
購入図書案内　　9月号
2012年　7月受入分　No.259　名 取 市 図 書 館

総記 ルネサンス歴史と芸術の物語 池上 英洋∥著 230.51

保護者のためのあたらしい
インターネットの教科書

インターネット
ユーザー協会∥編

007.3 イギリスの不思議と謎 金谷 展雄∥著 233

「図書館学の五法則」をめぐる
188の視点

竹内 哲∥編 010.1 ツタンカーメン少年王の謎 河合 望∥著 242.03

ベーシック司書講座・
図書館の基礎と展望 9

二村 健∥
シリーズ監修

010.8 レンズが撮らえた幕末維新の志士たち 小沢 健志∥監修 281.04

生涯学習社会における
情報活用能力の育成と図書館

金沢 みどり∥著 015. 書斎探訪 宇田川 悟∥著 281.04

児童図書館サービス 1・2
日本図書館協会児童青少
年委員会児童図書館サー
ビス編集委員会∥編

016.28 英国王7人が名画に秘めた物語 ライト裕子∥著 288.49

学校司書と先生のための
すぐできるブックトーク

渡辺 暢惠∥著 017. 夢を見る力 立木 早絵∥著 289.1

赤木かん子の読書力アップ!
学校図書館のつかい方

赤木 かん子∥著 017.2
エピソードで読む世界の国243
　2012

エピソードで読む世界
の国編集委員会∥編 290

絵本をたべる 寺村 摩耶子∥著 019.53
いつか絶対見に行きたい
世界の夜景

新人物往来社∥編 290.87

心がぽかぽかするニュース　2011 日本新聞協会∥編 049. 世界を旅して 大槻 綾子∥著 290.9

「本当のこと」を伝えない
日本の新聞

マーティン
ファクラー∥著

070.21 るるぶ会津磐梯福島　’13 291.26

新聞は大震災を正しく伝えたか 花田 達朗∥編著 070.21 るるぶ東京横浜　’13 291.3

哲学・宗教 るるぶ栃木　’13 291.32

論語入門 井波 律子∥著 123.83 るるぶ群馬　’13 291.33

生きづらさはどこから来るか 石川 幹人∥著 140 るるぶ埼玉　’13 291.34

宝石のエネルギー 岡本 憲将∥著 147 るるぶ新潟佐渡　’13 291.41

続・悩む力 姜 尚中∥著 159
るるぶ富士山富士五湖
御殿場富士宮　’13

291.51

心を癒す言葉の花束
アルフォンス
デーケン∥著

159.8 るるぶ長野　’13 291.52

出雲と伊勢 神道の叡智 山蔭 基央∥著 175.97 るるぶ伊豆箱根　’13 291.54

101歳-人生あるがまま 渡邊 惠進∥著 188.44 るるぶ大阪　’13 291.63

マルティン・ルター 徳善 義和∥著 198.39 るるぶ山陰　’13 291.71

歴史・地理 るるぶ四国　’13 291.8

乱世の名将治世の名臣 中村 彰彦∥著 210.04 るるぶ長崎　’13 291.93

黄金(きん)の日本史 加藤 廣∥著 210.04 るるぶ湯布院黒川　’13 291.95

地図・年表・図解でみる
日本の歴史　上・下

武光 誠∥監修 210.1 ありんくりん沖縄公式ブック 291.99

NHKさかのぼり日本史　10 210.1 るるぶバリ島　’13 292.46

譜代大名126家 榎本 秋∥著 210.5
るるぶウィーン・
プラハ・ブダペスト　2012

293.46

生麦事件の暗号 松沢 成文∥著 210.59 るるぶサンフランシスコ 295.39

日露戦争史　1 半藤 一利∥著 210.67 アマゾン、シングーへ続く森の道 白石 絢子∥著 296.2

石狩百話 鈴木 トミエ∥編 211.5 るるぶグアム　’13 297.42

ロスト・モダン・トウキョウ 生田 誠∥著 213.61 るるぶホノルル　’13 297.6
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社会科学 10分保育アイデアポケット　夏 阿部 直美∥共著 376.16

オーディション社会韓国 佐藤 大介∥著 302.21 看板学部と看板倒れ学部 倉部 史記∥著 377.21

ぼくらのアフリカに
戦争がなくならないのはなぜ?

小川 真吾∥著 302.4 全訳遠野物語 柳田 国男∥原作 382.12

池上彰の知らないと恥をかく
世界の大問題42

池上 彰∥著 304 虫を食べる人びと 三橋 淳∥編著 383.8

現代中国の政治 唐 亮∥著 312.22 ディズニーウェディングBOOK 385.4

命のビザ、遙かなる旅路 北出 明∥著 316.88 防衛駐在官という任務 福山 隆∥著 392.11

財務省 榊原 英資∥著 317.24 自然科学

特高警察 荻野 富士夫∥著 317.74 一週間はなぜ7日になったのか 柳谷 晃∥著 410.2

消防・防災と危機管理 瀧澤 忠徳∥著 317.79
古代エジプトの
数学問題集を解いてみる

三浦 伸夫∥著 410.24

わが町はいかにして
先進自治体となったか

大本 圭野∥編著 318.2 重力とは何か 大栗 博司∥著 423.6

まちの幸福論 山崎 亮∥著 318.8 藤井旭の星座と星座神話　春 藤井 旭∥著 443.8

詳解国際結婚実務ガイド 榎本 行雄∥編著 329.91 星空ガイド　2012
藤井／旭∥
企画・構成

443.8

アジアで花咲け!なでしこたち たかぎ なおこ∥著 334.42 「地球のからくり」に挑む 大河内 直彦∥著 450

経営学を「使える武器」にする 高山 信彦∥著 335.1 地下水は語る 守田 優∥著 452.95

震災に負けない
復元力のある企業をつくる!

嶋 正和∥著 336 大人になった虫とり少年 宮沢 輝夫∥編著 486

金融がやっていること 永野 良佑∥著 338 カブトムシとクワガタの最新科学 本郷 儀人∥著 486.6

「口のきき方」で人は9割わかる 渋谷 昌三∥著 361.4 50とよばれたトキ 小野 智美∥著 488.58

ハーフが美人なんて
妄想ですから!!

サンドラ　ヘフェリン
∥著

361.42
51世界で一番小さく生まれた
パンダと仲間たち

張 志和∥写真 489.57

けっこう笑えるイギリス人
山形優子フットマン
∥著

361.42 「病」を包む、お見舞い言葉 三橋 尚伸∥著 490.15

日本人は、なぜ
世界一押しが弱いのか?

齋藤 孝∥[著] 361.42 明治二十一年六月三日 山崎 光夫∥著 490.21

年を重ねるのが楽しくなる!
<スマート・エイジング>という生き方

川島 隆太∥著 367.7 この一冊でiPS細胞が全部わかる 金子 隆一∥著 491.11

ルポゴミ屋敷に棲む人々 岸 恵美子∥著 367.75 挑戦する脳 茂木 健一郎∥著 491.37

大規模災害に強い自治体間連携 稲継 裕昭∥編著 369.3 男によく効くツボを正しく押せる本 邱 淑惠∥監修 492.75

自然災害とストレスマネジメント 磯野 清∥著 369.31 「老筋力」トレーニング&ケアBOOK 久野 信彦∥著 493.19

たくましく生きよ。 佐藤 淳一∥著 369.31 心の病回復への道 野中 猛∥著 493.7

つなみ 森 健∥編 369.31
人生を変えるトラウマ
解放エクササイズ

デイヴィッド
バーセリ∥著

493.74

福島原発震災のまち 豊田／直巳∥著 369.36 新てんかんテキスト
井上 有史∥
編集

493.74

「原発避難」論 山下 祐介∥編著 369.36 「新型うつ病」のデタラメ 中嶋 聡∥著 493.76

文化祭企画・アイディア事典 彩図社編集部∥編 374.47 大災害と子どもの心 冨永 良喜∥著 493.94

クラスを一つにする!『低学年の
運動ゲーム48』

永山 恵子∥編著 375.18 保険診療ががん難民をつくる 青木 晃∥著 494.5

みんなでなでしこまるごと
女子サッカー上達法

山本 雅行∥編著 375.49
20歳若返る!
からだにいい実践レシピ

南雲 吉則∥著 498.58

10分保育アイデアポケット　春 阿部 直美∥共著 376.16 妊婦食堂
妊娠食
育研究会∥著

498.59
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技術・実用書 ＭＯＣＯ’Ｓキッチン　Ｖｏｌ．2 596

欧州のエネルギーシフト 脇阪 紀行∥著 501.6 1.2.3stepで作れる!手間なしおかず 596

「再生可能エネルギー」のキホン 本間 琢也∥著 501.6 寿司屋の親父のひとり言 三ツ木 新吉∥著 596.21

水と人類の1万年史
ブライアン
フェイガン∥著

517.2 チヂミ50 ソン ソンヒ∥著 596.22

災害廃棄物分別・
処理実務マニュアル

廃棄物資源循
環学会∥編著

518.52 塩麴漬け梅干しらっきょう 596.3

グリーン経済最前線 井田 徹治∥著 519 スモーク 鎌田／香∥著 596.33

耐震被覆による
活動期の地震防災

五十嵐 俊一∥著 524.91 農家のおすそわけ 三原 葉子∥著 596.37

東京スカイツリー NHK出版∥編 526.54 ゴーヤーバンザイ! 596.37

薪ストーブで暮らす
岩手　木質バイオマス
研究会∥監修 528.2 素朴がおいしい、天然酵母のパン

田辺 由布子
∥[著]

596.63

サイバー戦争
山田井 ユウキ
∥著

547.48 ひとつの生地で31種類のパン作り
坂田 阿希子
∥著

596.63

災害とロボット 井上 猛雄∥著 548.3 おやつの時間にようこそ 有元 葉子∥著 596.65

有人潜水調査船しんかい6500 558.3
ラ・ヴィエイユ・フランスの
焼き菓子の本

木村 成克∥[著] 596.65

よくわかる最新抗菌と
殺菌の基本と仕組み

高麗 寛紀∥著 574 I Love Sweets
坂田 阿希子
∥著

596.65

旅鞄(トランク)いっぱいの
京都・奈良

堤 信子∥著 589.73 コブラーとクランブル 原／亜樹子∥著 596.65

やってはいけない節約 小山 信康∥著 591
子育てハッピーアドバイス
ようこそ初孫の巻

明橋 大二∥著 599

セレモニー服のシンプルレシピ
香田／あおい
∥著

593.36 悩めるママに贈る心のヒント
大日向 雅美
∥監修

599

初めてでもよくわかる
冠婚葬祭のきもの事典

家庭画報
編集部∥編

593.8 産業

色合わせを楽しむ
和布の小物とバッグ

さかくら のりこ
∥著

594 農家が教える品種(たね)選び読本 農文協∥編 615.2

和布で楽しむ花さしこ
小野崎
 秀子∥著

594.2 モンキードッグ 吉田 洋∥著 615.86

かぎ針編みのちっちゃな
アクセサリー&髪かざり

594.3 香料植物 吉武 利文∥著 617.6

斉藤謠子の毎日使いたい
大人のバッグ

斉藤／謠子∥
〔著〕

594.7 農家が教える手づくり油読本 農文協∥編 617.9

すぐにおいしい!缶詰・乾物レシピ
小田 真規子
∥著

596 100円グッズで水耕菜園 伊藤 龍三∥著 626.9

食事カウンセラーが教える
メンテごはん

笠井 奈津子
∥著

596 あおものくんの育て方
澤田 直子
∥絵と文

626.9

塩麴のおつまみとおかず 小紺 有花∥著 596 イエナカ菜園 鈴木 あさみ∥著 626.9

食べてやせる!
低カロリーおかず400

主婦と生活社
∥編

596
フラワーアレンジメント・
デザイン図鑑500

フローリスト
編集部∥編

627.9

超人シェフの給食室
超人シェフ
倶楽部∥著

596
庭より簡単!だれでもできる
室内(うちなか)菜園のすすめ

深町 貴子∥監修 626.9

カレー粉クッキング ナイル善己∥著 596 世界の美しい庭 アフロ∥写真 629.2

ワンプレートごはん
中村 美穂∥
大人レシピ

596 緑のカーテンのつくり方 629.75

はじめてのもてなしレシピ HISAKO∥著 596 震災ペットを救う 藤村 晃子∥著 645.6

作るシアワセ食べるシアワセ 堀 絵里香∥著 596 犬はあなたをこう見ている
ジョン
ブラッドショー∥著

645.6

ミツカン社員のお酢レシピ ミツカン∥監修 596 当たる「手書きチラシ」のルール 今野 良香∥著 674.7

夏カレー冬カレー 脇 雅世∥著 596 究極のナローゲージ鉄道 岡本 憲之∥著 686.21
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終着駅はこうなっている 谷崎 竜∥著 686.21 バテない体をつくる登山エクササイズ 大森 義彦∥監修 786.1

消えた駅舎消える駅舎 松尾 定行∥著 686.53 快適キャンプマニュアル
月刊ガルヴィ
編集部∥編集

786.3

LCCが拓く航空市場 杉山 純子∥著 687.2 剣道練習メニュー200 香田 郡秀∥監修 789.3

風景スタンプワンダーランド 古沢 保∥著 693.8 天下の茶道具、鑑定士・中島の眼 中島 誠之助∥著 791.5

芸術・スポーツ 言語

東海の円空を歩く 長谷川 公茂∥著 718.3 外国語をはじめる前に 黒田 龍之助∥著 801

北斎 大久保 純一∥著 721.8 翻訳教室 鴻巣 友季子∥著 801.7

菊地辰幸画集 菊地 辰幸∥[画] 723.1
乾杯・献杯・締めの短くて心に響く!
あいさつ

主婦の友社∥編 809.4

一筆の旅路 長丸 修一∥著 723.1 韓国が漢字を復活できない理由 豊田 有恒∥[著] 829.11

水彩で静物を描く 醍醐 芳晴∥著 724.4
勉強が嫌いな子ほど
英会話が上達する

杉藤 清行∥著 830.7

うまれる
中川 さくたろう
∥文

726.6 文学

写真、撮られ術。 永田 昌徳∥著 743.4 熟成する物語たち 鴻巣 友季子∥著 904

スクラップブッキングとホームデコ 片柳 頼子∥監修 744.9
作品を読んで考える　イギリス児童文学
講座　3　根をおろすファンタジー 中野 節子∥著 909

東京スカイツリー 新 良太∥撮影 748
作品を読んで考える　イギリス児童文学
講座　4　花ひらくファンタジー 中野 節子∥著 909

紙バネ・紙ゼンマイ・輪ゴムで
わくわくおもちゃ

近藤 芳弘∥著 754.9 王朝文学の楽しみ 尾崎 左永子∥著 910.23

はんなり和コラージュ手づくり帖 誠文堂新光社∥編 754.9 歌集  木綿布 古一 利子 911.17

ノット編みでかんたん!
エコクラフトの大人かわいいかごとバッグ

古木 明美∥[著] 754.9 鯨の耳 菅原  鬨也 911.3

飾りたい!贈りたい!
すてきな花の折り紙

山口 真∥著 754.9 露葎 柏原 眠雨∥著 911.37

ワンデーレザークラフト
ケース・ポーチ・バッグ編

755.5 サラリーマン川柳にんまり傑作選 やく みつる∥選 911.47

ビル・エヴァンス 764.7 エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ

さよならビートルズ 中山 康樹∥著 764.7 おまじないのてがみ 赤羽 じゅんこ∥作 913.6

家元探訪 河村 常雄∥著 772.1 カンナ　9 高田 崇史∥著 913.6

アニメと生命と放浪と
杉井
ギサブロー∥著

778.77 悩むが花 伊集院 静∥著 914.6

21世紀の落語入門 小谷野 敦∥著 779.13 よみがえる力は、どこに 城山 三郎∥著 914.6

小学生の新しいスポーツ
食事メニュー321

こばた てるみ∥著 780.19 自分の財産 曽野 綾子∥著 914.6

やってはいけないランニング 鈴木 清和∥著 782 一日 西村 賢太∥著 914.6

陸上競技ルールブック
2012年度版

782 お話はよく伺っております 能町 みね子∥著 914.6

超える力 室伏 広治∥著 782.5 おやじネコは縞模様 群 ようこ∥著 914.6

確実に上達するソフトバレーボール
日本ソフトバレー
ボール連盟∥監修

783.2 思わず泣けるいい話
「小さな親切」
運動本部∥編

914.68

9回裏無死1塁でバントはするな 鳥越 規央∥[著] 783.7 「おくのほそ道」を科学する 蟹澤 聰史∥著 915.5

挑戦者たち 矢崎 良一∥監修 783.7 芭蕉の杖跡 森村 誠一∥著 915.5

自分超え 松田 丈志∥著 785.23 地球の穴場 乃南 アサ∥著 915.6
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未完の贈り物 倉本 美香∥著 916 消防女子!! 佐藤 青南∥著 N

全身がん政治家 与謝野 馨∥著 916 ともにがんばりましょう 塩田 武士∥著 N

感じて歩く 三宮 麻由子∥著 916 わたしがいなかった街で 柴崎 友香∥著 N

ヒキタさん!ご懐妊ですよ ヒキタ クニオ∥著 916 大幽霊烏賊 首藤 瓜於∥著 N

小説（日本） 箱庭旅団 朱川 湊人∥著 N

ナンバー 相場 英雄∥著 N 人魚呪 神護 かずみ∥著 N

すみれ 青山 七恵∥著 N 刻命 末浦 広海∥著 N

黄昏百鬼異聞録 蒼月 海晴∥著 N 永遠の曠野 須賀 しのぶ∥著 N

かけおちる 青山 文平∥著 N エス 鈴木 光司∥著 N

花宴 あさの あつこ∥著 N さよならクリストファー・ロビン 高橋 源一郎∥著 N

われらの再生の日 阿部 牧郎∥著 N はるかかけら 高崎 卓馬∥著 N

クエーサーと13番目の柱 阿部 和重∥著 N 魔境の女王陛下 田中 芳樹∥著 N

文化祭の夢に、おちる 彩坂 美月∥著 N 森の家 千早 茜∥著 N

ロスジェネの逆襲 池井戸 潤∥著 N 鍵のない夢を見る 辻村 深月∥著 N

夜の国のクーパー 伊坂 幸太郎∥著 N 父、断章 辻原 登∥著 N

ラブソファに、ひとり 石田 衣良∥著 N 旅する女 筒井 ともみ∥著 N

佐助を討て 犬飼 六岐∥著 N 衆 堂場 瞬一∥著 N

神渡し 犬飼 六岐∥著 N 片桐酒店の副業 徳永 圭∥[著] N

ラバー・ソウル 井上 夢人∥著 N 私は古書店勤めの退屈な女 中居 真麻∥著 N

東京タワーが見えますか。 江上 剛∥著 N チマチマ記 長野 まゆみ∥著 N

クローバー・レイン 大崎 梢∥著 N カミカゼ 永瀬 隼介∥著 N

最果てアーケード 小川 洋子∥著 N 迷宮 中村 文則∥著 N

架空列車 岡本 学∥著 N 廃工場のティンカー★ベル 永嶋 恵美∥著 N

冥土めぐり 鹿島田 真希∥著 N ブーゲンビリア　上 中島／宏∥著 N

ふくろう 梶 よう子∥著 N 静おばあちゃんにおまかせ 中山 七里∥著 N

女警察署長 香納 諒一∥著 N 彼女の存在、その破片 野中 柊∥著 N

雲の王 川端 裕人∥著 N 不滅の書 萩 耿介∥著 N

ぼくらは都市を愛していた 神林 長平∥著 N ハチミツ 橋本 紡∥著 N

岳飛伝　1 北方 謙三∥著 N 日御子 帚木 蓬生∥著 N

鉄のあけぼの　上・下 黒木 亮∥著 N サッカーの神様をさがして はらだ みずき∥著 N

夏休みの拡大図 小島 達矢∥著 N 二十五の瞳 樋口 毅宏∥著 N

次女っ娘（こ）たちの空 木立／嶺∥著 N 金貸しから物書きまで 広小路 尚祈∥著 N
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言霊たちの夜 深水 黎一郎∥著 N
エドワード・D・ホックのシャーロック・
ホームズ・ストーリーズ

エドワード
 D.ホック∥著

F

武曲(むこく) 藤沢 周∥著 N 文庫

雷の波濤 船戸 与一∥著 N 快楽としての読書　日本篇・海外篇 丸谷 才一∥著 B019.9

ドッグマザー 古川 日出男∥著 N 花斬り 倉阪 鬼一郎∥著 BN

燃焼のための習作 堀江 敏幸∥著 N 郷土資料

あなたが愛した記憶 誉田 哲也∥著 N 仙台平野の遺跡群　22
仙台市教育
委員会∥〔編〕

M210.025

ベスト本格ミステリ　2012
本格ミステリ
作家クラブ∥選  編

N ＬＥＴ’Ｓみやぎ　2012 M291.23

歌え!多摩川高校合唱部 本田 有明∥著 N 宮城ふるさとBOOK　2012 M291.23

濡れた太陽　上・下 前田 司郎∥著 N 参考資料（貸出はできません。館内でご覧ください。）

シャインロード 升井 純子∥著 N 雑誌新聞総かたろぐ　2012年版
メディア  リサーチセン
ター株式会社∥編集 R027.5

盗作の報酬 三浦 明博∥著 N 写真記録〈遺跡と発掘〉の世界史
写真記録刊行会
∥編

R202.5

K 三木 卓∥著 N
写真記録〈東西文化と交流〉
の世界史

写真記録刊行会
∥編

R209

光 道尾 秀介∥著 N 日本文化史
小田切 秀雄
∥監修

R210.6

読めない遺言書 深山 亮∥著 N 日本人物史 R281.04

ダンス・ウィズ・ドラゴン 村山 由佳∥著 N 写真記録〈探検と開拓〉の世界史
写真記録刊行会
∥編

R290.91

光線 村田 喜代子∥著 N イタリア文化事典 日伊協会∥監修 R293.7

実験的経験 森 博嗣∥著 N 消防白書　平成23年版 消防庁∥編 R317.79

渦 森 美代志∥著 N 外交青書　第55号(平成24年版) 外務省∥編集 R319.1

終活ファッションショー 安田 依央∥著 N 日本外交史 外務省∥鑑修 R319.1

Delivery 八杉 将司∥著 N ヤングアダルトの本
日外アソシエーツ
株式会社∥編集

R366.29

斗棋 矢野 隆∥著 N 故事俗信ことわざ大辞典 北村 孝一∥監修 R388.81

ふたり、幸村 山田 正紀∥著 N 防衛ハンドブック　平成24年版
朝雲新聞社
編集局∥編著

R392.1076

信長死すべし 山本 兼一∥著 N 写真記録〈宇宙と天文〉の世界史 写真記録刊行会∥編 R440.2

雲形の三角定規
ゆずはら
 としゆき∥著

N 星の文化史事典 出雲 晶子∥編著 R443.033

小説（外国） 英和ブランド名辞典 山田／政美∥編著 R675.1

湿地
アーナルデュル
 インドリダソン∥著

F 鉄道の百科事典
鉄道の百科事典
編集委員会∥編

R686.036

ベヒモス
スコット
ウエスターフェルド∥
著

F
映画賞受賞作品事典
洋画編・邦画編

スティングレイ
∥編集

R778.033

特捜部Q　3
ユッシ  エーズラ
オールスン∥著

F 写真記録〈文字と通信〉の世界史
写真記録刊行会
∥編

R801.1

ブルックリン・フォリーズ
ポール  オースター
∥[著]

F 世界の絵本・児童文学図鑑
ジュリア・エクル
スシェア∥編

R909.3

トガニ 孔 枝泳∥著 F アガサ・クリスティ大事典
マッシュー・
ブンスン∥著

R930.278

死せる獣 ロデ  ハマ∥著 F 行政資料（貸出はできません。館内でご覧ください。）

LAヴァイス
トマス  ピンチョン
∥著

F
マナビィ宅配便＆出前講座メニュー表
平成24年夏号

名取市生涯学習
推進本部事務局∥編

G379.035
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児童書（ものがたり） おねえちゃんって、もうたいへん! いとう みく∥作 KN

フューチャーウォーカー　7 イ ヨンド∥作 KF なみだひっこんでろ 岩瀬 成子∥作 KN

アルプスの救助犬バリー
メアリー  ポープ
オズボーン∥著

KF ねこの手かします　3 内田 麟太郎∥作 KN

プリンセス★マジック　3
ジェニー  オールド
フィールド∥作

KF お父ちゃんの音や! 大野 圭子∥作 KN

ある日とつぜん、霊媒師　2
エリザベス  コーディー
  キメル∥著 KF 願いのかなうまがり角 岡田 淳∥作 KN

にげだした王女さま ケイト  クームズ∥著KF 少年の日々 丘 修三∥作 KN

ラモーナは豆台風
ベバリイ
クリアリー∥作

KF おばけやさん　2 おかべ りか∥作 KN

キャットとパレロワイヤルの盗賊王
ジュリア
ゴールディング∥作 KF 竜巻少女(トルネードガール)　2 風野 潮∥作 KN

サーティーナイン・クルーズ　11 小浜 杳∥訳 KF アッチとドララちゃんのカレーライス 角野 栄子∥さく KN

クレプスリー伝説　4 Darren Shan∥作 KF 七夜物語　上・下 川上 弘美∥著 KN

灰色の地平線のかなたに
ルータ  セペティス
∥作

KF 12月の夏休み 川端 裕人∥作 KN

ザ・マペッツ
キャサリン
ターナー∥作 KF マリア探偵社死神カレンダー 川北 亮司∥作 KN

スター★ネズミのひみつ
ルーシー
ダニエルズ∥作

KF くまざわくんがもらったちず きたやま ようこ∥作 KN

メリダとおそろしの森
アイリーン
トリンブル∥作

KF 織田信長は名探偵!! 楠木 誠一郎∥作 KN

オズのエメラルドの都
ライマン  フランク
ボーム∥著

KF
1円くんと五円じい
おばけやしきでうらめしや～

久住 昌之∥作 KN

こぶたのレーズン
バーリント
アーグネシュ∥さく

KF <浪漫探偵社>事件ファイル　2 楠木 誠一郎∥作 KN

こぶたのレーズンとおともだち
バーリント
アーグネシュ∥さく

KF ほねほねザウルス　7
カバヤ食品株式会社
∥原案・監修 KN

タシと魔女バーバ・ヤーガ
アナ  ファイン
バーグ∥作

KF みさき食堂へようこそ 香坂 直∥作 KN

タシとぐうたらランプの精
アナ  ファイン
バーグ∥作

KF ヴァンパイアの恋人 越水 利江子∥作 KN

タシと赤い目玉のオニたち
アナ  ファイン
バーグ∥作

KF 大好きをつたえたい 小林 深雪∥作 KN

ジョン万次郎
マーギー
プロイス∥著

KF ペンギンがっしょうだん 斉藤 洋∥作 KN

バティストさんとハンガーブルグ
＝ハンガーブルグ伯爵のおはなし

ルドウィッヒ・
ベーメルマンス∥作 KF 象のいない動物園 斎藤 憐∥作 KN

うちはお人形の修理屋さん
ヨナ  ゼルディス
マクドノー∥作

KF 9月0日大冒険 さとう まきこ∥作 KN

名犬ボニーはマルチーズ　1 ベル  ムーニー∥作 KF ジョイ子とサスケ さとう まきこ∥作 KN

ひみつのマーメイド　2
スー  モングレ
ディエン∥作

KF さかだちしたってやまだまや 杉本／深由起∥作 KN

ファオランの冒険　1
キャスリン
ラスキー∥著

KF タネオがきた すとう あさえ∥作 KN

奇跡を起こす少女
エリザベス
 レンハード∥作

KF お父さんのVサイン そうま こうへい∥作 KN

トミーとティリーとタブスおばあさん
ヒュー・ロフティング
∥文と絵

KF あしたもきっとチョウ日和 高田 桂子∥作 KN

はなかっぱとはねかっぱ
あきやま ただし
∥さく  え

KN イチゴがいっぱい 竹内／もと代∥作 KN

忍たま乱太郎　55 尼子 騒兵衛∥原作 KN
百川(モモンガ)小学校
ミステリー新聞　3

谷本 雄治∥作 KN

ルルとララのしらたまデザート
あんびる やすこ
∥作  絵

KN
とびだせ!そら組“ごくひ”
ちょうさたい

田部 智子∥作 KN

南の島のティオ 池澤 夏樹∥作 KN 竹取物語 時海 結以∥文 KN
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おいらはケネルキャットサスケ 中村 文人∥作 KN 占い大研究 板橋 作美∥監修 K148

忍者サノスケじいさん
わくわく旅日記　46・47

なすだ みのる
∥作

KN きっと元気がでる10の方法
ウエイン  W.
ダイアー∥著

K159.5

トキメキ♥図書館　PART1 服部 千春∥作 KN Girls,Be… 松本 えつを∥著 K159.7

消えた少年のひみつ
ドリー  ヒルスタッド
  バトラー∥作

KN
人類の歴史を変えた8つのできごと
　2

眞 淳平∥著 K209

ちょっとだけタイムスリップ 花田 鳩子∥作 KN 琉球という国があった 上里 隆史∥文 K219.9

キリンちゃん 花形 みつる∥作 KN スティーブ・ジョブズってどんな人？
Ｎａｍ／
Ｋｙｏｎｇｗａｎ∥作

K289.3

さくら 馬場 国敏∥作 KN
都道府県を
語呂あわせでおぼえよう　2

ながた／みかこ∥文 K291

かいけつゾロリのメカメカ大さくせん 原 ゆたか∥さく  え KN 介助犬を育てる少女たち 大塚 敦子∥著 K327.953

ふたりの魔女 日向 理恵子∥作  画KN クレジットカードのひみつ
日本PTA全国
協議会推薦 K365

桜小なんでも修理クラブ!　2 深月 ともみ∥作 KN しごとば　4 鈴木 のりたけ∥作 K366.29

IQ探偵ムー 夢羽、
脱出ゲームに挑戦!

深沢 美潮∥作 KN
あこがれお仕事いっぱい!
せいふく図鑑

勝倉 崚太∥写真 K366.29

ドラキュラなんてなりたくない!! 藤 真知子∥作 KN 感動する仕事!泣ける仕事! 第１期 K366.29

おばあちゃんとひみつのともだち ほりうち しのぶ∥作 KN 感動する仕事!泣ける仕事! 第２期 K366.29

パスワードに気をつけてnew 松原 秀行∥作 KN ほんとうの「ドラッグ」 近藤 恒夫∥著 K368.81

ローゼンヒルのばら姫 円山 夢久∥作 KN さわっておどろく! 広瀬 浩二郎∥著 K369.275

旅はみちづれ地獄ツアー 三田村 信行∥作 KN 災害救助犬レイラ 井上 こみち∥著 K369.3

銀の本 緑川 聖司∥作 KN 3・11後を生きるきみたちへ たくき よしみつ∥著 K369.36

金の本 緑川 聖司∥作 KN 学研の小学生の自由研究　科学編 K375

銀河鉄道の夜 宮澤／賢治∥原作 KN 調べてまとめて新聞づくり　1～5 竹泉 稔∥監修 K375.19

給食室の日曜日 村上／しいこ∥作 KN ジミンちのおもち 池 貴巳子∥文  絵 K383.821

そうじきのつゆやすみ 村上 しいこ∥さく KN パスタでたどるイタリア史 池上 俊一∥著 K383.837

おばけはみんなのみかたです むらい かよ∥著 KN だいすき!ニッポン<行事えほん> 正村 史郎∥著 K386.1

おひさまやのおへんじシール 茂市 久美子∥作 KN 「夏はかせ」になろう!
長谷川 康男∥
監修

K386.1

ポケネコ・にゃんころりん　9 山本 悦子∥作 KN
かこさとしこどもの行事しぜんと生活
7月のまき

かこ さとし∥文  絵 K386.1

カホのいれかわり大パニック 横田 明子∥作 KN
かこさとしこどもの行事しぜんと生活
8月のまき

かこ さとし∥文  絵 K386.1

児童書（そのほか）
かこさとしこどもの行事しぜんと生活
6月のまき

かこ さとし∥文  絵 K386.1

なぜ?の図鑑
阿部 和厚∥
[ほか]監修

K031 世界のモンスター&怪人・怪事件事典 ながた みかこ∥著 K388

かいけつゾロリのなぞなぞ200連発!
原 ゆたか∥
原作  監修

K031.7 かがくのふしぎひゃっか なかの ひろみ∥文 K404

なぜねこは幸せに見えるの? 左近司 祥子∥著 K104
なぜ?どうして?
科学NEWぎもんランキング

K404

おもしろトリックワールド 竹内 龍人∥監修 K145.5 もののはかりかた大研究 瀧澤 美奈子∥著 K407

トリックアートクイズ 北岡／明佳∥監修 K145.5 全部でいくつ・たしたりひいたり 瀬山 士郎∥文 K410

新花子さんがきた!!　16 森京 詞姫∥著 K147 ふしぎな形・表とうら 瀬山 士郎∥文 K410
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いろいろな形・きれいな形 瀬山 士郎∥文 K410 クジラ・イルカのなぞ99
水口 博也∥
文  写真

K489.6

ハトと「ハトの巣」 瀬山 士郎∥文 K410.9 ゾウ
デレック・
ジュベール∥著

K489.7

数えてみよう・無限を調べる 瀬山 士郎∥文 K410.9 ゴリラが胸をたたくわけ 山極 寿一∥文 K489.97

UFOと宇宙人の謎
並木 伸一郎∥
監修

K440.9 いのちつぐ「みとりびと」　4 國森 康弘∥写真  文K490.14

星と星座
渡部 潤一∥
監修  執筆

K443.8 たんけんはっけんじぶんの歯 丸森／英史∥著 K497.7

星座の伝説大図鑑 東 ゆみこ∥監修 K443.8 暑さとくらし 鈴木 信恵∥著 k498.41

星と神話 井辻 朱美∥監修 K443.8 知ろう!再生可能エネルギー 馬上 丈司∥著 K501.6

太陽のかがく
えびな みつる∥
絵と文

K444 こうすればじょうずに節電できる 池上 彰∥監修 K501.6

しらべて遊ぼうこの地図だれのもの? NHK出版∥編 K448.9 川は生きている 富山 和子∥作 K517

気象予報士わぴちゃんの
お天気観察図鑑　雲と空

岩槻 秀明∥著 K451 永遠に捨てない服が着たい 今関／信子∥著 K519

気象予報士わぴちゃんの
お天気観察図鑑　観察と実験

岩槻 秀明∥著 K451 東京スカイツリーハンドブック
東武鉄道
株式会社∥監修

K526.54

気象予報士わぴちゃんの
お天気観察図鑑　季節の気象現象

岩槻 秀明∥著 K451 図解絵本東京スカイツリー モリナガ ヨウ∥作  絵K526.54

こおり 前野 紀一∥文 K451.68 東京スカイツリーの秘密 瀧井 宏臣∥著 K526.54

恐竜キャラクター大百科 平山 廉∥監修 K457.87 自転車のルールとマナー
谷田貝 一男
∥監修

K536

岩石・鉱物・化石
萩谷 宏∥指導
  監修  執筆

K458.038 のりものあつまれ!
山田 廸生
∥監修

K536

いのちの図鑑 室伏 きみ子∥監修 K460 楽しもう!自転車の世界
谷田貝 一男
∥監修

K536.86

せんせい！これなあに？　3 K460 すごいぞ!「しんかい6500」 山本 省三∥著 K558.3

未確認動物UMAの謎 並木 伸一郎∥監修 K480 生ごみをあさるカラス 三浦 慎悟∥監修 K615.86

世界の危険生物 K481.9 畑をあらすイノシシやサル 三浦 慎悟∥監修 K615.86

日本列島いきものたちの物語 出田／恵三∥文 K482.1 日本にすみつくアライグマ 三浦 慎悟∥監修 K615.86

ものまね名人ツノゼミ
森島 啓司
∥文  写真

K486.5 見てびっくり野菜の植物学
盛口／満
∥文・絵

K626

セミたちの夏
筒井 学∥
写真と文

K486.5 こども野菜塾 柿沢 安耶∥著 K626

ずら～りイモムシならべてみると… 高岡 昌江∥ぶん K486.8 桜守のはなし
佐野 藤右衛門
∥作

K627.73

あげはのへんしん K486.8 ゆれるシッポの子犬・きらら 今西 乃子∥著 K645.6

さかなクンと中村征夫の
海のおさかな大百科　3・4

中村 征夫
∥写真

K487.5 すばらしき犬たち
メアリー  ポープ
 オズボーン∥著

K645.6

爬虫類・両生類 K487.9 まるこをすくった命のリレー あんず ゆき∥文 K645.6

とりをよぼう！ K488.1 熱帯雨林のコレクション
横塚 眞己人
∥写真  文

K653.17

ペンギン
イバ・ママチェク
∥著

K488.66 木の葉や花をたのしむ１２か月 姉崎／一馬∥著 K653.21

はばたけ!ツバメ
孝森 まさひで
∥しゃしんとぶん

K488.99 植物を食べつくすシカ 三浦 慎悟∥監修 K654.8

身近で観察するコウモリの世界 大沢 夕志∥著 K489.42 人里に現れるクマ 三浦 慎悟∥監修 K654.8

まいごになった子どものクジラ
越智 隆治∥
写真と文

K489.6 のぞいてみよう!厨房図鑑 K673.97

クジラ
フリップ・ニックリン
∥著

K489.6 古代エジプトよみがえりのヒミツ 結城 昌子∥著 K702
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なるほどダ・ヴィンチ
DADA日本版
編集部∥編著

K702.37 ＤＶＤ

わたしたちの「無言館」 窪島 誠一郎∥作 K720.69 3.11を語り継ぐ V369

ネコにも描けるマンガ教室　3 夏 緑∥作 K726.107
海上保安官が見た
巨大津波と東日本大震災復興支援

V369.31

折り紙 小林 一夫∥文 K754.9 巨大津波の脅威  いつどこでまた V369.31

ポップアップ・びっくりカード 寺西 恵里子∥作 K754.9 熊野本宮社付属獅子舞踊 V386

とってもかわいい!
たべものおりがみ

いしかわ まりこ∥著 K754.9 閖上大漁唄込み踊 V386

つくってたのしい！
あそべるおりがみ

いしかわまりこ∥著 K754.9 搗下増田麦搗踊 V386

親子で楽しむユニットおりがみ 新宮／文明∥著 K754.9

やさしい紙ヒコーキ いいじま みのる∥著K754.9

ベートーヴェンの真実
ラッセル
マーティン∥作

K762.34

映画カントクは中学生！ 艸場／よしみ∥著 K778.21

オリンピックヒーローたちの物語 大野 益弘∥著 K780.21

いっしょにやろう!ふたりあやとり 有木 昭久∥著 K798

かいけつゾロリの
おやじギャグ200連発!

原 ゆたか∥原作
  監修

K807.9

こども漢字塾 本田 容子∥著 K821.2

道しるべ 瀬戸内 寂聴∥著 K910.268

しっぽとおっぽ 内田 麟太郎∥著 K911.56

日本語を味わう名詩入門　9・12 K911.568

中学生までに
読んでおきたい哲学　4

松田 哲夫∥編 K914.68

紙芝居

へっこきよめ 香山 美子∥脚色 P

ゲンさんのてんのぼり 菊池 俊∥脚色 P

およめさんにばけたきつね 吉田 タキノ∥脚色 P

ぴょんぴょんぼたもち 高木 あきこ∥脚色 P

まほうのこなぐすり 小野 和子∥脚色 P

くいしんぼうのおしょうさん 鬼塚 りつ子∥脚色 P

モモちゃんがあかちゃんだったとき
松谷 みよ子
∥脚本

P

はのいたいモモちゃん
松谷 みよ子
∥脚本

P

モモちゃんとかた目のプー
松谷 みよ子
∥脚本

P

ちゅうしゃにいったモモちゃん
松谷 みよ子
∥脚本

P

あめこんこん
松谷 みよ子
∥脚本

P

モモちゃんのおみせやさん
松谷 みよ子
∥脚本

P
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絵本 あかちゃんかたつむりのおうち いとう せつこ∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ

おおきなはてな
ヴォルフ
エァルブルッフ∥作 Eｱｵ いろんなこそだてずかん 平田 昌広∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ

おはなしよんで、アンニパンニ！
マレーク・ベロニカ
∥文と絵 Eｱｵ セミとわたしはおないどし 高岡 昌江∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ

ツボミちゃんとモムくん ももせ よしゆき∥著 Eｱｵ 田んぼの昆虫たんけん隊 里中 遊歩∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ

かぜびゅんびゅん 新井 洋行∥さく Eｱｶ そだてておいしい！ピーナッツ 平田／昌広∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ

がたんごとんがたんごとん
ざぶんざぶん

安西 水丸∥さく Eｱｶ トマト 棚橋 亜左子∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ

うみのいきものかくれんぼ
いしかわ こうじ
∥作  絵 Eｱｶ きゃっきゃキャベツ いわさ ゆうこ∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ

ぺんちゃんのかきごおり おおい じゅんこ∥作 Eｱｶ
みぢかなしぜんではやくちことば
　くさばなのまき

平田 昌広∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ

へんなところ 大森／裕子∥著 Eｱｶ チャレンジ!どんぐりクッキー 平田 昌広∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ

ぽんぽんぽん 柏原 晃夫∥作  絵 Eｱｶ さとやまにはるがきた 松岡 達英∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ

ひょいひょいひょい 柏原 晃夫∥作  絵 Eｱｶ ターくんのちいさないけ 西村 繁男∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ

スプーンちゃん 小西 英子∥さく Eｱｶ ひみつのたからチョコラーテ 平山 暉彦∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ

こんにちは!おひさま 真珠 まりこ∥作  絵 Eｱｶ いこう!絶滅どうぶつ園 今泉 忠明∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ

はなびドーン
カズコ
G.ストーン∥さく Eｱｶ

ニーマのぼうけん
からだたんけん編

川端／千賀∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ

ぶかぶか かどの えいこ∥ぶん Eｱｶ へいわってどんなこと? 浜田 桂子∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ

ゆっくとすっく いっぱいたべたら さこ ももみ∥え Eｱｶ ぶりっぺ・すかっぺ 村上 八千世∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ

ゆっくとすっくとやだやだおばけ さこ ももみ∥え Eｱｶ 江戸の子ども行事とあそび12か月 菊地 ひと美∥[作] Eｵﾚﾝｼﾞ

くだものさん tupera tupera∥さく Eｱｶ ありがとう！きゅうしょく 平田／昌広∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ

おいもさんがね…
とよた かずひこ
∥さく  え Eｱｶ はしる!新幹線「のぞみ」 鎌田 歩∥[作] Eｵﾚﾝｼﾞ

ももんちゃんぎゅっ！
とよた／かずひこ
∥さく・え Eｱｶ あかちゃんになったおばあさん

いもと／ようこ
∥文・絵

Eｷｲﾛ

アリのおでかけ 西村 敏雄∥さく Eｱｶ きこりとテーブル
八百板／洋子
∥再話

Eｷｲﾛ

ふみきりカンカンなにがくる? 西片 拓史∥著 Eｱｶ ききみみずきん 広松 由希子∥ぶん Eｷｲﾛ

ねんねねんね ひろの たかこ∥[作] Eｱｶ ちんころりん 中脇／初枝∥再話 Eｷｲﾛ

うみざざざ ひがし なおこ∥さく Eｱｶ ナスレディンのはなし 八百板 洋子∥再話 Eｷｲﾛ

りんごぼうや
ディック
ブルーナ∥ぶん え Eｱｶ みっつのねがい

ピレット・ラウド
∥再話・絵

Eｷｲﾛ

くんくんにこいぬがうまれたよ
ディック
ブルーナ∥ぶん え Eｱｶ わかがえりの水

広松／由希子
∥ぶん

Eｷｲﾛ

おいしいよ かんざわ としこ∥文 Eｱｶ カモさん、なんわ?
シャーロット
ポメランツ∥文

Eﾊｲｲﾛ

のりたいな
みやまつ
ともみ∥さく Eｱｶ ローズ色の自転車

ジャンヌ
 アシュベ∥作

Eﾊｲｲﾛ

たべものだーれ? よねづ ゆうすけ∥作 Eｱｶ ママ！
キム・フォップス・
オーカソン∥作

Eﾊｲｲﾛ

くだものだーれ? よねづ ゆうすけ∥作 Eｱｶ せかせかビーバーさん
ニコラス
オールドランド∥作

Eﾊｲｲﾛ

多摩川のおさかなポスト 山崎 充哲∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ エディのごちそうづくり
サラ ガーランド
∥さく

Eﾊｲｲﾛ

だっこ なかの ひろみ∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ バッタさんのきせつ
エルンスト
クライドルフ∥作

Eﾊｲｲﾛ
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もっかい!
エミリー
グラヴェット∥さく

Eﾊｲｲﾛ
ふたごのしろくま
ねえ、おんぶのまき

あべ 弘士∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おんなじ、おんなじ！
でも、ちょっとちがう！

ジェニー・スー・
コステキ＝ショー∥作 Eﾊｲｲﾛ おうしげきだん スズキ コージ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

としょかんねこデューイ
ヴィッキー
マイロン∥文

Eﾊｲｲﾛ いちねんせいになったあなたへ 江國 香織∥詩 Eﾐﾄﾞﾘ

ミアはおおきなものがすき！
カトリーン・
シェーラー∥作

Eﾊｲｲﾛ ぴたっとヤモちゃん 石井 聖岳∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

またあえたね
デヴィッド  エズラ
 シュタイン∥さく

Eﾊｲｲﾛ たんけんケンタくん 石津 ちひろ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

マドレンカ  サッカーだいすき！ ピーター・シス∥作 Eﾊｲｲﾛ おめでとう!
くすのき しげのり
∥原作

Eﾐﾄﾞﾘ

空のおくりもの
マイケル・
キャッチプール∥文 Eﾊｲｲﾛ くもくもぱんやさん

やまうち ゆうこ
∥ぶん

Eﾐﾄﾞﾘ

キムのふしぎなかさのたび
ホーカン
イェンソン∥文

Eﾊｲｲﾛ
ばけばけばけばけばけたくん
おまつりの巻

岩田 明子
∥ぶん  え

Eﾐﾄﾞﾘ

くぎになったソロモン
ウィリアム
スタイグ∥作

Eﾊｲｲﾛ キャベツのくすくす 大川 久乃∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ターシャのかずのほん
ターシャ・
テューダー∥著

Eﾊｲｲﾛ タマゴイスにのり 井上 洋介∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

クリスマスのまえのよる
クレメント・Ｃ．
ムーア∥詩

Eﾊｲｲﾛ にんじゃべんとう 木坂 涼∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

おおきな木のおはなし
メアリ  ニューウェル
 デパルマ∥作  絵 Eﾊｲｲﾛ うわさごと 梅田 俊作∥文  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

さよならなんてだいきらい
レベッカ・ドーティ
∥作

Eﾊｲｲﾛ うそついちゃったねずみくん
なかえ よしを
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

ローラのすてきな耳
エルフィ・ネイセ
∥作

Eﾊｲｲﾛ 泣いた赤鬼 浜田／廣介∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

うんちっち
ステファニー・
ブレイク∥作

Eﾊｲｲﾛ ミチクサ 田中 てるみ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ちっちゃなしろうさぎ
ケビン  ヘンクス
∥さく

Eﾊｲｲﾛ よろしくともだち 内田 麟太郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

商人とオウム 〔ルーミー∥原作〕 Eﾊｲｲﾛ おならくん
おなか さとし
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

センジのあたらしいいえ
イチンノロブ・
ガンバートル∥文

Eﾊｲｲﾛ ちくわのわーさん
岡田／よしたか
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

たったひとつのねがいごと
バーバラ・
マクリントック∥作

Eﾊｲｲﾛ だいすきのしるし
あらい えつこ
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

まほうの森のプニュル ジーン  ウィリス∥作 Eﾊｲｲﾛ しげるのかあちゃん
城ノ内 まつ子
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

せんをたどってがっこうへいこう
ローラ
ユンクヴィスト∥さく

Eﾊｲｲﾛ みんなのはなび
おくはら
ゆめ∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

でも、わすれないよベンジャミン
エルフィ  ネイセン
∥作

Eﾊｲｲﾛ
シルクハットぞくは
よなかのいちじにやってくる

おくはら
ゆめ∥[作]

Eﾐﾄﾞﾘ

おもちゃびじゅつかんで
かくれんぼ

デイヴィッド
ルーカス∥作

Eﾊｲｲﾛ ぽっつんとととはあめのおと 戸田 和代∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

アニメおさるのジョージ
とんでとんで

マーガレット
 レイ∥原作

Eﾊｲｲﾛ ゆうれいのまち 恒川 光太郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

アニメおさるのジョージ
つまって、あふれて

マーガレット
レイ∥原作

Eﾊｲｲﾛ こんやはなんのぎょうれつ?
オームラ
 トモコ∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

星どろぼう
アンドレア・
ディノト∥ぶん

Eﾊｲｲﾛ モリくんのすいかカー
かんべ あやこ
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

たんじょうびおめでとう！
マーガレット・ワイズ
・ブラウン∥さく

Eﾊｲｲﾛ なつやさいのなつやすみ 林 木林∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ぼくときみとみんなのマーチ
荒井 良二
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ いちにちおばけ
ふくべ あきひろ
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

ごちそうがいっぱい
きむら
ゆういち∥作

Eﾐﾄﾞﾘ ねむねむくんとねむねむさん 片山 令子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

ゆうだち あき びんご∥作 Eﾐﾄﾞﾘ せいそうせんのくりんまる 鎌田 歩∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

ガリバーの冒険
ジョナサン
スウィフト∥原作

Eﾐﾄﾞﾘ おおきなありがとう
きたむら えり
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

ふたごのしろくま
くるくるぱっちんのまき

あべ 弘士∥作 Eﾐﾄﾞﾘ ちょうつがいきいきい 加門 七海∥作 Eﾐﾄﾞﾘ
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やまねこのおはなし どい／かや∥作 Eﾐﾄﾞﾘ
なっちゃんが
ちっちゃかったころのおはなし

鍋田 敬子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

あかにんじゃ 穂村 弘∥作 Eﾐﾄﾞﾘ おひげおひげ 内田 麟太郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

まほうのカメラ 木曽 秀夫∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ いろいろおふろはいり隊! 穂高 順也∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

しょうぶだ!ぴゅんすけとぴった 串井 てつお∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ パンやのコナコナ どい かや∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ころわんどっきどき 間所 ひさこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ さかさことばでうんどうかい 西村 敏雄∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

つなみのえほん
くどう まゆみ∥
ぶん  え

Eﾐﾄﾞﾘ かさをわすれたひ
にしむら
りさ∥さく  え

Eﾐﾄﾞﾘ

するめのするりのすけ
こいで なつこ
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ おばけのコックさん 西平 あかね∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

おとうさんといっしょ 工藤 直子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ しんかんくんのクリスマス のぶみ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

シールのかくれんぼ 定岡 フミヤ∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ おやおやじゅくへようこそ 浜田 桂子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

うみのおまつりどどんとせ
さとう わきこ∥
さく  え

Eﾐﾄﾞﾘ やまのおみやげ 原田 泰治∥作 絵 Eﾐﾄﾞﾘ

はぐ
佐々木／マキ
∥〔作〕

Eﾐﾄﾞﾘ あまぐもぴっちゃん
はやし ますみ
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

アイスキッズのぼうけん
さとう めぐみ
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ ショコラちゃんのどうぶつえん
中川 ひろたか
∥ぶん

Eﾐﾄﾞﾘ

くまの木をさがしに 佐々木 マキ∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ れおくんのへんなかお 長谷川 集平∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

旅する蝶 新宮 晋∥著 Eﾐﾄﾞﾘ おかあちゃんがつくったる 長谷川 義史∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

あいうえおのうみで
すぎはら ともこ
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ たのしいピクニック
いしい むつみ
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

わんぱくだんのどろんこおうこく ゆきの ゆみこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ おやゆびさん 風木 一人∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ゆうれいとどろぼう くろだ かおる∥作 Eﾐﾄﾞﾘ きょうはせつぶんふくはだれ？ 正岡／慧子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

よしこがもえた たかとう 匡子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ たなばたバス
藤本 ともひこ
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

よっつめの約束 高野 優∥著 Eﾐﾄﾞﾘ ひめねずみとガラスのストーブ 安房／直子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

カブクワれっしゃ タツトミ カオ∥著 Eﾐﾄﾞﾘ
ちょんまげでんしゃの
のってちょんまげ

藤本 ともひこ
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

ぞうがいるってすてき 二宮 由紀子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ とかげさんちのおひっこし 藤本 四郎∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

ぼくのこえがきこえますか 田島 征三∥作 Eﾐﾄﾞﾘ でんしゃだって… 二見 正直∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

でるでるでるぞ 高谷 まちこ∥著 Eﾐﾄﾞﾘ 幸せを売る男 草場 一壽∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

だれのたまご 斉藤 洋∥作 Eﾐﾄﾞﾘ おこさまランチランド 丸山／誠司∥〔作〕 Eﾐﾄﾞﾘ

はやくおおきくなりたいな サトシン∥作 Eﾐﾄﾞﾘ ふくしまからきた子 松本 猛∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

げんききゅうしょくいただきます!
つちだ
よしはる∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ おじいさんのはやぶさ
間瀬 なおかた
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

ターニャちゃんのスカート 洞野 志保∥さく Eﾐﾄﾞﾘ ずっとずっといっしょだよ 宮西 達也∥作絵 Eﾐﾄﾞﾘ

がんばれ、おじいちゃん 西本 鶏介∥作 Eﾐﾄﾞﾘ わるいことがしたい! 沢木 耕太郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

なきむしおばけ
なかの
ひろたか∥さく  え

Eﾐﾄﾞﾘ かぶとん
みうら し～まる
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

しにがみちゃんの
ほねほねじまうたうたのたび

川北 亮司∥文 Eﾐﾄﾞﾘ いぶりがっこちゃん 中川 ひろたか∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

たぬきくんとことりちゃん サトシン∥作 Eﾐﾄﾞﾘ ぼくのくつした 村田 エミコ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

どっとこどうぶつえん 中村 至男∥さく Eﾐﾄﾞﾘ 鬼ガ山
毛利／まさみち
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ
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ちきゅうのへいわをまもったきねんび 本 秀康∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

みどりのこいのぼり 山本 省三∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

とりかえちゃん 加藤 志異∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

かっぱのこいのぼり 内田 麟太郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

キラキラ
やなせ たかし
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

でんぐりでんぐりでんぐりこ 長野／ヒデ子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ポッキーのわくわくサンドイッチ 柳沢 幸子∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

よーいドン! ビーゲン セン∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

あーそーぼ
やぎゅう まちこ
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

あみものじょうずのいのししばあさん
こさか／
まさみ∥文

Eﾐﾄﾞﾘ

あたしのやまのぼり
ゆーち みえこ
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

あのひのこと 葉 祥明∥絵  文 Eﾐﾄﾞﾘ

ちこく姫
よしなが
こうたく∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

クーのおるすばん 西内 ミナミ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ねこざかなのすいか
わたなべ
ゆういち∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

Eｱｶ・・・・・・ちいさいえほん（幼児向け）

Eｷｲﾛ・・・・・民話のえほん

Eｵﾚﾝｼﾞ・・・知識えほん

Eﾊｲｲﾛ・・・・外国のえほん

Eﾐﾄﾞﾘ・・・・・日本のえほん

Eﾑﾗｻｷ・・・大人向けえほん
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