
＜一般書＞

書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

ウィンドウズ10基本&便利ワザまるわかり 　 　 　学研プラス      007.6   /ｳ

スマホの中身も「遺品」です 　 　古田 雄介∥著 　中央公論新社      007.6   /ﾌ

図書館のための災害復興法学入門 　 　岡本 正∥著 　樹村房      015     /ｵ

Mr.都市伝説関暁夫の都市伝説 　7 　関 暁夫∥著 　竹書房      049     /ｾ

「人見知り」として生きていくと決めたら読む本 　 　午堂 登紀雄∥著 　すばる舎      159     /ｺﾞ

脱・呪縛 　 　鎌田 實∥著 　理論社      159.7   /ｶ

本当の「頭のよさ」ってなんだろう? 　 　齋藤 孝∥著 　誠文堂新光社      159.7   /ｻ

はい、さようなら。 　 　瀬戸内 寂聴∥著 　光文社      188.4   /ｾ

地図でスッと頭に入る世界史 　 　祝田 秀全∥監修 　昭文社      209     /ﾁ

地図でスッと頭に入る日本史 　 　山本 博文∥監修 　昭文社      210.0   /ﾁ

日本の戦後を知るための12人 　 　池上 彰∥著 　文藝春秋      281.0   /ｲ

ほっかいどう百年物語 　下巻 　STVラジオ∥編 　中西出版      281.1   /ﾎ

海峡に立つ 　 　許 永中∥著 　小学館      289.2   /ｷ

るるぶ沖縄 　'21 　 　JTBパブリッシング      291.9   /ﾙ

るるぶ九州 　'21 　 　JTBパブリッシング      291.9   /ﾙ

南極ではたらく 　 　渡貫 淳子∥著 　平凡社      297.9   /ﾜ

60分でわかる!SDGs超入門 　 　バウンド∥著 　技術評論社      335.1   /ﾛ

　関根 俊輔∥監修 　新星出版社      336.9   /ｹ

　横川 由理∥著 　実務教育出版      339     /ﾖ

ポバティー・サファリ 　
　ダレン　マクガーヴェイ
∥著 　集英社      361.8   /ﾏ

8050問題 　 　黒川 祥子∥著 　集英社      367.7   /ｸ

総会屋とバブル 　 　尾島 正洋∥著 　文藝春秋      368.5   /ｵ

HSCの子育てハッピーアドバイス 　 　明橋 大二∥著 　1万年堂出版      379.9   /ｱ

民俗学読本 　 　高岡 弘幸∥編著 　晃洋書房      380.1   /ﾐ

子どもにウケる科学手品 　 　後藤 道夫∥著 　講談社      407     /ｺﾞ

ビッグ・クエスチョン 　
　スティーヴン
ホーキング∥著 　NHK出版      440.4   /ﾎ

やばすぎ!古生物図鑑 　
　日本地質学会
∥監修 　宝島社      457.8   /ﾔ

ウンチ学博士のうんちく 　 　長谷川 政美∥[著] 　海鳴社      481.3   /ﾊ

ダニのはなし 　 　島野 智之∥編 　朝倉書店      485.7   /ﾀﾞ
　デイヴィッド
S.キダー∥著 　文響社      490.4   /ｲ

今日すべきことを精一杯! 　 　日野原 重明∥著 　ポプラ社      490.4   /ﾋ

世界一やさしい!細胞図鑑 　 　鈴川 茂∥監修 　新星出版社      491.1   /ｾ

「超・長寿」の秘密 　 　伊藤 裕∥[著] 　祥伝社      491.3   /ｲ

うんこのひみつ 　 　うんこミュージアム
∥著 　宝島社      491.3   /ｳ
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トリセツ・カラダ 　 　海堂 尊∥著 　宝島社      491.3   /ｶ

共感障害 　 　黒川 伊保子∥著 　新潮社      491.3   /ｸ

睡眠の教科書 　 　 　ニュートンプレス      491.3   /ｽ

身近に迫る危険物 　 　齋藤 勝裕∥著 　SBクリエイティブ      491.5   /ｻ

　白井 厚治∥監修 　主婦の友社      493.2   /ｲ

血管が若返るクスリになる健康鍋 　 　島田 和幸∥監修 　KADOKAWA      493.2   /ｹ

こんなに怖い図解睡眠時無呼吸症候群 　
　白濱 龍太郎
∥監修 　日東書院本社      493.3   /ｺ

　平瀬 雄一∥著 　幻冬舎      493.6   /ﾋ

うつと発達障害 　 　岩波 明∥著 　青春出版社      493.7   /ｲ

敏感すぎて生きづらい人のこころがラクになる方法 　 　長沼 睦雄∥著 　永岡書店      493.7   /ﾅ

認知症 　 　杉山 孝博∥監修 　主婦の友社      493.7   /ﾆ

ボケるボケないは「この習慣」で決まる 　 　西崎 知之∥著 　廣済堂出版      493.7   /ﾆ

　村上 由美∥著 　翔泳社      493.7   /ﾑ

読みやすい、わかりやすい脳梗塞35の重要ポイント 　 　森本 将史∥著 　現代書林      493.7   /ﾓ

よくわかる森田療法 　 　中村 敬∥監修 　主婦の友社      493.7   /ﾖ

　和田 秀樹∥著 　青春出版社      493.7   /ﾜ

ヘバーデン結節がよくわかる本 　 　高橋 嗣明∥監修 　宝島社      494.7   /ﾍ

家族でできる“言葉と飲み込み”リハビリ全集 　

　LE在宅
施設訪問看護
リハビリステーション∥著 　BABジャパン      496.9   /ｶ

睡眠薬その一錠が病気をつくる 　 　宇多川 久美子∥著 　河出書房新社      498.3   /ｳ

NHKガッテン!「血液のチカラ」で若返る。 　
　NHK科学
環境番組部∥編 　主婦と生活社      498.3   /ｴ

世界一やさしい!栄養素図鑑 　 　牧野 直子∥監修 　新星出版社      498.5   /ｾ

正しく知れば体が変わる!栄養素の摂り方便利帳 　 　中村 丁次∥監修 　PHP研究所      498.5   /ﾀ

　金光 容徳∥著 　アスコム      498.7   /ｶ

危険な化学物質から子どもを守る暮らし方 　 　神 聡子∥著 　じゃこめてい出版      498.7   /ｼﾞ

職場のメンタルヘルスケアと実践 　 　タニカワ 久美子∥著 　講談社      498.8   /ﾀ

首里城 　 　 　沖縄タイムス社      521.8   /ｼ

　 　主婦と生活社      527     /ﾘ

脱ネット・スマホ中毒 　 　遠藤 美季∥著 　誠文堂新光社      547.4   /ｴ

5Gがひらく未来予想図 　 　 　宝島社      547.5   /ﾌ

似合う服だけでつくる春夏秋冬ワードローブ 　 　二神 弓子∥著 　西東社      589.2   /ﾌ

ホームセンター超活用術 　2020 　 　晋遊舎      590     /ﾎ

リピートしたくなる棒針編みの冬小物 　
　朝日新聞出版
∥編著 　朝日新聞出版      594.3   /ﾘ

献立力 　 　石原 洋子∥著 　学研プラス      596     /ｲ

春夏秋冬ふだんのもてなし 　 　植松 良枝∥著 　KADOKAWA      596     /ｳ

ちゃんと食べてる?親に届ける作りおきおかず 　 　上島 亜紀∥著 　ナツメ社      596     /ｶ

いちばんやさしいコレステロールを下げるおいしい食事

私の手はなぜ痛いのか、しびれるのか、曲がっているのか

ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が
　　　　　　　　　　　　上手にお金と付き合うための本

老年精神科医が教える「脳が老化」する前に知っておきたいこと

元気で賢い子を育てたいなら
　　　　　　　　子どもがぐっすり眠れる部屋を作りなさい

リノベーションでかなえるカッコよくすっきり暮らせる家
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クックパッドの絶品マヨネーズレシピ 　 　 　宝島社      596     /ｸ

激せまキッチンで楽ウマごはん 　 　草野 かおる∥著 　ぴあ      596     /ｸ

リュウジ式悪魔のレシピ 　 　リュウジ∥著 　ライツ社      596     /ﾘ

テリーヌとパテの本 　 　サルボ恭子∥[著] 　枻出版社      596.2   /ｻ

北海道おいしいそばの店 　続 　梅村 敦子∥著 　北海道新聞社      596.3   /ｳ

野菜だけ? 　 　大谷 ゆみこ∥著 　メタ・ブレーン      596.3   /ｵ

老けない体をつくる!野菜まるごと使い切りスープ 　
　平野 信子
∥記事監修 　文友舎      596.3   /ﾌ

野菜だけ? 　続 　ゆみこ∥著 　メタ・ブレーン      596.3   /ﾕ

まいにち食べたいヴィーガンスイーツ 　 　今井 ようこ∥著 　立東舎      596.6   /ｲ

安心素材で太らないおいしすぎる糖質オフスイーツ 　 　石橋 かおり∥著 　KADOKAWA      596.6   /ｲ

志麻さんの気軽に作れる極上おやつ 　 　志麻∥著 　マガジンハウス      596.6   /ｼ

一〇〇歳が聞く一〇〇歳の話 　
　日野原 重明
∥聞き手 　実業之日本社      720.2   /ﾋ

ものは言いよう 　
　ヨシタケ シンスケ
∥著 　白泉社      726.6   /ﾖ

漢字のくずし方ハンドブック 　 　浅倉 龍雲∥編 　日貿出版社      728.4   /ｶ

不良役者 　 　梅宮 辰夫∥著 　双葉社      778.2   /ｳ

日本懐かし特撮ヒーロー大全 　 　堤 哲哉∥著 　辰巳出版      778.8   /ﾂ

筋肉の科学知識 　 　 　ニュートンプレス      780.1   /ｷ

で、オリンピックやめませんか? 　 　天野 恵一∥編 　亜紀書房      780.6   /ﾃﾞ

北海道コンサドーレ札幌ニュースファイル 　2019
　北海道新聞社
∥編著 　北海道新聞社      783.4   /ﾎ

ありがとう田中賢介! 　 　北海道新聞社∥編 　北海道新聞社      783.7   /ｱ

ファイターズオフィシャルグラフィックス 　2019 　北海道新聞社∥編 　北海道新聞社      783.7   /ﾌ

写真で学ぶキャスティング 　 　小西 勝美∥著 　北海道新聞社      787.1   /ｺ

　羽生 善治∥監修
　メイツユニバーサル
コンテンツ      796     /ﾊ

世界一ラクにスラスラ書ける文章講座 　 　山口 拓朗∥著 　かんき出版      816     /ﾔ

綾子さんありがとう 　 　森重 ツル子∥編 　キリスト新聞社      910.2   /ｱ

にれかめる 　 　鈴木 牛後∥著
　角川文化振興
財団      911.3   /ｽ

ノッキンオン・ロックドドア 　2 　青崎 有吾∥著 　徳間書店      913.6   /ｱ

大名倒産 　上 　浅田 次郎∥著 　文藝春秋      913.6   /ｱ

大名倒産 　下 　浅田 次郎∥著 　文藝春秋      913.6   /ｱ

あたしたち、海へ 　 　井上 荒野∥著 　新潮社      913.6   /ｲ

清く貧しく美しく 　 　石田 衣良∥著 　新潮社      913.6   /ｲ

紙鑑定士の事件ファイル 　 　歌田 年∥著 　宝島社      913.6   /ｳ

梅と水仙 　 　植松 三十里∥著 　PHP研究所      913.6   /ｳ

歩道橋シネマ 　 　恩田 陸∥著 　新潮社      913.6   /ｵ

暗約領域 　 　大沢 在昌∥著 　光文社      913.6   /ｵ

世界が僕らを嫌っても 　 　片山 恭一∥著 　河出書房新社      913.6   /ｶ

羽生善治の実戦詰将棋戦術眼を極める超難問100選
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チンギス紀 　6 　北方 謙三∥著 　集英社      913.6   /ｷ

首 　 　北野 武∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｷ

深淵の怪物 　 　木江 恭∥著 　双葉社      913.6   /ｷ

オカシナ記念病院 　 　久坂部 羊∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｸ

桃源 　 　黒川 博行∥著 　集英社      913.6   /ｸ

抵抗都市 　 　佐々木 譲∥著 　集英社      913.6   /ｻ

山岳捜査 　 　笹本 稜平∥著 　小学館      913.6   /ｻ

せき越えぬ 　 　西條 奈加∥著 　新潮社      913.6   /ｻ

稚児桜 　 　澤田 瞳子∥著 　淡交社      913.6   /ｻ

男はつらいよ お帰り寅さん 　
　山田 洋次
∥原作　脚本 　講談社      913.6   /ｼ

花咲小路一丁目の髪結いの亭主 　 　小路 幸也∥著 　ポプラ社      913.6   /ｼ

地面師たち 　 　新庄 耕∥著 　集英社      913.6   /ｼ

犯人は、あなたです 　 　新堂 冬樹∥著 　河出書房新社      913.6   /ｼ

荒城に白百合ありて 　 　須賀 しのぶ∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｽ

大天使はミモザの香り 　 　高野 史緒∥著 　講談社      913.6   /ﾀ

卍どもえ 　 　辻原 登∥著 　中央公論新社      913.6   /ﾂ

『蟹工船』消された文字 　 　戸田 輝夫∥著 　高文研      913.6   /ﾄ

インタビューズ 　 　堂場 瞬一∥著 　河出書房新社      913.6   /ﾄﾞ

沃野の刑事 　 　堂場 瞬一∥著 　講談社      913.6   /ﾄﾞ

勿忘草の咲く町で 　 　夏川 草介∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾅ

騒がしい楽園 　 　中山 七里∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ﾅ

キッドの運命 　 　中島 京子∥著 　集英社      913.6   /ﾅ

舞鶴の海を愛した男 　 　西村 京太郎∥[著] 　徳間書店      913.6   /ﾆ

十津川警部仙山線<秘境駅>の少女 　 　西村 京太郎∥著 　小学館      913.6   /ﾆ

瓦礫の死角 　 　西村 賢太∥著 　講談社      913.6   /ﾆ

まずはこれ食べて 　 　原田 ひ香∥著 　双葉社      913.6   /ﾊ

わが殿 　上 　畠中 恵∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾊ

わが殿 　下 　畠中 恵∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾊ

魔法使いと最後の事件 　 　東川 篤哉∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾋ

背中の蜘蛛 　 　誉田 哲也∥著 　双葉社      913.6   /ﾎ

黒武御神火御殿 　 　宮部 みゆき∥著 　毎日新聞出版      913.6   /ﾐ

別れの季節 　 　諸田 玲子∥著 　新潮社      913.6   /ﾓ

ぷくぷく 　 　森沢 明夫∥著 　小学館      913.6   /ﾓ

リボンの男 　 　山崎 ナオコーラ∥著 　河出書房新社      913.6   /ﾔ

老人初心者の覚悟 　 　阿川 佐和子∥著 　中央公論新社      914.6   /ｱ

聡乃学習(サトスナワチワザヲナラウ) 　 　小林 聡美∥著 　幻冬舎      914.6   /ｺ
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気がつけば、終着駅 　 　佐藤 愛子∥著 　中央公論新社      914.6   /ｻ

南の島に夢を描いて 　 　川口 孝太郎∥著 　北海道新聞社      916     /ｶ

息吹 　 　テッド　チャン∥著 　早川書房      933.7   /ﾁ

　三石 巌∥著 　祥伝社 B    490.4   /ﾐ

毒 　 　船山 信次∥著 　PHP研究所 B    491.5   /ﾌ

珈琲店タレーランの事件簿 　3 　岡崎 琢磨∥著 　宝島社 B    913.6  /ｵ

黄昏の岸暁の天(そら) 　 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

華胥の幽夢(ゆめ) 　 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

月の影影の海 　上 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

月の影影の海 　下 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

図南の翼 　 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

東の海神西の滄海 　 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月 　1 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月 　2 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月 　3 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月 　4 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

風の海迷宮の岸 　 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

風の万里黎明の空 　上 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

風の万里黎明の空 　下 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

魔性の子 　 　小野 不由美∥著 　新潮社 B    913.6  /ｵ

ソードアート・オンライン 　23 　川原 礫∥[著] 　KADOKAWA B    913.6   /ｶ

　志駕 晃∥著 　宝島社 B    913.6   /ｼ

鯖猫長屋ふしぎ草紙 　3 　田牧 大和∥著 　PHP研究所 B    913.6   /ﾀ

まさかまさか 　 　野口 卓∥著 　集英社 B    913.6   /ﾉ

草紙屋薬楽堂ふしぎ始末 　[3] 　平谷 美樹∥著 　大和書房 B    913.6   /ﾋ

令和2年1月31日　№99　浦幌町立図書館新着図書情報　（12・1月受入分） ＜児童書＞

書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

個性ハッケン! 　1 　田沼 茂紀∥監修 　ポプラ社      141     /ｺ

個性ハッケン! 　2 　田沼 茂紀∥監修 　ポプラ社      141     /ｺ

個性ハッケン! 　3 　田沼 茂紀∥監修 　ポプラ社      141     /ｺ

個性ハッケン! 　4 　田沼 茂紀∥監修 　ポプラ社      141     /ｺ

個性ハッケン! 　5 　田沼 茂紀∥監修 　ポプラ社      141     /ｺ

卒業しよう!めんどくさがり 　 　名越 康文∥監修 　日本図書センター      141     /ｿ

医学常識はウソだらけ　　　　一問一答編

スマホを落としただけなのに 戦慄するメガロポリス
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もうふりまわされない!怒り・イライラ 　 　名越 康文∥監修 　日本図書センター      141     /ﾓ

生きかたルールブック 　 　齋藤 孝∥監修 　日本図書センター      159     /ｲ

きみを変える50の名言 　 　佐久間 博∥文 　汐文社      159     /ｻ

きみを変える50の名言 　 　佐久間 博∥文 　汐文社      159     /ｻ

きみを変える50の名言 　 　佐久間 博∥文 　汐文社      159     /ｻ

よのなかルールブック 　 　高濱 正伸∥監修 　日本図書センター      159     /ﾖ

明智光秀 　
　小和田 哲男
∥監修 　小学館      289     /ｱ

10歳から知っておきたいお金の心得 　 　八木 陽子∥監修 　えほんの杜      330     /ｼﾞ

すっきり解決!人見知り 　 　名越 康文∥監修 　日本図書センター      361     /ｽ

フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ 　 　森 達也∥著 　ミツイパブリッシング      361     /ﾓ

もうモヤモヤしない!気もちの伝え方 　 　名越 康文∥監修 　日本図書センター      361     /ﾓ

ボランティアをやりたい! 　 　さだ まさし∥編 　岩波書店      369    /ﾎﾞ

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 　1 　小川 誠∥共著 　少年写真新聞社      407     /ﾊ

博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう 　2 　小川 誠∥共著 　少年写真新聞社      407     /ﾊ

地図で見る日本の地震 　 　山川 徹∥文 　偕成社      453     /ﾔ

カブト&クワガタ 　 　 　講談社      486     /ｶ

カブトムシ・クワガタムシ 　 　海野 和男∥監修 　ポプラ社      486     /ｶ

発達障害 　 　平岩 幹男∥著 　岩波書店      493     /ﾋ

トミカコレクション 　2020 　 　ポプラ社      507     /ﾄ

プラレールコレクション 　2020 　 　ポプラ社      507     /ﾌﾟ

おしゃカワ!はじめてのインテリアBOOK 　
　ときめきルーム
研究会∥監修 　成美堂出版      597     /ｵ

世界に誇る日本の世界遺産 　1 　西村 幸夫∥監修 　ポプラ社      709     /ｾ

世界に誇る日本の世界遺産 　2 　西村 幸夫∥監修 　ポプラ社      709     /ｾ

世界に誇る日本の世界遺産 　3 　西村 幸夫∥監修 　ポプラ社      709     /ｾ

世界に誇る日本の世界遺産 　4 　西村 幸夫∥監修 　ポプラ社      709     /ｾ

世界に誇る日本の世界遺産 　5 　西村 幸夫∥監修 　ポプラ社      709     /ｾ

世界に誇る日本の世界遺産 　6 　西村 幸夫∥監修 　ポプラ社      709     /ｾ

世界に誇る日本の世界遺産 　7 　西村 幸夫∥監修 　ポプラ社      709     /ｾ

世界に誇る日本の世界遺産 　8 　西村 幸夫∥監修 　ポプラ社      709     /ｾ

世界に誇る日本の世界遺産 　9 　西村 幸夫∥監修 　ポプラ社      709     /ｾ

ガールズクラフトBOOK 　 　はっとり みどり∥著 　日東書院本社      750     /ﾊ

ものがたり日本音楽史 　 　徳丸 吉彦∥著 　岩波書店      762     /ﾄ

オリンピック大事典 　 　和田 浩一∥監修 　金の星社      780     /ｵ

パラリンピック大事典 　 　和田 浩一∥監修 　金の星社      780    /ﾊﾟ

　西村 敏雄∥[著] 　偕成社      814     /ﾆ

英語、苦手かも…?と思ったときに読む本 　
　デイビッド
セイン∥著 　河出書房新社      830     /ｾ

もじもじさんのことば劇場　　　　　　　オノマトペの巻
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5分後に意外な結末ex 　 　桃戸 ハル∥編著 　学研プラス      908     /ｺﾞ

清少納言と紫式部 　 　福家 俊幸∥監修 　小学館      910     /ｾ

俳句を楽しむ 　 　佐藤 郁良∥著 　岩波書店      911     /ｻ

歌姫フィニーと魔法の水晶 　
　あんびる やすこ
∥作　絵 　講談社      913     /ｱ

X-01 　3 　あさの あつこ∥[著] 　講談社      913     /ｱ

虹いろ図書館のへびおとこ 　 　櫻井 とりお∥著 　河出書房新社      913     /ｻ

竹取物語 　 　越水 利江子∥文 　学研プラス      913     /ﾀ

里見八犬伝 　 　曲亭 馬琴∥原作 　学研プラス      913     /ﾀ

走れメロス 　 　太宰 治∥原作 　学研プラス      913     /ﾀﾞ

おとのさま、にんじゃになる 　
　中川 ひろたか
∥作 　佼成出版社      913     /ﾅ

怪談5分間の恐怖 心霊写真は語る 　 　中村 まさみ∥著 　金の星社      913     /ﾅ

手ぶくろを買いに/ごんぎつね 　 　新美 南吉∥作 　学研プラス      913     /ﾆ

かいけつゾロリスターたんじょう 　 　原 ゆたか∥さく　え 　ポプラ社      913     /ﾊ

意味が分かると慄く話 　 　藤白 圭∥著 　河出書房新社      913     /ﾌ

平家物語 　 　弦川 琢司∥文 　学研プラス      913     /ﾍ

銀河鉄道の夜 　 　宮沢 賢治∥原作 　学研プラス      913     /ﾐ

七不思議神社 　[2] 　緑川 聖司∥作 　あかね書房      913     /ﾐ

家庭科室の日曜日 　 　村上 しいこ∥作 　講談社      913     /ﾑ

がっこうかっぱのおひっこし 　 　山本 悦子∥作 　童心社      913     /ﾔ

戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり 　 　日野原 重明∥著 　小学館      916     /ﾋ

アナと雪の女王2 　
　ウォルト　ディズニー
　カンパニー∥原作 　偕成社      933     /ｱ

北の海の冒険者 　
　メアリー　ポープ
オズボーン∥著 　KADOKAWA      933     /ｵ

あかちゃんまんとオーロラのこうま 　
　やなせ たかし
∥原作 　フレーベル館      E       /ｱ

アンパンマンとバイキンてつのほし 　
　やなせ たかし
∥原作 　フレーベル館      E       /ｱ

アナと雪の女王 オラフとしろくまくん 　 　講談社∥編 　講談社      E       /ｱ

もぐらのほったふかい井戸 　 　安房 直子∥作 　金の星社      E       /ｲ

はやくちまちしょうてんがいはやくちはやあるきたいかい 　 　林 木林∥作 　偕成社      E       /ｳ

映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ 　 　俵 ゆり∥構成　文 　講談社      E       /ｴ

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

みんなともだち 　 　二宮 由紀子∥さく 　教育画劇      E       /ｶ

あかにんじゃ 　 　穂村 弘∥作 　岩崎書店      E       /ｷ

ぜったいにおしちゃダメ? 　 　ビル　コッター∥さく 　サンクチュアリ出版      E       /ｺ

べべべんべんとう 　
　さいとう しのぶ
∥作 絵 　教育画劇      E       /ｻ

ももちゃん 　
　さとう めぐみ
∥作　絵 　PHP研究所      E       /ｻ

10にんのせんにん 　 　佐々木 マキ∥[作] 　フレーベル館      E       /ｻ

ししにゃいとおしょうがつ 　 　澤野 秋文∥さく 　世界文化社      E       /ｻ
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いらっしゃい 　
　せな けいこ
∥さく　え 　童心社      E       /ｾ

みならいサンタ 　 　そのだ えり∥作 　文溪堂      E       /ｿ

ゆきのけっしょう 　
　武田 康男
∥監修　写真 　岩崎書店      E       /ﾀ

イカリメーター 　 　とうやま そうた∥さく 　文芸社      E       /ﾂ

トイ・ストーリー 　 　 　講談社      E       /ﾄ

トイ・ストーリー2 　 　 　講談社      E       /ﾄ

トイ・ストーリー3 　 　 　講談社      E       /ﾄ

いっぴきぐらしのジュリアン 　
　ジョー　トッド‐
スタントン∥作 　岩崎書店      E       /ﾄ

トイ・ストーリー4 　 　講談社∥編 　講談社      E       /ﾄ

10ぴきのかえる 　 　間所 ひさこ∥さく 　PHP研究所      E       /ﾅ

ぎろろんやまと10ぴきのかえる 　 　間所 ひさこ∥さく 　PHP研究所      E       /ﾅ

　のぶみ∥さく 　講談社      E       /ﾉ

まほうのかさ 　 　小沢 正∥文 　教育画劇      E       /ﾊ

しりとりあいうえお 　 　石津 ちひろ∥文 　偕成社      E       /ﾊ

しましまかしてください 　 　林 なつこ∥作 　教育画劇      E       /ﾊ

クリスマスおめでとう 　 　ひぐち みちこ∥作 　こぐま社      E       /ﾋ

りんごがひとつ 　
　ふくだ すぐる
∥作　絵 　岩崎書店      E       /ﾌ

おべんとうさんいただきます 　 　堀川 真∥作 絵 　教育画劇      E       /ﾎ

やきいもとおにぎり 　
　みやにし たつや
∥作絵 　鈴木出版      E       /ﾐ

いちばんしあわせなおくりもの 　 　宮野 聡子∥作　絵 　教育画劇      E       /ﾐ

まっくらなよるのムー 　
　むらかみ ひとみ
∥さく

　イマジネイション・
プラス      E       /ﾑ

オラフありがとうのえほん 　
　コリン　ホーステン
∥文 　講談社      E       /ﾓ

ふきだしくん 　 　山口 哲司∥さく　え 　出版ワークス      E       /ﾔ

おばけのきもだめし 　 　内田 麟太郎∥文 　岩崎書店      E       /ﾔ

わたしのわごむはわたさない 　
　ヨシタケ シンスケ
∥作　絵 　PHP研究所      E       /ﾖ

なんだろうなんだろう 　
　ヨシタケ シンスケ
∥著 　光村図書出版      E       /ﾖ

パパのしごとはわるものです 　 　板橋 雅弘∥作 　岩崎書店      E       /ﾖ

ぼく、仮面ライダーになる!　　　　　　　　　　　ゼロワン編　　
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