
＜一般書＞

書　　　　　　　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

図書館と情報モラル 　 　阿濱 茂樹∥著 　青弓社      010.4   /ｱ

学校図書館の力 　 　渡邊 重夫∥著 　勉誠出版      017     /ﾜ

その本、読みたい! 　高学年 　村上 淳子∥編著 　国土社      019.5   /ﾑ

ビブリオバトル 　 　谷口 忠大∥著 　文藝春秋      019.9   /ﾀ

赤木かん子の読書力アップ!学校図書館の本のえらび方 　 　赤木 かん子∥著 　光村図書出版      028.0   /ｱ

ザ・ミッション 　 　山本 美香∥著 　早稲田大学出版部      070.1   /ﾔ

メリットの法則 　 　奥田 健次∥著 　集英社      141.7   /ｵ

エピソードでつかむ生涯発達心理学 　 　岡本 祐子∥編著 　ミネルヴァ書房      143     /ｴ

月星座と太陽星座でわかる性格と相性 　
　マリィ　プリマヴェラ
∥著 　東邦出版      148.8   /ﾏ

ココロの美容液 　 　香山 リカ∥著 　文藝春秋      159     /ｶ

最高の自分を創る「勘違い」の才能 　 　久瑠 あさ美∥著 　青春出版社      159     /ｸ

つなぐ力つながる作法 　 　坂東 眞理子∥著 　潮出版社      159     /ﾊﾞ

明日は、もうそこに 　 　水谷 修∥著 　海竜社      159     /ﾐ

上司から評価される人になる仕事のやり方・考え方 　 　萱野 聡∥著 　明日香出版社      159.4   /ｶ

ひとりで暮らす求めない生き方 　 　香山 リカ∥著 　講談社      159.6   /ｶ

伊勢神宮 　 　清水 潔∥監修 　平凡社      175.8   /ｲ

明日は晴れ 　 　瀬戸内 寂聴∥著 　光文社      188.4   /ｾ

逆説の日本史 　19 　井沢 元彦∥著 　小学館      210.0   /ｲ

未来は過去のなかにある 　 　保阪 正康∥著 　講談社      210.7   /ﾐ

氷河期の極北に挑むホモ・サピエンス 　
　G.A.フロパーチェフ
∥著 　雄山閣      238     /ﾋ

塀の上を走れ 　 　田原 総一朗∥著 　講談社      289.1   /ﾀ

海外旅行に役立つスマホ術 　
　戸田 覚∥執筆
監修 　日経BP社      290.9   /ｶ

死ぬまでに絶対行きたい世界の楽園リゾート 　 　三好 和義∥著 　PHP研究所      290.9   /ﾐ

美しい日本の歩きたくなるみち500選マップガイド 　1 　 　ゼンリン      291.0   /ｳ

美しい日本の歩きたくなるみち500選マップガイド 　2 　 　ゼンリン      291.0   /ｳ

道の駅旅案内全国地図 　平成25年度版 　
　道路整備促進期成
同盟会全国協議会      291.0   /ﾐ

北海道夏山ガイド 　2 　梅沢 俊∥著 　北海道新聞社      291.1   /ｳ

☆北海道☆オートキャンプ場ベストガイド 　[2013]
　カルチャーランド∥
著 　メイツ出版      291.1   /ﾎ

天国の国境を越える 　 　李 学俊∥[著] 　東洋経済新報社      302.2   /ｲ

知らないと恥をかく世界の大問題 　4 　池上 彰∥著 　角川マガジンズ      304     /ｲ

データでわかる2030年の日本 　 　三浦 展∥著 　洋泉社      304     /ﾐ

聞かないマスコミ答えない政治家 　 　池上 彰∥著 　ホーム社      312.1   /ｲ

白書の白書 　2013年版
　木本書店　編集
部∥編集 　木本書店      317     /ﾊ

くらしの法律Q&A 　
　日本女性法律家
協会∥編集 　新日本法規出版      320     /ﾆ

女子刑務所 　 　外山 ひとみ∥著 　中央公論新社      326.5   /ﾄ

アベノミクスの真実 　 　本田 悦朗∥著 　幻冬舎      332.1   /ﾎ
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逆算力 　 　高岡 浩三∥著 　日経BP社      335.1   /ﾀ

退職金・退職年金をめぐる紛争事例解説集 　 　浅井 隆∥編著 　新日本法規出版      366.4   /ｱ

くらしの防災知識 　 　土岐 憲三∥監修 　新日本法規出版      369.3   /ﾄ

生きる場所のつくりかた 　 　島村 菜津∥著 　家の光協会      369.5   /ｼ

子どもとかかわる人のための心理学 　 　沼山 博∥編著 　萌文書林      371.4   /ｺ

ちょこっとあそび大作戦! 　 　ケロポンズ∥著 　世界文化社      376.1   /ｹ

なぜ日本の大学生は、世界でいちばん勉強しないのか? 　 　辻 太一朗∥著 　東洋経済新報社      377.9   /ﾂ

地アタマを鍛えるスゴイ就職試験 　 　盛田 珠実∥著 　講談社      377.9   /ﾓ

障がい児の子育てサポート法 　 　加藤 博之∥著 　青弓社      378     /ｶ

辞書引き学習で子どもが見る見る変わる 　 　深谷 圭助∥著 　小学館      379.9   /ﾌ

なにこれ!?北海道学 　 　池田 貴夫∥著 　北海道新聞社      382.1   /ｲ

世界のかわいい民族衣装 　 　上羽 陽子∥監修 　誠文堂新光社      383.1   /ｾ

昨日までの世界 　上
　ジャレド　ダイアモン
ド∥著 　日本経済新聞出版社      389     /ﾀﾞ

昨日までの世界 　下
　ジャレド　ダイアモン
ド∥著 　日本経済新聞出版社      389     /ﾀﾞ

空想科学読本 　13 　柳田 理科雄∥著 　メディアファクトリー      404     /ﾔ

「単位」の早わかり便利帳 　
　ホームライフ取材
班∥編 　青春出版社      420.7   /ﾀ

太陽と太陽系の謎 　 　 　宝島社      444     /ﾀ

大隕石衝突の現実 　
　日本スペースガー
ド協会∥著 　ニュートンプレス      447.3   /ﾀﾞ

北海道水辺の生き物の不思議 　 　川井 唯史∥編 　北海道新聞社      462.1   /ｶ

サボり上手な動物たち 　 　佐藤 克文∥著 　岩波書店      481.7   /ｻ

生きかた上手 　 　日野原 重明∥著
　いきいき株式会社出
版局      490.4   /ﾋ

高齢者のせん妄ケアQ&A 　 　亀井 智子∥編著 　中央法規出版      492.9   /ｶ

イラストでわかる心臓病 　 　伊東 春樹∥監修 　法研      493.2   /ｲ

自閉症児のための明るい療育相談室 　 　奥田 健次∥著 　学苑社      493.9   /ｵ

脊柱管狭窄症を自分で治す! 　 　大谷内 輝夫∥著 　主婦の友社      494.6   /ｵ

いくつになっても「歩けるヒザ」をつくる本! 　 　佐藤 友宏∥著 　青春出版社      494.7   /ｻ

スッキリ!見えるように戻る視力回復セルフケア 　 　山本 正子∥著
　ブルーロータスパブリッ
シング      496.4   /ﾔ

なるだけ医者に頼らず生きるために私が実践している1　 　五木 寛之∥著 　中経出版      498.3   /ｲ

不安で押しつぶされそうな時の「瞬間呼吸法」 　 　響 怜於奈∥著 　徳間書店      498.3   /ﾋ

脳を最高に活かせる人の朝時間 　 　茂木 健一郎∥著 　すばる舎      498.3   /ﾓ

幸福薬局の若返り薬膳レシピ 　 　幸井 俊高∥著 　河出書房新社      498.5   /ｺ

干しえのき・えのきたけ20倍健康法 　 　渡邉 泰雄∥著 　永岡書店      498.5   /ﾜ

「製図」のキホン 　 　小峯 龍男∥著 　ソフトバンククリエイティブ      531.9   /ｺ

ソーイングポシェ 　vol.15 　 　日本ヴォーグ社      593.3   /ｿ

直線縫いなのに驚きの形チュニックとワンピース 　 　渡部 サト∥著 　河出書房新社      593.3   /ﾜ

ファスナーで楽しむバッグと小物 　 　水野 佳子∥[著] 　日本ヴォーグ社      594.7   /ﾐ

自分でできる前髪カット 　 　稲垣 俊彦∥著 　WAVE出版      595.4   /ｲ

8秒美ボディメイキングくびれ&上げ 　 　森 弘子∥著 　主婦の友社      595.6   /ﾓ
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美肌自炊週間 　 　小清水 裕子∥著 　駒草出版      596     /ｺ

丸の内タニタ食堂 　 　タニタ∥著 　大和書房      596     /ﾏ

ピーラーマジック! 　 　松田 美智子∥著 　世界文化社      596.3   /ﾏ

ポリ袋でかんたん!甘酒&酒粕でつくる天然酵母パン 　 　梶 晶子∥著 　河出書房新社      596.6   /ｶ

インテリアの基本 　 　 　学研パブリッシング      597     /ｲ

127人が選んだわたしの好きな育児書 　
　<月刊クーヨン>編
集部∥編 　クレヨンハウス      599     /ﾋ

藤田浩子の赤ちゃんのあやし方・育て方 　 　藤田 浩子∥編著 　一声社      599     /ﾌ

「モンスター食品」が世界を食いつくす! 　 　船瀬 俊介∥著 　イースト・プレス      615.2   /ﾌ

よくわかる北海道の家庭菜園 　 　大宮 あゆみ∥著 　北海道新聞社      626.9   /ｵ

TPPでさらに強くなる日本 　 　原田 泰∥著 　PHP研究所      678.3   /ﾃ

なぜタクシーは動かなくてもメーターが上がるのか 　 　竹内 健蔵∥著 　NTT出版      681     /ﾀ

今こそ乗りたい寝台列車の旅 　 　 　JTBパブリッシング      686.2   /ｲ

ディズニーありがとうの神様が教えてくれたこと 　 　鎌田 洋∥著 　ソフトバンククリエイティブ      689.5   /ｶ

しずくちゃん 　20 　ぎぼ りつこ∥作　絵 　岩崎書店      726.1   /ｷﾞ

のび太の「力」 　 　横山 泰行∥著 　北國新聞社      726.1   /ﾖ

デザインあ あなのほん 　 　 　小学館      757     /ﾃﾞ

大泉エッセイ 　 　大泉 洋∥著 　メディアファクトリー      772.1   /ｵ

私たちは美しさを見つけるために生まれてきた 　 　夏木 マリ∥著 　幻冬舎      772.1   /ﾅ

十八代勘三郎 　 　中村 勘三郎∥著 　小学館      774.2   /ﾅ

機嫌よく暮らす 　 　内海 桂子∥著 　マキノ出版      779.1   /ｳ

職業サッカークラブ社長 　 　野々村 芳和∥著
　ベースボール・マガジン
社      783.4   /ﾉ

人を育てるファイターズの秘密 　 　岩本 勉∥著 　朝日新聞出版      783.7   /ｲ

松井秀喜-献身力 　 　古内 義明∥著 　大和書房      783.7   /ﾌ

教える力 　 　井村 雅代∥著 　新潮社      785.2   /ｲ

脳が若返る!健康あやとり 　 　福田 けい∥監修 　日東書院本社      798     /ﾉ

あいさつスピーチ全集 　
　あぎお 由各利
∥共著 　新日本法規出版      809.4   /ｱ

「漢字」間違っているのはどっち? 　 　守 誠∥著 　青春出版社      811.2   /ﾓ

もしも紫式部が大企業のOLだったなら 　 　井上 ミノル∥著 　創元社      910.2   /ｲ

ことばの魔術師井上ひさし 　 　菅野 昭正∥編 　岩波書店      910.2   /ｺ

倉本聰ドラマ人生 　 　倉本 聰∥[述] 　北海道新聞社      912.7   /ｸ

Team・HK 　 　あさの あつこ∥著 　徳間書店      913.6   /ｱ

かんかん橋を渡ったら 　 　あさの あつこ∥著 　角川書店      913.6   /ｱ

レーン 　 　あさの あつこ∥著 　幻冬舎      913.6   /ｱ

明日になったら 　 　あさの あつこ∥著 　光文社      913.6   /ｱ

正義のセ 　2 　阿川 佐和子∥著 　角川書店      913.6   /ｱ

正義のセ 　3 　阿川 佐和子∥著 　角川書店      913.6   /ｱ

これがわたしの旦那さま 　5 　市尾 彩佳∥[著] 　アルファポリス      913.6   /ｲ

余命1年のスタリオン 　 　石田 衣良∥著 　文藝春秋      913.6   /ｲ
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七つの会議 　 　池井戸 潤∥著 　日本経済新聞出版社      913.6   /ｲ

忘れられたワルツ 　 　絲山 秋子∥著 　新潮社      913.6   /ｲ

恋仏 　 　浮穴 みみ∥著 　双葉社      913.6   /ｳ

はだかんぼうたち 　 　江國 香織∥著 　角川書店      913.6   /ｴ

大迷走 　 　逢坂 剛∥著 　集英社      913.6   /ｵ

脊梁山脈 　 　乙川 優三郎∥著 　新潮社      913.6   /ｵ

つばさのおくりもの 　 　小川 糸∥著 　ポプラ社      913.6   /ｵ

リボン 　 　小川 糸∥著 　ポプラ社      913.6   /ｵ

ああ父よああ母よ 　 　加賀 乙彦∥著 　講談社      913.6   /ｶ

暮れていく愛 　 　鹿島田 真希∥著 　文藝春秋      913.6   /ｶ

愛の夢とか 　 　川上 未映子∥著 　講談社      913.6   /ｶ

シンクロニシティ 　 　川瀬 七緒∥著 　講談社      913.6   /ｶ

心 　 　姜 尚中∥著 　集英社      913.6   /ｶ

遠野物語remix 　 　京極 夏彦∥著 　角川学芸出版      913.6   /ｷ

美都(みと)で恋めぐり 　 　北 夏輝∥著 　講談社      913.6   /ｷ

昨夜のカレー、明日のパン 　 　木皿 泉∥著 　河出書房新社      913.6   /ｷ

しおかぜ荘の震災 　 　木村 航∥著 　双葉社      913.6   /ｷ

アニバーサリー 　 　窪 美澄∥[著] 　新潮社      913.6   /ｸ

光の山 　 　玄侑 宗久∥著 　新潮社      913.6   /ｹﾞ

へこたれない人 　 　佐藤 雅美∥著 　講談社      913.6   /ｻ

一心斎不覚の筆禍 　 　佐藤 雅美∥著 　講談社      913.6   /ｻ

老いらくの恋 　 　佐藤 雅美∥著 　文藝春秋      913.6   /ｻ

閻魔の世直し 　 　西條 奈加∥著 　新潮社      913.6   /ｻ

日輪の賦 　 　澤田 瞳子∥著 　幻冬舎      913.6   /ｻ

よだかの片想い 　 　島本 理生∥著 　集英社      913.6   /ｼ

快挙 　 　白石 一文∥著 　新潮社      913.6   /ｼ

第四権力 　 　高杉 良∥著 　講談社      913.6   /ﾀ

幸村去影 　 　津本 陽∥著 　徳間書店      913.6   /ﾂ

東京ホタル 　 　中村 航∥著 　ポプラ社      913.6   /ﾄ

切り裂きジャックの告白 　 　中山 七里∥著 　角川書店      913.6   /ﾅ

45° 　 　長野 まゆみ∥著 　講談社      913.6   /ﾅ

童子の輪舞曲(ロンド) 　 　仁木 英之∥著 　新潮社      913.6   /ﾆ

棺に跨がる 　 　西村 賢太∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾆ

ジヴェルニーの食卓 　 　原田 マハ∥著 　集英社      913.6   /ﾊ

つくもがみ、遊ぼうよ 　 　畠中 恵∥著 　角川書店      913.6   /ﾊ

陽炎の門 　 　葉室 麟∥著 　講談社      913.6   /ﾊ

常在戦場 　 　火坂 雅志∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾋ

私の嫌いな探偵 　 　東川 篤哉∥著 　光文社      913.6   /ﾋ
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夢幻花 　 　東野 圭吾∥著 　PHP研究所      913.6   /ﾋ

百年桜 　 　藤原 緋沙子∥著 　新潮社      913.6   /ﾌ

天翔る 　 　村山 由佳∥著 　講談社      913.6   /ﾑ

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 　 　村上 春樹∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾑ

ゆうじょこう 　 　村田 喜代子∥著 　新潮社      913.6   /ﾑ

深海の夜景 　 　森村 誠一∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾓ

五二屋傳蔵(ぐにやでんぞう) 　 　山本 一力∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ﾔ

花鳥の夢 　 　山本 兼一∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾔ

友罪 　 　薬丸 岳∥著 　集英社      913.6   /ﾔ

手のひらの砂漠 　 　唯川 恵∥著 　集英社      913.6   /ﾕ

さきちゃんたちの夜 　 　よしもと ばなな∥著 　新潮社      913.6   /ﾖ

見上げた空の色 　 　宇江佐 真理∥著 　文藝春秋      914.6   /ｳ

さらさらさん 　 　大野 更紗∥著 　ポプラ社      914.6   /ｵ

世界中で迷子になって 　 　角田 光代∥著 　小学館      914.6   /ｶ

安心毛布 　 　川上 未映子∥著 　中央公論新社      914.6   /ｶ

え、なんでまた? 　 　宮藤 官九郎∥著 　文藝春秋      914.6   /ｸ

タマネギのひみつ。 　 　黒柳 徹子∥著 　祥伝社      914.6   /ｸ

ほんとのこと言えば? 　 　佐野 洋子∥著 　河出書房新社      914.6   /ｻ

泡沫日記 　 　酒井 順子∥著 　集英社      914.6   /ｻ

ごはんぐるり 　 　西 加奈子∥著 　NHK出版      914.6   /ﾆ

熱血ポンちゃんから騒ぎ 　 　山田 詠美∥[著] 　新潮社      914.6   /ﾔ

開店休業 　 　吉本 隆明∥著 　プレジデント社      914.6   /ﾖ

鮨そのほか 　 　阿川 弘之∥著 　新潮社      918.6   /ｱ

天堂狂想歌 　 　莫言∥著 　中央公論新社      923.7   /ﾓ

カッシアの物語 　2 　アリー　コンディ∥著 　プレジデント社      933.7   /ｺ

シャーロック・ホームズ絹の家 　
　アンソニー　ホロ
ヴィッツ∥著 　角川書店      933.7   /ﾎ

「悪知恵」のすすめ 　 　鹿島 茂∥著 　清流出版      951.5   /ｶ

心の仕組み 　上
　スティーブン　ピン
カー∥著 　筑摩書房 B    140     /ﾋﾟ

心の仕組み 　下
　スティーブン　ピン
カー∥著 　筑摩書房 B    140     /ﾋﾟ

「快楽」は体にいい 　 　帯津 良一∥著 　新潮社 B    498.3   /ｵ

世界一簡単な「くびれ」の作り方 　 　植森 美緒∥著 　PHP研究所 B    595.6   /ｳ

ガラスの仮面 　第24巻 　美内 すずえ∥著 　白泉社 B    726.1   /ﾐ

1時間で感動するほど歌がうまくなる本 　 　弓場 徹∥著 　中経出版 B    767.1   /ﾕ

真夜中のパン屋さん 　[3] 　大沼 紀子∥[著] 　ポプラ社 B    913.6   /ｵ

向井帯刀の発心 　 　佐藤 雅美∥[著] 　講談社 B    913.6   /ｻ

カゲロウデイズ 　[1]
　じん(自然の敵P)
∥著 　エンターブレイン B    913.6   /ｼﾞ

カゲロウデイズ 　2
　じん(自然の敵P)
∥著 　エンターブレイン B    913.6   /ｼﾞ

ひまわりと子犬の7日間 　 　平松 恵美子∥著 　集英社 B    913.6   /ﾋ
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ビブリア古書堂の事件手帖 　4 　三上 延∥[著]
　アスキー・メディアワー
クス B    913.6   /ﾐ

人生という旅 　 　小檜山 博∥著 　河出書房新社 B    914.6   /ｺ

分冊六法全書 　25年版1
　分冊六法編集委員
会∥編集 　新日本法規出版 R    320.9   /ｼ

分冊六法全書 　25年版2
　分冊六法編集委員
会∥編集 　新日本法規出版 R    320.9   /ｼ

分冊六法全書 　25年版3
　分冊六法編集委員
会∥編集 　新日本法規出版 R    320.9   /ｼ

分冊六法全書 　25年版4
　分冊六法編集委員
会∥編集 　新日本法規出版 R    320.9   /ｼ

分冊六法全書 　25年版5
　分冊六法編集委員
会∥編集 　新日本法規出版 R    320.9   /ｼ

分冊六法全書 　25年版6
　分冊六法編集委員
会∥編集 　新日本法規出版 R    320.9   /ｼ

実録!あるこーる白書 　 　西原 理恵子∥著 　徳間書店 U    493.1   /ｻ

銀の匙 　VOLUME7 　荒川 弘∥著 　小学館 U　　726.1   /ｱ
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書　　　　　　　　　　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

池上彰の新聞活用大事典 　1 　池上 彰∥監修 　文溪堂      070     /ｲ

池上彰の新聞活用大事典 　2 　池上 彰∥監修 　文溪堂      070     /ｲ

トキメキ♥星の女神の恋うらない 　 　なまため ひろみ∥作 　ポプラ社      148     /ﾅ

北限の稲作にいどむ 　 　川嶋 康男∥著 　農山漁村文化協会      289     /ﾅ

中学生からの勉強のやり方 　 　清水 章弘∥[著]
　ディスカヴァー・トゥエン
ティワン      375     /ｼ

しくみが見える図鑑 　 　小峯 龍男∥監修 　成美堂出版      500     /ｼ

カンペキおしゃれの絶対ルール1001 　
　キラ☆カワgirls委
員会∥編著 　世界文化社      595     /ｷ

農家になろう 　2 　農文協∥編 　農山漁村文化協会      610     /ﾉ

農家になろう 　3 　農文協∥編 　農山漁村文化協会      610     /ﾉ

農家になろう 　4 　農文協∥編 　農山漁村文化協会      610     /ﾉ

農家になろう 　5 　農文協∥編 　農山漁村文化協会      610     /ﾉ

シリーズ昔の農具 　1 　小川 直之∥監修 　農山漁村文化協会      614     /ｼ

シリーズ昔の農具 　2 　小川 直之∥監修 　農山漁村文化協会      614     /ｼ

シリーズ昔の農具 　3 　小川 直之∥監修 　農山漁村文化協会      614     /ｼ

コムギ 　 　津幡 道夫∥著 　大日本図書      616     /ﾂ

トウモロコシ 　 　津幡 道夫∥著 　大日本図書      616     /ﾂ

うちは精肉店 　
　本橋 成一∥写真
と文 　農山漁村文化協会      648     /ﾓ

おりがみでおはなやさん 　 　いまい みさ∥著 　毎日新聞社      754     /ｲ

ちびまる子ちゃんの読めるとたのしい難読漢字教室 　 　川嶋 優∥著 　集英社      811     /ｶ

ぼくはたまごにいちゃん 　
　あきやま ただし∥
作　絵 　鈴木出版      913     /ｱ

おまじないは魔法の香水 　
　あんびる やすこ∥
作　絵 　ポプラ社      913     /ｱ

花言葉でさよなら 　 　小林 深雪∥[著] 　講談社      913     /ｺ

カボちゃんのうんどうかい 　 　高山 栄子∥さく 　理論社      913     /ﾀ

カボちゃんのおおそうじ 　 　高山 栄子∥さく 　理論社      913     /ﾀ

カボちゃんのプリン 　 　高山 栄子∥さく 　理論社      913     /ﾀ

カボちゃんのわすれもの 　 　高山 栄子∥さく 　理論社      913     /ﾀ

ゆうやけカボちゃん 　 　高山 栄子∥さく 　理論社      913     /ﾀ

らくだい魔女とはつこいの君 　 　成田 サトコ∥作 　ポプラ社      913     /ﾅ

らくだい魔女とランドールの騎士 　 　成田 サトコ∥作 　ポプラ社      913     /ﾅ

火垂るの墓 　 　野坂 昭如∥著 　ポプラ社      913     /ﾉ

ゆうれい猫と魔女の呪い 　 　廣嶋 玲子∥作 　岩崎書店      913     /ﾋ

サーカスさっちゃん 　 　藤本 四郎∥作 　文研出版      913     /ﾌ

やなせたかしのメルヘン絵本 　4
　やなせ たかし∥絵
文 　朝日学生新聞社      913     /ﾔ

オズ はじまりの戦い 　
　エリザベス　ルドニッ
ク∥作 　偕成社      933     /ｵ

ウォーリアーズ 　3-4
　エリン　ハンター∥
作 　小峰書店      933     /ﾊ

オズの消えた姫 　
　ライマン　フランク
ボーム∥著 　復刊ドットコム      933     /ﾊﾞ
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おばけのジョージーとさわがしいゆうれい 　
　ロバート　ブライト
∥作 絵 　徳間書店      933     /ﾌﾞ

沈黙の殺人者 　
　ダンディ　デイリー
マコール∥作 　評論社      933     /ﾏ

「赤毛のアン」が教えてくれた大切なこと 　 　茂木 健一郎∥著 　PHP研究所      933     /ﾓ

うしろのダメラ 　 　あきやま ただし∥著 　ハッピーオウル社      E       /ｱ

はなかっぱがんばれ!アゲルちゃん 　 　あきやま ただし∥著 　メディアファクトリー      E       /ｱ

とうふちゃん 　 　あだち とも∥作 　絵本館      E       /ｱ

かわうそ3きょうだい 　 　あべ 弘士∥作 　小峰書店      E       /ｱ

かわうそ3きょうだいそらをゆく 　 　あべ 弘士∥作 　小峰書店      E       /ｱ

かわうそ3きょうだいのふゆのあさ 　 　あべ 弘士∥作 　小峰書店      E       /ｱ

せんせいといっしょ 　
　マリアン　クシマノ
ラブ∥原詩 　BL出版      E       /ｲ

みいたんのぼうけん 　 　小川 ナオ∥さく 　学研      E       /ｲ

あめあめふれふれねずみくん 　 　なかえ よしを∥作 　ポプラ社      E       /ｳ

映画はなかっぱ花さけ!パッカ～ん蝶の国の大冒険 　 　 　小学館      E       /ｴ

からすのおかしやさん 　 　かこ さとし∥作　絵 　偕成社      E       /ｶ

からすのやおやさん 　 　かこ さとし∥作　絵 　偕成社      E       /ｶ

おばあちゃんはかぐやひめ 　 　松田 もとこ∥作 　ポプラ社      E       /ｶ

かいぶつになっちゃった 　 　木村 泰子∥作　絵 　ポプラ社      E       /ｷ

ぱっくんおおかみおとうさんににてる 　 　木村 泰子∥作　絵 　ポプラ社      E       /ｷ

ぱっくんおおかみとおばけたち 　 　木村 泰子∥作　絵 　ポプラ社      E       /ｷ

ぱっくんおおかみときょうりゅうたち 　 　木村 泰子∥作　絵 　ポプラ社      E       /ｷ

ぱっくんおおかみとくいしんぼん 　 　木村 泰子∥作　絵 　ポプラ社      E       /ｷ

こうじではたらくくるまいっぱい 　 　 　講談社      E       /ｺ

こんちゅういっぱい 　 　 　講談社      E       /ｺ

しんかんせん・とっきゅういっぱい 　 　 　講談社      E       /ｺ

でんしゃいっぱい 　 　 　講談社      E       /ｺ

まちではたらくくるまいっぱい 　 　 　講談社      E       /ｺ

わらべうたであそびましょ! 　
　さいとう しのぶ∥
編　絵 　のら書店      E       /ｻ

はだかのサイ 　
　ミヒャエル　エンデ
∥作 　フレーベル館      E       /ｼ

シンデレラ 　
　駒田 文子∥構成
文 　講談社      E       /ｼ

白雪姫 　
　駒田 文子∥構成
文 　講談社      E       /ｼ

これはちいさな本 　 　レイン　スミス∥作 　BL出版      E       /ｽ

おとうさんはうんてんし 　 　平田 昌広∥作 　佼成出版社      E       /ｽ

おとうさんはだいくさん 　 　平田 昌広∥作 　佼成出版社      E       /ｽ

おとうさんはパンやさん 　 　平田 昌広∥作 　佼成出版社      E       /ｽ

はみがきさん 　 　せな けいこ∥作　絵 　ポプラ社      E       /ｾ

どうぶついっぱい 　 　 　講談社      E       /ﾄﾞ

チリとチリリちかのおはなし 　 　どい かや∥作 　アリス館      E       /ﾄﾞ

ちいさなこいのぼりのぼうけん 　 　岩崎 京子∥作 　教育画劇      E       /ﾅ
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にこにこぽかぽか 　
　きむらゆういちとゆ
かいななかまたち∥ 　今人舎      E       /ﾆ

眠れる森の美女 　
　駒田 文子∥構成
文 　講談社      E       /ﾈ

シバ犬のチャイ 　 　あおき ひろえ∥文 　BL出版      E       /ﾊ

まゆとうりんこ 　 　富安 陽子∥文 　福音館書店      E       /ﾌ

ブーブだいしゅうごう 　 　 　講談社      E       /ﾌﾞ

くまのぼりす 　
　ディック　ブルーナ
∥ぶん え 　福音館書店      E       /ﾌﾞ

だれのなきごえかな? 　
　ディック　ブルーナ
∥ぶん え 　福音館書店      E       /ﾌﾞ

世界地図 　
　ルース　ブロックル
ハースト∥作 　文溪堂      E       /ﾌﾞ

おだんごだんご 　 　筒井 敬介∥作 　小峰書店      E       /ﾎ

冒険!発見!大迷路悪夢の迷宮 　 　原 裕朗∥作　絵 　ポプラ社      E       /ﾎﾞ

おしろとおくろ 　 　丸山 誠司∥著 　佼成出版社      E       /ﾏ

ままみてて 　 　まどか ななみ∥作 　ポプラ社      E       /ﾐ

ちっちゃなトラックレッドくんとブラックくん 　
　みやにし たつや∥
作　絵 　ひさかたチャイルド      E       /ﾐ

どうしたのブタくん 　
　みやにし たつや∥
作絵 　鈴木出版      E       /ﾐ

アンパンマンとカラコちゃん 　
　やなせ たかし∥さ
く　え 　フレーベル館      E       /ﾔ

ばななせんせい 　 　得田 之久∥ぶん 　童心社      E       /ﾔ

ゆけ!ウチロボ! 　 　サトシン∥作 　講談社      E       /ﾖ

リトル・マーメイド 　
　駒田 文子∥構成
文 　講談社      E       /ﾘ
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