
＜一般書＞

書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 　現代編
　デイヴィッド
S.キダー∥著 　文響社      033     /ｷ

3年占い 　 　 　宝島社      148     /ｻ

末広がりのいい会社をつくる 　 　塚越 寛∥著 　文屋      159.4   /ﾂ

学校資料の未来 　
　地方史研究協議会
∥編 　岩田書院      210.0   /ｶﾞ

千島列島をめぐる日本とロシア 　 　秋月 俊幸∥著 　北海道大学出版会      210.1   /ｱ

ニャンと明治時代はこうだった 　 　もぐら∥著 　ベストセラーズ      210.6   /ﾓ

アイヌの漆器に関する学際的研究 　 　浅倉 有子∥編
　北海道出版
企画センター      211     /ｱ

考古学からみた北大キャンパスの5,000年 　 　江田 真毅∥編著 　中西出版      211.5   /ｺ

northern style スロウな旅北海道 vol.8  2019 　

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

northern style スロウな旅北海道 vol.9  2019 　

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

北海道の鉄道旅大図鑑 　
　「旅と鉄道」編集部
∥編 　天夢人      291.1   /ﾎ

こんちき号北極探検記 　 　あべ 弘士∥著 　講談社      297.8   /ｱ

米中衝突の結末 　 　日高 義樹∥著 　PHP研究所      319.5   /ﾋ

明治期北海道の裁判制度 　 　牧口 準市∥著
　北海道出版
企画センター      327.1   /ﾏ

宇宙六法 　 　青木 節子∥編集 　信山社      329.2   /ｳ

ふるさとって呼んでもいいですか 　 　ナディ∥著 　大月書店      334.4   /ﾅ

外国人・留学生を雇い使う前に読む本 　 　永井 弘行∥著 　セルバ出版      336.4   /ﾅ

　岩田 昭男∥監修 　マイナビ出版      338     /ｸ

　さとう まさ∥原作 　KADOKAWA      361.4   /ｻ

身近な人の介護で心がいきづまったら読む本 　 　高室 成幸∥共同監修 　自由国民社      369.2   /ﾐ

　今泉 マユ子∥著 　清流出版      369.3   /ｲ

クックパッド防災レシピBOOK 　 　 　扶桑社      369.3   /ｸ

静かだったら、学校と同じじゃん 　 　石田 かづ子∥編著 　新日本出版社      369.4   /ｼ

死ぬんじゃねーぞ!! 　 　中川 翔子∥著 　文藝春秋      371.4   /ﾅ

学校を変えるいじめの科学 　 　和久田 学∥著 　日本評論社      371.4   /ﾜ

朝鮮学校を歩く 　
　長谷川 和男
∥写真　文 　花伝社      376.9   /ﾊ

ルポ教育虐待 　 　おおた としまさ∥[著]
　ディスカヴァー・
トゥエンティワン      379.9   /ｵ

死者の民主主義 　 　畑中 章宏∥著 　トランスビュー      380.4   /ﾊ

星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた 　 　大野 裕明∥著 　誠文堂新光社      442.3   /ｵ

リアルサイズ古生物図鑑 　中生代編 　土屋 健∥著 　技術評論社      457     /ﾂ

NHKスペシャル恐竜超世界 　
　NHKスペシャル「恐竜
超世界」制作班∥編著

　日経ナショナル
ジオグラフィック社      457.8   /ｴ

超図解ぬまがさワタリのふしぎな昆虫大研究 　 　ぬまがさ ワタリ∥著 　KADOKAWA      486     /ﾇ

クレジットカード&スマホ決済&電子マネー
「キャッシュレス」徹底活用ガイド

北海道民のオキテ　なるほど!グルメの謎編

災害時でもおいしく食べたい!簡単「みそ汁」&「スープ」レシピ
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さっぽろ野鳥観察手帖 　 　河井 大輔∥著 　亜璃西社      488.2   /ｶ

しまえながのきもち 　 　山本 光一∥著 　北海道新聞社      488.9   /ﾔ

倫理コンサルテーションハンドブック 　 　堂囿 俊彦∥編著 　医歯薬出版      490.1   /ﾄﾞ

　長谷部 圭司∥著 　日本医事新報社      490.1   /ﾊ

バイオエシックス 　 　丸山 マサ美∥編著 　川島書店      490.1   /ﾏ

賢い患者 　 　山口 育子∥著 　岩波書店      490.1   /ﾔ

病気日本史 　 　中島 陽一郎∥著 　雄山閣      490.2   /ﾅ

教養としての健康情報 　 　市川 衛∥著 　講談社      490.4   /ｲ

40℃超えの日本列島でヒトは生きていけるのか 　 　永島 計∥著 　化学同人      491.3   /ﾅ

老化と脳科学 　 　山本 啓一∥著
　集英社インター
ナショナル      491.3   /ﾔ

　氏家 弘∥監修 　マイナビ出版      493.1   /ﾄ

　ブレイズ　アギーレ∥著 　星和書店      493.7   /ｱ

なかなか治らない難治性のうつ病を治す本 　 　田島 治∥監修 　講談社      493.7   /ﾅ

わかった!統合失調症のベスト治療 　 　渡部 和成∥著 　星和書店      493.7   /ﾜ

　吉崎 達郎∥ほか著 　1万年堂出版      493.9   /ｺ

新・患者学 　 　前納 宏章∥著 　現代書林      498     /ﾏ
　川名 有紀子∥医学
監修　栄養指導 　学研プラス      498.5   /ｱ

ゆるやせ漢方ダイエット 　 　工藤 孝文∥著 　日本文芸社      498.5   /ｸ

元気に赤ちゃんが育つ妊婦ごはん 　 　長澤 池早子∥監修 　成美堂出版      498.5   /ｹﾞ

妊娠中の食事 　 　細川 モモ∥監修 　主婦の友社      498.5   /ﾆ

医者が教える食事術 　2 　牧田 善二∥著 　ダイヤモンド社      498.5   /ﾏ

安産ごはん 　 　森 洋子∥[著] 　枻出版社      498.5   /ﾓ

妊娠中に食べたいごはん 　 　山田 奈美∥著 　家の光協会      498.5   /ﾔ

医薬品業界で働く 　 　池田 亜希子∥著 　ぺりかん社      499.0   /ｲ

知ってはいけない薬のカラクリ 　 　谷本 哲也∥著 　小学館      499.0   /ﾀ

最新薬局業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 　 　藤田 道男∥著 　秀和システム      499.0   /ﾌ

ハーブティーブレンド100 　 　しばた みか∥著 　山と溪谷社      499.8   /ｼ

土壌汚染土地をめぐる法的義務と責任 　 　小澤 英明∥著 　新日本法規出版      519.5   /ｵ

逐条解説  土壌汚染対策法 　
　環境省水・大気環境
局  土壌環境課∥編集 　新日本法規出版      519.5   /ﾁ

トコトンやさしい電車の本 　 　青田 孝∥著 　日刊工業新聞社      546.5   /ｱ

大人のためのLINEの教科書 　 　 　英和出版社      547.4   /ｵ

食品調味の知識 　 　太田 静行∥原著 　幸書房      588.6   /ｵ

著作権フリーの作って売れるかわいい布こもの 　 　 　ブティック社      594     /ﾁ

手縫いで作れる和布の小物 　 　 　ブティック社      594     /ﾃ

花嫁DIY 　 　 　ブティック社      594     /ﾊ

　 　アップルミンツ      594.3   /ｶかぎ針で編むあったかかわいい帽子・マフラー・スヌード

認知症等意思決定能力低下患者の診療における
法的問題への処方箋

糖尿病を予防する血糖値が上がりにくいおいしいレシピ

自分でできる境界性パーソナリティ障害<BPD>克服法

子育てハッピーアドバイス知っててよかった小児科の巻

赤ちゃんが元気に育つ時期別妊娠中のおいしい食事280品
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布を裂いて編むアクセサリー 　 　柳田 恵∥著
　文化学園文化
出版局      594.3   /ﾔ

クラフト布で雑貨&こものづくり 　 　蔭山 はるみ∥著 　誠文堂新光社      594.9   /ｶ

食べつなぐレシピ 　 　按田 優子∥著 　家の光協会      596     /ｱ

だからつくる調味料 　 　オザワ エイコ∥著 　ブロンズ新社      596     /ｵ

カレーマニア 　 　 　枻出版社      596     /ｶ

子どもの才能を引き出す2ステップレシピ 　 　ギール里映∥著 　サンルクス      596     /ｷﾞ

ようこそ「料理が苦痛」な人の料理教室へ 　 　本多 理恵子∥著 　KADOKAWA      596     /ﾎ

めんどくさがり母さんの最強ずるメシ 　 　マルサイ∥著 　扶桑社      596     /ﾏ

ご飯の島の美味しい話 　 　飯島 奈美∥著 　幻冬舎      596.0   /ｲ

　 　オレンジページ      596.3   /ｲ

　伴 奈美∥著 　河出書房新社      596.3   /ﾊﾞ

むね肉レシピ365日 　 　山中 順子∥著 　東邦出版      596.3   /ﾔ

ラクうま!健康!大豆缶レシピ 　 　栗原 毅∥監修 　河出書房新社      596.3   /ﾗ

いつでも焼きたて!すごい!作りおきパン 　 　吉永 麻衣子∥[著] 　宝島社      596.6   /ﾖ

あした死んでもいい片づけ 　 　ごんおばちゃま∥著 　興陽館      597.5   /ｺﾞ

バターの本 　
　グラフィック社編集部
∥編 　グラフィック社      648.1   /ﾊﾞ

絶望の林業 　 　田中 淳夫∥著 　新泉社      652.1   /ﾀ

食べる薬草・山野草早わかり 　 　主婦の友社∥編 　主婦の友社      657.8   /ﾀ

結局、ウナギは食べていいのか問題 　 　海部 健三∥著 　岩波書店      664.6   /ｶ

商店経営者のためのスマホ決済PayPay超入門 　 　イトウ ジュンコ∥著 　商業界      673.3   /ｲ

図解「ペダルの踏み間違い」はこれで防ぐ 　
　高齢者安全運転
支援研究会∥監修 　講談社      681.3   /ｽﾞ

　志堂寺 和則∥監修 　講談社      685.1   /ﾀ

日本の鉄道路線 　 　山崎 宏之∥著 　ミネルヴァ書房      686.2   /ﾔ

ゴールデンカムイ 　18 　野田 サトル∥著 　集英社      726.1   /ﾉ

わたしを支えるもの 　 　益田 ミリ∥著 　幻冬舎      726.1   /ﾏ

大家さんと僕 　 　矢部 太郎∥著 　新潮社      726.1   /ﾔ

あべ弘士ART BOX 　 　あべ 弘士∥編著 　講談社      726.5   /ｱ

　手島 圭三郎∥[著] 　絵本塾出版      726.6   /ﾃ

ヒーリング・キャット 　2 　葉 祥明∥著 　晶文社      726.6   /ﾖ

ねこねこさんのハンドレタリング 　 　ねこねこ∥著
　エムディエヌ
コーポレーション      727.8   /ﾈ

ダウン症の書家 金澤翔子の一人暮らし 　 　金澤 泰子∥著 　かまくら春秋社      728.2   /ｶ

悲しみを力に 　 　金澤 翔子∥書 　PHP研究所      728.2   /ｶ

炭鉱(ヤマ)の理容所 　 　佐藤 哲也∥著 　日本写真企画      748     /ｻ

はじめての粘土アート 　[3] 　牛嶋 君子∥著 　芸術新聞社      751.4   /ｳ

エコクラフトの基礎 　 　 　ブティック社      754.9   /ｴ

考える力が育つ魔法の折り紙あそび 　 　杉之原 眞貴∥著 　PHP研究所      754.9   /ｽ

「いま」作りたいものが全部ある!最速ひと皿ごはんと麵

無国籍ヴィーガン食堂メウノータの野菜料理「味つけ」レッスン

大切な親に、これなら「決心」させられる!免許返納セラピー

北海道の大自然と野生動物の生態をモチーフに
絵本創作法を語る
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エコクラフトで作るちっちゃな仲間たち 　 　鈴木 ルミ子∥著 　ブティック社      754.9   /ｽ

1年中楽しめる花の折り紙 　 　山口 真∥著 　日本ヴォーグ社      754.9   /ﾔ

母・遠藤道子と私 　 　遠藤 郁子∥著 　北海道新聞社      762.1   /ｴ

ジャニーズイズム 　 　ジャニーズ研究会∥編 　鹿砦社      770.4   /ｼﾞ

根魚北海道 　
　つり人社北海道支社
∥編 　つり人社      787.1   /ﾈ

マンガでわかる必ず釣れるソルトルアー講座 　 　つりコミック編集部∥編 　日東書院本社      787.1   /ﾏ

3語でできるオリンピック&パラリンピック英会話 　
　カン　アンドリュー
ハシモト∥著 　DHC      837.8   /ﾊ

カタを使った物語の生み出しカタ 　 　わかつき ひかる∥著 　雷鳥社      901.3   /ﾜ

シルバー川柳　　こんにちは令和編
　みやぎシルバーネット
∥編 　河出書房新社      911.4   /ｼ

アスリーツ 　 　あさの あつこ∥著 　中央公論新社      913.6   /ｱ

飛雲のごとく 　 　あさの あつこ∥著 　文藝春秋      913.6   /ｱ

烈風ただなか 　 　あさの あつこ∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｱ

カインは言わなかった 　 　芦沢 央∥著 　文藝春秋      913.6   /ｱ

明智光秀 　 　菊池 寛∥著 　作品社      913.6   /ｱ

森があふれる 　 　彩瀬 まる∥著 　河出書房新社      913.6   /ｱ

明日死んだ男 　 　赤川 次郎∥著 　集英社      913.6   /ｱ

未完成な好きが、恋に変わるまでそばにいて。 　 　朝比奈 希夜∥著 　スターツ出版      913.6   /ｱ

クジラアタマの王様 　 　伊坂 幸太郎∥著 　NHK出版      913.6   /ｲ

むらさきのスカートの女 　 　今村 夏子∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ｲ

Rのつく月には気をつけよう 　[2] 　石持 浅海∥著 　祥伝社      913.6   /ｲ

絶望スクール 　 　石田 衣良∥著 　文藝春秋      913.6   /ｲ

お江戸けもの医 毛玉堂 　 　泉 ゆたか∥著 　講談社      913.6   /ｲ

百舌落とし 　 　逢坂 剛∥著 　集英社      913.6   /ｵ

罪の轍 　 　奥田 英朗∥著 　新潮社      913.6   /ｵ

楽園の真下 　 　荻原 浩∥著 　文藝春秋      913.6   /ｵ

営繕かるかや怪異譚 　その2 　小野 不由美∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｵ

土に贖う 　 　河崎 秋子∥著 　集英社      913.6   /ｶ

氷獄 　 　海堂 尊∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｶ

たそがれダンサーズ 　 　桂 望実∥著 　中央公論新社      913.6   /ｶ

熱源 　 　川越 宗一∥著 　文藝春秋      913.6   /ｶ

スワロウテイルの消失点 　 　川瀬 七緒∥著 　講談社      913.6   /ｶ

なつぞら 　下 　大森 寿美男∥作 　NHK出版      913.6   /ｷ

チンギス紀 　5 　北方 謙三∥著 　集英社      913.6   /ｷ

戦国十二刻 　 　木下 昌輝∥著 　光文社      913.6   /ｷ

そして、生きる 　 　岡田 惠和∥作 　トゥーヴァージンズ      913.6   /ｸ

老父よ、帰れ 　 　久坂部 羊∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ｸ
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将軍の子 　 　佐藤 巖太郎∥著 　文藝春秋      913.6   /ｻ

絶声 　 　下村 敦史∥著 　集英社      913.6   /ｼ

犯人に告ぐ 　3 　雫井 脩介∥著 　双葉社      913.6   /ｼ

レシピ泥棒 　 　新宮 広明∥著 　幻冬舎      913.6   /ｼ

君が異端だった頃 　 　島田 雅彦∥著 　集英社      913.6   /ｼ

盲剣楼奇譚 　 　島田 荘司∥著 　文藝春秋      913.6   /ｼ

戦国の教科書 　 　天野 純希∥著 　講談社      913.6   /ｾ

カム・ギャザー・ラウンド・ピープル 　 　高山 羽根子∥著 　集英社      913.6   /ﾀ

格闘 　 　高樹 のぶ子∥著 　新潮社      913.6   /ﾀ

欺す衆生 　 　月村 了衛∥著 　新潮社      913.6   /ﾂ

わたしの良い子 　 　寺地 はるな∥著 　中央公論新社      913.6   /ﾃ

昭和天皇の声 　 　中路 啓太∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾅ

銀座の紙ひこうき 　 　はらだ みずき∥著 　中央公論新社      913.6   /ﾊ

20 CONTACTS 　 　原田 マハ∥著 　幻冬舎      913.6   /ﾊ

てんげんつう 　 　畠中 恵∥著 　新潮社      913.6   /ﾊ

夏の騎士 　 　百田 尚樹∥著 　新潮社      913.6   /ﾋ

百の夜は跳ねて 　 　古市 憲寿∥著 　新潮社      913.6   /ﾌ

ラッコの家 　 　古川 真人∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾌ

よこがお 　 　深田 晃司∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾌ

空は逃げない 　 　まはら 三桃∥著 　小学館      913.6   /ﾏ

トリガー 　上 　真山 仁∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾏ

トリガー 　下 　真山 仁∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾏ

三匹の子豚 　 　真梨 幸子∥著 　講談社      913.6   /ﾏ

落日 　 　湊 かなえ∥[著] 　角川春樹事務所      913.6   /ﾐ

ひと喰い介護 　 　安田 依央∥著 　集英社      913.6   /ﾔ

ジョン・マン 　7 　山本 一力∥著 　講談社      913.6   /ﾔ

五つ数えれば三日月が 　 　李 琴峰∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾘ

育てて、紡ぐ。暮らしの根っこ 　 　小川 糸∥著 　扶桑社      914.6   /ｵ

センス・オブ・シェイム 　 　酒井 順子∥著 　文藝春秋      914.6   /ｻ

命あれば 　 　瀬戸内 寂聴∥著 　新潮社      914.6   /ｾ

のっけから失礼します 　 　三浦 しをん∥著 　集英社      914.6   /ﾐ

伯爵のお気に入り 　 　向田 邦子∥著 　河出書房新社      914.6   /ﾑ

サードドア 　 　アレックス　バナヤン∥著 　東洋経済新報社      936     /ﾊﾞ

国語教師 　
　ユーディト
W.タシュラー∥著 　集英社      943.7   /ﾀ

買ってはいけない調味料買ってもいい調味料 　 　渡辺 雄二∥著 　大和書房 B    498.5   /ﾜ

調味料を使うのがおもしろくなる本 　 　青木 敦子∥著 　扶桑社 B    596     /ｱ

－5－



小説天気の子 　 　新海 誠∥[著] 　KADOKAWA B    913.6   /ｼ

十津川警部長良川心中 　 　西村 京太郎∥著 　新潮社 B    913.6   /ﾆ

小説空の青さを知る人よ 　
　超平和バスターズ
∥原作 　KADOKAWA B    913.6   /ﾇ

メディカルハーブの事典 　 　林 真一郎∥編 　東京堂出版 R    499.8  /ﾊ

薬草の呟き 　 　森 正孝∥著 　メディカルサイエンス社 R    499.8  /ﾔ

十勝MILK BOOK 　 　

　クナウマガジン
（ソーゴー印刷株式
会社内）∥発行 U    648.1   /ﾄ

シャドウ 　 　神田 茜∥著 　小学館 U    913.6   /ｶ

令和元年9月30日　№97　浦幌町立図書館新着図書情報　（8・9月受入分） ＜児童書＞

書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

男子が10代のうちに考えておきたいこと 　 　田中 俊之∥著 　岩波書店      159     /ﾀ

安藤百福 　 　田中 顕∥まんが 　小学館      289     /ｱ

ネルソン・マンデラ 　 　新井 淳也∥まんが 　小学館      289     /ﾏ

世界の地理 　1 　井田 仁康∥監修 　学研プラス      290     /ｲ

世界の地理 　2 　井田 仁康∥監修 　学研プラス      290     /ｲ

世界の地理 　3 　井田 仁康∥監修 　学研プラス      290     /ｲ

世界の地理 　4 　井田 仁康∥監修 　学研プラス      290     /ｲ

世界の地理 　5 　井田 仁康∥監修 　学研プラス      290     /ｲ

世界の地理 　6 　井田 仁康∥監修 　学研プラス      290     /ｲ

世界の地理 　7 　井田 仁康∥監修 　学研プラス      290     /ｲ

世界の地理 　8 　井田 仁康∥監修 　学研プラス      290     /ｲ

こども六法 　 　山崎 聡一郎∥著 　弘文堂      320     /ﾔ

大迫力!日本の都市伝説大百科 　 　朝里 樹∥監修 　西東社      388     /ﾀﾞ

カガク力を強くする! 　 　元村 有希子∥著 　岩波書店      404     /ﾓ

恐竜世界大百科 　 　加藤 太一∥監修 　学研プラス      457     /ｷ

岩石・宝石ビジュアル図鑑 　

　産業技術総合
研究所地質標本館
∥監修 　学研プラス      458     /ｻ

わけあって絶滅しました。 　続 　丸山 貴史∥著 　ダイヤモンド社      482     /ﾏ

ぜんぶわかる!アリ 　 　島田 拓∥著 　ポプラ社      486     /ｼ

キタキツネのおとうさん 　 　竹田津 実∥文 　福音館書店      489     /ﾀ

ごみ育 　 　滝沢 秀一∥著 　太田出版      518     /ﾀ

こどもレタスクラブ 　 　 　KADOKAWA      597     /ｺ

地域の発展につくした日本の近代化遺産図鑑 　1 　 　岩崎書店      602     /ﾁ

地域の発展につくした日本の近代化遺産図鑑 　2 　 　岩崎書店      602     /ﾁ

地域の発展につくした日本の近代化遺産図鑑 　3 　 　岩崎書店      602     /ﾁ

地域の発展につくした日本の近代化遺産図鑑 　4 　 　岩崎書店      602     /ﾁ
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地域の発展につくした日本の近代化遺産図鑑 　5 　 　岩崎書店      602     /ﾁ

ディズニーツムツムちょこっとメモ折り紙あそびmore! 　 　いしばし なおこ∥著 　ブティック社      754     /ｲ

スポーツの迷路 　
　香川 元太郎
∥作　絵 　PHP研究所      780     /ｶ

3つの東京オリンピックを大研究 　1
　日本オリンピック
アカデミー∥監修 　岩崎書店      780     /ﾆ

3つの東京オリンピックを大研究 　2
　日本オリンピック
アカデミー∥監修 　岩崎書店      780     /ﾆ

3つの東京オリンピックを大研究 　3
　日本オリンピック
アカデミー∥監修 　岩崎書店      780     /ﾆ
　NHK「チコちゃんに
叱られる!」制作班
∥監修 　宝島社      798     /ｷ

小さな悪い本 　 　マグヌス　ミスト∥作 　金の星社      798     /ﾐ

5分後に意外な結末ex 　 　桃戸 ハル∥編著 　学研プラス      908     /ｺﾞ

どうぶつ句会オノマトペ 　 　あべ 弘士∥作　絵 　学研教育出版      913     /ｱ

100年ハチミツのあべこべ魔法 　
　あんびる やすこ
∥作　絵 　ポプラ社      913     /ｱ

6年1組黒魔女さんが通る!! 　07 　石崎 洋司∥作 　講談社      913     /ｲ

6年1組黒魔女さんが通る!! 　08 　石崎 洋司∥作 　講談社      913     /ｲ

はりねずみのルーチカ 　[8] 　かんの ゆうこ∥作 　講談社      913     /ｶ

あらしのよるに 　 　きむら ゆういち∥作 　講談社      913     /ｷ

未来を花束にして 　 　小林 深雪∥[著] 　講談社      913     /ｺ

5分後にいい気味なラスト 　 　エブリスタ∥編 　河出書房新社      913     /ｺﾞ

ちいさなハンター 　 　佐藤 まどか∥作 　講談社      913     /ｻ

こちら妖怪お悩み相談室 　 　清水 温子∥作 　岩崎書店      913     /ｼ

地球タイムズ 　 　あべ 弘士∥文 　理論社      913     /ﾁ

おしりたんてい ラッキーキャットはだれのてに! 　 　トロル∥さく　え 　ポプラ社      913     /ﾄ

きみの存在を意識する 　 　梨屋 アリエ∥作 　ポプラ社      913     /ﾅ

かぐや様は告らせたい 　
　赤坂 アカ∥原作
カバーイラスト 　集英社      913     /ﾊ

いらないねこ 　 　ヒグチ ユウコ∥絵と文 　白泉社      913     /ﾋ

せかいいちのねこ 　 　ヒグチ ユウコ∥絵と文 　白泉社      913     /ﾋ

ほんやのねこ 　 　ヒグチ ユウコ∥絵と文 　白泉社      913     /ﾋ

こどもしょくどう 　 　足立 紳∥原作 　汐文社      913     /ﾋ

ほねほねザウルス 　21
　カバヤ食品株式
会社∥原案　監修 　岩崎書店      913     /ﾎ

「悩み部」の復活と、その証明。 　 　麻希 一樹∥著 　学研プラス      913     /ﾏ

七不思議神社 　 　緑川 聖司∥作 　あかね書房      913     /ﾐ

昔はおれと同い年だった田中さんとの友情 　 　椰月 美智子∥作 　小峰書店      913     /ﾔ

21世紀のフランクリン 　
　メアリー　ポープ
オズボーン∥著 　KADOKAWA      933     /ｵ

ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 　5 　クリス　コルファー∥著 　平凡社      933     /ｺ

わたしがいどんだ戦い1940年 　

　キンバリー
ブルベイカー
ブラッドリー∥作 　評論社      933     /ﾌﾞ
　タニヤ
シュテーブナー∥著 　学研プラス      943     /ｼ

キョエちゃんの挑戦状!?チコちゃんのまちがいさがしBOOK

動物と話せる少女リリアーネ　　　　　プチストーリーズ
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たまごにいちゃんとたまごじいさん 　
　あきやま ただし
∥作　絵 　鈴木出版      E       /ｱ

ライオンのながいいちにち 　 　あべ 弘士∥[作] 　佼成出版社      E       /ｱ

ライオンのへんないちにち 　 　あべ 弘士∥[作] 　佼成出版社      E       /ｱ

ライオンのよいいちにち 　 　あべ 弘士∥[作] 　佼成出版社      E       /ｱ

新世界へ 　 　あべ 弘士∥[作] 　偕成社      E       /ｱ

雪の上のなぞのあしあと 　 　あべ 弘士∥さく 　福音館書店      E       /ｱ

ゴリラにっき 　 　あべ 弘士∥作 　小学館      E       /ｱ

しろもくろも、みんなおいで 　 　あべ 弘士∥作 　童心社      E       /ｱ

てんてんむし 　 　あべ 弘士∥作 　童心社      E       /ｱ

ライオンの風をみたいちにち 　 　あべ 弘士∥著 　佼成出版社      E       /ｱ

あらしのよるに 　
　きむら ゆういち
∥原作　文 　講談社      E       /ｱ

いっぽんのきのえだ 　
　コンスタンス
アンダーソン∥作 　ほるぷ出版      E       /ｱ

ねこのおいしゃさん 　 　ますだ ゆうこ∥ぶん 　そうえん社      E       /ｱ

ゴリラとあそんだよ 　 　やまぎわ じゅいち∥文 　福音館書店      E       /ｱ

このよでいちばんはやいのは 　
　ロバート　フローマン
∥原作 　福音館書店      E       /ｱ

なめとこ山の熊 　 　宮沢 賢治∥作 　三起商行      E       /ｱ

ピアノは夢をみる 　 　工藤 直子∥詩 　偕成社      E       /ｱ

サンタクロースが二月にやってきた 　 　今江 祥智∥文 　文研出版      E       /ｱ

うみどりの島 　 　寺沢 孝毅∥文 　偕成社      E       /ｱ

100年たったら 　 　石井 睦美∥文 　アリス館      E       /ｱ

おめでとう 　 　中川 ひろたか∥文 　偕成社      E       /ｱ

こんにちは 　 　中川 ひろたか∥文 　偕成社      E       /ｱ

バナナをかぶって 　 　中川 ひろたか∥文 　クレヨンハウス      E       /ｱ

くまくん 　 　二宮 由紀子∥作 　ひかりのくに      E       /ｱ

大造じいさんとがん 　 　椋 鳩十∥作 　理論社      E       /ｱ

ウルトラマンタイガひみつ160 　 　 　講談社      E       /ｳ

にっぽんいいものみてみて大会 　
　きたがわ めぐみ
∥作　絵 　理論社      E       /ｷ

きもちのて 　 　きなし のりたけ∥著 　双葉社      E       /ｷ

リンドバーグ 　
　トーベン　クールマン
∥作 　ブロンズ新社      E       /ｸ

こんなとききみならどうする? 　 　五味 太郎∥作 　福音館書店      E       /ｺﾞ

おやさいしろくま 　 　柴田 ケイコ∥作　絵 　PHP研究所      E       /ｼ

だいこんだいすき 　
　たまき かずみ
∥えとぶん

　ケイエスティー
プロダクション      E       /ﾀ

どうぶつたいじゅうそくてい 　
　聞かせ屋。
けいたろう∥文 　アリス館      E       /ﾀ

ぶんちゃんのぼうけん 　 　北海道新聞社∥さく 　北海道新聞社      E       /ﾀ

おばけばたけのおふろやさん 　
　とよた かずひこ
∥作　絵 　ひさかたチャイルド      E       /ﾄ

10ぴきのおばけのたんじょうび 　
　にしかわ おさむ
∥作　絵 　ひかりのくに      E       /ﾆ
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いえでをしたてるてるぼうず 　 　にしまき かやこ∥作 　こぐま社      E       /ﾆ

うまれるまえにきーめた! 　 　のぶみ∥さく 　サンマーク出版      E       /ﾉ

くだものたちのないしょだよ 　 　はせがわ かこ∥作 　WAVE出版      E       /ﾊ

まどのそと 　 　佐野 史郎∥作 　岩崎書店      E       /ﾊ

うんどうかいセブン 　 　もとした いづみ∥作 　世界文化社      E       /ﾌ

おーい、こちら灯台 　
　ソフィー
ブラッコール∥さく 　評論社      E       /ﾌﾞ

ぷんぷんヒグマ 　 　ニック　ブランド∥作 　クレヨンハウス      E       /ﾌﾞ

ぺっこぺこヒグマ 　 　ニック　ブランド∥作 　クレヨンハウス      E       /ﾌﾞ

おかしなおきゃくさま 　 　ペク ヒナ∥作 　学研プラス      E       /ﾍﾟ

天女かあさん 　 　ペク ヒナ∥作 　ブロンズ新社      E       /ﾍﾟ

天女銭湯 　 　ペク ヒナ∥作 　ブロンズ新社      E       /ﾍﾟ

おかあさんありがとう 　
　みやにし たつや
∥作絵 　金の星社      E       /ﾐ

神様ポスト 　 　月夜 ぼたん∥作 　文芸社      E       /ﾔ

ホテルイカ 　 　林 木林∥作 　絵本塾出版      E       /ﾔ
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