　スベンドリニ
　　　　　　　カクチ∥著 　岩波書店      334     /ｶ

お仕事ナビ 　12
　お仕事ナビ編集室
　　　　　　　　　　∥編 　理論社      366     /ｵ

恐竜の骨 　 　ロブ　コルソン∥文 　辰巳出版      457     /ﾎ

NHKダーウィンが来た！ 　D-8
　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-9
　NHK「ダーウィンが
　　　　　 来た!」∥原作 　講談社      460     /ｴ

頭の骨 　
　カミラ デラ
　　　 ベドイエール∥文 　辰巳出版      481     /ﾎ

動物の骨 　 　ロブ　コルソン∥文 　辰巳出版      481     /ﾎ

トミカ大集合 　2018年版 　 　永岡書店      507     /ﾄ

貨物船のはなし 　 　柳原 良平∥作 　福音館書店      556     /ﾔ

知ってハナダカ！文房具のひみつ箱 　 　スタジオ248∥編 　六耀社      589     /ｼ

農学が世界を救う！ 　 　生源寺 眞一∥編著 　岩波書店      610     /ﾉ

子どものためのニッポン手仕事図鑑 　 　大牧 圭吾∥監修 　オークラ出版      750     /ｺ

まるごとキッズマジック大集合BOOK 　 　藤原 邦恭∥著 　いかだ社      779     /ﾌ

ぼくらの大冒険ハンドブック 　 　かざま りんぺい∥著 　日東書院本社      786     /ｶ

ＨＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年11月号

ある日突然社長になった人のための激訳・経営指針成文化

－5－



クリスマスめいろブック 　 　マッティア　セラト∥絵 　あかね書房      798     /ｸ

クレヨンしんちゃんのまんが四字熟語辞典 　正
　臼井 儀人
　　 ∥キャラクター原作 　双葉社      814     /ｸ

数え方のえほん 　 　高野 紀子∥作 　あすなろ書房      815     /ﾀ

X-01 　2 　あさの あつこ∥著 　講談社      913     /ｱ

ルルとララのハロウィン 　
　あんびる やすこ
　　　　　　　　∥作　絵 　岩崎書店      913     /ｱ

蘭の花が咲いたら 　 　小林 深雪∥著 　講談社      913     /ｺ

5分後に禁断のラスト 　 　エブリスタ∥編 　河出書房新社      913     /ｺﾞ

にちようびは名探偵 　 　杉山 亮∥作 　偕成社      913     /ｽ

怪談5分間の恐怖 ひとり増えてる… 　 　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 　4 　南房 秀久∥著 　学研プラス      913     /ﾅ

ほねほねザウルス 　18
　カバヤ食品株式会社
　　　　　∥原案　監修 　岩崎書店      913     /ﾎ

昔話法廷 　Season2
　NHK Eテレ「昔話
　　法廷」制作班∥編 　金の星社      913     /ﾑ

フライパン号でナポレオンの島へ 　 　山下 明生∥作 　理論社      913     /ﾔ

ジャック・オー・ランド 　 　山崎 貴∥作 　ポプラ社      913     /ﾔ

パンツ・プロジェクト 　 　キャット　クラーク∥著 　あすなろ書房      933     /ｸ

動物と話せる少女リリアーネ 　12
　タニヤ　シュテーブナー
　　　　　　　　　　 ∥著 　学研プラス      943     /ｼ

ビジュアル世界大地図 　
　左巻 健男
　　 ∥日本語版監修 　日東書院本社 R   290     /ｻ

トーストン 　 　新井 洋行∥著 　アリス館      Eｱ

ルラルさんのだいくしごと 　 　いとう ひろし∥作 　ポプラ社      Eｲ

しあわせ 　 　いもと ようこ∥作 　講談社      Eｲ

パンダおやこたいそう 　 　いりやま さとし∥作 　講談社      Eｲ

がちょうのたんじょうび 　 　新美 南吉∥作 　金の星社      Eｲ

ふりかけヘリコプター 　 　石崎 なおこ∥作　絵 　教育画劇      Eｲ

おじいちゃん 　 　梅田 俊作∥作　絵 　ポプラ社      Eｳ

　 　講談社      Eｴ

ヨッ!けつやまシリノスケ 　
　うちむら ひろゆき
　　　　　　　　　　 ∥さく 　成美堂出版      Eｶ

ぽんちんぱん 　 　柿木原 政広∥作 　福音館書店      Eｶ

み～つけた！　ガッタとゴットのでんしゃたび 　
　金盛 正樹
∥ジオラマ作成　撮影 　交通新聞社      Eｶ

よくきたね 　 　松野 正子∥ぶん 　福音館書店      Eｶ

りんご 　 　松野 正子∥ぶん 　童心社      Eｶ

地震がおきたら 　 　谷 敏行∥原案 　BL出版      Eｶ

ふるいせんろのかたすみで 　
　チャールズ
　　　　 キーピング∥作 　ロクリン社      Eｷ

アンジェロのいろあつめ 　
　シルヴィ　ポワルヴェ
　　　　　　　　　　 ∥作 　ワールドライブラリー      Eｷﾞ

ノラネコぐんだんアイスのくに 　 　工藤 ノリコ∥著 　白泉社      Eｸ

ピヨピヨもりのゆうえんち 　 　工藤 ノリコ∥著 　佼成出版社      Eｸ

アイスキッズのぼうけん 　 　さとう めぐみ∥作　絵 　教育画劇      Eｻ

映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!
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あんみつひめさま 　 　さとう めぐみ∥作　絵 　教育画劇      Eｻ

パンのようちえんえんそくにいく 　 　さとう めぐみ∥作　絵 　教育画劇      Eｻ

レモンちゃん 　 　さとう めぐみ∥作　絵 　PHP研究所      Eｻ

ビークル 　 　ダン　サンタット∥作 　ほるぷ出版      Eｻ

いそげ！きゅうきゅうしゃ 　 　竹下 文子∥作 　偕成社      Eｽ

トーマスりゅうでいこう 　
　ウィルバート
　　　 オードリー∥原作 　ポプラ社      Eﾄ

おんなじおんなじももんちゃん 　
　とよた かずひこ
　　　　　　　　∥さく　え 　童心社      Eﾄ

コリスくんのかみひこうき 　 　刀根 里衣∥作 　小学館      Eﾄ

マローネとつくるクッキー 　 　刀根 里衣∥著 　NHK出版      Eﾄ

モカとつくるホットチョコレート 　 　刀根 里衣∥著 　NHK出版      Eﾄ

ドキンちゃんとけむりいぬ 　 　やなせ たかし∥原作 　フレーベル館      Eﾄﾞ

おちばいちば 　 　西原 みのり∥作 　ブロンズ新社      Eﾆ

ぼく、ママとけっこんする！ 　 　のぶみ∥さく 　講談社      Eﾉ

NEWウォーリーをさがせ！きえた名画だいそうさく！ 　
　マーティン
ハンドフォード∥作　絵 　フレーベル館      Eﾊ

おならまんざい 　 　長谷川 義史∥作 　小学館      Eﾊ

おてんとうさまがみてますよ 　 　山本 省三∥作 　PHP研究所      Eﾋ

ママはしらないの？ 　 　ふくだ いわお∥作 　光村教育図書      Eﾌ

すっぱりめがね 　 　藤村 賢志∥作 　教育画劇      Eﾌ

あおいジャッカル 　
　マーシャ　ブラウン
　　　　　　　　　　 ∥作 　瑞雲舎      Eﾌﾞ

としょかんへぴょん！ぴょん！ぴょん！ 　
　アニー　シルヴェストロ
　　　　　　　　　　 ∥文 　絵本塾出版      Eﾏ

さらさらもじゃもじゃかみのけのなぞ 　 　まえだ みちこ∥絵 　少年写真新聞社      Eﾏ

おひさまあはは 　 　前川 かずお∥作　絵 　こぐま社      Eﾏ

ジングルベル 　
　キャサリン　N.デイリー
　　　　　　　　　　 ∥作 　PHP研究所      Eﾐ

あいたくてあいたくて 　
　みやにし たつや
　　　　　　　　∥作　絵 　女子パウロ会      Eﾐ

ぼくのおとうさんとおかあさん 　
　みやにし たつや
　　　　　　　　∥作　絵 　金の星社      Eﾐ

またまたさんせーい！ 　 　宮西 達也∥作絵 　フレーベル館      Eﾐ

ヒヒヒヒヒうまそう 　 　宮西 達也∥作絵 　ポプラ社      Eﾐ

あ・あ 　 　三浦 太郎∥さく　え 　童心社      Eﾐ

くらいくらい 　
　はせがわ せつこ
　　　　　　　　　 ∥ぶん 　福音館書店      Eﾔ

どこ?　クリスマスのさがしもの 　 　山形 明美∥作 　講談社      Eﾔ

こねてのばして 　 　ヨシタケ シンスケ∥作 　ブロンズ新社      Eﾖ

クマと森のピアノ 　
　デイビッド
　　 リッチフィールド∥作 　ポプラ社      Eﾘ

おさるのジョージバスケットボールをする 　 　M.レイ∥原作 　岩波書店      Eﾚ

おさるのジョージほんやさんへいく 　 　M.レイ∥原作 　岩波書店      Eﾚ
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