
＜一般書＞

書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

今すぐ使えるかんたんはがき名簿宛名ラベル 　 　AYURA∥著 　技術評論社      007.6   /ｲ

macOS Catalinaパーフェクトマニュアル 　 　井村 克也∥著 　ソーテック社      007.6   /ｲ

はじめてのMacパーフェクトガイド 　2020 　 　スタンダーズ      007.6   /ﾊ

本を読めなくなった人のための読書論 　 　若松 英輔∥著 　亜紀書房      019     /ﾜ

奇跡の本屋をつくりたい 　 　久住 邦晴∥著 　ミシマ社      024.0   /ｸ

子どもの頃から哲学者 　 　苫野 一徳∥著 　大和書房      104     /ﾄ

夫のトリセツ 　 　黒川 伊保子∥[著] 　講談社      143.6   /ｸ

愛 　 　苫野 一徳∥著 　講談社      158     /ﾄ

自分という木の育て方 　 　石村 由起子∥著 　平凡社      159     /ｲ

泣いて笑って、生きていく 　 　けん三∥著 　北海道新聞社      159     /ｹ

医者だからわかった「三途の川の渡り方」教室 　 　中島 宏昭∥著 　幻冬舎      159     /ﾅ

難行苦行の<絵描き遍路>をやってみた 　 　イマイ カツミ∥著 　寿郎社      186.9   /ｲ

世界宗教の条件とは何か 　 　佐藤 優∥著 　潮出版社      188.9   /ｻ

日本人のための第一次世界大戦史 　 　板谷 敏彦∥著 　毎日新聞出版      209.7   /ｲ

横路孝弘 民主リベラルの旗の下で 　 　横路 孝弘∥著 　北海道新聞社      289.1   /ﾖ

冬の北海道 　[2019] 　 　昭文社      291.1   /ﾌ

北海道の氷雪絶景 　 　 　昭文社      291.1   /ﾎ

北海道の山と谷 　3 　山と谷作成会議∥著
　北海道出版
企画センター(発売)      291.1   /ﾎ

松浦武四郎の釧路・根室・知床探査記 　 　松浦 武四郎∥[著]
　北海道出版
企画センター      291.1   /ﾏ

るるぶ冬の北海道 　'20 　 　JTBパブリッシング      291.1   /ﾙ

長谷川慶太郎の大局を読む 　2020 　長谷川 慶太郎∥著 　李白社      304     /ﾊ

イギリスの失敗 　 　岡部 伸∥著 　PHP研究所      312.3   /ｵ

天皇と神道の政治利用 　 　思索者21∥著 　花伝社      313.6   /ﾃ

独裁者はこんな本を書いていた 　上 　ダニエル　カルダー∥著 　原書房      313.8   /ｶ

独裁者はこんな本を書いていた 　下 　ダニエル　カルダー∥著 　原書房      313.8   /ｶ 

9条改憲 　 　清水 雅彦∥著 　高文研      323.1   /ｼ

集中講義不動産登記法 　 　齋藤 隆夫∥著 　成文堂      324.8   /ｻ

先輩がやさしく教えるセキュリティの知識と実務 　 　橋本 和則∥著 　翔泳社      336.5   /ﾊ

拓銀敗戦の記録 　 　北海道新聞社∥編 　北海道新聞社      338.6   /ﾀ

　山本 宏∥監修 　技術評論社      345.3   /ｱ

「絆」を築くケア技法ユマニチュード 　 　大島 寿美子∥著 　誠文堂新光社      369.2   /ｵ

　斎藤 道雄∥著 　黎明書房      369.2   /ｻ

自衛隊防災BOOK 　2 　マガジンハウス∥編集 　マガジンハウス      369.3   /ｼﾞ

平井信行の気象・防災情報の見方と使い方 　 　平井 信行∥著 　第一法規      369.3   /ﾋ
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椅子に座ってできるシニアの1,2分間筋トレ×脳トレ体操51
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勉強するのは何のため? 　 　苫野 一徳∥著 　日本評論社      371.1   /ﾄ

登校しぶり・不登校の子に親ができること 　 　下島 かほる∥監修 　講談社      371.4   /ﾄ

ほんとうの道徳 　 　苫野 一徳∥著 　トランスビュー      371.6   /ﾄ

　ストリートスマート∥著 　インプレス      374.3   /ﾃﾞ

アスペルガー・ADHD発達障害シーン別解決ブック 　 　司馬 理英子∥著 　主婦の友社      378     /ｼ

理科の謎、きちんと説明できますか? 　 　左巻 健男∥監修 　PHP研究所      404     /ﾘ

ニュース・天気予報がよくわかる気象キーワード事典 　 　筆保 弘徳∥編著 　ベレ出版      451     /ﾆ

日本列島2500万年史 　 　木村 学∥監修 　洋泉社      455.1   /ﾆ

犬が殺される 　 　森 映子∥著 　同時代社      480.7   /ﾓ

羆の実像 　 　門崎 允昭∥著
　北海道出版
企画センター      489.5   /ｶ

医学一般 　 　
　全国社会福祉
協議会      490     /ｲ

医者の本音 　 　中山 祐次郎∥著 　SBクリエイティブ      490.1   /ﾅ

ホスピスナースが胸を熱くしたいのちの物語 　
　ラプレツィオーサ伸子
∥著 　青春出版社      490.1   /ﾗ

“意識高い系”がハマる「ニセ医学」が危ない! 　 　桑満 おさむ∥著 　育鵬社      490.4   /ｸ

「いのち」の現場でとまどう 　 　徳永 進∥著 　岩波書店      490.4   /ﾄ

爆発する歯、鼻から尿 　 　トマス　モリス∥著 　柏書房      490.4   /ﾓ

カラダを考える東洋医学 　 　伊藤 剛∥著 　朝日新聞出版      490.9   /ｲ

実践子どもの漢方 　 　黒木 春郎∥著 　日本医事新報社      490.9   /ｸ

イラストで理解するかみくだき薬理学 　 　町谷 安紀∥著 　南山堂      491.5   /ﾏ

ウルトラ図解パーソナリティ障害 　 　林 直樹∥監修 　法研      493.7   /ｳ

よくわかる女性のアスペルガー症候群 　 　司馬 理英子∥著 　主婦の友社      493.7   /ｼ

家族のための統合失調症入門 　 　白石 弘巳∥著 　河出書房新社      493.7   /ｼ

HSPとうつ自己肯定感を取り戻す方法 　 　高田 明和∥著 　廣済堂出版      493.7   /ﾀ

脳卒中の再発を防ぐ本 　 　平野 照之∥監修 　講談社      493.7   /ﾉ

　原田 賢∥[著]
　ディスカヴァー・
トゥエンティワン      493.7   /ﾊ

精神科の薬がわかる本 　 　姫井 昭男∥著 　医学書院      493.7   /ﾋ

よくわかる心のセルフケア 　 　貝谷 久宣∥監修 　主婦の友社      493.7   /ﾖ

抗HIV/エイズ薬の考え方、使い方、そして飲み方 　 　岩田 健太郎∥著 　中外医学社      493.8   /ｲ

目で見る感染症 　 　原永 修作∥編 　羊土社      493.8   /ﾒ

「Dr.カキゾエ黄門」漫遊記 　 　垣添 忠生∥著 　朝日新聞出版      494.5   /ｶ

自分で治す!外反母趾 　 　笠原 巖∥著 　自由国民社      494.7   /ｶ

いつもやってくる、殺したくなる自分にサヨナラ 　 　森井 恵子∥著
　ヴォイス出版
事業部      495.1   /ﾓ

基礎からわかる妊婦・授乳婦のくすりと服薬指導 　 　山中 美智子∥編著 　ナツメ社      495.6   /ﾔ

それって本当に口内炎?知っておきたい舌がん 　 　柴原 孝彦∥監修 　扶桑社      496.8   /ｿ

あなたの主治医が名医に変わる本 　 　佐藤 綾子∥著 　マキノ出版      498.0   /ｻ

心と体がらくになる自律神経の整え方 　 　柿澤 健太郎∥著 　彩図社      498.3   /ｶ

できるGoogle for Educationクラウド学習ツール実践ガイド

忙しいビジネスパーソンのための自律神経整え方BOOK
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　小林 弘幸∥著 　宝島社      498.3   /ｺ

馬油の力 　 　福辻 鋭記∥監修 　内外出版社      498.3   /ﾊﾞ

腸活×菌活レシピ100 　 　田和 璃佳∥執筆 　徳間書店      498.5   /ﾀ

ビジネスパーソンのための折れないメンタルのつくり方 　 　相場 聖∥[著]
　ディスカヴァー・
トゥエンティワン      498.8   /ｱ

会社や仕事につぶされない働き方・休み方 　 　茅嶋 康太郎∥著 　すばる舎      498.8   /ｶ

くすりの事典 　2020年版 　片山 志郎∥監修 　成美堂出版      499.1   /ｸ

本当に効く薬の飲み方・使い方 　 　加藤 哲太∥監修 　実業之日本社      499.1   /ﾎ

海洋プラスチック汚染 　 　中嶋 亮太∥著 　岩波書店      519.4   /ﾅ

鈑金・塗装 　 　NATS∥[編]
　スタジオタック
クリエイティブ      537.7   /ﾊﾞ

最新電子部品業界大研究 　 　南 龍太∥著 　産学社      549.0   /ﾐ

　梅田 悟司∥著 　サンマーク出版      590.4   /ｳ

づんの家計簿決定版 　 　づん∥著 　ぴあ      591.8   /ｽﾞ

クリスマスのハンドメイドBOOK 　 　 　ブティック社      594     /ｸ

はじめて作る加賀ゆびぬき 　 　木原 小夜∥[著] 　ブティック社      594.5   /ｷ

フェルトで作る大人の花101 　 　PieniSieni∥[著] 　ブティック社      594.9   /ﾋﾟ

最速でバレずに気になる薄毛をカバーする 　 　宮本 洋平∥著 　すばる舎リンケージ      595.4   /ﾐ

おかずがいらないごっついスープ 　 　きじま りゅうた∥著 　家の光協会      596     /ｷ

塩麴・甘酒・キムチで作る小鍋 　 　武蔵 裕子∥著 　新星出版社      596     /ﾑ

　 　扶桑社      596     /ﾚ

悪魔のレシピ 　 　ロー　タチバナ∥[著] 　枻出版社      596     /ﾛ

からあげパーフェクトブック 　2020
　日本唐揚協会
∥監修

　からあげパーフェクト
ブック2020
製作委員会      596.3   /ｶ

野菜がおいしすぎる作りおき 　 　中井 エリカ∥著
　エムディエヌ
コーポレーション      596.3   /ﾅ

イケア・無印良品・ニトリでずっとすっきり!収納 　 　 　学研プラス      597.5   /ｲ

もっともっと知りたい無印良品の収納 　 　本多 さおり∥著 　KADOKAWA      597.5   /ﾎ

料理人にできること 　 　深谷 宏治∥著 　柴田書店      601.1   /ﾌ

基礎からわかるおいしいブドウ栽培 　 　小林 和司∥著
　農山漁村文化
協会      625.6   /ｺ

必死すぎるネコ　　前後不覚篇 　沖 昌之∥著 　辰巳出版      645.7   /ｵ

はじめての「ポイ活」応援BOOK 　
　「ポイ活」スタート
研究会∥著 　KADOKAWA      673.3   /ﾊ

メルカリの便利帖 　 　 　晋遊舎      673.3   /ﾒ

北海道の鉄路 　 　星 良助∥著 　北海道新聞社      686.2   /ﾎ

日本懐かし航空大全 　 　谷川 一巳∥著 　辰巳出版      687.2   /ﾀ

サイクルツーリズムの進め方 　 　藤本 芳一∥著 　学芸出版社      689.4   /ｻ

5人目の旅人たち 　 　広田 すみれ∥著
　慶應義塾大学
出版会      699.6   /ﾋ

いちからわかる円山応挙 　 　岡田 秀之∥著 　新潮社      721.6   /ｵ

しずくちゃん 　33 　ぎぼ りつこ∥作　絵 　岩崎書店      726.1   /ｷﾞ

医者が考案した!自律神経も人生も整う片づけの法則

やってもやっても終わらない名もなき家事に名前をつけたら
その多さに驚いた。

連続テレビ小説なつぞら なつが食べてたおいしいレシピ
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ゴールデンカムイ 　19 　野田 サトル∥著 　集英社      726.1   /ﾉ

世界一かわいいエゾモモンガ 　 　進 啓士郎∥写真
　パイインター
ナショナル      748     /ｼ

世界の人と楽しむ折り紙 　 　山梨 明子∥編著 　日貿出版社      754.9   /ｾ

自然に・自由に・手足が動く!“ドラム脳”のつくり方 　 　小宮 勝昭∥著 　リットーミュージック      763.8   /ｺ

嵐という生き方 　
　ARASHIウォッチャー
編集部∥編 　辰巳出版      767.8   /ｱ

萩原健一 　 　 　河出書房新社      767.8   /ﾊ

Stage For～ 　 　堀 ちえみ∥著 　扶桑社      767.8   /ﾎ

内田裕也、スクリーン上のロックンロール 　 　内田 裕也∥著 　キネマ旬報社      778.2   /ｳ

漫画映画漂流記 　 　小田部 羊一∥著 　講談社      778.7   /ｺ

連続テレビ小説なつぞらコンプリートファンブック 　 　
　ぴあ株式会社
関西支社      778.8   /ﾚ

B' 　2019-20 　 　朝日新聞出版      783.1   /ﾋﾞ

栗山ノート 　 　栗山 英樹∥著 　光文社      783.7   /ｸ

　藤田 浩子∥編著 　一声社      798     /ﾌ

愛のまなざし 　
　石井 一弘
∥写真　文 　中西出版      910.2   /ｲ

人を乞う 　 　あさの あつこ∥著 　祥伝社      913.6   /ｱ

地に滾る 　 　あさの あつこ∥著 　祥伝社      913.6   /ｱ

オーガ<ニ>ズム 　 　阿部 和重∥著 　文藝春秋      913.6   /ｱ

十三の海鳴り 　 　安部 龍太郎∥著 　集英社      913.6   /ｱ

私の家 　 　青山 七恵∥著 　集英社      913.6   /ｱ

いもうと 　 　赤川 次郎∥著 　新潮社      913.6   /ｱ

グッドバイ 　 　朝井 まかて∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ｱ

どうしても生きてる 　 　朝井 リョウ∥著 　幻冬舎      913.6   /ｱ

不審者 　 　伊岡 瞬∥著 　集英社      913.6   /ｲ

潮待ちの宿 　 　伊東 潤∥著 　文藝春秋      913.6   /ｲ

明日の僕に風が吹く 　 　乾 ルカ∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｲ

湘南夫人 　 　石原 慎太郎∥著 　講談社      913.6   /ｲ

かか 　 　宇佐見 りん∥著 　河出書房新社      913.6   /ｳ

本意に非ず 　 　上田 秀人∥著 　文藝春秋      913.6   /ｳ

最果ての決闘者 　 　逢坂 剛∥著 　中央公論新社      913.6   /ｵ

祝祭と予感 　 　恩田 陸∥著 　幻冬舎      913.6   /ｵ

ライオンのおやつ 　 　小川 糸∥著 　ポプラ社      913.6   /ｵ

小箱 　 　小川 洋子∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ｵ

約束された移動 　 　小川 洋子∥著 　河出書房新社      913.6   /ｵ

縁 　 　小野寺 史宜∥著 　講談社      913.6   /ｵ

彼方のゴールド 　 　大崎 梢∥著 　文藝春秋      913.6   /ｵ

菊花の仇討ち 　 　梶 よう子∥著 　文藝春秋      913.6   /ｶ

藤田浩子の新聞紙・牛乳パック・おりがみでおはなし

－4－



賞金稼ぎスリーサム! 　 　川瀬 七緒∥著 　小学館      913.6   /ｶ

定価のない本 　 　門井 慶喜∥著 　東京創元社      913.6   /ｶ

純、文学 　 　北野 武∥著 　河出書房新社      913.6   /ｷ

スワン 　 　呉 勝浩∥著 　KADOKAWA      913.6   /ｺﾞ

昭和40年男 　 　佐川 光晴∥著 　ホーム社      913.6   /ｻ

名残の花 　 　澤田 瞳子∥著 　新潮社      913.6   /ｻ

あの日に帰りたい 　 　小路 幸也∥著 　中央公論新社      913.6   /ｼ

マイ・ディア・ポリスマン 　 　小路 幸也∥著 　祥伝社      913.6   /ｼ

夏服を着た恋人たち 　 　小路 幸也∥著 　祥伝社      913.6   /ｼ

夜はおしまい 　 　島本 理生∥著 　講談社      913.6   /ｼ

ノワールをまとう女 　 　神護 かずみ∥著 　講談社      913.6   /ｼﾞ

まほり 　 　高田 大介∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾀ

ゆゆのつづき 　 　高楼 方子∥著 　理論社      913.6   /ﾀ

セバット・ソング 　 　谷村 志穂∥著 　潮出版社      913.6   /ﾀ

ツナグ 　 　辻村 深月∥著 　新潮社      913.6   /ﾂ

巡礼の家 　 　天童 荒太∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾃ

改良 　 　遠野 遙∥著 　河出書房新社      913.6   /ﾄ

奔る男 　 　堂場 瞬一∥著 　中央公論新社      913.6   /ﾄﾞ

死にゆく者の祈り 　 　中山 七里∥著 　新潮社      913.6   /ﾅ

人面瘡探偵 　 　中山 七里∥著 　小学館      913.6   /ﾅ

目を見て話せない 　 　似鳥 鶏∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾆ

阪急電鉄殺人事件 　 　西村 京太郎∥著 　祥伝社      913.6   /ﾆ

飯田線・愛と殺人と 　 　西村 京太郎∥著 　光文社      913.6   /ﾆ

鉄の楽園 　 　楡 周平∥著 　新潮社      913.6   /ﾆ

タスキメシ-箱根- 　 　額賀 澪∥著 　小学館      913.6   /ﾇ

猫をおくる 　 　野中 柊∥[著] 　新潮社      913.6   /ﾉ

星と龍 　 　葉室 麟∥著 　朝日新聞出版      913.6   /ﾊ

風神雷神 　上 　原田 マハ∥著 　PHP研究所      913.6   /ﾊ 

風神雷神 　下 　原田 マハ∥著 　PHP研究所      913.6   /ﾊ 

小さな場所 　 　東山 彰良∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾋ

読書実録 　 　保坂 和志∥著 　河出書房新社      913.6   /ﾎ

ショパンゾンビ・コンテスタント 　 　町屋 良平∥著 　新潮社      913.6   /ﾏ

記憶の盆をどり 　 　町田 康∥著 　講談社      913.6   /ﾏ

人間 　 　又吉 直樹∥著 　毎日新聞出版      913.6   /ﾏ

スカーレット 　上 　水橋 文美江∥作 　ブックマン社      913.6   /ﾐ

カエルの小指 　 　道尾 秀介∥著 　講談社      913.6   /ﾐ
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また明日 　 　群 ようこ∥著 　幻冬舎      913.6   /ﾑ

生命式 　 　村田 沙耶香∥著 　河出書房新社      913.6   /ﾑ

ファーストクラッシュ 　 　山田 詠美∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾔ

みちづれの猫 　 　唯川 恵∥著 　集英社      913.6   /ﾕ

アンジュと頭獅王 　 　吉田 修一∥著 　小学館      913.6   /ﾖ

逃亡小説集 　 　吉田 修一∥著 　KADOKAWA      913.6   /ﾖ

Iの悲劇 　 　米澤 穂信∥著 　文藝春秋      913.6   /ﾖ

倒れるときは前のめり 　ふたたび 　有川 ひろ∥著 　KADOKAWA      914.6   /ｱ 

遙かなる希望の島 　 　磯田 憲一∥著 　亜璃西社      914.6   /ｲ

希望という名のアナログ日記 　 　角田 光代∥著 　小学館      914.6   /ｶ

「作家」と「魔女」の集まっちゃった思い出 　 　角野 栄子∥著 　KADOKAWA      914.6   /ｶ

猫と偶然 　 　春日 武彦∥著 　作品社      914.6   /ｶ

空から森が降ってくる 　 　小手鞠 るい∥著 　平凡社      914.6   /ｺ

97歳の悩み相談 　 　瀬戸内 寂聴∥著 　講談社      914.6   /ｾ

人間の芯 　 　曽野 綾子∥著 　青志社      914.6   /ｿ

べらぼうくん 　 　万城目 学∥著 　文藝春秋      914.6   /ﾏ

ヤットコスットコ女旅 　 　室井 滋∥著 　小学館      914.6   /ﾑ

旅の作法、人生の極意 　 　山本 一力∥著 　PHP研究所      914.6   /ﾔ

介護のうしろから「がん」が来た! 　 　篠田 節子∥著 　集英社      916     /ｼ

世界のはての少年 　
　ジェラルディン
マコックラン∥著 　東京創元社      933.7   /ﾏ

あなたの脳のはなし 　
　デイヴィッド
イーグルマン∥著 　早川書房 B   491.3   /ｲ

珈琲店タレーランの事件簿 　2 　岡崎 琢磨∥著 　宝島社 B  913.6   /ｵ

珈琲店タレーランの事件簿 　4 　岡崎 琢磨∥著 　宝島社 B  913.6   /ｵ

珈琲店タレーランの事件簿 　5 　岡崎 琢磨∥著 　宝島社 B  913.6   /ｵ

珈琲店タレーランの事件簿 　6 　岡崎 琢磨∥著 　宝島社 B  913.6   /ｵ 

ソードアート・オンライン 　22 　川原 礫∥[著] 　KADOKAWA B  913.6   /ｶ

厨病激発ボーイ 　10 　れるりり∥原案 　KADOKAWA B  913.6   /ﾄ

色で見わけ五感で楽しむ野草図鑑 　 　高橋 修∥著 　ナツメ社 R  470.3   /ﾀ

日本の淡水魚 　
　細谷 和海
∥編　監修 　山と溪谷社 R  487.5   /ﾆ

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

葉っぱで見わけ五感で楽しむ樹木図鑑 　 　林 将之∥監修 　ナツメ社 R  653.2   /ﾊ

別ＨＯ　　2019年10月号増刊 　
　株式会社ぶらんと
マガジン社∥発行 U  291.1   /ﾎ

不条理日記 　 　吾妻 ひでお∥著 　復刊ドットコム U  726.1   /ｱ
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書　名 著　者　名 出　版　社 請求記号

日本の元号大事典 　
　日本の元号大事典編
集委員会∥編著 　汐文社      210     /ﾆ

国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 　 　国谷 裕子∥監修 　文溪堂      333     /ｸ

いじめ 心の中がのぞけたら 　7 　本山 理咲∥著 　朝日学生新聞社      371     /ﾓ

Dr.STONEの最強自由研究 　
　稲垣 理一郎
∥原作 　集英社      407     /ﾄﾞ

実験でわかる科学のなぜ? 　
　コリン　スチュアート
∥著 　誠文堂新光社      407     /ｽ

クイズ&パズルでわかる数と図形のナゾ 　
　コリン　スチュアート
∥著 　誠文堂新光社      410     /ｽ

気象キャラクター図鑑 　 　筆保 弘徳∥監修 　日本図書センター      451     /ｷ

こどもが探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 　 　柴山 元彦∥著 　創元社      459     /ｼ

まいて観察!たね図鑑 　1 　おくやま ひさし∥著 　汐文社      471     /ｵ

まいて観察!たね図鑑 　2 　おくやま ひさし∥著 　汐文社      471     /ｵ

まいて観察!たね図鑑 　3 　おくやま ひさし∥著 　汐文社      471     /ｵ

めくって学べるもののしくみ図鑑 　 　 　学研プラス      500     /ﾒ

ためしてわかる身のまわりのテクノロジー 　
　ニック　アーノルド
∥著 　誠文堂新光社      504     /ｱ

工作でわかるモノのしくみ 　
　ニック　アーノルド
∥著 　誠文堂新光社      504     /ｱ

ダムのたんけん 　 　福手 勤∥監修 　星の環会      517     /ﾀﾞ

車いすの図鑑 　 　高橋 儀平∥監修 　金の星社      536     /ｸ

イチからつくる鉄 　 　永田 和宏∥編
　農山漁村文化
協会      564     /ｲ

イチからつくるワタの糸と布 　 　大石 尚子∥編
　農山漁村文化
協会      586     /ｲ

イチからつくるチョコレート 　 　APLA∥編
　農山漁村文化
協会      588     /ｲ

イチからつくるポテトチップス 　 　岩井 菊之∥編
　農山漁村文化
協会      588     /ｲ

イチからつくるあめ 　 　本間 祐子∥編
　農山漁村文化
協会      588     /ｲ

学校でつくれる!安全・安心クッキング 　1 　勝田 映子∥監修 　ポプラ社      596     /ｶﾞ

学校でつくれる!安全・安心クッキング 　2 　勝田 映子∥監修 　ポプラ社      596     /ｶﾞ

学校でつくれる!安全・安心クッキング 　3 　勝田 映子∥監修 　ポプラ社      596     /ｶﾞ

学校でつくれる!安全・安心クッキング 　4 　勝田 映子∥監修 　ポプラ社      596     /ｶﾞ

学校でつくれる!安全・安心クッキング 　5 　勝田 映子∥監修 　ポプラ社      596     /ｶﾞ

学校でつくれる!安全・安心クッキング 　6 　勝田 映子∥監修 　ポプラ社      596     /ｶﾞ

47都道府県調べて楽しい!!あなたのまちの凄い!
地場産業めぐり 　1 　 　教育画劇      602     /ﾖ

47都道府県調べて楽しい!!あなたのまちの凄い!
地場産業めぐり 　2 　 　教育画劇      602     /ﾖ

47都道府県調べて楽しい!!あなたのまちの凄い!
地場産業めぐり 　3 　 　教育画劇      602     /ﾖ

イチからつくるカレーライス 　 　関野 吉晴∥編
　農山漁村文化
協会      610     /ｲ

ストライカーを科学する 　 　松原 良香∥著 　岩波書店      783     /ﾏ
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レギュラーになれないきみへ 　 　元永 知宏∥著 　岩波書店      783     /ﾓ

6年1組黒魔女さんが通る!! 　09 　石崎 洋司∥作 　講談社      913     /ｲ

よるのまんなか 　
　おくはら ゆめ
∥作絵 　理論社      913     /ｵ

モンスター・ホテルでオリンピック 　 　柏葉 幸子∥作 　小峰書店      913     /ｶ

湖の国 　 　柏葉 幸子∥作 　講談社      913     /ｶ

5分後に超ハッピーエンド 　 　エブリスタ∥編 　河出書房新社      913     /ｺﾞ

5分後に猛毒なラスト 　 　エブリスタ∥編 　河出書房新社      913     /ｺﾞ

モノクロームの不思議 　 　斉藤 洋∥作 　静山社      913     /ｻ

15歳、まだ道の途中 　 　高原 史朗∥著 　岩波書店      913     /ﾀ

星に語りて 　 　山本 おさむ∥原作 　汐文社      913     /ﾋ

しあわせなハリネズミ 　 　藤野 恵美∥作 　講談社      913     /ﾌ

お願い!フェアリー♥ 　23 　みずの まい∥作 　ポプラ社      913     /ﾐ

昔話法廷 　Season4
　NHK Eテレ「昔話
法廷」制作班∥編 　金の星社      913     /ﾑ

今、空に翼広げて 　 　山本 悦子∥著 　講談社      913     /ﾔ

キセキのスパゲッティー 　 　山本 省三∥作 　フレーベル館      913     /ﾔ

映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ 　 　サンエックス∥原作 　KADOKAWA      913     /ﾖ

ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 　6 　クリス　コルファー∥著 　平凡社      933     /ｺ 

広重の絵本 　 　[歌川 広重∥画] 　小学館      E       /ｱ

そんなにみないでくださいな 　 　accototo∥作 　KADOKAWA      E       /ｱ

ごめんなさい! 　 　いもと ようこ∥作絵 　金の星社      E       /ｲ

ねこの結婚式 　 　安房 直子∥作 　金の星社      E       /ｲ

ハロウィーンくまちゃん 　
　シャーリー
パレントー∥ぶん 　岩崎書店      E       /ｳ

うっかりおじさん 　 　エマ　ヴィルケ∥作 　朔北社      E       /ｳﾞ
　アードマン　アニメー
ションズ∥原作 　宝島社      E       /ｴ

たべてあげる 　 　ふくべ あきひろ∥ぶん 　教育画劇      E       /ｵ

ねこのずかん 　 　大森 裕子∥作 　白泉社      E       /ｵ

仮面ライダーゼロワン 　 　 　小学館      E       /ｶ

仮面ライダーはどこだ!? 　 　 　ポプラ社      E       /ｶ

サン・サン・サンタひみつきち 　 　かこ さとし∥著 　白泉社      E       /ｶ

おいで… 　 　有田 奈央∥文 　新日本出版社      E       /ｶ

かけっこかけっこ 　 　中川 ひろたか∥文 　講談社      E       /ｷ

こどもかいぎ 　 　北村 裕花∥作　絵 　フレーベル館      E       /ｷ

しろいしろいころわん 　 　間所 ひさこ∥作 　ひさかたチャイルド      E       /ｸ

ノラネコぐんだんカレーライス 　 　工藤 ノリコ∥著 　白泉社      E       /ｸ

ど・ど・ど・どドラえもん 　
　藤子　F　不二雄
∥原作 　小学館      E       /ｸ

ジムのおなかがなりました 　
　ローレル　スナイダー
∥文 　BL出版      E       /ｸﾞ

えほんひつじのショーンをさがせ!宇宙を大冒険スペシャル
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おふとんさんとねむれないよる 　 　コンドウ アキ∥作 　小学館      E       /ｺ

コキンちゃんとドレミファじま 　 　やなせ たかし∥原作 　フレーベル館      E       /ｺ

よるです 　
　ザ　キャビン
カンパニー∥作　絵 　偕成社      E       /ｻﾞ

アナ、エルサとしんぴの川 　
　アンドリア
W.ローゼンバーム∥文 　講談社      E       /ｼ

太陽といっしょ 　 　新宮 晋∥絵　文 　クレヨンハウス      E       /ｼ

さいたさいたゆきのはな 　 　鈴木 真実∥作 　講談社      E       /ｽ

あめふりぼうず 　 　せな けいこ∥作　絵 　金の星社      E       /ｾ

いっしょにのぼろう 　
　マリアンヌ　デュブク
∥作

　TAC株式会社
出版事業部      E       /ﾃﾞ

おもちさんがね… 　
　とよた かずひこ
∥さく　え 　童心社      E       /ﾄ

チリとチリリあめのひのおはなし 　 　どい かや∥作 　アリス館      E       /ﾄﾞ

くいしんぼうのサンタクロース 　 　中川 ひろたか∥作 　教育画劇      E       /ﾅ

くまくまパン いちにちパンやさん 　 　西村 敏雄∥作 　あかね書房      E       /ﾆ

じゃがいもひめとさつまいもひめ 　
　はらぺこめがね
∥作　絵 　鈴木出版      E       /ﾊ

なんでだろう 　 　テツandトモ∥作 　世界文化社      E       /ﾌ

おしょうがつバス 　
　藤本 ともひこ
∥作　絵 　鈴木出版      E       /ﾌ

まじょまじょランド 　 　ませぎ りえこ∥作 　偕成社      E       /ﾏ

ミロの絵本 　 　ミロ∥[画] 　小学館      E       /ﾐ

はっぱのゆうびんやさん 　 　高田 桂子∥文 　文研出版      E       /ﾐ

モディリアニの絵本 　 　モディリアニ∥[画] 　小学館      E       /ﾓ

アンパンマンとだだんだん 　
　やなせ たかし
∥作　絵 　フレーベル館      E       /ﾔ

アンパンマンとみえないまん 　
　やなせ たかし
∥作　絵 　フレーベル館      E       /ﾔ

アンパンマンともぐりん 　
　やなせ たかし
∥作　絵 　フレーベル館      E       /ﾔ

どこ? 　 　山形 明美∥作 　講談社      E       /ﾔ

おかしなおかし 　 　石津 ちひろ∥文 　福音館書店      E       /ﾔ

おやおや、おやさい 　 　石津 ちひろ∥文 　福音館書店      E       /ﾔ

くだものだもの 　 　石津 ちひろ∥文 　福音館書店      E       /ﾔ

せん 　 　スージー　リー∥作 　岩波書店      E       /ﾘ

イヌと友だちのバイオリン 　
　デイビッド　リッチ
フィールド∥作 　ポプラ社      E       /ﾘ

ローランサンの絵本 　 　ローランサン∥[画] 　小学館      E       /ﾛ

ポプラディアプラス世界の国々 　1 　 　ポプラ社 R   290    /ﾎﾟ

ポプラディアプラス世界の国々 　2 　 　ポプラ社 R   290    /ﾎﾟ

ポプラディアプラス世界の国々 　3 　 　ポプラ社 R   290    /ﾎﾟ

ポプラディアプラス世界の国々 　4 　 　ポプラ社 R   290    /ﾎﾟ

ポプラディアプラス世界の国々 　5 　 　ポプラ社 R   290    /ﾎﾟ
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