
＜一般書＞

書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

国家と教養 　 　藤原 正彦∥著 　新潮社      002     /ﾌ

the four GAFA 　
　スコット　ギャロウェイ
　　　　　　　　　　∥著 　東洋経済新報社      007.3   /ｷﾞ

図書館のための簡単な本の修理 　
　高岡 容子
　　　　　∥原案　監修 　少年写真新聞社      014.6   /ﾄ

ざんねんな手相 　 　卯野 たまご∥著 　扶桑社      148.1   /ｳ

一度は泊まってみたい!北海道の温泉宿 　 　小野寺 淳子∥著 　北海道新聞社      291.1   /ｵ

ニッポンを解剖する!北海道図鑑 　 　 　JTBパブリッシング      291.1   /ﾆ

　 　KADOKAWA      291.1   /ﾎ

ロシアを知る。 　 　池上 彰∥著 　東京堂出版      302.3   /ｲ

現代アイヌの生活と地域住民 　 　小内 透∥編著 　東信堂      316.8   /ｵ

Q&Aでわかる公文書管理法入門 　 　岡本 信一∥著 　ぎょうせい      317.6   /ｵ

イチから分かる北方領土 　 　北海道新聞社∥著 　北海道新聞社      319.1   /ｲ

僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる 　 　遠藤 研一郎∥著 　大和書房      320.4   /ｴ

9条入門 　 　加藤 典洋∥著 　創元社      323.1   /ｶ

事例でみるスタンダード債権回収手続 　 　大西 隆司∥編集 　新日本法規出版      324.4   /ｵ

親子で学ぶお金と経済の図鑑 　
　子どものための「お金と
　経済」プロジェクト∥著 　技術評論社      330     /ｵ

ティール組織 　
　フレデリック　ラルー
　　　　　　　　　　∥著 　英治出版      336.3   /ﾗ
　ライフプラン研究会
　　　　　　　　　∥編著 　新星出版社      339.4   /ｽﾞ

源泉徴収税額表とその見方 　令和元年版 　岡本 勝秀∥編 　日本法令      345.3   /ｹﾞ

ゴーマニズム宣言SPECIAL大東亜論 　最終章 　小林 よしのり∥著 　小学館      361.6   /ｺ

　中尾 幸村∥著 　新星出版社      364.3   /ﾅ

心が折れそうな夫のためのモラハラ妻解決BOOK 　 　高草木 陽光∥著 　左右社      367.3   /ﾀ

2000万円もってないオレたちはどう生きるか 　 　岡 久∥著 　自由国民社      367.7   /ﾆ

お金と命を守る!特殊詐欺撃退 　 　 　宝島社      368.6   /ｵ

虐待された少年はなぜ、事件を起こしたのか 　 　石井 光太∥著 　平凡社      368.7   /ｲ

地図から読み解く自然災害と防災<減災> 　 　酒井 多加志∥著 　近代消防社      369.3   /ｻ

ヒマラヤに学校をつくる 　 　吉岡 大祐∥著 　旬報社      372.2   /ﾖ

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 　 　ブレイディみかこ∥著 　新潮社      376.3   /ﾌﾞ

北海道大学もうひとつのキャンパスマップ 　
　北大ACMプロジェクト
　　　　　　　　　　　∥編 　寿郎社      377.2   /ﾎ

1人でできる子になるテキトー子育て 　 　はせがわ わか∥著 　SBクリエイティブ      379.9   /ﾊ

礼文・利尻 　 　杣田 美野里∥著 　北海道新聞社      402.9   /ｿ

この数学,いったいいつ使うことになるの? 　 　Hal Saunders∥著 　共立出版      410     /ｻ

数学スキャンダル 　 　テオニ　パパス∥著 　日本評論社      410.2   /ﾊﾟ

新説恐竜学 　 　平山 廉∥著 　カンゼン      457.8   /ﾋ

池の水ぜんぶ“は”抜くな! 　 　池田 清彦∥監修 　つり人社      468     /ｲ
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苔登山 　 　大石 善隆∥著 　岩波書店      475     /ｵ

身近な生き物オス・メス「見分け方」事典 　 　木村 悦子∥執筆 　ベレ出版      481.3   /ｷ

絶景・秘境に息づく世界で一番美しいシャチ図鑑 　 　水口 博也∥編著 　誠文堂新光社      489.6   /ﾐ

シスター・ヒロ子の看取りのレッスン 　 　小出 美樹∥著 　KADOKAWA      490.1   /ｺ

死にゆく人の心に寄りそう 　 　玉置 妙憂∥著 　光文社      490.1   /ﾀ

人は人を救えないが、「癒やす」ことはできる 　 　谷山 洋三∥著 　河出書房新社      490.1   /ﾀ

知のフロンティア 　
　立命館大学生存学
　研究センター∥監修 　ハーベスト社      490.1   /ﾁ

ともにあり続けること 　 　堂園 晴彦∥著 　女子パウロ会      490.1   /ﾄﾞ

大往生したけりゃ医療とかかわるな 　介護編 　中村 仁一∥著 　幻冬舎      490.1   /ﾅ

脳死・臓器移植と向き合うために 　 　保岡 啓子∥著 　晃洋書房      490.1   /ﾔ

丸わかり!漢方薬120%使いこなし事典 　 　根本 幸夫∥監修 　主婦の友社      490.9   /ﾏ

今すぐ始めるアルコール依存症治療 　 　樋口 進∥著 　法研      493.1   /ﾋ

完全図解心臓病のすべて 　 　中村 正人∥監修 　主婦の友社      493.2   /ｶ

トラウマのことがわかる本 　 　白川 美也子∥監修 　講談社      493.7   /ﾄ

子どもと親のためのワクチン読本 　 　母里 啓子∥著 　双葉社      493.9   /ﾓ

快適!ストーマ生活 　 　松浦 信子∥著 　医学書院      494.6   /ﾏ

後悔のない前立腺がん治療 　 　藤野 邦夫∥著 　潮出版社      494.9   /ﾌ

部屋も頭もスッキリする!片づけ脳 　 　加藤 俊徳∥著 　自由国民社      498.3   /ｶ

旬野菜のちから 　 　タナカ トウコ∥著 　叢文社      498.5   /ﾀ

糖質制限の大百科 　 　江部 康二∥監修 　洋泉社      498.5   /ﾄ

　川西 加恵∥著 　BABジャパン      499.8   /ｶ

医者が教えるアロエベラの体にやさしい抗酸化力 　 　藤本 幸弘∥著 　現代書林      499.8   /ﾌ

パソコン自作の教科書 　 　日経WinPC∥編 　日経BP      548.2   /ﾊﾟ

いちばんやさしい60代からのiPad 　 　増田 由紀∥著 　日経BP社      548.2   /ﾏ

おいしいはおもしろい 　
　食品産業新聞社
　　　　　　　　　∥編 　食品産業新聞社      588.0   /ｵ

日本ビール缶大全 　 　長谷川 正人∥著 　辰巳出版      588.5   /ﾊ

手作りで楽しむ毎日エプロンおしゃれエプロン 　 　 　ブティック社      593.3   /ﾃ

原浩美のふんわり咲かせる花のアップリケキルト 　 　原 浩美∥[著] 　ブティック社      594.9   /ﾊ

1日1分で腹が凹む 　 　植森 美緒∥著 　ダイヤモンド社      595.6   /ｳ

純喫茶レシピ 　 　高山 かづえ∥著 　誠文堂新光社      596     /ﾀ

ハツ江おばあちゃんの定番おかず 　 　高木 ハツ江∥著 　NHK出版      596     /ﾀ

手間なし!夜10分おかずと作りおき350 　 　 　学研プラス      596     /ﾃ

年金ライフのラクうま100円おかず 　 　 　主婦の友社      596     /ﾈ

いつも家にある調味料で食べ飽きないおかず 　 　本田 明子∥著 　NHK出版      596     /ﾎ

家政婦マコのヒルナンデス!魔法のテクニック 　 　mako∥著 　ワニブックス      596     /ﾏ

　mako∥著 　KADOKAWA      596     /ﾏ

予約のとれないサロンのとっておき精油とハーブ秘密のレシピ

予約の取れない家政婦makoの
　　　　　　世界一かんたん!糖質オフのやせるつくりおき
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餃子マニア 　 　 　枻出版社      596.2   /ｷﾞ

そうめんの本 　 　市瀬 悦子∥[著] 　枻出版社      596.3   /ｲ

ベジライス、ベジヌードルで!糖質オフ 　 　牛尾 理恵∥[著] 　主婦の友社      596.3   /ｳ

農家ごはんと旬野菜レシピ 　 　枝元 なほみ∥著 　家の光協会      596.3   /ｴ

最高のチャーハン50 　 　しらい のりこ∥著 　家の光協会      596.3   /ｼ

ときめく10分スイーツ 　 　若山 曜子∥著 　家の光協会      596.6   /ﾜ

はじめてのほうろうバットのおやつ 　 　若山 曜子∥著 　扶桑社      596.6   /ﾜ

2025年大阪・関西圏未来予想図 　 　 　洋泉社      601.1   /ﾆ

北海道ブランド戦略 　 　和田 義明∥著
　幻冬舎メディア
　　コンサルティング      601.1   /ﾜ

八百屋とかんがえるオーガニック 　 　warmerwarmer∥著 　KTC中央出版      626.1   /ﾔ

Ｑ＆Ａと事例  物損交通事故解決の実務 　
　志賀 晃・稲村 晃伸
　　　　　　　　　∥編著 　新日本法規出版      681.3   /ｼ

札幌の路面電車100年 　 　北海道新聞社∥編 　北海道新聞社      686.9   /ｻ

グッド・フライト、グッド・ナイト 　
　マーク　ヴァンホー
　　　　　　ナッカー∥著 　早川書房      687.0   /ｳﾞ

50代からのスマホ簡単マスター15の必須アプリ 　 　 　メディアックス      694.6   /ｺﾞ

スマホで困ったときに開く本 　2019 　 　朝日新聞出版      694.6   /ｽ

「大家さんと僕」と僕 　 　矢部 太郎∥ほか著 　新潮社      726.1   /ｵ

ゴールデンカムイ 　17 　野田 サトル∥著 　集英社      726.1   /ﾉ

#育児衝撃画像 　
　「#育児衝撃画像」
　　　制作委員会∥編 　飛鳥新社      748     /ｲ

ゆめかわいいレジンと粘土でつくるドリーミーアイテム 　 　尾山 花菜子∥著 　ソーテック社      751.4   /ｵ

紙バンドで作るナチュラルライフのバッグとかご雑貨 　
　ゆめひもフレンドシップ
　　　　　　　　　　∥[編] 　アップルミンツ      754.9   /ｶ

立体で楽しむ花の折り紙あそび 　 　林 弘美∥[著] 　ブティック社      754.9   /ﾊ

日本懐かし駄玩具大全 　 　堤 哲哉∥著 　辰巳出版      759     /ﾂ

そしていま、一人になった 　 　吉行 和子∥著 　ホーム社      772.1   /ﾖ

北海道パークゴルフ場ガイド 　2019-20 　北海道新聞社∥編 　北海道新聞社      783.8   /ﾎ

たのしく防災!はじめてのキャンプ 　 　寒川 一∥講師 　NHK出版      786.3   /ｻ

　藤田 利江∥著 　子どもの未来社      816     /ﾌ

「リサとガスパール」と一緒にひとことフランス語 　 　荒川 久美子∥著 　白水社      857.8   /ｱ

平安ガールフレンズ 　 　酒井 順子∥著 　KADOKAWA      910.2   /ｻ

寂聴先生、ありがとう。 　 　瀬尾 まなほ∥著 　朝日新聞出版      910.2   /ｾ

文豪たちの悪口本 　 　彩図社文芸部∥編 　彩図社      910.2   /ﾌﾞ

鬼を待つ 　 　あさの あつこ∥著 　光文社      913.6   /ｱ

君たちは今が世界(すべて) 　 　朝比奈 あすか∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｱ

家康謀殺 　 　伊東 潤∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｲ

コイコワレ 　 　乾 ルカ∥著 　中央公論新社      913.6   /ｲ

ノーサイド・ゲーム 　 　池井戸 潤∥著 　ダイヤモンド社      913.6   /ｲ

キュー 　 　上田 岳弘∥著 　新潮社      913.6   /ｳ

親子の対話ですいすい書ける!はじめての読書感想文
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剣樹抄 　 　冲方 丁∥著 　文藝春秋      913.6   /ｳ

あとは切手を、一枚貼るだけ 　 　小川 洋子∥著 　中央公論新社      913.6   /ｵ

とむらい屋颯太 　 　梶 よう子∥著 　徳間書店      913.6   /ｶ

アタラクシア 　 　金原 ひとみ∥著 　集英社      913.6   /ｶ

夏物語 　 　川上 未映子∥著 　文藝春秋      913.6   /ｶ

いるいないみらい 　 　窪 美澄∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｸ

神前酔狂宴 　 　古谷田 奈月∥著 　河出書房新社      913.6   /ｺ

炎天夢 　 　今野 敏∥[著] 　角川春樹事務所      913.6   /ｺ

へぼ侍 　 　坂上 泉∥著 　文藝春秋      913.6   /ｻ

緋の河 　 　桜木 紫乃∥著 　新潮社      913.6   /ｻ

K2 　 　笹本 稜平∥著 　祥伝社      913.6   /ｻ

亥子ころころ 　 　西條 奈加∥著 　講談社      913.6   /ｻ

ンブフルの丘 　 　澤田 展人∥著 　北海道新聞社      913.6   /ｻ

月人壮士(おとこ) 　 　澤田 瞳子∥著 　中央公論新社      913.6   /ｻ

スズメの事ム所 　 　朱川 湊人∥著 　文藝春秋      913.6   /ｼ

旧友再会 　 　重松 清∥著 　講談社      913.6   /ｼ

マタタビ町は猫びより 　 　田丸 雅智∥著 　辰巳出版      913.6   /ﾀ

ひよこ太陽 　 　田中 慎弥∥著 　新潮社      913.6   /ﾀ

動乱の刑事 　 　堂場 瞬一∥著 　講談社      913.6   /ﾄﾞ

笑え、シャイロック 　 　中山 七里∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾅ

119 　 　長岡 弘樹∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾅ

ほどなく、お別れです 　 　長月 天音∥著 　小学館      913.6   /ﾅ

椿宿の辺りに 　 　梨木 香歩∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ﾅ

スーパー北斗殺人事件 　 　西村 京太郎∥著 　双葉社      913.6   /ﾆ

サリエルの命題 　 　楡 周平∥著 　講談社      913.6   /ﾆ

黄金夜界 　 　橋本 治∥著 　中央公論新社      913.6   /ﾊ

美しき愚かものたちのタブロー 　 　原田 マハ∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾊ

暁天の星 　 　葉室 麟∥著 　PHP研究所      913.6   /ﾊ

ハッピーアワーは終わらない 　 　東川 篤哉∥著 　新潮社      913.6   /ﾋ

希望の糸 　 　東野 圭吾∥著 　講談社      913.6   /ﾋ

キャバレー 　 　ビートたけし∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾋﾞ

密室を開ける手 　 　藤本 ひとみ∥著 　講談社      913.6   /ﾌ

出身成分 　 　松岡 圭祐∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾏ

初恋さがし 　 　真梨 幸子∥著 　新潮社      913.6   /ﾏ

愛が嫌い 　 　町屋 良平∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾏ

さよならの儀式 　 　宮部 みゆき∥著 　河出書房新社      913.6   /ﾐ
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いけない 　 　道尾 秀介∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾐ

旅は道づれきりきり舞い 　 　諸田 玲子∥著 　光文社      913.6   /ﾓ

カザアナ 　 　森 絵都∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ﾓ

火神子 　 　森山 光太郎∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ﾓ

つみびと 　 　山田 詠美∥著 　中央公論新社      913.6   /ﾔ

生のみ生のままで 　上 　綿矢 りさ∥著 　集英社      913.6   /ﾜ

生のみ生のままで 　下 　綿矢 りさ∥著 　集英社      913.6   /ﾜ

旅ドロップ 　 　江國 香織∥著 　小学館      914.6   /ｴ

みらいめがね 　 　荻上 チキ∥著 　暮しの手帖社      914.6   /ｵ

人生は美しいことだけ憶えていればいい 　 　佐藤 愛子∥著 　PHP研究所      914.6   /ｻ

自由思考 　 　中村 文則∥著 　河出書房新社      914.6   /ﾅ

しあわせしりとり 　 　益田 ミリ∥著 　ミシマ社      914.6   /ﾏ

じじばばのるつぼ 　 　群 ようこ∥著 　新潮社      914.6   /ﾑ

晴れときどき猫背そして、もみじへ 　 　村山 由佳∥著 　ホーム社      914.6   /ﾑ

遺言。 　 　養老 孟司∥著 　新潮社      914.6   /ﾖ

街と山のあいだ 　 　若菜 晃子∥著 　KTC中央出版      914.6   /ﾜ

さわこのじてん 　 　今 美幸∥著 　北海道新聞社      916     /ｺ

僕が夫に出会うまで 　 　七崎 良輔∥著 　文藝春秋      916     /ﾅ

平和の栖(すみか) 　 　弓狩 匡純∥著 　集英社クリエイティブ      916     /ﾕ

厨病激発ボーイ 　8 　れるりり∥原案 　KADOKAWA B    913.6   /ﾄ

厨病激発ボーイ 　9 　れるりり∥原案 　KADOKAWA B    913.6   /ﾄ

探究活動・課題研究のために 　 　佐藤 理絵∥監修 　日外アソシエーツ R    028.0   /ﾀ

白書の白書 　2019年版
　木本書店　編集部
　　　　　　　　　∥編集 　木本書店 R    317    /ﾊ

令和の時代が始まりました! 　 　はせくら みゆき∥文 　徳間書店 U    147    /ﾊ

りくらす 　vol.4 　

　クナウマガジン
（ソーゴー印刷株式
会社内）∥発行 U    291.1   /ﾘ

わくらす 　vol.3 　

　クナウマガジン
（ソーゴー印刷株式
会社内）∥発行 U    291.1   /ﾜ

しずく作品集&撮影テクニック 　 　浅井 美紀∥著 　玄光社 U    743.6  /ｱ

幸せのしずく 　 　浅井 美紀∥著 　扶桑社 U    748    /ｱ

令和元年7月31日　№96　浦幌町立図書館新着図書情報　（6・7月受入分） ＜児童書＞

書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

図書館のひみつ 　 　高田 高史∥監修 　PHP研究所      010     /ﾄ

答えは本の中に隠れている 　
　岩波ジュニア新書
　　　　　編集部∥編 　岩波書店      019     /ｺ

博物館のひみつ 　 　斎藤 靖二∥監修 　PHP研究所      069     /ﾊ

ひとりで、考える 　 　小島 俊明∥著 　岩波書店      104     /ｺ
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しあわせって、なに? 　
　オスカー　ブルニ
　　　　　　フィエ∥文 　朝日出版社      151     /ﾌﾞ

こんなときどうする!?かいけつブック 　 　辰巳 渚∥著 　毎日新聞出版      159     /ﾀ

「カルト」はすぐ隣に 　 　江川 紹子∥著 　岩波書店      169     /ｴ

ドラえもん社会ワールドなぜ?どうして?日本の歴史 　
　藤子　F　不二雄
　　　　　　　∥まんが 　小学館      210     /ﾄﾞ

マンガ&物語で読む偉人伝 　 　 　学研プラス      281     /ﾏ

平成の天皇 　 　祓川 学∥シナリオ 　小学館      288     /ﾍ

星の旅人 　 　小前 亮∥著 　小峰書店      289     /ｲ

自由への道 　 　池田 まき子∥文 　学研プラス      289     /ﾀ

暴力って、なに? 　
　オスカー　ブルニ
　　　　　　フィエ∥文 　朝日出版社      361     /ﾌﾞ

いじめ 心の中がのぞけたら 　6 　本山 理咲∥著 　朝日学生新聞社      371     /ﾓ

クマムシ調査隊、南極を行く! 　 　鈴木 忠∥著 　岩波書店      402     /ｽ

自由研究できたえる!!ホンモノの考察力 　 　沼田 晶弘∥監修 　イースト・プレス      407     /ｼﾞ

　吉川 蒼都∥著 　KADOKAWA      407     /ﾖ

単位キャラクター図鑑 　 　星田 直彦∥監修 　日本図書センター      420     /ﾀ

もっとやりすぎ恐竜図鑑 　 　小林 快次∥監修 　宝島社      457     /ﾓ

かび・きのこ 　 　白水 貴∥監修 　農山漁村文化協会      465     /ｶ

ざんねんないきもの事典 　もっと 　今泉 忠明∥監修 　高橋書店      480    /ｻﾞ

泣けるいきもの物語 　 　今泉 忠明∥監修 　学研プラス      480     /ﾅ

ファーブル先生の昆虫教室 　3 　奥本 大三郎∥文 　ポプラ社      486     /ｵ

日本カエル探検記 　
　関 慎太郎
　　　　　∥写真　文 　少年写真新聞社      487     /ｾ

クマ大図鑑 　 　小池 伸介∥監修 　PHP研究所      489     /ｸ

からだの細菌キャラクター図鑑 　 　岡田 晴恵∥監修 　日本図書センター      491     /ｶ

こうじ菌 　 　北垣 浩志∥監修 　農山漁村文化協会      588     /ｺ

にゅうさん菌 　
　佐々木 泰子
　　　　　　　∥監修 　農山漁村文化協会      588     /ﾆ

なっとう菌 　 　木村 啓太郎∥監修 　農山漁村文化協会      619     /ﾅ

美と芸術って、なに? 　
　オスカー　ブルニ
　　　　　　フィエ∥文 　朝日出版社      701     /ﾌﾞ

楽しくリサイクル!こども工作ワンダーランド 　 　佐藤 京子∥著 　ブティック社      750     /ｻ

読書感想文書き方ドリル 　2019 　大竹 稽∥著
　ディスカヴァー
　　　・トゥエンティワン      816     /ｵ

ポジティブになれる英語名言101 　 　小池 直己∥著 　岩波書店      830     /ｺ

しずかな魔女 　 　市川 朔久子∥作 　岩崎書店      913     /ｲ

ある晴れた夏の朝 　 　小手鞠 るい∥著 　偕成社      913     /ｺ

ショートフィルムズ 　 　ブックショート∥編著 　学研プラス      913     /ｼ

かいけつゾロリうちゅう大さくせん 　65 　原 ゆたか∥さく  え 　ポプラ社      913     /ﾊ

お絵かき禁止の国 　 　長谷川 まりる∥著 　講談社      913     /ﾊ

この川のむこうに君がいる 　 　濱野 京子∥作 　理論社      913     /ﾊ

文部科学大臣賞を受賞した小学1年生の
　　　　　　　　　すごい自由研究「セミをさがしたなつやすみ」
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意味が分かると震える話 　 　藤白 圭∥著 　河出書房新社      913     /ﾌ

職員室の日曜日 　 　村上 しいこ∥作 　講談社      913     /ﾑ

アラジン 　
　エリザベス
　　　ルドニック∥作 　偕成社      929     /ｱ

サイド・トラック 　
　ダイアナ　ハーモン
　　　　アシャー∥作 　評論社      933     /ｱ

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ 　
　アンジー　トーマス
　　　　　　　　　∥作 　岩崎書店      933     /ﾄ

トイ・ストーリー4 　
　スーザン　フランシス
　　　　　　　　　∥作 　偕成社      933     /ﾄ

ウォーリアーズ 　4-5 　エリン　ハンター∥作 　小峰書店      933     /ﾊ

へんしんバス 　
　あきやま ただし
　　　　　　∥作　絵 　金の星社      E       /ｱ

アンパンマンとバイキンだいぐんだん 　
　やなせ たかし
　　　　　　　∥原作 　フレーベル館      E       /ｱ

ほんだな 　
　新井 洋行
　　　　　　∥作　絵 　偕成社      E       /ｱ
　岩田 明子
　　　　　∥ぶん　え 　大日本図書      E       /ｲ

火 あやかし 　
　飯野 和好
　　　　　　　∥絵と文 　小峰書店      E       /ｲ

みんなのおねがい 　 　すとう あさえ∥ぶん 　ほるぷ出版      E       /ｵ

そうめんソータロー 　 　岡田 よしたか∥作　絵 　ポプラ社      E       /ｵ

チコちゃんに叱られる 　 　海老 克哉∥文 　文溪堂      E       /ｵ

なっちゃんのなつ 　 　伊藤 比呂美∥文 　福音館書店      E       /ｶ

こんにちは、ばいばい 　 　サトシン∥作 　神宮館      E       /ｷ

キリンのあかちゃんがうまれた日 　 　志茂田 景樹∥文 　ポプラ社      E       /ｷ

マンマルさん 　 　マック　バーネット∥文 　クレヨンハウス      E       /ｸ

恐竜トリケラトプスとゴルゴサウルス 　
　黒川 みつひろ
　　　　　　∥作　絵 　小峰書店      E       /ｸ

おにゃけ 　 　大塚 健太∥作 　パイインターナショナル      E       /ｼ

すごい虫ずかん 　 　じゅえき太郎∥作 　KADOKAWA      E       /ｼﾞ

しろちゃんとはりちゃん なつのいちにち 　
　たしろ ちさと
　　　　　　∥作　絵 　ひかりのくに      E       /ﾀ

すきなひと 　 　桜庭 一樹∥作 　岩崎書店      E       /ﾀﾞ

みず 　

　日本地下水学会
市民コミュニケーション
委員会∥監修 　パイインターナショナル      E       /ﾃ

ねこぼん 　 　はやし ますみ∥作 　偕成社      E       /ﾊ

つるつるプール 　 　えぐち よしこ∥作 　PHP研究所      E       /ﾌ

あめだま 　 　ペク ヒナ∥作 　ブロンズ新社      E       /ﾍﾟ

ほんとにぜったいあけちゃダメッ!!! 　 　アンディ　リー∥作 　永岡書店      E       /ﾏ

ふしぎなカサやさん 　
　みやにし たつや
　　　　　　　∥作絵 　金の星社      E       /ﾐ

ぞうさんうんちしょうてんがい 　 　ねじめ 正一∥文 　くもん出版      E       /ﾑ

これマンホール? 　 　山崎 たかし∥さくえ 　三恵社      E       /ﾔ

ころべばいいのに 　
　ヨシタケ シンスケ
　　　　　　　　∥作 　ブロンズ新社      E       /ﾖ

ばけばけばけばけばけたくん　　　　　　　　　　　　　おるすばんの巻
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