
書名 書名かな 副書名 叢書名等 著者名 著者名かな 分類記号 図書記号 出版社 版年 頁数 判型
猫の幸福光線 ﾈｺﾉｺｳﾌｸｺｳｾﾝ 大野 隆司 画・文 ｵｵﾉ ﾀｶｼ 733 ｵ 中央公論新社 2000 1冊 20cm
レイチェル・カーソン ﾚｲﾁｪﾙｶｰｿﾝ 〈沈黙の春〉で地球の叫びを伝えた科学者 ジンジャー・ワズワース 著 ﾜｽﾞﾜｰｽ ｼﾞﾝｼﾞｬｰ 289 ｶ 偕成社 1999 198p 22cm
きいちゃん ｷｲﾁｬﾝ 山元 加津子 著 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂｺ 913 ﾔ アリス館 1999 31p 21cm
天の瞳　幼年編１ ﾃﾝﾉﾋﾄﾐ 角川文庫 灰谷 健次郎 〔著〕 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞﾛｳ 913 ﾊ 角川書店 1999 381p 15cm
天の瞳　幼年編２ ﾃﾝﾉﾋﾄﾐ 角川文庫 灰谷 健次郎 〔著〕 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞﾛｳ 913 ﾊ 角川書店 1999 364p 15cm
化石・骨・木製品を探る ｶｾｷﾎﾈﾓｸｾｲﾋﾝｵｻｸﾞﾙ 花粉、プラント・オパール、炭素同位体比、ＤＮＡ 文化財を探る科学の眼 平尾 良光 編 ﾋﾗｵ ﾖｼﾐﾂ 202 ﾋ 国土社 1998 55p 31cm
石器・土器・装飾品を探る ｾｯｷﾄﾞｷｿｳｼｮｸﾋﾝｵｻｸﾞﾙ 蛍光Ｘ線、放射線、脂肪酸 文化財を探る科学の眼 平尾 良光 編 ﾋﾗｵ ﾖｼﾐﾂ 202 ﾋ 国土社 1998 55p 31cm
青銅鏡・銅鐸・鉄剣を探る ｾｲﾄﾞｳｷｮｳﾄﾞｳﾀｸﾃｯｹﾝｵｻｸﾞﾙ 鉛同位体比、鋳造実験、Ｘ線透過写真 文化財を探る科学の眼 平尾 良光 編 ﾋﾗｵ ﾖｼﾐﾂ 202 ﾋ 国土社 1998 55p 31cm
スポーツ傷害 ｽﾎﾟｰﾂｼｮｳｶﾞｲ 予防・処置・リハビリ 780 ｽ 西東社 1995 202p 21cm
中田英寿 ﾅｶﾀﾋﾃﾞﾄｼ 日本をフランスに導いた男 高部 務 著 ﾀｶﾍﾞ ﾂﾄﾑ 783 ﾀ ラインブックス 2000 237p 20cm
南雄太 ﾐﾅﾐﾕｳﾀ 型やぶりなゴールキーパー 素顔の勇者たち 素顔の勇者たち 野上 伸悟 著 ﾉｶﾞﾐ ｼﾝｺﾞ 780 ﾉ 旺文社 2000 135p 20cm
手軽にダンベル・エクササイズ ﾃｶﾞﾙﾆﾀﾞﾝﾍﾞﾙｴｸｻｻｲｽﾞ 木場本 弘治 監修 ｷﾊﾞﾓﾄ ﾋﾛｼﾞ 781 ﾃ 西東社 1999 158p 21cm
中村俊輔 ﾅｶﾑﾗｼｭﾝｽｹ 世界へはなつシュート 素顔の勇者たち 素顔の勇者たち 北条 正士 著 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｻｼ 780 ﾎ 旺文社 2000 135p 20cm
車椅子のＪリーガー ｸﾙﾏｲｽﾉｼﾞｪｰﾘｰｶﾞｰ いま僕はシドニー・パラリンピックの日本代表 京谷 和幸 著 ｷｮｳﾔ ｶｽﾞﾕｷ 916 ｷ 主婦の友社 2000 198p 20cm
松坂大輔 ﾏﾂｻﾞｶﾀﾞｲｽｹ １６０キロへの闘志 素顔の勇者たち 素顔の勇者たち 鳥飼 新市 著 ﾄﾘｶｲ ｼﾝｲﾁ 780 ﾄ 旺文社 2000 134p 20cm
イチロー ｲﾁﾛｰ 努力の天才バッター 素顔の勇者たち 高原 寿夫 著 ﾀｶﾊﾗ ﾋｻｵ 780 ﾀ 旺文社 2000 135p 20cm
松江美季 ﾏﾂｴﾐｷ はばたけ車いすアスリート 素顔の勇者たち 素顔の勇者たち 鳥飼 新市 著 ﾄﾘｶｲ ｼﾝｲﾁ 780 ﾄ 旺文社 2000 135p 20cm
Ｑちゃん金メダルをありがとう ｷｭｰﾁｬﾝｷﾝﾒﾀﾞﾙｵｱﾘｶﾞﾄｳ 小出 義雄 著 ｺｲﾃﾞ ﾖｼｵ 782 ｺ 扶桑社 2000 218p 20cm
ストレッチング ｽﾄﾚｯﾁﾝｸﾞ 猪崎 恒博 著 ｲｻﾞｷ ﾂﾈﾋﾛ 781 ｲ 西東社 1997 242p 21cm
マヌケ先生 ﾏﾇｹｾﾝｾｲ ぼくの活動写真・少年記Ⅰ 新・のびのび人生論１２ 新・のびのび人生論 大林 宣彦 著 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋｺ 159 ｼ ポプラ社 1998 189p 20cm
野口健 ﾉｸﾞﾁｹﾝ 最高峰でつかんだ未来 素顔の勇者たち 素顔の勇者たち 綾野 まさる 著 ｱﾔﾉ ﾏｻﾙ 780 ｱ 旺文社 2000 143p 20cm
おいしく食べて高脂血症を治す本 ｵｲｼｸﾀﾍﾞﾃｺｳｼｹﾂｼｮｳｵﾅｵｽﾎﾝ 悪玉コレステロールと中性脂肪を減らすための食生活と生活習慣 寺本 民生 監修 ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾐｵ 498 ｵ 永岡書店 2000 190p 21cm
ＮＨＫ地球たべもの大百科７ ｺｸｻｲﾘｶｲﾆﾔｸﾀﾞﾂｴﾇｴｲﾁｹｰﾁｷｭｳﾀﾍﾞﾓﾉﾀﾞｲﾋｬｯｶ国際理解にやくだつ フィリピン　ココヤシ料理・メキシコ　タコス 谷川 彰英 監修 ﾀﾆｶﾜ ｱｷﾋﾃﾞ 596 ｴ ポプラ社 2000 37p 27cm
ＮＨＫ地球たべもの大百科１ ｺｸｻｲﾘｶｲﾆﾔｸﾀﾞﾂｴﾇｴｲﾁｹｰﾁｷｭｳﾀﾍﾞﾓﾉﾀﾞｲﾋｬｯｶ国際理解にやくだつ 中国　ぎょうざ 谷川 彰英 監修 ﾀﾆｶﾜ ｱｷﾋﾃﾞ 596 ｴ ポプラ社 2000 37p 27cm
ＮＨＫ地球たべもの大百科２ ｺｸｻｲﾘｶｲﾆﾔｸﾀﾞﾂｴﾇｴｲﾁｹｰﾁｷｭｳﾀﾍﾞﾓﾉﾀﾞｲﾋｬｯｶ国際理解にやくだつ インド　カレー 谷川 彰英 監修 ﾀﾆｶﾜ ｱｷﾋﾃﾞ 596 ｴ ポプラ社 2000 37p 27cm
ＮＨＫ地球たべもの大百科３ ｺｸｻｲﾘｶｲﾆﾔｸﾀﾞﾂｴﾇｴｲﾁｹｰﾁｷｭｳﾀﾍﾞﾓﾉﾀﾞｲﾋｬｯｶ国際理解にやくだつ イタリア　スパゲッティ 谷川 彰英 監修 ﾀﾆｶﾜ ｱｷﾋﾃﾞ 596 ｴ ポプラ社 2000 37p 27cm
ＮＨＫ地球たべもの大百科４ ｺｸｻｲﾘｶｲﾆﾔｸﾀﾞﾂｴﾇｴｲﾁｹｰﾁｷｭｳﾀﾍﾞﾓﾉﾀﾞｲﾋｬｯｶ国際理解にやくだつ フランス　フランス料理フルコース 谷川 彰英 監修 ﾀﾆｶﾜ ｱｷﾋﾃﾞ 596 ｴ ポプラ社 2000 37p 27cm
ＮＨＫ地球たべもの大百科５ ｺｸｻｲﾘｶｲﾆﾔｸﾀﾞﾂｴﾇｴｲﾁｹｰﾁｷｭｳﾀﾍﾞﾓﾉﾀﾞｲﾋｬｯｶ国際理解にやくだつ イギリス　お茶とケーキ 谷川 彰英 監修 ﾀﾆｶﾜ ｱｷﾋﾃﾞ 596 ｴ ポプラ社 2000 37p 27cm
ＮＨＫ地球たべもの大百科６ ｺｸｻｲﾘｶｲﾆﾔｸﾀﾞﾂｴﾇｴｲﾁｹｰﾁｷｭｳﾀﾍﾞﾓﾉﾀﾞｲﾋｬｯｶ国際理解にやくだつ ノルウェー　バイキング料理・ドイツ　ジャガイモ料理 谷川 彰英 監修 ﾀﾆｶﾜ ｱｷﾋﾃﾞ 596 ｴ ポプラ社 2000 37p 27cm
こんなにおいしい野菜のダイエットケーキｺﾝﾅﾆｵｲｼｲﾔｻｲﾉﾀﾞｲｴｯﾄｹｰｷ 竹内 富貴子 著 ﾀｹｳﾁ ﾌｷｺ 596 ﾀ 講談社 2000 103p 26cm
さぬきうどん全店制覇攻略本２００３年度版ｻﾇｷｳﾄﾞﾝｾﾞﾝﾃﾝｾｲﾊｺｳﾘｬｸﾎﾞﾝ 恐るべきさぬきうどんスーパーコンテンツ かがわ解体新書 かがわ解体新書 監修田尾和俊 596 ｻ ホットカプセル 2002 183p 21cm
ビーズアクセサリー ﾋﾞｰｽﾞｱｸｾｻﾘｰ 全作品プロセス解説付き。基礎からステップアップ！ 594 ﾋ 日本ヴォーグ社 1997 82p 24cm
押し花で楽しむリサイクル雑貨 ｵｼﾊﾞﾅﾃﾞﾀﾉｼﾑﾘｻｲｸﾙｻﾞｯｶ ふしぎな花倶楽部 杉野 宣雄 著 ｽｷﾞﾉ ﾉﾌﾞｵ 726 ｽ 日本ヴォーグ社 2000 50p 26cm
素敵だね！牛乳パック ｽﾃｷﾀﾞﾈｷﾞｭｳﾆｭｳﾊﾟｯｸ アイディアいっぱいのリサイクル術 Ｈｅａｒｔ　ｗａｒｍｉｎｇ　ｌｉｆｅ　ｓｅｒｉｅｓ 754 ｽ 日本ヴォーグ社 1999 82p 26cm
空き容器のリサイクル雑貨 ｱｷﾖｳｷﾉﾘｻｲｸﾙｻﾞｯｶ 材料ペットボトル、スチロールトレー、ビン、カン Ｈｅａｒｔ　ｗａｒｍｉｎｇ　ｌｉｆｅ　ｓｅｒｉｅｓ 750 ｱ 日本ヴォーグ社 1999 82p 26cm
ソーイングの基礎ノート ｿｰｲﾝｸﾞﾉｷｿﾉｰﾄ 洋裁のことを知りたい人のために しかのるーむ 著 ｼｶﾉ ﾙｰﾑ 593 ｼ 文化出版局 1996 87p 26cm
伊東家の食卓大発見 ｲﾄｳｹﾉｼｮｸﾀｸﾀﾞｲﾊｯｹﾝ 590 ｲ 日本テレビ放送網 2000 175p 19cm
伊東家の食卓裏ワザ大全集
あなたに似合うファッションがわかる本 ｱﾅﾀﾆﾆｱｳﾌｧｯｼｮﾝｶﾞﾜｶﾙﾎﾝ 深井 寿乃 著 ﾌｶｲ ﾋｻﾉ 593 ﾌ マール社 1998 140p 21cm
草木の染色工房 ｸｻｷﾉｾﾝｼｮｸｺｳﾎﾞｳ 身近な草花、樹木を使って ハンドクラフトシリーズ ハンドクラフトシリーズ 加藤 国男 〔著〕 ｶﾄｳ ｸﾆｵ 753 ｶ グラフ社 1997 128p 26cm
珈琲 ｺｰﾋｰ 一杯のコーヒー、その魅力のすべて 596 ｺ 永岡書店 1997 175p 21cm
紅茶の時間 ｺｳﾁｬﾉｼﾞｶﾝ とっておきの一杯のために 596 ｺ 永岡書店 1995 175p 21cm
キーボードをはじめよう ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｵﾊｼﾞﾒﾖｳ 機種選びから基本テクニックまで ナツメミュージックレッスン 田中 遊梦 著 ﾀﾅｶ ﾕｳﾑ 763 ﾀ ナツメ社 1994 127p 26cm
ロックギター入門 ﾛｯｸｷﾞﾀｰﾆｭｳﾓﾝ ナツメ・ミュージックレッスン 水沼 誠 著 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾏｺﾄ 763 ﾐ ナツメ社 1991 126p 26cm
ロック・ベース入門 ﾛｯｸﾍﾞｰｽﾆｭｳﾓﾝ ナツメミュージックレッスン 山口 タケシ 著 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ 763 ﾔ ナツメ社 1998 135p 26cm
ペーパーアレンジメントを楽しむ ﾍﾟｰﾊﾟｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄｵﾀﾉｼﾑ 紙であそぶアイデア手作り雑貨 主婦と生活社 編 ｼｭﾌ ﾄ ｾｲｶﾂｼｬ 754 ｼ 主婦と生活社 1998 111p 25cm
みんなでとりくむ教室デザイン＆掲示 ﾐﾝﾅﾃﾞﾄﾘｸﾑｷｮｳｼﾂﾃﾞｻﾞｲﾝｱﾝﾄﾞｹｲｼﾞ 教室づくりの教育学 家本 芳郎 著 ｲｴﾓﾄ ﾖｼﾛｳ 374 ｲ 学事出版 1999 126p 21cm
簡単すぐわかるインターネット ｶﾝﾀﾝｽｸﾞﾜｶﾙｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ステップ図解 Ｃ＆Ｒ研究所 著 ｼｰ ｱﾝﾄﾞ ｱｰﾙ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 7 ｼ ナツメ社 2000 215p 24cm
最新パソコン用語辞典 ｻｲｼﾝﾊﾟｿｺﾝﾖｳｺﾞｼﾞﾃﾝ 時代のキーワードがわかる！ 邑ネットワーク 編 ﾑﾗ ﾈｯﾄﾜｰｸ 7 ｻ 成美堂出版 1997 278p 19cm
学校のまわり・地域を探索 ｿｳｺﾞｳﾃｷﾅｶﾞｸｼｭｳﾉﾃｰﾏｶﾞﾐﾂｶﾙｱｲﾃﾞｱｼﾝﾌﾞﾝ 総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞１ 佐藤正彦 375 ｿ 金の星社 2000 47p 28cm
世界の国ぐにを身近で発見 ｿｳｺﾞｳﾃｷﾅｶﾞｸｼｭｳﾉﾃｰﾏｶﾞﾐﾂｶﾙｱｲﾃﾞｱｼﾝﾌﾞﾝ 総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞３ 廣瀬英一 375 ｿ 金の星社 2000 47p 28cm
健康・福祉・ボランティアを体験 ｿｳｺﾞｳﾃｷﾅｶﾞｸｼｭｳﾉﾃｰﾏｶﾞﾐﾂｶﾙｱｲﾃﾞｱｼﾝﾌﾞﾝ 総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞４ 横山正 375 ｿ 金の星社 2000 47p 28cm
情報・通信ネットワークを活用 ｿｳｺﾞｳﾃｷﾅｶﾞｸｼｭｳﾉﾃｰﾏｶﾞﾐﾂｶﾙｱｲﾃﾞｱｼﾝﾌﾞﾝ 総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞⑤ 横山正 375 ｿ 金の星社 2000 47p 28cm
お茶の作法入門 ｵﾁｬﾉｻﾎｳﾆｭｳﾓﾝ 茶の湯文化普及研究会 著 ﾁｬﾉﾕ ﾌﾞﾝｶ ﾌｷｭｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ791 ﾁ 西東社 1994 178p 21cm
地球・自然・環境を守る活動 ｿｳｺﾞｳﾃｷﾅｶﾞｸｼｭｳﾉﾃｰﾏｶﾞﾐﾂｶﾙｱｲﾃﾞｱｼﾝﾌﾞﾝ 総合的な学習のテーマがみつかるアイデア新聞２ 519 ｿ 金の星社 2000 47p 28cm
まちがいだらけの言葉づかい２ ﾏﾁｶﾞｲﾀﾞﾗｹﾉｺﾄﾊﾞｽﾞｶｲ ことばのきまり 810 ﾏ ポプラ社 1995 109p 22cm
まちがいだらけの言葉づかい４ ﾏﾁｶﾞｲﾀﾞﾗｹﾉｺﾄﾊﾞｽﾞｶｲ 手紙 810 ﾏ ポプラ社 1995 109p 22cm
まちがいだらけの言葉づかい５ ﾏﾁｶﾞｲﾀﾞﾗｹﾉｺﾄﾊﾞｽﾞｶｲ 漢字・熟語 810 ﾏ ポプラ社 1995 109p 22cm
まちがいだらけの言葉づかい６ ﾏﾁｶﾞｲﾀﾞﾗｹﾉｺﾄﾊﾞｽﾞｶｲ 外来語 810 ﾏ ポプラ社 1995 111p 22cm
まちがいだらけの言葉づかい７ ﾏﾁｶﾞｲﾀﾞﾗｹﾉｺﾄﾊﾞｽﾞｶｲ 日記・作文 810 ﾏ ポプラ社 1995 111p 22cm
はじめてであう俳句の本 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳﾊｲｸﾉﾎﾝ 春の句 はじめてであう俳句と短歌の本１ はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 ｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞｵ 911 ｻ あすなろ書房 1993 62p 23cm
はじめてであう俳句の本 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳﾊｲｸﾉﾎﾝ 夏の句 はじめてであう俳句と短歌の本２ はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 ｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞｵ 911 ｻ あすなろ書房 1993 62p 23cm
はじめてであう俳句の本 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳﾊｲｸﾉﾎﾝ 秋の句 はじめてであう俳句と短歌の本３ はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 ｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞｵ 911 ｻ あすなろ書房 1993 62p 23cm
はじめてであう俳句の本 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳﾊｲｸﾉﾎﾝ 冬の句 はじめてであう俳句と短歌の本４ はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 ｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞｵ 911 ｻ あすなろ書房 1993 62p 23cm
はじめてであう短歌の本 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳﾀﾝｶﾉﾎﾝ 冬と春の歌 はじめてであう俳句と短歌の本５ はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 ｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞｵ 911 ｻ あすなろ書房 1993 62p 23cm
はじめてであう短歌の本 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳﾀﾝｶﾉﾎﾝ 夏と秋の歌 はじめてであう俳句と短歌の本６ はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 ｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞｵ 911 ｻ あすなろ書房 1993 62p 23cm
はじめてであう短歌の本 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳﾀﾝｶﾉﾎﾝ 心の歌Ⅰ はじめてであう俳句と短歌の本７ はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 ｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞｵ 911 ｻ あすなろ書房 1993 62p 23cm
はじめてであう短歌の本 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳﾀﾝｶﾉﾎﾝ 心の歌Ⅱ はじめてであう俳句と短歌の本８ はじめてであう俳句と短歌の本 桜井 信夫 編著 ｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞｵ 911 ｻ あすなろ書房 1993 62p 23cm
あいさつの方言大研究 ﾆﾎﾝﾉﾎｳｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｷｭｳ 日本の方言大研究１ 818 ﾆ ポプラ社 1997 47p 27cm
生き物の方言大研究 ﾆﾎﾝﾉﾎｳｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｷｭｳ 日本の方言大研究２ 818 ﾆ ポプラ社 1997 47p 27cm
遊びの方言大集合 ﾆﾎﾝﾉﾎｳｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｷｭｳ 日本の方言大研究３ 818 ﾆ ポプラ社 1997 47p 27cm
日本列島方言じまん ﾆﾎﾝﾉﾎｳｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｷｭｳ 日本の方言大研究４ 818 ﾆ ポプラ社 1997 47p 27cm
すばらしい方言の世界 ﾆﾎﾝﾉﾎｳｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｷｭｳ 日本の方言大研究５ 818 ﾆ ポプラ社 1997 47p 27cm
ききくらべよう日本の方言 ﾆﾎﾝﾉﾎｳｹﾞﾝﾀﾞｲｹﾝｷｭｳ 日本の方言大研究７ 818 ﾆ ポプラ社 1997 47p 27cm
さぬきのおもしろ国語集 香川県方言研究同好会 810 ｶ 松竹社
敬語レッスン ｹｲｺﾞﾚｯｽﾝ あなたを磨く話しことば あなたを磨く話しことば 河路 勝 著 ｶﾜｼﾞ ﾏｻﾙ 815 ｶ 日本放送出版協会 2000 222p 19cm
ザ・ビートルズ ｻﾞﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ ロックの革命児たち 火の鳥人物文庫 広田 寛治 〔著〕 ﾋﾛﾀ ｶﾝｼﾞ 764 ﾋ 講談社 2000 205p 18cm



わたしの夢、わたしの人びとの苦しみ ﾜﾀｼﾉﾕﾒﾜﾀｼﾉﾋﾄﾋﾞﾄﾉｸﾙｼﾐ 難民キャンプのこどもたち 子供地球基金中部事務局 編ｺﾄﾞﾓ ﾁｷｭｳ ｷｷﾝ 369 ﾜ ポプラ社 1999 48p 22×24cm
半分のふるさと ﾊﾝﾌﾞﾝﾉﾌﾙｻﾄ 私が日本にいたときのこと イ サンクム 著 ｲ ｻﾝｸﾑ 916 ｲ 福音館書店 1993 429p 22cm
図解バリア・フリー百科 ｽﾞｶｲﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾋｬｯｶ 日比野 正己 編著 ﾋﾋﾞﾉ ﾏｻﾐ 369 ﾋ ＴＢＳブリタニカ 1999 232p 26cm
だから、あなたも生きぬいて ﾀﾞｶﾗｱﾅﾀﾓｲｷﾇｲﾃ 大平 光代 著 ｵｵﾋﾗ ﾐﾂﾖ 289 ｵ 講談社 2000 259p 20cm
ファイト！ ﾌｧｲﾄ 武田 麻弓 著 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕﾐ 289 ﾀ 幻冬舎 1999 245p 20cm
朝子生命のかけ橋となって ｱｻｺｾｲﾒｲﾉｶｹﾊｼﾄﾅｯﾃ 間沢 洋一 著 ﾏｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 916 ﾏ ポプラ社 1999 192p 23cm
ダイアナ妃 ﾀﾞｲｱﾅﾋ 悲劇のプリンセスの生涯 火の鳥人物文庫 岡田 好惠 〔著〕 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｴ 289 ｵ 講談社 2000 189p 18cm
もういちど考えたい母の生きかた父の生きかた１ﾓｳｲﾁﾄﾞｶﾝｶﾞｴﾀｲﾊﾊﾉｲｷｶﾀﾁﾁﾉｲｷｶﾀ 荒俣 宏 〔ほか〕著 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 916 ﾓ ポプラ社 1999 254p 20cm
もういちど考えたい母の生きかた父の生きかた２ﾓｳｲﾁﾄﾞｶﾝｶﾞｴﾀｲﾊﾊﾉｲｷｶﾀﾁﾁﾉｲｷｶﾀ 新井 満 〔ほか〕著 ｱﾗｲ ﾏﾝ 916 ﾓ ポプラ社 1999 247p 20cm
光に向かって１００の花束 ﾋｶﾘﾆﾑｶｯﾃﾋｬｸﾉﾊﾅﾀﾊﾞ 高森 顕徹 著 ﾀｶﾓﾘ ｹﾝﾃﾂ 185 ﾀ １万年堂出版 2000 293p 図版6枚20cm
十七歳 ｼﾞｭｳﾅﾅｻｲ 井上 路望 著 ｲﾉｳｴ ﾛﾐ 916 ｲ ポプラ社 1999 207p 20cm
母業失格 ﾊﾊｷﾞｮｳｼｯｶｸ 井上 朝子 著 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｺ 916 ｲ ポプラ社 1999 197p 20cm
大人になりたくなかったわたし ｵﾄﾅﾆﾅﾘﾀｸﾅｶｯﾀﾜﾀｼ 新・のびのび人生論１ 新・のびのび人生論 吉武 輝子 著 ﾖｼﾀｹ ﾃﾙｺ 159 ｼ ポプラ社 1994 166p 20cm
ぼくの詞がきみのハートにとどくまで ﾎﾞｸﾉｼｶﾞｷﾐﾉﾊｰﾄﾆﾄﾄﾞｸﾏﾃﾞ 新・のびのび人生論２ 新・のびのび人生論 森 雪之丞 著 ﾓﾘ ﾕｷﾉｼﾞｮｳ 159 ｼ ポプラ社 1994 158p 20cm
女の子はらくじゃない ｵﾝﾅﾉｺﾜﾗｸｼﾞｬﾅｲ みそっかすの少女時代 新・のびのび人生論３ 新・のびのび人生論 森 礼子 著 ﾓﾘ ﾚｲｺ 159 ｼ ポプラ社 1994 166p 20cm
ぼくと兄の日章旗 ﾎﾞｸﾄｱﾆﾉﾆｯｼｮｳｷ 兄から学んだこと 新・のびのび人生論４ 新・のびのび人生論 中野 孝次 著 ﾅｶﾉ ｺｳｼﾞ 159 ｼ ポプラ社 1995 174p 20cm
悪ガキ少年の俳優志願 ﾜﾙｶﾞｷｼｮｳﾈﾝﾉﾊｲﾕｳｼｶﾞﾝ 芝居大好き 新・のびのび人生論５ 新・のびのび人生論 加藤 武 著 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 159 ｼ ポプラ社 1995 190p 20cm
大人が信じられない ｵﾄﾅｶﾞｼﾝｼﾞﾗﾚﾅｲ 私の反抗期 新・のびのび人生論６ 新・のびのび人生論 下重 暁子 著 ｼﾓｼﾞｭｳ ｱｷｺ 159 ｼ ポプラ社 1996 174p 20cm
新・学問のススメ ｼﾝｶﾞｸﾓﾝﾉｽｽﾒ 学ぶことは楽しい 新・のびのび人生論７ 新・のびのび人生論 佐藤 忠男 著 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｵ 159 ｼ ポプラ社 1996 166p 20cm
学校なんかなんでもない ｶﾞｯｺｳﾅﾝｶﾅﾝﾃﾞﾓﾅｲ ホンネで語ろういじめの問題 新・のびのび人生論８ 新・のびのび人生論 鎌田 慧 著 ｶﾏﾀ ｻﾄｼ 159 ｼ ポプラ社 1996 174p 20cm
ぼくは野生動物の弁護人 ﾎﾞｸﾜﾔｾｲﾄﾞｳﾌﾞﾂﾉﾍﾞﾝｺﾞﾆﾝ 新・のびのび人生論９ 新・のびのび人生論 小原 秀雄 著 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞｵ 159 ｼ ポプラ社 1996 174p 20cm
ぼくの中学生時代 ﾎﾞｸﾉﾁｭｳｶﾞｸｾｲｼﾞﾀﾞｲ あのころは風の又三郎 新・のびのび人生論１０ 新・のびのび人生論 みなみ らんぼう 著 ﾐﾅﾐ ﾗﾝﾎﾞｳ 159 ｼ ポプラ社 1997 166p 20cm
八月十五日ぼくはナイフをすてた ﾊﾁｶﾞﾂｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁﾎﾞｸﾜﾅｲﾌｵｽﾃﾀ 戦争の中のぼくの中学時代 新・のびのび人生論１１ 新・のびのび人生論 井出 孫六 著 ｲﾃﾞ ﾏｺﾞﾛｸ 159 ｼ ポプラ社 1998 182p 20cm
生きるよろこび ｲｷﾙﾖﾛｺﾋﾞ 若い人たちへの２１のメッセージ 新・のびのび人生論１３ 新・のびのび人生論 高田 宏 著 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 159 ｼ ポプラ社 1998 166p 20cm
本はいつでも友だちだった ﾎﾝﾜｲﾂﾃﾞﾓﾄﾓﾀﾞﾁﾀﾞｯﾀ 新・のびのび人生論１４ 新・のびのび人生論 岸本 葉子 著 ｷｼﾓﾄ ﾖｳｺ 159 ｼ ポプラ社 1999 166p 20cm
人形つかい五十年 ﾆﾝｷﾞｮｳﾂｶｲｺﾞｼﾞｭｳﾈﾝ ごんぎつねとともに生きる 新・のびのび人生論１５ 新・のびのび人生論 水田 外史 著 ﾐｽﾞﾀ ｶﾞｲｼ 159 ｼ ポプラ社 2000 190p 20cm
あなたに似合う色がわかる本 ｱﾅﾀﾆﾆｱｳｲﾛｶﾞﾜｶﾙﾎﾝ ひとりでできるカラー診断＆色見本付 深井 寿乃 著 ﾌｶｲ ﾋｻﾉ 757 ﾌ マール社 1996 143p 21cm
トップランナー１ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1998 222p 21cm
トップランナー２ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1998 230p 21cm
トップランナー３ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1998 222p 21cm
トップランナー４ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1998 214p 21cm
トップランナー５ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1998 226p 21cm
トップランナー６ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1998 222p 21cm
トップランナー７ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1998 226p 21cm
トップランナー９ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1999 222p 21cm
トップランナー１１ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1999 222p 21cm
トップランナー８ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1999 222p 21cm
トップランナー１０ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1999 222p 21cm
トップランナー１２ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1999 222p 21cm
トップランナー１３ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1999 222p 21cm
トップランナー１４ ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 699 ﾆ ＫＴＣ中央出版 2000 222p 21cm
運をつかんだ努力家たち ｳﾝｵﾂｶﾝﾀﾞﾄﾞﾘｮｸｶﾀﾁ 知ってるつもり？！ 知ってるつもり？！ 280 ｼ 日本テレビ放送網 1991 260p 19cm
学校ぎらいの天才たち ｶﾞｯｺｳｷﾞﾗｲﾉﾃﾝｻｲﾀﾁ 知ってるつもり？！ 知ってるつもり？！ 280 ｼ 日本テレビ放送網 1992 248p 19cm
女帝伝説 ｼﾞｮﾃｲﾃﾞﾝｾﾂ 知ってるつもり？！ 知ってるつもり？！ 280 ｼ 日本テレビ放送網 1992 251p 19cm
地球時代の先駆者たち ﾁｷｭｳｼﾞﾀﾞｲﾉｾﾝｸｼｬﾀﾁ 知ってるつもり？！ 知ってるつもり？！ 280 ｼ 日本テレビ放送網 1992 249p 19cm
人生の熱き指導者たち ｼﾞﾝｾｲﾉｱﾂｷｼﾄﾞｳｼｬﾀﾁ 知ってるつもり？！ 知ってるつもり？！ 日本テレビ 編 ﾆﾎﾝ ﾃﾚﾋﾞ ﾎｳｿｳﾓｳ 280 ｼ 日本テレビ放送網 1992 247p 19cm
笑いに生きた達人たち ﾜﾗｲﾆｲｷﾀﾀﾂｼﾞﾝﾀﾁ 知ってるつもり？！ 知ってるつもり？！ 280 ｼ 日本テレビ放送網 1992 247p 19cm
夢と遊びの設計者たち ﾕﾒﾄｱｿﾋﾞﾉｾｯｹｲｼｬﾀﾁ 知ってるつもり？！ 知ってるつもり？！ 280 ｼ 日本テレビ放送網 1992 247p 19cm
伝説に生きるヒーローたち ﾃﾞﾝｾﾂﾆｲｷﾙﾋｰﾛｰﾀﾁ 知ってるつもり？！ 知ってるつもり？！ 280 ｼ 日本テレビ放送網 1992 247p 19cm
血ぬられた悪役たち ﾁﾇﾗﾚﾀｱｸﾔｸﾀﾁ 知ってるつもり？！ 知ってるつもり？！ 280 ｼ 日本テレビ放送網 1993 247p 19cm
心やさしき勝利者たち ｺｺﾛﾔｻｼｷｼｮｳﾘｼｬﾀﾁ 知ってるつもり？！ 知ってるつもり？！ 280 ｼ 日本テレビ放送網 1993 247p 19cm
マイクロソフト ｾｶｲｵｶｴﾀﾛｸﾆﾝﾉｷｷﾞｮｳｶ 世界を変えた６人の企業家 ビル・ゲイツ デーヴィット・マーシャル 608 ｾ 岩崎書店 1997 63p 25cm
シャネル ｾｶｲｵｶｴﾀﾛｸﾆﾝﾉｷｷﾞｮｳｶ 世界を変えた６人の企業家 ココ・シャネル デーヴィット・ボンド 608 ｾ 岩崎書店 1997 63p 25cm
コダック ｾｶｲｵｶｴﾀﾛｸﾆﾝﾉｷｷﾞｮｳｶ 世界を変えた６人の企業家 ジョージ・イーストマン ピーター・ブルーク・ボール 608 ｾ 岩崎書店 1997 63p 25cm
フォード ｾｶｲｵｶｴﾀﾛｸﾆﾝﾉｷｷﾞｮｳｶ 世界を変えた６人の企業家 ヘンリー・フォード マイケル・ポラード 608 ｾ 岩崎書店 1997 63p 25cm
ソニー ｾｶｲｵｶｴﾀﾛｸﾆﾝﾉｷｷﾞｮｳｶ 世界を変えた６人の企業家 盛田昭夫 デーヴィッド・マーシャル 608 ｾ 岩崎書店 1997 63p 25cm
ザ・ボディショップ ｾｶｲｵｶｴﾀﾛｸﾆﾝﾉｷｷﾞｮｳｶ 世界を変えた６人の企業家 アニータ・ロディック ポール・ブラウン 608 ｾ 岩崎書店 1997 63p 25cm
ゲンｉｎヒロシマ ｹﾞﾝｲﾝﾋﾛｼﾏ 物語「はだしのゲン」 中沢 啓治 原作 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 910 ﾅ 講談社 1999 143p 20cm
広島にチンチン電車の鐘が鳴る ﾋﾛｼﾏﾆﾁﾝﾁﾝﾃﾞﾝｼｬﾉｶﾈｶﾞﾅﾙ きむら けん 著 ｷﾑﾗ ｹﾝ 913 ｷ 汐文社 1999 162p 22cm
先生にあいにくる幽霊 ｾﾝｾｲﾆｱｲﾆｸﾙﾕｳﾚｲ 学校の怪談１ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1991 135p 22cm
放課後のトイレはおばけがいっぱい ﾎｳｶｺﾞﾉﾄｲﾚﾜｵﾊﾞｹｶﾞｲｯﾊﾟｲ 学校の怪談２ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1991 127p 22cm
校庭にうかんだ墓地 ｺｳﾃｲﾆｳｶﾝﾀﾞﾎﾞﾁ 学校の怪談４ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1991 135p 22cm
遠足に幽霊がついてきた ｴﾝｿｸﾆﾕｳﾚｲｶﾞﾂｲﾃｷﾀ 学校の怪談５ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1991 135p 22cm
塾の帰りはおばけ屋敷 ｼﾞｭｸﾉｶｴﾘﾜｵﾊﾞｹﾔｼｷ 学校の怪談７ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1992 119p 22cm
学校の七不思議 ｶﾞｯｺｳﾉﾅﾅﾌｼｷﾞ 学校の怪談８ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1992 151p 22cm
魔界からのお知らせ ﾏｶｲｶﾗﾉｵｼﾗｾ 学校の怪談９ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1992 143p 22cm
真夜中のミステリー・ツアー ﾏﾖﾅｶﾉﾐｽﾃﾘｰﾂｱｰ 学校の怪談１０ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1992 151p 22cm
３ばんめのトイレに花子さんがいる！？ ｻﾝﾊﾞﾝﾒﾉﾄｲﾚﾆﾊﾅｺｻﾝｶﾞｲﾙ 学校の怪談１１ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1992 134p 22cm
体育館であそぶ霊 ﾀｲｲｸｶﾝﾃﾞｱｿﾌﾞﾚｲ 学校の怪談１２ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1992 150p 22cm
幽霊によばれた校長先生 ﾕｳﾚｲﾆﾖﾊﾞﾚﾀｺｳﾁｮｳｾﾝｾｲ 学校の怪談１３ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1993 142p 22cm
こっくりさん、きてください ｺｯｸﾘｻﾝｷﾃｸﾀﾞｻｲ 学校の怪談１４ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1993 150p 22cm
夜の理科室でわらうガイコツ ﾖﾙﾉﾘｶｼﾂﾃﾞﾜﾗｳｶﾞｲｺﾂ 学校の怪談１５ 学校の怪談 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1993 150p 22cm
学校の怪談スペシャル１ ｶﾞｯｺｳﾉｶｲﾀﾞﾝｽﾍﾟｼｬﾙ 幽霊は体育館でキミを待っている…！！ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1994 134p 22cm
学校の怪談スペシャル２ ｶﾞｯｺｳﾉｶｲﾀﾞﾝｽﾍﾟｼｬﾙ 真夜中の｢金次郎｣っていったい何…？？ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1994 134p 22cm
木曽義仲　上 ｷｿﾖｼﾅｶ 山田 智彦 著 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 913 ﾔ 日本放送出版協会 1999 341p 20cm
木曽義仲　下 ｷｿﾖｼﾅｶ 山田 智彦 著 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 913 ﾔ 日本放送出版協会 1999 397p 20cm
夢の守り人 ﾕﾒﾉﾓﾘﾋﾞﾄ 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 ｳｴﾊｼ ﾅﾎｺ 913 ｳ 偕成社 2000 309p 22cm
日高見戦記



英語がなんだ ｴｲｺﾞｶﾞﾅﾝﾀﾞ カッコよさ ＮＨＫ中学生日記２２ ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記 関 功 著 ｾｷ ｲｻｵ 913 ﾁ ポプラ社 1995 140p 20cm
魔女の宅急便 ﾏｼﾞｮﾉﾀｯｷｭｳﾋﾞﾝ 角野 栄子 作 ｶﾄﾞﾉ ｴｲｺ 913 ｶ 福音館書店 1985 259p 21cm
魔女の宅急便　その２ ﾏｼﾞｮﾉﾀｯｷｭｳﾋﾞﾝ キキと新しい魔法 角野 栄子 作 ｶﾄﾞﾉ ｴｲｺ 913 ｶ 福音館書店 1993 382p 21cm
壬生義士伝　上 ﾐﾌﾞｷﾞｼﾃﾞﾝ 浅田 次郎 著 ｱｻﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 文芸春秋 2000 390p 20cm
壬生義士伝　下 ﾐﾌﾞｷﾞｼﾃﾞﾝ 浅田 次郎 著 ｱｻﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 文芸春秋 2000 373p 20cm
踊る大捜査線 ｵﾄﾞﾙﾀﾞｲｿｳｻｾﾝ 君塚 良一 脚本 ｷﾐｽﾞｶ ﾘｮｳｲﾁ 913 ｷ フジテレビ出版 1997 387p 20cm
記念写真 ｷﾈﾝｼｬｼﾝ 光る・瞬間が・あれば 青春と文学 長原 啓子 作 ﾅｶﾞﾊﾗ ｹｲｺ 913 ﾅ ポプラ社 1997 215p 20cm
ひかりの季節（とき）に ﾋｶﾘﾉﾄｷﾆ 大谷 美和子 作 ｵｵﾀﾆ ﾐﾜｺ 913 ｵ くもん出版 2000 203p 20cm
お米は生きている ｵｺﾒﾜｲｷﾃｲﾙ 自然と人間 富山 和子 著 ﾄﾐﾔﾏ ｶｽﾞｺ 612 ﾄ 講談社 1995 140p 22cm
道は生きている ﾐﾁﾜｲｷﾃｲﾙ 自然と人間 富山 和子 著 ﾄﾐﾔﾏ ｶｽﾞｺ 685 ﾄ 講談社 1994 142p 22cm
川は生きている ｶﾜﾜｲｷﾃｲﾙ 自然と人間 富山 和子 著 ﾄﾐﾔﾏ ｶｽﾞｺ 517 ﾄ 講談社 1994 101p 22cm
森は生きている ﾓﾘﾜｲｷﾃｲﾙ 自然と人間 富山 和子 著 ﾄﾐﾔﾏ ｶｽﾞｺ 657 ﾄ 講談社 1994 133p 22cm
森よ生き返れ ﾓﾘﾖｲｷｶｴﾚ ノンフィクション・ワールド 宮脇 昭 著 ﾐﾔﾜｷ ｱｷﾗ 653 ﾐ 大日本図書 1999 178p 20cm
森よ生き返れ ﾓﾘﾖｲｷｶｴﾚ ノンフィクション・ワールド 宮脇 昭 著 ﾐﾔﾜｷ ｱｷﾗ 654 ﾐ 大日本図書 1999 178p 20cm
森よ生き返れ ﾓﾘﾖｲｷｶｴﾚ ノンフィクション・ワールド 宮脇 昭 著 ﾐﾔﾜｷ ｱｷﾗ 654 ﾐ 大日本図書 1999 178p 20cm
ぼくらが鳥人間になる日まで ﾎﾞｸﾗｶﾞﾄﾘﾆﾝｹﾞﾝﾆﾅﾙﾋﾏﾃﾞ 飛べ！プテラノドン ２１世紀知的好奇心探求読本 正本 ノン 共著 ﾏｻﾓﾄ ﾉﾝ 916 ﾏ ポプラ社 2000 223p 20cm
チーム ﾁｰﾑ 君塚 良一 脚本 ｷﾐｽﾞｶ ﾘｮｳｲﾁ 913 ｷ フジテレビ出版 1999 312p 20cm
古事記 ｺｼﾞｷ 古典入門１ ＭＡＮＧＡゼミナール 赤塚 不二夫 著 913 ｱ 学研 1987 191p 19cm
万葉集 ﾏﾝﾖｳｼｭｳ 古典入門２ 赤塚不二夫のまんが古典入門 赤塚 不二夫 著 ｱｶﾂｶ ﾌｼﾞｵ 911 ｱ 学研 1983 191p 19cm
枕草子 ﾏｸﾗﾉｿｳｼ 古典入門３ 赤塚不二夫のまんが古典入門 赤塚 不二夫 著 ｱｶﾂｶ ﾌｼﾞｵ 914 ｱ 学研 1984 191p 19cm
源氏物語 ｹﾞﾝｼﾞﾓﾉｶﾞﾀﾘ 古典入門４ ＭＡＮＧＡゼミナール 赤塚 不二夫 著 913 ｱ 学研 1987 191p 19cm
今昔物語 ｺﾝｼﾞｬｸﾓﾉｶﾞﾀﾘ 古典入門５ ＭＡＮＧＡゼミナール 赤塚 不二夫 著 913 ｱ 学研 1987 191p 19cm
平家物語 ﾍｲｹﾓﾉｶﾞﾀﾘ 古典入門６ ＭＡＮＧＡゼミナール 赤塚 不二夫 著 913 ｱ 学研 1987 191p 19cm
徒然草 ﾂﾚｽﾞﾚｸﾞｻ 古典入門７ ＭＡＮＧＡゼミナール 赤塚 不二夫 著 914 ｱ 学研 1987 191p 19cm
奥の細道 ｵｸﾉﾎｿﾐﾁ 古典入門８ 赤塚不二夫のまんが古典入門 赤塚 不二夫 著 ｱｶﾂｶ ﾌｼﾞｵ 915 ｱ 学研 1984 191p 19cm
星ものがたり　春 ﾎｼﾓﾉｶﾞﾀﾘ 林 完次 文 ﾊﾔｼ ｶﾝｼﾞ 388 ﾊ 小学館 2000 167p 21cm
星ものがたり　夏 ﾎｼﾓﾉｶﾞﾀﾘ 林 完次 文 ﾊﾔｼ ｶﾝｼﾞ 388 ﾊ 小学館 2000 167p 21cm
星ものがたり　秋 ﾎｼﾓﾉｶﾞﾀﾘ 林 完次 文 ﾊﾔｼ ｶﾝｼﾞ 388 ﾊ 小学館 2000 167p 21cm
星ものがたり　冬 ﾎｼﾓﾉｶﾞﾀﾘ 林 完次 文 ﾊﾔｼ ｶﾝｼﾞ 388 ﾊ 小学館 2000 167p 21cm
星と星うらない ﾎｼﾓﾉｶﾞﾀﾘ 星ものがたり　別巻 林 完次 文 ﾊﾔｼ ｶﾝｼﾞ 388 ﾊ 小学館 2000 166p 21cm
死者は空中を歩く ｼｼｬﾜｸｳﾁｭｳｵｱﾙｸ 角川文庫 赤川 次郎 〔著〕 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 角川書店 1999 388p 15cm
絶対一歩 ｾﾞｯﾀｲｲｯﾎﾟ ＨＩＲＯＭＡＳＡ、２０歳の選択 井上 博雅 著 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾏｻ 916 ｲ ポプラ社 2000 229p 20cm
どんぐりの家１ ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾉｲｴ Ｂｉｇ　ｃｏｍｉｃｓ　ｓｐｅｃｉａｌ 山本 おさむ 著 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 726 ﾔ 小学館 1998 217p 21cm
どんぐりの家２ ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾉｲｴ Ｂｉｇ　ｃｏｍｉｃｓ　ｓｐｅｃｉａｌ 山本 おさむ 著 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 726 ﾔ 小学館 1995 227p 21cm
どんぐりの家３ ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾉｲｴ Ｂｉｇ　ｃｏｍｉｃｓ　ｓｐｅｃｉａｌ 山本 おさむ 著 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 726 ﾔ 小学館 1996 221p 21cm
どんぐりの家４ ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾉｲｴ Ｂｉｇ　ｃｏｍｉｃｓ　ｓｐｅｃｉａｌ 山本 おさむ 著 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 726 ﾔ 小学館 1997 213p 21cm
どんぐりの家５ ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾉｲｴ Ｂｉｇ　ｃｏｍｉｃｓ　ｓｐｅｃｉａｌ 山本 おさむ 著 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 726 ﾔ 小学館 1997 228p 21cm
どんぐりの家６ ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾉｲｴ Ｂｉｇ　ｃｏｍｉｃｓ　ｓｐｅｃｉａｌ 山本 おさむ 著 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 726 ﾔ 小学館 1997 243p 21cm
どんぐりの家７ ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾉｲｴ Ｂｉｇ　ｃｏｍｉｃｓ　ｓｐｅｃｉａｌ 山本 おさむ 著 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 726 ﾔ 小学館 1998 230p 21cm
マイケル・ジョーダン真実の言葉 ﾏｲｹﾙｼﾞｮｰﾀﾞﾝｼﾝｼﾞﾂﾉｺﾄﾊﾞ 梅田 香子 編・著 ｳﾒﾀﾞ ﾖｳｺ 783 ｳ 講談社 1999 270p 19cm
二つのファイナル・マッチ ﾌﾀﾂﾉﾌｧｲﾅﾙﾏｯﾁ 伊達公子、神尾米、最後の一年 佐藤 純朗 著 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾛｳ 783 ｻ 扶桑社 1998 295p 20cm
忘れていた心を呼び覚ます本 ﾜｽﾚﾃｲﾀｺｺﾛｵﾖﾋﾞｻﾏｽﾎﾝ １２歳・魂のモノローグ 道正 航斗 著 ﾄﾞｳｼｮｳ ｺｳﾄ 914 ﾄ 情報通信社 2000 127p 18cm
心を病んだ犬たち ｺｺﾛｵﾔﾝﾀﾞｲﾇﾀﾁ そして再び犬たちの心は癒される 篠原 淳美 著 ｼﾉﾊﾗ ｱﾂﾐ 916 ｼ ベストセラーズ 2000 284p 20cm
宇宙人に会いたい！ ｳﾁｭｳｼﾞﾝﾆｱｲﾀｲ お茶の水博士の夢講座２ 集英社版・学習漫画 宇宙開発事業団　ＮＡＳＤＡ文庫研究会 監修ﾅｽﾀﾞ ﾌﾞﾝｺ ｹﾝｷｭｳｶｲ 440 ｵ 集英社 2000 190p 23cm
宇宙の謎を知りたい！ ｳﾁｭｳﾉﾅｿﾞｵｼﾘﾀｲ お茶の水博士の夢講座３ 集英社版・学習漫画 戎崎 俊一 監修 ｴﾋﾞｽｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ 440 ｵ 集英社 2000 190p 23cm
半分のさつまいも ﾊﾝﾌﾞﾝﾉｻﾂﾏｲﾓ 海老名 香葉子 作 ｴﾋﾞﾅ ｶﾖｺ 914 ｴ くもん出版 1997 237p 20cm
１３歳の黙示録 ｼﾞｭｳｻﾝｻｲﾉﾓｸｼﾛｸ 宗田 理 著 ｿｳﾀﾞ ｵｻﾑ 913 ｿ 講談社 2000 331p 20cm
ナオミ ﾅｵﾐ ３　ｔｅａｃｈｅｒｓ　＆　ｓｔｕｄｅｎｔｓ　“ｌｅｓｓ　ｏｒｄｉｎａｒｙ” 高橋 留美 脚本 ﾀｶﾊｼ ﾙﾐ 913 ﾀ フジテレビ出版 1999 371p 20cm
のん・たん・ぴん ﾉﾝﾀﾝﾋﾟﾝ 山中恒よみもの文庫 山中 恒 著 ﾔﾏﾅｶ ﾋｻｼ 913 ﾔ 理論社 2000 354p 19cm
バンビーノ ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ 岡崎 祥久 作 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ 913 ｵ 理論社 2000 363p 19cm
阿刀田高の楽しい古事記 ｱﾄｳﾀﾞﾀｶｼﾉﾀﾉｼｲｺｼﾞｷ 阿刀田 高 〔著〕 ｱﾄｳﾀﾞ ﾀｶｼ 913 ｱ 角川書店 2000 260p 20cm
なおこになる日 ﾅｵｺﾆﾅﾙﾋ 岡田 なおこ 著 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｺ 913 ｵ 小学館 1998 221p 20cm
りかさん ﾘｶｻﾝ 梨木 香歩 作 ﾅｼｷ ｶﾎ 913 ﾅ 偕成社 1999 225p 20cm
十七歳プラス１ ｼﾞｭｳﾅﾅｻｲﾌﾟﾗｽﾜﾝ 井上 路望 著 ｲﾉｳｴ ﾛﾐ 911 ｲ ポプラ社 1999 159p 20cm
空へつづく神話 ｿﾗｴﾂｽﾞｸｼﾝﾜ 富安 陽子 作 ﾄﾐﾔｽ ﾖｳｺ 913 ﾄ 偕成社 2000 285p 21cm
まよなかの魔女の秘密 ﾏﾖﾅｶﾉﾏｼﾞｮﾉﾋﾐﾂ こそあどの森の物語 こそあどの森の物語 岡田 淳 作 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 913 ｵ 理論社 1995 192p 22cm
ミュージカルスパイス ﾐｭｰｼﾞｶﾙｽﾊﾟｲｽ こそあどの森の物語 こそあどの森の物語 岡田 淳 作 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 913 ｵ 理論社 1999 205p 22cm
夢色の絵筆 ﾕﾒｲﾛﾉｴﾌﾃﾞ ハンディキャップをのりこえる少年画家・浅井力也の物語 くもんのノンフィクション児童文学 遠藤 町子 著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾁｺ 916 ｴ くもん出版 2000 165p 20cm
竜宮城はどこですか ﾘｭｳｸﾞｳｼﾞｮｳﾜﾄﾞｺﾃﾞｽｶ 佐々木 守 著 ｻｻｷ ﾏﾓﾙ 913 ｻ くもん出版 1998 253p 20cm
ルート２２５ ﾙｰﾄﾆﾋｬｸﾆｼﾞｭｳｺﾞ 藤野 千夜 作 ﾌｼﾞﾉ ﾁﾔ 913 ﾌ 理論社 2002 282p 19cm
はるになたらいく ﾊﾙﾆﾅﾀﾗｲｸ 岸本 進一 作 ｷｼﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 913 ｷ くもん出版 1997 189p 20cm
時を飛ぶＵＦＯ ﾄｷｵﾄﾌﾞﾕｰﾌｫｰ ペンションＵＦＯの怪事件 高橋 克雄 作 ﾀｶﾊｼ ｶﾂｵ 913 ﾀ 小学館 2000 207p 21cm
天のシーソー ﾃﾝﾉｼｰｿｰ 安東 みきえ 作 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｷｴ 913 ｱ 理論社 2000 175p 19cm
ぼくはここにいる ﾎﾞｸﾜｺｺﾆｲﾙ さな ともこ 作 ｻﾅ ﾄﾓｺ 913 ｻ 講談社 1998 111p 20cm
きいちゃん ｷｲﾁｬﾝ 山元 加津子 著 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂｺ 913 ﾔ アリス館 1999 31p 21cm
きいちゃん ｷｲﾁｬﾝ 山元 加津子 著 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂｺ 913 ﾔ アリス館 1999 31p 21cm
約束 ﾔｸｿｸ わが娘・安室奈美恵へ 平良 恵美子 著 ﾀｲﾗ ｴﾐｺ 916 ﾀ 扶桑社 1998 205p 19cm
盲導犬ミントの子守歌 ﾓｳﾄﾞｳｹﾝﾐﾝﾄﾉｺﾓﾘｳﾀ 二代目キースに歌いつがれて ポプラ元気ノンフィクション 星野 有史 著 ﾎｼﾉ ﾕｳｼﾞ 916 ﾎ ポプラ社 2000 190p 22cm
ハードル ﾊｰﾄﾞﾙ 真実と勇気の間で ときめき文学館 青木 和雄 作 ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 913 ｱ 金の星社 1999 253p 20cm
バッテリーⅢ ﾊﾞｯﾃﾘｰ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ 教育画劇 2000 255p 22cm
Ｔｈｅ　ｍａｎｚａｉ ｻﾞﾏﾝｻﾞｲ 文学の泉 あさの あつこ 作 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ 岩崎書店 1999 213p 20cm
ハリー・ポッターと秘密の部屋 ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰﾄﾋﾐﾂﾉﾍﾔ Ｊ．Ｋ．ローリング 作 ﾛｰﾘﾝｸﾞ J.K. 933 ﾛ 静山社 2000 509p 22cm
穴 ｱﾅ ユースセレクション ルイス・サッカー 作 ｻｯｶｰ ﾙｲｽ 933 ｻ 講談社 1999 309p 20cm
砂のゲーム ｽﾅﾉｹﾞｰﾑ ぼくと弟のホロコースト 新しい世界の文学 ウーリー・オルレブ 作 ｵﾙﾚﾌﾞ ｳﾘ 989 ｵ 岩崎書店 2000 109p 20cm
鏡の中、神秘の国へ ｶｶﾞﾐﾉﾅｶｼﾝﾋﾟﾉｸﾆｴ ヨースタイン・ゴルデル 著 ｺﾞﾙﾃﾞﾙ ﾖｰｽﾀｲﾝ 949 ｺ 日本放送出版協会 1997 213p 20cm
ワトソン一家に天使がやってくるとき ﾜﾄｿﾝｲｯｶﾆﾃﾝｼｶﾞﾔｯﾃｸﾙﾄｷ クリストファー・ポール・カーティス 作ｶｰﾃｨｽ ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾎﾟｰﾙ 933 ｶ くもん出版 1997 298p 20cm
エスターハージー王子の冒険 ｴｽﾀｰﾊｰｼﾞｰｵｳｼﾞﾉﾎﾞｳｹﾝ 評論社の児童図書館・文学の部屋イレーネ・ディーシェ 作 ﾃﾞｨｰｼｪ ｲﾚｰﾈ 933 ﾃ 評論社 1999 123p 20cm
スウィート・メモリーズ ｽｳｨｰﾄﾒﾓﾘｰｽﾞ ナタリー・キンシー＝ワーノック 作ｷﾝｼﾞｰ･ﾜｰﾉｯｸ ﾅﾀﾘｰ 933 ｷ 金の星社 1999 123p 20cm



スウィート・メモリーズ ｽｳｨｰﾄﾒﾓﾘｰｽﾞ ナタリー・キンシー＝ワーノック 作ｷﾝｼﾞｰ･ﾜｰﾉｯｸ ﾅﾀﾘｰ 933 ｷ 金の星社 1999 123p 20cm
スウィート・メモリーズ ｽｳｨｰﾄﾒﾓﾘｰｽﾞ ナタリー・キンシー＝ワーノック 作ｷﾝｼﾞｰ･ﾜｰﾉｯｸ ﾅﾀﾘｰ 933 ｷ 金の星社 1999 123p 20cm
謎の足跡事件 ﾅｿﾞﾉｱｼｱﾄｼﾞｹﾝ 恐竜探偵フェントン Ｂ．Ｂ．カルホーン 作 ｶﾙﾎｰﾝ B.B. 933 ｶ 小峰書店 1997 174p 22cm
消えた化石事件 ｷｴﾀｶｾｷｼﾞｹﾝ 恐竜探偵フェントン Ｂ．Ｂ．カルホーン 作 ｶﾙﾎｰﾝ B.B. 933 ｶ 小峰書店 1998 172p 22cm
ごちゃまぜ化石事件 ｺﾞﾁｬﾏｾﾞｶｾｷｼﾞｹﾝ 恐竜探偵フェントン Ｂ．Ｂ．カルホーン 作 ｶﾙﾎｰﾝ B.B. 933 ｶ 小峰書店 1998 133p 22cm
ソフィーの世界　上 ｿﾌｨｰﾉｾｶｲ 哲学者からの不思議な手紙 ヨースタイン・ゴルデル 著 ｺﾞﾙﾃﾞﾙ ﾖｰｽﾀｲﾝ 949 ｺ 日本放送出版協会 1997 362p 19cm
ソフィーの世界　下 ｿﾌｨｰﾉｾｶｲ 哲学者からの不思議な手紙 ヨースタイン・ゴルデル 著 ｺﾞﾙﾃﾞﾙ ﾖｰｽﾀｲﾝ 949 ｺ 日本放送出版協会 1997 317p 19cm
不思議を売る男 ﾌｼｷﾞｵｳﾙｵﾄｺ ジェラルディン・マコックラン 作ﾏｺｰﾘﾝ ｼﾞｪﾗﾙﾃﾞｨﾝ 933 ﾏ 偕成社 1998 333p 22cm
メイフラワー号の少女 ﾒｲﾌﾗﾜｰｺﾞｳﾉｼｮｳｼﾞｮ リメムバー・ペイシェンス・フイップルの日記 新しい世界の文学 キャスリン・ラスキー 作 ﾗｽｷｰ ｷｬｽﾘﾝ 933 ﾗ 岩崎書店 2000 237p 20cm
甘やかされすぎるこどもたち ｱﾏﾔｶｻﾚｽｷﾞﾙｺﾄﾞﾓﾀﾁ 日本人とドイツ人の生き方 クライン 孝子 著 ｸﾗｲﾝ ﾀｶｺ 372 ｸ ポプラ社 1999 173p 20cm
八日目 ﾖｳｶﾒ ジャコ・ヴァン・ドルマル 原案 ﾄﾞﾙﾏﾙ ｼﾞｬｺ･ｳﾞｧﾝ 953 ｵ 青山出版社 1997 188p 20cm
さよなら、ママ ｻﾖﾅﾗﾏﾏ エリザベス・ツェラー 作 ﾂｪﾗｰ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ 943 ﾂ 徳間書店 2000 166p 19cm
マーキー ﾏｰｷｰ ダウン症の少年とハモンド家のいとこたち ワンダ・Ｍ．ヨーダー 作 ﾖｰﾀﾞｰ ﾜﾝﾀﾞ M. 933 ﾖ 三省堂 2000 172p 20cm
封神演義　下 ﾎｳｼﾝｴﾝｷﾞ 降魔封神の巻 許 仲琳 著 ｷｮ ﾁｭｳﾘﾝ 923 ｷ 偕成社 1998 311 53p 20cm
あいつまであと２秒 ｱｲﾂﾏﾃﾞｱﾄﾆﾋﾞｮｳ ときめき時代　３ ポプラ社文庫 折原 みと 作・絵 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ 913 ｵ ポプラ社 1991 186p 18cm
シャドー牧場の秘密 ｼｬﾄﾞｰﾎﾞｸｼﾞｮｳﾉﾋﾐﾂ 少女探偵ナンシー フォア文庫 キャロリン・キーン 作 ｷｰﾝ ｷｬﾛﾘﾝ 933 ｷ 金の星社 1999 228p 18cm
古い柱時計の秘密 ﾌﾙｲﾊｼﾗﾄﾞｹｲﾉﾋﾐﾂ 少女探偵ナンシー フォア文庫 キャロリン・キーン 作 ｷｰﾝ ｷｬﾛﾘﾝ 933 ｷ 金の星社 1998 230p 18cm
あらしの夜のできごと ｱﾗｼﾉﾖﾙﾉﾃﾞｷｺﾞﾄ 少女探偵ナンシー フォア文庫 キャロリン・キーン 作 ｷｰﾝ ｷｬﾛﾘﾝ 933 ｷ 金の星社 1999 226p 18cm
緑の屋敷の秘密 ﾐﾄﾞﾘﾉﾔｼｷﾉﾋﾐﾂ 少女探偵ナンシー フォア文庫 キャロリン・キーン 作 ｷｰﾝ ｷｬﾛﾘﾝ 933 ｷ 金の星社 1999 228p 18cm
まぶしさをだきしめて ﾏﾌﾞｼｻｵﾀﾞｷｼﾒﾃ ときめき時代　２ ポプラ社文庫 折原 みと 作・絵 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ 913 ｵ ポプラ社 1989 222p 18cm
だいすき！２ ﾀﾞｲｽｷ 思い出 Ｐ‐ｃｌｕｂ 松村 美樹子 作 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｷｺ 913 ﾏ ポプラ社 2000 246p 18cm
ナンシーの活躍 ﾅﾝｼｰﾉｶﾂﾔｸ 少女探偵ナンシー フォア文庫 キャロリン・キーン 作 ｷｰﾝ ｷｬﾛﾘﾝ 933 ｷ 金の星社 1998 186p 18cm
瞳の中の宝物 ﾋﾄﾐﾉﾅｶﾉﾀｶﾗﾓﾉ Ｐｏｐｌａｒ　ｍｉｔ　ｂｕｎｋｏ 折原 みと 〔著〕 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ 911 ｵ ポプラ社 1993 146p 15cm
少女探偵ナンシー ｼｮｳｼﾞｮﾀﾝﾃｲﾅﾝｼｰ フォア文庫 キャロリン・キーン 作 ｷｰﾝ ｷｬﾛﾘﾝ 933 ｷ 金の星社 1998 236p 18cm
旅立つ日 ﾀﾋﾞﾀﾞﾂﾋ ときめき時代　４ ポプラ社文庫 折原 みと 作・絵 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ 913 ｵ ポプラ社 1994 212p 18cm
おいでよ！光の輪の中へ ｵｲﾃﾞﾖﾋｶﾘﾉﾜﾉﾅｶｴ ポプラ社文庫 花井 愛子 作 ﾊﾅｲ ｱｲｺ 913 ﾊ ポプラ社 1994 254p 18cm
つまさきだちの季節 ﾂﾏｻｷﾀﾞﾁﾉｷｾﾂ ときめき時代　１ ポプラ社文庫 折原 みと 作・絵 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ 913 ｵ ポプラ社 1989 220p 18cm
扉をあけて… ﾄﾋﾞﾗｵｱｹﾃ Ｐｏｐｌａｒ　ｍｉｔ　ｂｕｎｋｏ 折原 みと 〔著〕 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ 904 ｵ ポプラ社 1993 149p 15cm
五・七・五 ｺﾞｼﾁｺﾞ 松任谷由実選集 松任谷 由実 〔選〕 ﾏﾂﾄｳﾔ ﾕﾐ 911 ｺ フジテレビ出版 1999 183p 23cm
学校の怪談スペシャル３ ｶﾞｯｺｳﾉｶｲﾀﾞﾝｽﾍﾟｼｬﾙ 八番目の不思議を知ったとき、キミは… 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 913 ﾆ ポプラ社 1994 142p 22cm
１４恋愛白書　夏物語 ﾌｫｰﾃｨｰﾝﾚﾝｱｲﾊｸｼｮ 講談社Ｘ文庫 小林 深雪 〔著〕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｷ 913 ｺ 講談社 2000 217p 15cm
アルジャーノンに花束を ｱﾙｼﾞｬｰﾉﾝﾆﾊﾅﾀﾊﾞｵ ダニエル・キイス文庫 ダニエル・キイス 著 ｷｲｽ ﾀﾞﾆｴﾙ 933 ｷ 早川書房 1999 485p 16cm
風の群像　上 ｶｾﾞﾉｸﾞﾝｿﾞｳ 小説・足利尊氏 講談社文庫 杉本 苑子 〔著〕 ｽｷﾞﾓﾄ ｿﾉｺ 913 ｽ 講談社 2000 423p 15cm
風の群像　下 ｶｾﾞﾉｸﾞﾝｿﾞｳ 小説・足利尊氏 講談社文庫 杉本 苑子 〔著〕 ｽｷﾞﾓﾄ ｿﾉｺ 913 ｽ 講談社 2000 457p 15cm
イーハトーブの幽霊 ｲｰﾊﾄｰﾌﾞﾉﾕｳﾚｲ 中公文庫 内田 康夫 著 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽｵ 913 ｳ 中央公論新社 1999 304p 16cm
智恵子飛ぶ ﾁｴｺﾄﾌﾞ 講談社文庫 津村 節子 〔著〕 ﾂﾑﾗ ｾﾂｺ 913 ﾂ 講談社 2000 356p 15cm
みつけて！生徒会探偵団 ﾐﾂｹﾃｾｲﾄｶｲﾀﾝﾃｲﾀﾞﾝ 講談社Ｘ文庫 立花 薫 〔著〕 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｵﾙ 913 ﾀ 講談社 2000 201p 15cm
天草四郎幽霊事件 ｱﾏｸｻｼﾛｳﾕｳﾚｲｼﾞｹﾝ 講談社Ｘ文庫 風見 潤 〔著〕 ｶｻﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 913 ｶ 講談社 2000 236p 15cm
ヴァンパイア・パニック
キャプテン・ラスト
東京Ｓ黄尾探偵団
神様がくれた赤ん坊茉莉子の赤いランドセルｶﾐｻﾏｶﾞｸﾚﾀｱｶﾝﾎﾞｳﾏﾘｺﾉｱｶｲﾗﾝﾄﾞｾﾙ 講談社文庫 宇都宮 直子 〔著〕 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾅｵｺ 916 ｳ 講談社 2000 328p 15cm
次女と野獣
スター・ウォーズ　暗黒の潮流　上 ｽﾀｰｳｫｰｽﾞｱﾝｺｸﾉﾁｮｳﾘｭｳ ソニー・マガジンズ文庫 マイケル・Ａ．スタックポール 著ｽﾀｯｸﾎﾟｰﾙ ﾏｲｹﾙ 933 ｽ ソニー・マガジンズ 2000 241p 16cm
スター・ウォーズ　暗黒の潮流　下 ｽﾀｰｳｫｰｽﾞｱﾝｺｸﾉﾁｮｳﾘｭｳ ソニー・マガジンズ文庫 マイケル・Ａ．スタックポール 著ｽﾀｯｸﾎﾟｰﾙ ﾏｲｹﾙ 933 ｽ ソニー・マガジンズ 2000 243p 16cm
デッド・ライン
サイケデリック・レスキュー
金の砂漠王（バーディア）
銀の星姫（メシナ）
青の月光王（ムーンシャイア）
紅の花炎姫（エントラーダ）
紫の明星姫（アーリアン）
天姫（あまつひめ）
マンガギリシア神話１ ﾏﾝｶﾞｷﾞﾘｼｱｼﾝﾜ 神々と世界の誕生 里中 満智子 著 ｻﾄﾅｶ ﾏﾁｺ 726 ｻ 中央公論新社 1999 230p 20cm
マンガギリシア神話２ ﾏﾝｶﾞｷﾞﾘｼｱｼﾝﾜ 至高神ゼウス 里中 満智子 著 ｻﾄﾅｶ ﾏﾁｺ 726 ｻ 中央公論新社 2000 237p 20cm
マンガギリシア神話３ ﾏﾝｶﾞｷﾞﾘｼｱｼﾝﾜ 冥界の王ハデス 里中 満智子 著 ｻﾄﾅｶ ﾏﾁｺ 726 ｻ 中央公論新社 2000 238p 20cm
マンガギリシア神話４ ﾏﾝｶﾞｷﾞﾘｼｱｼﾝﾜ オイディプスの悲劇 里中 満智子 著 ｻﾄﾅｶ ﾏﾁｺ 726 ｻ 中央公論新社 2000 230p 20cm
あなたに似合う色がわかる本 ｱﾅﾀﾆﾆｱｳｲﾛｶﾞﾜｶﾙﾎﾝ ひとりでできるカラー診断＆色見本付 深井 寿乃 著 ﾌｶｲ ﾋｻﾉ 757.3 ﾌｱ マール社 1996 143p 21cm
落窪物語 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ マンガ日本の古典２ 花村えい子 918 ﾏ 中央公論社 1997 270p 20cm
今昔物語　上 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ マンガ日本の古典８ 918 ﾏ 中央公論社 1995 272p 20cm
今昔物語　下 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ マンガ日本の古典９ 918 ﾏ 中央公論社 1996 274p 20cm
和泉式部日記 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ マンガ日本の古典６ いがらしゆみこ 918 ﾏ 中央公論社 1997 270p 20cm
古事記 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ マンガ日本の古典２ 石ノ森章太郎 918 ﾏ 中央公論社 1994 270p 20cm
平家物語　上 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ マンガ日本の古典１０ 918 ﾏ 中央公論社 1995 264p 20cm
源氏物語　上 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ マンガ日本の古典３ 長谷川法世 918 ﾏ 中央公論社 1996 270p 20cm
源氏物語　中 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ マンガ日本の古典４ 長谷川法世 918 ﾏ 中央公論社 1996 268p 20cm
源氏物語　下 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ マンガ日本の古典５ 長谷川法世 918 ﾏ 中央公論社 1997 252p 20cm
平家物語　中 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ マンガ日本の古典１１ 918 ﾏ 中央公論社 1995 272p 20cm
平家物語　下 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ マンガ日本の古典１２ 918 ﾏ 中央公論社 1996 272p 20cm
堤中納言物語 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ マンガ日本の古典７ 918 ﾏ 中央公論社 1995 268p 20cm
坊っちゃん ﾎﾞｯﾁｬﾝ アニメ日本の名作 アニメ日本の名作 夏目 漱石 原作 ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ 913 ﾅ 金の星社 1996 93p 22cm
怪談 ｶｲﾀﾞﾝ 芳一ものがたり アニメ日本の名作 アニメ日本の名作 小泉 八雲 原作 ﾊｰﾝ ﾗﾌｶﾃﾞｨｵ 913 ｺ 金の星社 1998 93p 22cm
大地の子　一 ﾀﾞｲﾁﾉｺ 文春文庫 山崎 豊子 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾖｺ 913 ﾔ 文芸春秋 1994 387p 16cm
大地の子　二 ﾀﾞｲﾁﾉｺ 文春文庫 山崎 豊子 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾖｺ 913 ﾔ 文芸春秋 1994 397p 16cm
大地の子　三 ﾀﾞｲﾁﾉｺ 文春文庫 山崎 豊子 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾖｺ 913 ﾔ 文芸春秋 1994 383p 16cm
大地の子　四 ﾀﾞｲﾁﾉｺ 文春文庫 山崎 豊子 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾖｺ 913 ﾔ 文芸春秋 1994 361p 16cm
木洩れ陽の下でつかまえて ｺﾓﾚﾋﾞﾉｼﾀﾃﾞﾂｶﾏｴﾃ 講談社Ｘ文庫 秋野 ひとみ 〔著〕 ｱｷﾉ ﾋﾄﾐ 913 ｱ 講談社 2000 267p 15cm
救命士 ｷｭｳﾒｲｼ ハヤカワ文庫　ＮＶ ジョー・コネリー 著 ｺﾈﾘｰ ｼﾞｮｰ 933 ｺ 早川書房 2000 439p 16cm



ステップファザー・ステップ ｽﾃｯﾌﾟﾌｧｻﾞｰｽﾃｯﾌﾟ 講談社文庫 宮部 みゆき 〔著〕 ﾐﾔﾍﾞ ﾐﾕｷ 913 ﾐ 講談社 1996 360p 15cm
ＴＯＫＹＯ捕物帳 ﾄｳｷｮｳﾄﾘﾓﾉﾁｮｳ 講談社Ｘ文庫 風見 潤 〔著〕 ｶｻﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 913 ｶ 講談社 2000 276p 15cm
猫は知っていたのかも。 ﾈｺﾜｼｯﾃｲﾀﾉｶﾓ 菜子の冒険 富士見ミステリー文庫 深沢 美潮 〔著〕 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｼｵ 913 ﾌ 富士見書房 2000 298p 15cm
愉快な奇術師（プリザント・マジシャン） ﾌﾟﾘｻﾞﾝﾄﾏｼﾞｼｬﾝ 富士見ミステリー文庫 田村 純一 〔著〕 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 913 ﾀ 富士見書房 2000 234p 15cm
月が射す夏 ﾂｷｶﾞｻｽﾅﾂ コバヤシ少年の生活と冒険 富士見ミステリー文庫 イタバシ マサヒロ 〔著〕 ｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 913 ｲ 富士見書房 2000 254p 15cm
亜是流城館の殺人 ｱｾﾞﾙｼﾞｮｳｶﾝﾉｻﾂｼﾞﾝ 富士見ミステリー文庫 舞阪 洸 〔著〕 ﾏｲｻｶ ｺｳ 913 ﾏ 富士見書房 2000 316p 15cm
こうばしい日々 ｺｳﾊﾞｼｲﾋﾋﾞ 新潮文庫 江国 香織 著 ｴｸﾆ ｶｵﾘ 913 ｴ 新潮社 1995 177p 16cm
メカニックスＤ ﾒｶﾆｯｸｽﾃﾞｨｰ Ｘａｚｓａ コバルト文庫 若木 未生 著 ﾜｶｷﾞ ﾐｵ 913 ﾜ 集英社 2000 208p 15cm
心地よい悪夢 ｻﾝｼﾏｲﾀﾝﾃｲﾀﾞﾝ 三姉妹探偵団１４ 講談社文庫 赤川 次郎 〔著〕 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 講談社 2000 285p 15cm
ロシア紅茶の謎 ﾛｼｱｺｳﾁｬﾉﾅｿﾞ 講談社文庫 有栖川 有栖 〔著〕 ｱﾘｽｶﾞﾜ ｱﾘｽ 913 ｱ 講談社 1997 337p 15cm
クイズ赤恥（あかっぱじ）青恥（あおっぱじ）１ｸｲｽﾞｱｶｯﾊﾟｼﾞｱｵｯﾊﾟｼﾞ ザテレビジョン文庫 テレビ東京 編 ﾃﾚﾋﾞ ﾄｳｷｮｳ 798 ﾃ 角川書店 1999 219p 15cm
みみずのカーロ ﾐﾐｽﾞﾉｶｰﾛ シェーファー先生の自然の学校 今泉 みね子 著 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾐﾈｺ 375 ｲ 合同出版 1999 125p 22cm
世の中まるごとわかるＮＨＫ週刊こどもニュースﾖﾉﾅｶﾏﾙｺﾞﾄﾜｶﾙｴﾇｴｲﾁｹｰｼｭｳｶﾝｺﾄﾞﾓﾆｭｰｽ ２０００年版 ＮＨＫ週刊こどもニュース・プロジェクト 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 302 ｼ 日本放送出版協会 2000 158p 18cm
アミ小さな宇宙人 ｱﾐﾁｲｻﾅｳﾁｭｳｼﾞﾝ エンリケ・バリオス 著 ﾊﾞﾘｵｽ ｴﾝﾘｹ 963 ﾊ 徳間書店 2000 261p 19cm
もどってきたアミ ﾓﾄﾞｯﾃｷﾀｱﾐ 小さな宇宙人 エンリケ・バリオス 著 ﾊﾞﾘｵｽ ｴﾝﾘｹ 963 ﾊ 徳間書店 2000 339p 19cm
カエルの城 ｶｴﾙﾉｼﾛ ヨースタイン・ゴルデル 著 ｺﾞﾙﾃﾞﾙ ﾖｰｽﾀｲﾝ 949 ｺ 日本放送出版協会 1998 181p 20cm
生きてこそ光り輝く ｲｷﾃｺｿﾋｶﾘｶｶﾞﾔｸ １９歳、養護学校から女流王将へ 石橋 幸緒 著 ｲｼﾊﾞｼ ｻﾁｵ 916 ｲ ＰＨＰ研究所 2000 226p 20cm
あなたの手のひら ｱﾅﾀﾉﾃﾉﾋﾗ 花の詩画集 花の詩画集 星野 富弘 著 ﾎｼﾉ ﾄﾐﾋﾛ 720 ﾎ 偕成社 1999 95p 26cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
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見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
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見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
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見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
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オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
徳川家康１１ ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾔｽ 山岡 荘八 著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978 381p 22cm
徳川家康１２ ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾔｽ 山岡 荘八 著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978 397p 22cm
徳川家康１３ ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾔｽ 山岡 荘八 著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978 375p 22cm
徳川家康１４ ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾔｽ 山岡 荘八 著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978 404p 22cm
徳川家康１５ ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾔｽ 山岡 荘八 著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978 382p 22cm
徳川家康１６ ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾔｽ 山岡 荘八 著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978 382p 22cm



徳川家康１７ ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾔｽ 山岡 荘八 著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978 383p 22cm
徳川家康１８ ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾔｽ 山岡 荘八 著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1983 343 38p 22cm
いま、きみにいのちの詩を ｲﾏｷﾐﾆｲﾉﾁﾉｼｵ 詩人５２人からのメッセージ 水内 喜久雄 編著 ﾐｽﾞｳﾁ ｷｸｵ 911 ﾐ 小学館 2000 139p 21cm
あたりまえの愛 ｱﾀﾘﾏｴﾉｱｲ ひろはまかずとし墨彩詩画集 ひろはま かずとし 著 ﾋﾛﾊﾏ ｶｽﾞﾄｼ 721 ﾋ 河出書房新社 1996 47p 22×26cm
きっとだいじょうぶ ｷｯﾄﾀﾞｲｼﾞｮｳﾌﾞ ひろはまかずとし墨彩詩画集 ひろはま かずとし 著 ﾋﾛﾊﾏ ｶｽﾞﾄｼ 721 ﾋ 河出書房新社 1999 47p 22×26cm
まちがいだらけの言葉づかい ﾏﾁｶﾞｲﾀﾞﾗｹﾉｺﾄﾊﾞｽﾞｶｲ 810 ﾏ ポプラ社 1995 111p 22cm
ウェブクリエータになるには ｳｪﾌﾞｸﾘｴｰﾀﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ１０３ なるにはＢＯＯＫＳ 西村 翠 著 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ 600 ﾆ ぺりかん社 2000 132p 19cm
介護福祉士になるには ｶｲｺﾞﾌｸｼｼﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ１００ なるにはＢＯＯＫＳ 大橋 謙策 編著 ｵｵﾊｼ ｹﾝｻｸ 600 ｵ ぺりかん社 2004 142p 19cm
司法書士になるには ｼﾎｳｼｮｼﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ１０７ なるにはＢＯＯＫＳ 前田 稔 著 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ 600 ﾏ ぺりかん社 2000 148p 19cm
花屋さんになるには ﾊﾅﾔｻﾝﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ１０４ なるにはＢＯＯＫＳ 須長 千夏 著 ｽﾅｶﾞ ﾁﾅﾂ 600 ｽ ぺりかん社 2000 170p 19cm
マルチメディアクリエータになるには ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｸﾘｴｰﾀﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ１０２ なるにはＢＯＯＫＳ 石村 武朗 著 ｲｼﾑﾗ ﾀｹｵ 600 ｲ ぺりかん社 2000 134p 19cm
保健婦・助産婦・養護教諭になるには ﾎｹﾝﾌｼﾞｮｻﾝﾌﾟﾖｳｺﾞｷｮｳﾕﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ１０５ なるにはＢＯＯＫＳ 山崎 京子 編著 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳｺ 600 ﾔ ぺりかん社 2000 190p 19cm
税理士になるには ｾﾞｲﾘｼﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ１０６ なるにはＢＯＯＫＳ 西山 恭博 著 ﾆｼﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 600 ﾆ ぺりかん社 2000 141p 19cm
香川の童話 ｶｶﾞﾜﾉﾄﾞｳﾜ 愛蔵版県別ふるさと童話館 日本児童文学者協会『県別ふるさと童話館』編集委員会 編集ﾆﾎﾝ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸｼｬ ｷｮｳｶｲ913 ﾆ リブリオ出版 1999 191p 22cm
標準原色図鑑全集　植物　Ⅱ ﾋｮｳｼﾞｭﾝｹﾞﾝｼｮｸｽﾞｶﾝｾﾞﾝｼｭｳ 460 ﾋ 保育社 1978 168p 図版64p20cm
うそつきの天才 ｳｿﾂｷﾉﾃﾝｻｲ ショート・ストーリーズ ウルフ・スタルク 著 ｽﾀﾙｸ ｳﾙﾌ 949 ｽ 小峰書店 1996 71p 19cm
恋のダンスステップ ｺｲﾉﾀﾞﾝｽｽﾃｯﾌﾟ ショート・ストーリーズ ウルフ・スタルク 著 ｽﾀﾙｸ ｳﾙﾌ 949 ｽ 小峰書店 1999 71p 19cm
五体不満足 ｺﾞﾀｲﾌﾏﾝｿﾞｸ 乙武 洋匡 著 ｵﾄﾀｹ ﾋﾛﾀﾀﾞ 916 ｵ 講談社 1998 270p 20cm
地雷ではなく花をください ｼﾞﾗｲﾃﾞﾜﾅｸﾊﾅｵｸﾀﾞｻｲ サニーのおねがい 葉 祥明 絵 ﾖｳ ｼｮｳﾒｲ 319 ﾖ 自由国民社 1996 40p 31cm
消える人たち ｷｴﾙﾋﾄﾀﾁ 九つの不思議な話 Ｙ．Ａ．ｂｏｏｋｓ 斉藤 洋 作 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 913 ｻ 小峰書店 1998 178p 20cm
若獅子家康 ﾜｶｼﾞｼｲｴﾔｽ 講談社文庫 高橋 直樹 〔著〕 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 913 ﾀ 講談社 2000 368p 15cm
学校では教えないおもしろ歴史人物１００ｶﾞｯｺｳﾃﾞﾜｵｼｴﾅｲｵﾓｼﾛﾚｷｼｼﾞﾝﾌﾞﾂﾋｬｸ 古川 範康 監修 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾘﾔｽ 280 ﾌ 講談社 1999 229p 21cm
日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり ﾆﾎﾝｼﾞﾝﾉﾆｼﾞｯｾｲｷｸﾗｼﾉｳﾂﾘｶﾜﾘ 着るもの 宮田 利幸 監修 ﾐﾔﾀ ﾄｼﾕｷ 210 ﾆ 小峰書店 2000 47p 29cm
日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり ﾆﾎﾝｼﾞﾝﾉﾆｼﾞｯｾｲｷｸﾗｼﾉｳﾂﾘｶﾜﾘ 食生活 宮田 利幸 監修 ﾐﾔﾀ ﾄｼﾕｷ 210 ﾆ 小峰書店 2000 47p 29cm
日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり ﾆﾎﾝｼﾞﾝﾉﾆｼﾞｯｾｲｷｸﾗｼﾉｳﾂﾘｶﾜﾘ 家庭生活 宮田 利幸 監修 ﾐﾔﾀ ﾄｼﾕｷ 210 ﾆ 小峰書店 2000 47p 29cm
学校では教えない世界地図のふしぎ発見１００ｶﾞｯｺｳﾃﾞﾜｵｼｴﾅｲｾｶｲﾁｽﾞﾉﾌｼｷﾞﾊｯｹﾝﾋｬｸ 講談社 編 ｺｳﾀﾞﾝｼｬ 290 ｶ 講談社 1998 239p 21cm
学校では教えない日本地図のふしぎ発見１００ｶﾞｯｺｳﾃﾞﾜｵｼｴﾅｲﾆﾎﾝﾁｽﾞﾉﾌｼｷﾞﾊｯｹﾝﾋｬｸ 講談社 編集 ｺｳﾀﾞﾝｼｬ 291 ｶ 講談社 1999 239p 21cm
早わかり世界１９１か国 ﾊﾔﾜｶﾘｾｶｲﾋｬｸｷｭｳｼﾞｭｳｲｯｶｺｸ 学校では教えない 盛山 一郎 著 ｾｲﾔﾏ ｲﾁﾛｳ 290 ｶ 講談社 2000 223p 21cm
中国と出会おう ﾁｭｳｺﾞｸﾄﾃﾞｱｵｳ 国際理解ハンドブック 国際理解ハンドブック 納村 公子 編著 ﾅﾑﾗ ｷﾐｺ 319 ｺ 国土社 2000 95p 26cm
韓国・朝鮮と出会おう ｶﾝｺｸﾁｮｳｾﾝﾄﾃﾞｱｵｳ 国際理解ハンドブック 国際理解ハンドブック ヨコハマハギハッキョ実行委員会 編著ﾖｺﾊﾏ ﾊｷﾞﾊｯｷｮ ｼﾞｯｺｳ ｲｲﾝｶｲ319 ｺ 国土社 1999 87p 26cm
アジア ｲｯﾃﾐﾀｲﾅｱﾝﾅｸﾆｺﾝﾅｸﾆ 国際理解に役立つ 行ってみたいな　あんな国こんな国① 東 菜奈 作 ﾋｶﾞｼ ﾅﾅ 290 ﾋ 岩崎書店 1999 47p 27cm
ヨーロッパ ｲｯﾃﾐﾀｲﾅｱﾝﾅｸﾆｺﾝﾅｸﾆ 国際理解に役立つ 行ってみたいな　あんな国こんな国② 東 菜奈 作 ﾋｶﾞｼ ﾅﾅ 290 ﾋ 岩崎書店 1999 47p 27cm
北アメリカ ｲｯﾃﾐﾀｲﾅｱﾝﾅｸﾆｺﾝﾅｸﾆ 国際理解に役立つ 行ってみたいな　あんな国こんな国④ 東 菜奈 作 ﾋｶﾞｼ ﾅﾅ 290 ﾋ 岩崎書店 1999 47p 27cm
南アメリカ・アフリカ ｲｯﾃﾐﾀｲﾅｱﾝﾅｸﾆｺﾝﾅｸﾆ 国際理解に役立つ 行ってみたいな　あんな国こんな国⑤ 東 菜奈 作 ﾋｶﾞｼ ﾅﾅ 290 ﾋ 岩崎書店 1999 47p 27cm
中学生の理科自由研究 ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾉﾘｶｼﾞﾕｳｹﾝｷｭｳ すぐできる・アイディアいっぱい 学研 編 ｶﾞｸｼｭｳ ｹﾝｷｭｳｼｬ 375 ｶ 学研 1989 143p 26cm
中学生の理科自由研究２ ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾉﾘｶｼﾞﾕｳｹﾝｷｭｳ すぐできる・アイディアいっぱい 学研 編 ｶﾞｸｼｭｳ ｹﾝｷｭｳｼｬ 375 ｶ 学研 1994 144p 26cm
目からうろこ　小学生の大疑問１００ ｼｮｳｶﾞｸｾｲﾉﾀﾞｲｷﾞﾓﾝﾋｬｸ ＮＨＫ週刊こどもニュース　図解版スペシャル 講談社 編 ｺｳﾀﾞﾝｼｬ 302 ｼ 講談社 1996 263p 21cm
キャプテン ｷｬﾌﾟﾃﾝ 宮本恒靖が見た五輪代表 佐藤 俊 著 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 783 ｻ 小学館 2001 225p 19cm
神様ジーコの「ワールドカップの英雄たち」ｶﾐｻﾏｼﾞｰｺﾉﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾉｴｲﾕｳﾀﾁ ジーコ 著 ｼﾞｰｺ 783 ｼ 小学館 1996 243p 20cm
生命のフィールド ｲﾉﾁﾉﾌｨｰﾙﾄﾞ ガンを克服した大リーガー ブレット・バトラー 著 ﾊﾞﾄﾗｰ ﾌﾞﾚｯﾄ 783 ﾊ 小学館 1999 285p 19cm
俺たちのニッポン ｵﾚﾀﾁﾉﾆｯﾎﾟﾝ エバレット・ブラウン 写真・文 ﾌﾞﾗｳﾝ ｴﾊﾞﾚｯﾄ K. 783 ﾌ 小学館 1999 332p 20cm
藤子・Ｆ・不二雄ＳＦ短編ＰＥＲＦＥＣＴ版 ﾌｼﾞｺｴﾌﾌｼﾞｵｴｽｴﾌﾀﾝﾍﾟﾝﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾊﾞﾝ タイムカメラ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 726 ﾌ 小学館 2001 362p 22cm
２１世紀・わたしたちの環境宣言 ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷﾜﾀｼﾀﾁﾉｶﾝｷｮｳｾﾝｹﾞﾝ 全国小・中学生の環境学習の表現作例集 池田 啓 監修 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 519 ｲ 偕成社 2001 159p 30cm
はじめてであう　すうがくの絵本１ ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｽｳｶﾞｸﾉｴﾎﾝ なかまはずれ　ふしぎなのり　じゅんばん　せいくらべ 安野 光雅 〔著〕 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 411 ｱ 福音館書店 1982 103p 25cm
はじめてであう　すうがくの絵本２ ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｽｳｶﾞｸﾉｴﾎﾝ ふしぎなきかい　くらべてかんがえる　てんてん…　かずのだんご　かずをかぞえる 安野 光雅 〔著〕 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 411 ｱ 福音館書店 1982 103p 25cm
はじめてであう　すうがくの絵本３ ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｽｳｶﾞｸﾉｴﾎﾝ まほうのくすり　きれいなさんかく　まよいみち　ひだりとみぎ 安野 光雅 〔著〕 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 411 ｱ 福音館書店 1982 103p 25cm
小学生の「さんすう」大疑問１００ ｼｮｳｶﾞｸｾｲﾉｻﾝｽｳﾀﾞｲｷﾞﾓﾝﾋｬｸ 目からうろこ 仲田 紀夫 著 ﾅｶﾀﾞ ﾉﾘｵ 410 ﾅ 講談社 1999 243p 21cm
中学生の理科自由研究３ ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾉﾘｶｼﾞﾕｳｹﾝｷｭｳ 地球環境編 学研 編 ｶﾞｸｼｭｳ ｹﾝｷｭｳｼｬ 375 ｶ 学研 1998 127p 26cm
小さな山神スズナ姫 ﾁｲｻﾅﾔﾏｶﾞﾐｽｽﾞﾅﾋﾒ 小さなスズナ姫 小さなスズナ姫 富安 陽子 作 ﾄﾐﾔｽ ﾖｳｺ 913 ﾄ 偕成社 1996 133p 22cm
スズナ沼の大ナマズ
大雲払いの夜 ｵｵｸﾓﾊﾞﾗｲﾉﾖﾙ 小さなスズナ姫 小さなスズナ姫 富安 陽子 作 ﾄﾐﾔｽ ﾖｳｺ 913 ﾄ 偕成社 1996 133p 22cm
くらやみ谷の魔物 ｸﾗﾔﾐﾀﾞﾆﾉﾏﾓﾉ 小さなスズナ姫 小さなスズナ姫 富安 陽子 作 ﾄﾐﾔｽ ﾖｳｺ 913 ﾄ 偕成社 1996 141p 22cm
Ｕ－２２ ﾕｰﾆｼﾞｭｳﾆ フィリップ・トルシエとプラチナエイジの４１９日 元川 悦子 著 ﾓﾄｶﾜ ｴﾂｺ 783 ﾓ 小学館 2000 222p 19cm
Ｋａｚｕ ｶｽﾞ 三浦知良物語 綾野 まさる 著 ｱﾔﾉ ﾏｻﾙ 783 ｱ 小学館 1997 205p 20cm
呂比須 ﾛﾍﾟｽ 呂比須 ワグナー 著 ﾛﾍﾟｽ ﾜｸﾞﾅｰ 783 ﾛ 小学館 1998 234p 19cm
はじめてのクッキング ｼﾝｼﾞｭﾆｱｸｯｷﾝｸﾞｾﾞﾝｼｭｳ 新ジュニアクッキング全集１ きっと料理が好きになる！ 596 ｼ 学研 1998 49p 27cm
オーブンなしのお菓子 ｼﾝｼﾞｭﾆｱｸｯｷﾝｸﾞｾﾞﾝｼｭｳ 新ジュニアクッキング全集２ だれでもカンタン！ 596 ｼ 学研 1998 49p 27cm
焼き菓子＆チョコ　［新］ジュニアクッキング全集３
やさしい一品メニュー ｼﾝｼﾞｭﾆｱｸｯｷﾝｸﾞｾﾞﾝｼｭｳ 新ジュニアクッキング全集４ パスタ＆ライス＆スナック 596 ｼ 学研 1998 49p 27cm
おべんとう＆サンドイッチ ｼﾝｼﾞｭﾆｱｸｯｷﾝｸﾞｾﾞﾝｼｭｳ 新ジュニアクッキング全集５ 今日からランチ名人！ 596 ｼ 学研 1998 49p 27cm
パーティ・クッキング ｼﾝｼﾞｭﾆｱｸｯｷﾝｸﾞｾﾞﾝｼｭｳ 新ジュニアクッキング全集６ 料理を遊べ！ 596 ｼ 学研 1998 49p 27cm
アウトドア・クッキング ｼﾝｼﾞｭﾆｱｸｯｷﾝｸﾞｾﾞﾝｼｭｳ 新ジュニアクッキング全集７ 君もあなたもみんなシェフ！ 596 ｼ 学研 1998 49p 27cm
伝統と郷土の料理 ｼﾝｼﾞｭﾆｱｸｯｷﾝｸﾞｾﾞﾝｼｭｳ 新ジュニアクッキング全集８ 忘れたくない・作ってほしい！ 596 ｼ 学研 1998 49p 27cm
正しいダイエット・クッキング ｼﾝｼﾞｭﾆｱｸｯｷﾝｸﾞｾﾞﾝｼｭｳ 新ジュニアクッキング全集９ 目指せ！ナイスボディ 596 ｼ 学研 1998 49p 27cm
バランス献立クッキング ｼﾝｼﾞｭﾆｱｸｯｷﾝｸﾞｾﾞﾝｼｭｳ 新ジュニアクッキング全集１０ メニューに強くなる！ 596 ｼ 学研 1998 49p 27cm
食べ物と友だちになろう ﾐﾝﾅｶﾞｹﾞﾝｷﾆﾅﾙﾊｼﾞﾒﾃﾉｼｮｸｲｸ みんなが元気になるはじめての食育１ 服部 幸應 監修・著 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷｵ 596 ﾊ 岩崎書店 2001 31p 29cm
朝ごはんを食べよう ﾐﾝﾅｶﾞｹﾞﾝｷﾆﾅﾙﾊｼﾞﾒﾃﾉｼｮｸｲｸ みんなが元気になるはじめての食育２ 服部 幸応 監修・著 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷｵ 596 ﾊ 岩崎書店 2001 31p 29cm
キレる食べ物、キレない食べ物 ﾐﾝﾅｶﾞｹﾞﾝｷﾆﾅﾙﾊｼﾞﾒﾃﾉｼｮｸｲｸ みんなが元気になるはじめての食育３ 服部 幸応 監修・著 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷｵ 596 ﾊ 岩崎書店 2001 31p 29cm
ストップ！ザ　生活習慣病 ﾐﾝﾅｶﾞｹﾞﾝｷﾆﾅﾙﾊｼﾞﾒﾃﾉｼｮｸｲｸ みんなが元気になるはじめての食育４ 服部 幸応 監修・著 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷｵ 596 ﾊ 岩崎書店 2001 31p 29cm
じょうぶなからだをつくる ﾐﾝﾅｶﾞｹﾞﾝｷﾆﾅﾙﾊｼﾞﾒﾃﾉｼｮｸｲｸ みんなが元気になるはじめての食育５ 服部 幸応 監修・著 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷｵ 596 ﾊ 岩崎書店 2001 31p 29cm
家族で食育 ﾐﾝﾅｶﾞｹﾞﾝｷﾆﾅﾙﾊｼﾞﾒﾃﾉｼｮｸｲｸ みんなが元気になるはじめての食育６ 服部 幸応 監修・著 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷｵ 596 ﾊ 岩崎書店 2001 31p 29cm
つくって食べよう シリーズ生活を学ぶ① 596 ｵ 福村出版
私の贈りもの ﾜﾀｸｼﾉｵｸﾘﾓﾉ とっておきのレシピをあなたに 栗原 はるみ 著 ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙﾐ 596 ｸ 文化出版局 1999 119p 27cm
子育てごはんわたし流 ｺｿﾀﾞﾃｺﾞﾊﾝﾜﾀｼﾘｭｳ 夕方ラクする二段階料理 奥薗 寿子 著 ｵｸｿﾞﾉ ﾄｼｺ 596 ｵ 農山漁村文化協会 1993 159p 21cm
坂本広子の家庭料理コツ事典 ｻｶﾓﾄﾋﾛｺﾉｶﾃｲﾘｮｳﾘｺﾂｼﾞﾃﾝ 忙しくても安心レシピ３００ 坂本 広子 著 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｺ 596 ｻ 農山漁村文化協会 1998 378p 19cm
歴史・栄養編 ﾊｯﾄﾘﾕｷｵﾉﾊﾃﾅｾﾞﾄﾞｳｼﾃﾀﾍﾞﾓﾉｸｲｽﾞ 子どもと学ぶ食育の知恵 服部幸応のはて・なぜ・どうしてたべものクイズ１ 服部 幸応 著 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷｵ 596 ﾊ 合同出版 2001 111p 21cm
穀物・野菜・くだもの編 ﾊｯﾄﾘﾕｷｵﾉﾊﾃﾅｾﾞﾄﾞｳｼﾃﾀﾍﾞﾓﾉｸｲｽﾞ 子どもと学ぶ食育の知恵 服部幸応のはて・なぜ・どうしてたべものクイズ２ 服部 幸応 著 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷｵ 596 ﾊ 合同出版 2001 111p 21cm
魚・肉・乳製品 ﾊｯﾄﾘﾕｷｵﾉﾊﾃﾅｾﾞﾄﾞｳｼﾃﾀﾍﾞﾓﾉｸｲｽﾞ 子どもと学ぶ食育の知恵 服部幸応のはて・なぜ・どうしてたべものクイズ３ 服部 幸応 著 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷｵ 596 ﾊ 合同出版 2001 111p 21cm



加工食品・調味料編 ﾊｯﾄﾘﾕｷｵﾉﾊﾃﾅｾﾞﾄﾞｳｼﾃﾀﾍﾞﾓﾉｸｲｽﾞ 子どもと学ぶ食育の知恵 服部幸応のはて・なぜ・どうしてたべものクイズ４ 服部 幸応 著 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷｵ 596 ﾊ 合同出版 2001 111p 21cm
料理・調理・マナー ﾊｯﾄﾘﾕｷｵﾉﾊﾃﾅｾﾞﾄﾞｳｼﾃﾀﾍﾞﾓﾉｸｲｽﾞ 子どもと学ぶ食育の知恵 服部幸応のはて・なぜ・どうしてたべものクイズ５ 服部 幸応 著 ﾊｯﾄﾘ ﾕｷｵ 596 ﾊ 合同出版 2001 111p 21cm
続伊東家の食卓裏ワザ大全集 ｲﾄｳｹﾉｼｮｸﾀｸｳﾗﾜｻﾞﾀﾞｲｾﾞﾝｼｭｳ （２０００年版） 590 ｲ 日本テレビ放送網 2000 252p 19cm
続続伊東家の食卓裏ワザ大全集 ｲﾄｳｹﾉｼｮｸﾀｸｳﾗﾜｻﾞﾀﾞｲｾﾞﾝｼｭｳ （２１世紀版） 590 ｲ 日本テレビ放送網 2001 252p 19cm
四季の田舎料理　春夏編 ｼｷﾉｲﾅｶﾘｮｳﾘ 野山の旬を味わう 松永 モモ江 著 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾓﾓｴ 596 ﾏ 農山漁村文化協会 2001 141p 21cm
四季の田舎料理　秋冬編 ｼｷﾉｲﾅｶﾘｮｳﾘ 野山の旬を味わう 松永 モモ江 著 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾓﾓｴ 596 ﾏ 農山漁村文化協会 2000 133p 21cm
もっと使える乾物の本 ﾓｯﾄﾂｶｴﾙｶﾝﾌﾞﾂﾉﾎﾝ おいしさ・手軽さ新発見 食べ方・使い方１７０ 奥薗 寿子 著 ｵｸｿﾞﾉ ﾄｼｺ 596 ｵ 農山漁村文化協会 1998 190p 21cm
だしの本 ﾀﾞｼﾉﾎﾝ 毎日のだしから濃縮だしまで 千葉 道子 著 ﾁﾊﾞ ﾐﾁｺ 596 ﾁ 農山漁村文化協会 1993 142p 21cm
簡素な食事の本 ｶﾝｿﾅｼｮｸｼﾞﾉﾎﾝ 四季の味・いつもの味 千葉 道子 著 ﾁﾊﾞ ﾐﾁｺ 596 ﾁ 農山漁村文化協会 1995 133p 21cm
しかけえほんを作ろう！ ｼｶｹｴﾎﾝｵﾂｸﾛｳ しかけ絵本教室１ 青津 優子 著 ｱｵﾂ ﾕｳｺ 754 ｱ 大日本絵画 1993 66p 26cm
ポップアップグリーティングカード ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ しかけ絵本教室２ しかけ絵本教室 菊地 清 著 ｷｸﾁ ｷﾖｼ 754 ｷ 大日本絵画 1996 71p 26cm
ちょっとオシャレなグリーティングカード ﾁｮｯﾄｵｼｬﾚﾅｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ しかけ絵本教室３ しかけ絵本教室 菊地 清 著 ｷｸﾁ ｷﾖｼ 754 ｷ 大日本絵画 2000 63p 27cm
しかけ絵本の作り方ﾊﾟｰﾄ１ ｼｶｹｴﾎﾝﾉﾂｸﾘｶﾀ ジェーン・アービン 著 ｱｰﾋﾞﾝ ｼﾞｪｰﾝ 754 ｱ 大日本絵画 1995 91p 26cm
しかけ絵本の作り方ﾊﾟｰﾄ２ ｼｶｹｴﾎﾝﾉﾂｸﾘｶﾀ ジェーン・アービン 著 ｱｰﾋﾞﾝ ｼﾞｪｰﾝ 754 ｱ 大日本絵画 1995 95p 26cm
輪ゴムのメカ ﾜｺﾞﾑﾉﾒｶ のびるもどる身近な工作 つくるメカシリーズ 江川 多喜雄 著 ｴｶﾞﾜ ﾀｷｵ 507 ｴ 星の環会 1995 52p 27cm
フイルムケースのメカ ﾌｲﾙﾑｹｰｽﾉﾒｶ 身近にできる工作 つくるメカシリーズ 江川 多喜雄 著 ｴｶﾞﾜ ﾀｷｵ 507 ｴ 星の環会 1996 52p 27cm
紙ざら・紙コップのメカ ｶﾐｻﾞﾗｶﾐｺｯﾌﾟﾉﾒｶ 身近な工作 つくるメカシリーズ 江川 多喜雄 著 ｴｶﾞﾜ ﾀｷｵ 507 ｴ 星の環会 1997 51p 27cm
スプーン彫刻 ｽﾌﾟｰﾝﾁｮｳｺｸ さかな（水の中の生きもの） つくるシリーズ② つくるシリーズ 滝口 あきはる 著 ﾀｷｸﾞﾁ ｱｷﾊﾙ 754 ﾀ 星の環会 1993 86p 27cm
スプーン彫刻 ｽﾌﾟｰﾝﾁｮｳｺｸ とり つくるシリーズ③ つくるシリーズ 滝口 あきはる 著 ﾀｷｸﾞﾁ ｱｷﾊﾙ 754 ﾀ 星の環会 1993 86p 27cm
おくちパクパク ｵｸﾁﾊﾟｸﾊﾟｸ ポップアートする みみずく・ビギナーシリーズ④ みみずく・ビギナーシリーズ 佐藤 諒 著 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 754 ｻ 星の環会 1993 31p 27cm
恐竜２０ ｷｮｳﾘｭｳﾆｼﾞｭｳ だんボールでつくる つくるシリーズ⑥ つくるシリーズ 滝口 あきはる 著 ﾀｷｸﾞﾁ ｱｷﾊﾙ 754 ﾀ 星の環会 1994 88p 27cm
だんボールの造形 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙﾉｿﾞｳｹｲ つくるシリーズ 滝口 あきはる 著 ﾀｷｸﾞﾁ ｱｷﾊﾙ 754 ﾀ 星の環会 1991 86p 27cm
レオナルド・ダ・ヴィンチ ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗﾊ あすなろ書房 1995 31p 29cm
デューラー ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本２ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ミケランジェロ ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本３ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ラファエロ ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本４ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ベラスケス ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本５ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
レンブラント ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本６ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ルノワール ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本７ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ルソー ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本８ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ゴーギャン ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本９ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ゴッホ ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１０ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
レミントン ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１１ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ロートレック ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１２ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
マチス ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１３ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
クレー ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１４ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 32p 29cm
ピカソ ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１５ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
シャガール ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１６ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
教室壁かざりアイディア集Ⅱ ｷｮｳｼﾂｶﾍﾞｶｻﾞﾘｱｲﾃﾞｨｱｼｭｳ みんなで作ろう １友だちや環境にやさしく一学期 丹伊田 弓子 指導・監修 ﾆｲﾀﾞ ﾕﾐｺ 724 ｷ 学研 1999 48p 30cm
教室壁かざりアイディア集Ⅱ ｷｮｳｼﾂｶﾍﾞｶｻﾞﾘｱｲﾃﾞｨｱｼｭｳ みんなで作ろう ２自然や体験を調べてかざろう２学期 丹伊田 弓子 指導・監修 ﾆｲﾀﾞ ﾕﾐｺ 723 ｷ 学研 1999 48p 30cm
教室壁かざりアイディア集Ⅱ ｷｮｳｼﾂｶﾍﾞｶｻﾞﾘｱｲﾃﾞｨｱｼｭｳ みんなで作ろう ３リサイクルや思い出をかざろう３学期 丹伊田 弓子 指導・監修 ﾆｲﾀﾞ ﾕﾐｺ 724 ｷ 学研 1999 48p 30cm
教室壁かざりアイディア集Ⅱ ｷｮｳｼﾂｶﾍﾞｶｻﾞﾘｱｲﾃﾞｨｱｼｭｳ みんなで作ろう ４教室の前面を楽しくかざろう 丹伊田 弓子 指導・監修 ﾆｲﾀﾞ ﾕﾐｺ 723 ｷ 学研 1999 48p 30cm
教室壁かざりアイディア集Ⅱ ｷｮｳｼﾂｶﾍﾞｶｻﾞﾘｱｲﾃﾞｨｱｼｭｳ みんなで作ろう ５学校の中を楽しくかざろう 丹伊田 弓子 指導・監修 ﾆｲﾀﾞ ﾕﾐｺ 723 ｷ 学研 1999 48p 30cm
映画誕生物語 ｴｲｶﾞﾀﾝｼﾞｮｳﾓﾉｶﾞﾀﾘ ノンフィクション・Ｂｏｏｋｓ 内藤 研 著 ﾅｲﾄｳ ｹﾝ 778 ﾅ 小峰書店 1998 229p 20cm
炭酸ガスはなぜ地球の温度をあげるのか？ﾔｻｼｲｽﾞｶｲﾁｷｭｳｶﾞｱﾌﾞﾅｲ やさしい図解・地球があぶない１ 温室効果のはなし トニー・ヘアー 文 ﾍｱｰ ﾄﾆｰ 519 ﾍ 偕成社 1992 31p 30cm
フロンはなぜオゾン層をこわすのか？ ﾔｻｼｲｽﾞｶｲﾁｷｭｳｶﾞｱﾌﾞﾅｲ やさしい図解・地球があぶない２ オゾン層破壊のはなし トニー・ヘアー 文 ﾍｱｰ ﾄﾆｰ 519 ﾍ 偕成社 1992 31p 30cm
なぜ雨が酸性雨にかわるのか？ ﾔｻｼｲｽﾞｶｲﾁｷｭｳｶﾞｱﾌﾞﾅｲ やさしい図解・地球があぶない３ 酸性雨のはなし トニー・ヘアー 文 ﾍｱｰ ﾄﾆｰ 519 ﾍ 偕成社 1992 31p 30cm
森はどのように地球を守っているのか？ ﾔｻｼｲｽﾞｶｲﾁｷｭｳｶﾞｱﾌﾞﾅｲ やさしい図解・地球があぶない４ 熱帯雨林破壊のはなし トニー・ヘアー 文 ﾍｱｰ ﾄﾆｰ 519 ﾍ 偕成社 1992 31p 30cm
海はなぜよごれてしまうのか？ ﾔｻｼｲｽﾞｶｲﾁｷｭｳｶﾞｱﾌﾞﾅｲ やさしい図解・地球があぶない５ 海洋汚染のはなし トニー・ヘアー 文 ﾍｱｰ ﾄﾆｰ 519 ﾍ 偕成社 1992 31p 30cm
ゴミはどのように地球をよごすのか？ ﾔｻｼｲｽﾞｶｲﾁｷｭｳｶﾞｱﾌﾞﾅｲ やさしい図解・地球があぶない６ 有害廃棄物のはなし トニー・ヘアー 文 ﾍｱｰ ﾄﾆｰ 519 ﾍ 偕成社 1992 31p 30cm
放射能はなぜおそろしいのか？ ﾔｻｼｲｽﾞｶｲﾁｷｭｳｶﾞｱﾌﾞﾅｲ やさしい図解・地球があぶない７ 放射性廃棄物のはなし トニー・ヘアー 文 ﾍｱｰ ﾄﾆｰ 519 ﾍ 偕成社 1992 31p 30cm
人権を考える本③ ｼﾞﾝｹﾝｵｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ 人が人らしく生きるために 公害・環境と人権 馬奈木 323 ｼ 岩崎書店 2001 54p 27cm
オコジョのすむ谷 ｵｺｼﾞｮﾉｽﾑﾀﾆ あかね創作えほん 増田 戻樹 写真・文 ﾏｽﾀﾞ ﾓﾄﾞｷ 489 ﾏ あかね書房 1981 1冊 26cm
学校では教えないカタカナ語６０００ ｶﾞｯｺｳﾃﾞﾜｵｼｴﾅｲｶﾀｶﾅｺﾞﾛｸｾﾝ 講談社 編 ｺｳﾀﾞﾝｼｬ 800 ｺ 講談社 1998 303p 21cm
小学生の「にほんご」大疑問１００ ｼｮｳｶﾞｸｾｲﾉﾆﾎﾝｺﾞﾀﾞｲｷﾞﾓﾝﾋｬｸ 目からうろこ 日本語を考える会 構成・執筆ﾆﾎﾝｺﾞ ｵ ｶﾝｶﾞｴﾙ ｶｲ 810 ｺ 講談社 2000 229p 21cm
声に出して読みたい日本語 ｺｴﾆﾀﾞｼﾃﾖﾐﾀｲﾆﾎﾝｺﾞ 斎藤 孝 著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 810 ｻ 草思社 2001 214p 19cm
レーナ・マリア ﾚｰﾅﾏﾘｱ フット・ノート足で書かれた物語 レーナ・マリア 著 ｸﾘﾝｸﾞｳﾞｧﾙ ﾚｰﾅ･ﾏﾘｱ 289 ﾏ 小学館 1998 197p 20cm
坂本広子の台所育児 ｻｶﾓﾄﾋﾛｺﾉﾀﾞｲﾄﾞｺﾛｲｸｼﾞ 一歳から包丁を 坂本 広子 著 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｺ 596 ｻ 農山漁村文化協会 1990 183p 21cm
介助犬ターシャ ｶｲｼﾞｮｹﾝﾀｰｼｬ 大塚 敦子 写真・文 ｵｵﾂｶ ｱﾂｺ 369 ｵ 小学館 1999 59p 21×24cm
さよならサティルン ｻﾖﾅﾗｻﾃｨﾙﾝ 盲導犬の里親になった子どもたち 滝田 よしひろ 文 ﾀｷﾀ ﾖｼﾋﾛ 369 ﾀ 小学館 1999 157p 20cm
中学生・高校生のためのボランティアガイドﾁｭｳｶﾞｸｾｲｺｳｺｳｾｲﾉﾀﾒﾉﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ 田中 ひろし 監修 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 369 ﾁ 同友館 2001 159p 21cm
こんなのへんかな？ ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾌﾘｰﾉｴﾎﾝ ジェンダー・フリーの絵本１ 村瀬幸浩 367 ｼ 大月書店 2001 35p 21×22cm
生きるってすてき ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾌﾘｰﾉｴﾎﾝ ジェンダー・フリーの絵本２ 橋本紀子 367 ｼ 大月書店 2001 37p 21×22cm
働くってたのしい ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾌﾘｰﾉｴﾎﾝ ジェンダー・フリーの絵本３ 朴木佳緒留　文 367 ｼ 大月書店 2001 37p 21×22cm
女と男　これまで、これから ジェンダー・フリーの絵本４ 中嶋みさき　文 367 ｼ 大槻書店
いろんな国、いろんな生き方 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾌﾘｰﾉｴﾎﾝ ジェンダー・フリーの絵本５ 伊田広行 367 ｼ 大月書店 2001 37p 21×22cm
学びのガイド ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾌﾘｰﾉｴﾎﾝ ジェンダー・フリーの絵本６ 田代美江子編 367 ｼ 大月書店 2001 74p 21×22cm
人権を考える本① ｼﾞﾝｹﾝｵｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ 人が人らしく生きるために 医療・消費者と人権 鈴木利廣 323 ｼ 岩崎書店 2001 58p 27cm
人権を考える本② ｼﾞﾝｹﾝｵｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ 人が人らしく生きるために 子ども・障害者と人権 坪井節子 323 ｼ 岩崎書店 2001 55p 27cm
人権を考える本④ ｼﾞﾝｹﾝｵｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ 人が人らしく生きるために 女性・戦争と人権 角田由紀子 323 ｼ 岩崎書店 2001 55p 27cm
人権を考える本⑤ ｼﾞﾝｹﾝｵｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ 人が人らしく生きるために 労働者とその生命と人権 徳住堅治 323 ｼ 岩崎書店 2001 49p 27cm
人権を考える本⑥ ｼﾞﾝｹﾝｵｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ 人が人らしく生きるために 情報・報道と人権 小野寺信一 323 ｼ 岩崎書店 2001 54p 27cm
世界中のひまわり姫へ ｾｶｲｼﾞｭｳﾉﾋﾏﾜﾘﾋﾒｴ 未来をひらく「女性差別撤廃条約」 小笠原 みどり 文 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾐﾄﾞﾘ 367 ｵ ポプラ社 2000 56p 27cm
聴導犬シンディ誕生物語 ﾁｮｳﾄﾞｳｹﾝｼﾝﾃﾞｨﾀﾝｼﾞｮｳﾓﾉｶﾞﾀﾘ パトリシア・カーチス 文 ｶｰﾁｽ ﾊﾟﾄﾘｼｱ 369 ｶ 小学館 1998 55p 27cm
盲導犬グレフ誕生物語 ﾓｳﾄﾞｳｹﾝｸﾞﾚﾌﾀﾝｼﾞｮｳﾓﾉｶﾞﾀﾘ パトリシア・カーチス 文 ｶｰﾁｽ ﾊﾟﾄﾘｼｱ 369 ｶ 小学館 1998 55p 27cm
だから、あなたも生きぬいて ﾀﾞｶﾗｱﾅﾀﾓｲｷﾇｲﾃ 大平 光代 著 ｵｵﾋﾗ ﾐﾂﾖ 289 ｵ 講談社 2000 259p 20cm
自由をわれらに ｼﾞﾕｳｵﾜﾚﾗﾆ アミスタッド号事件 ノンフィクション・Ｂｏｏｋｓ ウォルター・ディーン・マイヤーズ 作ﾏｲﾔｰｽﾞ ｳｫﾙﾀｰ･ﾃﾞｨｰﾝ 316 ﾏ 小峰書店 1998 142p 20cm
闇を跳びこえ、もう一歩 ﾔﾐｵﾄﾋﾞｺｴﾓｳｲｯﾎﾟ 尾崎 峰穂 著 ｵｻﾞｷ ﾐﾈﾎ 782 ｵ 立風書房 2000 236p 20cm



聖の青春 ｻﾄｼﾉｾｲｼｭﾝ 大崎 善生 著 ｵｵｻｷ ﾖｼｵ 289 ｵ 講談社 2000 333p 20cm
サラの旅路 ｻﾗﾉﾀﾋﾞｼﾞ ヴィクトリア時代を生きたアフリカの王女 ノンフィクション・Ｂｏｏｋｓ ウォルター・ディーン・マイヤーズ 作ﾏｲﾔｰｽﾞ ｳｫﾙﾀｰ･ﾃﾞｨｰﾝ 289 ﾏ 小峰書店 2000 159p 20cm
生きることはすごいこと ｲｷﾙｺﾄﾜｽｺﾞｲｺﾄ Ｋｏｄａｎｓｈａ　ｓｏｐｈｉａ　ｂｏｏｋｓ 安野 光雅 著 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 914 ｱ 講談社 1998 266p 20cm
えんの松原 ｴﾝﾉﾏﾂﾊﾞﾗ 福音館創作童話シリーズ 伊藤 遊 作 ｲﾄｳ ﾕｳ 913 ｲ 福音館書店 2001 405p 21cm
封神演義　上 ﾎｳｼﾝｴﾝｷﾞ 妖姫乱国の巻 許 仲琳 著 ｷｮ ﾁｭｳﾘﾝ 923 ｷ 偕成社 1998 325p 20cm
封神演義　中 ﾎｳｼﾝｴﾝｷﾞ 仙人大戦の巻 許 仲琳 著 ｷｮ ﾁｭｳﾘﾝ 923 ｷ 偕成社 1998 305p 20cm
精霊の守り人 ｾｲﾚｲﾉﾓﾘﾋﾞﾄ 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 ｳｴﾊｼ ﾅﾎｺ 913 ｳ 偕成社 1996 325p 22cm
闇の守り人 ﾔﾐﾉﾓﾘﾋﾞﾄ 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 ｳｴﾊｼ ﾅﾎｺ 913 ｳ 偕成社 1999 357p 22cm
夢の守り人 ﾕﾒﾉﾓﾘﾋﾞﾄ 偕成社ワンダーランド 上橋 菜穂子 作 ｳｴﾊｼ ﾅﾎｺ 913 ｳ 偕成社 2000 309p 22cm
ふしぎな木の実の料理法 ﾌｼｷﾞﾅｷﾉﾐﾉﾘｮｳﾘﾎｳ こそあどの森の物語 こそあどの森の物語 岡田 淳 作 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 913 ｵ 理論社 1994 189p 22cm
森のなかの海賊船 ﾓﾘﾉﾅｶﾉｶｲｿﾞｸｾﾝ こそあどの森の物語 こそあどの森の物語 岡田 淳 作 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 913 ｵ 理論社 1995 208p 22cm
北上川よ、わが子正秋に光をください。 ｷﾀｶﾐｶﾞﾜﾖﾜｶﾞｺﾏｻｱｷﾆﾋｶﾘｵｸﾀﾞｻｲ 三重苦をのりこえて 高橋 ハツ子 〔著〕 ﾀｶﾊｼ ﾊﾂｺ 916 ﾀ 立風書房 2000 239p 20cm
今の自分が本当のあなたです ｲﾏﾉｼﾞﾌﾞﾝｶﾞﾎﾝﾄｳﾉｱﾅﾀﾃﾞｽ 伊藤 守 著 ｲﾄｳ ﾏﾓﾙ 159 ｲ 講談社 1999 145p 20cm
風の旅 ｶｾﾞﾉﾀﾋﾞ 四季抄 星野 富弘 著 ﾎｼﾉ ﾄﾐﾋﾛ 720 ﾎ 学研 1982 67p 24cm
１４歳とタウタウさん ｼﾞｭｳﾖﾝｻｲﾄﾀｳﾀｳｻﾝ 梅田 俊作 作・絵 ｳﾒﾀﾞ ｼｭﾝｻｸ 913 ｳ ポプラ社 1998 299p 25×25cm
１４歳とタウタウさん ｼﾞｭｳﾖﾝｻｲﾄﾀｳﾀｳｻﾝ 梅田 俊作 作・絵 ｳﾒﾀﾞ ｼｭﾝｻｸ 913 ｳ ポプラ社 1998 299p 25×25cm
ボクらが起こしたＦの奇跡 ﾎﾞｸﾗｶﾞｵｺｼﾀｴﾌﾉｷｾｷ 横浜ＦＣ誕生秘話 辻野 臣保 著 ﾂｼﾞﾉ ﾄﾐｵ 783 ﾂ 小学館 1999 255p 19cm
羽がはえたら ウーリー・オルレブ 989 ｵ 小峰書店
小さな男の子の旅 ﾁｲｻﾅｵﾄｺﾉｺﾉﾀﾋﾞ ケストナー短編 ショート・ストーリーズ エーリヒ・ケストナー 著 ｹｽﾄﾅｰ ｴｰﾘﾋ 948 ｹ 小峰書店 1996 63p 19cm
心は高原に ｺｺﾛﾜｺｳｹﾞﾝﾆ ショート・ストーリーズ ウィリアム・サローヤン 著 ｻﾛｰﾔﾝ ｳｨﾘｱﾑ 933 ｻ 小峰書店 1996 63p 19cm
風、つめたい風 ｶｾﾞﾂﾒﾀｲｶｾﾞ ショート・ストーリーズ レズリー・ノリス 著 ﾉﾘｽ ﾚｽﾞﾘｰ 933 ﾉ 小峰書店 1999 63p 19cm
だれも知らない小さな国 ﾀﾞﾚﾓｼﾗﾅｲﾁｲｻﾅｸﾆ コロボックル物語① コロボックル物語 佐藤 さとる 作 ｻﾄｳ ｻﾄﾙ 913 ｻ 講談社 1988 223p 22cm
豆つぶほどの小さないぬ ﾏﾒﾂﾌﾞﾎﾄﾞﾉﾁｲｻﾅｲﾇ コロボックル物語② コロボックル物語 佐藤 さとる 作 ｻﾄｳ ｻﾄﾙ 913 ｻ 講談社 1985 241p 22cm
星からおちた小さな人 ﾎｼｶﾗｵﾁﾀﾁｲｻﾅﾋﾄ コロボックル物語③ コロボックル物語 佐藤 さとる 作 ｻﾄｳ ｻﾄﾙ 913 ｻ 講談社 1985 219p 22cm
ふしぎな目をした男の子 ﾌｼｷﾞﾅﾒｵｼﾀｵﾄｺﾉｺ コロボックル物語④ コロボックル物語 佐藤 さとる 作 ｻﾄｳ ｻﾄﾙ 913 ｻ 講談社 1991 203p 22cm
小さな人のむかしの話 ﾁｲｻﾅﾋﾄﾉﾑｶｼﾉﾊﾅｼ コロボックル物語別巻 児童文学創作シリーズ 佐藤 さとる 著 ｻﾄｳ ｻﾄﾙ 913 ｻ 講談社 1987 149p 22cm
小さな国のつづきの話 ﾁｲｻﾅｸﾆﾉﾂｽﾞｷﾉﾊﾅｼ コロボックル物語⑤ 児童文学創作シリーズ 佐藤 さとる 著 ｻﾄｳ ｻﾄﾙ 913 ｻ 講談社 1983 190p 22cm
みちるのハイスクール日記 ﾐﾁﾙﾉﾊｲｽｸｰﾙﾆｯｷ ショート・みちる 文と絵 ｼｮｰﾄ ﾐﾁﾙ 376 ｼ 小峰書店 2000 223p 20cm
９月０日大冒険 ｸｶﾞﾂｾﾞﾛﾆﾁﾀﾞｲﾎﾞｳｹﾝ 偕成社ワンダーランド さとう まきこ 作 ｻﾄｳ ﾏｷｺ 913 ｻ 偕成社 1989 221p 22cm
ユメミザクラの木の下で ﾕﾒﾐｻﾞｸﾗﾉｷﾉｼﾀﾃﾞ こそあどの森の物語 こそあどの森の物語 岡田 淳 著 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 913 ｵ 理論社 1998 205p 22cm
戦争 ｾﾝｿｳ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　１ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－ミハイル・ショーロホフ 〔ほか〕著ｼｮｰﾛﾎﾌ ﾐﾊｲﾙ･ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾛｳﾞｨﾁ908 ｼ ポプラ社 2001 159p 20cm
安楽椅子の探偵たち
ロマンティック・ストーリーズ ﾛﾏﾝﾃｨｯｸｽﾄｰﾘｰｽﾞ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　３ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－今 市子 〔ほか〕著 ｲﾏ ｲﾁｺ 908 ｲ ポプラ社 2001 173p 20cm
マザー ﾏｻﾞｰ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　５ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－赤川 次郎 〔ほか〕著 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 908 ｱ ポプラ社 2001 159p 20cm
解放 ｶｲﾎｳ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ８ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－川原 泉 〔ほか〕著 ｶﾜﾊﾗ ｲｽﾞﾐ 908 ｶ ポプラ社 2001 150p 20cm
おいしい話 ｵｲｼｲﾊﾅｼ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　６ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－池波 正太郎 〔ほか〕著 ｲｹﾅﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 908 ｲ ポプラ社 2001 141p 20cm
花のお江戸のミステリー ﾊﾅﾉｵｴﾄﾞﾉﾐｽﾃﾘｰ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ７ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－野村 胡堂 〔ほか〕著 ﾉﾑﾗ ｺﾄﾞｳ 908 ﾉ ポプラ社 2001 159p 20cm
ひとり暮らし ﾋﾄﾘｸﾞﾗｼ 谷川 俊太郎 著 ﾀﾆｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 914 ﾀ 草思社 2001 181p 20cm
花豆の煮えるまで ﾊﾅﾏﾒﾉﾆｴﾙﾏﾃﾞ 小夜の物語 偕成社ワンダーランド 安房 直子 作 ｱﾜ ﾅｵｺ 913 ｱ 偕成社 1993 138p 22cm
ぼっこ ﾎﾞｯｺ 偕成社ワンダーランド 富安 陽子 作 ﾄﾐﾔｽ ﾖｳｺ 913 ﾄ 偕成社 1998 229p 22cm
選ばなかった冒険 ｴﾗﾊﾞﾅｶｯﾀﾎﾞｳｹﾝ 光の石の伝説 偕成社ワンダーランド 岡田 淳 作 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 913 ｵ 偕成社 1997 317p 22cm
大おばさんの不思議なレシピ ｵｵｵﾊﾞｻﾝﾉﾌｼｷﾞﾅﾚｼﾋﾟ 偕成社ワンダーランド 柏葉 幸子 作 ｶｼﾜﾊﾞ ｻﾁｺ 913 ｶ 偕成社 1993 186p 22cm
筆箱の中の暗闇 ﾌﾃﾞﾊﾞｺﾉﾅｶﾉｸﾗﾔﾐ 偕成社ワンダーランド 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ 偕成社 2001 165p 22cm
そして永遠に瞳は笑う ｿｼﾃｴｲｴﾝﾆﾋﾄﾐﾜﾜﾗｳ 新こみね創作児童文学 堀 直子 作 ﾎﾘ ﾅｵｺ 913 ﾎ 小峰書店 1997 237p 22cm
麻意ね、死ぬのがこわいの ﾏｲﾈｼﾇﾉｶﾞｺﾜｲﾉ 死を問い生を見つめた少女 石黒 美佐子 著 ｲｼｸﾞﾛ ﾐｻｺ 916 ｲ 立風書房 1993 287p 20cm
あったかさん ｱｯﾀｶｻﾝ かしわ 哲 著 ｶｼﾜ ﾃﾂ 369 ｶ 小学館 1998 219p 20cm
愛、深き淵より。 ｱｲﾌｶｷﾌﾁﾖﾘ 星野 富弘 著 ﾎｼﾉ ﾄﾐﾋﾛ 369 ﾎ 学研 2000 263p 20cm
ネシャン・サーガ１ ﾈｼｬﾝｻｰｶﾞ ヨナタンと伝説の杖 ラルフ・イーザウ 作 ｲｰｻﾞｳ ﾗﾙﾌ 943 ｲ あすなろ書房 2000 493p 22cm
ネシャン・サーガ２ ﾈｼｬﾝｻｰｶﾞ 第七代裁きの司の謎 ラルフ・イーザウ 作 ｲｰｻﾞｳ ﾗﾙﾌ 943 ｲ あすなろ書房 2001 597p 22cm
ネシャン・サーガ３ ﾈｼｬﾝｻｰｶﾞ 裁きの司最後の戦い ラルフ・イーザウ 作 ｲｰｻﾞｳ ﾗﾙﾌ 943 ｲ あすなろ書房 2001 566p 22cm
ハリー・ポッターと賢者の石 ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰﾄｹﾝｼﾞｬﾉｲｼ Ｊ．Ｋ．ローリング 作 ﾛｰﾘﾝｸﾞ J.K. 933 ﾛ 静山社 1999 462p 22cm
ハリー・ポッターと賢者の石 ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰﾄｹﾝｼﾞｬﾉｲｼ Ｊ．Ｋ．ローリング 作 ﾛｰﾘﾝｸﾞ J.K. 933 ﾛ 静山社 1999 462p 22cm
ハリー・ポッターと賢者の石 ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰﾄｹﾝｼﾞｬﾉｲｼ Ｊ．Ｋ．ローリング 作 ﾛｰﾘﾝｸﾞ J.K. 933 ﾛ 静山社 1999 462p 22cm
ハリー・ポッターと秘密の部屋 ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰﾄﾋﾐﾂﾉﾍﾔ Ｊ．Ｋ．ローリング 作 ﾛｰﾘﾝｸﾞ J.K. 933 ﾛ 静山社 2000 509p 22cm
パパは専業主夫 ﾊﾟﾊﾟﾜｾﾝｷﾞｮｳｼｭﾌ 子どもの文学・青い海シリーズ キルステン・ボイエ 作 ﾎﾞｲｴ ｷﾙｽﾃﾝ 943 ﾎ 童話館出版 1996 199p 23cm
光草（ストラリスコ） ｽﾄﾗﾘｽｺ Ｙ．Ａ．ｂｏｏｋｓ ロベルト・ピウミーニ 作 ﾋﾟｳﾐｰﾆ ﾛﾍﾞﾙﾄ 973 ﾋ 小峰書店 1998 158p 20cm
パパラギ ﾊﾟﾊﾟﾗｷﾞ はじめて文明を見た南海の酋長ツイアビの演説集 ツイアビ 〔著〕 ﾂｲｱﾋﾞ 304 ﾂ 立風書房 1981 135p 19cm
明日、きっといいことがある ｱｼﾀｷｯﾄｲｲｺﾄｶﾞｱﾙ 生きる勇気と知恵を与えてくれる８４の物語 ダン・クラーク 著 ｸﾗｰｸ ﾀﾞﾝ 933 ｸ 講談社 2000 222p 20cm
小川は川へ、川は海へ ｵｶﾞﾜﾜｶﾜｴｶﾜﾜｳﾐｴ Ｙ．Ａ．ｂｏｏｋｓ スコット・オデール 作 ｵﾃﾞｰﾙ ｽｺｯﾄ 933 ｵ 小峰書店 1997 279p 20cm
正義をもとめて ｾｲｷﾞｵﾓﾄﾒﾃ 日系アメリカ人フレッド・コレマツの闘い ノンフィクション・Ｂｏｏｋｓ スティーヴン・Ａ．チン 著 ﾁﾝ ｽﾃｨｰｳﾞﾝ A. 936 ﾁ 小峰書店 2000 143p 20cm
すんだことはすんだこと ｽﾝﾀﾞｺﾄﾜｽﾝﾀﾞｺﾄ または家のしごとがしたくなったおやじさんのお話 ワンダ・ガアグ 再話・え ｶﾞｰｸﾞ ﾜﾝﾀﾞ 933 ｶ 福音館書店 1991 59p 22cm
えのぐの詩 ｴﾉｸﾞﾉｳﾀ 911 ｴ 小学館 1998 43p 29cm
中学生のマジメな大疑問 ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾉﾏｼﾞﾒﾅﾀﾞｲｷﾞﾓﾝ 世のなかヘン 講談社 編 ｺｳﾀﾞﾝｼｬ 304 ﾁ 講談社 1999 223p 21cm
育てるたのしさ ｿﾀﾞﾃﾙﾀﾉｼｻ シリーズ生活を学ぶ 大井 清吉 編 ｵｵｲ ｾｲｷﾁ 620 ｿ 福村出版 1987 79p 27cm
ジーク ｼﾞｰｸ 月のしずく日のしずく 偕成社ワンダーランド 斉藤 洋 作 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 913 ｻ 偕成社 1992 293p 22cm
ローワンと魔法の地図 ﾛｰﾜﾝﾄﾏﾎｳﾉﾁｽﾞ リンの谷のローワン エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ あすなろ書房 2002 216p 21cm
森林は、いま ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳ わたしたちの地球環境４ 人類が生きのびるために 高野 尚好 日本語版監修 ｺｳﾔ ﾅｵﾖｼ 519 ﾜ 小峰書店 1999 47p 28cm
ゴミ、リサイクル、再利用 ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳ わたしたちの地球環境６ 人類が生きのびるために 高野 尚好 日本語版監修 ｺｳﾔ ﾅｵﾖｼ 519 ﾜ 小峰書店 1999 47p 28cm
封神演義　下 ﾎｳｼﾝｴﾝｷﾞ 降魔封神の巻 許 仲琳 著 ｷｮ ﾁｭｳﾘﾝ 923 ｷ 偕成社 1998 311 53p 20cm
君について行こう ｷﾐﾆﾂｲﾃｲｺｳ 女房は宇宙をめざした 向井 万起男 著 ﾑｶｲ ﾏｷｵ 916 ﾑ 講談社 1995 382p 20cm
火輪の王国　前編
火輪の王国　中編
火輪の王国　後編
火輪の王国　烈風編
火輪の王国　烈濤編
裂命の星
魁の蠱（さきがけのむし）
恩讐の門　青海編



恩讐の門　赤空編
恩讐の門　白雷編
恩讐の門　破壌編
無間浄土
耀変黙示録Ⅰ
耀変黙示録Ⅱ　布都（ふつ）の章
耀変黙示録Ⅲ　八咫の章
耀変黙示録Ⅳ　神武の章
真剣１０代しゃべり場 ｼﾝｹﾝｼﾞｭｳﾀﾞｲｼｬﾍﾞﾘﾊﾞ 699 ｼ 日本放送出版協会 2001 175p 21cm
世界の昆虫 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2000
化石・岩石 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2000
電気 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2000
天気・気象 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2000
星・星座 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2000
宇宙 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2001
飛行機・ロケット・船 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2001
爬虫・両生類 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2001
地球環境 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 1997
カブトムシ・クワガタムシ 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2001
飼育と観察 408 ｶ 学習研究社 2001
顕微鏡観察 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2000
宇宙ロケット 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2000
理科の自由研究 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 1997
理科の実験 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2000
貝 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2000
昆虫 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2001
花 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 2001
地球 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 1971
昆虫の図解 学研の図鑑 408 ｶ 学習研究社 1974
くさばな ｸｻﾊﾞﾅ ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 ふしぎ・びっくり！？こども図鑑 470 ﾌ 学習研究社 1996 120p 30cm
いつもどこかで ｲﾂﾓﾄﾞｺｶﾃﾞ 新川和江詩集 詩を読もう！ 新川 和江 詩 ｼﾝｶﾜ ｶｽﾞｴ 911 ｼ 大日本図書 1999 115p 19cm
今日からはじまる ｷｮｳｶﾗﾊｼﾞﾏﾙ 高丸もと子詩集 詩を読もう！ 高丸 もと子 詩 ﾀｶﾏﾙ ﾓﾄｺ 911 ﾀ 大日本図書 1999 110p 19cm
もうだいじょうぶだから ﾓｳﾀﾞｲｼﾞｮｳﾌﾞﾀﾞｶﾗ 木村信子詩集 詩を読もう！ 木村 信子 詩 ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ 911 ｷ 大日本図書 2000 93p 19cm
かさなりあって ｶｻﾅﾘｱｯﾃ 島田陽子詩集 詩を読もう！ 島田 陽子 著 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 911 ｼ 大日本図書 1999 93p 19cm
あなたが好き ｱﾅﾀｶﾞｽｷ 小さい詩集 立原 えりか 著 ﾀﾁﾊﾗ ｴﾘｶ 911 ﾀ 大日本図書 1991 95p 19cm
おなかの大きい小母さん ｵﾅｶﾉｵｵｷｲｵﾊﾞｻﾝ まど・みちお詩集 詩を読もう！ まど みちお 詩 ﾏﾄﾞ ﾐﾁｵ 911 ﾏ 大日本図書 2000 93p 19cm
ほんとこうた・へんてこうた ﾎﾝﾄｺｳﾀﾍﾝﾃｺｳﾀ 阪田寛夫詩集 詩を読もう！ 阪田 寛夫 詩 ｻｶﾀ ﾋﾛｵ 911 ｻ 大日本図書 1999 113p 19cm
五つのエラーをさがせ！ ｲﾂﾂﾉｴﾗｰｵｻｶﾞｾ 木坂涼詩集 詩を読もう！ 木坂 涼 詩 ｷｻｶ ﾘｮｳ 911 ｷ 大日本図書 2000 97p 19cm
空への質問 ｿﾗｴﾉｼﾂﾓﾝ 高階杞一詩集 詩を読もう！ 高階 杞一 詩 ﾀｶｼﾅ ｷｲﾁ 911 ﾀ 大日本図書 1999 91p 19cm
十秒間の友だち ｼﾞｭｳﾋﾞｮｳｶﾝﾉﾄﾓﾀﾞﾁ 大橋政人詩集 詩を読もう！ 大橋 政人 詩 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾋﾄ 911 ｵ 大日本図書 2000 116p 19cm
またすぐに会えるから ﾏﾀｽｸﾞﾆｱｴﾙｶﾗ はたちよしこ詩集 詩を読もう！ はたち よしこ 詩 ﾊﾀﾁ ﾖｼｺ 911 ﾊ 大日本図書 2000 103p 19cm
みんなやわらかい ﾐﾝﾅﾔﾜﾗｶｲ 谷川俊太郎詩集 詩を読もう！ 谷川 俊太郎 著 ﾀﾆｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 911 ﾀ 大日本図書 1999 95p 19cm
不敗人生 ﾌﾊｲｼﾞﾝｾｲ ４３歳からの挑戦 落合 博満 著 ｵﾁｱｲ ﾋﾛﾐﾂ 783 ｵ 小学館 1997 193p 20cm
氷点 ﾐｳﾗｱﾔｺｼｮｳｾﾂｾﾝｼｭｳ 三浦綾子小説選集１ 三浦 綾子 著 ﾐｳﾗ ｱﾔｺ 913 ﾐ 主婦の友社 2000 417p 19cm
塩狩戸峠・道ありき ﾐｳﾗｱﾔｺｼｮｳｾﾂｾﾝｼｭｳ 三浦綾子小説選集３ 三浦 綾子 著 ﾐｳﾗ ｱﾔｺ 913 ﾐ 主婦の友社 2001 431p 19cm
ひつじが丘・泥流地帯 ﾐｳﾗｱﾔｺｼｮｳｾﾂｾﾝｼｭｳ 三浦綾子小説選集４ 三浦 綾子 著 ﾐｳﾗ ｱﾔｺ 913 ﾐ 主婦の友社 2001 453p 19cm
続泥流地帯・草のうた ﾐｳﾗｱﾔｺｼｮｳｾﾂｾﾝｼｭｳ 三浦綾子小説選集５ 三浦 綾子 著 ﾐｳﾗ ｱﾔｺ 913 ﾐ 主婦の友社 2001 396p 19cm
ちいロバ先生物語 ﾐｳﾗｱﾔｺｼｮｳｾﾂｾﾝｼｭｳ 三浦綾子小説選集６ 三浦 綾子 著 ﾐｳﾗ ｱﾔｺ 913 ﾐ 主婦の友社 2001 431p 19cm
細川ガラシャ夫人 ﾐｳﾗｱﾔｺｼｮｳｾﾂｾﾝｼｭｳ 三浦綾子小説選集７ 三浦 綾子 著 ﾐｳﾗ ｱﾔｺ 913 ﾐ 主婦の友社 2001 349p 19cm
銃口・年譜 ﾐｳﾗｱﾔｺｼｮｳｾﾂｾﾝｼｭｳ 三浦綾子小説選集８ 三浦 綾子 著 ﾐｳﾗ ｱﾔｺ 913 ﾐ 主婦の友社 2001 479p 19cm
夢に生きる ﾕﾒﾆｲｷﾙ 秘境ムスタンに黄金の稲穂を 近藤 亨 著 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 612 ｺ 講談社 2000 206p 20cm
カネト ｶﾈﾄ 炎のアイヌ魂 ひくまのノンフィクションシリーズ 沢田 猛 著 ｻﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 916 ｻ ひくまの出版 1983 197p 22cm
ウエズレーの国 ｳｴｽﾞﾚｰﾉｸﾆ ポール・フライシュマン 作 ﾌﾗｲｼｭﾏﾝ ﾎﾟｰﾙ 933 ﾌ あすなろ書房 1999 33p 25×28cm
おねえちゃんとわたし ｵﾈｴﾁｬﾝﾄﾜﾀｼ ミッシェル・エマート 文 ｴﾏｰﾄ ﾐｯｼｪﾙ 369 ｴ 小学館 1999 1冊 22cm
タンゲくん ﾀﾝｹﾞｸﾝ 日本傑作絵本シリーズ 片山 健 〔作〕 ｶﾀﾔﾏ ｹﾝ 913 ｶ 福音館書店 1992 32p 29cm
となりのしげちゃん ﾄﾅﾘﾉｼｹﾞﾁｬﾝ 星川 ひろ子 写真・文 ﾎｼｶﾜ ﾋﾛｺ 378 ﾎ 小学館 1999 1冊 21×23cm
におい山脈 ﾆｵｲｻﾝﾐｬｸ 椋鳩十・梶山俊夫ものがたりえほん１ 椋鳩十・梶山俊夫ものがたりえほん椋 鳩十 著 ﾑｸ ﾊﾄｼﾞｭｳ 913 ｶ あすなろ書房 1978 1冊 30cm
おやすみアルフォンス！ ｵﾔｽﾐｱﾙﾌｫﾝｽ アルフォンスのえほん グニッラ＝ベリィストロム さく ﾍﾞﾘｨｽﾄﾛﾑ ｸﾞﾆｯﾗ 949 へ 偕成社 1981 1冊 23cm
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見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
見つめられる日本 ﾐﾂﾒﾗﾚﾙﾆﾎﾝ 集団読書テキスト 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 304 ﾖ 全国学校図書館協議会1992 41p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm



オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
オモニの歌 ｵﾓﾆﾉｳﾀ 集団読書テキスト 岩井 好子 著 ｲﾜｲ ﾖｼｺ 916 ｲ 全国学校図書館協議会1991 61p 19cm
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うさぎちゃんのがらくたあそび ｳｻｷﾞﾁｬﾝﾉｶﾞﾗｸﾀｱｿﾋﾞ つくろうあそぼう きむら ゆういち 作・構成 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 750 ｷ ポプラ社 1999 63p 26cm
ぶたさんのがらくたあそび ﾌﾞﾀｻﾝﾉｶﾞﾗｸﾀｱｿﾋﾞ つくろうあそぼう きむら ゆういち 作・構成 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 750 ｷ ポプラ社 1999 63p 26cm
くまくんのがらくたあそび ｸﾏｸﾝﾉｶﾞﾗｸﾀｱｿﾋﾞ つくろうあそぼう きむら ゆういち 作・構成 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 750 ｷ ポプラ社 1999 63p 26cm
遠くへ行きたいな ﾄｵｸｴｲｷﾀｲﾅ シリーズ生活を学ぶ 富岡 達夫 編 ﾄﾐｵｶ ﾀﾂｵ 385 ﾄ 福村出版 1986 79p 27cm
わたしたちのからだ ﾜﾀｼﾀﾁﾉｶﾗﾀﾞ シリーズ生活を学ぶ 緒方 直助 編 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｽｹ 490 ｵ 福村出版 1986 79p 27cm
おはようおやすみ ｵﾊﾖｳｵﾔｽﾐ シリーズ生活を学ぶ 原井 利夫 編 ﾊﾗｲ ﾄｼｵ 385 ﾊ 福村出版 1986 79p 27cm
みちるのアメリカ留学記 ﾐﾁﾙﾉｱﾒﾘｶﾘｭｳｶﾞｸｷ ショート・みちる 文と絵 ｼｮｰﾄ ﾐﾁﾙ 376 ｼ 小峰書店 1998 223p 20cm
わかもとの知恵 ﾜｶﾓﾄﾉﾁｴ 覚えておくと一生役に立つ 筒井 康隆 著 ﾂﾂｲ ﾔｽﾀｶ 158 ﾂ 金の星社 2001 221p 19cm
カナリーズ・ソング ｶﾅﾘｰｽﾞｿﾝｸﾞ ジェニファー・アームストロング 作ｱｰﾑｽﾄﾛﾝｸﾞ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 933 ｱ 金の星社 2001 141p 20cm
風といっしょに ｶｾﾞﾄｲｯｼｮﾆ いわむら かずお 著 ｲﾜﾑﾗ ｶｽﾞｵ 913 ｲ 理論社 2002 151p 19cm
たったった ﾀｯﾀｯﾀ まど みちお 詩 ﾏﾄﾞ ﾐﾁｵ 911 ﾏ 理論社 2004 81p 19cm
雲の名前の手帖 ｸﾓﾉﾅﾏｴﾉﾃﾁｮｳ ブティックムック 高橋 健司 著 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 451 ﾀ シンク 2001 223 16p 19cm
四人はなぜ死んだのか ﾖﾆﾝﾜﾅｾﾞｼﾝﾀﾞﾉｶ インターネットで追跡する「毒入りカレー事件」 三好 万季 著 ﾐﾖｼ ﾏｷ 368 ﾐ 文芸春秋 1999 214p 18cm
あんにょんキムチ ｱﾝﾆｮﾝｷﾑﾁ 松江 哲明 著 ﾏﾂｴ ﾃﾂｱｷ 929 ﾏ 汐文社 2000 147p 20cm
うめぼしリモコン ｳﾒﾎﾞｼﾘﾓｺﾝ まど みちお 詩 ﾏﾄﾞ ﾐﾁｵ 911 ﾏ 理論社 2001 105p 19cm
風をつむぐ少年 ｶｾﾞｵﾂﾑｸﾞｼｮｳﾈﾝ ポール・フライシュマン 著 ﾌﾗｲｼｭﾏﾝ ﾎﾟｰﾙ 933 ﾌ あすなろ書房 1999 207p 20cm
科学は今どうなっているの？ ｶｶﾞｸﾜｲﾏﾄﾞｳﾅｯﾃｲﾙﾉ 池内 了 著 ｲｹｳﾁ ｻﾄﾙ 404 ｲ 晶文社 2001 320p 20cm
子どもといっしょに読みたい詩１００ ｺﾄﾞﾓﾄｲｯｼｮﾆﾖﾐﾀｲｼﾋｬｸ 水内 喜久雄 編著 ﾐｽﾞｳﾁ ｷｸｵ 911 ｺ たんぽぽ出版 2002 190p 21cm
目からうろこ　小学生の大疑問１００　ﾊﾟｰﾄⅡｼｮｳｶﾞｸｾｲﾉﾀﾞｲｷﾞﾓﾝﾋｬｸ ＮＨＫ週刊こどもニュース　図解版スペシャル 講談社 編 ｺｳﾀﾞﾝｼｬ 302 ｼ 講談社 1998 263p 21cm
ブッダ１ ﾌﾞｯﾀﾞ カピラヴァストウ 潮ライブラリー 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 潮出版社 1998 406p 19cm
ブッダ２ ﾌﾞｯﾀﾞ 四門出遊 潮ライブラリー 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 潮出版社 1998 416p 19cm
ブッダ３ ﾌﾞｯﾀﾞ ダイバダッタ 潮ライブラリー 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 潮出版社 1998 328p 19cm
ブッダ４ ﾌﾞｯﾀﾞ ウルベーラ 潮ライブラリー 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 潮出版社 1998 376p 19cm
ブッダ５ ﾌﾞｯﾀﾞ 鹿野苑 潮ライブラリー 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 潮出版社 1998 352p 19cm
ブッダ７ ﾌﾞｯﾀﾞ アジャセ 潮ライブラリー 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 潮出版社 1999 424p 19cm
ブッダ８ ﾌﾞｯﾀﾞ 祗園精舎 潮ライブラリー 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 潮出版社 1999 373p 19cm
羽の音 ﾊﾈﾉｵﾄ 大島 真寿美 著 ｵｵｼﾏ ﾏｽﾐ 913 ｵ 理論社 2001 141p 19cm
ふしぎふしぎ２００ ﾌｼｷﾞﾌｼｷﾞﾆﾋｬｸ ふしぎ新聞社 編・著 ﾌｸｲﾝｶﾝ ｼｮﾃﾝ 2 ﾌ 福音館書店 2001 280 10p 18cm
ブッタとシッタカブッタ ﾌﾞｯﾀﾄｼｯﾀｶﾌﾞｯﾀ 心の運転マニュアル本 小泉 吉宏 著 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 726 ｺ メディアファクトリー 1993 206p 19cm
愛のシッタカブッタ ｱｲﾉｼｯﾀｶﾌﾞｯﾀ あけると気持ちがラクになる本 小泉 吉宏 著 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 726 ｺ メディアファクトリー 1994 110p 19cm



光に向かって１２３のこころのタネ ﾋｶﾘﾆﾑｶｯﾃﾋｬｸﾆｼﾞｭｳｻﾝﾉｺｺﾛﾉﾀﾈ 高森 顕徹 著 ﾀｶﾓﾘ ｹﾝﾃﾂ 185 ﾀ １万年堂出版 2002 270p 20cm
「自分の木」の下で ｼﾞﾌﾞﾝﾉｷﾉｼﾀﾃﾞ 大江 健三郎 著 ｵｵｴ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 159 ｵ 朝日新聞社 2001 193p 19cm
動物の「超」ひみつを知ろう ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾉﾁｮｳﾋﾐﾂｵｼﾛｳ シリーズ楽しい科学 シリーズ楽しい科学 ジュディス・ハーブスト 著 ﾊｰﾌﾞｽﾄ ｼﾞｭﾃﾞｨｽ 480 ﾊ 晶文社 1994 203p 22cm
ヒトの「超」ひみつを知ろう ﾋﾄﾉﾁｮｳﾋﾐﾂｵｼﾛｳ シリーズ楽しい科学 ジュディス・ハーブスト 著 ﾊｰﾌﾞｽﾄ ｼﾞｭﾃﾞｨｽ 147 ﾊ 晶文社 1994 176p 22cm
星間旅行への誘い ｾｲｶﾝﾘｮｺｳｴﾉｻｿｲ ジュディス・ハーブスト 著 ﾊｰﾌﾞｽﾄ ｼﾞｭﾃﾞｨｽ 440 ﾊ 晶文社 1996 190p 22cm
宇宙の「超」ひみつを知ろう ｳﾁｭｳﾉﾁｮｳﾋﾐﾂｵｼﾛｳ シリーズ楽しい科学 ジュディス・ハーブスト 著 ﾊｰﾌﾞｽﾄ ｼﾞｭﾃﾞｨｽ 440 ﾊ 晶文社 1994 311p 22cm
フクロウはだれの名を呼ぶ ﾌｸﾛｳﾜﾀﾞﾚﾉﾅｵﾖﾌﾞ ジーン・クレイグヘッド・ジョージ 著ｼﾞｮｰｼﾞ ｼﾞｰﾝ･ｸﾚｲｸﾞﾍｯﾄﾞ 933 ｼ あすなろ書房 2001 156p 20cm
フクロウはだれの名を呼ぶ ﾌｸﾛｳﾜﾀﾞﾚﾉﾅｵﾖﾌﾞ ジーン・クレイグヘッド・ジョージ 著ｼﾞｮｰｼﾞ ｼﾞｰﾝ･ｸﾚｲｸﾞﾍｯﾄﾞ 933 ｼ あすなろ書房 2001 156p 20cm
心に杭は打たれない ｺｺﾛﾆｸｲﾜｳﾀﾚﾅｲ いま語りつぐ基地・砂川物語 児童文学創作グループ・ドラゴンの会 著ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｿｳｻｸ ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾄﾞﾗｺﾞﾝ ﾉ ｶｲ916 ﾄ 国土社 2001 179p 22cm
ブッタとシッタカブッタ３ ﾌﾞｯﾀﾄｼｯﾀｶﾌﾞｯﾀ なぁんでもないよ 小泉 吉宏 著 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 726 ｺ メディアファクトリー 1999 201p 19cm
ダレン・シャン ﾀﾞﾚﾝｼｬﾝ 奇怪なサーカス Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 ｼｬﾝ ﾀﾞﾚﾝ 933 ｼ 小学館 2001 318p 22cm
乙武レポート ｵﾄﾀｹﾚﾎﾟｰﾄ 乙武 洋匡 著 ｵﾄﾀｹ ﾋﾛﾀﾀﾞ 699 ｵ 講談社 2000 270p 20cm
東京サハラ ﾄｳｷｮｳｻﾊﾗ さとう まきこ 著 ｻﾄｳ ﾏｷｺ 913 ｻ 理論社 2001 187p 19cm
図説ホラー・シネマ ｽﾞｾﾂﾎﾗｰｼﾈﾏ 銀幕の怪奇と幻想 ふくろうの本 石田 一 著 ｲｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 778 ｲ 河出書房新社 2002 123p 22cm
大切にしたいものは何？ ﾀｲｾﾂﾆｼﾀｲﾓﾉﾜﾅﾆ みんなで考えよう１ みんなで考えよう 鶴見俊輔と中学生たち 〔著〕 ﾂﾙﾐ ｼｭﾝｽｹ 159 ﾂ 晶文社 2002 135p 21cm
大人になるって何？ ｵﾄﾅﾆﾅﾙｯﾃﾅﾆ みんなで考えよう３ みんなで考えよう 鶴見俊輔と中学生たち 〔著〕 ﾂﾙﾐ ｼｭﾝｽｹ 159 ﾂ 晶文社 2002 91p 21cm
同時通訳者鳥飼玖美子 ﾄﾞｳｼﾞﾂｳﾔｸｼｬﾄﾘｶｲｸﾐｺ こんな生き方がしたい 大橋 由香子 著 ｵｵﾊｼ ﾕｶｺ 289 ｺ 理論社 2002 206p 19cm
メイクアップアーチスト小林照子 ﾒｲｸｱｯﾌﾟｱｰﾁｽﾄｺﾊﾞﾔｼﾃﾙｺ こんな生き方がしたい 西 妙子 著 ﾆｼ ﾀｴｺ 289 ｺ 理論社 2002 206p 19cm
建築家長谷川逸子 ｹﾝﾁｸｶﾊｾｶﾞﾜｲﾂｺ こんな生き方がしたい 実川 元子 著 ｼﾞﾂｶﾜ ﾓﾄｺ 289 ｺ 理論社 2001 206p 19cm
ニュースキャスター田丸美寿々 ﾆｭｰｽｷｬｽﾀｰﾀﾏﾙﾐｽｽﾞ こんな生き方がしたい 板倉 久子 著 ｲﾀｸﾗ ﾋｻｺ 289 ｺ 理論社 2001 206p 19cm
ローワンと黄金の谷の謎 ﾛｰﾜﾝﾄｵｳｺﾞﾝﾉﾀﾆﾉﾅｿﾞ リンの谷のローワン エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ あすなろ書房 2001 227p 21cm
ローワンと伝説の水晶 ﾛｰﾜﾝﾄﾃﾞﾝｾﾂﾉｽｲｼｮｳ リンの谷のローワン エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ あすなろ書房 2002 247p 21cm
ローワンとゼバックの黒い影 ﾛｰﾜﾝﾄｾﾞﾊﾞｯｸﾉｸﾛｲｶｹﾞ リンの谷のローワン エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ あすなろ書房 2002 262p 21cm
運動靴と赤い金魚 ｳﾝﾄﾞｳｸﾞﾂﾄｱｶｲｷﾝｷﾞｮ ジュニア版 マジッド・マジディ 脚本 ﾏｼﾞﾃﾞｨ ﾏｼﾞﾄﾞ 929 ﾏ 汐文社 2001 131p 20cm
兄なる風　上 ｱﾆﾅﾙｶｾﾞ アリューシャン黙示録第３部 アリューシャン黙示録 スー・ハリソン 著 ﾊﾘｿﾝ ｽｰ 933 ﾊ 晶文社 1997 414p 20cm
兄なる風　下 ｱﾆﾅﾙｶｾﾞ アリューシャン黙示録第３部 アリューシャン黙示録 スー・ハリソン 著 ﾊﾘｿﾝ ｽｰ 933 ﾊ 晶文社 1997 406p 20cm
ソング・オブ・ザ・リバー　上 ｿﾝｸﾞｵﾌﾞｻﾞﾘﾊﾞｰ スー・ハリソン 著 ﾊﾘｿﾝ ｽｰ 933 ﾊ 晶文社 1999 491p 20cm
ソング・オブ・ザ・リバー　下 ｿﾝｸﾞｵﾌﾞｻﾞﾘﾊﾞｰ スー・ハリソン 著 ﾊﾘｿﾝ ｽｰ 933 ﾊ 晶文社 1999 402p 20cm
ガルシアへの手紙 ｶﾞﾙｼｱｴﾉﾃｶﾞﾐ エルバート・ハバード 著 ﾊﾊﾞｰﾄﾞ ｴﾙﾊﾞｰﾄ G. 159 ﾊ 総合法令出版 2001 92p 19cm
姉なる月　上 ｱﾈﾅﾙﾂｷ アリューシャン黙示録第２部 アリューシャン黙示録 スー・ハリソン 著 ﾊﾘｿﾝ ｽｰ 933 ﾊ 晶文社 1996 334p 20cm
姉なる月　下 ｱﾈﾅﾙﾂｷ アリューシャン黙示録第２部 アリューシャン黙示録 スー・ハリソン 著 ﾊﾘｿﾝ ｽｰ 933 ﾊ 晶文社 1996 308p 20cm
母なる大地父なる空　上 ﾊﾊﾅﾙﾀﾞｲﾁﾁﾁﾅﾙｿﾗ アリューシャン黙示録 アリューシャン黙示録 スー・ハリソン 著 ﾊﾘｿﾝ ｽｰ 933 ﾊ 晶文社 1995 226p 20cm
母なる大地父なる空　下 ﾊﾊﾅﾙﾀﾞｲﾁﾁﾁﾅﾙｿﾗ アリューシャン黙示録 アリューシャン黙示録 スー・ハリソン 著 ﾊﾘｿﾝ ｽｰ 933 ﾊ 晶文社 1995 250p 20cm
かわうそ太郎 ｶﾜｳｿﾀﾛｳ アーサー・スコット・ベイリー 原著ﾍﾞｲﾘｰ ｱｰｻｰ･ｽｺｯﾄ 933 ﾍ 審美社 2001 130p 20cm
カナリーズ・ソング ｶﾅﾘｰｽﾞｿﾝｸﾞ ジェニファー・アームストロング 作ｱｰﾑｽﾄﾛﾝｸﾞ ｼﾞｪﾆﾌｧｰ 933 ｱ 金の星社 2001 141p 20cm
ビリー・ジョーの大地 ﾋﾞﾘｰｼﾞｮｰﾉﾀﾞｲﾁ カレン・ヘス 作 ﾍｽ ｶﾚﾝ 933 ﾍ 理論社 2001 305p 19cm
太陽は、ぼくの瞳 ﾀｲﾖｳﾜﾎﾞｸﾉﾋﾄﾐ マジッド・マジディ 脚本 ﾏｼﾞﾃﾞｨ ﾏｼﾞﾄﾞ 929 ﾏ 汐文社 2001 125p 20cm
青空へシュート！ ｱｵｿﾞﾗｴｼｭｰﾄ すずき じゅんいち 監督 脚本 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 913 ﾋ 汐文社 2001 148p 20cm
あの子を探して ｱﾉｺｵｻｶﾞｼﾃ チャン イーモウ 監督 ﾁｬﾝ ｲｰﾓｳ 929 ｲ 汐文社 2001 179p 20cm
クマ追い犬タロ ｸﾏｵｲｹﾝﾀﾛ ノンフィクション・Ｂｏｏｋｓ 米田 一彦 著 ﾏｲﾀ ｶｽﾞﾋｺ 915 ﾏ 小峰書店 2001 183p 20cm
クマ追い犬タロ ｸﾏｵｲｹﾝﾀﾛ ノンフィクション・Ｂｏｏｋｓ 米田 一彦 著 ﾏｲﾀ ｶｽﾞﾋｺ 915 ﾏ 小峰書店 2001 183p 20cm
カブトエビの寒い夏 ｶﾌﾞﾄｴﾋﾞﾉｻﾑｲﾅﾂ 谷本 雄治 文 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 913 ﾀ 農山漁村文化協会 2001 164p 22cm
ともだちは緑のにおい ﾄﾓﾀﾞﾁﾜﾐﾄﾞﾘﾉﾆｵｲ きみとぼくの本 工藤 直子 作 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｺ 913 ｸ 理論社 1988 213p 20cm
対馬丸 ﾂｼﾏﾏﾙ さようなら沖縄 名作の森 大城 立裕 原作 ｵｵｼﾛ ﾀﾂﾋﾛ 913 ｵ 理論社 1994 109p 22cm
キャラクターいっぱいのおりがみ ｷｬﾗｸﾀｰｲｯﾊﾟｲﾉｵﾘｶﾞﾐ むずかしいものはお母さんとおってね レディブティックシリーズ 榎本 宣吉 著 ｴﾉﾓﾄ ﾉﾌﾞﾖｼ 754 ｴ ブティック社 2000 114p 26cm
カットビーズのアクセサリー１４８点 ｶｯﾄﾋﾞｰｽﾞﾉｱｸｾｻﾘｰﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳﾊｯﾃﾝ スワロフスキー　チェコビーズ　ガラスビーズ レディブティックシリーズレディブティックシリーズ 594 ｶ ブティック社 2001 90p 26cm
海のコウモリ ｳﾐﾉｺｳﾓﾘ アニメ絵本 山下 明生 原作 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｵ 913 ﾔ 理論社 1987 124p 22cm
ひろしまのピカ ﾋﾛｼﾏﾉﾋﾟｶ 記録のえほん 丸木 俊 え・文 ﾏﾙｷ ﾄｼ 913 ﾏ 小峰書店 1980 1冊 24×25cm
不思議の国のＡＢＣ ﾌｼｷﾞﾉｸﾆﾉｴｰﾋﾞｰｼｰ 飯田 正美 著 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾐ 807 ｲ 河出書房新社 2000 1冊 22cm
マインズ・アイ ﾏｲﾝｽﾞｱｲ ポール・フライシュマン 著 ﾌﾗｲｼｭﾏﾝ ﾎﾟｰﾙ 932 ﾌ あすなろ書房 2001 151p 20cm
アンジュール ｱﾝｼﾞｭｰﾙ ある犬の物語 ガブリエル・バンサン 作 ｳﾞｧﾝｻﾝ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 953 ﾊ ＢＬ出版 2000 57p 19×27cm
マリオネット ﾏﾘｵﾈｯﾄ ガブリエル・バンサン 作 ｳﾞｧﾝｻﾝ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 953 ﾊ ＢＬ出版 1999 1冊 22×22cm
光の旅　かげの旅 ﾋｶﾘﾉﾀﾋﾞｶｹﾞﾉﾀﾋﾞ 絵本の部屋 アン・ジョナス 〔著〕 ｼﾞｮﾅｽ ｱﾝ 933 ｼ 評論社 1984 1冊 25cm
ひとしずくの水 ﾋﾄｼｽﾞｸﾉﾐｽﾞ ウォルター・ウィック 作 ｳｨｯｸ ｳｫﾙﾀｰ 435 ｳ あすなろ書房 1998 35p 30cm
みなまた　海のこえ ﾐﾅﾏﾀｳﾐﾉｺｴ 記録のえほん 石牟礼 道子 ぶん ｲｼﾑﾚ ﾐﾁｺ 913 ﾏ 小峰書店 1982 1冊 24×25cm
じゅげむ ｼﾞｭｹﾞﾑ 落語絵本 川端 誠 〔作〕 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｺﾄ 779 ｶ クレヨンハウス 2003 1冊 31cm
おきなわ　島のこえ ｵｷﾅﾜｼﾏﾉｺｴ ヌチドゥタカラ（いのちこそたから） 記録のえほん 丸木 俊 文・絵 ﾏﾙｷ ﾄｼ 913 ﾏ 小峰書店 1984 1冊 24×25cm
天に落ちる ﾃﾝﾆｵﾁﾙ シェル・シルヴァスタイン 著 ｼﾙｳﾞｧｽﾀｲﾝ ｼｪﾙ 933 ｼ 講談社 2001 171p 23cm
図説時代小説のヒーローたち ｽﾞｾﾂｼﾞﾀﾞｲｼｮｳｾﾂﾉﾋｰﾛｰﾀﾁ ふくろうの本 縄田 一男 著 ﾅﾜﾀ ｶｽﾞｵ 778 ﾅ 河出書房新社 2000 127p 22cm
てつがくのライオン ﾃﾂｶﾞｸﾉﾗｲｵﾝ 工藤直子少年詩集 詩の散歩道 工藤 直子 著 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｺ 911 ｸ 理論社 1982 141p 21cm
チーズはどこへ消えた？ ﾁｰｽﾞﾜﾄﾞｺｴｷｴﾀ スペンサー・ジョンソン 著 ｼﾞｮﾝｿﾝ ｽﾍﾟﾝｻｰ 933 ｼ 扶桑社 2000 94p 19cm
ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な英語の本ﾋﾞｯｸﾞﾌｧｯﾄｷｬｯﾄﾉｾｶｲｲﾁｶﾝﾀﾝﾅｴｲｺﾞﾉﾎﾝ 向山 淳子 著 ﾑｺｳﾔﾏ ｱﾂｺ 835 ﾑ 幻冬舎 2001 171p 19cm
宇宙のネロ ｳﾁｭｳﾉﾈﾛ 星新一ショートショートセレクション星 新一 作 ﾎｼ ｼﾝｲﾁ 913 ﾎ 理論社 2001 203p 19cm
奇妙な旅行 ｷﾐｮｳﾅﾘｮｺｳ 星新一ショートショートセレクション星 新一 作 ﾎｼ ｼﾝｲﾁ 913 ﾎ 理論社 2002 199p 19cm
ガールズアウトレイト ｶﾞｰﾙｽﾞｱｳﾄﾚｲﾄ もう帰らなきゃ！！ ジャクリーン・ウィルソン 作 ｳｨﾙｿﾝ ｼﾞｬｸﾘｰﾝ 933 ｳ 理論社 2003 326p 19cm
ガールズアンダープレッシャー ｶﾞｰﾙｽﾞｱﾝﾀﾞｰﾌﾟﾚｯｼｬｰ ダイエットしなきゃ！！ ジャクリーン・ウィルソン 作 ｳｨﾙｿﾝ ｼﾞｬｸﾘｰﾝ 933 ｳ 理論社 2003 338p 19cm
図説ロケット ｽﾞｾﾂﾛｹｯﾄ Ａ　ｐｉｃｔｏｒｉａｌ　ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ＡｍｅｒｉｃａｎＳＦ　ｍａｇａｚｉｎｅｓ ふくろうの本 野田 昌宏 著 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 726 ﾉ 河出書房新社 2001 125p 22cm
スターガール ｽﾀｰｶﾞｰﾙ ジェリー・スピネッリ 作 ｽﾋﾟﾈｯﾘ ｼﾞｪﾘｰ 933 ｽ 理論社 2001 313p 19cm
種をまく人 ﾀﾈｵﾏｸﾋﾄ ポール・フライシュマン 著 ﾌﾗｲｼｭﾏﾝ ﾎﾟｰﾙ 933 ﾌ あすなろ書房 1998 95p 20cm
おもしろ雑学事典１ ｵﾓｼﾛｻﾞﾂｶﾞｸｼﾞﾃﾝ フォア文庫 Ａ・リーオウクム 著 ﾚｵｯｸﾑ ｱﾙｶｼﾞｲ 30 ﾘ 金の星社 1993 225p 18cm
おもしろ雑学事典２ ｵﾓｼﾛｻﾞﾂｶﾞｸｼﾞﾃﾝ フォア文庫 Ａ・リーオウクム 著 ﾚｵｯｸﾑ ｱﾙｶｼﾞｲ 30 ﾘ 金の星社 1993 225p 18cm
おもしろ雑学事典３ ｵﾓｼﾛｻﾞﾂｶﾞｸｼﾞﾃﾝ フォア文庫 Ａ・リーオウクム 著 ﾚｵｯｸﾑ ｱﾙｶｼﾞｲ 30 ﾘ 金の星社 1993 225p 18cm
おもしろ雑学事典 ｵﾓｼﾛｻﾞﾂｶﾞｸｼﾞﾃﾝ フォア文庫 Ａ・リーオウクム 著 ﾚｵｯｸﾑ ｱﾙｶｼﾞｲ 30 ﾘ 金の星社 1993 225p 18cm
おもしろ雑学事典５ ｵﾓｼﾛｻﾞﾂｶﾞｸｼﾞﾃﾝ フォア文庫 Ａ・リーオウクム 著 ﾚｵｯｸﾑ ｱﾙｶｼﾞｲ 30 ﾘ 金の星社 1993 225p 18cm
おもしろ雑学事典６ ｵﾓｼﾛｻﾞﾂｶﾞｸｼﾞﾃﾝ フォア文庫 Ａ・リーオウクム 著 ﾚｵｯｸﾑ ｱﾙｶｼﾞｲ 30 ﾘ 金の星社 1994 227p 18cm
救急医、世界の災害現場へ ｷｭｳｷｭｳｲｾｶｲﾉｻｲｶﾞｲｹﾞﾝﾊﾞｴ ちくまプリマーブックス 山本 保博 著 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 492 ﾔ 筑摩書房 2001 200p 19cm
崖の国物語１ ｶﾞｲﾉｸﾆﾓﾉｶﾞﾀﾘ ポプラ・ウイング・ブックス ポール・スチュワート 作 ｽﾁｭﾜｰﾄ ﾎﾟｰﾙ 933 ｽ ポプラ社 2001 390p 20cm
１２歳たちの伝説 ｼﾞｭｳﾆｻｲﾀﾁﾉﾃﾞﾝｾﾂ 風の文学館 後藤 竜二 作 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 913 ｺ 新日本出版社 2000 189p 22cm



１２歳たちの伝説Ⅱ ｼﾞｭｳﾆｻｲﾀﾁﾉﾃﾞﾝｾﾂ 風の文学館 後藤 竜二 作 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 913 ｺ 新日本出版社 2001 173p 22cm
人類の誕生～ヨーロッパ人の世界進出 ｺﾚﾅﾗﾜｶﾙｾｶｲﾉﾚｷｼｷｭｰｱﾝﾄﾞｴｰ これならわかる世界の歴史Ｑ＆Ａ１ 鈴木 亮著 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 209 ｺ 大月書店 2000 127p 21cm
市民革命～第一次世界大戦 ｺﾚﾅﾗﾜｶﾙｾｶｲﾉﾚｷｼｷｭｰｱﾝﾄﾞｴｰ これならわかる世界の歴史Ｑ＆Ａ２ 鈴木 亮 著 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 209 ｺ 大月書店 2000 127p 21cm
世界恐慌～２１世紀への扉 ｺﾚﾅﾗﾜｶﾙｾｶｲﾉﾚｷｼｷｭｰｱﾝﾄﾞｴｰ これならわかる世界の歴史Ｑ＆Ａ３ 鈴木 亮 著 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 209 ｺ 大月書店 2000 127p 21cm
旧石器～平安 ｺﾚﾅﾗﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼｷｭｰｱﾝﾄﾞｴｰ これならわかる日本の歴史Ｑ＆Ａ１ 加藤 文三 〔ほか〕著 ｶﾄｳ ﾌﾞﾝｿﾞｳ 210 ｺ 大月書店 1992 127p 21cm
鎌倉～江戸 ｺﾚﾅﾗﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼｷｭｰｱﾝﾄﾞｴｰ これならわかる日本の歴史Ｑ＆Ａ２ 加藤 文三 〔ほか〕著 ｶﾄｳ ﾌﾞﾝｿﾞｳ 210 ｺ 大月書店 1992 132p 21cm
幕末～現代 ｺﾚﾅﾗﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼｷｭｰｱﾝﾄﾞｴｰ これならわかる日本の歴史Ｑ＆Ａ３ 加藤 文三 〔ほか〕著 ｶﾄｳ ﾌﾞﾝｿﾞｳ 210 ｺ 大月書店 1992 135p 21cm
プロジェクトＸ挑戦者たち１ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽﾁｮｳｾﾝｼｬﾀﾁ 執念の逆転劇 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 ｴ 日本放送出版協会 2000 317p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち　２ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽﾁｮｳｾﾝｼｬﾀﾁ 復活への舞台裏 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 ｴ 日本放送出版協会 2000 300p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち　３ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽﾁｮｳｾﾝｼｬﾀﾁ 翼よ、よみがえれ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 ｴ 日本放送出版協会 2000 302p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち　４ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽﾁｮｳｾﾝｼｬﾀﾁ 男たちの飽くなき闘い ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 ｴ 日本放送出版協会 2001 332p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち　５ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽﾁｮｳｾﾝｼｬﾀﾁ そして、風が吹いた ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 ｴ 日本放送出版協会 2001 341p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち　６ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽﾁｮｳｾﾝｼｬﾀﾁ ジャパンパワー、飛翔 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 ｴ 日本放送出版協会 2001 309p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち　７ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽﾁｮｳｾﾝｼｬﾀﾁ 未来への総力戦 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 ｴ 日本放送出版協会 2001 321p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち８ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽﾁｮｳｾﾝｼｬﾀﾁ 思いは国境を越えた ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 ｴ 日本放送出版協会 2001 312p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち　９ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽﾁｮｳｾﾝｼｬﾀﾁ 熱き心、炎のごとく ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 ｴ 日本放送出版協会 2001 323p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち　１０ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽﾁｮｳｾﾝｼｬﾀﾁ 夢遥か、決戦への秘策 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 ｴ 日本放送出版協会 2002 315p 20cm
プロジェクトＸリーダーたちの言葉 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽﾘｰﾀﾞｰﾀﾁﾉｺﾄﾊﾞ プロジェクトＸ挑戦者たち 今井 彰 〔著〕 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 916 ｲ 文芸春秋 2001 221p 20cm
中国のことがマンガで３時間でマスターできる本ﾁｭｳｺﾞｸﾉｺﾄｶﾞﾏﾝｶﾞﾃﾞｻﾝｼﾞｶﾝﾃﾞﾏｽﾀｰﾃﾞｷﾙﾎﾝ 知っているようで知らない中国 パワートレーディングチャイナインフォメーション２１ 著ﾊﾟﾜｰ ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 670 ﾊ 明日香出版社 2002 214p 21cm
国際交流入門 ﾁｲｷﾃﾞﾃﾞｷﾙｺﾚｶﾗﾉｺｸｻｲｺｳﾘｭｳ 地域でできるこれからの国際交流１ 稲葉茂勝 319 ｲ 岩崎書店 2002 47p 29cm
国際交流のテーマさがし ﾁｲｷﾃﾞﾃﾞｷﾙｺﾚｶﾗﾉｺｸｻｲｺｳﾘｭｳ 地域でできるこれからの国際交流２ 稲葉茂勝 319 ﾁ 岩崎書店 2002 47p 29cm
アフガニスタン ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々５９ 290 ﾒ 国土社 2002 67p 26cm
ジョナサンのニッポン日記 ｼﾞｮﾅｻﾝﾉﾆｯﾎﾟﾝﾆｯｷ 写真絵本 ジョナサン・スウェイン 著 ｽｳｪｲﾝ ｼﾞｮﾅｻﾝ 369 ｽ 大月書店 1994 47p 23cm
数の悪魔 ｶｽﾞﾉｱｸﾏ 算数・数学が楽しくなる１２夜 エンツェンスベルガー 著 ｴﾝﾂｪﾝｽﾍﾞﾙｶﾞｰ ﾊﾝｽ･ﾏｸﾞﾇｽ410 ｴ 晶文社 2000 257p 21cm
数の悪魔 ｶｽﾞﾉｱｸﾏ 算数・数学が楽しくなる１２夜 エンツェンスベルガー 著 ｴﾝﾂｪﾝｽﾍﾞﾙｶﾞｰ ﾊﾝｽ･ﾏｸﾞﾇｽ410 ｴ 晶文社 1998 257p 22cm
沖縄チャンプルー事典 ｵｷﾅﾜﾁｬﾝﾌﾟﾙｰｼﾞﾃﾝ 嘉手川 学 編 ｶﾃﾞｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 291 ｶ 山と渓谷社 2001 199p 21cm
ケミストリー伝説 ｹﾐｽﾄﾘｰﾃﾞﾝｾﾂ 音楽のヒーローたち 緒方 邦彦 著 ｵｶﾞﾀ ｸﾆﾋｺ 760 ｵ 汐文社 2002 137p 20cm
ドラゴンアッシュ伝説 ﾄﾞﾗｺﾞﾝｱｯｼｭﾃﾞﾝｾﾂ 音楽のヒーローたち 本郷 陽二 著 ﾎﾝｺﾞｳ ﾖｳｼﾞ 760 ﾎ 汐文社 2002 196p 20cm
ヒデ伝説 ﾋﾃﾞﾃﾞﾝｾﾂ 音楽のヒーローたち 本郷 陽二 著 ﾎﾝｺﾞｳ ﾖｳｼﾞ 760 ﾎ 汐文社 2002 186p 20cm
宇多田ヒカル伝説 ｳﾀﾀﾞﾋｶﾙﾃﾞﾝｾﾂ 音楽のヒーローたち 緒方 邦彦 著 ｵｶﾞﾀ ｸﾆﾋｺ 760 ｵ 汐文社 2002 155p 20cm
エヴリ・リトル・シング伝説 ｴｳﾞﾘﾘﾄﾙｼﾝｸﾞﾃﾞﾝｾﾂ 音楽のヒーローたち 本郷 陽二 著 ﾎﾝｺﾞｳ ﾖｳｼﾞ 760 ﾎ 汐文社 2002 182p 20cm
図説漫画の歴史 ｽﾞｾﾂﾏﾝｶﾞﾉﾚｷｼ ふくろうの本 清水 勲 著 ｼﾐｽﾞ ｲｻｵ 726 ｼ 河出書房新社 1999 127p 22cm
おり紙メールワンダーランド ｵﾘｶﾞﾐﾒｰﾙﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ 紙１枚がびっくり手紙に大変身 遊ブックスワイド 藤原 邦恭 著 ﾌｼﾞﾜﾗ ｸﾆﾔｽ 754 ﾌ いかだ社 2001 93p 26cm
月のお告げ ﾂｷﾉｵﾂｹﾞ Ｍｏｏｎ　ｍａｇｉｃ 星川 芳人 著 ﾎｼｶﾜ ﾖｼﾄ 148 ﾎ アミューズブックス 2002 157p 19×19cm
異文化にみる非言語コミュニケーション ｲﾌﾞﾝｶﾆﾐﾙﾋｹﾞﾝｺﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ Ｖサインは屈辱のサイン？ 御手洗 昭治 著 ﾐﾀﾗｲ ｼｮｳｼﾞ 801 ﾐ ゆまに書房 2000 129p 21cm
おーいぽぽんた ｵｰｲﾎﾟﾎﾟﾝﾀ 声で読む日本の詩歌１６６ 茨木 のり子 〔ほか〕編集委員ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 福音館書店 2001 192p 24cm
おーいぽぽんた　俳句・短歌鑑賞 ｵｰｲﾎﾟﾎﾟﾝﾀ 声で読む日本の詩歌１６６ 大岡 信 著 ｵｵｵｶ ﾏｺﾄ 911 ｵ 福音館書店 2001 105p 23cm
お江戸なぞなぞあそび ｵｴﾄﾞﾅｿﾞﾅｿﾞｱｿﾋﾞ 杉山 亮 文 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 798 ｽ 河合楽器製作所・出版事業部2001 1冊 22cm
常識として知っておきたい日本語 ｼﾞｮｳｼｷﾄｼﾃｼｯﾃｵｷﾀｲﾆﾎﾝｺﾞ 柴田 武 著 ｼﾊﾞﾀ ﾀｹｼ 814 ｼ 幻冬舎 2002 270p 19cm
今だからこそ！国際理解 ｲﾏﾀﾞｶﾗｺｿｺｸｻｲﾘｶｲ 池上 彰 著 ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾗ 319 ｲ 汐文社 2001 139p 22cm
いっしょにやろうよ国際ボランティアＮＧＯガイドブックｲｯｼｮﾆﾔﾛｳﾖｺｸｻｲﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｴﾇｼﾞｰｵｰｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ＮＧＯ情報局 編 ｴﾇｼﾞｰｵｰ ｼﾞｮｳﾎｳｷｮｸ 333 ｴ 三省堂 2001 182p 21cm
わたしたちにも教えて！イスラム教・中東問題ﾜﾀｼﾀﾁﾆﾓｵｼｴﾃｲｽﾗﾑｷｮｳﾁｭｳﾄｳﾓﾝﾀﾞｲ 池上 彰 著 ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾗ 319 ﾜ 汐文社 2002 109p 21cm
ちがいを豊かさに ｼﾞﾝｹﾝﾉｴﾎﾝ 人権の絵本２ 岩川直樹　文 316 ｼ 大月書店 2000 36p 21×22cm
それって人権？ ｼﾞﾝｹﾝﾉｴﾎﾝ 人権の絵本３ 喜多明人　文 316 ｼ 大月書店 2000 36p 21×22cm
わたしたちの人権宣言 ｼﾞﾝｹﾝﾉｴﾎﾝ 人権の絵本４ 喜多明人 316 ｼ 大月書店 2000 36p 21×22cm
タイムトラベル人権号 ｼﾞﾝｹﾝﾉｴﾎﾝ 人権の絵本 満川尚美　文 316 ｼ 大月書店 2000 38p 21×22cm
学びの手引き ｼﾞﾝｹﾝﾉｴﾎﾝ 人権の絵本６ 岩辺泰吏 316 ｼ 大月書店 2000 74p 21×22cm
南総里見八犬伝３ ﾅﾝｿｳｻﾄﾐﾊｯｹﾝﾃﾞﾝ 妖婦三人 滝沢 馬琴 原作 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾞｷﾝ 913 ﾀ 偕成社 2002 239p 20cm
南総里見八犬伝４ ﾅﾝｿｳｻﾄﾐﾊｯｹﾝﾃﾞﾝ 八百比丘尼 滝沢 馬琴 原作 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾞｷﾝ 913 ﾀ 偕成社 2002 236 22p 20cm
海へ帰る日 ｳﾐｴｶｴﾙﾋ 小池 潤 作 ｺｲｹ ｼﾞｭﾝ 913 ｺ 理論社 2001 541p 19cm
きつねと猟犬
ピーター・パン ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ ディズニーアニメ小説版 〔ジェームズ・マシュー・バリー 原作〕ﾊﾞﾘｰ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾏｼｭｰ 933 ﾃ 偕成社 1998 188p 18cm
オリバー ｵﾘﾊﾞｰ ニューヨーク子猫ものがたり ディズニーアニメ小説版 ジャン・カー 作 ｶｰ ｼﾞｬﾝ 933 ﾃ 偕成社 1998 176p 18cm
わんわん物語２ ﾜﾝﾜﾝﾓﾉｶﾞﾀﾘﾂｰ Ｓｃａｍｐ’ｓ　ａｄｖｅｎｔｕｒｅ ディズニーアニメ小説版 橘高 弓枝 文 ｷｯﾀｶ ﾕﾐｴ 933 ﾃ 偕成社 2001 186p 18cm
ピノキオ ﾋﾟﾉｷｵ ディズニーアニメ小説版 〔カルロ・コッローディ 原作〕 ｺﾛｰﾃﾞｨ ｶﾙﾛ 933 ﾃ 偕成社 1998 188p 18cm
ビアンカの大冒険 ﾋﾞｱﾝｶﾉﾀﾞｲﾎﾞｳｹﾝ ゴールデン・イーグルを救え！ ディズニーアニメ小説版 橘高 弓枝 文 ｷｯﾀｶ ﾕﾐｴ 933 ﾃ 偕成社 2002 196p 18cm
ライオン・キング ﾗｲｵﾝｷﾝｸﾞ ディズニーアニメ小説版 橘高 弓枝 文 ｷｯﾀｶ ﾕﾐｴ 933 ﾃ 偕成社 1997 178p 18cm
アトランティス ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ 失われた帝国 ディズニーアニメ小説版 ラーラー・バーゲン 作 ﾊﾞｰｹﾞﾝ ﾗｰﾗｰ 933 ﾃ 偕成社 2001 246p 18cm
ノートルダムの鐘 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑﾉｶﾈ ディズニーアニメ小説版 〔ユーゴー 原作〕 ﾕｺﾞｰ ｳﾞｨｸﾄﾙ･ﾏﾘ 933 ﾃ 偕成社 1996 172p 18cm
白雪姫 ｼﾗﾕｷﾋﾒ ディズニーアニメ小説版 〔グリム 原作〕 ｸﾞﾘﾑ ﾔｰｺﾌﾟ 933 ﾃ 偕成社 1997 178p 18cm
ふしぎの国のアリス ﾌｼｷﾞﾉｸﾆﾉｱﾘｽ ディズニーアニメ小説版 〔ルイス・キャロル 原作〕 ｷｬﾛﾙ ﾙｲｽ 933 ﾃ 偕成社 1998 174p 18cm
美女と野獣 ﾋﾞｼﾞｮﾄﾔｼﾞｭｳ ディズニーアニメ小説版 〔ルプランス・ド・ボーモン夫人 原作〕ﾙﾌﾟﾗﾝｽ･ﾄﾞ･ﾎﾞｰﾓﾝ J.M. 933 ﾃ 偕成社 1997 192p 18cm
シンデレラ ｼﾝﾃﾞﾚﾗ ディズニーアニメ小説版 〔シャルル・ペロー 原作〕 ﾍﾟﾛｰ ｼｬﾙﾙ 933 ﾃ 偕成社 1999 182p 18cm
王様の剣 ｵｳｻﾏﾉﾂﾙｷﾞ ディズニーアニメ小説版 〔Ｔ・Ｈ・ホワイト 原作〕 ﾎﾜｲﾄ T.H. 933 ﾃ 偕成社 1998 190p 18cm
バンビ ﾊﾞﾝﾋﾞ ディズニーアニメ小説版 〔フェリックス・ザルテン 原作〕ｻﾞﾙﾃﾝ ﾌｪﾘｸｽ 933 ﾃ 偕成社 1999 182p 18cm
ヘラクレス ﾍﾗｸﾚｽ ディズニーアニメ小説版 デュボウスキー 作 ﾀﾞﾎﾞｳｽｷｰ ｷｬｼｰ･ｲｰｽﾄ 933 ﾃ 偕成社 1997 220p 18cm
ロビン・フッド ﾛﾋﾞﾝﾌｯﾄﾞ ディズニーアニメ小説版 Ａ．Ｌ．シンガー 作 ｼﾝｶﾞｰ A.L. 933 ﾃ 偕成社 2000 188p 18cm
眠れる森の美女 ﾈﾑﾚﾙﾓﾘﾉﾋﾞｼﾞｮ ディズニーアニメ小説版 〔シャルル・ペロー 原作〕 ﾍﾟﾛｰ ｼｬﾙﾙ 933 ﾃ 偕成社 1997 178p 18cm
１０１匹わんちゃん ﾋｬｸｲｯﾋﾟｷﾜﾝﾁｬﾝ ディズニーアニメ・ノベライゼーション 橘高 弓枝 文 ｷｯﾀｶ ﾕﾐｴ 933 ﾃ 偕成社 1997 172p 18cm
ラマになった王様 ﾗﾏﾆﾅｯﾀｵｳｻﾏ ディズニーアニメ小説版 ゾエフェルド 作 ｿﾞｰｲﾌｪﾙﾄﾞ ｷｬｻﾘﾝ W. 933 ﾃ 偕成社 2001 196p 18cm
リトル・マーメイド ﾘﾄﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ 人魚姫 ディズニーアニメ小説版 〔ハンス・クリスチャン・アンデルセン 原作〕ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ ﾊﾝｽ･ｸﾘｽﾁｬﾝ 933 ﾃ 偕成社 1997 188p 18cm
スペース・レンジャー　バズ・ライトイヤー ｽﾍﾟｰｽﾚﾝｼﾞｬｰﾊﾞｽﾞﾗｲﾄｲﾔｰ 帝王ザーグを倒せ！ ディズニーアニメ小説版 橘高 弓枝 文 ｷｯﾀｶ ﾕﾐｴ 933 ﾃ 偕成社 2001 190p 18cm
ポカホンタス ﾎﾟｶﾎﾝﾀｽ ディズニーアニメ小説版 インゴリア 作 ｲﾝｺﾞﾘｱ ｼﾞｰﾅ 933 ﾃ 偕成社 1997 182p 18cm
千と千尋の神隠し　①
千と千尋の神隠し　②
千と千尋の神隠し　③
千と千尋の神隠し　④
千と千尋の神隠し ｾﾝﾄﾁﾋﾛﾉｶﾐｶｸｼ Ｓｐｉｒｉｔｅｄ　ａｗａｙ アニメージュコミックススペシャル アニメージュ編集部 編 ﾄｸﾏ ｼｮﾃﾝ 778 ﾐ 徳間書店 2001 173p 19cm



一発逆転ミステリー ｲｯﾊﾟﾂｷﾞｬｸﾃﾝﾐｽﾃﾘｰ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　１３ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－ロアルド・ダール 〔ほか〕著 ﾀﾞｰﾙ ﾛｱﾙﾄﾞ 908 ﾀ ポプラ社 2002 199p 20cm
日本語ということば ﾆﾎﾝｺﾞﾄｲｳｺﾄﾊﾞ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　１５ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－橋本 治 〔ほか〕著 ﾊｼﾓﾄ ｵｻﾑ 908 ﾊ ポプラ社 2002 165p 20cm
人間消失ミステリー ﾆﾝｹﾞﾝｼｮｳｼﾂﾐｽﾃﾘｰ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　１４ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－ディクスン・カー 著 ｶｰ ｼﾞｮﾝ･ﾃﾞｨｸｽﾝ 908 ｶ ポプラ社 2002 199p 20cm
結婚 ｹｯｺﾝ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　１２ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－赤川 次郎 〔ほか〕著 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 908 ｼ ポプラ社 2002 172p 20cm
学校 ｶﾞｯｺｳ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　９ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－カニグズバーグ 〔ほか〕著 ｶﾆｸﾞｽﾞﾊﾞｰｸﾞ ｴﾚｲﾝ･ﾛｰﾌﾞﾙ 908 ｶ ポプラ社 2002 180p 20cm
父 ﾁﾁ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　１０ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－三浦 哲郎 〔ほか〕著 ﾐｳﾗ ﾃﾂｵ 908 ﾐ ポプラ社 2002 182p 20cm
自立 ｼﾞﾘﾂ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　１１ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－アガサ・クリスティー 〔ほか〕著ｸﾘｽﾃｨｰ ｱｶﾞｻ 908 ｸ ポプラ社 2002 196p 20cm
愚者の旅 ｸﾞｼｬﾉﾀﾋﾞ 倉本 聡 著 ｸﾗﾓﾄ ｿｳ 914 ｸ 理論社 2002 291p 20cm
風の耳朶 ｶｾﾞﾉﾐﾐﾀﾌﾞ 灰谷 健次郎 作 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞﾛｳ 913 ﾊ 理論社 2001 395p 20cm
エイジ ｴｲｼﾞ 重松 清 著 ｼｹﾞﾏﾂ ｷﾖｼ 913 ｼ 朝日新聞社 1999 346p 20cm
クリスマス ｸﾘｽﾏｽ あなたのための小さな物語 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　１６ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ－あなたのための小さな物語－ジョン・ラッツ 〔ほか〕著 ﾗｯﾂ ｼﾞｮﾝ 908 ﾗ ポプラ社 2002 199p 20cm
ＥＥ′症候群 ｲｰｲｰﾀﾞｯｼｭｼｮｳｺｳｸﾞﾝ 新こみね創作児童文学 皿海 達哉 作 ｻﾗｶﾞｲ ﾀﾂﾔ 913 ｻ 小峰書店 1998 159p 22cm
イソップ ｲｿｯﾌﾟ Ｔｒｕｅ　ｆｒｉｅｎｄｓ 青木 和雄 作 ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 913 ｱ 金の星社 2001 253p 20cm
よみがえれ白いライオン ﾖﾐｶﾞｴﾚｼﾛｲﾗｲｵﾝ 評論社の児童図書館・文学の部屋マイケル・モーパーゴ 作 ﾓｰﾊﾟｰｺﾞ ﾏｲｸﾙ 933 ﾓ 評論社 2001 130p 21cm
こどものころにみた空は ｺﾄﾞﾓﾉｺﾛﾆﾐﾀｿﾗﾜ 工藤 直子 詩 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｺ 911 ｸ 理論社 2001 91p 20cm
こどものころにみた空は ｺﾄﾞﾓﾉｺﾛﾆﾐﾀｿﾗﾜ 工藤 直子 詩 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｺ 911 ｸ 理論社 2001 91p 20cm
でんせつ ﾃﾞﾝｾﾂ 工藤 直子 詩 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｺ 911 ｸ 理論社 2000 101p 19cm
教室でよみたい詩１２か月 ｷｮｳｼﾂﾃﾞﾖﾐﾀｲｼｼﾞｭｳﾆｶｹﾞﾂ 詩を子どもたちと 小学校１・２年 水内 喜久雄 編著 ﾐｽﾞｳﾁ ｷｸｵ 911 ﾐ 民衆社 1995 157p 21cm
教室でよみたい詩１２か月 ｷｮｳｼﾂﾃﾞﾖﾐﾀｲｼｼﾞｭｳﾆｶｹﾞﾂ 詩を子どもたちと 小学校３・４年 水内 喜久雄 編著 ﾐｽﾞｳﾁ ｷｸｵ 911 ﾐ 民衆社 1995 157p 21cm
教室でよみたい詩１２か月 ｷｮｳｼﾂﾃﾞﾖﾐﾀｲｼｼﾞｭｳﾆｶｹﾞﾂ 詩を子どもたちと 小学校５・６年 水内 喜久雄 編著 ﾐｽﾞｳﾁ ｷｸｵ 911 ﾐ 民衆社 1995 158p 21cm
ＨＡＲＲＹ　ＰＯＴＴＥＲ　ＡＮＤ　ＴＨＥ　ＧＯＢＬＥＴ　ＯＦ　ＦＩＲＥ 邦題：ハリーポッターと炎のゴブレット Ｊ．Ｋ．ＲＯＷＬＩＮＧ 933 ﾛ ＳＣＨＯＬＡＳＴＩＣ 2000 734P 24cm
シャーロットのおくりもの ｼｬｰﾛｯﾄﾉｵｸﾘﾓﾉ Ｅ．Ｂ．ホワイト 作 ﾎﾜｲﾄ E.B. 933 ﾎ あすなろ書房 2001 223p 21cm
たんぽぽのお酒 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟﾉｵｻｹ レイ・ブラッドベリ 著 ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾍﾞﾘ ﾚｲ 933 ﾌ 晶文社 1997 405p 20cm
ひとつのポケットから出た話 ﾋﾄﾂﾉﾎﾟｹｯﾄｶﾗﾃﾞﾀﾊﾅｼ カレル・チャペック 著 ﾁｬﾍﾟｯｸ ｶﾚﾙ 989 ﾁ 晶文社 1997 333p 20cm
ジャズ・カントリー ｼﾞｬｽﾞｶﾝﾄﾘｰ ナット・ヘントフ 著 ﾍﾝﾄﾌ ﾅｯﾄ 933 ﾍ 晶文社 1997 229p 20cm
人間喜劇 ﾆﾝｹﾞﾝｷｹﾞｷ ウィリアム・サロイヤン 著 ｻﾛｰﾔﾝ ｳｨﾘｱﾑ 933 ｻ 晶文社 1997 350p 20cm
ハロウィーンがやってきた ﾊﾛｳｨｰﾝｶﾞﾔｯﾃｷﾀ レイ・ブラッドベリ 著 ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾍﾞﾘ ﾚｲ 933 ﾌ 晶文社 1997 198p 20cm
わが名はアラム ﾜｶﾞﾅﾜｱﾗﾑ ウィリアム・サロイヤン 著 ｻﾛｰﾔﾝ ｳｨﾘｱﾑ 933 ｻ 晶文社 1997 213p 20cm
まっぷたつの子爵 ﾏｯﾌﾟﾀﾂﾉｼｼｬｸ イタロ・カルヴィーノ 著 ｶﾙｳﾞｨｰﾉ ｲﾀﾛ 973 ｶ 晶文社 1997 189p 20cm
コミック！将棋入門 ｺﾐｯｸｼｮｳｷﾞﾆｭｳﾓﾝ 羽生 善治 監修 ﾊﾌﾞ ﾖｼﾊﾙ 796 ﾊ 日本放送出版協会 2001 254p 21cm
ダレン・シャン　Ⅱ ﾀﾞﾚﾝｼｬﾝ 若きバンパイア Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 ｼｬﾝ ﾀﾞﾚﾝ 933 ｼ 小学館 2001 302p 22cm
Ｇｏ ｺﾞｰ 金城 一紀 著 ｶﾈｼﾛ ｶｽﾞｷ 913 ｶ 講談社 2000 241p 20cm
ぼくはジョナサン…エイズなの ﾎﾞｸﾜｼﾞｮﾅｻﾝｴｲｽﾞﾅﾉ 写真絵本 ジョナサン・スウェイン 著 ｽｳｪｲﾝ ｼﾞｮﾅｻﾝ 369 ｽ 大月書店 1992 52p 23cm
蒼い記憶 ｱｵｲｷｵｸ コミック戦争 コミック戦争 まさき まき マンガ ﾏｻｷ ﾏｷ 726 ﾏ 草土文化 1995 222p 19cm
赤い靴はいた ｱｶｲｸﾂﾊｲﾀ コミック戦争 コミック戦争 あおき てつお マンガ ｱｵｷ ﾃﾂｵ 726 ｱ 草土文化 1995 291p 19cm
灰色の十字架 ﾊｲｲﾛﾉｼﾞｭｳｼﾞｶ コミック戦争 コミック戦争 ささき あつし マンガ ｻｻｷ ｱﾂｼ 726 ｻ 草土文化 1995 223p 19cm
黄金色の風 ｺｶﾞﾈｲﾛﾉｶｾﾞ コミック戦争 コミック戦争 林 壮太 マンガ ﾊﾔｼ ｿｳﾀ 726 ﾊ 草土文化 1995 223p 19cm
朱花（ジュファ）の空 ｼﾞｭﾌｧﾉｿﾗ コミック戦争 コミック戦争 八剣 ヒロキ マンガ ﾔﾂﾙｷﾞ ﾋﾛｷ 726 ﾔ 草土文化 1995 262p 19cm
ちびまる子ちゃんの学級日誌５ ﾁﾋﾞﾏﾙｺﾁｬﾝﾉｶﾞｯｷｭｳﾆｯｼ さくら ももこ 原作 ｻｸﾗ ﾓﾓｺ 913 ｻ 学研 2000 94p 22cm
ちびまる子ちゃんの学級日誌 ﾁﾋﾞﾏﾙｺﾁｬﾝﾉｶﾞｯｷｭｳﾆｯｼ さくら ももこ 原作 ｻｸﾗ ﾓﾓｺ 913 ｻ 学研 2000 94p 22cm
ちびまる子ちゃんの学級日誌２ ﾁﾋﾞﾏﾙｺﾁｬﾝﾉｶﾞｯｷｭｳﾆｯｼ さくら ももこ 原作 ｻｸﾗ ﾓﾓｺ 913 ｻ 学研 2000 94p 22cm
ちびまる子ちゃんの学級日誌１ ﾁﾋﾞﾏﾙｺﾁｬﾝﾉｶﾞｯｷｭｳﾆｯｼ さくら ももこ 原作 ｻｸﾗ ﾓﾓｺ 913 ｻ 学研 2000 94p 22cm
ちびまる子ちゃんの学級日誌３ ﾁﾋﾞﾏﾙｺﾁｬﾝﾉｶﾞｯｷｭｳﾆｯｼ さくら ももこ 原作 ｻｸﾗ ﾓﾓｺ 913 ｻ 学研 2000 94p 22cm
ちびっこカムのぼうけん ﾁﾋﾞｯｺｶﾑﾉﾎﾞｳｹﾝ アニメ絵本 神沢 利子 原作 ｶﾝｻﾞﾜ ﾄｼｺ 913 ｶ 理論社 1993 126p 22cm
伊豆の踊子 ｲｽﾞﾉｵﾄﾞﾘｺ アニメ日本の名作 アニメ日本の名作 川端 康成 原作 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾅﾘ 913 ｶ 金の星社 1998 93p 22cm
かんからさんしん ｶﾝｶﾗｻﾝｼﾝ 沖縄戦を生きぬいた子どもたち 「かんからさんしん」制作委員会 企画・構成ｶﾝｶﾗ ｻﾝｼﾝ ｾｲｻｸ ｲｲﾝｶｲ 913 ｲ 理論社 1989 126p 22cm
それが私だもん ｿﾚｶﾞﾜﾀｸｼﾀﾞﾓﾝ ミリマスダ 川柳・イラスト ﾐﾘ ﾏｽﾀﾞ 911 ﾐ 春陽堂書店 1997 1冊 19cm
ライヤンツーリーのうた ﾗｲﾔﾝﾂｰﾘｰﾉｳﾀ アニメ絵本 たかし よいち 原作 ﾀｶｼ ﾖｲﾁ 913 ﾀ 理論社 1994 134p 22cm
ブッダ６ ﾌﾞｯﾀﾞ アナンダ 潮ライブラリー 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 潮出版社 1998 358p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm



りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
りゅうりぇんれんの物語 ﾘｭｳﾘｪﾝﾚﾝﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集団読書テキスト 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 全国学校図書館協議会1993 47p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
夏の花 ﾅﾂﾉﾊﾅ 集団読書テキスト 原 民喜 著 ﾊﾗ ﾀﾐｷ 913 ﾊ 全国学校図書館協議会1982 27p 19cm
図説ロボット ｽﾞｾﾂﾛﾎﾞｯﾄ ふくろうの本 野田 昌宏 著 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 726 ﾉ 河出書房新社 2000 127p 22cm
うたのてんらんかい ｳﾀﾉﾃﾝﾗﾝｶｲ くどう なおこ うた ｸﾄﾞｳ ﾅｵｺ 911 ｸ 理論社 1993 34p 21×23cm
ブッタとシッタカブッタ２ ﾌﾞｯﾀﾄｼｯﾀｶﾌﾞｯﾀ そのまんまでいいよ 小泉 吉宏 著 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 726 ｺ メディアファクトリー 1996 181p 19cm
集英社まんがこども大百科 ｼｭｳｴｲｼｬﾏﾝｶﾞｺﾄﾞﾓﾀﾞｲﾋｬｯｶ 31 ｼ 集英社 2000 1256 135p 27cm
白い犬とワルツを ｼﾛｲｲﾇﾄﾜﾙﾂｵ 絵本 テリー・ケイ 原作 ｹｲ ﾃﾘｰ 726 ﾔ ゆまに書房 2002 1冊 19cm
ねむりウサギ ﾈﾑﾘｳｻｷﾞ 星新一ショートショートセレクション星 新一 作 ﾎｼ ｼﾝｲﾁ 913 ﾎ 理論社 2002 208p 19cm
番号をどうぞ ﾊﾞﾝｺﾞｳｵﾄﾞｳｿﾞ 星新一ショートショートセレクション星 新一 作 ﾎｼ ｼﾝｲﾁ 913 ﾎ 理論社 2002 195p 19cm
続々・地雷ではなく花をください ぞくぞく･じらいではなくはなをください サニー　ボスニア・ヘルツェゴビナへ 絵・葉祥明 え･ようしょめい 319 ﾖ 自由国民社 1998
続・地雷ではなく花をください サニー　カンボジアへ 絵・葉祥明 319 ﾖ 自由国民社 1997
ありがとう　地雷ではなく花をください サニーの夢 平和だけではダメ！ 絵・葉祥明 319 ﾖ 自由国民社 1999
ヘレン・ケラーを支えた電話の父・ベル博士ﾍﾚﾝｹﾗｰｵｻｻｴﾀﾃﾞﾝﾜﾉﾁﾁﾍﾞﾙﾊｸｼ ジュディス・セントジョージ 著 ｾﾝﾄｼﾞｮｰｼﾞ ｼﾞｭﾃﾞｨｽ 289 ｾ あすなろ書房 1999 131p 21cm
あらしのよるに ｱﾗｼﾉﾖﾙﾆ シリーズあらしのよるに りとる 木村 裕一 作 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 913 ｷ 講談社 1994 1冊 20cm
あるはれたひに ｱﾙﾊﾚﾀﾋﾆ シリーズあらしのよるに りとる 木村 裕一 作 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 913 ｷ 講談社 1996 1冊 20cm
くものきれまに ｸﾓﾉｷﾚﾏﾆ シリーズあらしのよるに３ りとる 木村 裕一 作 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 913 ｷ 講談社 1997 48p 20cm
ふぶきのあした ﾌﾌﾞｷﾉｱｼﾀ りとる 木村 裕一 作 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 913 ｷ 講談社 2002 1冊 20cm
ソルジャー・マム ｿﾙｼﾞｬｰﾏﾑ アリス・ミード 作 ﾐｰﾄﾞ ｱﾘｽ 933 ﾐ さ・え・ら書房 2003 255p 20cm
エミリー・ザ・ストレンジ ｴﾐﾘｰｻﾞｽﾄﾚﾝｼﾞ コズミック・デブリ 作 ｺｽﾞﾐｯｸ ﾃﾞﾌﾞﾘ 933 ﾃ メディアファクトリー 2003 1冊 17cm
あいうえおちゃん ｱｲｳｴｵﾁｬﾝ 森 絵都 文 ﾓﾘ ｴﾄ 807 ﾓ 理論社 2001 1冊 17cm
ノリー・ライアンの歌 ﾉﾘｰﾗｲｱﾝﾉｳﾀ パトリシア・ライリー・ギフ 作 ｷﾞﾌ ﾊﾟﾄﾘｼｱ･ﾗｲﾘｲ 933 ｷ さ・え・ら書房 2003 223p 20cm
エディンバラの光と影 ｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗﾉﾋｶﾘﾄｶｹﾞ ジョーン・リンガード 作 ﾘﾝｶﾞｰﾄﾞ ｼﾞｮｱﾝ 933 ﾘ さ・え・ら書房 2003 254p 20cm
魔の海に炎たつ ﾏﾉｳﾐﾆﾎﾑﾗﾀﾂ くもんの児童文学 岡崎 ひでたか 作 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 913 ｵ くもん出版 2004 249p 20cm
十五歳の残像 ｼﾞｭｳｺﾞｻｲﾉｻﾞﾝｿﾞｳ 江国 香織 著 ｴｸﾆ ｶｵﾘ 914 ｴ 新潮社 1998 171p 20cm
さすらいの旅 ｻｽﾗｲﾉﾀﾋﾞ 生きのびるために　続 デボラ・エリス 作 ｴﾘｽ ﾃﾞﾎﾞﾗ 933 ｴ さ・え・ら書房 2003 191p 22cm
少女スタイル手帖 ｼｮｳｼﾞｮｽﾀｲﾙﾃﾁｮｳ らんぷの本 宇山 あゆみ 著 ｳﾔﾏ ｱﾕﾐ 759 ｳ 河出書房新社 2002 127p 21cm
光とともに…１ ﾋｶﾘﾄﾄﾓﾆ 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ 著 ﾄﾍﾞ ｹｲｺ 726 ﾄ 秋田書店 2001 257p 21cm
光とともに…４ ﾋｶﾘﾄﾄﾓﾆ 自閉症児を抱えて 戸部 けいこ 著 ﾄﾍﾞ ｹｲｺ 726 ﾄ 秋田書店 2003 257p 21cm
ＶＯＩＣＥ ｳﾞｫｲｽ １７歳は世界の夢を見る リサ・モーガン 文 ﾓｰｶﾞﾝ ﾘｻ 367 ﾓ 河出書房新社 2002 133p 22cm
ペンキや ﾍﾟﾝｷﾔ 梨木 香歩 作 ﾅｼｷ ｶﾎ 913 ﾅ 理論社 2002 1冊 22cm
蟹塚縁起 ｶﾆｽﾞｶｴﾝｷﾞ 梨木 香歩 作 ﾅｼｷ ｶﾎ 726 ﾅ 理論社 2003 1冊 22cm
じごくのそうべえ ｼﾞｺﾞｸﾉｿｳﾍﾞｴ 桂米朝・上方落語・地獄八景より 童心社の絵本 田島 征彦 作 ﾀｼﾞﾏ ﾕｷﾋｺ 913 ﾀ 童心社 1980 1冊 26×26cm
愛と残酷のギリシア神話
天使になったペットたち ﾃﾝｼﾆﾅｯﾀﾍﾟｯﾄﾀﾁ 犬編 大和書房 編 ﾀﾞｲﾜ ｼｮﾎﾞｳ 916 ﾀ 大和書房 2002 141p 19cm
天使になったペットたち ﾃﾝｼﾆﾅｯﾀﾍﾟｯﾄﾀﾁ 猫編 大和書房 編 ﾀﾞｲﾜ ｼｮﾎﾞｳ 916 ﾀ 大和書房 2003 141p 19cm
恐竜と人間は共存したのか？ ｵｰﾊﾟｰﾂｺﾝﾅﾓﾉｶﾞﾅｾﾞｿﾝｻﾞｲｽﾙ オーパーツ こんなものがなぜ存在する１ 南山 宏 著 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾛｼ 209 ﾐ 岩崎書店 2002 133p 22cm
古代の人は空を飛んだのか？ ｵｰﾊﾟｰﾂｺﾝﾅﾓﾉｶﾞﾅｾﾞｿﾝｻﾞｲｽﾙ オーパーツ こんなものがなぜ存在する２ 南山 宏 著 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾛｼ 209 ﾐ 岩崎書店 2003 133p 22cm
ロミオとジュリエット ｼｪｲｸｽﾋﾟｱｼﾞｭﾆｱﾌﾞﾝｶﾞｸｶﾝ シェイクスピアジュニア文学館１ シェイクスピア 〔著〕 ｼｪｰｸｽﾋﾟｱ ｳｨﾘｱﾑ 932 ｼ 汐文社 2001 160p 20cm
ヴェニスの商人 ｼｪｲｸｽﾋﾟｱｼﾞｭﾆｱﾌﾞﾝｶﾞｸｶﾝ シェイクスピアジュニア文学館３ シェイクスピア 〔著〕 ｼｪｰｸｽﾋﾟｱ ｳｨﾘｱﾑ 932 ｼ 汐文社 2001 172p 20cm
夏の夜の夢 ｼｪｲｸｽﾋﾟｱｼﾞｭﾆｱﾌﾞﾝｶﾞｸｶﾝ シェイクスピアジュニア文学館３ シェイクスピア 〔著〕 ｼｪｰｸｽﾋﾟｱ ｳｨﾘｱﾑ 932 ｼ 汐文社 2001 169p 20cm
ジュリアス・シーザー ｼｪｲｸｽﾋﾟｱｼﾞｭﾆｱﾌﾞﾝｶﾞｸｶﾝ シェイクスピアジュニア文学館４ シェイクスピア 〔著〕 ｼｪｰｸｽﾋﾟｱ ｳｨﾘｱﾑ 932 ｼ 汐文社 2001 177p 20cm



十二夜 ｼｪｲｸｽﾋﾟｱｼﾞｭﾆｱﾌﾞﾝｶﾞｸｶﾝ シェイクスピアジュニア文学館５ シェイクスピア 〔著〕 ｼｪｰｸｽﾋﾟｱ ｳｨﾘｱﾑ 932 ｼ 汐文社 2001 177p 20cm
レッスン ﾚｯｽﾝ キャロル・リン・ピアソン 文 ﾋﾟｱｿﾝ ｷｬﾛﾙ･ﾘﾝ 933 ﾋ 平凡社 2002 1冊 19cm
こわれた腕環 ｺﾜﾚﾀｳﾃﾞﾜ ゲド戦記Ⅱ ゲド戦記 ル＝グウィン 作 ﾙ･ｸﾞｲﾝ ｱｰｼｭﾗ K. 933 ﾙ 岩波書店 2001 227p 22cm
さいはての島へ ｻｲﾊﾃﾉｼﾏｴ ゲド戦記Ⅲ ゲド戦記 ル＝グウィン 作 ﾙ･ｸﾞｲﾝ ｱｰｼｭﾗ K. 933 ﾙ 岩波書店 2001 318p 22cm
帰還 ｷｶﾝ ゲド戦記最後の書 ル＝グウィン 作 ﾙ･ｸﾞｲﾝ ｱｰｼｭﾗ K. 933 ﾙ 岩波書店 2000 347p 22cm
アースシーの風 ｱｰｽｼｰﾉｶｾﾞ ゲド戦記Ⅴ ゲド戦記 ル＝グウィン 作 ﾙ･ｸﾞｲﾝ ｱｰｼｭﾗ K. 933 ﾙ 岩波書店 2003 349p 22cm
指輪物語１ ﾕﾋﾞﾜﾓﾉｶﾞﾀﾘ 旅の仲間　上 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 ﾄｰﾙｷﾝ ｼﾞｮﾝ･ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾛｳｴﾙ933 ﾄ 評論社 1992 404p 22cm
指輪物語２ ﾕﾋﾞﾜﾓﾉｶﾞﾀﾘ 旅の仲間　（下） Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 ﾄｰﾙｷﾝ ｼﾞｮﾝ･ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾛｳｴﾙ933 ﾄ 評論社 1992 358p 22cm
指輪物語３ ﾕﾋﾞﾜﾓﾉｶﾞﾀﾘ 二つの塔（上） Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 ﾄｰﾙｷﾝ ｼﾞｮﾝ･ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾛｳｴﾙ933 ﾄ 評論社 1992 358p 22cm
指輪物語４ ﾕﾋﾞﾜﾓﾉｶﾞﾀﾘ 二つの塔（下） Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 ﾄｰﾙｷﾝ ｼﾞｮﾝ･ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾛｳｴﾙ933 ﾄ 評論社 1992 272p 22cm
指輪物語５ ﾕﾋﾞﾜﾓﾉｶﾞﾀﾘ 王の帰還（上） Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 ﾄｰﾙｷﾝ ｼﾞｮﾝ･ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾛｳｴﾙ933 ﾄ 評論社 1992 286p 22cm
指輪物語６ ﾕﾋﾞﾜﾓﾉｶﾞﾀﾘ 王の帰還（下） Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 ﾄｰﾙｷﾝ ｼﾞｮﾝ･ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾛｳｴﾙ933 ﾄ 評論社 1992 263p 22cm
指輪物語７ ﾕﾋﾞﾜﾓﾉｶﾞﾀﾘ 追補編 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 ﾄｰﾙｷﾝ ｼﾞｮﾝ･ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾛｳｴﾙ933 ﾄ 評論社 1992 274p 22cm
ドッグ・シェルター ﾄﾞｯｸﾞｼｪﾙﾀｰ 犬と少年たちの再出航 ノンフィクション知られざる世界 今西 乃子 著 ｲﾏﾆｼ ﾉﾘｺ 916 ｲ 金の星社 2002 157p 22cm
ドッグ・シェルター ﾄﾞｯｸﾞｼｪﾙﾀｰ 犬と少年たちの再出航 ノンフィクション知られざる世界 今西 乃子 著 ｲﾏﾆｼ ﾉﾘｺ 916 ｲ 金の星社 2002 157p 22cm
グリム童話 ｸﾞﾘﾑﾄﾞｳﾜ こどもと大人のためのメルヘン グリム 〔著〕 ｸﾞﾘﾑ ﾔｰｺﾌﾟ 943 ﾆ ポプラ社 1999 191p 20cm
グリム童話Ⅱ ｸﾞﾘﾑﾄﾞｳﾜ こどもと大人のためのメルヘン グリム 〔著〕 ｸﾞﾘﾑ ﾔｰｺﾌﾟ 943 ﾆ ポプラ社 1999 198p 20cm
海底遺跡はまぼろしの大陸か？ ｵｰﾊﾟｰﾂｺﾝﾅﾓﾉｶﾞﾅｾﾞｿﾝｻﾞｲｽﾙ オーパーツ こんなものがなぜ存在する４ 南山 宏 著 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾛｼ 209 ﾐ 岩崎書店 2003 133p 22cm
ダヤンとジタン ﾀﾞﾔﾝﾄｼﾞﾀﾝ 池田 あきこ 著 ｲｹﾀﾞ ｱｷｺ 913 ｲ ほるぷ出版 2000 210p 20cm
魔女の血をひく娘　Ｗｉｔｃｈ　Ｃｈｉｌｄ
ラフカディオ・ハーン ﾗﾌｶﾃﾞｨｵﾊｰﾝ 日本のこころを描く 岩波ジュニア新書 河島 弘美 著 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾐ 289 ｶ 岩波書店 2002 185 5p 18cm
難民少年 ﾅﾝﾐﾝｼｮｳﾈﾝ ベンジャミン・ゼファニア 作 ｾﾞﾌｧﾆｱ ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ 933 ｾ 講談社 2002 267p 20cm
１４歳からの哲学 ｼﾞｭｳﾖﾝｻｲｶﾗﾉﾃﾂｶﾞｸ 考えるための教科書 池田 晶子 著 ｲｹﾀﾞ ｱｷｺ 104 ｲ トランスビュー 2003 209p 21cm
バーンスタイン ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ 愛を分かちあおう 作曲家の物語シリーズ ひの まどか 著 ﾋﾉ ﾏﾄﾞｶ 762 ﾋ リブリオ出版 2002 278p 22cm
エビータ ｴﾋﾞｰﾀ 写真が語るその生涯 マティルデ・サンチェス 著 ｻﾝﾁｪｽ ﾏﾃｨﾙﾃﾞ 289 ｻ あすなろ書房 1997 204p 21cm
水底の棺 ﾐﾅｿｺﾉﾋﾂｷﾞ 中川 なをみ 作 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾐ 913 ﾅ くもん出版 2002 335p 20cm
水底の棺 ﾐﾅｿｺﾉﾋﾂｷﾞ 中川 なをみ 作 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾐ 913 ﾅ くもん出版 2002 335p 20cm
事前に調べる修学旅行パーフェクトガイド７ｼﾞｾﾞﾝﾆｼﾗﾍﾞﾙｼｭｳｶﾞｸﾘｮｺｳﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾞｲﾄﾞ 日本修学旅行協会 監修 ﾆﾎﾝ ｼｭｳｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｷｮｳｶｲ 374 二 金の星社 2003 95p 30cm
キューピッドとプシケー ｷｭｰﾋﾟｯﾄﾞﾄﾌﾟｼｹｰ ウォルター・ペーター 文 ﾍﾟｰﾀｰ ｳｫﾙﾀｰ･ﾊﾗﾁｵ 933 ﾍ ほるぷ出版 1990 1冊 30cm
イメージの魔術師エロール・ル・カイン ｲﾒｰｼﾞﾉﾏｼﾞｭﾂｼｴﾛｰﾙﾙｶｲﾝ エロール・ル・カイン 〔画〕 ﾙ･ｶｲﾝ ｴﾛｰﾙ 726 ｴ ほるぷ出版 1992 103p 30cm
知らなかったあなたへ ｼﾗﾅｶｯﾀｱﾅﾀｴ ハンセン病訴訟までの長い旅 谺 雄二 著 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 369 ｺ ポプラ社 2001 142p 19cm
もうひとりの息子 ﾓｳﾋﾄﾘﾉﾑｽｺ ドリット・オルガッド 作 ｵﾙｶﾞｯﾄﾞ ﾄﾞﾘｯﾄ 929 ｵ さ・え・ら書房 2003 207p 20cm
世界名建築物の謎 ｾｶｲﾒｲｹﾝﾁｸﾌﾞﾂﾉﾅｿﾞ 世界中から選ばれた５０の名建築物をひとつひとつ解読 ニール・スティーブンスン 著 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽﾝ ﾆｰﾙ 520 ｽ ゆまに書房 2002 112p 36cm
ぼくらが鳥人間になる日まで ﾎﾞｸﾗｶﾞﾄﾘﾆﾝｹﾞﾝﾆﾅﾙﾋﾏﾃﾞ 飛べ！プテラノドン ２１世紀知的好奇心探求読本 正本 ノン 共著 ﾏｻﾓﾄ ﾉﾝ 538 ﾏ ポプラ社 2000 223p 20cm
ぼくたちが日本のおとしよりに学んだこと。ﾎﾞｸﾀﾁｶﾞﾆﾎﾝﾉｵﾄｼﾖﾘﾆﾏﾅﾝﾀﾞｺﾄ ２１世紀知的好奇心探求読本 毎日新聞社会部「長命社会を生きる」取材班 編ﾏｲﾆﾁ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 916 ﾏ ポプラ社 1998 204p 20cm
ある日ぼくは「ＡＩＤＳ」と出会った ｱﾙﾋﾎﾞｸﾜｴｲｽﾞﾄﾃﾞｱｯﾀ シミズくんのエイズ・サポートグループ設立記 ２１世紀知的好奇心探求読本 木谷 麦子 著 ｷﾀﾆ ﾑｷﾞｺ 493 ｷ ポプラ社 1998 223p 20cm
ヒロシマは世界をむすぶ ﾋﾛｼﾏﾜｾｶｲｵﾑｽﾌﾞ 核兵器廃絶に挑む ２１世紀知的好奇心探求読本 小島 昌世 著 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾖ 559 ｺ ポプラ社 1999 207p 20cm
おじいちゃんの桜の木 ｵｼﾞｲﾁｬﾝﾉｻｸﾗﾉｷ おはなしプレゼント アンジェラ・ナネッティ 作 ﾅﾈｯﾃｨ ｱﾝｼﾞｪﾗ 973 ﾅ 小峰書店 2002 175p 22cm
これが「わたしの顔」 ｺﾚｶﾞﾜﾀｼﾉｶｵ ２１世紀知的好奇心探求読本２ ２１世紀知的好奇心探求読本 村沢 博人 著 ﾑﾗｻﾜ ﾋﾛﾄ 469 ﾑ ポプラ社 1998 195p 20cm
ハンナのかばん ﾊﾝﾅﾉｶﾊﾞﾝ アウシュビッツからのメッセージ カレン・レビン 著 ﾚﾋﾞﾝ ｶﾚﾝ 936 ﾚ ポプラ社 2002 176p 22cm
キタキツネのあかちゃん ｷﾀｷﾂﾈﾉｱｶﾁｬﾝ 親と子の写真絵本 福田 幸広 写真 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 489 ﾌ ポプラ社 2001 31p 19×27cm
おどる１２人のおひめさま ｵﾄﾞﾙｼﾞｭｳﾆﾆﾝﾉｵﾋﾒｻﾏ グリム童話 グリム 〔原作〕 ｸﾞﾘﾑ ﾔｰｺﾌﾟ 943 ﾙ ほるぷ出版 1980 1冊 20×25cm
ヒロシマに原爆がおとされたとき ﾋﾛｼﾏﾆｹﾞﾝﾊﾞｸｶﾞｵﾄｻﾚﾀﾄｷ 大道 あや 著 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｱﾔ 913 ﾀ ポプラ社 2002 1冊 29cm
南の島の星の砂 ﾐﾅﾐﾉｼﾏﾉﾎｼﾉｽﾅ Ｃｏｃｃｏ 文・絵・訳 ｺｯｺ 913 ｺ 河出書房新社 2002 1冊 26cm
タテゴトアザラシのおやこ ﾀﾃｺﾞﾄｱｻﾞﾗｼﾉｵﾔｺ 親と子の写真絵本 福田 幸広 写真 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 489 ﾌ ポプラ社 2001 28p 19×27cm
ウリボウなかよしだいかぞく ｳﾘﾎﾞｳﾅｶﾖｼﾀﾞｲｶｿﾞｸ 親と子の写真絵本 福田 幸広 写真 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 489 ﾌ ポプラ社 2001 27p 19×27cm
コウテイペンギンのおやこ ｺｳﾃｲﾍﾟﾝｷﾞﾝﾉｵﾔｺ 親と子の写真絵本 内山 晟 写真・文 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾗ 488 ｳ ポプラ社 2001 27p 19×27cm
ぽっかぽかだいすきおさるさん ﾎﾟｯｶﾎﾟｶﾀﾞｲｽｷｵｻﾙｻﾝ 親と子の写真絵本 福田 幸広 写真・文 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 489 ﾌ ポプラ社 2002 28p 19×27cm
マナティーはやさしいともだち ﾏﾅﾃｨｰﾜﾔｻｼｲﾄﾓﾀﾞﾁ 親と子の写真絵本 福田 幸広 写真・文 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 489 ﾌ ポプラ社 2002 28p 19×27cm
ニーハオ！ふたごのパンダ ﾆｰﾊｵﾌﾀｺﾞﾉﾊﾟﾝﾀﾞ 親と子の写真絵本 古関 めぐみ 文 ｺｾｷ ﾒｸﾞﾐ 489 ｺ ポプラ社 2002 28p 19×27cm
あおいうみのイルカたち ｱｵｲｳﾐﾉｲﾙｶﾀﾁ 親と子の写真絵本 越智 充奈子 文 ｵﾁ ﾐﾅｺ 489 ｵ ポプラ社 2002 28p 19×27cm
コアホウドリはかぜとともだち ｺｱﾎｳﾄﾞﾘﾜｶｾﾞﾄﾄﾓﾀﾞﾁ 親と子の写真絵本 戸塚 学 写真・文 ﾄｽﾞｶ ｶﾞｸ 488 ﾄ ポプラ社 2002 28p 19×27cm
こおりのくにのシロクマおやこ ｺｵﾘﾉｸﾆﾉｼﾛｸﾏｵﾔｺ 親と子の写真絵本 前川 貴行 写真・文 ﾏｴｶﾜ ﾀｶﾕｷ 489 ﾏ ポプラ社 2003 32p 19×27cm
そして、カエルはとぶ！ ｿｼﾃｶｴﾙﾜﾄﾌﾞ 広瀬 寿子 作 ﾋﾛｾ ﾋｻｺ 913 ﾋ 国土社 2002 142p 22cm
レイチェルと魔導師の誓い ﾚｲﾁｪﾙﾄﾏﾄﾞｳｼﾉﾁｶｲ クリフ・マクニッシュ 作 ﾏｸﾆｯｼｭ ｸﾘﾌ 933 ﾏ 理論社 2002 349p 22cm
裏切り ｳﾗｷﾞﾘ ２０９９恐怖の年 ２０９９恐怖の年 ジョン・ピール 作 ﾋﾟｰﾙ ｼﾞｮﾝ 933 ﾋ 偕成社 2003 182p 20cm
脱走 ﾀﾞｯｿｳ ２０９９恐怖の年 ２０９９恐怖の年 ジョン・ピール 作 ﾋﾟｰﾙ ｼﾞｮﾝ 933 ﾋ 偕成社 2003 192p 20cm
反乱 ﾊﾝﾗﾝ ２０９９恐怖の年 ２０９９恐怖の年 ジョン・ピール 作 ﾋﾟｰﾙ ｼﾞｮﾝ 933 ﾋ 偕成社 2003 190p 20cm
メルトダウン ﾒﾙﾄﾀﾞｳﾝ ２０９９恐怖の年 ２０９９恐怖の年 ジョン・ピール 作 ﾋﾟｰﾙ ｼﾞｮﾝ 933 ﾋ 偕成社 2003 190p 20cm
逆襲 ｷﾞｬｸｼｭｳ ２０９９恐怖の年 ２０９９恐怖の年 ジョン・ピール 作 ﾋﾟｰﾙ ｼﾞｮﾝ 933 ﾋ 偕成社 2003 201p 20cm
ホー ﾎｰ カール・ハイアセン 著 ﾊｲｱｾﾝ ｶｰﾙ 933 ﾊ 理論社 2003 385p 19cm
あしたのあたしはあたらしいあたし ｱｼﾀﾉｱﾀｼﾜｱﾀﾗｼｲｱﾀｼ 石津 ちひろ 詩 ｲｼｽﾞ ﾁﾋﾛ 911 ｲ 理論社 2002 79p 19cm
麦ふみクーツェ ﾑｷﾞﾌﾐｸｰﾂｪ いしい しんじ 作 ｲｼｲ ｼﾝｼﾞ 913 ｲ 理論社 2002 441p 19cm
魔女が丘 ﾏｼﾞｮｶﾞｵｶ マーカス・セジウィック 作 ｾｼﾞｳｨｯｸ ﾏｰｶｽ 933 ｾ 理論社 2002 253p 19cm
ＺＯＯ ｽﾞｰ 愛を下さい 辻 仁成 著 ﾂｼﾞ ﾋﾄﾅﾘ 911 ﾂ 河出書房新社 2002 63p 19cm
ぼくの小鳥ちゃん ﾎﾞｸﾉｺﾄﾘﾁｬﾝ 江国 香織 著 ｴｸﾆ ｶｵﾘ 913 ｴ あかね書房 1997 109p 18cm
ホワイト・ピーク・ファーム ﾎﾜｲﾄﾋﾟｰｸﾌｧｰﾑ バーリー・ドハーティ 著 ﾄﾞﾊｰﾃｨ ﾊﾞｰﾘｰ 933 ﾄ あすなろ書房 2002 183p 20cm
ホワイト・ピーク・ファーム ﾎﾜｲﾄﾋﾟｰｸﾌｧｰﾑ バーリー・ドハーティ 著 ﾄﾞﾊｰﾃｨ ﾊﾞｰﾘｰ 933 ﾄ あすなろ書房 2002 183p 20cm
菜の花畑に入り日うすれ ﾅﾉﾊﾅﾊﾞﾀｹﾆｲﾘﾋｳｽﾚ 童謡詩人としての高野辰之 三田 英彬 著 ﾐﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 911 ﾐ 理論社 2002 259p 19cm
ビッグ・ファット・キャット、街へ行く ﾋﾞｯｸﾞﾌｧｯﾄｷｬｯﾄﾏﾁｴｲｸ ＢＦＣ　ｂｏｏｋｓ 向山 貴彦 著 ﾑｺｳﾔﾏ ﾀｶﾋｺ 837 ﾑ 幻冬舎 2003 103p 21cm
Ｂｉｇ　ｆａｔ　ｃａｔ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｇｈｏｓｔ　ａｖｅｎｕﾋﾞｯｸﾞﾌｧｯﾄｷｬｯﾄﾄｺﾞｰｽﾄｱﾍﾞﾆｭｰ ＰＡＲＴ３ＩＮ　ＴＨＥ　ＢＩＧ　ＦＡＴ　ＣＡＴ　ＳＥＲＩＥＳ ＢＦＣ　ｂｏｏｋｓ 向山 貴彦 著 ﾑｺｳﾔﾏ ﾀｶﾋｺ 837 ﾑ 幻冬舎 2003 95p 21cm
Ｋｉｓｓ！ ｷｽ ノンデルン 編 ﾉﾝﾃﾞﾙﾝ 748 ﾉ 河出書房新社 2002 93p 19cm
象のブランコ ｿﾞｳﾉﾌﾞﾗﾝｺ とうちゃんと 工藤 直子 著 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｺ 914 ｸ 理論社 2002 273p 19cm
でんでんむしのハガキ ﾃﾞﾝﾃﾞﾝﾑｼﾉﾊｶﾞｷ まど みちお 詩 ﾏﾄﾞ ﾐﾁｵ 911 ﾏ 理論社 2002 88p 19cm
キャラメルの値段 ｷｬﾗﾒﾙﾉﾈﾀﾞﾝ 昭和３０年代・１０円玉で買えたもの らんぷの本 市橋 芳則 著 ｲﾁﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 337 ｲ 河出書房新社 2002 135p 21cm
木を植えた男 ｷｵｳｴﾀｵﾄｺ あすなろセレクト ジャン・ジオノ 作 ｼﾞｵﾉ ｼﾞｬﾝ 959 ｼ あすなろ書房 1992 75p 22cm
トラベリング・パンツ ﾄﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞﾊﾟﾝﾂ アン・ブラッシェアーズ 作 ﾌﾞﾗｯｼｪｱｰｽﾞ ｱﾝ 933 ﾌ 理論社 2002 387p 19cm
ハッピー＊ボーイ ﾊｯﾋﾟｰﾎﾞｰｲ ジェリー・スピネッリ 著 ｽﾋﾟﾈｯﾘ ｼﾞｪﾘｰ 933 ｽ 理論社 2003 287p 19cm



ミラクルズボーイズ ﾐﾗｸﾙｽﾞﾎﾞｰｲｽﾞ ジャクリーン・ウッドソン 作 ｳｯﾄﾞｿﾝ ｼﾞｬｸﾘｰﾝ 933 ｳ 理論社 2002 182p 19cm
樹上のゆりかご ｼﾞｭｼﾞｮｳﾉﾕﾘｶｺﾞ 荻原 規子 作 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 913 ｵ 理論社 2002 373p 19cm
優雅で残酷な悪女たち　―その数奇な生涯
眠れぬ夜の恐ろしい話　西洋残酷人物譚
きれいなお城の残酷な話　ベスト版
ミカ×ミカ！ ﾐｶﾐｶ 伊藤 たかみ 作 ｲﾄｳ ﾀｶﾐ 913 ｲ 理論社 2003 203p 19cm
プラネタリウムのふたご ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑﾉﾌﾀｺﾞ いしい しんじ 著 ｲｼｲ ｼﾝｼﾞ 913 ｲ 講談社 2003 452p 20cm
トウモロコシが実るころ ﾄｳﾓﾛｺｼｶﾞﾐﾉﾙｺﾛ 文研ブックランド ドロシー・ローズ 作 ﾛｰｽﾞ ﾄﾞﾛｼｰ 933 ﾛ 文研出版 2002 127p 22cm
死をはこぶ航海 ｼｵﾊｺﾌﾞｺｳｶｲ イアン・ローレンス 作 ﾛｰﾚﾝｽ ｲｱﾝ 933 ﾛ 理論社 2003 279p 19cm
ダヤン、わちふぃーるどへ ﾀﾞﾔﾝﾜﾁﾌｨｰﾙﾄﾞｴ 池田 あきこ 著 ｲｹﾀﾞ ｱｷｺ 913 ｲ ほるぷ出版 1999 182p 20cm
ダヤンと時の魔法 ﾀﾞﾔﾝﾄﾄｷﾉﾏﾎｳ Ｄａｙａｎ　ｉｎ　Ｗａｃｈｉｆｉｅｌｄ 池田 あきこ 著 ｲｹﾀﾞ ｱｷｺ 913 ｲ ほるぷ出版 2002 236p 20cm
Ｒｏｕｔｅ８８ ﾙｰﾄﾊﾁｼﾞｭｳﾊﾁ 四国遍路青春巡礼 小林 キユウ 著 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾕｳ 916 ｺ 河出書房新社 2003 212p 19cm
温かなお皿 ｱﾀﾀｶﾅｵｻﾗ メルヘン共和国 江国 香織 作 ｴｸﾆ ｶｵﾘ 913 ｴ 理論社 1993 131p 20cm
子ども国会 ｺﾄﾞﾓｺｯｶｲ ２１世紀子供たちは発言する 肥田 美代子 著 ﾋﾀﾞ ﾐﾖｺ 314 ﾋ ポプラ社 1998 132p 22cm
そうだったのか！日本現代史 ｿｳﾀﾞｯﾀﾉｶﾆﾎﾝｹﾞﾝﾀﾞｲｼ 池上 彰 著 ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾗ 210 ｲ ホーム社 2001 255p 26cm
そうだったのか！現代史 ｿｳﾀﾞｯﾀﾉｶｹﾞﾝﾀﾞｲｼ 池上 彰 著 ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾗ 209 ｲ ホーム社 2000 243p 26cm
そうだったのか！現代史パート２ ｿｳﾀﾞｯﾀﾉｶｹﾞﾝﾀﾞｲｼ 池上 彰 著 ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾗ 209 ｲ ホーム社 2003 255p 26cm
滅びゆくアフリカの大自然 ﾎﾛﾋﾞﾕｸｱﾌﾘｶﾉﾀﾞｲｼｾﾞﾝ 絶滅寸前の野生動物とわたしたちの生き方 ２１世紀知的好奇心探求読本 黒田 睦美 著 ｸﾛﾀﾞ ﾑﾂﾐ 480 ｸ ポプラ社 2000 231p 20cm
対決！ソーサとマグワイア ﾀｲｹﾂｿｰｻﾄﾏｸﾞﾜｲｱ 学研のノンフィクション ローラ・ドリスコル 文 ﾄﾞﾘｽｺﾙ ﾛｰﾗ 783 ﾄ 学研 2000 79p 22cm
稲本潤一物語 ｲﾅﾓﾄｼﾞｭﾝｲﾁﾓﾉｶﾞﾀﾘ 黄金のカルテット 黄金のカルテット 本郷 陽二 編 ﾎﾝｺﾞｳ ﾖｳｼﾞ 783 ﾎ 汐文社 2003 159p 22cm
中村俊輔物語　黄金のカルテット
ヒトは宇宙で進化する ﾋﾄﾜｳﾁｭｳﾃﾞｼﾝｶｽﾙ 無重力とからだの不思議な関係 ２１世紀知的好奇心探求読本 三井 いわね 著 ﾐﾂｲ ｲﾜﾈ 498 ﾐ ポプラ社 1999 189p 20cm
学校では教えない自然と科学のふしぎ発見１００ｶﾞｯｺｳﾃﾞﾜｵｼｴﾅｲｼｾﾞﾝﾄｶｶﾞｸﾉﾌｼｷﾞﾊｯｹﾝﾋｬｸ 大宮 信光 著 ｵｵﾐﾔ ﾉﾌﾞﾐﾂ 400 ｵ 講談社 2000 243p 21cm
調べるためのメディアガイド ｼﾞｮｳﾎｳﾒｲｼﾞﾝﾆﾅﾛｳ 情報名人になろう！１ 堀田 龍也 編・監修 ﾎﾘﾀ ﾀﾂﾔ 7 ﾎ 汐文社 2001 47p 27cm
パソコンなどを使って調べよう！ ｼﾞｮｳﾎｳﾒｲｼﾞﾝﾆﾅﾛｳ 情報名人になろう！２ 堀田 龍也 編・監修 ﾎﾘﾀ ﾀﾂﾔ 7 ﾎ 汐文社 2001 47p 27cm
あつめた情報をまとめよう！ ｼﾞｮｳﾎｳﾒｲｼﾞﾝﾆﾅﾛｳ 情報名人になろう！３ 堀田　龍也 編・監修 ﾎﾘﾀ ﾀﾂﾔ 7 ﾎ 汐文社 2001 47p 27cm
ホームページなどで発表しよう！ ｼﾞｮｳﾎｳﾒｲｼﾞﾝﾆﾅﾛｳ 情報名人になろう！４ 堀田 龍也 編・監修 ﾎﾘﾀ ﾀﾂﾔ 7 ﾎ 汐文社 2001 47p 27cm
めざせ！カメラ名人１ ﾒｻﾞｾｶﾒﾗﾒｲｼﾞﾝ 使いきりカメラで楽しもう 楠山 忠之 写真・文 ｸｽﾔﾏ ﾀﾀﾞﾕｷ 740 ｸ 汐文社 2001 55p 27cm
めざせ！カメラ名人２ ﾒｻﾞｾｶﾒﾗﾒｲｼﾞﾝ ３５㍉一眼レフで楽しもう 楠山 忠之 写真・文 ｸｽﾔﾏ ﾀﾀﾞﾕｷ 740 ｸ 汐文社 2001 55p 27cm
めざせ！カメラ名人３ ﾒｻﾞｾｶﾒﾗﾒｲｼﾞﾝ 仲間の輪をひろげよう 楠山 忠之 著 ｸｽﾔﾏ ﾀﾀﾞﾕｷ 740 ｸ 汐文社 2001 55p 27cm
市川染五郎の歌舞伎
柳家花緑の落語 ﾔﾅｷﾞﾔｶﾛｸﾉﾗｸｺﾞ 日本の伝統芸能はおもしろい２ 日本の伝統芸能はおもしろい 小野 幸恵 著 ｵﾉ ｻﾁｴ 779 ｵ 岩崎書店 2002 47p 29cm
野村萬斎の狂言
東儀秀樹の雅楽
吉田簑太郎の文楽
身近なものでできるミラクル ｷﾐﾓﾃﾞｷﾙﾐｽﾀｰﾏﾘｯｸﾉﾁｮｳﾏｼﾞｭﾂ きみもできるＭｒ．マリックの超魔術３ Ｍｒ．マリック 〔著〕 ﾐｽﾀｰ ﾏﾘｯｸ 779 ﾐ 汐文社 2001 47p 27cm
環境破壊はとめられない！？ ｶﾝｷｮｳﾊｶｲﾜﾄﾒﾗﾚﾅｲ 新しい生き方を創造しよう ２１世紀知的好奇心探求読本 山岡 寛人 著 ﾔﾏｵｶ ﾋﾛﾄ 519 ﾔ ポプラ社 1998 174p 20cm
２１世紀社会福祉はみんなの手で ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷｼｬｶｲﾌｸｼﾜﾐﾝﾅﾉﾃﾃﾞ ２１世紀知的好奇心探求読本 一番ケ瀬 康子 著 ｲﾁﾊﾞﾝｶﾞｾ ﾔｽｺ 369 ｲ ポプラ社 2001 183p 20cm
活かそう！子どもの権利条約 ｲｶｿｳｺﾄﾞﾓﾉｹﾝﾘｼﾞｮｳﾔｸ ２１世紀知的好奇心探求読本 喜多 明人 著 ｷﾀ ｱｷﾄ 316 ｷ ポプラ社 1997 197p 20cm
年をとるってどんなこと？ ﾜﾀｼﾆﾓﾃﾞｷﾙｶｲｺﾞﾉｵﾃﾂﾀﾞｲ お年よりから学び、ともに生きるために わたしにもできる介護のお手伝い１ 是枝 祥子 監修 ｺﾚｴﾀﾞ ｻﾁｺ 369 ｺ 学研 2002 47p 29cm
お出かけでできること ﾜﾀｼﾆﾓﾃﾞｷﾙｶｲｺﾞﾉｵﾃﾂﾀﾞｲ お年よりから学び、ともに生きるために わたしにもできる介護のお手伝い２ 是枝 祥子 監修 ｺﾚｴﾀﾞ ｻﾁｺ 369 ｺ 学研 2002 47p 29cm
お食事でできること３ ﾜﾀｼﾆﾓﾃﾞｷﾙｶｲｺﾞﾉｵﾃﾂﾀﾞｲ お年よりから学び、ともに生きるために わたしにもできる介護のお手伝い 是枝 祥子 監修 ｺﾚｴﾀﾞ ｻﾁｺ 369 ｺ 学研 2002 39p 29cm
身のまわりでできること ﾜﾀｼﾆﾓﾃﾞｷﾙｶｲｺﾞﾉｵﾃﾂﾀﾞｲ お年よりから学び、ともに生きるために わたしにもできる介護のお手伝い４ 是枝 祥子 監修 ｺﾚｴﾀﾞ ｻﾁｺ 369 ｺ 学研 2002 39p 29cm
世界を変えた日本の技術１ ｾｶｲｵｶｴﾀﾆﾎﾝﾉｷﾞｼﾞｭﾂ 科学読み物 未来を走れハイブリットカー 500 ｺ 学研 2003 119p 22cm
世界を変えた日本の技術２ ｾｶｲｵｶｴﾀﾆﾎﾝﾉｷﾞｼﾞｭﾂ 科学読み物 ネット社会を彩るカラー液晶 500 ｳ 学研 2003 119p 22cm
世界を変えた日本の技術３ ｾｶｲｵｶｴﾀﾆﾎﾝﾉｷﾞｼﾞｭﾂ 科学読み物 バーチャル世界のゲーム機 500 ｱ 学研 2003 119p 22cm
世界を変えた日本の技術４ ｾｶｲｵｶｴﾀﾆﾎﾝﾉｷﾞｼﾞｭﾂ 科学読み物 速さに挑戦する新幹線 500 ｲ 学研 2003 119p 22cm
世界を変えた日本の技術５ ｾｶｲｵｶｴﾀﾆﾎﾝﾉｷﾞｼﾞｭﾂ 科学読み物 ドーバー海峡を掘ったモグラマシン 500 ﾀ 学研 2003 119p 22cm
世界を変えた日本の技術６ ｾｶｲｵｶｴﾀﾆﾎﾝﾉｷﾞｼﾞｭﾂ 科学読み物 世界の食生活を変えた奇跡のめん 500 ｳ 学研 2003 119p 22cm
世界を変えた日本の技術７ ｾｶｲｵｶｴﾀﾆﾎﾝﾉｷﾞｼﾞｭﾂ 科学読み物 世界記録を生みだすシューズ 500 ﾋ 学研 2003 119p 22cm
世界を変えた日本の技術８ ｾｶｲｵｶｴﾀﾆﾎﾝﾉｷﾞｼﾞｭﾂ 科学読み物 人間の目をこえたカメラ 500 ｲ 学研 2003 120p 22cm
昭和のくらし博物館 ｼｮｳﾜﾉｸﾗｼﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ らんぷの本 小泉 和子 文 ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞｺ 383 ｺ 河出書房新社 2000 159p 21cm
ハリー・ポッターと炎のゴブレット　上 ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰﾄﾎﾉｵﾉｺﾞﾌﾞﾚｯﾄ Ｊ．Ｋ．ローリング 作 ﾛｰﾘﾝｸﾞ J.K. 933 ﾛ 静山社 2002 557p 22cm
ハリー・ポッターと炎のゴブレット　下 ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰﾄﾎﾉｵﾉｺﾞﾌﾞﾚｯﾄ Ｊ．Ｋ．ローリング 作 ﾛｰﾘﾝｸﾞ J.K. 933 ﾛ 静山社 2002 582p 22cm
影との戦い ｶｹﾞﾄﾉﾀﾀｶｲ ゲド戦記　Ⅰ ル＝グウィン 作 ﾙ･ｸﾞｲﾝ ｱｰｼｭﾗ K. 933 ﾙ 岩波書店 2000 278p 22cm
終末の日 ｼｭｳﾏﾂﾉﾋ ２０９９恐怖の年 ２０９９恐怖の年 ジョン・ピール 作 ﾋﾟｰﾙ ｼﾞｮﾝ 933 ﾋ 偕成社 2003 217p 20cm
中田英寿物語 ﾅｶﾀﾋﾃﾞﾄｼﾓﾉｶﾞﾀﾘ 黄金のカルテット 黄金のカルテット 本郷 陽二 編 ﾎﾝｺﾞｳ ﾖｳｼﾞ 783 ﾎ 汐文社 2003 127p 22cm
小野伸二物語 ｵﾉｼﾝｼﾞﾓﾉｶﾞﾀﾘ 黄金のカルテット 黄金のカルテット 本郷 陽二 編 ﾎﾝｺﾞｳ ﾖｳｼﾞ 783 ﾎ 汐文社 2003 155p 22cm
きまりって何？ ｷﾏﾘｯﾃﾅﾆ みんなで考えよう２ みんなで考えよう 鶴見俊輔と中学生たち 〔著〕 ﾂﾙﾐ ｼｭﾝｽｹ 159 ﾂ 晶文社 2002 135p 21cm
子ども国会 ｺﾄﾞﾓｺｯｶｲ ２１世紀子供たちは発言する 肥田 美代子 著 ﾋﾀﾞ ﾐﾖｺ 314 ﾋ ポプラ社 1998 132p 22cm
沖縄のこれから ｵｷﾅﾜﾉｺﾚｶﾗ 平和な島をめざして ２１世紀知的好奇心探求読本 新崎 盛暉 著 ｱﾗｻｷ ﾓﾘﾃﾙ 319 ｱ ポプラ社 1999 182p 20cm
大ピラミッドは宇宙からの遺産か？ ｵｰﾊﾟｰﾂｺﾝﾅﾓﾉｶﾞﾅｾﾞｿﾝｻﾞｲｽﾙ オーパーツ こんなものがなぜ存在する３ 南山 宏 著 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾛｼ 209 ﾐ 岩崎書店 2003 133p 22cm
かんたんな道具でできるミラクル ｷﾐﾓﾃﾞｷﾙﾐｽﾀｰﾏﾘｯｸﾉﾁｮｳﾏｼﾞｭﾂ きみもできるＭｒ．マリックの超魔術２ Ｍｒ．マリック 〔著〕 ﾐｽﾀｰ ﾏﾘｯｸ 779 ﾐ 汐文社 2001 47p 27cm
きみもできるＭｒ．マリックの超魔術 ｷﾐﾓﾃﾞｷﾙﾐｽﾀｰﾏﾘｯｸﾉﾁｮｳﾏｼﾞｭﾂ Ｍｒ．マリック 〔著〕 ﾐｽﾀｰ ﾏﾘｯｸ 779 ﾐ 汐文社 2001 47p 27cm
Ｍｏｍｏｔａｒｏ ｔｈｅ　ｐｅａｃｈ　ｂｏｙ ﾓﾓﾀﾛｳｻﾞﾋﾟｰﾁﾎﾞｰｲ ももたろう 楽しい英語・名作童話 楽しい英語・名作童話 中山 兼芳 監修 ﾅｶﾔﾏ ｶﾈﾖｼ 837 ﾀ 学研 2001 71p 23cm
Ｔｈｅ　ｍｏｕｓｅ’ｓ　ｗｅｄｄｉｎｇ ｻﾞﾏｳｽｽﾞｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ ねずみのよめいり 楽しい英語・名作童話 楽しい英語・名作童話 中山 兼芳 監修 ﾅｶﾔﾏ ｶﾈﾖｼ 837 ﾀ 学研 2001 71p 23cm
Ｔｈｅ　ｒａｂｂｉｔ　ｓａｖｅｓ　ｔｈｅ　ｄａｙ ｻﾞﾗﾋﾞｯﾄｾｲｳﾞｽｻﾞﾃﾞｲ かちかちやま 楽しい英語・名作童話 楽しい英語・名作童話 中山 兼芳 監修 ﾅｶﾔﾏ ｶﾈﾖｼ 837 ﾀ 学研 2001 71p 23cm
Ｔｈｅ　ｓｐａｒｒｏｗ　ｗｉｔｈ　ａ　ｃｕｔ　ｔｏｎｇｕｅ ｻﾞｽﾊﾟﾛｳｳｨｽﾞｱｶｯﾄﾀﾝｸﾞ したきりすずめ 楽しい英語・名作童話 楽しい英語・名作童話 中山 兼芳 監修 ﾅｶﾔﾏ ｶﾈﾖｼ 837 ﾀ 学研 2001 71p 23cm
Ｓｔｒａｗ　ｈａｔｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｊｉｚｏ ｽﾄﾛｰﾊｯﾂﾌｫｰｻﾞｼﾞｿﾞｳ かさじぞう 楽しい英語・名作童話 楽しい英語・名作童話 中山 兼芳 監修 ﾅｶﾔﾏ ｶﾈﾖｼ 837 ﾀ 学研 2001 71p 23cm
Ｔｈｅ　ｒｉｃｅ　ｂａｌｌｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｍｉｃｅ ｻﾞﾗｲｽﾎﾞｰﾙｽﾞｱﾝﾄﾞｻﾞﾏｲｽ おむすびころりん 楽しい英語・名作童話 楽しい英語・名作童話 中山 兼芳 監修 ﾅｶﾔﾏ ｶﾈﾖｼ 837 ﾀ 学研 2001 71p 23cm
Ｌｉｔｔｌｅ　Ｒｅｄ　Ｒｉｄｉｎｇ　Ｈｏｏｄ ﾘﾄﾙﾚｯﾄﾞﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｰﾄﾞ あかずきん 楽しい英語・名作童話 楽しい英語・名作童話 Ｇｒｉｍｍ 〔原作〕 ｸﾞﾘﾑ ﾔｰｺﾌﾟ 837 ﾀ 学研 2001 71p 23cm
Ｔｈｅ　ｗｏｌｆ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｓｅｖｅｎ　ｋｉｄｓ ｻﾞｳﾙﾌｱﾝﾄﾞｻﾞｾｳﾞﾝｷｯｽﾞ おおかみと七ひきのこやぎ 楽しい英語・名作童話 楽しい英語・名作童話 Ｇｒｉｍｍ 〔原作〕 ｸﾞﾘﾑ ﾔｰｺﾌﾟ 837 ﾀ 学研 2001 71p 23cm
Ｃｉｎｄｅｒｅｌｌａ ｼﾝﾃﾞﾚﾗ シンデレラ 楽しい英語・名作童話 楽しい英語・名作童話 Ｐｅｒｒａｕｌｔ 〔原作〕 ﾍﾟﾛｰ ｼｬﾙﾙ 837 ﾀ 学研 2001 71p 23cm
Ｔｈｅ　ｌｉｔｔｌｅ　ｍｅｒｍａｉｄ ｻﾞﾘﾄﾙﾏｰﾒｲﾄﾞ にんぎょひめ 楽しい英語・名作童話 楽しい英語・名作童話 Ａｎｄｅｒｓｅｎ 〔原作〕 ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ ﾊﾝｽ･ｸﾘｽﾁｬﾝ 837 ﾀ 学研 2001 71p 23cm
バーティミアス ﾊﾞｰﾃｨﾐｱｽ サマルカンドの秘宝 ジョナサン・ストラウド 作 ｽﾄﾗｳﾄﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ 933 ｽ 理論社 2003 613p 22cm
かさをささないシランさん ｶｻｵｻｻﾅｲｼﾗﾝｻﾝ 谷川 俊太郎 作 ﾀﾆｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 913 ﾀ 理論社 1991 1冊 21×21cm
トリック絵本　ダイエット、眼の疲れ、筋力アップ！！
雨の名前 ｱﾒﾉﾅﾏｴ 高橋 順子 文 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 451 ﾀ 小学館 2001 159p 22cm



生まれてよかった ｳﾏﾚﾃﾖｶｯﾀ 広瀬 飛一 写真 ﾋﾛｾ ﾄﾋﾞｲﾁ 495 ﾋ 日本図書センター 2003 113p 24cm
１５歳拓の旅立ち ｼﾞｭｳｺﾞｻｲﾋﾗｸﾉﾀﾋﾞﾀﾞﾁ ジュニア版 ＮＨＫスペシャルこども・輝けいのち１ ＮＨＫスペシャルこども・輝けいのちＮＨＫ「こども」プロジェクト 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 371 二 汐文社 2004 112p 22cm
涙と笑いのハッピークラス ﾅﾐﾀﾞﾄﾜﾗｲﾉﾊｯﾋﾟｰｸﾗｽ ４年１組命の授業 ＮＨＫスペシャルこども・輝けいのち２ ＮＨＫスペシャルこども・輝けいのちＮＨＫ「こども」プロジェクト 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 371 二 汐文社 2004 100p 22cm
裸で育て君らしく ﾊﾀﾞｶﾃﾞｿﾀﾞﾃｷﾐﾗｼｸ 大阪・アトム共同保育所 ＮＨＫスペシャルこども・輝けいのち４ ＮＨＫスペシャルこども・輝けいのちＮＨＫ「こども」プロジェクト 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 371 二 汐文社 2004 103p 22cm
こころの二人三脚 ｺｺﾛﾉﾆﾆﾝｻﾝｷｬｸ 自閉症児と級友たち ＮＨＫスペシャルこども・輝けいのち ＮＨＫスペシャルこども・輝けいのちＮＨＫ「こども」プロジェクト 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 371 二 汐文社 2004 113p 22cm
ＮＨＫプロジェクトＸ　第３期１１ ｴﾇｴｲﾁｹｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽ ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 二 汐文社 2004 173p 22cm
ＮＨＫプロジェクトＸ　第３期１２ ｴﾇｴｲﾁｹｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽ ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 二 汐文社 2004 174p 22cm
ＮＨＫプロジェクトＸ　第３期１３ ｴﾇｴｲﾁｹｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽ ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 ｴ 汐文社 2004 168p 22cm
ＮＨＫプロジェクトＸ　第３期１５ ｴﾇｴｲﾁｹｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽ ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 二 汐文社 2004 136p 22cm
絵でみる電気の歴史 ｴﾃﾞﾐﾙﾃﾞﾝｷﾉﾚｷｼ 図版３００枚で物語る電気の発見の旅 岩本 洋 著 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｼ 540 ｲ オーム社 2003 136p 図版16p21cm
科学に魅せられた日本人 ｶｶﾞｸﾆﾐｾﾗﾚﾀﾆﾎﾝｼﾞﾝ ニッポニウムからゲノム，光通信まで 岩波ジュニア新書 吉原 賢二 著 ﾖｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 402 ﾖ 岩波書店 2001 226p 18cm
晴れた日は図書館へいこう ﾊﾚﾀﾋﾜﾄｼｮｶﾝｴｲｺｳ 文学の森 緑川 聖司 作 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｾｲｼﾞ 913 ﾐ 小峰書店 2003 206p 21cm
四姉妹 ﾖﾝｼﾏｲ 文学の森 中川 なをみ 作 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾐ 913 ﾅ 小峰書店 2003 189p 21cm
「日本人」を知る本 ﾆﾎﾝｼﾞﾝｵｼﾙﾎﾝ 人・心・衣・食・住 日本人の始まり 210 ﾆ 岩崎書店 2004 47p 29cm
「日本人」を知る本 ﾆﾎﾝｼﾞﾝｵｼﾙﾎﾝ 人・心・衣・食・住 210 ﾆ 岩崎書店 2004 47p 29cm
「日本人」を知る本 ﾆﾎﾝｼﾞﾝｵｼﾙﾎﾝ 人・心・衣・食・住 210 ﾆ 岩崎書店 2004 47p 29cm
水資源をかんがえる ｼｹﾞﾝﾉﾎﾝ 「資源」の本 岩田 一彦 監修 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾋｺ 334 ｼ 岩崎書店 2003 38p 29cm
森林資源をかんがえる ｼｹﾞﾝﾉﾎﾝ 「資源」の本 岩田 一彦 監修 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾋｺ 334 ｼ 岩崎書店 2003 38p 29cm
海洋資源をかんがえる ｼｹﾞﾝﾉﾎﾝ 「資源」の本③ 岩田 一彦 監修 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾋｺ 334 ｼ 岩崎書店 2003 38p 29cm
地下資源をかんがえる ｼｹﾞﾝﾉﾎﾝ 「資源」の本④ 岩田 一彦 監修 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾋｺ 334 ｼ 岩崎書店 2003 38p 29cm
ＮＰＯってなんですか１ ｴﾇﾋﾟｰｵｰｯﾃﾅﾝﾃﾞｽｶ ＮＰＯを知ろう ＮＰＯ活動を考える会 編著 ｴﾇﾋﾟｰｵｰ ｶﾂﾄﾞｳ ｵ ｶﾝｶﾞｴﾙ ｶｲ333 ｴ 汐文社 2004 47p 27cm
ＮＰＯってなんですか２ ｴﾇﾋﾟｰｵｰｯﾃﾅﾝﾃﾞｽｶ いろんなＮＰＯ ＮＰＯ活動を考える会 編著 ｴﾇﾋﾟｰｵｰ ｶﾂﾄﾞｳ ｵ ｶﾝｶﾞｴﾙ ｶｲ333 ｴ 汐文社 2004 47p 27cm
ＮＰＯってなんですか３ ｴﾇﾋﾟｰｵｰｯﾃﾅﾝﾃﾞｽｶ ＮＰＯを作ろう！ ＮＰＯ活動を考える会 編著 ｴﾇﾋﾟｰｵｰ ｶﾂﾄﾞｳ ｵ ｶﾝｶﾞｴﾙ ｶｲ333 ｴ 汐文社 2004 47p 27cm
ママは行ってしまった ﾏﾏﾜｲｯﾃｼﾏｯﾀ クリストフ・ハイン 作 ﾊｲﾝ ｸﾘｽﾄﾌ 943 ﾊ さ・え・ら書房 2004 175p 21cm
吾輩は猫である　下 ﾜｶﾞﾊｲﾜﾈｺﾃﾞｱﾙ 講談社青い鳥文庫 夏目 漱石 〔著〕 ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ 913 ﾅ 講談社 1985 363p 18cm
坊っちゃん ﾎﾞｯﾁｬﾝ 講談社青い鳥文庫 夏目 漱石 著 ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ 913 ﾅ 講談社 1983 235p 18cm
はだしのゲン１ ﾊﾀﾞｼﾉｹﾞﾝ 中沢 啓治 作 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 726 ﾅ 汐文社 1988 275p 19cm
はだしのゲン２ ﾊﾀﾞｼﾉｹﾞﾝ 中沢 啓治 作 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 726 ﾅ 汐文社 1988 254p 19cm
はだしのゲン３ ﾊﾀﾞｼﾉｹﾞﾝ 中沢 啓治 作 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 726 ﾅ 汐文社 1988 257p 19cm
はだしのゲン４ ﾊﾀﾞｼﾉｹﾞﾝ 中沢 啓治 作 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 726 ﾅ 汐文社 1988 281p 19cm
はだしのゲン　５
はだしのゲン６ ﾊﾀﾞｼﾉｹﾞﾝ 中沢 啓治 作 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 726 ﾅ 汐文社 1988 262p 19cm
はだしのゲン　７
はだしのゲン８ ﾊﾀﾞｼﾉｹﾞﾝ 中沢 啓治 作 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 726 ﾅ 汐文社 1988 256p 19cm
はだしのゲン９ ﾊﾀﾞｼﾉｹﾞﾝ 中沢 啓治 作 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 726 ﾅ 汐文社 1988 256p 19cm
はだしのゲン　１０
ひきこもれ ﾋｷｺﾓﾚ ひとりの時間をもつということ 吉本 隆明 著 ﾖｼﾓﾄ ﾀｶｱｷ 914 ﾖ 大和書房 2002 177p 20cm
もうちょっとだけ子どもでいよう ﾓｳﾁｮｯﾄﾀﾞｹｺﾄﾞﾓﾃﾞｲﾖｳ 岩瀬 成子 作 ｲﾜｾ ｼﾞｮｳｺ 913 ｲ 理論社 1992 331p 19cm
クジャク砦からの歌声 ｸｼﾞｬｸﾄﾘﾃﾞｶﾗﾉｳﾀｺﾞｴ 文学の森 北村 けんじ 作 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 913 ｷ 小峰書店 2003 235p 21cm
鬼の話 ｵﾆﾉﾊﾅｼ 文学の森 はま みつを 作 ﾊﾏ ﾐﾂｵ 913 ﾊ 小峰書店 2003 189p 21cm
この素晴らしき世界に生まれて ｺﾉｽﾊﾞﾗｼｷｾｶｲﾆｳﾏﾚﾃ 文学の森 福田 隆浩 作 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 913 ﾌ 小峰書店 2003 143p 21cm
カモメの家 ｶﾓﾒﾉｲｴ 山下 明生 作 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｵ 913 ﾔ 理論社 1991 366p 19cm
車いすのリアル ｸﾙﾏｲｽﾉﾘｱﾙ 私たちはそんなに気の毒じゃないし、かわいそうでもない 石川 ミカ 著 ｲｼｶﾜ ﾐｶ 916 ｲ 大和書房 2003 173p 20cm
看護婦宮崎和加子 ｶﾝｺﾞﾌﾐﾔｻﾞｷﾜｶｺ こんな生き方がしたい 加藤 千代 著 ｶﾄｳ ﾁﾖ 289 ｺ 理論社 1998 206p 19cm
動物と話せる男 ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾄﾊﾅｾﾙｵﾄｺ 宮崎学のカメラ人生 シリーズ・ヒューマンドキュメント 塩沢 実信 文 ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾌﾞ 916 ｼ 理論社 1989 189p 19cm
やったね、ジュリアス君 ﾔｯﾀﾈｼﾞｭﾘｱｽｸﾝ クラウディア・ミルズ 作 ﾐﾙｽﾞ ｸﾗｳﾃﾞｨｱ 933 ﾐ さ・え・ら書房 2003 174p 22cm
やあ、アンドレア ﾔｱｱﾝﾄﾞﾚｱ ある「父と子」の風景 マルチェッロ・アルジッリ 作 ｱﾙｼﾞｯﾘ ﾏﾙﾁｪｯﾛ 973 ｱ さ・え・ら書房 2004 159p 20cm
おばあちゃんの記憶 ｵﾊﾞｱﾁｬﾝﾉｷｵｸ エルヴェ・ジャウエン 作 ｼﾞｬｳｴﾝ ｴﾙｳﾞｪ 953 ｼ さ・え・ら書房 2004 279p 20cm
ホリス・ウッズの絵 ﾎﾘｽｳｯｽﾞﾉｴ パトリシア・ライリー・ギフ 作 ｷﾞﾌ ﾊﾟﾄﾘｼｱ･ﾗｲﾘｲ 933 ｷ さ・え・ら書房 2004 255p 20cm
ダレン・ジャンⅣ　バンパイア・マウンテン
ダレン・シャン　Ⅵ ﾀﾞﾚﾝｼｬﾝ バンパイアの運命 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 ｼｬﾝ ﾀﾞﾚﾝ 933 ｼ 小学館 2002 230p 22cm
ダレン・シャン　Ⅶ ﾀﾞﾚﾝｼｬﾝ 黄昏のハンター Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 ｼｬﾝ ﾀﾞﾚﾝ 933 ｼ 小学館 2003 268p 22cm
ダレン・シャン　Ⅷ ﾀﾞﾚﾝｼｬﾝ 真夜中の同志 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 ｼｬﾝ ﾀﾞﾚﾝ 933 ｼ 小学館 2003 278p 22cm
ダレン・シャン　Ⅸ ﾀﾞﾚﾝｼｬﾝ 夜明けの覇者 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 作 ｼｬﾝ ﾀﾞﾚﾝ 933 ｼ 小学館 2003 262p 22cm
ダレン・ジャンⅩ　精霊の湖
デルトラ・クエスト ﾃﾞﾙﾄﾗｸｴｽﾄ ２嘆きの湖 エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2002 197p 19cm
デルトラ・クエスト ﾃﾞﾙﾄﾗｸｴｽﾄ ３ネズミの街 エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2002 205p 19cm
デルトラ・クエスト４　うごめく砂
デルトラ・クエスト ﾃﾞﾙﾄﾗｸｴｽﾄ ５恐怖の山 エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2002 205p 19cm
デルトラ・クエスト ﾃﾞﾙﾄﾗｸｴｽﾄ ６魔物の洞窟 エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2002 205p 19cm
デルトラ・クエスト７　いましめの谷
デルトラ・クエスト８　帰還
デルトラ・クエストⅡ ﾃﾞﾙﾄﾗｸｴｽﾄﾂｰ ２幻想の島 エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2003 253p 19cm
食べ物と自然の秘密 ﾀﾍﾞﾓﾉﾄｼｾﾞﾝﾉﾋﾐﾂ 自然とともに 西谷 大 著 ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾙ 596 ﾆ 小峰書店 2003 111p 21cm
モギちいさな焼きもの師 ﾓｷﾞﾁｲｻﾅﾔｷﾓﾉｼ リンダ・スー・パーク 著 ﾊﾟｰｸ ﾘﾝﾀﾞ･ｽｰ 933 ﾊ あすなろ書房 2003 199p 20cm
リトル・ウイング ﾘﾄﾙｳｲﾝｸﾞ 吉富 多美 作 ﾖｼﾄﾐ ﾀﾐ 913 ﾖ 金の星社 2002 173p 20cm
世界の中心で、愛をさけぶ ｾｶｲﾉﾁｭｳｼﾝﾃﾞｱｲｵｻｹﾌﾞ 片山 恭一 著 ｶﾀﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ 913 ｶ 小学館 2001 206p 20cm
魔女の血をひく娘　２ ﾏｼﾞｮﾉﾁｵﾋｸﾑｽﾒ セリア・リーズ 作 ﾘｰｽﾞ ｾﾘｱ 933 ﾘ 理論社 2003 454p 19cm
テイルズオブデスティニー２ ﾃｲﾙｽﾞｵﾌﾞﾃﾞｽﾃｨﾆｰﾂｰ 蒼黒の追憶　上 ファミ通文庫 矢島 さら 著 ﾔｼﾞﾏ ｻﾗ 913 ﾔ エンターブレイン 2003 214p 15cm
テイルズオブデスティニー２ ﾃｲﾙｽﾞｵﾌﾞﾃﾞｽﾃｨﾆｰﾂｰ 蒼黒の追憶　中 ファミ通文庫 矢島 さら 著 ﾔｼﾞﾏ ｻﾗ 913 ﾔ エンターブレイン 2003 214p 15cm
テイルズ　オブ　デスティニー２ 蒼黒の追憶　下 矢島さら 913 ﾔ エンターブレイン
デイ・アフター・トゥモロー ﾃﾞｲｱﾌﾀｰﾄｩﾓﾛｰ 竹書房文庫 ホイットリー・ストリーバー 著 ｽﾄﾘｰﾊﾞｰ ﾎｲｯﾄﾘｰ 933 ｽ 竹書房 2004 324p 15cm
秘本三国志　下 ﾋﾎﾝｻﾝｺﾞｸｼ 陳 舜臣 著 ﾁﾝ ｼｭﾝｼﾝ 923 ﾁ 毎日新聞社 2004 461p 22cm
トリビアの泉１ ﾄﾘﾋﾞｱﾉｲｽﾞﾐ へぇの本 フジテレビトリビア普及委員会 編ﾌｼﾞ ﾃﾚﾋﾞ 699 ﾌ 講談社 2003 135p 18cm
トリビアの泉２ ﾄﾘﾋﾞｱﾉｲｽﾞﾐ へぇの本 フジテレビトリビア普及委員会 編ﾌｼﾞ ﾃﾚﾋﾞ 699 ﾌ 講談社 2003 135p 18cm
トリビアの泉３ ﾄﾘﾋﾞｱﾉｲｽﾞﾐ へぇの本 フジテレビトリビア普及委員会 編ﾌｼﾞ ﾃﾚﾋﾞ 699 ﾌ 講談社 2003 135p 18cm
トリビアの泉５ ﾄﾘﾋﾞｱﾉｲｽﾞﾐ へぇの本 フジテレビトリビア普及委員会 編ﾌｼﾞ ﾃﾚﾋﾞ 699 ﾌ 講談社 2004 135p 18cm
あなたがもし奴隷だったら… ｱﾅﾀｶﾞﾓｼﾄﾞﾚｲﾀﾞｯﾀﾗ ジュリアス・レスター 文 ﾚｽﾀｰ ｼﾞｭﾘｱｽ 362 ﾚ あすなろ書房 1999 37p 24×29cm



沖縄の島守 ｵｷﾅﾜﾉｼﾏﾓﾘ 内務官僚かく戦えり 田村 洋三 著 ﾀﾑﾗ ﾖｳｿﾞｳ 210 ﾀ 中央公論新社 2003 449p 20cm
わたしたちのアジア・太平洋戦争１ ﾜﾀｼﾀﾁﾉｱｼﾞｱﾀｲﾍｲﾖｳｾﾝｿｳ 広がる日の丸の下で生きる 古田 足日 編 ﾌﾙﾀ ﾀﾙﾋ 210 ﾌ 童心社 2004 325p 24cm
わたしたちのアジア・太平洋戦争２ ﾜﾀｼﾀﾁﾉｱｼﾞｱﾀｲﾍｲﾖｳｾﾝｿｳ いにちが紙切れになった 古田 足日 編 ﾌﾙﾀ ﾀﾙﾋ 210 ﾌ 童心社 2004 293p 24cm
わたしたちのアジア・太平洋戦争３ ﾜﾀｼﾀﾁﾉｱｼﾞｱﾀｲﾍｲﾖｳｾﾝｿｳ 新しい道を選ぶ 古田 足日 編 ﾌﾙﾀ ﾀﾙﾋ 210 ﾌ 童心社 2004 299p 24cm
すべての子どもたちのために ｽﾍﾞﾃﾉｺﾄﾞﾓﾀﾁﾉﾀﾒﾆ 子どもの権利条約 キャロライン・キャッスル 文 ｷｬｯｽﾙ ｷｬﾛﾗｲﾝ 316 ｷ ほるぷ出版 2003 1冊 27cm
電池が切れるまで ﾃﾞﾝﾁｶﾞｷﾚﾙﾏﾃﾞ 子ども病院からのメッセージ すずらんの会 編 ｽｽﾞﾗﾝ ﾉ ｶｲ 916 ｽ 角川書店 2002 153p 20cm
ガールズインティアーズ ｶﾞｰﾙｽﾞｲﾝﾃｨｱｰｽﾞ 涙がとまらない ジャクリーン・ウィルソン 作 ｳｨﾙｿﾝ ｼﾞｬｸﾘｰﾝ 933 ｳ 理論社 2004 310p 19cm
セカンドサマー ｾｶﾝﾄﾞｻﾏｰ トラベリング・パンツ アン・ブラッシェアーズ 作 ﾌﾞﾗｯｼｪｱｰｽﾞ ｱﾝ 933 ﾌ 理論社 2003 437p 19cm
さとうきび畑の唄 ｻﾄｳｷﾋﾞﾊﾞﾀｹﾉｳﾀ 遊川 和彦 著 ﾕｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ 913 ﾕ 汐文社 2004 142p 22cm
「日本人」を知る本 ﾆﾎﾝｼﾞﾝｵｼﾙﾎﾝ 人・心・衣・食・住 日本人の衣服 210 ﾆ 岩崎書店 2004 47p 29cm
「日本人」を知る本 ﾆﾎﾝｼﾞﾝｵｼﾙﾎﾝ 人・心・衣・食・住 日本人の食事 210 ﾆ 岩崎書店 2004 47p 29cm
科学は探偵する ｶｶﾞｸﾜﾀﾝﾃｲｽﾙ 小さな手がかりが教える犯人の正体 ２１世紀知的好奇心探求読本 瀬田 季茂 著 ｾﾀ ｽｴｼｹﾞ 493 ｾ ポプラ社 1999 255p 20cm
「資源」の本 ｼｹﾞﾝﾉﾎﾝ リサイクル資源を考える 岩田 一彦 監修 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾋｺ 519 ｲ 岩崎書店 2003 38p 29cm
ＮＨＫプロジェクトＸ　第３期１４ ｴﾇｴｲﾁｹｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴｯｸｽ ジュニア版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 916 ｴ 汐文社 2004 149p 22cm
ダレン・シャン　Ⅲ ﾀﾞﾚﾝｼｬﾝ バンパイア・クリスマス Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 ｼｬﾝ ﾀﾞﾚﾝ 933 ｼ 小学館 2002 286p 22cm
ダレン・シャン　Ⅴ ﾀﾞﾚﾝｼｬﾝ バンパイアの試練 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 ｼｬﾝ ﾀﾞﾚﾝ 933 ｼ 小学館 2002 238p 22cm
それは、突然、嵐のように… ｿﾚﾜﾄﾂｾﾞﾝｱﾗｼﾉﾖｳﾆ 竹書房文庫 金子 ありさ 脚本 ｶﾈｺ ｱﾘｻ 913 ｶ 竹書房 2004 397p 16cm
ヤンキー母校に帰る ﾔﾝｷｰﾎﾞｺｳﾆｶｴﾙ 竹書房文庫 飯野 陽子 脚本 ｲｲﾉ ﾖｳｺ 913 ﾌ 竹書房 2004 380p 16cm
ザ・ダークホース ｻﾞﾀﾞｰｸﾎｰｽ マーカス・セジウィック 作 ｾｼﾞｳｨｯｸ ﾏｰｶｽ 933 ｾ 理論社 2003 263p 19cm
Ｔｈｅ　Ｔｉｎｙ　Ｓｅｅｄ ｻﾞﾃｨﾆｰｼｰﾄﾞ 邦題：ちいさなタネ エリック＝カール ｶｰﾙ ｴﾘｯｸ 726 ｶ ＬＯＮＧＭＡＮ 1993 30p
ＴＨＥ　ＶＥＲＹ　ＨＵＮＧＲＹ　ＣＡＴＥＲＰＩＬＬＡＲ 邦題：はらぺこあおむし エリック＝カール 726 ｶ ＬＯＮＧＭＡＮ 2002 24P
Ｂｒｏｗｎ　Ｂｅａｒ Ｂｒｏｗｎ　Ｂｅａｒ Ｗｈａｔ　Ｄｏ　Ｙｏｕ　Ｓｅｅ 邦題：くまさん　くまさん　なにみてるの エリック＝カール 726 ｶ ＬＯＮＧＭＡＮ 1999
Ｐｏｌａｒ　Ｂｅａｒ Ｐｏｌａｒ　Ｂｅａｒ 　Ｗｈａｔ　ｄｏ　　ｙｏｕ　Ｈｅａｒ？ 邦題：しろくまくん　なにがきこえる？ エリック＝カール 726 ｶ ＬＯＮＧＭＡＮ 1998
世界のスーパースター物語 ｾｶｲﾉｽｰﾊﾟｰｽﾀｰﾓﾉｶﾞﾀﾘ ベッカム・ロナウド・ジダン・エムボマ 本郷 陽二 編 ﾎﾝｺﾞｳ ﾖｳｼﾞ 783 ﾎ 汐文社 2004 186p 21cm
声に出して読みたい方言 ｺｴﾆﾀﾞｼﾃﾖﾐﾀｲﾎｳｹﾞﾝ ＣＤブック ＣＤブック 斎藤 孝 著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 818 ｻ 草思社 2004 189 7p 19cm
和楽器にチャレンジ！１ ﾜｶﾞｯｷﾆﾁｬﾚﾝｼﾞ 和太鼓を打ってみよう 坪能 由紀子 監修 ﾂﾎﾞﾉｳ ﾕｷｺ 768 ｹ 汐文社 2002 47p 27cm
和楽器にチャレンジ！４ ﾜｶﾞｯｷﾆﾁｬﾚﾝｼﾞ 尺八を吹いてみよう 坪能 由紀子 監修 ﾂﾎﾞﾉｳ ﾕｷｺ 768 ｹ 汐文社 2002 47p 27cm
和楽器にチャレンジ！２ ﾜｶﾞｯｷﾆﾁｬﾚﾝｼﾞ 三味線をひいてみよう 坪能 由紀子 監修 ﾂﾎﾞﾉｳ ﾕｷｺ 768 ｹ 汐文社 2002 47p 27cm
和楽器にチャレンジ！３ ﾜｶﾞｯｷﾆﾁｬﾚﾝｼﾞ ３箏を弾いてみよう 坪能 由紀子 監修 ﾂﾎﾞﾉｳ ﾕｷｺ 768 ｹ 汐文社 2002 47p 27cm
１１の声 ｼﾞｭｳｲﾁﾉｺｴ カレン・ヘス 作 ﾍｽ ｶﾚﾝ 933 ﾍ 理論社 2003 221p 19cm
ローワンと白い魔物 ﾛｰﾜﾝﾄｼﾛｲﾏﾓﾉ リンの谷のローワン エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ あすなろ書房 2003 350p 21cm
「電池が切れるまで」の仲間たち ﾃﾞﾝﾁｶﾞｷﾚﾙﾏﾃﾞﾉﾅｶﾏﾀﾁ 子ども病院物語 宮本 雅史 著 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 916 ﾐ 角川書店 2003 152p 20cm
そしてウンコは空のかなたへ ｿｼﾃｳﾝｺﾜｿﾗﾉｶﾅﾀｴ 廃棄物を追え！ 平田 剛士 著 ﾋﾗﾀ ﾂﾖｼ 518 ﾋ 金曜日 2004 237p 19cm
プリンセス・プロジェクト ﾌﾟﾘﾝｾｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ケイト・ブライアン 作 ﾌﾞﾗｲｱﾝ ｹｲﾄ 933 ﾌ 理論社 2004 397p 19cm
魂をはこぶ船 ﾀﾏｼｲｵﾊｺﾌﾞﾌﾈ 幽霊の１３の話 プロイスラーの昔話 プロイスラーの昔話 オトフリート・プロイスラー 作 ﾌﾟﾛｲｽﾗｰ ｵﾄﾌﾘｰﾄ 943 ﾌ 小峰書店 2004 119p 20cm
マージナルマン ﾏｰｼﾞﾅﾙﾏﾝ 反抗期を迎えたすべての人に 北原 りゅうじ 作 ｷﾀﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 371 ｷ 少年写真新聞社 2003 56p 16×22cm
カラダとココロ ｶﾗﾀﾞﾄｺｺﾛ ティーンズテレフォン 子ども１１０番悩み相談室 ダイヤル・サービス（株）子ども１１０番 著ﾀﾞｲﾔﾙ ｻｰﾋﾞｽ 159 ﾀ 汐文社 2004 71p 21cm
ジブンについて ｼﾞﾌﾞﾝﾆﾂｲﾃ ティーンズテレフォン 子ども１１０番悩み相談室 ダイヤル・サービス（株）子ども１１０番 著ﾀﾞｲﾔﾙ ｻｰﾋﾞｽ 159 ﾀ 汐文社 2005 71p 21cm
レンアイとトモダチ ﾚﾝｱｲﾄﾄﾓﾀﾞﾁ ティーンズテレフォン 子ども１１０番悩み相談室 ダイヤル・サービス（株）子ども１１０番 著ﾀﾞｲﾔﾙ ｻｰﾋﾞｽ 159 ﾀ 汐文社 2005 71p 21cm
独学魔法ノート ﾄﾞｸｶﾞｸﾏﾎｳﾉｰﾄ 岡崎 祥久 作 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ 913 ｵ 理論社 2005 272p 19cm
ハードル ﾊｰﾄﾞﾙ 真実と勇気の間で ときめき文学館 青木 和雄 作 ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 913 ｱ 金の星社 1999 253p 20cm
香港の甘い豆腐 ﾎﾝｺﾝﾉｱﾏｲﾄｳﾌ 大島 真寿美 作 ｵｵｼﾏ ﾏｽﾐ 913 ｵ 理論社 2004 186p 19cm
カチューシャ ｶﾁｭｰｼｬ 野中 ともそ 作 ﾉﾅｶ ﾄﾓｿ 913 ﾉ 理論社 2005 270p 19cm
となりのこども ﾄﾅﾘﾉｺﾄﾞﾓ 岩瀬 成子 作 ｲﾜｾ ｼﾞｮｳｺ 913 ｲ 理論社 2004 237p 19cm
ドアーズ ﾄﾞｱｰｽﾞ ジャネット・リー・ケアリー 作 ｹｱﾘｰ ｼﾞｬﾈｯﾄ･ﾘｰ 933 ｹ 理論社 2004 273p 19cm
ふしぎの国のアリス ﾌｼｷﾞﾉｸﾆﾉｱﾘｽ フォア文庫 キャロル 作 ｷｬﾛﾙ ﾙｲｽ 933 ｷ 岩崎書店 1986 263p 18cm
鏡の国のアリス ｶｶﾞﾐﾉｸﾆﾉｱﾘｽ フォア文庫 キャロル 作 ｷｬﾛﾙ ﾙｲｽ 933 ｷ 岩崎書店 1992 261p 18cm
ありがとう ｱﾘｶﾞﾄｳ 詩集 サトウ ハチロー 著 ｻﾄｳ ﾊﾁﾛｰ 911 ｻ 日本図書センター 2001 100p 18cm
ゆう／夕 ﾕｳ 谷川 俊太郎 著 ﾀﾆｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 911 ﾀ アリス館 2004 32 25p 22cm
バーティミアス ﾊﾞｰﾃｨﾐｱｽ ゴーレムの眼 ジョナサン・ストラウド 作 ｽﾄﾗｳﾄﾞ ｼﾞｮﾅｻﾝ 933 ｽ 理論社 2004 683p 22cm
レディ・パイレーツ ﾚﾃﾞｨﾊﾟｲﾚｰﾂ セリア・リーズ 著 ﾘｰｽﾞ ｾﾘｱ 933 ﾘ 理論社 2005 466p 22cm
甦れ、ブッポウソウ ﾖﾐｶﾞｴﾚﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ ネイチャー・ストーリーズ 中村 浩志 著 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 488 ﾅ 山と渓谷社 2004 199p 19cm
恋の歌 ｺｲﾉｳﾀ 歌を読む詩集あゆとサザンで学ぶ詩の世界 歌を読む詩集あゆとサザンで学ぶ詩の世界根本 浩 著 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ 911 ﾈ 金の星社 2005 189p 19cm
元気をくれる歌 ｹﾞﾝｷｵｸﾚﾙｳﾀ 歌を読む詩集あゆとサザンで学ぶ詩の世界 歌を読む詩集あゆとサザンで学ぶ詩の世界根本 浩 著 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ 911 ﾈ 金の星社 2005 189p 19cm
自分探しの歌 ｼﾞﾌﾞﾝｻｶﾞｼﾉｳﾀ 歌を読む詩集あゆとサザンで学ぶ詩の世界 歌を読む詩集あゆとサザンで学ぶ詩の世界根本 浩 著 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ 911 ﾈ 金の星社 2005 189p 19cm
数字で知る人体 ｽｳｼﾞﾃﾞｼﾙｼﾞﾝﾀｲ 大雑学 日本雑学研究会 著 ﾆﾎﾝ ｻﾞﾂｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ 491 二 毎日新聞社 2004 278p 17cm
真夜中の鐘がなるとき ﾏﾖﾅｶﾉｶﾈｶﾞﾅﾙﾄｷ 宝さがしの１３の話 プロイスラーの昔話 プロイスラーの昔話 オトフリート・プロイスラー 作 ﾌﾟﾛｲｽﾗｰ ｵﾄﾌﾘｰﾄ 943 ﾌ 小峰書店 2003 135p 20cm
ミルクウィード ﾐﾙｸｳｨｰﾄﾞ 天使の羽根のように ジェリー・スピネッリ 作 ｽﾋﾟﾈｯﾘ ｼﾞｪﾘｰ 933 ｽ 理論社 2004 318p 19cm
地獄の使いをよぶ呪文 ｼﾞｺﾞｸﾉﾂｶｲｵﾖﾌﾞｼﾞｭﾓﾝ 悪魔と魔女の１３の話 プロイスラーの昔話 プロイスラーの昔話 オトフリート・プロイスラー 作 ﾌﾟﾛｲｽﾗｰ ｵﾄﾌﾘｰﾄ 943 ﾌ 小峰書店 2003 143p 20cm
１リットルの涙 ｲﾁﾘｯﾄﾙﾉﾅﾐﾀﾞ 難病と闘い続ける少女　亜也の日記 木藤 亜也 著 ｷﾄｳ ｱﾔ 916 ｷ エフエー出版 1989 239p 19cm
秘密の道をぬけて ﾋﾐﾂﾉﾐﾁｵﾇｹﾃ ロニー・ショッター 著 ｼｮｯﾀｰ ﾛﾆｰ 933 ｼ あすなろ書房 2004 159p 20cm
涙があふれるいのちの言葉 ﾅﾐﾀﾞｶﾞｱﾌﾚﾙｲﾉﾁﾉｺﾄﾊﾞ 日高 あつ子 編 ﾋﾀﾞｶ ｱﾂｺ 914 ﾋ ポプラ社 2004 151p 20cm
はなはなみんみ物語 ﾊﾅﾊﾅﾐﾝﾐﾓﾉｶﾞﾀﾘ はなはなみんみ物語 わたり むつこ 作 ﾜﾀﾘ ﾑﾂｺ 913 ﾜ リブリオ出版 1990 335p 22cm
ゆらぎの詩の物語 ﾕﾗｷﾞﾉｼﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ はなはなみんみ物語 わたり むつこ 作 ﾜﾀﾘ ﾑﾂｺ 913 ﾜ リブリオ出版 1991 325p 22cm
よみがえる魔法の物語 ﾖﾐｶﾞｴﾙﾏﾎｳﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ はなはなみんみ物語 わたり むつこ 作 ﾜﾀﾘ ﾑﾂｺ 913 ﾜ リブリオ出版 1982 335p 22cm
トンでるカラス ﾄﾝﾃﾞﾙｶﾗｽ 梅田 俊作 作・絵 ｳﾒﾀﾞ ｼｭﾝｻｸ 913 ｳ ポプラ社 2004 95p 21×21cm
骨があぶない ｴﾇｴｲﾁｹｰｷﾐﾓﾁｬﾚﾝｼﾞｹﾝｺｳﾀﾏｺﾞ 自分でバッチリ健康チェック ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ第２巻 監修：江澤郁子 498 ｴ 光村教育図書 2003 47p 27cm
ストレスとなかよく ｴﾇｴｲﾁｹｰｷﾐﾓﾁｬﾚﾝｼﾞｹﾝｺｳﾀﾏｺﾞ 自分でバッチリ健康チェック ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ　第４巻 監修：榊原洋一 498 ｴ 光村教育図書 2003 47p 27cm
ダイエットにご注意 ｴﾇｴｲﾁｹｰｷﾐﾓﾁｬﾚﾝｼﾞｹﾝｺｳﾀﾏｺﾞ 自分でバッチリ健康チェック ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ　第５巻 監修：福岡秀興 498 ｴ 光村教育図書 2003 47p 27cm
テレビでたどる子どもの文化３ ﾃﾚﾋﾞﾃﾞﾀﾄﾞﾙｺﾄﾞﾓﾉﾌﾞﾝｶ テレビＣＭ〈コマーシャル） 片岡 輝 総監修 ｶﾀｵｶ ﾋｶﾙ 699 ﾃ 岩崎書店 2005 55p 29cm
いいおかお ｲｲｵｶｵ さえぐさ ひろこ 文 ｻｴｸﾞｻ ﾋﾛｺ 913 ｻ アリス館 2004 23p 23cm
がまの油 ｶﾞﾏﾉｱﾌﾞﾗ 声にだすことばえほん 斎藤 孝 文 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 779 ｻ ほるぷ出版 2005 1冊(ﾍﾟｰｼﾞ付なし)22×22cm
ウィッシュリスト ｳｨｯｼｭﾘｽﾄ 願い、かなえます オーエン・コルファー 著 ｺﾙﾌｧｰ ｵｰｴﾝ 933 ｺ 理論社 2004 359p 19cm
しろいやみのはてで ｼﾛｲﾔﾐﾉﾊﾃﾃﾞ あらしのよるに　特別編 きむら ゆういち 作 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 913 ｷ 講談社 2004 1冊 25cm
アグリーガール ｱｸﾞﾘｰｶﾞｰﾙ ジョイス・キャロル・オーツ 作 ｵｰﾂ ｼﾞｮｲｽ･ｶﾛﾙ 933 ｵ 理論社 2004 386p 19cm
天国の五人 ﾃﾝｺﾞｸﾉｺﾞﾆﾝ ミッチ・アルボム 著 ｱﾙﾎﾞﾑ ﾐｯﾁ 933 ｱ 日本放送出版協会 2004 221p 20cm
ヴィッキー・エンジェル ｳﾞｨｯｷｰｴﾝｼﾞｪﾙ ジャクリーン・ウィルソン 作 ｳｨﾙｿﾝ ｼﾞｬｸﾘｰﾝ 933 ｳ 理論社 2005 308p 19cm
ミッドナイト ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ 真夜中の妖精 ジャクリーン・ウィルソン 作 ｳｨﾙｿﾝ ｼﾞｬｸﾘｰﾝ 933 ｳ 理論社 2004 301p 19cm



食事がダイジ ｴﾇｴｲﾁｹｰｷﾐﾓﾁｬﾚﾝｼﾞｹﾝｺｳﾀﾏｺﾞ 自分でバッチリ健康チェック ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ第１巻 監修：足立己幸 498 ｴ 光村教育図書 2002 47p 27cm
目に注目 ｴﾇｴｲﾁｹｰｷﾐﾓﾁｬﾚﾝｼﾞｹﾝｺｳﾀﾏｺﾞ 自分でバッチリ健康チェック ＮＨＫきみもチャレンジ！健康タマゴ　第３巻 監修：坪田一男 498 ｴ 光村教育図書 2003 47p 27cm
テレビでたどる子どもの文化１ ﾃﾚﾋﾞﾃﾞﾀﾄﾞﾙｺﾄﾞﾓﾉﾌﾞﾝｶ テレビアニメ 片岡 輝 総監修 ｶﾀｵｶ ﾋｶﾙ 699 ﾃ 岩崎書店 2005 55p 29cm
テレビでたどる子どもの文化２ ﾃﾚﾋﾞﾃﾞﾀﾄﾞﾙｺﾄﾞﾓﾉﾌﾞﾝｶ テレビドラマ 片岡 輝 総監修 ｶﾀｵｶ ﾋｶﾙ 699 ﾃ 岩崎書店 2005 55p 29cm
イエロー・サブマリン ｲｴﾛｰｻﾌﾞﾏﾘﾝ ザ・ビートルズ 著 ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ 930 ﾋ 河出書房新社 2004 1冊 28cm
いのちのまつり ｲﾉﾁﾉﾏﾂﾘ ヌチヌグスージ 草場 一寿 作 ｸｻﾊﾞ ｶｽﾞﾋｻ 913 ｸ サンマーク出版 2004 27p 24cm
でんでんむしのかなしみ ﾃﾞﾝﾃﾞﾝﾑｼﾉｶﾅｼﾐ 新美 南吉 作 ﾆｲﾐ ﾅﾝｷﾁ 913 ﾆ 大日本図書 1999 29p 23cm
ハードル２ ﾊｰﾄﾞﾙ 吉富 多美 作 ﾖｼﾄﾐ ﾀﾐ 913 ｱ 金の星社 2004 253p 20cm
天下の銘石　庵治石 ﾃﾝｶﾉﾒｲｾｷｱｼﾞｲｼ 寿協同石材株式会社 ｺﾄﾌﾞｷｷｮｳﾄﾞｳｾｷｻﾞｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ524 ｺ 寿協同石材株式会社2005
天下の銘石　庵治石 ﾃﾝｶﾉﾒｲｾｷｱｼﾞｲｼ 寿協同石材株式会社 ｺﾄﾌﾞｷｷｮｳﾄﾞｳｾｷｻﾞｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ524 ｺ 寿協同石材株式会社2005
讃岐のため池誌 ｻﾇｷﾉﾀﾒｲｹｼ 讃岐のため池誌編纂委員会 ｻﾇｷﾉﾀﾒｲｹｼﾍﾝｻﾝｲｲｲﾝｶｲ 14 ｻ ぎょうせい 2000 1700P 28cm
讃岐のため池誌資料編 讃岐のため池誌編纂委員会 14 ｻ ぎょうせい 2000 558P 28cm
やりたい仕事がある！ ﾔﾘﾀｲｼｺﾞﾄｶﾞｱﾙ 好きな仕事向いている仕事７４１職 池上 彰 監修 ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾗ 600 ｲ 小学館 2005 670p 19cm
資格図鑑！２００７ ｼｶｸｽﾞｶﾝ 厳選！まる見えガイダンス オバタ カズユキ 著 ｵﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 600 ｵ ダイヤモンド社 2006 424p 19cm
ＮＨＫあしたをつかめ平成若者仕事図鑑 ｴﾇｴｲﾁｹｰｱｼﾀｵﾂｶﾒﾍｲｾｲﾜｶﾓﾉｼｺﾞﾄｽﾞｶﾝ ＮＨＫ「あしたをつかめ」制作班 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 600 ｴ 日本放送出版協会 2005 399p 21cm
芸能にかかわる仕事 ｹﾞｲﾉｳﾆｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ 声楽家　落語家　舞台俳優 知りたい！なりたい！職業ガイド 知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 2000 146p 22cm
のりものにかかわる仕事 ﾉﾘﾓﾉﾆｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ 鉄道運転士　パイロット　航海士 知りたい！なりたい！職業ガイド 知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 2000 146p 22cm
世界の文化にかかわる仕事 ｾｶｲﾉﾌﾞﾝｶﾆｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ 翻訳者　学芸員　洋画配給者 知りたい！なりたい！職業ガイド 知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 2000 146p 22cm
心とからだをいやす仕事 ｺｺﾛﾄｶﾗﾀﾞｵｲﾔｽｼｺﾞﾄ 鍼灸師　臨床心理士（カウンセラー）アロマテラピスト 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 2000 146p 22cm
スポーツにかかわる仕事 ｽﾎﾟｰﾂﾆｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ スポーツトレーナー　スポーツ用具開発者　スポーツライター 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 2000 146p 22cm
伝統工芸にたずさわる仕事 ﾃﾞﾝﾄｳｺｳｹﾞｲﾆﾀｽﾞｻﾜﾙｼｺﾞﾄ 陶磁器技術者　和紙技術者　織物技術者 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 2000 146p 22cm
建築にかかわる仕事 ｹﾝﾁｸﾆｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ 建築士　建築設備工　インテリアプランナー 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 2000 146p 22cm
おもちゃにかかわる仕事 ｵﾓﾁｬﾆｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ ホビー制作者（プラモデル設計者）キャラクターデザイナー　おもちゃクリエイター 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 2000 146p 22cm
まんがで読む仕事ナビ８ ﾏﾝｶﾞﾃﾞﾖﾑｼｺﾞﾄﾅﾋﾞ 人をささえる仕事 小学校教師・児童指導員・ホームヘルパー・理学療法士・家庭裁判所調査員 福永博子　まんが ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾛｺ 600 ﾏ ポプラ社 2005 159p 22cm
まんがで読む仕事ナビ２ ﾏﾝｶﾞﾃﾞﾖﾑｼｺﾞﾄﾅﾋﾞ 動物・植物にかかわる仕事 動物看護師・トリマー・ドッグトレーナー・植木職人・フラワーショップ店長 富士山みえる　まんが ﾌｼﾞｻﾝ ﾐｴﾙ 600 ﾏ ポプラ社 2005 159p 22cm
まんがで読む仕事ナビ５ ﾏﾝｶﾞﾃﾞﾖﾑｼｺﾞﾄﾅﾋﾞ 乗りものにかかわる仕事 電車運転士・新幹線パサー・保線技術者・自動車デザイナー・自動車整備士大橋よしひこ ｵｵﾊｼ ﾖｼﾋｺ 600 ﾏ ポプラ社 2005 159p 22cm
まんがで読む仕事ナビ４ ﾏﾝｶﾞﾃﾞﾖﾑｼｺﾞﾄﾅﾋﾞ スポーツにかかわる仕事 プロスポーツ選手・グリーンキーパー・スポーツ用具開発スタッフ・自然体験教育指導者・レンジャー（自然保護官）妹尾美穂 ｾﾉｵ ﾐﾎ 600 ﾏ ポプラ社 2005 159p 22cm
まんがで読む仕事ナビ３ ﾏﾝｶﾞﾃﾞﾖﾑｼｺﾞﾄﾅﾋﾞ 食べものにかかわる仕事 日本料理人・管理栄養士・栄養士・みそづくり技術・青果市場の仲卸業者・パティシェール小田島純子 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 600 ﾏ ポプラ社 2005 159p 22cm
まんがで読む仕事ナビ１ ﾏﾝｶﾞﾃﾞﾖﾑｼｺﾞﾄﾅﾋﾞ 歌・音楽にかかわる仕事 歌手・楽器演奏家・音楽プロデューサー・ＣＤショップ販売員 嶋田かおり ｼﾏﾀﾞ ｶｵﾘ 600 ﾏ ポプラ社 2005 159p 22cm
まんがで読む仕事ナビ７ ﾏﾝｶﾞﾃﾞﾖﾑｼｺﾞﾄﾅﾋﾞ 人にサービスする仕事 コンシェルジュ・ツアープランナー・リフレクソロジスト・ヘアメイクアーティスト・地方公務員福島千陽 ﾌｸｼﾏ ﾁﾊﾙ 600 ﾏ ポプラ社 2005 159p 22cm
まんがで読む仕事ナビ６ ﾏﾝｶﾞﾃﾞﾖﾑｼｺﾞﾄﾅﾋﾞ コンピューターにかかわる仕事 ウェブサイトのプロデューサー・ＣＧデザイナー・ゲームプロデューサー・パソコンの商品企画・カスタマーエンジニアふなつかみちこ ﾌﾅﾂｶ ﾁﾋﾛ 600 ﾏ ポプラ社 2005 159p 22cm
サンネンイチゴ 笹生陽子 913 ｻ 理論社
空色の地図 ｿﾗｲﾛ ﾉ ﾁｽﾞ 梨屋アリエ　作 ﾅｼﾔ ｱﾘｴ(1971-) 913 ﾅ 金の星社 2005 237p 20cm
空色の地図 ｿﾗｲﾛ ﾉ ﾁｽﾞ 梨屋アリエ　作 ﾅｼﾔ ｱﾘｴ(1971-) 913 ﾅ 金の星社 2005 237p 20cm
少年は戦場へ旅立った ｼｮｳﾈﾝ ﾜ ｾﾝｼﾞｮｳ ｴ ﾀﾋﾞﾀﾞｯﾀ ゲイリー・ポールセン　著 Paulsen Gary. 933 ﾎ あすなろ書房 2005 115p 20cm
少年は戦場へ旅立った ｼｮｳﾈﾝ ﾜ ｾﾝｼﾞｮｳ ｴ ﾀﾋﾞﾀﾞｯﾀ ゲイリー・ポールセン　著 Paulsen Gary. 933 ﾎ あすなろ書房 2005 115p 20cm
走れ！やすほにっぽん縦断地雷教室 ﾊｼﾚ ﾔｽﾎ ﾆｯﾎﾟﾝ ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｼﾞﾗｲ ｷｮｳｼﾂ 上泰歩　文 ｳｴ ﾔｽﾎ 916 ｳ 国土社 2005 135p 22cm
走れ！やすほにっぽん縦断地雷教室 ﾊｼﾚ ﾔｽﾎ ﾆｯﾎﾟﾝ ｼﾞｭｳﾀﾞﾝ ｼﾞﾗｲ ｷｮｳｼﾂ 上泰歩　文 ｳｴ ﾔｽﾎ 916 ｳ 国土社 2005 135p 22cm
オシムの言葉 フィールドの向こうに人生が見える 木村元彦著 783 ｷ 集英社インターナショナル2005 240p
ツバル ﾂﾊﾞﾙ 地球温暖化に沈む国 神保 哲生 著 ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾃﾂｵ 519 ｼ 春秋社 2004 288p 20cm
役立つ理科こばなし ものの世界の探検 玉井裕和・宮内主斗　編著 400 ﾀ 星の環会 2006
役立つ理科こばなし 地球・宇宙・生物の探検 石渡正志・宮内主斗　編著 400 ｲ 星の環会 2006
中学理科こばなし 河端良三　編著 404 ｶ 星の環会 2006
中学理科こばなし 河端良三　編著 404 ｶ 星の環会 2006
豊島産業廃棄物不法投棄事件 ﾃｼﾏｻﾝｷﾞｮｳﾊｲｷﾌﾞﾂﾌﾎｳﾄｳｷｼﾞｹﾝ 巨大な壁に挑んだ二五年のたたかい 大川 真郎 著 ｵｵｶﾜ ｼﾝﾛｳ 519 ｵ 日本評論社 2001 244p 20cm
汚染の代償 ｵｾﾝﾉﾀﾞｲｼｮｳ 豊島事件の２３年 生命と環境２１ 実近 昭紀 著 ｻﾝｼﾞｶ ｼｮｳｷ 519 ｻ かもがわ出版 1999 261 17p 19cm
星の眠る町から ﾎｼﾉﾈﾑﾙﾏﾁｶﾗ ハンセン病療養所・それぞれの再出発 判野 宏 著 ﾊﾝﾉ ﾋﾛｼ 369 ﾊ 現代書館 2004 227p 20cm
日本国勢図会 日本がわかるデータブック ２００６／０７ （財）矢野恒太記念会 351 ﾔ （財）矢野恒太記念会2006
公民数字の話題 社会科授業研究会 375 ｼ 東京法令出版 2006
すぐ使える地理の話題 生徒が輝くおもしろ授業シリーズ１社会科授業研究会　編著 375 ｼ 東京法令出版 2006
世界がもし１００人の村だったら ｾｶｲｶﾞﾓｼﾋｬｸﾆﾝﾉﾑﾗﾀﾞｯﾀﾗ 池田 香代子 再話 ｲｹﾀﾞ ｶﾖｺ 304 ｲ マガジンハウス 2001 1冊 20cm
世界がもし１００人の村だったら２ ｾｶｲｶﾞﾓｼﾋｬｸﾆﾝﾉﾑﾗﾀﾞｯﾀﾗ 池田 香代子 編 ｲｹﾀﾞ ｶﾖｺ 304 ｲ マガジンハウス 2002 142p 20cm
世界がもし１００人の村だったら３ ｾｶｲｶﾞﾓｼﾋｬｸﾆﾝﾉﾑﾗﾀﾞｯﾀﾗ たべもの編 池田 香代子 編 ｲｹﾀﾞ ｶﾖｺ 304 ｲ マガジンハウス 2004 103p 20cm
あなたが世界を変える日 ｱﾅﾀｶﾞｾｶｲｵｶｴﾙﾋ １２歳の少女が環境サミットで語った伝説のスピーチ セヴァン・カリス＝スズキ 著 ｶﾘｽ･ｽｽﾞｷ ｾｳﾞｧﾝ 519 ｶ 学陽書房 2003 65p 20cm
世界と地球の困った現実 ｾｶｲﾄﾁｷｭｳﾉｺﾏｯﾀｹﾞﾝｼﾞﾂ まんがで学ぶ開発教育 日本国際飢餓対策機構 編 ﾆﾎﾝ ｺｸｻｲ ｷｶﾞ ﾀｲｻｸ ｷｺｳ 368 ｾ 明石書店 2003 112p 21cm
蛙の子は蛙の子 ｶｴﾙﾉｺﾜｶｴﾙﾉｺ ちくま文庫 阿川 弘之 著 ｱｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 915 ｱ 筑摩書房 2000 250p 15cm
ウメ子 ｳﾒｺ 小学館文庫 阿川 佐和子 著 ｱｶﾞﾜ ｻﾜｺ 913 ｱ 小学館 2002 265p 16cm
十七歳だった！ ｼﾞｭｳﾅﾅｻｲﾀﾞｯﾀ 集英社文庫 原田 宗典 著 ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾉﾘ 914 ﾊ 集英社 1996 220p 16cm
優しくって少しばか ﾔｻｼｸｯﾃｽｺｼﾊﾞｶ 集英社文庫 原田 宗典 著 ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾉﾘ 913 ﾊ 集英社 1990 294p 16cm
バッテリーⅥ ﾊﾞｯﾃﾘｰ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ 教育画劇 2005 301p 22cm
新世界絶滅危機動物図鑑１ ｼﾝｾｶｲｾﾞﾂﾒﾂｷｷﾄﾞｳﾌﾞﾂｽﾞｶﾝ 哺乳類Ⅰ ネコ・クジラ・ウマなど 480 ｼ 学研 2003 71p 27cm
新世界絶滅危機動物図鑑２ ｼﾝｾｶｲｾﾞﾂﾒﾂｷｷﾄﾞｳﾌﾞﾂｽﾞｶﾝ 哺乳類Ⅱ サル・ウシ・カンガルーなど 480 ｼ 学研 2003 71p 27cm
新世界絶滅危機動物図鑑３ ｼﾝｾｶｲｾﾞﾂﾒﾂｷｷﾄﾞｳﾌﾞﾂｽﾞｶﾝ 鳥類Ⅰ オウム・ツル・コウノトリなど 480 ｼ 学研 2003 55p 27cm
新世界絶滅危機動物図鑑４ ｼﾝｾｶｲｾﾞﾂﾒﾂｷｷﾄﾞｳﾌﾞﾂｽﾞｶﾝ 鳥類Ⅲ タカ・フクロウ・フウチョウなど 480 ｼ 学研 2003 55p 27cm
新世界絶滅危機動物図鑑５ ｼﾝｾｶｲｾﾞﾂﾒﾂｷｷﾄﾞｳﾌﾞﾂｽﾞｶﾝ 爬虫・両生・魚類 480 ｼ 学研 2003 55p 27cm
新世界絶滅危機動物図鑑６ ｼﾝｾｶｲｾﾞﾂﾒﾂｷｷﾄﾞｳﾌﾞﾂｽﾞｶﾝ 資料集ＩＵＣＮ・環境省・ＣＩＴＥＳリスト 480 ｼ 学研 2003 71p 27cm
日本の天然記念物 ﾆﾎﾝﾉﾃﾝﾈﾝｷﾈﾝﾌﾞﾂ 自然紀行 462 ﾆ 講談社 2003 399p 26cm
マンガギリシア神話５ ﾏﾝｶﾞｷﾞﾘｼｱｼﾝﾜ 中公文庫 里中 満智子 著 ｻﾄﾅｶ ﾏﾁｺ 726 ｻ 中央公論新社 2004 235p 16cm
激情の王女メデイア ﾏﾝｶﾞｷﾞﾘｼｱｼﾝﾜ マンガギリシア神話６ 中公文庫 里中 満智子 著 ｻﾄﾅｶ ﾏﾁｺ 726 ｻ 中央公論新社 2004 235p 16cm
トロイの木馬 ﾏﾝｶﾞｷﾞﾘｼｱｼﾝﾜ マンガギリシア神話７ 中公文庫 里中 満智子 著 ｻﾄﾅｶ ﾏﾁｺ 726 ｻ 中央公論新社 2004 243p 16cm
オデュッセウスの航海 ﾏﾝｶﾞｷﾞﾘｼｱｼﾝﾜ マンガギリシア神話８ 中公文庫 里中 満智子 著 ｻﾄﾅｶ ﾏﾁｺ 726 ｻ 中央公論新社 2004 235p 16cm
ウラナリ ｳﾗﾅﾘ ＹＡ！ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 板橋 雅弘 〔著〕 ｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 913 ｲ 講談社 2005 284p 19cm
風に舞いあがるビニールシート 森絵都 913 ﾓ 文藝春秋 2006
インテリアコ－ディネ－タ－になるには ｲﾝﾃﾘｱ ｺ-ﾃﾞｨﾈ-ﾀ- ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ５９ なるにはbooks エイ・アイ・ケイ教育情報部　編著ｴｲ ｱｲ ｹｲ ｷｮｳｲｸｼﾞｮｳﾎｳﾌ 6゙00 ｴ ぺりかん社 1999 139p 19cm
スポ－ツインストラクタ－になるには ｽﾎﾟ-ﾂ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ- ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ６０ なるにはbooks エイ・アイ・ケイ教育情報部　編著ｴｲ ｱｲ ｹｲ ｷｮｳｲｸｼﾞｮｳﾎｳﾌ 6゙00 ｴ ぺりかん社 1999 163p 19cm
社会福祉士になるには ｼｬｶｲ ﾌｸｼｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはbooks６１ なるにはbooks 大橋謙策　編著 ｵｵﾊｼ ｹﾝｻｸ 600 ｵ ぺりかん社 1999 148p 19cm
中小企業診断士になるには ﾁｭｳｼｮｳ ｷｷﾞｮｳ ｼﾝﾀﾞﾝｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ６２ なるにはbooks 井上繁　著 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾙ 600 ｲ ぺりかん社 2002 156p 19cm
社会保険労務士になるには ｼｬｶｲ ﾎｹﾝ ﾛｳﾑｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ６３ なるにはbooks 佐々木俊世　［ほか］著 ｻｻｷ ﾄｼﾖ 600 ｶ ぺりかん社 1999 141p 19cm



旅行業務取扱管理者になるには ﾘｮｺｳ ｷﾞｮｳﾑ ﾄﾘｱﾂｶｲ ｶﾝﾘｼｬ ﾆﾅﾙﾆﾜｶﾝﾘ なるにはＢＯＯＫＳ６４ なるにはbooks 鈴木一吉　著 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ 600 ｽ ぺりかん社 1998 138p 19cm
地方公務員になるには ﾁﾎｳ ｺｳﾑｲﾝ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ６５ なるにはbooks 井上繁　著 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞﾙ 600 ｲ ぺりかん社 1999 174p 19cm
理学療法士になるには ﾘｶﾞｸ ﾘｮｳﾎｳｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ６７ なるにはbooks 丸山仁司　編著 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾄｼ 600 ﾏ ぺりかん社 2006 151p 19cm
獣医師になるには ｼﾞｭｳｲｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはbooks６８ なるにはbooks 井上こみち　著 ｲﾉｳｴ ｺﾐﾁ 600 ｲ ぺりかん社 2001 139p 19cm
インダストリアルデザイナーになるには ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ ﾃﾞｻﾞｲﾅ- ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ６９ なるにはbooks 石川弘　著 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ(1932-) 600 ｲ ぺりかん社 2005 167p 19cm
グリーンコーディネーターになるには ｸﾞﾘ-ﾝ ｺ-ﾃﾞｨﾈ-ﾀ- ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはbooks７０ なるにはbooks 吉田幸夫　著 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ(1933-) 600 ﾖ ぺりかん社 2003 142p 19cm
棋士になるには ｷｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ７２ なるにはbooks 大矢順正　著 ｵｵﾔ ｼﾞｭﾝｾｲ 600 ｵ ぺりかん社 1997 179p 19cm
自然保護レンジャ－になるには ｼｾﾞﾝ ﾎｺﾞ ﾚﾝｼﾞｬ- ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはbooks７３ なるにはbooks 自然保護レンジャ－研究会　編ｼｾﾞﾝ ﾎｺﾞ ﾚﾝｼﾞｬ- ｹﾝｷｭｳｶｲ600 ｼ ぺりかん社 2002 150p 19cm
宗教家になるには ｼｭｳｷｮｳｶ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ７５ なるにはbooks 島田裕巳　著 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 600 ｼ ぺりかん社 1994 174p 19cm
ＣＧクリエータになるには ｼ-ｼﾞ- ｸﾘｴ-ﾀ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ７６ なるにはbooks 越川彰彦　著 ｺｼｶﾜ ｱｷﾋｺ(1955-) 600 ｺ ぺりかん社 2004 140p 19cm
サイエンティストになるには ｻｲｴﾝﾃｨｽﾄ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ７７ なるにはBooks 生田哲　著 ｲｸﾀ ｻﾄｼ 600 ｲ ぺりかん社 1997 150p 19cm
イベントプロデュ－サ－になるには ｲﾍﾞﾝﾄ ﾌﾟﾛﾃﾞｭ-ｻ- ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはbooks７８ なるにはbooks とりはたともこ　著 ﾄﾘﾊﾀ ﾄﾓｺ 600 ﾄ ぺりかん社 1995 154p 19cm
ケ－キ屋さん・パン屋さんになるには ｹ-ｷﾔｻﾝ･ﾊﾟﾝﾔｻﾝﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ７９ なるにはbooks 大阪あべの辻製菓専門学校　編著ｵｵｻｶｱﾍﾞﾉﾂｼﾞｾｲｶｾﾝﾓﾝｶﾞｯｺｳ600 ｵ ぺりかん社 156p 19cm
翻訳家になるには ﾎﾝﾔｸｶ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはbooks８０ なるにはbooks 中島さなえ　著 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾅｴ 600 ﾅ ぺりかん社 1996 142p 19cm
臨床心理士になるには ﾘﾝｼｮｳ ｼﾝﾘｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ８１ なるにはbooks 乾吉佑 平野学　編著 ｲﾇｲ ﾖｼｽｹ 600 ｲ ぺりかん社 2004 156p 19cm
モデルになるには ﾓﾃﾞﾙ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはbooks８２ なるにはbooks 松本慶子　著 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺ 600 ﾏ ぺりかん社 1996 151p 19cm
国際公務員になるには ｺｸｻｲ ｺｳﾑｲﾝ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ なるにはbooks 横山和子　著 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞｺ 600 ﾖ ぺりかん社 1998 153p 19cm
日本語教師になるには ﾆﾎﾝｺﾞ ｷｮｳｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ８４ なるにはbooks エイ・アイ・ケイ教育情報部　編著ｴｲ ｱｲ ｹｲｷｮｳｲｸｼﾞｮｳﾎｳﾌﾞ 600 ｽ ぺりかん社 2003 163p 19cm
落語家になるには ﾗｸｺﾞｶ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ８５ なるにはbooks 生田誠　著 ｲｸﾀ ﾏｺﾄ 600 ｲ ぺりかん社 1996 149p 19cm
歯科医師になるには ｼｶ ｲｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはbooks８６ なるにはbooks 伊藤正治 秦幸大　著 ｲﾄｳ ﾏｻﾊﾙ 600 ｲ ぺりかん社 1996 132p 19cm
ホテルマンになるには ﾎﾃﾙﾏﾝ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはbooks８７ なるにはbooks 辻ホテル観光スク－ル　編著 ﾂｼﾞﾎﾃﾙｶﾝｺｳｽｸ-ﾙ 600 ﾂ ぺりかん社 1999 158p 19cm
消防官になるには ｼｮｳﾎﾞｳｶﾝ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはbooks８８ なるにはbooks 開真　著 ﾋﾗｷ ﾏｺﾄ 600 ﾋ ぺりかん社 2005 147p 19cm
中学校・高校教師になるには ﾁｭｳｶﾞｯｺｳ ｺｳｺｳ ｷｮｳｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ８９ なるにはbooks 森川輝紀　編著 ﾓﾘｶﾜ ﾃﾙﾐﾁ 600 ﾓ ぺりかん社 2004 132p 19cm
動物看護士・トリマ－になるには ﾄﾞｳﾌﾞﾂ ｶﾝｺﾞｼ･ﾄﾘﾏ- ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ９０ なるにはbooks 井上こみち　著 ｲﾉｳｴ ｺﾐﾁ 600 ｲ ぺりかん社 1999 137p 19cm
動物訓練士になるには ﾄﾞｳﾌﾞﾂ ｸﾝﾚﾝｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ９１ なるにはbooks 井上こみち　著 ｲﾉｳｴ ｺﾐﾁ 600 ｲ ぺりかん社 1998 153p 19cm
動物飼育係・イルカの調教師になるには ﾄﾞｳﾌﾞﾂ ｼｲｸｶﾞｶﾘ ｲﾙｶ ﾉ ﾁｮｳｷｮｳｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ９２ なるにはbooks 井上こみち　著 ｲﾉｳｴ ｺﾐﾁ 600 ｲ ぺりかん社 2000 152p 19cm
フ－ドコ－ディネ－タ－になるには ﾌ-ﾄﾞ ｺ-ﾃﾞｨﾈ-ﾀ- ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ９３ なるにはbooks 藤原勝子　著 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾂｺ 600 ﾌ ぺりかん社 2004 153p 19cm
シナリオライタ－・放送作家になるには ｼﾅﾘｵ ﾗｲﾀ- ﾎｳｿｳ ｻｯｶﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ９４ なるにはbooks 山中伊知郎　著 ﾔﾏﾅｶ ｲﾁﾛｳ 600 ﾔ ぺりかん社 1999 171p 19cm
ソムリエ・バ－テンダ－になるには ｿﾑﾘｴ ﾊﾞ-ﾃﾝﾀﾞ- ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはbooks９５ なるにはbooks 大阪あべの辻調理師専門学校　編著ｵｵｻｶｱﾍﾞﾉﾂｼﾞ ﾁｮｳﾘｼ ｾﾝﾓﾝ ｶﾞｯｺｳ600 ｵ ぺりかん社 1999 154p 19cm
お笑いタレントになるには ｵﾜﾗｲ ﾀﾚﾝﾄ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ９６ なるにはbooks 山中伊知郎　著 ﾔﾏﾅｶ ｲﾁﾛｳ 600 ﾔ ぺりかん社 2004 154p 19cm
作業療法士になるには ｻｷﾞｮｳ ﾘｮｳﾎｳｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ９７ なるにはbooks 杉原素子 古川昭人　編著 ｽｷﾞﾊﾗ ﾓﾄｺ 600 ｽ ぺりかん社 2005 153p 19cm
通関士になるには ﾂｳｶﾝｼ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ９８ なるにはbooks 赤坂和則　著 ｱｶｻｶ ｶｽﾞﾉﾘ 600 ｱ ぺりかん社 2000 135p 19cm
杜氏になるには ﾄｳｼﾞ ﾆ ﾅﾙﾆﾜ なるにはbooks９９ なるにはbooks 石田信夫　著 ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 600 ｲ ぺりかん社 2000 174p 19cm
沖縄の自然 ｵｷﾅﾜ ﾉ ｼｾﾞﾝ 沖縄まるごと大百科 沖縄まるごと大百科 渡辺一夫　文・写真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ(1941-) 291 ｵ ポプラ社 2005 47p 27cm
沖縄のくらし ｵｷﾅﾜ ﾉ ｸﾗｼ 沖縄まるごと大百科 沖縄まるごと大百科 吉田忠正　文・写真 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞﾏｻ(1948-) 291 ポプラ社 2005 48p 27cm
沖縄の産業 ｵｷﾅﾜ ﾉ ｻﾝｷﾞｮｳ 沖縄まるごと大百科 沖縄まるごと大百科 渡辺一夫　文・写真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ(1941-) 291 ｵ ポプラ社 2005 47p 27cm
沖縄のことばと文化 ｵｷﾅﾜ ﾉ ｺﾄﾊﾞ ﾄ ﾌﾞﾝｶ 沖縄まるごと大百科 沖縄まるごと大百科 吉田忠正　文・写真 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞﾏｻ(1948-) 291 ポプラ社 2005 48p 27cm
沖縄の歴史 ｵｷﾅﾜ ﾉ ﾚｷｼ 沖縄まるごと大百科 沖縄まるごと大百科 村田昌三 吉田忠正　文 ﾑﾗﾀ ｼｮｳｿﾞｳ 291 ｵ ポプラ社 2005 48p 27cm
かたづけポイ・ポイ！ ｶﾀｽﾞｹ ﾎﾟｲﾎﾟｲ トニ－・ボニング　作 Bonning Tony(1948生) 933 ﾎ 小学館 2001 25p 27cm
なまずのボンちゃん ﾅﾏｽﾞ ﾉ ﾎﾞﾝ ﾁｬﾝ 新しい絵本 高木信之　作・絵 ﾀｶｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 913 ﾀ 金の星社 1996 32p 25cm
ピーター・パンインスカーレット ﾋﾟｰﾀｰ ﾊﾟﾝ ｲﾝ ｽｶｰﾚｯﾄ ジェラルディン・マコックラン　作McCaughrean Geraldine(1951-)933 ﾏ 小学館 2006 399p 22cm
タリスマン　１ ｲｼｽ ﾉ ﾅﾐﾀﾞ イシスの涙 アラン・フレウィン・ジョーンズ　作Jones Allan Frewin. 933 ｼ 文溪堂 2006 255p 19cm
タリスマン　２ ｼﾞｮｳｶﾞ ﾉ ｹﾞｯﾁｮｳｾｷ 嫦娥の月長石 タリスマン アラン・フレウィン・ジョーンズ　作Jones Allan Frewin. 933 ｼ 文溪堂 2006 255p 19cm
タリスマン　３ ｷﾘｬ ﾉ ｵｳｺﾞﾝ キリャの黄金 タリスマン アラン・フレウィン・ジョーンズ　作Jones Allan Frewin. 933 ｼ 文溪堂 2006 255p 19cm
タリスマン　４ ﾊﾟｰﾙｳﾞｧﾃｨｰ ﾉﾋﾎｳ パールヴァティーの秘宝 タリスマン アラン・フレウィン・ジョーンズ　作Jones Allan Frewin. 933 ｼ 文溪堂 2006 255p 19cm
赤ちゃんにかかわる仕事 ｱｶﾁﾔﾝ ﾆ ｶｶﾜﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　助産婦　ベビー用品開発者　ベビーシッター 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2002 146p 22cm
自動車にかかわる仕事 ｼﾞﾄﾞｳｼﾔ ﾆ ｶｶﾜﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　カーデザイナー　バス・ドライバー　自動車整備士 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2002 146p 22cm
コンピュータで創造する仕事 ｺﾝﾋﾟﾕｰﾀ ﾃﾞ ｿｳｿﾞｳｽﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　ＤＴＰデザイナー　ＣＡＤデザイナーＷｅｂディレクター 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2002 146p 22cm
伝統美を表現する仕事 ﾃﾞﾝﾄｳﾋﾞ ｵ ﾋﾖｳｹﾞﾝｽﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　歌舞伎役者　和菓子職人　花火師 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2002 146p 22cm
宇宙にかかわる仕事 ｳﾁﾕｳ ﾆ ｶｶﾜﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　天文観測員　宇宙ロケット開発者　宇宙飛行士 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2002 146p 22cm
環境にかかわる仕事 ｶﾝｷﾖｳ ﾆ ｶｶﾜﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　樹木医　ビオトープ管理士　海洋調査員 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2002 146p 22cm
ファッションにかかわる仕事 ﾌｱﾂｼﾖﾝ ﾆ ｶｶﾜﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　ヘア＆メイクアップアーティスト　スタイリスト　ファッションモデル 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2003 142p 22cm
福祉にかかわる仕事　２ ﾌｸｼ ﾆ ｶｶﾜﾙ ｼｺﾞﾄ ホームペルパー・作業療法士・保健師 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2003 142p 22cm
動物にかかわる仕事　２ ﾄﾞｳﾌﾞﾂ ﾆ ｶｶﾜﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ 知りたいなりたい職業ガイド 知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2003 142p 22cm
人びとを楽しませる仕事 ﾋﾄﾋﾞﾄ ｵ ﾀﾉｼﾏｾﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　漫才師　マジシャン　サーカス団員 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2003 142p 22cm
花にかかわる仕事 ﾊﾅ ﾆ ｶｶﾜﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　花き生産者　フローリスト　フラワーデザイナー 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2003 142p 22cm
コーディネーターという仕事 ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ ﾄｲｳ ｼｺﾞﾄ マンガ　フードコーディネーター　インテリアコーディネーター　カラーコーディネーター 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2003 142p 22cm
サッカーにかかわる仕事 ｻﾂｶｰ ﾆ ｶｶﾜﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　プロサッカー選手　スペシャル・レフェリーサッカークラブ・スタッフ 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2003 142p 22cm
テレビ番組をつくる仕事 ﾃﾚﾋﾞ ﾊﾞﾝｸﾞﾐ ｵ ﾂｸﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　テレビディレクター　セットデザイナーテレビカメラマン 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2004 142p 22cm
楽器にかかわる仕事 ｶﾞﾂｷ ﾆ ｶｶﾜﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　楽器製作者　調律師　楽器講師 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2004 142p 22cm
命を守る仕事 ｲﾉﾁ ｵ ﾏﾓﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　医師　薬剤師　救急救命士 知りたいなりたい職業ガイド 知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2004 142p 22cm
衣服にかかわる仕事 ｲﾌｸ ﾆ ｶｶﾜﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　テキスタイルデザイナー　染織家　パタンナー 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2004 142p 22cm
生き物を育成する仕事 ｲｷﾓﾉ ｵ ｲｸｾｲｽﾙ ｼｺﾞﾄ マンガ　養蜂業者　養殖漁業者　馬の牧場スタッフ 知りたいなりたい職業ガイド知りたいなりたい職業ガイド ヴィットインターナショナル企画室 編ﾋﾞﾂﾄｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙｷｶｸｼﾂ 600 ﾋ ほるぷ出版 2004 142p 22cm
森林がきえていく ｼﾝﾘﾝ ｶﾞ ｷｴﾃ ｲｸ みんなで考える地球環境シリーズ　１ みんなで考える地球環境シリーズ　１本間　義人 著 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾋﾄ 519 ﾎ 金の星社 1994 63p 25cm
食べものがこわい ﾀﾍﾞﾓﾉ ｶﾞ ｺﾜｲ みんなで考える地球環境シリーズ　２ みんなで考える地球環境シリーズ　２渡辺　雄二 著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 519 ﾜ 金の星社 1994 63p 25cm
水の命があぶない ﾐｽﾞ ﾉ ｲﾉﾁ ｶﾞ ｱﾌﾞﾅｲ みんなで考える地球環境シリーズ　３ みんなで考える地球環境シリーズ　３ソーラーシステム研究グループ 著ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑｹﾝｷﾕｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 519 ｿ 金の星社 1994 63p 25cm
天気がおかしい ﾃﾝｷ ｶﾞ ｵｶｼｲ みんなで考える地球環境シリーズ　４ みんなで考える地球環境シリーズ４朝倉　正 著 ｱｻｸﾗ ﾀﾀﾞｼ 519 ｱ 金の星社 1994 63p 25cm
動物たちがいなくなる ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾀﾁ ｶﾞ ｲﾅｸﾅﾙ みんなで考える地球環境シリーズ　５ みんなで考える地球環境シリーズ　５中川　志郎 著 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾛｳ 519 ﾅ 金の星社 1994 63p 25cm
酸性雨がふっている ｻﾝｾｲｳ ｶﾞ ﾌﾂﾃ ｲﾙ みんなで考える地球環境シリーズ　６ みんなで考える地球環境シリーズ　６谷山　鉄郎 著 ﾀﾆﾔﾏ ﾃﾂﾛｳ 519 ﾀ 金の星社 1995 63p 25cm
地球があつくなっていく ﾁｷﾕｳ ｶﾞ ｱﾂｸﾅﾂﾃ ｲｸ みんなで考える地球環境シリーズ　７ みんなで考える地球環境シリーズ　７松野　太郎 著 ﾏﾂﾉ ﾀﾛｳ 519 ﾏ 金の星社 1995 63p 25cm
人口がふえつづけている ｼﾞﾝｺｳ ｶﾞ ﾌｴﾂｽﾞｹﾃ ｲﾙ みんなで考える地球環境シリーズ　８ みんなで考える地球環境シリーズ　８今井　清一 著 ｲﾏｲ ｾｲｲﾁ 519 ｲ 金の星社 1996 63p 25cm
ゴミがあふれている ｺﾞﾐ ｶﾞ ｱﾌﾚﾃ ｲﾙ みんなで考える地球環境シリーズ　　９ みんなで考える地球環境シリーズ　９ソーラーシステム研究グループ 著ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑｹﾝｷﾕｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 519 ｿ 金の星社 1996 63p 25cm
エネルギーがなくなる ｴﾈﾙｷﾞｰ ｶﾞ ﾅｸﾅﾙ みんなで考える地球環境シリーズ　１０ みんなで考える地球環境シリーズ　１０深海　博明 著 ﾌｶﾐ ﾋﾛｱｷ 519 ﾌ 金の星社 1997 63p 25cm
ほたる館物語　１ ﾎﾀﾙｶﾝ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ カラフル文庫　あ　１－１ カラフル文庫　あ　１－１ あさの　あつこ 著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ ジャイブ 2004 159p 18cm
ほたる館物語　２ ﾎﾀﾙｶﾝ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ゆうれい君と一子 カラフル文庫　あ　１－２ カラフル文庫　あ　１－２ あさの　あつこ 著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ ジャイブ 2004 161p 18cm
ほたる館物語　３ ﾎﾀﾙｶﾝ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 一子が知った秘密 カラフル文庫　あ　１－４ カラフル文庫　あ　１－４ あさの　あつこ 著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ ジャイブ 2004 183p 18cm
ＩＱ探偵ムー ｱｲｷﾕｰ ﾀﾝﾃｲ ﾑｰ ﾄﾊﾞﾅｲ ｲﾄﾞｳ ｷﾖｳｼﾂ 飛ばない！？移動教室　下 カラフル文庫　ふ　２－５ カラフル文庫ふ　２－５ 深沢　美潮 著 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｼｵ 913 ﾌ ジャイブ 2006 186p 18cm
ＩＱ探偵ムー ｱｲｷﾕｰ ﾀﾝﾃｲ ﾑｰ ﾄﾊﾞﾅｲ ｲﾄﾞｳ ｷﾖｳｼﾂ 飛ばない！？移動教室　上 カラフル文庫　ふ　２－４ カラフル文庫ふ　２－４ 深沢　美潮 著 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｼｵ 913 ﾌ ジャイブ 2006 168p 18cm



ＩＱ探偵ムー ｱｲｷﾕｰ ﾀﾝﾃｲ ﾑｰ ｱﾘﾊﾞｲ ｵ ｻｶﾞｾ アリバイを探せ！ カラフル文庫　ふ　２－３ カラフル文庫　ふ　２－３ 深沢　美潮 著 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｼｵ 913 ﾌ ジャイブ 2005 174p 18cm
怪盗ファントム＆ダークネスＥＸ－ＧＰ　２ ｶｲﾄｳ ﾌｱﾝﾄﾑ ｱﾝﾄﾞ ﾀﾞｰｸﾈｽ ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘカラフル文庫　ふ　１－２ カラフル文庫ふ　１－２ 藤野　恵美 著 ﾌｼﾞﾉ ﾒｸﾞﾐ 913 ﾌ ジャイブ 2005 205p 18cm
怪盗ファントム＆ダークネスＥＸ－ＧＰ　３ ｶｲﾄｳ ﾌｱﾝﾄﾑ ｱﾝﾄﾞ ﾀﾞｰｸﾈｽ ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘカラフル文庫　ふ　１－３ カラフル文庫ふ　１－３ 藤野　恵美 著 ﾌｼﾞﾉ ﾒｸﾞﾐ 913 ﾌ ジャイブ 2006 221p 18cm
アクエルタルハ　３ ｱｸｴﾙﾀﾙﾊ カラフル文庫　か　１－４ カラフル文庫　か　１－４ 風野　潮 著 ｶｾﾞﾉ ｳｼｵ 913 ｶ ジャイブ 2005 159p 18cm
透明人間あらわる！ ﾄｳﾒｲ ﾆﾝｹﾞﾝ ｱﾗﾜﾙ 帝都＜少年少女＞探偵ノート カラフル文庫　く　１－４ カラフル文庫　く　１－４ 楠木　誠一郎 著 ｸｽﾉｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 913 ｸ ジャイブ 2006 183p 18cm
真犯人はそこにいる ｼﾝﾊﾝﾆﾝ ﾜ ｿｺ ﾆ ｲﾙ 帝都＜少年少女＞探偵団ノート カラフル文庫　く　１－３ カラフル文庫　く　１－３ 楠木　誠一郎 著 ｸｽﾉｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 913 ｸ ジャイブ 2005 205p 18cm
時空ハンターＹＵＫＩ　２ ｼﾞｸｳ ﾊﾝﾀｰ ﾕｷ カラフル文庫　あ　１－７ カラフル文庫　あ　１－７ あさの　あつこ 著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ ジャイブ 2005 173p 18cm
ムーンライト・ワンダーランド ﾑｰﾝﾗｲﾄ ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ オオカミ少年と不思議な仲間たち カラフル文庫　ふ　３－２ カラフル文庫　ふ　３－２ 藤咲　あゆな 著 ﾌｼﾞｻｷ ｱﾕﾅ 913 ﾌｼﾞ ジャイブ 2005 207p 18cm
アダルミシアの大切なお友達 ｱﾀﾞﾙﾐｼｱ ﾉ ﾀｲｾﾂﾅ ｵﾄﾓﾀﾞﾁ カラフル文庫　ひ　１－１ カラフル文庫　ひ　１－１ ひかわ　玲子 著 ﾋｶﾜ ﾚｲｺ 913 ﾋ ジャイブ 2005 185p 18cm
お江戸でポン！ ｵｴﾄﾞ ﾃﾞ ﾎﾟﾝ ｵﾀﾏ ｶﾜﾗﾊﾞﾝ お玉かわら版 カラフル文庫　ま　１－１ カラフル文庫　ま　１－１ 松坂　風香 著 ﾏﾂｻﾞｶ ﾌｳｶ 913 ﾏ ジャイブ 2005 199p 18cm
三国志　１ ｻﾝｺﾞｸｼ 英傑雄飛の巻 三国志 渡辺　仙州 編訳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼﾕｳ 923 ﾜ 偕成社 2005 453p 20cm
三国志　２ ｻﾝｺﾞｸｼ 臥竜出廬の巻 三国志 渡辺　仙州 編訳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼﾕｳ 923 ﾜ 偕成社 2005 425p 20cm
三国志　３ ｻﾝｺﾞｸｼ 三国鼎立の巻 三国志 渡辺　仙州 編訳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼﾕｳ 923 ﾜ 偕成社 2005 385p 20cm
三国志　４ ｻﾝｺﾞｸｼ 天命帰一の巻 三国志 渡辺　仙州 編訳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼﾕｳ 923 ﾜ 偕成社 2005 405p 20cm
三国志早わかりハンドブック ｻﾝｺﾞｸｼ ﾊﾔﾜｶﾘ ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾂｸ 渡辺　仙州 編著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼﾕｳ 923 ﾜ 偕成社 2005 104.92p 19cm
クリスピン ｸﾘｽﾋﾟﾝ アヴィ 著 ｱﾋﾞ 933 ｱ 求龍堂 2003 309p 20cm
さよなら、ソニヤ ｻﾖﾅﾗ ｿﾆﾔ アンジェロ・ロメオ 著 ﾛﾒｵ ｱﾝｼﾞｴﾛ 936 ﾛ 求龍堂 2003 346p 20cm
女の子ならだれでも知ってること（あたし以外はね）ｵﾝﾅ ﾉ ｺ ﾅﾗ ﾀﾞﾚ ﾃﾞﾓ ｼﾂﾃﾙ ｺﾄ ノーラ・ローリ・バスキン 著 ﾊﾞｽｷﾝ ﾉｰﾗ ﾛｰﾘ 933 ﾊ 求龍堂 2004 323p 20cm
スノードーム ｽﾉｰ ﾄﾞｰﾑ アレックス・シアラー 著 ｼｱﾗｰ ｱﾚﾂｸｽ 933 ｼ 求龍堂 2005 423p 20cm
チョコレート・アンダーグラウンド ﾁﾖｺﾚｰﾄ ｱﾝﾀﾞｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ アレックス・シアラー 著 ｼｱﾗｰ ｱﾚﾂｸｽ 933 ｼ 求龍堂 2004 507p 20cm
ランプの精１ ﾗﾝﾌﾟ ﾉ ｼﾞﾝ イクナートンの冒険 Ｐ．Ｂ．カー 著 ｶｰ P.B. 933 ｶ 集英社 2004 380p 22cm
ランプの精　２ ﾗﾝﾌﾟ ﾉ ｼﾞﾝ バビロンのブルー・ジン ランプの精 Ｐ．Ｂ．カー 著 ｶｰ P.B. 933 ｶ 集英社 2006 383p 22cm
イチロー ｲﾁﾛｰ 努力の天才バッター シリーズ・素顔の勇者たち シリーズ・素顔の勇者たち 高原　寿夫 著 ﾀｶﾊﾗ ﾄｼｵ 780 ﾀ 旺文社 2000 135p 20cm
イチロー　２ ｲﾁﾛｰ メジャーにはばたく夢 シリーズ・素顔の勇者たち シリーズ・素顔の勇者たち 四竈　衛 著 ｼｶﾏ ﾏﾓﾙ 780 ｼ 旺文社 2003 135p 20cm
清原和博 ｷﾖﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 夢をつらぬく情熱のバッター シリーズ・素顔の勇者たち シリーズ・素顔の勇者たち 平井勉 著 ﾋﾗｲ ﾂﾄﾑ 780 ﾋ 旺文社 2005 149p 20cm
松井秀喜 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ メジャーにかがやく５５番 シリーズ・素顔の勇者たち シリーズ・素顔の勇者たち 四竈　衛 著 ｼｶﾏ ﾏﾓﾙ 780 ｼ 旺文社 2004 149p 20cm
高橋由伸 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 華麗なるスラッガー シリーズ・素顔の勇者たち シリーズ・素顔の勇者たち 鳥飼　新市 著 ﾄﾘｶｲ ｼﾝｲﾁ 780 ﾄ 旺文社 2003 135p 20cm
女子バレーの女神たち ｼﾞﾖｼ ﾊﾞﾚｰ ﾉ ﾒｶﾞﾐﾀﾁ ２００８年、北京へのパスポート 吉井　妙子 著 ﾖｼｲ ﾀｴｺ 783 ﾖ ぴあ 2006 270p 19cm
天使の卵 ｴﾝｼﾞｴﾙｽ ｴﾂｸﾞ 村山　由佳 著 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｶ 913 ﾑ 集英社 1998 193p 20cm
天使の梯子 ﾃﾝｼ ﾉ ﾊｼｺﾞ 村山　由佳 著 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｶ 913 ﾑ 集英社 2004 284p 20cm
ヘヴンリー・ブルー ﾍﾌﾞﾝﾘｰ ﾌﾞﾙｰ 「天使の卵」アナザーストーリー 村山　由佳 著 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｶ 913 ﾑ 集英社 2006 153p 20cm
キップをなくして ｷﾂﾌﾟ ｵ ﾅｸｼﾃ 池澤　夏樹 著 ｲｹｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 913 ｲ 角川書店 2005 293p 20cm
Ｌｉｎｅ ﾗｲﾝ Ｃｈａｃｏ 著 ﾁﾔｺ 913 ﾁﾔ スターツ出版 2006 159p 20cm
天使がくれたもの ﾃﾝｼ ｶﾞ ｸﾚﾀ ﾓﾉ Ｃｈａｃｏ 著 ﾁﾔｺ 913 ﾁﾔ スターツ出版 2005 239p 20cm
おんぶにだっこ ｵﾝﾌﾞ ﾆ ﾀﾞﾂｺ さくら　ももこ 著 ｻｸﾗ ﾓﾓｺ 914 ｻ 小学館 2006 219p 19cm
ひとりずもう ﾋﾄﾘ ｽﾞﾓｳ さくら　ももこ 著 ｻｸﾗ ﾓﾓｺ 914 ｻ 小学館 2005 212p 19cm
エラゴン　［１］ ｴﾗｺﾞﾝ 遺志を継ぐ者 ドラゴンライダー　１ ドラゴンライダー　１ クリストファー・パオリーニ 著 ﾊﾟｵﾘｰﾆ ｸﾘｽﾄﾌｱｰ 933 ﾊﾟｵ ヴィレッジブックス 2006 293p 18cm
エラゴン　［２］ ｴﾗｺﾞﾝ 遺志を継ぐ者 ドラゴンライダー　２ ドラゴンライダー　２ クリストファー・パオリーニ 著 ﾊﾟｵﾘｰﾆ ｸﾘｽﾄﾌｱｰ 933 ﾊﾟｵ ヴィレッジブックス 2006 325p 18cm
エラゴン ｴﾗｺﾞﾝ 遺志を継ぐ者 ドラゴンライダー　３ ドラゴンライダー　３ クリストファー・パオリーニ 著 ﾊﾟｵﾘｰﾆ ｸﾘｽﾄﾌｱｰ 933 ﾊ ヴィレッジブックス 2006 357p 18cm
恋空　上 ｺｲｿﾞﾗ 切ナイ恋物語 恋空 恋空 美嘉 著 ﾐｶ 913 ﾐｶ スターツ出版 2006 347p 20cm
恋空　下 ｺｲｿﾞﾗ 切ナイ恋物語 恋空 恋空 美嘉 著 ﾐｶ 913 ﾐｶ スターツ出版 2006 363p 20cm
サルヂエ　ｖｏｌ．１ ｻﾙｼﾞｴ サルヂエ　Ｖｏｌ．１ サルヂエ　Ｖｏｌ．１ 横内　正昭 ﾖｺｳﾁ ﾏｻｱｷ 798 ﾖ ワニブックス 2004 127p 18cm
サルヂエ　ｖｏｌ．２ ｻﾙｼﾞｴ サルヂエ　ｖｏｌ．２ サルヂエ　ｖｏｌ．２ 横内　正昭 ﾖｺｳﾁ ﾏｻｱｷ 798 ﾖ ワニブックス 2004 127p 18cm
脳内エステＩＱサプリ ﾉｳﾅｲ ｴｽﾃ ｱｲｷﾕｰｻﾌﾟﾘ 山田　良明 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ 798 ﾔ フジテレビ出版 2004 220p 19cm
脳内エステＩＱサプリ　Ｖｅｒ．２ ﾉｳﾅｲ ｴｽﾃ ｱｲｷﾕｰ ｻﾌﾟﾘ 脳内エステＩＱサプリ　Ｖｅｒ．２ 脳内エステＩＱサプリ　Ｖｅｒ．２ 山田　良明 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ 798 ﾔ フジテレビ出版 2005 222p 19cm
ムーンライト・ワンダーランドオオカミ少年と伝説の秘宝ﾑｰﾝﾗｲﾄ ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ ｵｵｶﾐ ｼﾖｳﾈﾝ ﾄ ﾃﾞﾝｾﾂ ﾉ ﾋﾎｳカラフル文庫　ふ３－３ カラフル文庫　ふ　３－３ 藤咲　あゆな 著 ﾌｼﾞｻｷ ｱﾕﾅ 913 ﾌ ジャイブ 2006 222p 18cm
一瞬の風になれ　１ ｲﾂｼﾕﾝ ﾉ ｶｾﾞ ﾆ ﾅﾚ 一瞬の風になれ 一瞬の風になれ 佐藤　多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 講談社 2006 228p 20cm
一瞬の風になれ　２ ｲﾂｼﾕﾝ ﾉ ｶｾﾞ ﾆ ﾅﾚ ヨウイ 一瞬の風になれ 一瞬の風になれ 佐藤　多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 講談社 2006 273p 20cm
一瞬の風になれ　３ ｲﾂｼﾕﾝ ﾉ ｶｾﾞ ﾆ ﾅﾚ ドン 一瞬の風になれ 一瞬の風になれ 佐藤　多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 講談社 2006 383p 20cm
あなたに贈る物語 ｱﾅﾀ ﾆ ｵｸﾙ ｽﾄｰﾘｰ 講談社青い鳥文庫スペシャル短編集 石崎　洋司 著 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ 913 ｲ 講談社 2006 397p 19cm
チョコレート工場の秘密 ﾛｱﾙﾄﾞﾀﾞｰﾙｺﾚｸｼｮﾝ ロアルド・ダールコレクション２ ロアルド・ダール 著 ﾀﾞｰﾙ ﾛｱﾙﾄﾞ 938 ﾀ 評論社 2005 269p 18cm
東京タワー ﾄｳｷｮｳﾀﾜｰ オカンとボクと、時々、オトン リリー・フランキー 著 ﾘﾘｰ ﾌﾗﾝｷｰ 913 ﾘ 扶桑社 2005 449p 20cm
野ブタ。をプロデュース ﾉﾌﾞﾀｵﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ 白岩 玄 著 ｼﾗｲﾜ ｹﾞﾝ 913 ｼ 河出書房新社 2004 186p 20cm
白夜行 ﾋﾞｬｸﾔｺｳ 集英社文庫 東野 圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 集英社 2002 860p 16cm
いま、会いにゆきます ｲﾏｱｲﾆﾕｷﾏｽ 市川 拓司 著 ｲﾁｶﾜ ﾀｸｼﾞ 913 ｲ 小学館 2003 374p 20cm
終末のフール 伊坂幸太郎 913 ｲ 集英社 2006
キノの旅 ｷﾉﾉﾀﾋﾞ Ｔｈｅ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｗｏｒｌｄ 電撃文庫 時雨沢 恵一 〔著〕 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913 ｼ メディアワークス 2000 238p 15cm
キノの旅２ ｷﾉﾉﾀﾋﾞ Ｔｈｅ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｗｏｒｌｄ 電撃文庫 時雨沢 恵一 〔著〕 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913 ｼ メディアワークス 2000 246p 15cm
キノの旅３ ｷﾉﾉﾀﾋﾞ Ｔｈｅ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｗｏｒｌｄ 電撃文庫 時雨沢 恵一 〔著〕 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913 ｼ メディアワークス 2001 208p 15cm
キノの旅４ ｷﾉﾉﾀﾋﾞ Ｔｈｅ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｗｏｒｌｄ 電撃文庫 時雨沢 恵一 〔著〕 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913 ｼ メディアワークス 2001 218p 15cm
キノの旅５ ｷﾉﾉﾀﾋﾞ Ｔｈｅ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｗｏｒｌｄ 電撃文庫 時雨沢 恵一 〔著〕 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913 ｼ メディアワークス 2002 231p 15cm
キノの旅６ ｷﾉﾉﾀﾋﾞ Ｔｈｅ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｗｏｒｌｄ 電撃文庫 時雨沢 恵一 〔著〕 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913 ｼ メディアワークス 2002 227p 15cm
キノの旅 ｷﾉﾉﾀﾋﾞ Ｔｈｅ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｗｏｒｌｄ 電撃文庫 時雨沢 恵一 〔著〕 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913.6 ｼｷ メディアワークス 2003 224p 15cm
キノの旅８ ｷﾉﾉﾀﾋﾞ Ｔｈｅ　ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　ｗｏｒｌｄ 電撃文庫 時雨沢 恵一 〔著〕 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913 ｼ メディアワークス 2004 225p 15cm
キノの旅９ ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ 時雨沢　恵一　［著］ 913 ｼ メディアワークス 2005 15cm
ぐるんぱのようちえん ｸﾞﾙﾝﾊﾟﾉﾖｳﾁｴﾝ こどものとも劇場 西内 みなみ さく ﾆｼｳﾁ ﾐﾅﾐ ﾎｸﾞ 福音館書店 1999 27p 36×50cm
空中ブランコ ｸｳﾁｭｳﾌﾞﾗﾝｺ 奥田 英朗 著 ｵｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 913 ｵ 文芸春秋 2004 265p 20cm
イン・ザ・プール ｲﾝｻﾞﾌﾟｰﾙ 奥田 英朗 著 ｵｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 913 ｵ 文芸春秋 2002 269p 20cm
ダイブ１ ﾀﾞｲﾌﾞ 森 絵都 著 ﾓﾘ ｴﾄ 913 ﾓ 講談社 2000 220p 19cm
ダイブ２ ﾀﾞｲﾌﾞ スワンダイブ 森 絵都 著 ﾓﾘ ｴﾄ 913 ﾓ 講談社 2000 194p 19cm
ダイブ ﾀﾞｲﾌﾞ ＳＳスペシャル’９９ 森 絵都 著 ﾓﾘ ｴﾄ 913.6 ﾓﾀﾞ 講談社 2001 196p 19cm
ダイブ ﾀﾞｲﾌﾞ コンクリート・ドラゴン 森 絵都 著 ﾓﾘ ｴﾄ 913.6 ﾓﾀﾞ 講談社 2002 234p 19cm
ブレイブ・ストーリー 宮部みゆき 913 ﾐ 角川書店 2006 460p
ブレイブ・ストーリー　中 宮部みゆき　著 913 ﾐ 角川書店 2006
ブレイブ・ストーリー　下 宮部みゆき　著 913 ﾐ 角川書店 2006
ダレン・シャン　Ⅴ ﾀﾞﾚﾝｼｬﾝ バンパイアの試練 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 ｼｬﾝ ﾀﾞﾚﾝ 933 ｼ 小学館 2002 238p 22cm
ダレン・シャン　１１ ﾀﾞﾚﾝｼｬﾝ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 作 ｼｬﾝ ﾀﾞﾚﾝ 933 ｼ 小学館 2004 278p 22cm
ダレン・シャン　１２ ﾀﾞﾚﾝｼｬﾝ 運命の息子 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 作 ｼｬﾝ ﾀﾞﾚﾝ 933 ｼ 小学館 2005 286p 22cm



ダレン・シャン外伝 ﾀﾞﾚﾝｼｬﾝｶﾞｲﾃﾞﾝ ダレン・シャン 作 ｼｬﾝ ﾀﾞﾚﾝ 933 ｼ 小学館 2004 183p 22cm
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団（上） ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰﾄﾌｼﾁｮｳﾉｷｼﾀﾞﾝ Ｊ．Ｋ．ローリング 作 ﾛｰﾘﾝｸﾞ J.K. 933 ﾛﾊ 静山社 2004 661p 22cm
ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団（下） ﾊﾘｰﾎﾟｯﾀｰﾄﾌｼﾁｮｳﾉｷｼﾀﾞﾝ Ｊ．Ｋ．ローリング 作 ﾛｰﾘﾝｸﾞ J.K. 933 ﾛ 静山社 2004 701p 22cm
ハリーポッターと謎のプリンス（上） J.K.ローリング 933 ﾛ 静山社 2006
ハリーポッターと謎のプリンス　（下） Ｊ．K．ローリング 933 ﾛ 静山社 2006
福音の少年 あさのあつこ著 913 ｱ 角川書店 2005
バッテリーⅣ ﾊﾞｯﾃﾘｰ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ 教育画劇 2001 223p 22cm
バッテリーⅤ ﾊﾞｯﾃﾘｰ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ 教育画劇 2003 231p 22cm
デルトラ・クエスト ﾃﾞﾙﾄﾗｸｴｽﾄ １沈黙の森 エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2002 188p 19cm
デルトラ・クエスト２ ﾃﾞﾙﾄﾗｸｴｽﾄﾂｰ エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛﾃﾞ 岩崎書店 2003 253p 19cm
デルトラ・クエストⅡ ﾃﾞﾙﾄﾗｸｴｽﾄﾂｰ ３影の王国 エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2003 253p 19cm
デルトラ・クエストⅢ ﾃﾞﾙﾄﾗｸｴｽﾄｽﾘｰ １竜の巣 エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2004 269p 19cm
デルトラ・クエストⅢ ﾃﾞﾙﾄﾗｸｴｽﾄｽﾘｰ ２影の門 エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2005 301p 19cm
デルトラ・クエストⅢ ﾃﾞﾙﾄﾗｸｴｽﾄｽﾘｰ ４最後の歌姫 エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2005 309p 19cm
デルトラ・クエストⅢ ﾃﾞﾙﾄﾗｸｴｽﾄｽﾘｰ ３死の島 エミリー・ロッダ 作 ﾛｯﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2005 293p 19cm
東京タワー ﾄｳｷｮｳﾀﾜｰ 江国 香織 著 ｴｸﾆ ｶｵﾘ 913 ｴ マガジンハウス 2001 297p 20cm
紺碧の海賊王（フアルカス） ｺﾝﾍﾟｷﾉﾌｱﾙｶｽ アナトゥール星伝　１１ 講談社Ｘ文庫 折原 みと 〔著〕 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ 913 ｵ 講談社 1999 249p 15cm
砂漠殉教
たのしいムーミン一家 ﾑｰﾐﾝﾄﾞｳﾜｾﾞﾝｼｭｳ ムーミン童話全集２ トーベ・ヤンソン 作・絵 ﾔﾝｿﾝ ﾄｰﾍﾞ 949 ﾔ 講談社 1990 277p 22cm
ＧＴＯ鬼塚英吉の履歴書 ｼﾞｰﾃｨｰｵｰｵﾆｽﾞｶｴｲｷﾁﾉﾘﾚｷｼｮ 湘南純情組織委員会 編 ｼｮｳﾅﾝ ｼﾞｭﾝｼﾞｮｳ ｿｼｷ ｲｲﾝｶｲ726 ｼ 同文書院 1998 239p 18cm
磯野家の謎
「ドラえもん」と野比家の謎 ﾄﾞﾗｴﾓﾝﾄﾉﾋﾞｹﾉﾅｿﾞ さようなら、ドラえもん Ｃ・ｂｏｏｋｓ 水出 弘一 著 ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｺｳｲﾁ 726 ﾐ 本の森出版センター1997 191p 19cm
古畑任三郎結末の結末 ﾌﾙﾊﾀﾆﾝｻﾞﾌﾞﾛｳｹﾂﾏﾂﾉｹﾂﾏﾂ 倒叙ミステリー研究会 著 ﾄｳｼﾞｮ ﾐｽﾃﾘｰ ｹﾝｷｭｳｶｲ 778 ﾄ 三一書房 1997 179p 18cm
「ベルばら」の秘密
ユリディケ ﾕﾘﾃﾞｨｹ 時をこえた旅人たちの物語 地平線ブックス 遠藤 文子 著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐｺ 913 ｴ 理論社 1989 320p 19cm
諸葛孔明 ｼｮｶﾂｺｳﾒｲ 不世出の軍師の機略縦横 会田 雄次 〔ほか〕著 ｱｲﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 289 ｼ プレジデント社 1989 304p 20cm
織田信長七つの謎 ｵﾀﾞﾉﾌﾞﾅｶﾞﾅﾅﾂﾉﾅｿﾞ 新人物往来社 編 ｼﾝ ｼﾞﾝﾌﾞﾂ ｵｳﾗｲｼｬ 289 ｵ 新人物往来社 1989 249p 20cm
Ｌｏｖｅ ﾗｳﾞ あなたに逢いたい 鎌田 敏夫 〔ほか〕著 ｶﾏﾀ ﾄｼｵ 913 ｶ 双葉社 1991 205p 20cm
土方新撰組
ゴミくん、こんにちは！ ｺﾞﾐｸﾝｺﾝﾆﾁﾜ かんがえよう、ゴミの生かしかた わたしのノンフィクション 石沢 清史 著 ｲｼｻﾞﾜ ｷﾖﾌﾐ 518 ｲ 偕成社 1985 152p 22cm
インド三国志 陳舜臣 929 ﾁ 平凡社 1984
十五少年漂流記 子どものための世界名作文学３０ ベルヌ 953 ﾍ 集英社
けんちゃんとねこはかせ ちびっこ絵本　２０ きただ　たくし 913 ｷ ポプラ社
おばあさんだいすき ちびっこ絵本１９ かんざわ　としこ　文 913 ｺ ポプラ社
だいじょうぶ？だいじょうぶさ！ ﾀﾞｲｼﾞｮｳﾌﾞﾀﾞｲｼﾞｮｳﾌﾞｻ ダビッド・モリション 作 ﾓﾘｼｮﾝ ﾀﾞﾋﾞｯﾄﾞ 519 ﾓ 小学館 1998 1冊 24×27cm
キシリトールガム開発物語　仕事って、こんなにおもしろい！ 会社がわかる仕事がわかる③ ロッテでみる食品業界（その１） 橋本明美 600 ﾊ 学習研究社 2006
今日からマのつく自由業！ ｷｮｳｶﾗﾏﾉﾂｸｼﾞﾕｳｷﾞｮｳ 1 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2001 220p 15cm
今度はマのつく最終兵器！ ｺﾝﾄﾞﾜﾏﾉﾂｸｻｲｼｭｳﾍｲｷ 2 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2001 222p 15cm
今夜はマのつく大脱走！ ｺﾝﾔﾜﾏﾉﾂｸﾀﾞｲﾀﾞｯｿｳ 3 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2001 220p 15cm
明日はマのつく風が吹く！ ｱｼﾀﾜﾏﾉﾂｸｶｾﾞｶﾞﾌｸ 4 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2002 222p 15cm
閣下とマのつくトサ日記！？ ｶｯｶﾄﾏﾉﾂｸﾄｻﾆｯｷ 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2002 188p 15cm
きっとマのつく陽が昇る！ ｷｯﾄﾏﾉﾂｸﾋｶﾞﾉﾎﾞﾙ 5 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2002 187p 15cm
いつかマのつく夕暮れに！ ｲﾂｶﾏﾉﾂｸﾕｳｸﾞﾚﾆ 6 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2003 191p 15cm
天にマのつく雪が舞う！ ﾃﾝﾆﾏﾉﾂｸﾕｷｶﾞﾏｳ 7 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2003 255p 15cm
地にはマのつく星が降る！ ﾁﾆﾜﾏﾉﾂｸﾎｼｶﾞﾌﾙ 8 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2003 221p 15cm
めざせマのつく海の果て！ ﾒｻﾞｾﾏﾉﾂｸｳﾐﾉﾊﾃ 9 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2004 222p 15cm
息子はマのつく自由業！？ ﾑｽｺﾜﾏﾉﾂｸｼﾞﾕｳｷﾞｮｳ 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2004 191p 15cm
これがマのつく第一歩！ ｺﾚｶﾞﾏﾉﾂｸﾀﾞｲｲｯﾎﾟ 10 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2004 190p 15cm
やがてマのつく歌になる！ ﾔｶﾞﾃﾏﾉﾂｸｳﾀﾆﾅﾙ 11 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2005 188p 15cm
宝はマのつく土の中！ ﾀｶﾗﾜﾏﾉﾂｸﾂﾁﾉﾅｶ 12 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2005 190p 15cm
箱はマのつく水の底！ ﾊｺﾜﾏﾉﾂｸﾐｽﾞﾉｿｺ 13 角川ビーンズ文庫 喬林 知 〔著〕 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2006 191p 15cm
今日からマ王！？　クマハチ★すぺしゃるｷｮｳｶﾗﾏｵｳｸﾏﾊﾁｽﾍﾟｼｬﾙ 角川ビーンズ文庫 喬林　知 ﾀｶﾊﾞﾔｼ/ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2006
迷ううちはクマは…ち？ ﾏﾖｳｳﾁﾊｸﾏﾊﾁ 角川ビーンズ文庫 喬林　知 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2006 55p 15㎝
学校の樹木 ｶﾞｯｺｳﾉｼﾞｭﾓｸ 平田　利明 ﾋﾗﾀ ﾄｼｱｷ 470 ﾋ 美巧社 2006
柴山栗山 ｼﾊﾞﾔﾏﾘﾂｻﾞﾝ 小川太一郎 ｵｶﾞﾜ ﾀｲﾁﾛｳ 289 ﾘ 栗山顕彰会 2006
一歩・そしてまた一歩 ｲｯﾎﾟｿｼﾃﾏﾀｲｯﾎﾟ マンガ柴山栗山 てつきのこ　作画 ﾃﾂ ｷﾉｺ 289 ﾃ 牟礼町教育委員会 1991 103P
フランス料理は進化する ﾌﾗﾝｽﾘｮｳﾘﾜｼﾝｶｽﾙ 文春新書 宇田川 悟 著 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 596 ｳ 文芸春秋 2002 203p 18cm
科学するまなざし ｶｶﾞｸｽﾙﾏﾅｻﾞｼ 村上 陽一郎 監修 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｲﾁﾛｳ 404 ｶ 中央公論事業出版 2005 199p 21cm
はじめての海の科学 452 ﾊ 独立行政法人　海洋研究開発機構
機動戦士ガンダム ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑ 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1987 299p 15cm
機動戦士ガンダム ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑ 逆襲のシャア 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1988 376p 15cm
機動戦士ガンダム戦記 ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｾﾝｷ Ｌｏｓｔ　ｗａｒ　ｃｈｒｏｎｉｃｌｅｓ　２ 角川文庫 矢立 肇 原作 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ﾊ 角川書店 2002 223p 15cm
レネット ﾚﾈｯﾄ 金色の林檎 名木田恵子　作 ﾅｷﾞﾀ ｹｲｺ(1949-) 913 ﾅ 金の星社 2006 175p 20cm
レネット ﾚﾈｯﾄ 金色の林檎 名木田恵子　作 ﾅｷﾞﾀ ｹｲｺ(1949-) 913 ﾅ 金の星社 2006 175p 20cm
一億百万光年先に住むウサギ ｲﾁｵｸ ﾋｬｸﾏﾝ ｺｳﾈﾝ ｻｷ ﾆ ｽﾑ ｳｻｷﾞ 那須田淳　作 ﾅｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ(1959-) 913 ﾅ 理論社 2006 339p 19cm
一億百万光年先に住むウサギ ｲﾁｵｸ ﾋｬｸﾏﾝ ｺｳﾈﾝ ｻｷ ﾆ ｽﾑ ｳｻｷﾞ 那須田淳　作 ﾅｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ(1959-) 913 ﾅ 理論社 2006 339p 19cm
世界一おいしい火山の本 ｾｶｲｲﾁ ｵｲｼｲ ｶｻﾞﾝ ﾉ ﾎﾝ チョコやココアで噴火実験 自然とともに 林信太郎　著 ﾊﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ 453 ﾊ 小峰書店 2006 127p 21cm
世界一おいしい火山の本 ｾｶｲｲﾁ ｵｲｼｲ ｶｻﾞﾝ ﾉ ﾎﾝ チョコやココアで噴火実験 自然とともに 林信太郎　著 ﾊﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ 453 ﾊ 小峰書店 2006 127p 21cm
ぼくの見た戦争 ﾎﾞｸ ﾉ ﾐﾀ ｾﾝｿｳ ２００３年イラク 高橋邦典　写真・文 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾉﾘ(1966-) 391 ﾀ ポプラ社 2003 55p 27cm
世界中の息子たちへ ｾｶｲｼﾞｭｳ ﾉ ﾑｽｺﾀﾁ ｴ 世界中がやさしいまなざしでいっぱいになれば 堤江実　詩 ﾂﾂﾐ ｴﾐ(1940-) 319 ﾂ ポプラ社 2004 41p 22cm
戦争が終わっても ｾﾝｿｳ ｶﾞ ｵﾜｯﾃﾓ ぼくの出会ったリベリアの子どもたち 高橋邦典　写真・文 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾉﾘ(1966-) 391 ﾀ ポプラ社 2005 55p 27cm
ヒロシマに原爆がおとされたとき ﾋﾛｼﾏ ﾆ ｹﾞﾝﾊﾞｸ ｶﾞ ｵﾄｻﾚﾀ ﾄｷ 大道あや　著 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｱﾔ 913 ﾀ ポプラ社 2002 38p 29cm
被爆者 ﾋﾊﾞｸｼｬ ６０年目のことば シリーズ・自然いのちひと 会田法行　写真・文 ｱｲﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ(1972-) 913 ｱ ポプラ社 2005 40p 27cm
源平盛衰記１ ｹﾞﾝﾍﾟｲ ｾｲｽｲｷ おごる平家 三田村信行　文 ﾐﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ(1939-) 913 ﾐ ポプラ社 2004 263p 22cm
源平盛衰記２ ｹﾞﾝﾍﾟｲ ｾｲｽｲｷ 源氏の逆襲 三田村信行　文 ﾐﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ(1939-) 913 ﾐ ポプラ社 2004 247p 22cm
源平盛衰記３ ｹﾞﾝﾍﾟｲ ｾｲｽｲｷ 滅びゆくもの 三田村信行　文 ﾐﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ(1939-) 913 ﾐ ポプラ社 2005 283p 22cm
水滸伝１ ｽｲｺﾃﾞﾝ ジュニア版 平川陽一　編著 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ(1946-) 923 ﾋ 汐文社 2004 194p 22cm
水滸伝２ ｽｲｺﾃﾞﾝ ジュニア版 平川陽一　編著 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ(1946-) 923 ﾋ 汐文社 2004 191p 22cm



水滸伝３ ｽｲｺﾃﾞﾝ ジュニア版 平川陽一　編著 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ(1946-) 923 ﾋ 汐文社 2004 187p 22cm
水滸伝４ ｽｲｺﾃﾞﾝ ジュニア版 平川陽一　編著 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ(1946-) 923 ﾋ 汐文社 2004 201p 22cm
水滸伝５ ｽｲｺﾃﾞﾝ ジュニア版 平川陽一　編著 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ(1946-) 923 ﾋ 汐文社 2005 193p 22cm
水滸伝６ ｽｲｺﾃﾞﾝ ジュニア版 平川陽一　編著 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ(1946-) 923 ﾋ 汐文社 2005 199p 22cm
水滸伝７ ｽｲｺﾃﾞﾝ ジュニア版 平川陽一　編著 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ(1946-) 923 ﾋ 汐文社 2005 193p 22cm
水滸伝８ ｽｲｺﾃﾞﾝ ジュニア版 平川陽一　編著 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ(1946-) 923 ﾋ 汐文社 2006 201p 22cm
水滸伝９ ｽｲｺﾃﾞﾝ ジュニア版 平川陽一　編著 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ(1946-) 923 ﾋ 汐文社 2006 196p 22cm
水滸伝１０ ｽｲｺﾃﾞﾝ ジュニア版 平川陽一　編著 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ(1946-) 923 ﾋ 汐文社 2006 205p 22cm
新編弓張月　上 ｼﾝﾍﾟﾝ ﾕﾐﾊﾘｽﾞｷ 伝説の勇者 三田村信行　文 ﾐﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ(1939-) 913 ﾐ ポプラ社 2006 318p 22cm
新編弓張月　下 ｼﾝﾍﾟﾝ ﾕﾐﾊﾘｽﾞｷ 妖魔王の魔手 三田村信行　文 ﾐﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ(1939-) 913 ﾐ ポプラ社 2006 326p 22cm
どっどどどどうど雨ニモマケズ ﾄﾞｯﾄﾞﾄﾞ ﾄﾞﾄﾞｳﾄﾞ ｱﾒ ﾆﾓ ﾏｹｽﾞ こども版声に出して読みたい日本語１ 声に出して読みたい日本語 齋藤孝　編著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ(1960-) 811 ｻ 草思社 2004 32p 21cm
柿くえば鐘が鳴るなり ｶｷ ｸｴﾊﾞ ｶﾈ ｶﾞ ﾅﾙﾅﾘ 俳句 こども版声に出して読みたい日本語２ 声に出して読みたい日本語 齋藤孝　編著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ(1960-) 811 ｻ 草思社 2004 32p 21cm
朋有り遠方より来たる ﾄﾓ ｱﾘ ｴﾝﾎﾟｳ ﾖﾘ ｷﾀﾙ 論語 こども版声に出して読みたい日本語３ 声に出して読みたい日本語 齋藤孝　編著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ(1960-) 811 ｻ 草思社 2004 32p 21cm
朝焼小焼だゆあーんゆよーん ｱｻﾔｹ ｺﾔｹ ﾀﾞ ﾕｱ-ﾝ ﾕﾖ-ﾝ 近代詩 こども版声に出して読みたい日本語４ 声に出して読みたい日本語 齋藤孝　編著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ(1960-) 811 ｻ 草思社 2004 32p 21cm
ややこしや寿限無寿限無 ﾔﾔｺｼﾔ ｼﾞｭｹﾞﾑ ｼﾞｭｹﾞﾑ 言葉あそび こども版声に出して読みたい日本語５ 声に出して読みたい日本語 齋藤孝　編著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ(1960-) 811 ｻ 草思社 2004 32p 21cm
春はあけぼの祇園精舎の鐘の声 ﾊﾙ ﾜ ｱｹﾎﾞﾉ ｷﾞｵﾝ ｼｮｳｼﾞｬ ﾉ ｶﾈ ﾉ ｺｴ 古文 こども版声に出して読みたい日本語６ 声に出して読みたい日本語 齋藤孝　編著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ(1960-) 811 ｻ 草思社 2004 32p 21cm
メロスは激怒した吾輩は猫である ﾒﾛｽ ﾜ ｹﾞｷﾄﾞｼﾀ ﾜｶﾞﾊｲ ﾜ ﾈｺ ﾃﾞ ｱﾙ 近代文学 こども版声に出して読みたい日本語７ 声に出して読みたい日本語 齋藤孝　編著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ(1960-) 811 ｻ 草思社 2005 32p 21cm
われ泣きぬれて蟹とたわむる ﾜﾚ ﾅｷﾇﾚﾃ ｶﾆ ﾄ ﾀﾜﾑﾙ こども版声に出して読みたい日本語８ 声に出して読みたい日本語 石川啄木　著 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾎﾞｸ(1885-1912) 811 ｲ 草思社 2005 32p 21cm
国破れて山河あり ｸﾆ ﾔﾌﾞﾚﾃ ｻﾝｶﾞ ｱﾘ 漢詩 こども版声に出して読みたい日本語８ 声に出して読みたい日本語 齋藤孝　編著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ(1960-) 811 ｻ 草思社 2005 32p 21cm
知らざあ言って絶景かな ｼﾗｻﾞｱ ｲｯﾃ ｾﾞｯｹｲｶﾅ 歌舞伎　狂言 こども版声に出して読みたい日本語１０ 声に出して読みたい日本語 齋藤孝　編著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ(1960-) 811 ｻ 草思社 2005 32p 21cm
いま何刻だい？がらぴい、がらぴい、風車ｲﾏ ﾅﾝﾄﾞｷﾀﾞﾞｲ ｶﾞﾗﾋﾟｲ ｶﾞﾗﾋﾟｲ ｶｻﾞｸﾞﾙﾏ 落語　口上 こども版声に出して読みたい日本語１１ 声に出して読みたい日本語 齋藤孝　編著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ(1960-) 811 ｻ 草思社 2005 32p 21cm
秘すれば花なり ﾋｽﾚﾊﾞ ﾊﾅ ﾅﾘ 名言 こども版声に出して読みたい日本語１２ 声に出して読みたい日本語 齋藤孝　編著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ(1960-) 811 ｻ 草思社 2005 32p 21cm
かんたんトランプの手品 ﾄﾗﾝﾌﾟ ﾉ ﾃｼﾞﾅ トランプマンのマジック入門１ トランプマンのマジック入門 トランプマン　著 ﾄﾗﾝﾌﾟﾏﾝ 779 ﾄ 岩崎書店 1998 32p 29cm
かんたんコインとお札の手品 ｶﾝﾀﾝ ｺｲﾝ ﾄ ｵｻﾂ ﾉﾃｼﾞﾅ トランプマンのマジック入門２ トランプマンのマジック入門 トランプマン　作 ﾄﾗﾝﾌﾟﾏﾝ 779 ﾄ 岩崎書店 1998 32p 29cm
かんたんひもとハンカチの手品 ｶﾝﾀﾝ ﾋﾓ ﾄ ﾊﾝｶﾁ ﾉ ﾃｼﾞﾅｶﾝﾀﾝ トランプマンのマジック入門３ トランプマンのマジック入門 トランプマン　著 ﾄﾗﾝﾌﾟﾏﾝ 779 ﾄ 岩崎書店 1998 32p 29cm
かんたんテーブルマジック ｶﾝﾀﾝ ﾃｰﾌﾞﾙ ﾏｼﾞｯｸ トランプマンのマジック入門４ トランプマンのマジック入門 トランプマン　作 ﾄﾗﾝﾌﾟﾏﾝ 779 ﾄ 岩崎書店 1998 32p 29cm
かんたんステージマジック ｶﾝﾀﾝ ｽﾃｰｼﾞ ﾏｼﾞｯｸ トランプマンのマジック入門５ トランプマンのマジック入門 トランプマン　作 ﾄﾗﾝﾌﾟﾏﾝ 779 ﾄ 岩崎書店 1998 32p 29cm
エンピツの手品 ｴﾝﾋﾟﾂ ﾉ ﾃｼﾞﾅ トランプマンの科学マジック１ トランプマンの科学マジック 佐藤まもる　絵 ｻﾄｳ ﾏﾓﾙ(1939生) 779 ｻ 岩崎書店 2001 32p 29cm
おりがみの手品 ｵﾘｶﾞﾐ ﾉ ﾃｼﾞﾅ トランプマンの科学マジック２ トランプマンの科学マジック トランプマン　作 ﾄﾗﾝﾌﾟﾏﾝ 779 ﾄ 岩崎書店 2002 32p 29cm
コップの手品 ｺｯﾌﾟ ﾉ ﾃｼﾞﾅ トランプマンの科学マジック３ トランプマンの科学マジック トランプマン　作 ﾄﾗﾝﾌﾟﾏﾝ 779 ﾄ 岩崎書店 2002 32p 29cm
新聞紙の手品 ｼﾝﾌﾞﾝｼ ﾉ ﾃｼﾞﾅ トランプマンの科学マジック４ トランプマンの科学マジック トランプマン　作 ﾄﾗﾝﾌﾟﾏﾝ 779 ﾄ 岩崎書店 2002 32p 29cm
文房具の手品 ﾌﾞﾝﾎﾞｳｸﾞ ﾉ ﾃｼﾞﾅ トランプマンの科学マジック５ トランプマンの科学マジック トランプマン　作 ﾄﾗﾝﾌﾟﾏﾝ 779 ﾄ 岩崎書店 2002 32p 29cm
がんばれば、幸せになれるよ ｶﾞﾝﾊﾞﾚﾊﾞ ｼｱﾜｾﾆ ﾅﾚﾙﾖ 小児がんと闘った９歳の息子が遺した言葉 山崎敏子　著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｺ(1972生) 916 ﾔ 小学館 2007 189p 15cm
陰日向に咲く ｶｹﾞ ﾋﾅﾀ ﾆ ｻｸ 劇団ひとり　著 ｹﾞｷﾀﾞﾝ ﾋﾄﾘ 913 ｹ 幻冬舎 2006 220p 20cm
西遊記 ｻｲﾕｳｷ 上（悟空誕生の巻） 渡辺仙州　編訳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼｭｳ 923 ﾜ 偕成社 2001 237p 20cm
西遊記　中 ｻｲﾕｳｷ 破邪遍歴の巻 渡辺仙州　編訳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼｭｳ 923 ﾜ 偕成社 2001 245p 20cm
西遊記　下 ｻｲﾕｳｷ 西天取経の 渡辺仙州　編訳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼｭｳ 923 ﾜ 偕成社 2001 268p 20cm
都会のトム＆ソーヤ１ ﾏﾁ ﾉ ﾄﾑ & ｿ-ﾔ Ya!entertainment はやみねかおる　著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ(1964-) 913 ﾊ 講談社 2003 349p 19cm
都会のトム＆ソーヤ２ ﾏﾁ ﾉ ﾄﾑ & ｿ-ﾔ 乱！ｒｕｎ！ラン！ YA!entertainment はやみねかおる　著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ(1964-) 913 ﾊ 講談社 2004 335p 19cm
都会のトム＆ソーヤ３ ﾏﾁ ﾉ ﾄﾑ & ｿ-ﾔ いつになったら作戦終了？ YA!entertainment はやみねかおる　著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ(1964-) 913 ﾊ 講談社 2005 335p 19cm
都会のトム＆ソーヤ４ ﾏﾁ ﾉ ﾄﾑ & ｿ-ﾔ 四重奏 YA!entertainment はやみねかおる　著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ(1964-) 913 ﾊ 講談社 2006 296p 19cm
わたしを離さないで ﾜﾀｼ ｵ ﾊﾅｻﾅｲﾃﾞ カズオ・イシグロ　著 Ishiguro Kazuo(1954-) 933 ｲ 早川書房 2006 349p 20cm
都会のトム＆ソーヤ５下 ﾏﾁ ﾉ ﾄﾑ & ｿ-ﾔ ＩＮ塀戸 YA!entertainment はやみねかおる　著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ(1964-) 913 ﾊ 講談社 2007 280p 19cm
失われた町 ｳｼﾅﾜﾚﾀ ﾏﾁ 三崎亜記　著 ﾐｻｷ ｱｷ(1970-) 913 ﾐ 集英社 2006 428p 20cm
ダレン・シャン　Ⅳ ﾀﾞﾚﾝ ｼｬﾝ バンパイア・マウンテン ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ　作 Shan Darren. 933 ｼ 小学館 2002 254p 22cm
ハリ－・ポッタ－とアズカバンの囚人 ﾊﾘ-･ﾎﾟｯﾀ- ﾄｱｽﾞｶﾊﾞﾝ ﾉ ｼｭｳｼﾞﾝ HARRY POTTER SERIES Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 Rowling J.K. 933 ﾛ 静山社 2001 574p 22cm
ランプの精３ ﾗﾝﾌﾟ ﾉ ｾｲ カトマンズのコブラキング Ｐ．Ｂ．カー　著 Kerr Philip(1956-) 933 ｶ 集英社 2006 387p 22cm
エルデスト　下 ｴﾙﾃﾞｽﾄ 宿命の赤き翼　上 ドラゴンライダー２ ドラゴンライダー クリストファー・パオリーニ　著Paolini Christopher(1984-)933 ﾊ ソニー・マガジンズ 2005 533p 22cm
エルデスト　下 ｴﾙﾃﾞｽﾄ 宿命の赤き翼　下 ドラゴンライダー２ ドラゴンライダー クリストファー・パオリーニ　著Paolini Christopher(1984-)933 ﾊ ソニー・マガジンズ 2005 501p 22cm
トワイライト１ ｱｲｼﾀ ﾋﾄﾜ ｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱ 愛した人はヴァンパイア トワイライト ステファニー・メイヤー　著 Meyer Stephenie. 933 ﾒ ソニー・マガジンズ 2005 270p 19cm
トワイライト２ ﾁ ﾜ ｶﾅｼﾐ ﾉ ｱｼﾞ 血は哀しみの味 トワイライト ステファニー・メイヤー　著 Meyer Stephenie. 933 ﾒ ソニー・マガジンズ 2005 253p 19cm
トワイライト３ ﾔﾐ ﾉ ｷｭｳｹﾂｷｲﾁｿﾞｸ 闇の吸血鬼一族 トワイライト ステファニー・メイヤー　著 Meyer Stephenie. 933 ﾒ ソニー・マガジンズ 2005 262p 19cm
トワイライト４ ｷﾊﾞ ﾜ ｱﾏｸ ｻｻﾔｸ 牙は甘くささやく トワイライト ステファニー・メイヤー　著 Meyer Stephenie. 933 ﾒ ヴィレッジブックス 2006 299p 19cm
トワイライト５ ｵｵｶﾐ ﾉ ﾂｷ 狼の月 トワイライト ステファニー・メイヤー　著 Meyer Stephenie. 933 ﾒ ヴィレッジブックス 2006 275p 19cm
トワイライト６ ﾅｹﾞｷ ﾉ ﾀﾞﾃﾝｼ 嘆きの堕天使 トワイライト ステファニー・メイヤー　著 Meyer Stephenie. 933 ﾒ ヴィレッジブックス 2006 287p 19cm
ラスト・イニング ﾗｽﾄ ｲﾆﾝｸﾞ あさのあつこ　作 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ 角川書店 2007 238p 20cm
Ｌｉｔｔｌｅ　ＤＪ Little DJ 小さな恋の物語 鬼塚忠　著 ｵﾆﾂｶ ﾀﾀﾞｼ(1965-) 913 ｵ ポプラ社 2007 214p 20cm
プリズムの夏 ﾌﾟﾘｽﾞﾑ ﾉ ﾅﾂ 関口尚　著 ｾｷｸﾞﾁ ﾋｻｼ 913 ｾ 集英社 2003 181p 20cm
千の風になって ｾﾝ ﾉ ｶｾﾞ ﾆ ﾅｯﾃ 絵本 新井満　文 ｱﾗｲ ﾏﾝ(1946-) 913 ｱ 理論社 2004 48p 20cm
ホームレス中学生 ﾎｰﾑﾚｽ ﾁｭｳｶﾞｸｾｲ 田村裕　著 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 916 ﾀ ワニブックス 2007 191p 20cm
温室ディズ ｵﾝｼﾂ ﾃﾞｨｽﾞ 瀬尾まいこ　著 ｾｵ ﾏｲｺ(1974生) 913 ｾ 角川書店 2006 203p 20cm
ハ－トボイス ﾊ-ﾄ ﾎﾞｲｽ いつか翔べる日 ときめき文学館 青木和雄　作 ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 913 ｱ 金の星社 1996 285p 20cm
イソップ ｲｿｯﾌﾟ Ｔｒｕｅ　ｆｒｉｅｎｄｓ 青木和雄　作 ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 913 ｱ 金の星社 2001 253p 20cm
リトル・ウイング ﾘﾄﾙ ｳｲﾝｸﾞ 吉富多美　作 ﾖｼﾄﾐ ﾀﾐ 913 ﾖ 金の星社 2002 173p 20cm
ハッピ－バ－スデ－ ﾊｯﾋﾟ- ﾊﾞ-ｽﾃﾞ- 命かがやく瞬間 ときめき文学館 青木和雄　作 ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 913 ｱ 金の星社 1997 253p 20cm
ハ－ドル ﾊ-ﾄﾞﾙ 真実と勇気の間で ときめき文学館 青木和雄　作 ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 913 ｱ 金の星社 1999 253p 20cm
ハードル２ ﾊ-ﾄﾞﾙ 吉富多美 青木和雄　作 ﾖｼﾄﾐ ﾀﾐ  ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 913 ｱ 金の星社 2004 253p 20cm
Ｈｅｌｐ！ Help キレる子どもたちの心の叫び 青木和雄　著 ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 913 ｱ 金の星社 2000 189p 20cm
ハッピーバースデー上 ﾊｯﾋﾟ- ﾊﾞ-ｽﾃﾞ- コミック 青木和雄 吉富多美　原作 ｵ ｽｷﾞﾙ 726 ｵ 金の星社 2006 184p 19cm
ハッピーバースデー下 ﾊｯﾋﾟ- ﾊﾞ-ｽﾃﾞ- コミック 青木和雄 吉富多美　原作 ｵ ｽｷﾞﾙ 726 ｵ 金の星社 2006 184p 19cm
怪盗ルパン１ ﾙﾊﾟﾝ ﾉ ﾀｲﾎ ルパンの逮捕 まんが怪盗ルパン モーリス・ルブラン　原作 Lebianc Maurice. 726 ﾙ くもん出版 1997 208p 20cm
怪盗ルパン２ ﾌｼｷﾞ ﾅ ﾘｮｺｳｼｬ 不思議な旅行者 まんが怪盗ルパン モーリス・ルブラン　原作 Lebianc Maurice. 726 ﾙ くもん出版 1998 208p 20cm
怪盗ルパン３ ｼﾞｮｳｵｳ ﾉ ｸﾋﾞｶｻﾞﾘ 女王の首飾り まんが怪盗ルパン モーリス・ルブラン　原作 Lebianc Maurice. 726 ﾙ くもん出版 1998 208p 20cm
怪盗ルパン４ ﾊｰﾄ ﾉ ｾﾌﾞﾝ ハートの７ まんが怪盗ルパン モーリス・ルブラン　原作 Lebianc Maurice. 726 ﾙ くもん出版 1998 208p 20cm
怪盗ルパン５ ﾌﾞﾛﾝﾄﾞ ﾉ ｷﾌｼﾞﾝ ブロンドの貴婦人 怪盗ルパン モ－リス・ルブラン　原作 Leblanc Maurice. 726 ﾙ くもん出版 1998 205p 20cm
赤毛のアン１ ｱｶｹﾞ ﾉ ｱﾝ アン・ブックス① まんがアン・ブックス Ｌ・Ｍ・モンゴメリー　原作 Montgomery L M. 726 ﾓ くもん出版 1997 208p 20cm
赤毛のアン２ ｱｶｹﾞ ﾉ ｱﾝ アン・ブックス② まんがアン・ブックス Ｌ・Ｍ・モンゴメリー　原作 Montgomery L M. 726 ﾓ くもん出版 1998 208p 20cm
赤毛のアン３ ｱｶｹﾞ ﾉ ｱﾝ アン・ブックス③ まんがアン・ブックス Ｌ・Ｍ・モンゴメリー　原作 Montgomery L M. 726 ﾓ くもん出版 1998 208p 20cm



アンの青春 ｱﾝ ﾉ ｾｲｼｭﾝ アン・ブックス④ まんがアン・ブックス Ｌ・Ｍ・モンゴメリー　原作 Montgomery L M. 726 ﾓ くもん出版 1998 208p 20cm
アンの愛情 ｱﾝ ﾉ ｱｲｼﾞｮｳ アン・ブックス⑤ まんがアン・ブックス Ｌ・Ｍ・モンゴメリー　原作 Montgomery L M. 726 ﾓ くもん出版 1998 208p 20cm
エジソン ｴｼﾞｿﾝ 「技術の２０世紀」の幕を開いた世界の発明王 アトムポケット人物館１アトムポケット人物館 杉原めぐみ　作 ｽｷﾞﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 280 ｴ 講談社 2000 159p 19cm
ヘレン・ケラ－ ﾍﾚﾝ ｹﾗ- 三重苦をのりこえた奇跡の人 アトムポケット人物館２ アトムポケット人物館 柳川創造　作 ﾔﾅｶﾞﾜ ｿｳｿﾞｳ 280 ﾍ 講談社 2000 159p 19cm
手塚治虫 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 鉄腕アトムを生んだ漫画家 アトムポケット人物館３ アトムポケット人物館 柳川茂　作 ﾔﾅｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 280 ﾃ 講談社 2000 159p 19cm
坂本龍馬 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 明治維新のプロデュ－サ－ アトムポケット人物館４ アトムポケット人物館 すぎたとおる　作 ｽｷﾞﾀ ﾄｵﾙ 280 ｻ 講談社 2000 159p 19cm
アンネ・フランク ｱﾝﾈ ﾌﾗﾝｸ 「裏の家（アンネの日記）」の著者 アトムポケット人物館５ アトムポケット人物館 鈴木悦夫　作 ｽｽﾞｷ ｴﾂｵ 280 ｱ 講談社 2001 159p 19cm
ピカソ ﾋﾟｶｿ 二十世紀を代表する大芸術家 アトムポケット人物館６ アトムポケット人物館 杉原めぐみ　作 ｽｷﾞﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 280 ﾋ 講談社 2001 159p 19cm
ジャンヌ・ダルク ｼﾞｬﾝﾇ ﾀﾞﾙｸ 火刑にされた悲劇の聖少女 アトムポケット人物館７ アトムポケット人物館 岸田恋　作・画 ｷｼﾀﾞ ﾚﾝ 280 ｼ 講談社 2001 159p 19cm
盛田昭夫 ﾓﾘﾀ ｱｷｵ 「世界のソニ－」をつくった企業家 アトムポケット人物館８ アトムポケット人物館 氷室勲　作 ﾋﾑﾛ ｲｻｵ 280 ﾓ 講談社 2001 159p 19cm
ナイチンゲ－ル ﾅｲﾁﾝｹﾞ-ﾙ 近代看護の母 アトムポケット人物館９ アトムポケット人物館 柳川茂　作 ﾔﾅｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 280 ﾅ 講談社 2001 159p 19cm
ジョン・レノン ｼﾞｮﾝ ﾚﾉﾝ ザ・ビ－トルズのリ－ダ－ アトムポケット人物館１０ アトムポケット人物館 浅野有生子　作 ｱｻﾉ ﾕｲｺ 280 ｼ 講談社 2001 159p 19cm
織田信長 ｵﾀﾞ ﾉﾌﾞﾅｶﾞ 天下統一を推し進めた戦国武将 アトムポケット人物館１１ アトムポケット人物館 すぎたとおる　作 ｽｷﾞﾀ ﾄｵﾙ 280 ｵ 講談社 2002 143p 19cm
やなせたかし ﾔﾅｾ ﾀｶｼ アンパンマンの生みの親 アトムポケット人物館１２ アトムポケット人物館 圷紀子　作 ｱｸﾂ ﾉﾘｺ 280 ﾔ 講談社 2002 143p 19cm
浅井力也 ｱｻｲ ﾘｷﾔ 障害に負けず描き続ける少年画家 アトムポケット人物館１３ アトムポケット人物館 柳川茂　作 ﾔﾅｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 280 ｱ 講談社 2002 143p 19cm
マザー・テレサ ﾏｻﾞｰ ﾃﾚｻ 貧しい人々に手を差し伸べた修道女 アトムポケット人物館１４ アトムポケット人物館 鬼海正秀　作 ｷｶｲ ﾏｻﾋﾃﾞ 280 ﾏ 講談社 2002 143p 19cm
向井千秋 ﾑｶｲ ﾁｱｷ 日本人初の女性宇宙飛行士 アトムポケット人物館１５ アトムポケット人物館 小川容子　作 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｺ 280 ﾑ 講談社 2002 143p 19cm
福沢諭吉 ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｷﾁ 人間の自由と平等を説いた思想家 アトムポケット人物館１６ アトムポケット人物館 東桂市　作 ｱｽﾞﾏ ｹｲｲﾁ 280 ﾌ 講談社 2002 143p 19cm
アインシュタイン ﾀｲﾝｼｭﾀｲﾝ 相対性理論を生んだ物理学者 アトムポケット人物館１７ アトムポケット人物館 氷室勲　作 ﾋﾑﾛ ｲｻｵ 280 ｱ 講談社 2002 143p 19cm
都会のトム＆ソーヤ５上 ﾄｶｲ ﾉ ﾄﾑ & ｿ-ﾔ ＩＮ塀戸 YA!entertainment はやみねかおる　著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ(1964-) 913 ﾊ 講談社 2007 271p 19cm
ランナー ﾗﾝﾅｰ あさのあつこ　著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ 幻冬舎 2007 241p 20cm
もし大作曲家と友だちになれたら… ﾓｼ ﾀﾞｲｻｯｷｮｸｶ ﾄ ﾄﾓﾀﾞﾁ ﾆ ﾅﾚﾀﾗ 音楽タイムトラベル スティーブン・イッサーリス　著Isserlis Steven. 762 ｲ 音楽之友社 2003 254p 20cm
もし大作曲家と友だちになれたら… ﾓｼ ﾀﾞｲｻｯｷｮｸｶ ﾄ ﾄﾓﾀﾞﾁ ﾆ ﾅﾚﾀﾗ 音楽タイムトラベル スティーブン・イッサーリス　著Isserlis Steven. 762 ｲ 音楽之友社 2003 254p 20cm
ベ－ト－ベン ﾍﾞ-ﾄ-ﾍﾞﾝ 古典派音楽を完成したドイツの作曲家 伝記世界の作曲家 パム・ブラウン　著 Brown Pam. 289 ﾃ 偕成社 1998 177p 22cm
バッハ ﾊﾞｯﾊ バロック音楽を集大成した近代音楽の父 伝記世界の作曲家 シャ－ロット・グレイ　著 Gray Charlotte. 289 ﾃ 偕成社 1998 160p 22cm
ベートーベン ﾍﾞ-ﾄ-ﾍﾞﾝ マンガ音楽家ストーリー３ マンガ音楽家ストーリー 加藤礼次朗　作画 ｶﾄｳ ﾚｲｼﾞﾛｳ 762 ｶ ドレミ楽譜出版社 2002 143p 21cm
バッハ ﾊﾞｯﾊ マンガ音楽家ストーリー１ マンガ音楽家ストーリー 岸田恋　作画 ｷｼﾀﾞ ﾚﾝ(1962-) 762 ｷ ドレミ楽譜出版社 2002 142p 21cm
ホームレス中学生 ﾎ-ﾑﾚｽ ﾁｭｳｶﾞｸｾｲ 田村裕　著 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 916 ﾀ ワニブックス 2007 191p 20cm
チーム・バチスタの栄光 ﾁ-ﾑ ﾊﾞﾁｽﾀ ﾉ ｴｲｺｳ 海堂尊　著 ｶｲﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 913 ｶ 宝島社 2006 375p 20cm
雑草博士入門 ｻﾞﾂｿｳ ﾊｸｼ ﾆﾕｳﾓﾝ たのしい自然観察 たのしい自然観察 岩瀬　徹 著 ｲﾜｾ ﾄｵﾙ 470 ｲ 全国農村教育協会 2001 186p 21cm
野鳥博士入門 ﾔﾁﾖｳ ﾊｸｼ ﾆﾕｳﾓﾝ たのしい自然観察 たのしい自然観察 唐沢　孝一 著 ｶﾗｻﾜ ｺｳｲﾁ 488 ｶ 全国農村教育協会 2002 180p 21cm
きのこ博士入門 ｷﾉｺﾊｸｼ ﾆﾕｳﾓﾝ たのしい自然観察 たのしい自然観察 根田　仁 著 ﾈﾀﾞ ﾋﾄｼ 474 ﾈ 全国農村教育協会 2006 170p 21cm
写真で見る・植物用語 ｼﾔｼﾝ ﾃﾞ ﾐﾙ ｼﾖｸﾌﾞﾂ ﾖｳｺﾞ 野外観察ハンドブック 野外観察ハンドブック 岩瀬　徹 著 ｲﾜｾ ﾄｵﾙ 471 ｲ 全国農村教育協会 2004 189p 21cm
死者の学園祭 ｼｼﾔ ﾉ ｶﾞｸｴﾝｻｲ 赤川次郎ミステリーコレクション　１ 赤川次郎ミステリーコレクション　１赤川　次郎 著 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 岩崎書店 2002 287p 21cm
三毛猫ホームズの四捨五入 ﾐｹﾈｺ ﾎｰﾑｽﾞ ﾉ ｼｼﾔ ｺﾞﾆﾕｳ 赤川次郎ミステリーコレクション　２ 赤川次郎ミステリーコレクション　２赤川　次郎 著 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 岩崎書店 2002 293p 21cm
セーラー服と機関銃 ｾｰﾗｰﾌｸ ﾄ ｷｶﾝｼﾞﾕｳ 赤川次郎ミステリーコレクション　３ 赤川次郎ミステリーコレクション　３赤川　次郎 著 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 岩崎書店 2002 367p 21cm
三姉妹探偵団　珠美・初恋篇 ｻﾝｼﾏｲ ﾀﾝﾃｲﾀﾞﾝ ﾀﾏﾐ ﾊﾂｺｲﾍﾝ 赤川次郎ミステリーコレクション　４ 赤川次郎ミステリーコレクション　４赤川次郎 著 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 岩崎書店 2002 303p 21cm
吸血鬼はお年ごろ ｷﾕｳｹﾂｷ ﾜ ｵﾄｼｺﾞﾛ 赤川次郎ミステリーコレクション　５ 赤川次郎ミステリーコレクション　５赤川　次郎 著 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 岩崎書店 2002 300p 21cm
子子家庭は危機一髪 ｼｼ ｶﾃｲ ﾜ ｷｷ ｲﾂﾊﾟﾂ 赤川次郎ミステリーコレクション　６ 赤川次郎ミステリーコレクション　６赤川　次郎 著 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 岩崎書店 2002 351p 21cm
赤いこうもり傘 ｱｶｲ ｺｳﾓﾘｶﾞｻ 赤川次郎ミステリーコレクション　７ 赤川次郎ミステリーコレクション　７赤川　次郎 著 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 岩崎書店 2003 279p 21cm
灰の中の悪魔 ﾊｲ ﾉ ﾅｶ ﾉ ｱｸﾏ 赤川次郎ミステリーコレクション　８ 赤川次郎ミステリーコレクション８ 赤川　次郎 著 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 岩崎書店 2003 299p 21cm
若草色のポシェット ﾜｶｸｻｲﾛ ﾉ ﾎﾟｼｴﾂﾄ 赤川次郎ミステリーコレクション　９ 赤川次郎ミステリーコレクション　９赤川　次郎 著 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 岩崎書店 2003 279p 21cm
アンバランスな放課後 ｱﾝﾊﾞﾗﾝｽﾅ ﾎｳｶｺﾞ 赤川次郎ミステリーコレクション　１０ 赤川次郎ミステリーコレクション　１０赤川　次郎 著 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 岩崎書店 2003 355p 21cm
ブラック・ジャック　１ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1989 286p 20cm
ブラック・ジャック　２ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1989 301p 20cm
ブラック・ジャック　３ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ ブラック・ジャック ブラック・ジャック 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1989 316p 20cm
ブラック・ジャック　４ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1989 302p 20cm
ブラック・ジャック　５ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ ブラック・ジャック ブラック・ジャック 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1989 304p 20cm
ブラック・ジャック　６ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ ＢＬＡＣＫ・ＪＡＣＫ ＢＬＡＣＫ・ＪＡＣＫ 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1989 328p 20cm
ブラック・ジャック　７ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1989 328p 20cm
ブラック・ジャック　８ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1989 324p 20cm
ブラック・ジャック　９ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1989 309p 20cm
ブラック・ジャック　１０ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1989 311p 20cm
ブラック・ジャック　１１ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1989 304p 20cm
ブラック・ジャック　１２ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ 豪華版ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ 豪華版ＢＬＡＣＫ　ＪＡＣＫ 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1989 302p 20cm
ブラック・ジャック　１３ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1993 289p 20cm
ブラック・ジャック　１４ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 1995 302p 20cm
ブラック・ジャック　１５ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ ブラック・ジャック ブラック・ジャック 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 2000 296p 20cm
ブラック・ジャック　１７ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ ブラック・ジャック ブラック・ジャック 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 2004 255p 20cm
ブラック・ジャック　１６ ﾌﾞﾗﾂｸ ｼﾞﾔﾂｸ ブラック・ジャック ブラック・ジャック 手塚　治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 秋田書店 2001 336p 20cm
恋のおまもり ｺｲ ﾉ ｵﾏﾓﾘ 初恋コレクション　１ 初恋コレクション　１ 岡　信子 編 ｵｶ ﾉﾌﾞｺ 913 ｵ 岩崎書店 2005 150p 19cm
魔女にハートをねらわれた！ ﾏｼﾞﾖ ﾆ ﾊｰﾄ ｵ ﾈﾗﾜﾚﾀ 初恋コレクション　２ 初恋コレクション　２ 岡　信子 編 ｵｶ ﾉﾌﾞｺ 913 ｵ 岩崎書店 2005 148p 19cm
気になる、あいつ ｷ ﾆ ﾅﾙ ｱｲﾂ 初恋コレクション　３ 初恋コレクション　３ 岡　信子 編 ｵｶ ﾉﾌﾞｺ 913 ｵ 岩崎書店 2005 150p 19cm
守護霊様の恋 ｼﾕｺﾞﾚｲｻﾏ ﾉ ｺｲ 初恋コレクション　４ 初恋コレクション　４ 岡　信子 編 ｵｶ ﾉﾌﾞｺ 913 ｵ 岩崎書店 2006 156p 19cm
初恋は雨のにおい ﾊﾂｺｲ ﾜ ｱﾒ ﾉ ﾆｵｲ 初恋コレクション　５ 初恋コレクション　５ 岡　信子 編 ｵｶ ﾉﾌﾞｺ 913 ｵ 岩崎書店 2006 150p 19cm
１３歳のハローワーク ｼﾞﾕｳｻﾝｻｲ ﾉ ﾊﾛｰﾜｰｸ 村上　龍 著 ﾑﾗｶﾐ ﾘﾕｳ 600 ﾑ 幻冬舎 2003 455p 27cm
１４歳からの仕事道 ｼﾞﾕｳﾖﾝｻｲ ｶﾗﾉ ｼｺﾞﾄﾐﾁ よりみちパン！セ　６ よりみちパン！セ　６ 玄田　有史 著 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 600 ｹ 理論社 2005 165.19p 20cm
職業外伝 ｼﾖｸｷﾞﾖｳ ｶﾞｲﾃﾞﾝ 秋山　真志 著 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ 600 ｱ ポプラ社 2005 311p 20cm
職業外伝　続 ｼﾖｸｷﾞﾖｳ ｶﾞｲﾃﾞﾝ 職業外伝　続 職業外伝　続 秋山　真志 著 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ 600 ｱ ポプラ社 2006 262p 20cm
沖縄のいま、むかし ﾋﾞｼﾞﾕｱﾙ ﾌﾞﾂｸ ｶﾀﾘﾂﾀｴﾙ ｵｷﾅﾜ ビジュアルブック 語り伝える沖縄１ 安斎　育郎 著 ｱﾝｻﾞｲ ｲｸﾛｳ 219 ｱ 新日本出版社 2006 31p 27cm
沖縄戦はなぜおきた？ ﾋﾞｼﾞﾕｱﾙ ﾌﾞﾂｸ ｶﾀﾘﾂﾀｴﾙ ｵｷﾅﾜ ビジュアルブック 語り伝える沖縄　第２巻 ビジュアルブック語り伝える沖縄　第２巻安斎　育郎 著 ｱﾝｻﾞｲ ｲｸﾛｳ 219 ｱ 新日本出版社 2007 31p 27cm
島ぐるみの悲劇の戦争 ﾋﾞｼﾞﾕｱﾙ ﾌﾞﾂｸ ｶﾀﾘﾂﾀｴﾙ ｵｷﾅﾜ ビジュアルブック 語り伝える沖縄　第３巻 ビジュアルブック語り伝える沖縄　第３巻安斎　育郎 著 ｱﾝｻﾞｲ ｲｸﾛｳ 219 ｱ 新日本出版社 2007 31p 27cm
美ら島と米軍基地 ﾋﾞｼﾞﾕｱﾙ ﾌﾞﾂｸ ｶﾀﾘﾂﾀｴﾙ ｵｷﾅﾜ ビジュアルブック 語り伝える沖縄　第４巻 ビジュアルブック語り伝える沖縄　第４巻安斎　育郎 著 ｱﾝｻﾞｲ ｲｸﾛｳ 219 ｱ 新日本出版社 2007 31p 27cm
命どぅ宝のこころ ﾋﾞｼﾞﾕｱﾙ ﾌﾞﾂｸ ｶﾀﾘﾂﾀｴﾙ ｵｷﾅﾜ ビジュアルブック 語り伝える沖縄　第５巻 ビジュアルブック語り伝える沖縄　第５巻安斎　育郎 著 ｱﾝｻﾞｲ ｲｸﾛｳ 219 ｱ 新日本出版社 2007 31p 27cm
１４歳の本棚　部活学園編 ｼﾞﾕｳﾖﾝｻｲ ﾉ ﾎﾝﾀﾞﾅ ﾌﾞｶﾂ ｶﾞｸｴﾝﾍﾝ 青春小説傑作選 新潮文庫　き　２９－１ 新潮文庫　き　２９－１ 北上　次郎 編 ｷﾀｶﾞﾐ ｼﾞﾛｳ 913 ｷ 新潮社 2007 362p 16cm
１４歳の本棚　初恋友情編 ｼﾞﾕｳﾖﾝｻｲ ﾉ ﾎﾝﾀﾞﾅ ﾊﾂｺｲ ﾕｳｼﾞﾖｳﾍﾝ 青春小説傑作選 新潮文庫　き　２９－２ 新潮文庫　き　２９－２ 北上　次郎 編 ｷﾀｶﾞﾐ ｼﾞﾛｳ 913 ｷ 新潮社 2007 405p 16cm
１４歳の本棚　家族兄弟編 ｼﾞﾕｳﾖﾝｻｲ ﾉ ﾎﾝﾀﾞﾅ ｶｿﾞｸ ｷﾖｳﾀﾞｲﾍﾝ 青春小説傑作選 新潮文庫　き　２９－３ 新潮文庫　き　２９－３ 北上　次郎 編 ｷﾀｶﾞﾐ ｼﾞﾛｳ 913 ｷ 新潮社 2007 381p 16cm
１歳から１００歳の夢 ｲﾂｻｲｶﾗﾋﾔｸｻｲ ﾉ ﾕﾒ 日本ドリームプロジェクト 編 ﾆﾂﾎﾟﾝﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ 914 ﾆ いろは出版 2006 1冊 23cm



１歳から１００歳の夢 ｲﾂｻｲｶﾗﾋﾔｸｻｲ ﾉ ﾕﾒ 日本ドリームプロジェクト 編 ﾆﾂﾎﾟﾝﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ 914 ﾆ いろは出版 2006 1冊 23cm
中学生の夢 ﾁﾕｳｶﾞｸｾｲ ﾉ ﾕﾒ ４７都道府県４７人の中学生の夢 日本ドリームプロジェクト 編 ﾆﾂﾎﾟﾝﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ 376 ﾆ いろは出版 2007 1冊 23cm
中学生の夢 ﾁﾕｳｶﾞｸｾｲ ﾉ ﾕﾒ ４７都道府県４７人の中学生の夢 日本ドリームプロジェクト 編 ﾆﾂﾎﾟﾝﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ 376 ﾆ いろは出版 2007 1冊 23cm
私は貝になりたい　新装版 ﾜﾀｸｼ ﾜ ｶｲ ﾆ ﾅﾘﾀｲ あるＢＣ級戦犯の叫び 加藤　哲太郎 著 ｶﾄｳ ﾃﾂﾀﾛｳ 916 ｶ 春秋社 2005 269p 20cm
ピーターと星の守護団　上 ﾋﾟｰﾀｰ ﾄ ﾎｼ ﾉ ｼﾕｺﾞﾀﾞﾝ ピーターと星の守護団 ピーターと星の守護団 デイヴ・バリー 著 ﾊﾞﾘｰ ﾃﾞｲﾌﾞ 933 ﾊ 主婦の友社 2007 270p 22cm
ピーターと星の守護団　下 ﾋﾟｰﾀｰ ﾄ ﾎｼ ﾉ ｼﾕｺﾞﾀﾞﾝ ピーターと星の守護団 ピーターと星の守護団 デイヴ・バリー 著 ﾊﾞﾘｰ ﾃﾞｲﾌﾞ 933 ﾊ 主婦の友社 2007 318p 22cm
ピーターと影泥棒　上 ﾋﾟｰﾀｰ ﾄ ｶｹﾞﾄﾞﾛﾎﾞｳ ピーターと影泥棒 ピーターと影泥棒 デイヴ・バリー 著 ﾊﾞﾘｰ ﾃﾞｲﾌﾞ 933 ﾊ 主婦の友社 2007 349p 22cm
ピーターと影泥棒　下 ﾋﾟｰﾀｰ ﾄ ｶｹﾞﾄﾞﾛﾎﾞｳ ピーターと影泥棒 ピーターと影泥棒 デイヴ・バリー 著 ﾊﾞﾘｰ ﾃﾞｲﾌﾞ 933 ﾊ 主婦の友社 2007 350p 22cm
キノの旅　１０ ｷﾉ ﾉ ﾀﾋﾞ ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ 電撃文庫　し　８－１９ 電撃文庫　し　８－１９ 時雨沢　恵一 著 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913 ｼ メディアワークス 2006 268p 15cm
ＩＱ探偵ムーあの子は行方不明 ｱｲｷﾕｰ ﾀﾝﾃｲ ﾑｰ ｱﾉ ｺ ﾜ ﾕｸｴ ﾌﾒｲ カラフル文庫　ふ　２－８ カラフル文庫　ふ　２－８ 深沢　美潮 著 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｼｵ 913 ﾌ ジャイブ 2007 180p 18cm
ＩＱ探偵タクト ｱｲｷﾕｰ ﾀﾝﾃｲ ﾀｸﾄ ﾐﾂｼﾂ ｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ 密室小学校 カラフル文庫　ふ　２－７ カラフル文庫　ふ　２－７ 深沢　美潮 著 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｼｵ 913 ﾌ ジャイブ 2006 174p 18cm
ＩＱ探偵タクト ｱｲｷﾕｰ ﾀﾝﾃｲ ﾀｸﾄ ﾀﾞﾝｼﾞﾖﾝ ｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ ダンジョン小学校 カラフル文庫　ふ　２－９ カラフル文庫　ふ　２－９ 深沢　美潮 著 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｼｵ 913 ﾌ ジャイブ 2007 190p 18cm
サークル・オブ・マジック ｻｰｸﾙ ｵﾌﾞ ﾏｼﾞﾂｸ 魔法の学校 サークル・オブ・マジック デブラ・ドイル 著 ﾄﾞｲﾙ ﾃﾞﾌﾞﾗ 933 ﾄ 小学館 2002 365p 22cm
サークル・オブ・マジック ｻｰｸﾙ ｵﾌﾞ ﾏｼﾞﾂｸ ｼﾞﾔｱｸ ﾉ ﾁﾖｳｿﾞｳ ｵｳｻﾏ ﾉ ｹﾞｷｼﾞﾖｳ邪悪の彫像／王様の劇場 サークル・オブ・マジック デブラ・ドイル 著 ﾄﾞｲﾙ ﾃﾞﾌﾞﾗ 933 ﾄ 小学館 2003 365p 22cm
サークル・オブ・マジック ｻｰｸﾙ ｵﾌﾞ ﾏｼﾞﾂｸ ﾌﾞﾚｽﾗﾝﾄﾞ ﾉ ﾍｲﾜ ブレスランドの平和 サークル・オブ・マジック デブラ・ドイル 著 ﾄﾞｲﾙ ﾃﾞﾌﾞﾗ 933 ﾄ 小学館 2003 365p 22cm
サークル・オブ・マジック ｻｰｸﾙ ｵﾌﾞ ﾏｼﾞﾂｸ ﾏﾎｳ ｶﾞﾂｺｳ ｻｲﾎｳ ｺｵﾘ ﾉ ｸﾆ ﾉ ｷﾕｳﾃﾞﾝ魔法学校再訪／氷の国の宮殿 デブラ・ドイル 著 ﾄﾞｲﾙ ﾃﾞﾌﾞﾗ 933 ﾄ 小学館 2004 282p 22cm
パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　１ﾊﾟｲﾚｰﾂ ｵﾌﾞ ｶﾘﾋﾞｱﾝ ｼﾞﾔﾂｸ ｽﾊﾟﾛｳ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝ 嵐がやってくる パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著 ｷﾂﾄﾞ ﾛﾌﾞ 933 ｷ 講談社 2006 173p 19cm
パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　２ﾊﾟｲﾚｰﾂ ｵﾌﾞ ｶﾘﾋﾞｱﾝ ｼﾞﾔﾂｸ ｽﾊﾟﾛｳ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝ セイレーンの歌 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著 ｷﾂﾄﾞ ﾛﾌﾞ 933 ｷ 講談社 2006 165p 19cm
パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　３ﾊﾟｲﾚｰﾂ ｵﾌﾞ ｶﾘﾋﾞｱﾝ ｼﾞﾔﾂｸ ｽﾊﾟﾛｳ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝ 海賊競走（パイレーツ・チェイス） パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著 ｷﾂﾄﾞ ﾛﾌﾞ 933 ｷ 講談社 2006 159p 19cm
パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　４ﾊﾟｲﾚｰﾂ ｵﾌﾞ ｶﾘﾋﾞｱﾝ ｼﾞﾔﾂｸ ｽﾊﾟﾛｳ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝ コルテスの剣 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著 ｷﾂﾄﾞ ﾛﾌﾞ 933 ｷ 講談社 2006 157p 19cm
パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　５ﾊﾟｲﾚｰﾂ ｵﾌﾞ ｶﾘﾋﾞｱﾝ ｼﾞﾔﾂｸ ｽﾊﾟﾛｳ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝ 青銅器時代 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著 ｷﾂﾄﾞ ﾛﾌﾞ 933 ｷ 講談社 2006 181p 19cm
パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　６ﾊﾟｲﾚｰﾂ ｵﾌﾞ ｶﾘﾋﾞｱﾝ ｼﾞﾔﾂｸ ｽﾊﾟﾛｳ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝ 銀の時代 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著 ｷﾂﾄﾞ ﾛﾌﾞ 933 ｷ 講談社 2007 165p 19cm
パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　７ﾊﾟｲﾚｰﾂ ｵﾌﾞ ｶﾘﾋﾞｱﾝ ｼﾞﾔﾂｸ ｽﾊﾟﾛｳ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝ 黄金の都市 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著 ｷﾂﾄﾞ ﾛﾌﾞ 933 ｷ 講談社 2007 165p 19cm
パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　８ﾊﾟｲﾚｰﾂ ｵﾌﾞ ｶﾘﾋﾞｱﾝ ｼﾞﾔﾂｸ ｽﾊﾟﾛｳ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝ タイムキーパー パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険ロブ・キッド 著 ｷﾂﾄﾞ ﾛﾌﾞ 933 ｷ 講談社 2007 154p 19cm
二十一世紀に生きる君たちへ ﾆｼﾞﾕｳｲﾂｾｲｷ ﾆ ｲｷﾙ ｷﾐﾀﾁ ｴ 洪庵のたいまつ 司馬　遼太郎 著 ｼﾊﾞ ﾘﾖｳﾀﾛｳ 914 ｼ 世界文化社 2001 47p 23cm
１４歳の君へ ｼﾞﾕｳﾖﾝｻｲ ﾉ ｷﾐ ｴ どう考えどう生きるか 池田　晶子 著 ｲｹﾀﾞ ｱｷｺ 104 ｲ 毎日新聞社 2006 191p 20cm
機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ　上ｷﾄﾞｳ ｾﾝｼ ｶﾞﾝﾀﾞﾑ ｾﾝｺｳ ﾉ ﾊｻｳｴｲ 角川文庫　青　１－３１ 角川文庫　青　１－３１ 富野　由悠季 著 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 2000 302p 15cm
機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ　中ｷﾄﾞｳ ｾﾝｼ ｶﾞﾝﾀﾞﾑ ｾﾝｺｳ ﾉ ﾊｻｳｴｲ 角川スニーカー文庫　１－３２ 角川スニーカー文庫　１－３２ 富野　由悠季 著 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1999 216p 15cm
機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ　下ｷﾄﾞｳ ｾﾝｼ ｶﾞﾝﾀﾞﾑ ｾﾝｺｳ ﾉ ﾊｻｳｴｲ 角川スニーカー文庫　１－３３ 角川スニーカー文庫　１－３３ 富野　由悠季 著 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 2000 221p 15cm
評伝シャア・アズナブル　上 ﾋﾖｳﾃﾞﾝ ｼﾔｱ ｱｽﾞﾅﾌﾞﾙ 〈赤い彗星〉の軌跡 評伝シャア・アズナブル 評伝シャア・アズナブル 皆川　ゆか 著 ﾐﾅｶﾜ ﾕｶ 778 ﾐ 講談社 2006 189p 18cm
評伝シャア・アズナブル　下 ﾋﾖｳﾃﾞﾝ ｼﾔｱ ｱｽﾞﾅﾌﾞﾙ 〈赤い彗星〉の軌跡 評伝シャア・アズナブル 評伝シャア・アズナブル 皆川　ゆか 著 ﾐﾅｶﾜ ﾕｶ 778 ﾐﾅ 講談社 2006 205p 18cm
プロジェクトＸ挑戦者たち日米逆転！コンビニを作った素人たち　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ﾆﾁﾍﾞｲ ｷﾞﾔｸﾃﾝ ｺﾝﾋﾞﾆ ｵ ﾂｸﾂﾀ ｼﾛｳﾄﾀセブン・イレブンの流通革命 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2002 181p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち執念が生んだ新幹線　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ｼﾕｳﾈﾝ ｶﾞ ｳﾝﾀﾞ ｼﾝｶﾝｾﾝ老友９０歳・戦闘機が姿を変えた ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2002 185p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち日本初のマイカーてんとう虫町をゆく　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ﾆﾂﾎﾟﾝﾊﾂ ﾉ ﾏｲｶｰ ﾃﾝﾄｳﾑｼ ﾏﾁ ｵ ﾕｸスバル３６０家族たちの自動車革命 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2002 201p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たちツッパリ生徒と泣き虫先生　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ﾂﾂﾊﾟﾘ ｾｲﾄ ﾄ ﾅｷﾑｼ ｾﾝｾｲ伏見工業ラグビー部日本一への挑戦 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2002 203p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち８２億食の奇跡　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ﾊﾁｼﾞﾕｳﾆｵｸｼﾖｸ ﾉ ｷｾｷ魔法のラーメン日清カップヌードル ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2002 201p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち夢のロータリーエンジン誕生　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ﾕﾒ ﾉ ﾛｰﾀﾘｰ ｴﾝｼﾞﾝ ﾀﾝｼﾞﾖｳロータリー４７士開発からルマン制覇への挑戦 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2002 200p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち翼はよみがえった　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ﾂﾊﾞｻ ﾜ ﾖﾐｶﾞｴﾂﾀＹＳ－１１日本初の国産旅客機 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2002 201p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち炎上男たちは飛び込んだ　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ｴﾝｼﾞﾖｳ ｵﾄｺﾀﾁ ﾜ ﾄﾋﾞｺﾝﾀﾞホテル・ニュージャパン伝説の消防士たち ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2002 201p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち液晶執念の対決　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ｴｷｼﾖｳ ｼﾕｳﾈﾝ ﾉ ﾀｲｹﾂ瀬戸際のリーダー大勝負 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2002 199p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち腕と度胸のトラック便　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ｳﾃﾞ ﾄ ﾄﾞｷﾖｳ ﾉ ﾄﾗﾂｸﾋﾞﾝクロネコヤマトの物流革命 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2002 201p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち東京タワー恋人たちの戦い　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ﾄｳｷﾖｳ ﾀﾜｰ ｺｲﾋﾞﾄﾀﾁ ﾉ ﾀﾀｶｲ世界一のテレビ塔建設・３３３メートルの難工事 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2003 200p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち制覇せよ世界最高峰レース　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ｾｲﾊｾﾖ ｾｶｲ ｻｲｺｳﾎｳ ﾚｰｽホンダマン島・オートバイにかけた若者たち ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2003 203p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち決断命の一滴　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ｹﾂﾀﾞﾝ ｲﾉﾁ ﾉ ｲﾂﾃｷ〈白血病〉日本初の骨髄バンク ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2003 203p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち厳冬黒四ダムに挑む　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ｹﾞﾝﾄｳ ｸﾛﾖﾝ ﾀﾞﾑ ﾆ ｲﾄﾞﾑ断崖絶壁の輸送作戦 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2003 203p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち男たち不屈のドラマ瀬戸大橋　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ｵﾄｺﾀﾁ ﾌｸﾂ ﾉ ﾄﾞﾗﾏ ｾﾄ ｵｵﾊｼ世紀の難工事に挑む ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2003 201p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち運命のＺ計画　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ｳﾝﾒｲ ﾉ ｾﾞﾂﾄｹｲｶｸ〈フェアレディＺ〉世界一売れたスポーツカー伝説 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2003 201p 20cm
スラムダンク勝利学 ｽﾗﾑﾀﾞﾝｸ ｼﾖｳﾘｶﾞｸ 辻　秀一 著 ﾂｼﾞ ｼﾕｳｲﾁ 780 ﾂｼﾞ 集英社インターナショナル2000 181p 20cm
テニスの王子様勝利学 ﾃﾆｽ ﾉ ｵｳｼﾞｻﾏ ｼﾖｳﾘｶﾞｸ 松岡　修造 著 ﾏﾂｵｶ ｼﾕｳｿﾞｳ 783 ﾏ 集英社インターナショナル2003 198p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち８ミリの悪魔ＶＳ特命班　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ﾊﾁﾐﾘ ﾉ ｱｸﾏ ﾌﾞｲｴｽ ﾄｸﾒｲﾊﾝ最強の害虫・野菜が危ない ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2003 203p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち海底３０００メートルの大捜索　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ｶｲﾃｲ ｻﾝｾﾞﾝﾒｰﾄﾙ ﾉ ﾀﾞｲｿｳｻｸＨ２ロケットエンジンを探し出せ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2004 205p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち男たちの復活戦デジタルカメラに賭ける　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ｵﾄｺﾀﾁ ﾉ ﾌﾂｶﾂｾﾝ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ｶﾒﾗ ﾆ ｶｹ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2004 199p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち富士山レーダー巨大台風から日本を守れ　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ﾌｼﾞｻﾝ ﾚｰﾀﾞｰ ｷﾖﾀﾞｲ ﾀｲﾌｳ ｶﾗ ﾆﾂﾎﾟﾝ富士山頂・男たちは命をかけた ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2004 202p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たちパンダが日本にやって来た　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ﾊﾟﾝﾀﾞ ｶﾞ ﾆﾂﾎﾟﾝ ﾆ ﾔﾂﾃｷﾀカンカン重病・知られざる１１日間 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2004 201p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち救命救急ＥＲ誕生　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ｷﾕｳﾒｲ ｷﾕｳｷﾕｳ ｲｰｱｰﾙ ﾀﾝｼﾞﾖｳ日本初衝撃の最前線 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2004 203p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たち爆発の嵐スエズ運河を掘れ　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ﾊﾞｸﾊﾂ ﾉ ｱﾗｼ ｽｴｽﾞ ｳﾝｶﾞ ｵ ﾎﾚ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2004 203p 20cm
プロジェクトＸ挑戦者たちわが友へ病床からのキックオフ　コミック版ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ ｴﾂｸｽ ﾁﾖｳｾﾝｼﾔﾀﾁ ﾜｶﾞﾄﾓ ｴ ﾋﾞﾖｳｼﾖｳ ｶﾗﾉ ｷﾂｸｵﾌ〈Ｊリーグ〉誕生・知られざるドラマ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著ｴﾇｴｲﾁｹｲﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄｴﾂｸｽｾｲｻｸﾊﾝ726 ｴ 宙出版 2004 197p 20cm
魚 ｳｵ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　４ 小学館の図鑑・ＮＥＯ　４ 井田　齊 著 ｲﾀﾞ ﾋﾄｼ 487 ｲ 小学館 2003 199p 29cm
しゃばけ ｼﾔﾊﾞｹ 畠中　恵 著 ﾊﾀｹﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 913 ﾊ 新潮社 2001 250p 20cm
きみの友だち ｷﾐ ﾉ ﾄﾓﾀﾞﾁ 重松　清 著 ｼｹﾞﾏﾂ ｷﾖｼ 913 ｼ 新潮社 2005 316p 20cm
ナイフ ﾅｲﾌ 新潮文庫　し　４３－３ 新潮文庫　し　４３－３ 重松　清 著 ｼｹﾞﾏﾂ ｷﾖｼ 913 ｼ 新潮社 2000 403p 16cm
ダレン・シャン　Ⅹ ﾀﾞﾚﾝ ｼﾔﾝ 精霊の湖 ダレン・シャン ダレン・シャン Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 ｼﾔﾝ ﾀﾞﾚﾝ 933 ｼ 小学館 2004 326p 22cm
夏と花火と私の死体 ﾅﾂ ﾄﾊﾅﾋﾞ ﾄ ﾜﾀｸｼ ﾉ ｼﾀｲ 集英社文庫　お　４６－１ 集英社文庫　お　４６－１ 乙一 著 ｵﾂｲﾁ 913 ｵ 集英社 2000 223p 16cm
きみにしか聞こえない ｷﾐ ﾆｼｶ ｷｺｴﾅｲ ＣＡＬＬＩＮＧ　ＹＯＵ 角川スニーカー文庫　１３４－２ 角川スニーカー文庫　１３４－２ 乙一 著 ｵﾂｲﾁ 913 ｵ 角川書店 2001 201p 15cm
リアル鬼ごっこ ﾘｱﾙｵﾆｺﾞﾂｺ 幻冬舎文庫　や　１３－１ 幻冬舎文庫　や　１３－１ 山田　悠介 著 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 幻冬舎 2004 310p 16cm
おっぱいバレー ｵｯﾊﾟｲ ﾊﾞﾚ- Linda books! 水野宗徳　著 ﾐｽﾞﾉ ﾑﾈﾉﾘ 913 ﾐ 泰文堂 2006 269p 19cm
風が強く吹いている ｶｾﾞ ｶﾞ ﾂﾖｸ ﾌｲﾃｲﾙ 三浦しをん　著 ﾐｳﾗ ｼｵﾝ(1976-) 913 ﾐ 新潮社 2006 507p 20cm
ビ－ト・キッズ ﾋﾞ-ﾄ ｷｯｽﾞ 風野潮　作 ｶｾﾞﾉ ｳｼｵ 913 ｶ 講談社 1998 273p 19cm
１４歳 ｼﾞｭｳﾖﾝｻｲ 千原ジュニア　著 ﾁﾊﾗ ｼﾞｭﾆｱ 913 ﾁ 講談社 2007 189p 20cm
１３歳のハローワーク 13ｻｲ ﾉ ﾊﾛ-ﾜ-ｸ 村上龍　著 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳ(1952-) 600 ﾑ 幻冬舎 2003 455p 27cm
１４歳からの仕事道 ｼﾞｭｳﾖﾝ ｻｲ ｶﾗ ﾉ ｼｺﾞﾄ ﾐﾁ よりみちパン！セ 玄田有史　著 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 600 ｹ 理論社 2005 184p 20cm
アナザーヴィーナス ｱﾅｻﾞｰ ｳﾞｨｰﾅｽ 吉富多美　著 ﾖｼﾄﾐ ﾀﾐ 913 ﾖ 金の星社 2007 301p 20cm
職業外伝 ｼｮｸｷﾞｮｳ ｶﾞｲﾃﾞﾝ 秋山真志　著 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ(1958-) 600 ｱ ポプラ社 2005 311p 20cm
続職業外伝 ｿﾞｸｼｮｸｷﾞｮｳｶﾞｲﾃﾞﾝ 秋山真志　著 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ 600 ｱ ポプラ社 2006 262p 20cm
プリンセス ﾌﾟﾘﾝｾｽ 陽未　著 ﾋﾐ 913 ﾋ スターツ出版 2007 284p 19cm
１００万回生きたねこ ﾋｬｸﾏﾝｶｲ ｲｷﾀ ﾈｺ 佐野洋子の絵本 佐野洋子　作・絵 ｻﾉ ﾖｳｺ 913 ｻ 講談社 1977 31p 25cm
よこしまくん ﾖｺｼﾏｸﾝ Luna park books 大森裕子　著 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｺ(1974-) 726 ｵ 偕成社 2002 63p 19cm
よこしまくんとピンクちゃん ﾖｺｼﾏｸﾝ ﾄ ﾋﾟﾝｸﾁｬﾝ Luna park books 大森裕子　著 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｺ(1974-) 726 ｵ 偕成社 2003 63p 19cm



よこしまくん劇場 ﾖｺｼﾏｸﾝ ｹﾞｷｼﾞｮｳ Luna park books 大森裕子　著 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｺ(1974-) 726 ｵ 偕成社 2005 63p 19cm
テニスの王子様 ﾃﾆｽ ﾉ ｵｳｼﾞｻﾏ Jump j books 許斐剛 影山由美　著 ｺﾉﾐ ﾀｹｼ(1970-) 913 ｺ 集英社 2002 212p 19cm
テニスの王子様ｓｐｅｃｉａｌ ﾃﾆｽ ﾉ ｵｳｼﾞｻﾏ special ａ　ｄａｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｕｒｖｉｖａｌ　ｍｏｕｎｔａｉｎ Jump j books 許斐剛 岸間信明　著 ｺﾉﾐ ﾀｹｼ(1970-) 913 ｺ 集英社 2003 212p 19cm
テニスの王子様 ﾃﾆｽ ﾉ ｵｳｼﾞｻﾏ Ｂｅｇｉｎ　ｔｈｅ　ｂａｔｔｌｅ！！ Jump j books 許斐剛 影山由美　著 ｺﾉﾐ ﾀｹｼ(1970-) 913 ｺ 集英社 2002 244p 19cm
テニスの王子様 ﾃﾆｽ ﾉ ｵｳｼﾞｻﾏ Ｔｈｅ　ｇｉｆｔ　ｈａｓ　ａｗａｋｅｄ！ Jump j books 許斐剛 岸間信明　著 ｺﾉﾐ ﾀｹｼ(1970-) 913 ｺ 集英社 2004 222p 19cm
テニスの王子様 ﾃﾆｽ ﾉｵｳｼﾞｻﾏ ｔｈｅ　ｇｉｆｔ　ｈａｓ　ｅｘｐｌｏｄｅｄ！ Jump j books 許斐剛 岸間信明　著 ｺﾉﾐ ﾀｹｼ(1970-) 913 ｺ 集英社 2004 216p 19cm
テニスの王子様 ﾃﾆｽ ﾉ ｵｳｼﾞｻﾏ 二人のサムライ　ｔｈｅ　ｆｉｒｓｔ　ｇａｍｅ　劇場版 Jump j books 許斐剛 前川淳 志茂文彦　著ｺﾉﾐ ﾀｹｼ(1970-) 913 ｺ 集英社 2005 212p 19cm
ＩＱ探偵ムー ｱｲｷｭ- ﾀﾝﾃｲ ﾑ- そして、彼女はやってきた。 カラフル文庫 深沢美潮　作 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｼｵ 913 ﾌ ジャイブ 2004 190p 18cm
ＩＱ探偵ムー ｱｲｷｭ- ﾀﾝﾃｲ ﾑ- 帰ってくる人形 カラフル文庫 深沢美潮　作 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｼｵ 913 ﾌ ジャイブ 2005 186p 18cm
ＩＱ探偵ムー IQ ﾀﾝﾃｲ ﾑ- 真夏の夜の夢羽 カラフル文庫 深沢美潮　作 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｼｵ 913 ﾌ ジャイブ 2006 174p 18cm
吸血鬼あらわる！ ｷｭｳｹﾂｷ ｱﾗﾜﾙ 帝都＜少年少女＞探偵団ノート カラフル文庫 楠木誠一郎　作 ｸｽﾉｷ ｾｲｲﾁﾛｳ(1960-) 913 ｸ ジャイブ 2005 195p 18cm
記憶をなくした少女 ｷｵｸ ｵ ﾅｸｼﾀ ｼｮｳｼﾞｮ 帝都＜少年少女＞探偵団ノート カラフル文庫 楠木誠一郎　作 ｸｽﾉｷ ｾｲｲﾁﾛｳ(1960-) 913 ｸ ジャイブ 2005 207p 18cm
動機なき殺人者たち ﾄﾞｳｷﾅｷ ｻﾂｼﾞﾝｼｬ ﾀﾁ 帝都＜少年少女＞探偵団ノート カラフル文庫 楠木誠一郎　作 ｸｽﾉｷ ｾｲｲﾁﾛｳ(1960-) 913 ｸ ジャイブ 2007 201p 18cm
ワンピース ﾜﾝ ﾋﾟ-ｽ 倒せ！海賊ギャンザック Jump j books 尾田栄一郎 濱崎達弥　著 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ(1975-) 913 ｵ 集英社 1999 218p 19cm
ワンピ－ス ﾜﾝ ﾋﾟ-ｽ ロ－グタウン編 Jump j books 尾田栄一郎 浜崎達也　著 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ(1975-) 913 ｵ 集英社 2000 236p 19cm
ワンピース ﾜﾝ ﾋﾟ-ｽ ねじまき島の冒険 Jump j books 尾田栄一郎 浜崎達也　著 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ(1975-) 913 ｵ 集英社 2001 228p 19cm
ワンピース ﾜﾝ ﾋﾟ-ｽ 千年竜伝説 Jump j books 尾田栄一郎 浜崎達也　著 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ(1975-) 913 ｵ 集英社 2001 232p 19cm
ワンピース ﾜﾝ ﾋﾟ-ｽ 珍獣島のチョッパ－王国 Jump j books 尾田栄一郎 浜崎達也　著 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ(1975-) 913 ｵ 集英社 2002 220p 19cm
ワンピース ﾜﾝ ﾋﾟ-ｽ ｔｈｅ　ｍｏｖｉｅ　デッドエンドの冒険 Jump j books 尾田栄一郎 浜崎達也　著 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ(1975-) 913 ｵ 集英社 2003 220p 19cm
ワンピース ﾜﾝ ﾋﾟ-ｽ 呪われた聖剣 Jump j books 尾田栄一郎 浜崎達也　著 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ(1975-) 913 ｵ 集英社 2004 224p 19cm
ワンピース ﾜﾝ ﾋﾟ-ｽ ｔｈｅ　ｍｏｖｉｅ　オマツリ男爵と（秘）密の島 Jump j books 尾田栄一郎 浜崎達也　著 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ(1975-) 913 ｵ 集英社 2005 224p 19cm
ワンピース ﾜﾝ ﾋﾟ-ｽ ｔｈｅ　ｍｏｖｉｅ　カラクリ城のメカ巨兵 Jump j books 尾田栄一郎 浜崎達也　著 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ(1975-) 913 ｵ 集英社 2006 218p 18cm
おまえうまそうだな ｵﾏｴ ｳﾏｿｳﾀﾞﾅ 絵本の時間 宮西達也　作絵 ﾐﾔﾆｼ ﾀﾂﾔ(1956-) 913 ﾐ ポプラ社 2003 40p 27cm
きみはほんとうにステキだね ｷﾐ ﾜ ﾎﾝﾄｳﾆ ｽﾃｷﾀﾞﾈ 絵本の時間 宮西達也　作絵 ﾐﾔﾆｼ ﾀﾂﾔ(1956-) 913 ﾐ ポプラ社 2004 40p 27cm
あなたをずっとずっとあいしてる ｱﾅﾀ ｵ ｽﾞｯﾄ ｽﾞｯﾄ ｱｲｼﾃﾙ 絵本の時間 宮西達也　作絵 ﾐﾔﾆｼ ﾀﾂﾔ(1956-) 913 ﾐ ポプラ社 2006 40p 27cm
ぼくにもそのあいをください ﾎﾞｸﾆﾓ ｿﾉ ｱｲ ｵ ｸﾀﾞｻｲ 絵本の時間 宮西達也　作絵 ﾐﾔﾆｼ ﾀﾂﾔ(1956-) 913 ﾐ ポプラ社 2006 40p 27cm
ちびくろ・さんぼ ﾁﾋﾞｸﾛ ｻﾝﾎﾞ ヘレン・バンナーマン　文 ﾊﾞﾝﾅｰﾏﾝ ﾍﾚﾝ 933 ﾊ 瑞雲舎 2005 30p 21cm
太陽と月 ﾀｲﾖｳ ﾄ ﾂｷ Ｃｈａｃｏ　著 Chaco 913 ﾁ スターツ出版 2006 235p 20cm
君がくれたもの ｷﾐ ｶﾞ ｸﾚﾀ ﾓﾉ Ｃｈａｃｏ　著 Chaco 913 ﾁ スターツ出版 2006 237p 20cm
大切な約束 ﾀｲｾﾂﾅ ﾔｸｿｸ ｈｏｗ　ｔｅａｒｓ　ｆａｌｌ Ｈｉｋａｒｉ　著 Hikari 913 ﾋ スターツ出版 2005 93p 20cm
ねぇ、まこと。 ﾈｪ ﾏｺﾄ Ｃｈａｃｏ　著 Chaco 913 ﾁ スターツ出版 2006 94p 20cm
佐賀のがばいばあちゃん ｻｶﾞ ﾉ ｶﾞﾊﾞｲ ﾊﾞｱﾁｬﾝ 愛蔵版 島田洋七　著 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾁ(1950-) 913 ｼ 徳間書店 2005 134p 20cm
おれはティラノサウルスだ ｵﾚ ﾜ ﾃｨﾗﾉｻｳﾙｽ ﾀﾞ 絵本の時間 宮西達也　作絵 ﾐﾔﾆｼ ﾀﾂﾔ(1956-) 913 ﾐ ポプラ社 2004 40p 27cm
怪盗ファントム＆ダークネスＥＸ－ＧＰ１ ｶｲﾄｳ ﾌｧﾝﾄﾑ & ﾀﾞ-ｸﾈｽ ｴｸｽﾌﾟﾛ-ﾗ- ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 1 カラフル文庫 藤野恵美　作 ﾌｼﾞﾉ ﾒｸﾞﾐ(1978-) 913 ﾌ ジャイブ 2004 196p 18cm
鳥取ナシ物語 ﾄｯﾄﾘﾅｼﾓﾉｶﾞﾀﾘ 黒斑病克服から輸出促進まで まんが農業ビジネス列伝 食と農の未来を拓く挑戦者たち 農林水産省中国四国農政局 ﾉｳﾘﾝｽｲｻﾝｼｮｳﾁｭｳｺﾞｸｼｺｸﾉｳｾｲｷｮｸ615 ﾉ 家の光協会 2007 55P 21㎝
農のはぐくむもの ﾉｳﾉﾊｸﾞｸﾑﾓﾉ 木次の牛乳作りを通じて まんが農業ビジネス列伝 食と農の未来を拓く挑戦者たち 農林水産省中国四国農政局 ﾉｳﾘﾝｽｲｻﾝｼｮｳﾁｭｳｺﾞｸｼｺｸﾉｳｾｲｷｮｸ615 ﾉ 家の光協会 2007 55P 21㎝
ピオーネ王国への道 ﾋﾟｵｰﾈｵｳｺｸﾍﾉﾐﾁ 岡山県 まんが農業ビジネス列伝 食と農の未来を拓く挑戦者たち 農林水産省中国四国農政局 ﾉｳﾘﾝｽｲｻﾝｼｮｳﾁｭｳｺﾞｸｼｺｸﾉｳｾｲｷｮｸ615 ﾉ 家の光協会 2007 55P 21㎝
できたぞ！フルーツの森 ﾃﾞｷﾀｿﾞﾌﾙｰﾂﾉﾓﾘ 平田観光農園物語 まんが農業ビジネス列伝 食と農の未来を拓く挑戦者たち 農林水産省中国四国農政局 ﾉｳﾘﾝｽｲｻﾝｼｮｳﾁｭｳｺﾞｸｼｺｸﾉｳｾｲｷｮｸ615 ﾉ 家の光協会 2007 55P 21㎝
食の安全・安心の実現に挑む ｼｮｸﾉｱﾝｾﾞﾝｱﾝｼﾝﾉｼﾞﾂｹﾞﾝﾆｲﾄﾞﾑ 秋川牧園物語 まんが農業ビジネス列伝 食と農の未来を拓く挑戦者たち 農林水産省中国四国農政局 ﾉｳﾘﾝｽｲｻﾝｼｮｳﾁｭｳｺﾞｸｼｺｸﾉｳｾｲｷｮｸ615 ﾉ 家の光協会 2007 55P 21㎝
葉っぱがお金に化ける？！ ﾊｯﾊﾟｶﾞｵｶﾈﾆﾊﾞｹﾙ 徳島県 まんが農業ビジネス列伝 食と脳の未来を開く挑戦者たち 農林水産省中国四国農政局 ﾉｳﾘﾝｽｲｻﾝｼｮｳﾁｭｳｺﾞｸｼｺｸﾉｳｾｲｷｮｸ615 ﾉ 家の光協会 2007 55P 21㎝
ドリーム ﾄﾞﾘｰﾑ さぬきの夢２０００開発物語 まんが農業ビジネス列伝 食と農の未来を拓く挑戦者たち 農林水産省中国四国農政局 ﾉｳﾘﾝｽｲｻﾝｼｮｳﾁｭｳｺﾞｸｼｺｸﾉｳｾｲｷｮｸ615 ﾉ 家の光協会 2007 55P 21㎝
からり ｶﾗﾘ 切り開かれる新しい農業の未来 まんが農業ビジネス列伝 食と農の未来を拓く挑戦者たち 農林水産省中国四国農政局 ﾉｳﾘﾝｽｲｻﾝｼｮｳﾁｭｳｺﾞｸｼｺｸﾉｳｾｲｷｮｸ615 ﾉ 家の光協会 2007 55P 21㎝
天然ユズが村を救った ﾃﾝﾈﾝﾕｽﾞｶﾞﾑﾗｦｽｸｯﾀ 馬路村農協の軌跡 まんが農業ビジネス列伝 食と農の未来を拓く挑戦者たち 農林水産省中国四国農政局 ﾉｳﾘﾝｽｲｻﾝｼｮｳﾁｭｳｺﾞｸｼｺｸﾉｳｾｲｷｮｸ615 ﾉ 家の光協会 2007 55P 21㎝
花より男子（だんご）１ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1994 206p 15cm
花より男子（だんご）２ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1994 206p 15cm
花より男子（だんご）３ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1994 199p 15cm
花より男子（だんご）４ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1995 208p 15cm
花より男子（だんご）５ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1995 201p 15cm
花より男子（だんご）６ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1995 199p 15cm
花より男子（だんご）７ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1996 221p 15cm
花より男子（だんご）８ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1996 220p 15cm
花より男子（だんご）９ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1996 216p 15cm
花より男子（だんご）１０ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1997 201p 15cm
花より男子（だんご）１１ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1997 207p 15cm
花より男子（だんご）１２ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1997 206p 15cm
花より男子（だんご）１３ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ ロマンチック・ストーリー コバルト文庫 竹内　志麻子　著　神尾 葉子 原作ｶﾐｵ ﾖｳｺ 913 ﾀ 集英社 2005 214p 15cm
花より男子（だんご）１４ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1997 222p 15cm
花より男子（だんご）１５ ﾊﾅﾖﾘﾀﾞﾝｺﾞ コバルト文庫 竹内 志麻子 著 ﾀｹｳﾁ ｼﾏｺ 913 ﾀ 集英社 1998 213p 15cm
山田太郎ものがたり ﾔﾏﾀﾞﾀﾛｳﾓﾉｶﾞﾀﾘ たのしいびんぼう 角川ティーンズルビー文庫 塚本　裕美子　著　森永 あい 原作・マンガﾓﾘﾅｶﾞ ｱｲ 913 ﾂ 角川書店 1999 188p 16cm
山田太郎ものがたり ﾔﾏﾀﾞﾀﾛｳﾓﾉｶﾞﾀﾘ でりしゃすアルバイト 角川ティーンズルビー文庫 塚本　裕美子　著　森永 あい 原作・マンガﾓﾘﾅｶﾞ ｱｲ 913 ﾂ 角川書店 1999 189p 16cm
山田太郎ものがたり ﾔﾏﾀﾞﾀﾛｳﾓﾉｶﾞﾀﾘ たたかう青少年 角川ティーンズルビー文庫 塚本　裕美子著　森永 あい 原作・マンガﾓﾘﾅｶﾞ ｱｲ 913 ﾂ 角川書店 2000 189p 16cm
山田太郎ものがたり ﾔﾏﾀﾞﾀﾛｳﾓﾉｶﾞﾀﾘ すぺしゃる 角川ティーンズルビー文庫 塚本　裕美子　著　森永 あい 原作・マンガﾓﾘﾅｶﾞ ｱｲ 913 ﾂ 角川書店 2000 181p 16cm
銀河鉄道の夜 ｷﾞﾝｶﾞﾃﾂﾄﾞｳﾉﾖﾙ 明治ブックス 宮沢賢治 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 913 ﾐ 明治図書出版 1985
庵治町史 ｱｼﾞﾁｮｳｼ 高松市 ﾀｶﾏﾂｼ 318 ﾀ 高松市 2007 658P 29㎝
庵治町史 ｱｼﾞﾁｮｳｼ 高松市 ﾀｶﾏﾂｼ 318 ﾀ 高松市 2007 658P 29㎝
ボクサー、街を守る ﾎﾞｸｻｰﾏﾁｵﾏﾓﾙ 吉川 英治 著 ﾖｼｶﾜ ｴｲｼﾞ 368 ﾖ 日経ＢＰ社 2005 287p 19cm
１秒の世界 ｲﾁﾋﾞｮｳﾉｾｶｲ ＧＬＯＢＡＬ　ＣＨＡＮＧＥ　ｉｎ　ＯＮＥ　ＳＥＣＯＮＤ 山本 良一 責任編集 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ 304 ﾔ ダイヤモンド社 2003 141p 19cm
気候変動＋２℃ ｷｺｳﾍﾝﾄﾞｳﾌﾟﾗｽﾆﾄﾞｼｰ 山本 良一 責任編集 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ 519 ﾔ ダイヤモンド社 2006 144p 19cm
フリーター・ニートになる前に読む本 ﾌﾘｰﾀｰﾆｰﾄﾆﾅﾙﾏｴﾆﾖﾑﾎﾝ 仕事がみつからない人、仕事が続かない人 鳥居 徹也 著 ﾄﾘｲ ﾃﾂﾔ 600 ﾄ 三笠書房 2005 111p 19cm
三味線 ｼｬﾐｾﾝ 田中ヤスヱ ﾀﾅｶ ﾔｽｴ 914 ﾀ ずいひつ遍路旅の会1987
フランス料理は進化する ﾌﾗﾝｽﾘｮｳﾘﾜｼﾝｶｽﾙ 文春新書 宇田川 悟 著 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 383 ｳ 文芸春秋 2002 203p 18cm
科学するまなざし ｶｶﾞｸｽﾙﾏﾅｻﾞｼ 村上 陽一郎 監修 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｲﾁﾛｳ 404 ﾑ 中央公論事業出版 2005 199p 21cm
はじめての海の科学 独立行政法人　海洋研究開発機構 558 ｶ 海洋研究開発機構 2007
東レ ﾄｳﾚ ほしのちあき ﾎｼﾉ ﾁｱｷ 500 ﾎ 国際出版研究所 2007
機動戦士ガンダム ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑ 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1987 291p 15cm
機動戦士ガンダム ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑ 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1987 288p 15cm
機動戦士Ｚガンダム ｷﾄﾞｳｾﾝｼｾﾞｰﾀｶﾞﾝﾀﾞﾑ 第１部カミーユ・ビダン 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1999 300p 15cm
機動戦士Ｚガンダム ｷﾄﾞｳｾﾝｼｾﾞｰﾀｶﾞﾝﾀﾞﾑ 第２部アムロ・レイ 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1987 280p 15cm



機動戦士Ｚガンダム ｷﾄﾞｳｾﾝｼｾﾞｰﾀｶﾞﾝﾀﾞﾑ 第３部強化人間 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1987 347p 15cm
機動戦士Ｚガンダム ｷﾄﾞｳｾﾝｼｾﾞｰﾀｶﾞﾝﾀﾞﾑ 第４部ザビ家再臨 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1987 316p 15cm
機動戦士Ｚガンダム ｷﾄﾞｳｾﾝｼｾﾞｰﾀｶﾞﾝﾀﾞﾑ 第５部戻るべき処 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1987 379p 15cm
機動戦士ガンダムＺＺ ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑﾀﾞﾌﾞﾙｾﾞｰﾀ 第１部ジュドー・アーシタ 角川文庫 富野 由悠季 原案 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ｴ 角川書店 1988 294p 15cm
機動戦士ガンダムＺＺ ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑﾀﾞﾌﾞﾙｾﾞｰﾀ 第２部ニュータイプ 角川文庫 富野 由悠季 原案 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ｴ 角川書店 1988 380p 15cm
機動戦士ガンダム００８０ ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑﾀﾞﾌﾞﾙｵｰｴｲﾃｨ ポケットの中の戦争 角川文庫 結城 恭介 〔著〕 ﾕｳｷ ｷｮｳｽｹ 913 ﾕ 角川書店 1989 220p 15cm
機動戦士ガンダムＦ９１ ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｴﾌｷｭｳｼﾞｭｳｲﾁ クロスボーン・バンガード上 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1991 289p 15cm
機動戦士ガンダムＦ９１ ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｴﾌｷｭｳｼﾞｭｳｲﾁ クロスボーン・バンガード下 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1991 379p 15cm
ガイア・ギア１ ｶﾞｲｱｷﾞｱ 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1988 284p 15cm
ガイア・ギア２ ｶﾞｲｱｷﾞｱ 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1989 298p 15cm
ガイア・ギア３ ｶﾞｲｱｷﾞｱ 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1990 266p 15cm
ガイア・ギア４ ｶﾞｲｱｷﾞｱ 角川文庫 富野 由悠季 〔著〕 ﾄﾐﾉ ﾖｼﾕｷ 913 ﾄ 角川書店 1992 294p 15cm
機動戦士ガンダム第０８ＭＳ小隊 ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑﾀﾞｲｾﾞﾛﾊﾁｴﾑｴｽｼｮｳﾀｲ 角川文庫 矢立 肇 原案 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ｵ 角川書店 1999 270p 15cm
機動戦士ガンダム第０８ＭＳ小隊　中 ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑﾀﾞｲｾﾞﾛﾊﾁｴﾑｴｽｼｮｳﾀｲ 角川文庫 大河内 一楼 著 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ｵ 角川書店 1999 265p 15cm
機動戦士ガンダム第０８ＭＳ小隊　下 ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑﾀﾞｲｾﾞﾛﾊﾁｴﾑｴｽｼｮｳﾀｲ 角川文庫 大河内 一楼 著 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ｵ 角川書店 1999 282p 15cm
機動戦士ガンダム外伝　上 ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｶﾞｲﾃﾞﾝ コロニーの落ちた地で… 角川文庫 林譲治 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ﾊ 角川書店 1999 221p 15cm
機動戦士ガンダム外伝　下 ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｶﾞｲﾃﾞﾝ コロニーの落ちた地で… 角川文庫 林　譲治　著　矢立 肇 原作 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ﾊ 角川書店 2000 218p 15cm
ジオニックフロント ｼﾞｵﾆｯｸﾌﾛﾝﾄ 機動戦士ガンダム００７９　１ 角川文庫 林譲治 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ﾊ 角川書店 2001 219p 15cm
ジオニックフロント　機動戦士ガンダム0079　２ｼﾞｵﾆｯｸﾌﾛﾝﾄ 機動戦士ガンダム００７９　２ 角川文庫 林　譲治　著　矢立 肇 原作 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ﾊ 角川書店 2001 212p 15cm
新機動戦記ガンダムＷ（ウイング）１ ｼﾝｷﾄﾞｳｾﾝｷｶﾞﾝﾀﾞﾑｳｲﾝｸﾞ 始動 角川文庫 神代創 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ｶ 角川書店 1996 241p 15cm
新機動戦記ガンダムＷ（ウイング）２ ｼﾝｷﾄﾞｳｾﾝｷｶﾞﾝﾀﾞﾑｳｲﾝｸﾞ 矜持 角川文庫 神代創 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ｶ 角川書店 1996 241p 15cm
機動戦士ガンダム戦記 ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｾﾝｷ Ｌｏｓｔ　ｗａｒ　ｃｈｒｏｎｉｃｌｅｓ　１ 角川文庫 林譲治 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ﾊ 角川書店 2002 212p 15cm
機動戦士ガンダム戦記 ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｾﾝｷ Ｌｏｓｔ　ｗａｒ　ｃｈｒｏｎｉｃｌｅｓ　２ 角川文庫 林譲治 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ﾊ 角川書店 2002 223p 15cm
宇宙（そら）、閃光の果てに… ｿﾗｾﾝｺｳﾉﾊﾃﾆ 機動戦士ガンダム外伝 角川文庫 宮本一毅 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ﾐ 角川書店 2003 274p 15cm
機動戦士ガンダムエコール・デュ・シエル１ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｴｺｰﾙﾃﾞｭｼｴﾙ 天空の少女 角川文庫 中原健一 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ﾅ 角川書店 2003 238p 15cm
機動戦士ガンダムＳＥＥＤ１ ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｼｰﾄﾞ すれ違う翼 角川文庫 後藤リウ ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ｺ 角川書店 2003 315p 15cm
機動戦士ガンダムＳＥＥＤ２ ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｼｰﾄﾞ 砂漠の虎 角川文庫 後藤リウ ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ｺ 角川書店 2003 283p 15cm
機動戦士ガンダムＳＥＥＤ３ ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｼｰﾄﾞ 平和の国 角川文庫 後藤リウ ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ｺ 角川書店 2003 302p 15cm
機動戦士ガンダムＳＥＥＤ４ ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｼｰﾄﾞ 舞い降りる剣 角川文庫 後藤リウ ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ｺ 角川書店 2003 415p 15cm
機動戦士ガンダムＳＥＥＤ５ ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｼｰﾄﾞ 終わらない明日へ 角川文庫 矢立 肇 原作 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ｺ 角川書店 2004 431p 15cm
機動戦士ガンダムＳＥＥＤ　ＡＳＴＲＡＹ１ ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｼｰﾄﾞｱｽﾄﾚｲ 角川文庫 千葉智宏 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ﾁ 角川書店 2003 243p 15cm
機動戦士ガンダムＳＥＥＤ　ＡＳＴＲＡＹ１ ｷﾄﾞｳｾﾝｼｶﾞﾝﾀﾞﾑｼｰﾄﾞｱｽﾄﾚｲ 角川文庫 千葉　智宏　著　矢立 肇 原作ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ﾁ 角川書店 2004 223p 15cm
モンスターハンター ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰ 狩りの掟 ファミ通文庫 ゆうき りん 著 ﾕｳｷ ﾘﾝ 913 ﾕ エンターブレイン 2004 223p 15cm
モンスターハンター ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰ 英雄の条件 ファミ通文庫 ゆうき りん 著 ﾕｳｷ ﾘﾝ 913 ﾕ エンターブレイン 2004 213p 15cm
モンスターハンター ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰ 長の資格 ファミ通文庫 ゆうき りん 著 ﾕｳｷ ﾘﾝ 913 ﾕ エンターブレイン 2005 222p 15cm
モンスターハンター ﾓﾝｽﾀｰﾊﾝﾀｰ 狩りの追憶 ファミ通文庫 ゆうき りん 著 ﾕｳｷ ﾘﾝ 913 ﾕ エンターブレイン 2006 215p 15cm
１５歳の君に見てほしい２２世紀の未来 ｼﾞｭｳｺﾞｻｲﾉｷﾐﾆﾐﾃﾎｼｲﾆｼﾞｭｳﾆｾｲｷﾉﾐﾗｲ １００年後からの手紙 中原恒雄 ﾅｶﾊﾗ ﾂﾈｵ 375 ﾅ 徳間書店 2007
ハリ－・ポッタ－と死の秘宝 ﾊﾘ- ﾎﾟｯﾀ- ﾄ ｼﾉ ﾋﾎｳ 上 HARRY POTTER SERIES Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 Rowling J.K. 933 ﾛ 静山社 2008 565p 22cm
ハリ－・ポッタ－と死の秘宝　下 ﾊﾘ- ﾎﾟｯﾀ- ﾄ ｼﾉ ﾋﾎｳ HARRY POTTER SERIES Ｊ．Ｋ．ロ－リング　作 Rowling J.K. 933 ﾛ 静山社 2008 565p 22cm
枕草子 ﾏｸﾗﾉｿｳｼ 大型版　これなら読めるやさしい古典 これなら読めるやさしい古典 長尾剛　文 ﾅｶﾞｵ ﾀｹｼ(1962-) 918 ﾅ 汐文社 2006 125p 27cm
徒然草 ﾂﾚｽﾞﾚｸﾞｻ 大型版　これなら読めるやさしい古典 これなら読めるやさしい古典 長尾剛　文 ﾅｶﾞｵ ﾀｹｼ(1962-) 918 ﾅ 汐文社 2006 127p 27cm
方丈記 ﾎｳｼﾞｮｳｷ 大型版　これなら読めるやさしい古典 これなら読めるやさしい古典 長尾剛　文 ﾅｶﾞｵ ﾀｹｼ(1962-) 918 ﾅ 汐文社 2006 131p 27cm
竹取物語 ﾀｹﾄﾘ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 大型版　これなら読めるやさしい古典 これなら読めるやさしい古典 長尾剛　文 ﾅｶﾞｵ ﾀｹｼ(1962-) 918 ﾅ 汐文社 2007 137p 27cm
今昔物語 ｺﾝｼﾞｬｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 大型版これなら読めるやさしい古典 これなら読めるやさしい古典 長尾剛　文 ﾅｶﾞｵ ﾀｹｼ(1962-) 918 ﾅ 汐文社 2007 127p 27cm
五色百人一首であそぼう！一巻 ｺﾞｼｷ ﾋｬｸﾆﾝ ｲｯｼｭ ﾃﾞ ｱｿﾎﾞｳ 基本ルール・青札をマスター！ 小宮孝之　著 ｺﾐﾔ ﾀｶﾕｷ(1963-) 911 ｺ 汐文社 2005 79p 22cm
五色百人一首であそぼう！二巻 ｺﾞｼｷ ﾋｬｸﾆﾝ ｲｯｼｭ ﾃﾞ ｱｿﾎﾞｳ ピンク札・黄札をマスター！ 小宮孝之　著 ｺﾐﾔ ﾀｶﾕｷ(1963-) 911 ｺ 汐文社 2005 79p 22cm
五色百人一首であそぼう！三巻 ｺﾞｼｷ ﾋｬｸﾆﾝ ｲｯｼｭ ﾃﾞ ｱｿﾎﾞｳ 緑札・オレンジ札をマスター！ 小宮孝之　著 ｺﾐﾔ ﾀｶﾕｷ(1963-) 911 ｺ 汐文社 2005 79p 22cm
裁判員制度ってなあに？ ｻｲﾊﾞﾝｲﾝ ｾｲﾄﾞ ｯﾃ ﾅｱﾆ イラストで学べる裁判員制度　第一巻 イラストで学べる裁判員制度 裁判員制度研究会　著 ｻｲﾊﾞﾝｲﾝｾｲﾄﾞ ｹﾝｷｭｳｶｲ 328 ｻ 汐文社 2007 47p 27cm
あなたが裁判員になったら ｱﾅﾀ ｶﾞ ｻｲﾊﾞﾝｲﾝ ﾆ ﾅｯﾀﾗ イラストで学べる裁判員制度　第二巻 イラストで学べる裁判員制度 裁判員制度研究会　著 ｻｲﾊﾞﾝｲﾝ ｾｲﾄﾞ ｹﾝｷｭｳｶｲ 328 ｻ 汐文社 2008 45p 27cm
もっと知ろう裁判と裁判所 ﾓｯﾄ ｼﾛｳ ｻｲﾊﾞﾝ ﾄ ｻｲﾊﾞﾝｼｮ イラストで学べる裁判員制度　第三巻 イラストで学べる裁判員制度 裁判員制度研究会　著 ｻｲﾊﾞﾝｲﾝ ｾｲﾄﾞ ｹﾝｷｭｳｶｲ 328 ｻ 汐文社 2008 45p 27cm
古事記 ｺｼﾞｷ 超訳日本の古典１ 超訳日本の古典 松本義弘　文 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 918 ﾏ 学習研究社 2008 195p 21cm
竹取物語・伊勢物語 ﾀｹﾄﾘ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 超訳日本の古典２ 超訳日本の古典 大沼津代志　文 ｵｵﾇﾏ ﾂﾖｼ 918 ｵ 学習研究社 2008 195p 21cm
枕草子・更級日記 ﾏｸﾗﾉｿｳｼ 超訳日本の古典３ 超訳日本の古典 大沼津代志　文 ｵｵﾇﾏ ﾂﾖｼ 918 ｵ 学習研究社 2008 195p 21cm
源氏物語 ｹﾞﾝｼﾞ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 超訳日本の古典４ 超訳日本の古典 菅家祐　文 ｶﾝｹ ﾕｳ 918 ｶ 学習研究社 2008 195p 21cm
今昔物語・宇治拾遺物語 ｺﾝｼﾞｬｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 超訳日本の古典５ 超訳日本の古典 大沼津代志　文 ｵｵﾇﾏ ﾂﾖｼ 918 ｵ 学習研究社 2008 195p 21cm
徒然草 ﾂﾚｽﾞﾚｸﾞｻ 超訳日本の古典 弦川琢司　文 ﾂﾙｶﾜ ﾀｸｼﾞ 918 ﾂ 学習研究社 2008 195p 21cm
平家物語 ﾍｲｹ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 超訳日本の古典７ 超訳日本の古典 弦川琢司　文 ﾂﾙｶﾜ ﾀｸｼﾞ 918 ﾂ 学習研究社 2008 195p 21cm
御伽草子・仮名草子 ｵﾄｷﾞｿﾞｳｼ 超訳日本の古典８ 超訳日本の古典 弦川琢司　文 ﾂﾙｶﾜ ﾀｸｼﾞ 918 ｱ 学習研究社 2008 195p 21cm
太平記 ﾀｲﾍｲｷ 超訳日本の古典９ 超訳日本の古典 松本義弘　文 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 918 ﾏ 学習研究社 2008 195p 21cm
井原西鶴名作集・雨月物語 ｲﾊﾗ ｻｲｶｸ ﾒｲｻｸｼｭｳ 超訳日本の古典１０ 超訳日本の古典 菅家祐　文 ｶﾝｹ ﾕｳ 918 ｶ 学習研究社 2008 195p 21cm
近松門左衛門名作集・東海四谷怪談 ﾁｶﾏﾂ ﾓﾝｻﾞｴﾓﾝ ﾒｲｻｸｼｭｳ 超訳日本の古典１１ 超訳日本の古典 菅家祐　文 ｶﾝｹ ﾕｳ 918 ｶ 学習研究社 2008 195p 21cm
おくのほそ道・百人一首など ｵｸ ﾉ ﾎｿﾐﾁ 超訳日本の古典１２ 超訳日本の古典 松本義弘　文 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 918 ﾏ 学習研究社 2008 195p 21cm
日本の外来生物 ﾆﾎﾝ ﾉ ｶﾞｲﾗｲ ｾｲﾌﾞﾂ 自然環鏡研究センター　編著 ｼｾﾞﾝｶﾝｷｮｳｹﾝｷｭｳｾﾝﾀｰ 482 ｼ 平凡社 2008 479p 21cm
図書館って、どんなところなの？ ﾄｼｮｶﾝ ｯﾃ ﾄﾞﾝﾅ ﾄｺﾛ ﾅﾉ 図書館へいこう！１ 図書館へいこう！ 赤木かん子　文 ｱｶｷﾞ ｶﾝｺ 10 ｱ ポプラ社 2007 32p 31cm
本って、どうやって探したらいいの？ ﾎﾝ ｯﾃ ﾄﾞｳﾔｯﾃｻｶﾞｼﾀﾗ ｲｲﾉ 図書館へいこう！２ 図書館へいこう！ 赤木かん子　文 ｱｶｷﾞ ｶﾝｺ 10 ｱ ポプラ社 2007 32p 31cm
テーマって…どうやってきめるの？ ﾃｰﾏ ｯﾃ ﾄﾞｳﾔｯﾃｷﾒﾙﾉ 図書館へいこう！３ 図書館へいこう！ 赤木かん子　文 ｱｶｷﾞ ｶﾝｺ 10 ｱ ポプラ社 2007 32p 31cm
映画で考える学校・家族 ｴｲｶﾞ ﾃﾞ ｶﾝｶﾞｴﾙ ｶﾞｯｺｳ ｶｿﾞｸ シリ－ズ映画で考える１ シリ－ズ映画で考える 奥田継夫　著 ｵｸﾀﾞ ﾂｸﾞｵ 778 ｵ ポプラ社 2001 231p 22cm
映画で考える青春・恋・性 ｴｲｶﾞ ﾃﾞ ｶﾝｶﾞｴﾙ ｾｲｼｭﾝ ｺｲ ｾｲ シリ－ズ映画で考える２ シリ－ズ映画で考える 奥田継夫　著 ｵｸﾀﾞ ﾂｸﾞｵ 778 ｵ ポプラ社 2001 227p 22cm
映画で考える戦争 ｴｲｶﾞ ﾃﾞ ｶﾝｶﾞｴﾙ ｾﾝｿｳ シリ－ズ映画で考える３ シリ－ズ映画で考える 奥田継夫　著 ｵｸﾀﾞ ﾂｸﾞｵ 778 ｵ ポプラ社 2001 211p 22cm
なぜ自分を傷つけるの？ ﾅｾﾞ ｼﾞﾌﾞﾝ ｵ ｷｽﾞﾂｹﾙﾉ …リストカット症候群 10代のセルフケア１ 10代のセルフケア アリシア・クラーク　著 Clarke Alicia. 146 ｸ 大月書店 2005 109p 19cm
デートレイプってなに？ ﾃﾞ-ﾄ ﾚｲﾌﾟ ｯﾃ ﾅﾆ ‥・知りあいからの性的暴力 10代のセルフケア２ 10代のセルフケア アンドレア・パロット　著 Parrot Andrea. 146 ﾊ 大月書店 2005 205p 19cm
共依存かもしれない ｷｮｳｲｿﾞﾝ ｶﾓｼﾚﾅｲ ‥・他人やモノで自分を満たそうとする人たち 10代のセルフケア３ 10代のセルフケア ケイ・マリー・ポーターフィールド　著Porterfield Kay Marie. 146 ﾎ 大月書店 2007 173p 19cm
もしかして妊娠 ﾓｼｶｼﾃ ﾆﾝｼﾝ …そこからの選択肢 10代のセルフケア４ 10代のセルフケア キャロリン・シンプソン　著 Simpson Carolyn. 146 ｼ 大月書店 2006 205p 19cm
わたしの家族はどこかへん？ ﾜﾀｼ ﾉ ｶｿﾞｸ ﾜ ﾄﾞｺｶ ﾍﾝ …機能不全家族で育つ・暮らす 10代のセルフケア５ 10代のセルフケア レイモンド・Ｍ．ジャミオロスキー　著Jamiolkowski Raymond M. 146 ｼ 大月書店 2007 154p 19cm
タバコ ﾀﾊﾞｺ 10代のフィジカルヘルス１ 10代のフィジカルヘルス 加治正行 笠井英彦　著 ｶｼﾞ ﾏｻﾕｷ 490 ｶ 大月書店 2005 62p 23cm
おしゃれ＆プチ整形 ｵｼｬﾚ & ﾌﾟﾁ ｾｲｹｲ 10代のフィジカルヘルス２ 10代のフィジカルヘルス 岡村理栄子 金子由美子　著 ｵｶﾑﾗ ﾘｴｺ 490 ｵ 大月書店 2005 62p 23cm
ダイエット ﾀﾞｲｴｯﾄ 10代のフィジカルヘルス３ 10代のフィジカルヘルス 石垣ちぐさ 本間江理子　著 ｲｼｶﾞｷ ﾁｸﾞｻ 490 ｲ 大月書店 2005 62p 23cm
アルコール ｱﾙｺ-ﾙ 10代のフィジカルヘルス４ 10代のフィジカルヘルス 水澤都加佐　著 ﾐｽﾞｻﾜ ﾂｶｻ(1943-) 490 ﾐ 大月書店 2005 61p 23cm



薬物 ﾔｸﾌﾞﾂ 10代のフィジカルヘルス５ 10代のフィジカルヘルス 水澤都加佐　著 ﾐｽﾞｻﾜ ﾂｶｻ(1943-) 490 ﾐ 大月書店 2006 61p 23cm
太るのがこわい ﾌﾄﾙ ﾉ ｶﾞ ｺﾜｲ 肥満は敵だ！ からだはステキ１ からだはステキ 小野のん子　著 ｵﾉ ﾉﾝｺ 490 ｵ リブリオ出版 2002 138p 22cm
異性のからだがこわい　自分のからだがこわいｲｾｲ ﾉ ｶﾗﾀﾞ ｶﾞ ｺﾜｲ ｼﾞﾌﾞﾝ ﾉ ｶﾗﾀﾞ ｶﾞ ｺﾜｲ 性（セックス）を知ろう からだはステキ２ からだはステキ 小野のん子　著 ｵﾉ ﾉﾝｺ 490 ｵ リブリオ出版 2002 144p 22cm
セックスがこわい ｾｯｸｽ ｶﾞ ｺﾜｲ からだは変わる？ からだはステキ３ からだはステキ 小野のん子　著 ｵﾉ ﾉﾝｺ 490 ｵ リブリオ出版 2002 122p 22cm
大人になるのがこわい ｵﾄﾅ ﾆ ﾅﾙ ﾉ ｶﾞ ｺﾜｲ 老いてくからだ，死ぬからだ からだはステキ４ からだはステキ 小野のん子　著 ｵﾉ ﾉﾝｺ 490 ｵ リブリオ出版 2002 131p 22cm
考えよう！消化と呼吸 ｶﾝｶﾞｴﾖｳ ｼｮｳｶ ﾄ ｺｷｭｳ 大切にしよう！体と心１ 大切にしよう！体と心 竹内修二　監修 ﾀｹｳﾁ､ｼｭｳｼﾞ 491 ﾀ 教育画劇 2007 40p 27cm
考えよう！血液と免疫 ｶﾝｶﾞｴﾖｳ ｹﾂｴｷ ﾄ ﾒﾝｴｷ 大切にしよう！体と心２ 大切にしよう！体と心 竹内修二　監修 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳｼﾞ(1947-) 491 ﾀ 教育画劇 2007 40p 27cm
考えよう！骨と筋肉 ｶﾝｶﾞｴﾖｳ ﾎﾈ ﾄ ｷﾝﾆｸ 大切にしよう！体と心３ 大切にしよう！体と心 竹内修二　監修 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳｼﾞ(1947-) 491 ﾀ 教育画劇 2007 40p 27cm
考えよう！性・成長とホルモン ｶﾝｶﾞｴﾖｳ ｾｲ ｾｲﾁｮｳ ﾄ ﾎﾙﾓﾝ 大切にしよう！体と心 竹内修二　監修 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳｼﾞ(1947-) 491.35 ﾀ 教育画劇 2007 40p 27cm
考えよう！神経・感覚と心 ｶﾝｶﾞｴﾖｳ ｼﾝｹｲ ｶﾝｶｸ ﾄ ｺｺﾛ 大切にしよう！体と心５ 大切にしよう！体と心 竹内修二　監修 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳｼﾞ(1947-) 491 ﾀ 教育画劇 2007 40p 27cm
暴力や虐待から身をまもる ﾎﾞｳﾘｮｸ ﾔ ｷﾞｬｸﾀｲ ｶﾗ ﾐ ｵ ﾏﾓﾙ シリーズ・身をまもる１ シリーズ・身をまもる 安藤由紀　著 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 367 ｱ ポプラ社 2002 47p 23cm
薬物・万引きなどの悪いさそいから身をまもるﾔｸﾌﾞﾂ ﾏﾝﾋﾞｷ ﾅﾄﾞ ﾉ ﾜﾙｲ ｻｿｲ ｶﾗ ﾐ ｵ ﾏﾓﾙ シリーズ・身をまもる 横矢真里　著 ﾖｺﾔ ﾏﾘ 367 ﾖ ポプラ社 2002 47p 23cm
いじめや仲間はずれから身をまもる ｲｼﾞﾒ ﾔ ﾅｶﾏﾊｽﾞﾚ ｶﾗ ﾐ ｵ ﾏﾓﾙ シリーズ・身をまもる３ シリーズ・身をまもる ほろいわなな　著 ﾎﾛｲﾜ ﾅﾅ 367 ﾎ ポプラ社 2002 47p 23cm
ストレスや心の不安から身をまもる ｽﾄﾚｽ ﾔ ｺｺﾛ ﾉ ﾌｱﾝ ｶﾗ ﾐ ｵ ﾏﾓﾙ シリーズ・身をまもる４ シリーズ・身をまもる 富田富士也　著 ﾄﾐﾀ ﾌｼﾞﾔ 367 ﾄ ポプラ社 2002 47p 23cm
インターネットや携帯の危険から身をまもるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ﾔ ｹｲﾀｲ ﾉ ｷｹﾝｶﾗ ﾐ ｵ ﾏﾓﾙ シリーズ・身をまもる５ シリーズ・身をまもる 藤田悟　著 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄﾙ 367 ﾌ ポプラ社 2002 47p 23cm
ギネス世界記録２００８ ｷﾞﾈｽ ｾｶｲ ｷﾛｸ 2008 クレイグ・グレンディ　編 Glenday Craig. 33 ｸ ポプラ社 2007 255p 25cm
ニュース年鑑２００８ ﾆｭｰｽ ﾈﾝｶﾝ 2008 こどもくらぶ　編集 ｺﾄﾞﾓｸﾗﾌﾞ 33 ｺ ポプラ社 2008 247p 25cm
スポーツ年鑑２００８ ｽﾎﾟｰﾂ ﾈﾝｶﾝ 2008 小学館クリエイティブ　編集 ｼｮｳｶﾞｸｶﾝｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 780 ｼ ポプラ社 2008 256p 25cm
お母さんお父さんなぜいるの？ ｵｶｱｻﾝ ｵﾄｳｻﾝ ﾅｾﾞ ｲﾙﾉ いのちを受けつぐこと 性とからだの本１ 性とからだの本 本田睨　文 ﾎﾝﾀﾞ ﾆﾗﾑ 495 ﾎ 偕成社 1993 32p 29cm
お母さんお父さんが結婚するまで ｵｶｱｻﾝ ｵﾄｳｻﾝ ｶﾞ ｹｯｺﾝｽﾙﾏﾃﾞ 求める性と求められる性 性とからだの本２ 性とからだの本 本田睨　文 ﾎﾝﾀﾞ ﾆﾗﾑ 495 ﾎ 偕成社 1993 32p 29cm
お母さんのおなかの中の１０か月 ｵｶｱｻﾝ ﾉ ｵﾅｶ ﾉ ﾅｶ ﾉ ｼﾞｯｶｹﾞﾂ 受精から誕生まで 性とからだの本３ 性とからだの本 本田睨　文 ﾎﾝﾀﾞ ﾆﾗﾑ 495 ﾎ 偕成社 1993 32p 29cm
母と子の強いきずな ﾊﾊﾄ ｺ ﾉ ﾂﾖｲ ｷｽﾞﾅ お母さんとお父さんの役わり 性とからだの本４ 性とからだの本 本田睨　文 ﾎﾝﾀﾞ ﾆﾗﾑ 495 ﾎ 偕成社 1993 32p 29cm
女の子のからだ男の子のからだ ｵﾝﾅﾉｺ ﾉ ｶﾗﾀﾞ ｵﾄｺﾉｺ ﾉ ｶﾗﾀﾞ からだの変化とこころの成長 性とからだの本５ 性とからだの本 本田睨　文 ﾎﾝﾀﾞ ﾆﾗﾑ 495 ﾎ 偕成社 1993 32p 29cm
からだのなやみ性のなやみ ｶﾗﾀﾞ ﾉ ﾅﾔﾐ ｾｲ ﾉ ﾅﾔﾐ Ｑ＆Ａ女のからだ男のからだ事典 性とからだの本６ 性とからだの本 本田睨　文 ﾎﾝﾀﾞ ﾆﾗﾑ 495 ﾎ 偕成社 1993 40p 29cm
世界の国旗図鑑 ｾｶｲ ﾉ ｺｯｷ ｽﾞｶﾝ 歴史とともに進化する国旗 苅安望　著 ｶﾘﾔｽ ﾉｿﾞﾐ(1949-) 288 ｶ 偕成社 2007 239p 22cm
シゲマツ先生の学問のすすめ１ ﾆﾝｹﾞﾝ ｵ ﾓｯﾄ ｼﾘﾀｲ ｼﾞﾝﾌﾞﾝ ｶｶﾞｸ 人間をもっと知りたい「人文科学」 シゲマツ先生の学問のすすめ 重松清　総監修 ｼｹﾞﾏﾂ ｷﾖｼ(1963-) 370 ｼ 岩崎書店 2006 63p 27cm
シゲマツ先生の学問のすすめ２ ﾖﾉﾅｶ ｵ ｼﾘﾀｲ ｼｬｶｲ ｶｶﾞｸ 世の中を知りたい「社会科学」 シゲマツ先生の学問のすすめ 重松清　総監修 ｼｹﾞﾏﾂ ｷﾖｼ(1963-) 370 ｼ 岩崎書店 2006 63p 27cm
シゲマツ先生の学問のすすめ３ ｼｾﾞﾝ ﾄ ﾌﾚｱｲﾀｲ ｼｾﾞﾝ ｶｶﾞｸ 自然とふれあいたい「自然科学」 シゲマツ先生の学問のすすめ 重松清　総監修 ｼｹﾞﾏﾂ ｷﾖｼ(1963-) 370 ｼ 岩崎書店 2006 63p 27cm
シゲマツ先生の学問のすすめ４ ﾐﾗｲ ｵ ﾂｸﾘﾀｲ ﾘｶﾞｸ ｺｳｶﾞｸ 未来をつくりたい「理学・工学」 シゲマツ先生の学問のすすめ 重松清　総監修 ｼｹﾞﾏﾂ ｷﾖｼ(1963-) 370 ｼ 岩崎書店 2006 63p 27cm
シゲマツ先生の学問のすすめ５ ｸﾗｼ ｵ ﾕﾀｶﾆｼﾀｲ ｾｲｶﾂ ｶｶﾞｸ くらしをゆたかにしたい「生活科学」 シゲマツ先生の学問のすすめ 重松清　総監修 ｼｹﾞﾏﾂ ｷﾖｼ(1963-) 370 ｼ 岩崎書店 2006 63p 27cm
キミとつながる歌 ｷﾐ ﾄ ﾂﾅｶﾞﾙ ｳﾀ 歌を読む詩集Ⅱ ＳＭＡＰとＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥで学ぶ詩の世界 歌を読む詩集2 根本浩　著 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ(1973-) 911 ﾈ 金の星社 2006 189p 19cm
島唄 ｼﾏｳﾀ 歌を読む詩集Ⅱ ＳＭＡＰとＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥで学ぶ詩の世界 歌を読む詩集2 根本浩　著 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ(1973-) 911 ﾈ 金の星社 2006 190p 19cm
こころの歌 ｺｺﾛ ﾉ ｳﾀ 歌を読む詩集Ⅱ ＳＭＡＰとＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥで学ぶ詩の世界 歌を読む詩集2 大迫秀樹　著 ｵｵｻｺ ﾋﾃﾞｷ 911 ｵ 金の星社 2006 189p 19cm
ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ～英語曲 ﾗﾌﾞ ｱﾝﾄ ﾞﾋﾟｰｽ 歌を読む詩集Ⅱ ＳＭＡＰとＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥで学ぶ詩の世界 歌を読む詩集2 根本浩　［ほか］著 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ(1973-) 911 ﾈ 金の星社 2006 188p 19cm
ＤＲＥＡＭ＆ＨＯＰＥ～英語曲 ﾄﾞﾘｰﾑ ｱﾝﾄﾞ ﾎｰﾌﾟ 歌を読む詩集Ⅱ ＳＭＡＰとＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥで学ぶ詩の世界 歌を読む詩集2 根本浩　［ほか］著 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ(1973-) 911 ﾈ 金の星社 2006 190p 19cm
勇気をくれる歌 ﾕｳｷ ｵ ｸﾚﾙ ｳﾀ 歌を読む詩集Ⅲ ミスチルとレミオロメンで学ぶ詩の世界 歌を読む詩集3 根本浩　著 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ(1973-) 911 ﾈ 金の星社 2007 189p 19cm
誰かに伝えたい歌 ﾀﾞﾚｶ ﾆ ﾂﾀｴﾀｲ ｳﾀ 歌を読む詩集Ⅲ ミスチルとレミオロメンで学ぶ詩の世界 歌を読む詩集3 根本浩　著 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ(1973-) 911 ﾈ 金の星社 2007 189p 19cm
迷った時の歌 ﾏﾖｯﾀ ﾄｷ ﾉ ｳﾀ 歌を読む詩集Ⅲ ミスチルとレミオロメンで学ぶ詩の世界 歌を読む詩集3 根本浩　著 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ(1973-) 911 ﾈ 金の星社 2007 189p 19cm
泣きたい時の歌 ﾅｷﾀｲ ﾄｷ ﾉ ｳﾀ 歌を読む詩集Ⅲ ミスチルとレミオロメンで学ぶ詩の世界 歌を読む詩集3 根本浩　著 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ(1973-) 911 ﾈ 金の星社 2007 189p 19cm
人を好きになった時の歌 ﾋﾄ ｵ ｽｷ ﾆ ﾅｯﾀ ﾄｷ ﾉ ｳﾀ 歌を読む詩集Ⅲ ミスチルとレミオロメンで学ぶ詩の世界 歌を読む詩集3 根本浩　著 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ(1973-) 911 ﾈ 金の星社 2007 189p 19cm
どの本よもうかな？日本編 ﾄﾞﾉ ﾎﾝ ﾖﾓｳｶﾅ ﾆﾎﾝﾍﾝ 中学生版 日本子どもの本研究会　編 ﾆﾎﾝ ｺﾄﾞﾓ ﾉ ﾎﾝ ｹﾝｷｭｳｶｲ 28 ﾆ 金の星社 2003 254p 22cm
どの本よもうかな？海外編 ﾄﾞﾉ ﾎﾝ ﾖﾓｳｶﾅ ｶｲｶﾞｲﾍﾝ 中学生版 日本子どもの本研究会　編 ﾆﾎﾝ ｺﾄﾞﾓ ﾉ ﾎﾝ ｹﾝｷｭｳｶｲ 28 ﾆ 金の星社 2003 254p 22cm
となりのウチナーンチュ ﾄﾅﾘ ﾉ ｳﾁﾅｰﾝﾁﾕ 早見　裕司 著 ﾊﾔﾐ ﾕｳｼﾞ 913 ﾊ 理論社 2007 320p 19cm
となりのウチナーンチュ ﾄﾅﾘ ﾉ ｳﾁﾅｰﾝﾁﾕ 早見　裕司 著 ﾊﾔﾐ ﾕｳｼﾞ 913 ﾊ 理論社 2007 320p 19cm
曲芸師ハリドン ｷﾖｸｹﾞｲｼ ﾊﾘﾄﾞﾝ ヤコブ・ヴェゲリウス 著 ﾍﾞｹﾞﾘｳｽ ﾔｺﾌﾞ 949 ﾍ あすなろ書房 2007 183p 20cm
曲芸師ハリドン ｷﾖｸｹﾞｲｼ ﾊﾘﾄﾞﾝ ヤコブ・ヴェゲリウス 著 ﾍﾞｹﾞﾘｳｽ ﾔｺﾌﾞ 949 ﾍ あすなろ書房 2007 183p 20cm
天馬のように走れ ﾃﾝﾏﾉ ﾖｳﾆ ﾊｼﾚ 書聖・川村驥山物語 那須田　稔 著 ﾅｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ 916 ﾅ ひくまの出版 2007 200p 20cm
天馬のように走れ ﾃﾝﾏﾉ ﾖｳﾆ ﾊｼﾚ 書聖・川村驥山物語 那須田　稔 著 ﾅｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ 916 ﾅ ひくまの出版 2007 200p 20cm
となりのウチナーンチュ ﾄﾅﾘ ﾉ ｳﾁﾅｰﾝﾁﾕ 早見　裕司 著 ﾊﾔﾐ ﾕｳｼﾞ 913 ﾊ 理論社 2007 320p 19cm
となりのウチナーンチュ ﾄﾅﾘ ﾉ ｳﾁﾅｰﾝﾁﾕ 早見　裕司 著 ﾊﾔﾐ ﾕｳｼﾞ 913 ﾊ 理論社 2007 320p 19cm
曲芸師ハリドン ｷﾖｸｹﾞｲｼ ﾊﾘﾄﾞﾝ ヤコブ・ヴェゲリウス 著 ﾍﾞｹﾞﾘｳｽ ﾔｺﾌﾞ 949 ﾍ あすなろ書房 2007 183p 20cm
曲芸師ハリドン ｷﾖｸｹﾞｲｼ ﾊﾘﾄﾞﾝ ヤコブ・ヴェゲリウス 著 ﾍﾞｹﾞﾘｳｽ ﾔｺﾌﾞ 949 ﾍ あすなろ書房 2007 183p 20cm
天馬のように走れ ﾃﾝﾏﾉ ﾖｳﾆ ﾊｼﾚ 書聖・川村驥山物語 那須田　稔 著 ﾅｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ 916 ﾅ ひくまの出版 2007 200p 20cm
天馬のように走れ ﾃﾝﾏﾉ ﾖｳﾆ ﾊｼﾚ 書聖・川村驥山物語 那須田　稔 著 ﾅｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ 916 ﾅ ひくまの出版 2007 200p 20cm
ＩＱ探偵ムー ｱｲｷﾕｰ ﾀﾝﾃｲ ﾑｰ ﾋﾐﾂ ｷﾁ ﾀﾞｲｻｸｾﾝ 秘密基地大作戦　上 カラフル文庫　ふ　２－１０ カラフル文庫　ふ２－１０ 深沢　美潮 著 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｼｵ 913 ﾌ ジャイブ 2007 152p 18cm
ＩＱ探偵ムー秘密基地大作戦　下 ｱｲｷﾕｰ ﾀﾝﾃｲ ﾑｰ ﾋﾐﾂ ｷﾁ ﾀﾞｲｻｸｾﾝ カラフル文庫　ふ　２－１１ カラフル文庫ふ　２－１１ 深沢　美潮 著 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｼｵ 913 ﾌ ジャイブ 2007 158p 18cm
Ｆｒａｇｉｌｅ－こわれもの ﾌﾗｼﾞﾔｲﾙ ｺﾜﾚﾓﾉ ピュアフル文庫　ん　１－７ ピュアフル文庫　ん　１－７ 石崎　洋司 著 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ 913 ｲ ジャイブ 2008 248p 15cm
コンビニたそがれ堂 ｺﾝﾋﾞﾆ ﾀｿｶﾞﾚﾄﾞｳ ピュアフル文庫　む　１－１ ピュアフル文庫　む　１－１ 村山　早紀 著 ﾑﾗﾔﾏ ｻｷ 913 ﾑ ジャイブ 2008 180p 15cm
４つの初めての物語 ﾖﾂﾂ ﾉ ﾊｼﾞﾒﾃ ﾉ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ピュアフル文庫　さ　２－１ ピュアフル文庫　さ　２－１ さとう　まきこ 著 ｻﾄｳ ﾏｷｺ 913 ｻ ジャイブ 2008 218p 15cm
明日もまた生きていこう ｱｽ ﾓ ﾏﾀ ｲｷﾃ ｲｺｳ 十八歳でがん宣告を受けた私 横山　友美佳 著 ﾖｺﾔﾏ ﾕﾐｶ 783 ﾖ マガジンハウス 2008 188p 19cm
夢からはじまる ﾕﾒ ｶﾗﾊｼﾞﾏﾙ 車椅子のサッカーコーチ 羽中田　昌 著 ﾊﾁﾕｳﾀﾞ ﾏｻｼ 783 ﾊ 集英社 2007 203p 19cm
いじめられっ子のチャンピオンベルト ｲｼﾞﾒﾗﾚﾂｺﾉ ﾁﾔﾝﾋﾟｵﾝ ﾍﾞﾙﾄ 内藤　大助 著 ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 788 ﾅ 講談社 2008 191p 19cm
流星の絆 ﾘﾕｳｾｲ ﾉ ｷｽﾞﾅ 東野　圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 講談社 2008 482p 20cm
チューバはうたう ﾁﾕｰﾊﾞ ﾜ ｳﾀｳ ｍｉｔ　Ｔｕｂａ 瀬川　深 著 ｾｶﾞﾜ ｼﾝ 913 ｾ 筑摩書房 2008 204p 20cm
図書館戦争 ﾄｼﾖｶﾝ ｾﾝｿｳ 有川　浩 著 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ 913 ｱ メディアワークス 2006 345p 20cm
スイッチを押すとき ｽｲｯﾁｦｵｽﾄｷ 山田　悠介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 文芸社 2005 362 19cm
あそこの席 ｱｿｺ ﾉ ｾｷ 山田　悠介 著 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 文芸社 2003 280p 19cm
えみるの赤いランドセル ｴﾐﾙ ﾉ ｱｶｲ ﾗﾝﾄﾞｾﾙ 亡き娘との恩愛の記 風見　しんご 著 ｶｻﾞﾐ ｼﾝｺﾞ 916 ｶ 青志社 2008 240p 20cm
家族のたからもの ｶｿﾞｸ ﾉ ﾀｶﾗﾓﾉ 夫・カンニング中島が遺した最期の日記 中島　真奈美 著 ﾅｶｼﾏ ﾏﾅﾐ 916 ﾅ 日本テレビ放送網 2007 253p 19cm
着こなせ！アジアンファッション ｷｺﾅｾ ｱｼﾞｱﾝ ﾌｱﾂｼﾖﾝ ＷＥ　ＬＯＶＥ　ＡＳＩＡＮ　ＦＡＳＨＩＯＮ 地球の歩き方Ｂｏｏｋｓ 地球の歩き方Ｂｏｏｋｓ 平林　豊子 著 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾄﾖｺ 593 ﾋ ダイヤモンド・ビッグ社2008 95p 21cm
ＫＩＭＯＮＯ姫　１　ことはじめ編 ｷﾓﾉﾋﾒ アンティーク＆チープに 祥伝社ムック 祥伝社ムック ニナーズ編集部 ﾆﾅｰｽﾞﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 593 ﾆ 祥伝社 2003 79p 30cm
韓国雑貨ノート ｶﾝｺｸｻﾞｯｶﾉｰﾄ 前田　哲次 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 589 ﾏ アノニマ・スタジオ 2006 95 16cm
簡単かわいい！ＨＡＰＰＹ！チョコレート ｶﾝﾀﾝ ｶﾜｲｲ ﾊﾂﾋﾟｰ ﾁﾖｺﾚｰﾄ 板チョコ１枚からできる ｓａｉｔａ　ｍｏｏｋ ｓａｉｔａ　ｍｏｏｋ 飯田　順子 著 ｲｲﾀﾞ ｼﾞﾕﾝｺ 596 ｲ セブン＆アイ出版 2008 65p 26cm
はじめてでも失敗しない手づくりチョコ ﾊｼﾞﾒﾃ ﾃﾞﾓ ｼﾂﾊﾟｲ ｼﾅｲ ﾃｽﾞｸﾘ ﾁﾖｺ 生活実用シリーズ 生活実用シリーズ ＮＨＫ出版 編 ｴﾇｴｲﾁｹｲｼﾕﾂﾊﾟﾝ 596 ｴ 日本放送出版協会 2008 79p 26cm
プレゼントしたい手作りチョコ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ ｼﾀｲ ﾃｽﾞｸﾘ ﾁﾖｺ プチブティックシリーズ　４６８ プチブティックシリーズ　４６８ 阿部　浩二 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ 596 ｱ ブティック社 2008 48p 18×19cm
はじめて以前のお菓子づくり　ワイド版 ﾊｼﾞﾒﾃ ｲｾﾞﾝ ﾉ ｵｶｼｽﾞｸﾘ あこがれのお菓子が手づくりできます！ 主婦の友新きほんＢＯＯＫＳ　ＣＯＯＫＩＮＧ主婦の友新きほんＢＯＯＫＳ　ＣＯＯＫＩＮＧ西山　朗子 著 ﾆｼﾔﾏ ｱｷｺ 596 ﾆ 主婦の友社 2007 159p 26cm
たのしいリサイクル工作 ﾀﾉｼｲﾘｻｲｸﾙｺｳｻｸ ゴトー　孟 ｺﾞﾄｰ ﾓｳ 750 ｺ 主婦の友社 2007 95 25cm
楽しく作れる！役に立つ！中学生のリサイクル工作ﾀﾉｼｸ ﾂｸﾚﾙ ﾔｸ ﾆ ﾀﾂ ﾁﾕｳｶﾞｸｾｲ ﾉ ﾘｻｲｸﾙ ｺｳｻｸプラスチック容器、空き缶、割りばし、野菜くず…身近な材料でできる楽しい工作２４テーマ 滝川　洋二 ﾀｷｶﾞﾜ ﾖｳｼﾞ 750 ﾀ 成美堂出版 2007 127p 26cm



モーターボーイズ！ ﾓｰﾀｰﾎﾞｰｲｽﾞ! 箕田　大輔 ﾐﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 537 ﾐ 日本実業出版社 2005 238 21cm
ミニ野菜キッチンガーデニング ﾐﾆﾔｻｲｷｯﾁﾝｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ たなか　やすこ ﾀﾅｶ ﾔｽｺ 626 ﾀ 家の光協会 2005 95 25cm
無農薬キッチンガーデン ﾑﾉｳﾔｸｷｯﾁﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ 和田　直久 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾋｻ 626 ﾜ 学陽書房 2006 91 21cm
沖縄戦記録 ｵｷﾅﾜｾﾝ ｷﾛｸ 死闘の島でなにが起きたのか 別冊歴史読本　９ 別冊歴史読本　９ 菅　春貴 ｽｶﾞ ﾊﾙｷ 210 ｽ 新人物往来社 2008 172p 26cm
ガールズ・ブルー ｶﾞｰﾙｽﾞ ﾌﾞﾙｰ ポプラ文庫　あ　１－１ ポプラ文庫　あ　１－１ あさの　あつこ 著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ ポプラ社 2008 237p 16cm
ガールズ・ブルー　２ ｶﾞｰﾙｽﾞ ﾌﾞﾙｰ ポプラ文庫　あ　１－２ ポプラ文庫　あ　１－２ あさの　あつこ 著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ ポプラ社 2008 253p 16cm
レンタル・チルドレン ﾚﾝﾀﾙ ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ 幻冬舎文庫　や　１３－７ 幻冬舎文庫　や　１３－７ 山田　悠介 著 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 幻冬舎 2008 261p 16cm
放課後の音符 ﾎｳｶｺﾞ ﾉ ｷｲﾉｰﾄ 新潮文庫　や　３４－５ 新潮文庫　や　３４－５ 山田　詠美 著 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾐ 913 ﾔ 新潮社 1995 193p 16cm
食堂かたつむり ｼﾖｸﾄﾞｳ ｶﾀﾂﾑﾘ 小川　糸 著 ｵｶﾞﾜ ｲﾄ 913 ｵ ポプラ社 2008 234p 20cm
阪急電車 ﾊﾝｷﾕｳ ﾃﾞﾝｼﾔ 有川　浩 著 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ 913 ｱ 幻冬舎 2008 221p 20cm
空想科学入門！ ｸｳｿｳ ｶｶﾞｸ ﾆﾕｳﾓﾝ ナレッジエンタ読本　９ ナレッジエンタ読本　９ 福田　沙紀 著 ﾌｸﾀﾞ ｻｷ 404 ﾌ メディアファクトリー 2008 189p 19cm
近未来入門！ ｷﾝﾐﾗｲ ﾆﾕｳﾓﾝ ナレッジエンタ読本　２ ナレッジエンタ読本　２ あさの　あつこ 著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 404 ｱ メディアファクトリー 2007 189p 19cm
ウケる数学！ ｳｹﾙ ｽｳｶﾞｸ ナレッジエンタ読本　１１ ナレッジエンタ読本　１１ 大輪教授 著 ｵｵﾜｷﾖｳｼﾞﾕ 410 ｵ メディアファクトリー 2008 173p 19cm
全力ウサギ ｾﾞﾝﾘﾖｸｳｻｷﾞ メディアファクトリーのキャラクターブック メディアファクトリーのキャラクターブックイケダ　ケイ 著 ｲｹﾀﾞ ｹｲ 726 ｲ メディアファクトリー 2006 116p 20cm
乙女の教科書 ｵﾄﾒ ﾉ ｷﾖｳｶｼﾖ おおた　うに 著 ｵｵﾀ ｳﾆ 593 ｵ メディアファクトリー 2008 111p 21cm
ツクツク図書館 ﾂｸﾂｸ ﾄｼﾖｶﾝ ダ・ヴィンチブックス ダ・ヴィンチブックス 紺野　キリフキ 著 ｺﾝﾉ ｷﾘﾌｷ 913 ｺ メディアファクトリー 2008 222p 19cm
大人になる前に身につけてほしいこと ｵﾄﾅ ﾆ ﾅﾙ ﾏｴ ﾆ ﾐ ﾆ ﾂｹﾃ ﾎｼｲ ｺﾄ ＹＡ心の友だちシリーズ ＹＡ心の友だちシリーズ 坂東　眞理子 著 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｺ 159 ﾊ ＰＨＰ研究所 2008 159p 19cm
スポーツオノマトペ ｽﾎﾟｰﾂ ｵﾉﾏﾄﾍﾟ なぜ一流選手は「声」を出すのか 藤野　良孝 著 ﾌｼﾞﾉ ﾖｼﾀｶ 780 ﾌ 小学館 2008 181.10p 19cm
ディスコ探偵水曜日　下 ﾃﾞｲｽｺ ﾀﾝﾃｲ ｽｲﾖｳﾋﾞ ディスコ探偵水曜日 ディスコ探偵水曜日 舞城　王太郎 著 ﾏｲｼﾞﾖｳ ｵｳﾀﾛｳ 913 ﾏ 新潮社 2008 452p 20cm
かわいいカノン ｶﾜｲｲ ｶﾉﾝ 季東　将司 著 ｷﾄｳ ﾏｻｼ 913 ｷ 徳間書店 2008 375p 20cm
体育座りで、空を見上げて ﾀｲｲｸｽﾞﾜﾘ ﾃﾞ ｿﾗ ｵ ﾐｱｹﾞﾃ 椰月　美智子 著 ﾔｽﾞｷ ﾐﾁｺ 913 ﾔ 幻冬舎 2008 258p 20cm
Ｆｉｅｌｄ、Ｗｉｎｄ ﾌｲｰﾙﾄﾞ ｳｲﾝﾄﾞ 青春スポーツ小説アンソロジー あさの　あつこ 著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ ジャイブ 2008 259p 20cm
夢をかなえるゾウ ﾕﾒ ｵ ｶﾅｴﾙ ｿﾞｳ 水野　敬也 著 ﾐｽﾞﾉ ｹｲﾔ 913 ﾐ 飛鳥新社 2007 357p 19cm
１４歳のＸ計画 ｼﾞﾕｳﾖﾝｻｲ ﾉ ｴﾂｸｽｹｲｶｸ ジム・シェパード 著 ｼｴﾊﾟｰﾄﾞ ｼﾞﾑ 933 ｼ 白水社 2005 245p 20cm
バイバイわたしのおうち ﾊﾞｲﾊﾞｲ ﾜﾀｼ ﾉ ｵｳﾁ チア・ブックス　１０ チア・ブックス　１０ ジャクリーン・ウィルソン 著 ｳｲﾙｿﾝ ｼﾞﾔｸﾘｰﾝ 933 ｳ 偕成社 2000 221p 22cm
復讐プランナー ﾌｸｼﾕｳﾌﾟﾗﾝﾅｰ １４歳の世渡り術 １４歳の世渡り術 あさの　あつこ 著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ 河出書房新社 2008 205p 19cm
ラン ﾗﾝ 森　絵都 著 ﾓﾘ ｴﾄ 913 ﾓ 理論社 2008 463p 19cm
働く人の夢 ﾊﾀﾗｸ ﾋﾄ ﾉ ﾕﾒ ３３人のしごと、夢、きっかけ 日本ドリームプロジェクト 編 ﾆﾂﾎﾟﾝﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ 600 ﾆ いろは出版 2008 1冊 19cm
ストームブレイカー ｽﾄｰﾑ ﾌﾞﾚｲｶｰ 女王陛下の少年スパイ！アレックス アンソニー・ホロヴィッツ 著 ﾎﾛﾋﾞﾂﾂ ｱﾝｿﾆｰ 933 ﾎ 集英社 2002 270p 22cm
ポイントブランク ﾎﾟｲﾝﾄ ﾌﾞﾗﾝｸ 女王陛下の少年スパイ！アレックス アンソニー・ホロヴィッツ 著 ﾎﾛﾋﾞﾂﾂ ｱﾝｿﾆｰ 933 ﾎ 集英社 2002 267p 22cm
スケルトンキー ｽｹﾙﾄﾝ ｷｰ 女王陛下の少年スパイ！アレックス アンソニー・ホロヴィッツ 著 ﾎﾛﾋﾞﾂﾂ ｱﾝｿﾆｰ 933 ﾎ 集英社 2003 300p 22cm
イーグルストライク ｲｰｸﾞﾙ ｽﾄﾗｲｸ 女王陛下の少年スパイ！アレックス アンソニー・ホロヴィッツ 著 ﾎﾛﾋﾞﾂﾂ ｱﾝｿﾆｰ 933 ﾎ 集英社 2003 295p 22cm
スコルピア ｽｺﾙﾋﾟｱ 女王陛下の少年スパイ！アレックス アンソニー・ホロヴィッツ 著 ﾎﾛﾋﾞﾂﾂ ｱﾝｿﾆｰ 933 ﾎ 集英社 2004 303p 22cm
アークエンジェル ｱｰｸ ｴﾝｼﾞｴﾙ 女王陛下の少年スパイ！アレックス アンソニー・ホロヴィッツ 著 ﾎﾛﾋﾞﾂﾂ ｱﾝｿﾆｰ 933 ﾎ 集英社 2007 299p 22cm
原宿ガール ﾊﾗｼﾞﾕｸ ｶﾞｰﾙ ダ・ヴィンチブックス ダ・ヴィンチブックス 橋口　いくよ 著 ﾊｼｸﾞﾁ ｲｸﾖ 913 ﾊ メディアファクトリー 2008 320p 19cm
ディスコ探偵水曜日　上 ﾃﾞｲｽｺ ﾀﾝﾃｲ ｽｲﾖｳﾋﾞ ディスコ探偵水曜日 ディスコ探偵水曜日 舞城　王太郎 著 ﾏｲｼﾞﾖｳ ｵｳﾀﾛｳ 913 ﾏ 新潮社 2008 621p 19cm
平和な世界をつくりたい ﾍｲﾜﾅ ｾｶｲ ｵ ﾂｸﾘﾀｲ １４歳になったら考える地球を救う仕事　１ １４歳になったら考える地球を救う仕事　１くさば　よしみ 編著 ｸｻﾊﾞ ﾖｼﾐ 600 ｸ 汐文社 2008 197p 22cm
貧しさをなくしたい ﾏｽﾞｼｻ ｵ ﾅｸｼﾀｲ １４歳になったら考える地球を救う仕事　２ １４歳になったら考える地球を救う仕事　２くさばよしみ 編著 ｸｻﾊﾞ ﾖｼﾐ 600 ｸ 汐文社 2008 189p 22cm
命を助けたい ｲﾉﾁ ｵ ﾀｽｹﾀｲ １４歳になったら考える地球を救う仕事　３ １４歳になったら考える地球を救う仕事３くさば　よしみ 編著 ｸｻﾊﾞ ﾖｼﾐ 600 ｸ 汐文社 2008 193p 22cm
苦しみから救いたい ｸﾙｼﾐ ｶﾗ ｽｸｲﾀｲ １４歳になったら考える地球を救う仕事　４ １４歳になったら考える地球を救う仕事　４くさばよしみ 編著 ｸｻﾊﾞ ﾖｼﾐ 600 ｸ 汐文社 2008 223p 22cm
都会のトム＆ソーヤ　６ ﾏﾁ ﾉ ﾄﾑ ｱﾝﾄﾞ ｿｰﾔ ぼくの家へおいで ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ 913 ﾊ 講談社 2008 313p 19cm
これでいいのだ１４歳。 ｺﾚﾃﾞ ｲｲ ﾉ ﾀﾞ ｼﾞﾕｳﾖﾝｻｲ 天才バカボン公認副読本　バカボンパパに学ぶ１４歳からの生き方哲学１００ 福田　淳 著 ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ 159 ﾌ 講談社 2008 255p 18cm
戦争への想像力 ｾﾝｿｳ ｴﾉ ｿｳｿﾞｳﾘﾖｸ いのちを語りつぐ若者たち 相澤　恭行 著 ｱｲｻﾞﾜ ﾔｽﾕｷ 319 ｱ 新日本出版社 2008 234.4p 19cm
自分をさがそ。 ｼﾞﾌﾞﾝ ｵ ｻｶﾞｿ 多様なセクシュアリティを生きる 杉山　貴士 著 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 367 ｽ 新日本出版社 2008 173p 19cm
保健室ものがたり ﾎｹﾝｼﾂ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ こんの　ひとみ 著 ｺﾝﾉ ﾋﾄﾐ 374 ｺ ポプラ社 2006 155p 19cm
１４歳のカミングアウト ｼﾞﾕｳﾖﾝｻｲ ﾉ ｶﾐﾝｸﾞｱｳﾄ 性同一性障害を乗り越えて 三峰　有生 著 ﾐﾂﾐﾈ ｳﾙﾌ 914 ﾐ ポプラ社 2008 213p 18cm
だれでもできる小さな風車の作り方 ﾀﾞﾚ ﾃﾞﾓ ﾃﾞｷﾙ ﾁｲｻﾅ ﾌｳｼﾔ ﾉ ﾂｸﾘｶﾀ ２０分で組み立てる学習キットから実用小型機まで 松本　文雄 著 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｵ 534 ﾏ 合同出版 2005 123p 21cm
初めての人にも作れるリモコンロボット製作実例集ﾊｼﾞﾒﾃ ﾉ ﾋﾄ ﾆﾓ ﾂｸﾚﾙ ﾘﾓｺﾝ ﾛﾎﾞﾂﾄ ｾｲｻｸ ｼﾞﾂﾚｲｼﾕｳ実体配線図付き サイエンス・シリーズ サイエンス・シリーズ 増永　清一 著 ﾏｽﾅｶﾞ ｾｲｲﾁ 548 ﾏ パワー社 2003 142p 19cm
余命１ヶ月の花嫁 ﾖﾒｲ ｲﾂｶｹﾞﾂ ﾉ ﾊﾅﾖﾒ ＴＢＳ「イブニング・ファイブ」 編ﾃｲｰﾋﾞｰｴｽｲﾌﾞﾆﾝｸﾞﾌｱｲﾌﾞ 916 ﾃ マガジンハウス 2007 220p 19cm
あした選挙へ行くまえに ｱｼﾀ ｾﾝｷﾖ ｴ ﾕｸ ﾏｴ ﾆ １４歳の世渡り術 １４歳の世渡り術 池上　彰 著 ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾗ 314 ｲ 河出書房新社 2008 190p 19cm
夏から夏へ ﾅﾂ ｶﾗ ﾅﾂ ｴ 佐藤　多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 782 ｻ 集英社 2008 307p 20cm
初恋素描帖 ﾊﾂｺｲ ｿﾋﾞﾖｳﾁﾖｳ ダ・ヴィンチブックス ダ・ヴィンチブックス 豊島　ミホ 著 ﾄｼﾏ ﾐﾎ 913 ﾄ メディアファクトリー 2008 181p 19cm
いじめを超えて輝く子 ｲｼﾞﾒｦｺｴﾃｶｶﾞﾔｸｺ ある教室での本当のお話 大西　多鶴子 ｵｵﾆｼ ﾀﾂﾞｺ 370 ｵ 文芸社 2008 89 20cm
うめ版 ｳﾒﾊﾞﾝ 新明解国語辞典 著 ｼﾝﾒｲｶｲｺｸｺﾞｼﾞﾃﾝ 810 ｼ 三省堂 2007 127p 18cm
１４歳からの社会学 ｼﾞﾕｳﾖﾝｻｲ ｶﾗﾉ ｼﾔｶｲｶﾞｸ これからの社会を生きる君に 宮台　真司 著 ﾐﾔﾀﾞｲ ｼﾝｼﾞ 361 ﾐ 世界文化社 2008 231p 19cm
医学のたまご ｲｶﾞｸ ﾉ ﾀﾏｺﾞ ミステリーＹＡ！ ミステリーＹＡ！ 海堂　尊 著 ｶｲﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 913 ｶ 理論社 2008 277p 20cm
モニタールーム ﾓﾆﾀｰ ﾙｰﾑ 山田　悠介 著 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 角川書店 2008 286p 19cm
魔界の塔 ﾏｶｲ ﾉ ﾄｳ 山田　悠介 著 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 幻冬舎 2008 217p 19cm
沖縄戦新聞 当時の状況をいまの情報、視点で 沖縄戦６０年 210 ｵ 琉球新報社 2005
ジュニア日本の歴史事典 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店 2005
生命の暗号 あなたの遺伝子が目覚めるとき Ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ　Ｇｒｅａｔ 村上和雄 467 ﾑ サンマーク出版 1997
生命の暗号② あなたの「思い」が遺伝子を変える Ｓｏｍｅｔｉｎｇ　Ｇｒｅａｔ 村上和雄 467 ﾑ サンマーク出版 2001
ひとつのいのち、ささえることば 新垣勉 916 ｱ マガジンハウス 2004
永遠に生きるために Ｗａｙｓ　ｔｏ　Ｌｉｖｅ　Ｆｏｒｅｖｅｒ サリー・ニコルズ 933 ﾆ 偕成社
つみきのいえ 加藤久仁夫　絵 913 ｶ 白泉社 2008
今に伝える平和と生命の尊さ 高松市民による戦争体験記　第２集 高松平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編 210 ﾀ 高松市平和を願う市民団体協議会2008
今に伝える平和と生命の尊さ 高松市民による戦争体験記　第２集 高松市平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編 210 ﾀ 高松市平和を願う市民団体協議会2008
今に伝える平和と生命の尊さ 高松市民による戦争体験記　第２集 高松市平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編 210 ﾀ 高松市平和を願う市民団体協議会2008
今に伝える平和と生命の尊さ 高松市民による戦争体験記　第２集 高松市平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編 210 ﾀ 高松市平和を願う市民団体協議会2008
今に生きるへいわと生命の尊さ 高松市民のよる戦争体験記　第２集 高松平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編 210 ﾀ 高松市平和を願う市民団体協議会2008
今に伝える平和と生命の尊さ 高松市民による戦争体験記 高松平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編 210 ﾀ 高松市平和を願う市民団体協議会2008
今に伝える平和と生命の尊さ 高松市民による戦争体験記　第２集 高松市平和ガイドマップ 高松市平和を願う市民団体協議会　編 210 ﾀ 高松市平和を願う市民団体協議会2008
今に伝える平和と生命の尊さ 高松市民による戦争体験記 高松市平和ガイドブック 高松市平和を願う市民団体協議会　編 210 ﾀ 高松市平和を願う市民団体協議会2008
なぜ戦争はよくないか ﾅｾﾞ ｾﾝｿｳ ﾜ ﾖｸﾅｲｶ アリス・ウォーカー　文 Walker Alice(1944-) 319 ｳ 偕成社 2008 31p 23cm
人の役に立ちたい ﾋﾄ ﾉ ﾔｸ ﾆ ﾀﾁﾀｲ 教育・医療・福祉・法律 女の子のための仕事ガイド１ 女の子のための仕事ガイド しごと応援団　編著 ｼｺﾞﾄ ｵｳｴﾝﾀﾞﾝ 600 ｼ 理論社 2006 197p 19cm
人をきれいにしたい ﾋﾄ ｵ ｷﾚｲ ﾆ ｼﾀｲ ファッション・デザイン・美容・フィットネス 女の子のための仕事ガイド２女の子のための仕事ガイド しごと応援団　編著 ｼｺﾞﾄ ｵｳｴﾝﾀﾞﾝ 600 ｼ 理論社 2006 181p 19cm
語学を生かして、世界で働く ｺﾞｶﾞｸ ｵ ｲｶｼﾃ ｾｶｲ ﾃﾞ ﾊﾀﾗｸ 国際関係・旅行・語学・ビジネス 女の子のための仕事ガイド３ 女の子のための仕事ガイド しごと応援団　編著 ｼｺﾞﾄｵｳｴﾝﾀﾞﾝ 600 ｼ 理論社 2006 187p 19cm
おいしいものが好き ｵｲｼｲ ﾓﾉ ｶﾞ ｽｷ つくり手・調理・食の演出・販売 女の子のための仕事ガイド４ 女の子のための仕事ガイド しごと応援団　編著 ｼｺﾞﾄ ｵｳｴﾝﾀﾞﾝ 600 ｼ 理論社 2007 187p 19cm



人を楽しませたい ﾋﾄ ｵ ﾀﾉｼﾏｾﾀｲ 放送・エンタテインメント・広告・レジャー 女の子のための仕事ガイド５女の子のための仕事ガイド しごと応援団　編著 ｼｺﾞﾄ ｵｳｴﾝﾀﾞﾝ 600 ｼ 理論社 2007 187p 19cm
暮らしを支える ｸﾗｼ ｵ ｻｻｴﾙ 行政・金融・建築・不動産 女の子のための仕事ガイド６ 女の子のための仕事ガイド しごと応援団　編著 ｼｺﾞﾄ ｵｳｴﾝﾀﾞﾝ 600 ｼ 理論社 2007 187p 19cm
自然のなかで働きたい ｼｾﾞﾝ ﾉ ﾅｶ ﾃﾞ ﾊﾀﾗｷﾀｲ 動物・植物・気象・環境 女の子のための仕事ガイド７ 女の子のための仕事ガイド しごと応援団　編著 ｼｺﾞﾄ ｵｳｴﾝﾀﾞﾝ 600 ｼ 理論社 2008 189p 19cm
クリエイターになりたい ﾌﾞﾝｼｮｳ ｴ ｵﾝｶﾞｸ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 文章・絵・音楽・コンピュータ 女の子のための仕事ガイド８ 女の子のための仕事ガイド しごと応援団　編著 ｼｺﾞﾄ ｵｳｴﾝﾀﾞﾝ 600 ｼ 理論社 2008 180p 19cm
アニメ・ゲーム７６の仕事 ｱﾆﾒ ｹﾞ-ﾑ 76 ﾉ ｼｺﾞﾄ メディア業界ナビ１ メディア業界ナビ メディア業界ナビ編集室　編・著ﾒﾃﾞｨｱｷﾞｮｳｶｲﾅﾋﾞﾍﾝｼｭｳｼﾂ･600 ｱ 理論社 2006 175p 25cm
テレビ局・ラジオ局６４の仕事 ﾃﾚﾋﾞｷｮｸ ﾗｼﾞｵｷｮｸ 64 ﾉ ｼｺﾞﾄ メディア業界ナビ２ メディア業界ナビ メディア業界ナビ　編・著 ﾒﾃﾞｨｱｷﾞｮｳｶｲﾅﾋﾞﾍﾝｼｭｳｼﾂ600 ﾃ 理論社 2006 175p 25cm
芸能プロダクション６４の仕事 ｹﾞｲﾉｳ ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 64 ﾉ ｼｺﾞﾄ メディア業界ナビ３ メディア業界ナビ メディア業界ナビ編集室　編・著ﾒﾃﾞｨｱｷﾞｮｳｶｲﾅﾋﾞﾍﾝｼｭｳｼﾂ600 ｹ 理論社 2007 175p 25cm
映画・ＣＭ　６５の仕事 ｴｲｶﾞ CM 65 ﾉ ｼｺﾞﾄ メディア業界ナビ４ メディア業界ナビ メディア業界ナビ編集室　編・著ﾒﾃﾞｨｱｷﾞｮｳｶｲﾅﾋﾞﾍﾝｼｭｳｼﾂ600 ｴ 理論社 2007 175p 25cm
音楽・音響５０の仕事 ｵﾝｶﾞｸ ｵﾝｷｮｳ 50 ﾉ ｼｺﾞﾄ メディア業界ナビ５ メディア業界ナビ メディア業界ナビ編集室　編・著ﾒﾃﾞｨｱｷﾞｮｳｶｲﾅﾋﾞﾍﾝｼｭｳｼﾂ600 ｵ 理論社 2007 175p 25cm
番組制作・技術・美術６０の仕事 ﾊﾞﾝｸﾞﾐ ｾｲｻｸ ｷﾞｼﾞｭﾂ ﾋﾞｼﾞｭﾂ 60 ﾉ ｼｺﾞﾄ メディア業界ナビ６ メディア業界ナビ メディア業界ナビ編集室　編・著ﾒﾃﾞｨｱｷﾞｮｳｶｲﾅﾋﾞﾍﾝｼｭｳｼﾂ600 ﾊ 理論社 2007 175p 25cm
ダイヤモンドより平和がほしい ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾖﾘ ﾍｲﾜ ｶﾞ ﾎｼｲ 子ども兵士・ムリアの告白 後藤健二　著 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ(1967-) 319 ｺ 汐文社 2005 105p 22cm
ルワンダの祈り ﾅｲｾﾝ ｵ ｲｷﾉﾋﾞﾀ ｶｿﾞｸ ﾉ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 内戦を生きのびた家族の物語 後藤健二　著 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ(1967-) 319 ｺ 汐文社 2008 119p 22cm
温暖化をくい止めたい・１ ｵﾝﾀﾞﾝｶ ｵ ｸｲﾄﾒﾀｲ 1 １４歳になったら考える 地球を救う仕事５ 地球を救う仕事 くさばよしみ　編著 ｸｻﾊﾞ ﾖｼﾐ(1958-) 600 ｸ 汐文社 2009 209p 22cm
温暖化をくい止めたい・２ ｵﾝﾀﾞﾝｶ ｵ ｸｲﾄﾒﾀｲ 2 １４歳になったら考える 地球を救う仕事６ 地球を救う仕事 くさばよしみ　編著 ｸｻﾊﾞ ﾖｼﾐ(1958-) 600 ｸ 汐文社 2009 201p 22cm
ケータイ依存 ｹｰﾀｲ ｲｿﾞﾝ 気をつけよう！ケータイ中毒１ 気をつけよう！ケータイ中毒 渋井哲也　著 ｼﾌﾞｲ ﾃﾂﾔ(1969-) 7 ｼ 汐文社 2008 46p 27cm
学校裏サイト ｶﾞｯｺｳ ｳﾗ ｻｲﾄ 気をつけよう！ケータイ中毒２ 気をつけよう！ケータイ中毒 渋井哲也　著 ｼﾌﾞｲ ﾃﾂﾔ(1969-) 7 ｼ 汐文社 2008 46p 27cm
安全な使い方 ｱﾝｾﾞﾝﾅ ﾂｶｲｶﾀ 気をつけよう！ケータイ中毒３ 気をつけよう！ケータイ中毒 渋井哲也　著 ｼﾌﾞｲ ﾃﾂﾔ(1969-) 7 ｼ 汐文社 2009 46p 27cm
テレビ・携帯ゲーム ﾃﾚﾋﾞ ｹｲﾀｲｹﾞｰﾑ 気をつけよう！ゲーム中毒１ 気をつけよう！ゲーム中毒 渋井哲也　著 ｼﾌﾞｲ ﾃﾂﾔ(1969-) 7 ｼ 汐文社 2007 47p 27cm
オンラインゲーム ｵﾝﾗｲﾝｹﾞｰﾑ 気をつけよう！ゲーム中毒２ 気をつけよう！ゲーム中毒 渋井哲也　著 ｼﾌﾞｲ ﾃﾂﾔ(1969-) 7 ｼ 汐文社 2007 47p 27cm
ゲームの楽しさと危険 ｹﾞｰﾑ ﾉ ﾀﾉｼｻ ﾄ ｷｹﾝ 気をつけよう！ゲーム中毒３ 気をつけよう！ゲーム中毒 渋井哲也　著 ｼﾌﾞｲ ﾃﾂﾔ(1969-) 7 ｼ 汐文社 2007 47p 27cm
出会い系サイト ﾃﾞｱｲ ｹｲ ｻｲﾄ 気をつけよう！ネット中毒１ 気をつけよう！ネット中毒 渋井哲也　著 ｼﾌﾞｲ ﾃﾂﾔ(1969-) 7 ｼ 汐文社 2005 47p 27cm
ネット事件・有害サイト ﾈｯﾄ ｼﾞｹﾝ ﾕｳｶﾞｲ ｻｲﾄ 気をつけよう！ネット中毒２ 気をつけよう！ネット中毒 渋井哲也　著 ｼﾌﾞｲ ﾃﾂﾔ(1969-) 7 ｼ 汐文社 2005 47p 27cm
ネットコミュニケーション ﾈｯﾄ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 気をつけよう！ネット中毒３ 気をつけよう！ネット中毒 渋井哲也　著 ｼﾌﾞｲ ﾃﾂﾔ(1969-) 7 ｼ 汐文社 2006 47p 27cm
筋肉の大研究 ｼｸﾐ ｶﾗ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ﾏﾃﾞ 体の中の不思議にせまろう　しくみからトレーニングまで 石井直方　監修 ｲｼｲ ﾅｵｶﾀ(1955-) 491 ｲ ＰＨＰ研究所 2007 79p 29cm
五感のふしぎ絵事典 ｱｿﾋﾞ ｵ ﾂｳｼﾞﾃ ﾀﾉｼｸ ﾏﾅﾌﾞ 感覚と脳のメカニズムがわかる　あそびをつうじて楽しく学ぶ 竹内修二　監修 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳｼﾞ(1947-) 491 ﾀ ＰＨＰ研究所 2008 79p 29cm
血液のふしぎ絵事典 ｾｲﾌﾞﾝ ｶﾀ ｶﾗ ｹﾝｻ ﾃﾞ ﾜｶﾙ ｺﾄ ﾏﾃﾞ はたらきがよくわかる！　成分・型から検査でわかることまで 梶原龍人　監修 ｶｼﾞﾜﾗ ﾀﾂﾄ 491 ｶ ＰＨＰ研究所 2008 79p 29cm
睡眠がよくわかる事典 ﾈﾑﾘ ﾜ ﾉｳ ﾄ ｺｺﾛ ﾉ ｴｲﾖｳ 早起き・早寝で元気になれる　眠りは脳と心の栄養！ 神山潤　監修 ｺｳﾔﾏ ｼﾞｭﾝ(1956-) 491 ｺ ＰＨＰ研究所 2008 79p 29cm
栄養がわかる絵事典 ﾀﾍﾞﾓﾉ ﾉ ｾｲﾌﾞﾝ ｶﾗ ｶﾗﾀﾞ ﾉ ｼｸﾐ ﾏﾃﾞ バランスよく食べよう！　食べ物の成分から体のしくみまで 金田雅代　監修 ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾖ 491 ｶ ＰＨＰ研究所 2008 79p 29cm
宇宙から見た地球 ｳﾁｭｳ ｶﾗ ﾐﾀ ﾁｷｭｳ ニコラス・チータム　著 Cheetham Nicolas. 400 ﾁ 河出書房新社 2008 191p 29cm
太陽系惑星 ﾀｲﾖｳｹｲ ﾜｸｾｲ 最新画像のすべて ジャイルズ・スパロウ　著 Sparrow Giles. 400 ｽ 河出書房新社 2008 223p 29cm
はじめてであう論語１ ﾊｼﾞﾒﾃ ﾃﾞｱｳ ﾛﾝｺﾞ 家族編 全国漢文教育学会　編著 ｾﾞﾝｺｸｶﾝﾌﾞﾝｷｮｳｲｸｶﾞｯｶｲ 123 ｾ 汐文社 2008 79p 22cm
はじめてであう論語２ ﾊｼﾞﾒﾃ ﾃﾞｱｳ ﾛﾝｺﾞ 友だち編 全国漢文教育学会　編著 ｾﾞﾝｺｸｶﾝﾌﾞﾝｷｮｳｲｸｶﾞｯｶｲ 123 ｾ 汐文社 2008 79p 22cm
はじめてであう論語３ ﾊｼﾞﾒﾃ ﾃﾞｱｳ ﾛﾝｺﾞ 学問編 全国漢文教育学会　編著 ｾﾞﾝｺｸｶﾝﾌﾞﾝｷｮｳｲｸｶﾞｯｶｲ 123 ｾ 汐文社 2008 79p 22cm
こわい！あぶない！お酒はキケン！？ ｺﾜｲ ｱﾌﾞﾅｲ ｵｻｹ ﾜｷｹﾝ いのちをまもるほけんしつでみるえほん１ いのちをまもるほけんしつでみるえほん近藤とも子　著 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ(1954-) 490 ｺ 国土社 2006 31p 27cm
こわい！あぶない！たばこはキケン！？ｺﾜｲ ｱﾌﾞﾅｲ ﾀﾊﾞｺ ﾜ ｷｹﾝ いのちをまもるほけんしつでみるえほん２ いのちをまもるほけんしつでみるえほん近藤とも子　著 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ(1954-) 490 ｺ 国土社 2006 31p 27cm
こわい！あぶない！シンナー・薬物はキケン！？ｺﾜｲ ｱﾌﾞﾅｲ ｼﾝﾅ- ﾔｸﾌﾞﾂ ﾜ ｷｹﾝ いのちをまもるほけんしつでみるえほん３ いのちをまもるほけんしつでみるえほん近藤とも子　著 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ(1954-) 490 ｺ 国土社 2006 31p 27cm
受験生の心の休ませ方 ｼﾞｭｹﾝｾｲ ﾉ ｺｺﾛ ﾉ ﾔｽﾏｾｶﾀ 加藤諦三　著 ｶﾄｳ ﾀｲｿﾞｳ(1938-) 370 ｶ ＰＨＰ研究所 2008 167p 19cm
犯人は知らない科学捜査の最前線！ ﾊﾝﾆﾝ ﾜ ｼﾗﾅｲ ｶｶﾞｸ ｿｳｻ ﾉ ｻｲｾﾞﾝｾﾝ ナレッジエンタ読本２４ ナレッジエンタ読本 法科学鑑定研究所　著 ﾎｳｶｶﾞｸｶﾝﾃｲｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 400 ﾌ メディアファクトリー 2009 187p 19cm
今「地球」が危ない ｲﾏ ﾁｷｭｳ ｶﾞ ｱﾌﾞﾅｲ 改訂最新版　地球環境白書１ 図書館版　今「地球環境」が危ない 地球環境白書 519 ｲ 学習研究社 2009 72p 30cm
今「食」が危ない ｲﾏ ｼｮｸ ｶﾞ ｱﾌﾞﾅｲ 改訂最新版　地球環境白書２ 図書館版今「地球環境」が危ない 地球環境白書 519 ｲ 学習研究社 2009 72p 30cm
今「水」が危ない ｲﾏ ﾐｽﾞ ｶﾞ ｱﾌﾞﾅｲ 改訂最新版　地球環境白書 図書館版　今「地球環境」が危ない 地球環境白書 519 ｲ 学習研究社 2009 72p 30cm
今「ゴミ」が危ない ｲﾏ ｺﾞﾐ ｶﾞ ｱﾌﾞﾅｲ 改訂最新版　地球環境白書４ 図書館版　今「地球環境」が危ない 地球環境白書 519 ｲ 学習研究社 2009 72p 30cm
今「大気」が危ない ｲﾏ ﾀｲｷ ｶﾞｱﾌﾞﾅｲ 改訂最新版　地球環境白書５ 図書館版　今「地球環境」が危ない 地球環境白書 519 ｲ 学習研究社 2009 72p 30cm
今「化学物質」が危ない ｲﾏ ｶｶﾞｸ ﾌﾞｯｼﾂ ｶﾞ ｱﾌﾞﾅｲ 改訂最新版　地球環境白書６ 図書館版　今「地球環境」が危ない 地球環境白書 519 ｲ 学習研究社 2009 72p 30cm
命を蝕むドラッグ乱用 ｲﾉﾁ ｵ ﾑｼﾊﾞﾑ ﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾗﾝﾖｳ 近づかない手にしない 新･体と健康シリーズ 490 ｲ 少年写真新聞社 2006 56p 27cm
体も心もぼろぼろにする恐ろしい薬物乱用ｶﾗﾀﾞ ﾓ ｺｺﾛ ﾓ ﾎﾞﾛﾎﾞﾛ ﾆ ｽﾙ ｵｿﾛｼｲ ﾔｸﾌﾞﾂ ﾗﾝﾖｳ 新･健康教育シリーズ 490 ｶ 少年写真新聞社 1999 47p 27cm
たばこは全身病 ﾀﾊﾞｺ ﾜ ｾﾞﾝｼﾝﾋﾞｮｳ 新･健康教育シリーズ 490 ﾀ 少年写真新聞社 2006 39p 27cm
たばこは全身病 ﾀﾊﾞｺ ﾜ ｾﾞﾝｼﾝﾋﾞｮｳ 女性編 新･健康教育シリーズ 490 ﾀ 少年写真新聞社 2000 40p 27cm
タバコは全身病 ﾀﾊﾞｺ ﾜ ｾﾞﾝｼﾝﾋﾞｮｳ 卒煙編　煙よ！さようなら 490 ﾀ 少年写真新聞社 2004 63p 27cm
おしゃれ障害 ｵｼｬﾚ ｼｮｳｶﾞｲ 健康を害する誤った おしゃれ に警告 新･体と健康シリーズ 岡村理栄子　編著 ｵｶﾑﾗ ﾘｴｺ 490 ｵ 少年写真新聞社 2003 61p 27cm
思春期に多いダイエット障害 ｼｼｭﾝｷ ﾆ ｵｵｲ ﾀﾞｲｴｯﾄ ｼｮｳｶﾞｲ ストレスとやせ願望の奥にひそむ、摂食障害という心の病 新･体と健康シリーズ 鈴木眞理　著 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ(1954- 内分泌学)490 ｽ 少年写真新聞社 2005 71p 27cm
女の子の体の発育と成長 ｵﾝﾅ ﾉ ｺ ﾉ ｶﾗﾀﾞ ﾉ ﾊﾂｲｸ ﾄ ｾｲﾁｮｳ 正常から病気まで　「婦人科思春期外来から」健やか親子２１ 新･健康教育シリーズ 渡辺尚　著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ(1929-) 490 ﾜ 少年写真新聞社 2002 62p 27cm
男の子の体と性の悩み ｵﾄｺ ﾉ ｺ ﾉ ｶﾗﾀﾞ ﾄ ｾｲ ﾉ ﾅﾔﾐ 正常から病気まで　「泌尿器思春期外来から」健やか親子２１－リプロヘルスを考える新･健康教育シリーズ 永尾光一　著 ﾅｶﾞｵ ｺｳｲﾁ(1960-) 490 ﾅ 少年写真新聞社 2002 60p 27cm
思春期の月経 ｼｼｭﾝｷ ﾉ ｹﾞｯｹｲ もっと知りたい自分の体 新･体と健康シリーズ 堀口雅子　監著 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｻｺ(1930-) 490 ﾎ 少年写真新聞社 2008 56p 27cm
ストップＨＩＶ／ＡＩＤＳ ｽﾄｯﾌﾟ HIV AIDS 性感染症　ＨＩＶ／エイズを正しく理解するための本 新･健康教育シリーズ 岡慎一　著 ｵｶ ｼﾝｲﾁ(1957-) 490 ｵ 少年写真新聞社 2006 70p 27cm
性感染症 ｾｲｶﾝｾﾝｼｮｳ ＳＴＤ 新･健康教育シリーズ 松田静治 島本郁子 岡慎一　共著ﾏﾂﾀﾞ ｾｲｼﾞ 490 ﾏ 少年写真新聞社 2009 51p 27cm
トワイライト　７ ｱｶｲ ｺｸｲﾝ 赤い刻印 トワイライト　７ トワイライト　７ ステファニー・メイヤー 著 ﾒｲﾔｰ ｽﾃﾌｱﾆｰ 933 ﾒ ヴィレッジブックス 2008 331p 19cm
トワイライト　８ ﾂﾒﾀｲ ｷｽ ｵ ｱﾀｼ ﾆ 冷たいキスをあたしに トワイライト　８ トワイライト　８ ステファニー・メイヤー 著 ﾒｲﾔｰ ｽﾃﾌｱﾆｰ 933 ﾒ ヴィレッジブックス 2008 340p 19cm
トワイライト　９ ﾀｿｶﾞﾚ ﾜ ﾏﾓﾉ ﾉ ｼﾞｶﾝ 黄昏は魔物の時間 トワイライト　９ トワイライト　９ ステファニー・メイヤー 著 ﾒｲﾔｰ ｽﾃﾌｱﾆｰ 933 ﾒ ヴィレッジブックス 2008 303p 19cm
トワイライト　１０ ﾊﾞﾝﾊﾟｲｱ ﾉ ﾊﾅﾖﾒ ヴァンパイアの花嫁 トワイライト　１０ トワイライト　１０ ステファニー・メイヤー 著 ﾒｲﾔｰ ｽﾃﾌｱﾆｰ 933 ﾒｲ ヴィレッジブックス 2008 214p 19cm
トワイライト　１１ ﾖｱｹ ﾉ ｼﾕｺﾞｼﾝ 夜明けの守護神 トワイライト　１１ トワイライト　１１ ステファニー・メイヤー 著 ﾒｲﾔｰ ｽﾃﾌｱﾆｰ 933 ﾒ ヴィレッジブックス 2008 326p 19cm
トワイライト　１２ ﾌﾒﾂ ﾉ ｺ 不滅の子 トワイライト　１２ トワイライト　１２ ステファニー・メイヤー 著 ﾒｲﾔｰ ｽﾃﾌｱﾆｰ 933 ﾒ ヴィレッジブックス 2009 272p 19cm
トワイライト　１３ ｴｲｴﾝ ﾆ ﾀﾞｶﾚﾃ 永遠に抱かれて トワイライト　１３ トワイライト　１３ ステファニー・メイヤー 著 ﾒｲﾔｰ ｽﾃﾌｱﾆｰ 933 ﾒ ヴィレッジブックス 2009 301p 19cm
銀魂３年Ｚ組銀八先生 ｷﾞﾝﾀﾏ ｻﾝﾈﾝ ｽﾞｲｰｸﾞﾐ ｷﾞﾝﾊﾟﾁ ｾﾝｾｲ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 空知　英秋 著 ｿﾗﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 913 ｿﾗ 集英社 2006 242p 18cm
銀魂３年Ｚ組銀八先生　２ ｷﾞﾝﾀﾏ ｻﾝﾈﾝ ｽﾞｲｰｸﾞﾐ ｷﾞﾝﾊﾟﾁ ｾﾝｾｲ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 空知　英秋 著 ｿﾗﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 913 ｿﾗ 集英社 2007 236p 18cm
安達書店 648 図書室 J2109120009 FALSE FALSE
銀魂３年Ｚ組銀八先生　３ ｷﾞﾝﾀﾏ ｻﾝﾈﾝ ｽﾞｲｰｸﾞﾐ ｷﾞﾝﾊﾟﾁ ｾﾝｾｲ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 空知　英秋 著 ｿﾗﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 913 ｿﾗ 集英社 2008 206p 18cm
銀魂３年Ｚ組銀八先生　４ ｷﾞﾝﾀﾏ ｻﾝﾈﾝ ｽﾞｲｰｸﾞﾐ ｷﾞﾝﾊﾟﾁ ｾﾝｾｲ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 空知　英秋 著 ｿﾗﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 913 ｿﾗ 集英社 2009 256p 18cm
拝啓十五の君へ ﾊｲｹｲ ｼﾞﾕｳｺﾞ ﾉ ｷﾐ ｴ アンジェラ・アキと中学生たち ＮＨＫ全国学校音楽コンクール制作班 編ｴﾇｴｲﾁｹｲｾﾞﾝｺｸｶﾞﾂｺｳｵﾝｶﾞｸｺﾝｸｰﾙｾｲｻｸﾊﾝ916 ｴ ポプラ社 2009 221p 19cm
リボン ﾘﾎﾞﾝ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　１１ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　１１ 草野　たき 著 ｸｻﾉ ﾀｷ 913 ｸｻ ポプラ社 2007 188p 20cm
ニュース年鑑　２００９ ﾆﾕｰｽﾈﾝｶﾝ ニュース年鑑 ニュース年鑑 池上　彰　監修 ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾗ ｶﾝｼｭｳ 59 ｲ ポプラ社 2009 247p 25cm
スポーツ年鑑　２００９ ｽﾎﾟｰﾂ ﾈﾝｶﾝ スポーツ年鑑 スポーツ年鑑 小学館クリエイティブ ｼｮｳｶﾞｸｶﾝｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 780 ｼ ポプラ社 2009 247p 25cm
メジルシ ﾒｼﾞﾙｼ 草野　たき 著 ｸｻﾉ ﾀｷ 913 ｸ 講談社 2008 191p 20cm
ハチミツドロップス ﾊﾁﾐﾂ ﾄﾞﾛﾂﾌﾟｽ 草野　たき 著 ｸｻﾉ ﾀｷ 913 ｸ 講談社 2005 233p 20cm
オバマ ｵﾊﾞﾏ ＹＥＳ　ＷＥ　ＣＡＮ！ ロバータ・エドワーズ 著 ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ ﾛﾊﾞｰﾀ 289 ｴ 岩崎書店 2009 78p 22cm
ロンド国物語　１ ﾛﾝﾄﾞｺｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ オルゴールの秘密 ロンド国物語 ロンド国物語 エミリー・ロッダ 著 ﾛﾂﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2008 164p 19cm
ロンド国物語　２ ﾛﾝﾄﾞｺｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ おとぎの森 ロンド国物語 ロンド国物語 エミリー・ロッダ 著 ﾛﾂﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2008 208p 19cm
ロンド国物語　３ ﾛﾝﾄﾞｺｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ロンドの鍵 ロンド国物語 ロンド国物語 エミリー・ロッダ 著 ﾛﾂﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 933 ﾛ 岩崎書店 2009 236p 19cm



小説リトル・チャロ ｼﾖｳｾﾂ ﾘﾄﾙ ﾁﾔﾛ わかぎ　ゑふ 著 ﾜｶｷﾞ ｴﾌ 913 ﾜ 日本放送出版協会 2009 286p 19cm
リトル・チャロ　１ ﾘﾄﾙ ﾁﾔﾛ 語学シリーズ　ＮＨＫテレビアニメ版ストーリーブック 語学シリーズ　ＮＨＫテレビアニメ版ストーリーブックわかぎ　ゑふ 原著 ﾜｶｷﾞ ｴﾌ 837 ﾜ 日本放送出版協会 2008 191p 19cm
リトル・チャロ　２ ﾘﾄﾙ･ﾁｬﾛ 2 わかぎゑふ ﾜｶｷﾞｴﾌ 837 ﾜ ＮＨＫ出版 2009 191 18cm
リトル・チャロ　３ ﾘﾄﾙ･ﾁｬﾛ 3 わかぎゑふ ﾜｶｷﾞｴﾌ 837 ﾜ ＮＨＫ出版 2009 190 18cm
ギネス世界記録　２００９ ｷﾞﾈｽ ｾｶｲ ｷﾛｸ ギネス世界記録 ギネス世界記録 クレイグ・グレンディ 編 ｸﾞﾚﾝﾃﾞｲ ｸﾚｲｸﾞ 33 ｸ ゴマブックス 2008 239p 28cm
ギネス世界記録２００９ＪＡＰＡＮ ｷﾞﾈｽ ｾｶｲ ｷﾛｸ ﾆｾﾝｷﾕｳ ｼﾞﾔﾊﾟﾝ ギネスワールドレコーズ 編 ｷﾞﾈｽﾜｰﾙﾄﾞﾚｺｰｽﾞ 33 ｷ ゴマブックス 2008 159p 19cm
ギネス世界記録検定 ｷﾞﾈｽ ｾｶｲ ｷﾛｸ ｹﾝﾃｲ 世界一をクイズで楽しむ！ ギネス・ワールド・レコーズ 編ｷﾞﾈｽﾜｰﾙﾄﾞﾚｺｰｽﾞ 33 ｷ ゴマブックス 2009 222p 19cm
日本人の知らない日本語 ﾆﾂﾎﾟﾝｼﾞﾝ ﾉ ｼﾗﾅｲ ﾆﾂﾎﾟﾝｺﾞ なるほど～×爆笑！の日本語”再発見”コミックエッセイ 蛇蔵 著 ﾍﾋﾞｿﾞｳ 726 ﾍ メディアファクトリー 2009 141p 21cm
魔法にかけられて ﾏﾎｳ ﾆ ｶｹﾗﾚﾃ ディズニーアニメ小説版　７１ ディズニーアニメ小説版　７１ ジャスミン・ジョーンズ 著 ｼﾞﾖｰﾝｽﾞ ｼﾞﾔｽﾐﾝ 933 ｼ 偕成社 2008 238p 18cm
スティッチ！ザ・ムービー ｽﾃｲﾂﾁ ｻﾞ ﾑｰﾋﾞｰ ディズニーアニメ小説版　７２ ディズニーアニメ小説版　７２ 橘高　弓枝 著 ｷﾂﾀｶ ﾕﾐｴ 933 ｷ 偕成社 2008 190p 18cm
リロアンドスティッチ２ ﾘﾛ ｱﾝﾄﾞ ｽﾃｲﾂﾁ ﾂｰ ディズニーアニメ小説版　７３ ディズニーアニメ小説版　７３ 橘高　弓枝 著 ｷﾂﾀｶ ﾕﾐｴ 933 ｷ 偕成社 2008 190p 18cm
ティンカー・ベル ﾃｲﾝｶｰ ﾍﾞﾙ ディズニーアニメ小説版　７４ ディズニーアニメ小説版　７４ キンバリー・モリス 著 ﾓﾘｽ ｷﾝﾊﾞﾘｰ 933 ﾓ 偕成社 2008 206p 18cm
ＷＡＬＬ・Ｅウォーリー ｳｵｰﾘｰ ディズニーアニメ小説版　７５ ディズニーアニメ小説版　７５ アイリーン・トリンブル 著 ﾄﾘﾝﾌﾞﾙ ｱｲﾘｰﾝ 933 ﾄ 偕成社 2008 222p 18cm
たいようオルガン ﾀｲﾖｳ ｵﾙｶﾞﾝ 荒井　良二 著 ｱﾗｲ ﾘﾖｳｼﾞ 913 ｱ 偕成社 2008 1冊 31cm
フレンズ・ツリー ﾌﾚﾝｽﾞ ﾂﾘｰ アン・ブラッシェアーズ 著 ﾌﾞﾗﾂｼｴｱｰｽﾞ ｱﾝ 933 ﾌ 理論社 2009 339p 19cm
虎と月 ﾄﾗ ﾄ ﾂｷ ミステリーＹＡ！ ミステリーＹＡ！ 柳　広司 著 ﾔﾅｷﾞ ｺｳｼﾞ 913 ﾔ 理論社 2009 249p 20cm
オニロック ｵﾆﾛﾂｸ 中村　航 著 ﾅｶﾑﾗ ｺｳ 913 ﾅ ジャイブ 2009 1冊 20cm
神様のいない日本シリーズ ｶﾐｻﾏ ﾉ ｲﾅｲ ﾆﾂﾎﾟﾝ ｼﾘｰｽﾞ 田中　慎弥 著 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 913 ﾀﾅ 文藝春秋 2008 157p 20cm
レインツリーの国 ﾚｲﾝﾂﾘｰ ﾉ ｸﾆ 有川　浩 著 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ 913 ｱﾘ 新潮社 2006 203p 20cm
天国で君に逢えたら ﾃﾝｺﾞｸ ﾃﾞ ｷﾐ ﾆ ｱｴﾀﾗ 飯島　夏樹 著 ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 916 ｲ 新潮社 2004 188p 20cm
図書館内乱 ﾄｼﾖｶﾝ ﾅｲﾗﾝ 有川　浩 著 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ 913 ｱ メディアワークス 2006 355p 20cm
空に唄う ｿﾗ ﾆ ｳﾀｳ 白岩　玄 著 ｼﾗｲﾜ ｹﾞﾝ 913 ｼ 河出書房新社 2009 245p 20cm
ニホンブンレツ ﾆﾎﾝ ﾌﾞﾝﾚﾂ 山田　悠介 著 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 文芸社 2009 326p 19cm
ジェネラル・ルージュの凱旋 ｼﾞｴﾈﾗﾙ ﾙｰｼﾞﾕ ﾉ ｶﾞｲｾﾝ 海堂　尊 著 ｶｲﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 913 ｶ 宝島社 2007 381p 20cm
中学時代にしておく５０のこと ﾁﾕｳｶﾞｸ ｼﾞﾀﾞｲ ﾆ ｼﾃ ｵｸ ｺﾞｼﾞﾕｳ ﾉ ｺﾄ ＹＡ心の友だちシリーズ ＹＡ心の友だちシリーズ 中谷　彰宏 著 ﾅｶﾀﾆ ｱｷﾋﾛ 159 ﾅ ＰＨＰ研究所 2008 143p 19cm
テイルズオブデスティニー運命をつぐもの　上　改訂版ﾃｲﾙｽﾞ ｵﾌﾞ ﾃﾞｽﾃｲﾆｰ ﾄｷ ｵ ﾂｸﾞ ﾓﾉ ファミ通文庫　１３ ファミ通文庫　１３ 矢島　さら 著 ﾔｼﾞﾏ ｻﾗ 913 ﾔ エンターブレイン 2000 254p 15cm
テイルズオブデスティニー運命をつぐもの　下　改訂版ﾃｲﾙｽﾞ ｵﾌﾞ ﾃﾞｽﾃｲﾆｰ ﾄｷ ｵ ﾂｸﾞ ﾓﾉ ファミ通文庫　１４ ファミ通文庫　１４ 矢島　さら 著 ﾔｼﾞﾏ ｻﾗ 913 ﾔ エンターブレイン 2000 245p 15cm
心霊探偵八雲　１ ｼﾝﾚｲﾀﾝﾃｲ ﾔｸﾓ 角川文庫　か　５１－１ 角川文庫　か　５１－１ 神永　学 著 ｶﾐﾅｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ 913 ｶ 角川書店 2008 332p 15cm
心霊探偵八雲　２ ｼﾝﾚｲﾀﾝﾃｲ ﾔｸﾓ 角川文庫　か　５１－２ 角川文庫　か　５１－２ 神永　学 著 ｶﾐﾅｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ 913 ｶ 角川書店 2008 359p 15cm
失踪ＨＯＬＩＤＡＹ ｼﾂｿｳ ﾎﾘﾃﾞｲ 角川スニーカー文庫　１３４－１ 角川スニーカー文庫　１３４－１ 乙一 著 ｵﾂｲﾁ 913 ｵ 角川書店 2000 238p 15cm
奈緒子 ﾅｵｺ 小学館文庫　も　３－３ 小学館文庫　も　３－３ 百瀬　しのぶ 著 ﾓﾓｾ ｼﾉﾌﾞ 913 ﾓ 小学館 2008 202p 15cm
小説イキガミ ｼﾖｳｾﾂ ｲｷｶﾞﾐ 小学館文庫　も　３－５ 小学館文庫　も　３－５ 百瀬　しのぶ 著 ﾓﾓｾ ｼﾉﾌﾞ 913 ﾓ 小学館 2008 250p 15cm
クロサギ ｸﾛｻｷﾞ 小説 小学館文庫　な　８－１ 小学館文庫　な　８－１ 夏原　武 著 ﾅﾂﾊﾗ ﾀｹｼ 913 ﾅ 小学館 2008 206p 15cm
受験のシンデレラ ｼﾞﾕｹﾝ ﾉ ｼﾝﾃﾞﾚﾗ 小学館文庫　わ　８－１ 小学館文庫　わ　８－１ 和田　秀樹 著 ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 913 ﾜ 小学館 2008 253p 15cm
僕の彼女はサイボーグ ﾎﾞｸﾉ ｶﾉｼﾞﾖ ﾜ ｻｲﾎﾞｰｸﾞ 小学館文庫　く　３－１ 小学館文庫　く　３－１ 具　光然 著 ｸﾞ ﾐﾂﾉﾘ 913 ｸ 小学館 2008 201p 15cm
ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 ﾎﾞｸﾀﾁ ﾄ ﾁﾕｳｻﾞｲｻﾝ ﾉ ﾅﾅﾋﾔｸﾆﾁ ｾﾝｿｳ 小学館文庫　ま　５－１ 小学館文庫　ま　５－１ ママチャリ 著 ﾏﾏﾁﾔﾘ 913 ﾏ 小学館 2008 353p 15cm
ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　２ ﾎﾞｸﾀﾁ ﾄ ﾁﾕｳｻﾞｲｻﾝ ﾉ ﾅﾅﾋﾔｸﾆﾁ ｾﾝｿｳ 小学館文庫　ま　５－２ 小学館文庫　ま　５－２ ママチャリ 著 ﾏﾏﾁﾔﾘ 913 ﾏ 小学館 2008 326p 15cm
ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　３ ﾎﾞｸﾀﾁ ﾄ ﾁﾕｳｻﾞｲｻﾝ ﾉ ﾅﾅﾋﾔｸﾆﾁ ｾﾝｿｳ 小学館文庫　ま　５－３ 小学館文庫　ま　５－３ ママチャリ 著 ﾏﾏﾁﾔﾘ 913 ﾏ 小学館 2008 315p 15cm
ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　４ ﾎﾞｸﾀﾁ ﾄ ﾁﾕｳｻﾞｲｻﾝ ﾉ ﾅﾅﾋﾔｸﾆﾁ ｾﾝｿｳ 小学館文庫　ま　５－４ 小学館文庫　ま　５－４ ママチャリ 著 ﾏﾏﾁﾔﾘ 913 ﾏ 小学館 2009 358p 15cm
眞（マ）国より愛をこめて ｼﾝ ﾏｺｸ ﾖﾘ ｱｲ ｵ ｺﾒﾃ 角川ビーンズ文庫　４－２０ 角川ビーンズ文庫　４－２０ 喬林　知 著 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2008 247p 15cm
故郷へ（マ）のつく舵をとれ！ ｺｷﾖｳ ｴ ﾏ ﾉ ﾂｸ ｶｼﾞ ｵ ﾄﾚ 角川ビーンズ文庫　４－１９ 角川ビーンズ文庫　４－１９ 喬林　知 著 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2008 191p 15cm
砂は（マ）のつく途の先！ ｽﾅ ﾜ ﾏ ﾉ ﾂｸ ﾐﾁ ﾉ ｻｷ 角川ビーンズ文庫　４－１８ 角川ビーンズ文庫　４－１８ 喬林　知 著 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 913 ﾀ 角川書店 2007 220p 15cm
中学んとき ﾁﾕｳｶﾞｸﾝﾄｷ 久保寺　健彦 著 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾀｹﾋｺ 913 ｸ 角川書店 2009 291p 19cm
ウルトラミラクルラブストーリー ｳﾙﾄﾗ ﾐﾗｸﾙ ﾗﾌﾞ ｽﾄｰﾘｰ 横浜　聡子 著 ﾖｺﾊﾏ ｻﾄｺ 913 ﾖ 角川書店 2009 237p 20cm
ＲＤＧレッドデータガールはじめてのお使いｱｰﾙﾃﾞｲｰｼﾞｰ ﾚﾂﾄﾞ ﾃﾞｰﾀ ｶﾞｰﾙ ﾊｼﾞﾒﾃ ﾉ ｵﾂｶｲ カドカワ銀のさじシリーズ カドカワ銀のさじシリーズ 荻原　規子 著 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 913 ｵ 角川書店 2008 301p 20cm
ＲＤＧレッドデータガール　２ ｱｰﾙﾃﾞｲｰｼﾞｰ ﾚﾂﾄﾞ ﾃﾞｰﾀ ｶﾞｰﾙ カドカワ銀のさじシリーズ カドカワ銀のさじシリーズ 荻原　規子 著 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 913 ｵ 角川書店 2009 317p 20cm
夢見る水の王国　上 ﾕﾒﾐﾙ ﾐｽﾞ ﾉ ｵｳｺｸ カドカワ銀のさじシリーズ カドカワ銀のさじシリーズ 寮　美千子 著 ﾘﾖｳ ﾐﾁｺ 913 ﾘ 角川書店 2009 430p 20cm
夢見る水の王国　下 ﾕﾒﾐﾙ ﾐｽﾞ ﾉ ｵｳｺｸ カドカワ銀のさじシリーズ カドカワ銀のさじシリーズ 寮　美千子 著 ﾘﾖｳ ﾐﾁｺ 913 ﾘ 角川書店 2009 430p 20cm
君に届け 1 ｷﾐ ﾆ ﾄﾄﾞｹ コバルト文庫　し　２－１８ コバルト文庫　し　２－１８ 下川　香苗 著 ｼﾓｶﾜ ｶﾅｴ 913 ｼ 集英社 2007 223p 15cm
青嵐の譜 ｾｲﾗﾝ ﾉ ﾌ 天野　純希 著 ｱﾏﾉ ｽﾐｷ 913 ｱ 集英社 2009 355p 20cm
星の王子さま ﾎｼ ﾉ ｵｳｼﾞｻﾏ アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリ 著ｻﾝ=ﾃｸﾞｼﾞﾕﾍﾟﾘ ｱﾝﾄﾜｰﾇ 953 ｻ 集英社 2005 125p 20cm
星の王子さま ﾎｼ ﾉ ｵｳｼﾞｻﾏ 絵本 アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリ 著ｻﾝ=ﾃｸﾞｼﾞﾕﾍﾟﾘ ｱﾝﾄﾜｰﾇ 953 ｻ 集英社 2006 69p 27cm
未来への手紙 ﾐﾗｲ ｴﾉ ﾃｶﾞﾐ 講談社ＭＯＯＫ 講談社ＭＯＯＫ 『未来の自分に、手紙を書こう』プロジェクト 編ﾐﾗｲﾉｼﾞﾌﾞﾝﾆﾃｶﾞﾐｵｶｺｳﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾄ800 ﾐ 講談社 2009 215p 24cm
天国の郵便ポスト ﾃﾝｺﾞｸ ﾉ ﾕｳﾋﾞﾝ ﾎﾟｽﾄ 折原　みと 著 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ 913 ｵ 講談社 2009 231p 20cm
きみが選んだ死刑のスイッチ ｷﾐ ｶﾞ ｴﾗﾝﾀﾞ ｼｹｲ ﾉ ｽｲﾂﾁ よりみちパン！セ　４５ よりみちパン！セ　４５ 森　達也 著 ﾓﾘ ﾀﾂﾔ 328 ﾓ 理論社 2009 249p 19cm
気分はもう、裁判長 ｷﾌﾞﾝ ﾜ ﾓｳ ｻｲﾊﾞﾝﾁﾖｳ よりみちパン！セ　１５ よりみちパン！セ　１５ 北尾　トロ 著 ｷﾀｵ ﾄﾛ 328 ｷ 理論社 2005 175.11p 20cm
野球選手なら知っておきたい「からだ」のこと　打撃編ﾔｷﾕｳ ｾﾝｼﾕ ﾅﾗ ｼﾂﾃ ｵｷﾀｲ ｶﾗﾀﾞ ﾉ ｺﾄ ﾀﾞｹﾞｷﾍﾝ 土橋　恵秀 著 ﾂﾁﾊｼ ｹｲｼﾕｳ 783 ﾂ 大修館書店 2009 102p 26cm
野球選手なら知っておきたい「からだ」のこと　投球・送球編ﾔｷﾕｳ ｾﾝｼﾕ ﾅﾗ ｼﾂﾃ ｵｷﾀｲ ｶﾗﾀﾞ ﾉ ｺﾄ ﾄｳｷﾕｳ ｿｳｷﾕｳﾍﾝ 土橋　恵秀 著 ﾂﾁﾊｼ ｹｲｼﾕｳ 783 ﾂ 大修館書店 2009 118p 26cm
平和ってなんだろう ﾍｲﾜﾂﾃ ﾅﾝﾀﾞﾛｳ 「軍隊をすてた国」コスタリカから考える 岩波ジュニア新書　６２２ 岩波ジュニア新書　６２２ 足立　力也 著 ｱﾀﾞﾁ ﾘｷﾔ 319 ｱ 岩波書店 2009 186p 18cm
フツーの子の思春期 ﾌﾂｰ ﾉ ｺ ﾉ ｼｼﾕﾝｷ 心理療法の現場から 岩宮　恵子 著 ｲﾜﾐﾔ ｹｲｺ 370 ｲ 岩波書店 2009 210p 19cm
片想い　心揺れる ｶﾀｵﾓｲ ｺｺﾛﾕﾚﾙ 山下　恵 ﾔﾏｼﾀﾒｸﾞﾐ 911 ﾔ 文芸社 2008 19cm
青の季節　光と影 ｱｵﾉｷｾﾂ ﾋｶﾘﾄｶｹﾞ 磯村　昭和 ｲｿﾑﾗｱｷｶｽﾞ 913 ｲ 文芸社 2008 191 19cm
へんな判決 ﾍﾝﾅ ﾊﾝｹﾂ のり・たまみ 著 ﾉﾘﾀﾏﾐ 327 ﾉ ポプラ社 2008 173p 19cm
特攻花 ﾄﾂｺｳﾊﾞﾅ 仲田　千穂 著 ﾅｶﾀ ﾁﾎ 740 ﾅ ポプラ社 2009 83p 20×21cm
反撃 ﾊﾝｹﾞｷ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　２３ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　２３ 草野　たき 著 ｸｻﾉ ﾀｷ 913 ｸ ポプラ社 2009 221p 20cm
若いうちに読みたい太宰治 ﾜｶｲ ｳﾁ ﾆ ﾖﾐﾀｲ ﾀﾞｻﾞｲ ｵｻﾑ ちくまプリマー新書　１０８ ちくまプリマー新書　１０８ 齋藤　孝 著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 913 ｻ 筑摩書房 2009 189p 18cm
女が読む太宰治 ｵﾝﾅ ｶﾞ ﾖﾑ ﾀﾞｻﾞｲ ｵｻﾑ ちくまプリマー新書　１０９ ちくまプリマー新書　１０９ 筑摩書房編集部 編 ﾁｸﾏｼﾖﾎﾞｳﾍﾝｼﾕｳﾌﾞ 913 ﾁ 筑摩書房 2009 122p 18cm
３６５日のキュン ｻﾝﾋﾞﾔｸﾛｸｼﾞﾕｳｺﾞﾆﾁ ﾉ ｷﾕﾝ いろは出版乙女の会 編 ｲﾛﾊｼﾕﾂﾊﾟﾝｵﾄﾒﾉｶｲ 740 ｲ いろは出版 2008 173p 17cm
アスリートの夢 ｱｽﾘｰﾄﾉﾕﾒ 日本ドリームプロジェクト ﾆﾎﾝﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 780 ﾆﾎ いろは出版 2009 191 22cm
楽しもう！学校図書館ディスプレイ ﾀﾉｼﾓｳ!ｶﾞｯｺｳﾄｼｮｶﾝﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ さわださちこ ｻﾜﾀﾞｻﾁｺ 19 ｻﾜ 学校図書館協議会 2009 83 22cm
フィンランドは教師の育て方がすごい ﾌｲﾝﾗﾝﾄﾞ ﾜ ｷﾖｳｼ ﾉ ｿﾀﾞﾃｶﾀ ｶﾞ ｽｺﾞｲ 福田　誠治 著 ﾌｸﾀ ｾｲｼﾞ 370 ﾌｸ 亜紀書房 2009 280p 19cm
おこだでませんように ｵｺﾀﾞﾃﾞﾏｾﾝﾖｳﾆ くすのき　しげのり 著 ｸｽﾉｷ ｼｹﾞﾉﾘ 913 ｸ 小学館 2008 1冊 21×24cm
虹色の空 ﾆｼﾞｲﾛ ﾉ ｿﾗ 〈カンボジア虐殺〉を越えて１９７５－２００９ 久郷　ポンナレット 著 ｸｺﾞｳ ﾎﾟﾝﾅﾚﾂﾄ 319 ｸ 春秋社 2009 310p 20cm
プリンセス・トヨトミ ﾌﾟﾘﾝｾｽ ﾄﾖﾄﾐ 万城目　学 著 ﾏｷﾒ ﾏﾅﾌﾞ 913 ﾏ 文藝春秋 2009 504p 20cm
ベトナム戦争 ﾍﾞﾄﾅﾑ ｾﾝｿｳ 民衆にとっての戦場 歴史文化セレクション 歴史文化セレクション 吉沢　南 著 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 319 ﾖ 吉川弘文館 2009 287.9p 20cm
ナイチンゲールの沈黙 ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙ ﾉ ﾁﾝﾓｸ 海堂　尊 著 ｶｲﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 913 ｶ 宝島社 2006 413p 20cm
てんきごじてん ﾃﾝｷｺﾞ ｼﾞﾃﾝ 風・雲・雨・空・雪の日本語 鈴木　心 写真 ｽｽﾞｷ ｼﾝ 451 ｽ ピエ・ブックス 2009 255p 21cm
神去なあなあ日常 ｶﾑｻﾘ ﾅｱﾅｱ ﾆﾁｼﾞﾖｳ 三浦　しをん 著 ﾐｳﾗ ｼｵﾝ 913 ﾐ 徳間書店 2009 290p 20cm



タイムチケット ﾀｲﾑ ﾁｹﾂﾄ 福音館創作童話シリーズ 福音館創作童話シリーズ 藤江　じゅん 著 ﾌｼﾞｴ ｼﾞﾕﾝ 913 ﾌ 福音館書店 2009 153p 21cm
こころ ｺｺﾛ 集英社文庫　な　１９－３ 集英社文庫　な　１９－３ 夏目　漱石 著 ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ 913 ﾅ 集英社 1991 340p 16cm
人間失格 ﾆﾝｹﾞﾝ ｼﾂｶｸ 集英社文庫　た　２６－１ 集英社文庫　た　２６－１ 太宰　治 著 ﾀﾞｻﾞｲ ｵｻﾑ 913 ﾀ 集英社 1990 205p 16cm
走れメロス おしゃれ童子 ﾊｼﾚ ﾒﾛｽ ｵｼﾔﾚ ﾄﾞｳｼﾞ 集英社文庫　た　２６－２ 集英社文庫　た　２６－２ 太宰　治 著 ﾀﾞｻﾞｲ ｵｻﾑ 913 ﾀ 集英社 1999 286p 16cm
君に届け～恋に気づくとき ｷﾐ ﾆ ﾄﾄﾞｹ ｺｲ ﾆ ｷｽﾞｸ ﾄｷ コバルト文庫　し　２－１９ コバルト文庫　し　２－１９ 下川　香苗 著 ｼﾓｶﾜ ｶﾅｴ 913 ｼ 集英社 2007 229p 15cm
君に届け～それぞれの片想い ｷﾐ ﾆ ﾄﾄﾞｹ ｿﾚｿﾞﾚ ﾉ ｶﾀｵﾓｲ コバルト文庫　し　２－２３ コバルト文庫　し　２－２３ 下川　香苗 著 ｼﾓｶﾜ ｶﾅｴ 913 ｼ 集英社 2008 205p 15cm
心霊探偵八雲　３ ｼﾝﾚｲﾀﾝﾃｲ ﾔｸﾓ 闇の先にある光 角川文庫　か　５１－３ 角川文庫　か　５１－３ 神永　学 著 ｶﾐﾅｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ 913 ｶ 角川書店 2008 378p 15cm
心霊探偵八雲　４ ｼﾝﾚｲﾀﾝﾃｲ ﾔｸﾓ 守るべき想い 角川文庫　か　５１－４ 角川文庫　か　５１－４ 神永　学 著 ｶﾐﾅｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ 913 ｶ 角川書店 2009 394p 15cm
心霊探偵八雲　５ ｼﾝﾚｲﾀﾝﾃｲ ﾔｸﾓ つながる想い 角川文庫　か　５１－５ 角川文庫　か　５１－５ 神永　学 著 ｶﾐﾅｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ 913 ｶ 角川書店 2009 423p 15cm
心霊探偵八雲ＳＥＣＲＥＴ　ＦＩＬＥＳ絆 ｼﾝﾚｲ ﾀﾝﾃｲ ﾔｸﾓ ｼｰｸﾚﾂﾄ ﾌｱｲﾙ ｷｽﾞﾅ 角川文庫　か　５１－６ 角川文庫　か　５１－６ 神永学 著 ｶﾐﾅｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ 913 ｶ 角川書店 2009 383p 15cm
新機動戦記ガンダムＷ　Ｅｎｄｌｅｓｓ　Ｗａｌｔｚ　上ｼﾝ ｷﾄﾞｳ ｾﾝｷ ｶﾞﾝﾀﾞﾑ ｳｲﾝｸﾞ ｴﾝﾄﾞﾚｽ ﾜﾙﾂ 角川スニーカー文庫０－７１ 角川スニーカー文庫　０－７１ 矢立　肇 原著 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ﾔ 角川書店 2007 270p 15cm
新機動戦記ガンダムＷ　Ｅｎｄｌｅｓｓ　Ｗａｌｔｚ　下ｼﾝ ｷﾄﾞｳ ｾﾝｷ ｶﾞﾝﾀﾞﾑ ｳｲﾝｸﾞ ｴﾝﾄﾞﾚｽ ﾜﾙﾂ 角川スニーカー文庫０－７２ 角川スニーカー文庫　０－７２ 矢立　肇 原著 ﾔﾀﾞﾃ ﾊｼﾞﾒ 913 ﾔ 角川書店 2007 315p 15cm
キノの旅　７ ｷﾉ ﾉ ﾀﾋﾞ ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ 電撃文庫　し　８－９ 電撃文庫　し　８－９ 時雨沢　恵一 著 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913 ｼ メディアワークス 2003 224p 15cm
キノの旅　１１ ｷﾉ ﾉ ﾀﾋﾞ ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ 電撃文庫　し８－２３ 電撃文庫　し　８－２３ 時雨沢　恵一 著 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913 ｼ メディアワークス 2007 257p 15cm
キノの旅　１２ ｷﾉ ﾉ ﾀﾋﾞ ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ 電撃文庫　し８－２７ 電撃文庫　し　８－２７ 時雨沢　恵一 著 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913 ｼ アスキー・メディアワークス2008 237p 15cm
キノの旅　１３ ｷﾉ ﾉ ﾀﾋﾞ ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ 電撃文庫　し８－３０ 電撃文庫　し　８－３０ 時雨沢　恵一 著 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913 ｼ アスキー・メディアワークス2009 261p 15cm
沈黙の春 ﾁﾝﾓｸ ﾉ ﾊﾙ 生と死の妙薬 新潮文庫　赤　７４－１ 新潮文庫赤７４－１ レイチェル・カーソン 著 ｶｰｿﾝ ﾚｲﾁｴﾙ 519 ｶ 新潮社 1985 342p 15cm
アンナの土星 ｱﾝﾅ ﾉ ﾄﾞｾｲ ダ・ヴィンチブックス ダ・ヴィンチブックス 益田　ミリ 著 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾘ 913 ﾏ メディアファクトリー 2009 212p 20cm
ことことわざおのことわざ劇場 ｺﾄｺ ﾄ ﾜｻﾞｵ ﾉ ｺﾄﾜｻﾞ ｹﾞｷｼﾞﾖｳ ダ・ヴィンチブックス ダ・ヴィンチブックス 大田垣　晴子 著 ｵｵﾀｶﾞｷ ｾｲｺ 810 ｵ メディアファクトリー 2009 127p 20cm
園芸少年 ｴﾝｹﾞｲ ｼﾖｳﾈﾝ 魚住　直子 著 ｳｵｽﾞﾐ ﾅｵｺ 913 ｳ 講談社 2009 156p 20cm
トーキョー・ジャンヌダルク　１ ﾄｰｷﾖｰ ｼﾞﾔﾝﾇ ﾀﾞﾙｸ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 石崎　洋司 著 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ 913 ｲ 講談社 2006 269p 19cm
英語落語・日本語落語で生き生き人生！ｴｲｺﾞ ﾗｸｺﾞ ﾆﾂﾎﾟﾝｺﾞ ﾗｸｺﾞ ﾃﾞ ｲｷｲｷ ｼﾞﾝｾｲ 〈日・英対訳〉大声で読んだり・陽気に笑ったり・人前で演じたり ＴＲＯＩＫＡシリーズＴＲＯＩＫＡシリーズ 平木　茂子 編著 ﾋﾗｷ ｼｹﾞｺ 830 ﾋ 恒星社厚生閣 2005 134p 26cm
英語落語・日本語落語大集合！ ｴｲｺﾞ ﾗｸｺﾞ ﾆﾂﾎﾟﾝｺﾞ ﾗｸｺﾞ ﾀﾞｲｼﾕｳｺﾞｳ 落語をつかって英語・日本語を学ぼう！〈日英対訳〉 ＴＲＯＩＫＡシリーズＴＲＯＩＫＡシリーズ 平木　茂子 編著 ﾋﾗｷ ｼｹﾞｺ 830 ﾋ 恒星社厚生閣 2004 167p 26cm
本を読んで甲子園へいこう！ ﾎﾝ ｵ ﾖﾝﾃﾞ ｺｳｼｴﾝ ｴ ｲｺｳ 村上　淳子 著 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞﾕﾝｺ 19 ﾑﾗ ポプラ社 2009 151p 19cm
きなこ ｷﾅｺ 夢をおいかける犬 百瀬　しのぶ 著 ﾓﾓｾ ｼﾉﾌﾞ 913 ﾓ 小学館 2009 207p 20cm
雪だるまの雪子ちゃん ﾕｷﾀﾞﾙﾏﾉ ﾕｷｺﾁﾔﾝ 江國　香織 著 ｴｸﾆ ｶｵﾘ 913 ｴ 偕成社 2009 233p 20cm
アバター ｱﾊﾞﾀｰ 山田　悠介 著 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 角川書店 2009 251p 19cm
ズッコケ見習い警察犬きな子がいく！ ｽﾞﾂｺｹ ﾐﾅﾗｲ ｹｲｻﾂｹﾝ ｷﾅｺ ｶﾞ ｲｸ ジュリアン 編 ｼﾞﾕﾘｱﾝ 913 ｼ ジュリアン 2007 124p 16×16cm
ギネス世界記録　２０１０ ｷﾞﾈｽ ｾｶｲ ｷﾛｸ ギネス世界記録 ギネス世界記録 クレイグ・グレンディ 編 ｸﾞﾚﾝﾃﾞｲ ｸﾚｲｸﾞ 33 ｸ ゴマブックス 2009 303p 28cm
乙女の日本史 ｵﾄﾒ ﾉ ﾆﾂﾎﾟﾝｼ 堀江　宏樹 著 ﾎﾘｴ ﾋﾛｷ 210 ﾎ 東京書籍 2009 223p 19cm
義経、讃岐を駆ける ﾖｼﾂﾈ ｻﾇｷ ｵ ｶｹﾙ 津森　明 著 ﾂﾓﾘ ｱｷﾗ 210 ﾂ 美巧社 2005 80p 19cm
「特攻花」って知ってる？ ﾄﾂｺｳﾊﾞﾅﾂﾃ ｼﾂﾃﾙ 女性写真家１９才からの挑戦、７年間の撮影と取材 仲田　千穂 著 ﾅｶﾀ ﾁﾎ 210 ﾅ しののめ出版 2008 198p 21cm
フェイク・スイーツのかわいい小物 ﾌｴｲｸ ｽｲｰﾂ ﾉ ｶﾜｲｲ ｺﾓﾉ 氣仙　えりか 著 ｷｾﾝ ｴﾘｶ 592 ｷ グラフィック社 2008 87p 26cm
着物のえほん ｷﾓﾉ ﾉ ｴﾎﾝ 高野　紀子 著 ﾀｶﾉ ﾉﾘｺ 383 ﾀ あすなろ書房 2009 31p 27cm
砂糖、小麦粉なしでつくる糖質オフのおいしいお菓子とパンｻﾄｳ ｺﾑｷﾞｺ ﾅｼ ﾃﾞ ﾂｸﾙ ﾄｳｼﾂ ｵﾌ ﾉ ｵｲｼｲ ｵｶｼ ﾄ ﾊﾟﾝ 大沢　純子 著 ｵｵｻﾜ ｼﾞﾕﾝｺ 596 ｵ アスペクト 2009 95p 23cm
さかなくんのさかなレシピ ｻｶﾅｸﾝ ﾉ ｻｶﾅﾚｼﾋﾟ 日本一の魚通が教えるギョギョうまっ！なおかずたち ＴＯＤＡＹムック ＴＯＤＡＹムック さかなクン 著 ｻｶﾅｸﾝ 596 ｻ 主婦と生活社 2007 95p 25cm
可愛い手作り友チョコ＆プチスイーツ ｶﾜｲｲ ﾃｽﾞｸﾘ ﾄﾓﾁﾖｺ ｱﾝﾄﾞ ﾌﾟﾁｽｲｰﾂ ａｌｌラッピングアイデアつき 祥伝社ムック 祥伝社ムック 大瀬　由生子 著 ｵｵｾ ﾕｳｺ 596 ｵ 祥伝社 2009 63p 26cm
卵・乳製品・砂糖を使わないやさしい玄米のお菓子ﾀﾏｺﾞ ﾆﾕｳｾｲﾋﾝ ｻﾄｳ ｵ ﾂｶﾜﾅｲ ﾔｻｼｲ ｹﾞﾝﾏｲ ﾉ ｵｶｼ きむら　かよ 著 ｷﾑﾗ ｶﾖ 596 ｷ 河出書房新社 2009 95p 22cm
森へ ﾓﾘ ｴ たくさんのふしぎ傑作集 たくさんのふしぎ傑作集 星野　道夫 著 ﾎｼﾉ ﾐﾁｵ 295 ﾎ 福音館書店 1996 40p 26cm
義経、讃岐を駆ける 津森明 210 ﾂ ビコー出版 2005
義経、讃岐を駆ける 津森明 210 ﾂ ビコー出版 2005
義経、讃岐を駆ける 津森明 210 ﾂ ビコー出版 2005
義経、讃岐を駆ける 津森明 210 ﾂ ビコー出版 2005
義経、讃岐を駆ける 津森明 210 ﾂ ビコー出版 2005
日本人の知らない日本語　２ ﾆﾂﾎﾟﾝｼﾞﾝ ﾉ ｼﾗﾅｲ ﾆﾂﾎﾟﾝｺﾞ 爆笑！日本語「再発見」コミックエッセイ 日本人の知らない日本語 日本人の知らない日本語 蛇蔵 著 ﾍﾋﾞｿﾞｳ 726 ﾍ メディアファクトリー 2010 159p 21cm
読めそうで読めない間違いやすい漢字 ﾖﾒｿｳ ﾃﾞ ﾖﾒﾅｲ ﾏﾁｶﾞｲﾔｽｲ ｶﾝｼﾞ 誤読の定番から漢検１級クラスまで 出口　宗和 著 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾑﾈｶｽﾞ 811 ﾃ 二見書房 2008 234p 19cm
読めそうで読めない間違いやすい漢字　第２弾ﾖﾒｿｳ ﾃﾞ ﾖﾒﾅｲ ﾏﾁｶﾞｲﾔｽｲ ｶﾝｼﾞ 読めそうで読めない間違いやすい漢字　第２弾 読めそうで読めない間違いやすい漢字　第２弾出口　宗和 著 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾑﾈｶｽﾞ 811 ﾃ 二見書房 2009 218p 19cm
坂本龍馬 ｻｶﾓﾄ ﾘﾖｳﾏ 本当は何を考え、どう生きたか？ じっぴコンパクト　５０ じっぴコンパクト５０ 加来　耕三 著 ｶｸ ｺｳｿﾞｳ 289 ｶ 実業之日本社 2009 263p 18cm
レタスクラブ　４／１０ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
Ｓｐｏｒｔｉｖａ　４・５月号 780 ｽ 集英社 2009
月刊Ｎｅｗｓがわかる　４月号 ニュース時事能力検定　スタートマガジン 370 ﾆ 毎日新聞社 2009
ダ・ヴィンチ　４月号 905 ﾀ メディアファクトリー 2009
ＰＨＰ　４月号 159 ﾋ ＰＨＰ研究所 2009
レタスクラブ　４／２５ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
ダ・ヴィンチ　５月号 905 ﾀ メディアファクトリー 2009
ＰＨＰ　５月号 159 ﾋ ＰＨＰ研究所 2009
高松松平家所蔵　衆鱗図　第二帖 69 ﾀ 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会2002
高松松平家所蔵　衆鱗図　第三帖 69 ﾀ 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会2003
高松松平家所蔵　衆鱗図　第四帖 69 ﾀ 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会2004
高松松平家所蔵　衆鱗図　研究編 69 ﾀ 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会2005
高松松平家所蔵　衆禽画譜　水禽・野鳥 69 ﾀ 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会2005
高松松平家所蔵　衆芳画譜　薬草第二 69 ﾀ 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会2007
高松松平家所蔵　衆芳画譜　薬木第三 69 ﾀ 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会2008
あなたの夢をたたえる 会報　第７号 914 ｱ 香川あすなろ協会 2009
あなたの夢をたたえる 会報　第７号 914 ｱ 香川あすなろ協会 2009
好きから見つけるなりたい職業ガイドブック ＰＨＰ研究所　編 600 ｽ ＰＨＰ研究所 2005
好きから見つけるなりたい職業ガイドブック ＰＨＰ研究所　編 600 ｽ ＰＨＰ研究所 2005
好きから見つけるなりたい職業ガイドブック ＰＨＰ研究所　編 600 ｽ ＰＨＰ研究所 2005
レタスクラブ５／１０ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
Ｓｐｏｒｔｉｖａ　６月号 Ｌｏｖｅ　Ｓｐｏｒｔｓ 780 ｽ 集英社 2009
８分音符のプレリュート 松本祐子 913 ﾏ 小峰書店 2008
８分音符のプレリュート 松本祐子 913 ﾏ 小峰書店 2008
時間をまきもどせ！ ナンシー・エチメンディ 933 ｴ 徳間書店 2008
時間をまきもどせ！ ナンシー・エチメンディ 933 ｴ 徳間書店 2008
月のえくぼ（クレーター）を見た男　麻田剛立 鹿毛敏夫 289 ｶ くもん出版 2008
月のえくぼ（クレーター）を見た男　麻田剛立 鹿毛敏夫 289 ｶ くもん出版 2008
月刊Ｎｅｗｓがわかる　５月号 ニューズ時事能力検定スタートマガジン 370 ﾆ 毎日新聞社 2009
レタスクラブ５／２５ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009



ＰＨＰ　６月号 159 ﾋ ＰＨＰ研究所 2009
ダ・ヴィンチ　６月号 905 ﾀ メディアファクトリー 2009
レタスクラブ　６／１０ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
Ｎｅｗｓがわかる　６月号 １０歳からのニュース学習誌 370 ﾆ 毎日新聞社 2009
Ｓｐｏｒｔｉｖａ　７月号 780 ｽ 集英社 2009
ＰＨＰ　７月号 159 ﾋ ＰＨＰ研究所 2009
レタスクラブ６／２５ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
ダ・ヴィンチ 905 ﾀ メディアファクトリー 2009
Ｎｅｗｓがわかる　７月号 １０歳からのニュース学習誌 370 ﾆ 毎日新聞社 2009
レタスクラブ７／１０ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
Ｓｐｏｒｔｉｖａ８月号 780 ｽ 集英社 2009
ダ・ヴィンチ８月号 本とコミックの情報マガジン 905 ﾀ メディアファクトリー 2009
レタスクラブ７／２５ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
ＰＨＰ８月号 159 ﾋ ＰＨＰ研究所 2009
レタスクラブ８／１０ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
Ｓｐｏｒｔｉｖａ　８月号 780 ｽ 集英社 2009
ダ・ヴィンチ　９月号 905 ﾀ メディアファクトリー 2009
レタスクラブ８／２５ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
Ｎｅｗｓがわかる　９月号 １０歳からのニュース学習誌 370 ﾆ 毎日新聞社 2009
ＰＨＰ９月号 159 ﾋ ＰＨＰ研究所 2009
Ｓｐｏｒｔｉｖａ１０月号 780 ｽ 集英社 2009
レタスクラブ９／１０ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
ダ・ヴィンチ１０月号 905 ﾀ メディアファクトリー 2009
レタスクラブ９／２５ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
Ｎｅｗｓがわかる　１０月号 １０歳からの学習誌 370 ﾆ 毎日新聞社 2009
ＰＨＰ１０月号 159 ﾋ ＰＨＰ研究所 2009
レタスクラブ１０／１０ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
Ｎｅｗｓがわかる　８月号 １０歳からのニュース学習誌 370 ﾆ 毎日新聞社 2009
ＰＨＰ１１月号 159 ﾋ ＰＨＰ研究所 2009
ダ・ヴィンチ１１月号 本とコミックの情報マガジン 905 ﾀ メディアファクトリー 2009
レタスクラブ１０／２５ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
かんたんデザート Ｂｒｉｄａｌ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　わたしの料理ノート　別巻２ 食卓をイメージアップ 596 ﾌ 千趣会 1991
パスタとブランチ Ｂｒｉｄａｌ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　わたしの料理ノート５ ゆっくり休日に 596 ﾌ 千趣会 1991
サラダと和えもの Ｂｒｉｄａｌ　Ｃｏｏｋｉｎｇわたしの料理ノート６ わくわくヘルシーに 596 ﾌ 千趣会 1991
レタスクラブ　１１／１０ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
Ｓｐｏｒｔｉｖａ１２月号 780 ｽ 集英社 2009
ダ・ヴィンチ１２月号 本とコミックの情報マガジン 905 ﾀ メディアファクトリー 2009
レタスクラブ１１／２５ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
ＰＨＰ１２月号 159 ﾋ ＰＨＰ研究所 2009
Ｎｅｗｓがわかる １０歳からのニュース学習誌 370 ﾆ 毎日新聞 2009
Ｎｅｗｓがわかる１２月号 １０歳からのニュース学習誌 370 ﾆ 毎日新聞社 2009
Ｓｐｏｒｔｉｖａ１月号 780 ｽ 集英社 2009
レタスクラブ１２／１０ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
テイルズ　オブ　デスティニー 青の記憶 矢島さら 913 ﾔ アスキー 1998 222
キャンプ場ガイド　関西・中国・四国 どこでもアウトドア フィネス編 786 ｷ 昭文社
基本のイタリアン とりあえずこの料理さえ作れれば② 596 ｷ オレンジページ 2000
さしすせそ料理 砂糖、塩、酢、しょうゆ、みそ常備の調味料だけで作るおかず１６０種 596 ｻ グラフ社 1993
おかずのカタログ 毎日のおかずがすぐ決まる 596 ｵ グラフ社 1997
基本のきほん わたしは野菜だいすき。 596 ｷ 主婦と生活社 2000
やさしい！おいしい！手作りお菓子２５０レシピ 596 ﾔ バウハウス 1997
ダ・ヴィンチ１月号 本とコミックの情報マガジン 905 ﾀ メディア・ファクトリー2010
レタスクラブ１２／２５ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2009
Ｎｅｗｓがわかる１月号 370 ﾆ 毎日新聞社 2010
レタスクラブ1/10 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2010
ＰＨＰ１月号 159 ﾋ ＰＨＰ研究所 2009
Ｓｐｏｒｔｉｖａ２月号 780 ｽ 集英社 2009
レタスクラブ１/２５ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2010
ダ・ヴィンチ２月号 905 ﾀ メディアファクトリー 2010
ＰＨＰ２月号 159 ﾋ ＰＨＰ研究所 2010
レタスクラブ２／１０ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2010
ダ・ヴィンチ３月号 本とコミックの情報マガジン 905 ﾀ メディアファクトリー 2010
Ｎｅｗｓがわかる １０歳からのニュース学習誌 370 ﾆ 毎日新聞社 2010
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会2008
ＰＨＰ３月号 159 ﾋ ＰＨＰ研究所 2010
レタスクラブ２／２５ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2010
Ｎｅｗｓがわかる３月号 １０歳からのニュース学習誌 370 ﾆ 毎日新聞社 2010
レタスクラブ３／１０ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2010
ダ・ヴィンチ４月号 905 ﾀ メディア・ファクトリー2010
Ｓｐｏｒｔｉｖａ臨時増刊号 780 ｽ 集英社 2010
Ｓｐｏｒｔｉｖａ３・４月号 780 ｽ 集英社 2010
レタスクラブ３／２５ 590 ﾚ 角川ＳＳコミュニケーションズ2010



地雷　１億１０００万個の悪魔 アジアを歩く① 三留理男 319 ﾐ 草の根出版会 1998
大震災一年 報道写真全記録 朝日新聞社　編 369 ｱ 朝日新聞社 1996
阪神大震災 報道写真全記録 朝日新聞社　編 369 ｱ 朝日新聞社 1995
みなおなじ地球の子 祖国は難民キャンプ 小林正典　写真 319 ｺ ポプラ社
日本の基地 １沖縄の基地 林茂夫　編 319 ﾊ 日本図書センター 2002
日本の基地 ２本土の基地 林茂夫　編 319 ﾊ 日本図書センター 2002
日本の基地 ３戦場と後方 林茂夫　編 319 ﾊ 日本図書センター
日本の基地 ４住民と基地 林茂夫　編 319 ﾊ 日本図書センター 2002
ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　５ ﾎﾞｸﾀﾁ ﾄ ﾁﾕｳｻﾞｲｻﾝ ﾉ ﾅﾅﾋﾔｸﾆﾁ ｾﾝｿｳ 小学館文庫　ま　５－５ 小学館文庫　ま　５－５ ママチャリ 著 ﾏﾏﾁﾔﾘ 913 ﾏ 小学館 2009 313p 15cm
ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　６ ﾎﾞｸﾀﾁ ﾄ ﾁﾕｳｻﾞｲｻﾝ ﾉ ﾅﾅﾋﾔｸﾆﾁ ｾﾝｿｳ 小学館文庫　ま　５－６ 小学館文庫　ま　５－６ ママチャリ 著 ﾏﾏﾁﾔﾘ 913 ﾏ 小学館 2009 339p 15cm
君に届け４　～好きと言えなくて ｷﾐ ﾆ ﾄﾄﾞｹ ｽｷ ﾄ ｲｴﾅｸﾃ コバルト文庫　し　２－２７ コバルト文庫　し　２－２７ 下川　香苗 著 ｼﾓｶﾜ ｶﾅｴ 913 ｼ 集英社 2008 217p 15cm
君に届け　６ ｷﾐ ﾆ ﾄﾄﾞｹ コバルト文庫　し　２－３０ コバルト文庫　し　２－３０ 下川　香苗 著 ｼﾓｶﾜ ｶﾅｴ 913 ｼ 集英社 2010 208p 15cm
ピアニシモ ﾋﾟｱﾆｼﾓ 集英社文庫 辻 仁成 著 ﾂｼﾞ ﾋﾄﾅﾘ 913 ﾂ 集英社 1992 174p 16cm
そこに僕はいた ｿｺﾆ ﾎﾞｸ ﾜ ｲﾀ 新潮文庫　つ　１７－１ 新潮文庫　つ　１７－１ 辻　仁成 著 ﾂｼﾞ ﾋﾄﾅﾘ 913 ﾂ 新潮社 1995 203p 16cm
初恋リアル ﾊﾂｺｲ ﾘｱﾙ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＹＡ！アンソロジー ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＹＡ！アンソロジー香坂　直 著 ｺｳｻｶ ﾅｵ 913 ｺ 講談社 2009 273p 19cm
友情リアル ﾕｳｼﾞﾖｳ ﾘｱﾙ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＹＡ！アンソロジー ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＹＡ！アンソロジーはやみね　かおる 著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ 913 ﾊ 講談社 2009 309p 19cm
ウラナリ、北へ ｳﾗﾅﾘ ｷﾀ ｴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 板橋　雅弘 著 ｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 913 ｲ 講談社 2005 248p 19cm
ウラナリ、さよなら ｳﾗﾅﾘ ｻﾖﾅﾗ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 板橋　雅弘 著 ｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 913 ｲ 講談社 2007 268p 19cm
ウラナリと春休みのしっぽ ｳﾗﾅﾘ ﾄ ﾊﾙﾔｽﾐ ﾉ ｼﾂﾎﾟ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 板橋　雅弘 著 ｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 913 ｲ 講談社 2006 261p 19cm
ウラナリは泣かない ｳﾗﾅﾘ ﾜ ﾅｶﾅｲ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 板橋　雅弘 著 ｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 913 ｲ 講談社 2006 261p 19cm
ペレ自伝 ﾍﾟﾚ ｼﾞﾃﾞﾝ ペレ 著 ﾍﾟﾚ 783 ﾍ 白水社 2008 380.48p 20cm
ＮＨＫためしてガッテン食育！ビックリ大図典ｴﾇｴｲﾁｹｲ ﾀﾒｼﾃ ｶﾞﾂﾃﾝ ｼﾖｸｲｸ ﾋﾞﾂｸﾘ ﾀﾞｲｽﾞﾃﾝ 北折　一 著 ｷﾀｵﾘ ﾊｼﾞﾒ 596 ｷ 東山書房 2009 155p 21cm
愛よ命よ、永遠に ｱｲ ﾖ ｲﾉﾁ ﾖ ｴｲｴﾝ ﾆ 手塚治虫少年ものがたり 藤本　明男 著 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷｵ 913 ﾌ 文芸社 2007 266p 20cm
どうしても片づけられない！！あなたのためのお片づけ成功読本ﾄﾞｳｼﾃﾓ ｶﾀｽﾞｹﾗﾚﾅｲ ｱﾅﾀ ﾉ ﾀﾒ ﾉ ｵｶﾀｽﾞｹ ｾｲｺｳ ﾄﾞｸﾎﾝ 腹肉　ツヤ子 著 ﾊﾗﾆｸ ﾂﾔｺ 597 ﾊ 大和書房 2009 127p 21cm
誰かについ話したくなる幕末維新のすべらない話ﾀﾞﾚｶ ﾆ ﾂｲ ﾊﾅｼﾀｸﾅﾙ ﾊﾞｸﾏﾂ ｲｼﾝ ﾉ ｽﾍﾞﾗﾅｲ ﾊﾅｼ 歴史雑学研究会 編 ﾚｷｼｻﾞﾂｶﾞｸｹﾝｷﾕｳｶｲ 210 ﾚ リイド社 2010 255p 19cm
ＭＪ ｴﾑｼﾞｴｲ マイケル・ジャクソン・レジェンド１９５８－２００９ チャス・ニューキー・バーデン 著ﾆﾕｰｷｰ=ﾊﾞｰﾃﾞﾝ ﾁﾔｽ 767 ﾆ ＡＣ　Ｂｏｏｋｓ 2010 303.12p 20cm
めっ！ ﾒﾂ 叱り言葉は励まし言葉 佐藤　和喜 著 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 159 ｻ 春陽堂書店 2009 143p 21cm
カラフル ｶﾗﾌﾙ フォア文庫　Ｃ　２２９ フォア文庫　Ｃ　２２９ 森　絵都 著 ﾓﾘ ｴﾄ 913 ﾓ 理論社 2010 225p 18cm
星新一ショートショート ﾎｼ ｼﾝｲﾁ ｼﾖｰﾄ ｼﾖｰﾄ 絵本 星　新一 原著 ﾎｼ ｼﾝｲﾁ 726 ﾎ 角川書店 2009 1冊 19×27cm
死体ばんざい ｼﾀｲ ﾊﾞﾝｻﾞｲ 星新一ＹＡセレクション　１ 星新一ＹＡセレクション　１ 星　新一 著 ﾎｼ ｼﾝｲﾁ 913 ﾎ 理論社 2008 213p 19cm
殺し屋ですのよ ｺﾛｼﾔ ﾃﾞｽ ﾉﾖ 星新一ＹＡセレクション　２ 星新一ＹＡセレクション　２ 星　新一 著 ﾎｼ ｼﾝｲﾁ 913 ﾎ 理論社 2008 213p 19cm
ゆきとどいた生活 ﾕｷﾄﾄﾞｲﾀ ｾｲｶﾂ 星新一ＹＡセレクション　３ 星新一ＹＡセレクション　３ 星　新一 著 ﾎｼ ｼﾝｲﾁ 913 ﾎ 理論社 2008 213p 19cm
夜の侵入者 ﾖﾙ ﾉ ｼﾝﾆﾕｳｼﾔ 星新一ＹＡセレクション　４ 星新一ＹＡセレクション　４ 星　新一 著 ﾎｼ ｼﾝｲﾁ 913 ﾎ 理論社 2009 213p 19cm
あいつが来る ｱｲﾂ ｶﾞ ｸﾙ 星新一ＹＡセレクション　５ 星新一ＹＡセレクション　５ 星　新一 著 ﾎｼ ｼﾝｲﾁ 913 ﾎ 理論社 2009 213p 19cm
魂の歌 ﾀﾏｼｲﾉｳﾀ 新垣　勉 ｱﾗｶﾞｷ ﾂﾄﾑ 0 ｱ ビクターエンタテイメント株式会社2007 0cm
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
高松まちある記 高松松平藩歴史・文化推進協議会　編 210 ﾀ 高松松平藩歴史・文化推進協議会2008
海に開かれた都市 高松－港湾都市９００年のあゆみ 香川県歴史博物館　編 210 ｶ 香川県歴史博物館 2007
海に開かれた都市 高松－港湾都市９００年のあゆみ 香川県歴史博物館　編 210 ﾀ 香川県歴史博物館 2007
海に開かれた都市 高松－港湾９００年のあゆみ 香川県歴史博物館　編 210 ｶ 香川県歴史博物館 2007
海に開かれた都市 高松－港湾都市９００年のあゆみ 香川県歴史博物館　編 210 ｶ 香川県歴史博物館 2007
おしゃれ障害 ｵｼｬﾚ ｼｮｳｶﾞｲ 健康を害する誤った おしゃれ に警告 新･健康教育シリーズ 岡村理栄子　編著 ｵｶﾑﾗ ﾘｴｺ 494 ｵ 少年写真新聞社 2003 61p 27cm
タバコは全身病 ﾀﾊﾞｺ ﾜ ｾﾞﾝｼﾝﾋﾞｮｳ 卒煙編　煙よ！さようなら 新･健康教育シリーズ 繁田正子　著 ｼｹﾞﾀ ﾏｻｺ 498 ｼ 少年写真新聞社 2004 63p 27cm
思春期に多いダイエット障害 ｼｼｭﾝｷ ﾆ ｵｵｲ ﾀﾞｲｴｯﾄ ｼｮｳｶﾞｲ ストレスとやせ願望の奥にひそむ、摂食障害という心の病 新･体と健康シリーズ 鈴木眞理　著 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ(1954- 内分泌学)493 ｽ 少年写真新聞社 2005 71p 27cm
命を蝕むドラッグ乱用 ｲﾉﾁ ｵ ﾑｼﾊﾞﾑ ﾄﾞﾗｯｸﾞ ﾗﾝﾖｳ 近づかない手にしない 新･体と健康シリーズ 原田幸男　編著 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷｵ(1943-) 368 ﾊ 少年写真新聞社 2006 56p 27cm
ストップＨＩＶ／ＡＩＤＳ ｽﾄｯﾌﾟ HIV AIDS 性感染症　ＨＩＶ／エイズを正しく理解するための本 新･健康教育シリーズ 岡慎一　著 ｵｶ ｼﾝｲﾁ(1957-) 493 ｵ 少年写真新聞社 2006 70p 27cm
三匹のおっさん ｻﾝﾋﾞｷ ﾉ ｵｯｻﾝ 有川浩　著 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ(1972-) 913 ｱ 文藝春秋 2009 405p 20cm
ボックス！ Box! 百田尚樹　著 ﾋｬｸﾀ ﾅｵｷ 913 ﾋ 太田出版 2008 587p 19cm
世界がぼくを笑っても ｾｶｲ ｶﾞ ﾎﾞｸ ｵ ﾜﾗｯﾃﾓ 笹生陽子　著 ｻｿｳ ﾖｳｺ(1964-) 913 ｻ 講談社 2009 171p 20cm
世界の果てまでイッテＱ！珍獣ハンターイモトの動物図鑑ｾｶｲ ﾉ ﾊﾃ ﾏﾃﾞ ｲｯﾃ ｷｭｰ ﾁﾝｼﾞｭｳ ﾊﾝﾀｰ ｲﾓﾄ ﾉ ﾄﾞｳﾌﾞﾂ ｽﾞｶﾝ やきそばかおる 480 ﾔ 日本テレビ放送網 2009 110p 20cm
Ｒｏｏｋｉｅｓ勝利学 ﾙｰｷｰｽﾞ ｼｮｳﾘｶﾞｸ 吉野敬介　著 ﾖｼﾉ ｹｲｽｹ(1966-) 159 ﾖ 集英社インターナショナル2009 189p 20cm
新参者 ｼﾝｻﾞﾝﾓﾉ 東野圭吾　著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ(1958-) 913 ﾋ 講談社 2009 348p 20cm
わたしはあなたをあいしています ﾜﾀｼ ﾜ ｱﾅﾀ ｵ ｱｲｼﾃｲﾏｽ 宮西達也　作絵 ﾐﾔﾆｼ ﾀﾂﾔ 913 ﾐ ポプラ社 2007 40p 27cm
中学英語で話せる日本文化　１ ﾁｭｳｶﾞｸ ｴｲｺﾞ ﾃﾞﾊﾅｾﾙ ﾆﾎﾝ ﾌﾞﾝｶ 日常生活編 桑原功次　文 ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 837 ｸ 汐文社 2009 63p 22cm
中学英語で話せる日本文化　２ ﾁｭｳｶﾞｸ ｴｲｺﾞ ﾃﾞ ﾊﾅｾﾙ ﾆﾎﾝ ﾌﾞﾝｶ 現代文化編 桑原功次　文 ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 837 ｸ 汐文社 2009 63p 22cm
中学英語で話せる日本文化　３ ﾁｭｳｶﾞｸ ｴｲｺﾞ ﾃﾞ ﾊﾅｾﾙ ﾆﾎﾝ ﾌﾞﾝｶ 伝統文化編 桑原功次　文 ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 837 ｸ 汐文社 2009 63p 22cm
武士道シックスティーン ﾌﾞｼﾄﾞｳ ｼｯｸｽﾃｨｰﾝ 誉田哲也　著 ﾎﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ(1969-) 913 ﾎ 文藝春秋 2007 349p 20cm
武士道セブンティーン ﾌﾞｼﾄﾞｳ ｾﾌﾞﾝﾃｨｰﾝ 誉田哲也　著 ﾎﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ(1969-) 913 ﾎ 文藝春秋 2008 349p 20cm



武士道エイティーン ﾌﾞｼﾄﾞｳ ｴｲﾃｨｰﾝ 誉田哲也　著 ﾎﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ(1969-) 913 ﾎ 文藝春秋 2009 349p 20cm
王様ゲーム ｵｳｻﾏ ｹﾞｰﾑ 金沢伸明　著 ｶﾅｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 913 ｶ 双葉社 2009 317p 20cm
松井秀喜僕には夢がある ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ ﾎﾞｸ ﾆﾜ ﾕﾒ ｶﾞ ｱﾙ 広岡勲　著 ﾋﾛｵｶ ｲｻｵ(1966-) 913 ﾋ 学習研究社 2004 223p 20cm
イチロー果てしなき夢 ｲﾁﾛ- ﾊﾃｼﾅｷ ﾕﾒ 少年の想い遥かに 義田貴士　著 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ(1967-) 913 ﾖ 学習研究社 2005 223p 20cm
高橋尚子夢はきっとかなう ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ ﾕﾒ ﾜ ｷｯﾄ ｶﾅｳ 黒井克行　著 ｸﾛｲ ｶﾂﾕｷ(1958-) 913 ｸ 学習研究社 2006 223p 20cm
羽生善治夢と、自信と。 ﾊﾌﾞ ﾖｼﾊﾙ ﾕﾒ ﾄ ｼﾞｼﾝ ﾄ 椎名龍一　著 ｼｲﾅ ﾘｭｳｲﾁ 913 ｼ 学習研究社 2006 262p 20cm
北島康介夢、はじまる ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ ﾕﾒ ﾊｼﾞﾏﾙ 折山淑美　著 ｵﾘﾔﾏ ﾄｼﾐ(1953-) 913 ｵ 学習研究社 2008 223p 20cm
ひんやりおいしい冷たいスイーツ ﾋﾝﾔﾘ ｵｲｼｲ ﾂﾒﾀｲ ｽｲｰﾂ つくって楽しい！かんたんスイーツ宮沢うらら　著 ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 596 ﾐ 汐文社 2009 46p 27cm
贈ってうれしいチョコレートスイーツ ｵｸｯﾃ ｳﾚｼｲ ﾁｮｺﾚｰﾄ ｽｲｰﾂ つくって楽しい！かんたんスイーツ宮沢うらら　著 ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 596 ﾐ 汐文社 2009 46p 27cm
くふうが楽しいいろいろ焼き菓子 ｸﾌｳ ｶﾞ ﾀﾉｼｲ ｲﾛｲﾛ ﾔｷｶﾞｼ つくって楽しい！かんたんスイーツ宮沢うらら　著 ﾐﾔｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 596 ﾐ 汐文社 2009 46p 27cm
織田信長 ｵﾀﾞ ﾉﾌﾞﾅｶﾞ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史 すぎたとおる　早川大介　作画ﾊﾔｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 289 ｽ ポプラ社 2007 118p 22cm
豊臣秀吉 ﾄﾖﾄﾐ ﾋﾃﾞﾖｼ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史 すぎたとおる　瀧玲子　作画 ﾀｷ ﾚｲｺ 289 ｽ ポプラ社 2007 118p 22cm
徳川家康 ﾄｸｶﾞﾜ ｲｴﾔｽ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史 すぎたとおる　丹波鉄心　作画ﾀﾝﾊﾞ ﾃｯｼﾝ 289 ｽ ポプラ社 2007 119p 22cm
武田信玄と上杉謙信 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｹﾞﾝ ﾄ ｳｴｽｷﾞ ｹﾝｼﾝ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史 すぎたとおる　中島健志　作画ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 289 ｽ ポプラ社 2008 125p 22cm
加藤清正 ｶﾄｳ ｷﾖﾏｻ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史 すぎたとおる　早川大介　作画ﾊﾔｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 289 ｽ ポプラ社 2007 127p 22cm
宮本武蔵 ﾐﾔﾓﾄ ﾑｻｼ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史 すぎたとおる　瀧玲子　作画 ﾀｷ ﾚｲｺ 289 ｽ ポプラ社 2007 127p 22cm
桶狭間の合戦 ｵｹﾊｻﾞﾏ ﾉ ｶｯｾﾝ 歴史を変えた日本の合戦 コミック版日本の歴史 すぎたとおる　やまざきまこと　作画ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ 210 ｽ ポプラ社 2008 125p 22cm
長篠・設楽原の合戦 ﾅｶﾞｼﾉ ｼﾀﾗｶﾞﾊﾗ ﾉ ｶｯｾﾝ 歴史を変えた日本の合戦 コミック版日本の歴史 すぎたとおる　中島健志　作画ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 210 ｽ ポプラ社 2007 126p 22cm
関ヶ原の合戦 ｾｷｶﾞﾊﾗ ﾉ ｶｯｾﾝ 歴史を変えた日本の合戦 コミック版日本の歴史 すぎたとおる　早川大介　作画ﾊﾔｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 210 ｽ ポプラ社 2008 126p 22cm
大阪冬の陣・夏の陣 ｵｵｻｶ ﾌﾕ ﾉ ｼﾞﾝ ﾅﾂﾉ ｼﾞﾝ 歴史を変えた日本の合戦 コミック版日本の歴史 すぎたとおる　中島健志　作画ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 210 ｽ ポプラ社 2008 126p 22cm
戦国武将大百科　１ ｾﾝｺﾞｸ ﾌﾞｼｮｳ ﾀﾞｲﾋｬｯｶ ビジュアル版　東日本編 二木謙一　監修 ﾌﾀｷ ｹﾝｲﾁ(1940-) 210 ﾌ ポプラ社 2009 143p 22cm
戦国武将大百科　２ ｾﾝｺﾞｸ ﾌﾞｼｮｳ ﾀﾞｲﾋｬｯｶ ビジュアル版　西日本編 二木謙一　監修 ﾌﾀｷ ｹﾝｲﾁ(1940-) 210 ﾌ ポプラ社 2009 143p 22cm
戦国武将大百科　３ ｾﾝｺﾞｸ ﾌﾞｼｮｳ ﾀﾞｲﾋｬｯｶ ビジュアル版　合戦編 二木謙一　監修 ﾌﾀｷ ｹﾝｲﾁ(1940-) 210 ﾌ ポプラ社 2009 143p 22cm
都会（まち）のトム＆ソーヤ　７ ﾏﾁ ﾉ ﾄﾑ ｱﾝﾄﾞ ｿｰﾔ 怪人は夢に舞う 都会(まち)のトム&ソーヤ はやみねかおる　著 ﾊﾔﾐﾈｶｵﾙ 913 ﾊ 講談社 2009 383p 19cm
忍剣花百姫伝　１ ﾆﾝｹﾝ ｶｵﾋﾒ ﾃﾞﾝ めざめよ鬼神の剣 越水利江子　作 ｺｼﾐｽﾞ ﾘｴｺ(1952-) 913 ｺ ポプラ社 2005 230p 19cm
忍剣花百姫伝　２ ﾆﾝｹﾝ ｶｵﾋﾒ ﾃﾞﾝ 魔王降臨 越水利江子　作 ｺｼﾐｽﾞ ﾘｴｺ(1952-) 913 ｺ ポプラ社 2005 239p 19cm
忍剣花百姫伝　３ ﾆﾝｹﾝ ｶｵﾋﾒ ﾃﾞﾝ 時をかける魔鏡 越水利江子　作 ｺｼﾐｽﾞ ﾘｴｺ(1952-) 913 ｺ ポプラ社 2006 235p 19cm
忍剣花百姫伝　４ ﾆﾝｹﾝ ｶｵﾋﾒ ﾃﾞﾝ 決戦、逢魔の城 越水利江子　作 ｺｼﾐｽﾞ ﾘｴｺ(1952-) 913 ｺ ポプラ社 2007 239p 19cm
忍剣花百姫伝　５ ﾆﾝｹﾝ ｶｵﾋﾒ ﾃﾞﾝ 紅の宿命 越水利江子　作 ｺｼﾐｽﾞ ﾘｴｺ(1952-) 913 ｺ ポプラ社 2008 238p 19cm
忍剣花百姫伝　６ ﾆﾝｹﾝ ｶｵﾋﾒ ﾃﾞﾝ 星影の結界 越水利江子　作 ｺｼﾐｽﾞ ﾘｴｺ(1952-) 913 ｺ ポプラ社 2009 319p 19cm
忍剣花百姫伝　７ ﾆﾝｹﾝ ｶｵﾋﾒ ﾃﾞﾝ 愛する者たち 越水利江子　作 ｺｼﾐｽﾞ ﾘｴｺ(1952-) 913 ｺ ポプラ社 2010 358p 19cm
野球　できる！スポーツテクニック１ ﾔｷｭｳ ピッチング・守備 できる！スポーツテクニック 後藤寿彦　監修 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾋｺ 783 ｺ ポプラ社 2010 159p 22cm
野球　できる！スポーツテクニック２ ﾔｷｭｳ バッティング・走塁 できる！スポーツテクニック 後藤寿彦　監修 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾋｺ 783 ｺ ポプラ社 2010 151p 22cm
サッカー　できる！スポーツテクニック３ ｻｯｶｰ サッカー できる！スポーツテクニック 宇野勝　監修 ｳﾉ ﾏｻﾙ 783 ｳ ポプラ社 2010 159p 22cm
バレーボール　できる！スポーツテクニック４ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ バレーボール できる！スポーツテクニック 寺廻太　監修 ﾃﾗﾏﾜﾘ ﾌﾄｼ(1958-) 783 ﾃ ポプラ社 2010 159p 22cm
卓球　できる！スポーツテクニック５ ﾀｯｷｭｳ 卓球 できる！スポーツテクニック 前原正浩　監修 ﾏｴﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ(1953-) 783 ﾏ ポプラ社 2010 159p 22cm
バスッケットボール　できる！スポーツテクニック６ﾊﾞｽｯｹｯﾄﾎﾞｰﾙ バスケットボール できる！スポーツテクニック 阪口裕昭　監修 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 783 ｻ ポプラ社 2010 159p 22cm
テニス・ソフトテニス　できる！スポーツテクニック７ﾃﾆｽ ｿﾌﾄﾃﾆｽ テニス・ソフトテニス できる！スポーツテクニック 神和住純 田中弘　監修 ｶﾐﾜｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝ(1947-) 783 ｶ ポプラ社 2010 159p 22cm
水泳　できる！スポーツテクニック８ ｽｲｴｲ 水泳 できる！スポーツテクニック 青木剛　監修 ｱｵｷ ﾂﾖｼ(1947-) 785 ｱ ポプラ社 2010 159p 22cm
陸上競技　できる！スポーツテクニック９ ﾘｸｼﾞｮｳ ｷｮｳｷﾞ 陸上競技 できる！スポーツテクニック 高野進　監修 ﾀｶﾉ ｽｽﾑ(1961-) 782 ﾀ ポプラ社 2010 159p 22cm
柔道　できる！スポーツテクニック１０ ｼﾞｭｳﾄﾞｳ 柔道 できる！スポーツテクニック 鮫島元成　監修 ｻﾒｼﾏ ﾓﾄﾅﾘ 789 ｻ ポプラ社 2010 159p 22cm
龍馬伝　Ⅰ ﾘｮｳﾏ ﾃﾞﾝ 福田靖　作 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｼ(1962-) 913 ﾌ 日本放送出版協会 2009 307p 19cm
龍馬伝　Ⅱ ﾘｮｳﾏ ﾃﾞﾝ 福田靖　作 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｼ(1962-) 913 ﾌ 日本放送出版協会 2010 313p 19cm
龍馬伝　Ⅲ ﾘｮｳﾏ ﾃﾞﾝ 福田靖　作 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｼ(1962-) 913 ﾌ 日本放送出版協会 2010 306p 19cm
プラチナデータ ﾌﾟﾗﾁﾅﾃﾞｰﾀ 東野圭吾　著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ(1958-) 913 ﾋ 幻冬舎 2010 431p 20cm
からすたろう ｶﾗｽ ﾀﾛｳ やしまたろう　文・絵 ﾔｼﾏ ﾀﾛｳ 913 ﾔ 偕成社 1979 35p 31cm
妖怪アパートの幽雅な日常　１ ﾖｳｶｲ ｱﾊﾟ-ﾄ ﾉ ﾕｳｶﾞﾅ ﾆﾁｼﾞｮｳ YA!entertainment 香月日輪　著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ(1962-) 913 ｺ 講談社 2003 212p 19cm
妖怪アパートの幽雅な日常　２ ﾖｳｶｲ ｱﾊﾟ-ﾄ ﾉ ﾕｳｶﾞﾅ ﾆﾁｼﾞｮｳ YA!entertainment 香月日輪　著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ(1963-) 913 ｺ 講談社 2004 177p 19cm
妖怪アパートの幽雅な日常　３ ﾖｳｶｲ ｱﾊﾟ-ﾄ ﾉ ﾕｳｶﾞﾅ ﾆﾁｼﾞｮｳ YA!entertainment 香月日輪　著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ(1963-) 913 ｺ 講談社 2004 171p 19cm
木に学べ ｷ ﾆ ﾏﾅﾍﾞ 法隆寺・薬師寺の美 小学館文庫 西岡常一　著 ﾆｼｵｶ ﾂﾈｶｽﾞ(1908-1995) 521 ﾆ 小学館 2003 284p 15cm
君たちはどう生きるか ｷﾐﾀﾁ ﾜ ﾄﾞｳ ｲｷﾙｶ 岩波文庫 吉野源三郎　著 ﾖｼﾉ ｹﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 159 ﾖ 岩波書店 1982 339p 15cm
地球がわかる５０話 ﾁｷｭｳ ｶﾞ ﾜｶﾙ ｺﾞｼﾞｭｳﾜ 岩波ジュニア新書 島村英紀　著 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 81 ｼ 岩波書店 1994 210p 18cm
グレートジャーニー　１ ｸﾞﾚｰﾄ ｼﾞｬｰﾆｰ 地球を這う 関野吉晴　著 ｾｷﾉ ﾖｼﾊﾙ(1949-) 290 ｾ 筑摩書房 2003 188p 18cm
龍の子太郎 ﾀﾂ ﾉ ｺ ﾀﾛｳ 講談社青い鳥文庫 松谷みよ子　著 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾖｺ 913 ﾏ 講談社 1980 221p 18cm
冒険者たち ﾎﾞｳｹﾝｼｬﾀﾁ ガンバと１５ひきの仲間 岩波少年文庫 斎藤惇夫　作 ｻｲﾄｳ ｱﾂｵ 913 ｻ 岩波書店 1990 388p 18cm
どきん ﾄﾞｷﾝ フォア文庫 谷川俊太郎　詩 ﾀﾆｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 911 ﾀ 理論社 1986 146p 18cm
宮沢賢治全集　８ ﾐﾔｻﾞﾜｹﾝｼﾞ ｾﾞﾝｼｭｳ 注文の多い料理店．オツベルと象．グスコ－ブドリの伝記 ちくま文庫 宮沢賢治　著 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 913 ﾐ 筑摩書房 1986 686p 15cm
町工場・ス－パ－なものづくり ﾏﾁｺｳﾊﾞ ｽ-ﾊﾟ-ﾅ ﾓﾉﾂﾞｸﾘ ちくまプリマ－ブックス 小関智弘　著 ｺｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 916 ｺ 筑摩書房 1998 200p 19cm
旅をする木 ﾀﾋﾞ ｵ ｽﾙ ｷ 文春文庫 星野道夫　著 ﾎｼﾉ ﾐﾁｵ 295 ﾎ 文藝春秋 1999 241p 16cm
父の詫び状 ﾁﾁ ﾉ ﾜﾋﾞｼﾞｮｳ 文春文庫 向田邦子　著 ﾑｺｳﾀﾞ ｸﾆｺ(1929-1981) 914 ﾑ 文藝春秋 2006 300p 16cm
ニュース年鑑２０１０ ﾆｭｰｽ ﾈﾝｶﾝ 2010 こどもくらぶ　編集 ｺﾄﾞﾓｸﾗﾌﾞ 304 ｺ ポプラ社 2010 247p 25cm
スポーツ年鑑２０１０ ｽﾎﾟｰﾂ ﾈﾝｶﾝ 2010 小学館クリエイティブ　編集 ｼｮｳｶﾞｸｶﾝｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 780 ｼ ポプラ社 2010 247p 25cm
ぼくらの七日間戦争 ﾎﾞｸﾗ ﾉ ﾅﾉｶｶﾝ ｾﾝｿｳ 宗田理　作 ｿｳﾀﾞ ｵｻﾑ(1928-) 913 ｿ 角川書店 2009 390p 18cm
ぼくらの天使ゲーム ﾎﾞｸﾗ ﾉ ﾃﾝｼ ｹﾞｰﾑ 角川つばさ文庫 宗田理　作 ｿｳﾀﾞ ｵｻﾑ(1928-) 913 ｿ 角川書店 2009 354p 18cm
ぼくらの大冒険 ﾎﾞｸﾗ ﾉ ﾀﾞｲﾎﾞｳｹﾝ 角川つばさ文庫 宗田理　作 ｿｳﾀﾞ ｵｻﾑ(1928-) 913 ｿ 角川書店 2010 318p 18cm
古事記物語 ｺｼﾞｷ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 岩波少年文庫 福永武彦　作 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｹﾋｺ(1918-1979) 913 ﾌ 岩波書店 2000 291p 18cm
折原みとのお菓子の国のプリンセス ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ ﾉｵｶｼ ﾉ ｸﾆ ﾉ ﾌﾟﾘﾝｾｽ プリン王女のお菓子レッスン 折原みとのお料理シリーズ 折原みと　著 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ 596 ｵ ポプラ社 1999 95p 26cm
折原みとのおいしい国のプリンセス ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ ﾉｵｲｼｲ ｸﾆ ﾉ ﾌﾟﾘﾝｾｽ プリン王女のお料理レッスン 折原みとのお料理シリーズ 折原みと　著 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ 596 ｵ ポプラ社 2000 95p 26cm
折原みとのきれいな国のプリンセス ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ ﾉ ｷﾚｲﾅ ｸﾆ ﾉ ﾌﾟﾘﾝｾｽ プリン王女のヘルシーレッスン 折原みとのお料理シリーズ 折原みと　著 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ 596 ｵ ポプラ社 2000 95p 26cm
飛ぶ教室 ﾄﾌﾞ ｷｮｳｼﾂ 岩波少年文庫 エーリヒ・ケストナー　作 Kastner Erich.(1899-1974)933 ｹ 岩波書店 2006 254p 18cm
池上彰の学べるニュース ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾗ ﾉ ﾏﾅﾍﾞﾙ ﾆｭｰｽ 池上彰 「そうだったのか！池上彰の学べるニュース」スタッフ　著ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾗ(1950-) 302 ｲ 海竜社 2010 202p 21cm
解剖学教室へようこそ ｶｲﾎﾞｳｶﾞｸ ｷｮｳｼﾂ ｴ ﾖｳｺｿ 養老孟司　著 ﾖｳﾛｳ ﾀｹｼ(1937-) 491 ﾖ 筑摩書房 2005 221p 15cm
種の起原（上） ｼｭ ﾉ ｷｹﾞﾝ(ｼﾞｮｳ) 岩波文庫 ダ－ウィン　著 Darwin Charles Robert. 467 ﾀ 岩波書店 1990 446p 15cm
種の起源（下） ｼｭ ﾉ ｷｹﾞﾝ(ｹﾞ) 岩波文庫 ダ－ウィン　著 Darwin Charles Robert. 467 ﾀ 岩波書店 1990 408p 15cm
フリーター、家を買う。 ﾌﾘｰﾀｰ ｲｴ ｵ ｶｳ 有川浩　著 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ(1972-) 913 ｱ 幻冬舎 2009 309p 20cm
サーティーナイン・クルーズ１ ｻｰﾃｨｰﾅｲﾝ ｸﾙｰｽﾞ 骨の迷宮 リック・ライオダン　著 Riordan Rick(1964-) 933 ﾗ メディアファクトリー 2009 319p 19cm
サーティーナイン・クルーズ２ ｻｰﾃｨｰﾅｲﾝｸﾙｰｽﾞ 偽りの楽譜 ゴードン・コーマン　著 Korman Gordon(1963-) 933 ｺ メディアファクトリー 2009 239p 19cm
サーティーナイン・クルーズ　３ ｻｰﾃｨｰﾅｲﾝ ｸﾙｰｽﾞ 奪われた刀 ピーター・ルランジス　著 Lerangis Peter. 933 ﾙ メディアファクトリー 2009 223p 19cm



サーティーナイン・クルーズ　４ ｻｰﾃｨｰﾅｲﾝｸﾙｰｽﾞ 死者の伝言 ジュード・ワトソン　著 Watson Jude. 933 ﾜ メディアファクトリー 2009 287p 19cm
サーティーナイン・クルーズ　５ ｻｰﾃｨｰﾅｲﾝ ｸﾙｰｽﾞ 闇の包囲網 パトリック・カーマン　著 Carman Patrick. 933 ｶ メディアファクトリー 2010 239p 19cm
サーティーナイン・クルーズ６ ｻｰﾃｨｰﾅｲﾝｸﾙｰｽﾞ 死者の伝言 ジュード・ワトソン　著 Watson Jude. 933 ﾜ メディアファクトリー 2010 303p 19cm
クラバ－ト ｸﾗﾊﾞ-ﾄ オトフリート＝プロイスラー　作Preussler Otfried. 943 ﾌ 偕成社 1980 383p 20cm
華鬼　１ ﾊﾅｵﾆ 梨沙　著 ﾘｻ 913 ﾘ イースト・プレス 2007 285p 19cm
華鬼　２ ﾊﾅｵﾆ 梨沙　著 ﾘｻ 913 ﾘ イースト・プレス 2008 295p 19cm
スコアブック　１ ｽｺｱ ﾌﾞｯｸ ミサキの夢 伊集院静　著 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ｼｽﾞｶ(1950-) 913 ｲ 講談社 2009 267p 19cm
スコアブック　２ ｽｺｱ ﾌﾞｯｸ ツムジ風の中の対決 伊集院静　著 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ｼｽﾞｶ(1950-) 913 ｲ 講談社 2009 254p 19cm
はじめての日々　泣いちゃいそうだよ　高校生編ﾊｼﾞﾒﾃ ﾉ ﾋﾋﾞ 泣いちゃいそうだよ　高校生編 Ya! Entertainment 小林深雪　著 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｷ(1964-) 913 ｺ 講談社 2009 221p 19cm
大人への階段Ｓｔｅｐ１　泣いちゃいそうだよ　高校生編ｵﾄﾅ ｴﾉ ｶｲﾀﾞﾝ  ｽｯﾃｯﾌﾟ1 泣いちゃいそうだよ　高校生編 Ya! Entertainment 小林深雪　著 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｷ(1964-) 913 ｺ 講談社 2010 197p 19cm
ぼくらと七人の盗賊たち ﾎﾞｸﾗ ﾄ ｼﾁﾆﾝ ﾉ ﾄｳｿﾞｸﾀﾁ 角川つばさ文庫 宗田理　作 ｿｳﾀﾞ ｵｻﾑ(1928-) 913 ｿ 角川書店 2010 284p 18cm
鋼の錬金術師　１　砂礫の大地 ﾊｶﾞﾈ ﾉ ﾚﾝｷﾝｼﾞｭﾂｼ 小説　砂礫の大地 Comic novels 井上真　著 ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ(脚本家) 913 ｲ スクウェア・エニックス2003 253p 19cm
鋼の錬金術師　２　囚われの錬金術師 ﾊｶﾞﾈ ﾉ ﾚﾝｷﾝｼﾞｭﾂｼ 小説　囚われの錬金術師 Comic novels 井上真　著 ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ(脚本家) 913 ｲ スクウェア・エニックス2003 229p 19cm
妖怪アパートの幽雅な日常　４ ﾖｳｶｲ ｱﾊﾟ-ﾄ ﾉ ﾕｳｶﾞﾅ ﾆﾁｼﾞｮｳ Ya! Entertainment 香月日輪　著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ(1963-) 913 ｺ 講談社 2005 209p 19cm
妖怪アパートの幽雅な日常　５ ﾖｳｶｲ ｱﾊﾟ-ﾄ ﾉ ﾕｳｶﾞﾅ ﾆﾁｼﾞｮｳ Ya! Entertainment 香月日輪　著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ(1963-) 913 ｺ 講談社 2006 235p 19cm
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだらﾓｼ ｺｳｺｳ ﾔｷｭｳ ﾉ ｼﾞｮｼ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ ｶﾞ ﾄﾞﾗｯｶｰ ﾉ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ｵ ﾖﾝﾀﾞﾗ 岩崎夏海　著 ｲﾜｻｷ ﾅﾂﾐ 913 ｲ ダイヤモンド社 2009 272p 19cm
坂本龍馬 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 幕末・維新人物伝 コミック版日本の歴史 すぎたとおる　早川大介　作画ﾊﾔｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 289 ｽ ポプラ社 2008 126p 22cm
西郷隆盛 ｻｲｺﾞｳ ﾀｶﾓﾘ 幕末・維新人物伝 コミック版日本の歴史 すぎたとおる　早川大介　作画ﾊﾔｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 289 ｽ ポプラ社 2009 126p 22cm
吉田松陰と高杉晋作 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｲﾝ ﾄ ﾀｶｽｷﾞ ｼﾝｻｸ 幕末・維新人物伝 コミック版日本の歴史 すぎたとおる　瀧玲子　作画 ﾀｷ ﾚｲｺ 289 ｽ ポプラ社 2009 126p 22cm
明治維新 ﾒｲｼﾞ ｲｼﾝ 歴史を変えた日本の戦い コミック版日本の歴史 すぎたとおる　中島健志　作画ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 210 ｽ ポプラ社 2009 126p 22cm
西南戦争 ｾｲﾅﾝ ｾﾝｿｳ 歴史を変えた日本の戦い コミック版日本の歴史 すぎたとおる　岩村俊哉　作画ｲﾜﾑﾗ ﾄｼﾔ 210 ｽ ポプラ社 2009 126p 22cm
小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡 ｼｮｳﾜｸｾｲ ﾀﾝｻｷﾊﾔﾌﾞｻ ﾉ ｷｾｷ 挑戦と復活の２５９２日 的川泰宣　著 ﾏﾄｶﾜ ﾔｽﾉﾘ(1942-) 538 ﾏ ＰＨＰ研究所 2010 151p 21cm
明日につづくリズム ｱｽ ﾆ ﾂｽﾞｸ ﾘｽﾞﾑ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　２１ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　２１ 八束　澄子 著 ﾔﾂｶ ｽﾐｺ 913 ﾔ ポプラ社 2009 222p 20cm
明日につづくリズム ｱｽ ﾆ ﾂｽﾞｸ ﾘｽﾞﾑ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　２１ ｔｅｅｎｓ’　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　２１ 八束　澄子 著 ﾔﾂｶ ｽﾐｺ 913 ﾔ ポプラ社 2009 222p 20cm
ビーバー族のしるし ﾋﾞｰﾊﾞｰｿﾞｸ ﾉ ｼﾙｼ エリザベス・ジョージ・スピア 著ｽﾋﾟｱ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｼﾞﾖｰｼﾞ 933 ｽ あすなろ書房 2009 247p 20cm
ビーバー族のしるし ﾋﾞｰﾊﾞｰｿﾞｸ ﾉ ｼﾙｼ エリザベス・ジョージ・スピア 著ｽﾋﾟｱ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｼﾞﾖｰｼﾞ 933 ｽ あすなろ書房 2009 247p 20cm
奇跡のプレイボール ｷｾｷ ﾉ ﾌﾟﾚｲﾎﾞｰﾙ 元兵士たちの日米野球 ノンフィクション知られざる世界 ノンフィクション知られざる世界 大社　充 著 ｵｵｺｿ ﾐﾂﾙ 936 ｵ 金の星社 2009 159p 22cm
奇跡のプレイボール ｷｾｷ ﾉ ﾌﾟﾚｲﾎﾞｰﾙ 元兵士たちの日米野球 ノンフィクション知られざる世界 ノンフィクション知られざる世界 大社　充 著 ｵｵｺｿ ﾐﾂﾙ 936 ｵ 金の星社 2009 159p 22cm
ブラザー・サンシスター・ムーン ﾌﾞﾗｻﾞｰ ｻﾝ ｼｽﾀｰ ﾑｰﾝ 恩田　陸 著 ｵﾝﾀﾞ ﾘｸ 913 ｵ 河出書房新社 2009 189p 20cm
空に唄う ｿﾗﾆｳﾀｳ 白岩　玄 ｼﾗｲﾜ ｹﾞﾝ 913 ｼ 河出書房新社 2009
引き出しの中のラブレター ﾋｷﾀﾞｼ ﾉ ﾅｶ ﾉﾗﾌﾞﾚﾀｰ 新堂　冬樹 著 ｼﾝﾄﾞｳ ﾌﾕｷ 913 ｼ 河出書房新社 2009 315p 20cm
イー・イー・イー ｲｰ ｲｰ ｲｰ タオ・リン 著 ﾘﾝ ﾀｵ 933 ﾘ 河出書房新社 2009 170p 19cm
ほどほどにちっちゃい男の子とファクトトラッカーの秘密ﾎﾄﾞﾎﾄﾞ ﾆ ﾁﾂﾁﾔｲ ｵﾄｺ ﾉ ｺ ﾄ ﾌｱｸﾄﾄﾗﾂｶｰ ﾉ ﾋﾐﾂ ジェイソン・カーター・イートン 著ｲｰﾄﾝ ｼﾞｴｲｿﾝ ｶｰﾀｰ 933 ｲ 河出書房新社 2009 290p 20cm
みずうみ ﾐｽﾞｳﾐ いしい　しんじ 著 ｲｼｲ ｼﾝｼﾞ 913 ｲ 河出書房新社 2007 280p 20cm
走ル ﾊｼﾙ 羽田　圭介 著 ﾊﾀﾞ ｹｲｽｹ 913 ﾊ 河出書房新社 2008 156p 20cm
魔法の王国の大冒険 ﾃﾞｲｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ ﾉ ﾀﾞｲﾎﾞｳｹﾝ リドリー・ピアスン 著 ﾋﾟｱｽﾝ ﾘﾄﾞﾘｰ 933 ﾋ 河出書房新社 2008 354p 19cm
枕草子 ﾏｸﾗﾉｿｳｼ これなら読めるやさしい古典　大型版 これなら読めるやさしい古典　大型版清少納言 原著 ｾｲｼﾖｳﾅｺﾞﾝ 914 ｾ 汐文社 2006 125p 27cm
徒然草 ﾂﾚｽﾞﾚｸﾞｻ これなら読めるやさしい古典　大型版 これなら読めるやさしい古典　大型版吉田　兼好 原著 ｹﾝｺｳ 914 ｹ 汐文社 2006 127p 27cm
方丈記 ﾎｳｼﾞﾖｳｷ これなら読めるやさしい古典　大型版 これなら読めるやさしい古典　大型版鴨　長明 原著 ｶﾓﾉ ﾁﾖｳﾒｲ 914 ｶ 汐文社 2006 131p 27cm
竹取物語 ﾀｹﾄﾘ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ これなら読めるやさしい古典　大型版 これなら読めるやさしい古典　大型版長尾　剛 著 ﾅｶﾞｵ ﾀｹｼ 913 ﾅ 汐文社 2007 137p 27cm
今昔物語 ｺﾝｼﾞﾔｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ これなら読めるやさしい古典　大型版 これなら読めるやさしい古典　大型版長尾　剛 著 ﾅｶﾞｵ ﾀｹｼ 913 ﾅ 汐文社 2007 127p 27cm
情熱をかなでるミュージシャンＥＸＩＬＥ ｼﾞﾖｳﾈﾂ ｵ ｶﾅﾃﾞﾙ ﾐﾕｰｼﾞｼﾔﾝ ｴｸﾞｻﾞｲﾙ 本郷　陽二 著 ﾎﾝｺﾞｳ ﾖｳｼﾞ 916 ﾎ 汐文社 2008 175p 20cm
情熱をかなでるミュージシャンコブクロ ｼﾞﾖｳﾈﾂｵ ｶﾅﾃﾞﾙ ﾐﾕｰｼﾞｼﾔﾝ ｺﾌﾞｸﾛ 本郷　陽二 著 ﾎﾝｺﾞｳ ﾖｳｼﾞ 916 ﾎ 汐文社 2008 174p 20cm
情熱をかなでるミュージシャン絢香 ｼﾞﾖｳﾈﾂ ｵｶﾅﾃﾞﾙ ﾐﾕｰｼﾞｼﾔﾝ ｱﾔｶ 本郷　陽二 著 ﾎﾝｺﾞｳ ﾖｳｼﾞ 916 ﾎ 汐文社 2009 162p 20cm
情熱をかなでるミュージシャンＬ’Ａｒｃ～ｅｎ～Ｃｉｅｌｼﾞﾖｳﾈﾂ ｵ ｶﾅﾃﾞﾙ ﾐﾕｰｼﾞｼﾔﾝ ﾗﾙｸｱﾝｼｴﾙ 本郷　陽二 著 ﾎﾝｺﾞｳ ﾖｳｼﾞ 916 ﾎ 汐文社 2009 166p 20cm
マリと子犬の物語 ﾏﾘ ﾄ ｺｲﾇ ﾉ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ひろはた　えりこ 著 ﾋﾛﾊﾀ ｴﾘｺ 913 ﾋ 汐文社 2007 147p 22cm
ラブの贈りもの　改訂版 ﾗﾌﾞ ﾉ ｵｸﾘﾓﾉ 盲導犬誕生物語 登坂　恵里香 著 ﾄｻｶ ｴﾘｶ 913 ﾄ 汐文社 2008 135p 22cm
ラブの贈りもの　２　改訂版 ﾗﾌﾞ ﾉ ｵｸﾘﾓﾉ 盲導犬誕生物語 ラブの贈りもの ラブの贈りもの 登坂　恵里香 著 ﾄｻｶ ｴﾘｶ 913 ﾄ 汐文社 2009 143p 22cm
ロクの菜の花畑 ﾛｸ ﾉ ﾅﾉﾊﾅﾊﾞﾀｹ 竹田　まゆみ 著 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕﾐ 913 ﾀ 汐文社 1996 133p 22cm
帰ってきて！愛犬ナナちゃん ｶｴﾂﾃ ｷﾃ ｱｲｹﾝ ﾅﾅﾁﾔﾝ 主人をクマから守ったイヌ 反町　昭子 著 ｿﾘﾏﾁ ｱｷｺ 913 ｿ 汐文社 2004 123p 22cm
小説ＭＡＪＯＲ　１　横浜編 ｼﾖｳｾﾂ ﾒｼﾞﾔｰ 小学館文庫　つ　４－１ 小学館文庫　つ　４－１ 土屋　理敬 著 ﾂﾁﾔ ﾐﾁﾋﾛ 913 ﾂ 小学館 2008 332p 15cm
小説ＭＡＪＯＲ　２　福岡編 ｼﾖｳｾﾂ ﾒｼﾞﾔｰ 小学館文庫　つ　４－２ 小学館文庫　つ　４－２ 土屋　理敬 著 ﾂﾁﾔ ﾐﾁﾋﾛ 913 ﾂ 小学館 2008 263p 15cm
夢水清志郎に挑戦！超名探偵ものしりクイズﾕﾒﾐｽﾞ ｷﾖｼﾛｳ ﾆ ﾁﾖｳｾﾝ ﾊｲﾊﾟｰ ﾒｲﾀﾝﾃｲ ﾓﾉｼﾘ ｸｲｽﾞ青い鳥おもしろランド 青い鳥おもしろランド はやみね　かおる 著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ 913 ﾊ 講談社 2008 207p 19cm
初恋アニヴァーサリー（記念日） ﾊﾂｺｲ ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ 講談社青い鳥文庫スペシャル短編集 名木田　恵子 著 ﾅｷﾞﾀ ｹｲｺ 913 ﾅ 講談社 2008 446p 19cm
あなたに贈る物語 ｱﾅﾀﾆｵｸﾙｽﾄｰﾘｰ 石崎　洋司　他 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ ﾎｶ 913 ｲ 講談社 2006
夢水清志郎に挑戦！名探偵ものしりクイズﾕﾒﾐｽﾞ ｷﾖｼﾛｳ ﾆ ﾁﾖｳｾﾝ ﾒｲﾀﾝﾃｲ ﾓﾉｼﾘ ｸｲｽﾞ 青い鳥おもしろランド 青い鳥おもしろランド はやみね　かおる 著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ 913 ﾊ 講談社 2007 223p 19cm
おもしろい話が読みたい！　白虎編 ｵﾓｼﾛｲ ﾊﾅｼ ｶﾞ ﾖﾐﾀｲ ﾋﾞﾔﾂｺﾍﾝ 講談社青い鳥文庫 講談社青い鳥文庫 令丈　ヒロ子 著 ﾚｲｼﾞﾖｳ ﾋﾛｺ 913 ﾚ 講談社 2005 341p 19cm
おもしろい話が読みたい！　青龍編 ｵﾓｼﾛｲ ﾊﾅｼ ｶﾞ ﾖﾐﾀｲ ｾｲﾘﾕｳﾍﾝ 講談社青い鳥文庫 講談社青い鳥文庫 楠木　誠一郎 著 ｸｽﾉｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 913 ｸ 講談社 2005 388p 19cm
いつも心に好奇心 ｲﾂﾓ ｺｺﾛ ﾆ ﾐｽﾃﾘｰ 名探偵夢水清志郎ｖｓ．パソコン通信探偵団 講談社青い鳥文庫 講談社青い鳥文庫 はやみね　かおる 著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ 913 ﾊ 講談社 2000 413p 19cm
相棒 ｱｲﾎﾞｳ 警視庁ふたりだけの特命係 朝日文庫　い　６８－１ 朝日文庫　い６８－１ 輿水　泰弘 著 ｺｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 913 ｺ 朝日新聞社 2007 252p 15cm
相棒　ｓｅａｓｏｎ１ ｱｲﾎﾞｳ 朝日文庫　い　６８－２ 朝日文庫　い　６８－２ 輿水　泰弘 著 ｺｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 913 ｺ 朝日新聞社 2008 427p 15cm
相棒　ｓｅａｓｏｎ２　上 ｱｲﾎﾞｳ 朝日文庫　い　６８－３ 朝日文庫　い　６８－３ 輿水　泰弘 著 ｺｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 913 ｺ 朝日新聞社 2008 378p 15cm
相棒　ｓｅａｓｏｎ２　下 ｱｲﾎﾞｳ 朝日文庫　い　６８－４ 朝日文庫　い　６８－４ 輿水　泰弘 著 ｺｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 913 ｺ 朝日新聞出版 2008 410p 15cm
相棒　ｓｅａｓｏｎ３　上 ｱｲﾎﾞｳ 朝日文庫　い　６８－５ 朝日文庫　い　６８－５ 輿水　泰弘 著 ｺｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 913 ｺ 朝日新聞出版 2008 371p 15cm
相棒　ｓｅａｓｏｎ３　下 ｱｲﾎﾞｳ 朝日文庫　い　６８－６ 朝日文庫　い　６８－６ 輿水　泰弘 著 ｺｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 913 ｺ 朝日新聞出版 2008 426p 15cm
相棒　ｓｅａｓｏｎ４　上 ｱｲﾎﾞｳ 朝日文庫　い　６８－７ 朝日文庫　い　６８－７ 輿水　泰弘 著 ｺｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 913 ｺ 朝日新聞出版 2009 426p 15cm
相棒　ｓｅａｓｏｎ４　下 ｱｲﾎﾞｳ 朝日文庫　い　６８－８ 朝日文庫　い　６８－８ 輿水　泰弘 著 ｺｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 913 ｺ 朝日新聞出版 2009 530p 15cm
相棒　ｓｅａｓｏｎ５　上 ｱｲﾎﾞｳ 朝日文庫　い　６８－９ 朝日文庫　い　６８－９ 輿水　泰弘 著 ｺｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 913 ｺ 朝日新聞出版 2009 475p 15cm
相棒　ｓｅａｓｏｎ５　下 ｱｲﾎﾞｳ 朝日文庫　い　６８－１０ 朝日文庫　い　６８－１０ 輿水　泰弘 著 ｺｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 913 ｺ 朝日新聞出版 2009 461p 15cm
小説ＪＩＮ－仁 ｼﾖｳｾﾂ ｼﾞﾝ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 村上　もとか 著 ﾑﾗｶﾐ ﾓﾄｶ 913 ﾑ 集英社 2009 237p 18cm
映画ＲＯＯＫＩＥＳ－卒業 ｴｲｶﾞ ﾙｰｷｰｽﾞ ｿﾂｷﾞﾖｳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 森田　まさのり 原著 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ 913 ﾓ 集英社 2009 234p 18cm
クローバー ｸﾛｰﾊﾞｰ 中西　翠 著 ﾅｶﾆｼ ﾐﾄﾞﾘ 913 ﾅ 講談社 2009 217p 20cm
恐怖！！都市伝説 ｷﾖｳﾌ ﾄｼ ﾃﾞﾝｾﾂ 身の毛もよだつ 平川　陽一 編 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ 913 ﾋ 汐文社 2007 159p 19cm
恐怖！！都市伝説　パート２ ｷﾖｳﾌ ﾄｼ ﾃﾞﾝｾﾂ 背すじもこおる 恐怖！！都市伝説　パート２ 恐怖！！都市伝説パート２ 平川　陽一 編 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ 913 ﾋ 汐文社 2008 167p 19cm
恐怖！！都市伝説　パート３ ｷﾖｳﾌ ﾄｼ ﾃﾞﾝｾﾂ かくされた呪い 恐怖！！都市伝説　パート３ 恐怖！！都市伝説パート３ 平川　陽一 編 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ 913 ﾋ 汐文社 2008 159p 19cm
恐怖！！都市伝説　パート４ ｷﾖｳﾌ ﾄｼ ﾃﾞﾝｾﾂ あなたのとなりの 恐怖！！都市伝説　パート４ 恐怖！！都市伝説　パート４ 平川　陽一 編 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳｲﾁ 913 ﾋ 汐文社 2008 161p 19cm
闘竜伝 ﾄｳﾘﾕｳﾃﾞﾝ 夢への１歩 ドラゴン・バトラーズ闘竜伝シリーズ　１ ドラゴン・バトラーズ闘竜伝シリーズ　１渡辺　仙州 著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼﾕｳ 913 ﾜ ポプラ社 2009 230p 18cm
闘竜伝　２ ﾄｳﾘﾕｳﾃﾞﾝ ドラゴン・バトラーズ闘竜伝シリーズ　２ ドラゴン・バトラーズ闘竜伝シリーズ２渡辺　仙州 著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼﾕｳ 913 ﾜ ポプラ社 2009 246p 18cm



闘竜伝　３ ﾄｳﾘﾕｳﾃﾞﾝ ドラゴン・バトラーズ闘竜伝シリーズ　３ ドラゴン・バトラーズ闘竜伝シリーズ３渡辺　仙州 著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼﾕｳ 913 ﾜ ポプラ社 2009 238p 18cm
闘竜伝　４ ﾄｳﾘﾕｳﾃﾞﾝ ドラゴン・バトラーズ闘竜伝シリーズ　４ ドラゴン・バトラーズ闘竜伝シリーズ　４渡辺　仙州 著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼﾕｳ 913 ﾜ ポプラ社 2009 238p 18cm
闘竜伝　５ ﾄｳﾘﾕｳﾃﾞﾝ ドラゴン・バトラーズ闘竜伝シリーズ　５ ドラゴン・バトラーズ闘竜伝シリーズ　５渡辺　仙州 著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼﾕｳ 913 ﾜ ポプラ社 2009 214p 18cm
モンスターハンター魂を継ぐ者　１ ﾓﾝｽﾀｰ ﾊﾝﾀｰ ﾀﾏｼｲ ｵ ﾂｸﾞ ﾓﾉ ファミ通文庫　Ｍ　１２－２－１ ファミ通文庫　Ｍ　１２－２－１ 氷上　慧一 著 ﾋｶﾐ ｹｲｲﾁ 913 ﾋ エンターブレイン 2007 254p 15cm
モンスターハンター魂を継ぐ者　２ ﾓﾝｽﾀｰ ﾊﾝﾀｰ ﾀﾏｼｲ ｵ ﾂｸﾞ ﾓﾉ ファミ通文庫　Ｍ　１２－２－２ ファミ通文庫　Ｍ　１２－２－２ 氷上　慧一 著 ﾋｶﾐ ｹｲｲﾁ 913 ﾋ エンターブレイン 2007 255p 15cm
家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！　隠し弾１ｶﾃｷﾖｰ ﾋﾂﾄﾏﾝ ﾘﾎﾞｰﾝ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 天野　明 著 ｱﾏﾉ ｱｷﾗ 913 ｱ 集英社 2007 232p 18cm
家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！　隠し弾２ｶﾃｷﾖｰ ﾋﾂﾄﾏﾝ ﾘﾎﾞｰﾝ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 天野　明 著 ｱﾏﾉ ｱｷﾗ 913 ｱ 集英社 2008 254p 18cm
家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！　隠し弾３ｶﾃｷﾖｰ ﾋﾂﾄﾏﾝ ﾘﾎﾞｰﾝ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 天野　明 著 ｱﾏﾉ ｱｷﾗ 913 ｱ 集英社 2009 254p 18cm
家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！　隠し弾４ｶﾃｷﾖｰ ﾋﾂﾄﾏﾝ ﾘﾎﾞｰﾝ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 天野　明 著 ｱﾏﾉ ｱｷﾗ 913 ｱ 集英社 2010 246p 18cm
獣の奏者　１ ｹﾓﾉ ﾉ ｿｳｼﾞﾔ 講談社青い鳥文庫　２７３－１ 講談社青い鳥文庫　２７３－１ 上橋　菜穂子 著 ｳｴﾊｼ ﾅﾎｺ 913 ｳ 講談社 2008 189p 18cm
獣の奏者　２ ｹﾓﾉ ﾉ ｿｳｼﾞﾔ 講談社青い鳥文庫　２７３－２ 講談社青い鳥文庫　２７３－２ 上橋　菜穂子 著 ｳｴﾊｼ ﾅﾎｺ 913 ｳ 講談社 2009 189p 18cm
獣の奏者　３ ｹﾓﾉ ﾉ ｿｳｼﾞﾔ 講談社青い鳥文庫　２７３－３ 講談社青い鳥文庫　２７３－３ 上橋　菜穂子 著 ｳｴﾊｼ ﾅﾎｺ 913 ｳ 講談社 2009 285p 18cm
獣の奏者　４ ｹﾓﾉ ﾉ ｿｳｼﾞﾔ 講談社青い鳥文庫　２７３－４ 講談社青い鳥文庫　２７３－４ 上橋　菜穂子 著 ｳｴﾊｼ ﾅﾎｺ 913 ｳ 講談社 2009 189p 18cm
ウルルの森の物語 ｳﾙﾙ ﾉ ﾓﾘ ﾉ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 小学館ジュニアシネマ文庫 小学館ジュニアシネマ文庫 世良　ふゆみ 著 ｾﾗ ﾌﾕﾐ 913 ｾ 小学館 2009 199p 18cm
孤高のメス神の手にはあらず　第１巻 ｺｺｳ ﾉ ﾒｽ ｶﾐ ﾉ ﾃ ﾆﾜ ｱﾗｽﾞ 幻冬舎文庫　お　２５－９ 幻冬舎文庫　お　２５－９ 大鐘　稔彦 著 ｵｵｶﾞﾈ ﾄｼﾋｺ 913 ｵ 幻冬舎 2009 284p 16cm
孤高のメス神の手にはあらず　第２巻 ｺｺｳ ﾉ ﾒｽ ｶﾐ ﾉ ﾃ ﾆﾜ ｱﾗｽﾞ 幻冬舎文庫　お　２５－１０ 幻冬舎文庫　お　２５－１０ 大鐘稔彦 著 ｵｵｶﾞﾈ ﾄｼﾋｺ 913 ｵ 幻冬舎 2009 289p 16cm
孤高のメス神の手にはあらず　第３巻 ｺｺｳ ﾉ ﾒｽ ｶﾐ ﾉ ﾃ ﾆﾜ ｱﾗｽﾞ 幻冬舎文庫　お　２５－１１ 幻冬舎文庫　お　２５－１１ 大鐘稔彦 著 ｵｵｶﾞﾈ ﾄｼﾋｺ 913 ｵ 幻冬舎 2009 326p 16cm
孤高のメス神の手にはあらず　第４巻 ｺｺｳ ﾉ ﾒｽ ｶﾐ ﾉ ﾃ ﾆﾜ ｱﾗｽﾞ 幻冬舎文庫　お　２５－１２ 幻冬舎文庫　お　２５－１２ 大鐘稔彦 著 ｵｵｶﾞﾈ ﾄｼﾋｺ 913 ｵ 幻冬舎 2009 301p 16cm
恐竜の谷の大冒険 ｷﾖｳﾘﾕｳ ﾉ ﾀﾆ ﾉ ﾀﾞｲﾎﾞｳｹﾝ マジック・ツリーハウス　１ マジック・ツリーハウス　１ メアリー・ポープ・オズボーン 著ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ ﾒｱﾘｰ ﾎﾟｰﾌﾟ 933 ｵ メディアファクトリー 2002 157p 19cm
女王フュテピのなぞ ｼﾞﾖｵｳ ﾌﾕﾃﾋﾟ ﾉ ﾅｿﾞ マジック・ツリーハウス　２ マジック・ツリーハウス　２ メアリー・ポープ・オズボーン 著ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ ﾒｱﾘｰ ﾎﾟｰﾌﾟ 933 ｵ メディアファクトリー 2002 158p 19cm
アマゾン大脱出 ｱﾏｿﾞﾝ ﾀﾞｲﾀﾞﾂｼﾕﾂ マジック・ツリーハウス　３ マジック・ツリーハウス　３ メアリー・ポープ・オズボーン 著ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ ﾒｱﾘｰ ﾎﾟｰﾌﾟ 933 ｵ メディアファクトリー 2002 157p 19cm
マンモスとなぞの原始人 ﾏﾝﾓｽ ﾄ ﾅｿﾞ ﾉ ｹﾞﾝｼｼﾞﾝ マジック・ツリーハウス　４ マジック・ツリーハウス　４ メアリー・ポープ・オズボーン 著ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ ﾒｱﾘｰ ﾎﾟｰﾌﾟ 933 ｵ メディアファクトリー 2002 156p 19cm
ＳＯＳ！海底探険 ｴｽｵｰｴｽ ｶｲﾃｲ ﾀﾝｹﾝ マジック・ツリーハウス　５ マジック・ツリーハウス　５ メアリー・ポープ・オズボーン 著ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ ﾒｱﾘｰ ﾎﾟｰﾌﾟ 933 ｵ メディアファクトリー 2002 156p 19cm
スティッチ！ ｽﾃｲﾂﾁ ディズニーアニメ小説版　７６ ディズニーアニメ小説版　７６ 柿原　優子 著 ｶｷﾊﾗ ﾕｳｺ 933 ｶ 偕成社 2009 206p 18cm
ベッドタイム・ストーリー ﾍﾞﾂﾄﾞ ﾀｲﾑ ｽﾄｰﾘｰ ディズニーアニメ小説版　７７ ディズニーアニメ小説版　７７ ヘレナ・メイヤー 著 ﾒｲﾔｰ ﾍﾚﾅ 933 ﾒ 偕成社 2009 206p 18cm
ボルト ﾎﾞﾙﾄ ディズニーアニメ小説版　７８ ディズニーアニメ小説版　７８ アイリーン・トリンブル 著 ﾄﾘﾝﾌﾞﾙ ｱｲﾘｰﾝ 933 ﾄ 偕成社 2009 206p 18cm
カールじいさんの空飛ぶ家 ｶｰﾙ ｼﾞｲｻﾝ ﾉ ｿﾗﾄﾌﾞ ｲｴ ディズニーアニメ小説版　７９ ディズニーアニメ小説版　７９ ジャスミン・ジョーンズ 著 ｼﾞﾖｰﾝｽﾞ ｼﾞﾔｽﾐﾝ 933 ｼ 偕成社 2009 222p 18cm
ティンカー・ベルと月の石 ﾃｲﾝｶｰ ﾍﾞﾙ ﾄ ﾂｷ ﾉ ｲｼ ディズニーアニメ小説版　８０ ディズニーアニメ小説版　８０ キンバリー・モリス 著 ﾓﾘｽ ｷﾝﾊﾞﾘｰ 933 ﾓ 偕成社 2009 206p 18cm
アンティークＦＵＧＡ　１ ｱﾝﾃｲｰｸ ﾌｳｶﾞ ＹＡ！フロンティア ＹＡ！フロンティア あんびる　やすこ 著 ｱﾝﾋﾞﾙ ﾔｽｺ 913 ｱ 岩崎書店 2007 211p 19cm
アンティークＦＵＧＡ　２ ｱﾝﾃｲｰｸ ﾌｳｶﾞ ＹＡ！フロンティア ＹＡ！フロンティア あんびる　やすこ 著 ｱﾝﾋﾞﾙ ﾔｽｺ 913 ｱ 岩崎書店 2008 211p 19cm
アンティークＦＵＧＡ　３ ｱﾝﾃｲｰｸ ﾌｳｶﾞ ＹＡ！フロンティア ＹＡ！フロンティア あんびる　やすこ 著 ｱﾝﾋﾞﾙ ﾔｽｺ 913 ｱ 岩崎書店 2008 187p 19cm
アンティークＦＵＧＡ　４ ｱﾝﾃｲｰｸ ﾌｳｶﾞ ＹＡ！フロンティア ＹＡ！フロンティア あんびる　やすこ 著 ｱﾝﾋﾞﾙ ﾔｽｺ 913 ｱ 岩崎書店 2009 197p 19cm
アンティークＦＵＧＡ　５ ｱﾝﾃｲｰｸ ﾌｳｶﾞ ＹＡ！フロンティア ＹＡ！フロンティア あんびる　やすこ 著 ｱﾝﾋﾞﾙ ﾔｽｺ 913 ｱ 岩崎書店 2009 186p 19cm
ニホンブンレツ ﾆﾎﾝﾌﾞﾝﾚﾂ 山田　悠介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 文芸社 2009
君に届け　５ ｷﾐ ﾆ ﾄﾄﾞｹ コバルト文庫　し　２－２９ コバルト文庫　し　２－２９ 下川　香苗 著 ｼﾓｶﾜ ｶﾅｴ 913 ｼ 集英社 2009 201p 15cm
ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　７ ﾎﾞｸﾀﾁ ﾄ ﾁﾕｳｻﾞｲｻﾝ ﾉ ﾅﾅﾋﾔｸﾆﾁ ｾﾝｿｳ 小学館文庫　ま　５－７ 小学館文庫　ま　５－７ ママチャリ 著 ﾏﾏﾁﾔﾘ 913 ﾏ 小学館 2010 361p 15cm
スローカーブを、もう一球 ｽﾛｰ ｶｰﾌﾞ ｵ ﾓｳ ｲﾂｷﾕｳ 角川文庫　や　１０－１ 角川文庫　や　１０－１ 山際　淳司 著 ﾔﾏｷﾞﾜ ｼﾞﾕﾝｼﾞ 913 ﾔ 角川グループパブリッシング1985 253p 15cm
サッカーボーイズ ｻﾂｶｰ ﾎﾞｰｲｽﾞ 再会のグラウンド 角川文庫　は　３８－１ 角川文庫　は　３８－１ はらだ　みずき 著 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 913 ﾊ 角川書店 2008 277p 15cm
ドラゴンボールエボリューション ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙ ｴﾎﾞﾘﾕｰｼﾖﾝ ＳＨＯ－ＰＲＯ　ＢＯＯＫＳ ＳＨＯ－ＰＲＯ　ＢＯＯＫＳ ステイシア・ドイッチェ 著 ﾄﾞｲﾂﾁｴ ｽﾃｲｼｱ 933 ﾄ 小学館集英社プロダクション2009 231p 18cm
劇場版ＢＬＥＡＣＨ　Ｆａｄｅ　ｔｏ　Ｂｌａｃｋ君の名を呼ぶｹﾞｷｼﾞﾖｳﾊﾞﾝ ﾌﾞﾘｰﾁ ﾌｴｲﾄﾞ ﾄｳ ﾌﾞﾗﾂｸ ｷﾐ ﾉ ﾅ ｵ ﾖﾌﾞＪＵＭＰＪＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 久保　帯人 著 ｸﾎﾞ ﾀｲﾄ 913 ｸ 集英社 2008 216p 18cm
劇場版ＢＬＥＡＣＨ　Ｔｈｅ　ＤｉａｍｏｎｄＤｕｓｔ　Ｒｅｂｅｌｌｉｏｎｹﾞｷｼﾞﾖｳﾊﾞﾝ ﾌﾞﾘｰﾁ ｻﾞ ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞﾀﾞｽﾄ ﾘﾍﾞﾘｵﾝ もう一つの氷輪丸 ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 久保　帯人 著 ｸﾎﾞ ﾀｲﾄ 913 ｸ 集英社 2007 218p 18cm
劇場版ＢＬＥＡＣＨ　ＭＥＭＯＲＩＥＳ　ＯＦ　ＮＯＢＯＤＹｹﾞｷｼﾞﾖｳﾊﾞﾝ ﾌﾞﾘｰﾁ ﾒﾓﾘｰｽﾞ ｵﾌﾞ ﾉｰﾊﾞﾃﾞｲ ＪＵＭＰ　ＪＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 久保　帯人 著 ｸﾎﾞ ﾀｲﾄ 913 ｸ 集英社 2006 224p 18cm
劇場版ＮＡＲＵＴＯ大興奮！みかづき島のアニマル騒動だってばよｹﾞｷｼﾞﾖｳﾊﾞﾝ ﾅﾙﾄ ﾀﾞｲｺｳﾌﾝ ﾐｶｽﾞｷｼﾞﾏ ﾉ ｱﾆﾏﾙ ﾊﾟﾆﾂｸ ﾀﾞﾂﾃﾊﾞﾖＪＵＭＰＪ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 岸本　斉史 著 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｼ 913 ｷ 集英社 2006 224p 18cm
劇場版ＮＡＲＵＴＯ大激突！幻の地底遺跡だってばよｹﾞｷｼﾞﾖｳﾊﾞﾝ ﾅﾙﾄ ﾀﾞｲｹﾞｷﾄﾂ ﾏﾎﾞﾛｼ ﾉ ﾁﾃｲ ｲｾｷ ﾀﾞﾂﾃﾊﾞﾖＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 岸本　斉史 著 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｼ 913 ｷ 集英社 2005 222p 18cm
きみが見つける物語　スクール編 ｷﾐ ｶﾞ ﾐﾂｹﾙ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｽｸｰﾙﾍﾝ 十代のための新名作 角川文庫　あ　１００－１０１ 角川文庫　あ　１００－１０１ あさの　あつこ 著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ 角川書店 2008 327p 15cm
きみが見つける物語　放課後編 ｷﾐ ｶﾞ ﾐﾂｹﾙ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾎｳｶｺﾞﾍﾝ 十代のための新名作 角川文庫　あ　１００－１０２ 角川文庫　あ　１００－１０２ 浅田　次郎 著 ｱｻﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 角川書店 2008 214p 15cm
きみが見つける物語　休日編 ｷﾐ ｶﾞ ﾐﾂｹﾙ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｷﾕｳｼﾞﾂﾍﾝ 十代のための新名作 角川文庫　あ　１００－１０３ 角川文庫　あ　１００－１０３ 角田　光代 著 ｶｸﾀ ﾐﾂﾖ 913 ｶ 角川書店 2008 285p 15cm
きみが見つける物語　友情編 ｷﾐ ｶﾞ ﾐﾂｹﾙ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾕｳｼﾞﾖｳﾍﾝ 十代のための新名作 角川文庫　あ　１００－１０４ 角川文庫　あ　１００－１０４ 坂木　司 著 ｻｶｷ ﾂｶｻ 913 ｻ 角川書店 2008 275p 15cm
きみが見つける物語　恋愛編 ｷﾐ ｶﾞ ﾐﾂｹﾙ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾚﾝｱｲﾍﾝ 十代のための新名作 角川文庫　あ　１００－１０５ 角川文庫　あ　１００－１０５ 有川　浩 著 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ 913 ｱ 角川書店 2008 321p 15cm
小説砂時計 ｼﾖｳｾﾂ ｽﾅﾄﾞｹｲ 小学館文庫　は　２－３ 小学館文庫　は　２－３ 橋口　いくよ 著 ﾊｼｸﾞﾁ ｲｸﾖ 913 ﾊ 小学館 2008 220p 15cm
おくりびと ｵｸﾘﾋﾞﾄ 小学館文庫　も　３－４ 小学館文庫　も　３－４ 百瀬　しのぶ 著 ﾓﾓｾ ｼﾉﾌﾞ 913 ﾓ 小学館 2008 189p 15cm
シャカリキ！ ｼﾔｶﾘｷ 小学館文庫　た　７－１ 小学館文庫　た　７－１ 丹沢　まなぶ 著 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 913 ﾀ 小学館 2008 237p 15cm
Ｋ－２０ ｹｲ ﾄｳｴﾝﾃｲ 怪人二十面相・伝 小学館文庫　も　３－６ 小学館文庫　も　３－６ 百瀬　しのぶ 著 ﾓﾓｾ ｼﾉﾌﾞ 913 ﾓ 小学館 2008 221p 15cm
感染列島　映画ノベライズ版 ｶﾝｾﾝ ﾚﾂﾄｳ 小学館文庫　わ　９－１ 小学館文庫　わ　９－１ 涌井　学 著 ﾜｸｲ ﾏﾅﾌﾞ 913 ﾜ 小学館 2008 300p 15cm
罪とか罰とか ﾂﾐ ﾄｶ ﾊﾞﾂ ﾄｶ 小学館文庫　た　７－２ 小学館文庫　た　７－２ 丹沢　まなぶ 著 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 913 ﾀ 小学館 2009 189p 15cm
真夏のオリオン ﾏﾅﾂ ﾉ ｵﾘｵﾝ 小学館文庫　い　２９－１ 小学館文庫　い　２９－１ 飯田　健三郎 著 ｲｲﾀﾞ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 913 ｲ 小学館 2009 301p 15cm
ＭＷ－ムウ ﾑｳ 小学館文庫　つ　２－３ 小学館文庫　つ　２－３ 司城　志朗 著 ﾂｶｻｷ ｼﾛｳ 913 ﾂ 小学館 2009 252p 15cm
山形スクリーム ﾔﾏｶﾞﾀ ｽｸﾘｰﾑ 小学館文庫　た　７－３ 小学館文庫　た　７－３ 丹沢　まなぶ 著 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 913 ﾀ 小学館 2009 221p 15cm
ＢＡＬＬＡＤ名もなき恋のうた ﾊﾞﾗﾂﾄﾞ ﾅ ﾓ ﾅｷ ｺｲ ﾉ ｳﾀ 小学館文庫　も　３－７ 小学館文庫　も　３－７ 百瀬　しのぶ 著 ﾓﾓｾ ｼﾉﾌﾞ 913 ﾓ 小学館 2009 205p 15cm
小説僕の初恋をキミに捧ぐ ｼﾖｳｾﾂ ﾎﾞｸ ﾉ ﾊﾂｺｲ ｵ ｷﾐ ﾆ ｻｻｸﾞ 小学館文庫　は　２－４ 小学館文庫　は　２－４ 橋口　いくよ 著 ﾊｼｸﾞﾁ ｲｸﾖ 913 ﾊ 小学館 2009 213p 15cm
ゲゲゲの女房 ｹﾞｹﾞｹﾞ ﾉ ﾆﾖｳﾎﾞｳ 人生は…終わりよければ、すべてよし！！ 武良　布枝 著 ﾑﾗ ﾇﾉｴ 913 ﾑ 実業之日本社 2008 252p 20cm
リズム ﾘｽﾞﾑ 森　絵都 著 ﾓﾘ ｴﾄ 913 ﾓ 講談社 1995 189p 20cm
リズム ﾘｽﾞﾑ 森　絵都 著 ﾓﾘ ｴﾄ 913 ﾓ 講談社 1995 189p 20cm
ゴールド・フィッシュ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌｲﾂｼﾕ 森　絵都 著 ﾓﾘ ｴﾄ 913 ﾓ 講談社 1995 189p 20cm
ゴールド・フィッシュ ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌｲﾂｼﾕ 森　絵都 著 ﾓﾘ ｴﾄ 913 ﾓ 講談社 1995 189p 20cm
きみが見つける物語　不思議な話編 ｷﾐ ｶﾞ ﾐﾂｹﾙ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾌｼｷﾞﾅ ﾊﾅｼﾍﾝ 十代のための新名作 角川文庫　あ　１００－１０７ 角川文庫　あ　１００－１０７ いしい　しんじ 著 ｲｼｲ ｼﾝｼﾞ 913 ｲ 角川書店 2010 301p 15cm
きみが見つける物語　切ない話編 ｷﾐ ｶﾞ ﾐﾂｹﾙ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｾﾂﾅｲ ﾊﾅｼﾍﾝ 十代のための新名作 角川文庫　あ　１００－１０８ 角川文庫　あ　１００－１０８ 小川　洋子 著 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｺ 913 ｵ 角川書店 2010 229p 15cm
きみが見つける物語　こわ～い話編 ｷﾐ ｶﾞ ﾐﾂｹﾙ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｺﾜｰｲ ﾊﾅｼﾍﾝ 十代のための新名作 角川文庫　あ　１００－１０６ 角川文庫　あ　１００－１０６ 赤川　次郎 著 ｱｶｶﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 角川書店 2009 328p 15cm
きみが見つける物語　オトナの話編 ｷﾐ ｶﾞ ﾐﾂｹﾙ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｵﾄﾅ ﾉ ﾊﾅｼﾍﾝ 十代のための新名作 角川文庫　あ　１００－１０９ 角川文庫　あ　１００－１０９ 大崎　善生 著 ｵｵｻｷ ﾖｼｵ 913 ｵ 角川書店 2010 210p 15cm
アンティークＦＵＧＡ　６ ｱﾝﾃｲｰｸ ﾌｳｶﾞ ＹＡ！フロンティア ＹＡ！フロンティア あんびる　やすこ 著 ｱﾝﾋﾞﾙ ﾔｽｺ 913 ｱ 岩崎書店 2010 205p 19cm
空想科学読本　１　新装版 ｸｳｿｳ ｶｶﾞｸ ﾄﾞｸﾎﾝ 空想科学読本 空想科学読本 柳田　理科雄 著 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾘｶｵ 404 ﾔ メディアファクトリー 2006 255p 19cm
空想科学読本　２　新装版 ｸｳｿｳ ｶｶﾞｸ ﾄﾞｸﾎﾝ 空想科学読本 空想科学読本 柳田　理科雄 著 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾘｶｵ 404 ﾔ メディアファクトリー 2006 255p 19cm
空想科学読本　３　新装版 ｸｳｿｳ ｶｶﾞｸ ﾄﾞｸﾎﾝ 空想科学読本 空想科学読本 柳田　理科雄 著 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾘｶｵ 404 ﾔ メディアファクトリー 2006 253p 19cm
アリス・イン・ワンダーランド ｱﾘｽ ｲﾝ ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ ディズニーアニメ小説版　８３ ディズニーアニメ小説版　８３ Ｔ．Ｔ．サザーランド 著 ｻｻﾞｰﾗﾝﾄﾞ T.T. 933 ｻ 偕成社 2010 270p 18cm
プリンセスと魔法のキス ﾌﾟﾘﾝｾｽ ﾄ ﾏﾎｳ ﾉ ｷｽ ディズニーアニメ小説版　８１ ディズニーアニメ小説版　８１ アイリーン・トリンブル 著 ﾄﾘﾝﾌﾞﾙ ｱｲﾘｰﾝ 933 ﾄ 偕成社 2010 206p 18cm
トイ・ストーリー３ ﾄｲ ｽﾄｰﾘｰ ｽﾘｰ ディズニーアニメ小説版　８４ ディズニーアニメ小説版　８４ ジャスミン・ジョーンズ 著 ｼﾞﾖｰﾝｽﾞ ｼﾞﾔｽﾐﾝ 933 ｼ 偕成社 2010 206p 18cm
ローソクの科学 ﾛｳｿｸ ﾉ ｶｶﾞｸ 角川文庫　白　１２７－１ 角川文庫　白　１２７－１ ファラデー 著 ﾌｱﾗﾃﾞｰ ﾏｲｹﾙ 430 ﾌ 角川書店 168p 15cm
部活魂！ ﾌﾞｶﾂﾀﾞﾏｼｲ 岩波ジュニア新書　６３３ 岩波ジュニア新書　６３３ 岩波書店編集部 編 ｲﾜﾅﾐｼﾖﾃﾝﾍﾝｼﾕｳﾌﾞ 914 ｲ 岩波書店 2009 196p 18cm



ロンド国物語　４ ﾛﾝﾄﾞｺｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ロンド国物語 ロンド国物語 エミリー・ロッダ 著 ﾛﾂﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 930 ﾛ 岩崎書店 2009 229p 19cm
ロンド国物語　５ ﾛﾝﾄﾞｺｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ロンド国物語 ロンド国物語 エミリー・ロッダ 著 ﾛﾂﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 930 ﾛ 岩崎書店 2009 228p 19cm
ロンド国物語　６ ﾛﾝﾄﾞｺｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ロンド国物語 ロンド国物語 エミリー・ロッダ 著 ﾛﾂﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 930 ﾛ 岩崎書店 2010 244p 19cm
ロンド国物語　７ ﾛﾝﾄﾞｺｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ロンド国物語 ロンド国物語 エミリー・ロッダ 著 ﾛﾂﾀﾞ ｴﾐﾘｰ 930 ﾛ 岩崎書店 2010 212p 19cm
天地明察 ﾃﾝﾁ ﾒｲｻﾂ 冲方　丁 著 ｳﾌﾞｶﾀ ﾄｳ 913 ｳ 角川書店 2009 475p 20cm
エラゴン　［１］ ｴﾗｺﾞﾝ 遺志を継ぐ者 ドラゴンライダー　１ ドラゴンライダー　１ クリストファー・パオリーニ 著 ﾊﾟｵﾘｰﾆ ｸﾘｽﾄﾌｱｰ 933 ﾊ ヴィレッジブックス 2008 293p 18cm
エラゴン　［２］ ｴﾗｺﾞﾝ 遺志を継ぐ者 ドラゴンライダー　２ ドラゴンライダー　２ クリストファー・パオリーニ 著 ﾊﾟｵﾘｰﾆ ｸﾘｽﾄﾌｱｰ 933 ﾊ ヴィレッジブックス 2008 325p 18cm
床下の小人たち　新版 ﾕｶｼﾀ ﾉ ｺﾋﾞﾄﾀﾁ 岩波少年文庫　６２ 岩波少年文庫　６２ メアリー・ノートン 著 ﾉｰﾄﾝ ﾒｱﾘｰ 933 ﾉ 岩波書店 2000 273p 18cm
帰天城の謎　ＴＲＩＣＫ青春版 ｶｴﾘｿﾗｼﾞﾖｳ ﾉ ﾅｿﾞ はやみね　かおる 著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ 913 ﾊ 講談社 2010 292p 19cm
劇場版トリック霊能力者バトルロイヤル　角川つばさ文庫版ｹﾞｷｼﾞﾖｳﾊﾞﾝ ﾄﾘﾂｸ ﾚｲﾉｳﾘﾖｸｼﾔ ﾊﾞﾄﾙ ﾛｲﾔﾙ 角川つばさ文庫Ｃ　ま　１－１ 角川つばさ文庫　Ｃ　ま　１－１ 蒔田　光治 著 ﾏｷﾀ ｺｳｼﾞ 913 ﾏ 角川書店 2010 184p 18cm
ちょんまげぷりん ﾁﾖﾝﾏｹﾞ ﾌﾟﾘﾝ 小学館文庫　あ　１９－１ 小学館文庫　あ　１９－１ 荒木　源 著 ｱﾗｷ ｹﾞﾝ 913 ｱ 小学館 2010 281p 15cm
ちょんまげぷりん　２ ﾁﾖﾝﾏｹﾞ ﾌﾟﾘﾝ 小学館文庫　あ　１９－２ 小学館文庫　あ　１９－２ 荒木　源 著 ｱﾗｷ ｹﾞﾝ 913 ｱ 小学館 2010 253p 15cm
彩雲国物語花は紫宮に咲く ｻｲｳﾝｺｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾊﾅ ﾜ ｼｷﾕｳ ﾆ ｻｸ 角川ビーンズ文庫　４６－３ 角川ビーンズ文庫　４６－３ 雪乃　紗衣 著 ﾕｷﾉ ｻｲ 913 ﾕ 角川書店 2004 255p 15cm
彩雲国物語黄金の約束 ｻｲｳﾝｺｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｵｳｺﾞﾝ ﾉ ﾔｸｿｸ 角川ビーンズ文庫　４６－２ 角川ビーンズ文庫　４６－２ 雪乃　紗衣 著 ﾕｷﾉ ｻｲ 913 ﾕ 角川書店 2004 219p 15cm
彩雲国物語 ｻｲｳﾝｺｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ はじまりの風は紅く 角川ビーンズ文庫　４６－１ 角川ビーンズ文庫　４６－１ 雪乃　紗衣 著 ﾕｷﾉ ｻｲ 913 ﾕ 角川書店 2003 223p 15cm
老人と海 ﾛｳｼﾞﾝ ﾄ ｳﾐ 新潮文庫　ヘ　２－４ 新潮文庫　ヘ　２－４ ヘミングウェイ 著 ﾍﾐﾝｸﾞｳｴｲ ｱｰﾈｽﾄ 933 ﾍ 新潮社 1986 134p 15cm
論語物語 ﾛﾝｺﾞ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 講談社学術文庫　４９３ 講談社学術文庫　４９３ 下村　湖人 著 ｼﾓﾑﾗ ｺｼﾞﾝ 123 ｼ 講談社 1999 300p 15cm
とある魔術の禁書目録 ﾄｱﾙ ﾏｼﾞﾕﾂ ﾉ ｲﾝﾃﾞﾂｸｽ 電撃文庫　か　１２－１ 電撃文庫　か　１２－１ 鎌池　和馬 著 ｶﾏﾁ ｶｽﾞﾏ 913 ｶ メディアワークス 2004 297p 15cm
とある魔術の禁書目録　２ ﾄｱﾙ ﾏｼﾞﾕﾂ ﾉ ｲﾝﾃﾞﾂｸｽ 電撃文庫　か　１２－２ 電撃文庫　か　１２－２ 鎌池　和馬 著 ｶﾏﾁ ｶｽﾞﾏ 913 ｶ メディアワークス 2004 317p 15cm
けんぷファー　１ ｹﾝﾌﾟﾌｱｰ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－１ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－１ 築地　俊彦 著 ﾂｷｼﾞ ﾄｼﾋｺ 913 ﾂ メディアファクトリー 2006 263p 15cm
けんぷファー　２ ｹﾝﾌﾟﾌｱｰ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－２ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－２ 築地　俊彦 著 ﾂｷｼﾞ ﾄｼﾋｺ 913 ﾂ メディアファクトリー 2006 254p 15cm
生徒会の一存 ｾｲﾄｶｲ ﾉ ｲﾁｿﾞﾝ 富士見ファンタジア文庫　あ　３－１－１ 富士見ファンタジア文庫　あ　３－１－１葵　せきな 著 ｱｵｲ ｾｷﾅ 913 ｱ 富士見書房 2008 270p 15cm
涼宮ハルヒの憂鬱 ｽｽﾞﾐﾔ ﾊﾙﾋ ﾉ ﾕｳｳﾂ 角川つばさ文庫　Ｂ　た　１－１ 角川つばさ文庫　Ｂ　た　１－１ 谷川　流 著 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾅｶﾞﾙ 913 ﾀ 角川書店 2009 318p 18cm
僕とおじいちゃんと魔法の塔　１ ﾎﾞｸ ﾄ ｵｼﾞｲﾁﾔﾝ ﾄ ﾏﾎｳ ﾉ ﾄｳ 角川文庫　こ　３４－１ 角川文庫　こ　３４－１ 香月　日輪 著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ 913 ｺ 角川書店 2010 193p 15cm
僕とおじいちゃんと魔法の塔　２ ﾎﾞｸ ﾄ ｵｼﾞｲﾁﾔﾝ ﾄ ﾏﾎｳ ﾉ ﾄｳ 角川文庫　こ　３４－２ 角川文庫　こ　３４－２ 香月　日輪 著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ 913 ｺ 角川書店 2010 185p 15cm
蜘蛛の糸・杜子春 ｸﾓ ﾉ ｲﾄ ﾄｼｼﾕﾝ 新潮文庫　あ　１－３ 新潮文庫　あ　１－３ 芥川　龍之介 著 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾘﾕｳﾉｽｹ 913 ｱ 新潮社 1986 151p 16cm
雪女 夏の日の夢 ﾕｷｵﾝﾅ ﾅﾂ ﾉ ﾋ ﾉ ﾕﾒ 岩波少年文庫　５６３ 岩波少年文庫　５６３ ラフカディオ・ハーン 著 ﾊｰﾝ ﾗﾌｶﾃﾞｲｵ 933 ﾊ 岩波書店 2003 254p 18cm
赤毛のアン ｱｶｹﾞ ﾉ ｱﾝ 新潮文庫　モ　４－４１ 新潮文庫　モ　４－４１ モンゴメリ 著 ﾓﾝｺﾞﾒﾘｰ ﾙｰｼｰ ﾓｰﾄﾞ 933 ﾓ 新潮社 2008 529p 16cm
アンの青春 ｱﾝ ﾉ ｾｲｼﾕﾝ 新潮文庫　モ　４－４２ 新潮文庫　モ　４－４２ モンゴメリ 著 ﾓﾝｺﾞﾒﾘｰ ﾙｰｼｰ ﾓｰﾄﾞ 933 ﾓ 新潮社 2008 466p 16cm
宝島 ﾀｶﾗｼﾞﾏ 岩波少年文庫　５２８ 岩波少年文庫　５２８ スティーヴンスン 著 ｽﾃｲｰﾌﾞﾝｿﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ ﾙｲｽ 933 ｽ 岩波書店 2000 391p 18cm
不思議の国のアリス ﾌｼｷﾞ ﾉ ｸﾆ ﾉ ｱﾘｽ 岩波少年文庫　４７ 岩波少年文庫　４７ ルイス・キャロル 著 ｷﾔﾛﾙ ﾙｲｽ 933 ｷ 岩波書店 2000 230p 18cm
鏡の国のアリス ｶｶﾞﾐ ﾉ ｸﾆ ﾉ ｱﾘｽ 岩波少年文庫　４８ 岩波少年文庫　４８ ルイス・キャロル 著 ｷﾔﾛﾙ ﾙｲｽ 933 ｷ 岩波書店 2000 274p 18cm
クローディアの秘密　新版 ｸﾛｰﾃﾞｲｱ ﾉ ﾋﾐﾂ 岩波少年文庫　５０ 岩波少年文庫　５０ Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 著 ｶﾆｸﾞｽﾞﾊﾞｰｸﾞ ｴﾚｲﾝ ﾛﾍﾞﾙ 933 ｶ 岩波書店 2000 242p 18cm
二十四の瞳　新装版 ﾆｼﾞﾕｳｼ ﾉ ﾋﾄﾐ 講談社青い鳥文庫　７０－４ 講談社青い鳥文庫　７０－４ 壷井　栄 著 ﾂﾎﾞｲ ｻｶｴ 913 ﾂ 講談社 2007 278p 18cm
走れメロス　新装版 ﾊｼﾚ ﾒﾛｽ 講談社青い鳥文庫　１３７－２ 講談社青い鳥文庫　１３７－２ 太宰　治 著 ﾀﾞｻﾞｲ ｵｻﾑ 913 ﾀ 講談社 2007 236p 18cm
小説ＭＡＪＯＲ　３　中学生編 ｼﾖｳｾﾂ ﾒｼﾞﾔｰ 小学館文庫　つ　４－３ 小学館文庫　つ　４－３ 丹沢　まなぶ 著 ﾀﾝｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 913 ﾀ 小学館 2010 348p 15cm
友情 ﾕｳｼﾞﾖｳ 新潮文庫　む　１－１ 新潮文庫　む　１－１ 武者小路　実篤 著 ﾑｼﾔﾉｺｳｼﾞ ｻﾈｱﾂ 913 ﾑ 新潮社 1986 125p 16cm
伊豆の踊子 ｲｽﾞ ﾉ ｵﾄﾞﾘｺ 新潮文庫　か　１－２ 新潮文庫　か　１－２ 川端　康成 著 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾅﾘ 913 ｶ 新潮社 1986 178p 16cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集英社文庫　も　５－２ 集英社文庫　も　５－２ 森　鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 集英社 1995 278p 16cm
夕鶴 彦市ばなし ﾕｳｽﾞﾙﾋｺｲﾁﾊﾞﾅｼ 新潮文庫　き　３－１ 新潮文庫　き　３－１ 木下　順二 著 ｷﾉｼﾀ ｼﾞﾕﾝｼﾞ 912 ｷ 新潮社 1997 205p 15cm
ボッコちゃん ﾎﾞﾂｺﾁﾔﾝ 新潮文庫　ほ　４－１ 新潮文庫　ほ　４－１ 星　新一 著 ﾎｼ ｼﾝｲﾁ 913 ﾎ 新潮社 1986 290p 15cm
シャーロック・ホームズの冒険 ｼﾔｰﾛﾂｸ ﾎｰﾑｽﾞ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝ 新潮文庫　ト　３－１ 新潮文庫　ト　３－１ コナン・ドイル 著 ﾄﾞｲﾙ ｱｰｻｰ ｺﾅﾝ 933 ﾄ 新潮社 1986 359p 15cm
北欧神話　新版 ﾎｸｵｳ ｼﾝﾜ 岩波少年文庫　５５０ 岩波少年文庫　５５０ Ｐ．コラム 著 ｺﾗﾑ ﾊﾟｰﾄﾞﾘﾂｸ 933 ｺ 岩波書店 2001 314p 18cm
山椒魚 しびれ池のカモ ｻﾝｼﾖｳｳｵ ｼﾋﾞﾚｲｹ ﾉ ｶﾓ 岩波少年文庫　５３５ 岩波少年文庫　５３５ 井伏　鱒二 著 ｲﾌﾞｾ ﾏｽｼﾞ 913 ｲ 岩波書店 2000 269p 18cm
一房の葡萄　他四篇　改版 ﾋﾄﾌｻ ﾉ ﾌﾞﾄﾞｳ 岩波文庫　緑　３６－７ 岩波文庫　緑　３６－７ 有島　武郎 著 ｱﾘｼﾏ ﾀｹｵ 913 ｱ 岩波書店 1988 114p 15cm
にんじん ﾆﾝｼﾞﾝ 角川文庫　赤　２１４－１ 角川文庫　赤　２１４－１ ジュール・ルナール 著 ﾙﾅｰﾙ ｼﾞﾕｰﾙ 953 ﾙ 角川グループパブリッシング266p 15cm
李陵 山月記 ﾘﾘﾖｳ ｻﾝｹﾞﾂｷ 新潮文庫　な　５－１ 新潮文庫　な　５－１ 中島　敦 著 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ 913 ﾅ 新潮社 1986 144p 15cm
龍は眠る ﾘﾕｳ ﾜ ﾈﾑﾙ 新潮文庫　み　２２－４ 新潮文庫　み　２２－４ 宮部　みゆき 著 ﾐﾔﾍﾞ ﾐﾕｷ 913 ﾐ 新潮社 1995 537p 16cm
国家の品格 ｺﾂｶ ﾉ ﾋﾝｶｸ 新潮新書　１４１ 新潮新書　１４１ 藤原　正彦 著 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾋｺ 311 ﾌ 新潮社 2005 191p 18cm
時の旅人　新版 ﾄｷ ﾉ ﾀﾋﾞﾋﾞﾄ 岩波少年文庫　５３１ 岩波少年文庫　５３１ アリソン・アトリー 著 ｱﾄﾘｰ ｱﾘｿﾝ 933 ｱ 岩波書店 2000 452p 18cm
トムは真夜中の庭で　新版 ﾄﾑ ﾜ ﾏﾖﾅｶ ﾉ ﾆﾜ ﾃﾞ 岩波少年文庫　４１ 岩波少年文庫　４１ フィリパ・ピアス 著 ﾋﾟｱｽ ﾌｲﾘﾂﾊﾟ 933 ﾋ 岩波書店 2000 358p 18cm
ゾウの時間ネズミの時間 ｿﾞｳ ﾉ ｼﾞｶﾝ ﾈｽﾞﾐ ﾉ ｼﾞｶﾝ サイズの生物学 中公新書　１０８７ 中公新書　１０８７ 本川　達雄 著 ﾓﾄｶﾜ ﾀﾂｵ 481 ﾓ 中央公論新社 1992 230p 18cm
ＴＵＧＵＭＩ ﾂｸﾞﾐ 中公文庫　よ　２５－１ 中公文庫　よ　２５－１ 吉本　ばなな 著 ﾖｼﾓﾄ ﾊﾞﾅﾅ 913 ﾖ 中央公論新社 1992 245p 16cm
三国志　上　新版 ｻﾝｺﾞｸｼ 岩波少年文庫　５３２ 岩波少年文庫　５３２ 羅　貫中 著 ﾗ ｶﾝﾁﾕｳ 923 ﾗ 岩波書店 2000 313p 18cm
三国志　中　新版 ｻﾝｺﾞｸｼ 岩波少年文庫　５３３ 岩波少年文庫　５３３ 羅　貫中 著 ﾗ ｶﾝﾁﾕｳ 923 ﾗ 岩波書店 2000 354p 18cm
三国志　下　新版 ｻﾝｺﾞｸｼ 岩波少年文庫　５３４ 岩波少年文庫　５３４ 羅　貫中 著 ﾗ ｶﾝﾁﾕｳ 923 ﾗ 岩波書店 2000 336p 18cm
ホビットの冒険　上　新版 ﾎﾋﾞﾂﾄ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝ 岩波少年文庫　５８ 岩波少年文庫　５８ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 ﾄｰﾙｷﾝ ｼﾞﾖﾝ ﾛﾅﾙﾄﾞ ﾙｰｴﾙ 933 ﾄ 岩波書店 2000 330p 18cm
ホビットの冒険　下　新版 ﾎﾋﾞﾂﾄ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝ 岩波少年文庫　５９ 岩波少年文庫　５９ Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 ﾄｰﾙｷﾝ ｼﾞﾖﾝ ﾛﾅﾙﾄﾞ ﾙｰｴﾙ 933 ﾄ 岩波書店 2000 282p 18cm
戦争童話集　改版 ｾﾝｿｳ ﾄﾞｳﾜｼﾕｳ 中公文庫　の　３－１３ 中公文庫　の　３－１３ 野坂　昭如 著 ﾉｻｶ ｱｷﾕｷ 913 ﾉ 中央公論新社 2003 185p 16cm
植物知識 ｼﾖｸﾌﾞﾂ ﾁｼｷ 講談社学術文庫　５２９ 講談社学術文庫　５２９ 牧野　富太郎 著 ﾏｷﾉ ﾄﾐﾀﾛｳ 470 ﾏ 講談社 1999 122p 15cm
科学の考え方・学び方 ｶｶﾞｸ ﾉ ｶﾝｶﾞｴｶﾀ ﾏﾅﾋﾞｶﾀ 岩波ジュニア新書　２７２ 岩波ジュニア新書　２７２ 池内　了 著 ｲｹｳﾁ ｻﾄﾙ 407 ｲ 岩波書店 1996 209p 18cm
楽隊のうさぎ ｶﾞｸﾀｲ ﾉ ｳｻｷﾞ 新潮文庫　な　４６－１ 新潮文庫　な　４６－１ 中沢　けい 著 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲ 913 ﾅ 新潮社 2002 340p 16cm
ブラバン ﾌﾞﾗﾊﾞﾝ 新潮文庫　つ　２４－１ 新潮文庫　つ　２４－１ 津原　泰水 著 ﾂﾊﾗ ﾔｽﾐ 913 ﾂ 新潮社 2009 427p 16cm
ゆめつげ ﾕﾒﾂｹﾞ 角川文庫　は　３７－１ 角川文庫　は　３７－１ 畠中　恵 著 ﾊﾀｹﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 913 ﾊ 角川書店 2008 317p 15cm
雪は天からの手紙 ﾕｷ ﾜ ﾃﾝ ｶﾗﾉ ﾃｶﾞﾐ 中谷宇吉郎エッセイ集 岩波少年文庫　５５５ 岩波少年文庫　５５５ 中谷　宇吉郎 著 ﾅｶﾔ ｳｷﾁﾛｳ 914 ﾅ 岩波書店 2002 285p 18cm
容疑者Ｘの献身 ﾖｳｷﾞｼﾔ ｴﾂｸｽ ﾉ ｹﾝｼﾝ 文春文庫　ひ　１３－７ 文春文庫　ひ　１３－７ 東野　圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 文藝春秋 2008 394p 16cm
探偵ガリレオ ﾀﾝﾃｲ ｶﾞﾘﾚｵ 文春文庫　ひ　１３－２ 文春文庫　ひ　１３－２ 東野　圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 文藝春秋 2002 330p 16cm
世にも奇妙な物語　小説の特別編 ﾖﾆﾓ ｷﾐﾖｳﾅ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｼﾖｳｾﾂ ﾉ ﾄｸﾍﾞﾂﾍﾝ 角川ホラー文庫　７６－１ 角川ホラー文庫　７６－１ 鈴木　勝秀 著 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾃﾞ 913 ｽ 角川書店 2000 318p 15cm
デュラララ！！ ﾃﾞﾕﾗﾗﾗ 電撃文庫　な　９－７ 電撃文庫　な　９－７ 成田　良悟 著 ﾅﾘﾀ ﾘﾖｳｺﾞ 913 ﾅ メディアワークス 2004 347p 15cm
デュラララ！！　×２ ﾃﾞﾕﾗﾗﾗ 電撃文庫　な　９－１２ 電撃文庫　な　９－１２ 成田　良悟 著 ﾅﾘﾀ ﾘﾖｳｺﾞ 913 ﾅ メディアワークス 2005 351p 15cm
二重らせん ﾆｼﾞﾕｳ ﾗｾﾝ 講談社文庫　わ　１０－１ 講談社文庫　わ　１０－１ ジェームス　Ｄ．ワトソン 著 ﾜﾄｿﾝ ｼﾞｴｲﾑｽﾞ D. 464 ﾜ 講談社 1996 243p 15cm
車イスから見た街 ｸﾙﾏｲｽ ｶﾗ ﾐﾀ ﾏﾁ 岩波ジュニア新書　２３８ 岩波ジュニア新書　２３８ 村田　稔 著 ﾑﾗﾀ ﾐﾉﾙ 369 ﾑ 岩波書店 1994 176p 18cm
遺跡が語る日本人のくらし ｲｾｷ ｶﾞ ｶﾀﾙ ﾆﾂﾎﾟﾝｼﾞﾝ ﾉ ｸﾗｼ 岩波ジュニア新書　２３４ 岩波ジュニア新書　２３４ 佐原　真 著 ｻﾊﾗ ﾏｺﾄ 210 ｻ 岩波書店 1994 200p 18cm
日本語練習帳 ﾆﾂﾎﾟﾝｺﾞﾚﾝｼﾕｳﾁﾖｳ 岩波新書　新赤版　５９６ 岩波新書　新赤版　５９６ 大野　晋 著 ｵｵﾉ ｽｽﾑ 810 ｵ 岩波書店 1999 215p 18cm
西の魔女が死んだ ﾆｼ ﾉ ﾏｼﾞﾖ ｶﾞ ｼﾝﾀﾞ 新潮文庫　な　３７－２ 新潮文庫　な　３７－２ 梨木　香歩 著 ﾅｼｷ ｶﾎ 913 ﾅ 新潮社 2001 226p 16cm
運命の騎士 ｳﾝﾒｲ ﾉ ｷｼ 岩波少年文庫　５９４ 岩波少年文庫　５９４ ローズマリ・サトクリフ 著 ｻﾄｸﾘﾌ ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ 933 ｻ 岩波書店 2009 437p 18cm
ザ・ラストメッセージ海猿 ｻﾞ ﾗｽﾄ ﾒﾂｾｰｼﾞ ｳﾐｻﾞﾙ 小学館文庫　も　３－１３ 小学館文庫　も　３－１３ 百瀬　しのぶ 著 ﾓﾓｾ ｼﾉﾌﾞ 913 ﾓ 小学館 2010 221p 15cm
サマーウォーズ ｻﾏｰ ｳｵｰｽﾞ 角川文庫　い　６７－１ 角川文庫　い　６７－１ 岩井　恭平 著 ｲﾜｲ ｷﾖｳﾍｲ 913 ｲ 角川書店 2009 328p 15cm



時をかける少女　新装版 ﾄｷ ｵ ｶｹﾙ ｼﾖｳｼﾞﾖ 角川文庫　つ　２－７ 角川文庫　つ　２－７ 筒井　康隆 著 ﾂﾂｲ ﾔｽﾀｶ 913 ﾂ 角川書店 2006 238p 15cm
ウォーターボーイズ ｳｵｰﾀｰ ﾎﾞｰｲｽﾞ 角川文庫　や　３２－１ 角川文庫　や　３２－１ 矢口　史靖 著 ﾔｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ 913 ﾔ 角川書店 2001 210p 15cm
さくらえび ｻｸﾗｴﾋﾞ 新潮文庫　さ　３９－３ 新潮文庫　さ　３９－３ さくら　ももこ 著 ｻｸﾗ ﾓﾓｺ 914 ｻ 新潮社 2004 249p 16cm
“文学少女”と死にたがりの道化 ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｼﾖｳｼﾞﾖ ﾄ ｼﾆﾀｶﾞﾘ ﾉ ﾋﾟｴﾛ ファミ通文庫　の　２－６－１ ファミ通文庫　の　２－６－１ 野村　美月 著 ﾉﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 913 ﾉ エンターブレイン 2006 254p 15cm
心霊探偵八雲　１　赤い瞳は知っている ｼﾝﾚｲﾀﾝﾃｲﾔｸﾓ 角川文庫　か　５１－１ 角川文庫　か　５１－１ 神永　学 ｶﾐﾅｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ 913 ｶ 角川書店 2008 332p 15cm
夢にも思わない ﾕﾒ ﾆﾓ ｵﾓﾜﾅｲ 角川文庫　み　２８－３ 角川文庫　み　２８－３ 宮部　みゆき 著 ﾐﾔﾍﾞ ﾐﾕｷ 913 ﾐ 角川書店 2002 374p 15cm
今夜は眠れない ｺﾝﾔﾜ ﾈﾑﾚﾅｲ 角川文庫　み　２８－１ 角川文庫　み　２８－１ 宮部　みゆき 著 ﾐﾔﾍﾞ ﾐﾕｷ 913 ﾐ 角川書店 2002 282p 15cm
約束 ﾔｸｿｸ 角川文庫　い　６０－１ 角川文庫　い　６０－１ 石田　衣良 著 ｲｼﾀﾞ ｲﾗ 913 ｲ 角川書店 2007 248p 15cm
僕僕先生 ﾎﾞｸﾎﾞｸ ｾﾝｾｲ 新潮文庫　に　２２－１ 新潮文庫　に　２２－１ 仁木　英之 著 ﾆｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 913 ﾆ 新潮社 2009 348p 16cm
ハナミズキ ﾊﾅﾐｽﾞｷ 幻冬舎文庫　よ　８－２ 幻冬舎文庫　よ　８－２ 吉田　紀子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｺ 913 ﾖ 幻冬舎 2010 229p 16cm
君に届け　７ ｷﾐ ﾆ ﾄﾄﾞｹ コバルト文庫　し　２－３１ コバルト文庫　し　２－３１ 下川　香苗 著 ｼﾓｶﾜ ｶﾅｴ 913 ｼ 集英社 2010 207p 15cm
君に届け　８ ｷﾐ ﾆ ﾄﾄﾞｹ コバルト文庫　し　２－３２ コバルト文庫　し　２－３２ 下川　香苗 著 ｼﾓｶﾜ ｶﾅｴ 913 ｼ 集英社 2010 199p 15cm
キノの旅　１４ ｷﾉ ﾉ ﾀﾋﾞ ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｗｏｒｌｄ 電撃文庫　し８－３３ 電撃文庫　し　８－３３ 時雨沢　恵一 著 ｼｸﾞｻﾜ ｹｲｲﾁ 913 ｼ アスキー・メディアワークス2010 260p 15cm
サクリファイス ｻｸﾘﾌｱｲｽ 新潮文庫　こ　４９－１ 新潮文庫　こ　４９－１ 近藤　史恵 著 ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐｴ 913 ｺ 新潮社 2010 290p 16cm
ボトルネック ﾎﾞﾄﾙ ﾈﾂｸ 新潮文庫　よ　３３－１ 新潮文庫　よ　３３－１ 米澤　穂信 著 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾎﾉﾌﾞ 913 ﾖ 新潮社 2009 312p 16cm
モンスターハンター閃光の狩人　１ ﾓﾝｽﾀｰ ﾊﾝﾀｰ ｾﾝｺｳ ﾉ ｶﾘｳﾄﾞ ファミ通文庫　Ｍ　１２－５－１ ファミ通文庫　Ｍ　１２－５－１ 氷上　慧一 著 ﾋｶﾐ ｹｲｲﾁ 913 ﾋ エンターブレイン 2009 281p 15cm
モンスターハンター閃光の狩人　２ ﾓﾝｽﾀｰ ﾊﾝﾀｰ ｾﾝｺｳ ﾉ ｶﾘｳﾄﾞ ファミ通文庫　Ｍ　１２－５－２ ファミ通文庫　Ｍ　１２－５－２ 氷上　慧一 著 ﾋｶﾐ ｹｲｲﾁ 913 ﾋ エンターブレイン 2010 252p 15cm
モンスターハンター閃光の狩人　３ ﾓﾝｽﾀｰ ﾊﾝﾀｰ ｾﾝｺｳ ﾉ ｶﾘｳﾄﾞ ファミ通文庫　Ｍ　１２－５－３ ファミ通文庫　Ｍ　１２－５－３ 氷上　慧一 著 ﾋｶﾐ ｹｲｲﾁ 913 ﾋ エンターブレイン 2010 279p 15cm
けんぷファー　３ ｹﾝﾌﾟﾌｱｰ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－３ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－３ 築地　俊彦 著 ﾂｷｼﾞ ﾄｼﾋｺ 913 ﾂ メディアファクトリー 2007 261p 15cm
けんぷファー　４ ｹﾝﾌﾟﾌｱｰ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－４ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－４ 築地　俊彦 著 ﾂｷｼﾞ ﾄｼﾋｺ 913 ﾂ メディアファクトリー 2007 258p 15cm
けんぷファー　５ ｹﾝﾌﾟﾌｱｰ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－５ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－５ 築地　俊彦 著 ﾂｷｼﾞ ﾄｼﾋｺ 913 ﾂ メディアファクトリー 2007 247p 15cm
異邦の影を探しだせ ｲﾎｳ ﾉ ｶｹﾞ ｵ ｻｶﾞｼﾀﾞｾ 少年陰陽師 角川ビーンズ文庫　１６－１ 角川ビーンズ文庫　１６－１ 結城　光流 著 ﾕｳｷ ﾐﾂﾙ 913 ﾕ 角川書店 2001 221p 15cm
闇の呪縛を打ち砕け ﾔﾐ ﾉ ｼﾞﾕﾊﾞｸ ｵ ｳﾁｸﾀﾞｹ 少年陰陽師 角川ビーンズ文庫　１６－２ 角川ビーンズ文庫　１６－２ 結城　光流 著 ﾕｳｷ ﾐﾂﾙ 913 ﾕ 角川書店 2002 254p 15cm
とある魔術の禁書目録　３ ﾄｱﾙ ﾏｼﾞﾕﾂ ﾉ ｲﾝﾃﾞﾂｸｽ 電撃文庫　か　１２－３ 電撃文庫　か　１２－３ 鎌池　和馬 著 ｶﾏﾁ ｶｽﾞﾏ 913 ｶ メディアワークス 2004 307p 15cm
とある魔術の禁書目録　４ ﾄｱﾙ ﾏｼﾞﾕﾂ ﾉ ｲﾝﾃﾞﾂｸｽ 電撃文庫　か　１２－４ 電撃文庫　か　１２－４ 鎌池　和馬 著 ｶﾏﾁ ｶｽﾞﾏ 913 ｶ メディアワークス 2004 311p 15cm
とある魔術の禁書目録　５ ﾄｱﾙ ﾏｼﾞﾕﾂ ﾉ ｲﾝﾃﾞﾂｸｽ 電撃文庫　か　１２－５ 電撃文庫　か　１２－５ 鎌池　和馬 著 ｶﾏﾁ ｶｽﾞﾏ 913 ｶ メディアワークス 2005 327p 15cm
月の影影の海　上 ﾂｷ ﾉ ｶｹﾞ ｶｹﾞ ﾉ ｳﾐ 講談社Ｘ文庫　おＣ－　１　ホワイトハート 講談社Ｘ文庫　おＣ－　１　ホワイトハート小野　不由美 著 ｵﾉ ﾌﾕﾐ 913 ｵ 講談社 1992 272p 15cm
月の影影の海　下 ﾂｷ ﾉ ｶｹﾞ ｶｹﾞ ﾉ ｳﾐ 講談社Ｘ文庫　おＣ－　２　ホワイトハート 講談社Ｘ文庫　おＣ－　２　ホワイトハート小野　不由美 著 ｵﾉ ﾌﾕﾐ 913 ｵ 講談社 1992 255p 15cm
クリスマス・キャロル ｸﾘｽﾏｽ ｷﾔﾛﾙ 竹書房文庫　ディズニー 竹書房文庫　ディズニー ロバート・ゼメキス 著 ｾﾞﾒｷｽ ﾛﾊﾞｰﾄ 933 ｾ 竹書房 2009 215p 16cm
身代わり伯爵の冒険 ﾐｶﾞﾜﾘ ﾊｸｼﾔｸ ﾉ ﾎﾞｳｹﾝ 角川ビーンズ文庫　６４－１ 角川ビーンズ文庫　６４－１ 清家　未森 著 ｾｲｹ ﾐﾓﾘ 913 ｾ 角川書店 2007 255p 15cm
つくもがみ貸します ﾂｸﾓｶﾞﾐ ｶｼﾏｽ 角川文庫　は　３７－２ 角川文庫　は　３７－２ 畠中　恵 著 ﾊﾀｹﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 913 ﾊ 角川書店 2010 286p 15cm
オール ｵｰﾙ 角川文庫　や　４２－６ 角川文庫　や　４２－６ 山田　悠介 著 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 角川書店 2009 318p 15cm
バカとテストと召喚獣 ﾊﾞｶ ﾄ ﾃｽﾄ ﾄ ｼﾖｳｶﾝｼﾞﾕｳ ファミ通文庫　い　３－１－１ ファミ通文庫　い　３－１－１ 井上　堅二 著 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ 913 ｲ エンターブレイン 2007 283p 15cm
バカとテストと召喚獣　２ ﾊﾞｶ ﾄ ﾃｽﾄ ﾄ ｼﾖｳｶﾝｼﾞﾕｳ ファミ通文庫　い　３－１－２ ファミ通文庫　い　３－１－２ 井上　堅二 著 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ 913 ｲ エンターブレイン 2007 285p 15cm
使命と魂のリミット ｼﾒｲ ﾄ ﾀﾏｼｲ ﾉ ﾘﾐﾂﾄ 角川文庫　ひ　１６－７ 角川文庫　ひ　１６－７ 東野　圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 角川書店 2010 452p 15cm
ゲーテ格言集 ｹﾞｰﾃ ｶｸｹﾞﾝｼﾕｳ 新潮文庫　ケ　１－６ 新潮文庫　ケ　１－６ 高橋　健二 編訳 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 947 ﾀ 新潮社 2000 204p 15cm
やさしい夏の物語 ﾔｻｼｲﾅﾂﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 花井　愛子 ﾊﾅｲ ｱｲｺ 913 ﾊ メディアファクトリー 2010
世界に広がれ！インスタントラーメン ｾｶｲﾆﾋﾛｶﾞﾚ!ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ 会社がわかる仕事がわかる４ オフィス・イディオム ｵﾌｨｽ･ｲﾃﾞｨｵﾑ 588 ｵ 学研パブリッシング 2010 120p 22cm
ニッポンの嵐 天野　由美子 ｱ Ｍ．Ｃｏ． 2010
ニッポンの嵐 天野　由美子 ｱ Ｍ．Ｃｏ． 2010
劇場版ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥエピソードオブアラバスタ砂漠の王女と海賊たちｹﾞｷｼﾞﾖｳﾊﾞﾝ ﾜﾝﾋﾟｰｽ ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ ｵﾌﾞ ｱﾗﾊﾞｽﾀ ｻﾊﾞｸ ﾉ ｵｳｼﾞﾖ ﾄ ｶｲｿﾞｸﾀﾁＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 尾田　栄一郎 著 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 913 ｵ 集英社 2007 220p 18cm
ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥエピソードオブチョッパー＋冬に咲く、奇跡の桜ﾜﾝ ﾋﾟｰｽ ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ ｵﾌﾞ ﾁﾖﾂﾊﾟｰ ﾌﾟﾗｽ ﾌﾕ ﾆ ｻｸ ｷｾｷ ﾉ ｻｸﾗＪＵＭＰＪ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 尾田　栄一郎 著 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 913 ｵ 集英社 2008 240p 18cm
ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＦＩＬＭ　ＳＴＲＯＮＧ　ＷＯＲＬＤﾜﾝ ﾋﾟｰｽ ﾌｲﾙﾑ ｽﾄﾛﾝｸﾞ ﾜｰﾙﾄﾞ ＪＵＭＰ　ＪＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 尾田　栄一郎 著 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 913 ｵ 集英社 2009 210p 18cm
池上彰の学べるニュース　東日本大震災と福島原発問題ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾗ ﾉ ﾏﾅﾍﾞﾙ ﾆｭｰｽ 臨時特別号 池上彰 「そうだったのか！池上彰の学べるニュース」スタッフ　著ｲｹｶﾞﾐ ｱｷﾗ(1950-) 304 ｲ 海竜社 2011 122p 21cm
県庁おもてなし課 ｹﾝﾁｮｳ ｵﾓﾃﾅｼｶ 有川浩　著 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ(1972-) 913 ｱ 角川書店 2011 461p 20cm
謎解きはディナーのあとで ﾅｿﾞﾄｷ ﾜ ﾃﾞｨﾅｰ ﾉ ｱﾄ ﾃﾞ 東川篤哉　著 ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ﾄｸﾔ(1968-) 913 ﾋ 小学館 2010 255p 19cm
男の子の体と性の悩み ｵﾄｺ ﾉ ｺ ﾉ ｶﾗﾀﾞ ﾄ ｾｲ ﾉ ﾅﾔﾐ 正常から病気まで　「泌尿器思春期外来から」健やか親子２１－リプロヘルスを考える新健康教育シリ－ズ 永尾光一　著 ﾅｶﾞｵ ｺｳｲﾁ(1960-) 375 ﾅ 少年写真新聞社 2002 60p 27cm
女の子の体の発育と成長 ｵﾝﾅ ﾉ ｺ ﾉ ｶﾗﾀﾞ ﾉ ﾊﾂｲｸ ﾄ ｾｲﾁｮｳ 正常から病気まで　「婦人科思春期外来から」健やか親子２１ 新･健康教育シリーズ 渡辺尚　著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ(1929-) 375 ﾜ 少年写真新聞社 2002 62p 27cm
思春期の月経 ｼｼｭﾝｷ ﾉ ｹﾞｯｹｲ もっと知りたい自分の体 新･体と健康シリーズ 堀口雅子　監著 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｻｺ(1930-) 375 ﾎ 少年写真新聞社 2008 56p 27cm
性感染症 ｾｲｶﾝｾﾝｼｮｳ ＳＴＤ 新･健康教育シリーズ 松田静治 島本郁子 岡慎一　共著ﾏﾂﾀﾞ ｾｲｼﾞ 375 ﾏ 少年写真新聞社 2009 51p 27cm
３行ラブレター 3ｷﾞｮｳ ﾗﾌﾞ ﾚﾀｰ 読む！深イイ話　２ 日テレbooks 917 ｻ 日本テレビ放送網 2011 173p 19cm
都会のトム＆ソーヤ　８ ﾏﾁ ﾉ ﾄﾑ ｱﾝﾄﾞ ｿｰﾔ 怪人は夢に舞う　実践編 はやみねかおる　著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ(1964-) 913 ﾊ 講談社 2010 375p 19cm
永遠の出口 ｴｲｴﾝ ﾉ ﾃﾞｸﾞﾁ 森絵都　著 ﾓﾘ ｴﾄ(1968-) 913 ﾓ 集英社 2003 313p 20cm
一期一会　スキだから。 ｲﾁｺﾞ ｲﾁｴ ｽｷ ﾀﾞｶﾗ 小学生文庫 粟生こずえ　文 ｱｵｳ ｺｽﾞｴ 913 ｱ 学習研究社 2007 112p 19cm
一期一会　伝えたいコト。 ｲﾁｺﾞ ｲﾁｴ ﾂﾀｴﾀｲ ｺﾄ 一期一会 粟生こずえ　文 ｱｵｳ ｺｽﾞｴ 913 ｱ 学習研究社 2007 112p 19cm
念力家族 ﾈﾝﾘｷ ｶｿﾞｸ 笹公人　著 ｻｻ ｷﾐﾋﾄ(1975-) 911 ｻ 宝珍 2004 239p 16cm
スピリットベアにふれた島 ｽﾋﾟﾘﾂﾄ ﾍﾞｱ ﾆ ﾌﾚﾀ ｼﾏ 鈴木出版の海外児童文学　この地球を生きる子どもたち 鈴木出版の海外児童文学　この地球を生きる子どもたちベン・マイケルセン 著 ﾏｲｹﾙｾﾝ ﾍﾞﾝ 933 ﾏ すずき出版 2010 358p 20cm
スピリットベアにふれた島 ｽﾋﾟﾘﾂﾄ ﾍﾞｱ ﾆ ﾌﾚﾀ ｼﾏ 鈴木出版の海外児童文学　この地球を生きる子どもたち 鈴木出版の海外児童文学　この地球を生きる子どもたちベン・マイケルセン 著 ﾏｲｹﾙｾﾝ ﾍﾞﾝ 933 ﾏ すずき出版 2010 358p 20cm
夢をつなぐ ﾕﾒ ｵ ﾂﾅｸﾞ 山崎直子の四〇八八日 山崎　直子 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｺ 538 ﾔ 角川書店 2010 191p 20cm
夢をつなぐ ﾕﾒ ｵ ﾂﾅｸﾞ 山崎直子の四〇八八日 山崎　直子 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｺ 538 ﾔ 角川書店 2010 191p 20cm
聖夜 ｾｲﾔ Ｓｃｈｏｏｌ　ａｎｄ　Ｍｕｓｉｃ 佐藤　多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 文藝春秋 2010 231p 20cm
聖夜 ｾｲﾔ Ｓｃｈｏｏｌ　ａｎｄ　Ｍｕｓｉｃ 佐藤　多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 文藝春秋 2010 231p 20cm
告白 ｺｸﾊｸ 双葉文庫　み　２１－１ 双葉文庫　み　２１－１ 湊　かなえ 著 ﾐﾅﾄ ｶﾅｴ 913 ﾐ 双葉社 2010 317p 15cm
夜のピクニック ﾖﾙ ﾉ ﾋﾟｸﾆﾂｸ 新潮文庫　お　４８－６ 新潮文庫　お　４８－６ 恩田　陸 著 ｵﾝﾀﾞ ﾘｸ 913 ｵ 新潮社 2006 455p 16cm
放課後 ﾎｳｶｺﾞ 講談社文庫　ひ　１７－１ 講談社文庫　ひ　１７－１ 東野　圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 講談社 1999 353p 15cm
魔球 ﾏｷﾕｳ 講談社文庫　ひ　１７－４ 講談社文庫　ひ　１７－４ 東野　圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 講談社 1996 326p 15cm
同級生 ﾄﾞｳｷﾕｳｾｲ 講談社文庫　ひ　１７－１３ 講談社文庫　ひ　１７－１３ 東野　圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 講談社 1996 378p 15cm
怪笑小説 ｶｲｼﾖｳ ｼﾖｳｾﾂ 集英社文庫　ひ　１５－３ 集英社文庫　ひ　１５－３ 東野　圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 集英社 1998 287p 16cm
ドロップ ﾄﾞﾛﾂﾌﾟ 幻冬舎よしもと文庫　１－１ 幻冬舎よしもと文庫　１－１ 品川　ヒロシ 著 ｼﾅｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 913 ｼ 幻冬舎 2009 302p 16cm
．ｈａｃｋ//Ｇ．Ｕ．　Ｖｏｌ．１ ﾄﾞﾂﾄ ﾊﾂｸ ｼﾞｰﾕｰ 角川スニーカー文庫　１０２－６７ 角川スニーカー文庫　１０２－６７ 浜崎　達也 著 ﾊﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 913 ﾊ 角川書店 2007 258p 15cm
．ｈａｃｋ//Ｇ．Ｕ．　Ｖｏｌ．２ ﾄﾞﾂﾄ ﾊﾂｸ ｼﾞｰﾕｰ 境界のＭＭＯ 角川スニーカー文庫　１０２－６８ 角川スニーカー文庫　１０２－６８ 浜崎　達也 著 ﾊﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 913 ﾊ 角川書店 2007 260p 15cm
涼宮ハルヒの溜息 ｽｽﾞﾐﾔ ﾊﾙﾋ ﾉ ﾀﾒｲｷ 角川スニーカー文庫　１６８－２ 角川スニーカー文庫　１６８－２ 谷川　流 著 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾅｶﾞﾙ 913 ﾀ 角川書店 2003 278p 15cm
涼宮ハルヒの退屈 ｽｽﾞﾐﾔ ﾊﾙﾋ ﾉ ﾀｲｸﾂ 角川スニーカー文庫　１６８－３ 角川スニーカー文庫　１６８－３ 谷川　流 著 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾅｶﾞﾙ 913 ﾀ 角川書店 2003 308p 15cm
涼宮ハルヒの消失 ｽｽﾞﾐﾔ ﾊﾙﾋ ﾉ ｼﾖｳｼﾂ 角川スニーカー文庫　１６８－４ 角川スニーカー文庫　１６８－４ 谷川　流 著 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾅｶﾞﾙ 913 ﾀ 角川書店 2004 254p 15cm
劇場版　ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－疾風伝 ﾅﾙﾄ ｼﾂﾌﾟｳﾃﾞﾝ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 岸本斉史 著 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｼ 913 ｷ 集英社 2007 224p 18cm
劇場版ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－疾風伝　絆 ｹﾞｷｼﾞﾖｳﾊﾞﾝ ﾅﾙﾄ ｼﾂﾌﾟｳﾃﾞﾝ ｷｽﾞﾅ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 岸本斉史 著 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｼ 913 ｷ 集英社 2008 208p 18cm
生徒会の二心 ｾｲﾄｶｲ ﾉ ﾌﾀｺﾞｺﾛ 碧陽学園生徒会議事録２ 富士見ファンタジア文庫　あ　３－１－２ 富士見ファンタジア文庫　あ　３－１－２葵　せきな 著 ｱｵｲ ｾｷﾅ 913 ｱ 富士見書房 2008 302p 15cm
生徒会の三振 ｾｲﾄｶｲ ﾉ ｻﾝｼﾝ 碧陽学園生徒会議事録３ 富士見ファンタジア文庫　あ　３－１－３ 富士見ファンタジア文庫　あ　３－１－３葵　せきな 著 ｱｵｲ ｾｷﾅ 913 ｱ 富士見書房 2008 302p 15cm



とある魔術の禁書目録　６ ﾄｱﾙ ﾏｼﾞﾕﾂ ﾉ ｲﾝﾃﾞﾂｸｽ 電撃文庫　か　１２－６ 電撃文庫　か　１２－６ 鎌池　和馬 著 ｶﾏﾁ ｶｽﾞﾏ 913 ｶ メディアワークス 2005 339p 15cm
とある魔術の禁書目録　７ ﾄｱﾙ ﾏｼﾞﾕﾂ ﾉ ｲﾝﾃﾞﾂｸｽ 電撃文庫　か　１２－７ 電撃文庫　か　１２－７ 鎌池　和馬 著 ｶﾏﾁ ｶｽﾞﾏ 913 ｶ メディアワークス 2005 347p 15cm
バカとテストと召喚獣　３ ﾊﾞｶ ﾄ ﾃｽﾄ ﾄ ｼﾖｳｶﾝｼﾞﾕｳ ファミ通文庫　い　３－１－３ ファミ通文庫　い　３－１－３ 井上　堅二 著 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ 913 ｲ エンターブレイン 2007 253p 15cm
バカとテストと召喚獣　４ ﾊﾞｶ ﾄ ﾃｽﾄ ﾄ ｼﾖｳｶﾝｼﾞﾕｳ ファミ通文庫　い　３－１－５ ファミ通文庫　い　３－１－５ 井上　堅二 著 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ 913 ｲ エンターブレイン 2008 254p 15cm
ＧＯＳＩＣＫ ｺﾞｼﾂｸ 角川文庫　さ　４８－２０ 角川文庫　さ　４８－２０ 桜庭　一樹 著 ｻｸﾗﾊﾞ ｶｽﾞｷ 913 ｻ 角川書店 2009 301p 15cm
ＧＯＳＩＣＫ　２ ｺﾞｼﾂｸ その罪は名もなき 角川文庫　さ　４８－２１ 角川文庫　さ　４８－２１ 桜庭　一樹 著 ｻｸﾗﾊﾞ ｶｽﾞｷ 913 ｻ 角川書店 2009 380p 15cm
君に届け 1 ｷﾐ ﾆ ﾄﾄﾞｹ コバルト文庫　し　２－１８ コバルト文庫　し　２－１８ 下川　香苗 著 ｼﾓｶﾜ ｶﾅｴ 913 ｼ 集英社 2007 223p 15cm
ミミズクと夜の王 ﾐﾐｽﾞｸ ﾄ ﾖﾙ ﾉ ｵｳ 電撃文庫　こ　１０－１ 電撃文庫　こ　１０－１ 紅玉　いづき 著 ｺｳｷﾞﾖｸ ｲｽﾞｷ 913 ｺ メディアワークス 2007 269p 15cm
海辺のカフカ　上 ｳﾐﾍﾞ ﾉ ｶﾌｶ 新潮文庫　む　５－２４ 新潮文庫　む　５－２４ 村上　春樹 著 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ 913 ﾑ 新潮社 2005 486p 16cm
海辺のカフカ　下 ｳﾐﾍﾞ ﾉ ｶﾌｶ 新潮文庫　む　５－２５ 新潮文庫　む　５－２５ 村上　春樹 著 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ 913 ﾑ 新潮社 2005 528p 16cm
デュラララ！！　×３ ﾃﾞﾕﾗﾗﾗ 電撃文庫　な　９－１８ 電撃文庫　な　９－１８ 成田　良悟 著 ﾅﾘﾀ ﾘﾖｳｺﾞ 913 ﾅ メディアワークス 2006 443p 15cm
デュラララ！！　×４ ﾃﾞﾕﾗﾗﾗ 電撃文庫　な　９－２６ 電撃文庫　な　９－２６ 成田　良悟 著 ﾅﾘﾀ ﾘﾖｳｺﾞ 913 ﾅ メディアワークス 2008 373p 15cm
けんぷファー　６ ｹﾝﾌﾟﾌｱｰ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－６ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－６ 築地　俊彦 著 ﾂｷｼﾞ ﾄｼﾋｺ 913 ﾂ メディアファクトリー 2008 257p 15cm
けんぷファー　７ ｹﾝﾌﾟﾌｱｰ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－７ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－７ 築地　俊彦 著 ﾂｷｼﾞ ﾄｼﾋｺ 913 ﾂ メディアファクトリー 2008 251p 15cm
コメディ＋ＬＯＶＥ ｺﾒﾃﾞｨﾌﾟﾗｽﾗｳﾞ ＴＡＭＡＹＯ的差別の乗り越え方 Ｔａｍａｙｏ 著 ﾀﾏﾖ 360 ﾀ 解放出版社 1994 205p 20cm
みるみる目がよくなるアイマジック ﾐﾙﾐﾙﾒｶﾞﾖｸﾅﾙｱｲﾏｼﾞｯｸ 癒しの３Ｄアート Ｃｏｓｍｉｃ　ｍｏｏｋ 奥山 公道 監修 ｵｸﾔﾏ ｺｳﾄﾞｳ 726 ｵ コスミック出版 2003 47p 30cm
あの日、広島と長崎で ｱﾉﾋﾋﾛｼﾏﾄﾅｶﾞｻｷﾃﾞ 写真物語 平和博物館を創る会 編 ﾍｲﾜ ﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ ｵ ﾂｸﾙ ｶｲ 210 ﾍ 平和のアトリエ 1994 63p 30cm
陰陽師瘤取り晴明 ｵﾝﾐｮｳｼﾞｺﾌﾞﾄﾘｾｲﾒｲ 夢枕 獏 文 ﾕﾒﾏｸﾗ ﾊﾞｸ 913 ﾕ 文芸春秋 2001 154p 17cm
こんな人生！　短歌でつづる私の昭和史
輝く日本のＮｏ．１ ｶｶﾞﾔｸﾆﾎﾝﾉﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ 泉 欣七郎 〔ほか〕共編 ｲｽﾞﾐ ｷﾝｼﾁﾛｳ 49 ｶ ナンバーワン 1994 384p 19cm
ＴＲＡＶＥＬ　ＭＡＴＥ　日本の旅情１ 札幌と道南 290 ﾄ 国際情報社
図説学習日本の地理　３ 中国四国地方 監修：高野史男　他 280 ｽ 旺文社
大むかしの生物 ｵｵﾑｶｼﾉｾｲﾌﾞﾂ 理科の実験観察シリーズ３ 理科の実験観察シリーズ 樋口 善一 著 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 457 ﾋ ポプラ社 1978 116p 22cm
３０分に挑戦　室内競技用機集 子供の科学工作文庫 野中繁吉 507 ﾉ 誠文堂新光社
スポーツルール　香川県版 図解とまとめ 780 ｽ 学研
卓球教室 ﾀｯｷｭｳｷｮｳｼﾂ スポーツＶコース スポーツＶコース 荻村 伊智朗 〔ほか〕著 ｵｷﾞﾑﾗ ｲﾁﾛｳ 783 ﾊ 大修館書店 1980 207p 22cm
スポーツルール　香川県版 図解とまとめ 780 ｽ 学研
スポーツルール　香川県版 図解とまとめ 780 ｽ 学研
バレーボール教室 スポーツＶコース スポーツＶコース 豊田博 783 ﾄ 大修館書店
からだのしくみ 理科の実験観察シリーズ リブリオ 永野房夫 490 ﾅ ポプラ社
太陽とその家族 理科の実験観察シリーズ 樋口善一 400 ﾘ ポプラ社
メダカ ﾒﾀﾞｶ そだててみよう④ そだててみよう 吉家 世洋 構成・文 ﾖｼﾔ ｸﾆﾋﾛ 487 ﾖ あかね書房 1987 1冊 22cm
香川県につたわるこどもの遊び ｶｶﾞﾜﾆﾂﾀﾜﾙｺﾄﾞﾓﾉｱｿﾋﾞ 香川県小学校体育連盟　編 ｶｶﾞﾜｹﾝﾀｲｲｸﾚﾝﾒｲ 781 ｶ 光文書院 1984
やさしい囲碁 新版はちみつぶっくす 関根直久 795 ｾ 国土社
囲碁入門 ｲｺﾞﾆｭｳﾓﾝ 初歩の知識から実戦の技術まで 文研リビングガイド 石田 芳夫 著 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｵ 795 ｲ 文研出版 1983 319p 19cm
序盤戦！！囲いと攻めの形 ｼﾞｮﾊﾞﾝｾﾝｶｺｲﾄｾﾒﾉｶﾀﾁ 塚田泰明の速攻将棋 横田 稔 著 ﾖｺﾀ ﾐﾉﾙ 796 ﾖ 高橋書店 1990 207p 19cm
ＣＵＲＲＥＮＴ　ＥＮＧＬＩＳＨ時事英文選 旺文社英文学習ライブラリー④ 村田聖明　訳注 830 ﾑ 旺文社
漢字のクイズ ｶﾝｼﾞﾉｸｲｽﾞ 頭のトレーニング 塩谷 桓 共著 ｼｵﾉﾔ ｶﾝ 811 ｼ 日東書院 1982 191p 18cm
ピラミッドパワーを発見した あなたに奇跡が起こる本 Ｍ・トス 147 ﾋ ＫＫベストセラーズ 1978
板谷波山の生涯 ｲﾀﾔﾊｻﾞﾝﾉｼｮｳｶﾞｲ 珠玉の陶芸 荒川 正明 著 ｱﾗｶﾜ ﾏｻｱｷ 289 ｱ 河出書房新社 2001 234 7p 22cm
窓ぎわのトットちゃん ﾏﾄﾞｷﾞﾜﾉﾄｯﾄﾁｬﾝ 黒柳 徹子 著 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾃﾂｺ 914 ｸ 講談社 1981 284p 20cm
窓ぎわのトットちゃん ﾏﾄﾞｷﾞﾜﾉﾄｯﾄﾁｬﾝ 黒柳 徹子 著 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾃﾂｺ 914 ｸ 講談社 1981 284p 20cm
十一歳の自転車 ｼﾞｭｳｲｯｻｲﾉｼﾞﾃﾝｼｬ 物は物にして物にあらず物語 干刈 あがた 著 ﾋｶﾘ ｱｶﾞﾀ 913 ﾋ 集英社 1988 246p 20cm
鉄道員（ぽっぽや） ﾎﾟｯﾎﾟﾔ 浅田 次郎 著 ｱｻﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 913 ｱ 集英社 1997 284p 20cm
借りたハンカチ ｶﾘﾀﾊﾝｶﾁ 物は物にして物にあらず物語 干刈 あがた 著 ﾋｶﾘ ｱｶﾞﾀ 913 ﾋ 集英社 1989 245p 20cm
のんのんばあとオレ ﾉﾝﾉﾝﾊﾞｱﾄｵﾚ ちくま少年図書館 水木 しげる 〔著〕 ﾐｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 289 ﾐ 筑摩書房 1979 249p 20cm
患者よ、がんと闘うな ｶﾝｼﾞｬﾖｶﾞﾝﾄﾀﾀｶｳﾅ 近藤 誠 著 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 491 ｺ 文芸春秋 1996 245p 20cm
日出る国の工場 ﾋｲｽﾞﾙｸﾆﾉｺｳｼﾞｮｳ 村上 春樹 著 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ 914 ﾑ 平凡社 1987 247p 20cm
まんが「日本の神話」 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉｼﾝﾜ 光山 勝治 著 ﾐﾂﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 726 ﾐ モラロジー研究所 2005 383p 21cm
淀川長治映画物語 ﾖﾄﾞｶﾞﾜﾅｶﾞﾊﾙｴｲｶﾞﾓﾉｶﾞﾀﾘ 淀川 長治 著 ﾖﾄﾞｶﾞﾜ ﾅｶﾞﾊﾙ 778 ﾖ ベストセラーズ 1996 287p 20cm
マンガ日本経済入門
サラダ記念日 ｻﾗﾀﾞｷﾈﾝﾋﾞ 俵万智歌集 俵 万智 著 ﾀﾜﾗ ﾏﾁ 911 ﾀ 河出書房新社 1987 190p 20cm
古都
スタイルズ荘の怪事件
十万分の一の偶然 ｼﾞｭｳﾏﾝﾌﾞﾝﾉｲﾁﾉｸﾞｳｾﾞﾝ 文春文庫 松本 清張 著 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾁｮｳ 913 ﾏ 文芸春秋 1984 356p 16cm
職人
人権読本 ｼﾞﾝｹﾝﾄﾞｸﾎﾝ 岩波ジュニア新書 鎌田 慧 編著 ｶﾏﾀ ｻﾄｼ 316 ｶ 岩波書店 2001 216p 18cm
加賀百万石 ｶｶﾞﾋｬｸﾏﾝｺﾞｸ 講談社文庫 津本 陽 〔著〕 ﾂﾓﾄ ﾖｳ 913 ﾂ 講談社 1999 467p 15cm
アンネの日記 ｱﾝﾈﾉﾆｯｷ 文春文庫 アンネ・フランク 著 ﾌﾗﾝｸ ｱﾝﾈ 949 ﾌ 文芸春秋 1986 475p 16cm
こんな人生！ ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生　義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
自分でやれて頭スッキリ健脳刺激読本 ｼﾞﾌﾞﾝﾃﾞﾔﾚﾃｱﾀﾏｽｯｷﾘｹﾝﾉｳｼｹﾞｷﾄﾞｸﾎﾝ 青春ＢＥＳＴ文庫 快適人間研究会 編 ｶｲﾃｷ ﾆﾝｹﾞﾝ ｹﾝｷｭｳｶｲ 498 ｼ 青春出版社 1995 253p 15cm
シャーロック・ホームズの冒険
もの言わぬスターたち
シービスケット ｼｰﾋﾞｽｹｯﾄ あるアメリカ競走馬の伝説 ヴィレッジブックス ローラ・ヒレンブランド 著 ﾋﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ﾛｰﾗ 788 ﾋ ソニー・マガジンズ 2005 566p 15cm
個性と適性の心理学
若きウェルテルの悩み ﾜｶｷｳｪﾙﾃﾙﾉﾅﾔﾐ 新学社文庫 ゲーテ 著 ｹﾞｰﾃ ﾖﾊﾝ･ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸﾞ･ﾌｫﾝ943 ｹ 新学社 1978 223p 18cm
友情 ﾕｳｼﾞｮｳ 新学社文庫 武者小路 実篤 著 ﾑｼｬﾉｺｳｼﾞ ｻﾈｱﾂ 913 ﾑ 新学社 1968 190p 18cm
ＮＴＴふれあいトーク大賞１００選　第２回 ｴﾇﾃｨｰﾃｨｰﾌﾚｱｲﾄｰｸﾀｲｼｮｳﾋｬｸｾﾝ 日本電信電話株式会社宣伝部 編集ﾆﾎﾝ ﾃﾞﾝｼﾝ ﾃﾞﾝﾜ 816 ﾆ ＮＴＴ出版 1993 269p 15cm
ＮＴＴふれあいトーク大賞１００選　第３回 ｴﾇﾃｨｰﾃｨｰﾌﾚｱｲﾄｰｸﾀｲｼｮｳﾋｬｸｾﾝ 日本電信電話株式会社宣伝部 編集ﾆﾎﾝ ﾃﾞﾝｼﾝ ﾃﾞﾝﾜ 816 ﾆ ＮＴＴ出版 1993 313p 15cm
ＮＴＴふれあいトーク大賞１００選　第５回 ｴﾇﾃｨｰﾃｨｰﾌﾚｱｲﾄｰｸﾀｲｼｮｳﾋｬｸｾﾝ 日本電信電話株式会社宣伝部 編集ﾆﾎﾝ ﾃﾞﾝｼﾝ ﾃﾞﾝﾜ 816 ﾆ ＮＴＴ出版 1991 331p 15cm
ＮＴＴふれあいトーク大賞１００選　第４回 ｴﾇﾃｨｰﾃｨｰﾌﾚｱｲﾄｰｸﾀｲｼｮｳﾋｬｸｾﾝ 日本電信電話株式会社宣伝部 編集ﾆﾎﾝ ﾃﾞﾝｼﾝ ﾃﾞﾝﾜ 816 ﾆ ＮＴＴ出版 1993 317p 15cm
ＮＴＴふれあいトーク大賞１００選　第６回 ｴﾇﾃｨｰﾃｨｰﾌﾚｱｲﾄｰｸﾀｲｼｮｳﾋｬｸｾﾝ 日本電信電話株式会社宣伝部 編集ﾆﾎﾝ ﾃﾞﾝｼﾝ ﾃﾞﾝﾜ 816 ﾆ ＮＴＴ出版 1992 331p 15cm
ＮＴＴふれあいトーク大賞１００選　第７回 ｴﾇﾃｨｰﾃｨｰﾌﾚｱｲﾄｰｸﾀｲｼｮｳﾋｬｸｾﾝ 日本電信電話株式会社宣伝部 編集ﾆﾎﾝ ﾃﾞﾝｼﾝ ﾃﾞﾝﾜ 816 ﾆ ＮＴＴ出版 1993 331p 15cm
コミック＆トークやさしい金融学 会社がわかる仕事がわかる② 野村證券でみる金融業界 石崎洋司 600 ｲ 学習研究社 2005
折り鶴の子どもたち ｵﾘｽﾞﾙﾉｺﾄﾞﾓﾀﾁ 原爆症とたたかった佐々木禎子と級友たち ＰＨＰこころのノンフィクション 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 916 ﾅ ＰＨＰ研究所 1984 302p 22cm
グッドラック ｸﾞｯﾄﾞﾗｯｸ Ｇｏｏｄ　ｌｕｃｋ アレックス・ロビラ 著 ﾛﾋﾞﾗ ｱﾚｯｸｽ 963 ﾛ ポプラ社 2004 119p 20cm
完訳ファーブル昆虫記　第一巻　上 ジャン＝アンリ・ファーブル 486 ﾌ 集英社 2005
時の響きて すべての患者ｌから過去と未来を奪った「らい予防法」とは…。 福安かずこ　文・絵 369 ﾌ 用瀬町人権文化事務所2002



五つの誓い ｲﾂﾂﾉﾁｶｲ 古賀常次郎伝 寺門 克 著 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾏｻﾙ 289 ﾃ 日経ＢＰ企画 2003 211p 22cm
いま聞きたいこの人の教育観２１ ｲﾏｷｷﾀｲｺﾉﾋﾄﾉｷｮｳｲｸｶﾝﾆｼﾞｭｳｲﾁ 世界に通用する教育を再生するために 学研『教育ジャーナル』編集部 編ｶﾞｸｼｭｳ ｹﾝｷｭｳｼｬ 370 ｲ 学研 2002 301p 20cm
台湾紀行 ｶｲﾄﾞｳｵﾕｸ 街道をゆく４０ 司馬 遼太郎 著 ｼﾊﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 915 ｼ 朝日新聞社 1994 502p 19cm
俺が、つくる！ ｵﾚｶﾞﾂｸﾙ 世界一の職人岡野雅行 岡野 雅行 著 ｵｶﾉ ﾏｻﾕｷ 566 ｵ 中経出版 2003 222p 20cm
石ノ森章太郎のマンガ家入門 ｲｼﾉﾓﾘｼｮｳﾀﾛｳﾉﾏﾝｶﾞｶﾆｭｳﾓﾝ 石ノ森 章太郎 著 ｲｼﾉﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 726 ｲ 秋田書店 1988 310p 22cm
讃岐のお地蔵さん 中原耕男 387 ﾅ ふるさと研究会 1983
讃岐の絵本 ｻﾇｷﾉｴﾎﾝ 池原 昭治 著 ｲｹﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ 388 ｲ 花伝社 1991 105p 20cm
サルからヒトへ ピクチャー・エッセー アサヒグラブ編 489 ｱ 朝日新聞社 1969
ビッグ・ファット・キャット、街へ行く ﾋﾞｯｸﾞﾌｧｯﾄｷｬｯﾄﾏﾁｴｲｸ Ｂｉｇ　ｆａｔ　ｃａｔ　ｇｏｅｓ　ｔｏｔｏｗｎ ＢＦＣ　ｂｏｏｋｓ 向山 貴彦 著 ﾑｺｳﾔﾏ ﾀｶﾋｺ 837 ﾑ 幻冬舎 2003 103p 21cm
天使の願い 911 ﾃ
天使の願い 911 ﾃ
高校数学でわかるマクスウェル方程式 ｺｳｺｳｽｳｶﾞｸﾃﾞﾜｶﾙﾏｸｽｳｪﾙﾎｳﾃｲｼｷ 電磁気を学びたい人、学びはじめた人へ ブルーバックス 竹内 淳 著 ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 427 ﾀ 講談社 2002 222p 18cm
日本漫画史 ﾆﾎﾝﾏﾝｶﾞｼ 現代教養文庫 石子 順 著 ｲｼｺ ｼﾞｭﾝ 726 ｲ 社会思想社 1988 460p 15cm
ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な英語の本ﾋﾞｯｸﾞﾌｧｯﾄｷｬｯﾄﾉｾｶｲｲﾁｶﾝﾀﾝﾅｴｲｺﾞﾉﾎﾝ 向山 淳子 著 ﾑｺｳﾔﾏ ｱﾂｺ 830 ﾑ 幻冬舎 2001 171p 19cm
ノーベル化学賞「田中耕一さん」の研究 ﾉｰﾍﾞﾙｶｶﾞｸｼｮｳﾀﾅｶｺｳｲﾁｻﾝﾉｹﾝｷｭｳ フレア情報研究会 著 ﾌﾚｱ 289 ﾉ 第三書館 2003 153p 20cm
電気・電子なぜなぜおもしろ読本 ﾃﾞﾝｷﾃﾞﾝｼﾅｾﾞﾅｾﾞｵﾓｼﾛﾄﾞｸﾎﾝ 中村 次男 著 ﾅｶﾑﾗ ﾂｷﾞｵ 540 ﾅ 山海堂 2000 222p 21cm
６０００００００００個の缶飲料 ﾛｸｼﾞｭｳｵｸｺﾉｶﾝｲﾝﾘｮｳ 町をかえたマリーとＦ組の子どもたち 今泉 みね子 著 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾐﾈｺ 519 ｲ 合同出版 2001 149p 22cm
田中小治郎翁を語る ﾀﾅｶｺｼﾞﾛｳｵｳｵｶﾀﾙ 水産養殖技術の鬼才 田中 正躬 著 ﾀﾅｶ ﾏｻﾐ 289 ﾀ 丹精社 2001 216p 22cm
田中小治郎翁を語る ﾀﾅｶｺｼﾞﾛｳｵｳｵｶﾀﾙ 水産養殖技術の鬼才 田中 正躬 著 ﾀﾅｶ ﾏｻﾐ 666 ﾀ 丹精社 2001 216p 22cm
田中小治郎翁を語る ﾀﾅｶｺｼﾞﾛｳｵｳｵｶﾀﾙ 水産養殖技術の鬼才 田中 正躬 著 ﾀﾅｶ ﾏｻﾐ 289 ﾀ 丹精社 2001 216p 22cm
戦争中毒 ｾﾝｿｳﾁｭｳﾄﾞｸ アメリカが軍国主義を脱け出せない本当の理由 ジョエル・アンドレアス 著 ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ ｼﾞｮｴﾙ 392 ｱ 合同出版 2002 66p 26cm
戦争中毒 ｾﾝｿｳﾁｭｳﾄﾞｸ アメリカが軍国主義を脱け出せない本当の理由 ジョエル・アンドレアス 著 ｱﾝﾄﾞﾚｱｽ ｼﾞｮｴﾙ 392 ｱ 合同出版 2002 66p 26cm
菅原道真 ｽｶﾞﾜﾗﾐﾁｻﾞﾈ 詩人の運命 ウェッジ選書 藤原 克己 著 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾂﾐ 289 ﾌ ウェッジ 2002 309p 19cm
夢、一直線 ﾕﾒｲｯﾁｮｸｾﾝ ヒューマンＢＯＯＫＳ 吉村 作治 著 ﾖｼﾑﾗ ｻｸｼﾞ 289 ﾖ 講談社 2003 142p 20cm
犬は「びよ」と鳴いていた ｲﾇﾜﾋﾞﾖﾄﾅｲﾃｲﾀ 日本語は擬音語・擬態語が面白い 光文社新書 山口 仲美 著 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｶﾐ 814 ﾔ 光文社 2002 277p 18cm
マンガ脳科学入門 ﾏﾝｶﾞﾉｳｶｶﾞｸﾆｭｳﾓﾝ 心はどこにある？ ブルーバックス アングス・ゲラトゥリ 文 ｹﾞﾗﾄｩﾘ ｱﾝｸﾞｽ 491 ｹ 講談社 2001 204p 18cm
養老先生と遊ぶ ﾖｳﾛｳｾﾝｾｲﾄｱｿﾌﾞ 養老孟司まるごと一冊 新潮ＭＯＯＫ 289 ﾖ 新潮社 2005 260p 21cm
手塚治虫物語１９６０～１９８９ ﾃｽﾞｶｵｻﾑﾓﾉｶﾞﾀﾘ 漫画の夢、アニメの夢 朝日文庫 伴 俊男 著 ﾊﾞﾝ ﾄｼｵ 726 ﾊ 朝日新聞社 1994 377p 15cm
蔵　上 ｸﾗ 東宝舞台化話題作 中公文庫 宮尾 登美子 著 ﾐﾔｵ ﾄﾐｺ 913 ﾐ 中央公論社 1995 482p 16cm
蔵　下 ｸﾗ 東宝舞台化話題作 中公文庫 宮尾 登美子 著 ﾐﾔｵ ﾄﾐｺ 913 ﾐ 中央公論社 1995 461p 16cm
戦後５０年　カメラがとらえた香川の半世紀 四国新聞社 ｼ 四国新聞社 1995
戦後５０年　カメラがとらえた激動の半世紀 中原　鉄治 ﾅ 四国新聞社 1995
ここまでわかった宇宙の謎 ｺｺﾏﾃﾞﾜｶｯﾀｳﾁｭｳﾉﾅｿﾞ 宇宙望遠鏡がのぞいた深宇宙 講談社＋α 文庫 二間瀬 敏史 〔著〕 ﾌﾀﾏｾ ﾄｼﾌﾐ 440 ﾌ 講談社 1999 313p 16cm
帝都物語２ ﾃｲﾄﾓﾉｶﾞﾀﾘ 魔都篇（バビロン） 角川文庫 荒俣 宏 〔著〕 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 913 ｱ 角川書店 1987 222p 15cm
帝都物語３ ﾃｲﾄﾓﾉｶﾞﾀﾘ 大震災篇（カタストロフィ） 角川文庫 荒俣 宏 〔著〕 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 913 ｱ 角川書店 1987 261p 15cm
帝都物語４ ﾃｲﾄﾓﾉｶﾞﾀﾘ 龍動篇 角川文庫 荒俣 宏 〔著〕 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 913 ｱ 角川書店 1987 275p 15cm
帝都物語５ ﾃｲﾄﾓﾉｶﾞﾀﾘ 魔王篇 角川文庫 荒俣 宏 〔著〕 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 913 ｱ 角川書店 1987 260p 15cm
帝都物語６ ﾃｲﾄﾓﾉｶﾞﾀﾘ 不死鳥篇 角川文庫 荒俣 宏 〔著〕 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 913 ｱ 角川書店 1987 247p 15cm
帝都物語７ ﾃｲﾄﾓﾉｶﾞﾀﾘ 百鬼夜行篇 角川文庫 荒俣 宏 〔著〕 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 913 ｱ 角川書店 1987 285p 15cm
帝都物語８ ﾃｲﾄﾓﾉｶﾞﾀﾘ 未来宮篇 角川文庫 荒俣 宏 〔著〕 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 913 ｱ 角川書店 1987 258p 15cm
帝都物語９ ﾃｲﾄﾓﾉｶﾞﾀﾘ 喪神篇 角川文庫 荒俣 宏 〔著〕 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 913 ｱ 角川書店 1987 274p 15cm
帝都物語１０ ﾃｲﾄﾓﾉｶﾞﾀﾘ 復活篇 角川文庫 荒俣 宏 〔著〕 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 913 ｱ 角川書店 1987 272p 15cm
天才たちは１０代、２０代に何をしたか ﾃﾝｻｲﾀﾁﾜｼﾞｭｳﾀﾞｲﾆｼﾞｭｳﾀﾞｲﾆﾅﾆｵｼﾀｶ 知られざる家庭・環境、そして勉強法 芹沢 俊介 著 ｾﾘｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 280 ｾ 中経出版 2002 255p 22cm
図解もの創りのためのおもしろいロボット工学ｽﾞｶｲﾓﾉｽﾞｸﾘﾉﾀﾒﾉｵﾓｼﾛｲﾛﾎﾞｯﾄｺｳｶﾞｸ ロボコンに挑戦！ 門田 和雄 著 ｶﾄﾞﾀ ｶｽﾞｵ 548 ｶ 技術評論社 2004 375p 21cm
すごい虫のゆかいな戦略 ｽｺﾞｲﾑｼﾉﾕｶｲﾅｾﾝﾘｬｸ サバイバルをかけた虫の生きざま ブルーバックス 安富 和男 著 ﾔｽﾄﾐ ｶｽﾞｵ 486 ﾔ 講談社 1998 165 5p 18cm
ノーベル賞受賞者にきく子どものなぜ？なに？ﾉｰﾍﾞﾙｼｮｳｼﾞｭｼｮｳｼｬﾆｷｸｺﾄﾞﾓﾉﾅｾﾞﾅﾆ ベッティーナ・シュティーケル 編ｼｭﾃｨｰｹﾙ ﾍﾞｯﾃｨｰﾅ 49 ﾉ 主婦の友社 2003 286p 19cm
新足物語 ｼﾝｱｼﾓﾉｶﾞﾀﾘ 木村 斉 著 ｷﾑﾗ ﾋﾄｼ 916 ｷ 花伝社 2004 261p 19cm
世にも美しい数学入門 ﾖﾆﾓｳﾂｸｼｲｽｳｶﾞｸﾆｭｳﾓﾝ ちくまプリマー新書 藤原 正彦 著 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾋｺ 410 ﾌ 筑摩書房 2005 173p 18cm
職人 ｼｮｸﾆﾝ 岩波新書　新赤版 永 六輔 著 ｴｲ ﾛｸｽｹ 366 ｴ 岩波書店 1996 210p 18cm
カラスの早起き、スズメの寝坊 ｶﾗｽﾉﾊﾔｵｷｽｽﾞﾒﾉﾈﾎﾞｳ 文化鳥類学のおもしろさ 新潮選書 柴田 敏隆 著 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼﾀｶ 488 ｼ 新潮社 2002 238p 20cm
数のモンスターアタック ｶｽﾞﾉﾓﾝｽﾀｰｱﾀｯｸ 芳沢 光雄 著 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾂｵ 410 ﾖ 文春ネスコ 2003 191p 21cm
まんが道　第１巻
まんが道　第２巻
まんが道　第３巻
世界の中心で愛をさけぶ
「漫画少年」と赤本マンガ 戦後マンガの誕生 清水勲 720 ｼ 刀水書房 1989
愛、見つけた 小さな命の置きみやげ 小林完吾 916 ｺ 二見書房 1983
それがぼくには楽しかったから ｿﾚｶﾞﾎﾞｸﾆﾜﾀﾉｼｶｯﾀｶﾗ 全世界を巻き込んだリナックス革命の真実 Ｓｈｏ‐ｐｒｏ　ｂｏｏｋｓ リーナス・トーバルズ 著 ﾄｰﾊﾞﾙｽﾞ ﾘｰﾅｽ 289 ﾄ 小学館プロダクション2001 383p 20cm
昭和５０年史　《下巻》 香川・立ち上がる３０年 四国新聞社 218 ｼ 美巧社 1976
ネアンデルタール ﾈｱﾝﾃﾞﾙﾀｰﾙ ジョン・ダーントン 著 ﾀﾞｰﾝﾄﾝ ｼﾞｮﾝ 933 ﾀ ソニー・マガジンズ 1996 501p 20cm
バビロンに行きて歌え ﾊﾞﾋﾞﾛﾝﾆﾕｷﾃｳﾀｴ 池澤 夏樹 〔著〕 ｲｹｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 913 ｲ 新潮社 1990 248p 20cm
マリコ／マリキータ ﾏﾘｺﾏﾘｷｰﾀ 池澤　夏樹 著 ｲｹｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 913 ｲ 文芸春秋 1990 220p 20cm
真昼のプリニウス ﾏﾋﾙﾉﾌﾟﾘﾆｳｽ 池澤　夏樹 著 ｲｹｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 913 ｲ 中央公論社 1989 235p 20cm
南の島のティオ ﾐﾅﾐﾉｼﾏﾉﾃｨｵ 池澤 夏樹 著 ｲｹｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 913 ｲ 楡出版 1992 285p 19cm
もうひとりの私に ｼｼｭｳ ﾓｲﾋﾄﾘﾉﾜﾀｼﾆ 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980



もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に ﾓｳﾋﾄﾘﾉﾜﾀｼﾆ 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
もうひとりの私に 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
ひびきあうことば ｼｼｭｳ ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1980
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
ひびきあうことば ﾋﾋﾞｷｱｳｺﾄﾊﾞ 詩集 集団読書テキスト 全国SLA集団読書テキスト委員会 911 ｾ 全国学校図書館協議会1979 47p 19cm
坂道 ｻｶﾐﾁ 集団読書テキスト 壷井 栄 著 ﾂﾎﾞｲ ｻｶｴ 913 ﾂ 全国学校図書館協議会1978 35p 19cm
坂道 ｻｶﾐﾁ 集団読書テキスト 壷井 栄 著 ﾂﾎﾞｲ ｻｶｴ 913 ﾂ 全国学校図書館協議会1978 35p 19cm
坂道 ｻｶﾐﾁ 集団読書テキスト 壷井 栄 著 ﾂﾎﾞｲ ｻｶｴ 913 ﾂ 全国学校図書館協議会1978 35p 19cm
坂道 ｻｶﾐﾁ 集団読書テキスト 壷井 栄 著 ﾂﾎﾞｲ ｻｶｴ 913 ﾂ 全国学校図書館協議会1978 35p 19cm
坂道 ｻｶﾐﾁ 集団読書テキスト 壷井 栄 著 ﾂﾎﾞｲ ｻｶｴ 913 ﾂ 全国学校図書館協議会1978 35p 19cm
坂道 ｻｶﾐﾁ 集団読書テキスト 壷井 栄 著 ﾂﾎﾞｲ ｻｶｴ 913 ﾂ 全国学校図書館協議会1978 35p 19cm
坂道 ｻｶﾐﾁ 集団読書テキスト 壷井 栄 著 ﾂﾎﾞｲ ｻｶｴ 913 ﾂ 全国学校図書館協議会1978 35p 19cm
坂道 ｻｶﾐﾁ 集団読書テキスト 壷井 栄 著 ﾂﾎﾞｲ ｻｶｴ 913 ﾂ 全国学校図書館協議会1978 35p 19cm
坂道 ｻｶﾐﾁ 集団読書テキスト 壷井 栄 著 ﾂﾎﾞｲ ｻｶｴ 913 ﾂ 全国学校図書館協議会1978 35p 19cm
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野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 集団読書テキスト 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 全国学校図書館協議会1978 67p 19cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1995 1307 109p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
新選漢和辞典 ｼﾝｾﾝｶﾝﾜｼﾞﾃﾝ 小林 信明 編 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾒｲ 813 ｺ 小学館 1987 1235 165p 17cm
地図で読む現代戦争事典 ﾁｽﾞﾃﾞﾖﾑｹﾞﾝﾀﾞｲｾﾝｿｳｼﾞﾃﾝ フランソワ・ジェレ 著 ｼﾞｪﾚ ﾌﾗﾝｿﾜ 391 ｼ 河出書房新社 2003 215p 21cm
庵治町史 ｱｼﾞﾁｮｳｼ 岩田実太郎 ｲﾜﾀ ｼﾞﾂﾀﾛｳ 318 ｲ 木田郡庵治町 1974
庵治村誌 ｱｼﾞｿﾝｼ 庵治村誌編集委員会 ｱｼﾞｿﾝｼﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ 318 ｱ 木田郡庵治町 1971
世界と恋するおしごと ｾｶｲﾄｺｲｽﾙｵｼｺﾞﾄ 国際協力のトビラ 山本 敏晴 編著 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ 333 ﾔ 小学館 2006 317p 19cm
燃料電池のすべてが面白いほどわかる本ﾈﾝﾘｮｳﾃﾞﾝﾁﾉｽﾍﾞﾃｶﾞｵﾓｼﾛｲﾎﾄﾞﾜｶﾙﾎﾝ 科学絵とき版 御堀 直嗣 著 ﾐﾎﾘ ﾅｵﾂｸﾞ 572 ﾐ 中経出版 2003 175p 21cm
チーズはどこへ消えた？ ﾁｰｽﾞﾜﾄﾞｺｴｷｴﾀ スペンサー・ジョンソン 著 ｼﾞｮﾝｿﾝ ｽﾍﾟﾝｻｰ 933 ｼ 扶桑社 2000 94p 19cm
スティル・ライフ ｽﾃｨﾙﾗｲﾌ 池沢 夏樹 著 ｲｹｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 913 ｲ 中央公論社 1988 187p 20cm
キッチン ｷｯﾁﾝ 吉本 ばなな 著 ﾖｼﾓﾄ ﾊﾞﾅﾅ 913 ﾖ 福武書店 1988 226p 20cm
うたかた／サンクチュアリ ｳﾀｶﾀ 吉本 ばなな 著 ﾖｼﾓﾄ ﾊﾞﾅﾅ 913 ﾖ 福武書店 1988 213p 20cm
バレーボール教室 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｷｮｳｼﾂ 講談社スポーツシリーズ 講談社スポーツシリーズ 生沼 スミエ 〔著〕 ｵｲﾇﾏ ｽﾐｴ 783 ｵ 講談社 1978 157p 21cm
絵でみる電気の歴史 ｴﾃﾞﾐﾙﾃﾞﾝｷﾉﾚｷｼ 図版３００枚で物語る電気の発見の旅 岩本 洋 著 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｼ 540 ｲ オーム社 2003 136p 図版16p21cm
すわりと重心 ｽﾜﾘﾄｼﾞｭｳｼﾝ 理科の実験観察シリーズ 三好 健 著 ﾐﾖｼ ｹﾝ 423 ﾐ ポプラ社 1978 108p 22cm
力のはなし ﾁｶﾗﾉﾊﾅｼ 理科の実験観察シリーズ 西村 英雄 著 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 423 ﾆ ポプラ社 1978 120p 22cm
酸とアルカリ ｻﾝﾄｱﾙｶﾘ 理科の実験観察シリーズ 鈴木 信弘 著 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 431 ｽ ポプラ社 1980 108p 22cm
野生の動物 ﾔｾｲﾉﾄﾞｳﾌﾞﾂ 理科の実験観察シリーズ 樋口 善一 著 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 480 ﾋ ポプラ社 1980 124p 22cm
秋になく虫 ｱｷﾆﾅｸﾑｼ 理科の実験観察シリーズ 香坂 彪 著 ｺｳｻｶ ﾀｹｼ 486 ｺ ポプラ社 1978 100p 22cm
樹木のかんさつ ｼﾞｭﾓｸﾉｶﾝｻﾂ 理科の実験観察シリーズ 田沢 与光 著 ﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾐﾂ 471 ﾀ ポプラ社 1980 108p 22cm



月のかんさつ ﾂｷﾉｶﾝｻﾂ 理科の実験観察シリーズ 竹内 丑雄 著 ﾀｹｳﾁ ｳｼｵ 446 ﾀ ポプラ社 1978 98 2p 22cm
天気とくらし ﾃﾝｷﾄｸﾗｼ 理科の実験観察シリーズ 竹内 丑雄 著 ﾀｹｳﾁ ｳｼｵ 451 ﾀ ポプラ社 1978 108p 22cm
かがみとレンズ ｶｶﾞﾐﾄﾚﾝｽﾞ 理科の実験観察シリーズ 羽生 鶴寿 著 ﾊﾆｭｳ ﾂﾙｼﾞｭ 425 ﾊ ポプラ社 1978 100p 22cm
電子のかつやく ﾃﾞﾝｼﾉｶﾂﾔｸ 理科の実験観察シリーズ 西村 英雄 著 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 429 ﾆ ポプラ社 1978 106p 22cm
塩の科学 ｼｵﾉｶｶﾞｸ 理科の実験観察シリーズ 鈴木 信弘 著 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 430 ｽ ポプラ社 1980 100p 22cm
空気のはなし ｸｳｷﾉﾊﾅｼ 理科の実験観察シリーズ 田沢 与光 著 ﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾐﾂ 435 ﾀ ポプラ社 1978 108p 22cm
海べの動物たち ｳﾐﾍﾞﾉﾄﾞｳﾌﾞﾂﾀﾁ 理科の実験観察シリーズ 永野 房夫 著 ﾅｶﾞﾉ ﾌｻｵ 481 ﾅ ポプラ社 1978 108p 22cm
植物のからだ ｼｮｸﾌﾞﾂﾉｶﾗﾀﾞ 理科の実験観察シリーズ 香坂 彪 著 ｺｳｻｶ ﾀｹｼ 470 ｺ ポプラ社 1978 100p 22cm
花をしらべる ﾊﾅｵｼﾗﾍﾞﾙ 理科の実験観察シリーズ 永井 昭三 著 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳｿﾞｳ 470 ﾅ ポプラ社 1978 101p 22cm
日本のわらい話 ﾆﾎﾝﾉﾜﾗｲﾊﾞﾅｼ 日本むかし話・ふしぎシリーズ 913 ﾆ 小学館 1981 133p 23cm
採集と標本 ｻｲｼｭｳﾄﾋｮｳﾎﾝ 理科の実験観察シリーズ 田沢 与光 著 ﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾐﾂ 460 ﾀ ポプラ社 1980 102p 22cm
季節だより ｷｾﾂﾀﾞﾖﾘ 理科の実験観察シリーズ 竹内 丑雄 著 ﾀｹｳﾁ ｳｼｵ 468 ﾀ ポプラ社 1977 91 2p 22cm
けんび鏡の世界 ｹﾝﾋﾞｷｮｳﾉｾｶｲ 理科の実験観察シリーズ 永井 昭三 著 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳｿﾞｳ 465 ﾅ ポプラ社 1977 108 2p 22cm
動物の育ちかた ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾉｿﾀﾞﾁｶﾀ 理科の実験観察シリーズ 百瀬 由紀子 著 ﾓﾓｾ ﾕｷｺ 480 ﾓ ポプラ社 1977 110p 22cm
虫の一生 ﾑｼﾉｲｯｼｮｳ 理科の実験観察シリーズ 香坂 彪 著 ｺｳｻｶ ﾀｹｼ 486 ｺ ポプラ社 1980 107 3p 22cm
火山と温泉 ｶｻﾞﾝﾄｵﾝｾﾝ 理科の実験観察シリーズ 山田 一枝 著 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｴ 453 ﾔ ポプラ社 1977 116p 22cm
温度と物のすがた ｵﾝﾄﾞﾄﾓﾉﾉｽｶﾞﾀ 理科の実験観察シリーズ 西村 英雄 著 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 426 ﾆ ポプラ社 1977 100p 22cm
エネルギーのなぞ ｴﾈﾙｷﾞｰﾉﾅｿﾞ 理科の実験観察シリーズ 西村 英雄 著 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 423 ﾆ ポプラ社 1978 102p 22cm
岩石をしらべる ｶﾞﾝｾｷｵｼﾗﾍﾞﾙ 理科の実験観察シリーズ 久田 芳 著 ﾋｻﾀﾞ ﾖｼ 458 ﾋ ポプラ社 1978 107p 22cm
地そうと化石 ﾁｿｳﾄｶｾｷ 理科の実験観察シリーズ 樋口 善一 著 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 457 ﾋ ポプラ社 1978 108p 22cm
物の変化 ﾓﾉﾉﾍﾝｶ 理科の実験観察シリーズ 田沢 与光 著 ﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾐﾂ 430 ﾀ ポプラ社 1980 94p 22cm
金属のはなし ｷﾝｿﾞｸﾉﾊﾅｼ 理科の実験観察シリーズ 鈴木 信弘 著 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 563 ｽ ポプラ社 1978 102p 22cm
野鳥のかんさつ ﾔﾁｮｳﾉｶﾝｻﾂ 理科の実験観察シリーズ 竹内 丑雄 著 ﾀｹｳﾁ ｳｼｵ 488 ﾀ ポプラ社 1980 92p 22cm
植物のふえかた ｼｮｸﾌﾞﾂﾉﾌｴｶﾀ 理科の実験観察シリーズ 香坂 彪 著 ｺｳｻｶ ﾀｹｼ 471 ｺ ポプラ社 1978 94p 22cm
植物の冬ごし ｼｮｸﾌﾞﾂﾉﾌﾕｺﾞｼ 理科の実験観察シリーズ 永野 房夫 著 ﾅｶﾞﾉ ﾌｻｵ 471 ﾅ ポプラ社 1978 100 2p 22cm
こまったさんのサンドイッチ ｺﾏｯﾀｻﾝﾉｻﾝﾄﾞｲｯﾁ おはなしりょうりきょうしつ 寺村 輝夫 作 ﾃﾗﾑﾗ ﾃﾙｵ 913 ﾃ あかね書房 1987 1冊 22cm
わかったさんのアップルパイ ﾜｶｯﾀｻﾝﾉｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲ わかったさんのおかしシリーズ 寺村 輝夫 作 ﾃﾗﾑﾗ ﾃﾙｵ 913 ﾃ あかね書房 1988 75p 22cm
こまったさんのコロッケ ｺﾏｯﾀｻﾝﾉｺﾛｯｹ おはなしりょうりきょうしつ 寺村 輝夫 作 ﾃﾗﾑﾗ ﾃﾙｵ 913 ﾃ あかね書房 1987 73p 22cm
なぜなにクイズ ﾅｾﾞﾅﾆｸｲｽﾞ 798 ﾅ 小学館 1980 184p 22cm
早わかり将棋なんでも入門 ﾊﾔﾜｶﾘｼｮｳｷﾞﾅﾝﾃﾞﾓﾆｭｳﾓﾝ 小学館入門百科シリーズ 原田 泰夫 共著 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽｵ 796 ﾊ 小学館 1980 183p 20cm
宇宙と星座 ｳﾁｭｳﾄｾｲｻﾞ 理科の実験観察シリーズ 樋口 善一 著 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 440 ﾋ ポプラ社 1977 108 2p 22cm
熱のはなし ﾈﾂﾉﾊﾅｼ 理科の実験観察シリーズ 西村 英雄 著 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 426 ﾆ ポプラ社 1980 110p 22cm
音のふしぎ ｵﾄﾉﾌｼｷﾞ 理科の実験観察シリーズ 羽生 鶴寿 著 ﾊﾆｭｳ ﾂﾙｼﾞｭ 424 ﾊ ポプラ社 1977 110p 22cm
せんいの科学 ｾﾝｲﾉｶｶﾞｸ 理科の実験観察シリーズ 鈴木 信弘 著 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 586 ｽ ポプラ社 1977 110p 22cm
食物と栄養 ｼｮｸﾓﾂﾄｴｲﾖｳ 理科の実験観察シリーズ 百瀬 由紀子 著 ﾓﾓｾ ﾕｷｺ 498 ﾓ ポプラ社 1980 98p 22cm
こちらズッコケ探偵事務所 ｺﾁﾗｽﾞｯｺｹﾀﾝﾃｲｼﾞﾑｼｮ ポプラ社文庫 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1993 206p 18cm
ひみつのかたつむり号 ﾋﾐﾂﾉｶﾀﾂﾑﾘｺﾞｳ フォア文庫 佐藤 さとる 作 ｻﾄｳ ｻﾄﾙ 913 ｻ 童心社 1979 134p 18cm
ぎんのほし ｷﾞﾝﾉﾎｼ 強く正しく 三育図書教育シリーズ 福音社編集部 編 ﾌｸｲﾝｼｬ 913 ﾌ 福音社 1981 190p 19cm
ハンバーグつくろうよ ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾂｸﾛｳﾖ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ｶﾄﾞﾉ ｴｲｺ 913 ｶ ポプラ社 1979 77p 22cm
名門フライドチキン小学校のきょうりゅうがやってきた！ﾒｲﾓﾝﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳﾉｷｮｳﾘｭｳｶﾞﾔｯﾃｷﾀ 学年別こどもおはなし劇場 田中 成和 作 ﾀﾅｶ ｼｹﾞｶｽﾞ 913 ﾀ ポプラ社 1989 110p 22cm
石油と石炭 ｾｷﾕﾄｾｷﾀﾝ 理科の実験観察シリーズ 鈴木 信弘 著 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 575 ｽ ポプラ社 1977 106p 22cm
水のはなし ﾐｽﾞﾉﾊﾅｼ 理科の実験観察シリーズ 田沢 与光 著 ﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾐﾂ 435 ﾀ ポプラ社 1980 100p 22cm
動物の冬ごし ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾉﾌﾕｺﾞｼ 理科の実験観察シリーズ 永野 房夫 著 ﾅｶﾞﾉ ﾌｻｵ 481 ﾅ ポプラ社 1977 117 3p 22cm
動物の社会 ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾉｼｬｶｲ 理科の実験観察シリーズ 竹内 丑雄 著 ﾀｹｳﾁ ｳｼｵ 481 ﾀ ポプラ社 1980 100p 22cm
虫の世界 ﾑｼﾉｾｶｲ 理科の実験観察シリーズ 香坂 彪 著 ｺｳｻｶ ﾀｹｼ 486 ｺ ポプラ社 1980 108p 22cm
海そうと水草 ｶｲｿｳﾄﾐｽﾞｸｻ 理科の実験観察シリーズ 百瀬 由紀子 著 ﾓﾓｾ ﾕｷｺ 474 ﾓ ポプラ社 1976 106p 22cm
野草のかんさつ ﾔｿｳﾉｶﾝｻﾂ 理科の実験観察シリーズ 永井 昭三 著 ﾅｶﾞｲ ｼｮｳｿﾞｳ 470 ﾅ ポプラ社 1980 114p 22cm
地球をしらべる ﾁｷｭｳｵｼﾗﾍﾞﾙ 理科の実験観察シリーズ 久田 芳 著 ﾋｻﾀﾞ ﾖｼ 450 ﾋ ポプラ社 1978 116p 22cm
スパゲッティがたべたいよう ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｶﾞﾀﾍﾞﾀｲﾖｳ ポプラ社の小さな童話 角野 栄子 さく ｶﾄﾞﾉ ｴｲｺ 913 ｶ ポプラ社 1979 76p 22cm
なぞなぞあそび ﾅｿﾞﾅｿﾞｱｿﾋﾞ ぴょこたんのあたまのたいそう このみ ひかる 作・絵 ｺﾉﾐ ﾋｶﾙ 798 ｺ あかね書房 1978 79p 22cm
作文がじょうずになる本 ｻｸﾌﾞﾝｶﾞｼﾞｮｳｽﾞﾆﾅﾙﾎﾝ 野崎 浩 著 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛｼ 816 ｻ 旺文社 1979 206p 21cm
生きるんだポンちゃん ｲｷﾙﾝﾀﾞﾎﾟﾝﾁｬﾝ 人間と動物　愛のシリーズ 中村 ただし 文・写真 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 913 ﾅ 旺文社 1982 87p 22cm
ピピッとひらめくとんち話 ﾋﾟﾋﾟｯﾄﾋﾗﾒｸﾄﾝﾁﾊﾞﾅｼ 日本のおばけ話・わらい話 木暮 正夫 文 ｺｸﾞﾚ ﾏｻｵ 913 ｺ 岩崎書店 1987 95p 22cm
国語大辞典 ｺｸｺﾞﾀﾞｲｼﾞﾃﾝ 尚学図書 編集 ｼｮｳｶﾞｸ ﾄｼｮ 813 ｺ 小学館 1988 2624p 27cm
おばけのはなし ｵﾊﾞｹﾉﾊﾅｼ 寺村輝夫のむかし話 寺村 輝夫 文 ﾃﾗﾑﾗ ﾃﾙｵ 913 ﾃ あかね書房 1979 111p 22cm
かぎばあさんは名探偵 ｶｷﾞﾊﾞｱｻﾝﾜﾒｲﾀﾝﾃｲ あたらしい創作童話 手島 悠介 作 ﾃｼﾏ ﾕｳｽｹ 913 ﾃ 岩崎書店 1985 78p 22cm
かみ舟のふしぎな旅 ｶﾐﾌﾞﾈﾉﾌｼｷﾞﾅﾀﾋﾞ 三人のシュタニスラウス 世界の幼年どうわ ヴェーラ・フェラ・ミークラ 作 ﾌｪﾗﾐｰｸﾗ ｳﾞｪｰﾗ 943 ﾌ 偕成社 1975 124p 22cm
ふしぎなくにのまじょ子 ﾌｼｷﾞﾅｸﾆﾉﾏｼﾞｮｺ 学年別こどもおはなし劇場 藤 真知子 作 ﾌｼﾞ ﾏﾁｺ 913 ﾌ ポプラ社 1986 102p 22cm
新・いのちの食紀行 ｼﾝｲﾉﾁﾉｼｮｸｷｺｳ １９９９年～２００３年 383 ｼ やずや 2004 208p 28cm
かがわ空紀行 航空写真集 四国新聞社 31 ｼ 四国新聞社 1999 279P 36cm
香川人物名鑑 ２００１年版 四国新聞社 90 ｼ 四国新聞社 2001 851P 21cm
来て見て四国　ものづくり 産業観光施設８８カ所めぐり 四国新聞社 600 ｼ 四国新聞社 2000
こころの新呼吸 倉本英雄 90 ｸ 四国新聞社 1999
娑婆点描 梶原　学 90 ｶ 四国新聞社 1999
香川を食べる 四国新聞社 90 ｼ 四国新聞社 1998
歩みあらたに 宮内庁　監修 288 ｸ 四国新聞社 1999
遍路の風景 四国新聞社 384 ｼ 四国新聞社 1999
２０世紀の記録 四国新聞社 200 ｼ 四国新聞社 2000
写真で見る香川の歳時記３６５日 386 ｼ 四国新聞社 2000
豊田喜一郎伝 ﾄﾖﾀﾞｷｲﾁﾛｳﾃﾞﾝ 常に時流に先んずべし コミック産業情報シリーズ 甲斐 謙二 画 ｶｲ ｹﾝｼﾞ 289 ｶ 恒信社 2003 215p 22cm
瀬戸の海廊・香川１ 香川県 740 ｶ 四国新聞社 2000
瀬戸の海廊・香川２ 香川県 740 ｶ 四国新聞社 2000
四国　旬の味巡り 四国新聞社 596 ｼ 四国新聞社 2001
連鎖の崩壊 ﾚﾝｻﾉﾎｳｶｲ 新瀬戸内海論 四国新聞社 編集 ｼｺｸ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 519 ﾚ 四国新聞社 2000 343p 21cm
実践リフレッシュ ｼﾞｯｾﾝﾘﾌﾚｯｼｭ 健康いきいきライフのために 倉本 英雄 著 ｸﾗﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 498 ｸ 四国新聞社 1999 308p 22cm
新讃岐の文学散歩 佐々木正夫 900 ｻ 四国新聞社 1998
雑学おもしろ事典 ｻﾞﾂｶﾞｸｵﾓｼﾛｼﾞﾃﾝ 頭に栄養と休養を 管野 浩 編 ｶﾝﾉ ﾋﾛｼ 49 ｽ 日東書院 1988 362p 19cm
勉強は何のためにするのか ﾍﾞﾝｷｮｳﾜﾅﾝﾉﾀﾒﾆｽﾙﾉｶ 生きることと学ぶこと 手をつなぐ中学生の本 菊地 良輔 著 ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ 375 ｷ 民衆社 1984 205p 19cm



香川県の文化財 ｶｶﾞﾜｹﾝﾉﾌﾞﾝｶｻﾞｲ 香川県教育委員会 編集 ｶｶﾞﾜｹﾝ ｷｮｳｲｸ ｲｲﾝｶｲ 90 ｶ 香川県文化財保護協会1961 168p 27cm
ミラクルアイマジック 眼が驚くほどよくなる シリーズ５　眼にやさしいアイマジック 市村　武美　監修 726 ｲ サニー出版 2005
ミラクルアイマジック 眼が驚くほどよくなる シリーズ４　昆虫アイマジック 市村　武美　監修 726 ｲ サニー出版 2005
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
標準漢和辞典　新版 赤塚　忠 813 ｱ 旺文社 1982
世界大百科事典１１ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典１２ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典１３ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典１４ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典１５ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典１６ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典１７ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典１８ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典１９ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典２０ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典２１ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典２２ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典２３ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典２４ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典２５ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典２６ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典２５ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典２７ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典２８ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典２９ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典３０ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典３１ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典３２ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科事典３３ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1974
世界大百科年鑑１９７５ 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1975
世界大百科事典　世界地図日本地図 下中　邦彦 30 ｼ 平凡社 1976
平凡社大百科事典１ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典２ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典３ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典４ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典５ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典６ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典７ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典９ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典８ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典１０ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典１１ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典１２ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典１３ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典１４ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典１５ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
平凡社大百科事典１６ 下中　邦彦 31 ｼ 平凡社 1984
学芸百科事典１ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典２ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典３ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典５ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典６ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典７ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典８ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典９ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典１０ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典１１ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典１２ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典１３ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典１４ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典１５ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973



学芸百科事典１６ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典１７ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典１８ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
学芸百科事典１９ 小川　芳男他 30 ｵ 旺文社 1973
根も葉もあってみになる本 ﾈﾓﾊﾓｱｯﾃﾐﾆﾅﾙﾎﾝ 生活習慣病に効く健康野菜 四国新聞企画開発株式会社 企画・編集ﾁｭｳｺﾞｸ ｼﾝﾌﾞﾝ ｷｶｸ ｶｲﾊﾂ ｶﾌﾞｼｷ ｶﾞｲｼｬ499 ﾈ 四国新聞社 2000 123p 26cm
チョッちゃんが行くわよ ﾁｮｯﾁｬﾝｶﾞ行くわよ 黒柳　朝 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾁｮｳ 916 ｸ 主婦と生活社 1982
コヨーテ老人とともに ｺﾖｰﾃﾛｳｼﾞﾝﾄﾄﾓﾆ ジェイム・デ・アングロ ｼﾞｪｲﾑ･ﾃﾞ･ｱﾝｸﾞﾛ 933 ｱ 福音館書店 1992
九〇〇日の包囲の中で ｷｭｳﾋｬｸﾆﾁ ﾉ ﾎｳｲﾉﾅｶﾃﾞ ユーリイ　イワノフ ﾕｰﾘｲ ｲﾜﾉﾌ 983 ｲ 岩崎書店 1982
大草原の小さな家 ﾀﾞｲｿｳｹﾞﾝﾉﾁｲｻﾅｲｴ ローラ・インガルス・ワイルダーﾛｰﾗ･ｲﾝｶﾞﾙｽ･ﾜｲﾙﾀﾞｰ 933 ﾜ 福音館書店 1972
消えた国旗 ｷｴﾀｺｯｷ 斎藤　尚子 ｻｲﾄｳ ﾅｵｺ 913 ｻ 岩崎書店 1973
図録生活史事典　図録都市生活史事典 ｽﾞｾﾂ ｾｲｶﾂｼｼﾞﾃﾝ ｽﾞｾﾂ ﾄｼｾｲｶﾂｼｼﾞﾃﾝ 原田　伴彦 210 ﾊ 柏書房 1981
図録生活史事典　図録山漁村生活史事典ｽﾞｾﾂ ｾｲｶﾂｼｼﾞﾃﾝ ｽﾞｾﾂ ｻﾝｷﾞｮｿﾝｾｲｶﾂｼｼﾞﾃﾝ 秋山　高志 384 ｱ 柏書房 1981
名作の研究事典 ﾒｲｻｸﾉｹﾝｷｭｳｼﾞﾃﾝ 坪田　譲治 ﾂﾎﾞﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ 903 ﾂ 小峰書店 1971
十五年戦争　日本の歴史３０ ｼﾞｭｳｺﾞﾈﾝｾﾝｿｳ 伊藤　隆 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 210 ｲ 小学館 1976
砂の上の植物群　夕暮まで　　新潮現代文学４２ｽﾅﾉｳｴﾉｼｮｸﾌﾞﾂｸﾞﾝ ﾕｳｸﾞﾚﾏﾃﾞ 吉行　淳之介 ﾖｼﾕｷ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 913 ﾖ 新潮社 1979
盲導犬フロックスの思い出 ﾓｳﾄﾞｳｹﾝ ﾌﾛｯｸｽ ﾉ ｵﾓｲﾃﾞ 福沢　美和 ﾌｸｻﾞﾜ ﾐﾜ 916 ﾌ 偕成社 1990
参戦日記 ｻﾝｾﾝﾆｯｷ 第二次世界大戦に参加して 藤田寿雄 ﾌｼﾞﾀ ﾋｻｵ 210 ﾌ 1975
崩れゆく戦線 ｸｽﾞﾚﾕｸｾﾝｾﾝ 和歌　森太郎　他 ﾜｶ ﾓﾘﾀﾛｳ ﾎｶ 210 ﾜ 岩崎書店 1970
中国大陸の戦野 ﾁｭｳｺﾞｸﾀｲﾘｸﾉｾﾝﾔ 棟田　博 ﾑﾈﾀ ﾋﾛｼ 210 ﾑ あかね書房 1972
現代詩歌集 ｹﾞﾝﾀﾞｲｼｲｶｼｭｳ 伊藤　信吉 ｲﾄｳ ｼﾝｷﾁ 911 ｲ 河出書房 1971
戦争と沖縄 ｾﾝｿｳ ﾄ ｵｷﾅﾜ 池宮城秀意 ｲｹﾐﾔｷﾞｼｭｳｲ 913 ｲ 岩波書店 1981
北海道開拓物語
ヒロシマの雨はドームの涙 ﾋﾛｼﾏﾉｱﾒﾊ ﾄﾞｰﾑﾉﾅﾐﾀﾞ 国際平和教育研究会 ｺｸｻｲ ﾍｲﾜ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ816 ｺ 教育出版センター
大江戸アイデアマン ｵｵｴﾄﾞ ｱｲﾃﾞｱﾏﾝ 中井　信彦 ﾅｶｲ ﾉﾌﾞﾋｺ 210 ﾅ さえら書房 1972
アイオイ橋の人影 ｱｲｵｲﾊﾞｼﾉ ﾋﾄｶｹﾞ オニチンコフ ｵﾆﾁﾝｺﾌ 210 ｵ 冨山房 1974
沖縄・硫黄島の死闘 少年少女太平洋戦争の記録７ 秋永芳郎　編 210 ｱ あかね書房 1972
銀河の旅人　宮澤賢治 堀尾青史 905 ﾎ 岩崎書店 1984
ノルウェイの森(上) ﾉﾙｳｪｲﾉﾓﾘ 村上春樹 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ 913 ﾑ 講談社 1987
黄いろい大地 坂斎小一郎　作 913 ｻ ポプラ社
長編ドキュメント悪魔の飽食 ｱｸﾏﾉ ﾎｳｼｮｸ 第七三一部隊 「関東軍細菌戦部隊」恐怖の全貌！ 森村誠一 ﾓﾘﾑﾗ ｾｲｲﾁ 210 ﾓ 光文社 1981
老足物語 木村　斉
白赤だすき小○の旗風
わがままな恋しかできなかったら 詩＝きのゆり 911 ｷ 株式会社サンリオ
坂の上の雲　６
坂の上の雲　５
坂の上の雲　４
坂の上の雲　３
不毛地帯１
不毛地帯２
不毛地帯３
不毛地帯４
ダンス・ダンス・ダンス　下
風の盆恋歌
ノルウェイの森　下 ﾉﾙｳｴｲﾉﾓﾘ 村上　春樹 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ 913 ﾑ 1987
ダンス・ダンス・ダンス　上
「甘え」の構造
四季・奈津子　上
四季・奈津子
かげろうの村 ｶｹﾞﾛｳﾉﾑﾗ 谷　真介 ﾀﾆ ｼﾝｽｹ 913 ﾀ ポプラ社 1970
東京大空襲 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲｸｳｼｭｳ 真鍋　元之 ﾏﾅﾍﾞ ﾓﾄﾕｷ 901 ﾏ 国土社 1976
あしたへげんまん ｱｼﾀﾍｹﾞﾝﾏﾝ 竹田　まゆみ ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕﾐ 913 ﾀ 新日本出版社 1982
標準原色図鑑全集３ 貝 波部忠重 484 ﾊ 保育社 1967
新社会科用語事典 ｼﾝｼｬｶｲｶﾖｳｺﾞｼﾞﾃﾝ 日本の歴史 菊地 家達 著 ｷｸﾁ ｲｴｻﾄ 210 ｷ 国土社 1980 158p 26cm
山陰 ワイドカラー日本１５ 290 ﾜ 世界文化社
京都 ワイドカラー日本１１ 290 ﾜ 世界文化社
イラスト登山入門 計画と技術 横山厚夫 786 ﾖ 山と渓谷社
たのしい水泳 新版みつばちぶっくす２４ 木庭修一 785 ｺ 国土社
さらわれたデービッド ｻﾗﾜﾚﾀﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ 福音館古典童話シリーズ Ｒ・Ｌ・スティーブンソン 作 ｽﾃｨｰｳﾞﾝｿﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾙｲｽ 933 ｽ 福音館書店 1979 452p 21cm
ガリヴァー旅行記 ｶﾞﾘｳﾞｧｰﾘｮｺｳｷ 福音館古典童話シリーズ Ｊ・スウィフト 作 ｽｳｨﾌﾄ ｼﾞｮﾅｻﾝ 933 ｽ 福音館書店 1988 586p 21cm
トルストイの民話 ﾄﾙｽﾄｲﾉﾐﾝﾜ 福音館古典童話シリーズ Л ・トルストイ 作 ﾄﾙｽﾄｲ ﾚﾌ･ﾆｺﾗｴｳﾞｨﾁ 983 ﾄ 福音館書店 1989 367p 図版18枚21cm
神秘の島　上 ｼﾝﾋﾟﾉｼﾏ 福音館古典童話シリーズ Ｊ・ベルヌ 作 ｳﾞｪﾙﾇ ｼﾞｭｰﾙ 953 ﾍ 福音館書店 1979 469p 21cm
山本周五郎　現代日本文学アルバム１１ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1978 242p 27cm
芥川龍之介　現代日本文学アルバム７ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1978 242p 27cm
石川啄木　現代日本文学アルバム４ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1978 234p 27cm
川端康成　現代日本文学アルバム８ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端康成 910 ｶ 学研 1978 242p 27cm
太宰治　現代日本文学アルバム１４ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1978 242p 27cm
井上靖　現代日本文学アルバム１５ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1978 250p 27cm
三島由紀夫　現代日本文学アルバム１６ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1978 242p 27cm
石坂洋次郎　現代日本文学アルバム９ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1978 242p 27cm
林芙美子　現代日本文学アルバム１３ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1974 242p 27cm
島崎藤村　現代日本文学アルバム３ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1978 242p 27cm
谷崎潤一郎　現代日本文学アルバム５ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1978 242p 27cm
夏目漱石　現代日本文学アルバム２ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端 康成 監修委員 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾅﾘ 910 ｶ 学研 1976 242p 27cm
志賀直哉　現代日本文学アルバム６ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1978 242p 27cm
宮澤賢治　現代日本文学アルバム１０ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1976 246p 27cm
森鴎外　現代日本文学アルバム１ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1978 242p 27cm
堀辰雄　現代日本文学アルバム１２ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｱﾙﾊﾞﾑ 川端　康成 910 ｶ 学研 1976 242p 27cm
天気図をよもう 自然科学シリーズ⑧ 藤井幸雄 408 ﾌ 小峰書店 1975



富士山 自然科学シリーズ⑥ 西宮克彦 408 ﾆ 小峰書店 1975
新美南吉全集１ ﾆｲﾐﾅﾝｷﾁｾﾞﾝｼｭｳ 新美 南吉 著 ﾆｲﾐ ﾅﾝｷﾁ 918 ﾆ アリス館牧新社 1975 344p 23cm
新美南吉全集２ ﾆｲﾐﾅﾝｷﾁｾﾞﾝｼｭｳ 新美 南吉 著 ﾆｲﾐ ﾅﾝｷﾁ 918 ﾆ アリス館牧新社 1975 272p 23cm
新美南吉全集３ ﾆｲﾐﾅﾝｷﾁｾﾞﾝｼｭｳ 新美 南吉 著 ﾆｲﾐ ﾅﾝｷﾁ 918 ﾆ アリス館牧新社 1975 293p 23cm
新美南吉全集４ ﾆｲﾐﾅﾝｷﾁｾﾞﾝｼｭｳ 新美 南吉 著 ﾆｲﾐ ﾅﾝｷﾁ 918 ﾆ アリス館牧新社 1975 376p 23cm
新美南吉全集５ ﾆｲﾐﾅﾝｷﾁｾﾞﾝｼｭｳ 新美 南吉 著 ﾆｲﾐ ﾅﾝｷﾁ 918 ﾆ アリス館牧新社 1975 304p 23cm
新美南吉全集６ ﾆｲﾐﾅﾝｷﾁｾﾞﾝｼｭｳ 新美 南吉 著 ﾆｲﾐ ﾅﾝｷﾁ 918 ﾆ アリス館牧新社 1975 326p 23cm
新美南吉全集８ ﾆｲﾐﾅﾝｷﾁｾﾞﾝｼｭｳ 新美 南吉 著 ﾆｲﾐ ﾅﾝｷﾁ 918 ﾆ アリス館牧新社 1975 298p 23cm
英語のあそびうた 生きているマザーグース キャミー・カンダン編 837 ｷ 評論社
ペン字検定教本 ﾍﾟﾝｼﾞｹﾝﾃｲｷｮｳﾎﾝ 鈴木 竹影 著 ｽｽﾞｷ ﾁｸｴｲ 728 ｽ 鶴書房 127p 21cm
恋人たち 新倉俊一　編 911 ﾆ 偕成社
政治小説／坪内逍遥／二葉亭四迷集　現代日本文学大系１ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 坪内逍遥／二葉亭四迷 ﾂﾎﾞｳﾁｼｮｳﾖｳﾎｶ 918 ﾂ 筑摩書房 1978 462p 23cm
福沢諭吉／中江兆民／徳富蘆花／三宅雪嶺／岡倉天心／内村鑑三集　現代日本文学大系ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 福沢諭吉／中江兆民／徳富蘆花／三宅雪嶺／岡倉天心／内村鑑三ﾌｸｻﾞﾜﾕｷﾁﾎｶ 918 ﾌ 筑摩書房 1980 490p 23cm
尾崎紅葉／廣津柳浪／内田魯庵／齋藤緑雨　現代日本文学大系３ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 尾崎紅葉／廣津柳浪／内田魯庵／齋藤緑雨ｵｻﾞｷｺｳﾖｳﾎｶ 918 ｵ 筑摩書房 1979 433p 23cm
幸田露伴集　現代日本文学大系４ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 幸田露伴 ｺｳﾀﾞﾛﾊﾝ 918 ｺ 筑摩書房 1978 411p 23cm
樋口一葉／明治女流文学／泉鏡花集　現代日本文学大系５ﾋｸﾞﾁｲﾁﾖｳ ﾒｲｼﾞｼﾞｮﾘｭｳﾌﾞﾝｶﾞｸ ｲｽﾞﾐｷｮｳｶｼｭｳ 樋口一葉他 ﾋｸﾞﾁｲﾁﾖｳ 918 ﾋ 筑摩書房 1973
北村透谷／山路愛山集　現代日本文学大系６ｷﾀﾑﾗﾄｳｺｸ ﾔﾏｼﾞｱｲｼｭｳ 北村透谷／山路愛山集 ｷﾀﾑﾗﾄｳｺｸ ﾔﾏｼﾞｱｲｼｭｳ 918 ｷ 筑摩書房 1976
森鴎外集（一）現代日本文学大系 ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 森鴎外 918 ﾓ 筑摩書房 1979 461p 23cm
森鴎外集（二）現代日本文学大系８ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 森鴎外 918 ﾓ 筑摩書房 1979 393p 23cm
徳富蘆花／木下尚江集 ﾄｸﾄﾐﾛｶ ｷﾉｼﾀﾅｵｴ 徳富蘆花／木下尚江集 ﾄｸﾄﾐﾛｶ ｷﾉｼﾀﾅｵｴ 918 ﾄ 筑摩書房
国木田独歩／田山花袋集　現代日本文学大系１１ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 国木田独歩／田山花袋 ｸﾆｷﾀﾄﾞｯﾎﾟ 918 ｸ 筑摩書房 1980 459p 23cm
土井晩翠／薄田泣菫／浦原有明／伊良子清白／横瀬夜雨／河井酔茗／三木露風／日夏取之介集　現代日本文学大ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 土井晩翠／薄田泣菫／浦原有明／伊良子清白／横瀬夜雨／河井酔茗／三木露風／日夏取之介ﾄﾞｲ ﾊﾞﾝｽｲ ﾎｶ 918 ﾄ 筑摩書房 1980 456p 23cm
島崎藤村集（一）　現代日本文学大系１３ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 島崎藤村 ｼﾏｻﾞｷﾄｳｿﾝ 918 ｼ 筑摩書房 1979 459p 23cm
島崎藤村集（二）　現代日本文学大系１４ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 島崎藤村 ｼﾏｻﾞｷ ﾄｳｿﾝ 918 ｼ 筑摩書房 1977 534p 23cm
徳田秋聲集　現代日本文学大系１５ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 徳田秋聲 ﾄｸﾀﾞｼｭｳｾｲ 918 ﾄ 筑摩書房 1980 389p 23cm
正宗白鳥集　現代日本文学大系１６ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 正宗白鳥 918 ﾏ 筑摩書房 1979 442p 23cm
夏目漱石集　現代日本文学大系１８ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 夏目漱石 ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ 918 ﾅ 筑摩書房 1980 503p 23cm
高濱虚子／河東碧梧桐集　現代日本文学大系１９ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 高濱虚子／河東碧梧桐 ﾀｶﾊﾏｷｮｼ 918 ﾀ 筑摩書房 1979 453p 23cm
柳田國男集　現代日本文学大系２０ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 柳田國男 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｸﾆｵ 918 ﾔ 筑摩書房 1979 451p 23cm
岩野泡鳴／眞山青果／上司小劉／近松秋江集　現代日本文学大系２１ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 岩野泡鳴／眞山青果／上司小劉／近松秋江ｲﾜﾉ ﾎｳﾒｲ 918 ｲ 筑摩書房 1980 445p 23cm
幸徳秋水／堺枯川／大杉榮／荒畑寒村／河上肇集　現代日本文学大系２２ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 幸徳秋水／堺枯川／大杉榮／荒畑寒村／河上肇ｺｳﾄｸ ｼｭｳｽｲ 918 ｺ 筑摩書房 1980 450p 23cm
永井荷風集（一）　現代日本文学大系２３ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 永井荷風 ﾅｶﾞｲ ｶﾌｳ 918 ﾅ 筑摩書房 1980 423p 23cm
永井荷風（二）　現代日本文学大系２４ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 永井荷風 ﾅｶﾞｲ ｶﾌｳ 918 ﾅ 筑摩書房 1980 388p 23cm
与謝野寛／与謝野晶子／上田敏／木下杢太郎／吉井勇／小山内薫／長田秀雄／平出修集　現代日本文学大系２５ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 与謝野寛／与謝野晶子／上田敏／木下杢太郎／吉井勇／小山内薫／長田秀雄／平出修ﾖｻﾉﾋﾛｼ ﾎｶ 918 ﾖ 筑摩書房 1975 418p 23cm
若山牧水／太田水穂／窪田空穂／前田夕暮／土岐善麿／川田順／飯田蛇／水原秋櫻子／山口誓子／中村草田男／ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 若山牧水／太田水穂／窪田空穂／前田夕暮／土岐善麿／川田順／飯田蛇／水原秋櫻子／山口誓子／中村草田男／ﾜｶﾔﾏ ﾎﾞｸｽｲ 918 ﾜ 筑摩書房 1979 487p 23cm
鈴木三重吉／森田草平／寺田寅彦／内田百聞／中勘助集　現代日本文学大系２９ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 鈴木三重吉／森田草平／寺田寅彦／内田百聞／中勘助ｽｽﾞｷ ﾐｴｷﾁ 918 ｽ 筑摩書房 1977 468p 23cm
谷崎潤一郎集（一）　現代日本文学大系３０ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 谷崎潤一郎 ﾀﾆｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 918 ﾀ 筑摩書房 1978 409p 23cm
谷崎潤一郎集（二）　現代日本文学大系３１ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 谷崎潤一郎 ﾀﾆｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 918 ﾀ 筑摩書房 1980 458p 23cm
秋田雨雀／小川未明／坪田譲治／田村俊子／武林夢想庵集　現代日本文学大系３２ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 秋田雨雀／小川未明／坪田譲治／田村俊子／武林夢想庵918 ｱ 筑摩書房 1979 461p 23cm
志賀直哉集　現代日本文学大系３４ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 志賀直哉 ｼｶﾞ ﾅｵﾔ 918 ｼ 筑摩書房 1979 468p 23cm
武者小路実篤集　現代日本文学大系３３ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 武者小路実篤 ﾑｼｬﾉｺｳｼﾞ ｻﾈｱﾂ 918 ﾑ 筑摩書房 1980 453p 23cm
有島武郎集　現代日本文学大系３５ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 有島武郎 918 ｱ 筑摩書房 1980 437p 23cm
長与善郎／野上彌生子集　現代日本文学大系３６ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 長与善郎／野上彌生子 918 ﾅ 筑摩書房 1977 443p 23cm
里見弴／久保田万次郎集　現代日本文学大系３７ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 里見弴／久保田万次郎 ｻﾄﾐ 918 ｻ 筑摩書房 1980 468p 23cm
齋藤茂吉集　現代日本文学大系３８ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 齋藤茂吉 ｻｲﾄｳ ﾓｷﾁ 918 ｻ 筑摩書房 1979 427p 23cm
島木赤彦／岡麗／中村憲吉／土屋文明／木下利玄／古泉千樫／曾津八一集　現代日本文学大系３９ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 島木赤彦／岡麗／中村憲吉／土屋文明／木下利玄／古泉千樫／曾津八一ｼﾏｷ ｱｶﾋｺ 918 ｼ 筑摩書房 1979 478p 23cm
魚住折蘆／安倍次郎／和辻哲郎／生田長江／倉田百三／長谷川如是閑／辻潤集　現代日本文学大系４０ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 魚住折蘆／安倍次郎／和辻哲郎／生田長江／倉田百三／長谷川如是閑／辻潤918 ｳ 筑摩書房 1980 507p 23cm
千家元麿／山村暮鳥／福士幸次郎／佐藤惣之助／野口米次郎／堀川大學／吉田一穂／西脇順一郎集　現代日本文ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 千家元麿／山村暮鳥／福士幸次郎／佐藤惣之助／野口米次郎／堀川大學／吉田一穂／西脇順一郎918 ｾ 筑摩書房 1979 481p 23cm
佐藤春夫集　現代日本文学大系４２ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 佐藤春夫 ｻﾄｳ ﾊﾙｵ 918 ｻ 筑摩書房 1976 419p 23cm
水上瀧太郎／豊島與志雄／久米正雄／小島政二郎／佐佐木茂索集　現代日本文学大系４５ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 水上瀧太郎／豊島與志雄／久米正雄／小島政二郎／佐佐木茂索918 ﾐ 筑摩書房 1978 451p 23cm
宇野浩二／廣津和郎集　現代日本文学大系４６ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 宇野浩二／廣津和郎 ｳﾉ ｺｳｼﾞ 918 ｳ 筑摩書房 1977 479p 23cm
室生犀星／萩原朔太郎集　現代日本文学大系４７ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 室生犀星／萩原朔太郎 ﾑﾛｳｻｲｾｲ 918 ﾑ 筑摩書房 1980 450p 23cm
瀧井孝作／網野菊／藤枝静男集　現代日本文学大系４８ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 瀧井孝作／網野菊／藤枝静男ﾀｷｲ ｺｳｻｸ 918 ﾀ 筑摩書房 1979 420p 23cm
葛西善藏／相馬泰三／宮地嘉六／嘉村礒多／川崎長太郎／木山捷平集　現代日本文学大系４９ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 葛西善藏／相馬泰三／宮地嘉六／嘉村礒多／川崎長太郎／木山捷平ｶｻｲ ｾﾞﾝｿﾞｳ 918 ｶ 筑摩書房 1980 454p 23cm
尾崎士郎／石坂洋次郎／芹澤光冶良集　現代日本文学大系５０ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 尾崎士郎／石坂洋次郎／芹澤光冶良 918 ｵ 筑摩書房 1978 428p 23cm
横光利一／伊藤整集　現代日本文学大系５１ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 横光利一／伊藤整 918 ﾖ 筑摩書房 1980 450p 23cm
川端康成集　現代日本文学大系５２ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 川端康成 918 ｶ 筑摩書房 1980 449p 23cm
大佛次郎／岸田國士／岩田豐雄集　現代日本文学大系５３ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 大佛次郎／岸田國士／岩田豐雄 918 筑摩書房 1979 414p 23cm
片上伸／平林初之輔／靑野李吉／宮本顯冶／藏原惟人集　現代日本文学大系５４ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 片上伸／平林初之輔／靑野李吉／宮本顯冶／藏原惟人918 ｶ 筑摩書房 1979 445p 23cm
宮本百合子／小林多喜二集　現代日本文学大系５５ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 宮本百合子／小林多喜二 ﾐﾔﾓﾄﾕﾘｺ/ｺﾊﾞﾔｼﾀｷｼﾞ 918 ﾐ 筑摩書房 1980 477p 23cm
葉山嘉樹／黑島傳冶／平林たい子集　現代日本文学大系５６ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 葉山嘉樹／黑島傳冶／平林たい子 918 ﾊ 筑摩書房 1980 437p 23cm
中野重治／佐多稻子集　現代日本文学大系５７ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 中野重治／佐多稻子 918 ﾅ 筑摩書房 1980 433p 23cm
村山知義／久保榮／眞船豐／三好十郎集　現代日本文学大系５８ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 村山知義／久保榮／眞船豐／三好十郎 918 ﾑ 筑摩書房 1975 494p 23cm
前田河廣一郎／徳永直／伊藤栄之介／壺井榮集　現代日本文学大系５９ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 前田河廣一郎／徳永直／伊藤栄之介／壺井榮 918 ﾏ 筑摩書房 1976
小林秀雄集　現代日本文学大系６０ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 小林秀雄 918 ｺ 筑摩書房 1979 454p 23cm
林房雄／亀井勝一郎／保田與重郎／蓮田善明集　現代日本文学大系６１ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 林房雄／亀井勝一郎／保田與重郎／蓮田善明 918 ﾊ 筑摩書房 1979 484p 23cm
牧野信一／稻垣足穂／十一谷義三郎／犬養健／中河與一／今東光集　現代日本文学大系６２ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 牧野信一／稻垣足穂／十一谷義三郎／犬養健／中河與一／今東光918 ﾏ 筑摩書房 1980 476p 23cm
梶井基次郎／外村繁／中島敦集　現代日本文学大系６３ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 梶井基次郎／外村繁／中島敦 918 ｶ 筑摩書房 1979 404p 23cm
堀辰雄／三好達治集　現代日本文学大系６４ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 堀辰雄／三好達治 918 ﾎ 筑摩書房 1979 425p 23cm
井伏鱒二／上林暁集　現代日本文学大系６５ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 井伏鱒二／上林暁 918 ｲ 筑摩書房 1979 419p 23cm
河上徹太郎／山本健吉／吉田健一／江藤淳集　現代日本文学大系６６ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 河上徹太郎／山本健吉／吉田健一／江藤淳 918 ｶ 筑摩書房 1975 426p 23cm
金子光晴／小熊秀雄／北川冬彦／小野十三郎／高橋新吉／萩原恭二郎／山之口獏／伊藤静雄／中原中也／立原道ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 金子光晴／小熊秀雄／北川冬彦／小野十三郎／高橋新吉／萩原恭二郎／山之口獏／伊藤静雄／中原中也／立原道918 ｶ 筑摩書房 1980 458p 23cm
尾崎一雄／中村義秀集　現代日本文学大系６８ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 尾崎一雄／中村義秀 918 ｵ 筑摩書房 1979 442p 23cm
林芙美子／宇野千代／幸田文集　現代日本文学大系６９ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 林芙美子／宇野千代／幸田文 918 ﾊ 筑摩書房 1979 474p 23cm
武田燐太郎／島田健作／織田作之助／壇一雄集　現代日本文学大系７０ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 武田燐太郎／島田健作／織田作之助／壇一雄 918 ﾀ 筑摩書房 1979 446p 23cm
高見順／圓地文子集　現代日本文学大系７１ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 高見順／圓地文子 918 ﾀ 筑摩書房 1976 430p 23cm
丹羽文雄／岡本かの子集　現代日本文学大系７２ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 丹羽文雄／岡本かの子 918 ﾆ 筑摩書房 1979 438p 23cm
阿部知二／丸岡明／田宮虎彦／長谷川四郎集　現代日本文学大系７３ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 阿部知二／丸岡明／田宮虎彦／長谷川四郎 918 ｱ 筑摩書房 1975 427p 23cm



中島健蔵／河盛好蔵／中野好夫／桑原武夫集　現代日本文学大系７４ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 中島健蔵／河盛好蔵／中野好夫／桑原武夫 918 ﾅ 筑摩書房 1980 416p 23cm
石川達三／火野葦平集　現代日本文学大系７５ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 石川達三／火野葦平 918 ｲ 筑摩書房 1974 426p 23cm
石川淳／安部公房／大江健三郎集　現代日本文学大系７６ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 石川淳／安部公房／大江健三郎 918 ｲ 筑摩書房 1980 468p 23cm
太宰治／坂口安吾集　現代日本文学大系７７ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 太宰治／坂口安吾 918 ﾀ 筑摩書房 1978 436p 23cm
椎名燐三／梅崎春生集　現代日本文学大系８０ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 椎名燐三／梅崎春生 918 ｼ 筑摩書房 1980 419p 23cm
野間宏／武田泰淳集　現代日本文学大系８１ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 野間宏／武田泰淳 918 ﾉ 筑摩書房 1977 415p 23cm
中村光夫／唐木順三／臼井吉見／竹内好集　現代日本文学大系７８ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 中村光夫／唐木順三／臼井吉見／竹内好 918 ﾅ 筑摩書房 1978 470p 23cm
加藤周一／中村眞一郎／福永武彦集　現代日本文学大系８２ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 加藤周一／中村眞一郎／福永武彦 918 ｶ 筑摩書房 1980 431p 23cm
森本薫／田中千禾夫／木下順二／飯澤匡集　現代日本文学大系８３ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 森本薫／田中千禾夫／木下順二／飯澤匡 918 ﾓ 筑摩書房 1980 484p 23cm
花田清輝／杉浦明平／開高健／小田実集　現代日本文学大系８４ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 花田清輝／杉浦明平／開高健／小田実 918 ﾊ 筑摩書房 1979 435p 23cm
大岡昇平／三島由紀夫集　現代日本文学大系８５ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 大岡昇平／三島由紀夫 918 ｵ 筑摩書房 1979 474p 23cm
井上靖／永井龍男集　現代日本文学大系８６ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 井上靖／永井龍男 918 ｲ 筑摩書房 1980 443p 23cm
堀田善衛／遠藤周作／井上光晴集　現代日本文学大系８７ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 堀田善衛／遠藤周作／井上光晴 918 ﾎ 筑摩書房 1974 390p 23cm
阿川弘之／庄野潤三／曽野綾子／北杜夫集　現代日本文学大系８８ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 阿川弘之／庄野潤三／曽野綾子／北杜夫 918 ｱ 筑摩書房 1980 448p 23cm
深澤七郎／三浦朱門／有吉佐和子／水上勉集　現代日本文学大系８９ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 深澤七郎／三浦朱門／有吉佐和子／水上勉 918 ﾌ 筑摩書房 1980 421p 23cm
島尾敏雄／小島信夫／安岡章太郎／吉行淳之介集　現代日本文学大系９０ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 島尾敏雄／小島信夫／安岡章太郎／吉行淳之介 918 ｼ 筑摩書房 1979 431p 23cm
現代名作集（一）現代日本文学大系９１ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 藤森　成吉 ﾌｼﾞﾓﾘ ｾｲｷﾁ 918 ﾌ 筑摩書房 1979 458p 23cm
現代名作集（二）　現代日本文学大系９２ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 北原　武夫 918 ｷ 筑摩書房 1980 422p 23cm
現代歌集　現代日本文学大系９４ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 松村　英一 918 ﾏ 筑摩書房 1979 479p 23cm
現代句集　現代日本文学大系９５ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 荻原　井泉水 918 ｵ 筑摩書房 1980 525p 23cm
文藝評論集　現代日本文学大系９６ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 本間　久雄 918 ﾎ 筑摩書房 1979 416p 23cm
現代評論集　現代日本文学大系９７ ｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾌﾞﾝｶﾞｸﾀｲｹｲ 谷川　徹三 918 ﾀ 筑摩書房 1980 400p 23cm
火山は生きている ｶｻﾞﾝﾜｲｷﾃｲﾙ 科学のアルバム 科学のアルバム 青木 章 著 ｱｵｷ ｱｷﾗ 408 ｱ あかね書房 2005 53p 23cm
昆虫Ⅰ　チョウ ｶﾞｯｹﾝﾁｭｳｺｳｾｲｽﾞｶﾝ 学研中高生図鑑 白水　隆 487 ｼ 学研 1975 305p 22cm
生命の網 ｾｲﾒｲﾉｱﾐ アルダス版講談社自然シリーズ３ アルダス版講談社自然シリーズ ジョン・オーツ 〔著〕 ｵｰﾂ ｼﾞｮﾝ 408 ｵ 講談社 1976 143p 27cm
環境汚染 ｶﾝｷｮｳｵｾﾝ アルダス版講談社自然シリーズ イアン・ブリーチ 〔著〕 ﾌﾞﾘｰﾁ ｲｱﾝ 519 ﾌ 講談社 1977 143p 27cm
卵の実験 伏見康治 432 ﾌ 福音館書店
都市の自然 アルダス版講談社自然シリーズ１６ ジョン・アンドリュー・バートン 408 ﾊ 講談社 1977
珍しいコマの作り方 ﾒｽﾞﾗｼｲｺﾏﾉﾂｸﾘｶﾀ ホビーテクニック 小林 実 〔著〕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 759 ｺ 日本放送出版協会 1976 178p 19cm
みんなのゲーム遊び 上田　次郎 790 ｳ ポプラ社 1972
能・狂言入門 ﾉｳｷｮｳｹﾞﾝﾆｭｳﾓﾝ 文研の芸能鑑賞シリーズ 松田 存 〔著〕 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾓﾂ 912 ﾏ 文研出版 1977 342p 19cm
花咲か ﾊﾅｻｶ 少年少女／創作文学 岩崎 京子 〔著〕 ｲﾜｻｷ ｷｮｳｺ 913 ｲ 偕成社 1977 258p 22cm
兄貴 ｱﾆｷ ぼんぼん　第２部 理論社の大長編シリーズ 今江 祥智 作 ｲﾏｴ ﾖｼﾄﾓ 913 ｲ 理論社 1980 238p 21cm
ほんとうの自分を求めて ﾎﾝﾄｳﾉｼﾞﾌﾞﾝｵﾓﾄﾒﾃ ちくま少年図書館 姫田 忠義 〔著〕 ﾋﾒﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 289 ﾋ 筑摩書房 1978 229p 20cm
追われゆくカモシカたち ｵﾜﾚﾕｸｶﾓｼｶﾀﾁ ちくま少年図書館 浜 昇 〔著〕 ﾊﾏ ﾉﾎﾞﾙ 489 ﾊ 筑摩書房 1977 243p 20cm
帽子から電話です 長田弘 913 ﾁ 偕成社
よあけのゆめ 舟崎克彦　文 913 ｱ 偕成社
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
最後の一葉 ｻｲｺﾞﾉﾋﾄﾊ 集団読書テキスト Ｏ・ヘンリー 著 ﾍﾝﾘｰ O. 933 ﾍ 全国学校図書館協議会1979 19p 19cm
子ども日本風土記《福岡》



古典文学全集１５ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 曽我物語 村松　定孝 918 ﾑ ポプラ社 1985 254p 23cm
古典文学全集１６ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 義経記 須知　徳平 918 ｽ ポプラ社 1985 262p 23cm
古典文学全集２０ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 雨月・春雨物語 松崎　仁 918 ﾏ ポプラ社 1985 253p 23cm
古典文学全集２５ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 俳句・俳人物語 池田　彌三郎 918 ｲ ポプラ社 1984 235 9p 23cm
古典文学全集２６ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 日本の古典文学史 福田　清人 918 ﾌ ポプラ社 1985 251 5p 23cm
古典文学全集１０ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 平家物語 長野　甞一 918 ﾅ ポプラ社 1984 262p 23cm
古典文学全集１８ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 太閤記 中沢　坙夫 918 ﾅ ポプラ社 1984 258p 23cm
古典文学全集１ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 古事記 高野　正巳 918 ﾀ ポプラ社 1985 238p 23cm
古典文学全集１２ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 太平記 井本　農一 918 ｲ ポプラ社 1984 238p 23cm
古典文学全集１９ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 近松名作物語 横山　青娥 918 ﾖ ポプラ社 1981 254p 23cm
古典文学全集２１ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 歌舞伎名作物語 守随　憲治 918 ｼ ポプラ社 1985 262p 23cm
宇治拾遺物語 ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 古典文学全集１１ 918 ｺ ポプラ社 1984 254p 23cm
能・狂言物語 ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 古典文学全集１４ 918 ｺ ポプラ社 1985 258p 23cm
保元・平治物語 ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 古典文学全集　９ 918 ｺ ポプラ社 1986 262p 23cm
土佐・更級日記 ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 古典文学全集　６ 森三千代　編 918 ｺ ポプラ社 1979 262p 23cm
土佐・更級日記 ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 古典文学全集　６ 森三千代 918 ﾓ ポプラ社 1979 262p 23cm
古事記物語 ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 古典文学全集　１ 918 ﾀ ポプラ社 1985 238p 23cm
万葉集 ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 古典文学全集　２ 918 ｷ ポプラ社 1984 248 8p 23cm
竹取・落窪物語 ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 古典文学全集　３ 918 ｺ ポプラ社 1985 254p 23cm
未来への遺産１ 渡部ひろし 209 ﾐ 株式会社学習研究社
未来への遺産２ 渡部ひろし 209 ﾐ 株式会社学習研究社
未来への遺産３ 渡部ひろし　編集 209 ﾐ 株式会社学習研究社
図説学習日本の地理② 九州地方 290 ｽ 旺文社
ブラジル その国土と人々 全訳世界の地理教科書シリーズ８ 原著者：ダビット　マルシオ 290 ｾ 帝国書院
東ドイツ その国土と人々 全訳世界の地理教科書シリーズ９ 原著者：Ｌ．バルト 290 ｾ 帝国書院
ポーランド その国土と人々 全訳世界の地理教科書シリーズ１０ 原著者：Ｍ．チェカンスカ 290 ｾ 帝国書院
インド その国土と人々 全訳世界の地理教科書シリーズ１１ Ｂ．Ｓパラク 290 ｾ 帝国書院
タイ その国土と人々 全訳世界の地理教科書シリーズ１２ 原著者：パイトゥーン＝ポンサブット 290 ｾ 帝国書院
インドネシア その国土と人々 全訳世界の地理教科書シリーズ１３ 原著者：アルジョ 290 ｾ 帝国書院
フィリピン その国土と人々 全訳世界の地理教科書シリーズ１４ 原著者：Ｇ．Ｆサイデ　他 290 ｾ 帝国書院
岩石と鉱物 中学生の理科全集１１ 見上敬三 408 ﾐ 岩崎書店 1971
地下資源とその開発 中学生の理科全集１４ 田中謙爾 408 ﾀ 岩崎書店 1971
地表の変化 中学生の理科全集１３ 若林慎治 408 ﾜ 岩崎書店
標準原色図鑑全集　別巻　総さくいん ﾋｮｳｼﾞｭﾝｹﾞﾝｼｮｸｽﾞｶﾝｾﾞﾝｼｭｳ ﾍﾞｯｶﾝ ｿｳｻｸｲﾝ 保育社編集部 ﾎｲｸｼｬﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 400 ﾎ 保育社 1067
野草図鑑① つる植物の巻 長田武正 470 ｵ 保育社 1984
野草図鑑② ゆりの巻 長田武正 470 ｵ 保育社 1984
野草図鑑⑤ すみれの巻 長田武正 470 ｵ 保育社 1984
野草図鑑⑥ おきなぐさの巻 長田武正 470 ｵ 保育社 1984
野草図鑑⑧ はこべの巻 長田武正 470 ｵ 保育社 1985
水の三態 中学生の理科全集１７ 倉持喜平 408 ｸ 岩崎書店 1971
温度と熱 中学生の理科全集１８ 宮崎晴良 408 ﾐ 岩崎書店 1971
工作機械技術入門 ｹﾞﾝﾀﾞｲｷﾞｼﾞｭﾂﾆｭｳﾓﾝｾﾞﾝｼｭｳ 現代技術入門全集４ 532 ｷ 国土社 1975 126p 22cm
いわさきちひろ作品集１ ｲﾜｻｷﾁﾋﾛｻｸﾋﾝｼｭｳ 素描の世界 いわさき ちひろ 絵 ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 726 ｲ 岩崎書店 1980 111p 26cm
いわさきちひろ作品集２ ｲﾜｻｷﾁﾋﾛｻｸﾋﾝｼｭｳ いわさき ちひろ 絵 ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 726 ｲ 岩崎書店 1980 111p 26cm
いわさきちひろ作品集４ ｲﾜｻｷﾁﾋﾛｻｸﾋﾝｼｭｳ にじいろの童画集 いわさき ちひろ 絵 ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 726 ｲ 岩崎書店 1980 111p 26cm
素描の世界　いわさきちひろ作品集１
いわさきちひろ作品集６ ｲﾜｻｷﾁﾋﾛｻｸﾋﾝｼｭｳ ぎんいろの童画集 いわさき ちひろ 絵 ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 726 ｲ 岩崎書店 1980 111p 26cm
いわさきちひろ作品集７ ｲﾜｻｷﾁﾋﾛｻｸﾋﾝｼｭｳ 詩・エッセイ・日記ほか いわさき ちひろ 絵 ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 726 ｲ 岩崎書店 1980 120p 26cm
或阿呆の一生 ｱﾙｱﾎｳﾉｲｯｼｮｳ アイドル・ブックス 芥川 竜之介 著 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 913 ｱ ポプラ社 1966 286p 20cm
ふるさと 薗部澄 748 ｿ 山と溪谷社
タイコたたきの夢 ライナー・チムニク 943 ﾁ 福音館書店
原色日本昆虫図鑑　下 ｹﾞﾝｼｮｸﾆﾎﾝｺﾝﾁｭｳｽﾞｶﾝ 保育社の原色図鑑 竹内 吉蔵 著 ﾀｹｳﾁ ｷﾁｿﾞｳ 486 ﾀ 保育社 1957 190p 図版68p22cm
ファーブル昆虫記 ファーブル 486 ﾌ 春陽堂書店 1977
子どもの体力をつくる 小池五郎 780 ｺ 国土社
血液のはたらき ｹﾂｴｷﾉﾊﾀﾗｷ 学習図鑑：からだのひみつ 学習図鑑：からだのひみつ 小野 直子 訳 ｵﾉ ﾅｵｺ 491 ｶ ほるぷ出版 1997 31p 28cm
秘境を探検した人々 さ・え・ら伝記ライブラリー４ 岩村忍 280 ｻ さえら書房
現代語訳対照万葉集　（中） 桜井満　訳注 911 ｻ 旺文社 1972
どんぐりと山猫 ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾄﾔﾏﾈｺ 日本児童文学名作選 宮沢 賢治 著 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 913 ﾐ あかね書房 1978 204p 22cm
いま学校で⑤
広野の旅人たち ｺｳﾔﾉﾀﾋﾞﾋﾞﾄﾀﾁ 新十津川物語 偕成社の創作文学 川村 たかし 著 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 913 ｶ 偕成社 1978 252p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ Ｅｌ　ｂａｒｃｏ　ｄｅｌ　ｒｉｏ　Ｔａｋａｓｅ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm



高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
高瀬舟 ﾀｶｾﾌﾞﾈ 集団読書テキスト 森 鴎外 著 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 全国学校図書館協議会1967 23p 21cm
太陽の子 ﾀｲﾖｳﾉｺ てだのふあ 理論社の大長編シリーズ 灰谷 健次郎 作 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞﾛｳ 913 ﾊ 理論社 1980 366p 21cm
日本の河川　日本の文明を育んだ河川 桑島　和夫 452 ｸ 四国新聞社 1980
日本歴史の研究事典 中村新太郎 210 ﾆ 小峰書店
考古学 目で見る科学１１ 阿波田正一　解説 202 ﾒ 偕成社
カエルのたんじょう　科学のアルバム
カタツムリ 科学のアルバム 小池康之　文 408 ｺ あかね書房 1980
カニのくらし　科学のアルバム
いそべの生物　科学のアルバム
塩　海から来た宝石 科学のアルバム６６ 片平孝 408 ｶ あかね書房 1980
ツクシのかんさつ　科学のアルバム５４
雪の一生 科学のアルバム４８ 片平　孝 408 ｶ あかね書房
アサガオ　たねからたねまで　科学のアルバム１３
花の色のふしぎ ﾊﾅﾉｲﾛﾉﾌｼｷﾞ 科学のアルバム 科学のアルバム 佐藤 有恒 著 ｻﾄｳ ﾕｳｺｳ 408 ｻ あかね書房 2005 55p 23cm
ヒマワリのかんさつ　科学のアルバム２５
ツクシのかんさつ　科学のアルバム
鳴く虫の世界
カイコ　まゆからまゆまで　科学のアルバム
夏休み昆虫のかんさつ　科学のアルバム別巻
アリの世界 科学のアルバム７ 栗林慧 408 ｸ あかね書房
セミの一生　化学のアルバム１６
ミツバチのふしぎ 科学のアルバム２７ 栗林慧 408 ｸ あかね書房 1980
クモのひみつ 科学のアルバム３６ 栗林慧 408 ｸ あかね書房 1979
アシナガバチ　科学のアルバム４３
カマキリのかんさつ
テントウムシ　科学のアルバム５８
源平絵巻物語　第１巻 ｹﾞﾝﾍﾟｲｴﾏｷﾓﾉｶﾞﾀﾘ 牛若丸 赤羽 末吉 絵 ｱｶﾊﾞ ｽｴｷﾁ 913 ｱ 偕成社 1979 1冊 24×31cm
源平絵巻物語　第３巻 ｹﾞﾝﾍﾟｲｴﾏｷﾓﾉｶﾞﾀﾘ 源頼朝 赤羽 末吉 絵 ｱｶﾊﾞ ｽｴｷﾁ 913 ｱ 偕成社 1979 1冊 24×31cm
源平絵巻物語　第４巻 ｹﾞﾝﾍﾟｲｴﾏｷﾓﾉｶﾞﾀﾘ 木曽義仲 赤羽 末吉 絵 ｱｶﾊﾞ ｽｴｷﾁ 913 ｱ 偕成社 1979 1冊 24×31cm
源平絵巻物語　第５巻 ｹﾞﾝﾍﾟｲｴﾏｷﾓﾉｶﾞﾀﾘ ひよどりごえ 赤羽 末吉 絵 ｱｶﾊﾞ ｽｴｷﾁ 913 ｱ 偕成社 1979 1冊 24×31cm
源平絵巻物語　第７巻 ｹﾞﾝﾍﾟｲｴﾏｷﾓﾉｶﾞﾀﾘ 壇の浦のたたかい 赤羽 末吉 絵 ｱｶﾊﾞ ｽｴｷﾁ 913 ｱ 偕成社 1979 1冊 24×31cm
源平絵巻物語　第８巻 ｹﾞﾝﾍﾟｲｴﾏｷﾓﾉｶﾞﾀﾘ 静御前 赤羽 末吉 絵 ｱｶﾊﾞ ｽｴｷﾁ 913 ｱ 偕成社 1978 1冊 24×31cm
源平絵巻物語　第９巻 ｹﾞﾝﾍﾟｲｴﾏｷﾓﾉｶﾞﾀﾘ 安宅の関 赤羽 末吉 絵 ｱｶﾊﾞ ｽｴｷﾁ 913 ｱ 偕成社 1979 1冊 24×31cm
源平絵巻物語　第１０巻 ｹﾞﾝﾍﾟｲｴﾏｷﾓﾉｶﾞﾀﾘ 衣川のやかた 赤羽 末吉 絵 ｱｶﾊﾞ ｽｴｷﾁ 913 ｱ 偕成社 1979 1冊 24×31cm
近松門左衛門　図説日本の古典１６ ﾁｶﾏﾂﾓﾝｻﾞｴﾓﾝ 諏訪　春雄 ｽﾜ ﾊﾙｵ 918 ｽ 集英社 1979
京伝／一九／春水　図説日本の古典１８ｷｮｳﾃﾞﾝ ｲｯｸ ｼｭﾝｽｲ ｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ 神保　五弥 ｼﾞﾝﾎﾞ ｲﾂﾔ 918 ｼ 集英社 1980
歌舞伎十八番　図説日本の古典２０ ｶﾌﾞｷｼﾞｭｳﾊﾁﾊﾞﾝ ｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ 郡司　正勝 ｸﾞﾝｼﾞ ﾏｻｶﾂ 918 ｸ 集英社 1979
蜻蛉日記／枕草子　図説日本の古典６ ｶｹﾞﾛｳﾆｯｷ ﾏｸﾗﾉｿｳｼ ｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ 木村　正中 ｷﾑﾗ ﾏｻﾅｶ 918 ｷ 集英社 1979
今昔物語　図説日本の古典８ ｺﾝｼﾞｬｸﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ 国東　文麿 ｸﾆﾄｳ ﾌﾐﾏﾛ 918 ｸ 集英社 1979
芭蕉／蕪村　図説日本の古典１４ ﾊﾞｼｮｳ ﾌﾞｿﾝ ｽﾞｾﾂ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ 白石　悌三 ｼﾗｲｼﾃｲｿﾞｳ 918 ｼ 集英社 1978
井原西鶴　図説日本の古典１５ ｲﾊﾗｻｲｶｸ ｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ 長谷川　強 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 918 ﾊ 集英社 1978
源氏物語　図説日本の古典７ ｹﾞﾝｼﾞﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｽﾞｾﾂﾆﾎﾝのｺﾃﾝ 秋山　虔 ｱｷﾔﾏｹﾝ 918 ｱ 集英社 1978
萬葉集　図説日本の古典２ ﾏﾝﾖｳｼｭｳ ｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ 伊藤　博 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 918 ｲ 集英社 1978
古事記　図説日本の古典１ ｺｼﾞｷ ｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ 神田　秀夫 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 918 ｶ 集英社 1978
古今和歌集／新古今和歌集　図説日本の古典４ｺｷﾝﾜｶｼｭｳ ｼﾝｺｷﾝﾜｶｼｭｳ ｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ 久保田　淳 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 918 ｸ 集英社 1979
竹取物語／伊勢物語　図説日本の古典５ﾀｹﾄﾘﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｲｾﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝ 片桐　洋一 ｶﾀｷﾞﾘ ﾖｳｲﾁ 918 ｶ 集英社 1978
火山は生きている 科学のアルバム５３ 青木章 408 ｱ あかね書房
カマキリの生活 自然科学シリーズ⑨ 岸田功 408 ｷ 小峰書店 1975
水泳 ｽｲｴｲ より速く泳ごう 講談社スポーツシリーズ 講談社スポーツシリーズ 古橋 広之進 著 ﾌﾙﾊｼ ﾋﾛﾉｼﾝ 785 ﾌ 講談社 1979 160p 21cm
ソフトボール ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 講談社スポーツシリーズ 講談社スポーツシリーズ 鈴木 征 著 ｽｽﾞｷ ｽｽﾑ 783 ｽ 講談社 1987 185p 21cm
四季のお天気かんさつ 科学のアルバム別巻 大後美保 408 ﾀ あかね書房
マンスフィールド・パーク　集英社版　世界文学全集１７ﾏﾝｽﾌｨｰﾙﾄﾞ･ﾊﾟｰｸ ジェーン・オースティン ｼﾞｪｰﾝ･ｵｰｽﾃｨﾝ 908 ｵ 集英社 1978
赤と黒　集英社版　世界文学全集１９ ｱｶﾄｸﾛ スタンダール ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ 908 ｽ 集英社 1978
ジェイン・エア　集英社版　世界文学全集３５ｼﾞｪｲﾝ･ｴｱ Ｃ・ブロンテ C･ﾌﾞﾛﾝﾃ 908 ﾌ 集英社 1978
ゴリオ爺さん　集英社版　世界文学全集２１ｺﾞﾘｵｼﾞｲｻﾝ バルザック ﾊﾞﾙｻﾞｯｸ 908 ﾊ 集英社 1978
嵐が丘　集英社版　世界文学全集 ｱﾗｼｶﾞｵｶ ｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ Ｅ・ブロンテ ﾌﾞﾛﾝﾃ 908 ﾌ 集英社 1974
戦争と平和Ⅱ　集英社版　世界文学全集４８ｾﾝｿｳﾄﾍｲﾜⅡ トルストイ ﾄﾙｽﾄｲ 908 ﾄ 集英社 1978
父と子／初恋他　集英社版　世界文学全集３７ﾁﾁﾄｺﾊﾂｺｲ ツルゲーネフ ﾂﾙｹﾞｰﾈﾌ 908 ﾂ 集英社 1978



アンナ・カレーニナⅠ　集英社版　世界文学全集５０ｱﾝﾅ･ｶﾚｰﾆﾅ トルストイ ﾄﾙｽﾄｲ 908 ｶ 集英社 1977
アンナ・カレーニナⅡ　集英社版　世界文学全集５１ｱﾝﾅ･ｶﾚｰﾆﾅⅡ トルストイ ﾄﾙｽﾄｲ 908 ﾄ 集英社 1978
アメリカの悲劇Ⅰ　集英社版　世界文学全集６３ｱﾒﾘｶﾉﾋｹﾞｷⅠ ドライサー ﾄﾞﾗｲｻｰ 908 ﾄ 集英社 1978
アメリカの悲劇Ⅱ　集英社版　世界文学全集６４ｱﾒﾘｶﾉﾋｹﾞｷⅡ ドライサー ﾄﾞﾗｲｻｰ 908 ﾄ 集英社 1978
戦争と平和Ⅲ　集英社版　世界文学全集４９ｾﾝｿｳﾄﾍｲﾜⅢ トルストイ ﾄﾙｽﾄｲ 908 ﾄ 集英社 1978
三人姉妹／桜の園他　集英社版　世界文学全集５９ｻﾝﾆﾝｼﾏｲｻｸﾗﾉｿﾉ ﾎｶ チェーホフ ﾁｪｰﾎﾌ 908 ﾁ 集英社 1978
マルテの手記／影のない女他　集英社版　世界文学全集６６ﾏﾙﾃﾉｼｭｷｶｹﾞﾉﾅｲｵﾝﾅ ﾎｶ リルケ　ホフマンスタール ﾘﾙｹ ﾎﾌﾏﾝｽﾀｰﾙ 908 ﾘ 集英社 1978
郷愁／車輪の下他　集英社版　世界文学全集７０ｷｮｳｼｭｳｼｬﾘﾝﾉｼﾀ ﾎｶ ヘッセ ﾍｯｾ 908 へ 集英社 1978
狂人日記／阿Ｑ正伝／寒い夜　集英社版　世界文学全集７２ｷｮｳｼﾞﾝﾆｯｷｱｷｭｰｾｲﾃﾞﾝｻﾑｲﾖﾙ 魯迅　他 ﾛｼﾞﾝ ﾎｶ 908 ﾛ 集英社 1978
チャタレイ夫人の恋人　集英社版　世界文学全集７３ﾁｬﾀﾚｲﾌｼﾞﾝﾉｺｲﾋﾞﾄ Ｄ．Ｈ．ロレンス D.H.ﾛﾚﾝｽ 908 ﾛ 集英社 1977
審判／変身他　集英社版　世界文学全集７４ｼﾝﾊﾟﾝﾍﾝｼﾝ ﾎｶ カフカ　ホカ ｶﾌｶ ﾎｶ 908 ｶ 集英社 1979
老人と海他　集英社版　世界文学全集７７ﾛｳｼﾞﾝﾄｳﾐ ﾎｶ ヘミングウエイ ﾍﾐﾝｸﾞｳｴｲ 908 ﾍ 集英社 1977
大地Ⅰ　集英社版　世界文学全集８４ ﾀﾞｲﾁⅠ パール・バック ﾊﾟｰﾙ･ﾊﾞｯｸ 908 ﾊ 集英社 1978
大地Ⅱ　集英社版　世界文学全集８５ ﾀﾞｲﾁⅡ パール・バック ﾊﾟｰﾙ･ﾊﾞｯｸ 908 ﾊ 集英社 1978
アメリカ歴史技術博物館 世界の博物館１ フロンティアとアメリカ文明 69 ｾ 講談社 1978
ワシントン航空宇宙博物館 世界の博物館２ 宇宙船と空に挑んだ歴史 69 ｾ 講談社 1978
メトロポリタン博物館 世界の博物館３ 文明の継承者アメリカ 69 ｾ 講談社 1978
ニューヨーク自然史博物館 世界の博物館４ 恐竜と大自然の驚異 69 ｾ 講談社 1978
メキシコ国立人類学博物館 世界の博物館５ 太陽の国ヤマ・アステカの文明 69 ｾ 講談社 1978
大英博物館 世界の博物館６ 悲報と人類文化の遺産 69 ｾ 講談社 1978
ビクトリア王室博物館 世界の博物館７ ヨーロッパの伝統工芸とインテリア 69 ｾ 講談社 1978
ロンドン科学博物館 世界の博物館８ 蒸気機関車と機械文明の夜明け 69 ｾ 講談社 1978
ヨーロッパ自然史博物館 世界の博物館９ 化石と生物の神秘 69 ｾ 講談社 1978
ルーブル博物館 世界の博物館１０ 栄光あるフランス文明の伝統 69 ｾ 講談社 1978
ミュンヘン科学博物館 世界の博物館１１ 自動車とドイツ科学技術の粋 69 ｾ 講談社 1978
ベルリン世界民族博物館 世界の博物館１２ 神像と自然を崇める人々 69 ｾ 講談社 1978
エルミタージュ博物館 世界の博物館１３ 古代文明と絢爛の宮廷文化 69 ｾ 講談社 1978
スウェーデン・デンマーク野外歴史博物館 世界の博物館１４ 神話伝説と北欧の民家 69 ｾ 講談社 1978
レオナルド・ダ・ビンチ博物館 世界の博物館１５ 万能の天才とルネサンス文明 69 ｾ 講談社 1978
スペイン・ポルトガル博物館 世界の博物館１６ 地中海文明の精華 69 ｾ 講談社 1978
エジプト博物館 世界の博物館１７ ファラオとナイル川の五〇〇〇年の歴史 69 ｾ 講談社 1978
シリア国立博物館 世界の博物館１８ オリエント文明の源流 69 ｾ 講談社 1978
シルクロード博物館 世界の博物館１９ 壮大なる文明交流のるつぼ 69 ｾ 講談社
インド国立博物館 世界の博物館２０ 染織と多彩な宗教美の世界 69 ｾ 講談社 1978
故宮博物館 世界の博物館２１ 紫禁城と中国四〇〇〇年の文物 69 ｾ 講談社 1978
国立民族博物館 世界の博物館２２ 諸民族の文化と相互理解 69 ｾ 講談社 1978
世界の博物館事典 世界の博物館　別巻 地球と人類の全遺跡 69 ｾ 講談社 1978
エゾリスの森 ｴｿﾞﾘｽﾉﾓﾘ 科学のアルバム 右高 英臣 著 ﾐｷﾞﾀｶ ﾋﾃﾞｵﾐ 489 ﾐ あかね書房 1979 52p 23cm
野草図鑑③ ｹﾝｻｸﾆｭｳﾓﾝﾔｿｳｽﾞｶﾝ すすきの巻 長田 武正 著 ｵｻﾀﾞ ﾀｹﾏｻ 470 ｵ 保育社 1984 206p 19cm
蒸気機関車 ｼﾞｮｳｷｷｶﾝｼｬ 栄光の一世紀 過去の栄光を今に《保存機関車》 686 ﾌ 国土社 1980 59p 23×25cm
蒸気機関車 ｼﾞｮｳｷｷｶﾝｼｬ 栄光の一世紀 大正の郷愁を残す蒸機たち《９６００・８６２０形》 686 ﾌ 国土社 1980 59p 23×25cm
人類の誕生 ｽﾞｾﾂｾｶｲﾉﾚｷｼ 図説：世界の歴史１ ペンギン版 Ｊ．Ｍ．ロバーツ 著 ﾛﾊﾞｰﾂ J.M. 209 ﾛ 小峰書店 1982 123p 29cm
文明のあけぼの ｽﾞｾﾂｾｶｲﾉﾚｷｼ 図説：世界の歴史２ ペンギン版 Ｊ．Ｍ．ロバーツ 著 ﾛﾊﾞｰﾂ J.M. 209 ﾛ 小峰書店 1982 136p 29cm
ギリシア・ローマの遺跡 ｽﾞｾﾂｾｶｲﾉﾚｷｼ 図説：世界の歴史３ ペンギン版 Ｊ．Ｍ．ロバーツ 著 ﾛﾊﾞｰﾂ J.M. 209 ﾛ 小峰書店 1982 135p 29cm
さまざまな文明の興亡 ｽﾞｾﾂｾｶｲﾉﾚｷｼ 図説：世界の歴史４ ペンギン版 Ｊ．Ｍ．ロバーツ 著 ﾛﾊﾞｰﾂ J.M. 209 ﾛ 小峰書店 1982 135p 29cm
むすびつく世界ヨーロッパ文明の進出 ｽﾞｾﾂｾｶｲﾉﾚｷｼ 図説：世界の歴史５ ペンギン版 Ｊ．Ｍ．ロバーツ 著 ﾛﾊﾞｰﾂ J.M. 209 ﾛ 小峰書店 1982 135p 29cm
ひとつになる世界ヨーロッパ文明の優位 ｽﾞｾﾂｾｶｲﾉﾚｷｼ 図説：世界の歴史 ペンギン版 Ｊ．Ｍ．ロバーツ 著 ﾛﾊﾞｰﾂ J.M. 209 ﾛ 小峰書店 1982 135p 29cm
ひとつになる世界アジア・アフリカのめざめｽﾞｾﾂｾｶｲﾉﾚｷｼ 図説：世界の歴史 Ｊ．Ｍ．ロバーツ 著 ﾛﾊﾞｰﾂ J.M. 209 ﾛ 小峰書店 1982 135p 29cm
危機にたつ人類 ｽﾞｾﾂｾｶｲﾉﾚｷｼ 図説：世界の歴史８ ペンギン版 Ｊ．Ｍ．ロバーツ 著 ﾛﾊﾞｰﾂ J.M. 209 ﾛ 小峰書店 1982 139p 29cm
古代の豪族 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1982
平氏と源氏 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1982
争乱の群雄 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1982
戦国の武将 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1982
統一の覇者 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1982
将軍と大名 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社
仇討と騒動 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1982
剣客の生涯 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1983
仁侠の群像 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1983
済世の名僧 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1982
文人と先覚者 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1982
芸術の巨匠 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1982
農商の偉人 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1983
歴史の女性 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1982
異郷の人々 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1983
明治の逸材 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社
大正・昭和の主役 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1983
日本史の謎 人物探訪 日本の歴史 210 ｼ 暁教育図書株式会社1982
物語世界の歴史 ﾓﾉｶﾞﾀﾘｾｶｲﾉﾚｷｼ フランス大革命 吉田 悟郎 〔ほか〕編集委員 ﾖｼﾀﾞ ｺﾞﾛｳ 209 ﾓ 岩崎書店 1983 185p 22cm
考古学入門 古代日本の謎をさぐる 柴田勝彦 210 ｼ 偕成社 1979
海底火山をさぐる 自然科学シリーズ１４ 青木斌 408 ｱ 小峰書店 1975
血の話 ﾁﾉﾊﾅｼ 自然科学シリーズ⑱ 自然科学シリーズ 中川 宏 著 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 408 ﾅ 小峰書店 1980 75p 27cm
エネルギーの話 ｴﾈﾙｷﾞｰﾉﾊﾅｼ 自然科学シリーズ２８ 自然科学シリーズ 押田 勇雄 著 ｵｼﾀﾞ ｲｻｵ 408 ｵ 小峰書店 1979 79p 27cm
カラスの話 ｶﾗｽﾉﾊﾅｼ 自然科学シリーズ７ 小学生自然科学シリーズ 宇田川 竜男 著 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾀﾂｵ 408 ｳ 小峰書店 1978 71p 27cm
たねのふしぎ ﾀﾈﾉﾌｼｷﾞ 自然科学シリーズ１０ 自然科学シリーズ 川上 幸男 著 ｶﾜｶﾐ ｻﾁｵ 408 ｶ 小峰書店 1980 80p 27cm
トンボの生活 ﾄﾝﾎﾞﾉｾｲｶﾂ 幼虫から成虫まで 自然科学シリーズ① 自然科学シリーズ 宮川 幸三 著 ﾐﾔｶﾜ ｺｳｿﾞｳ 408 ﾐ 小峰書店 1978 83p 27cm
いその動物 ｲｿﾉﾄﾞｳﾌﾞﾂ 自然科学シリーズ⑤ 自然科学シリーズ 鈴木 克美 著 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾐ 408 ｽ 小峰書店 1984 79p 27cm
空気を絵にかく ｸｳｷｵｴﾆｶｸ 自然科学シリーズ⑳ 自然科学シリーズ 根本 順吉 著 ﾈﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷﾁ 408 ﾈ 小峰書店 1980 79p 27cm
昆虫の採集と観察



貝の博物誌 カラー自然ガイド 波部忠重 400 ﾊ 保育社 1975
生きている古代植物 ｲｷﾃｲﾙｺﾀﾞｲｼｮｸﾌﾞﾂ カラー自然ガイド カラー自然ガイド 田村 道夫 著 ﾀﾑﾗ ﾐﾁｵ 400 ﾀ 保育社 1974 151p 15cm
日本の蝶Ⅱ ﾆﾎﾝﾉﾁｮｳ カラー自然ガイド カラー自然ガイド 高橋 昭 〔ほか〕共著 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 400 ﾀ 保育社 1975 151p 15cm
風景の科学 ﾌｳｹｲﾉｶｶﾞｸ 名勝と成因 カラー自然ガイド カラー自然ガイド 猪郷 久義 著 ｲｺﾞｳ ﾋｻﾖｼ 400 ｲ 保育社 1975 151p 15cm
野山の木Ⅰ ﾉﾔﾏﾉｷ カラー自然ガイド カラー自然ガイド 堀田 満 著 ﾎｯﾀ ﾐﾂﾙ 400 ﾎ 保育社 1975 151p 15cm
こけの世界 ｺｹﾉｾｶｲ カラー自然ガイド 長田 武正 著 ｵｻﾀﾞ ﾀｹﾏｻ 400 ｵ 保育社 1974 151p 15cm
山の植物Ⅰ ﾔﾏﾉｼｮｸﾌﾞﾂ カラー自然ガイド カラー自然ガイド 清水 建美 著 ｼﾐｽﾞ ﾀﾃﾐ 400 ｼ 保育社 1975 151p 15cm
山の植物Ⅲ ﾔﾏﾉｼｮｸﾌﾞﾂ カラー自然ガイド カラー自然ガイド 堀田 満 著 ﾎｯﾀ ﾐﾂﾙ 400 ﾎ 保育社 1975 151p 15cm
野山の木Ⅱ ﾉﾔﾏﾉｷ カラー自然ガイド カラー自然ガイド 堀田 満 著 ﾎｯﾀ ﾐﾂﾙ 400 ﾎ 保育社 1975 151p 15cm
日本列島の植物 ﾆﾎﾝﾚｯﾄｳﾉｼｮｸﾌﾞﾂ カラー自然ガイド カラー自然ガイド 堀田 満 著 ﾎｯﾀ ﾐﾂﾙ 400 ﾎ 保育社 1978 151p 15cm
天気図の見かた ﾃﾝｷｽﾞﾉﾐｶﾀ カラー自然ガイド カラー自然ガイド 岡林 一夫 著 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 400 ｵ 保育社 1975 158p 15cm
鉱物 ｺｳﾌﾞﾂ やさしい鉱物学 カラー自然ガイド カラー自然ガイド 益富 寿之助 著 ﾏｽﾄﾐ ｶｽﾞﾉｽｹ 400 ﾏ 保育社 1974 151p 15cm
ゴミとたたかう ｺﾞﾐﾄﾀﾀｶｳ 自然科学シリーズ 半谷 高久 著 ﾊﾝﾔ ﾀｶﾋｻ 518 ﾊ 小峰書店 1980 87p 27cm
土は生きている 自然科学シリーズ27 都留信也 408 ﾂ 小峰書店 1977
石をしらべよう ｲｼｵｼﾗﾍﾞﾖｳ 新版みつばちぶっくす 佐々木 操 著 ｻｻｷ ﾐｻｵ 458 ｻ 国土社 1981 172p 21cm
森林と人間 自然科学シリーズ22 只木良也 408 ﾀ 小峰書店 1976
化石は語る ｶｾｷﾜｶﾀﾙ 日本列島のおいたち 自然科学シリーズ１２ 自然科学シリーズ 尾崎 博 著 ｵｻﾞｷ ﾋﾛｼ 408 ｵ 小峰書店 1980 79p 27cm
カビ・キノコの働き 自然科学シリーズ２６ 小川真 408 ｵ 小峰書店 1977
キャンプなんでも百科 ｷｬﾝﾌﾟﾅﾝﾃﾞﾓﾋｬｯｶ チャンピオン・スポーツ教室 チャンピオン・スポーツ教室 小菅 知三 著 ｺｽｹﾞ ﾄﾓｿﾞｳ 786 ｺ 偕成社 1988 95p 20cm
バドミントンコーチ１週間 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｺｰﾁｲｯｼｭｳｶﾝ チャンピオン・スポーツ教室 チャンピオン・スポーツ教室 関 一誠 著 ｾｷ ｶｽﾞﾖｼ 783 ｾ 偕成社 1988 95p 20cm
水泳コーチ１週間 ｽｲｴｲｺｰﾁｲｯｼｭｳｶﾝ チャンピオン・スポーツ教室 チャンピオン・スポーツ教室 785 ﾌ 偕成社 1988 95p 20cm
テニス（硬式）コーチ１週間 ﾃﾆｽｺｳｼｷｺｰﾁｲｯｼｭｳｶﾝ チャンピオン・スポーツ教室 チャンピオン・スポーツ教室 海野 孝 著 ｶｲﾉ ﾀｶｼ 783 ｶ 偕成社 1988 95p 20cm
スポーツ事典 ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾃﾝ スポーツ全集２０ スポーツ全集 佐々木 吉蔵 〔ほか〕編 ｻｻｷ ｷﾁｿﾞｳ 780 ｽ ポプラ社 1979 435 11p 22cm
みんなのバレーボール 新版はちみつぶっくす２６ 大野武治 783 ｵ 国土社
子どもの健康ハンドブック ｺﾄﾞﾓﾉｹﾝｺｳﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ パパとママの救急箱 武谷 広子 著 ﾀｹﾔ ﾋﾛｺ 493 ﾀ ぎょうせい 1983 194 15p 22cm
数学ハンドブック　別巻 ｽｳｶﾞｸﾉﾋﾛﾊﾞ 数学の広場上級編 遠山 啓 著 ﾄｵﾔﾏ ﾋﾗｸ 410 ﾄ ほるぷ出版 1979 134p 24cm
植物の採集と観察
科学者の目
ファッションブック ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾞｯｸ 生活② 学研ジュニア実用百科 学研ジュニア実用百科 593 ｵ 学研 1979 64p 26cm
おしゃれバッグ ｵｼｬﾚﾊﾞｯｸﾞ 手芸③ 学研ジュニア実用百科 学研ジュニア実用百科 594 ｵ 学研 1988 64p 26cm
ししゅう入門 ｼｼｭｳﾆｭｳﾓﾝ オリムパスししゅう糸作品集 手芸④ 学研ジュニア実用シリーズ 594 ｵ 学研 1988 64p 26cm
かぎ針あみ入門 ｶｷﾞﾊﾞﾘｱﾐﾆｭｳﾓﾝ 手芸⑤ 学研ジュニア実用シリーズ 学研ジュニア実用シリーズ 594 ｵ 学研 1989 64p 26cm
棒針あみ入門 ﾎﾞｳﾊﾞﾘｱﾐﾆｭｳﾓﾝ 手芸⑥ 学研ジュニア実用シリーズ 学研ジュニア実用シリーズ 594 ｵ 学研 1989 64p 26cm
モチーフつなぎ ﾓﾁｰﾌﾂﾅｷﾞ 手芸⑧ 学研ジュニア実用シリーズ 学研ジュニア実用シリーズ 594 ｵ 学研 1980 64p 26cm
おしゃれニット ｵｼｬﾚﾆｯﾄ 手芸１１ 学研ジュニア実用百科 学研ジュニア実用百科 594 ｵ 学研 1988 64p 26cm
手芸の絵本 ｼｭｹﾞｲﾉｴﾎﾝ Ｖｉｖａ！　Ｍｉｃｋｅｙ　ｂｏｏｋｓ 袖川 けい子 作品と作り方 ｿﾃﾞｶﾜ ｹｲｺ 594 ｿ 講談社 1979 95p 21cm
図録　農民生活史事典 ｽﾞﾛｸﾉｳﾐﾝｾｲｶﾂｼｼﾞﾃﾝ 秋山 高志 〔ほか〕共編 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｼ 612 ｱ 柏書房 1979 278p 27cm
やさしいクッキング ﾔｻｼｲｸｯｷﾝｸﾞ 新版みつばちぶっくす 東畑 朝子 〔著〕 ﾄｳﾊﾀ ｱｻｺ 596 ﾄ 国土社 1980 187p 21cm
たのしい手芸 ﾀﾉｼｲｼｭｹﾞｲ 新版みつばちぶっくす 小薗江 圭子 著 ｵｿﾉｴ ｹｲｺ 594 ｵ 国土社 1980 189p 21cm
生活の整理とくふう ｾｲｶﾂﾉｾｲﾘﾄｸﾌｳ 新版みつばちぶっくす 狩野 敏也 共著 ｶﾉ ﾄｼﾔ 49 ｶ 国土社 1980 195p 20cm
みんなの音楽教室
学習音楽百科１ ｶﾞｸｼｭｳｵﾝｶﾞｸﾋｬｯｶ 楽器と演奏 760 ｱ 音楽之友社 1978 191p 27cm
学習音楽百科２ ｶﾞｸｼｭｳｵﾝｶﾞｸﾋｬｯｶ 音楽の形と名曲 760 ｱ 音楽之友社 1978 191p 27cm
学習音楽百科３ ｶﾞｸｼｭｳｵﾝｶﾞｸﾋｬｯｶ 音楽のあゆみ 760 ｱ 音楽之友社 1978 191p 27cm
学習音楽百科４ ｶﾞｸｼｭｳｵﾝｶﾞｸﾋｬｯｶ 音楽のことば 760 ｱ 音楽之友社 1978 192p 27cm
世界の名曲 ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア音楽全集２ 760 ﾐ 国土社 1983 93p 26cm
たのしい作曲 ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア音楽全集３ 760 ｷ 国土社 1983 126p 26cm
ピアノであそぼう ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア音楽全集４ 760 ｺ 国土社 1983 93p 26cm
美しい歌声 ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア音楽全集５ 760 ｼ 国土社 1983 109p 26cm
たのしい合奏 ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア音楽全集６ 760 ｷ 国土社 1983 109p 26cm
楽器のいろいろ ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア音楽全集７ 760 ｼ 国土社 1983 101p 26cm
音楽事典と音楽あそび ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア音楽全集８ 760 ｶ 国土社 1983 113p 26cm
音楽の革命児ワーグナー ｵﾝｶﾞｸﾉｶｸﾒｲｼﾞﾜｰｸﾞﾅｰ ジュニア音楽図書館 松本 零士 文・絵 ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 762 ﾏ 音楽之友社 1982 154p 22cm
日本歌曲の父山田耕筰 ﾆﾎﾝｶｷｮｸﾉﾁﾁﾔﾏﾀﾞｺｳｻｸ ジュニア音楽図書館 西条 嫩子 文 ｻｲｼﾞｮｳ ﾌﾀﾊﾞｺ 762 ｻ 音楽之友社 1982 154p 22cm
交響曲の父ハイドン ｺｳｷｮｳｷｮｸﾉﾁﾁﾊｲﾄﾞﾝ ジュニア音楽図書館 清水 たみ子 文 ｼﾐｽﾞ ﾀﾐｺ 762 ｼ 音楽之友社 1982 158p 22cm
スラブの星ドボルザーク ｽﾗﾌﾞﾉﾎｼﾄﾞﾎﾞﾙｻﾞｰｸ ジュニア音楽図書館 砂川 しげひさ 文・絵 ｽﾅｶﾞﾜ ｼｹﾞﾋｻ 762 ｽ 音楽之友社 1982 153p 22cm
ピアノの魔術師リスト ﾋﾟｱﾉﾉﾏｼﾞｭﾂｼﾘｽﾄ ジュニア音楽図書館 北川 幸比古 文 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾁﾋｺ 762 ｷ 音楽之友社 1982 158p 22cm
標準音楽辞典 ﾋｮｳｼﾞｭﾝｵﾝｶﾞｸｼﾞﾃﾝ 浅香　淳他 760 ｱ 音楽之友社 1966
版画と木彫り ﾊﾝｶﾞﾄｷﾎﾞﾘ 新版みつばちぶっくす 木村 鉄雄 著 ｷﾑﾗ ﾃﾂｵ 730 ｷ 国土社 1979 203p 21cm
たのしい絵の教室 ﾀﾉｼｲｴﾉｷｮｳｼﾂ 新版みつばちぶっくす 武内 和夫 〔著〕 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｵ 724 ﾀ 国土社 1980 177p 20cm
新しい版画の作り方 ｱﾀﾗｼｲﾊﾝｶﾞﾉﾂｸﾘｶﾀ ぼくらの入門百科 森田 久 著 ﾓﾘﾀ ﾋｻｼ 730 ﾓ 秋田書店 1976 189p 18cm
いわさきちひろ作品集２ ｲﾜｻｷﾁﾋﾛｻｸﾋﾝｼｭｳ ソビエトの旅・日本の旅 いわさき ちひろ 絵 ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 726 ｲ 岩崎書店 1980 111p 26cm
いわさきちひろ作品集３ ｲﾜｻｷﾁﾋﾛｻｸﾋﾝｼｭｳ ヨーロッパの旅・ハワイの旅 いわさき ちひろ 絵 ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 726 ｲ 岩崎書店 1980 111p 26cm
いわさきちひろ作品集４ ｲﾜｻｷﾁﾋﾛｻｸﾋﾝｼｭｳ にじいろの童画集 いわさき ちひろ 絵 ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 726 ｲ 岩崎書店 1980 111p 26cm
いわさきちひろ作品集５ ｲﾜｻｷﾁﾋﾛｻｸﾋﾝｼｭｳ いわさき ちひろ 絵 ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 726 ｲ 岩崎書店 1980 111p 26cm
いわさきちひろ作品集６ ｲﾜｻｷﾁﾋﾛｻｸﾋﾝｼｭｳ ぎんいろの童画集〈晩期童画集〉 いわさき ちひろ 絵 ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 726 ｲ 岩崎書店 1980 111p 26cm
いわさきちひろ作品集７ ｲﾜｻｷﾁﾋﾛｻｸﾋﾝｼｭｳ 詩・エッセイ・日記ほか いわさき ちひろ 絵 ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 726 ｲ 岩崎書店 1980 120p 26cm
どうぶつをかく ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館１３ 708 ｵ ポプラ社 1983 39p 29cm
遠い近いをかく ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館１４ 空間をあらわす 708 ｽ ポプラ社 1983 39p 29cm
都市の生活をかく ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館１５ 708 ｽ ポプラ社 1983 39p 29cm
ものをかく ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館１６ 708 ｳ ポプラ社 1983 39p 29cm
絵がかけたよ ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館１７ 養護学校の子どもたち 708 ｽ ポプラ社 1983 39p 29cm
ぼくらは生きたい ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館１８ 原爆の絵をかく 708 ｶ ポプラ社 1983 39p 29cm
子どもたちの絵 ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館１９ ―チェコスロバキア― 708 ｲ ポプラ社 1983 39p 29cm
土をかく ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館２０ 自然の色と肌ざわり 708 ﾈ ポプラ社 1983 39p 29cm
たてものをかく ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館２１ 建築と絵画 708 ﾔ ポプラ社 1983 39p 29cm
かべにえがく ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館２２ 壁画の世界 708 ｷ ポプラ社 1983 39p 29cm
ものがたりの絵をかく ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館１ 金子賢夫 708 ｶ ポプラ社 1981 39p 29cm



かんさつしてかく ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館２ 深沢敏弘 708 ﾌ ポプラ社 1981 39p 29cm
しぜんをかく　―形と色のはっけん― ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館３ 鈴木五郎 708 ｽ ポプラ社 1981 39p 29cm
生活をかくー農村のくらしー ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館４ 君島主一 708 ｷ ポプラ社 1981 39p 29cm
人のうごきをかく ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館５ 池田栄 708 ｲ ポプラ社 1981 39p 29cm
老人をかく ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館６ 708 ﾅ ポプラ社 1981 39p 29cm
はんがをほる ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館７ 吉田高行 708 ﾖ ポプラ社 1981 39p 29cm
石と彫刻　―石のある風景― ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館８ 鈴木久雄 708 ｽ ポプラ社 1981 39p 29cm
色をさがす　―色彩の世界― ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館１０ 林敬二 708 ﾊ ポプラ社 1981 39p 29cm
彫刻ができあがるまで ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館１１ 桑原巨守 708 ｸ ポプラ社 1981 39p 29cm
彫刻の四季 ｺﾄﾞﾓﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 子ども美術館１２ 桑原巨守 708 ｸ ポプラ社 1981 39p 29cm
ぼくらの学校新聞
わたしたちの人形劇 ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾆﾝｷﾞｮｳｹﾞｷ みつばちぶっくす 川尻 泰司 著 ｶﾜｼﾞﾘ ﾀｲｼﾞ 777 ｶ 国土社 1974 190p 22cm
やさしい奇術 新版はちみつぶっくす 小宮山鉄 779 ｺ 国土社
たのしいレクリエーション ﾀﾉｼｲﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 新版みつばちぶっくす 新版みつばちぶっくす 江橋 慎四郎 著 ｴﾊﾞｼ ｼﾝｼﾛｳ 786 ｴ 国土社 1980 198p 21cm
子どもの人形劇集 ｺﾄﾞﾓﾉﾆﾝｷﾞｮｳｹﾞｷｼｭｳ 日本演劇教育連盟 編 ﾆﾎﾝ ｴﾝｹﾞｷ ｷｮｳｲｸ ﾚﾝﾒｲ 777 ﾆ 国土社 1980 222p 22cm
Ｓｔｏｒｉｅｓ　ｆｒｏｍ　ＡＥｓｏｐ（イソップ物語）
Ｔｒｅａｓｕｒｅ　Ｉｓｌａｎｄ　（宝島）
Ｇｕｌｌｉｖｅｒ’ｓ　Ｔｒａｖｅｌｓ／Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ　ｏｆ　Ｄｏｎ　Ｑｕｉｘｏｔｅ（ガリバー旅行記／ドン＝キホーテの冒険）
Ｇｒｅａｔ　Ｅｘｐｅｃｔａｉｏｎｓ（大いなる遺産）
Ｒｏｂｉｎｓｏｎ　Ｃｒｕｓｏｅ（ロビンソン＝クルーソー）
Ｊａｎｅ　Ｅｙｒｅ（ジェイン＝エア）
Ｇｒｅｅｋ　Ｓｔｏｒｉｅｓ／Ｐｅｔｅｒ　Ｐａｎ（ギリシア神話／ピーター＝パン）
Ｓｔｏｒｉｅｓ　ｆｒｏｍ　Ｓｈａｋｅｓｐｅａｒｅ（シェイクスピア物語）
Ｓｔｏｒｉｅｓ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　Ａｒａｂｉａｎ　Ｎｉｇｈｔｓ（アラビアンナイト物語）
あたらしい書道 ｱﾀﾗｼｲｼｮﾄﾞｳ 新版みつばちぶっくす 渡部 清 著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ 728 ﾜ 国土社 1980 211p 21cm
じょうずな話し方 ｼﾞｮｳｽﾞﾅﾊﾅｼｶﾀ 新版みつばちぶっくす 亀井 一正 著 ｶﾒｲ ｶｽﾞﾏｻ 809 ｶ 国土社 1980 180p 21cm
暮らしの法律と諸届け事典 ｸﾗｼﾉﾎｳﾘﾂﾄｼｮﾄﾄﾞｹｼﾞﾃﾝ いざというとき絶対役立つ 麻生利勝　監修 327 ｱ 講談社 1982 272p 26cm
森の妖精 キノコ栽培の父　森本彦三郎 吉見昭一 289 ﾖ 偕成社
運命は扉をたたく ベートーヴェン物語 ひの　まどか 289 ﾋ リブリオ出版 1982
運命は扉をたたく ベートーヴェン物語 ひの　まどか 289 ﾋ リブリオ出版
自伝　シェリーマン 世界偉人自伝全集２ 偉人自らが語る感動の生涯 那須辰造　訳・編 289 ｾ 小峰書店
自伝　シュバイツァー 世界偉人自伝全集３ 偉人自らが語る感動の生涯 塩谷太郎　訳・編 289 ｾ 小峰書店
自伝　アンデルセン 世界偉人自伝全集８ 偉人自らが語る感動の生涯 鈴木徹郎　訳・編 289 ｾ 小峰書店
自伝　ヘディン 世界偉人自伝全集６ 偉人自らが語る感動の生涯 土居耕　訳・編 289 ｾ 小峰書店
自伝　ペスタロッチ 世界偉人自伝全集１２ 偉人自ら語る感動の生涯 永田時雄　訳・編 289 ｾ 小峰書店
自伝　カーネギー 世界偉人自伝全集１１ 偉人自らが語る感動の生涯 石川光男　訳・編 289 ｾ 小峰書店
自伝　シートン 世界偉人自伝全集９ 偉人自らが語る感動の生涯 白木茂　訳・編 289 ｾ 小峰書店
自伝　福沢諭吉 世界偉人自伝全集２０ 偉人みずから語る感動の生涯 関英雄　訳・編 289 ｾ 小峰書店 1982
自伝　魯迅 世界偉人自伝全集１９ 偉人自らが語る感動の生涯 丸山昇　訳・編 289 ｾ 小峰書店
自伝　ダーウィン 世界偉人自伝全集１４ 偉人自らが語る感動の生涯 三谷貞一　訳・編 289 ｾ 小峰書店
自伝　トルストイ 世界偉人自伝全集１３ 偉人自らが語る感動の生涯 山本和夫　訳・編 289 ｾ 小峰書店
ペニシリンの戦士 フレミング 世界の伝記１９ ジョン＝ローランド 289 ﾛ 学研
白鳥になったアヒルの子 アンデルセン 世界の伝記１８ ルーマー＝ゴッテン 289 ｺ 学研
ダイナマイトと平和 ノーベル 世界の伝記２０ イーディス＝パターソン＝メイヤー 289 ﾒ 学研
いなずま坊や モーツァルト 世界の伝記１３ Ｒ＝ヒンデルクス‐クッチャー　作 289 ｸ 学習研究社 1972
よろこびへの歌 ベートーベン 世界の伝記８ リーバ＝バーイーフ＝ミルスキー 289 ﾐ 学研
暗黒の海のいどむ マゼラン 世界の伝記７ ロナウド＝ウェルチ 289 ｳ 学研
炎の自画像 ゴッホ 世界の伝記４ アラン＝オナー 289 ｵ 学研
風あらきトロイア シュリーマン 世界の伝記３ マージョリー＝ブレイマー 289 ﾌ 学研
ランバレネの太陽 シュバイツァー 世界の伝記２ Ｊ＝マントン 289 ﾏ 学研
虫の詩人　ファーブル ファーブル 世界の伝記６ エレノア＝ドーリー 289 ﾄ 学研
クリミアの天使 ナイチンゲール 世界の伝記１５ セシル＝ウッダムースミス 289 ｳ 学研
川っ子サムの冒険 マーク＝トウェーン 世界の伝記５ スターリング＝ノース 289 ﾉ 学研
勇気ある人 チャーチル 世界の伝記１２ クエンティン＝レイノルズ 289 ﾚ 学研
暗黒とのたたかい リビングストン 世界の伝記１１ ジャネット＝イートン 289 ｲ 学研
若き鋼鉄王 カーネギー 世界の伝記１０ クララ＝イングラム＝ジャドソン 289 ｼ 学研
微生物のかりゅうど パスルーツ 世界の伝記１４ エレノア＝ドーリー 289 ﾄ 学研
それでも地球はまわる ガリレオ 世界の伝記９ シドニー＝ローゼン 289 ﾛ 学研
父親の事典
でんでんむしの競馬 ﾃﾞﾝﾃﾞﾝﾑｼﾉｹｲﾊﾞ 少年少女／創作文学 安藤 美紀夫 〔著〕 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｷｵ 913 ｱ 偕成社 1977 226p 21cm
死に神 ｼﾆｶﾞﾐ 少年少女名作落語 大野 桂 編著 ｵｵﾉ ｶﾂﾗ 913 ｵ 偕成社 1978 222p 20cm
埋ずもれた日本 ｳｽﾞﾓﾚﾀﾆﾎﾝ 考古学へのみちびき 偕成社文庫 たかし よいち 著 ﾀｶｼ ﾖｲﾁ 913 ﾀ 偕成社 1981 255p 20cm
北海道の夜明け ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾉﾖｱｹ 常紋トンネルを掘る 小池 喜孝 著 ｺｲｹ ｷｺｳ 16 ｺ 国土社 1982 188p 21cm
北海道の夜明け ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾉﾖｱｹ 常紋トンネルを掘る 小池 喜孝 著 ｺｲｹ ｷｺｳ 916 ｺ 国土社 1982 188p 21cm
北海道の夜明け ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾉﾖｱｹ 常紋トンネルを掘る 小池 喜孝 著 ｺｲｹ ｷｺｳ 916 ｺ 国土社 1982 188p 21cm
北海道の夜明け　―常紋トンネルを掘る―
中国の神話 ﾁｭｳｺﾞｸﾉｼﾝﾜ 天地を分けた巨人 世界の神話 君島 久子 著 ｷﾐｼﾏ ﾋｻｺ 164 ｷ 筑摩書房 1983 210p 20cm
北風にゆれる村 ｷﾀｶｾﾞﾆﾕﾚﾙﾑﾗ 新十津川物語　４ 偕成社の創作文学 川村 たかし 著 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 913 ｶ 偕成社 1981 260p 21cm
いつか夜明けに ｲﾂｶﾖｱｹﾆ 創作児童文学 中島 信子 作 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｺ 913 ﾅ 岩崎書店 1979 163p 22cm
青い目の星座 ｱｵｲﾒﾉｾｲｻﾞ 創作児童文学 和田 登 作 ﾜﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 913 ﾜ 岩崎書店 1980 315p 22cm
青い目の星座 ｱｵｲﾒﾉｾｲｻﾞ 創作児童文学 和田 登 作 ﾜﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 913 ﾜ 岩崎書店 1980 315p 22cm
ノルウェーから来た鯨とり ﾉﾙｳｪｰｶﾗｷﾀｸｼﾞﾗﾄﾘ 偕成社の創作文学 川村 たかし 著 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 913 ｶ 偕成社 1979 228p 21cm
波浮の平六 ﾊﾌﾞﾉﾍｲﾛｸ ほるぷ創作文庫 来栖 良夫 作 ｸﾙｽ ﾖｼｵ 913 ｸ ほるぷ出版 1981 238p 21cm
山へいく牛 ﾔﾏｴｲｸｳｼ 偕成社の創作文学 川村 たかし 著 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 913 ｶ 偕成社 1978 214p 21cm
北へ行く旅人たち ｷﾀｴｲｸﾀﾋﾞﾋﾞﾄﾀﾁ 新十津川物語　１ 偕成社の創作文学 川村 たかし 著 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 913 ｶ 偕成社 1989 254p 21cm
あらしの中の十七年 ｱﾗｼﾉﾅｶﾉｼﾞｭｳﾅﾅﾈﾝ 長屋八内のご一新 偕成社の創作文学 かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1981 348p 21cm
たつやとなぞの骨 ﾀﾂﾔﾄﾅｿﾞﾉﾎﾈ 創作児童文学 高橋 昭 作 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 913 ﾀ 岩崎書店 1979 205p 22cm
とねと鬼丸 ﾄﾈﾄｵﾆﾏﾙ 児童文学創作シリーズ 浜野 卓也 作 ﾊﾏﾉ ﾀｸﾔ 913 ﾊ 講談社 1981 246p 22cm



歌のとどく日 ｳﾀﾉﾄﾄﾞｸﾋ 新日本創作少年少女文学 広島児童文学研究会 著 ﾋﾛｼﾏ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ﾋ 新日本出版社 1973 186p 22cm
スカーフは青だ ｽｶｰﾌﾜｱｵﾀﾞ 新日本創作少年少女文学 山口 勇子 著 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ 913 ﾔ 新日本出版社 1977 206p 22cm
カモのくる村 ｶﾓﾉｸﾙﾑﾗ 新日本創作少年少女文学 村山 宏 著 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛｼ 913 ﾑ 新日本出版社 1974 174p 22cm
原野にとぶ橇 ｹﾞﾝﾔﾆﾄﾌﾞｿﾘ 偕成社の創作文学 加藤 多一 著 ｶﾄｳ ﾀｲﾁ 913 ｶ 偕成社 1979 228p 21cm
石切り山の人びと ｲｼｷﾘﾔﾏﾉﾋﾄﾋﾞﾄ 少年少女／創作文学 竹崎 有斐 〔著〕 ﾀｹｻﾞｷ ﾕｳﾋ 913 ﾀ 偕成社 1979 266p 21cm
ばらの心は海をわたった ﾊﾞﾗﾉｺｺﾛﾜｳﾐｵﾜﾀｯﾀ ハンセン病との長いたたかい ＰＨＰこころのノンフィクション 岡本 文良 作 ｵｶﾓﾄ ﾌﾞﾝﾘｮｳ 369 ｵ ＰＨＰ研究所 1980 178p 22cm
星に帰った少女 ﾎｼﾆｶｴｯﾀｼｮｳｼﾞｮ 長編創作童話 末吉 暁子 作 ｽｴﾖｼ ｱｷｺ 913 ｽ 偕成社 1978 238p 22cm
ユングイの笛 ﾕﾝｸﾞｲﾉﾌｴ 「とうげの旗」傑作選 創作児童文学 信州児童文学会 編 ｼﾝｼｭｳ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸｶｲ 913 ｼ 岩崎書店 1982 191p 22cm
七つばなし百万石 ﾅﾅﾂﾊﾞﾅｼﾋｬｸﾏﾝｺﾞｸ 偕成社の創作文学 かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1980 228p 21cm
欲しがりません勝つまでは わたしの終戦まで のびのび人生論２ 田辺　聖子 159 ﾀ ポプラ社
北海道の夜明け ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾉﾖｱｹ 常紋トンネルを掘る 小池 喜孝 著 ｺｲｹ ｷｺｳ 916 ｺ 国土社 1982 188p 21cm
小さな町の六 ﾁｲｻﾅﾏﾁﾉﾛｸ 日本児童文学名作選 与田 凖一 著 ﾖﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 913 ﾖ あかね書房 1978 208p 22cm
いとしろへの道 ｲﾄｼﾛｴﾉﾐﾁ 偕成社の創作文学 岸 武雄 著 ｷｼ ﾀｹｵ 913 ｷ 偕成社 1980 220p 21cm
でんでんむしの競馬
死に神
はらぺこの歌 ﾊﾗﾍﾟｺﾉｳﾀ 創作児童文学 山本 真理子 作 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘｺ 913 ﾔ 岩崎書店 1980 215p 22cm
二つの国の物語　第３部 ﾌﾀﾂﾉｸﾆﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 理論社の大長編シリーズ 赤木 由子 作 ｱｶｷﾞ ﾖｼｺ 913 ｱ 理論社 1981 325p 21cm
北の国から ｷﾀﾉｸﾆｶﾗ 理論社の大長編シリーズ 倉本 聡 作 ｸﾗﾓﾄ ｿｳ 912 ｸ 理論社 1981 331p 21cm
少年の城 ｼｮｳﾈﾝﾉｼﾛ 創作児童文学 宮下 和男 作 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞｵ 913 ﾐ 岩崎書店 1982 238p 22cm
絵のない絵本 ｴﾉﾅｲｴﾎﾝ ハンス・クリスチャン・アンデルセン 〔著〕ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ ﾊﾝｽ･ｸﾘｽﾁｬﾝ 949 ｱ 童心社 1980 90p 21cm
夜の鳥 ﾖﾙﾉﾄﾘ 旺文社創作児童文学 トールモー・ハウゲン 作 ﾊｳｹﾞﾝ ﾄｰﾙﾓｰ 949 ﾊ 旺文社 1982 190p 22cm
私のアンネ＝フランク ﾜﾀｸｼﾉｱﾝﾈﾌﾗﾝｸ 偕成社の創作文学 松谷 みよ子 著 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾖｺ 913 ﾏ 偕成社 1979 253p 21cm
私のアンネ＝フランク ﾜﾀｸｼﾉｱﾝﾈﾌﾗﾝｸ 偕成社の創作文学 松谷 みよ子 著 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾖｺ 913 ﾏ 偕成社 1979 253p 21cm
いわさきちひろ作品集１ ｲﾜｻｷﾁﾋﾛｻｸﾋﾝｼｭｳ 素描の世界 いわさき ちひろ 絵 ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 726 ｲ 岩崎書店 1980 111p 26cm
太平洋漂流実験５０日 ﾀｲﾍｲﾖｳﾋｮｳﾘｭｳｼﾞｯｹﾝｺﾞｼﾞｭｳﾆﾁ ノンフィクション・ブックス 斉藤 実 著 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 299 ｻ 童心社 1980 198p 22cm
家庭の詩
社会の詩 ｼｬｶｲﾉｼ 詩のおくりもの 鈴木 志郎康 編 ｽｽﾞｷ ｼﾛｳﾔｽ 911 ｼ 筑摩書房 1981 142p 20cm
七人めのいとこ ﾅﾅﾆﾝﾒﾉｲﾄｺ 偕成社の創作文学 安藤 美紀夫 著 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｷｵ 913 ｱ 偕成社 1982 212p 21cm
人形マリー ﾆﾝｷﾞｮｳﾏﾘｰ 新日本少年少女の文学 山口 勇子 著 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ 913 ﾔ 新日本出版社 1980 168p 22cm
石狩に立つ虹 ｲｼｶﾘﾆﾀﾂﾆｼﾞ 新十津川物語 偕成社の創作文学 川村 たかし 著 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 913 ｶ 偕成社 1980 244p 21cm
白いとんねる ｼﾛｲﾄﾝﾈﾙ 偕成社の創作文学 杉 みき子 著 ｽｷﾞ ﾐｷｺ 913 ｽ 偕成社 1978 246p 22cm
天の赤馬 ﾃﾝﾉｱｶｳﾏ 創作児童文学 斎藤 隆介 著 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 913 ｻ 岩崎書店 1978 269p 22cm
七つばなし百万石 ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ かつおきんや作品集１６ かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1983 230p 21cm
かつおきんや作品集１８ ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ へそ取り徳平 かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1983 254p 21cm
かつおきんや作品集１７ ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ おりょう三郎平 かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1983 246p 21cm
かつおきんや作品集１５ ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ 百万石のうらばなし かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1983 246p 21cm
かつおきんや作品集１４ ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ おふゆ捕物帳 かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1982 246p 21cm
かつおきんや作品集１１ ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ 雪のともしび かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1982 318p 21cm
かつおきんや作品集１０ ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ あらしの中の十七年 かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1983 350p 21cm
かつおきんや作品集９ ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ 山から声が降ってくる かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1983 254p 21cm
かつおきんや作品集８ ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ 能登のお池作り かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1982 334p 21cm
五箇所山ぐらし
まぼろしの木橋 ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ かつおきんや作品集６ かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1982 278p 21cm
かつおきんや作品集４ ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ 井戸掘吉左衛門 かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1982 250p 21cm
かつおきんや作品集３ ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ 雪の人くい谷 かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1982 254p 21cm
かつおきんや作品集７ ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ 安政五年七月十一日 かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1982 274p 21cm
カラー図説　日本大歳時記　新年 ｶﾗｰｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾀﾞｲｻｲｼﾞｷ 911 ｶ 講談社 1981 278p 26cm
カラー図説　日本大歳時記　秋 ｶﾗｰｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾀﾞｲｻｲｼﾞｷ 911 ｶ 講談社 1981 391p 26cm
カラー図説　日本大歳時記　春 ｶﾗｰｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾀﾞｲｻｲｼﾞｷ 911 ｶ 講談社 1982 371p 26cm
カラー図説　日本大歳時記　冬 ｶﾗｰｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾀﾞｲｻｲｼﾞｷ 911 ｶ 講談社 1981 373p 26cm
カラー図説　日本大歳時記　夏 ｶﾗｰｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾀﾞｲｻｲｼﾞｷ 911 ｶ 講談社 1982 497p 26cm
アンの愛の家庭
虹の谷のアン
アンの娘リラ
アンの友だち
アンをめぐる人々
少年画家ひとり町を行く
うたのふるさと ｳﾀﾉﾌﾙｻﾄ 別巻 戦後の詩歌 大竹 新助 著 ｵｵﾀｹ ｼﾝｽｹ 911 ｵ さ・え・ら書房 1979 268p 21cm
知られざる手紙 ｼﾗﾚｻﾞﾙﾃｶﾞﾐ 『ひとすじの道』返書 丸岡 秀子 〔著〕 ﾏﾙｵｶ ﾋﾃﾞｺ 289 ﾏ 偕成社 1979 237p 20cm
おにのような女の子 ｵﾆﾉﾖｳﾅｵﾝﾅﾉｺ 偕成社の創作文学 関 英雄 著 ｾｷ ﾋﾃﾞｵ 913 ｾ 偕成社 1980 208p 21cm
炎のように　鳥のように ﾎﾉｵﾉﾖｳﾆﾄﾘﾉﾖｳﾆ 偕成社の創作文学 皆川 博子 著 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 913 ﾐ 偕成社 1982 316p 21cm
手と目と声と ﾃﾄﾒﾄｺｴﾄ 灰谷 健次郎 作 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞﾛｳ 913 ﾊ 理論社 1980 184p 20cm
忘れられた島へ ﾜｽﾚﾗﾚﾀｼﾏｴ 偕成社の創作文学 長崎 源之助 著 ﾅｶﾞｻｷ ｹﾞﾝﾉｽｹ 913 ﾅ 偕成社 1980 338p 21cm
父母の原野 ﾁﾁﾊﾊﾉｹﾞﾝﾔ 偕成社の創作文学 更科 源蔵 著 ｻﾗｼﾅ ｹﾞﾝｿﾞｳ 913 ｻ 偕成社 1983 340p 21cm
冬の虹 ﾌﾕﾉﾆｼﾞ 創作児童文学 大木 竹生 作 ｵｵｷ ﾀｹｵ 913 ｵ 岩崎書店 1981 187p 22cm
山から声が降ってくる ﾔﾏｶﾗｺｴｶﾞﾌｯﾃｸﾙ 偕成社の創作文学 かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1980 252p 21cm
多毛留（たける） 米倉斉加年 913 ﾖ 偕成社
ヒナギクをたべないで 今江祥智　作 913 ｳ 偕成社
わにくん ペーター＝ニクル　作 950 ﾆ 偕成社
よあけのゆめ 舟崎克彦　文 913 ｱ 偕成社
妖精のわすれもの 東逸子 913 ﾆ 偕成社
はしって！アレン 市川里美　絵 933 ｻ 偕成社
ねこのバレンティン スージー＝ボーダル 943 ﾎ 偕成社
京のほたる火 ｷｮｳﾉﾎﾀﾙﾋﾞ 創作児童文学 吉橋 通夫 作 ﾖｼﾊｼ ﾐﾁｵ 913 ﾖ 岩崎書店 1981 221p 22cm
今江祥智の本 ｲﾏｴﾖｼﾄﾓﾉﾎﾝ 冬の光　族・優しさごっこ 今江 祥智 著 ｲﾏｴ ﾖｼﾄﾓ 918 ｲ 理論社 1981 285p 22cm
故郷 ｺｷｮｳ 偕成社の創作文学 後藤 竜二 著 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 913 ｺ 偕成社 1979 212p 21cm
東海道鶴見村 ﾄｳｶｲﾄﾞｳﾂﾙﾐﾑﾗ 偕成社の創作文学 岩崎 京子 著 ｲﾜｻｷ ｷｮｳｺ 913 ｲ 偕成社 1978 222p 22cm
いななく高原 ｲﾅﾅｸｺｳｹﾞﾝ 偕成社の創作文学 庄野 英二 著 ｼｮｳﾉ ｴｲｼﾞ 913 ｼ 偕成社 1979 243p 21cm



いななく高原　下巻
大阪からきたベル吉 ｵｵｻｶｶﾗｷﾀﾍﾞﾙｷﾁ 創作児童文学 しろた のぼる 作 ｼﾛﾀ ﾉﾎﾞﾙ 913 ｼ 岩崎書店 1977 157p 22cm
ガンジー ｾｶｲｲｼﾞﾝｼﾞﾃﾞﾝｾﾞﾝｼｭｳ 偉人みずからが語る感動の生涯 世界偉人自伝全集 280 ｾ 小峰書店 1977 242p 23cm
みやこは栄えても
ローマをかけるゆめ
べらんめえ大将
みちのくの王者
来なかった世の終わり
とびあるき人生
いい話ほどあぶない ｲｲﾊﾅｼﾎﾄﾞｱﾌﾞﾅｲ 消えた赤報隊 日本史の目 野口 達二 著 ﾉｸﾞﾁ ﾀﾂｼﾞ 210 ﾉ さ・え・ら書房 1978 222p 23cm
万延元年三月三日
遠すぎた京への道
秘められた歴史の人
幕末にかがやく星
戦国ゲリラ大名
大江戸アイデアマン ｵｵｴﾄﾞｱｲﾃﾞｱﾏﾝ 平賀源内の一生 日本史の目 中井 信彦 著 ﾅｶｲ ﾉﾌﾞﾋｺ 289 ﾅ さ・え・ら書房 1978 238p 23cm
かまくらの尼将軍
青い目の相談役
おれの絵はこれからだ
天満に上がったのろし ﾃﾝﾏﾆｱｶﾞｯﾀﾉﾛｼ 大塩平八郎 日本史の目 二反長 半 著 ﾆﾀﾝｵｻ ﾅｶﾊﾞ 210 ﾆ さ・え・ら書房 1978 220p 23cm
大学やめてもへっちゃら
落語界のエース
細川ガラシャ夫人
追われても追われても ｵﾜﾚﾃﾓｵﾜﾚﾃﾓ 高野長英 日本史の目 志村 武 著 ｼﾑﾗ ﾀｹｼ 210 ｼ さ・え・ら書房 1978 214p 23cm
天下をとるのは一人だけ
白い大地
山よ火をふけ！
乱世に生きる
やくそくがちがう！ ﾔｸｿｸｶﾞﾁｶﾞｳ 三陸のむしろ旗 日本史の目 平野 直 著 ﾋﾗﾉ ﾀﾀﾞｼ 210 ﾋ さ・え・ら書房 1978 240p 23cm
神さまと土ぐも
万葉のうたひめ
なむあみだぶつ戦争
八郎・モチモチの木　斎藤隆介全集１ ｻｲﾄｳﾘｭｳｽｹｾﾞﾝｼｭｳ 斎藤 隆介 著 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 913 ｻ 岩崎書店 1982 263p 23cm
花ひき山・ひさの星　斎藤隆介全集２ ｻｲﾄｳﾘｭｳｽｹｾﾞﾝｼｭｳ 斎藤 隆介 著 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 913 ｻ 岩崎書店 1982 223p 23cm
虹の橋・桔梗の花　斎藤隆介全集３ ｻｲﾄｳﾘｭｳｽｹｾﾞﾝｼｭｳ 斎藤 隆介 著 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 913 ｻ 岩崎書店 1982 304p 23cm
ケチ六・火を噴く山　斎藤隆介全集４ ｻｲﾄｳﾘｭｳｽｹｾﾞﾝｼｭｳ 斎藤 隆介 著 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 913 ｻ 岩崎書店 1982 251p 23cm
ちょうちん屋のままッ子　斎藤隆介全集５ｻｲﾄｳﾘｭｳｽｹｾﾞﾝｼｭｳ 斎藤 隆介 著 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 913 ｻ 岩崎書店 1982 227p 23cm
ゆき　斎藤隆介全集６ ｻｲﾄｳﾘｭｳｽｹｾﾞﾝｼｭｳ 斎藤 隆介 著 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 913 ｻ 岩崎書店 1982 227p 23cm
天の赤馬　斎藤隆介全集７ ｻｲﾄｳﾘｭｳｽｹｾﾞﾝｼｭｳ 斎藤 隆介 著 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 913 ｻ 岩崎書店 1982 271p 23cm
職人衆昔ばなし　斎藤隆介全集８ ｻｲﾄｳﾘｭｳｽｹｾﾞﾝｼｭｳ 斎藤 隆介 著 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 913 ｻ 岩崎書店 1982 321p 23cm
続職人衆昔ばなし　斎藤隆介全集９ ｻｲﾄｳﾘｭｳｽｹｾﾞﾝｼｭｳ 斎藤 隆介 著 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 913 ｻ 岩崎書店 1982 247p 23cm
町の職人　斎藤隆介全集１０ ｻｲﾄｳﾘｭｳｽｹｾﾞﾝｼｭｳ 斎藤 隆介 著 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 913 ｻ 岩崎書店 1982 235p 23cm
日本のおばあちゃん　斎藤隆介全集１１ ｻｲﾄｳﾘｭｳｽｹｾﾞﾝｼｭｳ 斎藤 隆介 著 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 913 ｻ 岩崎書店 1982 225p 23cm
春の声・寒い母　斎藤隆介全集１２ ｻｲﾄｳﾘｭｳｽｹｾﾞﾝｼｭｳ 斎藤 隆介 著 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 913 ｻ 岩崎書店 1982 287p 23cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 近代の俳句 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 現代の詩１ 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 現代の詩１ 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 現代の詩２ 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 古典和歌 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 古典和歌２ 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 古典俳句 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 近代の詩 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 童謡 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
やさしい園芸 ﾔｻｼｲｴﾝｹﾞｲ 新版みつばちぶっくす 川上 幸男 著 ｶﾜｶﾐ ｻﾁｵ 627 ｶ 国土社 1980 188p 21cm
古典川柳と狂歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 目でみる日本の詩歌４ 911 ﾊ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 現代の詩３ 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
足跡 ｱｼｱﾄ 矢沢宰《光る砂漠》日記編 矢沢 宰 著 ﾔｻﾞﾜ ｵｻﾑ 915 ﾔ 童心社 1980 110p 21cm
啄木のうた ﾀｸﾎﾞｸﾉｳﾀ 石川 啄木 〔著〕 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾎﾞｸ 911 ｲ 童心社 1978 94p 21cm
赤い蝋燭と人魚 ｱｶｲﾛｳｿｸﾄﾆﾝｷﾞｮ 若い人の絵本 小川 未明 作 ｵｶﾞﾜ ﾐﾒｲ 913 ｵ 童心社 1980 53p 21cm
わたしの花物語 ﾜﾀｼﾉﾊﾅﾓﾉｶﾞﾀﾘ 壷井 栄 文 ﾂﾎﾞｲ ｻｶｴ 913 ﾂ 童心社 1979 93p 21cm
小さな雪の町の物語 ﾁｲｻﾅﾕｷﾉﾏﾁﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 杉 みき子 文 ｽｷﾞ ﾐｷｺ 913 ｽ 童心社 1980 93p 21cm
蓼科の花束 ﾀﾃｼﾅﾉﾊﾅﾀﾊﾞ 絵と随筆 中尾 彰 著 ﾅｶｵ ｼｮｳ 914 ﾅ 童心社 1977 94p 21cm
サロルン リムセ ｻﾛﾙﾝﾘﾑｾ 失われたふるさと 早船 ちよ 〔著〕 ﾊﾔﾌﾈ ﾁﾖ 913 ﾊ 童心社 1980 93p 21cm
下町抒情 ｼﾀﾏﾁｼﾞｮｼﾞｮｳ 早乙女 勝元 文 ｻｵﾄﾒ ｶﾂﾓﾄ 914 ｻ 童心社 1978 101p 21cm
美しき津和野 ｳﾂｸｼｷﾂﾜﾉ 中尾 彰 絵と随筆 ﾅｶｵ ｼｮｳ 915 ﾅ 童心社 1980 90p 21cm
野ばら ﾉﾊﾞﾗ 小川未明童話集 若い人の絵本 小川 未明 〔著〕 ｵｶﾞﾜ ﾐﾒｲ 913 ｵ 童心社 1982 93p 21cm
おや・こ ﾆﾎﾝﾉｼ 日本の詩６ 遠藤 豊吉 編著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾖｷﾁ 911 ｴ 小峰書店 1980 63p 20cm
らくだは空をとんだか ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ かつおきんや作品集１２ かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1982 254p 21cm
白いにぎりめし ｶﾂｵｷﾝﾔｻｸﾋﾝｼｭｳ かつおきんや作品集１３ かつお きんや 著 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 偕成社 1982 246p 21cm
北の国から ｷﾀﾉｸﾆｶﾗ 理論社の大長編シリーズ 倉本 聡 作 ｸﾗﾓﾄ ｿｳ 912 ｸ 理論社 1981 331p 21cm
ぼんぼん ﾎﾞﾝﾎﾞﾝ 理論社の大長編シリーズ 今江 祥智 作 ｲﾏｴ ﾖｼﾄﾓ 913 ｲ 理論社 1979 422p 21cm
安全地帯 ｱﾝｾﾞﾝﾁﾀｲ 理論社の大長編シリーズ 菊池 鮮 作 ｷｸﾁ ｾﾝ 913 ｷ 理論社 1981 348p 21cm
柳のわたとぶ国 ﾔﾅｷﾞﾉﾜﾀﾄﾌﾞｸﾆ Ｊｕｎｉｏｒ　ｌｉｂｒａｒｙ 赤木 由子 作 ｱｶｷﾞ ﾖｼｺ 913 ｱﾔ 理論社 1980 262p 23cm
おれたちのおふくろ ｵﾚﾀﾁﾉｵﾌｸﾛ 理論社の大長編シリーズ 今江 祥智 作 ｲﾏｴ ﾖｼﾄﾓ 913 ｲ 理論社 1981 374p 21cm
北の国から ｷﾀﾉｸﾆｶﾗ 理論社の大長編シリーズ 倉本 聡 作 ｸﾗﾓﾄ ｿｳ 912 ｸ 理論社 1981 302p 21cm
マキコは泣いた ﾏｷｺﾜﾅｲﾀ 理論社の大長編シリーズ 吉田 比砂子 作 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻｺ 913 ﾖ 理論社 1980 334p 21cm
大と真 ﾀﾞｲﾄｼﾝ 理論社の大長編シリーズ 足立 巻一 作 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 913 ｱ 理論社 1981 212p 21cm



大と真 ﾀﾞｲﾄｼﾝ 理論社の大長編シリーズ 足立 巻一 作 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 913 ｱ 理論社 1981 212p 21cm
二つの国の物語 ﾌﾀﾂﾉｸﾆﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 青い眼と青い海と 理論社の大長編シリーズ 赤木 由子 作 ｱｶｷﾞ ﾖｼｺ 913 ｱ 理論社 1981 325p 21cm
あしたの海 ｱｼﾀﾉｳﾐ 理論社の大長編シリーズ 松下 竜一 作 ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｲﾁ 913 ﾏ 理論社 1979 285p 21cm
お菓子放浪記 ｵｶｼﾎｳﾛｳｷ 理論社の大長編シリーズ 西村 滋 作 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 913 ﾆ 理論社 1980 310p 21cm
太陽の子 ﾀｲﾖｳﾉｺ てだのふあ 理論社の大長編シリーズ 灰谷 健次郎 作 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞﾛｳ 913 ﾊ 理論社 1980 366p 21cm
太陽の子 ﾀｲﾖｳﾉｺ てだのふあ 理論社の大長編シリーズ 灰谷 健次郎 作 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞﾛｳ 913 ﾊ 理論社 1980 366p 21cm
オレンジ色のメヌエット ｵﾚﾝｼﾞｲﾛﾉﾒﾇｴｯﾄ 理論社の大長編シリーズ 山田 五郎 作 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾞﾛｳ 913 ﾔ 理論社 1980 302p 21cm
古典文学全集５ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 枕草子・徒然草 片桐　顕智 918 ｶ ポプラ社 1984 253p 23cm
古典文学全集１５ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 曽我物語 村松　定孝 918 ﾑ ポプラ社 1985 254p 23cm
古典文学全集２４ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 和歌・歌人物語 窪田　敏夫 918 ｸ ポプラ社 1985 251 7p 23cm
古典文学全集１９ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 近松名作物語 横山　青娥 918 ﾖ ポプラ社 1981 254p 23cm
古典文学全集２６ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 日本の古典文学史 福田　清人 918 ﾌ ポプラ社 1985 251 5p 23cm
シートンのかかげた灯 ｼｰﾄﾝﾉｶｶｹﾞﾀﾋ 旺文社創作児童文学 戸川 幸夫 作 ﾄｶﾞﾜ ﾕｷｵ 913 ﾄ 旺文社 1981 205p 22cm
古典文学全集１４ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 能・狂言 丸岡　明 918 ﾏ ポプラ社 1985 258p 23cm
古典文学全集２１ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 歌舞伎名作物語 守随　憲治 918 ｼ ポプラ社 1985 262p 23cm
古典文学全集１８ ｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 太閤記 中沢　坙夫 918 ﾅ ポプラ社 1984 258p 23cm
国語大辞典 ｺｸｺﾞﾀﾞｲｼﾞﾃﾝ 尚学図書 編集 ｼｮｳｶﾞｸ ﾄｼｮ 813 ｺ 小学館 1988 2624p 27cm
ヨコハマのサギ山 ﾖｺﾊﾏﾉｻｷﾞﾔﾏ 日本児童文学名作選 平塚 武二 著 ﾋﾗﾂｶ ﾀｹｼﾞ 913 ﾋ あかね書房 1979 206p 22cm
青春の旅 ｾｲｼｭﾝﾉﾀﾋﾞ のびのび人生論 田中 澄江 著 ﾀﾅｶ ｽﾐｴ 914 ﾀ ポプラ社 1979 222p 20cm
野の花は生きる ﾉﾉﾊﾅﾜｲｷﾙ リディツェと広島の花たち いぬい とみこ 文 ｲﾇｲ ﾄﾐｺ 913 ｲ 童心社 1978 109p 21cm
万葉のうた ﾏﾝﾖｳﾉｳﾀ 大原 富枝 文 ｵｵﾊﾗ ﾄﾐｴ 911 ｵ 童心社 1980 94p 21cm
万葉のうた ﾏﾝﾖｳﾉｳﾀ 大原 富枝 文 ｵｵﾊﾗ ﾄﾐｴ 911 ｵ 童心社 1980 94p 21cm
万葉のうた ﾏﾝﾖｳﾉｳﾀ 大原 富枝 文 ｵｵﾊﾗ ﾄﾐｴ 911 ｵ 童心社 1980 94p 21cm
小さな雪の町の物語 ﾁｲｻﾅﾕｷﾉﾏﾁﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 杉 みき子 文 ｽｷﾞ ﾐｷｺ 913 ｽ 童心社 1980 93p 21cm
光る砂漠 ﾋｶﾙｻﾊﾞｸ 矢沢宰詩集 矢沢 宰 詩 ﾔｻﾞﾜ ｵｻﾑ 911 ﾔ 童心社 1980 94p 21cm
海の記憶 ｳﾐﾉｷｵｸ 若い人の絵本 岡野 薫子 文 ｵｶﾉ ｶｵﾙｺ 914 ｵ 童心社 1979 94p 21cm
夢いろの曲り角で ﾕﾒｲﾛﾉﾏｶﾞﾘｶﾄﾞﾃﾞ 若い人の絵本 今江 祥智 文 ｲﾏｴ ﾖｼﾄﾓ 913 ｲ 童心社 1981 93p 21cm
水 ﾐｽﾞ 水と産業 図説・日本の産業１６ 図説日本の産業 為我井 忠敬 著 ﾀﾒｶﾞｲ ﾀﾀﾞﾉﾘ 608 ｽ あいうえお館 1983 55p 27cm
海洋牧場 ｶｲﾖｳﾎﾞｸｼﾞｮｳ 漁業の将来 図説・日本の産業１１ 図説日本の産業 市村 武美 著 ｲﾁﾑﾗ ﾀｹﾐ 608 ｽ あいうえお館 1983 55p 27cm
飛行機 ﾋｺｳｷ 航空機と産業 図説・日本の産業３ 図説日本の産業 小紫 正樹 著 ｺﾑﾗｻｷ ﾏｻｷ 608 ｽ あいうえお館 1982 55p 27cm
鉄道 ﾃﾂﾄﾞｳ 鉄道と産業 図説・日本の産業１５ 図説日本の産業 原田 勝正 著 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾏｻ 608 ｽ あいうえお館 1983 55p 27cm
建設 ｹﾝｾﾂ 建設と産業 図説・日本の産業１７ 図説日本の産業 黒川 弘 著 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｼ 608 ｽ あいうえお館 1983 55p 27cm
石油 ｾｷﾕ 石油と石油化学 図説日本の産業 平尾 大司 著 ﾋﾗｵ ﾀﾞｲｼ 568 ﾋ あいうえお館 1982 55p 27cm
アルミと合金 ｱﾙﾐﾄｺﾞｳｷﾝ 軽金属と産業 図説日本の産業 根本 茂 著 ﾈﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 565 ﾈｱ あいうえお館 1982 55p 27cm
エレクトロニクス ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ エレクトロニクスと産業 図説日本の産業 辻 義信 著 ﾂｼﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 549 ﾂ あいうえお館 1983 55p 27cm
鉄鋼 ﾃｯｺｳ 鉄鋼と産業 図説・日本の産業７ 図説日本の産業 安田 清 著 ﾔｽﾀﾞ ｷﾖｼ 608 ｽ あいうえお館 1983 55p 27cm
新材料 ｼﾝｻﾞｲﾘｮｳ 材料開発と産業 図説・日本の産業２０ 図説日本の産業 後藤 隆志 著 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ 608 ｽ あいうえお館 1983 55p 27cm
医療 ｲﾘｮｳ 将来の医療システム 図説・日本の産業１４ 図説・日本の産業 立沢 寧 著 ﾀﾂｻﾞﾜ ﾔｽｼ 608 ｽ あいうえお館 1983 55p 27cm
通信 ﾂｳｼﾝ 通信と産業 図説・日本の産業１３ 図説・日本の産業 月尾 嘉男 著 ﾂｷｵ ﾖｼｵ 608 ｽ あいうえお館 1983 55p 27cm
自動車 ｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車と交通システム 図説・日本の産業１ 図説日本の産業 月尾 嘉男 著 ﾂｷｵ ﾖｼｵ 600 ｽ あいうえお館 1982 55p 27cm
宇宙 ｳﾁｭｳ 宇宙開発と産業 図説・日本の産業１９ 図説日本の産業 畑 幸宏 著 ﾊﾀ ﾕｷﾋﾛ 608 ｽ あいうえお館 1983 55p 27cm
コンピュータ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ コンピュータと産業 図説・日本の産業９ 図説日本の産業 古沢 章 著 ﾌﾙｻﾜ ｱｷﾗ 608 ｽ あいうえお館 1983 55p 27cm
船舶 ｾﾝﾊﾟｸ 船と産業 図説・日本の産業２ 図説日本の産業 星野 久雄 著 ﾎｼﾉ ﾋｻｵ 608 ｽ あいうえお館 1982 55p 27cm
戦争と武器 ｾﾝｿｳﾄﾌﾞｷ ニュー・ホライズン・ライブラリー マイク・ブランチ 著 ﾌﾞﾗﾝﾁ ﾏｲｸ 559 ﾏ 佑学社 1979 47p 29cm
星と惑星 ニュー・ホライゾン・ライブラリー１ ケイス・ウィックス 408 ｳ 佑学社 1979
木は万能選手 ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞ 自然の中の人間シリーズ１０ 森と人間編 650 ｼ ＰＨＰ研究所 1984 39p 31cm
森に生まれたきのこ ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞ 自然の中の人間シリーズ８ 森と人間編 650 ｼ ＰＨＰ研究所 1984 39p 31cm
森にすむ小さな敵 ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞ 自然の中の人間シリーズ７ 森と人間編 650 ｼ ＰＨＰ研究所 1984 39p 31cm
くらしを守る森 ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞ 自然の中の人間シリーズ４ 森と人間編 650 ｼ ＰＨＰ研究所 1984 39p 31cm
世界の森とくらし ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞ 自然の中の人間シリーズ１ 森と人間編 650 ｼ ＰＨＰ研究所 1984 39p 31cm
地球の科学 ニュー・ホライズン・ライブラリー２ クリストファー・メイナード 408 ﾒ 佑学社 1974
原始とエネルギー ニュー・ホライズン・ライブラリー３ ニール・アードレイ 408 ｱ 佑学社 1975
遺跡と発掘　ニュー・ホライズン・ライブラリー
鉄道の科学 ﾃﾂﾄﾞｳﾉｶｶﾞｸ ニュー・ホライズン・ライブラリー６ ニュー・ホライズン・ライブラリー ロビン・ケロッド 著 ｹﾛｯﾄﾞ ﾛﾋﾞﾝ 516 ｹ 佑学社 1979 39p 29cm
航空機の科学 ｺｳｸｳｷﾉｶｶﾞｸ ニュー・ホライズン・ライブラリー９ ニュー・ホライズン・ライブラリー ブライアン・ウイリアムズ 著 ｳｲﾘｱﾑｽﾞ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 538 ｳ 佑学社 1979 48p 29cm
世界を驚かした１０の発明 ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮｾｶｲﾉﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ 少年少女・世界のノン・フィクション７ 日本児童文芸家協会 編 ﾆﾎﾝ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｹﾞｲｶ ｷｮｳｶｲ507 ｼ 金の星社 1977 226p 22cm
スキー入門 ｽｷｰﾆｭｳﾓﾝ 文研リビングガイド・デラックス 高村 雄治 著 ﾀｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 784 ﾀ 文研出版 1977 231p 22cm
法医学のミステリー
テニス入門 ﾃﾆｽﾆｭｳﾓﾝ 写真と図解によるストロークの完全マスター Ｂｕｎｋｅｎ　ｌｉｖｉｎｇ　ｇｕｉｄｅ　ｄｅｌｕｘｅ手塚 雄士 著 ﾃｽﾞｶ ﾕｳｼﾞ 783 ﾃ 文研出版 1979 206p 22cm
椋鳩十・博物誌
トランシーバーとインターホン 図解・しくみと作り方 子供の科学　工作文庫 増永清一 507 ﾏ 誠文堂新光社 1979
ロボット ﾛﾎﾞｯﾄ ロボットと産業 図説日本の産業 中野 栄二 著 ﾅｶﾉ ｴｲｼﾞ 548 ﾅ あいうえお館 1982 55p 27cm
わたしたちの生活のくふう ﾜﾀｼﾀﾁﾉｾｲｶﾂﾉｸﾌｳ 新版みつばちぶっくす 吉沢 久子 〔著〕 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｻｺ 596 ﾖ 国土社 1980 181p 20cm
じゃがいもの皮むきに魔法は使えない ｼﾞｬｶﾞｲﾓﾉｶﾜﾑｷﾆﾏﾎｳﾜﾂｶｴﾅｲ １０の料理１０のお話 １０の料理１０のお話 竹林 亜紀 著 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱｷ 596 ﾀ 小峰書店 1988 87p 22cm
おばあちゃんの家事秘伝 ｵﾊﾞｱﾁｬﾝﾉｶｼﾞﾋﾃﾞﾝ 赤木 春恵 著 ｱｶｷﾞ ﾊﾙｴ 590 ｱ 小学館 1983 446p 19cm
天の音楽Ⅱ 久保継成　編 161 ｸ 霊友会
楽しく学ぼう科学の工作 ﾀﾉｼｸﾏﾅﾎﾞｳｶｶﾞｸﾉｺｳｻｸ 子供の科学工作文庫 海保 洋司 著 ｶｲﾎ ﾖｳｼﾞ 507 ｶ 誠文堂新光社 1980 119p 24cm
手づくりの楽器 ﾃｽﾞｸﾘﾉｶﾞｯｷ ゆかいなコンサート 工作ランド 石井 正子 著 ｲｼｲ ﾏｻｺ 763 ｲ 誠文堂新光社 1986 69p 23cm
紙ひも細工　みこしと花車 ｶﾐﾋﾓｻﾞｲｸﾐｺｼﾄﾊﾅｸﾞﾙﾏ 子供の科学工作文庫 神谷 正一郎 著 ｶﾐﾔ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 507 ｶ 誠文堂新光社 1980 117p 24cm
紙ひも細工　ＳＬと帆船 ｶﾐﾋﾓｻﾞｲｸｴｽｴﾙﾄﾊﾝｾﾝ 子供の科学工作文庫 神谷 正一郎 著 ｶﾐﾔ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 507 ｶ 誠文堂新光社 1979 112p 24cm
よく飛ぶバルプレーン ﾖｸﾄﾌﾞﾊﾞﾙﾌﾟﾚｰﾝ バルサで作るハンドランチ・グライダー 子供の科学工作文庫 やまもり よしのぶ 編 ﾔﾏﾓﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ 507 ﾔ 誠文堂新光社 1980 129p 24cm
光とレンズの工作 ﾋｶﾘﾄﾚﾝｽﾞﾉｺｳｻｸ 海保 洋司 著 ｶｲﾎ ﾖｳｼﾞ 535 ｶ 誠文堂新光社 1980 116p 23cm
たのしいだんボール工作 ﾀﾉｼｲﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｺｳｻｸ 子供の科学工作文庫 松山 欣二 〔著〕 ﾏﾂﾔﾏ ｷﾝｼﾞ 750 ﾏ 誠文堂新光社 1980 115p 23cm
ゆかいなおもちゃ　犬と猫 ﾕｶｲﾅｵﾓﾁｬｲﾇﾄﾈｺ 子供の科学工作文庫 摺本 好作 著 ｽﾘﾓﾄ ｺｳｻｸ 759 ｽ 誠文堂新光社 1980 68p 24cm
乗りもの折り紙 ﾉﾘﾓﾉｵﾘｶﾞﾐ 桃谷 好英 著 ﾓﾓﾀﾆ ﾖｼﾋﾃﾞ 754 ﾓ 誠文堂新光社 1979 127p 23cm
ニュータイプ室内飛行機集 ﾆｭｰﾀｲﾌﾟｼﾂﾅｲﾋｺｳｷｼｭｳ 子供の科学工作文庫 野中 繁吉 著 ﾉﾅｶ ｼｹﾞﾖｼ 507 ﾉ 誠文堂新光社 1980 122p 23cm
たのしい日曜工作集 ﾀﾉｼｲﾆﾁﾖｳｺｳｻｸｼｭｳ 子供の科学工作文庫 公楽 工暉 〔著〕 ｺｳﾗｸ ｺｳｷ 750 ｺ 誠文堂新光社 1980 120p 23cm
趙冶勲の囲碁の手ほどき ﾁｮｳﾁｸﾝﾉｲｺﾞﾉﾃﾎﾄﾞｷ 趙冶勲 ﾁｮｳ ﾁｸﾝ 795 ﾁ 文研出版 1983 222P 18cm



みんなでつくる学校放送 ﾐﾝﾅﾃﾞﾂｸﾙｶﾞｯｺｳﾎｳｿｳ 番組のつくりかた 玉川学園 編 ﾀﾏｶﾞﾜ ｶﾞｸｴﾝ 699 ﾐ 玉川大学出版部 1984 222p 22cm
みんなでつくる学校放送 ﾐﾝﾅﾃﾞﾂｸﾙｶﾞｯｺｳﾎｳｿｳ 二学期の放送台本 玉川学園 編 ﾀﾏｶﾞﾜ ｶﾞｸｴﾝ 699 ﾀ 玉川大学出版部 1984 217p 22cm
みんなでつくる学校放送 ﾐﾝﾅﾃﾞﾂｸﾙｶﾞｯｺｳﾎｳｿｳ 三学期の放送台本 玉川学園 編 ﾀﾏｶﾞﾜ ｶﾞｸｴﾝ 699 ﾀ 玉川大学出版部 1984 206p 22cm
新編　中学校学校劇全集１ ｼﾝﾍﾟﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳｶﾞｯｺｳｹﾞｷｾﾞﾝｼｭｳ 日本演劇教育連盟 編 ﾆﾎﾝ ｴﾝｹﾞｷ ｷｮｳｲｸ ﾚﾝﾒｲ 775 ｼ 国土社 1984 220p 26cm
新編　中学校学校劇全集２ ｼﾝﾍﾟﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳｶﾞｯｺｳｹﾞｷｾﾞﾝｼｭｳ 日本演劇教育連盟 編 ﾆﾎﾝ ｴﾝｹﾞｷ ｷｮｳｲｸ ﾚﾝﾒｲ 775 ｼ 国土社 1984 222p 26cm
新編　中学校学校劇全集４ ｼﾝﾍﾟﾝﾁｭｳｶﾞｯｺｳｶﾞｯｺｳｹﾞｷｾﾞﾝｼｭｳ 日本演劇教育連盟 編 ﾆﾎﾝ ｴﾝｹﾞｷ ｷｮｳｲｸ ﾚﾝﾒｲ 775 ｼ 国土社 1984 230p 26cm
子どもからの自立 おとなの女が学ぶということ 伊藤　雅子 367 ｲ 未来社刊 1975
にげだした兵隊 ﾆｹﾞﾀﾞｼﾀﾍｲﾀｲ 原一平の戦争 現代の創作児童文学 竹崎 有斐 作 ﾀｹｻﾞｷ ﾕｳﾋ 913 ﾀ 岩崎書店 1983 219p 22cm
ふしぎなギター ﾌｼｷﾞﾅｷﾞﾀｰ 学校の先生たちが書いた傑作童話集 学童文庫 913 ﾌ 児童憲章愛の会 1979 180p 22cm
ふしぎなギター ﾌｼｷﾞﾅｷﾞﾀｰ 学校の先生たちが書いた傑作童話集 学童文庫 913 ﾌ 児童憲章愛の会 1979 180p 22cm
ちひろ・愛の絵筆 ﾁﾋﾛｱｲﾉｴﾌﾃﾞ いわさきちひろの生涯 滝 いく子 著 ﾀｷ ｲｸｺ 726 ﾀ 労働旬報社 1983 263p 20cm
娘と私の部屋 ﾑｽﾒﾄﾜﾀｸｼﾉﾍﾔ 佐藤 愛子 著 ｻﾄｳ ｱｲｺ 914 ｻ 立風書房 1980 200p 19cm
わたしの三面鏡 ﾜﾀｼﾉｻﾝﾒﾝｷｮｳ 沢村 貞子 著 ｻﾜﾑﾗ ｻﾀﾞｺ 914 ｻ 朝日新聞社 1983 171p 20cm
わたしの茶の間 ﾜﾀｼﾉﾁｬﾉﾏ 沢村 貞子 著 ｻﾜﾑﾗ ｻﾀﾞｺ 914 ｻ 光文社 1982 267p 20cm
太陽の絵筆 ﾀｲﾖｳﾉｴﾌﾃﾞ 熱情の画家ゴッホ 岩崎少年文庫 藤沢 友一 作・絵 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓｲﾁ 913 ﾌ 岩崎書店 1979 173p 22cm
太陽の絵筆 ﾀｲﾖｳﾉｴﾌﾃﾞ 熱情の画家ゴッホ 岩崎少年文庫 藤沢 友一 作・絵 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓｲﾁ 913 ﾌ 岩崎書店 1979 173p 22cm
太陽の絵筆 ﾀｲﾖｳﾉｴﾌﾃﾞ 熱情の画家ゴッホ 岩崎少年文庫 藤沢 友一 作・絵 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓｲﾁ 913 ﾌ 岩崎書店 1979 173p 22cm
太陽の絵筆 ﾀｲﾖｳﾉｴﾌﾃﾞ 熱情の画家ゴッホ 岩崎少年文庫 藤沢 友一 作・絵 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓｲﾁ 913 ﾌ 岩崎書店 1979 173p 22cm
北壁からのメッセージ ﾎｸﾍｷｶﾗﾉﾒｯｾｰｼﾞ 手をつなぐ中学生の本 長谷川 恒男 著 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂﾈｵ 786 ﾊ 民衆社 1984 205p 19cm
遠い空、近い国そしてネパール ﾄｵｲｿﾗﾁｶｲｸﾆｿｼﾃﾈﾊﾟｰﾙ 草の根の人たちと生きる岩村昇博士 内山 三郎 著 ｳﾁﾔﾏ ｻﾌﾞﾛｳ 369 ｳ 民衆社 1984 197p 19cm
海鳴りのレクイエム ｳﾐﾅﾘﾉﾚｸｲｴﾑ 「対馬丸そうなん」の友と生きる 手をつなぐ中学生の本 平良 啓子 著 ﾀｲﾗ ｹｲｺ 916 ﾀ 民衆社 1984 195p 19cm
北の国から ｷﾀﾉｸﾆｶﾗ 理論社の大長編シリーズ 倉本 聡 作 ｸﾗﾓﾄ ｿｳ 912 ｸ 理論社 1981 302p 21cm
少年少女・世界のノンフィクション ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮｾｶｲﾉﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ 世界を驚かした１０の探検 日本児童文芸家協会 編 ﾆﾎﾝ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｹﾞｲｶ ｷｮｳｶｲ 80 ｼ 金の星社 1979 241p 22cm
梟の城
科学むかしむかし
海のむこうに ｳﾐﾉﾑｺｳﾆ 原爆児童文学集 大西 伝一郎 作 ｵｵﾆｼ ﾃﾞﾝｲﾁﾛｳ 913 ｵ 汐文社 1985 140p 22cm
おれたちのおふくろ ｵﾚﾀﾁﾉｵﾌｸﾛ 理論社の大長編シリーズ 今江 祥智 作 ｲﾏｴ ﾖｼﾄﾓ 913 ｲ 理論社 1981 374p 21cm
大きな森の小さな家 ｵｵｷﾅﾓﾘﾉﾁｲｻﾅｲｴ 世界傑作童話シリーズ ローラ・インガルス・ワイルダー 作ﾜｲﾙﾀﾞｰ ﾛｰﾗ･ｲﾝｶﾞﾙｽ 933 ﾜ 福音館書店 1979 254p 21cm
近藤勇白書 ｺﾝﾄﾞｳｲｻﾑﾊｸｼｮ 池波 正太郎 〔著〕 ｲｹﾅﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 913 ｲ 講談社 1977 282p 20cm
憂国詩人　屈原 ﾁｭｳｺﾞｸﾉｼｼﾞﾝ その詩と生涯 中国の詩人１ 921 ﾁ 集英社 1983 270p 20cm
隠逸詩人　陶淵明 ﾁｭｳｺﾞｸﾉｼｼﾞﾝ その詩と生涯 中国の詩人２ 921 ﾏ 集英社 1983 258p 20cm
山水詩人謝霊運 ﾁｭｳｺﾞｸﾉｼｼﾞﾝ その詩と生涯 中国の詩人３ 921 ﾁ 集英社 1983 242p 20cm
望郷詩人　庚信 ﾁｭｳｺﾞｸﾉｼｼﾞﾝ その詩と生涯 中国の詩人 921 ﾁ 集英社 1983 270p 20cm
審美詩人　王維 ﾁｭｳｺﾞｸﾉｼｼﾞﾝ その詩と生涯 中国の詩人 921 ﾁ 集英社 1983 270p 20cm
沈鬱詩人　杜甫 ﾁｭｳｺﾞｸﾉｼｼﾞﾝ その詩と生涯 中国の詩人７ 921 ﾁ 集英社 1982 261p 20cm
豪放詩人　韓退之 ﾁｭｳｺﾞｸﾉｼｼﾞﾝ その詩と生涯 中国の詩人８ 921 ﾁ 集英社 1983 270p 20cm
枯淡詩人　柳宗元 ﾁｭｳｺﾞｸﾉｼｼﾞﾝ その詩と生涯 中国の詩人９ 921 ﾁ 集英社 1983 254p 20cm
諷諭詩人　白楽天 ﾁｭｳｺﾞｸﾉｼｼﾞﾝ その詩と生涯 中国の詩人１０ 921 ﾁ 集英社 1983 270p 20cm
天才詩人　蘇東坡 ﾁｭｳｺﾞｸﾉｼｼﾞﾝ その詩と生涯 中国の詩人１１ 921 ﾁ 集英社 1983 246p 20cm
円熟詩人　陸游 ﾁｭｳｺﾞｸﾉｼｼﾞﾝ その詩と生涯 中国の詩人 921 ﾑ 集英社 1983 262p 20cm
いのち生まれるとき ｲﾉﾁｳﾏﾚﾙﾄｷ 理論社の大長編シリーズ 早船 ちよ 作 ﾊﾔﾌﾈ ﾁﾖ 913 ﾊ 理論社 1982 254p 21cm
宇宙のみなしご ｳﾁｭｳﾉﾐﾅｼｺﾞ 森 絵都 著 ﾓﾘ ｴﾄ 913 ﾓ 講談社 1994 205p 20cm
カラー図説　日本大歳時記　夏 ｶﾗｰｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾀﾞｲｻｲｼﾞｷ 水原秋櫻子 911 ﾐ 講談社 1982 497p 26cm
カラー図説　日本大歳時記　新年 ｶﾗｰｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾀﾞｲｻｲｼﾞｷ 水原秋櫻子 911 ﾐ 講談社 1981 278p 26cm
カラー図説　日本大歳時記　冬 ｶﾗｰｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾀﾞｲｻｲｼﾞｷ 水原秋櫻子 911 ﾐ 講談社 1981 373p 26cm
カラー図説　日本大歳時記　秋 ｶﾗｰｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾀﾞｲｻｲｼﾞｷ 水原秋櫻子 911 ﾐ 講談社 1981 391p 26cm
カラー図説　日本大歳時記　春 ｶﾗｰｽﾞｾﾂﾆﾎﾝﾀﾞｲｻｲｼﾞｷ 水原秋櫻子 911 ﾐ 講談社 1982 371p 26cm
ひとり生きる麻子
今昔物語・宇治拾遺物語 ｺﾝｼﾞｬｸﾓﾉｶﾞﾀﾘ 新学社文庫 武者小路　実篤　監修　篠原 昭二 訳ｼﾉﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ 913 ﾑ 新学社 1983 230p 18cm
インディラとともに ｲﾝﾃﾞｨﾗﾄﾄﾓﾆ 上野動物園ゾウ係の飼育記録 大日本ジュニア・ノンフィクション 川口 幸男 著 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｷｵ 489 ｶ 大日本図書 1983 194p 22cm
手と目と声と ﾃﾄﾒﾄｺｴﾄ 灰谷 健次郎 作 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞﾛｳ 913 ﾊ 理論社 1980 184p 20cm
日本の近代文学 ﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 名作への招待 岩崎少年文庫 上 笙一郎 編著 ｶﾐ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 910 ｶ 岩崎書店 1982 165p 22cm
世界とあくしゅ ｾｶｲﾄｱｸｼｭ おはなし子ども新聞 日本児童文学者協会 編 ﾆﾎﾝ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸｼｬ ｷｮｳｶｲ916 ﾆ 講談社 1982 189p 22cm
青空に風　野に光 ｱｵｿﾞﾗﾆｶｾﾞﾉﾆﾋｶﾘ おはなし子ども新聞 日本児童文学者協会 編 ﾆﾎﾝ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸｼｬ ｷｮｳｶｲ916 ﾆ 講談社 1982 189p 22cm
おはよう日本列島 ｵﾊﾖｳﾆﾎﾝﾚｯﾄｳ おはなし子ども新聞 日本児童文学者協会 編 ﾆﾎﾝ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸｼｬ ｷｮｳｶｲ916 ﾆ 講談社 1982 189p 22cm
友だちの顔いっぱい ﾄﾓﾀﾞﾁﾉｶｵｲｯﾊﾟｲ おはなし子ども新聞 日本児童文学者協会 編 ﾆﾎﾝ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸｼｬ ｷｮｳｶｲ916 ﾆ 講談社 1982 189p 22cm
びっくりふしぎめぐり ﾋﾞｯｸﾘﾌｼｷﾞﾒｸﾞﾘ おはなし子ども新聞 日本児童文学者協会 編 ﾆﾎﾝ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸｼｬ ｷｮｳｶｲ916 ﾆ 講談社 1982 189p 22cm
きっぷをはいけん ｷｯﾌﾟｵﾊｲｹﾝ おはなし子ども新聞 日本児童文学者協会 編 ﾆﾎﾝ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸｼｬ ｷｮｳｶｲ680 ﾆ 講談社 1982 189p 22cm
動物くんこんにちは ﾄﾞｳﾌﾞﾂｸﾝｺﾝﾆﾁﾜ おはなし子ども新聞 日本児童文学者協会 編 ﾆﾎﾝ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸｼｬ ｷｮｳｶｲ480 ﾆ 講談社 1982 189p 22cm
愛をありがとう ｱｲｵｱﾘｶﾞﾄｳ おはなし子ども新聞 日本児童文学者協会 編 ﾆﾎﾝ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸｼｬ ｷｮｳｶｲ916 ﾆ 講談社 1982 189p 22cm
子供たちは七つの海を越えた ｺﾄﾞﾓﾀﾁﾜﾅﾅﾂﾉｳﾐｵｺｴﾀ エリザベス・サンダース・ホーム 927 ﾆ 日本テレビ 1979 302p 20cm
萬田久子　中国を駆ける 萬田久子 916 ﾏ 日本テレビ放送網株式会社1984
かやかやうま 上総のたなばたまつり 梶山俊夫 386 ｶ 童心社
絵本玉虫厨子の物語
火の笛 祇園祭絵巻 西口克己 913 ﾆ 童心社 1980
雪の夜の幻想
林檎の木のうた 神沢利子 911 ｶ 童心社 1979
島
風の中の地図 ｶｾﾞﾉﾅｶﾉﾁｽﾞ 創作児童文学 芳川 幸造 作 ﾖｼｶﾜ ｺｳｿﾞｳ 913 ﾖ 岩崎書店 1982 237p 22cm
社会のとびら 授業で役に立つ話 沢田洋太郎 375 ｻ 日本書籍 1982 213P 20㎝
目でみる日本の詩歌６ ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 近代の詩 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 近代の詩２ 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
近代の俳句 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 目でみる日本の詩歌９ 911 ﾓ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
童謡 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 目でみる日本の詩歌１０ 911 ﾌ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 現代の詩１ 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 古典和歌２ 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 古典俳句 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 古典川柳と狂歌 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm



目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 わらべ歌 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 わらべ歌 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
目でみる日本の詩歌 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 古典和歌 911 ﾒ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
現代の俳句 ﾒﾃﾞﾐﾙﾆﾎﾝﾉｼｲｶ ジュニア版 目でみる日本の詩歌１５ 鷹羽狩行 911 ﾀ ＴＢＳブリタニカ 1982 150p 26cm
雲 ｸﾓ 気象歳時記 安藤 隆夫 著 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｵ 451 ｱ 日本書籍 1980 197p 20cm
香川県大百科事典 ｶｶﾞﾜｹﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｼﾞﾃﾝ 四国新聞社出版委員会 編 ｼｺｸ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 291 ｶ 四国新聞社 1984 1216p 31cm
兎の眼 ｳｻｷﾞﾉﾒ 理論社の大長編シリーズ 灰谷 健次郎 作 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞﾛｳ 913 ﾊ 理論社 1974 317p 21cm
二つの国の物語 ﾌﾀﾂﾉｸﾆﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 嵐ふきすさぶ国 理論社の大長編シリーズ 赤木 由子 作 ｱｶｷﾞ ﾖｼｺ 913 ｱ 理論社 1980 316p 21cm
太陽の子 ﾀｲﾖｳﾉｺ てだのふあ 理論社の大長編シリーズ 灰谷 健次郎 作 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞﾛｳ 913 ﾊ 理論社 1980 366p 21cm
お星さんが一つでた　とうちゃんがかえってくるでｵﾎｼｻﾝｶﾞﾋﾄﾂﾃﾞﾀﾄｳﾁｬﾝｶﾞｶｴｯﾃｸﾙﾃﾞ 灰谷 健次郎 編 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞﾛｳ 911 ﾊ 理論社 1983 189p 23cm
「ふぁあん」「ふぁあん」宿題せんならん ﾌｧｱﾝﾌｧｱﾝｼｭｸﾀﾞｲｾﾝﾅﾗﾝ 灰谷 健次郎 編 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞﾛｳ 911 ﾌ 理論社 1983 195p 23cm
冬の光 ﾌﾕﾉﾋｶﾘ 続・優しさごっこ 今江 祥智 作 ｲﾏｴ ﾖｼﾄﾓ 913 ｲ 理論社 1981 270p 20cm
島で暮す ｼﾏﾃﾞｸﾗｽ 灰谷健次郎エッセイ集 灰谷 健次郎 著 ﾊｲﾀﾆ ｹﾝｼﾞﾛｳ 914 ﾊ 理論社 1982 299p 20cm
深海６０００メートルの謎にいどむ ｼﾝｶｲﾛｸｾﾝﾒｰﾄﾙﾉﾅｿﾞﾆｲﾄﾞﾑ どんぐりブックス 小林 和男 著 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 558 ｺ ポプラ社 1986 190p 20cm
アフリカを走る ｱﾌﾘｶｵﾊｼﾙ たった一人の自動車旅行 大内 三郎 著 ｵｵｳﾁ ｻﾌﾞﾛｳ 294 ｵ 岩崎書店 2001 211p 22cm
ひとり生きる麻子 ﾋﾄﾘｲｷﾙｱｻｺ コバルト・ブックス 三浦 哲郎 著 ﾐｳﾗ ﾃﾂｵ 913 ﾐ 集英社 1967 224p 20cm
もの言わぬスターたち ﾓﾉｲﾜﾇｽﾀｰﾀﾁ 中公文庫 畑 正憲 著 ﾊﾀ ﾏｻﾉﾘ 914 ﾊ 中央公論社 1977 220p 16cm
シャーロック・ホームズの冒険 ｼｬｰﾛｯｸﾎｰﾑｽﾞﾉﾎﾞｳｹﾝ 新潮文庫 コナン・ドイル 〔著〕 ﾄﾞｲﾙ ｱｰｻｰ･ｺﾅﾝ 933 ﾄ 新潮社 1990 394p 16cm
社会のとびら　授業の役に立つ話
証言の昭和史 ｼｮｳｹﾞﾝﾉｼｮｳﾜｼ 昭和の開幕 東京行進曲の時代 210 ﾀ 学研 1983 194p 26cm
証言の昭和史 ｼｮｳｹﾞﾝﾉｼｮｳﾜｼ 大陸の戦火 特急あじあ号の哀歓 210 ﾀ 学研 1983 198p 26cm
証言の昭和史 ｼｮｳｹﾞﾝﾉｼｮｳﾜｼ 日中戦争 紀元は二六〇〇年 210 ﾀ 学研 1983 198p 26cm
証言の昭和史 ｼｮｳｹﾞﾝﾉｼｮｳﾜｼ 太平洋戦争（前） “ニイタカヤマノボレ” 210 ﾀ 学研 1982 216p 26cm
証言の昭和史 ｼｮｳｹﾞﾝﾉｼｮｳﾜｼ 太平洋戦争（後） われ生還を期せず 210 ﾀ 学研 1982 214p 26cm
証言の昭和史 ｼｮｳｹﾞﾝﾉｼｮｳﾜｼ 占領下の日本 焼跡に流れるリンゴの唄 210 ﾀ 学研 1982 194p 26cm
証言の昭和史 ｼｮｳｹﾞﾝﾉｼｮｳﾜｼ 講和への道 ワンマン宰相奮闘す 210 ﾀ 学研 1982 190p 26cm
証言の昭和史 ｼｮｳｹﾞﾝﾉｼｮｳﾜｼ 新旧混在の時代 “太陽族”の季節 210 ﾀ 学研 1982 194p 26cm
証言の昭和史 ｼｮｳｹﾞﾝﾉｼｮｳﾜｼ 経済大国への道 “ニッポン株式会社”出帆す 210 ﾀ 学研 1982 204p 26cm
証言の昭和史 ｼｮｳｹﾞﾝﾉｼｮｳﾜｼ 混迷の世界と日本 “Ｏｈ！モーレツ”の時代 210 ﾀ 学研 1982 192p 26cm
証言の昭和史 ｼｮｳｹﾞﾝﾉｼｮｳﾜｼ ２０世紀の日本 昭和史と天皇 210 ﾀ 学研 1983 191p 26cm
世界の人びとのくらし 世界のジュニア・サイエンス６ 渡部　景隆　監修 408 ﾜ 岩崎書店 1983
海 世界のジュニア・サイエンス１３ 渡部　景隆　監修 408 ﾜ 岩崎書店 1983
大むかしの人びと 世界のジュニア・サイエンス５ 渡部　景隆 408 ﾜ 岩崎書店 1983
はたらく人びと 世界のジュニア・サイエンス７ 渡辺　景隆　監修 408 ﾜ 岩崎書店 1983
道具と機械 世界のジュニア・サイエンス９ 渡部　景隆　監修 408 ﾜ 岩崎書店 1983
船 世界のジュニア・サイエンス１０ 渡部　景隆　監修 408 ﾜ 岩崎書店 1983
飛行機 ｾｶｲﾉｼﾞｭﾆｱｻｲｴﾝｽ 世界のジュニア・サイエンス１２ 538 ﾜ 岩崎書店 1983 64p 28cm
地球 世界のジュニア・サイエンス１４ 渡辺　景隆　監修 408 ﾜ 岩崎書店 1983
完全図解四季の野外活動大事典 たくましい心とからだをつくる 786 ﾀ 東陽出版株式会社
牧野富太郎植物記　１
牧野富太郎植物記　２
スポーツとあそび ｾｶｲﾉｼﾞｭﾆｱｻｲｴﾝｽ 世界のジュニア・サイエンス８ 780 ｾ 岩崎書店 1983 64p 28cm
なるほど！theアニマル 朝日放送テレビ”文珍の？大集合”説明版 木村光生 480 ｷ ひょうたん書房
ふるさと伝説の旅　９ ﾌﾙｻﾄﾃﾞﾝｾﾂﾉﾀﾋﾞ 388 小学館 1983 207p 21cm
読み書き話す ﾖﾐｶｷﾊﾅｽ 外山 滋比古 著 ﾄﾔﾏ ｼｹﾞﾋｺ 804 ﾄ 日本書籍 1980 206p 20cm
日本語おもしろ雑学集 ﾆﾎﾝｺﾞｵﾓｼﾛｻﾞﾂｶﾞｸｼｭｳ 楽しみながら日本語に強くなる本！！ 村石 利夫 著 ﾑﾗｲｼ ﾄｼｵ 810 ﾑ 日本文芸社 1985 254p 19cm
ことばのおもしろ博学 ｺﾄﾊﾞﾉｵﾓｼﾛﾊｸｶﾞｸ ちょっと知的に、驚け！楽しめ！ 雑学研究会 編 ｻﾞﾂｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ 810 ｺ 永岡書店 1984 396p 19cm
植村です　どうもすみませんです ｳｴﾑﾗﾃﾞｽﾄﾞｳﾓｽﾐﾏｾﾝﾃﾞｽ 能勢 順 著 ﾉｾ ｼﾞｭﾝ 289 ﾉ 教育出版センター 1986 297p 19cm
子どもの文化人類学 原ひろ子 389 ﾊ 晶文社
自立への挑戦 ほんものの学力とは何か 中本正夫 375 ﾅ 労働旬報社 1982
手品でございます ﾃｼﾞﾅﾃﾞｺﾞｻﾞｲﾏｽ 学図の新しい創作シリーズ 奥田 継夫 さく ｵｸﾀﾞ ﾂｸﾞｵ 913 ｵ 学校図書 1982 122p 22cm
ヒデオのひみつ ﾋﾃﾞｵﾉﾋﾐﾂ 学図の新しい創作シリーズ 橋本 ときお さく ﾊｼﾓﾄ ﾄｷｵ 913 ﾊ 学校図書 1982 133p 22cm
アトリエの馬 ｱﾄﾘｴﾉｳﾏ 学図の新しい創作シリーズ 岩瀬 成子 さく ｲﾜｾ ｼﾞｮｳｺ 913 ｲ 学校図書 1981 137p 22cm
歌え　ビエント ｳﾀｴﾋﾞｴﾝﾄ 学図の新しい創作シリーズ 武川 みづえ さく ﾀｹｶﾜ ﾐｽﾞｴ 913 ﾀ 学校図書 1982 125p 22cm
ヤーフーがやってきた ﾔｰﾌｰｶﾞﾔｯﾃｷﾀ 学図の新しい創作シリーズ 和田 登 さく ﾜﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 913 ﾜ 学校図書 1983 120p 22cm
銅像うごきだす ﾄﾞｳｿﾞｳｳｺﾞｷﾀﾞｽ 学図の新しい創作シリーズ 小沢 正 さく ｵｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 913 ｵ 学校図書 1982 121p 22cm
海のぼうや ｳﾐﾉﾎﾞｳﾔ 学図の新しい創作シリーズ 松田 司郎 さく ﾏﾂﾀﾞ ｼﾛｳ 913 ﾏ 学校図書 1981 133p 22cm
あしたみんなは ｱｼﾀﾐﾝﾅﾜ 学図の新しい創作シリーズ 斎藤 了一 さく ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ 913 ｻ 学校図書 1982 133p 22cm
走れ！ネコ先生 ﾊｼﾚﾈｺｾﾝｾｲ 学図の新しい創作シリーズ 岸 武雄 さく ｷｼ ﾀｹｵ 913 ｷ 学校図書 1987 145p 21cm
むかえに行こう！ ﾑｶｴﾆｲｺｳ 学図の新しい創作シリーズ 岩本 敏男 さく ｲﾜﾓﾄ ﾄｼｵ 913 ｲ 学校図書 1982 129p 22cm
ヤンサの小太郎 ﾔﾝｻﾉｺﾀﾛｳ 学図の新しい創作シリーズ 溝井 英雄 さく ﾐｿﾞｲ ﾋﾃﾞｵ 913 ﾐ 学校図書 1982 137p 22cm
黄金（キン）のアザミ ｷﾝﾉｱｻﾞﾐ 学図の新しい創作シリーズ 浜田 けい子 さく ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺ 913 ﾊ 学校図書 1982 137p 22cm
大きくなれ！竜太 ｵｵｷｸﾅﾚﾘｭｳﾀ 学図の新しい創作シリーズ 平方 浩介 さく ﾋﾗｶﾀ ｺｳｽｹ 913 ﾋ 学校図書 1982 119p 22cm
ぼくとロビンとクッキーと ﾎﾞｸﾄﾛﾋﾞﾝﾄｸｯｷｰﾄ 学図の新しい創作シリーズ 堀 直子 さく ﾎﾘ ﾅｵｺ 913 ﾎ 学校図書 1982 137p 22cm
アッコ先生の宿題 ｱｯｺｾﾝｾｲﾉｼｭｸﾀﾞｲ 学図の新しい創作シリーズ 角田 光男 さく ｶｸﾀ ﾐﾂｵ 913 ｶ 学校図書 1983 137p 22cm
帰ってきた鼻まがり ｶｴｯﾃｷﾀﾊﾅﾏｶﾞﾘ 学図の新しい創作シリーズ 森 一歩 さく ﾓﾘ ｲｯﾎﾟ 913 ﾓ 学校図書 1982 121p 22cm
ゴンちゃんなんばしよるとや？ ｺﾞﾝﾁｬﾝﾅﾝﾊﾞｼﾖﾙﾄﾔ 学図の新しい創作シリーズ 飯田 栄彦 さく ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 913 ｲ 学校図書 1981 133p 22cm
さつき館の秘密 ｻﾂｷﾔｶﾀﾉﾋﾐﾂ 学図の新しい創作シリーズ しかた しん さく ｼｶﾀ ｼﾝ 913 ｼｻ 学校図書 1981 121p 22cm
友だちわっしょい ﾄﾓﾀﾞﾁﾜｯｼｮｲ 学図の新しい創作シリーズ 中野 みち子 さく ﾅｶﾉ ﾐﾁｺ 913 ﾅ 学校図書 1982 133p 22cm
マリちゃんの人魚姫 ﾏﾘﾁｬﾝﾉﾆﾝｷﾞｮﾋﾒ 学図の新しい創作シリーズ 太田 治子 さく ｵｵﾀ ﾊﾙｺ 913 ｵ 学校図書 1982 101p 22cm
白いかっぽの島 ｼﾛｲｶｯﾎﾟﾉｼﾏ 学図の新しい創作シリーズ 大野 允子 さく ｵｵﾉ ﾐﾂｺ 913 ｵ 学校図書 1982 125p 22cm
ネコになったボク ﾈｺﾆﾅｯﾀﾎﾞｸ 学図の新しい創作シリーズ 羽仁 進 さく ﾊﾆ ｽｽﾑ 913 ﾊﾈ 学校図書 1982 137p 22cm
どろ田の村の送り舟 ﾄﾞﾛﾀﾉﾑﾗﾉｵｸﾘﾌﾞﾈ 学図の新しい創作シリーズ 清水 達也 さく ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾔ 913 ｼ 学校図書 1982 115p 22cm
ゆうれいの足音 ﾕｳﾚｲﾉｱｼｵﾄ 学図の新しい創作シリーズ 庄野 英二 さく ｼｮｳﾉ ｴｲｼﾞ 913 ｼ 学校図書 1982 113p 22cm
兵隊ばあさん ﾍｲﾀｲﾊﾞｱｻﾝ 学図の新しい創作シリーズ 赤座 憲久 さく ｱｶｻﾞ ﾉﾘﾋｻ 913 ｱ 学校図書 1981 121p 22cm
虹
見てるよ！ヒトミ ﾐﾃﾙﾖﾋﾄﾐ 原爆児童文学集 槻野 けい 作 ﾂｷﾉ ｹｲ 913 ﾂ 汐文社 1985 159p 22cm
風の盆恋歌 ｶｾﾞﾉﾎﾞﾝｺｲｳﾀ 高橋 治 著 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ 913 ﾀ 新潮社 1985 222p 20cm



ヤン一族の最後 ﾔﾝｲﾁｿﾞｸﾉｻｲｺﾞ 原爆児童文学集 三浦 精子 作 ﾐｳﾗ ｾｲｺ 913 ﾐ 汐文社 1985 156p 22cm
まるごと好きです ﾏﾙｺﾞﾄｽｷﾃﾞｽ ちくま少年図書館 工藤 直子 著 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｺ 158 ｸ 筑摩書房 1985 223p 20cm
まるごと好きです ﾏﾙｺﾞﾄｽｷﾃﾞｽ ちくま少年図書館 工藤 直子 著 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｺ 158 ｸﾏ 筑摩書房 1985 223p 20cm
学習漫画　世界の歴史１５ ヒトラーと第二次世界大戦 第二次世界大戦 209 ｶ 集英社
学習漫画　世界の歴史　６ マホメットとイスラムの国ぐに イスラム世界 監修木村尚三郎 209 ｶ 集英社
学習漫画　世界の歴史　１１ ナポレオンと激動するヨーロッパ 産業革命とフランス革命 209 ｶ 集英社
学習漫画　世界の歴史　１２ ヨーロッパのアジア進出 帝国主義の時代 監修　木村尚三郎 209 ｶ 集英社
学習漫画　世界の歴史　１４ アメリカとゆれうごく世界 大恐慌の時代 監修　木村尚三郎 209 ｶ 集英社
学習漫画　世界の歴史　１６ 輝かしい未来の幕あけ 今日の世界 監修　木村尚三郎 209 ｶ 集英社
古代の思想　儒家と道家　中国の古典文学１ｺﾀﾞｲﾉｼｿｳ ｼﾞｭｶﾄﾄﾞｳｶ 久米　旺生 ｸﾒ ｻｶｵ 928 ｸ さえら書房 1980
古代の思想　諸子百家　中国の古典文学２ｺﾀﾞｲﾉｼｿｳ 市川　宏 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ 928 ｲ さえら書房 1981
故事と成語　中国の古典文学 ﾁｭｳｺﾞｸﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 大石　智良 928 ｵ さ・え・ら書房 1979 269p 23cm
唐代の詩　中国の古典文学５ ﾁｭｳｺﾞｸﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 奥平　卓 928 ｵ さ・え・ら書房 1979 288p 23cm
唐代の小説　中国の古典文学６ ﾁｭｳｺﾞｸﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 村山　孚 928 ﾑ さ・え・ら書房 1979 270p 23cm
史記　上　中国の古典文学３ ﾁｭｳｺﾞｸﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 藤本幸三　竹内良雄 928 ﾌ さ・え・ら書房 1979 278p 23cm
史記　下　中国の古典文学４ ﾁｭｳｺﾞｸﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 藤本幸三　竹内良雄 928 ﾌ さ・え・ら書房 1979 267p 23cm
ヒロシマの子守唄 ﾋﾛｼﾏﾉｺﾓﾘｳﾀ 原爆児童文学集 菊地 正 作 ｷｸﾁ ﾀﾀﾞｼ 913 ｷ 汐文社 1985 166p 22cm
いつか緑の木かげで ｲﾂｶﾐﾄﾞﾘﾉｺｶｹﾞﾃﾞ 原爆児童文学集 江口 宣 作 ｴｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 913 ｴ 汐文社 1985 175p 22cm
新発見　平和センタクキ ｼﾝﾊｯｹﾝﾍｲﾜｾﾝﾀｸｷ 原爆児童文学集 北川 幸比古 作 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾁﾋｺ 913 ｷ 汐文社 1985 139p 22cm
ガラスびんの夏 ｶﾞﾗｽﾋﾞﾝﾉﾅﾂ 原爆児童文学集 竹田 まゆみ 作 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕﾐ 913 ﾀ 汐文社 1985 134p 22cm
おもいで箱 ｵﾓｲﾃﾞﾊﾞｺ 短編集 原爆児童文学集 松永 伍一 ほか著 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺﾞｲﾁ 913 ﾏ 汐文社 1985 232p 22cm
打出のこづち ｳﾁﾃﾞﾉｺｽﾞﾁ 原爆児童文学集 飯沢 匡 作 ｲｲｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｽ 913 ｲ 汐文社 1985 145p 22cm
マレーシアの語り人 ﾏﾚｰｼｱﾉｶﾀﾘﾋﾞﾄ 原爆児童文学集 かつお きんや 作 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 汐文社 1985 148p 22cm
浜ひるがおの花が咲く ﾊﾏﾋﾙｶﾞｵﾉﾊﾅｶﾞｻｸ 原爆児童文学集 おおえ ひで 作 ｵｵｴ ﾋﾃﾞ 913 ｵ 汐文社 1985 172p 22cm
１９８３年　熱い秋のノート ｾﾝｷｭｳﾋｬｸﾊﾁｼﾞｭｳｻﾝﾈﾝｱﾂｲｱｷﾉﾉｰﾄ 原爆児童文学集 中沢 晶子 作 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳｺ 913 ﾅ 汐文社 1985 136p 22cm
ロスアラモスの小さな石 ﾛｽｱﾗﾓｽﾉﾁｲｻﾅｲｼ 原爆児童文学集 長谷川 潮 作 ﾊｾｶﾞﾜ ｳｼｵ 913 ﾊ 汐文社 1985 149p 22cm
さようならかげぼうし ｻﾖｳﾅﾗｶｹﾞﾎﾞｳｼ 原爆児童文学集 木村 英代 作 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾖ 913 ｷ 汐文社 1985 144p 22cm
星からきたカード ﾎｼｶﾗｷﾀｶｰﾄﾞ 原爆児童文学集 原爆児童文学集 大川 悦生 作 ｵｵｶﾜ ｴｯｾｲ 913 ｵ 汐文社 1985 180p 22cm
魔法のぶた ﾏﾎｳﾉﾌﾞﾀ 原爆児童文学集 司 修 作・絵 ﾂｶｻ ｵｻﾑ 913 ﾂ 汐文社 1985 137p 22cm
ふぶきだ走れ ﾌﾌﾞｷﾀﾞﾊｼﾚ 現代の創作児童文学 加藤 多一 作 ｶﾄｳ ﾀｲﾁ 913 ｶ 岩崎書店 1988 209p 22cm
稲と穀物 ｲﾈﾄｺｸﾓﾂ 農業の将来 図説・日本の産業１０ 図説・日本の産業 堂脇 昭夫 著 ﾄﾞｳﾜｷ ｱｷｵ 608 ｽ あいうえお館 1983 55p 27cm
徳川家康１ ﾄｸｶﾞﾜ ｲｴﾔｽ 山岡　荘八著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978
徳川家康２ ﾄｸｶﾞﾜ ｲｴﾔｽ 山岡　荘八著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978
徳川家康３ ﾄｸｶﾞﾜ ｲｴﾔｽ 山岡　荘八著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978
徳川家康４ ﾄｸｶﾞﾜ ｲｴﾔｽ 山岡　荘八著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978
徳川家康５ ﾄｸｶﾞﾜ ｲｴﾔｽ 山岡　荘八著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978
徳川家康６ ﾄｸｶﾞﾜ ｲｴﾔｽ 山岡　荘八 ﾔﾏｵｶ ｿｳｲﾁ 913 ﾔ 講談社 1978
徳川家康７ ﾄｸｶﾞﾜ ｲｴﾔｽ 山岡　荘八 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978
徳川家康８ ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾔｽ 山岡 荘八 著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1966
徳川家康９ ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾔｽ 山岡 荘八 著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978 387p 22cm
徳川家康１０ ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾔｽ 山岡 荘八 著 ﾔﾏｵｶ ｿｳﾊﾁ 913 ﾔ 講談社 1978 383p 22cm
中学生ノート ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾉｰﾄ 思春期を生きる ＲＪＣ青春ライブラリー・シリーズ 坂本 光男 編著 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂｵ 376 ｻ 労働旬報社 1984 254p 19cm
漁業技術者になるには ｷﾞｮｷﾞｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｼｬﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 小圷 覚 著 ｺｱｸﾂ ｻﾄﾙ 661 ｺ ほるぷ 1988 186p 19cm
貿易商社マンになるには ﾎﾞｳｴｷｼｮｳｼｬﾏﾝﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 河村 幸一郎 著 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 678 ｶ ほるぷ 1988 204p 19cm
農業経営者になるには ﾉｳｷﾞｮｳｹｲｴｲｼｬﾆﾅﾙﾆﾜ 付・林業 ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 千原 信彦 編著 ﾁﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋｺ 611 ﾁ ほるぷ 1988 178p 19cm
警察官・消防官になるには ｹｲｻﾂｶﾝｼｮｳﾎﾞｳｶﾝﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 鈴木 卓郎 著 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾛｳ 317 ｽ ほるぷ 1988 176p 19cm
薬剤師になるには ﾔｸｻﾞｲｼﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 太田 秀 〔ほか〕著 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾙ 499 ｵ ほるぷ 1988 156p 19cm
看護婦・保健婦になるには ｶﾝｺﾞﾌﾎｹﾝﾌﾆﾅﾙﾆﾜ 助産婦・養護教諭 ほるぷ版なるにはＢｏｏｋｓ 谷 みゆき 〔ほか〕著 ﾀﾆ ﾐﾕｷ 498 ﾀ ほるぷ 1986 239p 19cm
東洋医療技術者になるには ﾄｳﾖｳｲﾘｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｼｬﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 鎌江 真伍 著 ｶﾏｴ ｼﾝｺﾞ 498 ｶ ほるぷ 1988 194p 19cm
保母・社会福祉主事（ソーシヤル・ワーカー）になるにはﾎﾎﾞｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢｏｏｋｓ 田辺 敦子 編著 ﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｺ 369 ﾀ ほるぷ 1986 278p 19cm
幼稚園教師になるには ﾖｳﾁｴﾝｷｮｳｼﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 森上 史朗 著 ﾓﾘｳｴ ｼﾛｳ 376 ﾓ ほるぷ 1988 140p 19cm
公務員になるには ｺｳﾑｲﾝﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ 栗田 晃穂 著 ｸﾘﾀ ｱｷﾎ 317 ｸ ぺりかん社 1985 194p 19cm
アナウンサー・Ｄ・Ｊになるには ｱﾅｳﾝｻｰﾃﾞｨｰｼﾞｪｰﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ ＴＢＳアナウンス室 著 ﾄｳｷｮｳ ﾎｳｿｳ 699 ﾃ ぺりかん社 1980 270p 19cm
アナウンサーになるには ｱﾅｳﾝｻｰﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 北村 隆 著 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 699 ｷ ほるぷ 1988 181p 19cm
船長になるには ｾﾝﾁｮｳﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 平敷 勝美 編著 ﾋﾗｼｷ ｶﾂﾐ 683 ﾋ ほるぷ 1988 205p 19cm
船長になるには ｾﾝﾁｮｳﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ 平敷 勝美 編著 ﾋﾗｼｷ ｶﾂﾐ 683 ﾋ ぺりかん社 1986 205p 19cm
医師・歯科医師になるには ｲｼｼｶｲｼﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 谷 みゆき 著 ﾀﾆ ﾐﾕｷ 498 ﾀ ほるぷ 1988 201p 19cm
司書・学芸員になるには ｼｼｮｶﾞｸｹﾞｲｲﾝﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢｏｏｋｓ 金子 量重 〔ほか〕著 ｶﾈｺ ｶｽﾞｼｹﾞ 13 ｶ ほるぷ 1986 196p 19cm
新聞・放送記者になるには ｼﾝﾌﾞﾝﾎｳｿｳｷｼｬﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 野村 二郎 著 ﾉﾑﾗ ｼﾞﾛｳ 70 ﾉ ほるぷ 1988 222p 19cm
伝統芸能家になるには ﾃﾞﾝﾄｳｹﾞｲﾉｳｶﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢｏｏｋｓ 佐貫 百合人 著 ｻﾇｷ ﾕﾘﾝﾄﾞ 774 ｻ ほるぷ 1988 178p 19cm
不動産鑑定士・土地家屋調査士宅地建物取引主任者になるにはﾌﾄﾞｳｻﾝｶﾝﾃｲｼﾄﾁｶｵｸﾁｮｳｻｼﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾄﾘﾋｷｼｭﾆﾝｼｬﾆﾅﾙ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 673 ﾌ ほるぷ 1988 138p 19cm
ツアーコンダクターになるには ﾂｱｰｺﾝﾀﾞｸﾀｰﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢｏｏｋｓ 鈴木 一吉 編著 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ 689 ｽ ほるぷ 1986 150p 19cm
印刷・製本技術者になるには ｲﾝｻﾂｾｲﾎﾝｷﾞｼﾞｭﾂｼｬﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 山本 隆太郎 著 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 22 ﾔ ほるぷ 1988 189p 19cm
美術家になるには ﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 北村 由雄 著 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼｵ 707 ｷ ほるぷ 1988 190p 19cm
弁理士・司法書士・行政書士になるには ﾍﾞﾝﾘｼｼﾎｳｼｮｼｷﾞｮｳｾｲｼｮｼﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 斑目 俊一郎 著 ﾏﾀﾞﾗﾒ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 327 ﾏ ほるぷ 1988 186p 19cm
マンガ家・イラストレーターになるには ﾏﾝｶﾞｶｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ 石子 順造 編著 ｲｼｺ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 726 ｲ ぺりかん社 1978 252p 19cm
教師になるには ｷｮｳｼﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 矢倉 久泰 編著 ﾔｸﾗ ﾋｻﾔｽ 374 ﾔ ほるぷ 1988 214p 19cm
栄養士になるには ｴｲﾖｳｼﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 藤原 真昭 著 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｱｷ 498 ﾌ ほるぷ 1988 211p 19cm
探検家・登山家になるには ﾀﾝｹﾝｶﾄｻﾞﾝｶﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 黒岩 健 著 ｸﾛｲﾜ ｹﾝ 786 ｸ ほるぷ 1988 230p 19cm
工芸家になるには ｺｳｹﾞｲｶﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 竹内淳子 ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝｺ 750 ﾀ ほるぷ 1988 221p 19cm
エンジニアになるには ｴﾝｼﾞﾆｱﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢｏｏｋｓ 田村 稔 編著 ﾀﾑﾗ ﾐﾉﾙ 507 ﾀ ほるぷ 1986 222p 19cm
整備士になるには ｾｲﾋﾞｼﾆﾅﾙﾆﾜ 航空・自動車 ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 横山 昇司 著 ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 537 ﾖ ほるぷ 1988 203p 19cm
学術研究者になるには ｶﾞｸｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｼｬﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 工藤 昌男 著 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｵ 2 ｸ ほるぷ 1988 222p 19cm
カメラマンになるには ｶﾒﾗﾏﾝﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 田中 雅夫 著 ﾀﾅｶ ﾏｻｵ 740 ﾀ ほるぷ 1988 194p 19cm
建築技術者になるには ｹﾝﾁｸｷﾞｼﾞｭﾂｼｬﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 藤岡 藤也 著 ﾌｼﾞｵｶ ﾌｼﾞﾔ 520 ﾌ ほるぷ 1988 230p 19cm
セールスマンになるには ｾｰﾙｽﾏﾝﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 菊地 香弥 著 ｷｸﾁ ｺｳﾔ 673 ｷ ほるぷ 1988 200p 19cm
政治家になるには ｾｲｼﾞｶﾆﾅﾙﾆﾜ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 大久保 昭三 著 ｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 312 ｵ ほるぷ 1988 198p 19cm
公害防止管理者・環境計量士・作業環境測定士になるにはｺｳｶﾞｲﾎﾞｳｼｶﾝﾘｼｬｶﾝｷｮｳｹｲﾘｮｳｼｻｷﾞｮｳｶﾝｷｮｳｿｸﾃｲｼﾆﾅﾙ ほるぷ版なるにはＢＯＯＫＳ 栗山 実 〔ほか〕著 ｸﾘﾔﾏ ﾐﾉﾙ 519 ｸ ほるぷ 1988 201p 19cm



フグと低気圧
女王ヒミコのなぞ わたしが歩いたヤマタイ国への道 たかしよいち 210 ﾀ 大日本図書 1976
現代の歴史３２ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 日本の歴史３２ 江口朴郎 210 ｴ 小学館 1978 358p 20cm
世界への旅２ 王朝の栄華を偲ぶ フランス・オランダ・ベルギー・ルクセンブルク 監修：井上靖 290 ｾ ほるぷ出版
世界への旅３ 牧歌と氷峰の叙情 スイス・オーストリア・西ドイツ 監修：井上靖 290 ｾ ほるぷ出版
世界への旅４ 神話花咲く地中海 イタリア・スペイン・ギリシア 監修：井上靖 290 ｾ ほるぷ出版
世界への旅５ 未知を秘める大地で ソビエト連邦・ポーランド・チェコスロバキア・ハンガリー・ユーゴスラビア 監修：井上靖 290 ｾ ほるぷ出版
世界への旅７ 緑濃き最後の秘境 メキシコ・カリブの国々・ブラジル・ペルー・アルゼンチン・チリ 監修：井上靖 290 ｾ ほるぷ出版
世界への旅８ 太陽と青き海の陶酔 オーストラリア・ニュージーランド・太平洋の島々 監修：井上靖 290 ｾ ほるぷ出版
世界への旅９ 悠久の歴史との対話 中国・香港・モンゴル 監修：井上靖 290 ｾ ほるぷ出版
世界への旅１０ 交わり深き国々へ 韓国・フィリピン・タイ・マレーシア・シンガポール・インドネシア 監修：井上靖 290 ｾ ほるぷ出版
世界への旅１２ 永遠なる野生の大自然 エジプト・アルジェリア・モロッコ・ケニア・タンザニア・南アフリカ 監修：井上靖 290 ｾ ほるぷ出版
土佐歴史散歩 ﾄｻﾚｷｼｻﾝﾎﾟ 戦国・幕末・明治 宮地 佐一郎 著 ﾐﾔｼﾞ ｻｲﾁﾛｳ 218 ﾐ 創元社 1986 220p 19cm
ふるさとの旅路１ 北海道 日本の叙情 監修：井上靖 290 ｲ ほるぷ出版
ふるさとの旅路２ 東北 日本の叙情 監修：井上靖 290 ｲ ほるぷ出版
ふるさとの旅路３ 日光・尾瀬 日本の叙情 監修：井上靖 290 ｲ ほるぷ出版
ふるさとの旅路５ 伊豆・箱根 日本の叙情 監修：井上靖 290 ｲ ほるぷ出版
ふるさとの旅路６ 信州・日本アルプス 日本の叙情 監修：井上靖 290 ｲ ほるぷ出版
ふるさとの旅路７ 伊勢・南紀 日本の叙情 監修：井上靖 290 ｲ ほるぷ出版
ふるさとの旅路８ 北陸・飛騨 日本の叙情 監修：井上靖 290 ｲ ほるぷ出版
ふるさとの旅路９ 京都 日本の叙情 監修：井上靖 290 ｲ ほるぷ出版
ふるさとの旅路１０ 奈良・大和路 日本の叙情 監修：井上靖 290 ｲ ほるぷ出版
ふるさとの旅路１１ 山陽・山陰 日本の叙情 監修：井上靖 290 ｲ ほるぷ出版
ふるさとの旅路１３ 九州 日本の叙情 監修：井上靖 290 ｲ ほるぷ出版
ふるさとの旅路１４ 沖縄・日本の島 日本の叙情 監修：井上靖 290 ｲ ほるぷ出版
ふるさとの旅路別巻 絵地図 290 ｲ ほるぷ出版
銀河系をさぐる ﾎﾞｸﾗﾉﾃﾝﾓﾝｷｼｮｳﾁｷｭｳ ぼくらの天文・気象・地球１３ 茨木　孝雄 408 ｲ 岩崎書店 1987 63p 27cm
日本水生植物図鑑 大滝末男 471 ﾆ 北隆館
かくれんぼう ｶｸﾚﾝﾎﾞｳ 動物たちの生活 立体サイエンスブックシリーズ ナショナル・ジオグラフィック・ソサエティ 〔作〕ﾅｼｮﾅﾙ ｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ ｿｻｴﾃｨ481 ﾅ ほるぷ出版 1985 1冊 24cm
山野草のつくり方 ｻﾝﾔｿｳﾉﾂｸﾘｶﾀ 野草実用図鑑４ 野草実用図鑑 田代 道弥 編著 ﾀｼﾛ ﾐﾁﾔ 470 ﾀ 学研 1986 247p 19cm
図解スポーツルール大事典 ｽﾞｶｲｽﾎﾟｰﾂﾙｰﾙﾀﾞｲｼﾞﾃﾝ 佐々木　吉蔵 780 ｻ 東陽出版 1986 403p 31cm
続家庭の医学
国民体育大会の歩み ｺｸﾐﾝﾀｲｲｸﾀｲｶｲﾉｱﾕﾐ 日本体育協会 監修 ﾆﾎﾝ ﾀｲｲｸ ｷｮｳｶｲ 780 ﾆ 都道府県体育協会連絡協議会1979 396p 31cm
ひとのからだ こどもカラー図鑑１３ プログラム式 491 ｺ 講談社 1970
美術の心をたずねて
美術の心をたずねて
美術の心をたずねて
色の手帖 ｲﾛﾉﾃﾁｮｳ 色見本と文献例とでつづる色名ガイド 尚学図書 編集 ｼｮｳｶﾞｸ ﾄｼｮ 757 ｼ 小学館 1986 221 25p 22cm
さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会 818 ｶ 松竹社
さぬきのおもしろ方言集 香川県方言研究同好会 818 ｶ 松岡繁
スピーチ上手５０章 ｽﾋﾟｰﾁｼﾞｮｳｽﾞｺﾞｼﾞｯｼｮｳ いつでもどこでも話せる本 言論科学振興協会 編著 ｹﾞﾝﾛﾝ ｶｶﾞｸ ｼﾝｺｳ ｷｮｳｶｲ 809 ｽ 大和出版 1986 222p 19cm
日本はこう変わる
ニューリーダーｘがアレだから自民党が面白い
人間らしく働く 中里喜昭 366 ﾅ 新日本出版社 1972
人間らしく働く
男だ４０代でやっておくべきこと
定年よ、小志を抱け ﾃｲﾈﾝﾖｼｮｳｼｵｲﾀﾞｹ 男が「その時」に決意すべきこと 鈴木 健二 著 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 366 ｽ 大和出版 1986 234p 19cm
大前研一の「新・国富論」 ｵｵﾏｴｹﾝｲﾁﾉｼﾝｺｸﾌﾛﾝ 大前 研一 著 ｵｵﾏｴ ｹﾝｲﾁ 302 ｵ 講談社 1986 336p 20cm
人の＜いのち＞と人権 ｼｬｶｲﾐﾗｲﾜﾀｼﾀﾁ 社会・未来・わたしたち 人が人らしく生きるために 小野寺利孝 308 ｼ 岩崎書店 1987 71p 27cm
音の旅人 ｵﾄﾉﾀﾋﾞﾋﾞﾄ 津軽三味線・高橋竹山ものがたり 文学の扉 藤田 博保 作 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾔｽ 289 ﾌ 金の星社 1986 213p 21cm
キュリー夫人伝 エーヴ・キュリー 289 ｴ 白水社
キュリー夫人伝 エーヴ・キュリー 289 ｴ 白水社
キュリー夫人伝 エーヴ・キュリー 289 ｴ 白水社
説得力 ｾｯﾄｸﾘｮｸ 人を説き動かす法 ＨＤ双書 Ｖ・ハワード 著 ﾊﾜｰﾄﾞ ｳﾞｧｰﾉﾝ 361 ﾊ 創元社 1991 255p 19cm
人生開眼 ｼﾞﾝｾｲｶｲｹﾞﾝ 釈尊の智慧と生き方 ダルマブックス 松原 泰道 著 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲﾄﾞｳ 184 ﾏ 佼成出版社 1986 241p 19cm
失敗を苦にしない人間（オトコ）ほど大きくなれるｼｯﾊﾟｲｵｸﾆｼﾅｲｵﾄｺﾎﾄﾞｵｵｷｸﾅﾚﾙ 自分に徹し、器量をあげるヒント９７ 山口 彰 著 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ 159 ﾔ 大和出版 1986 233p 19cm
たちまちマナーが身につく本 ﾀﾁﾏﾁﾏﾅｰｶﾞﾐﾆﾂｸﾎﾝ 知識がなくても、この簡単なコツを知れば安心 ２１世紀ブックス 浜尾 実 著 ﾊﾏｵ ﾐﾉﾙ 385 ﾊ 主婦と生活社 1986 226p 19cm
昭和の戦争カリカチュア ｼｮｳﾜﾉｾﾝｿｳｶﾘｶﾁｭｱ 一コマ漫画でたどる平和史 石子 順 著 ｲｼｺ ｼﾞｭﾝ 726 ｲ ほるぷ出版 1985 317p 22cm
あほうの星
ふたりのイーダ ﾌﾀﾘﾉｲｰﾀﾞ 児童文学創作シリーズ 松谷 みよ子 著 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾖｺ 913 ﾏ 講談社 1979 210p 22cm
親父のジーパン ｵﾔｼﾞﾉｼﾞｰﾊﾟﾝ 個性 ＮＨＫ中学生日記２３ ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記 高谷 信之 著 ﾀｶﾔ ﾉﾌﾞﾕｷ 913 ﾁ ポプラ社 1995 156p 20cm
男がなにさ ｵﾄｺｶﾞﾅﾆｻ 男と女 ＮＨＫ中学生日記２１ ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記 蓬莱 泰三 著 ﾎｳﾗｲ ﾀｲｿﾞｳ 913 ﾁ ポプラ社 1995 149p 20cm
先生の不登校 ｾﾝｾｲﾉﾌﾄｳｺｳ 先生 ＮＨＫ中学生日記２８ ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記 蓬莱 泰三 著 ﾎｳﾗｲ ﾀｲｿﾞｳ 913 ﾁ ポプラ社 1995 147p 20cm
悲しみがくれたもの ｶﾅｼﾐｶﾞｸﾚﾀﾓﾉ 思いやり ＮＨＫ中学生日記２５ ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記 関 功 著 ｾｷ ｲｻｵ 913 ﾁ ポプラ社 1995 148p 20cm
恋のピエロ ｺｲﾉﾋﾟｴﾛ コンプレックス ＮＨＫ中学生日記３０ ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記 下川 博 著 ｼﾓｶﾜ ﾋﾛｼ 913 ﾁ ポプラ社 1995 151p 20cm
男がマワシを締めるとき ｵﾄｺｶﾞﾏﾜｼｵｼﾒﾙﾄｷ チャレンジ ＮＨＫ中学生日記２４ ポプラ社版・ＮＨＫ中学生日記 関澄 一輝 著 ｾｷｽﾞﾐ ｶｽﾞﾃﾙ 913 ﾁ ポプラ社 1995 167p 20cm
窓ぎわのトットちゃん ﾏﾄﾞｷﾞﾜﾉﾄｯﾄﾁｬﾝ 黒柳 徹子 著 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾃﾂｺ 914 ｸ 講談社 1981 284p 20cm
天然記念物の動物たち ﾃﾝﾈﾝｷﾈﾝﾌﾞﾂﾉﾄﾞｳﾌﾞﾂﾀﾁ 角川文庫 畑 正憲 〔著〕 ﾊﾀ ﾏｻﾉﾘ 482 ﾊ 角川書店 1979 314p 15cm
天然記念物の動物たち ﾃﾝﾈﾝｷﾈﾝﾌﾞﾂﾉﾄﾞｳﾌﾞﾂﾀﾁ 角川文庫 畑 正憲 〔著〕 ﾊﾀ ﾏｻﾉﾘ 482 ﾊ 角川書店 1979 314p 15cm
あゝ野麦峠 ｱｱﾉﾑｷﾞﾄｳｹﾞ ある製糸工女哀史 角川文庫 山本 茂実 〔著〕 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾐ 366 ﾔ 角川書店 1991 418p 15cm
あゝ野麦峠 ｱｱﾉﾑｷﾞﾄｳｹﾞ ある製糸工女哀史 角川文庫 山本 茂実 〔著〕 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾐ 366 ﾔ 角川書店 1991 418p 15cm
天然記念物の動物たち
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 新潮文庫 伊藤 左千夫 著 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 新潮社 1986 117p 16cm
花園の迷宮 ﾊﾅｿﾞﾉﾉﾒｲｷｭｳ 山崎 洋子 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳｺ 913 ﾔ 講談社 1986 320p 20cm
あほうの星 ｱﾎｳﾉﾎｼ 理論社名作の愛蔵版 長崎 源之助 作 ﾅｶﾞｻｷ ｹﾞﾝﾉｽｹ 913 ﾅ 理論社 1977 190p 23cm
どこでも行くぞ、車イス！ ﾄﾞｺﾃﾞﾓｲｸｿﾞｸﾙﾏｲｽ 寝袋ひとつでヨーロッパの旅 どんぐりブックス 廉田 俊二 著 ｶﾄﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ 916 ｶ ポプラ社 1987 186p 20cm
あほうの星
ルパン対ホームズ ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集 モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 367p 20cm



奇岩城 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集４ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 351p 20cm
続８１３ ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集６ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1981 375p 20cm
水晶の栓 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集７ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 407p 20cm
総員玉砕せよ ｿｳｲﾝｷﾞｮｸｻｲｾﾖ 聖ジョージ岬・哀歌 ほるぷ平和漫画シリーズ 水木 しげる 作・画 ﾐｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 726.1 ﾐｿ ほるぷ出版 1985 295p 19cm
またあう日まで ﾏﾀｱｳﾋﾏﾃﾞ ほるぷ平和漫画シリーズ 鈴原 研一郎 作・画 ｽｽﾞﾊﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 726.1 ｽﾏ ほるぷ出版 1983 268p 19cm
人間の条件 ﾆﾝｹﾞﾝﾉｼﾞｮｳｹﾝ ほるぷ平和漫画シリーズ 五味川 純平 原作 ｺﾞﾐｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 726.1 ﾀﾆ ほるぷ出版 1983 264p 19cm
焼跡のうた ﾔｹｱﾄﾉｳﾀ ほるぷ平和漫画シリーズ 野坂 昭如 原作 ﾉｻｶ ｱｷﾕｷ 726.1 ﾔ ほるぷ出版 1984 246p 19cm
漫画にみる戦争と平和９０年 ﾏﾝｶﾞﾆﾐﾙｾﾝｿｳﾄﾍｲﾜｷｭｳｼﾞｭｳﾈﾝ 石子 順 著 ｲｼｺ ｼﾞｭﾝ 726 ｲ ほるぷ出版 1983 333p 22cm
一握の砂 ｲﾁｱｸﾉｽﾅ 悲しき玩具 コミグラフィック 辻 真先 構成 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 913 ﾂ 暁教育図書 1988 128p 26cm
怪談 ｶｲﾀﾞﾝ コミグラフィック 辻 真先 構成 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 913 ﾂ 暁教育図書 1988 128p 26cm
或る女 ｱﾙｵﾝﾅ 惜しみなく愛は奪ふ コミグラフィック 辻 真先 構成 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 913 ﾂ 暁教育図書 1988 128p 26cm
遥かなりローマ ﾊﾙｶﾅﾘﾛｰﾏ 現代の創作児童文学 今西 祐行 作 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 岩崎書店 1985 242p 22cm
遥かなりローマ ﾊﾙｶﾅﾘﾛｰﾏ 現代の創作児童文学 今西 祐行 作 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 岩崎書店 1985 242p 22cm
遥かなりローマ ﾊﾙｶﾅﾘﾛｰﾏ 現代の創作児童文学 今西 祐行 作 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 岩崎書店 1985 242p 22cm
遥かなりローマ ﾊﾙｶﾅﾘﾛｰﾏ 現代の創作児童文学 今西 祐行 作 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 岩崎書店 1985 242p 22cm
遥かなりローマ ﾊﾙｶﾅﾘﾛｰﾏ 現代の創作児童文学 今西 祐行 作 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 岩崎書店 1985 242p 22cm
悲しき玩具／我等の一団と彼 ｶﾅｼｷｶﾞﾝｸﾞ ﾜﾚﾗﾉｲﾁﾀﾞﾝﾄｶﾚ 石川　啄木 ｲｼｶﾜﾀｸﾎﾞｸ 911 ｲ ほるぷ出版 1981
ぞう　ねこ ニコラ・ベーリー 933 ﾆ ほぷら出版 1985
かに　ねこ ニコラ・ベーリー 933 ﾆ ほるぷ出版 1985
おうむ　ねこ ニコラ・ベーリー 933 ﾆ ほるぷ出版 1985
日本の歴史　中
日本の歴史　下
智恵子抄 ﾁｴｺｼｮｳ 新潮文庫 高村 光太郎 著 ﾀｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 911 ﾀ 新潮社 2003 179p 16cm
イエスの生涯 ｲｴｽﾉｼｮｳｶﾞｲ 新潮文庫 遠藤 周作 著 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｻｸ 192 ｴ 新潮社 2005 264p 16cm
若菜集　日本の文学５ ﾜｶﾅｼｭｳ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 島崎　藤村　市古 貞次 責任編集ｼﾏｻﾞｷ ﾄｳｿﾝ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 911 ｼ ほるぷ出版 1985 243p 20cm
破戒　上　日本の文学１３ ﾊｶｲ ｼﾞｮｳ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 島崎　藤村　市古 貞次 責任編集ｼﾏｻﾞｷ ﾄｳｿﾝ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｼ ほるぷ出版 1985 315p 20cm
破戒　下　日本の文学１４ ﾊｶｲ ｹﾞ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 島崎　藤村　市古 貞次 責任編集ｼﾏｻﾞｷ ﾄｳｿﾝ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｼ ほるぷ出版 1985 306p 20cm
春と修羅　宮沢賢治４２ ﾊﾙﾄｼｭﾗ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 宮沢賢治　市古 貞次 責任編集ﾐﾔｻﾞﾜｹﾝｼﾞ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾐ ほるぷ出版 1985 351p 20cm
フグと低気圧 ﾌｸﾞﾄﾃｲｷｱﾂ 椎名 誠 著 ｼｲﾅ ﾏｺﾄ 914 ｼ 講談社 1986 233p 20cm
開運だるまの生涯 ｶｲｳﾝﾀﾞﾙﾏﾉｼｮｳｶﾞｲ 近藤 正照 著 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾃﾙ 759 ｺ 誠文堂新光社 1986 202p 19cm
アメリカ風だより ｱﾒﾘｶｶｾﾞﾀﾞﾖﾘ 青春ノート 千野 境子 著 ﾁﾉ ｹｲｺ 302 ﾁ 国土社 1985 203p 20cm
三つめのおくりもの ジャン・カルー 933 ﾃ ほるぷ出版
白い森のなかで ロバート・フロスト　文 931 ｼ ほるぷ出版
かめのスープはおいしいぞ ｶﾒﾉｽｰﾌﾟﾜｵｲｼｲｿﾞ アンドレ・オデール ぶん ｵﾃﾞｰﾙ ｱﾝﾄﾞﾚ 950 ｳ ほるぷ出版 1985 32p 29cm
ラプンツェル ﾗﾌﾟﾝﾂｪﾙ グリム童話より バーバラ・ロガスキー さいわ ﾛｶﾞｽｷｰ ﾊﾞｰﾊﾞﾗ 943 ﾊ ほるぷ出版 1985 1冊 25cm
みんなおやすみ ﾐﾝﾅｵﾔｽﾐ アルメニアの子守歌より ミラ・ギンズバーグ ぶん ｷﾞﾝｽﾞﾊﾞｰｸﾞ ﾐﾗ 933 ｾ ほるぷ出版 1985 1冊 21×26cm
うさちゃんたいへん ｳｻﾁｬﾝﾀｲﾍﾝ リロ・フロム さく ﾌﾛﾑ ﾘﾛ 941 ﾌ ほるぷ出版 1985 1冊 21×21cm
ほんとのほんとのむかしばなし ﾎﾝﾄﾉﾎﾝﾄﾉﾑｶｼﾊﾞﾅｼ 中国の寓言集 ヂョン マー さいわ ｼﾞｮﾝ ﾏｰ ﾎ ほるぷ出版 1985 1冊 22cm
ほんとのほんとのむかしばなし２ 中国の寓言集 ツォ・ニィ　再話 923 ﾎ ほるぷ出版
ほんとのほんとのむかしばなし３ 中国の寓言集 チェン・チー　再話 923 ﾎ ほるぷ出版
ほんとのほんとのむかしばなし４ 中国の寓言集 リャオ・ティ 923 ﾎ ほるぷ出版
ほんとのほんとのむかしばなし５ 中国の寓言集 ティン・アル　再話 923 ﾎ ほるぷ出版
ほんとのほんとのむかしばなし６ 中国の寓言集 ヂョン・マー　再話 923 ﾎ ほるぷ出版
漁師とおかみさん ﾘｮｳｼﾄｵｶﾐｻﾝ グリム童話 モニカ・レイムグルーバー　絵ｸﾞﾘﾑ ﾔｰｺﾌﾟ 943 ﾚ ほるぷ出版 1985 1冊 29cm
おじいちゃん ｵｼﾞｲﾁｬﾝ ジョン・バーニンガム さく ﾊﾞｰﾆﾝｶﾞﾑ ｼﾞｮﾝ 933 ﾊ ほるぷ出版 1985 1冊 23×28cm
ジュマンジ ｼﾞｭﾏﾝｼﾞ クリス・バン・オールスバーグ さくｳﾞｧﾝ･ｵｰﾙｽﾊﾞｰｸﾞ ｸﾘｽ 933 ｵ ほるぷ出版 1984 1冊 26×28cm
こねこ　ねこ　ねこ ｺﾈｺﾈｺﾈｺ マーティン・レーマン さく ﾘﾏﾝ ﾏｰﾃｨﾝ 933 ﾚ ほるぷ出版 1985 1冊 25×27cm
ホジャどんのしっぺがえし ﾎｼﾞｬﾄﾞﾝﾉｼｯﾍﾟｶﾞｴｼ トルコの民話 ギュンセリ・オズギュル さいわ・えｵｽﾞｷﾞｭﾙ ｷﾞｭﾝｾﾘ 929 ｵ ほるぷ出版 1983 1冊 31cm
うさぎの島 ｳｻｷﾞﾉｼﾏ イエルク・シュタイナー ぶん ｼｭﾀｲﾅｰ ｲｴﾙｸ 943 ﾐ ほるぷ出版 1984 1冊 33cm
あくまの三本の金のかみの毛 ｱｸﾏﾉｻﾝﾎﾞﾝﾉｷﾝﾉｶﾐﾉｹ グリム童話 ナニー・ホグロギアン さいわ・えﾎｸﾞﾛｰｷﾞｱﾝ ﾉﾆｰ 940 ﾎ ほるぷ出版 1985 1冊 29cm
のらねこの詩 上野紀子 913 ｳ 偕成社
くものくまさん ｸﾓﾉｸﾏｻﾝ レスリー・ウィリアムズ ぶん ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ﾚｽﾘ 933 ｳ ほるぷ出版 1983 1冊 27cm
ヘンゼルとグレーテル ﾍﾝｾﾞﾙﾄｸﾞﾚｰﾃﾙ グリム童話 スーザン・ジェファース ｸﾞﾘﾑ ﾔｰｺﾌﾟ 940 ｼ ほるぷ出版 1983 1冊 31cm
人魚姫 ﾆﾝｷﾞｮﾋﾒ ハンス・クリスチャン・アンデルセン げんさくｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ ﾊﾝｽ･ｸﾘｽﾁｬﾝ 933 ｱ ほるぷ出版 1985 1冊 30cm
馬のたまご ｳﾏﾉﾀﾏｺﾞ バングラデシュの民話 アブル・ハシム・カーン え ｶｰﾝ ｱﾌﾞﾙ･ﾊｼﾑ 929 ｶ ほるぷ出版 1985 1冊 31cm
ビモのおにたいじ ﾋﾞﾓﾉｵﾆﾀｲｼﾞ ジャワの影絵しばい ノノ・スグルノ え ｽｸﾞﾙﾉ ﾉﾉ 990 ｽ ほるぷ出版 1985 1冊 31cm
影ぼっこ ｶｹﾞﾎﾞｯｺ ブレーズ・サンドラール ぶん ｻﾝﾄﾞﾗｰﾙ ﾌﾞﾚｰｽﾞ 933 ｻ ほるぷ出版 1983 1冊 29cm
うたのすきなぞう ギーナ・ルック＝ポーケ　文 943 ｳ
いたずらおうむ　パパガヨ ｲﾀｽﾞﾗｵｳﾑﾊﾟﾊﾟｶﾞﾖ ジェラルド・マクダーモット さく ﾏｸﾀﾞｰﾓｯﾄ ｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ 933 ﾏ ほるぷ出版 1985 1冊 24cm
アメリカ風だより ｱﾒﾘｶｶｾﾞﾀﾞﾖﾘ 青春ノート 千野 境子 著 ﾁﾉ ｹｲｺ 302 ﾁ 国土社 1985 203p 20cm
倭国の誕生　日本の歴史１ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 直木　孝次郎 ﾅｵｷ ｺｳｼﾞﾛｳ 210 ﾅ 小学館 1978 390p 20cm
大王の世紀　日本の歴史２ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 上田　正昭 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ 210 ｳ 小学館 1977 390p 20cm
飛鳥の朝廷　日本の歴史３ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 井上　光貞 ｲﾉｳｴ ﾐﾂｻﾀﾞ 210 ｲ 小学館 1977 454p 20cm
律令国家　日本の歴史４ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 早川　庄八 ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳﾊﾁ 210 ﾊ 小学館 1978 454p 20cm
古代豪族　日本の歴史５ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 青木　和夫 ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 210 ｱ 小学館 1977 374p 20cm
摂関時代　日本の歴史６ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 坂本　賞三 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｿﾞｳ 210 ｻ 小学館 1977 390p 20cm
院政と平氏　日本の歴史７ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 安田　元久 ﾔｽﾀﾞ ﾓﾄﾋｻ 210 ﾔ 小学館 1977 390p 20cm
鎌倉幕府　日本の歴史９ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 大山　喬平 ｵｵﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ 210 ｵ 小学館 1974 390p 20cm
蒙古襲来　日本の歴史１０ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 網野　善彦 ｱﾐﾉ ﾖｼﾋｺ 210 ｱ 小学館 1977 454p 20cm
南北朝内乱　日本の歴史１１ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 佐藤　和彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 210 ｻ 小学館 1977 358p 20cm
中世武士団　日本の歴史１２ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 石井　進 ｲｼｲ ｽｽﾑ 210 ｲ 小学館 1977 390p 20cm
室町幕府　日本の歴史１３ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 佐々木　銀弥 ｻｻｷ ｷﾞﾝﾔ 210 ｻ 小学館 1975 390p 20cm
戦国の動乱　日本の歴史１４ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 永原　慶二 ﾅｶﾞﾊﾗ ｹｲｼﾞ 210 ﾅ 小学館 1977 390p 20cm
織田・豊臣政権　日本の歴史１５ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 藤木　久志 ﾌｼﾞｷ ﾋｻｼ 210 ﾌ 小学館 1977 390p 20cm
江戸幕府　日本の歴史１６ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 北島　正元 ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾓﾄ 210 ｷ 小学館 1977 406p 20cm
鎖国　日本の歴史１７ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 朝尾　直弘 ｱｻｵ ﾅｵﾋﾛ 210 ｱ 小学館 1977 406p 20cm
大名　日本の歴史１８ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 児玉　幸多 ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾀ 210 ｺ 小学館 1977 374p 20cm
元禄時代　日本の歴史１９ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 尾藤　正英 ﾋﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 210 ﾋ 小学館 1975 358p 20cm



幕藩制の転換　日本の歴史２０ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 大石　慎三郎 ｵｵｲｼ ｼﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 210 ｵ 小学館 1977 390p 20cm
天保改革　日本の歴史２２ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 津田　秀夫 ﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 210 ﾂ 小学館 1977 390p 20cm
開国　日本の歴史２３ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 芝原　拓自 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾀｸｼﾞ 210 ｼ 小学館 1977 390p 20cm
自由民権　日本の歴史２５ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 永井　秀夫 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｵ 210 ﾅ 小学館 1977 374p 20cm
町人　日本の歴史２１ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 中井　信彦 ﾅｶｲ ﾉﾌﾞﾋｺ 210 ﾅ 小学館 1977 390p 20cm
大正デモクラシー　日本の歴史２７ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 鹿野　政直 ｶﾉ ﾏｻﾅｵ 210 ｶ 小学館 1976 398p 20cm
ブルジョワジーの群像　日本の歴史２８ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 安藤　良雄 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｵ 210 ｱ 小学館 1976 402p 20cm
日清・日露　日本の歴史２６ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 宇野　俊一 ｳﾉ ｼｭﾝｲﾁ 210 ｳ 小学館 1977 390p 20cm
労働者と農民　日本の歴史２９ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 中村　政則 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 210 ﾅ 小学館 1978 430p 20cm
戦後変革　日本の歴史３１ ﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 大江　志乃夫 ｵｵｴ ｼﾉﾌﾞ 210 ｵ 小学館 1977 402p 20cm
伸子（上）　日本の文学４３ ﾉﾌﾞｺ(ｼﾞｮｳ) ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 宮本　百合子　市古 貞次 責任編集ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾘｺ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾐ ほるぷ出版 1986 335p 20cm
伸子（下）　日本の文学４４ ﾉﾌﾞｺ(ｹﾞ) ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 宮本　百合子　市古 貞次 責任編集ﾐﾔﾓﾄ ﾕﾘｺ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾐ ほるぷ出版 1986 478p 20cm
赤光・あらたま　日本の文学２６ ｼｬｯｺｳ･ｱﾗﾀﾏ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 斉藤　茂吉　市古 貞次 責任編集ｻｲﾄｳ ﾓｷﾁ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 911 ｻ ほるぷ出版 1985 559p 20cm
月に吠える・青猫　日本の文学３５ ﾂｷﾆﾎｴﾙ･ｱｵﾈｺ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 萩原　朔太郎　市古 貞次 責任編集ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 911 ﾊ ほるぷ出版 1985 339p 20cm
風立ちぬ・菜穂子　日本の文学６７ ｶｾﾞﾀﾁﾇ ﾎｶ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 堀　辰雄　市古 貞次 責任編集ﾎﾘ ﾀﾂｵ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾎ ほるぷ出版 1985 376p 20cm
海に生くる人々　日本の文学４７ ｳﾐﾆｲｸﾙﾋﾄﾋﾞﾄ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 葉山　嘉樹　市古 貞次 責任編集ﾊﾔﾏ ﾖｼｷ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾊ ほるぷ出版 1986 466p 20cm
渋江抽斎　日本の文学３１ ｼﾌﾞｴﾁｭｳｻｲ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 森　鴎外市古 貞次 責任編集ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾓ ほるぷ出版 1985 526p 20cm
阿部一族・高瀬舟　日本の文学２３ ｱﾍﾞｲﾁｿﾞｸ･ﾀｶｾﾌﾞﾈ  ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 森　鴎外　市古 貞次 責任編集ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾓ ほるぷ出版 1985 412p 20cm
山の音　日本の文学７６ ﾔﾏﾉｵﾄ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 川端　康成　市古 貞次 責任編集ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾅﾘ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｶ ほるぷ出版 1986 548p 20cm
河童・或阿呆の一生　日本の文学４９ ｶｯﾊﾟ･ｱﾙｱﾎｳﾉｲｯｼｮｳ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 芥川　龍之介　市古 貞次 責任編集ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ913 ｱ ほるぷ出版 1986 402p 20cm
放浪記　日本の文学５１ ﾎｳﾛｳｷ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 林　芙美子　市古 貞次 責任編集ﾊﾔｼ ﾌﾐｺ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾊ ほるぷ出版 1986 673p 20cm
鬼・廃市　日本の文学８０ ｵﾆ ﾎｶ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 福永　武彦　市古 貞次 責任編集ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｹﾋｺ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾌ ほるぷ出版 1986 363p 20cm
山月記・李陵　日本の文学７０ ｻﾝｹﾞﾂｷ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 中島　敦　市古 貞次 責任編集ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾅ ほるぷ出版 1986 439p 20cm
ぼく東綺譚・すみだ川　日本の文学６５ ﾎﾞｸﾄｳｷﾀﾝ ﾎｶ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 永井　荷風　市古 貞次 責任編集ﾅｶﾞｲ ｶﾌｳ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾅ ほるぷ出版 1985 297p 20cm
暗夜行路　前編　日本の文学４０ ｱﾝﾔｺｳﾛ ｾﾞﾝﾍﾟﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 志賀　直哉　市古 貞次 責任編集ｼｶﾞ ﾅｵﾔ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｼ ほるぷ出版 1986 430p 20cm
暗夜行路　後編　日本の文学４１ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 志賀　直哉　市古 貞次 責任編集ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｼ ほるぷ出版 1986 509p 20cm
細雪　上巻　日本の文学７２ ｻｻﾒﾕｷ ｼﾞｮｳｶﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 谷崎　潤一郎　市古 貞次 責任編集ﾀﾆｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｲﾁｺ ﾃｲｼ9゙13 ﾀ ほるぷ出版 1985 438p 20cm
細雪　中巻　日本の文学７３ ｻｻﾒﾕｷ ﾁｭｳｶﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 谷崎　潤一郎　市古 貞次 責任編集ﾀﾆｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｲﾁｺ ﾃｲｼ9゙13 ﾀ ほるぷ出版 1985 540p 20cm
細雪　下巻　日本の文学７４ ｻｻﾒﾕｷ ｹﾞｶﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 谷崎　潤一郎　市古 貞次 責任編集ﾀﾆｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｲﾁｺ ﾃｲｼ9゙13 ﾀ ほるぷ出版 1985 650p 20cm
如何なる星の下に　日本の文学６８ ｲｶﾅﾙﾎｼﾉｼﾀﾆ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 高見　順　市古 貞次 責任編集ﾀｶﾐ ｼﾞｭﾝ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾀ ほるぷ出版 1986 399p 20cm
みだれ髪　日本の文学７ ﾐﾀﾞﾚｶﾞﾐ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 与謝野　晶子　市古 貞次 責任編集ﾖｻﾉ ｱｷｺ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾖ ほるぷ出版 1985 265p 20cm
たけくらべ　日本の文学４ ﾀｹｸﾗﾍﾞ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 樋口　一葉　市古 貞次 責任編集ﾋｸﾞﾁ ｲﾁﾖｳ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾋ ほるぷ出版 1985 151p 20cm
俘虜記・野火　日本の文学７８ ﾌﾘｮｷﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 大岡　昇平　市古 貞次 責任編集ｵｵｵｶ ｼｮｳﾍｲ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｵ ほるぷ出版 1985 403p 20cm
浮雲・あいびき　日本の文学１ ｳｷｸﾞﾓ･ｱｲﾋﾞｷ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 二葉亭　四迷　市古 貞次 責任編集ﾌﾀﾊﾞﾃｲ ｼﾒｲ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾌ ほるぷ出版 1985 388p 20cm
少将滋幹の母　日本の文学７７ ｼｮｳｼｮｳｼｹﾞﾓﾄﾉﾊﾊ  ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 谷崎　潤一郎　市古 貞次 責任編集ﾀﾆｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｲﾁｺ ﾃｲｼ9゙13 ﾀ ほるぷ出版 1986 387p 20cm
蟹工船　日本の文学５０ ｶﾆｺｳｾﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 小林　多喜二　市古 貞次 責任編集ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｷｼﾞ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｺ ほるぷ出版 1985 355p 20cm
吾輩ハ猫デアル　上編　日本の文学１０ ﾜｶﾞﾊｲﾊﾈｺﾃﾞｱﾙ ｼﾞｮｳﾍﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 夏目　漱石　市古 貞次 責任編集ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾅ ほるぷ出版 1985 350p 20cm
吾輩ハ猫デアル　中編　日本の文学１１ ﾜｶﾞﾊｲﾊﾈｺﾃﾞｱﾙ ﾁｭｳﾍﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 夏目　漱石　市古 貞次 責任編集ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾅ ほるぷ出版 1985 287p 20cm
吾輩ハ猫デアル　下編　日本の文学１２ ﾜｶﾞﾊｲﾊﾈｺﾃﾞｱﾙ ｹﾞﾍﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 夏目　漱石　市古 貞次 責任編集ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾅ ほるぷ出版 1985 258p 20cm
晩年・走れメロス　日本の文学６０ ﾊﾞﾝﾈﾝ･ﾊｼﾚﾒﾛｽ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 太宰　治　市古 貞次 責任編集ﾀﾞｻﾞｲ ｵｻﾑ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾀ ほるぷ出版 1985 369p 20cm
縮図　日本の文学７１ ｼｭｸｽﾞ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 徳田　秋声　市古 貞次 責任編集ﾄｸﾀﾞ ｼｭｳｾｲ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾄ ほるぷ出版 1985 429p 20cm
或る女　後編　日本の文学３９ ｱﾙｵﾝﾅ ｺｳﾍﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 有島　武郎　市古 貞次 責任編集ｱﾘｼﾏ ﾀｹｵ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｱ ほるぷ出版 1985 570p 20cm
腕くらべ　日本の文学３２ ｳﾃﾞｸﾗﾍﾞ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 永井荷風　市古 貞次 責任編集ﾅｶﾞｲｶﾌｳ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾅ ほるぷ出版 1985 334p 20cm
生物祭・火の鳥　日本の文学５８ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 伊藤　整　市古 貞次 責任編集ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｲ ほるぷ出版 1985 520p 20cm
他人の顔　日本の文学８７ ﾀﾆﾝﾉｶｵ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 安部　公房　市古 貞次 責任編集ｱﾍﾞ ｺｳﾎﾞｳ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｱ ほるぷ出版 1985 511p 20cm
網走まで・灰色の月　日本の文学２４ ｱﾊﾞｼﾘﾏﾃﾞ･ﾊｲｲﾛﾉﾂｷ  ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 志賀　直哉　市古 貞次 責任編集ｼｶﾞ ﾅｵﾔ ｲﾁｺ  ﾃｲｼﾞ 913 ｼ ほるぷ出版 1985 282p 20cm
武蔵野・春の鳥　日本の文学６ ﾑｻｼﾉ･ﾊﾙﾉﾄﾘ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 国木田　独歩　市古 貞次 責任編集ｸﾆｷﾀﾞ ﾄﾞｯﾎﾟ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｸ ほるぷ出版 1986 593p 20cm
春琴抄　日本の文学５９ ｼｭﾝｷﾝｼｮｳ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 谷崎　潤一郎　市古 貞次 責任編集ﾀﾆｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｲﾁｺ ﾃｲｼ9゙13 ﾀ ほるぷ出版 1985 239p 20cm
田園の憂鬱・殉情詩集　日本の文学３６ ﾃﾞﾝｴﾝﾉﾕｳｳﾂ･ｼﾞｭﾝｼﾞｮｳｼｼｭｳ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 佐藤　春夫　市古 貞次 責任編集ｻﾄｳ ﾊﾙｵ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 911 ｻ ほるぷ出版 1985 320p 20cm
明暗　上　日本の文学２９ ﾒｲｱﾝ ｼﾞｮｳ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 夏目　漱石　市古 貞次 責任編集ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾅ ほるぷ出版 1986 507p 20cm
歌のわかれ・中野重治詩集　日本の文学６９ｳﾀﾉﾜｶﾚ ﾎｶ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 中野重治　市古 貞次 責任編集ﾅｶﾉｼｹﾞﾊﾙ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾅ ほるぷ出版 1985 386p 20cm
悪い仲間・海辺の光景　日本の文学８３ ﾜﾙｲﾅｶﾏ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 安岡　章太郎　市古 貞次 責任編集ﾔｽｵｶ ｼｮｳﾀﾛｳ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾔ ほるぷ出版 1986 393p 20cm
測量船・艸千里　日本の文学５７ ｿｸﾘｮｳｾﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 三好　達治　市古 貞次 責任編集ﾐﾖｼ ﾀﾂｼﾞ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾐ ほるぷ出版 1985 383p 20cm
道草　日本の文学２８ ﾐﾁｸｻ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 夏目　漱石　市古 貞次 責任編集ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾅ ほるぷ出版 1985 481p 20cm
舞姫・うたかたの記　日本の文学２ ﾏｲﾋﾒ･ｳﾀｶﾀﾉｷ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 森　鴎外　市古 貞次 責任編集ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾓ ほるぷ出版 1986 218p 20cm
夢の中での日常・死の棘　日本の文学８１ﾕﾒﾉﾅｶﾃﾞﾉﾆﾁｼﾞｮｳ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 島尾　敏雄　市古 貞次 責任編集ｼﾏｵ ﾄｼｵ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｼ ほるぷ出版 1986 382p 20cm
風博士・夜長姫と耳男　日本の文学６３ ｶｾﾞﾊｶｾ ﾎｶ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 坂口　安吾　市古 貞次 責任編集ｻｶｸﾞﾁ ｱﾝｺﾞ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｻ ほるぷ出版 1985 465p 20cm
夜明け前　一　日本の文学５２ ﾖｱｹﾏｴ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 島崎　藤村　市古 貞次 責任編集ｼﾏｻﾞｷ ﾄｳｿﾝ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｼ ほるぷ出版 1985 532p 20cm
夜明け前　二　日本の文学５３ ﾖｱｹﾏｴ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 島崎　藤村　市古 貞次 責任編集ｼﾏｻﾞｷﾄｳｿﾝ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｼ ほるぷ出版 1985 599p 20cm
夜明け前　三　日本の文学５４ ﾖｱｹﾏｴ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 島崎　藤村　市古 貞次 責任編集ｼﾏｻﾞｷ ﾄｳｿﾝ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｼ ほるぷ出版 1985 534p 20cm
夜明け前　四　日本の文学５５ ﾖｱｹﾏｴ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 島崎　藤村　市古 貞次 責任編集ｼﾏｻﾞｷ ﾄｳｿﾝ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｼ ほるぷ出版 1985 630p 20cm
蜘蛛の糸・地獄変　日本の文学３４ ｸﾓﾉｲﾄ･ｼﾞｺﾞｸﾍﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 芥川　龍之介　市古 貞次 責任編集ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ913 ｱ ほるぷ出版 1985 302p 20cm
カインの末裔・小さき者へ　日本の文学３７ｶｲﾝﾉﾏﾂｴｲ･ﾁｲｻｷﾓﾉへ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 有島　武郎　市古 貞次 責任編集ｱﾘｼﾏ ﾀｹｵ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｱ ほるぷ出版 1985 296p 20cm
一握の砂・呼子と口笛　日本の文学２０ ｲﾁｱｸﾉｽﾅ ﾎｶ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 石川　啄木　市古 貞次 責任編集ｲｼｶﾜ ﾀｸﾎﾞｸ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 911 ｲ ほるぷ出版 1985 516p 20cm
金閣寺　日本の文学８４ ｷﾝｶｸｼﾞ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 三島　由紀夫　市古 貞次 責任編集ﾐｼﾏ ﾕｷｵ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾐ ほるぷ出版 1985 489p 20cm
五重塔・運命　日本の文学３ ｺﾞｼﾞｭｳﾉﾄｳ･ｳﾝﾒｲ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 幸田　露伴　市古 貞次 責任編集ｺｳﾀﾞ ﾛﾊﾝ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｺ ほるぷ出版 1985 485p 20cm
春は馬車に乗って・日輪　日本の文学４６ﾊﾙﾊﾊﾞｼｬﾆﾉｯﾃ･ﾆﾁﾘﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 横光　利一　市古 貞次 責任編集ﾖｺﾐﾂ ﾄｼｶｽﾞ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾖ ほるぷ出版 1986 409p 20cm
海潮音　日本の文学９ ｶｲﾁｮｳｵﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 上田　敏　市古 貞次 責任編集ｳｴﾀﾞ ﾋﾞﾝ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 911 ｳ ほるぷ出版 1985 197p 20cm
暢気眼鏡・まぼろしの記　日本の文学６１ﾉﾝｷﾒｶﾞﾈ ﾎｶ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 尾崎　一雄　市古 貞次 責任編集ｵｻﾞｷ ｶｽﾞｵ  ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｵ ほるぷ出版 1985 392p 20cm
土　日本の文学１９ ﾂﾁ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 長塚　節　市古 貞次 責任編集ﾅｶﾞﾂｶ ﾀｶｼ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾅ ほるぷ出版 1985 635p 20cm
ヰタ・セクスアリス・雁　日本の文学２２ ヰﾀ･ｾｸｽｱﾘｽ･ｶﾘ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 森　鴎外　市古 貞次 責任編集ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾓ ほるぷ出版 1986 427p 20cm
普賢・焼跡のイエス　日本の文学６４ ﾌｹﾞﾝ･ﾔｹｱﾄﾉｲｴｽ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 石川　淳　市古 貞次 責任編集ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｲ ほるぷ出版 1986 407p 20cm
三四郎　日本の文学１６ ｻﾝｼﾛｳ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 夏目　漱石　市古 貞次 責任編集ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾅ ほるぷ出版 1986 501p 20cm
或る女　前編　日本の文学３８ ｱﾙｵﾝﾅ ｾﾞﾝﾍﾟﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 有島　武郎　市古 貞次 責任編集ｱﾘｼﾏ ﾀｹｵ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｱ ほるぷ出版 1985 407p 20cm
さざなみ軍記　日本の文学５６ ｻｻﾞﾅﾐｸﾞﾝｷ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 井伏　鱒二　市古 貞次 責任編集ｲﾌﾞｾ ﾏｽｼﾞ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｲ ほるぷ出版 1985 366p 20cm
邪宗門　日本の文学１７ ｼﾞｬｼｭｳﾓﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 北原　白秋　市古 貞次 責任編集ｷﾀﾊﾗ ﾊｸｼｭｳ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｷ ほるぷ出版 1985 343p 20cm
天平の甍　日本の文学７９ ﾃﾝﾋﾟｮｳﾉｲﾗｶ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 井上　靖　市古 貞次 責任編集ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｲ ほるぷ出版 1985 315p 20cm
檸檬　日本の文学４８ ﾚﾓﾝ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 梶井　基次郎　市古 貞次 責任編集ｶｼﾞｲ ﾓﾄｼﾞﾛｳ  ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｶ ほるぷ出版 1986 434p 20cm



明暗　下　日本の文学３０ ﾒｲｱﾝ ｹﾞ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 夏目　漱石　市古 貞次 責任編集ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾅ ほるぷ出版 1986 525p 20cm
こゝろ　日本の文学２７ ｺｺﾛ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 夏目　漱石　市古 貞次 責任編集ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ﾅ ほるぷ出版 1985 464p 20cm
高野聖　日本の文学８ ｺｳﾔﾋｼﾞﾘ ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 泉　鏡花　市古 貞次 責任編集ｲｽﾞﾐ ｷｮｳｶ ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｲ ほるぷ出版 1985 253p 20cm
天璋院篤姫 ﾃﾝｼｮｳｲﾝｱﾂﾋﾒ 宮尾 登美子 著 ﾐﾔｵ ﾄﾐｺ 913 ﾐ 講談社 1984 307p 20cm
天璋院篤姫 ﾃﾝｼｮｳｲﾝｱﾂﾋﾒ 宮尾 登美子 著 ﾐﾔｵ ﾄﾐｺ 913 ﾐ 講談社 1984 281p 20cm
カラスのジャック ｶﾗｽﾉｼﾞｬｯｸ ディーター・シューベルト さく ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ ﾃﾞｨｰﾀｰ 949 ｼ ほるぷ出版 1985 1冊 27cm
海と毒薬 ﾆﾎﾝﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 日本の文学８５ 遠藤周作 ｲﾁｺ ﾃｲｼﾞ 913 ｴ ほるぷ出版 1985 296p 20cm
海と魚とわたしたち ｼｬｶｲﾐﾗｲﾜﾀｼﾀﾁ 社会・未来・わたしたち１６ これからの日本漁業 川崎健 308 ｼ 岩崎書店 1987 71p 27cm
学校・友達・まなぶこと ｼｬｶｲﾐﾗｲﾜﾀｼﾀﾁ 社会・未来・わたしたち１１ 中学校ってどんなとこ 能重真作 308 ｼ 岩崎書店 1987 71p 27cm
旅・文明・人間 ｼｬｶｲﾐﾗｲﾜﾀｼﾀﾁ 社会・未来・わたしたち１５ シルクロードをたずねて 鈴木肇 308 ｼ 岩崎書店 1987 71p 27cm
日本人はどこからきたか ﾆﾎﾝｼﾞﾝﾜﾄﾞｺｶﾗｷﾀｶ とおい昔の謎をとく１０ とおい昔の謎をとく たかし よいち 文 ﾀｶｼ ﾖｲﾁ 210 ﾀ 理論社 1987 156p 21cm
ライン紀行１３００キロ ﾗｲﾝｷｺｳｾﾝｻﾝﾋﾞｬｯｷﾛ とんぼの本 秋本 和彦 〔ほか〕著 ｱｷﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 293 ｱ 新潮社 1987 119p 22cm
マヤ ﾏﾔ 探検と発掘シリーズ１ 児童図書館・絵本の部屋 ピエロ・ベントゥーラ 絵 ｳﾞｪﾝﾄｩｰﾗ ﾋﾟｴﾛ 256 ﾀ 評論社 1986 46p 30cm
日本の名峰２７ ﾆﾎﾝﾉﾒｲﾎｳ 阿蘇・九重・祖母 足利武三 ｱｼｶｶﾞ ﾀｹｿﾞｳ 291 ﾆ 山と渓谷社 1986 95p 25cm
日本の名峰１ ﾆﾎﾝﾉﾒｲﾎｳ 利尻・知床・阿寒 岡田昇 ｵｶﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 291 ﾆ 山と渓谷社 1987 95p 25cm
ギリシア 風の島のカテリーナ 世界の子どもたち１４ 広河隆一 290 ｾ 偕成社
ふしぎなイカ ﾌｼｷﾞﾅｲｶ コブシメの誕生 写真動物記 写真動物記 板垣 雄弼 著 ｲﾀｶﾞｷ ﾕｳｽｹ 484 ｲ 新日本出版社 1987 39p 27cm
木に生きる動物たち ｲｷﾃｲｸﾔｾｲﾄﾞｳﾌﾞﾂ 生きていく野生動物５ 黒田 弘行 著 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 481 ｸ 大日本図書 1986 200p 21cm
野山の茶花 ﾉﾔﾏﾉﾁｬﾊﾞﾅ カラー版自然の詩 470 ﾉ 国際情報社 1982 143p 18×20cm
野山の茶花 ﾉﾔﾏﾉﾁｬﾊﾞﾅ カラー版自然の詩 470 ﾉ 国際情報社 1982 139p 18×20cm
野山の茶花 ﾉﾔﾏﾉﾁｬﾊﾞﾅ カラー版自然の詩 470 ﾉ 国際情報社 1982 143p 18×20cm
日本の天然記念物３ ﾆﾎﾝﾉﾃﾝﾈﾝｷﾈﾝﾌﾞﾂ 植物Ⅰ 462 ﾇ 講談社 1984 162p 31cm
日本の天然記念物４ ﾆﾎﾝﾉﾃﾝﾈﾝｷﾈﾝﾌﾞﾂ 植物Ⅱ 462 ﾇ 講談社 1984 168p 31cm
日本の天然記念物５ ﾆﾎﾝﾉﾃﾝﾈﾝｷﾈﾝﾌﾞﾂ 植物Ⅲ 462 ﾇ 講談社 1984 186p 31cm
オウムガイの謎 ｵｳﾑｶﾞｲﾉﾅｿﾞ ちくまプリマーブックス 小畠 郁生 著 ｵﾊﾞﾀ ｲｸｵ 484 ｵ 筑摩書房 1987 197p 19cm
木でつくろう ｷﾃﾞﾂｸﾛｳ あたらしい造形・美術④ あたらしい造形・美術 杉山 明博 著 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 750 ｱ 小峰書店 1987 63p 27cm
新しいかたちを創る造形事典１ ｱﾀﾗｼｲｶﾀﾁｵﾂｸﾙｿﾞｳｹｲｼﾞﾃﾝ ○△□から 滝口 あきはる 著 ﾀｷｸﾞﾁ ｱｷﾊﾙ 750 ﾀ 星の環会 1987 87p 27cm
新しいかたちを創る造形事典２ ｱﾀﾗｼｲｶﾀﾁｵﾂｸﾙｿﾞｳｹｲｼﾞﾃﾝ ○△□を合わせて 滝口 あきはる 著 ﾀｷｸﾞﾁ ｱｷﾊﾙ 750 ﾀ 星の環会 1989 87p 27cm
新しいかたちを創る造形事典３ ｱﾀﾗｼｲｶﾀﾁｵﾂｸﾙｿﾞｳｹｲｼﾞﾃﾝ ○△□のひろがり 滝口 あきはる 著 ﾀｷｸﾞﾁ ｱｷﾊﾙ 750 ﾀ 星の環会 1990 87p 27cm
絵の中を旅する ｴﾉﾅｶｵﾀﾋﾞｽﾙ シルヴィー・ラフェレール 〔ほか〕編著ﾗﾌｪﾚｰﾙ ｼﾙｳﾞｨｰ 720 ｵ 福音館書店 1987 41p 28cm
遊び図鑑 ｱｿﾋﾞｽﾞｶﾝ いつでもどこでもだれとでも 奥成 達 文 ｵｸﾅﾘ ﾀﾂ 781 ｵ 福音館書店 1987 382p 19cm
飢えに苦しむアフリカ ｳｴﾆｸﾙｼﾑｱﾌﾘｶ 世界はいま…２ 世界はいま… ロイド・ティンバーレーク 著 ﾃｨﾝﾊﾞｰﾚｲｸ ﾛｲﾄﾞ 319 ｾ 佑学社 1986 31p 30cm
地球をむしばむ酸性雨 ﾁｷｭｳｵﾑｼﾊﾞﾑｻﾝｾｲｳ 世界はいま… 世界はいま… ジョン・マコーミック 著 ﾏｺｰﾐｯｸ ｼﾞｮﾝ 519 ﾏ 佑学社 1987 31p 30cm
ふしぎなことばことばのふしぎ ﾌｼｷﾞﾅｺﾄﾊﾞｺﾄﾊﾞﾉﾌｼｷﾞ ちくまプリマーブックス 池上 嘉彦 著 ｲｹｶﾞﾐ ﾖｼﾋｺ 804 ｲ 筑摩書房 1987 236p 19cm
キング牧師 ｷﾝｸﾞﾎﾞｸｼ わたしには夢がある 愛平和に生きた人びと３ 愛と平和に生きた人びと ナイジェル・リチャードソン 作 ﾘﾁｬｰﾄﾞｿﾝ ﾅｲｼﾞｪﾙ 289 ﾘ 佑学社 1987 125p 22cm
まぼろしの難波宮 ﾏﾎﾞﾛｼﾉﾅﾆﾜﾉﾐﾔ 山根徳太郎物語 浜田 けい子 文 ﾊﾏﾀﾞ ｹｲｺ 289 ﾊ 講談社 1987 269p 22cm
８月１５日の子どもたち
燃える海山 ﾓｴﾙｳﾐﾔﾏ 新十津川物語　８ 偕成社の創作文学 川村 たかし 著 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 913 ｶ 偕成社 1987 310p 21cm
いきいき中学生 ｲｷｲｷﾁｭｳｶﾞｸｾｲ 自立へのらせん階段 尾木 直樹 著 ｵｷﾞ ﾅｵｷ 376 ｵ 新日本出版社 1986 230p 19cm
深海６０００メートルの謎にいどむ ｼﾝｶｲﾛｸｾﾝﾒｰﾄﾙﾉﾅｿﾞﾆｲﾄﾞﾑ どんぐりブックス 小林 和男 著 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 558 ｺ ポプラ社 1986 190p 20cm
西脇順三郎 ﾆｼﾜｷｼﾞｭﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 現代詩読本 911 ﾆ 思潮社 1979 278p 21cm
新しい大地よ ｱﾀﾗｼｲﾀﾞｲﾁﾖ 探検と冒険の時代 ものがたり北海道 塩沢 実信 著 ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾌﾞ 211 ｼ 理論社 1986 192p 21cm
日本昔ばなし１００話 ﾆﾎﾝﾑｶｼﾊﾞﾅｼﾋｬｸﾜ 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 国土社 1986 447p 20cm
ゆき子はいま十二歳 ﾕｷｺﾜｲﾏｼﾞｭｳﾆｻｲ 文学の扉 辻 邦 作 ﾂｼﾞ ｸﾆ 913 ﾂ 金の星社 1987 173p 21cm
奥州平泉黄金の世紀 ｵｳｼｭｳﾋﾗｲｽﾞﾐｵｳｺﾞﾝﾉｾｲｷ とんぼの本 荒木 伸介 〔ほか〕著 ｱﾗｷ ｼﾝｽｹ 212 ｱ 新潮社 1987 119p 22cm
ミラノの風とシニョリーナ ﾐﾗﾉﾉｶｾﾞﾄｼﾆｮﾘｰﾅ イタリア紀行 あかね紀行文学 坂東 真砂子 著 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾏｻｺ 915 ﾊ あかね書房 1986 173p 21cm
深海にもぐる ｼﾝｶｲﾆﾓｸﾞﾙ 潜水艇ノーティール号乗船記 島村 英紀 著 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 452 ｼ 国土社 1987 222p 20cm
ひとりぼっちにさよなら ﾋﾄﾘﾎﾞｯﾁﾆｻﾖﾅﾗ ミリヤム・プレスラー 作 ﾌﾟﾚｽﾗｰ ﾐﾘﾔﾑ 943 ﾌ 佑学社 1987 207p 23cm
沼のほとりの子どもたち ﾇﾏﾉﾎﾄﾘﾉｺﾄﾞﾓﾀﾁ テープスィリ＝スクソーパー 作ﾃｰﾌﾟｽｨﾘ ｽｸｿｰﾊﾟｰ 929 ｿ 偕成社 1987 422p 20cm
鳥が、また歌う日 ﾄﾘｶﾞﾏﾀｳﾀｳﾋ 文学の扉 Ｍ．トールバート 作 ﾄｰﾙﾊﾞｰﾄ M. 933 ﾄ 金の星社 1986 297p 21cm
鳥が、また歌う日 ﾄﾘｶﾞﾏﾀｳﾀｳﾋ 文学の扉 Ｍ．トールバート 作 ﾄｰﾙﾊﾞｰﾄ M. 933 ﾄ 金の星社 1986 297p 21cm
鳥が、また歌う日 ﾄﾘｶﾞﾏﾀｳﾀｳﾋ 文学の扉 Ｍ．トールバート 作 ﾄｰﾙﾊﾞｰﾄ M. 933 ﾄ 金の星社 1986 297p 21cm
鳥が、また歌う日 ﾄﾘｶﾞﾏﾀｳﾀｳﾋ 文学の扉 Ｍ．トールバート 作 ﾄｰﾙﾊﾞｰﾄ M. 933 ﾄ 金の星社 1986 297p 21cm
学習漫画・世界の伝記 ノーベル 監修：中川徹 289 ｶ 集英社
学習漫画・世界の伝記 リンカーン 監修：井出義光 289 ｶ 集英社
学習漫画・世界の伝記 福沢諭吉 監修：桑原三郎 289 ｶ 集英社
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太平記 ﾀｲﾍｲｷ コミグラフィック 辻 真先 構成 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 7913 ﾂ 暁教育図書 1988 128p 26cm
級日記 ｻﾗｼﾅﾆｯｷ コミグラフィック 辻 真先 構成 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 7913 ﾂ 暁教育図書 1988 126p 26cm
雨月物語 ｳｹﾞﾂﾓﾉｶﾞﾀﾘ コミグラフィック 辻 真先 構成 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 913 ﾂ 暁教育図書 1989 128p 26cm
心中天網島 ｼﾝｼﾞｭｳﾃﾝﾉｱﾐｼﾞﾏ 女殺油地獄・曾根崎心中 コミグラフィック 辻 真先 構成 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 913 ﾂ 暁教育図書 1988 128p 26cm
東海道中膝栗毛 ﾄｳｶｲﾄﾞｳﾁｭｳﾋｻﾞｸﾘｹﾞ コミグラフィック 辻 真先 構成 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 913 ﾂ 暁教育図書 1988 128p 26cm
平家物語 ﾍｲｹﾓﾉｶﾞﾀﾘ コミグラフィック 辻 真先 構成 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 913 ﾂ 暁教育図書 1988 128p 26cm
伊勢物語 ｲｾﾓﾉｶﾞﾀﾘ コミグラフィック 辻 真先 構成 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 913 ﾂ 暁教育図書 1988 127p 26cm
十住心論 ｼﾞｭｳｼﾞｭｳｼﾝﾛﾝ 弘法大師と其の宗教 仏教聖典を語る叢書 菊池 寛 著 ｷｸﾁ ｶﾝ 188 ｷ 大東出版社 1935 360p 20cm
二つの国の物語 ﾌﾀﾂﾉｸﾆﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 理論社の大長編シリーズ 赤木 由子 作 ｱｶｷﾞ ﾖｼｺ 913 ｱ 理論社 1980 316p 21cm
火の島に生きる ﾋﾉｼﾏﾆｲｷﾙ 悲劇の島・青ケ島の記録 三田村 信行 著 ﾐﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 213 ﾐ 偕成社 1987 278p 22cm



冬のイニシアル ﾌﾕﾉｲﾆｼｱﾙ 偕成社の創作文学 竹田 まゆみ 著 ﾀｹﾀﾞ ﾏﾕﾐ 913 ﾀ 偕成社 1986 220p 21cm
ルビー色の旅 ﾙﾋﾞｰｲﾛﾉﾀﾋﾞ 児童文学創作シリーズ 堀内 純子 著 ﾎﾘｳﾁ ｽﾐｺ 913 ﾎ 講談社 1987 257p 22cm
屯田兵のうた ﾄﾝﾃﾞﾝﾍｲﾉｳﾀ 明治維新と北海道 ものがたり北海道 塩沢 実信 著 ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾌﾞ 211 ｼ 理論社 1987 195p 21cm
ボクおとなには負けないぞ！！ ﾎﾞｸｵﾄﾅﾆﾜﾏｹﾅｲｿﾞ のびのび人生論 春風亭 柳昇 著 ｼｭﾝﾌﾟｳﾃｲ ﾘｭｳｼｮｳ 779 ｼ ポプラ社 1987 206p 20cm
お金のいらない町 ｵｶﾈﾉｲﾗﾅｲﾏﾁ ファード・カーウード ぶん ｶｰｳｰﾄﾞ ﾌｧｰﾄﾞ 990 ｶ ほるぷ出版 1985 1冊 22cm
もぐるぞもぐるぞどこまでも ﾓｸﾞﾙｿﾞﾓｸﾞﾙｿﾞﾄﾞｺﾏﾃﾞﾓ スミス夫妻 さく ｽﾐｽ ｶﾄﾘｵﾅ 933 ｽ ほるぷ出版 1985 1冊 22×27cm
中学生の事件簿 ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾉｼﾞｹﾝﾎﾞ 創作こども文学 岡本 泰生 作 ｵｶﾓﾄ ﾔｽｵ 913 ｵ ポプラ社 1986 174p 22cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 花 宇野千代　編 ｳﾉ ﾁﾖ 914 ﾗ 作品社 1983 253p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 鳥 草野心平　編 914 ｸ 作品社 1983 250p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 猫 阿部昭　編 ｱﾍﾞ ｱｷﾗ 914 ｱ 作品社 1982 256p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 釣 開高健　編 ｶｲｺｳ ｹﾝ 914 ｶ 作品社 1982 272p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 陶 白洲正子　編 ｼﾗｽ ﾏｻｺ 914 ｼ 作品社 1982 246p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 庭 円池文子　編 ｴﾝﾁ ﾌﾐｺ 914 ｴ 作品社 1983 256p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 色 大岡信　編 ｵｵｵｶ ｼﾉﾌﾞ 914 ｵ 作品社 1983 262p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 町 山口瞳　編 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ 914 ﾔ 作品社 1983 256p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 山 北杜夫　編 ｷﾀ ﾓﾘｵ 914 ｷ 作品社 1983 254p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 酒 田村隆一　編 ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 914 ﾀ 作品社 1983 257p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 味 田辺聖子　編 ﾀﾅﾍﾞ ｾｲｺ 914 ﾀ 作品社 1983 259p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 心 遠藤周作　編 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｻｸ 914 ｴ 作品社 1984 254p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 夢 埴谷　雄高　編 ﾊﾆﾔ ﾕﾀｶ 914 ﾊ 作品社 1984 255p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 旅 阿川弘之　編 ｱｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 914 ｱ 作品社 1983 259p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 性 吉行淳之介　編 ﾖｼﾕｷ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 914 ﾖ 作品社 1983 254p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 歳時記・春 山本健吉　編 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｷﾁ 914 ﾔ 作品社 1984 258p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 歳時記・夏 山本健吉　編 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｷﾁ 914 ﾔ 作品社 1984 258p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 歳時記・秋 山本健吉　編 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｷﾁ 914 ﾔ 作品社 1984 260p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 山本健吉　編 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｷﾁ 914 ﾔ 作品社 1984 258p 19cm
芭蕉庵桃青・テニヤンの末日　新潮現代文学１５ﾊﾞｼｮｳｱﾝﾄｳｾｲ･ﾃﾆﾔﾝﾉﾏﾂｼﾞﾂ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 中山　義秀 ﾅｶﾔﾏ ｷﾞｼｭｳ 913 ﾅ 新潮社 1981 365p 20cm
石版東京図絵・青梅雨　新潮現代文学１６ｾｷﾊﾞﾝﾄｳｷｮｳｽﾞｴ･ｱｵﾂﾕ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 永井　龍男 ﾅｶﾞｲ ﾀﾂｵ 913 ﾅ 新潮社 1981 382p 20cm
体の中を風が吹く・時に佇つ　新潮現代文学１８ｶﾗﾀﾞﾉﾅｶｦｶｾﾞｶﾞﾌｸ･ﾄｷﾆﾀﾂ  ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 佐多　稲子 ｻﾀ ｲﾈｺ 913 ｻ 新潮社 1980 417p 20cm
斜陽・人間失格　新潮現代文学２０ ｼｬﾖｳ･ﾆﾝｹﾞﾝｼｯｶｸ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 太宰　治 ﾀﾞｻﾞｲ ｵｻﾑ 913 ﾀ 新潮社 1979 390p 20cm
火宅の人　新潮現代文学２１ ｶﾀｸﾉﾋﾄ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 檀　一雄 ﾀﾞﾝ ｶｽﾞｵ 913 ﾀ 新潮社 1979 436p 20cm
足摺岬・沖縄の手記から　新潮現代文学２２ｱｼｽﾞﾘﾐｻｷ･ｵｷﾅﾜﾉｼｭｷｶﾗ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 田宮　虎彦 ﾀﾐﾔ ﾄﾗﾋｺ 913 ﾀ 新潮社 1981 379p 20cm
野火・事件　新潮現代文学２３ ﾉﾋﾞ･ｼﾞｹﾝ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 大岡　昇平 ｵｵｵｶ ｼｮｳﾍｲ 913 ｵ 新潮社 1978 409p 20cm
快楽（けらく）　新潮現代文学２４ ｹﾗｸ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 武田　泰淳 ﾀｹﾀﾞ ﾀｲｼﾞｭﾝ 913 ﾀ 新潮社 1981 404p 20cm
永遠なる序章・懲役人の告発　新潮現代文学２５ｴｲｴﾝﾅﾙｼﾞｮｼｮｳ･ﾁｮｳｴｷﾆﾝﾉｺｸﾊﾂ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 椎名　鱗三 ｼｲﾅ ﾘﾝｿﾞｳ 913 ｼ 新潮社 1981 377p 20cm
桜島・幻化　新潮現代文学２６ ｻｸﾗｼﾞﾏ･ ｹﾞﾝｶ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 梅崎　春生 ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾙｵ 913 ｳ 新潮社 1981 367p 20cm
真空地帯・黒い絵　新潮現代文学２７ ｼﾝｸｳﾁﾀｲ･ｸﾛｲｴ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 野間　宏 ﾉﾏ ﾋﾛｼ 913 ﾉ 新潮社 1981 377p 20cm
沈黙・イエスの生涯　新潮現代文学４１ ﾁﾝﾓｸ･ｲｴｽﾉｼｮｳｶﾞｲ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 遠藤　周作 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｻｸ 913 ｴ 新潮社 1978 402p 20cm
広場の孤独・ゴヤ「黒い絵」について　新潮現代文学２９ﾋﾛﾊﾞﾉｺﾄﾞｸ･ｺﾞﾔ｢ｸﾛｲｴ｣ﾆﾂｲﾃ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 堀田　善衛 ﾎｯﾀ ﾖｼｴ 913 ﾎ 新潮社 1980 397p 20cm
恋の泉・四季　新潮現代文学３０ ｺｲﾉｲｽﾞﾐ･ｼｷ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 中村　真一郎 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 913 ﾅ 新潮社 1980 409p 20cm
秀吉と利休・一隅の記　新潮現代文学４ ﾋﾃﾞﾖｼﾄﾘｷｭｳ ｲﾁｸﾞｳﾉｷ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 野上　弥生子 ﾉｶﾞﾐ ﾔｴｺ 913 ﾉ 新潮社 1981 362p 20cm
まぼろしの記・蜜蜂が降る　新潮現代文学５ﾏﾎﾞﾛｼﾉｷ ﾐﾂﾊﾞﾁｶﾞﾌﾙ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 尾崎　一雄 ｵｻﾞｷ ｶｽﾞｵ 913 ｵ 新潮社 1981 366p 20cm
人間の運命（父と子）・狭き門より　新潮現代文学６ﾆﾝｹﾞﾝﾉｳﾝﾒｲ(ﾁﾁﾄｺ) ｾﾏｷﾓﾝﾖﾘ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 芹沢　光治良 ｾﾘｻﾞﾜ ｺｳｼﾞﾛｳ 913 ｾ 新潮社 1980 389p 20cm
おはん・雨の音　新潮現代文学７ ｵﾊﾝ･ｱﾒﾉｵﾄ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 宇野　千代 ｳﾉ ﾁﾖ 913 ｳ 新潮社 1980 385p 20cm
荒魂・紫苑物語　新潮現代文学８ ｱﾗﾀﾏ･ｼｵﾝﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 石川　淳 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ 913 ｲ 新潮社 1981 381p 20cm
青い山脈・あいつと私　新潮現代文学９ ｱｵｲｻﾝﾐｬｸ ｱｲﾂﾄﾜﾀｼ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 石坂　洋次郎 ｲｼｻﾞｶ ﾖｳｼﾞﾛｳ 913 ｲ 新潮社 1979 403p 20cm
魂が試されるとき　新潮現代文学１０ ﾀﾏｼｲｶﾞﾀﾒｻﾚﾙﾄｷ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 丹羽　文雄 ﾆﾜ ﾌﾐｵ 913 ﾆ 新潮社 1980 445p 20cm
雪夫人絵図・好きな女の胸飾り　新潮現代文学１１ﾕｷﾌｼﾞﾝｴｽﾞ･ｽｷﾅｵﾝﾅﾉﾑﾈｶｻﾞﾘ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 舟橋　聖一 ﾌﾅﾊﾞｼ ｾｲｲﾁ 913 ﾌ 新潮社 1981 376p 20cm
青春の蹉趺・独りきりの世界　新潮現代文学１２ｾｲｼｭﾝﾉｻﾃﾂ ﾋﾄﾘｷﾘﾉｾｶｲ  ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 石川　達三 ｲｼｶﾜ ﾀﾂｿﾞｳ 913 ｲ 新潮社 1978 438p 20cm
若い詩人の肖像・火の鳥　新潮現代文学１３ﾜｶｲｼｼﾞﾝﾉｼｮｳｿﾞｳ･ﾋﾉﾄﾘ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 伊藤　整 ｲﾄｳ ｾｲ 913 ｲ 新潮社 1981 382p 20cm
いやな感じ・死の淵より　新潮現代文学１４ｲﾔﾅｶﾝｼﾞ･ｼﾉﾌﾁﾖﾘ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 高見　順 ﾀｶﾐ ｼﾞｭﾝ 913 ﾀ 新潮社 1981 366p 20cm
白い巨塔　新潮現代文学５０ ｼﾛｲｷｮﾄｳ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 山崎　豊子 ﾔﾏｻｷ ﾄﾖｺ 913 ﾔ 新潮社 1980 532p 20cm
忘却の河・海市　新潮現代文学３１ ﾎﾞｳｷｬｸﾉｶﾜ･ｶｲｼ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 福永　武彦 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｹﾋｺ 913 ﾌ 新潮社 1980 401p 20cm
金閣寺・春の雪　新潮現代文学３２ ｷﾝｶｸｼﾞ･ﾊﾙﾉﾕｷ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 三島　由紀夫 ﾐｼﾏ ﾕｷｵ 913 ﾐ 新潮社 1979 408p 20cm
花闇・深い河　新潮現代文学７５ ﾊﾅﾔﾐ･ﾌｶｲｶﾜ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 田久保　英夫 ﾀｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｵ 913 ﾀ 新潮社 1981 371p 20cm
花埋み・雪舞　新潮現代文学７７ ﾊﾅｳｽﾞﾐ･ﾕｷﾏｲ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 渡辺　淳一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 913 ﾜ 新潮社 1980 411p 20cm
師走と追跡のサンバ・俺に関する噂　新潮現代文学７８ｼﾜｽﾄﾂｲｾｷﾉｻﾝﾊﾞ･ｵﾚﾆｶﾝｽﾙｳﾜｻ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 筒井　康隆 ﾂﾂｲ ﾔｽﾀｶ 913 ﾂ 新潮社 1979 384p 20cm
天平の甍・しろばんば　新潮現代文学２８ﾃﾝﾋﾟｮｳﾉｲﾗｶ･ｼﾛﾊﾞﾝﾊﾞ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 井上　靖 ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ 913 ｲ 新潮社 1979 436p 20cm
黒い雨・駅前旅館　新潮現代文学２ ｸﾛｲｱﾒ･ｴｷﾏｴﾘｮｶﾝ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 井伏　鱒二 ｲﾌﾞｾ ﾏｽｼﾞ 913 ｲ 新潮社 1979 398p 20cm
古都・眠れる美女　新潮現代文学１ ｺﾄ･ﾈﾑﾚﾙﾋﾞｼﾞｮ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 川端　康成 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾅﾘ 913 ｶ 新潮社 1979 424p 20cm
梨の花・ある楽しさ　新潮現代文学３ ﾅｼﾉﾊﾅ･ｱﾙﾀﾉｼｻ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 中野　重治 ﾅｶﾉ ｼｹﾞﾊﾙ 913 ﾅ 新潮社 1980 383p 20cm
笹まくら・横しぐれ　新潮現代文学６３ ｻｻﾏｸﾗ･ﾖｺｼｸﾞﾚ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 丸谷　才一 ﾏﾙﾔ ｻｲｲﾁ 913 ﾏ 新潮社 1979 393p 20cm
廻廊にて・嵯峨野明月記　新潮現代文学６４ｶｲﾛｳﾆﾃ･ｻｶﾞﾉﾒｲｹﾞﾂｷ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 辻　邦生 ﾂｼﾞ ｸﾆｵ 913 ﾂ 新潮社 1979 392p 20cm
青銅時代・アポロンの島　新潮現代文学６５ｾｲﾄﾞｳｼﾞﾀﾞｲ･ｱﾎﾟﾛﾝﾉｼﾏ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 小川　国夫 ｵｶﾞﾜ ｸﾆｵ 913 ｵ 新潮社 1980 362p 20cm
戦艦武蔵・冬の鷹　新潮現代文学６６ ｾﾝｶﾝﾑｻｼ･ﾌﾕﾉﾀｶ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 吉村　昭 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾗ 913 ﾖ 新潮社 1980 399p 20cm
感傷旅行・休暇は終わった　新潮現代文学６８ｶﾝｼｮｳﾘｮｺｳ･ｷｭｳｶﾊｵﾜｯﾀ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 田辺　聖子 ﾀﾅﾍﾞ ｾｲｺ 913 ﾀ 新潮社 1979 391p 20cm
聖少女・夢の浮橋　新潮現代文学６９ ｾｲｼｮｳｼﾞｮ･ﾕﾒﾉｳｷﾊｼ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 倉橋　由美子 ｸﾗﾊｼ ﾕﾐｺ 913 ｸ 新潮社 1979 405p 20cm
我が心は石にあらず・散華　新潮現代文学７０ﾜｶﾞｺｺﾛﾊｲｼﾆｱﾗｽﾞ･ｻﾝｹﾞ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 高橋　和巳 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐ 913 ﾀ 新潮社 1979 392p 20cm
されどわれらが日々・鳥の影　新潮現代文学７１ｻﾚﾄﾞﾜﾚﾗｶﾞﾋﾋﾞ･ﾄﾘﾉｶｹﾞ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 柴田　翔 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳ 913 ｼ 新潮社 1979 372p 20cm
戒厳令の夜・黄金時代　新潮現代文学７２ｶｲｹﾞﾝﾚｲﾉﾖﾙ･ｵｳｺﾞﾝｼﾞﾀﾞｲ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 五木　寛之 ｲﾂｷ ﾋﾛﾕｷ 913 ｲ 新潮社 1978 432p 20cm
新釈　遠野物語・薮原検校　新潮現代文学７９ｼﾝｼｬｸ ﾄｵﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ･ﾔﾌﾞﾊﾗｹﾝｷﾞｮｳ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 井上　ひさし ｲﾉｳｴ ﾋｻｼ 913 ｲ 新潮社 1981 405p 20cm
夢の碑・真実の学校　新潮現代文学７４ ﾕﾒﾉｲｼﾌﾞﾐ･ｼﾝｼﾞﾂﾉｶﾞｯｺｳ  ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 高井　有一 ﾀｶｲ ﾕｳｲﾁ 913 ﾀ 新潮社 1981 378p 20cm
フランドルの冬・夢見草　新潮現代文学７６ﾌﾗﾝﾄﾞﾙﾉﾌﾕ･ﾕﾒﾐｸﾞｻ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 加賀　乙彦 ｶｶﾞ ｵﾄﾋｺ 913 ｶ 新潮社 1980 383p 20cm
幽霊・さびしい王様　新潮現代文学４９ ﾕｳﾚｲ･ｻﾋﾞｼｲｵｳｻﾏ ｼﾝﾁｮｳ ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾌﾞﾝｶﾞｸ 北　杜夫 ｷﾀ ﾓﾘｵ 913 ｷ 新潮社 1978
華岡青洲の妻・恍惚の人　新潮現代文学５１ﾊﾅｵｶｾｲｼｭｳﾉﾂﾏ･ｺｳｺﾂﾉﾋﾄ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 有吉　佐和子 ｱﾘﾖｼ ｻﾜｺ 913 ｱ 新潮社 1978 400p 20cm
化石の森・太陽の季節　新潮現代文学５３ｶｾｷﾉﾓﾘ･ﾀｲﾖｳﾉｷｾﾂ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 石原　慎太郎 ｲｼﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 913 ｲ 新潮社 1981 377p 20cm
日本三文オペラ・夏の闇　新潮現代文学５４ﾆﾎﾝｻﾝﾓﾝｵﾍﾟﾗ･ﾅﾂﾉﾔﾐ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 開高　健 ｶｲｺｳ ﾀｹｼ 913 ｶ 新潮社 1980 430p 20cm
個人的な体験・ピンチランナー調書　新潮現代文学５５ｺｼﾞﾝﾃｷﾅﾀｲｹﾝ･ﾋﾟﾝﾁﾗﾝﾅｰﾁｮｳｼｮ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 大江　健三郎 ｵｵｴ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 913 ｵ 新潮社 1978 401p 20cm



落日燃ゆ・官僚たちの夏　新潮現代文学５６ﾗｸｼﾞﾂﾓﾕ･ｶﾝﾘｮｳﾀﾁﾉﾅﾂ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 城山　三郎 ｼﾛﾔﾏ ｻﾌﾞﾛｳ 913 ｼ 新潮社 1978 403p 20cm
海の道・忍ぶ川　新潮現代文学５７ ｳﾐﾉﾐﾁ ･ｼﾉﾌﾞｶﾞﾜ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 三浦　哲郎 ﾐｳﾗ ﾃﾂｵ 913 ﾐ 新潮社 1980 374p 20cm
江分利満氏の優雅な生活・人殺し　新潮現代文学５８ｴﾌﾞﾁﾏﾝｼﾉﾕｳｶﾞﾅｾｲｶﾂ･ﾋﾄｺﾞﾛｼ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 山口　瞳 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾄﾐ 913 ﾔ 新潮社 1980 400p 20cm
遠い声・比叡　新潮現代文学５９ ﾄｵｲｺｴ･ﾋｴｲ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 瀬戸内　晴美 ｾﾄｳﾁ ﾊﾙﾐ 913 ｾ 新潮社 1980 395p 20cm
一年前の牧歌・美少女　新潮現代文学６０ｲﾁﾈﾝﾏｴﾉﾎﾞｯｶ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 河野　多恵子 ｺｳﾉ ﾀｴｺ 913 ｺ 新潮社 1980 394p 20cm
冬のかたみに・帰路　新潮現代文学６１ ﾌﾕﾉｶﾀﾐﾆ･ｷﾛ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 立原　正秋 ﾀﾁﾊﾗ ﾏｻｱｷ 913 ｷ 新潮社 1980 386p 20cm
甘い蜜の部屋・恋人たちの森　新潮現代文学６２ｱﾏｲﾐﾂﾉﾍﾔ･ｺｲﾋﾞﾄﾀﾁﾉﾓﾘ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 森　茉莉 ﾓﾘ ﾏﾘ 913 ﾓ 新潮社 1981 362p 20cm
浮き灯台・流れ藻　新潮現代文学４０ ｳｷﾄｳﾀﾞｲ･ﾅｶﾞﾚﾓ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 庄野　潤三 ｼｮｳﾉ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 913 ｼ 新潮社 1980 372p 20cm
燃えよ剣・奇妙さ　新潮現代文学４６ ﾓｴﾖｹﾝ･ｷﾐｮｳｻ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 司馬　遼太郎 ｼﾊﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 913 ｼ 新潮社 1979 461p 20cm
橋のない川（一）・夜明け朝あけ　新潮現代文学４３ﾊｼﾉﾅｲｶﾜ(ｲﾁ)･ﾖｱｹｱｻｱｹ  ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 住井　すゑ ｽﾐｲ ｽｴ 913 ｽ 新潮社 1979 433p 20cm
砂の女・密会　新潮現代文学３３ ｽﾅﾉｵﾝﾅ･ﾐｯｶｲ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 安部　公房 ｱﾍﾞ ｺｳﾎﾞｳ 913 ｱ 新潮社 1978 382p 20cm
八甲田山死の彷徨・アラスカ物語　新潮現代文学４４ﾊｯｺｳﾀﾞｻﾝｼﾉﾎｳｺｳ･ｱﾗｽｶﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 新田　次郎 ﾆｯﾀ ｼﾞﾛｳ 913 ﾆ 新潮社 1979 409p 20cm
楢山節考・笛吹川　新潮現代文学４７ ﾅﾗﾔﾏﾌﾞｼｺｳ･ﾌｴﾌｷｶﾞﾜ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 深沢　七郎 ﾌｶｻﾜ ｼﾁﾛｳ 913 ﾌ 新潮社 1981 368p 20cm
心優しき叛逆者たち　新潮現代文学４８ ｺｺﾛﾔｻｼｷﾊﾝｷﾞｬｸｼｬﾀﾁ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 井上　光晴 ｲﾉｳｴ ﾐﾂﾊﾙ 913 ｲ 新潮社 1981 418p 20cm
流れる・闘　新潮現代文学３４ ﾅｶﾞﾚﾙ･ﾄｳ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 幸田　文 ｺｳﾀﾞ ｱﾔ 913 ｺ 新潮社 1980 390p 20cm
死の棘・出発は遂に訪れず　新潮現代文学３６ｼﾉﾄｹﾞ･ｼｭｯﾊﾟﾂﾊﾂｲﾆｵﾄｽﾞﾚｽﾞ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 島尾　敏雄 ｼﾏｵ ﾄｼｵ 913 ｼ 新潮社 1979 376p 20cm
島・抱擁家族　新潮現代文学３７ ｼﾏ･ﾎｳﾖｳｶｿﾞｸ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 小島　信夫 ｺｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｵ 913 ｺ 新潮社 1981 380p 20cm
海辺の光景・花祭　新潮現代文学３８ ｶｲﾍﾝﾉｺｳｹｲ･ﾊﾅﾏﾂﾘ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 安岡　章太郎 ﾔｽｵｶ ｼｮｳﾀﾛｳ 913 ﾔ 新潮社 1980 370p 20cm
雲の墓標・米内光政　新潮現代文学３９ ｸﾓﾉﾎﾞﾋｮｳ･ﾖﾅｲﾐﾂﾏｻ ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 阿川　弘之 ｱｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 913 ｱ 新潮社 1979 431p 20cm
三好達治 ﾐﾖｼﾀﾂｼﾞ 新装版現代詩読本 911 ﾐ 思潮社 1985 281p 21cm
金子光晴 ｶﾈｺﾐﾂﾊﾙ 新装版現代詩読本 911 ｶ 思潮社 1985 253p 21cm
室生犀星 ﾑﾛｳｻｲｾｲ 新装版現代詩読本 新装版現代詩読本 911 ﾑ 思潮社 1985 269p 21cm
立原道造 ﾀﾁﾊﾗﾐﾁｿﾞｳ 新装版現代詩読本 911 ﾀ 思潮社 1983 253p 21cm
萩原朔太郎 ﾊｷﾞﾜﾗｻｸﾀﾛｳ 新装版現代詩読本 新装版現代詩読本 911 ﾊ 思潮社 1983 301p 21cm
中原中也 ﾅｶﾊﾗﾁｭｳﾔ 新装版現代詩読本 新装版現代詩読本 911 ﾅ 思潮社 1983 297p 21cm
高村光太郎 ﾀｶﾑﾗｺｳﾀﾛｳ 新装版現代詩読本 新装版現代詩読本 911 ﾀ 思潮社 1985 285p 21cm
野坂昭如　新潮現代文学 ｼﾝﾁｮｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾌﾞﾝｶﾞｸ 野坂昭如 野坂昭如 913 ﾉ 新潮社 1981 363p 20cm
漁業技術者になるには ｷﾞｮｷﾞｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｼｬﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ 小圷 覚 著 ｺｱｸﾂ ｻﾄﾙ 661 ｺ ぺりかん社 1986 186p 19cm
整備士になるには ｾｲﾋﾞｼﾆﾅﾙﾆﾜ 航空・自動車 なるにはＢＯＯＫＳ 横山 昇司 著 ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ 537 ﾖ ぺりかん社 1980 219p 19cm
美容師・理容師になるには ﾋﾞﾖｳｼﾘﾖｳｼﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ 松山 朋頼 著 ﾏﾂﾔﾏ ｱｷﾖﾘ 595 ﾏ ぺりかん社 1986 190p 19cm
看護婦・保健婦になるには ｶﾝｺﾞﾌﾎｹﾝﾌﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ 谷 みゆき 〔ほか著〕 ﾀﾆ ﾐﾕｷ 498 ﾀ ぺりかん社 1980 245p 19cm
栄養士になるには ｴｲﾖｳｼﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ 藤原 真昭 著 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｱｷ 498 ﾌ ぺりかん社 1985 211p 19cm
建築技術者になるには ｹﾝﾁｸｷﾞｼﾞｭﾂｼｬﾆﾅﾙﾆﾜ なるにはＢＯＯＫＳ 藤岡 藤也 著 ﾌｼﾞｵｶ ﾌｼﾞﾔ 520 ﾌ ぺりかん社 1991 230p 19cm
わくわく近代日本史５０話 ﾜｸﾜｸｷﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝｼｺﾞｼﾞｭｳﾜ 吉村 徳蔵 著 ﾖｼﾑﾗ ﾄｸｿﾞｳ 210 ﾖ 草土文化 1985 207p 22cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 昭和前史・文明開化 210 ﾅ 毎日新聞社 1984 230p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 昭和前史・富国強兵 210 ﾅ 毎日新聞社 1984 230p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 昭和前史・日露戦争 210 ﾅ 毎日新聞社 1984 229p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 昭和前史・関東大震災 210 ﾅ 毎日新聞社 1984 229p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 昭和の幕開く 210 ﾅ 毎日新聞社 1984 230p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 満州事変 210 ﾅ 毎日新聞社 1984 230p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 ニ・ニ六事件前後 210 ﾅ 毎日新聞社 1984 229p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 日中戦争勃発 210 ﾅ 毎日新聞社 1984 229p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 戦線と銃後 210 ﾅ 毎日新聞社 1984 230p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 破局への道 210 ﾅ 毎日新聞社 1983 230p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 空襲・敗戦・占領 210 ﾅ 毎日新聞社 1983 230p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 廃墟と欠乏 210 ｼ 毎日新聞社 1983 230p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 講和・独立 210 ﾅ 毎日新聞社 1984 229p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 高度成長 210 ﾅ 毎日新聞社 1984 229p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 昭和元禄 210 ﾅ 毎日新聞社 1984 229p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 経済大国と石油ショック 210 ﾅ 毎日新聞社 1985 229p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 不確実性の時代 210 ﾅ 毎日新聞社 1985 229p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 日本植民地史　満州・朝鮮・台湾 210 ﾅ 毎日新聞社 1985 229p 31cm
昭和史 ｼｮｳﾜｼ 決定版 アメリカ兵の見た占領日本 210 ｼ 毎日新聞社 1985 95p 31cm
こんなに面白い奈良公園 ｺﾝﾅﾆｵﾓｼﾛｲﾅﾗｺｳｴﾝ とんぼの本 入江 泰吉 〔ほか〕著 ｲﾘｴ ﾀｲｷﾁ 291 ｲ 新潮社 1988 119p 22cm
タイ ｾｶｲﾉｺﾄﾞﾓﾀﾁ マナと緑の大地 世界の子どもたち 折原恵 290 ｾ 偕成社 1988 39p 25cm
小さな引揚者 ﾁｲｻﾅﾋｷｱｹﾞｼｬ 写真集 飯山 達雄 写真・文 ｲｲﾔﾏ ﾀﾂｵ 210 ｲ 草土文化 1985 104p 22cm
新・日本のお天気１２か月 ｼﾝﾆﾎﾝﾉｵﾃﾝｷｼﾞｭｳﾆｶｹﾞﾂ 清水 教高 著 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾀｶ 451 ｼ アリス館 1987 229p 22cm
山に登ろう ﾔﾏﾆﾉﾎﾞﾛｳ ちくまプリマーブックス 芳野 満彦 著 ﾖｼﾉ ﾐﾂﾋｺ 786 ﾖ 筑摩書房 1987 237p 19cm
小町算と布ぬすっと算 ｺﾏﾁｻﾞﾝﾄﾇﾉﾇｽｯﾄｻﾞﾝ わらべうたと物語でつづるたのしい算数 やさしい科学 山崎 直美 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 411 ﾔ さ・え・ら書房 1988 79p 23cm
地震　その科学と防災
ハリフマンの昆虫ウオッチング　３ ﾊﾘﾌﾏﾝﾉｺﾝﾁｭｳｳｵｯﾁﾝｸﾞ 社会性昆虫記 ヨシフ・ハリフマン 著 ﾊﾘﾌﾏﾝ ﾖｼﾌ 486 ﾊ 理論社 1988 172p 21cm
ハリフマンの昆虫ウオッチング４ ﾊﾘﾌﾏﾝﾉｺﾝﾁｭｳｳｵｯﾁﾝｸﾞ 社会性昆虫記 ヨシフ・ハリフマン 著 ﾊﾘﾌﾏﾝ ﾖｼﾌ 486 ﾊ 理論社 1988 145p 21cm
さわやかおしゃれブック ｻﾜﾔｶｵｼｬﾚﾌﾞｯｸ どんぐりブックス 阿部 幸子 著 ｱﾍﾞ ｻﾁｺ 593 ｱ ポプラ社 1987 174p 20cm
料理知りたいこと事典 ﾘｮｳﾘｼﾘﾀｲｺﾄｼﾞﾃﾝ おいしい料理作りのポイント どんぐりブックス 小林 トミ 著 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾐ 596 ｺ ポプラ社 1988 174p 20cm
まんがで学習エチケット事典２ ﾏﾝｶﾞﾃﾞｶﾞｸｼｭｳｴﾁｹｯﾄｼﾞﾃﾝ 光永 久夫 文 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾋｻｵ 385 ﾐ あかね書房 1987 111p 22cm
ジュニア音楽百科２ ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸﾋｬｯｶ ジュニアの楽器 音楽之友社 編 ｵﾝｶﾞｸ ﾉ ﾄﾓｼｬ 760 ｵ 音楽之友社 1987 118p 27cm
Ｊ．Ｓ．バッハ ｼﾞｪｰｴｽﾊﾞｯﾊ 神と人間のかけ橋 まんが作曲家物語 まんが作曲家物語 佐々木 啓子 絵 ｻｻｷ ｹｲｺ 760 ｻ 音楽之友社 1983 48p 31cm
モーツァルト ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｴｰﾓｰﾂｧﾙﾄ 神が選んだ天才児 まんが作曲家物語 まんが作曲家物語 関口 シュン 絵 ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝ 760 ｾ 音楽之友社 1983 48p 31cm
ベートーヴェン ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ 英雄の魂 まんが作曲家物語 まんが作曲家物語 柴田 有子 絵 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｺ 760 ｼ 音楽之友社 1983 48p 31cm
ショパン ｼｮﾊﾟﾝ 愛のピアノ詩人 まんが作曲家物語 まんが作曲家物語 マツモト ワタル 絵 ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾀﾙ 760 ﾏ 音楽之友社 1984 48p 31cm
ワーグナー ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰｱｰﾙﾜｰｸﾞﾅｰ 革命と救済 まんが作曲家物語 まんが作曲家物語 土屋 進 絵 ﾂﾁﾔ ｽｽﾑ 760 ﾂ 音楽之友社 1983 48p 31cm
Ｊ．シュトラウスⅡ ｼﾞｪｰｼｭﾄﾗｳｽﾆｾｲ 魅惑のウィーン気質 まんが作曲家物語 まんが作曲家物語 チップス・カンパニー 絵 ﾁｯﾌﾟｽ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 760 ﾁ 音楽之友社 1984 48p 31cm
不思議なものをつくろう ﾌｼｷﾞﾅﾓﾉｵﾂｸﾛｳ あたらしい造形・美術⑦ あたらしい造形・美術 藤沢 英昭 著 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 750 ｱ 小峰書店 1988 63p 27cm
日本その心とかたち１ ﾆﾎﾝｿﾉｺｺﾛﾄｶﾀﾁ ＮＨＫ特別シリーズ はじめに形ありき 加藤 周一 著 ｶﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 702 ｶ 平凡社 1987 130p 27cm
日本その心とかたち５ ﾆﾎﾝｿﾉｺｺﾛﾄｶﾀﾁ ＮＨＫ特別シリーズ 琳派海を渡る 加藤 周一 著 ｶﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 702 ｶ 平凡社 1987 126p 27cm
中学生日記 ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾆｯｷ シナリオ版 ＮＨＫ名古屋局 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 912 ﾆ 日本放送出版協会 1987 207p 19cm
新ことわざ辞典 付・外国ことわざ集 佐藤務　編 813 ｻ むさし書房
まんがで学習おぼえておきたい短歌１００ﾏﾝｶﾞﾃﾞｶﾞｸｼｭｳｵﾎﾞｴﾃｵｷﾀｲﾀﾝｶﾋｬｸ 萩原 昌好 編・著 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 911 ﾊ あかね書房 1987 127p 22cm



まんがで学習エチケット事典１ ﾏﾝｶﾞﾃﾞｶﾞｸｼｭｳｴﾁｹｯﾄｼﾞﾃﾝ 光永 久夫 文 ﾐﾂﾅｶﾞ ﾋｻｵ 385 ﾐ あかね書房 1986 111p 22cm
まんがで学習かん字じてん一年生 ﾏﾝｶﾞﾃﾞｶﾞｸｼｭｳｶﾝｼﾞｼﾞﾃﾝｲﾁﾈﾝｾｲ おの つよし 著 ｵﾉ ﾂﾖｼ 811 ｵ あかね書房 1987 111p 22cm
まんがで学習かん字じてん二年生 ﾏﾝｶﾞﾃﾞｶﾞｸｼｭｳｶﾝｼﾞｼﾞﾃﾝﾆﾈﾝｾｲ おの つよし 著 ｵﾉ ﾂﾖｼ 811 ｵ あかね書房 1987 127p 22cm
中学ことわざ辞典 ﾁｭｳｶﾞｸｺﾄﾜｻﾞｼﾞﾃﾝ チャレンジコミック 福武書店辞典部 編集 ﾌｸﾀｹ ｼｮﾃﾝ 813 ﾌ 福武書店 1988 254p 19cm
日常ことわざ集 ﾆﾁｼﾞｮｳｺﾄﾜｻﾞｼｭｳ 瀬川 健一郎 著 ｾｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ 813 ｾ むさし書房 1984 171p 19cm
ことわざ雑学 ｺﾄﾜｻﾞｻﾞﾂｶﾞｸ 石原 親史 〔ほか〕編集 ｲｼﾊﾗ ﾁｶｼ 813 ｲ 寿海出版 1983 304p 19cm
ことわざ雑学 ｺﾄﾜｻﾞｻﾞﾂｶﾞｸ 石原 親史 〔ほか〕編集 ｲｼﾊﾗ ﾁｶｼ 813 ｲ 寿海出版 1983 576p 19cm
ことわざ名言辞典
世界・日本ことわざ辞典 ｾｶｲﾆﾎﾝｺﾄﾜｻﾞｼﾞﾃﾝ 金言・格言・俚謡付 東 澄義 著 ｱｽﾞﾏ ｽﾐﾖｼ 813 ｱ 文進堂 356p 19cm
中学ことわざ辞典 ﾁｭｳｶﾞｸｺﾄﾜｻﾞｼﾞﾃﾝ チャレンジコミック 福武書店辞典部 編集 ﾌｸﾀｹ ｼｮﾃﾝ 388 ﾌ 福武書店 1988 254p 19cm
学生ことわざ辞典 イラストで見る むさし書房編集部　編 813 ｳ むさし書房
母と子でみる　第五福竜丸 ﾊﾊﾄｺﾃﾞﾐﾙﾀﾞｲｺﾞﾌｸﾘｭｳﾏﾙ 第五福竜丸平和協会 編 ﾀﾞｲｺﾞ ﾌｸﾘｭｳﾏﾙ ﾍｲﾜ ｷｮｳｶｲ319 ﾊ 草土文化 1985 111p 23cm
南アフリカのアパルトヘイト ﾐﾅﾐｱﾌﾘｶﾉｱﾊﾟﾙﾄﾍｲﾄ 世界はいま…８ 世界はいま… マイケル・エバンス 著 ｴﾊﾞﾝｽ ﾏｲｹﾙ 319 ｾ 佑学社 1988 30p 30cm
ゴリラの山に生きる ｺﾞﾘﾗﾉﾔﾏﾆｲｷﾙ ダイアン・フォッシー物語 文学の扉 戸川 幸夫 作 ﾄｶﾞﾜ ﾕｷｵ 913 金の星社 1988 227p 21cm
歩もうともに手をつないで ｱﾕﾓｳﾄﾓﾆﾃｵﾂﾅｲﾃﾞ 愛の心を実践しつづけた賀川豊彦 ＰＨＰこころのノンフィクション ＰＨＰこころのノンフィクション 神戸 淳吉 作 ｶﾝﾍﾞ ｼﾞｭﾝｷﾁ 289 ｶ ＰＨＰ研究所 1988 129p 22cm
武田信玄 ﾀｹﾀﾞｼﾝｹﾞﾝ 戦国の英雄 浜野 卓也 著 ﾊﾏﾉ ﾀｸﾔ 289 ﾊ 偕成社 1988 222p 22cm
教科書にでる人物学習事典 ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾙｼﾞﾝﾌﾞﾂｶﾞｸｼｭｳｼﾞﾃﾝ 280 ｷ 学研 1986 448p 27cm
教科書にでる人物学習事典 ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾙｼﾞﾝﾌﾞﾂｶﾞｸｼｭｳｼﾞﾃﾝ 280 ｷ 学研 1986 448p 27cm
教科書にでる人物学習事典 ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾙｼﾞﾝﾌﾞﾂｶﾞｸｼｭｳｼﾞﾃﾝ 280 ｷ 学研 1986 448p 27cm
教科書にでる人物学習事典 ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾙｼﾞﾝﾌﾞﾂｶﾞｸｼｭｳｼﾞﾃﾝ 280 ｷ 学研 1986 447p 27cm
美しい恋の物語 ﾁｸﾏﾌﾞﾝｶﾞｸﾉﾓﾘ ちくま文学の森１ 安野 光雅 〔ほか〕編 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 908 ﾁ 筑摩書房 1988 463p 20cm
心洗われる話 ﾁｸﾏﾌﾞﾝｶﾞｸﾉﾓﾘ ちくま文学の森２ 安野 光雅 〔ほか〕編 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 908 ﾁ 筑摩書房 1988 467p 20cm
幼かりし日々 ﾁｸﾏﾌﾞﾝｶﾞｸﾉﾓﾘ ちくま文学の森３ 安野 光雅 〔ほか〕編 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 908 ﾁ 筑摩書房 1988 468p 20cm
変身ものがたり ﾁｸﾏﾌﾞﾝｶﾞｸﾉﾓﾘ ちくま文学の森４ 安野 光雅 〔ほか〕編 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 908 ﾁ 筑摩書房 1988 493p 20cm
おかしい話 ﾁｸﾏﾌﾞﾝｶﾞｸﾉﾓﾘ ちくま文学の森５ 安野 光雅 〔ほか〕編 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 908 ﾁ 筑摩書房 1988 470p 20cm
悪いやつの話 ﾁｸﾏﾌﾞﾝｶﾞｸﾉﾓﾘ ちくま文学の森８ 安野 光雅 〔ほか〕編 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 908 ﾁ 筑摩書房 1988 452p 20cm
賭けと人生 ﾁｸﾏﾌﾞﾝｶﾞｸﾉﾓﾘ ちくま文学の森１０ 安野 光雅 〔ほか〕編 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 908 ﾁ 筑摩書房 1988 484p 20cm
機械のある世界 ﾁｸﾏﾌﾞﾝｶﾞｸﾉﾓﾘ ちくま文学の森１１ 安野 光雅 〔ほか〕編 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 908 ﾁ 筑摩書房 1988 488p 20cm
ちくま文学の森１２ ﾁｸﾏﾌﾞﾝｶﾞｸﾉﾓﾘ 安野 光雅 〔ほか〕編 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 913 ｱ 筑摩書房 1989 451p 20cm
ちくま文学の森１４ ﾁｸﾏﾌﾞﾝｶﾞｸﾉﾓﾘ 安野 光雅 〔ほか〕編 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 913 ｱ 筑摩書房 1988 484p 20cm
とっておきの話 ﾁｸﾏﾌﾞﾝｶﾞｸﾉﾓﾘ 安野 光雅 〔ほか〕編 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 908 ﾁ 筑摩書房 1988 486p 20cm
ちくま文学の森　別巻 ﾁｸﾏﾌﾞﾝｶﾞｸﾉﾓﾘ 安野 光雅 〔ほか〕編 ｱﾝﾉ ﾐﾂﾏｻ 913 ｱ 筑摩書房 1989 463 10p 20cm
マッシュ「駆けろ」！ ﾏｯｼｭｶｹﾛ 世界最長の犬ゾリ・レース完走記 小嶋 一男 著 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 916 ｺ 山と渓谷社 1988 257p 21cm
京のかざぐるま ｷｮｳﾉｶｻﾞｸﾞﾙﾏ 現代の創作児童文学 吉橋 通夫 作 ﾖｼﾊｼ ﾐﾁｵ 913 ﾖ 岩崎書店 1988 162p 22cm
燃えあがる人形 ﾓｴｱｶﾞﾙﾆﾝｷﾞｮｳ パンドラの匣・創作選 都筑 道夫 著 ﾂｽﾞｷ ﾐﾁｵ 913 ﾂ 学校図書 1982 211p 21cm
空から地下を探るには？ ｿﾗｶﾗﾁｶｵｻｸﾞﾙﾆﾜ ちくまプリマーブックス 西尾 元充 著 ﾆｼｵ ﾓﾄﾐﾂ 746 ﾆ 筑摩書房 1988 210p 19cm
王女よ、ねむれ ｵｳｼﾞｮﾖﾈﾑﾚ パンドラの匣・創作選 光瀬 竜 著 ﾐﾂｾ ﾘｭｳ 913 ﾐ 学校図書 1984 237p 21cm
異空間アドベンチャー ｲｸｳｶﾝｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ パンドラの匣・創作選 谷 恒生 著 ﾀﾆ ｺｳｾｲ 913 ﾀ 学校図書 1983 199p 21cm
パパママバイバイ ﾊﾟﾊﾟﾏﾏﾊﾞｲﾊﾞｲ 早乙女 勝元 作 ｻｵﾄﾒ ｶﾂﾓﾄ 916 ｻ 草の根出版会 1987 55p 25cm
８月１５日の子どもたち ﾊﾁｶﾞﾂｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁﾉｺﾄﾞﾓﾀﾁ あの日を記録する会 編 ｱﾉ ﾋ ｵ ｷﾛｸ ｽﾙ ｶｲ 916 ｱ 晶文社 1987 321p 22cm
マッシュ「駆けろ」！
それぞれの海へ ｿﾚｿﾞﾚﾉｳﾐｴ 文学の部屋 ラッセル・ホーバン 〔著〕 ﾎｰﾊﾞﾝ ﾗｯｾﾙ 933 ﾎ 評論社 1987 310p 20cm
監獄島の少年 ｶﾝｺﾞｸｼﾞﾏﾉｼｮｳﾈﾝ 現代の文学 ルース・パーク 作 ﾊﾟｰｸ ﾙｰｽ 933 ﾊ 国土社 1988 295p 22cm
たつまきでお屋敷は消えた ﾀﾂﾏｷﾃﾞｵﾔｼｷﾜｷｴﾀ 文研じゅべにーる Ｒ・ブランスカム 作 ﾌﾞﾗﾝｽｶﾑ ﾛﾋﾞｨ 933 ﾌ 文研出版 1987 175p 23cm
桜草をのせた汽車 ｻｸﾗｿｳｵﾉｾﾀｷｼｬ 心の児童文学館シリーズ ジリアン・クロス 作 ｸﾛｽ ｼﾞﾘｱﾝ 933 ｸ ぬぷん児童図書出版1987 279p 22cm
桜草をのせた汽車 ｻｸﾗｿｳｵﾉｾﾀｷｼｬ 心の児童文学館シリーズ ジリアン・クロス 作 ｸﾛｽ ｼﾞﾘｱﾝ 933 ｸ ぬぷん児童図書出版1987 279p 22cm
桜草をのせた汽車 ｻｸﾗｿｳｵﾉｾﾀｷｼｬ 心の児童文学館シリーズ ジリアン・クロス 作 ｸﾛｽ ｼﾞﾘｱﾝ 933 ｸ ぬぷん児童図書出版1987 279p 22cm
桜草をのせた汽車 ｻｸﾗｿｳｵﾉｾﾀｷｼｬ 心の児童文学館シリーズ ジリアン・クロス 作 ｸﾛｽ ｼﾞﾘｱﾝ 933 ｸ ぬぷん児童図書出版1987 279p 22cm
桜草をのせた汽車 ｻｸﾗｿｳｵﾉｾﾀｷｼｬ 心の児童文学館シリーズ ジリアン・クロス 作 ｸﾛｽ ｼﾞﾘｱﾝ 933 ｸ ぬぷん児童図書出版1987 279p 22cm
八点鐘 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１４ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1981 383p 20cm
カリオストロ伯爵夫人 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１５ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 445p 20cm
緑の目の令嬢 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１６ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1983 377p 20cm
ジェリコ公爵 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１９ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1983 345p 20cm
特捜班ビクトール ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集２２ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1983 305p 20cm
愛ときどき曇り ｱｲﾄｷﾄﾞｷｸﾓﾘ ジョン・ロウ・タウンゼンド 著 ﾀｳﾝｾﾞﾝﾄﾞ ｼﾞｮﾝ･ﾛｰ 933 ﾀ 晶文社 1988 240p 23cm
弟たちよ ｵﾄｳﾄﾀﾁﾖ 戦火の中のギリシャで ロティ・ペトロビッツ 作 ﾍﾟﾄﾛﾋﾞｯﾂ ﾛﾃｨ 991 ﾍ 佑学社 1988 167p 23cm
不良とよばれたベン ﾌﾘｮｳﾄﾖﾊﾞﾚﾀﾍﾞﾝ 文学の扉 ヤン・デ・ツァンガー 作 ﾂｧﾝｶﾞｰ ﾔﾝ･ﾃﾞ 949 ﾂ 金の星社 1988 229p 21cm
ペンテコストの冒険ヒーローは誰だ ﾍﾟﾝﾃｺｽﾄﾉﾎﾞｳｹﾝﾋｰﾛｰﾜﾀﾞﾚﾀﾞ 文学の扉 Ｗ・コーベット 作 ｺｰﾍﾞｯﾄ W.J. 933 ｺ 金の星社 1987 333p 21cm
さよならピンク・ピッグ ｻﾖﾅﾗﾋﾟﾝｸﾋﾟｯｸﾞ 文学の扉 Ｃ・アドラー 作 ｱﾄﾞﾗｰ ｶﾛﾙ S. 933 ｱ 金の星社 1987 305p 21cm
核融合・原子力発電 ｶｸﾕｳｺﾞｳｹﾞﾝｼﾘｮｸﾊﾂﾃﾞﾝ サイエンスコミック２ サイエンスコミック 庄司 多津男 責任編集 ｼｮｳｼﾞ ﾀｽﾞｵ 400 ｻ クロスロード 1985 142p 22cm
ＬＳＩ・セラミックス ｴﾙｴｽｱｲｾﾗﾐｯｸｽ サイエンスコミック 小長井 誠 責任編集 ｺﾅｶﾞｲ ﾏｺﾄ 400 ｻ クロスロード 1986 142p 22cm
生命科学 ｾｲﾒｲｶｶﾞｸ サイエンスコミック 中村 桂子 責任編集 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ 400 ｻ クロスロード 1986 142p 22cm
美味しんぼ９ ｵｲｼﾝﾎﾞ ビッグコミックス 雁屋 哲 作 ｶﾘﾔ ﾃﾂ 726 ﾊ 小学館 1989 226p 18cm
柔道の歴史１ ｼﾞｭｳﾄﾞｳﾉﾚｷｼ 嘉納治五郎の生涯 生誕編 本友コミックス 橋本 一郎 原作 ﾊｼﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 789 ﾊ 本の友社 1987 173p 22cm
柔道の歴史２ ｼﾞｭｳﾄﾞｳﾉﾚｷｼ 嘉納治五郎の生涯 熱闘編 本友コミックス 橋本 一郎 原作 ﾊｼﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 789 ﾊ 本の友社 1987 174p 22cm
柔道の歴史３ ｼﾞｭｳﾄﾞｳﾉﾚｷｼ 嘉納治五郎の生涯 風雲編 本友コミックス 橋本 一郎 原作 ﾊｼﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 789 ﾊ 本の友社 1988 174p 22cm
柔道の歴史４ ｼﾞｭｳﾄﾞｳﾉﾚｷｼ 嘉納治五郎の生涯 怒涛編 本友コミックス 橋本 一郎 原作 ﾊｼﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 789 ﾊ 本の友社 1988 174p 22cm
柔道の歴史５ ｼﾞｭｳﾄﾞｳﾉﾚｷｼ 嘉納治五郎の生涯 躍進編 本友コミックス 橋本 一郎 原作 ﾊｼﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 789 ﾊ 本の友社 1988 174p 22cm
柔道の歴史６ ｼﾞｭｳﾄﾞｳﾉﾚｷｼ 嘉納治五郎の生涯 雄飛編 本友コミックス 橋本 一郎 原作 ﾊｼﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 789 ﾊ 本の友社 1988 169p 22cm
分子・原子・素粒子 ﾌﾞﾝｼｹﾞﾝｼｿﾘｭｳｼ サイエンスコミック１ サイエンスコミック 和田 純夫 責任編集 ﾜﾀﾞ ｽﾐｵ 400 ｻ クロスロード 1985 142p 22cm
人物日本の歴史　３７ 西郷隆盛 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　３８ 大久保利通 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史 学習まんが物語 歴史人物事典 監修：樋口清之 280 ｶ 国際情報社
相対性理論 ｿｳﾀｲｾｲﾘﾛﾝ サイエンスコミック３ サイエンスコミック 坪野 公夫 編集 ﾂﾎﾞﾉ ｷﾐｵ 400 ｻ クロスロード 1986 142p 22cm
人物日本の歴史　３ 天智天皇・天武天皇 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　４ 光明皇后 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　６ 道鏡 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　７ 桓武天皇 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社



人物日本の歴史　８ 最上・空海 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　９ 菅原道真 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　１０ 平将門・藤原純友 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　１２ 源義家 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　１８ 親鸞・日蓮 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　２７ 淀君 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　３４ 吉田松陰 学習まんが物語 監修：樋口清正 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　３５ 坂本竜馬 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　３９ 福沢諭吉 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　４０ 伊藤博文 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　４１ 渋沢栄一 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　４２ 野口英世 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　４３ 原敬 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物日本の歴史　４５ 吉田茂 学習まんが物語 監修：樋口清之 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１ １北京原人 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１ ２ツタンカーメン王 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１ ３ホメロス 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　２ ５ソクラテス 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　２ ６クレオパトラ 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　３ ９始皇帝 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　４ １１漢の武帝 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　５ １４マホメット 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　５ １５玄奘 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　６ １７カール大帝／リチャード１世 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　７ １９マルコポーロ 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　７ ２１ジャンヌダルク 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　８ ２３コロンブス／ピサロ 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　９ ２６クロムウェル 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　９ ２７ニュートン 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１１ ３１ワシントン 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１１ ３２マリーアントワネット 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１１ ３３ベートーベン／ゴッホ 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１３ ３７ビスマルク 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１２ ３６洪秀全 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１３ ３８トルストイ／ナイチンゲール 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１３ ３９レーニン 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１４ ４０チャーチル 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１４ ４１ルーズベルト 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１４ ４３キュリー婦人 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１５ ４３ガンジー 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｷ 国際情報社
人物世界の歴史　１５ ４４ナセル／ホー・チ・ミン 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　１５ ４５毛沢東 学習まんが物語 監修：会田雄次 289 ｶ 国際情報社
人物世界の歴史　別巻 ｼﾞﾝﾌﾞﾂｾｶｲﾉﾚｷｼ 学習まんが物語 歴史人物事典 280 ｶ 国際情報社 1988 200p 26cm
虹いろの馬車 ﾆｼﾞｲﾛﾉﾊﾞｼｬ 伊東マンショと少年寒吉の物語 偕成社の創作文学 松永 伍一 著 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺﾞｲﾁ 913 ﾏ 偕成社 1987 238p 21cm
虹いろの馬車 ﾆｼﾞｲﾛﾉﾊﾞｼｬ 伊東マンショと少年寒吉の物語 偕成社の創作文学 松永 伍一 著 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺﾞｲﾁ 913 ﾏ 偕成社 1987 238p 21cm
虹いろの馬車 ﾆｼﾞｲﾛﾉﾊﾞｼｬ 伊東マンショと少年寒吉の物語 偕成社の創作文学 松永 伍一 著 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺﾞｲﾁ 913 ﾏ 偕成社 1987 238p 21cm
虹いろの馬車 ﾆｼﾞｲﾛﾉﾊﾞｼｬ 伊東マンショと少年寒吉の物語 偕成社の創作文学 松永 伍一 著 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺﾞｲﾁ 913 ﾏ 偕成社 1987 238p 21cm
ぼくは野鳥のレンジャーだ ﾎﾞｸﾜﾔﾁｮｳﾉﾚﾝｼﾞｬｰﾀﾞ ひくまのノンフィクションシリーズ 大畑 孝二 作 ｵｵﾊﾀ ｺｳｼﾞ 916 ｵ ひくまの出版 1987 255p 22cm
ぼくは野鳥のレンジャーだ ﾎﾞｸﾜﾔﾁｮｳﾉﾚﾝｼﾞｬｰﾀﾞ ひくまのノンフィクションシリーズ 大畑 孝二 作 ｵｵﾊﾀ ｺｳｼﾞ 916 ｵ ひくまの出版 1987 255p 22cm
ぼくは野鳥のレンジャーだ ﾎﾞｸﾜﾔﾁｮｳﾉﾚﾝｼﾞｬｰﾀﾞ ひくまのノンフィクションシリーズ 大畑 孝二 作 ｵｵﾊﾀ ｺｳｼﾞ 916 ｵ ひくまの出版 1987 255p 22cm
エイズってなんだろう？ ｴｲｽﾞｯﾃﾅﾝﾀﾞﾛｳ みえない敵とのたたかい どんぐりブックス 渡辺 雄二 著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 493 ﾜ ポプラ社 1987 190p 20cm
ボクの学校は山と川 ﾎﾞｸﾉｶﾞｯｺｳﾜﾔﾏﾄｶﾜ 矢口 高雄 著 ﾔｸﾞﾁ ﾀｶｵ 726 ﾔ 白水社 1987 226p 19cm
黒猫ビュートの冒険 ｸﾛﾈｺﾋﾞｭｰﾄﾉﾎﾞｳｹﾝ パンドラの匣・創作選 藤原 審爾 著 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｼﾞ 913 ﾌ 学校図書 1983 277p 21cm
のんカン行進曲（マーチ） ﾉﾝｶﾝﾏｰﾁ 地平線ブックス 寺村 輝夫 著 ﾃﾗﾑﾗ ﾃﾙｵ 913 ﾃ 理論社 1987 385p 19cm
釧路湿原を歩く ｸｼﾛｼﾂｹﾞﾝｵｱﾙｸ 福音館日曜日文庫 近藤 泰年 著 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾄｼ 291 ｺ 福音館書店 1988 504p 図版12p19cm
おかあちゃんごめんね ｵｶｱﾁｬﾝｺﾞﾒﾝﾈ 早乙女 勝元 作 ｻｵﾄﾒ ｶﾂﾓﾄ 913 ｻ 草の根出版会 1988 55p 25cm
ターニャの日記 ﾀｰﾆｬﾉﾆｯｷ 早乙女 勝元 文 ｻｵﾄﾒ ｶﾂﾓﾄ 238 ｻ 草土文化 1985 107p 21×22cm
死んでもブレストを ｼﾝﾃﾞﾓﾌﾞﾚｽﾄｵ 早乙女 勝元 作 ｻｵﾄﾒ ｶﾂﾓﾄ 913 ｻ 草の根出版会 1987 55p 25cm
アシダカグモ ｱｼﾀﾞｶｸﾞﾓ ゴキブリの天敵 生き生き動物の国 萱嶋 泉 著 ｶﾔｼﾏ ｲｽﾞﾐ 485 ｶ 誠文堂新光社 1987 102p 22cm
おはなし歴史風土記　兵庫県 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　島根県 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　秋田県 歴史教育協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　福岡県 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　熊本県 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　鹿児島県 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　石川県 歴史教育者協議会　編 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　北海道 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　青森県 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　岩手県 社会教育者協議会　編 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　福井県 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　長野県 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　山形県 歴史教育協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　神奈川県 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　愛媛県 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　新潟県 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　富山県 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
おはなし歴史風土記　広島県 歴史教育者協議会 210 ﾚ 岩崎書店
日本大百科全書　１ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1984 947p 29cm



日本大百科全書　２ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1985 907p 29cm
日本大百科全書　３ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1985 939p 29cm
日本大百科全書　４ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1985 891p 29cm
日本大百科全書　５ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1985 927p 29cm
日本大百科全書　６ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1985 967p 29cm
日本大百科全書　７ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1986 871p 29cm
日本大百科全書　８ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1986 895p 29cm
日本大百科全書　９ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1986 935p 29cm
日本大百科全書　１０ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1986 919p 29cm
日本大百科全書　１１ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1986 887p 29cm
日本大百科全書　１２ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1986 943p 29cm
日本大百科全書　１３ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1987 883p 29cm
日本大百科全書　１４ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1987 931p 29cm
日本大百科全書　１５ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1987 927p 29cm
日本大百科全書　１６ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1987 919p 29cm
日本大百科全書　１７ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1987 921p 29cm
日本大百科全書　１８ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1987 915p 29cm
日本大百科全書　１９ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1988 895p 29cm
日本大百科全書　２０ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1988 921p 29cm
日本大百科全書　２１ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1988 891p 29cm
日本大百科全書　２２ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1988 907p 29cm
日本大百科全書　２３ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1988 891p 29cm
日本大百科全書　２４ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1988 879p 29cm
日本大百科全書　２５ ﾆﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶｾﾞﾝｼｮ Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　２００１ 相賀　徹夫 31 ｱ 小学館 1989 1007p 29cm
壺井繁治全集　第一巻 ﾂﾎﾞｲｼｹﾞｼﾞｾﾞﾝｼｭｳ ﾀﾞｲｲｯｶﾝ 壺井繁治全集編集委員会 ﾂﾎﾞｲｼｹﾞｼﾞｾﾞﾝｼｭｳﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ918 ﾂ 青磁社 1989
壺井繁治全集　第二巻 ﾂﾎﾞｲｼｹﾞｼﾞｾﾞﾝｼｭｳ ﾀﾞｲﾆｶﾝ 壺井繁治全集編集委員会 ﾂﾎﾞｲｼｹﾞｼﾞｾﾞﾝｼｭｳﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ918 ﾂ 青磁社 1989
壺井繁治全集　第三巻 ﾂﾎﾞｲｼｹﾞｼﾞｾﾞﾝｼｭｳ ﾀﾞｲｻﾝｶﾝ 壺井繁治全集編集委員会 ﾂﾎﾞｲｼｹﾞｼﾞｾﾞﾝｼｭｳﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ918 ﾂ 青磁社 1989
壺井繁治全集　第四巻 ﾂﾎﾞｲｼｹﾞｼﾞｾﾞﾝｼｭｳ ﾀﾞｲﾖﾝｶﾝ 壺井繁治全集編集委員会 ﾂﾎﾞｲｼｹﾞｼﾞｾﾞﾝｼｭｳﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ918 ﾂ 青磁社 1989
壺井繁治全集　第五巻 ﾂﾎﾞｲｼｹﾞｼﾞｾﾞﾝｼｭｳ ﾀﾞｲｺﾞｶﾝ 壺井繁治全集編集委員会 ﾂﾎﾞｲｼｹﾞｼﾞｾﾞﾝｼｭｳﾍﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ918 ﾂ 青磁社 1989
ひめゆりの乙女たち ﾋﾒﾕﾘﾉｵﾄﾒﾀﾁ 母と子で見る 朝日新聞企画部 ｱｻﾋｼﾝﾌﾞﾝｷｶｸﾌﾞ 210 ｱ 草土文化社 1983 111P 23㎝
教科書にでる人物学習事典 ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾙｼﾞﾝﾌﾞﾂｶﾞｸｼｭｳｼﾞﾃﾝ トラ―ホン 280 ｷ 学研 1998 256p 27cm
星の見える家 ﾎｼﾉﾐｴﾙｲｴ 新十津川物語　９ 偕成社の創作文学 川村 たかし 著 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 913 ｶ 偕成社 1987 294p 21cm
おかあさん こころからだいのちのえほん１ 北沢杏子 495 ｷ 岩崎書店 1985
おとうさん こころからだいのちのえほん２ 北沢杏子 495 ｷ 岩崎書店 1985
あいしあう動物たち こころからだいのちのえほん３ 北沢杏子　作 495 ｷ 岩崎書店 1985
あかちゃんはどこからきたの こころからだいのちのえほん４ 北沢杏子　作 495 ｷ 岩崎書店 1985
女の子 こころからだいのとのえほん５ 北沢杏子 495 ｷ 岩崎書店 1985
男の子 こころからだいのちのえほん 北沢杏子 495 ｷ 岩崎書店 1985
あなたがうまれるまで こころからだいのちのえほん７ 北沢杏子 495 ｷ 岩崎書店 1985
生きることと愛すること こころからだいのちのえほん 北沢杏子 495 ｷ 岩崎書店 1985
刃鋼（はがね）　上
シリーズ・くらしと地方行政１ ｼﾘｰｽﾞｸﾗｼﾄﾁﾎｳｷﾞｮｳｾｲ 清掃工場 318 ｷ リブリオ出版 1986 43p 27cm
シリーズ・くらしと地方行政２ ｼﾘｰｽﾞｸﾗｼﾄﾁﾎｳｷﾞｮｳｾｲ 消防署 318 ｷ リブリオ出版 1986 43p 27cm
シリーズ・くらしと地方行政３ ｼﾘｰｽﾞｸﾗｼﾄﾁﾎｳｷﾞｮｳｾｲ 図書館・公民館 318 ｼ リブリオ出版 1986 43p 27cm
シリーズ・くらしと地方行政４ ｼﾘｰｽﾞｸﾗｼﾄﾁﾎｳｷﾞｮｳｾｲ 市場 318 ｷ リブリオ出版 1986 43p 27cm
シリーズ・くらしと地方行政５ ｼﾘｰｽﾞｸﾗｼﾄﾁﾎｳｷﾞｮｳｾｲ 保健所 318 ｷ リブリオ出版 1986 43p 27cm
シリーズ・くらしと地方行政６ ｼﾘｰｽﾞｸﾗｼﾄﾁﾎｳｷﾞｮｳｾｲ 郵便局 318 ｷ リブリオ出版 1986 43p 27cm
シリーズ・くらしと地方行政 ｼﾘｰｽﾞｸﾗｼﾄﾁﾎｳｷﾞｮｳｾｲ 市役所 318 ｷ リブリオ出版 1986 43p 27cm
シリーズ・くらしと地方行政８ ｼﾘｰｽﾞｸﾗｼﾄﾁﾎｳｷﾞｮｳｾｲ 上・下水道 318 ｷ リブリオ出版 1986 43p 27cm
シリーズ・くらしと地方行政９ ｼﾘｰｽﾞｸﾗｼﾄﾁﾎｳｷﾞｮｳｾｲ 交通 318 ｷ リブリオ出版 1986 43p 27cm
シリーズ・くらしと地方行政１０ ｼﾘｰｽﾞｸﾗｼﾄﾁﾎｳｷﾞｮｳｾｲ 警察署 318 ｷ リブリオ出版 1986 43p 27cm
シリーズ・くらしと地方行政１１ ｼﾘｰｽﾞｸﾗｼﾄﾁﾎｳｷﾞｮｳｾｲ 総集編 318 ｷ リブリオ出版 1986 43p 27cm
最新総合大地図 291 ｼ 小学館
日本の国土 ｼﾝｽﾞｶｲﾜﾀｼﾀﾁﾉﾆﾎﾝﾁﾘ いきいき調べ学習 新図解　わたしたちの日本地理 291 ｼ 学研 1997 63p 31cm
九州地方 ｼﾝｽﾞｶｲﾜﾀｼﾀﾁﾉﾆﾎﾝﾁﾘ いきいき調べ学習 新図解　わたしたちの日本地理 291 ｼ 学研 1997 63p 31cm
近畿地方 ｼﾝｽﾞｶｲﾜﾀｼﾀﾁﾉﾆﾎﾝﾁﾘ いきいき調べ学習 新図解　わたしたちの日本地理 291 ｼ 学研 1997 63p 31cm
中部地方 ｼﾝｽﾞｶｲﾜﾀｼﾀﾁﾉﾆﾎﾝﾁﾘ いきいき調べ学習 新図解　わたしたちの日本地理 291 ｼ 学研 1997 63p 31cm
関東地方 ｼﾝｽﾞｶｲﾜﾀｼﾀﾁﾉﾆﾎﾝﾁﾘ いきいき調べ学習 新図解　わたしたちの日本地理 291 ｼ 学研 1997 63p 31cm
東北・北海道地方 ｼﾝｽﾞｶｲﾜﾀｼﾀﾁﾉﾆﾎﾝﾁﾘ いきいき調べ学習 新図解　わたしたちの日本地理 291 ｼ 学研 1997 63p 31cm
地図と調査・観察 ｼﾝｽﾞｶｲﾜﾀｼﾀﾁﾉﾆﾎﾝﾁﾘ いきいき調べ学習 新図解　わたしたちの日本地理 291 ｼ 学研 1997 63p 31cm
だれでも書ける地図 ﾁｽﾞｶﾞﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾎﾝ 地図がたのしくわかる本４ 清水 靖夫 文 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｵ 290 ｼ ポプラ社 1989 47p 29cm
町の地図と記号 ﾁｽﾞｶﾞﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾎﾝ 地図がたのしくわかる本２ 清水 靖夫 文 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｵ 290 ｼ ポプラ社 1989 47p 29cm
京都おもしろウォッチング ｷｮｳﾄｵﾓｼﾛｳｫｯﾁﾝｸﾞ とんぼの本 赤瀬川 原平 〔ほか〕著 ｱｶｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝﾍﾟｲ 291 ｱ 新潮社 1988 119p 22cm
八ヶ岳縄文世界再現 ﾔﾂｶﾞﾀｹｼﾞｮｳﾓﾝｾｶｲｻｲｹﾞﾝ とんぼの本 井戸尻考古館 著 ｲﾄﾞｼﾞﾘ ｺｳｺｶﾝ 210 ｲ 新潮社 1988 119p 22cm
なんでも世界地図 ﾅﾝﾃﾞﾓｾｶｲﾁｽﾞ なんでも・なるほど・おもしろブック 290 ﾅ 大日本図書 1989 63p 24cm
世界のお天気めぐり下 ｾｶｲﾉｵﾃﾝｷﾒｸﾞﾘ ヨーロッパ・アメリカ・オセアニア編　北極・南極物語 清水 教高 著 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾀｶ 451 ｼ アリス館 1988 177p 27cm
世界のお天気めぐり上 ｾｶｲﾉｵﾃﾝｷﾒｸﾞﾘ アジア・アフリカ編 清水 教高 著 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾀｶ 451 ｼ アリス館 1988 177p 27cm
小さなハヤブサの飛ぶ街 ﾁｲｻﾅﾊﾔﾌﾞｻﾉﾄﾌﾞﾏﾁ 都市で繁殖するチョウゲンボウ 子ども科学図書館 子ども科学図書館 石部 久 文と写真 ｲｼﾍﾞ ﾋｻｼ 488 ｲ 大日本図書 1988 36p 24cm
教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞｯｹﾝｶﾝｻﾂｷｸﾞﾂｶｲｶﾀｼﾞﾃﾝ ②カ～ク 432 ﾀ ポプラ社 1989 39p 27cm
教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞｯｹﾝｶﾝｻﾂｷｸﾞﾂｶｲｶﾀｼﾞﾃﾝ ③ケ～サ 432 ﾀ ポプラ社 1989 39p 27cm
教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞｯｹﾝｶﾝｻﾂｷｸﾞﾂｶｲｶﾀｼﾞﾃﾝ ④シ 432 ﾀ ポプラ社 1989 39p 27cm
教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞｯｹﾝｶﾝｻﾂｷｸﾞﾂｶｲｶﾀｼﾞﾃﾝ ⑤ス～チ 432 ﾀ ポプラ社 1989 39p 27cm
教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞｯｹﾝｶﾝｻﾂｷｸﾞﾂｶｲｶﾀｼﾞﾃﾝ ⑥ツ～ナ 432 ﾀ ポプラ社 1989 39p 27cm
教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞｯｹﾝｶﾝｻﾂｷｸﾞﾂｶｲｶﾀｼﾞﾃﾝ ⑦ニ～ハ 432 ﾀ ポプラ社 1989 39p 27cm
教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞｯｹﾝｶﾝｻﾂｷｸﾞﾂｶｲｶﾀｼﾞﾃﾝ ⑧ヒ～フ 432 ﾀ ポプラ社 1989 39p 27cm
教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞｯｹﾝｶﾝｻﾂｷｸﾞﾂｶｲｶﾀｼﾞﾃﾝ ⑨ヘ～メ 432 ﾀ ポプラ社 1989 39p 27cm
教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞｯｹﾝｶﾝｻﾂｷｸﾞﾂｶｲｶﾀｼﾞﾃﾝ ⑩モ～ロ 432 ﾀ ポプラ社 1989 39p 27cm
チョウはなぜ飛ぶか ﾁｮｳﾜﾅｾﾞﾄﾌﾞｶ 高校生に贈る生物学 日高 敏隆 著 ﾋﾀﾞｶ ﾄｼﾀｶ 486 ﾋ 岩波書店 1998 161p 21cm



クモの話　よみもの動物記
湖の魚
身ぢかな危険
蚊（カ）の話
ミミズの話 よみもの動物記 山口英二 483 ﾔ 北隆館
発光生物の話 よみもの動物記 羽根田弥太 460 ﾊ 北隆館
竹・笹の話
蟹の泡ふき
ダニの話
カエルの子はカエル
サンゴ礁への招待
毒虫の話
なんじゃもんじゃ
柔道 ｼﾞｭｳﾄﾞｳ ジュニア・入門シリーズ９ ジュニア・入門シリーズ 佐藤 宣践 著 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 789 ｻ ベースボール・マガジン社1985 182p 21cm
バレーボール ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ジュニア・入門シリーズ７ ジュニア入門シリーズ 古市 英 著 ﾌﾙｲﾁ ｽｸﾞﾙ 783 ﾌ ベースボール・マガジン社1988 165p 21cm
ソフトボール ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ ジュニア・入門シリーズ４ ジュニア・入門シリーズ 吉村 正 著 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 783 ﾖ ベースボール・マガジン社1984 142p 21cm
卓球 ﾀｯｷｭｳ ジュニア・入門シリーズ３ ジュニア・入門シリーズ 伊藤 繁雄 著 ｲﾄｳ ｼｹﾞｵ 783 ｲ ベースボール・マガジン社1984 181p 21cm
サッカー ｻｯｶｰ ジュニア・入門シリーズ２ ジュニア・入門シリーズ 石井 義信 著 ｲｼｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 783 ｲ ベースボール・マガジン社1984 158p 21cm
だれが原子をみたか ﾀﾞﾚｶﾞｹﾞﾝｼｵﾐﾀｶ 岩波科学の本 江沢 洋 〔著〕 ｴｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 429 ｴ 岩波書店 1980 302p 21cm
望遠鏡をつくる人びと
うごくかがく ｳｺﾞｸｶｶﾞｸ きえる 「うごくかがく」編集委員会 構成・文 404 ﾖ ほるぷ出版 1988 30p 31cm
うごくかがく ｳｺﾞｸｶｶﾞｸ くっつく 「うごくかがく」編集委員会 構成・文 404 ﾖ ほるぷ出版 1989 31p 31cm
ぼくらはガリレオ ﾎﾞｸﾗﾜｶﾞﾘﾚｵ 落下の法則の探究 岩波科学の本 板倉 聖宣 〔著〕 ｲﾀｸﾗ ｷﾖﾉﾌﾞ 423 ｲ 岩波書店 1979 250p 21cm
るすばんムクドリ君へ ﾙｽﾊﾞﾝﾑｸﾄﾞﾘｸﾝｴ 塩野 米松 著 ｼｵﾉ ﾖﾈﾏﾂ 291 ｼ 講談社 1988 121p 22cm
センスＵＰシリーズ　ハート１ ｾﾝｽｱｯﾌﾟｼﾘｰｽﾞ バーバラ寺岡 著 ﾃﾗｵｶ ﾊﾞｰﾊﾞﾗ 590 ﾊ 文陽社 1982 104p 21cm
革手芸 ｶﾜｼｭｹﾞｲ 革の話とロウケツ染・クラフト法 菅野 英二郎 著 ｽｶﾞﾉ ｴｲｼﾞﾛｳ 594 ｽ 図鑑の北隆館 1968 203p 図版16p19cm
靴（くつ）
たのしいホームクラフト あんなものからこんなもの 松山欣二 750 ﾏ 北隆館
オブジェ　手で考える造形
和紙 ｼﾘｰｽﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳｺｳｹﾞｲ シリーズ日本の伝統工芸１ 越前和紙 750 ｵ リブリオ出版 1986 43p 27cm
ぬりもの ｼﾘｰｽﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳｺｳｹﾞｲ シリーズ日本の伝統工芸２ 輪島塗 750 ｵ リブリオ出版 1986 43p 27cm
金工品 ｼﾘｰｽﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳｺｳｹﾞｲ シリーズ日本の伝統工芸３ 南部鉄器 750 ｵ リブリオ出版 1986 43p 27cm
木工品 ｼﾘｰｽﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳｺｳｹﾞｲ シリーズ日本の伝統工芸４ 春日部桐箪笥 750 ｲ リブリオ出版 1986 43p 27cm
人形 ｼﾘｰｽﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳｺｳｹﾞｲ シリーズ日本の伝統工芸５ 博多人形 750 ｵ リブリオ出版 1986 43p 27cm
墨・筆 ｼﾘｰｽﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳｺｳｹﾞｲ シリーズ日本の伝統工芸６ 鈴鹿墨・奈良筆 750 ｵ リブリオ出版 1986 43p 27cm
やきもの ｼﾘｰｽﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳｺｳｹﾞｲ シリーズ日本の伝統工芸７ 伊万里・有田焼 750 ｱ リブリオ出版 1986 43p 27cm
織物 ｼﾘｰｽﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳｺｳｹﾞｲ シリーズ日本の伝統工芸８ 西陣織 750 ｶ リブリオ出版 1986 43p 27cm
染めもの ｼﾘｰｽﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳｺｳｹﾞｲ シリーズ日本の伝統工芸９ 京友禅 750 ﾅ リブリオ出版 1986 43p 27cm
作工品 ｼﾘｰｽﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳｺｳｹﾞｲ シリーズ日本の伝統工芸１０ 都城和弓・駿河竹千筋細工 750 ｲ リブリオ出版 1986 43p 27cm
和楽器 ｼﾘｰｽﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳｺｳｹﾞｲ シリーズ日本の伝統工芸１１ 雅楽器・琴・三弦 750 ｲ リブリオ出版 1986 43p 27cm
その他の工芸品 ｼﾘｰｽﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳｺｳｹﾞｲ シリーズ日本の伝統工芸１２ 京扇子・江戸切子 750 ﾎ リブリオ出版 1986 47p 27cm
キエフ・バレエ　くるみ割り人形 ｷｴﾌﾊﾞﾚｴｸﾙﾐﾜﾘﾆﾝｷﾞｮｳ Ｍｕｓｉｃ　ｇａｌｌｅｒｙ 山本 成夫 写真 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｵ 769 ｳ 音楽之友社 1988 79p 22cm
まぼろしの花がさいた ﾏﾎﾞﾛｼﾉﾊﾅｶﾞｻｲﾀ 二千年まえのハスを開花させた大賀一郎博士の六十年 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ１６くもんのノンフィクション・愛のシリーズ神戸 淳吉 作 ｶﾝﾍﾞ ｼﾞｭﾝｷﾁ 289 ｸ くもん出版 1988 149p 22cm
ローラ・インガルス・ワイルダー ﾛｰﾗｲﾝｶﾞﾙｽﾜｲﾙﾀﾞｰ かがやく大草原の日々 愛と平和に生きた人びと ウィリアム・アンダーソン 作 ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ ｳｨﾘｱﾑ T. 280 ｱ 佑学社 1988 125p 22cm
冬よぼくに来い ﾌﾕﾖﾎﾞｸﾆｺｲ いちずに美をもとめつづけた高村光太郎 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクション 日野 多香子 作 ﾋﾉ ﾀｶｺ 916 ﾋ ＰＨＰ研究所 1989 150p 22cm
あばれ天竜を恵みの流れに ｱﾊﾞﾚﾃﾝﾘｭｳｵﾒｸﾞﾐﾉﾅｶﾞﾚﾆ 治山治水に生涯をささげた金原明善 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクションＰＨＰ愛と希望のノンフィクション 赤座 憲久 作 ｱｶｻﾞ ﾉﾘﾋｻ 916 ｱ ＰＨＰ研究所 1993 139p 22cm
越後からの雪だより ｴﾁｺﾞｶﾗﾉﾕｷﾀﾞﾖﾘ 『北越雪譜』をかいた鈴木牧之と江戸の文人たち ＰＨＰ愛と希望のノンフィクションＰＨＰ愛と希望のノンフィクション 松永 義弘 作 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 916 ﾏ ＰＨＰ研究所 1991 168p 22cm
自由のたびびと南方熊楠 ｼﾞﾕｳﾉﾀﾋﾞﾋﾞﾄﾐﾅｶﾀｸﾏｸﾞｽ こどもの心をもちつづけた学問の巨人 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクションＰＨＰ愛と希望のノンフィクション 三田村 信行 作 ﾐﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 916 ﾐ ＰＨＰ研究所 1992 173p 22cm
赤紙がやってきた ｱｶｶﾞﾐｶﾞﾔｯﾃｷﾀ 現代の文学 原田 一美 著 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 913 ﾊ 国土社 1988 262p 22cm
わが子に伝えたい昭和の体験記録 ﾜｶﾞｺﾆﾂﾀｴﾀｲｼｮｳﾜﾉﾀｲｹﾝｷﾛｸ 小学館 編集 ｼｮｳｶﾞｸｶﾝ 916 ｼ 小学館 1989 350p 19cm
わが子に伝えたい昭和の体験記録 ﾜｶﾞｺﾆﾂﾀｴﾀｲｼｮｳﾜﾉﾀｲｹﾝｷﾛｸ 小学館 編集 ｼｮｳｶﾞｸｶﾝ 916 ｼ 小学館 1989 349p 19cm
たんぽぽの家 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟﾉｲｴ 文研じゅべにーる 佐藤 州男 作 ｻﾄｳ ｸﾆｵ 913 ｻ 文研出版 1988 175p 23cm
ニーハオといわなかったころ ﾆｰﾊｵﾄｲﾜﾅｶｯﾀｺﾛ ジュニア・ライブラリー かつお きんや 作 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 大日本図書 1988 210p 22cm
雪はじゃまものか？ ﾕｷﾜｼﾞｬﾏﾓﾉｶ 新・雪国ものがたり どんぐりブックス 鈴木 哲 著 ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 451 ｽ ポプラ社 1988 191p 20cm
雪はじゃまものか？ ﾕｷﾜｼﾞｬﾏﾓﾉｶ 新・雪国ものがたり どんぐりブックス 鈴木 哲 著 ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 451 ｽ ポプラ社 1988 191p 20cm
雪はじゃまものか？ ﾕｷﾜｼﾞｬﾏﾓﾉｶ 新・雪国ものがたり どんぐりブックス 鈴木 哲 著 ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 451 ｽ ポプラ社 1988 191p 20cm
赤紙がやってきた
乾燥死街 ｶﾝｿｳｼｶﾞｲ 佐賀 蒼 著 ｻｶﾞ ｿｳ 913 ｻ ダイヤモンド社 1978 221p 20cm
かかみ野の空 ｶｶﾐﾉﾉｿﾗ 女王の時代 こみね創作児童文学 赤座 憲久 作 ｱｶｻﾞ ﾉﾘﾋｻ 913 ｱ 小峰書店 1989 275p 22cm
ネズミの話 ﾈｽﾞﾐﾉﾊﾅｼ くらしの図書館 宇田川 竜男 著 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾀﾂｵ 489 ｳ 北隆館 1977 229p 19cm
魔法のバテレン ﾏﾎｳﾉﾊﾞﾃﾚﾝ 金鍔次兵衛物語 偕成社の創作文学 松永 伍一 著 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺﾞｲﾁ 913 ﾏ 偕成社 1989 219p 21cm
アンネのばら咲くとき ｱﾝﾈﾉﾊﾞﾗｻｸﾄｷ 現代の創作児童文学 和田 登 作 ﾜﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 913 ﾜ 岩崎書店 1989 272p 22cm
草原に雨は降る ｿｳｹﾞﾝﾆｱﾒﾜﾌﾙ 心の児童文学館シリーズ シェイラ・ゴードン 作 ｺﾞｰﾄﾞﾝ ｼｪｲﾗ 933 子 ぬぷん児童図書出版1989 303p 22cm
夢のつづきのそのまたつづき ﾕﾒﾉﾂｽﾞｷﾉｿﾉﾏﾀﾂｽﾞｷ リッペルのぼうけん パウル＝マール 作・絵 ﾏｰﾙ ﾊﾟｳﾙ 943 ﾏ 偕成社 1988 342p 20cm
孤島の冒険 ｺﾄｳﾉﾎﾞｳｹﾝ ニコラーイ・ヴヌーコフ 作 ｳﾞﾇｰｺﾌ ﾆｺﾗｰｲ･ｱﾝﾄﾞﾚｰｳﾞｨﾁ983 ｳ 童心社 1988 331p 19cm
孤島の冒険 ｺﾄｳﾉﾎﾞｳｹﾝ ニコラーイ・ヴヌーコフ 作 ｳﾞﾇｰｺﾌ ﾆｺﾗｰｲ･ｱﾝﾄﾞﾚｰｳﾞｨﾁ983 ｳ 童心社 1988 331p 19cm
孤島の冒険 ｺﾄｳﾉﾎﾞｳｹﾝ ニコラーイ・ヴヌーコフ 作 ｳﾞﾇｰｺﾌ ﾆｺﾗｰｲ･ｱﾝﾄﾞﾚｰｳﾞｨﾁ983 ｳ 童心社 1988 331p 19cm
孤島の冒険 ｺﾄｳﾉﾎﾞｳｹﾝ ニコラーイ・ヴヌーコフ 作 ｳﾞﾇｰｺﾌ ﾆｺﾗｰｲ･ｱﾝﾄﾞﾚｰｳﾞｨﾁ983 ｳ 童心社 1988 331p 19cm
エリコの丘から ｴﾘｺﾉｵｶｶﾗ Ｅ・Ｌ・カニグズバーグ 著 ｶﾆｸﾞｽﾞﾊﾞｰｸﾞ ｴﾚｲﾝ･ﾛｰﾌﾞﾙ 933 ｶ 佑学社 1988 245p 20cm
コンクリートジャングルのカラスたち ｺﾝｸﾘｰﾄｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾉｶﾗｽﾀﾁ 都会のカラスを追跡する 子ども科学図書館 子ども科学図書館 唐沢 孝一 文と写真 ｶﾗｻﾜ ｺｳｲﾁ 488 ｶ 大日本図書 1988 36p 25cm
男の子のからだ ｵﾄｺﾉｺﾉｶﾗﾀﾞ 語ろうよこころ・からだ・いのち２ 語ろうよこころ・からだ・いのち 北沢 杏子 著 ｷﾀｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 495 ｷ 岩崎書店 1989 78p 22cm
動物と話せる男 ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾄﾊﾅｾﾙｵﾄｺ 宮崎学のカメラ人生 シリーズ・ヒューマンドキュメント 塩沢 実信 文 ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾌﾞ 915 ｼ 理論社 1989 189p 19cm
ミナのあした ﾐﾅﾉｱｼﾀ 現代の創作児童文学 大野 允子 作 ｵｵﾉ ﾐﾂｺ 913 ｵ 岩崎書店 1989 161p 22cm
きらめきのサフィール ｷﾗﾒｷﾉｻﾌｨｰﾙ くもんの創作児童文学シリーズ 沢田 徳子 作 ｻﾜﾀﾞ ﾉﾘｺ 913 ｻ くもん出版 1988 261p 21cm
きらめきのサフィール ｷﾗﾒｷﾉｻﾌｨｰﾙ くもんの創作児童文学シリーズ 沢田 徳子 作 ｻﾜﾀﾞ ﾉﾘｺ 913 ｻ くもん出版 1988 261p 21cm
きらめきのサフィール ｷﾗﾒｷﾉｻﾌｨｰﾙ くもんの創作児童文学シリーズ 沢田 徳子 作 ｻﾜﾀﾞ ﾉﾘｺ 913 ｻ くもん出版 1988 261p 21cm
きらめきのサフィール ｷﾗﾒｷﾉｻﾌｨｰﾙ くもんの創作児童文学シリーズ 沢田 徳子 作 ｻﾜﾀﾞ ﾉﾘｺ 913 ｻ くもん出版 1988 261p 21cm
きらめきのサフィール ｷﾗﾒｷﾉｻﾌｨｰﾙ くもんの創作児童文学シリーズ 沢田 徳子 作 ｻﾜﾀﾞ ﾉﾘｺ 913 ｻ くもん出版 1988 261p 21cm



猿島の七日間 ｻﾙｼﾏﾉﾅﾉｶｶﾝ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ 彦 一彦 作・絵 ｹﾞﾝ ｶｽﾞﾋｺ 913 ｹ ベネッセコーポレーション1995 332p 19cm
古事記 ｺｼﾞｷ 金井　清一 913 ｶ ほるぷ出版 1987
万葉集　一 ﾏﾝﾖｳｼｭｳ ｲﾁ 曾倉　岑 911 ｿ ほるぷ出版 1987
万葉集　二 ﾏﾝﾖｳｼｭｳ ﾆ 曾倉　岑 911 ｿ ほるぷ出版 1087
万葉集　三 ﾏﾝﾖｳｼｭｳ ｻﾝ 曾倉　岑 911 ｿ ほるぷ出版 1987
伊勢物語／土佐日記 ｲｾﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾄｻﾆｯｷ 中田武司 913 ﾅ ほるぷ出版 1986
古今和歌集 ｺｷﾝﾜｶｼｭｳ 川村　晃生 913 ｶ ほるぷ出版 1986
枕草子　上 ﾏｸﾗﾉｿｳｼ ｼﾞｮｳ 鈴木　日出男 914 ｽ ほるぷ出版 1987
枕草子　下 ﾏｸﾗﾉｿｳｼ ｹﾞ 鈴木　日出男 914 ｽ ほるぷ出版 1987
源氏物語　二 ｹﾞﾝｼﾞﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾆ 伊井　春樹 913 ｲ ほるぷ出版 1986
源氏物語　三 ｹﾞﾝｼﾞﾓﾉｶﾞﾀﾘ 伊井　春樹 913 ｲ ほるぷ出版 1986
源氏物語　四 ｹﾞﾝｼﾞﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾖﾝ 伊井　春樹 913 ｲ ほるぷ出版 1987
源氏物語　五 ｹﾞﾝｼﾞﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｺﾞ 伊井　春樹 913 ｲ ほるぷ出版 1977
源氏物語　六 ｹﾞﾝｼﾞﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾛｸ 伊井　春樹 913 ｲ ほるぷ出版 1987
更級日記／建礼門右京大夫集 ｻﾗｼﾅﾆｯｷ ｹﾝﾚｲﾓﾝｳｷｮｳﾉﾀﾞｲﾌﾞｼｭｳ 三角　洋一 915 ﾐ ほるぷ出版 1986
大鏡　上 ｵｵｶｶﾞﾐ ｼﾞｮｳ 海野　泰男 913 ｳ ほるぷ出版 1987
大鏡　下 ｵｵｶｶﾞﾐ ｹﾞ 海野　泰男 913 ｳ ほるぷ出版 1986
堤中納言物語 ﾂﾂﾐﾁｭｳﾅｺﾞﾝﾓﾉｶﾞﾀﾘ 大槻　修 913 ｵ ほるぷ出版 1986
今昔物語　上 ｺﾝｼﾞｬｸﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｼﾞｮｳ 小峯　和明 913 ｺ ほるぷ出版 1987
今昔物語　下 ｺﾝｼﾞｬｸﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｹﾞ 小峯　和明 913 ｺ ほるぷ出版 1987
歌謡集 ｶﾖｳｼｭｳ 外村　南都子 911 ｿ ほるぷ出版 1986
新古今和歌集 ｼﾝｺｷﾝﾜｶｼｭｳ 佐藤　恒雄 911 ｻ ほるぷ出版 1986
方丈記／宇治拾遺物語 ﾎｳｼﾞｮｳｷ ｳｼﾞｼﾞｭｳｲﾓﾉｶﾞﾀﾘ 浅見　和彦 913 ｱ ほるぷ出版 1977
百人一首　秀歌選 ﾋｬｸﾆﾝｲｯｼｭ ｼｭｳｶｾﾝ 久保田淳 911 ｸ ほるぷ出版 1987
保元物語／平治物語 ﾎｳｹﾞﾝﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾍｲｼﾞﾓﾉｶﾞﾀﾘ 日下　力 913 ｸ ほるぷ出版 1986
平家物語　下 ﾍｲｹﾓﾉｶﾞﾀﾘ ｹﾞ 栃木孝惟 913 ｲ ほるぷ出版 1987
徒然草　下 ﾂﾚｽﾞﾚｸﾞｻ 稲田　利徳 914 ｲ ほるぷ出版 1986
太平記　上 ﾀｲﾍｲｷ ｼﾞｮｳ 大曾根章介 913 ｵ ほるぷ出版 1986
太平記　下 ﾀｲﾍｲｷ ｹﾞ 大曾根章介 913 ｵ ほるぷ出版 1986
義経記 ﾖｼﾂﾈｷ 村上　学 913 ﾑ ほるぴ出版 1986
能／能楽論／狂言 ﾉｳ ﾉｳｶﾞｸﾛﾝ ｷｮｳｹﾞﾝ 竹本　幹夫 914 ﾀ ほるぷ出版 1987
歌論／連歌論／連歌 ｶﾛﾝ ﾚﾝｶﾞﾛﾝ ﾚﾝｶﾞ 奥田　勲 914 ｵ ほるぷ出版 1987
お伽草子 ｵﾄｷﾞｿﾞｳｼ 沢井　耐三 913 ｻ ほるぷ出版 1986
世間胸算用 ｾｹﾝﾑﾅｻﾞﾝﾖｳ 市古　夏生 913 ｲ ほるぷ出版 1986
芭蕉集 ﾊﾞｼｮｳｼｭｳ 雲英　末雄 918 ｳ ほるぷ出版 1977
国性爺合戦／曾根崎心中 ｺｸｾｲﾔｶﾞｯｾﾝ ｿﾈｻﾞｷｼﾝｼﾞｭ 原　道生 913 ﾊ ほるぷ出版 1987
雨月物語 ｳｹﾞﾂﾓﾉｶﾞﾀﾘ 日野　龍夫 911 ﾋ ほるぷ出版 1986
蕪村集／一茶集 ﾌﾞｿﾝｼｭｳ ｲｯｻｼｭｳ 揖斐　高 913 ｲ ほるぷ出版 1986
東海道中膝栗毛 ﾄｳｶｲﾄﾞｳﾁｭｳﾋｻﾞｸﾘｹﾞ 武藤元昭 913 ﾑ ほるぷ出版 1987
南総里見八犬伝 ﾅﾝｿｳｻﾄﾐﾊｯｹﾝﾃﾞﾝ 徳田　武 913 ｵ ほるぷ出版 1987
江戸笑話集 宮尾　與男 913 ﾐ ほるぷ出版 1987
五穀豊穣
刃鋼（はがね）　上 石原慎太郎 913 ｲ 文藝春秋
森の魔法使い ﾓﾘﾉﾏﾎｳﾂｶｲ ジュニア・ライブラリー ＢＢ 作 ﾋﾞｰﾋﾞｰ 933 ﾋ 大日本図書 1988 210p 22cm
鉛筆デッサン ｴﾝﾋﾟﾂﾃﾞｯｻﾝ 広く・深く アトリエ アトリエ 宮城 音蔵 〔著〕 ﾐﾔｷﾞ ｵﾄｿﾞｳ 700 ﾐ アトリエ出版社 1983 99p 27cm
マンサクの花 ﾏﾝｻｸﾉﾊﾅ 新十津川物語　１０ 偕成社の創作文学 川村 たかし 著 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 913 ｶ 偕成社 1988 302p 21cm
巻頭随筆 ｶﾝﾄｳｽﾞｲﾋﾂ 田中 美知太郎 著 ﾀﾅｶ ﾐﾁﾀﾛｳ 304 ﾀ 文芸春秋 1984 343p 20cm
ヒロクンとエンコウさん ﾋﾛｸﾝﾄｴﾝｺｳｻﾝ 原爆絵本シリーズ１ 原爆絵本シリーズ 四国 五郎 作 絵 ｼｺｸ ｺﾞﾛｳ 913 ｹ 汐文社 1989 1冊 25×27cm
もえたじゃがいも ﾓｴﾀｼﾞｬｶﾞｲﾓ 原爆絵本シリーズ２ 原爆絵本シリーズ 入野 忠芳 作 絵 ｲﾘﾉ ﾀﾀﾞﾖｼ 913 ｹ 汐文社 1989 1冊 25×27cm
原爆の少女ちどり ｹﾞﾝﾊﾞｸﾉｼｮｳｼﾞｮﾁﾄﾞﾘ 原爆絵本シリーズ３ 原爆絵本シリーズ 山下 まさと 作 絵 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ 913 ｹ 汐文社 1989 1冊 25×27cm
とうちゃんの涙 ﾄｳﾁｬﾝﾉﾅﾐﾀﾞ 原爆絵本シリーズ４ 原爆絵本シリーズ 下村 仁一 作・絵 ｼﾓﾑﾗ ﾆｲﾁ 913 ｹ 汐文社 1989 1冊 25×27cm
ミヨちゃんの笛 ﾐﾖﾁｬﾝﾉﾌｴ 原爆絵本シリーズ５ 原爆絵本シリーズ 白井 史朗 作 絵 ｼﾗｲ ｼﾛｳ 913 ｹ 汐文社 1989 1冊 25×27cm
金魚がきえた ｷﾝｷﾞｮｶﾞｷｴﾀ 原爆絵本シリーズ６ 原爆絵本シリーズ 山本 美次 作 絵 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷﾞ 913 ｹ 汐文社 1989 1冊 25×27cm
天に焼かれる ﾃﾝﾆﾔｶﾚﾙ 原爆絵本シリーズ７ 原爆絵本シリーズ 金崎 是 作 絵 ｶﾈｻﾞｷ ｽﾅｵ 913 ｹ 汐文社 1989 1冊 25×27cm
看護婦一年生 ｶﾝｺﾞﾌｲﾁﾈﾝｾｲ ちくまプリマーブックス 阿部 初枝 著 ｱﾍﾞ ﾊﾂｴ 289 ｱ 筑摩書房 1988 204p 19cm
ネコ・猫・ねこ ﾈｺﾈｺﾈｺ 世界中のネコの昔ばなし 光吉 夏弥 訳編 ﾐﾂﾖｼ ﾅﾂﾔ 908 ﾐ 平凡社 1989 357p 20cm
佐佐木幸綱短歌に親しむ ｻｻｷﾕｷﾂﾅﾀﾝｶﾆｼﾀｼﾑ ＮＨＫ短歌入門 佐佐木 幸綱 著 ｻｻｷ ﾕｷﾂﾅ 911 ｻ 日本放送出版協会 1988 219p 19cm
おじいさんのはじめての航海 ｵｼﾞｲｻﾝﾉﾊｼﾞﾒﾃﾉｺｳｶｲ 地平線ブックス 大内 青琥 著 ｵｵｳﾁ ｾｲｺ 916 ｵ 理論社 1989 253p 19cm
なぞなぞ下町少年記 ﾅｿﾞﾅｿﾞｼﾀﾏﾁｼｮｳﾈﾝｷ ちくまプリマーブックス このみ ひかる 著 ｺﾉﾐ ﾋｶﾙ 289 ｺ 筑摩書房 1989 187p 19cm
日本語大辞典 ﾆﾎﾝｺﾞﾀﾞｲｼﾞﾃﾝ カラー版 813 ﾆ 講談社 1989 2302p 27cm
岩波科学百科 ｲﾜﾅﾐｶｶﾞｸﾋｬｯｶ 岩波書店編集部 編 ｲﾜﾅﾐ ｼｮﾃﾝ 403 ｲ 岩波書店 1989 1345p 27cm
ふゆのほし ｶｺｻﾄｼﾎｼﾉﾎﾝ かこさとし・ほしのほん４ かこ さとし 著 ｶｺ ｻﾄｼ 443 ｶ 偕成社 1986 31p 25cm
なつのほし ｶｺｻﾄｼﾎｼﾉﾎﾝ かこさとし・ほしのほん２ かこ さとし 著 ｶｺ ｻﾄｼ 443 ｶ 偕成社 1985 31p 25cm
はるのほし ｶｺｻﾄｼﾎｼﾉﾎﾝ かこさとし・ほしのほん１ かこ さとし 著 ｶｺ ｻﾄｼ 443 ｶ 偕成社 1985 29p 25cm
教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞｯｹﾝｶﾝｻﾂｷｸﾞﾂｶｲｶﾀｼﾞﾃﾝ ①ア～オ 432 ﾀ ポプラ社 1989 39p 27cm
原色日本樹木図鑑 ｹﾞﾝｼｮｸﾆﾎﾝｼﾞｭﾓｸｽﾞｶﾝ 保育社の原色図鑑 岡本 省吾 著 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 470 ｵ 保育社 1978 306p 図版68p22cm
卓球 ﾀｯｷｭｳ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ９ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ河原 智 著 ｶﾜﾊﾗ ｻﾄｼ 783 ｶ 旺文社 1984 143p 21cm
硬式テニス ｺｳｼｷﾃﾆｽ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ１０ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ坂井 利郎 著 ｻｶｲ ﾄｼﾛｳ 783 ｻ 旺文社 1984 143p 21cm
バレーボール ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ６ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ豊田 博 著 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛｼ 783 ﾄ 旺文社 1991 139p 22cm
少年剣道 ｼｮｳﾈﾝｹﾝﾄﾞｳ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ５ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ小森園 正雄 著 ｺﾓﾘｿﾉ ﾏｻｵ 789 ｺ 旺文社 1984 127p 21cm
水泳 ｽｲｴｲ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ４ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ田口 信教 著 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾀｶ 785 ﾀ 旺文社 1991 131p 22cm
少年サッカー ｼｮｳﾈﾝｻｯｶｰ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ３ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ佐藤 祐治 著 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 783 ｻ 旺文社 1991 151p 21cm
軟式テニス ﾅﾝｼｷﾃﾆｽ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ７ 旺文社ジュニア・スポーツ入門シリーズ石井 源信 著 ｲｼｲ ﾓﾄﾉﾌﾞ 783 ｲ 旺文社 1990 139p 22cm
数学のすすめ ｽｳｶﾞｸﾉｽｽﾒ 中学生の数学・スタンダード 大山 正信 著 ｵｵﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 410 ｵ 岩崎書店 1989 76p 22cm
数学の勉強のしかた ｽｳｶﾞｸﾉﾍﾞﾝｷｮｳﾉｼｶﾀ 中学生の数学・スタンダード 高田 彰 著 ﾀｶﾀ ｱｷﾗ 410 ﾀ 岩崎書店 1989 76p 22cm
街と野山の数学 ﾏﾁﾄﾉﾔﾏﾉｽｳｶﾞｸ 中学生の数学・スタンダード 松井 泰一 著 ﾏﾂｲ ﾀｲｲﾁ 410 ﾏ 岩崎書店 1989 78p 22cm
計算を生かして ｹｲｻﾝｵｲｶｼﾃ 中学生の数学・スタンダード 原 博成 著 ﾊﾗ ﾋﾛﾅﾘ 410 ﾊ 岩崎書店 1989 76p 22cm
整数のおもしろさ ｾｲｽｳﾉｵﾓｼﾛｻ 中学生の数学・スタンダード 薄井 正孝 著 ｳｽｲ ﾏｻﾀｶ 410 ｳ 岩崎書店 1989 76p 22cm



正の数・負の数 ｾｲﾉｽｳﾌﾉｽｳ 中学生の数学・スタンダード 本間 俊宏 著 ﾎﾝﾏ ﾄｼﾋﾛ 412 ﾎ 岩崎書店 1989 76p 22cm
平方根と実数 ﾍｲﾎｳｺﾝﾄｼﾞｯｽｳ 中学生の数学・スタンダード 森川 幾太郎 著 ﾓﾘｶﾜ ｲｸﾀﾛｳ 412 ﾓ 岩崎書店 1989 76p 22cm
文字とはなにか ﾓｼﾞﾄﾜﾅﾆｶ 中学生の数学・スタンダード 加藤 国雄 著 ｶﾄｳ ｸﾆｵ 410 ｶ 岩崎書店 1989 76p 22cm
文字式を生かす ﾓｼﾞｼｷｵｲｶｽ 中学生の数学・スタンダード 山岸 雄策 著 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｻｸ 410 ﾔ 岩崎書店 1989 76p 22cm
集合を生かす ｼｭｳｺﾞｳｵｲｶｽ 中学生の数学・スタンダード 若松 忠道 著 ﾜｶﾏﾂ ﾀﾀﾞﾐﾁ 410 ﾜ 岩崎書店 1989 76p 22cm
一次方程式・一次不等式 ｲﾁｼﾞﾎｳﾃｲｼｷｲﾁｼﾞﾌﾄｳｼｷ 中学生の数学・スタンダード 大山 正信 著 ｵｵﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 410 ｵ 岩崎書店 1989 76p 22cm
連立方程式の活用 ﾚﾝﾘﾂﾎｳﾃｲｼｷﾉｶﾂﾖｳ 中学生の数学・スタンダード 寺田 幹治 著 ﾃﾗﾀﾞ ﾐｷｵ 410 ﾃ 岩崎書店 1989 76p 22cm
二次方程式の探求 ﾆｼﾞﾎｳﾃｲｼｷﾉﾀﾝｷｭｳ 中学生の数学・スタンダード 本間 俊宏 〔ほか〕著 ﾎﾝﾏ ﾄｼﾋﾛ 410 ﾎ 岩崎書店 1989 76p 22cm
方程式の応用問題 ﾎｳﾃｲｼｷﾉｵｳﾖｳﾓﾝﾀﾞｲ 中学生の数学・スタンダード 岡森 博和 著 ｵｶﾓﾘ ﾋﾛｶｽﾞ 410 ｵ 岩崎書店 1989 76p 22cm
比例関係をさがす ﾋﾚｲｶﾝｹｲｵｻｶﾞｽ 中学生の数学・スタンダード 北川 英夫 著 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ 410 ｷ 岩崎書店 1989 76p 22cm
一次関数をさぐる ｲﾁｼﾞｶﾝｽｳｵｻｸﾞﾙ 中学生の数学・スタンダード 菊池 乙夫 著 ｷｸﾁ ﾂｷﾞｵ 410 ｷ 岩崎書店 1989 76p 22cm
二次関数の探求 ﾆｼﾞｶﾝｽｳﾉﾀﾝｷｭｳ 中学生の数学・スタンダード 松宮 哲夫 著 ﾏﾂﾐﾔ ﾃﾂｵ 410 ﾏ 岩崎書店 1989 76p 22cm
変化率と全量 ﾍﾝｶﾘﾂﾄｾﾞﾝﾘｮｳ 中学生の数学・スタンダード 村野 英克 著 ﾑﾗﾉ ﾋﾃﾞｶﾂ 410 ﾑ 岩崎書店 1989 76p 22cm
関数をさがす ｶﾝｽｳｵｻｶﾞｽ 中学生の数学・スタンダード 山岸 雄策 著 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｻｸ 410 ﾔ 岩崎書店 1989 76p 22cm
点・直線・平面 ﾃﾝﾁｮｸｾﾝﾍｲﾒﾝ 中学生の数学・スタンダード 菊池 乙夫 著 ｷｸﾁ ﾂｷﾞｵ 410 ｷ 岩崎書店 1989 76p 22cm
直線の式を生かす ﾁｮｸｾﾝﾉｼｷｵｲｶｽ 中学生の数学・スタンダード 菊池 乙夫 著 ｷｸﾁ ﾂｷﾞｵ 410 ｷ 岩崎書店 1989 76p 22cm
立体を追う ﾘｯﾀｲｵｵｳ 中学生の数学・スタンダード 岡森 博和 著 ｵｶﾓﾘ ﾋﾛｶｽﾞ 410 ｵ 岩崎書店 1989 76p 22cm
三角形・四角形の性質 ｻﾝｶｸｹｲｼｶｸｹｲﾉｾｲｼﾂ 中学生の数学・スタンダード 若年 季雄 著 ｼﾞｬｸﾈﾝ ｽｴｵ 410 ｼ 岩崎書店 1989 76p 22cm
円の性質 ｴﾝﾉｾｲｼﾂ 中学生の数学・スタンダード 横地 清 著 ﾖｺﾁ ｷﾖｼ 410 ﾖ 岩崎書店 1989 76p 22cm
相似を生かす 東野　貢 410 ﾋ 岩崎書店 1990
証明のくふう 志田　恵穂 410 ｼ 岩崎書店 1990
新しい幾何 ｱﾀﾗｼｲｷｶ 中学生の数学・スタンダード 平岡 忠 著 ﾋﾗｵｶ ﾀﾀﾞｼ 410 ﾋ 岩崎書店 1989 76p 22cm
土地をはかる ﾄﾁｵﾊｶﾙ 中学生の数学・スタンダード 森下 正義 著 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾖｼ 410 ﾓ 岩崎書店 1989 75p 22cm
地球をはかる ﾁｷｭｳｵﾊｶﾙ 中学生の数学・スタンダード 吉田 達也 著 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 410 ﾖ 岩崎書店 1989 76p 22cm
統計の社会探訪 ﾄｳｹｲﾉｼｬｶｲﾀﾝﾎﾞｳ 中学生の数学・スタンダード 田岡 巽 著 ﾀｵｶ ﾀﾂﾐ 410 ﾀ 岩崎書店 1989 76p 22cm
確率の目 ｶｸﾘﾂﾉﾒ 中学生の数学・スタンダード 町田 彰一郎 著 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 410 ﾏ 岩崎書店 1989 75p 22cm
数学史にひろう ｽｳｶﾞｸｼﾆﾋﾛｳ 中学生の数学・スタンダード 岡部 進 著 ｵｶﾍﾞ ｽｽﾑ 410 ｵ 岩崎書店 1989 76p 22cm
影の幾何 ｶｹﾞﾉｷｶ 中学生の数学・スタンダード 町田 彰一郎 著 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 410 ﾏ 岩崎書店 1989 77p 22cm
探偵の数学 ﾀﾝﾃｲﾉｽｳｶﾞｸ 中学生の数学・スタンダード 江連 彩 著 ｴｽﾞﾚ ｱﾔ 410 ｴ 岩崎書店 1989 76p 22cm
先生・母親にまけないぞ ｾﾝｾｲﾊﾊｵﾔﾆﾏｹﾅｲｿﾞ 数学競争 中学生の数学・スタンダード 横地 清 著 ﾖｺﾁ ｷﾖｼ 410 ﾖ 岩崎書店 1989 76p 22cm
馬は空気に勝てたか？ ｳﾏﾜｸｳｷﾆｶﾃﾀｶ 発明発見への道すじ１ 発明発見への道すじ 高橋 昌義 著 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ 507 ﾀ 大日本図書 1989 76p 22cm
わかれのあくしゅは紙テープ ﾜｶﾚﾉｱｸｼｭﾜｶﾐﾃｰﾌﾟ 発明発見への道すじ５ 発明発見への道すじ 高橋 昌義 著 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ 507 ﾀ 大日本図書 1989 78p 22cm
船が“ウキ”になった！ ﾌﾈｶﾞｳｷﾆﾅｯﾀ 発明発見への道すじ４ 発明発見への道すじ 高橋 昌義 著 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ 507 ﾀ 大日本図書 1990 77p 22cm
おもいでを食べる虫 ｵﾓｲﾃﾞｵﾀﾍﾞﾙﾑｼ 発明発見への道すじ２ 発明発見への道すじ 高橋 昌義 著 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ 507 ﾀ 大日本図書 1989 75p 22cm
チャイコフスキー ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ クリンへ帰る旅びと 作曲家の物語シリーズ ひの まどか 著 ﾋﾉ ﾏﾄﾞｶ 289 ｻ リブリオ出版 1989 251p 22cm
バッハ ﾊﾞｯﾊ 忘れられていた巨人 作曲家の物語シリーズ ひの まどか 著 ﾋﾉ ﾏﾄﾞｶ 289 ｻ リブリオ出版 1989 278p 22cm
シューベルト ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ 孤独な放浪者 作曲家の物語シリーズ ひの まどか 著 ﾋﾉ ﾏﾄﾞｶ 289 ｻ リブリオ出版 1989 286p 22cm
ドヴォルジャーク ﾄﾞｳﾞｫﾙｼﾞｬｰｸ わが祖国チェコの大地よ 作曲家の物語シリーズ 黒沼 ユリ子 著 ｸﾛﾇﾏ ﾕﾘｺ 289 ｻ リブリオ出版 1989 366p 22cm
ワーグナー ﾜｰｸﾞﾅｰ バイロイトの長い坂道 作曲家の物語シリーズ ひの まどか 著 ﾋﾉ ﾏﾄﾞｶ 289 ｻ リブリオ出版 1989 326p 22cm
人はみな草のごとく ﾋﾄﾜﾐﾅｸｻﾉｺﾞﾄｸ ブラームス物語 作曲家の物語シリーズ ひの まどか 作 ﾋﾉ ﾏﾄﾞｶ 289 ｻ リブリオ出版 1985 278p 22cm
バルトーク ﾊﾞﾙﾄｰｸ 歌のなる木と亡命の日々 作曲家の物語シリーズ８ 作曲家の物語シリーズ ひの まどか 著 ﾋﾉ ﾏﾄﾞｶ 289 ｻ リブリオ出版 1989 286p 22cm
モーツァルト ﾓｰﾂｧﾙﾄ 美しき光と影 作曲家の物語シリーズ１０ 作曲家の物語シリーズ ひの まどか 著 ﾋﾉ ﾏﾄﾞｶ 289 ｻ リブリオ出版 1990 326p 22cm
すぐに使えるカット事典１ ｽｸﾞﾆﾂｶｴﾙｶｯﾄｼﾞﾃﾝ くらしのカット３６５日 現代デザイン研究所 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾃﾞｻﾞｲﾝ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 727 ｹ ポプラ社 1987 253p 24cm
すぐに使えるカット事典２ ｽｸﾞﾆﾂｶｴﾙｶｯﾄｼﾞﾃﾝ こどものカット１２ヶ月 現代デザイン研究所 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾃﾞｻﾞｲﾝ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 727 ｹ ポプラ社 1987 253p 24cm
すぐに使えるカット事典５ ｽｸﾞﾆﾂｶｴﾙｶｯﾄｼﾞﾃﾝ 賞状・カード・表紙絵集 現代デザイン研究所 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ﾃﾞｻﾞｲﾝ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 727 ｹ ポプラ社 1987 253p 24cm
あいうえお絵じてん ｱｲｳｴｵｴｼﾞﾃﾝ 手話・指文字入門 はじめての手話絵本 丸山 浩路 手話振り付け ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 378 ﾏ 偕成社 1996 47p 26cm
先生は笑わせマン ｾﾝｾｲﾜﾜﾗﾜｾﾏﾝ 障害をもった宏子と先生の交換日記 大沢 宏子 著 ｵｵｻﾜ ﾋﾛｺ 916 ｵ 偕成社 1989 205p 21cm
悲劇の紫雲丸 ﾋｹﾞｷﾉｼｳﾝﾏﾙ 瀬戸大橋の礎となった子供たち 高松 洋平 著 ﾀｶﾏﾂ ﾖｳﾍｲ 916 ﾀ 成山堂書店 1990 250p 20cm
奇跡の子ドーラン ｷｾｷﾉｺﾄﾞｰﾗﾝ リンダ＝スコットソン 著 ｽｺｯﾄｿﾝ ﾘﾝﾀﾞ 916 ｽ 偕成社 1987 416p 20cm
フー子とママのふたり ﾌｰｺﾄﾏﾏﾉﾌﾀﾘ 盲導犬ものがたり 福沢 美和 著 ﾌｸｻﾞﾜ ﾐﾜ 913 ﾌ 偕成社 1980 156p 22cm
出会いのカリフォルニア ﾃﾞｱｲﾉｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 盲導犬ユリアと私のアメリカ留学記 児玉 聖子 著 ｺﾀﾞﾏ ｾｲｺ 916 ｺ 偕成社 1988 164p 22cm
時をさまようタック ﾄｷｵｻﾏﾖｳﾀｯｸ 児童図書館・文学の部屋 ナタリー・バビット 作 ﾊﾞﾋﾞｯﾄ ﾅﾀﾘｰ 933 ﾊ 評論社 1989 173p 21cm
時をさまようタック ﾄｷｵｻﾏﾖｳﾀｯｸ 児童図書館・文学の部屋 ナタリー・バビット 作 ﾊﾞﾋﾞｯﾄ ﾅﾀﾘｰ 933 ﾊ 評論社 1989 173p 21cm
時をさまようタック ﾄｷｵｻﾏﾖｳﾀｯｸ 児童図書館・文学の部屋 ナタリー・バビット 作 ﾊﾞﾋﾞｯﾄ ﾅﾀﾘｰ 933 ﾊ 評論社 1989 173p 21cm
時をさまようタック ﾄｷｵｻﾏﾖｳﾀｯｸ 児童図書館・文学の部屋 ナタリー・バビット 作 ﾊﾞﾋﾞｯﾄ ﾅﾀﾘｰ 933 ﾊ 評論社 1989 173p 21cm
時をさまようタック ﾄｷｵｻﾏﾖｳﾀｯｸ 児童図書館・文学の部屋 ナタリー・バビット 作 ﾊﾞﾋﾞｯﾄ ﾅﾀﾘｰ 933 ﾊ 評論社 1989 173p 21cm
鳥と少年 ﾄﾘﾄｼｮｳﾈﾝ アーリン・ペダーセン 作 ﾍﾟﾀﾞｰｾﾝ ｱｰﾘﾝ 949 ﾍ 佑学社 1989 166p 23cm
鳥と少年 ﾄﾘﾄｼｮｳﾈﾝ アーリン・ペダーセン 作 ﾍﾟﾀﾞｰｾﾝ ｱｰﾘﾝ 949 ﾍ 佑学社 1989 166p 23cm
鳥と少年 ﾄﾘﾄｼｮｳﾈﾝ アーリン・ペダーセン 作 ﾍﾟﾀﾞｰｾﾝ ｱｰﾘﾝ 949 ﾍ 佑学社 1989 166p 23cm
鳥と少年 ﾄﾘﾄｼｮｳﾈﾝ アーリン・ペダーセン 作 ﾍﾟﾀﾞｰｾﾝ ｱｰﾘﾝ 949 ﾍ 佑学社 1989 166p 23cm
鳥と少年 ﾄﾘﾄｼｮｳﾈﾝ アーリン・ペダーセン 作 ﾍﾟﾀﾞｰｾﾝ ｱｰﾘﾝ 949 ﾍ 佑学社 1989 166p 23cm
高志と孝一 ﾀｶｼﾄｺｳｲﾁ てんとう虫が見た青春 ほるぷ創作文庫 篠田 勝夫 作 ｼﾉﾀﾞ ｶﾂｵ 913 ｼ ほるぷ出版 1990 229p 21cm
高志と孝一 ﾀｶｼﾄｺｳｲﾁ てんとう虫が見た青春 ほるぷ創作文庫 篠田 勝夫 作 ｼﾉﾀﾞ ｶﾂｵ 913 ｼ ほるぷ出版 1990 229p 21cm
高志と孝一 ﾀｶｼﾄｺｳｲﾁ てんとう虫が見た青春 ほるぷ創作文庫 篠田 勝夫 作 ｼﾉﾀﾞ ｶﾂｵ 913 ｼ ほるぷ出版 1990 229p 21cm
高志と孝一 ﾀｶｼﾄｺｳｲﾁ てんとう虫が見た青春 ほるぷ創作文庫 篠田 勝夫 作 ｼﾉﾀﾞ ｶﾂｵ 913 ｼ ほるぷ出版 1990 229p 21cm
高志と孝一 ﾀｶｼﾄｺｳｲﾁ てんとう虫が見た青春 ほるぷ創作文庫 篠田 勝夫 作 ｼﾉﾀﾞ ｶﾂｵ 913 ｼ ほるぷ出版 1990 229p 21cm
北原白秋 ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮﾉﾀﾒﾉﾆﾎﾝﾒｲｼｾﾝｼｭｳ 少年少女のための日本名詩選集２ 萩原 昌好 編 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 911 ﾊ あすなろ書房 1986 77p 23cm
高村光太郎 ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮﾉﾀﾒﾉﾆﾎﾝﾒｲｼｾﾝｼｭｳ 少年少女のための日本名詩選集３ 萩原 昌好 編 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 911 ﾊ あすなろ書房 1986 77p 23cm
山村暮鳥・千家元麿・百田宗治 ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮﾉﾀﾒﾉﾆﾎﾝﾒｲｼｾﾝｼｭｳ 少年少女のための日本名詩選集４ 萩原 昌好 編 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 911 ﾊ あすなろ書房 1986 77p 23cm
萩原朔太郎・佐藤春夫 ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮﾉﾀﾒﾉﾆﾎﾝﾒｲｼｾﾝｼｭｳ 少年少女のための日本名詩選集５ 萩原 昌好 編 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 911 ﾊ あすなろ書房 1986 77p 23cm
山之口獏・田中冬ニ ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮﾉﾀﾒﾉﾆﾎﾝﾒｲｼｾﾝｼｭｳ 少年少女のための日本名詩選集９ 萩原 昌好 編 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 911 ﾊ あすなろ書房 1986 77p 23cm
金子光晴・小野十三郎・村野四郎・北川冬彦ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮﾉﾀﾒﾉﾆﾎﾝﾒｲｼｾﾝｼｭｳ 少年少女のための日本名詩選集１１ 萩原 昌好 編 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 911 ﾊ あすなろ書房 1986 77p 23cm
三好達治 ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮﾉﾀﾒﾉﾆﾎﾝﾒｲｼｾﾝｼｭｳ 少年少女のための日本名詩選集１２ 萩原 昌好 編 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 911 ﾊ あすなろ書房 1986 77p 23cm
八木重吉 ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮﾉﾀﾒﾉﾆﾎﾝﾒｲｼｾﾝｼｭｳ 少年少女のための日本名詩選集１４ 萩原 昌好 編 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 911 ﾊ あすなろ書房 1986 77p 23cm
動物と話せる男 ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾄﾊﾅｾﾙｵﾄｺ 宮崎学のカメラ人生 シリーズ・ヒューマンドキュメント 塩沢 実信 文 ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾌﾞ 915 ｼ 理論社 1989 189p 19cm
動物と話せる男 ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾄﾊﾅｾﾙｵﾄｺ 宮崎学のカメラ人生 シリーズ・ヒューマンドキュメント 塩沢 実信 文 ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾌﾞ 915 ｼ 理論社 1989 189p 19cm
動物と話せる男 ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾄﾊﾅｾﾙｵﾄｺ 宮崎学のカメラ人生 シリーズ・ヒューマンドキュメント 塩沢 実信 文 ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾌﾞ 915 ｼ 理論社 1989 189p 19cm
動物と話せる男 ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾄﾊﾅｾﾙｵﾄｺ 宮崎学のカメラ人生 シリーズ・ヒューマンドキュメント 塩沢 実信 文 ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾉﾌﾞ 740 ｼ 理論社 1989 189p 19cm



本は友だち ﾎﾝﾜﾄﾓﾀﾞﾁ 障害をもつ子どもと本の出会いのために トーディス・ウーリアセーター 著ｳｰﾘｱｾｰﾀｰ ﾄｰﾃﾞｨｽ 369 ｳ 偕成社 1989 126p 22cm
宮沢賢治 ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮﾉﾀﾒﾉﾆﾎﾝﾒｲｼｾﾝｼｭｳ 少年少女のための日本名詩選集８ 萩原 昌好 編 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 911 ﾊ あすなろ書房 1986 77p 23cm
赤毛のアン ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｶﾝ 少年少女世界文学館１４ 933 ﾑ 講談社 1987 372p 22cm
神曲　河出世界文学全集１ ｼﾝｷｮｸ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ダンテ ﾀﾞﾝﾃ 908 ﾀ 河出書房新社 1989 410p 図版12枚23cm
ファウスト／若きウェルテルの悩み／他　河出世界文学全集３ﾌｧｳｽﾄﾜｶｷｳｪﾙﾃﾙﾉﾅﾔﾐ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ゲーテ ｹﾞｰﾃ 908 ｹ 河出書房新社 1989 416p 図版16枚23cm
赤と黒／カストロの尼／他　河出世界文学全集４ｱｶﾄｸﾛｶｽﾄﾛのｱﾏ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ スタンダール ｽﾀﾝﾀﾞｰﾙ 908 ｽ 河出書房新社 1989 450p 図版16枚23cm
黒猫／モルグ街の殺人／緋文字／他　河出世界文学全集５ｸﾛﾈｺﾓﾙｸﾞｶﾞｲﾉｻﾂｼﾞﾝ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ポー　ホーソン ﾎﾟｰ ﾎｰｿﾝ 908 ﾎ 河出書房新社 1989 416p 図版12枚23cm
白鯨　河出世界文学全集７ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ メルビル ﾒﾙﾋﾞﾙ 908 ﾒ 河出書房新社 1989 394p 図版12枚23cm
ジェイン・エア／嵐が丘　河出世界文学全集８ｼﾞｪｲﾝ･ｴｱ ｱﾗｼｶﾞｵｶ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ Ｃ．ブロンテ　Ｅ．ブロンテ ﾌﾞﾛﾝﾃ 908 ﾌ 河出書房新社 1989 609p 図版16枚23cm
レ・ミゼラブル１　河出世界文学全集９ ﾚ･ﾐｾﾞﾗﾌﾞﾙ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ユゴー ﾕｺﾞｰ 908 ﾕ 河出書房新社 1989 544p 図版8枚23cm
レ・ミゼラブル２　河出世界文学全集１０ ﾚ･ﾐｾﾞﾗﾌﾞﾙ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ユゴー ﾕｺﾞｰ 908 ﾕ 河出書房新社 1989 528p 図版8枚23cm
ボヴァリー夫人／女の一生／脂肪の塊／他　河出世界文学全集１１ﾎﾞｳﾞｧﾘｰﾌｼﾞﾝｵﾝﾅﾉｲｯｼｮｳ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ フローベール　モーパッサン ﾌﾛｰﾍﾞｰﾙ ﾓｰﾊﾟｯｻﾝ 908 ﾌ 河出書房新社 1989 498p 図版14枚23cm
罪と罰　河出世界文学全集１２ ﾂﾐﾄﾊﾞﾂ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ドストエーフスキイ ﾄﾞｽﾄｴｰﾌｽｷｲ 908 ﾄ 河出書房新社 1989 438p 図版16枚23cm
戦争と平和１　河出世界文学全集１３ ｾﾝｿｳﾄﾍｲﾜ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ トルストイ ﾄﾙｽﾄｲ 908 ﾄ 河出書房新社 1989 542p 図版16枚23cm
戦争と平和２　河出世界文学全集１４ ｾﾝｿｳﾄﾍｲﾜ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ トルストイ ﾄﾙｽﾄｲ 908 ﾄ 河出書房新社 1989 550p 図版16枚23cm
桜の園／三人姉妹／他／人形の家／野鴨／他　河出世界文学全集１５ｻｸﾗﾉｿﾉ ﾆﾝｷﾞｮｳﾉｲｴ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ チェーホフ　イプセン ﾁｪｰﾎﾌ ｲﾌﾟｾﾝ 908 ﾁ 河出書房新社 1989 458p 図版12枚23cm
狭き門／贋金つかい／アンドレ・ワルテルの手記／他　河出世界文学全集１６ｾﾏｷﾓﾝ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ジィド ｼﾞｨﾄﾞ 908 ｼ 河出書房新社 1989 464p 図版16枚23cm
花咲く乙女のかげに　河出世界文学全集１７ﾊﾅｻｸｵﾄﾒﾉｶｹﾞﾆ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ プルースト ﾌﾟﾙｰｽﾄ 908 ﾌ 河出書房新社 1989 394p 図版8枚23cm
ブッデンブローク家の人々　河出世界文学全集１８ﾌﾞｯﾃﾞﾝﾌﾞﾛｰｸｹﾉﾋﾄﾋﾞﾄ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ トーマス・マン ﾄｰﾏｽ･ﾏﾝ 908 ﾄ 河出書房新社 1989 448p 図版8枚23cm
郷愁／車輪の下／春の嵐／知と愛　河出世界文学全集１９ｷｮｳｼｭｳｼｬﾘﾝﾉｼﾀｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ヘッセ ﾍｯｾ 908 ﾍ 河出書房新社 1989 446p 図版16枚23cm
阿Ｑ正伝／狂人日記／他／駱駝祥子　河出世界文学全集２１ｱｷｭｳｼｮｳﾃﾞﾝ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ 魯迅他 ﾛｼﾞﾝ 908 ﾛ 河出書房新社 1989 422p 図版12枚23cm
風と共に去りぬ１　河出世界文学全集２２ｶｾﾞﾄﾄﾓﾆｻﾘﾇ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ミッチェル ﾐｯﾁｪﾙ 908 ﾐ 河出書房新社 1989 418p 図版16枚23cm
風と共に去りぬ２　河出世界文学全集２３ｶｾﾞﾄﾄﾓﾆｻﾘﾇ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ミッチェル ﾐｯﾁｪﾙ 908 ﾐ 河出書房新社 1989 446p 図版16枚23cm
誰がために鐘は鳴る　河出世界文学全集２４ﾀｶﾞﾀﾒﾆｶﾈﾊﾅﾙ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ヘミングウェイ ﾍﾐﾝｸﾞｳｪｲ 908 ﾍ 河出書房新社 1989 422p 図版12枚23cm
路上／土曜の夜と日曜の朝／西瓜糖の日々／愛人　河出世界文学全集２５ﾛｼﾞｮｳ ｶﾜﾃﾞｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸｾﾞﾝｼｭｳ ケルアック ｹﾙｱｯｸ 908 ｹ 河出書房新社 1989 464p 図版9枚23cm
世界文学の歴史 ｾｶｲﾌﾞﾝｶﾞｸﾉﾚｷｼ 阿部 知二 著 ｱﾍﾞ ﾄﾓｼﾞ 902 ｱ 河出書房新社 1989 356 10p 23cm
長いながい道 ﾅｶﾞｲﾅｶﾞｲﾐﾁ 竹内 恒之 作 ﾀｹｳﾁ ﾂﾈﾕｷ 913 ﾀ 偕成社 1980 194p 21cm
わたし、耳がきこえないの ﾜﾀｼﾐﾐｶﾞｷｺｴﾅｲﾉ トーマス＝ベリイマン 写真　文ﾍﾞﾘｲﾏﾝ ﾄｰﾏｽ 378 ﾍ 偕成社 1987 35p 27cm
さっちゃんの　まほうのて ｻｯﾁｬﾝﾉﾏﾎｳﾉﾃ たばた せいいち 〔ほか〕共同制作ﾀﾊﾞﾀ ｾｲｲﾁ 369 ﾀ 偕成社 1985 1冊 27cm
こわいことなんか　あらへん ｺﾜｲｺﾄﾅﾝｶｱﾗﾍﾝ 福井 達雨 編 ﾌｸｲ ﾀﾂｳ 913 ﾌ 偕成社 1981 1冊 26cm
ボスがきた ﾎﾞｽｶﾞｷﾀ 福井達雨 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｷ 913 ﾌ 偕成社 1980 1冊 26cm
みんなみんなぼくのともだち ﾐﾝﾅﾐﾝﾅﾎﾞｸﾉﾄﾓﾀﾞﾁ 福井 義人 文 ﾌｸｲ ﾖｼﾄ 913 ﾌ 偕成社 1980 1冊 26cm
およげなかったかも ｵﾖｹﾞﾅｶｯﾀｶﾓ 止揚学園の子どもたち 絵 ｼﾖｳ ｶﾞｸｴﾝ ﾉ ｺﾄﾞﾓﾀﾁ 913 ﾌ 偕成社 1985 1冊 26cm
みなみの島へいったんや ﾐﾅﾐﾉｼﾏｴｲｯﾀﾝﾔ 止揚学園の子ども 作 ｼﾖｳ ｶﾞｸｴﾝ ﾉ ｺﾄﾞﾓ 913 ﾌ 偕成社 1982 31p 26cm
子どもの笑顔を消さないで ｺﾄﾞﾓﾉｴｶﾞｵｵｹｻﾅｲﾃﾞ うたの絵本 止揚学園 作詩・作曲 ｼﾖｳ ｶﾞｸｴﾝ 767 ﾌ 偕成社 1987 31p 26cm
おばあちゃんをすてちゃいやだ！！ ｵﾊﾞｱﾁｬﾝｵｽﾃﾁｬｲﾔﾀﾞ パキスタンのむかしばなしより 福井 達雨 文 ﾌｸｲ ﾀﾂｳ 913 ﾌ 偕成社 1983 1冊 26cm
にわとりさんはネ… ﾆﾜﾄﾘｻﾝﾜﾈ 福井 達雨 編 ﾌｸｲ ﾀﾂｳ 913 ﾌ 偕成社 1989 1冊 26cm
はしれムンシー！ 福井達雨　編 913 ﾌ 偕成社
わたしたちのトビアス大きくなる ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾄﾋﾞｱｽｵｵｷｸﾅﾙ ボー＝スベドベリ 編 ｽﾍﾞﾄﾞﾍﾞﾘ ﾎﾞｰ 369 ｽ 偕成社 1979 47p 22cm
わたしたちのトビアス ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾄﾋﾞｱｽ セシリア＝スベドベリ 編 ｽﾍﾞﾄﾞﾍﾞﾘ ｾｼﾘｱ 369 ｽ 偕成社 1978 51p 22cm
ねことオルガン　今西祐行全集１ ｲﾏﾆｼｽｹﾕｷｾﾞﾝｼｭｳ 今西 祐行 著 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 偕成社 1988 259p 22cm
太郎こおろぎ　今西祐行全集２ ｲﾏﾆｼｽｹﾕｷｾﾞﾝｼｭｳ 今西 祐行 著 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 偕成社 1987 277p 22cm
とうげのおおかみ　今西祐行全集３ ｲﾏﾆｼｽｹﾕｷｾﾞﾝｼｭｳ 今西 祐行 著 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 偕成社 1987 224p 22cm
一つの花　今西祐行全集４ ｲﾏﾆｼｽｹﾕｷｾﾞﾝｼｭｳ 今西 祐行 著 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 偕成社 1987 268p 22cm
ヒロシマの歌　今西祐行全集６ ｲﾏﾆｼｽｹﾕｷｾﾞﾝｼｭｳ 今西 祐行 著 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 偕成社 1988 293p 22cm
りんごのバイオリン　今西祐行全集７ ｲﾏﾆｼｽｹﾕｷｾﾞﾝｼｭｳ 今西 祐行 著 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 偕成社 1989 271p 22cm
島原の絵師　今西祐行全集８ ｲﾏﾆｼｽｹﾕｷｾﾞﾝｼｭｳ 今西 祐行 著 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 偕成社 1988 283p 22cm
肥後の石工　今西祐行全集９ ｲﾏﾆｼｽｹﾕｷｾﾞﾝｼｭｳ 今西 祐行 著 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 偕成社 1987 235p 22cm
遥かなりローマ　今西祐行全集１２ ｲﾏﾆｼｽｹﾕｷｾﾞﾝｼｭｳ 今西 祐行 著 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 偕成社 1990 278p 22cm
名栗川少年記　今西祐行全集１３ ｲﾏﾆｼｽｹﾕｷｾﾞﾝｼｭｳ 今西 祐行 著 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 偕成社 1989 331p 22cm
留辺蘂の春　今西祐行全集１４ ｲﾏﾆｼｽｹﾕｷｾﾞﾝｼｭｳ 今西 祐行 著 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 偕成社 1989 317p 22cm
随筆集　冬の祭り　今西祐行全集１５ ｲﾏﾆｼｽｹﾕｷｾﾞﾝｼｭｳ 今西 祐行 著 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 偕成社 1989 262p 22cm
赤毛のアン
イスラエル ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々１ 290 ﾒ 国土社 1991 67p 26cm
私の法隆寺案内 ﾜﾀｸｼﾉﾎｳﾘｭｳｼﾞｱﾝﾅｲ 高田 良信 著 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｼﾝ 709 ﾀ 日本放送出版協会 1990 189p 24cm
吉野ケ里 ﾖｼﾉｶﾞﾘ 繁栄した弥生都市 佐古 和枝 著 ｻｺ ｶｽﾞｴ 210 ｻ 草思社 1991 95p 27cm
食生活 ﾌｼｷﾞﾌｼｷﾞﾄﾞｳﾌﾞﾂﾗﾝﾄﾞ ふしぎふしぎ動物ランド３ 海野 和男 〔ほか〕編著 ｳﾝﾉ ｶｽﾞｵ 481 ﾌ 大日本図書 1990 61p 31cm
検索入門　星座〔秋〕 ｹﾝｻｸﾆｭｳﾓﾝｾｲｻﾞ 林 完次 著 ﾊﾔｼ ｶﾝｼﾞ 443 ﾊ 保育社 1988 207p 19cm
検索入門　星座〔夏〕 ｹﾝｻｸﾆｭｳﾓﾝｾｲｻﾞ 林 完次 著 ﾊﾔｼ ｶﾝｼﾞ 443 ﾊ 保育社 1987 207p 19cm
検索入門　星座〔春〕 ｹﾝｻｸﾆｭｳﾓﾝｾｲｻﾞ 林 完次 著 ﾊﾔｼ ｶﾝｼﾞ 443 ﾊ 保育社 1987 205p 19cm
標準原色図鑑全集　２ ﾋｮｳｼﾞｭﾝｹﾞﾝｼｮｸｽﾞｶﾝｾﾞﾝｼｭｳ 昆虫 460 ﾋ 保育社 1977 187p 図版64p20cm
標準原色図鑑全集３ ﾋｮｳｼﾞｭﾝｹﾞﾝｼｮｸｽﾞｶﾝｾﾞﾝｼｭｳ 貝類 波部忠重 484 ﾊ 保育社 1978 223p 図版64p20cm
標準原色図鑑全集６ ﾋｮｳｼﾞｭﾝｹﾞﾝｼｮｸｽﾞｶﾝｾﾞﾝｼｭｳ 岩石鉱物 木下亀城 458 ｷ 保育社 1978 180p 図版64p20cm
標準原色図鑑全集１１ ﾋｮｳｼﾞｭﾝｹﾞﾝｼｮｸｽﾞｶﾝｾﾞﾝｼｭｳ 高山植物 前沢秋彦 470 ﾏ 保育社 1981 165p 図版64p20cm
標準原色図鑑全集１２ ﾋｮｳｼﾞｭﾝｹﾞﾝｼｮｸｽﾞｶﾝｾﾞﾝｼｭｳ 温室植物 塚本洋太郎　富士原健三 470 ﾂ 保育社 1978 175p 図版64p20cm
標準原色図鑑全集１３ ﾋｮｳｼﾞｭﾝｹﾞﾝｼｮｸｽﾞｶﾝｾﾞﾝｼｭｳ 有用植物 高嶋四郎 470 ﾀ 保育社 1978 178p 図版64p20cm
標準原色図鑑全集１５ ﾋｮｳｼﾞｭﾝｹﾞﾝｼｮｸｽﾞｶﾝｾﾞﾝｼｭｳ 千原　光雄 470 ﾁ 保育社 1978 173p 図版64p20cm
標準原色図鑑全集１６ 海岸動物 内海　富士夫　西村三郎 583 ｳ 保育社 1971
庭の草木 ﾆﾜﾉｸｻｷ 自然ふしぎ観察シリーズ４ 自然ふしぎ観察シリーズ 浅井 粂男 著 ｱｻｲ ｸﾒｵ 470 ｱ 旺文社 1993 160p 21cm
きみのそばにダニがいる ｷﾐﾉｿﾊﾞﾆﾀﾞﾆｶﾞｲﾙ 日本列島ダニさがし どんぐりブックス 青木 淳一 著 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 498 ｱ ポプラ社 1989 158p 20cm
雪はじゃまものか？ ﾕｷﾜｼﾞｬﾏﾓﾉｶ 新・雪国ものがたり どんぐりブックス 鈴木 哲 著 ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 451 ｽ ポプラ社 1988 191p 20cm
雪はじゃまものか？ ﾕｷﾜｼﾞｬﾏﾓﾉｶ 新・雪国ものがたり どんぐりブックス 鈴木 哲 著 ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 451 ｽ ポプラ社 1988 191p 20cm
標準原色図鑑全集１８ ﾋｮｳｼﾞｭﾝｹﾞﾝｼｮｸｽﾞｶﾝｾﾞﾝｼｭｳ 飼鳥・家畜 宇田川　竜男 645 ｳ 保育社 1978 176p 図版64p20cm
体験的野外生活技術 ﾀｲｹﾝﾃｷﾔｶﾞｲｾｲｶﾂｷﾞｼﾞｭﾂ 自然が教えてくれた実践フィールド学 Ｙａｍａ　ｂｏｏｋｓ 細田 充 文 ﾎｿﾀﾞ ﾐﾂﾙ 786 ﾎ 山と渓谷社 1990 237p 18cm
火の玉を見たか ﾋﾉﾀﾏｵﾐﾀｶ ちくまプリマーブックス 大槻 義彦 著 ｵｵﾂｷ ﾖｼﾋｺ 404 ｵ 筑摩書房 1991 207p 19cm
天文学の歴史 ｱｼﾓﾌﾊｸｼﾉｳﾁｭｳﾀﾝｹﾝｼﾘｰｽﾞ アシモフ博士の宇宙探検シリーズ１４ アイザック・アシモフ 著 ｱｼﾓﾌ ｱｲｻﾞｯｸ 440 ｱ 福武書店 1990 31p 26cm
からだのための７色 ｶﾗﾀﾞﾉﾀﾒﾉﾅﾅｲﾛ 栄養学のすべてがわかる本 リブリオの　コレクション クレール・トゥレモリエール 著 ﾄｩﾚﾓﾘｴｰﾙ ｸﾚｰﾙ 498 ﾄ リブリオ出版 1992 109p 27cm
ふるさとを感じるあそび事典 ﾌﾙｻﾄｵｶﾝｼﾞﾙｱｿﾋﾞｼﾞﾃﾝ したい・させたい原体験３００集 山田 卓三 編 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｿﾞｳ 781 ﾔ 農山漁村文化協会 1990 363p 19cm



学習に役立つものしり事典３６５日 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾓﾉｼﾘｼﾞﾃﾝｻﾝﾋﾞｬｸﾛｸｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁ １月 209 ﾀ 小峰書店 1990 65p 27cm
学習に役立つものしり事典３６５日 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾓﾉｼﾘｼﾞﾃﾝｻﾝﾋﾞｬｸﾛｸｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁ ２月 209 ﾀ 小峰書店 1990 61p 27cm
学習に役立つものしり事典３６５日 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾓﾉｼﾘｼﾞﾃﾝｻﾝﾋﾞｬｸﾛｸｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁ ３月 209 ﾀ 小峰書店 1990 65p 27cm
学習に役立つものしり事典３６５日 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾓﾉｼﾘｼﾞﾃﾝｻﾝﾋﾞｬｸﾛｸｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁ ４月 209 ﾀ 小峰書店 1990 63p 27cm
学習に役立つものしり事典３６５日 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾓﾉｼﾘｼﾞﾃﾝｻﾝﾋﾞｬｸﾛｸｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁ ５月 209 ﾀ 小峰書店 1990 65p 27cm
学習に役立つものしり事典３６５日 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾓﾉｼﾘｼﾞﾃﾝｻﾝﾋﾞｬｸﾛｸｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁ ６月 209 ﾀ 小峰書店 1990 63p 27cm
学習に役立つものしり事典３６５日 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾓﾉｼﾘｼﾞﾃﾝｻﾝﾋﾞｬｸﾛｸｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁ ７月 209 ｶ 小峰書店 1990 65p 27cm
学習に役立つものしり事典３６５日 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾓﾉｼﾘｼﾞﾃﾝｻﾝﾋﾞｬｸﾛｸｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁ ８月 209 ﾀ 小峰書店 1990 65p 27cm
学習に役立つものしり事典３６５日 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾓﾉｼﾘｼﾞﾃﾝｻﾝﾋﾞｬｸﾛｸｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁ ９月 209 ﾀ 小峰書店 1990 63p 27cm
学習に役立つものしり事典３６５日 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾓﾉｼﾘｼﾞﾃﾝｻﾝﾋﾞｬｸﾛｸｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁ １０月 209 ﾀ 小峰書店 1990 65p 27cm
学習に役立つものしり事典３６５日 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾓﾉｼﾘｼﾞﾃﾝｻﾝﾋﾞｬｸﾛｸｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁ １１月 209 ﾀ 小峰書店 1990 63p 27cm
学習に役立つものしり事典３６５日 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾓﾉｼﾘｼﾞﾃﾝｻﾝﾋﾞｬｸﾛｸｼﾞｭｳｺﾞﾆﾁ １２月 209 ﾀ 小峰書店 1990 65p 27cm
新スクール・カット集 ｼﾝｽｸｰﾙｶｯﾄｼｭｳ マール社編集部 編 ﾏｰﾙｼｬ 720 ﾏ マール社 1988 253p 21cm
ビデオ新発見！ ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾊｯｹﾝ ビデオの楽しい使いかた講座 どんぐりブックス かわなか のぶひろ 著 ｶﾜﾅｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ 778 ｶ ポプラ社 1990 190p 20cm
新選・楽しい中学校劇４ ｼﾝｾﾝﾀﾉｼｲﾁｭｳｶﾞｯｺｳｹﾞｷ 椎崎 篤 〔ほか〕編 ｼｲｻﾞｷ ｱﾂｼ 775 ｼ 小峰書店 1984 215p 27cm
食品汚染とわたしたちの食生活 ｼｮｸﾋﾝｵｾﾝﾄﾜﾀｼﾀﾁﾉｼｮｸｾｲｶﾂ 世界はいま… ティム・ロブスタイン 著 ﾛﾌﾞｽﾀｲﾝ ﾃｨﾑ 596 ﾛ 佑学社 1991 31p 30cm
四字熟語なんてこわくない！ ﾖｼﾞｼﾞｭｸｺﾞﾅﾝﾃｺﾜｸﾅｲ まんがで攻略 まんがで攻略 前沢 明 著 ﾏｴｻﾜ ｱｷﾗ 814 ﾏ 実業之日本社 1991 167p 21cm
学習漫画　ものしりことわざ事典 ｶﾞｸｼｭｳﾏﾝｶﾞﾓﾉｼﾘｺﾄﾜｻﾞｼﾞﾃﾝ 柴田 武 責任編集 ｼﾊﾞﾀ ﾀｹｼ 813 ｶ 集英社 1985 158p 23cm
キング牧師 ﾃﾞﾝｷｾｶｲｵｶｴﾀﾋﾄﾋﾞﾄ 伝記　世界を変えた人々２ Ｖ・シュローデト 289 ｼ 偕成社 1991 187p 22cm
野鳥と生きた８０年 ﾔﾁｮｳﾄｲｷﾀﾊﾁｼﾞｭｳﾈﾝ 鳥類の研究と保護に生涯をささげた山階芳麿 ＰＨＰ愛と希望のノンフィクションＰＨＰ愛と希望のノンフィクション 岡本 文良 作 ｵｶﾓﾄ ﾌﾞﾝﾘｮｳ 916 ｵ ＰＨＰ研究所 1990 143p 22cm
海に消えた５６人 ｳﾐﾆｷｴﾀｺﾞｼﾞｭｳﾛｸﾆﾝ 海軍特攻隊・徳島白菊隊 ノンフィクション・ブックス 島原 落穂 著 ｼﾏﾊﾗ ｵﾁﾎ 916 ｼ 童心社 1990 246p 22cm
人間らしく生きたい ﾆﾝｹﾞﾝﾗｼｸｲｷﾀｲ 郡上一揆をめぐって こみね創作児童文学 岸 武雄 作 ｷｼ ﾀｹｵ 913 ｷ 小峰書店 1990 215p 22cm
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 瓜生義明 911 ｳ 有限会社パピルス 1991
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
こんな人生！短歌でつづる私の昭和史 ｺﾝﾅｼﾞﾝｾｲﾀﾝｶﾃﾞﾂﾂﾞﾙﾜﾀｼﾉｼｮｳﾜｼ 瓜生義明 ｳﾘｳ ﾖｼｱｷ 911 ｳ パピルス 1991
花の館に ﾊﾅﾉﾔｶﾀﾆ わくわくライブラリー 三輪 裕子 作 ﾐﾜ ﾋﾛｺ 913 ﾐ 講談社 1991 229p 22cm
少年の目 ｼｮｳﾈﾝﾉﾒ 新日本少年少女の文学 黒藪 次男 作 ｸﾛﾔﾌﾞ ﾂｷﾞｵ 913 ｸ 新日本出版社 1991 165p 22cm
嵐の中の子守歌 ｱﾗｼﾉﾅｶﾉｺﾓﾘｳﾀ ペリー艦隊にいた日本人 ＰＨＰ創作シリーズ 長崎 源之助 作 ﾅｶﾞｻｷ ｹﾞﾝﾉｽｹ 913 ﾅ ＰＨＰ研究所 1991 144p 22cm
昔気質の一少女　（上巻）
昔気質の一少女　（下巻）
八人のいとこ
ケレー家の人々
砂の妖精
若草の祈り
少女レベッカ
レベッカの青春
リンバロストの乙女　（上巻）
リンバロストの乙女　（下巻）
村の日記
そばかすの少年
村の学校
おーい、コンペートー ｵｰｲｺﾝﾍﾟｰﾄｰ あかねノンフィクション 中田 友一 著 ﾅｶﾀ ﾄﾓｲﾁ 384 ﾅ あかね書房 1990 127p 22cm
おーい、コンペートー ｵｰｲｺﾝﾍﾟｰﾄｰ あかねノンフィクション 中田 友一 著 ﾅｶﾀ ﾄﾓｲﾁ 384 ﾅ あかね書房 1990 127p 22cm
おーい、コンペートー ｵｰｲｺﾝﾍﾟｰﾄｰ あかねノンフィクション 中田 友一 著 ﾅｶﾀ ﾄﾓｲﾁ 383 ﾅ あかね書房 1990 127p 22cm
おーい、コンペートー ｵｰｲｺﾝﾍﾟｰﾄｰ あかねノンフィクション 中田 友一 著 ﾅｶﾀ ﾄﾓｲﾁ 384 ﾅ あかね書房 1990 127p 22cm
月の巫女 ﾂｷﾉﾐｺ 偕成社の創作文学 浜 たかや 著 ﾊﾏ ﾀｶﾔ 913 ﾊ 偕成社 1991 404p 21cm
ひとりだけのコンサート ﾋﾄﾘﾀﾞｹﾉｺﾝｻｰﾄ ペーター＝ヘルトリング 作 ﾍﾙﾄﾘﾝｸﾞ ﾍﾟｰﾀｰ 943 ﾍ 偕成社 1991 196p 20cm
クシカのぼうけん ｸｼｶﾉﾎﾞｳｹﾝ Ｔ・アレクサンドロワ 作 ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾛﾜ ﾀﾁﾔｰﾅ･ｲﾜｰﾉｳﾞﾅ983 ｱ 福音館書店 1991 269p 21cm
鳥と少年 ﾄﾘﾄｼｮｳﾈﾝ アーリン・ペダーセン 作 ﾍﾟﾀﾞｰｾﾝ ｱｰﾘﾝ 949 ﾍ 佑学社 1989 166p 23cm
いかさま海賊こんぐら航海記 ｲｶｻﾏｶｲｿﾞｸｺﾝｸﾞﾗｺｳｶｲｷ 世界傑作童話シリーズ マーガレット・マーヒー 作 ﾏﾋｰ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 930 ﾏ 福音館書店 1990 277p 21cm
床下の古い時計 ﾕｶｼﾀﾉﾌﾙｲﾄｹｲ 新・文学の扉 Ｋ・ピアソン 作 ﾋﾟｱｿﾝ K. 933 ﾋ 金の星社 1990 297p 21cm
床下の古い時計 ﾕｶｼﾀﾉﾌﾙｲﾄｹｲ 新・文学の扉 Ｋ・ピアソン 作 ﾋﾟｱｿﾝ K. 933 ﾋ 金の星社 1990 297p 21cm
床下の古い時計 ﾕｶｼﾀﾉﾌﾙｲﾄｹｲ 新・文学の扉 Ｋ・ピアソン 作 ﾋﾟｱｿﾝ K. 933 ﾋ 金の星社 1990 297p 21cm
床下の古い時計 ﾕｶｼﾀﾉﾌﾙｲﾄｹｲ 新・文学の扉 Ｋ・ピアソン 作 ﾋﾟｱｿﾝ K. 933 ﾋ 金の星社 1990 297p 21cm
床下の古い時計 ﾕｶｼﾀﾉﾌﾙｲﾄｹｲ 新・文学の扉 Ｋ・ピアソン 作 ﾋﾟｱｿﾝ K. 933 ﾋ 金の星社 1990 297p 21cm
床下の古い時計 ﾕｶｼﾀﾉﾌﾙｲﾄｹｲ 新・文学の扉 Ｋ・ピアソン 作 ﾋﾟｱｿﾝ K. 933 ﾋ 金の星社 1990 297p 21cm
ジョディの旅 ｼﾞｮﾃﾞｨﾉﾀﾋﾞ 心の児童文学館シリーズ コリン・シール 作 ﾃｨｰﾗ ｺﾘﾝ 933 ｼ ぬぷん児童図書出版1990 239p 22cm
テオの家出 ﾃｵﾉｲｴﾃﾞ 文研じゅべにーる Ｐ・ヘルトリング 作 ﾍﾙﾄﾘﾝｸﾞ ﾍﾟｰﾀｰ 943 ﾍ 文研出版 1990 183p 23cm
外国人の見た信長・秀吉・家康 ｶﾞｲｺｸｼﾞﾝﾉﾐﾀﾉﾌﾞﾅｶﾞﾋﾃﾞﾖｼｲｴﾔｽ 日本にはいってきた南蛮文化 ポプラ社教養文庫 谷 真介 著 ﾀﾆ ｼﾝｽｹ 210 ﾀ ポプラ社 1991 188p 20cm
星のおしごと ﾎｼﾉｵｼｺﾞﾄ 小さい詩集 新川 和江 著 ｼﾝｶﾜ ｶｽﾞｴ 911 ｼ 大日本図書 1991 96p 19cm
曙の旅立ち ｱｹﾎﾞﾉﾉﾀﾋﾞﾀﾞﾁ ＰＨＰ創作シリーズ 堀内 純子 作 ﾎﾘｳﾁ ｽﾐｺ 913 ﾎ ＰＨＰ研究所 1990 202p 22cm
最後の手紙 ｻｲｺﾞﾉﾃｶﾞﾐ ちくまプリマーブックス 立川 昭二 著 ﾀﾂｶﾜ ｼｮｳｼﾞ 281 ﾀ 筑摩書房 1990 234p 19cm
海賊たちの太平洋 ｶｲｿﾞｸﾀﾁﾉﾀｲﾍｲﾖｳ ちくまプリマーブックス 杉浦 昭典 著 ｽｷﾞｳﾗ ｱｷﾉﾘ 209 ｽ 筑摩書房 1990 230p 19cm
南の島へいこうよ ﾐﾅﾐﾉｼﾏｴｲｺｳﾖ ちくまプリマーブックス５６ ちくまプリマーブックス 門田 修 著 ﾓﾝﾃﾞﾝ ｵｻﾑ 389 ﾓ 筑摩書房 1991 228p 19cm
南の島へいこうよ ﾐﾅﾐﾉｼﾏｴｲｺｳﾖ ちくまプリマーブックス５６ ちくまプリマーブックス 門田 修 著 ﾓﾝﾃﾞﾝ ｵｻﾑ 389 ﾓ 筑摩書房 1991 228p 19cm
南の島へいこうよ ﾐﾅﾐﾉｼﾏｴｲｺｳﾖ ちくまプリマーブックス５６ ちくまプリマーブックス 門田 修 著 ﾓﾝﾃﾞﾝ ｵｻﾑ 389 ﾓ 筑摩書房 1991 228p 19cm
南の島へいこうよ ﾐﾅﾐﾉｼﾏｴｲｺｳﾖ ちくまプリマーブックス５６ ちくまプリマーブックス 門田 修 著 ﾓﾝﾃﾞﾝ ｵｻﾑ 469 ﾓ 筑摩書房 1991 228p 19cm



南の島へいこうよ ﾐﾅﾐﾉｼﾏｴｲｺｳﾖ ちくまプリマーブックス５６ ちくまプリマーブックス 門田 修 著 ﾓﾝﾃﾞﾝ ｵｻﾑ 469 ﾓ 筑摩書房 1991 228p 19cm
南の島へいこうよ ﾐﾅﾐﾉｼﾏｴｲｺｳﾖ ちくまプリマーブックス５６ ちくまプリマーブックス 門田 修 著 ﾓﾝﾃﾞﾝ ｵｻﾑ 469 ﾓ 筑摩書房 1991 228p 19cm
リスのきた道 ﾘｽﾉｷﾀﾐﾁ なぜ鎌倉にタイワンリスか？ 大日本ジュニア・ノンフィクション 中村 千秋 著 ﾅｶﾑﾗ ﾁｱｷ 489 ﾅ 大日本図書 1990 185p 22cm
セバスチャン山のシーラス ｾﾊﾞｽﾁｬﾝﾔﾏﾉｼｰﾗｽ 児童図書館・文学の部屋 セシル・ボトカー 作 ﾎﾞﾄｶｰ ｾｼﾙ 949 ﾎ 評論社 1991 246p 20cm
心をつなぐ糸 ｺｺﾛｵﾂﾅｸﾞｲﾄ 新・文学の扉 武井 照子 作 ﾀｹｲ ﾃﾙｺ 913 ﾀ 金の星社 1991 173p 21cm
星モグラサンジの伝説 ﾎｼﾓｸﾞﾗｻﾝｼﾞﾉﾃﾞﾝｾﾂ 童話パラダイス 岡田 淳 作 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 913 ｵ 理論社 1990 170p 22cm
ラムネ・Ｌａｍｕｎｅ・らむね ﾗﾑﾈﾗﾑﾈﾗﾑﾈ 食卓のなぜ学ストーリー⑥ 食卓のなぜ学ストーリー 野村 鉄男 〔著〕 ﾉﾑﾗ ﾃﾂｵ 383 ﾉ 農山漁村文化協会 1990 227p 19cm
チルチルの青春 ﾁﾙﾁﾙﾉｾｲｼｭﾝ メーテルリンク 原作 ﾒｰﾃﾙﾘﾝｸ ﾓﾘｽ 952 ﾒ あすなろ書房 1990 51p 27cm
絵巻平家物語９ ｴﾏｷﾍｲｹﾓﾉｶﾞﾀﾘ 知盛 木下 順二 文 ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 913 ｷ ほるぷ出版 1991 34p 30cm
思春期の心理学 ｼｼｭﾝｷﾉｼﾝﾘｶﾞｸ こころのなかを旅してみると ポプラ社教養文庫 岸 良範 著 ｷｼ ﾖｼﾉﾘ 143 ｷ ポプラ社 1991 172p 20cm
どうすればストレスを解消できるか ﾄﾞｳｽﾚﾊﾞｽﾄﾚｽｵｶｲｼｮｳﾃﾞｷﾙｶ 中高生のためのストレス対処法 ポプラ社教養文庫 八尋 華那雄 著 ﾔﾋﾛ ｶﾅｵ 493 ﾔ ポプラ社 1991 180p 20cm
おや・こ ﾆﾎﾝﾉｼ 日本の詩６ 遠藤 豊吉 編著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾖｷﾁ 911 ｴ 小峰書店 1980 63p 20cm
しぜん ﾆﾎﾝﾉｼ 日本の詩７ 遠藤 豊吉 編著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾖｷﾁ 911 ｴ 小峰書店 1980 63p 20cm
日本の詩　あい ﾆﾎﾝﾉｼ あい 遠藤 豊吉 編著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾖｷﾁ 911 ｴ 小峰書店 1980 63p 20cm
たび ﾆﾎﾝﾉｼ 日本の詩８ 遠藤 豊吉 編著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾖｷﾁ 911 ｴ 小峰書店 1978 63p 20cm
標準原色図鑑全集９ ﾋｮｳｼﾞｭﾝｹﾞﾝｼｮｸｽﾞｶﾝｾﾞﾝｼｭｳ 植物Ⅰ 大井次三郎 470 ｵ 保育社 1978 166p 図版64p20cm
せんそう・へいわ ﾆﾎﾝﾉｼ 日本の詩１０ 遠藤 豊吉 編著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾖｷﾁ 911 ｴ 小峰書店 1980 63p 20cm
しごと ﾆﾎﾝﾉｼ 日本の詩９ 遠藤 豊吉 編著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾖｷﾁ 911 ｴ 小峰書店 1980 63p 20cm
あなたへ ﾆﾎﾝﾉｼ 日本の詩２ 遠藤 豊吉 編著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾖｷﾁ 911 ｴ 小峰書店 1980 63p 20cm
いのち ﾆﾎﾝﾉｼ 日本の詩４ 遠藤 豊吉 編著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾖｷﾁ 911 ｴ 小峰書店 1980 63p 20cm
日本の詩　たび ﾆﾎﾝﾉｼ たび 遠藤 豊吉 編著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾖｷﾁ 911 ｴ 小峰書店 1978 63p 20cm
わたし ﾆﾎﾝﾉｼ 日本の詩５ 遠藤 豊吉 編著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾖｷﾁ 911 ｴ 小峰書店 1980 63p 20cm
いきる ﾆﾎﾝﾉｼ 日本の詩３ 遠藤 豊吉 編著 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾖｷﾁ 911 ｴ 小峰書店 1980 63p 20cm
国際空港の２４時間 ｺｸｻｲｸｳｺｳﾉﾆｼﾞｭｳﾖｼﾞｶﾝ どんぐりブックス 薮野 正樹 著 ﾔﾌﾞﾉ ﾏｻｷ 687 ﾔ ポプラ社 1991 174p 20cm
科学と技術を創造した人々 ｶｶﾞｸﾄｷﾞｼﾞｭﾂｵｿｳｿﾞｳｼﾀﾋﾄﾋﾞﾄ 科学・技術人物事典 漫画人物科学の歴史 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1992 144p 22cm
四万十川を行く ｼﾏﾝﾄｶﾞﾜｵｲｸ 最後の清流 講談社カルチャーブックス 立松 和平 文 ﾀﾃﾏﾂ ﾜﾍｲ 291 ﾀ 講談社 1991 143p 21cm
樺太棄民 ｶﾗﾌﾄｷﾐﾝ 写真記録 残された韓国・朝鮮人の証言 伊藤 孝司 著 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 210 ｲ ほるぷ出版 1991 150p 26cm
地球上から天然痘が消えた日 ﾁｷｭｳｼﾞｮｳｶﾗﾃﾝﾈﾝﾄｳｶﾞｷｴﾀﾋ 国際医療協力の勝利 科学・技術の最前線 蟻田 功 著 ｱﾘﾀ ｲｻｵ 494 ｱ あすなろ書房 1991 193p 18cm
泳ぐ貝、タコの愛 ｵﾖｸﾞｶｲﾀｺﾉｱｲ 軟体動物のふしぎな生態 奥谷 喬司 著 ｵｸﾀﾆ ﾀｶｼ 484 ｵ 晶文社 1991 163p 22cm
科学と技術の歩み ｶｶﾞｸﾄｷﾞｼﾞｭﾂﾉｱﾕﾐ 科学・技術用語事典 科学・技術史年表 402 ｶ ほるぷ出版 1992 145p 22cm
アフリカゾウ絶滅の危機！？ ｱﾌﾘｶｿﾞｳｾﾞﾂﾒﾂﾉｷｷ 密猟パトロールに同行して どんぐりブックス 赤坂 直彦 著 ｱｶｻｶ ﾅｵﾋｺ 480 ｱ ポプラ社 1991 158p 20cm
植物のかんさつ ｼｮｸﾌﾞﾂﾉｶﾝｻﾂ 講談社パノラマ図鑑 講談社パノラマ図鑑 矢野 亮 文 ﾔﾉ ﾏｺﾄ 470 ﾔ 講談社 1992 48p 25cm
北の森にヒグマを追って ｷﾀﾉﾓﾘﾆﾋｸﾞﾏｵｵｯﾃ ヒグマ研究にかけた情熱 子ども科学図書館 青井 俊樹 文 ｱｵｲ ﾄｼｷ 489 ｱ 大日本図書 1991 36p 24cm
大相撲への招待 ｵｵｽﾞﾓｳｴﾉｼｮｳﾀｲ 日本独特の格闘技の魅力と楽しみ方 講談社カルチャーブックス 788 ｷ 講談社 1992 143p 21cm
恐竜の足あとを追え ｷｮｳﾘｭｳﾉｱｼｱﾄｵｵｴ 大地の研究 松川 正樹 著 ﾏﾂｶﾜ ﾏｻｷ 457 ﾏ あかね書房 1991 62p 24cm
すがやみつるのマンガ・ロータス１－２－３入門ｽｶﾞﾔﾐﾂﾙﾉﾏﾝｶﾞﾛｰﾀｽﾜﾝﾂｰｽﾘｰﾆｭｳﾓﾝ これならわかる ハイテクコミックス すがや みつる 構成 ｽｶﾞﾔ ﾐﾂﾙ 7 ｽ 学研 1989 203p 19cm
まだ科学が解けない疑問 ﾏﾀﾞｶｶﾞｸｶﾞﾄｹﾅｲｷﾞﾓﾝ ジュリア・ライ 編 ﾗｲ ｼﾞｭﾘｱ 404 ﾗ 晶文社 1991 211p 22cm
やさしい四季の手づくり百科 ﾔｻｼｲｼｷﾉﾃｽﾞｸﾘﾋｬｯｶ リトル・グレイラビット リトル・グレイラビット ゲイル＝ダフ 文 ﾀﾞﾌ ｹﾞｲﾙ 590 ﾀ 偕成社 1992 57p 29cm
虫のおりがみ ﾑｼﾉｵﾘｶﾞﾐ おりがみランド 桃谷 好英 著 ﾓﾓﾀﾆ ﾖｼﾋﾃﾞ 754 ﾓ 誠文堂新光社 1988 63p 23cm
描かれた都市 ｶｶﾚﾀﾄｼ イメージの世界 ウエンディ・リチャードソン 編 ﾘﾁｬｰﾄﾞｿﾝ ｳｴﾝﾃﾞｨ 723 ﾘ 佑学社 1991 47p 30cm
描かれた家族 ｶｶﾚﾀｶｿﾞｸ イメージの世界 ウエンディ・リチャードソン 編 ﾘﾁｬｰﾄﾞｿﾝ ｳｴﾝﾃﾞｨ 723 ﾘ 佑学社 1991 47p 30cm
砂漠化から地球を守ろう ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾁｷｭｳｵﾏﾓﾛｳ わたしたちの地球を守ろう３ 砂漠化はどうすればふせげるか 小田 英智 訳・解説 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄﾓ 519 ﾜ 偕成社 1991 47p 28cm
地球の海を救おう ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾁｷｭｳｵﾏﾓﾛｳ わたしたちの地球を守ろう４ 海洋汚染はどうすればふせげるか 小田 英智 訳・解説 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄﾓ 519 ﾜ 偕成社 1991 47p 28cm
農業と環境問題 ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾁｷｭｳｵﾏﾓﾛｳ わたしたちの地球を守ろう８ 地球にやさしい農業をめざして 小田 英智 訳・解説 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄﾓ 519 ﾜ 偕成社 1991 47p 28cm
ことばのきまり大研究 ｵﾓｼﾛｺｸｺﾞｾﾞﾐﾅｰﾙ おもしろ国語ゼミナール１ 810 ｻ ポプラ社 1991 143p 23cm
ことばづかい大研究 ｵﾓｼﾛｺｸｺﾞｾﾞﾐﾅｰﾙ おもしろ国語ゼミナール２ 810 ｻ ポプラ社 1991 143p 23cm
漢字大研究 ｵﾓｼﾛｺｸｺﾞｾﾞﾐﾅｰﾙ おもしろ国語ゼミナール３ 810 ｻ ポプラ社 1991 143p 23cm
外来語ふるさとたんけん ｵﾓｼﾛｺｸｺﾞｾﾞﾐﾅｰﾙ おもしろ国語ゼミナール５ 810 ｻ ポプラ社 1991 143p 23cm
なぜなに大語源 ｵﾓｼﾛｺｸｺﾞｾﾞﾐﾅｰﾙ おもしろ国語ゼミナール６ 810 ｻ ポプラ社 1991 143p 23cm
ことわざ大発見 ｵﾓｼﾛｺｸｺﾞｾﾞﾐﾅｰﾙ おもしろ国語ゼミナール７ 810 ｻ ポプラ社 1991 143p 23cm
こども俳句歳時記 ｵﾓｼﾛｺｸｺﾞｾﾞﾐﾅｰﾙ おもしろ国語ゼミナール８ 810 ｻ ポプラ社 1991 143p 23cm
チャレンジ！ことば遊び ｵﾓｼﾛｺｸｺﾞｾﾞﾐﾅｰﾙ おもしろ国語ゼミナール９ 810 ｻ ポプラ社 1991 143p 23cm
チャレンジ！漢字遊び ｵﾓｼﾛｺｸｺﾞｾﾞﾐﾅｰﾙ おもしろ国語ゼミナール１０ 810 ｻ ポプラ社 1991 143p 23cm
食べもので国際交流 ﾁｲｷﾃﾞﾃﾞｷﾙｺﾚｶﾗﾉｺｸｻｲｺｳﾘｭｳ 地域でできるこれからの国際交流３ こどもくらぶ 319 ﾁ 岩崎書店 2002 47p 29cm
あそび・音楽・スポーツで国際交流 ﾁｲｷﾃﾞﾃﾞｷﾙｺﾚｶﾗﾉｺｸｻｲｺｳﾘｭｳ 地域でできるこれからの国際交流４ こどもくらぶ 319 ﾁ 岩崎書店 2002 47p 29cm
人物、動・植物で調べる国際交流 ﾁｲｷﾃﾞﾃﾞｷﾙｺﾚｶﾗﾉｺｸｻｲｺｳﾘｭｳ 地域でできるこれからの国際交流５ こどもくらぶ 319 ﾁ 岩崎書店 2002 47p 29cm
ボランティアで国際交流 ﾁｲｷﾃﾞﾃﾞｷﾙｺﾚｶﾗﾉｺｸｻｲｺｳﾘｭｳ 地域でできるこれからの国際交流６ 稲葉茂勝 319 ﾁ 岩崎書店 2002 47p 29cm
インターネットで国際交流 ﾁｲｷﾃﾞﾃﾞｷﾙｺﾚｶﾗﾉｺｸｻｲｺｳﾘｭｳ 地域でできるこれからの国際交流７ 稲葉茂勝 319 ﾁ 岩崎書店 2002 47p 29cm
国際交流データブック ﾁｲｷﾃﾞﾃﾞｷﾙｺﾚｶﾗﾉｺｸｻｲｺｳﾘｭｳ 地域でできるこれからの国際交流８ こどもくらぶ 319 ﾁ 岩崎書店 2002 47p 29cm
手話で歌おう ﾌﾚｱｲﾉｼｭﾜ みんなでトライ！ ふれあいの手話Ⅱ期１ 丸山 浩路 著・監修 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 378 ﾏ 学研 1998 47p 31cm
手話でゲームをしよう ﾌﾚｱｲﾉｼｭﾜ みんなでトライ！ ふれあいの手話Ⅱ期２ 丸山 浩路 著・監修 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 378 ﾏ 学研 1998 47p 31cm
手話で詩をよもう ﾌﾚｱｲﾉｼｭﾜ みんなでトライ！ ふれあいの手話Ⅱ期３ 丸山 浩路 著・監修 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 378 ﾏ 学研 1998 47p 31cm
手話で劇をしよう ﾌﾚｱｲﾉｼｭﾜ みんなでトライ！ ふれあいの手話Ⅱ期４ 丸山 浩路 著・監修 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 378 ﾏ 学研 1998 47p 31cm
あいうえお絵じてん ｱｲｳｴｵｴｼﾞﾃﾝ 手話・指文字入門 はじめての手話絵本 丸山 浩路 手話振り付け ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 378 ﾏ 偕成社 1996 47p 26cm
絵画記録テレジン強制収容所 ｶｲｶﾞｷﾛｸﾃﾚｼﾞﾝｷｮｳｾｲｼｭｳﾖｳｼﾞｮ アウシュヴィッツに消えた子どもたち 〈アウシュヴィッツに消えた子らの遺作展〉を成功させる会 編ｱｳｼｭｳﾞｨｯﾂ ﾆ ｷｴﾀ ｺﾗ ﾉ ｲｻｸﾃﾝ ｵ ｾｲｺｳ ｻｾﾙ ｶｲ234 ｶ ほるぷ出版 1991 72p 26cm
ガリレオ＝ガリレイ／ハーヴェー ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史　世界編 近代科学のあけぼの 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1990 144p 22cm
仁科芳雄：本多光太郎 ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 日本編 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1991 144p 22cm
杉田玄白：平賀源内 ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 日本編 奥山　修平 280 ｵ ほるぷ出版 1991 144p 22cm
ラヴォワジェ：ドルトン ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 世界編 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1991 144p 22cm
湯川秀樹：朝永振一郎：利根川進 ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 日本編 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1992 144p 22cm
レオナルド＝ダ＝ヴィンチ：コペルニクス ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 世界編 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1990 144p 22cm
宇田川榕菴蛬：江川太郎左衛門 ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 日本編 奥山　修平 280 ｵ ほるぷ出版 1992 144p 22cm
北里柴三郎：高峰譲吉 ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 日本編 奥山　修平 280 ｵ ほるぷ出版 1992 144p 22cm
ライト兄弟／ダイムラー／マルコーニ ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史世界編 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1991 144p 22cm
エジソン：ハーバー：ベッセマー ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 世界編 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1991 144p 22cm
アリストテレス：アルキメデス ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 世界編 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1990 144p 22cm
ヴォルタ：ジュール：ハーシェル ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史７ 宇宙はうごいている 山崎　正勝 289 ﾔ ほるぷ出版 1991 144p 22cm
ダーウィン・パスツール ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史８世界編 生物は進化する 山崎　正勝 289 ﾔ ほるぷ出版 1991 144p 22cm



アークライト：ワット ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 世界編 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1990 144p 22cm
パスカル：ニュートン ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 世界編 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1990 144p 22cm
アインシュタイン：コンピュータと半導体をめぐる人々ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 世界編 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1991 144p 22cm
ガモフ：ウェゲナー ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 世界編 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1991 144p 22cm
オパーリン：ワトソン ﾏﾝｶﾞｼﾞﾝﾌﾞﾂｶｶﾞｸﾉﾚｷｼ 漫画人物科学の歴史 世界編 山崎　正勝 280 ﾔ ほるぷ出版 1991 144p 22cm
色にも性格ってあるの？ ｲﾛﾆﾓｾｲｶｸｯﾃｱﾙﾉ 色彩の心理をさぐる ポプラ社教養文庫 菅原 明美 著 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｹﾐ 141 ｽ ポプラ社 1992 138p 図版16p20cm
先生は笑わせマン ｾﾝｾｲﾜﾜﾗﾜｾﾏﾝ 障害をもった宏子と先生の交換日記 大沢 宏子 著 ｵｵｻﾜ ﾋﾛｺ 916 ｵ 偕成社 1989 205p 21cm
日本の祭り１ ﾆﾎﾝﾉﾏﾂﾘ 特選オールカラー版 北海道・東北 386 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の祭り２ ﾆﾎﾝﾉﾏﾂﾘ 特選オールカラー版 関東・中部 386 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話１ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 北海道 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話２ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 東北地方① 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話３ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 東北地方② 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話４ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 東北地方③ 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の祭り３ ﾆﾎﾝﾉﾏﾂﾘ 特選オールカラー版 近畿・中国 386 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の祭り４ ﾆﾎﾝﾉﾏﾂﾘ 特選オールカラー版 四国・九州・沖縄 386 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話５ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 北陸地方 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話６ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 関東地方 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話７ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 中部地方① 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話８ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 中部地方② 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話９ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 近畿地方① 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話１０ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 近畿地方② 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話１１ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 中国地方① 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話１２ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 中国地方② 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話１３ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 九州地方① 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話１４ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 九州地方② 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話１５ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 四国地方 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話１６ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 沖縄 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話１７ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 伝説① 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話１８ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 伝説② 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話１９ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 伝説③ 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
日本の民話２０ ﾆﾎﾝﾉﾐﾝﾜ 特選オールカラー版 伝説④ 日本民話の会 編 ﾆﾎﾝ ﾐﾝﾜ ﾉ ｶｲ 388 ﾆ 世界文化社 79p 19cm
遥かなトナカイの国 ﾊﾙｶﾅﾄﾅｶｲﾉｸﾆ 新創作児童文学 清水 道尾 作 ｼﾐｽﾞ ﾐﾁｵ 913 ｼ 岩崎書店 1991 229p 22cm
速さのちがう時計 ﾊﾔｻﾉﾁｶﾞｳﾄｹｲ 花の詩画集 花の詩画集 星野 富弘 著 ﾎｼﾉ ﾄﾐﾋﾛ 720 ﾎ 偕成社 1992 125p 24cm
ビビンバ・パラダイス ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ 韓国インターナショナルスクール留学記 こばやし あゆみ 著 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 916 ｺ 偕成社 1991 259p 22cm
出会いのカリフォルニア ﾃﾞｱｲﾉｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 盲導犬ユリアと私のアメリカ留学記 児玉 聖子 著 ｺﾀﾞﾏ ｾｲｺ 916 ｺ 偕成社 1988 164p 22cm
盲導犬フロックスとの旅 ﾓｳﾄﾞｳｹﾝﾌﾛｯｸｽﾄﾉﾀﾋﾞ 福沢 美和 著 ﾌｸｻﾞﾜ ﾐﾜ 916 ﾌ 偕成社 1986 144p 22cm
名誉の牢獄 ﾒｲﾖﾉﾛｳｺﾞｸ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ　ｃｒｅｗ Ｌ・Ｂ・デ・ジェンキンス 作 ｼﾞｪﾝｷﾝｽ ﾘﾙ･ﾍﾞｾﾗ･ﾃﾞ 933 ｼ 福武書店 1991 304p 19cm
カタログ注文できた弟 ｶﾀﾛｸﾞﾁｭｳﾓﾝﾃﾞｷﾀｵﾄｳﾄ 文研じゅべにーる Ｊ・マクドナルド 作 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｼﾞｮｲｽ 943 ﾏ 文研出版 1991 175p 23cm
ゾウはぼくの友だちだ ｿﾞｳﾜﾎﾞｸﾉﾄﾓﾀﾞﾁﾀﾞ 心の児童文学館シリーズ キャロリン・スローン 作 ｽﾛｰﾝ ｷｬﾛﾘﾝ 933 ｽ ぬぷん児童図書出版1991 210p 22cm
はてしなき追跡 ﾊﾃｼﾅｷﾂｲｾｷ くもんの海外児童文学シリーズ ゲイリー・ポールセン 作 ﾎﾟｰﾙｾﾝ ｹﾞｲﾘｰ 933 ﾎ くもん出版 1991 140p 22cm
ひとりだけのコンサート ﾋﾄﾘﾀﾞｹﾉｺﾝｻｰﾄ ペーター＝ヘルトリング 作 ﾍﾙﾄﾘﾝｸﾞ ﾍﾟｰﾀｰ 943 ﾍ 偕成社 1991 196p 20cm
ひとりだけのコンサート ﾋﾄﾘﾀﾞｹﾉｺﾝｻｰﾄ ペーター＝ヘルトリング 作 ﾍﾙﾄﾘﾝｸﾞ ﾍﾟｰﾀｰ 943 ﾍ 偕成社 1991 196p 20cm
ひとりだけのコンサート ﾋﾄﾘﾀﾞｹﾉｺﾝｻｰﾄ ペーター＝ヘルトリング 作 ﾍﾙﾄﾘﾝｸﾞ ﾍﾟｰﾀｰ 943 ﾍ 偕成社 1991 196p 20cm
ひとりだけのコンサート ﾋﾄﾘﾀﾞｹﾉｺﾝｻｰﾄ ペーター＝ヘルトリング 作 ﾍﾙﾄﾘﾝｸﾞ ﾍﾟｰﾀｰ 943 ﾍ 偕成社 1991 196p 20cm
１５ひきのウサギ物語 ｼﾞｭｳｺﾞﾋｷﾉｳｻｷﾞﾓﾉｶﾞﾀﾘ 新・文学の扉 Ｆ・ザルテン 作 ｻﾞﾙﾃﾝ ﾌｪﾘｸｽ 943 ｻ 金の星社 1992 293p 21cm
泥棒とよばれて ﾄﾞﾛﾎﾞｳﾄﾖﾊﾞﾚﾃ 新・文学の扉 Ｊ・ニードル 作 ﾆｰﾄﾞﾙ J. 933 ﾆ 金の星社 1991 163p 21cm
お米のひみつ ｵｺﾒﾉﾋﾐﾂ たのしい料理と実験 やさしい科学 小竹 千香子 著 ｵﾀﾞｹ ﾁｶｺ 590 ｵ さ・え・ら書房 1992 63p 23cm
熱帯雨林を救おう ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾁｷｭｳｵﾏﾓﾛｳ わたしたちの地球を守ろう２ 破壊から守るために 小田 英智 訳・解説 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄﾓ 519 ﾜ 偕成社 1991 47p 28cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ 文芸まんがシリーズ 伊藤 左千夫 原作 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ ぎょうせい 1992 223p 22cm
怪談 ｶｲﾀﾞﾝ 文芸まんがシリーズ 小泉 八雲 原作 ﾊｰﾝ ﾗﾌｶﾃﾞｨｵ 913 ｺ ぎょうせい 1991 223p 22cm
舞姫・うたかたの記 ﾏｲﾋﾒ 文芸まんがシリーズ５ 文芸まんがシリーズ 森 鴎外 原作 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ ぎょうせい 1992 223p 22cm
山椒大夫・高瀬舟 ｻﾝｼｮｳﾀﾞﾕｳ 文芸まんがシリーズ４ 文芸まんがシリーズ 森 鴎外 原作 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ ぎょうせい 1991 223p 22cm
夢十夜・文鳥 ﾕﾒｼﾞｭｳﾔ 文芸まんがシリーズ３ 文芸まんがシリーズ 夏目 漱石 原作 ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ 913 ﾅ ぎょうせい 1992 223p 22cm
三四郎 ｻﾝｼﾛｳ 文芸まんがシリーズ２ 文芸まんがシリーズ 夏目 漱石 原作 ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ 913 ﾅ ぎょうせい 1992 223p 22cm
坊っちゃん ﾎﾞｯﾁｬﾝ 文芸まんがシリーズ１ 文芸まんがシリーズ 夏目 漱石 原作 ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ 913 ﾅ ぎょうせい 1991 223p 22cm
一房の葡萄　カインの末裔 ﾋﾄﾌｻﾉﾌﾞﾄﾞｳ 文芸まんがシリーズ 有島 武郎 原作 ｱﾘｼﾏ ﾀｹｵ 913 ｱ ぎょうせい 1992 223p 22cm
源叔父・春の鳥 ｹﾞﾝｵｼﾞ 文芸まんがシリーズ１０ 文芸まんがシリーズ 国木田 独歩 原作 ｸﾆｷﾀﾞ ﾄﾞｯﾎﾟ 913 ｸ ぎょうせい 1992 223p 22cm
田舎教師 ｲﾅｶｷｮｳｼ 文芸まんがシリーズ１１ 文芸まんがシリーズ 田山 花袋 原作 ﾀﾔﾏ ｶﾀｲ 913 ﾀ ぎょうせい 1992 223p 22cm
高野聖 ｺｳﾔﾋｼﾞﾘ 文芸まんがシリーズ１２ 文芸まんがシリーズ 泉 鏡花 原作 ｲｽﾞﾐ ｷｮｳｶ 913 ｲ ぎょうせい 1992 223p 22cm
地獄変・奉教人の死 ｼﾞｺﾞｸﾍﾝ 文芸まんがシリーズ１４ 文芸まんがシリーズ 芥川 竜之介 原作 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 913 ｱ ぎょうせい 1992 223p 22cm
銀河鉄道の夜 ｷﾞﾝｶﾞﾃﾂﾄﾞｳﾉﾖﾙ 文芸まんがシリーズ１５ 文芸まんがシリーズ 宮沢 賢治 原作 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 913 ﾐ ぎょうせい 1992 223p 22cm
恩讐の彼方に ｵﾝｼｭｳﾉｶﾅﾀﾆ 文芸まんがシリーズ１８ 文芸まんがシリーズ 菊池 寛 原作 ｷｸﾁ ｶﾝ 913 ｷ ぎょうせい 1992 223p 22cm
小さな王国 ﾁｲｻﾅｵｳｺｸ 文芸まんがシリーズ２０ 文芸まんがシリーズ 谷崎 潤一郎 原作 ﾀﾆｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 913 ﾀ ぎょうせい 1991 223p 22cm
性に目覚める頃 ｾｲﾆﾒｻﾞﾒﾙｺﾛ 文芸まんがシリーズ２１ 文芸まんがシリーズ 室生 犀星 原作 ﾑﾛｳ ｻｲｾｲ 913 ﾑ ぎょうせい 1992 223p 22cm
狐・すみだ川 ｷﾂﾈ 文芸まんがシリーズ２２ 文芸まんがシリーズ 永井 荷風 原作 ﾅｶﾞｲ ｶﾌｳ 913 ﾅ ぎょうせい 1992 223p 22cm
山月記・李陵 ｻﾝｹﾞﾂｷ 文芸まんがシリーズ２４ 文芸まんがシリーズ 中島 敦 原作 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ 913 ﾅ ぎょうせい 1992 223p 22cm
たけくらべ ﾀｹｸﾗﾍﾞ 文芸まんがシリーズ６ 文芸まんがシリーズ 樋口 一葉 原作 ﾋｸﾞﾁ ｲﾁﾖｳ 913 ﾋ ぎょうせい 1991 223p 22cm
嵐・分配 ｱﾗｼ 文芸まんがシリーズ 島崎 藤村 原作 ｼﾏｻﾞｷ ﾄｳｿﾝ 913 ｼ ぎょうせい 1992 223p 22cm
風立ちぬ ｶｾﾞﾀﾁﾇ 文芸まんがシリーズ２６ 文芸まんがシリーズ 堀 辰雄 原作 ﾎﾘ ﾀﾂｵ 913 ﾎ ぎょうせい 1992 223p 22cm
伊豆の踊り子 ｲｽﾞﾉｵﾄﾞﾘｺ 文芸まんがシリーズ２７ 文芸まんがシリーズ 川端 康成 原作 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾅﾘ 913 ｶ ぎょうせい 1991 223p 22cm
風の中の子供 ｶｾﾞﾉﾅｶﾉｺﾄﾞﾓ 文芸まんがシリーズ２９ 文芸まんがシリーズ 坪田 譲治 原作 ﾂﾎﾞﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ 913 ﾂ ぎょうせい 1992 223p 22cm
しろばんば ｼﾛﾊﾞﾝﾊﾞ 文芸まんがシリーズ３０ 文芸まんがシリーズ 井上 靖 原作 ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ 913 ｲ ぎょうせい 1991 223p 22cm
まんが仁科芳雄博士物語
春の名句と季語 ｶﾞｸｼｭｳﾊｲｸﾀﾝｶｻｲｼﾞｷ 学習俳句・短歌歳時記１ 藤森 徳秋 編 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｸｱｷ 911 ﾌ 国土社 1991 127p 22cm
夏の名歌百選 ｶﾞｸｼｭｳﾊｲｸﾀﾝｶｻｲｼﾞｷ 学習俳句・短歌歳時記７ 藤森 徳秋 編 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｸｱｷ 911 ﾌ 国土社 1991 127p 22cm
夏の名句と季語 ｶﾞｸｼｭｳﾊｲｸﾀﾝｶｻｲｼﾞｷ 学習俳句・短歌歳時記 藤森 徳秋 編 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｸｱｷ 911 ﾌ 国土社 1991 127p 22cm
秋の名句と季語 ｶﾞｸｼｭｳﾊｲｸﾀﾝｶｻｲｼﾞｷ 学習俳句・短歌歳時記３ 藤森 徳秋 編 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｸｱｷ 911 ﾌ 国土社 1991 127p 22cm
冬の名句と季語 ｶﾞｸｼｭｳﾊｲｸﾀﾝｶｻｲｼﾞｷ 学習俳句・短歌歳時記４ 藤森 徳秋 編 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｸｱｷ 911 ﾌ 国土社 1991 127p 22cm



冬の名歌百選 ｶﾞｸｼｭｳﾊｲｸﾀﾝｶｻｲｼﾞｷ 学習俳句・短歌歳時記９ 藤森 徳秋 編 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｸｱｷ 911 ﾌ 国土社 1991 127p 22cm
春の名歌百選 ｶﾞｸｼｭｳﾊｲｸﾀﾝｶｻｲｼﾞｷ 学習俳句・短歌歳時記６ 藤森 徳秋 編 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｸｱｷ 911 ﾌ 国土社 1991 127p 22cm
雑歌百選 ｶﾞｸｼｭｳﾊｲｸﾀﾝｶｻｲｼﾞｷ 学習俳句・短歌歳時記１０ 藤森 徳秋 編 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｸｱｷ 911 ﾌ 国土社 1991 127p 22cm
走れメロス・富岳百景 ﾊｼﾚﾒﾛｽ 文芸まんがシリーズ２５ 文芸まんがシリーズ 太宰 治 原作 ﾀﾞｻﾞｲ ｵｻﾑ 913 ﾀ ぎょうせい 1991 223p 22cm
かぎりなくやさしい花々 ｶｷﾞﾘﾅｸﾔｻｼｲﾊﾅﾊﾞﾅ 野の花々が手足の不自由な私に生命の尊さを教えてくれました 星野 富弘 著 ﾎｼﾉ ﾄﾐﾋﾛ 916 ﾎ 偕成社 1986 168p 22cm
鈴の鳴る道 ｽｽﾞﾉﾅﾙﾐﾁ 花の詩画集 花の詩画集 星野 富弘 著 ﾎｼﾉ ﾄﾐﾋﾛ 720 ﾎ 偕成社 1986 93p 26cm
きんいろの木 ｷﾝｲﾛﾉｷ わくわくライブラリー 大谷 美和子 作 ｵｵﾀﾆ ﾐﾜｺ 913 ｵ 講談社 1991 211p 22cm
きんいろの木 ｷﾝｲﾛﾉｷ わくわくライブラリー 大谷 美和子 作 ｵｵﾀﾆ ﾐﾜｺ 913 ｵ 講談社 1991 211p 22cm
きんいろの木 ｷﾝｲﾛﾉｷ わくわくライブラリー 大谷 美和子 作 ｵｵﾀﾆ ﾐﾜｺ 913 ｵ 講談社 1991 211p 22cm
きんいろの木 ｷﾝｲﾛﾉｷ わくわくライブラリー 大谷 美和子 作 ｵｵﾀﾆ ﾐﾜｺ 913 ｵ 講談社 1991 211p 22cm
海に墓標を ｳﾐﾆﾎﾞﾋｮｳｵ 伊東 信 〔作〕 ｲﾄｳ ｼﾝ 916 ｲ 農山漁村文化協会 1991 148p 22cm
森林はなぜ必要か ｼﾝﾘﾝﾜﾅｾﾞﾋﾂﾖｳｶ 環境と人間 只木 良也 著 ﾀﾀﾞｷ ﾖｼﾔ 653 ﾀ 小峰書店 1992 119p 22cm
万葉集　日本の古典文学２ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 岡部　政裕 918 ｵ さ・え・ら書房 1980 272p 23cm
古今和歌集　新古今和歌集　日本の古典文学４ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 平井　卓郎 918 ﾋ さ・え・ら書房 1979 302p 23cm
東海道中膝栗毛　日本の古典文学１８ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 水野　稔 918 ﾐ さ・え・ら書房 1980 280p 23cm
かげろう日記　和泉式部日記・紫式部日記　６　日本の古典文学ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 木村　正中 918 ｷ さ・え・ら書房 1975 269p 23cm
日本古典劇　日本の古典文学１６ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 小山　弘志 918 ｺ さ・え・ら書房 1975 318p 23cm
西行・定家・実朝　日本の古典文学１０ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 手崎　政男 918 ﾃ さ・え・ら書房 1975 277p 23cm
大鏡　日本の古典文学８ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 野村　精一 918 ﾉ さ・え・ら書房 1975 272p 23cm
保元・平治物語　日本の古典文学１１ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ ク徳　高文 918 ｷ さ・え・ら書房 1980 270p 23cm
芭蕉・蕪村・一茶　日本の古典文学１７ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 沢田　繁ニ 918 ｻ さ・え・ら書房 1975 284p 23cm
今昔物語　日本の古典文学９ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 西尾　光一 918 ﾆ さ・え・ら書房 1978 278p 23cm
枕草子／徒然草　日本の古典文学７ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 野本　秀雄 918 ﾉ さ・え・ら書房 1980 275p 23cm
おとぎ草子　かな草子　日本の古典文学１５ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 市古　貞次 918 ｲ さ・え・ら書房 1975 278p 23cm
江戸庶民文学　日本の古典文学１９ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 鶴見　誠 918 ﾂ さ・え・ら書房 1975 303p 23cm
文明開化　日本の古典文学２０ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 長谷川　泉 918 ﾊ さ・え・ら書房 1975 271p 23cm
太平記　日本の古典文学１３ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 永積　安明 918 ﾅ さ・え・ら書房 1975 273p 23cm
竹取物語　土佐日記　伊勢物語　日本の古典文学３ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 桜井　祐三 918 ｻ さ・え・ら書房 1978 281p 23cm
古事記　日本の古典文学１ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 大久保　正 918 ｵ さ・え・ら書房 1978 286p 23cm
平家物語　日本の古典文学１２ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 桐原　徳重 918 ｷ さ・え・ら書房 1978 286p 23cm
源氏物語　更級日記　日本の古典文学５ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 秋山　虔 918 ｱ さ・え・ら書房 1978 277p 23cm
義経記・曽我物語　日本の古典文学１４ ﾆﾎﾝﾉｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸ 市古　貞次 918 ｲ さ・え・ら書房 1975 278p 23cm
カモメの家 ｶﾓﾒﾉｲｴ 山下 明生 作 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｵ 913 ﾔ 理論社 1991 366p 19cm
エンドレス・ラン ｴﾝﾄﾞﾚｽﾗﾝ 新創作児童文学 山田 優一郎 作 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 913 ﾔ 岩崎書店 1992 125p 22cm
おやすみなさいトムさん ｵﾔｽﾐﾅｻｲﾄﾑｻﾝ 児童図書館・文学の部屋 ミシェル・マゴリアン 作 ﾏｺﾞﾘｱﾝ ﾐｼｪﾙ 933 ﾏ 評論社 1991 414p 20cm
長いながい道 ﾅｶﾞｲﾅｶﾞｲﾐﾁ 竹内 恒之 作 ﾀｹｳﾁ ﾂﾈﾕｷ 913 ﾀ 偕成社 1980 194p 21cm
パレスチナの子どもたち ﾊﾟﾚｽﾁﾅﾉｺﾄﾞﾓﾀﾁ 絵画記録 日本パレスチナ医療協会 編 ﾆﾎﾝ ﾊﾟﾚｽﾁﾅ ｲﾘｮｳ ｷｮｳｶｲ319 ﾆ ほるぷ出版 1988 1冊 26cm
指で見る ﾕﾋﾞﾃﾞﾐﾙ ぼく，どんな顔しているのかなあ。さわれる鏡があればいいなあ。 トーマス＝ベリイマン 写真・文ﾍﾞﾘｲﾏﾝ ﾄｰﾏｽ 369 ﾍ 偕成社 1980 69p 29cm
さっちゃんの　まほうのて ｻｯﾁｬﾝﾉﾏﾎｳﾉﾃ たばた せいいち 〔ほか〕共同制作ﾀﾊﾞﾀ ｾｲｲﾁ 913 ﾀ 偕成社 1985 1冊 27cm
指で見る ﾕﾋﾞﾃﾞﾐﾙ ぼく，どんな顔しているのかなあ。さわれる鏡があればいいなあ。 トーマス＝ベリイマン 写真・文ﾍﾞﾘｲﾏﾝ ﾄｰﾏｽ 378 ﾍ 偕成社 1980 69p 29cm
車いすのマティアス ｸﾙﾏｲｽﾉﾏﾃｨｱｽ 脳性まひの障害とたたかう少年 トーマス＝ベリイマン 写真 文ﾍﾞﾘｲﾏﾝ ﾄｰﾏｽ 369 ﾍ 偕成社 1990 39p 27cm
にわとりさんはネ… ﾆﾜﾄﾘｻﾝﾜﾈ 福井 達雨 編 ﾌｸｲ ﾀﾂｳ 913 ﾌ 偕成社 1989 1冊 26cm
子どもの笑顔を消さないで ｺﾄﾞﾓﾉｴｶﾞｵｵｹｻﾅｲﾃﾞ うたの絵本 止揚学園 作詩・作曲 ｼﾖｳ ｶﾞｸｴﾝ 767 ﾌ 偕成社 1987 31p 26cm
およげなかったかも ｵﾖｹﾞﾅｶｯﾀｶﾓ 止揚学園の子どもたち 絵 ｼﾖｳ ｶﾞｸｴﾝ ﾉ ｺﾄﾞﾓﾀﾁ 913 ﾌ 偕成社 1985 1冊 26cm
ボスがきた ﾎﾞｽｶﾞｷﾀ 福井達雨 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｷ 913 ﾌ 偕成社 1980 1冊 26cm
みんなみんなぼくのともだち ﾐﾝﾅﾐﾝﾅﾎﾞｸﾉﾄﾓﾀﾞﾁ 福井 義人 文 ﾌｸｲ ﾖｼﾄ 913 ﾌ 偕成社 1980 1冊 26cm
みなみの島へいったんや ﾐﾅﾐﾉｼﾏｴｲｯﾀﾝﾔ 止揚学園の子ども 作 ｼﾖｳ ｶﾞｸｴﾝ ﾉ ｺﾄﾞﾓ 913 ﾌ 偕成社 1982 31p 26cm
こわいことなんか　あらへん ｺﾜｲｺﾄﾅﾝｶｱﾗﾍﾝ 福井 達雨 編 ﾌｸｲ ﾀﾂｳ 913 ﾌ 偕成社 1981 1冊 26cm
おばあちゃんをすてちゃいやだ！！ ｵﾊﾞｱﾁｬﾝｵｽﾃﾁｬｲﾔﾀﾞ パキスタンのむかしばなしより 福井 達雨 文 ﾌｸｲ ﾀﾂｳ 913 ﾌ 偕成社 1983 1冊 26cm
わたし、耳がきこえないの ﾜﾀｼﾐﾐｶﾞｷｺｴﾅｲﾉ トーマス＝ベリイマン 写真　文ﾍﾞﾘｲﾏﾝ ﾄｰﾏｽ 369 ﾍ 偕成社 1987 35p 27cm
はしれムンシー！ 福井達雨　編 913 ﾌ 偕成社
わたしたちのトビアス ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾄﾋﾞｱｽ セシリア＝スベドベリ 編 ｽﾍﾞﾄﾞﾍﾞﾘ ｾｼﾘｱ 369 ｽ 偕成社 1978 51p 22cm
わたしたちのトビアス大きくなる ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾄﾋﾞｱｽｵｵｷｸﾅﾙ ボー＝スベドベリ 編 ｽﾍﾞﾄﾞﾍﾞﾘ ﾎﾞｰ 369 ｽ 偕成社 1979 47p 22cm
戦争と青春 ｾﾝｿｳﾄｾｲｼｭﾝ 早乙女 勝元 著 ｻｵﾄﾒ ｶﾂﾓﾄ 913 ｻ 講談社 1991 255p 20cm
いもうと物語 ｲﾓｳﾄﾓﾉｶﾞﾀﾘ 氷室 冴子 著 ﾋﾑﾛ ｻｴｺ 913 ﾋ 新潮社 1991 237p 20cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 森 今西錦司　編 ｲﾏﾆｼ ｷﾝｼﾞ 914 ｲ 作品社 1984 258p 19cm
日本の名随筆２２ ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 笑 桂米朝　編 ｶﾂﾗ ﾍﾞｲﾁｮｳ 914 ｶ 作品社 1984 257p 19cm
日本の名随筆２３ ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 画 東山魁夷　編 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｶｲｲ 914 ﾋ 作品社 1984 254p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 茶 中里恒子 ﾅｶｻﾞﾄ ﾂﾈｺ 914 ﾅ 作品社 1984 258p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 音 團伊玖磨　編 ﾀﾞﾝ ｲｸﾏ 914 ﾀ 作品社 1984 258p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 肴 池波正太郎　編 ｲｹﾅﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 914 ｲ 作品社 1984 253p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 墨 篠田桃紅　編 914 ｼ 作品社 1985 258p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 病 大岡昇平　編 ｵｵｵｶ ｼｮｳﾍｲ 914 ｵ 作品社 1985 254p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 恋 谷川俊太郎　編 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 914 ﾀ 作品社 1985 259p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 宙 梅原猛　編 ｳﾒﾊﾞﾗ ﾀｹｼ 914 ｳ 作品社 1985 258p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 婚 三浦哲郎　編 ﾐｳﾗ ﾃﾂﾛｳ 914 ﾐ 作品社 1985 259p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 魚 末廣恭雄　編 ｽｴﾋﾛ ﾔｽｵ 914 ｽ 作品社 1985 259p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 水 井上靖　編 ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ 914 ｲ 作品社 1985 254p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 老 堀秀彦　編 ﾎﾘ ﾋﾃﾞﾋｺ 914 ﾎ 作品社 1985 254p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 虫 串田孫一　編 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 914 ｸ 作品社 1985 254p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 読 井伏鱒二　編 ｲﾌﾞｾ ﾏｽｼﾞ 914 ｲ 作品社 1985 250p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 風 山口誓子　編 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｼ 914 ﾔ 作品社 1985 257p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 装 佐多稲子　編 ｻﾀﾞ ｲﾈｺ 914 ｻ 作品社 1985 255p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 藝 芝木好子　編 ｼﾊﾞｷ ﾖｼｺ 914 ｼ 作品社 1986 254p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 顔 市川箟　編 ｲﾁｶﾜ ｺﾝ 914 ｲ 作品社 1986 266p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 嘘 筒井康隆　編 ﾂﾂｲ ﾔｽﾀｶ 914 ﾂ 作品社 1986 261p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 母 水上勉　編 ﾐﾅｶﾐ ﾂﾄﾑ 914 ﾐ 作品社 1986 261p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 雨 中村汀女　編 ﾅｶﾑﾗ ﾃｲｼﾞｮ 914 ﾅ 作品社 1986 262p 19cm



日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 祭 五木寛之　編 ｲﾂｷ ﾋﾛﾕｷ 914 ｲ 作品社 1986 261p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 狂 中村真一郎　編 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 914 ﾅ 作品社 1986 254p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 仏 平山郁夫　編 ﾋﾗﾔﾏ ｲｸｵ 914 ﾋ 作品社 1986 254p 19cm
日本の名随筆４７ ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 惑 渡辺淳一　編 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 914 ﾜ 作品社 1986 253p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 香 塚本邦雄 ﾂｶﾓﾄ ｸﾆｵ 914 ﾂ 作品社 1986 253p 19cm
日本の名随筆 ﾆﾎﾝﾉﾒｲｽﾞｲﾋﾂ 歌 加藤登紀子　編 ｶﾄｳ ﾄｷｺ 914 ｶ 作品社 1986 254p 19cm
ルノワール ﾙﾉﾜｰﾙ ＢＳＳギャラリー世界の巨匠 ウォルター・パッチ 著 ﾊﾟｯﾁ ｳｫﾙﾀｰ 723 ﾊ 美術出版社 1991 126p 32cm
俳句の旅４ ﾊｲｸﾉﾀﾋﾞ 北陸・甲信越 911 ﾊ ぎょうせい 1987 175p 27cm
俳句の旅３ ﾊｲｸﾉﾀﾋﾞ 東海 911 ﾊ ぎょうせい 1988 175p 27cm
俳句の旅２ ﾊｲｸﾉﾀﾋﾞ 関東 911 ﾊ ぎょうせい 1988 175p 27cm
俳句の旅５ ﾊｲｸﾉﾀﾋﾞ 京都・奈良 911 ﾊ ぎょうせい 1987 175p 27cm
俳句の旅８ ﾊｲｸﾉﾀﾋﾞ 四国 911 ﾊ ぎょうせい 1988 175p 27cm
俳句の旅７ ﾊｲｸﾉﾀﾋﾞ 中国 911 ﾊ ぎょうせい 1988 175p 27cm
俳句の旅６ ﾊｲｸﾉﾀﾋﾞ 近畿 911 ﾊ ぎょうせい 1988 175p 27cm
俳句の旅９ ﾊｲｸﾉﾀﾋﾞ 九州・沖縄 911 ﾊ ぎょうせい 1988 175p 27cm
学習俳句・短歌歳時記 ｶﾞｸｼｭｳﾊｲｸﾀﾝｶｻｲｼﾞｷ 秋の名歌百選 藤森 徳秋 編 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｸｱｷ 911 ﾌ 国土社 1991 127p 22cm
ゴルバチョフはどんな改革をめざしたか。ｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌﾜﾄﾞﾝﾅｶｲｶｸｵﾒｻﾞｼﾀｶ ソ連邦略史から見たペレストロイカ ほるぷ１５０ブックス エリザベス・ロバーツ 著 ﾛﾊﾞｰﾂ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ 313 ﾛ ほるぷ出版 1991 153p 21cm
畜産と水産 ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 絵地図・絵グラフたのしくわかる日本の産業３ 食糧生産３ 608 ｲ 小峰書店 1993 35p 29cm
林業と工芸作物 ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 絵地図・絵グラフたのしくわかる日本の産業４ 原料生産 608 ｲ 小峰書店 1993 35p 29cm
食品工業 ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 絵地図・絵グラフたのしくわかる日本の産業５ 工業生産１ 608 ｲ 小峰書店 1993 35p 29cm
鉄と金属工業 ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 絵地図・絵グラフたのしくわかる日本の産業６ 工業生産２ 608 ｲ 小峰書店 1993 35p 29cm
石油と化学工業 ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 絵地図・絵グラフたのしくわかる日本の産業７ 工業生産３ 608 ｲ 小峰書店 1993 35p 29cm
日用品の生産と流通 ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 絵地図・絵グラフたのしくわかる日本の産業１０ 暮らしと産業 608 ｲ 小峰書店 1993 35p 29cm
もっと知りたい日本の近代史 ﾓｯﾄｼﾘﾀｲﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲｼ 幕末から日露戦争まで ほるぷ１５０ブックス 吉田 夏生 著 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｵ 210 ﾖ ほるぷ出版 1991 141p 21cm
もっと知りたい日本の現代史 ﾓｯﾄｼﾘﾀｲﾆﾎﾝﾉｹﾞﾝﾀﾞｲｼ 第一次世界大戦から湾岸危機まで ほるぷ１５０ブックス 鈴木 亮 著 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 210 ｽ ほるぷ出版 1991 143p 21cm
君はパレスチナを知っているか ｷﾐﾜﾊﾟﾚｽﾁﾅｵｼｯﾃｲﾙｶ パレスチナの一〇〇年 ほるぷ１５０ブックス 奈良本 英佑 著 ﾅﾗﾓﾄ ｴｲｽｹ 228 ﾅ ほるぷ出版 1991 186p 21cm
知っておきたいエチオピアの実像 ｼｯﾃｵｷﾀｲｴﾁｵﾋﾟｱﾉｼﾞﾂｿﾞｳ アフリカ最古の国の素顔 ほるぷ１５０ブックス 山田 一広 著 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 294 ﾔ ほるぷ出版 1992 207p 21cm
国家と国境 ｺｯｶﾄｺｯｷｮｳ 国際化社会における秩序と民族自決問題 ほるぷ１５０ブックス 浅井 基文 著 ｱｻｲ ﾓﾄﾌﾐ 319 ｱ ほるぷ出版 1992 198p 21cm
カッコウのなかまたち ﾐﾙﾔﾁｮｳｷ みる野鳥記１３ 日本野鳥の会 編 ﾆﾎﾝ ﾔﾁｮｳ ﾉ ｶｲ 488 ﾏ あすなろ書房 1992 53p 24cm
陸へあがった生物 ｼﾝｶﾉﾚｷｼ 進化の歴史　生命誕生３５億年 ジョン・ボネット・ウェクソウ 著 ｳｪｸｿ ｼﾞｮﾝ･ﾎﾞﾈｯﾄ 467 ｼ 草土文化 1993 23p 29cm
道にまようのはなぜか ﾐﾁﾆﾏﾖｳﾉﾜﾅｾﾞｶ やさしい科学 やさしい科学 ヴィッキー・マクベイ 著 ﾏｸﾍﾞｲ ｳﾞｨｯｷｰ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1993 119p 23cm
科学の質問箱１ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ シマウマの毛を切ってもシマ模様？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1984 142p 20cm
科学の質問箱２ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ カビは地球のそうじ係ってホント？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1984 142p 20cm
科学の質問箱３ かげはどうして黒いか知ってる？ 子供の科学編 子供の科学編集部 400 ｶ 誠文堂新光社 1984
科学の質問箱４ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ おしっこはなぜ寒い日よくでるの？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1984 142p 20cm
科学の質問箱５ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ コアラはなぜいつも眠っているの？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1984 142p 20cm
科学の質問箱６ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ 海の魚は塩分のとりすぎってないの？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1985 142p 20cm
科学の質問箱７ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ 地球が西洋なしの形だってホント？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1985 142p 20cm
科学の質問箱８ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ 土星のわなんでできてるか知ってる？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1985 142p 20cm
科学の質問箱９ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ 花はなぜ咲く時期がきまってるの？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1985 142p 20cm
科学の質問箱１０ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ アリが大行進するのはどうしてなの？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1985 142p 20cm
科学の質問箱１１ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ ネコがネコ舌なのはどうしてなの？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1986 142p 20cm
科学の質問箱１２ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ 人間は燃えてるっていうけどホント？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1986 142p 20cm
科学の質問箱１３ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ なぜ火はいつも上に向かって燃えるの？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1987 142p 20cm
科学の質問箱１４ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ イカが空を飛ぶっていうけどホント？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1987 142p 20cm
科学の質問箱１５ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ 幸が一つぶずつ降ってくるのはなぜ？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1987 142p 20cm
科学の質問箱１６ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ アメンボが水の上を歩けるのはなぜ？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1988 142p 20cm
科学の質問箱１７ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ クモの糸が織物に使えるってホント？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1988 142p 20cm
科学の質問箱１８ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ 人間の体にカビがはえるってホント？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1988 142p 20cm
科学の質問箱１９ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ 土星が水に浮くっていうのはホント？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1988 142p 20cm
科学の質問箱２０ ｶｶﾞｸﾉｼﾂﾓﾝﾊﾞｺ 磁石がものをひきつける力ってなに？ 子供の科学編 子供の科学編集部 編 ｾｲﾌﾞﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺｳｼｬ 400 ｶ 誠文堂新光社 1988 142p 20cm
恐竜を育てた森 ｷｮｳﾘｭｳｼﾞﾀﾞｲﾉﾊｸﾌﾞﾂｼ 恐竜時代の博物誌２ 475 ﾊ くもん出版 1992 63p 27cm
恐竜は進化する ｷｮｳﾘｭｳｼﾞﾀﾞｲﾉﾊｸﾌﾞﾂｼ 恐竜時代の博物誌３ 457 ﾊ くもん出版 1991 63p 27cm
恐竜をとりまく動物 ｷｮｳﾘｭｳｼﾞﾀﾞｲﾉﾊｸﾌﾞﾂｼ 恐竜時代の博物誌５ 457 ﾊ くもん出版 1992 63p 27cm
科学の実験と工作 ｶｶﾞｸﾉｼﾞｯｹﾝﾄｺｳｻｸ 理科の自由研究 斎藤 賢之輔 著 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾉｽｹ 375 ｻ 誠文堂新光社 1987 94p 26cm
ＵＦＯ解明マニュアル ﾕｰﾌｫｰｶｲﾒｲﾏﾆｭｱﾙ ちくまプリマーブックス 大槻 義彦 著 ｵｵﾂｷ ﾖｼﾋｺ 440 ｵ 筑摩書房 1992 221p 19cm
チョウが消えた！？ ﾁｮｳｶﾞｷｴﾀ 昆虫の研究 原 聖樹 著 ﾊﾗ ｾｲｷ 486 ﾊ あかね書房 1993 62p 24cm
マンガ・タカシくんちの原発問題 ﾏﾝｶﾞﾀｶｼｸﾝﾁﾉｹﾞﾝﾊﾟﾂﾓﾝﾀﾞｲ 萩原 征平 原作 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳﾍｲ 539 ﾊ 日興企画 1991 119p 21cm
トンボの沼から ﾄﾝﾎﾞﾉﾇﾏｶﾗ ベッコウトンボの最後の沼をまもって 子ども科学図書館 子ども科学図書館 細田 昭博 著 ﾎｿﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 486 ﾎ 大日本図書 1992 36p 24cm
科学とスポーツ ｶｶﾞｸﾄｽﾎﾟｰﾂ やさしい科学 ロバート・ガードナー 著 ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ ﾛﾊﾞｰﾄ 780 ｶ さ・え・ら書房 1992 78p 23cm
遺伝子のひみつ ｲﾃﾞﾝｼﾉﾋﾐﾂ 図解・スーパー細胞 フラン・ボークウィル 文 ﾊﾞｰｸｳｨﾙ F.R. 467 ﾎ ほるぷ出版 1993 32p 21×21cm
３本足の魔術師　トランジスター ｻﾝﾎﾞﾝｱｼﾉﾏｼﾞｭﾂｼﾄﾗﾝｼﾞｽﾀｰ 入門エレクトロニクス 丹羽 一夫 著 ﾆﾜ ｶｽﾞｵ 548 ﾆ 誠文堂新光社 1985 201p 21cm
光の国の贈り物　オプト・エレクトロニクスﾋｶﾘﾉｸﾆﾉｵｸﾘﾓﾉｵﾌﾟﾄｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 入門エレクトロニクス 新井 晃 著 ｱﾗｲ ｱｷﾗ 548 ｱ 誠文堂新光社 1985 167p 21cm
魔法のスイッチ　サイリスター ﾏﾎｳﾉｽｲｯﾁｻｲﾘｽﾀｰ 入門エレクトロニクス 柴崎 功 著 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｲｻｵ 548 ｼ 誠文堂新光社 1985 159p 21cm
小さな巨人ＬＳＩ（大規模集積回路） ﾁｲｻﾅｷｮｼﾞﾝｴﾙｴｽｱｲﾀﾞｲｷﾎﾞｼｭｳｾｷｶｲﾛ 入門エレクトロニクス 橋本 尚 著 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ 548 ﾊ 誠文堂新光社 1986 179p 21cm
半導体の脇役たち　抵抗・コンデンサー・コイルﾊﾝﾄﾞｳﾀｲﾉﾜｷﾔｸﾀﾁﾃｲｺｳｺﾝﾃﾞﾝｻｰｺｲﾙ 入門エレクトロニクス 田嶋 一作 著 ﾀｼﾞﾏ ｲﾁｻｸ 548 ﾀ 誠文堂新光社 1986 165p 21cm
出口のあるねずみとり　ダイオード ﾃﾞｸﾞﾁﾉｱﾙﾈｽﾞﾐﾄﾘﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 入門エレクトロニクス 橘 瑞穂 著 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐｽﾞﾎ 548 ﾀ 誠文堂新光社 1986 159p 21cm
０と１の世界ディジタルＩＣ ﾚｲﾄｲﾁﾉｾｶｲﾃﾞｨｼﾞﾀﾙｱｲｼｰ 入門エレクトロニクス 丹羽 一夫 著 ﾆﾜ ｶｽﾞｵ 548 ﾆ 誠文堂新光社 1986 159p 21cm
電子回路の気配りマンセンサー ﾃﾞﾝｼｶｲﾛﾉｷｸﾊﾞﾘﾏﾝｾﾝｻｰ 入門エレクトロニクス 新井 晃 著 ｱﾗｲ ｱｷﾗ 548 ｱ 誠文堂新光社 1986 159p 21cm
不思議な石ころ電子セラミックス ﾌｼｷﾞﾅｲｼｺﾛﾃﾞﾝｼｾﾗﾐｯｸｽ 入門エレクトロニクス 泉 弘志 著 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ 548 ｲ 誠文堂新光社 1990 174p 21cm
エレクトロニクスを支える半導体の仲間たちｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｵｻｻｴﾙﾊﾝﾄﾞｳﾀｲﾉﾅｶﾏﾀﾁ 入門エレクトロニクス 泉 弘志 著 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ 548 ｲ 誠文堂新光社 1991 167p 21cm
パッチワークアップリケｅｔｃ．大好き。 ﾊﾟｯﾁﾜｰｸｱｯﾌﾟﾘｹｴﾄｾﾄﾗﾀﾞｲｽｷ ボンネットスーの楽しい手作り 松浦 香苗 共著 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅｴ 594 ﾏ 文化出版局 1993 102p 25cm
ひとりでできるもん！１ ﾋﾄﾘﾃﾞﾃﾞｷﾙﾓﾝ たのしいたまご料理 596 ﾋ 金の星社 1993 39p 24×24cm
鳥をつくろう ﾄﾘｵﾂｸﾛｳ あたらしい造形・美術① あたらしい造形・美術 杉山 明博 著 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 750 ｱ 小峰書店 1987 63p 27cm
魚をつくろう ｻｶﾅｵﾂｸﾛｳ あたらしい造形・美術② あたらしい造形・美術 杉山 明博 著 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 750 ｱ 小峰書店 1987 63p 27cm
ゲーム・パズルをつくろう ｹﾞｰﾑﾊﾟｽﾞﾙｵﾂｸﾛｳ あたらしい造形・美術③ あたらしい造形・美術 藤沢 英昭 著 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 750 ｱ 小峰書店 1987 63p 27cm
木でつくろう ｷﾃﾞﾂｸﾛｳ あたらしい造形・美術④ あたらしい造形・美術 杉山 明博 著 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 750 ｱ 小峰書店 1987 63p 27cm
金属でつくろう ｷﾝｿﾞｸﾃﾞﾂｸﾛｳ あたらしい造形・美術⑤ あたらしい造形・美術 藤沢 英昭 著 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 750 ｱ 小峰書店 1987 63p 27cm



プラスチックでつくろう ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃﾞﾂｸﾛｳ あたらしい造形・美術⑥ あたらしい造形・美術 三田村 　右 著 ﾐﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 750 ｱ 小峰書店 1987 63p 27cm
不思議なものをつくろう ﾌｼｷﾞﾅﾓﾉｵﾂｸﾛｳ あたらしい造形・美術⑦ あたらしい造形・美術 藤沢 英昭 著 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 750 ｱ 小峰書店 1988 63p 27cm
自然のものでつくろう ｼｾﾞﾝﾉﾓﾉﾃﾞﾂｸﾛｳ あたらしい造形・美術⑨ あたらしい造形・美術 藤沢 英昭 著 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 750 ｱ 小峰書店 1988 63p 27cm
紙でつくろう ｶﾐﾃﾞﾂｸﾛｳ あたらしい造形・美術⑩ あたらしい造形・美術 杉山 明博 〔ほか〕著 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 750 ｱ 小峰書店 1988 64p 27cm
砂・石・土でつくろう ｽﾅｲｼﾂﾁﾃﾞﾂｸﾛｳ あたらしい造形・美術⑪ あたらしい造形・美術 三田村 　右 〔ほか〕著 ﾐﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 750 ｱ 小峰書店 1988 63p 27cm
動くものをつくろう ｳｺﾞｸﾓﾉｵﾂｸﾛｳ あたらしい造形・美術⑫ あたらしい造形・美術 三田村 　右 著 ﾐﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 750 ｱ 小峰書店 1988 63p 27cm
近代絵画のあけぼの ﾒｲｶﾞﾄﾃﾞｱｳﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 名画と出会う美術館１ 706 ﾀ 小学館 1992 135p 27cm
レオナルド・ダ・ヴィンチ ﾚｵﾅﾙﾄﾞﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ 鳥に話しかけた画家 名画の秘密をさぐる Ｙ・パンギーリ 文 ﾊﾟﾝｷﾞｰﾘ ｲｳﾞ 723 ﾊ 岩崎書店 1993 55p 27cm
討論や発表を楽しもう　ディベート入門　１０代の教養図書館１０ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉｷｮｳﾖｳﾄｼｮｶﾝ 渡部　淳 809 ｼ ポプラ社 1993 196p 20cm
家電とエレクトロニクス ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 絵地図・絵グラフたのしくわかる日本の産業９ 工業生産５ 608 ｲ 小峰書店 1993 35p 29cm
やさしいシェイクスピア演劇 ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉｷｮｳﾖｳﾄｼｮｶﾝ 作品とその人間像 １０代の教養図書館９ 鳥海仟 ﾄﾘﾉｳﾐ ｾﾝ 932 ﾄ ポプラ社 1993 198p 20cm
森林はなぜ必要か ｼﾝﾘﾝﾜﾅｾﾞﾋﾂﾖｳｶ 環境と人間２ 環境と人間 只木 良也 著 ﾀﾀﾞｷ ﾖｼﾔ 650 ﾀ 小峰書店 1992 119p 22cm
だいじょうぶか、２１世紀の食糧資源 ﾀﾞｲｼﾞｮｳﾌﾞｶﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷﾉｼｮｸﾘｮｳｼｹﾞﾝ 世界の食糧問題の現在と未来 ほるぷ１５０ブックス 紙谷 貢 著 ｶﾐﾔ ﾐﾂｷﾞ 611 ｶ ほるぷ出版 1992 170p 21cm
地球環境と私たちのくらし ﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳﾄﾜﾀｸｼﾀﾁﾉｸﾗｼ よごされる海・川・湖 519 ﾁ 学研 1991 47p 31cm
慣用句なんてこわくない！ ｶﾝﾖｳｸﾅﾝﾃｺﾜｸﾅｲ まんがで攻略 まんがで攻略 前沢 明 著 ﾏｴｻﾜ ｱｷﾗ 814 ﾏ 実業之日本社 1992 166p 21cm
短歌・俳句・川柳をつくってみよう ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾔﾌﾞﾝﾉﾖﾐｶﾀﾂｸﾘｶﾀ 教科書に出てくる詩や文の読みかたつくりかた４ 911 ｲ ポプラ社 1993 127p 22cm
ぼくが絵本作家になったわけ ﾎﾞｸｶﾞｴﾎﾝｻｯｶﾆﾅｯﾀﾜｹ ビル・ピート自伝 ビル・ピート 作 ﾋﾟｰﾄ ﾋﾞﾙ 289 ﾋ あすなろ書房 1993 190p 23cm
江戸をいくアイデア・マン ﾃﾞﾝｷﾆﾝｹﾞﾝﾆﾏﾅﾎﾞｳ 平賀源内 伝記人間にまなぼう 289 ｵ 岩崎書店 1992 103p 26cm
沖縄の心を染める ｵｷﾅﾜﾉｺｺﾛｵｿﾒﾙ 伝統の紅型を復興させた城間栄喜の物語 くもんのノンフィクション・愛のシリーズ２２くもんのノンフィクション・愛のシリーズ藤崎 康夫 作 ﾌｼﾞｻｷ ﾔｽｵ 289 ﾌ くもん出版 1992 189p 22cm
ブライユ ﾃﾞﾝｷｾｶｲｵｶｴﾀﾋﾄﾋﾞﾄ 伝記　世界を変えた人々８ リバリー・バーチ 289 ﾊ 偕成社 1992 178p 22cm
性の歴史 ｾｲﾉﾚｷｼ 生物として、動物として、人として 黒田 弘行 著 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 495 ｸ 農山漁村文化協会 1992 147p 22cm
ちょっと変じゃない？ ﾁｮｯﾄﾍﾝｼﾞｬﾅｲ 「女らしさ」「男らしさ」ってなんだろう 環境と人間 青木 やよひ 著 ｱｵｷ ﾔﾖｲ 367 ｱ 小峰書店 1992 95p 22cm
教科別教科書にでてくる人物１２４人 ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞﾝﾌﾞﾂﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾖﾆﾝ 「社会」にでてくる人物Ⅰ Ｂ．Ｃ．５Ｃ～Ａ．Ｄ．１１Ｃ 稲垣 友美 編 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾐ 280 ｷ あすなろ書房 1992 85p 27cm
教科別教科書にでてくる人物１２４人 ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞﾝﾌﾞﾂﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾖﾆﾝ 「社会」にでてくる人物Ⅱ １１１８年～１５９１年 稲垣 友美 編 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾐ 280 ｷ あすなろ書房 1992 85p 27cm
教科別教科書にでてくる人物１２４人 ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞﾝﾌﾞﾂﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾖﾆﾝ 「社会」にでてくる人物Ⅲ １５３４～１８１７年 稲垣 友美 編 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾐ 280 ｷ あすなろ書房 1992 85p 27cm
教科別教科書にでてくる人物１２４人 ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞﾝﾌﾞﾂﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾖﾆﾝ 「社会」にでてくる人物Ⅳ １７４５～１８９９年 稲垣 友美 編 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾐ 280 ｷ あすなろ書房 1992 85p 27cm
教科別教科書にでてくる人物１２４人 ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞﾝﾌﾞﾂﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾖﾆﾝ 「社会」にでてくる人物Ⅴ １８３５～１９７６年 稲垣 友美 編 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾐ 280 ｷ あすなろ書房 1992 85p 27cm
教科別教科書にでてくる人物１２４人 ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞﾝﾌﾞﾂﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾖﾆﾝ 「国語」にでてくる人物 稲垣 友美 編 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾐ 280 ｷ あすなろ書房 1992 85p 27cm
教科別教科書にでてくる人物１２４人 ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞﾝﾌﾞﾂﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾖﾆﾝ 「美術・音楽」にでてくる人物 稲垣 友美 編 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾐ 280 ｷ あすなろ書房 1992 85p 27cm
教科別教科書にでてくる人物１２４人 ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｼﾞﾝﾌﾞﾂﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾖﾆﾝ 「理科・算数（数学）」にでてくる人物 稲垣 友美 編 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾐ 280 ｷ あすなろ書房 1992 85p 27cm
あの世からの火 ｱﾉﾖｶﾗﾉﾋ 直樹とゆう子の物語 偕成社の創作 松谷 みよ子 著 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾖｺ 913 ﾏ 偕成社 1993 212p 22cm
星はうつり雲は流れても ﾎｼﾜｳﾂﾘｸﾓﾜﾅｶﾞﾚﾃﾓ 戦時下の東南海大地震秘話 ノンフィクション・ブックス 山下 文男 著 ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐｵ 916 ﾔ 童心社 1992 165p 22cm
リサイクル社会が始まった ﾘｻｲｸﾙｼｬｶｲｶﾞﾊｼﾞﾏｯﾀ ほるぷ１５０ブックス 吉村 七郎 著 ﾖｼﾑﾗ ｼﾁﾛｳ 518 ﾖ ほるぷ出版 1991 158p 21cm
おれたちの別れ ｵﾚﾀﾁﾉﾜｶﾚ ヤング・アダルト文庫 浜野 卓也 著 ﾊﾏﾉ ﾀｸﾔ 913 ﾊ 岩崎書店 1992 187p 19cm
チョッちゃん物語 ﾁｮｯﾁｬﾝﾓﾉｶﾞﾀﾘ 黒柳 朝 作 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾁｮｳ 913 ｸ 金の星社 1993 188p 21cm
ひびけ月光の曲 ﾋﾋﾞｹｹﾞｯｺｳﾉｷｮｸ ヤング・アダルト文庫 児玉 辰春 著 ｺﾀﾞﾏ ﾀﾂﾊﾙ 913 ｺ 岩崎書店 1993 189p 19cm
星はうつり雲は流れても
カレンダー ｶﾚﾝﾀﾞｰ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ ひこ・田中 作 ﾋｺ ﾀﾅｶ 913 ﾀ ベネッセコーポレーション1998 438p 19cm
ぼくの・稲荷山戦記 ﾎﾞｸﾉｲﾅﾘﾔﾏｾﾝｷ たつみや 章 著 ﾀﾂﾐﾔ ｼｮｳ 913 ﾀ 講談社 1992 373p 20cm
勝手なケイ ｶｯﾃﾅｹｲ ヤング・アダルト文庫 中村 ルミ子 著 ﾅｶﾑﾗ ﾙﾐｺ 913 ﾅ 岩崎書店 1992 241p 19cm
海が死んだ日 ｳﾐｶﾞｼﾝﾀﾞﾋ オットー・シュタイガー 著 ｼｭﾀｲｶﾞｰ ｵｯﾄｰ 943 ｼ リブリオ出版 1992 349p 22cm
ユキの愛する人たち ﾕｷﾉｱｲｽﾙﾋﾄﾀﾁ ひくまの出版創作童話 ヨシコ・ウチダ 作 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼｺ 933 ｳ ひくまの出版 1989 207p 22cm
真夜中の森で ﾏﾖﾅｶﾉﾓﾘﾃﾞ 新・文学の扉 Ｒ・カーヴェン 作 ｶｰｳﾞｪﾝ R. 933 ｶ 金の星社 1992 205p 21cm
真夜中の森で ﾏﾖﾅｶﾉﾓﾘﾃﾞ 新・文学の扉 Ｒ・カーヴェン 作 ｶｰｳﾞｪﾝ R. 933 ｶ 金の星社 1992 205p 21cm
真夜中の森で ﾏﾖﾅｶﾉﾓﾘﾃﾞ 新・文学の扉 Ｒ・カーヴェン 作 ｶｰｳﾞｪﾝ R. 933 ｶ 金の星社 1992 205p 21cm
真夜中の森で ﾏﾖﾅｶﾉﾓﾘﾃﾞ 新・文学の扉 Ｒ・カーヴェン 作 ｶｰｳﾞｪﾝ R. 933 ｶ 金の星社 1992 205p 21cm
ローラ＆ローズ ﾛｰﾗｱﾝﾄﾞﾛｰｽﾞ 大草原の小さな家・母と娘の物語 ＮＨＫ取材班 ほか著 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 930 ﾛ 日本放送出版協会 1993 111p 22cm
五月の鷹 ｺﾞｶﾞﾂﾉﾀｶ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ　ｃｒｅｗ アン・ローレンス 作 ﾛｰﾚﾝｽ ｱﾝ 933 ﾛ 福武書店 1992 272p 19cm
ふたりの星 ﾌﾀﾘﾉﾎｼ 世界の子どもライブラリー ロイス＝ローリー 作 ﾗｳﾘ ﾛｲｽ 933 ﾛ 講談社 1992 205p 22cm
ヒロシマから帰った兄 ﾋﾛｼﾏｶﾗｶｴｯﾀｱﾆ マリアン・Ｄ・バウアー 著 ﾊﾞｳｱｰ ﾒｱﾘｵﾝ･ﾃﾞｰﾝ 933 ﾊ 佑学社 1992 255p 22cm
自由研究電子工作２ ｼﾞﾕｳｹﾝｷｭｳﾃﾞﾝｼｺｳｻｸ 泉 弘志 著 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ 375 ｲ 誠文堂新光社 1993 62p 26cm
使うものかざるもの ﾂｶｳﾓﾉｶｻﾞﾙﾓﾉ あたらしい造形・美術⑧ あたらしい造形・美術 杉山 明博 〔ほか〕著 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 750 ｱ 小峰書店 1988 63p 27cm
女と男 ｵﾝﾅﾄｵﾄｺ 男も考える性差別の現在 ほるぷ１５０ブックス 熊田 亘 著 ｸﾏﾀ ﾜﾀﾙ 367 ｸ ほるぷ出版 1991 191p 21cm
破壊される大気 ﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳﾄﾜﾀｸｼﾀﾁﾉｸﾗｼ 地球環境と私たちのくらし２ 519 ﾁ 学研 1991 47p 31cm
よごされる大地 ﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳﾄﾜﾀｸｼﾀﾁﾉｸﾗｼ 地球環境と私たちのくらし４ 519 ﾁ 学研 1991 47p 31cm
武田薬品 ﾀｹﾀﾞﾔｸﾋﾝ いのちの２１世紀をみつめて… 産業の心を未来に伝えるシリーズ２ 石川森彦　画 ｲｼｶﾜ ﾓﾘﾋｺ 600 ｲ 科学技術教育協会 1991
マンガ芭蕉おくのほそ道 ﾏﾝｶﾞﾊﾞｼｮｳｵｸﾉﾎｿﾐﾁ 広岡 球志 画 ﾋﾛｵｶ ｷｭｳｼ 910 ﾋ 平凡社 1989 365p 19cm
日々是前進 ﾋﾋﾞｺﾚｾﾞﾝｼﾝ 穴吹夏次物語 青柳 裕介 構成・画 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ 289 ｱ 穴吹工務店 1992 173p 26cm
時代は宇宙へ ｼﾞﾀﾞｲﾜｳﾁｭｳｴ 宇宙開発事業団調査国際部普及課 編集ｳﾁｭｳ ｶｲﾊﾂ ｼﾞｷﾞｮｳﾀﾞﾝ 538.9 ｼﾞ 宇宙開発事業団 1989 95p 28cm
学習漫画　中国の歴史 ｶﾞｸｼｭｳﾏﾝｶﾞﾁｭｳｺﾞｸﾉﾚｷｼ 大黄河と万里の長城 古代文明と秦の始皇帝 222 ｶ 集英社 1987 165p 23cm
学習漫画　中国の歴史 ｶﾞｸｼｭｳﾏﾝｶﾞﾁｭｳｺﾞｸﾉﾚｷｼ 項羽と劉邦のあらそい 漢王朝の栄光 222 ｶ 集英社 1987 165p 23cm
学習漫画　中国の歴史 ｶﾞｸｼｭｳﾏﾝｶﾞﾁｭｳｺﾞｸﾉﾚｷｼ 三国志の英雄たち 戦乱の三国時代 222 ｶ 集英社 1987 165p 23cm
学習漫画　中国の歴史 ｶﾞｸｼｭｳﾏﾝｶﾞﾁｭｳｺﾞｸﾉﾚｷｼ 南北を結ぶ大運河 南北朝と隋の統一 222 ｶ 集英社 1987 165p 23cm
学習漫画　中国の歴史 ｶﾞｸｼｭｳﾏﾝｶﾞﾁｭｳｺﾞｸﾉﾚｷｼ 長安とシルク・ロード 大唐帝国と東西の交流 222 ｶ 集英社 1987 165p 23cm
学習漫画　中国の歴史 ｶﾞｸｼｭｳﾏﾝｶﾞﾁｭｳｺﾞｸﾉﾚｷｼ 中国のルネサンス 花ひらく宋の文化 222 ｶ 集英社 1987 165p 23cm
学習漫画　中国の歴史 ｶﾞｸｼｭｳﾏﾝｶﾞﾁｭｳｺﾞｸﾉﾚｷｼ チンギス・ハンの大帝国 元の中国統治 222 ｶ 集英社 1987 165p 23cm
学習漫画　中国の歴史 ｶﾞｸｼｭｳﾏﾝｶﾞﾁｭｳｺﾞｸﾉﾚｷｼ アヘン戦争とゆれる中国 清王朝の興亡 222 ｶ 集英社 1988 165p 23cm
学習漫画　中国の歴史 ｶﾞｸｼｭｳﾏﾝｶﾞﾁｭｳｺﾞｸﾉﾚｷｼ 新しい中国の誕生 中華人民共和国の成立 222 ｶ 集英社 1988 165p 23cm
学習漫画　中国の歴史 ｶﾞｸｼｭｳﾏﾝｶﾞﾁｭｳｺﾞｸﾉﾚｷｼ 集英社版 人物事典 280 ｶ 集英社 1988 285p 23cm
世界大博物図鑑 ｾｶｲﾀﾞｲﾊｸﾌﾞﾂｽﾞｶﾝ Ａｔｌａｓ　ａｎｉｍａ １蟲類 荒俣 宏 著 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 480 ｱ 平凡社 1991 569p 27cm
ママのおむこさん ﾏﾏﾉｵﾑｺｻﾝ ネストリンガー 作 ﾈｽﾄﾘﾝｶﾞｰ ｸﾘｽﾃｨｰﾈ 943 ﾈ 偕成社 1993 270p 20cm
夏の庭－Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ ﾅﾂﾉﾆﾜｻﾞﾌﾚﾝｽﾞ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ 湯本 香樹実 作 ﾕﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 913 ﾕ ベネッセコーポレーション1995 226p 19cm
夏の庭－Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ ﾅﾂﾉﾆﾜｻﾞﾌﾚﾝｽﾞ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ 湯本 香樹実 作 ﾕﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 913 ﾕ ベネッセコーポレーション1995 226p 19cm
夏の庭－Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ ﾅﾂﾉﾆﾜｻﾞﾌﾚﾝｽﾞ Ｂｅｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ 湯本 香樹実 作 ﾕﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 913 ﾕ ベネッセコーポレーション1995 226p 19cm
哀しみの城 ｶﾅｼﾐﾉｼﾛ 安西　篤子 ｱﾝｻﾞｲ ｱﾂｺ 910 ｱ 吉野教育図書 1980
ふしぎの国のアリス ﾌｼｷﾞﾉｸﾆﾉｱﾘｽ 福音館古典童話シリーズ ルイス・キャロル 作 ｷｬﾛﾙ ﾙｲｽ 933 ｷ 福音館書店 1979 180p 21cm
ジャングル・ブック ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾌﾞｯｸ 福音館古典童話シリーズ Ｒ・キップリング 作 ｷｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｼﾞｮｰｾﾞﾌ･ﾗﾃﾞｨﾔｰﾄﾞ933 ｷ 福音館書店 1979 482p 21cm
アーサー王と円卓の騎士 ｱｰｻｰｵｳﾄｴﾝﾀｸﾉｷｼ 福音館古典童話シリーズ シドニー・ラニア 編 ﾗﾆｱｰ ｼﾄﾞﾆｰ 933 ﾗ 福音館書店 1980 427 17p 21cm



西遊記　下 ｻｲﾕｳｷ 福音館古典童話シリーズ 呉 承恩 作 ｺﾞ ｼｮｳｵﾝ 923 ｺ 福音館書店 1979 627p 21cm
ピーター・パンとウェンディ ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝﾄｳｪﾝﾃﾞｨ 福音館古典童話シリーズ Ｊ・Ｍ・バリー 作 ﾊﾞﾘｰ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾏｼｭｰ 933 ﾊ 福音館書店 1978 325p 図版12枚21cm
ガリヴァー旅行記 ｶﾞﾘｳﾞｧｰﾘｮｺｳｷ 福音館古典童話シリーズ Ｊ・スウィフト 作 ｽｳｨﾌﾄ ｼﾞｮﾅｻﾝ 933 ｽ 福音館書店 1988 586p 21cm
トルストイの民話 ﾄﾙｽﾄｲﾉﾐﾝﾜ 福音館古典童話シリーズ Л ・トルストイ 作 ﾄﾙｽﾄｲ ﾚﾌ･ﾆｺﾗｴｳﾞｨﾁ 983 ﾄ 福音館書店 1989 367p 図版18枚21cm
夢を追う子 ﾕﾒｵｵｳｺ 福音館古典童話シリーズ Ｗ・Ｈ・ハドソン 作 ﾊﾄﾞｿﾝ ｳｨﾘｱﾑ･ﾍﾝﾘｰ 933 ﾊ 福音館書店 1978 205p 図版6枚21cm
いわさきちひろ ｲﾜｻｷﾁﾋﾛ 子どもに夢をたくして 松永 伍一 文 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺﾞｲﾁ 289 ﾏ 佑学社 1993 130p 22cm
アリスンの百日草 ｱﾘｽﾝﾉﾋｬｸﾆﾁｿｳ アニタ・ローベル 作 ﾛｰﾍﾞﾙ ｱﾆﾀ 933 ﾛ セーラー出版 1992 1冊 31cm
野菜とくだもの ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 絵地図・絵グラフたのしくわかる日本の産業２ 食料生産２ 608 ｲ 小峰書店 1993 35p 29cm
徹底討論　原発、是か非か ﾃｯﾃｲﾄｳﾛﾝｹﾞﾝﾊﾟﾂｾﾞｶﾋｶ ディベートでわかる原発の過去・現在・未来 ほるぷ１５０ブックス 杉浦 正和 著 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻｶｽﾞ 543 ｽ ほるぷ出版 1991 182p 21cm
能・狂言 ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｶﾝ 少年少女古典文学館１５ 谷川俊太郎 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 918 ﾀ 講談社 1993 309p 22cm
東海道中膝栗毛 ｼｮｳﾈﾝｼｮｳｼﾞｮｺﾃﾝﾌﾞﾝｶﾞｸｶﾝ 少年少女古典文学館２１ 村松友視 ﾑﾗﾏﾂ ﾄﾓﾐ 918 ﾑ 講談社 1992 309p 22cm
戦争と平和 ｾﾝｿｳﾄﾍｲﾜ 戦争放棄と常備軍廃止への道 ほるぷ１５０ブックス 前田 哲男 著 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂｵ 319 ﾏ ほるぷ出版 1993 239p 21cm
大蔵省・自治省 ｽﾞｾﾂﾆｯﾎﾟﾝﾉﾔｸｼｮ くにの財政・金融を扱う 図説にっぽんの役所５ 榊原 昭二 編著 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｮｳｼﾞ 310 ｻ あいうえお館 1986 80p 27cm
野外探検大図鑑 ﾔｶﾞｲﾀﾝｹﾝﾀﾞｲｽﾞｶﾝ Ｆｉｅｌｄ‐ｐａｌ 松岡 達英 絵 ﾏﾂｵｶ ﾀﾂﾋﾃﾞ 460 ﾏ 小学館 1993 255p 29cm
アトム博士のマンガ授業 住田　健二
少年サッカー ｼｮｳﾈﾝｻｯｶｰ 初級編 基礎技術とサッカーのしくみ 集英社版・学習漫画 加藤 久 著・監修 ｶﾄｳ ﾋｻｼ 783 ｶ 集英社 1993 208p 23cm
少年サッカー ｼｮｳﾈﾝｻｯｶｰ 中級編 基礎技術の応用とゴールキーパー 集英社版・学習漫画 加藤 久 著・監修 ｶﾄｳ ﾋｻｼ 783 ｶ 集英社 1993 207p 23cm
少年サッカー ｼｮｳﾈﾝｻｯｶｰ 上級編 チームプレーと戦術 集英社版・学習漫画 加藤 久 著・監修 ｶﾄｳ ﾋｻｼ 783 ｶ 集英社 1993 207p 23cm
未確認少女ミュウ ＡＮ　ＵＮＩＤＥＮＴＩＦＩＥＤ　ＧＩＲＬ 作・ジュン・タカオ 406 ｼ 日本原子力研究所ほか
電子工作　自由研究
自由研究光電池のエコロジー工作 ｼﾞﾕｳｹﾝｷｭｳｺｳﾃﾞﾝﾁﾉｴｺﾛｼﾞｰｺｳｻｸ 増永 清一 著 ﾏｽﾅｶﾞ ｾｲｲﾁ 375 ﾏ 誠文堂新光社 1993 66p 26cm
自由研究電子工作１ ｼﾞﾕｳｹﾝｷｭｳﾃﾞﾝｼｺｳｻｸ 泉 弘志 著 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ 375 ｲ 誠文堂新光社 1992 62p 26cm
自由研究電子工作２ ｼﾞﾕｳｹﾝｷｭｳﾃﾞﾝｼｺｳｻｸ 泉 弘志 著 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ 375 ｲ 誠文堂新光社 1993 62p 26cm
ｎｏｎ‐ｎｏお料理基本大百科 ﾉﾝﾉｵﾘｮｳﾘｷﾎﾝﾀﾞｲﾋｬｯｶ 596 ﾉ 集英社 1992 800p 27cm
バッハ ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸﾌﾞｯｸｽｸﾗｼｯｸﾉﾀﾞｲｻｯｷｮｸｶ ジュニア音楽ブックスクラシックの大作曲家 すべては神の栄光に 神戸淳吉 298 ｼ 音楽之友社 1992 158p 22cm
モーツァルト ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸﾌﾞｯｸｽｸﾗｼｯｸﾉﾀﾞｲｻｯｷｮｸｶ ジュニア音楽ブックスクラシックの大作曲家 美の神の愛を受けて 野火晃 289 ｼ 音楽之友社 1992 158p 22cm
シューベルト ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸﾌﾞｯｸｽｸﾗｼｯｸﾉﾀﾞｲｻｯｷｮｸｶ ジュニア音楽ブックスクラシックの大音楽家 あこがれは歌の調べに 井上明子 289 ｼ 音楽之友社 1992 158p 22cm
シューマン ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸﾌﾞｯｸｽｸﾗｼｯｸﾉﾀﾞｲｻｯｷｮｸｶ ジュニア音楽ブックスクラシックの大作曲家 心のふるさとを求めて 山内登美子 289 ｼ 音楽之友社 1992 158p 22cm
ショパン ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸﾌﾞｯｸｽｸﾗｼｯｸﾉﾀﾞｲｻｯｷｮｸｶ ジュニア音楽ブックスクラシックの大作曲家 ピアノで語る愛の言葉 広瀬寿子 289 ｼ 音楽之友社 1992 158p 22cm
ブラームス ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸﾌﾞｯｸｽｸﾗｼｯｸﾉﾀﾞｲｻｯｷｮｸｶ ジュニア音楽ブックスクラシックの大作曲家 秘められた熱情と苦悩 竹野栄 289 ｼ 音楽之友社 1992 158p 22cm
チャイコフスキー ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸﾌﾞｯｸｽｸﾗｼｯｸﾉﾀﾞｲｻｯｷｮｸｶ ジュニア音楽ブックスクラシックの大作曲家 ロシアに輝くバレエの光 きりぶち輝 289 ｼ 音楽之友社 1992 158p 22cm
シュトラウス ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸﾌﾞｯｸｽｸﾗｼｯｸﾉﾀﾞｲｻｯｷｮｸｶ ジュニア音楽ブックスクラシックの大作曲家 ようこそワルツの国へ 吉田比砂子 289 ｼ 音楽之友社 1992 158p 22cm
滝　廉太郎 ｼﾞｭﾆｱｵﾝｶﾞｸﾌﾞｯｸｽｸﾗｼｯｸﾉﾀﾞｲｻｯｷｮｸｶ ジュニア音楽ブックスクラシックの大作曲家 日本の心を世界の歌に 中西正太郎 289 ｼ 音楽之友社 1992 158p 22cm
中学生のための自由研究 ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾉﾀﾒﾉｼﾞﾕｳｹﾝｷｭｳ Ａ・Ｕ・Ｅアドバイザーズ・フォー・ヤングスカラーズ 編ｴｰﾕｰｲｰ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ ﾌｫｰ ﾔﾝｸﾞ ｽｶﾗｰｽﾞ375 ﾁ 誠文堂新光社 1990 62p 26cm
中学生のための自由研究 ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾉﾀﾒﾉｼﾞﾕｳｹﾝｷｭｳ 国語　社会　英語 Ａ・Ｕ・Ｅアドバイザーズ・フォー・ヤングスカラーズ 編ｴｰﾕｰｲｰ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ ﾌｫｰ ﾔﾝｸﾞ ｽｶﾗｰｽﾞ375 ﾁ 誠文堂新光社 1990 62p 26cm
中学生のための自由研究 ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾉﾀﾒﾉｼﾞﾕｳｹﾝｷｭｳ 音楽　美術　技術　家庭 Ａ・Ｕ・Ｅアドバイザーズ・フォー・ヤングスカラーズ 編ｴｰﾕｰｲｰ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ ﾌｫｰ ﾔﾝｸﾞ ｽｶﾗｰｽﾞ375 ﾁ 誠文堂新光社 1990 62p 26cm
何が権力か。 ﾅﾆｶﾞｹﾝﾘｮｸｶ マスコミはリンチもする 秦野 章 著 ﾊﾀﾉ ｱｷﾗ 310 ﾊ 講談社 1984 216p 20cm
メイおばちゃんの庭 ﾒｲｵﾊﾞﾁｬﾝﾉﾆﾜ あかね世界の文学シリーズ Ｃ．ライラント 著 ﾗｲﾗﾝﾄ ｼﾝｼｱ 933 ﾗ あかね書房 1993 163p 21cm
メイおばちゃんの庭 ﾒｲｵﾊﾞﾁｬﾝﾉﾆﾜ あかね世界の文学シリーズ Ｃ．ライラント 著 ﾗｲﾗﾝﾄ ｼﾝｼｱ 933 ﾗ あかね書房 1993 163p 21cm
メイおばちゃんの庭 ﾒｲｵﾊﾞﾁｬﾝﾉﾆﾜ あかね世界の文学シリーズ Ｃ．ライラント 著 ﾗｲﾗﾝﾄ ｼﾝｼｱ 933 ﾗ あかね書房 1993 163p 21cm
はだしのゲン３ ﾊﾀﾞｼﾉｹﾞﾝ 麦よ　出よの巻 中沢 啓治 著 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 726 ﾅ 汐文社 1983 257p 19cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 原始社会から国家の誕生へ 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 160p 27cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 三国の成立と発展 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 160p 27cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 統一新羅と渤海 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 160p 27cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 統一新羅末の社会変化 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 160p 27cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 高麗貴族社会の成立と発展 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 159p 27cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 高麗後期の社会 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 160p 27cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 朝鮮両班社会の成立 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 160p 27cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 朝鮮両班社会の発展 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 160p 27cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 朝鮮後期の新しい動き 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 160p 27cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 朝鮮両班体制の崩壊 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 160p 27cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 帝国主義の侵略と近代化への道 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 160p 27cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 東学農民運動と国権回復運動 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 160p 27cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 民族解放運動の発展 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 160p 27cm
まんが朝鮮の歴史 ﾏﾝｶﾞﾁｮｳｾﾝﾉﾚｷｼ 日本の軍国主義体制と独立の準備 安 宇植 訳 ｱﾝ ｳｼｸ 221 ﾏ ポプラ社 1992 160p 27cm
きらめいて川は流れる ｷﾗﾒｲﾃｶﾜﾜﾅｶﾞﾚﾙ 心にのこる文学 生源寺 美子 作 ｼｮｳｹﾞﾝｼﾞ ﾊﾙｺ 913 ｼ ポプラ社 1993 326p 22cm
きらめいて川は流れる ｷﾗﾒｲﾃｶﾜﾜﾅｶﾞﾚﾙ 心にのこる文学 生源寺 美子 作 ｼｮｳｹﾞﾝｼﾞ ﾊﾙｺ 913 ｼ ポプラ社 1993 326p 22cm
きらめいて川は流れる ｷﾗﾒｲﾃｶﾜﾜﾅｶﾞﾚﾙ 心にのこる文学 生源寺 美子 作 ｼｮｳｹﾞﾝｼﾞ ﾊﾙｺ 913 ｼ ポプラ社 1993 326p 22cm
夜明けへの道 ﾖｱｹｴﾉﾐﾁ 新・文学の扉 岡本 文良 作 ｵｶﾓﾄ ﾌﾞﾝﾘｮｳ 913 ｵ 金の星社 1993 189p 21cm
夜明けへの道 ﾖｱｹｴﾉﾐﾁ 新・文学の扉 岡本 文良 作 ｵｶﾓﾄ ﾌﾞﾝﾘｮｳ 913 ｵ 金の星社 1993 189p 21cm
夜明けへの道 ﾖｱｹｴﾉﾐﾁ 新・文学の扉 岡本 文良 作 ｵｶﾓﾄ ﾌﾞﾝﾘｮｳ 913 ｵ 金の星社 1993 189p 21cm
おむすびころりん ｵﾑｽﾋﾞｺﾛﾘﾝ 楽しい英語・名作童話 837 ｵ 学研 1990 71p 23cm
かちかちやま ｶﾁｶﾁﾔﾏ 楽しい英語・名作童話 837 ｶ 学研 1989 71p 23cm
ももたろう ﾓﾓﾀﾛｳ 楽しい英語・名作童話 837 ﾓ 学研 1989 71p 23cm
にんぎょひめ ﾆﾝｷﾞｮﾋﾒ 楽しい英語・名作童話 837 ﾆ 学研 1990 71p 23cm
したきりすずめ ｼﾀｷﾘｽｽﾞﾒ 楽しい英語・名作童話 837 ｼ 学研 1990 71p 23cm
かさじぞう ｶｻｼﾞｿﾞｳ 楽しい英語・名作童話 837 ｶ 学研 1990 71p 23cm
おおかみと七ひきのこやぎ ｵｵｶﾐﾄﾅﾅﾋｷﾉｺﾔｷﾞ 楽しい英語・名作童話 837 ｵ 学研 1990 71p 23cm
あかずきん ｱｶｽﾞｷﾝ 楽しい英語・名作童話 837 ｱ 学研 1990 71p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 憲法 31 ｶ ポプラ社 1991 123p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 経済 31 ｶ ポプラ社 1991 123p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 農業 31 ｶ ポプラ社 1991 123p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 哲学 31 ｶ ポプラ社 1991 127p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 宗教 31 ｶ ポプラ社 1991 123p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 法律 31 ｶ ポプラ社 1991 123p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 国会 31 ｶ ポプラ社 1991 123p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 地方自治 31 ｶ ポプラ社 1991 127p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 環境 31 ｶ ポプラ社 1991 123p 23cm



学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 交通 31 ｶ ポプラ社 1991 123p 23cm
いちご同盟
先土器・縄文・弥生時代の遺跡と人物 ﾚｷｼｹﾝｶﾞｸﾆﾔｸﾀﾞﾂｲｾｷﾄｼﾞﾝﾌﾞﾂ 歴史見学にやくだつ遺跡と人物１ 島津隆子 210 ﾚ ポプラ社 1992 45p 29cm
古墳（大和）時代の遺跡と人物 ﾚｷｼｹﾝｶﾞｸﾆﾔｸﾀﾞﾂｲｾｷﾄｼﾞﾝﾌﾞﾂ 歴史見学にやくだつ遺跡と人物２ 島津隆子 210 ﾚ ポプラ社 1992 45p 29cm
飛鳥・奈良・平安時代の遺跡と人物 ﾚｷｼｹﾝｶﾞｸﾆﾔｸﾀﾞﾂｲｾｷﾄｼﾞﾝﾌﾞﾂ 歴史見学にやくだつ遺跡と人物３ 島津隆子 210 ﾚ ポプラ社 1992 45p 29cm
鎌倉時代の遺跡と人物 ﾚｷｼｹﾝｶﾞｸﾆﾔｸﾀﾞﾂｲｾｷﾄｼﾞﾝﾌﾞﾂ 歴史見学にやくだつ遺跡と人物４ 島津隆子 210 ﾚ ポプラ社 1992 45p 29cm
戦国時代の遺跡と人物 ﾚｷｼｹﾝｶﾞｸﾆﾔｸﾀﾞﾂｲｾｷﾄｼﾞﾝﾌﾞﾂ 歴史見学にやくだつ遺跡と人物６ 島津隆子 210 ﾚ ポプラ社 1992 45p 29cm
安土桃山時代の遺跡と人物 ﾚｷｼｹﾝｶﾞｸﾆﾔｸﾀﾞﾂｲｾｷﾄｼﾞﾝﾌﾞﾂ 歴史見学にやくだつ遺跡と人物７ 島津隆子 210 ﾚ ポプラ社 1992 45p 29cm
江戸時代前期の遺跡と人物 ﾚｷｼｹﾝｶﾞｸﾆﾔｸﾀﾞﾂｲｾｷﾄｼﾞﾝﾌﾞﾂ 歴史見学にやくだつ遺跡と人物８ 島津隆子 210 ﾚ ポプラ社 1992 45p 29cm
江戸時代中期・後期の遺跡と人物 ﾚｷｼｹﾝｶﾞｸﾆﾔｸﾀﾞﾂｲｾｷﾄｼﾞﾝﾌﾞﾂ 歴史見学にやくだつ遺跡と人物９ 島津隆子 210 ﾚ ポプラ社 1992 45p 29cm
明治・大正・昭和時代の遺跡と人物 ﾚｷｼｹﾝｶﾞｸﾆﾔｸﾀﾞﾂｲｾｷﾄｼﾞﾝﾌﾞﾂ 歴史見学にやくだつ遺跡と人物１０ 島津隆子 210 ﾚ ポプラ社 1992 45p 29cm
発掘はおもしろい ﾖｼﾑﾗｻｸｼﾞﾉｾｶｲｵﾓｼﾛｲｾｷﾀﾝｹﾝ 吉村作治の世界おもしろ遺跡探検１ 入門編 吉村 作治 〔著〕 ﾖｼﾑﾗ ｻｸｼﾞ 202 ﾖ 学研 1995 56p 27cm
ピラミッドとスフィンクス ﾖｼﾑﾗｻｸｼﾞﾉｾｶｲｵﾓｼﾛｲｾｷﾀﾝｹﾝ 吉村作治の世界おもしろ遺跡探検３ オリエント編 吉村 作治 〔著〕 ﾖｼﾑﾗ ｻｸｼﾞ 202 ﾖ 学研 1995 55p 27cm
ギリシア・ローマ文明の光 ﾖｼﾑﾗｻｸｼﾞﾉｾｶｲｵﾓｼﾛｲｾｷﾀﾝｹﾝ 吉村作治の世界おもしろ遺跡探検４ ヨーロッパ編 吉村 作治 〔著〕 ﾖｼﾑﾗ ｻｸｼﾞ 202 ﾖ 学研 1995 56p 27cm
ほろぼされた太陽の文明 ﾖｼﾑﾗｻｸｼﾞﾉｾｶｲｵﾓｼﾛｲｾｷﾀﾝｹﾝ 吉村作治の世界おもしろ遺跡探検 アメリカ大陸・太平洋編 吉村 作治 〔著〕 ﾖｼﾑﾗ ｻｸｼﾞ 202 ﾖ 学研 1995 56p 27cm
古代文明のなぞに挑戦６ ﾖｼﾑﾗｻｸｼﾞﾉｾｶｲｵﾓｼﾛｲｾｷﾀﾝｹﾝ 吉村作治の世界おもしろ遺跡探検６ チャレンジ編 吉村 作治 〔著〕 ﾖｼﾑﾗ ｻｸｼﾞ 202 ﾖ 学研 1995 56p 27cm
歴史と文化をつたえる１１７の町 ﾌﾙｻﾄｱﾙﾊﾞﾑﾚｷｼﾄﾌﾞﾝｶｵﾂﾀｴﾙﾋｬｸｼﾞｭｳﾅﾅﾉﾏﾁ 北海道・東北　歴史の町 ふるさとアルバム 291 ﾌ ＰＨＰ研究所 1994 39p 31cm
歴史と文化をつたえる１１７の町 ﾌﾙｻﾄｱﾙﾊﾞﾑﾚｷｼﾄﾌﾞﾝｶｵﾂﾀｴﾙﾋｬｸｼﾞｭｳﾅﾅﾉﾏﾁ 関東・東海　歴史の町 ふるさとアルバム 291 ﾌ ＰＨＰ研究所 1994 39p 31cm
歴史と文化をつたえる１１７の町 ﾌﾙｻﾄｱﾙﾊﾞﾑﾚｷｼﾄﾌﾞﾝｶｵﾂﾀｴﾙﾋｬｸｼﾞｭｳﾅﾅﾉﾏﾁ 北陸・中部　歴史の町 ふるさとアルバム 291 ﾌ ＰＨＰ研究所 1994 39p 31cm
歴史と文化をつたえる１１７の町 ﾌﾙｻﾄｱﾙﾊﾞﾑﾚｷｼﾄﾌﾞﾝｶｵﾂﾀｴﾙﾋｬｸｼﾞｭｳﾅﾅﾉﾏﾁ 近畿　歴史の町 ふるさとアルバム 291 ﾌ ＰＨＰ研究所 1994 39p 31cm
歴史と文化をつたえる１１７の町 ﾌﾙｻﾄｱﾙﾊﾞﾑﾚｷｼﾄﾌﾞﾝｶｵﾂﾀｴﾙﾋｬｸｼﾞｭｳﾅﾅﾉﾏﾁ 中国・四国　歴史の町 ふるさとアルバム 291 ﾌ ＰＨＰ研究所 1994 39p 31cm
歴史と文化をつたえる１１７の町 ﾌﾙｻﾄｱﾙﾊﾞﾑﾚｷｼﾄﾌﾞﾝｶｵﾂﾀｴﾙﾋｬｸｼﾞｭｳﾅﾅﾉﾏﾁ 九州・沖縄　歴史の町 ふるさとアルバム 291 ﾌ ＰＨＰ研究所 1994 39p 31cm
韓国のくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし２ 日本の子どもたちがみた、もっとも近い国韓国 290 ｾ ポプラ社 1995 47p 27cm
タイのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし３ 日本の子どもたちがみた、仏教徒の国タイ 290 ｾ ポプラ社 1995 47p 27cm
インドネシアのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし４ 日本の子どもたちがみた、世界最大の島国 290 ｾ ポプラ社 1995 47p 27cm
マレーシアのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし５ 日本の子どもたちがみた、複合国家マレーシア 290 ｾ ポプラ社 1995 47p 27cm
フィリピンのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし６ 日本の子どもたちがみた、多島国家フィリピン 290 ｾ ポプラ社 1995 47p 27cm
シンガポールのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし７ 日本の子どもたちがみた、公園都市シンガポール 290 ｾ ポプラ社 1995 47p 27cm
インドのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし８ 日本の子どもたちがみた、多言語国家インド 290 ｾ ポプラ社 1995 47p 27cm
オーストラリアのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし９ 日本の子どもたちがみた、移民の国オーストラリア 290 ｾ ポプラ社 1995 47p 27cm
イギリスのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし１１ 日本の子どもたちがみた古くて新しい国、イギリス 290 ｾ ポプラ社 1996 47p 27cm
フランスのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし１２ 日本の子どもたちがみた、芸術の国フランス 290 ｾ ポプラ社 1996 47p 27cm
ドイツのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし１３ 日本の子どもたちがみた、緑と文化をだいじにする国 290 ｾ ポプラ社 1996 47p 27cm
スウェーデンのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし１４ 日本の子どもたちがみた、福祉国家スウェーデン 290 ｾ ポプラ社 1996 47p 27cm
ロシアのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし１５ 日本の子どもたちがみた、新しく生まれ変わった国 290 ｾ ポプラ社 1996 47p 27cm
ポーランドのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし１６ 日本の子どもたちがみた、森と平原の国ポーランド 290 ｾ ポプラ社 1996 47p 27cm
イランのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし１７ 日本の子どもたちがみた、石油とじゅうたんの国 290 ｾ ポプラ社 1996 47p 27cm
ケニアのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし１８ 日本の子どもたちがみた、動物王国と近代都市をもつ国 290 ｾ ポプラ社 1996 47p 27cm
世界各地のくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし１９ 日本の子どもたちがみた、陽気な太陽の国メキシコ 290 ｾ ポプラ社 1996 47p 27cm
ブラジルのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし２０ 日本の子どもたちがみた、広大な自然と資源をもつ国 290 ｾ ポプラ社 1996 47p 27cm
熱帯雨林の生きもの ﾈｯﾀｲｳﾘﾝﾉｲｷﾓﾉ クローズアップ図鑑 Ｆ．グリーナウェイ 写真 ｸﾞﾘｰﾅｳｪｲ ﾌﾗﾝｸ 460 ﾃ 岩波書店 1993 29p 26×26cm
潮だまりの生きもの ｼｵﾀﾞﾏﾘﾉｲｷﾓﾉ クローズアップ図鑑 クローズアップ図鑑 Ｆ．グリーナウェイ 写真 ｸﾞﾘｰﾅｳｪｲ ﾌﾗﾝｸ 468 ｸ 岩波書店 1994 29p 26×26cm
海べの生きもの クローズ　アップ図鑑 Ｂ．テイラー　文 460 ﾃ 岩波書店
湿地の生きもの ｼｯﾁﾉｲｷﾓﾉ クローズアップ図鑑 クローズアップ図鑑 Ｊ．バートン 写真 ﾊﾞｰﾄﾝ ｼﾞｪｰﾝ 468 ｸ 岩波書店 1994 29p 26×26cm
どうくつの生きもの ﾄﾞｳｸﾂﾉｲｷﾓﾉ クローズアップ図鑑 クローズアップ図鑑 Ｆ．グリーナウェイ 写真 ｸﾞﾘｰﾅｳｪｲ ﾌﾗﾝｸ 468 ｸ 岩波書店 1994 29p 26×26cm
草原の生きもの ｿｳｹﾞﾝﾉｲｷﾓﾉ クローズアップ図鑑 クローズアップ図鑑 Ｋ．テイラー 写真 ﾃｲﾗｰ ｷﾑ 460 ﾃ 岩波書店 1993 29p 26×26cm
さんごしょうの生きもの ｻﾝｺﾞｼｮｳﾉｲｷﾓﾉ クローズアップ図鑑 クローズアップ図鑑 ジェイン・バートン 写真 ﾊﾞｰﾄﾝ ｼﾞｪｰﾝ 460 ﾃ 岩波書店 1993 29p 26×26cm
池の生きもの ｲｹﾉｲｷﾓﾉ クローズアップ図鑑 クローズアップ図鑑 Ｆ．グリーナウェイ 写真 ｸﾞﾘｰﾅｳｪｲ ﾌﾗﾝｸ 460 ﾃ 岩波書店 1993 29p 26×26cm
お父さんが話してくれた宇宙の歴史４ ｵﾄｳｻﾝｶﾞﾊﾅｼﾃｸﾚﾀｳﾁｭｳﾉﾚｷｼ 生命のひろがり 池内 了 文 ｲｹｳﾁ ｻﾄﾙ 460 ｲ 岩波書店 1992 62p 23cm
お父さんが話してくれた宇宙の歴史３ ｵﾄｳｻﾝｶﾞﾊﾅｼﾃｸﾚﾀｳﾁｭｳﾉﾚｷｼ 生きている地球 池内 了 文 ｲｹｳﾁ ｻﾄﾙ 440 ｲ 岩波書店 1992 62p 23cm
お父さんが話してくれた宇宙の歴史２ ｵﾄｳｻﾝｶﾞﾊﾅｼﾃｸﾚﾀｳﾁｭｳﾉﾚｷｼ 銀河のたんじょう 池内 了 文 ｲｹｳﾁ ｻﾄﾙ 440 ｲ 岩波書店 1992 59p 23cm
学習に役だつ教科書用語事典 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂｷｮｳｶｼｮﾖｳｺﾞｼﾞﾃﾝ 理科 あい～かほ 403 ｶ 学研 1995 320p 27cm
学習に役だつ教科書用語事典 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂｷｮｳｶｼｮﾖｳｺﾞｼﾞﾃﾝ 理科 かま～さん 403 ｶ 学研 1995 320p 27cm
学習に役だつ教科書用語事典 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂｷｮｳｶｼｮﾖｳｺﾞｼﾞﾃﾝ 理科 しあ～たん 403 ｶ 学研 1995 320p 27cm
学習に役だつ教科書用語事典 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂｷｮｳｶｼｮﾖｳｺﾞｼﾞﾃﾝ 理科 ち～ひん 403 ｶ 学研 1995 320p 27cm
学習に役だつ教科書用語事典 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂｷｮｳｶｼｮﾖｳｺﾞｼﾞﾃﾝ 理科 ふ～わん 403 ｶ 学研 1995 319p 27cm
おもしろ科学史ライブラリー１　宇宙 ｵﾓｼﾛｶｶﾞｸｼﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 宇宙の中心はどこにある？ [コペルニクス][ティコ・ブラーエ] 山田陽志郎 402 ﾔ あかね書房 1993 48p 27cm
おもしろ科学史ライブラリー２　宇宙 ｵﾓｼﾛｶｶﾞｸｼﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ それでも地球はうごいている [ガリレオ][ケプラー] 山田陽志郎 402 ｵ あかね書房 1993 48p 27cm
おもしろ科学史ライブラリー３　宇宙 ｵﾓｼﾛｶｶﾞｸｼﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 惑星はなぜ回っているか？ [ニュートン][ハレー] 山田陽志郎 402 ﾔ あかね書房 1993 48p 27cm
おもしろ科学史ライブラリー４　宇宙 ｵﾓｼﾛｶｶﾞｸｼﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 未知の惑星をさがせ！ [ハーシェル][ティティウス・ボーテの法則] 山田陽志郎 402 ﾔ あかね書房 1993 48p 27cm
おもしろ科学史ライブラリー５　宇宙 ｵﾓｼﾛｶｶﾞｸｼﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 宇宙のはてはどこにある？ [ハッブル][アインシュタイン] 山田陽志郎 402 ﾔ あかね書房 1993 48p 27cm
おもしろ科学史ライブラリー６　宇宙 ｵﾓｼﾛｶｶﾞｸｼﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 宇宙のはじまり・宇宙のおわり ［ガモフ］［ホーキング］ 山田陽志郎 402 ﾔ あかね書房 1993 48p 27cm
火曜日には火の用心 ｶﾖｳﾋﾞﾆﾜﾋﾉﾖｳｼﾞﾝ 常識より科学へ 板倉 聖宣 著 ｲﾀｸﾗ ｷﾖﾉﾌﾞ 308 ｼ 国土社 1980 109p 21cm
ハーイ、こちらチャンネル７・科学情報局です！
景子先生　走る 作　志摩剛 406 ｼ 日本原子力文化振興財団
タンポポの研究 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟﾉｹﾝｷｭｳ 常識より科学へ６ 常識より科学へ 山本 正 著 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 479 ﾔ 国土社 1980 95p 21cm
楽しいサンドイッチとパンづくり ｼﾞｭﾆｱﾘｮｳﾘｷｮｳｼﾂ ジュニア料理教室６ 596 ﾔ ポプラ社 1984 77p 27cm
めん料理とごはんの料理 ｼﾞｭﾆｱﾘｮｳﾘｷｮｳｼﾂ ジュニア料理教室３ 596 ｺ ポプラ社 1984 77p 27cm
手あみ ｱﾐﾓﾉｷｿｼﾘｰｽﾞ あみもの基礎シリーズ① かぎ針あみ　棒針あみ　アフガンあみ 594 ｱ 日本ヴォーグ社 1989 66p 27cm
棒針あみ ｱﾐﾓﾉｷｿｼﾘｰｽﾞ あみもの基礎シリーズ② キソのキソ 594 ｱ 日本ヴォーグ社 1989 50p 27cm
かぎ針あみ ｱﾐﾓﾉｷｿｼﾘｰｽﾞ あみもの基礎シリーズ③ キソのキソ 594 ｱ 日本ヴォーグ社 1989 50p 27cm
模様のあみ方 ｱﾐﾓﾉｷｿｼﾘｰｽﾞ あみもの基礎シリーズ④ 棒針あみ 594 ｱ 日本ヴォーグ社 1989 66p 27cm
男の子の模様 ｱﾐﾓﾉｷｿｼﾘｰｽﾞ あみもの基礎シリーズ⑤ 棒針あみ 594 ｱ 日本ヴォーグ社 1989 66p 27cm
目利き味聞きさかなの本１ ﾒｷｷｱｼﾞｷｷｻｶﾅﾉﾎﾝ おいしさ選びのチェックポイント集 講談社 編 ｺｳﾀﾞﾝｼｬ 596 ﾒ 講談社 1987 159p 26cm
目利き味聞きさかなの本２ ﾒｷｷｱｼﾞｷｷｻｶﾅﾉﾎﾝ おいしさ選びのチェックポイント集 講談社 編 ｺｳﾀﾞﾝｼｬ 596 ﾒ 講談社 1988 159p 26cm
目利き味聞きやさい・くだものの本 ﾒｷｷｱｼﾞｷｷﾔｻｲｸﾀﾞﾓﾉﾉﾎﾝ おいしさ選びのチェックポイント集 講談社 編 ｺｳﾀﾞﾝｼｬ 596 ﾒ 講談社 1988 157p 26cm
目利き・味聞きにく・たまごの本 ﾒｷｷｱｼﾞｷｷﾆｸﾀﾏｺﾞﾉﾎﾝ おいしさ選びのチェックポイント集 講談社 編 ｺｳﾀﾞﾝｼｬ 596 ﾒ 講談社 1988 159p 26cm
四季の膳 ｼｷﾉｾﾞﾝ 趣向ともてなし 高橋 一郎 著 ﾀｶﾊｼ ｲﾁﾛｳ 596 ﾀ 婦人画報社 1995 318p 31cm



新・生活の恐怖 ｼﾝｾｲｶﾂﾉｷｮｳﾌ あなたの衣・食・住は大丈夫か ベストセラーシリーズ〈ワニの本〉 人間科学研究所 編 ﾆﾝｹﾞﾝ ｶｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 590 ﾆ ベストセラーズ 1990 263p 18cm
歌おう！ ｵﾝｶﾞｸｶﾞｽｷﾀﾞ 音楽が好きだ！ ひとりで歌う・みんなで歌う 亀渕友香 ｶﾒﾌﾞﾁ ﾕｳｶ 760 ｶ ポプラ社 1994 45p 27cm
クラシックってなんだろう？ ｵﾝｶﾞｸｶﾞｽｷﾀﾞ 音楽が好きだ！４ きみの知らないクラシック 三宅榛名 ﾐﾔｹ ﾊﾙﾅ 760 ﾐ ポプラ社 1994 47p 27cm
コンピュータで音楽をつくろう！ ｵﾝｶﾞｸｶﾞｽｷﾀﾞ 音楽が好きだ！５ コンピュータとシンセサイザー 松浦雅也 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾔ 760 ﾏ ポプラ社 1994 45p 27cm
世界は音楽でいっぱい！ ｵﾝｶﾞｸｶﾞｽｷﾀﾞ 音楽が好きだ！６ 世界の音楽・日本の音楽 近藤等則 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾉﾘ 760 ｺ ポプラ社 1994 47p 27cm
神聖自然学 ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸﾀﾞｽﾞﾝ Ｆａｎｔａｓｔｉｃ　Ｄｏｚｅｎ２ ＰＨＹＳＩＣＡ　ＳＡＣＲＡ ＬｉｂｒｏＰｏｒｔ 荒俣 宏 編著 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 708 ｱ リブロポート 1990 189p 27cm
エジプト大遺跡 ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸﾀﾞｽﾞﾝ Ｆａｎｔａｓｔｉｃ　ｄｏｚｅｎ３ ＭＯＮＵＭＥＮＴＡＬ　ＥＧＹＰＴ ＬｉｂｒｏＰｏｒｔ 荒俣 宏 編著 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 708 ｱ リブロポート 1990 157p 図版18p27cm
民族博覧会 ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸﾀﾞｽﾞﾝ Ｆａｎｔａｓｔｉｃ　ｄｏｚｅｎ４ ＨＵＭＡＮ　ＥＸＯＴＩＣＳ ＬｉｂｒｏＰｏｒｔ 荒俣 宏 編著 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 708 ｱ リブロポート 1990 157p 27cm
地球の驚異 ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸﾀﾞｽﾞﾝ Ｆａｎｔａｓｔｉｃ　ｄｏｚｅｎ５ ＷＯＮＤＥＲＳ　ＯＦ　ＴＨＥＥＡＲＴＨ ＬｉｂｒｏＰｏｒｔ 荒俣 宏 編著 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 708 ｱ リブロポート 1991 157p 27cm
熱帯幻想 ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸﾀﾞｽﾞﾝ Ｆａｎｔａｓｔｉｃ　ｄｏｚｅｎ７ ＴＲＯＰＩＣＡＬ　ＤＲＥＡＭＳ ＬｉｂｒｏＰｏｒｔ 荒俣 宏 編著 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 708 ｱ リブロポート 1991 159p 27cm
バロック科学の驚異 ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸﾀﾞｽﾞﾝ Ｆａｎｔａｓｔｉｃ　ｄｏｚｅｎ１０ ＷＯＮＤＥＲＳ　ＯＦＴＨＥ　ＢＡＲＯＱＵＥ　ＳＣＩＥＮＣＥＬｉｂｒｏＰｏｒｔ 荒俣 宏 編著 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 708 ｱ リブロポート 1991 169p 27cm
新聞づくり入門 ﾐﾝﾅｼﾝﾌﾞﾝｷｼｬｶﾞｯｺｳｼﾝﾌﾞﾝﾆｭｳﾓﾝ みんな新聞記者・学校新聞入門１ これを読めばやる気モリモリ 375 ﾐ ポプラ社 1993 95p 27cm
学級新聞１２か月 ﾐﾝﾅｼﾝﾌﾞﾝｷｼｬｶﾞｯｺｳｼﾝﾌﾞﾝﾆｭｳﾓﾝ みんな新聞記者・学校新聞入門２ すぐにつくれる学級新聞 375 ﾐ ポプラ社 1993 95p 27cm
学校新聞１２か月 ﾐﾝﾅｼﾝﾌﾞﾝｷｼｬｶﾞｯｺｳｼﾝﾌﾞﾝﾆｭｳﾓﾝ みんな新聞記者・学校新聞入門３ おおぜいに読まれるのがウレシイ 375 ﾐ ポプラ社 1993 95p 27cm
おもしろ壁新聞入門 ﾐﾝﾅｼﾝﾌﾞﾝｷｼｬｶﾞｯｺｳｼﾝﾌﾞﾝﾆｭｳﾓﾝ みんな新聞記者・学校新聞入門４ ドーンとはってめだとうよ 375 ﾐ ポプラ社 1993 95p 27cm
新聞づくりの役立つカット・見出しかざりけい集ﾐﾝﾅｼﾝﾌﾞﾝｷｼｬｶﾞｯｺｳｼﾝﾌﾞﾝﾆｭｳﾓﾝ みんな新聞記者・学校新聞入門５ これはべんり！見やすい紙面 375 ﾐ ポプラ社 1993 94p 27cm
１たす１は２にならない ｲﾁﾀｽｲﾁﾜﾆﾆﾅﾗﾅｲ 常識より科学へ２ 常識より科学へ 三浦 つとむ 著 ﾐｳﾗ ﾂﾄﾑ 159 ｼ 国土社 1980 117p 21cm
いま「地球」が危ない ﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳﾊｸｼｮ 地球環境白書１ ＵＴＡＮ「驚異の科学」シリーズ 519 ｳ 学研 1992 145p 30cm
今「食」が危ない ﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳﾊｸｼｮ 地球環境白書２ ＵＴＡＮ「驚異の科学」シリーズ 519 ｳ 学研 1992 145p 30cm
今「日本」が汚染されている ﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳﾊｸｼｮ 地球環境白書３ ＵＴＡＮ「驚異の科学」シリーズ 519 ｳ 学研 1992 145p 30cm
今「水」が危ない ﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳﾊｸｼｮ 地球環境白書４ ＵＴＡＮ「驚異の科学」シリーズ 519 ｳ 学研 1992 145p 30cm
今「緑」が危ない ﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳﾊｸｼｮ 地球環境白書５ ＵＴＡＮ「驚異の科学」シリーズ 519 ｳ 学研 1992 145p 30cm
今「ゴミ」が危ない ﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳﾊｸｼｮ 地球環境白書６ ＵＴＡＮ「驚異の科学」シリーズ 519 ｳ 学研 1992 145p 30cm
水の循環とよごれ ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳ わたしたちの地球環境１ 人類が生きのびるために 高野 尚好 日本語版監修 ｺｳﾔ ﾅｵﾖｼ 519 ﾜ 小峰書店 1999 47p 28cm
大気と地球温暖化 ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳ わたしたちの地球環境２ 人類が生きのびるために 高野 尚好 日本語版監修 ｺｳﾔ ﾅｵﾖｼ 519 ﾜ 小峰書店 1999 47p 28cm
エネルギーの未来 ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳ わたしたちの地球環境３ 人類が生きのびるために 高野 尚好 日本語版監修 ｺｳﾔ ﾅｵﾖｼ 519 ﾜ 小峰書店 1999 47p 28cm
自然保護は、いま ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾁｷｭｳｶﾝｷｮｳ わたしたちの地球環境５ 人類が生きのびるために 高野 尚好 日本語版監修 ｺｳﾔ ﾅｵﾖｼ 519 ﾜ 小峰書店 1999 47p 28cm
すみよい環境づくり ﾜﾀｼﾀﾁﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾂﾄﾞｳ わたしたちとボランティア活動４ 519 ｺ 学研 1994 48p 27cm
Ｏｎｉｒｏｋｕ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｃａｒｐｅｎｔｅｒ ｵﾆﾛｸｱﾝﾄﾞｻﾞｶｰﾍﾟﾝﾀｰ 英語版こどものとも Ｔａｄａｓｈｉ　Ｍａｔｓｕｉ 〔再話〕 ﾏﾂｲ ﾀﾀﾞｼ 837 ｱ 福音館書店 1993 27p 19×26cm
Ｔａｒｏ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ａｍａｚｉｎｇ　ｂａｍｂｏｏ　ｓｈｏｏｔﾀﾛｳｱﾝﾄﾞｼﾞｱﾒｰｼﾞﾝｸﾞﾊﾞﾝﾌﾞｰｼｭｰﾄ 英語版こどものとも Ｍａｓａｋｏ　Ｍａｔｓｕｎｏ 〔作〕 ﾏﾂﾉ ﾏｻｺ 837 ｾ 福音館書店 1993 27p 19×26cm
Ｔｈｅ　ｈａｐｐｉｅｓｔ　ｅｌｅｐｈａｎｔ ｻﾞﾊｯﾋﾟｰｽﾄｴﾚﾌｧﾝﾄ 英語版こどものとも Ｍｉｎａｍｉ　Ｎｉｓｈｉｕｃｈｉ 〔作〕 ﾆｼｳﾁ ﾐﾅﾐ 837 ﾎ 福音館書店 1993 27p 19×26cm
Ａｎｎａ’ｓ　ｓｅｃｒｅｔ　ｆｒｉｅｎｄ ｱﾝﾅｽﾞｼｰｸﾚｯﾄﾌﾚﾝﾄﾞ 英語版こどものとも Ｙｏｒｉｋｏ　Ｔｓｕｔｓｕｉ 〔作〕 ﾂﾂｲ ﾖﾘｺ 837 ﾊ 福音館書店 1993 31p 20×27cm
Ｗａｋｅ　ｕｐ Ｈｉｐｐｏ！ ｳｪｲｸｱｯﾌﾟﾋｯﾎﾟｰ 英語版こどものとも Ｅｒｉｋｏ　Ｋｉｓｈｉｄａ 〔作〕 ｷｼﾀﾞ ｴﾘｺ 837 ﾅ 福音館書店 1993 27p 20×27cm
Ｇｕｒｉ　ａｎｄ　Ｇｕｒａ ｸﾞﾘｱﾝﾄﾞｸﾞﾗ Ｔｈｅ　ｇｉａｎｔ　ｅｇｇ 英語版こどものとも Ｒｉｅｋｏ　Ｎａｋａｇａｗａ 〔作〕 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｴｺ 837 ｵ 福音館書店 1993 27p 19×26cm
Ｔｈｅ　ｂｌｕｅ　ｓｅｅｄ ｻﾞﾌﾞﾙｰｼｰﾄﾞ 英語版こどものとも Ｒｉｅｋｏ　Ｎａｋａｇａｗａ 〔文〕 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｴｺ 837 ｵ 福音館書店 1993 27p 19×26cm
Ａｎｎａ’ｓ　ｓｐｅｃｉａｌ　ｐｒｅｓｅｎｔ ｱﾝﾅｽﾞｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 英語版こどものとも Ｙｏｒｉｋｏ　Ｔｓｕｔｓｕｉ 〔作〕 ﾂﾂｲ ﾖﾘｺ 837 ﾊ 福音館書店 1993 31p 27cm
Ｐｅｋｋａ　ｓａｙｓ　ｇｏ！ ﾍﾟｯｶｾｽﾞｺﾞｰ 英語版こどものとも Ｔａｄａｓｈｉ　Ｍａｔｓｕｉ 〔作〕 ﾏﾂｲ ﾀﾀﾞｼ 837 ﾁ 福音館書店 1993 27p 27cm
Ｅｌｅｐｈａｎｔ　ｂｌｕｅ ｴﾚﾌｧﾝﾄﾌﾞﾙｰ 英語版こどものとも Ｈｉｒｏｔａｋａ　Ｎａｋａｎｏ 〔作〕 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾀｶ ﾅ 福音館書店 1993 27p 27cm
Ａ　ＦＵＮ－ＦＩＬＬＥＤ　ＤＡＹ ｴﾃﾞﾐﾙｽｷｯﾄｴｲｶｲﾜ すてきな一日 絵で見るスキット英会話１ 坂巻 潤子 構成・英文 ｻｶﾏｷ ｼﾞｭﾝｺ 837 ｻ 学研 1992 55p 27cm
ＳＣＨＯＯＬ　ＬＩＦＥ・ＡＦＴＥＲ　ＳＣＨＯＯＬ　ＣＬＵＢＳｴﾃﾞﾐﾙｽｷｯﾄｴｲｶｲﾜ 学校生活・部活 絵で見るスキット英会話２ 坂巻 潤子 構成・英文 ｻｶﾏｷ ｼﾞｭﾝｺ 837 ｻ 学研 1992 55p 27cm
ＦＡＳＨＩＯＮ・ＨＯＢＢＩＥＳ ｴﾃﾞﾐﾙｽｷｯﾄｴｲｶｲﾜ ファッション・趣味 絵で見るスキット英会話３ 坂巻 潤子 構成・英文 ｻｶﾏｷ ｼﾞｭﾝｺ 837 ｻ 学研 1992 55p 27cm
ＨＯＭＥＳＴＡＹ ｴﾃﾞﾐﾙｽｷｯﾄｴｲｶｲﾜ ホームステイ 絵で見るスキット英会話４ 坂巻 潤子 構成・英文 ｻｶﾏｷ ｼﾞｭﾝｺ 837 ｻ 学研 1992 55p 27cm
ＦＡＭＩＪＹ　ＴＲＩＰ　ＡＢＲＯＡＤ ｴﾃﾞﾐﾙｽｷｯﾄｴｲｶｲﾜ 海外旅行 絵で見るスキット英会話５ 坂巻 潤子 構成・英文 ｻｶﾏｷ ｼﾞｭﾝｺ 837 ｻ 学研 1992 55p 27cm
おもしろかいわ① ｶﾞｯｹﾝﾉｴｲｺﾞｽﾞｶﾝ 学研の英語ずかん１ ひとくち表現集 837 ﾊ 学研 1993 41p 30cm
おもしろかいわ② ｶﾞｯｹﾝﾉｴｲｺﾞｽﾞｶﾝ 学研の英語ずかん２ 場面別表現集 837 ﾊ 学研 1993 41p 30cm
たんごあそび ｶﾞｯｹﾝﾉｴｲｺﾞｽﾞｶﾝ 学研の英語ずかん３ 837 ﾊ 学研 1993 73p 30cm
あそびことば ｶﾞｯｹﾝﾉｴｲｺﾞｽﾞｶﾝ 学研の英語ずかん４ 837 ﾊ 学研 1993 73p 30cm
アメリカンライフ ｶﾞｯｹﾝﾉｴｲｺﾞｽﾞｶﾝ 学研の英語ずかん５ 837 ﾊ 学研 1994 73p 30cm
ＡＢＣあそび ｶﾞｯｹﾝﾉｴｲｺﾞｽﾞｶﾝ 学研の英語ずかん６ 837 ﾊ 学研 1994 65p 30cm
絵でわかる英語じてん１ ｴﾃﾞﾜｶﾙｴｲｺﾞｼﾞﾃﾝ 学校　Ｓｃｈｏｏｌ　Ｌｉｆｅ Ｇａｋｋｅｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｗｏｒｄｂｏｏｋ 837 ｴ 学研 1997 56p 31cm
絵でわかる英語じてん２ ｴﾃﾞﾜｶﾙｴｲｺﾞｼﾞﾃﾝ 身のまわり　Ｄａｉｌｙ　Ｌｉｆｅ Ｇａｋｋｅｎ’ｓＥｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｗｏｒｄｂｏｏｋ 837 ｴ 学研 1997 56p 31cm
絵でわかる英語じてん３ ｴﾃﾞﾜｶﾙｴｲｺﾞｼﾞﾃﾝ 町・自然　Ｏｕｒ　Ｓｕｒｒｏｕｎｄｉｎｇｓ Ｇａｋｋｅｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｗｏｒｄｂｏｏｋ 837 ｴ 学研 1997 56p 31cm
絵でわかる英語じてん４ ｴﾃﾞﾜｶﾙｴｲｺﾞｼﾞﾃﾝ 遊び・行事　Ｆｕｎ　Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ Ｇａｋｋｅｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｗｏｒｄｂｏｏｋ 837 ｴ 学研 1997 56p 31cm
絵でわかる英語じてん５ ｴﾃﾞﾜｶﾙｴｲｺﾞｼﾞﾃﾝ ことば　Ｏｕｒ　Ｌａｎｇｕａｇｅ Ｇａｋｋｅｎ’ｓＥｎｇｌｉｓｈ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｗｏｒｄｂｏｏｋ 837 ｴ 学研 1997 56p 31cm
社会を見なおすメガネ ｼｬｶｲｵﾐﾅｵｽﾒｶﾞﾈ 量率グラフで見る日本 常識より科学へ７ 常識より科学へ 松崎 重広 著 ﾏﾂｻﾞｷ ｼｹﾞﾋﾛ 308 ｼ 国土社 1985 126p 21cm
身近なものを表現してみよう ﾌﾚｱｲﾉｼｭﾜ ふれあいの手話１ 丸山 浩路 著・監修 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 378 ﾌ 学研 1995 48p 23cm
あいさつをしてみよう ﾌﾚｱｲﾉｼｭﾜ ふれあいの手話２ 丸山 浩路 著・監修 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 378 ﾌ 学研 1995 48p 23cm
自分の気持ちを伝えよう ﾌﾚｱｲﾉｼｭﾜ ふれあいの手話３ 丸山 浩路 著・監修 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 378 ﾌ 学研 1995 48p 23cm
たずねる表現を覚えよう ﾌﾚｱｲﾉｼｭﾜ ふれあいの手話４ 丸山 浩路 著・監修 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 378 ﾌ 学研 1995 48p 23cm
ボランティアってなあに ﾜﾀｼﾀﾁﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾂﾄﾞｳ わたしたちとボランティア活動１ 369 ﾜ 学研 1994 48p 27cm
障害のある人と仲良し ﾜﾀｼﾀﾁﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾂﾄﾞｳ わたしたちとボランティア活動３ 369 ﾜ 学研 1994 48p 27cm
みんなで国際協力 ﾜﾀｼﾀﾁﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾂﾄﾞｳ わたしたちとボランティア活動５ 369 ﾜ 学研 1994 48p 27cm
かっこよく生きるには？ ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉｼﾝﾘｶﾞｸ １０代の心理学１２ 自己表現の心理学 秋山　さと子　他 140 ｼ ポプラ社 1991 126p 22cm
先生・友達・勉強 ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉｼﾝﾘｶﾞｸ １０代の心理学１１ 学校生活の心理学 細井　八重子 140 ｼ ポプラ社 1991 142p 22cm
夢で知る自分の心 ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉｼﾝﾘｶﾞｸ １０代の心理学８ 夢の心理学 秋山　さと子 140 ｼ ポプラ社 1991 126p 22cm
自分の性格を知ろう ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉｼﾝﾘｶﾞｸ １０代の心理学７ 個性の心理学 上田　知子 140 ｼ ポプラ社 1991 157p 22cm
親子げんかのすすめ １０代の心理学６ 自立の心理学 秋山　さと子 140 ｼ ポプラ社
勉強、こうすればオモシロイ ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉｼﾝﾘｶﾞｸ １０代の心理学５ 学習の心理学 長田　正子 140 ｼ ポプラ社 1991 158p 22cm
友達？恋人？ ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉｼﾝﾘｶﾞｸ １０代の心理学４ 女の子と男の子の心理学 八村　晶子 140 ｼ ポプラ社 1991 126p 22cm
わたしひとりのからだとこころ ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉｼﾝﾘｶﾞｸ １０代の心理学３ 性の心理学 木谷　麦子 140 ｼ ポプラ社 1991 158p 22cm
親友・信友・真友？ ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉｼﾝﾘｶﾞｸ １０代の心理学２ 友情の心理学 石渡　昌子 140 ｼ ポプラ社 1991 142p 22cm
自分らしく生きよう ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉｼﾝﾘｶﾞｸ １０代の心理学 自分をみつめる心理学 秋山　さと子 140 ｼ ポプラ社 1991 126p 22cm
なぜと問うのはなぜだろう ﾅｾﾞﾄﾄｳﾉﾜﾅｾﾞﾀﾞﾛｳ 常識より科学へ５ 常識より科学へ 吉田 夏彦 著 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂﾋｺ 159 ｼ 国土社 1980 109p 21cm
うそから出たまこと ｳｿｶﾗﾃﾞﾀﾏｺﾄ 常識より科学へ３ 常識より科学へ 庄司 和晃 著 ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞｱｷ 159 ｼ 国土社 1980 102p 21cm
男のコの気持ち ｵﾄｺﾉｺﾉｷﾓﾁ ファースト・ラブのあなたに ジュニアメッセージ文庫 赤羽 建美 著 ｱｶﾊﾞﾈ ﾀﾂﾐ 159 ｼ ポプラ社 1993 158p 20cm
泣いてもいいよ！ ﾅｲﾃﾓｲｲﾖ 涙は天使の贈り物 ジュニアメッセージ文庫 倉橋 燿子 著 ｸﾗﾊｼ ﾖｳｺ 159 ｼ ポプラ社 1993 158p 20cm
ハートに革命を ﾊｰﾄﾆｶｸﾒｲｵ そんな自分が好き ジュニアメッセージ文庫 正本 ノン 著 ﾏｻﾓﾄ ﾉﾝ 159 ｼ ポプラ社 1994 150p 20cm
探しものはなんですか？ ｻｶﾞｼﾓﾉﾜﾅﾝﾃﾞｽｶ 夢をおいかけたいあなたに ジュニアメッセージ文庫 小室 みつ子 著 ｺﾑﾛ ﾐﾂｺ 159 ｼ ポプラ社 1994 150p 20cm



みんな悩んでるんだ ﾐﾝﾅﾅﾔﾝﾃﾞﾙﾝﾀﾞ オトナ初心者のティーンズへ ジュニアメッセージ文庫 花井 愛子 著 ﾊﾅｲ ｱｲｺ 159 ｼ ポプラ社 1994 156p 20cm
心の扉をあけよう！ ｺｺﾛﾉﾄﾋﾞﾗｵｱｹﾖｳ 親友はいちばんの宝物 ジュニアメッセージ文庫 鎌田 絵里 著 ｶﾏﾀ ｴﾘ 519 ｼ ポプラ社 1994 150p 20cm
一緒に暮らそう！ ｲｯｼｮﾆｸﾗｿｳ あなたと家族の素敵な関係 ジュニアメッセージ文庫 倉本 由布 著 ｸﾗﾓﾄ ﾕｳ 159 ｼ ポプラ社 1994 150p 20cm
きっと大丈夫ッ ｷｯﾄﾀﾞｲｼﾞｮｳﾌﾞｯ 生きてることが勉強なんだ ジュニアメッセージ文庫 若林 真紀 著 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｷ 159 ｼ ポプラ社 1995 150p 20cm
人間の歴史１ ﾆﾝｹﾞﾝﾉﾚｷｼ 岩波少年文庫 イリーン 作 ｲﾘｰﾝ ﾐﾊｲｰﾙ 983 ｲ 岩波書店 1986 378 7p 18cm
人間の歴史２ ﾆﾝｹﾞﾝﾉﾚｷｼ 岩波少年文庫 イリーン 作 ｲﾘｰﾝ ﾐﾊｲｰﾙ 983 ｲ 岩波書店 1986 453 15p 18cm
人間の歴史３ ﾆﾝｹﾞﾝﾉﾚｷｼ 岩波少年文庫 イリーン 作 ｲﾘｰﾝ ﾐﾊｲｰﾙ 983 ｲ 岩波書店 1986 392 17p 18cm
名探偵カッレとスパイ団 ﾒｲﾀﾝﾃｲｶｯﾚﾄｽﾊﾟｲﾀﾞﾝ 名探偵カッレくん③ 岩波少年文庫 リンドグレーン 作 ﾘﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾝ ｱｽﾄﾘﾄﾞ･ｱﾝﾅ･ｴﾐﾘｱ949 ﾘ 岩波書店 1980 284p 18cm
カッレくんの冒険 ｶｯﾚｸﾝﾉﾎﾞｳｹﾝ 名探偵カッレくん② 岩波少年文庫 Ａ．リンドグレーン 作 ﾘﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾝ ｱｽﾄﾘﾄﾞ･ｱﾝﾅ･ｴﾐﾘｱ949 ﾘ 岩波書店 1976 316p 18cm
ルパン対ホームズ ﾙﾊﾟﾝﾀｲﾎｰﾑｽﾞ 怪盗ルパン② 岩波少年文庫 モーリス・ルブラン 作 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 岩波書店 1983 395p 18cm
長い冬　上 ﾅｶﾞｲﾌﾕ ローラ物語① 岩波少年文庫 ローラ・インガルス・ワイルダー 作ﾜｲﾙﾀﾞｰ ﾛｰﾗ･ｲﾝｶﾞﾙｽ 933 ﾜ 岩波書店 1985 242p 18cm
長い冬　下 ﾅｶﾞｲﾌﾕ ローラ物語② 岩波少年文庫 ローラ・インガルス・ワイルダー 作ﾜｲﾙﾀﾞｰ ﾛｰﾗ･ｲﾝｶﾞﾙｽ 933 ﾜ 岩波書店 1989 241p 18cm
はじめの四年間 ﾊｼﾞﾒﾉﾖﾈﾝｶﾝ ローラ物語⑥ 岩波少年文庫 ローラ・インガルス・ワイルダー 作ﾜｲﾙﾀﾞｰ ﾛｰﾗ･ｲﾝｶﾞﾙｽ 933 ﾜ 岩波書店 1980 177p 18cm
ガリヴァー旅行記１ ｶﾞﾘｳﾞｧｰﾘｮｺｳｷ 岩波少年文庫 スウィフト 作 ｽｳｨﾌﾄ ｼﾞｮﾅｻﾝ 933 ｽ 岩波書店 1986 276p 18cm
ガリヴァー旅行記２ ｶﾞﾘｳﾞｧｰﾘｮｺｳｷ 岩波少年文庫 スウィフト 作 ｽｳｨﾌﾄ ｼﾞｮﾅｻﾝ 933 ｽ 岩波書店 1986 241p 18cm
海底二万里　上 ｶｲﾃｲﾆﾏﾝﾘ 岩波少年文庫 ジュール・ヴェルヌ 作 ｳﾞｪﾙﾇ ｼﾞｭｰﾙ 953 ﾍ 岩波書店 1992 316p 18cm
海底二万里　下 ｶｲﾃｲﾆﾏﾝﾘ 岩波少年文庫 ジュール・ヴェルヌ 作 ｳﾞｪﾙﾇ ｼﾞｭｰﾙ 953 ﾍ 岩波書店 1991 328p 18cm
西遊記　上
西遊記　下 ｻｲﾕｳｷ 岩波少年文庫 呉 承恩 作 ｺﾞ ｼｮｳｵﾝ 923 ｺ 岩波書店 1986 385p 18cm
水滸伝　下 ｽｲｺﾃﾞﾝ 岩波少年文庫 施 耐庵 作 ｼ ﾀｲｱﾝ 923 ｼ 岩波書店 1989 318p 18cm
三銃士　上 ｻﾝｼﾞｭｳｼ 岩波少年文庫 Ａ．デューマ 作 ﾃﾞｭﾏ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ 953 ﾃ 岩波書店 1980 190p 18cm
三銃士　下 ｻﾝｼﾞｭｳｼ 岩波少年文庫 Ａ．デューマ 作 ﾃﾞｭﾏ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ 953 ﾃ 岩波書店 1980 222p 18cm
シェイクスピア物語 ｼｪｲｸｽﾋﾟｱﾓﾉｶﾞﾀﾘ 岩波少年文庫 ラム 作 ﾗﾑ ﾁｬｰﾙｽﾞ 933 ﾗ 岩波書店 1986 271p 18cm
トム・ソーヤーの冒険　上 ﾄﾑｿｰﾔｰﾉﾎﾞｳｹﾝ 岩波少年文庫 マーク・トウェイン 作 ﾄｳｪｰﾝ ﾏｰｸ 933 ﾄ 岩波書店 1988 262p 18cm
宝島 ﾀｶﾗｼﾞﾏ 岩波少年文庫 スティーブンスン 作 ｽﾃｨｰｳﾞﾝｿﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾙｲｽ 933 ｽ 岩波書店 1979 367p 18cm
わが家への道 ﾜｶﾞﾔｴﾉﾐﾁ ローラの旅日記 ローラ物語⑦ 岩波少年文庫 ローラ・インガルス・ワイルダー 作ﾜｲﾙﾀﾞｰ ﾛｰﾗ･ｲﾝｶﾞﾙｽ 933 ﾜ 岩波書店 1985 176p 18cm
この楽しき日々　上 ｺﾉﾀﾉｼｷﾋﾋﾞ ローラ物語④ 岩波少年文庫 ローラ・インガルス・ワイルダー 作ﾜｲﾙﾀﾞｰ ﾛｰﾗ･ｲﾝｶﾞﾙｽ 933 ﾜ 岩波書店 1980 205p 18cm
この楽しき日々　下 ｺﾉﾀﾉｼｷﾋﾋﾞ ローラ物語⑤ 岩波少年文庫 ローラ・インガルス・ワイルダー 作ﾜｲﾙﾀﾞｰ ﾛｰﾗ･ｲﾝｶﾞﾙｽ 933 ﾜ 岩波書店 1979 203p 18cm
ジャン・ヴァルジャン物語　上 ｼﾞｬﾝｳﾞｧﾙｼﾞｬﾝﾓﾉｶﾞﾀﾘ 岩波少年文庫 ユーゴー 作 ﾕｺﾞｰ ｳﾞｨｸﾄﾙ･ﾏﾘ 953 ﾕ 岩波書店 1986 341p 18cm
ジャン・ヴァルジャン物語　下 ｼﾞｬﾝｳﾞｧﾙｼﾞｬﾝﾓﾉｶﾞﾀﾘ 岩波少年文庫 ユーゴー 作 ﾕｺﾞｰ ｳﾞｨｸﾄﾙ･ﾏﾘ 953 ﾕ 岩波書店 1986 364p 18cm
あしながおじさん ｱｼﾅｶﾞｵｼﾞｻﾝ 岩波少年文庫 ウェブスター 作 ｳｪﾌﾞｽﾀｰ ｱﾘｽ･ｼﾞｰﾝ 933 ｳ 岩波書店 1979 338p 18cm
昆虫と暮らして ｺﾝﾁｭｳﾄｸﾗｼﾃ 岩波少年文庫 ファーブル 〔著〕 ﾌｧｰﾌﾞﾙ ｼﾞｬﾝ･ｱﾝﾘ 486 ﾌ 岩波書店 1988 239p 18cm
ファーブルの昆虫記　上 ﾌｧｰﾌﾞﾙﾉｺﾝﾁｭｳｷ 岩波少年文庫 ファーブル 著 ﾌｧｰﾌﾞﾙ ｼﾞｬﾝ･ｱﾝﾘ 486 ﾌ 岩波書店 1988 342p 18cm
ファーブルの昆虫記　下 ﾌｧｰﾌﾞﾙﾉｺﾝﾁｭｳｷ 岩波少年文庫 ファーブル 著 ﾌｧｰﾌﾞﾙ ｼﾞｬﾝ･ｱﾝﾘ 486 ﾌ 岩波書店 1988 283 13p 18cm
旧約聖書物語　下 ｷｭｳﾔｸｾｲｼｮﾓﾉｶﾞﾀﾘ 岩波少年文庫 ウォルター・デ・ラ・メア 作 ﾃﾞ･ﾗ･ﾒｱ ｳｫﾙﾀｰ･ｼﾞｮﾝ 933 ﾃ 岩波書店 1989 291p 18cm
奇岩城 ｷｶﾞﾝｼﾞｮｳ 岩波少年文庫 モーリス・ルブラン 作 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 岩波書店 1983 384p 18cm
三国志　中 ｻﾝｺﾞｸｼ 岩波少年文庫 羅 貫中 作 ﾗ ｶﾝﾁｭｳ 923 ﾗ 岩波書店 1980 349p 18cm
三国志　下 ｻﾝｺﾞｸｼ 岩波少年文庫 羅 貫中 作 ﾗ ｶﾝﾁｭｳ 923 ﾗ 岩波書店 1980 328p 18cm
やってみなければわからない ﾔｯﾃﾐﾅｹﾚﾊﾞﾜｶﾗﾅｲ 常識より科学へ 岩城 正夫 著 ｲﾜｷ ﾏｻｵ 507 ｲ 国土社 1980 86p 21cm
解剖の美学 ﾌｧﾝﾀｽﾃｨｯｸﾀﾞｽﾞﾝ Ｆａｎｔａｓｔｉｃ　ｄｏｚｅｎ１１ ＡＲＴ　ＯＦ　ＡＮＡＴＯＭＹ ＬｉｂｒｏＰｏｒｔ 荒俣 宏 編著 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 708 ｱ リブロポート 1991 164p 27cm
キャリー
浴室 ﾖｸｼﾂ 集英社文庫 ジャン＝フィリップ・トゥーサン 〔著〕ﾄｩｰｻﾝ ｼﾞｬﾝ･ﾌｨﾘｯﾌﾟ 953 ﾄ 集英社 1994 187p 16cm
幸福論 ｺｳﾌｸﾛﾝ 集英社文庫 アラン 〔著〕 ｱﾗﾝ 100 ｱ 集英社 1993 322p 16cm
イリュージョン ｲﾘｭｰｼﾞｮﾝ 集英社文庫 リチャード・バック 〔著〕 ﾊﾞｯｸ ﾘﾁｬｰﾄﾞ 933 ﾊ 集英社 1981 211p 16cm
偉大なギャツビー ｲﾀﾞｲﾅｷﾞｬﾂﾋﾞｰ 集英社文庫 フィッツジェラルド 〔著〕 ﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ ﾌﾗﾝｼｽ･ｽｺｯﾄ933 ﾌ 集英社 1994 319p 16cm
チャンセラー号の筏 ﾁｬﾝｾﾗｰｺﾞｳﾉｲｶﾀﾞ 集英社文庫 ジュール・ヴェルヌ 〔著〕 ｳﾞｪﾙﾇ ｼﾞｭｰﾙ 953 ﾍ 集英社 1993 283p 16cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集英社文庫 ポー 〔著〕 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 集英社 1992 280p 16cm
プレイバック
カラーパープル ｶﾗｰﾊﾟｰﾌﾟﾙ 集英社文庫 Ａ・ウォーカー 〔著〕 ｳｫｰｶｰ ｱﾘｽ 933 ｳ 集英社 1986 362p 15cm
愛と悲しみの１２歳 ｱｲﾄｶﾅｼﾐﾉｼﾞｭｳﾆｻｲ 文研じゅべにーる Ｅ・ダイヤーク 作 ﾀﾞｲﾔｰｸ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ 933 ﾀ 文研出版 1994 207p 23cm
愛と悲しみの１２歳 ｱｲﾄｶﾅｼﾐﾉｼﾞｭｳﾆｻｲ 文研じゅべにーる Ｅ・ダイヤーク 作 ﾀﾞｲﾔｰｸ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ 933 ﾀ 文研出版 1994 207p 23cm
愛と悲しみの１２歳 ｱｲﾄｶﾅｼﾐﾉｼﾞｭｳﾆｻｲ 文研じゅべにーる Ｅ・ダイヤーク 作 ﾀﾞｲﾔｰｸ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ 933 ﾀ 文研出版 1994 207p 23cm
学研まんが　日本の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 大和の国ぐに 大和時代 監修：樋口清之 210 ｶ 学研 1982 148p 23cm
学研まんが　日本の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 奈良の都 奈良時代 監修：樋口清之 210 ｶ 学研 1982 148p 23cm
学研まんが　日本の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 栄える貴族 平安時代 監修：樋口清之 210 ｶ 学研 1982 148p 23cm
学研まんが　日本の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 源氏と平家 鎌倉時代・前期 監修：樋口清之 210 ｶ 学研 1982 148p 23cm
学研まんが　日本の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 江戸幕府ひらく 江戸時代・前期 監修：樋口清之 210 ｶ 学研 1982 148p 23cm
学研まんが　日本の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 南北朝の争い 室町時代 監修：樋口清之 210 ｶ 学研 1982 148p 23cm
学研まんが　日本の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 元禄の世 江戸時代・中期 監修：樋口清之 210 ｶ 学研 1982 148p 23cm
学研まんが　日本の歴史 明治維新 明治時代・前期 監修：樋口清之 210 ｶ 学研 1982
学研まんが　日本の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ ゆれる江戸時代 江戸時代・後期 監修：樋口清之 210 ｶ 学研 1982 148p 23cm
学研まんが　日本の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 民主主義のめばえ 大正時代 監修：樋口清之 210 ｶ 学研 1982 148p 23cm
学研まんが　日本の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 戦争への道 昭和時代・前期 監修：樋口清之 210 ｶ 学研 1982 148p 23cm
学研まんが　日本の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 新しい日本 昭和時代・後期 監修：樋口清之 210 ｶ 学研 1982 148p 23cm
学研まんが　日本の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 昭和から平成へ 現代 監修：樋口清之 210 ｶ 学研 1993 148p 23cm
学研まんが　日本の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 教科書人物事典 古代～現代 280 ｶ 学研 1991 256p 23cm
一本の樹からはじまった ｲｯﾎﾟﾝﾉｷｶﾗﾊｼﾞﾏｯﾀ 人と“こころ”のシリーズ 土岐 小百合 著 ﾄｷ ｻﾕﾘ 916 ﾄ アリス館 1994 157p 22cm
一本の樹からはじまった ｲｯﾎﾟﾝﾉｷｶﾗﾊｼﾞﾏｯﾀ 人と“こころ”のシリーズ 土岐 小百合 著 ﾄｷ ｻﾕﾘ 916 ﾄ アリス館 1994 157p 22cm
一本の樹からはじまった ｲｯﾎﾟﾝﾉｷｶﾗﾊｼﾞﾏｯﾀ 人と“こころ”のシリーズ 土岐 小百合 著 ﾄｷ ｻﾕﾘ 916 ﾄ アリス館 1994 157p 22cm
びっくり！世界史無用の雑学知識　２ ﾋﾞｯｸﾘｾｶｲｼﾑﾖｳﾉｻﾞﾂｶﾞｸﾁｼｷ ワニ文庫 桐生 操 〔著〕 ｷﾘｭｳ ﾐｻｵ 204 ｷ ベストセラーズ 1990 254p 15cm
中学生時代 ﾁｭｳｶﾞｸｾｲｼﾞﾀﾞｲ 勉強・生活・進路 岩波ジュニア新書 林 友三郎 著 ﾊﾔｼ ﾄﾓｻﾌﾞﾛｳ 376 ﾊ 岩波書店 1983 198p 18cm
幻の声 ﾏﾎﾞﾛｼﾉｺｴ ＮＨＫ広島８月６日 岩波新書　新赤版 白井 久夫 著 ｼﾗｲ ﾋｻｵ 916 ｼ 岩波書店 1992 246p 18cm
四字熟語集
在日外国人
海を渡る自衛隊
英語上達コース
高齢化社会ときみたち
漢文の読み方



ナガサキ―１９４５年８月９日
私は黒人奴隷だった
みんな地球に生きるひと
生きるということ
脳のメカニズム
青春とはなにか
戦争のなかの青春
古文の読み方
東京が燃えた日
歴史を動かした発明
論理的にかんがえること
東北歴史紀行
祖母・母・娘の時代
奈良・京都の古寺めぐり
英語ことわざ集
２１世紀を生きる君たちへ
数学が面白くなる１２話
わたしたちと世界
書く力をつけよう
食糧問題ときみたち
けんかの仕方教えます
恐竜はなぜ滅んだか
地球の未来はショッキング！
メイド　イン　東南アジア
聖書物語
詩のこころを読む
京都史跡見学
ことばの力
詩の楽しみ ｼﾉﾀﾉｼﾐ 作詩教室 岩波ジュニア新書 吉野 弘 著 ﾖｼﾉ ﾋﾛｼ 901 ﾖ 岩波書店 1982 221p 18cm
定理・法則をのこした人びと
日本の宗教
きみたちと現代
鎌倉史跡見学
平家物語を読む
アインシュタインが考えたこと
強力伝 ｺﾞｳﾘｷﾃﾞﾝ 集団読書テキスト 新田 次郎 著 ﾆｯﾀ ｼﾞﾛｳ 913 ﾆ 全国学校図書館協議会1975 51p 19cm
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黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm



黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
黒猫 ｸﾛﾈｺ 集団読書テキスト Ｅ・Ａ・ポー 著 ﾎﾟｰ ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｱﾗﾝ 933 ﾎ 全国学校図書館協議会1985 23p 19cm
いちご同盟 ｲﾁｺﾞﾄﾞｳﾒｲ 三田 誠広 著 ﾐﾀ ﾏｻﾋﾛ 913 ﾐ 河出書房新社 1990 226p 20cm
聖書物語 ｾｲｼｮﾓﾉｶﾞﾀﾘ 岩波ジュニア新書 山形 孝夫 著 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｶｵ 193 ﾔ 岩波書店 1982 213 3p 18cm
中国のくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし１ 日本の子どもたちがみた十二億人のすむ国、中国 290 ｾ ポプラ社 1995 47p 27cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ テレビ・ラジオ 31 ｶ ポプラ社 1992 125p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 新聞・雑誌 31 ｶ ポプラ社 1992 127p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 水産業 31 ｶ ポプラ社 1992 123p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 流通 31 ｶ ポプラ社 1992 121p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 警察・消防 31 ｶ ポプラ社 1992 127p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 石油化学工業 31 ｶ ポプラ社 1992 127p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 伝統工業 31 ｶ ポプラ社 1992 127p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ 貿易 31 ｶ ポプラ社 1992 127p 23cm
学習にやくだつマンガの本 ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾏﾝｶﾞﾉﾎﾝ エネルギー 31 ｶ ポプラ社 1992 121p 23cm
ジュニア料理教室 ｼﾞｭﾆｱﾘｮｳﾘｷｮｳｼﾂ あつあつカレーと汁物料理 牧野哲大 ﾏｷﾉ ﾃﾂﾋﾛ 596 ﾏ ポプラ社 1984 77p 27cm
ジュニア料理教室 ｼﾞｭﾆｱﾘｮｳﾘｷｮｳｼﾂ いろいろなサラダと野菜の料理 東畑朝子 ﾄｳﾊﾀ ｱｻｺ 596 ﾄ ポプラ社 1984 77p 27cm
ジュニア料理教室 ｼﾞｭﾆｱﾘｮｳﾘｷｮｳｼﾂ おいしいハンバーグと肉・魚料理 小林トミ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾐ 596 ｺ ポプラ社 1984 77p 27cm
ジュニア料理教室 ｼﾞｭﾆｱﾘｮｳﾘｷｮｳｼﾂ 竹内冨貴子 ﾀｹｳﾁ ﾌｷｺ 596 ﾀ ポプラ社 1984 77p 27cm
ジュニア料理教室 ｼﾞｭﾆｱﾘｮｳﾘｷｮｳｼﾂ 山梨幹子 ﾔﾏﾅｼ ﾐｷｺ 596 ﾔ ポプラ社 1984 77p 27cm
ジュニア料理教室 ｼﾞｭﾆｱﾘｮｳﾘｷｮｳｼﾂ みんなの好きなたまご料理 小林トミ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾐ 596 ｺ ポプラ社 1984 77p 27cm
ジュニア料理教室 ｼﾞｭﾆｱﾘｮｳﾘｷｮｳｼﾂ ふわふわケーキとかわいいクッキー 須田享子 ｽﾀﾞ ｷｮｳｺ 596 ｽ ポプラ社 1984 77p 27cm
ジュニア料理教室 ｼﾞｭﾆｱﾘｮｳﾘｷｮｳｼﾂ 落合愛子 ｵﾁｱｲ ｱｲｺ 596 ｵ ポプラ社 1984 77p 27cm
わたしたちとボランティア活動 ﾜﾀｼﾀﾁﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾂﾄﾞｳ お年よりといっしょ 369 ｺ 学研 1994 48p 27cm
１０代の心理学 ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉｼﾝﾘｶﾞｸ 嫌いな人とのつきあいかた 伊賀順子 ｲｶﾞ ｼﾞｭﾝｺ 140 ｲ ポプラ社 1991 134p 22cm
メイド　イン　東南アジア ﾒｲﾄﾞｲﾝﾄｳﾅﾝｱｼﾞｱ 現代の『女工哀史』 岩波ジュニア新書 塩沢 美代子 著 ｼｵｻﾞﾜ ﾐﾖｺ 366 ｼ 岩波書店 1983 207p 18cm
アインシュタインが考えたこと ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝｶﾞｶﾝｶﾞｴﾀｺﾄ 岩波ジュニア新書 佐藤 文隆 著 ｻﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 421 ｻ 岩波書店 1981 197p 18cm
四字熟語集 ﾖｼﾞｼﾞｭｸｺﾞｼｭｳ 岩波ジュニア新書 奥平 卓 著 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾀｶｼ 814 ｵ 岩波書店 1987 209 3p 18cm
個性と適性の心理学 ｺｾｲﾄﾃｷｾｲﾉｼﾝﾘｶﾞｸ 講談社現代新書 詫摩 武俊 著 ﾀｸﾏ ﾀｹﾄｼ 141 ﾀ 講談社 1984 195p 18cm
こころの名作図書館　４９ ｺｺﾛﾉﾒｲｻｸﾄｼｮｶﾝ 新学社文庫 908 ｺ 新学社 1982 223p 18cm
在日外国人 ｻﾞｲﾆﾁｶﾞｲｺｸｼﾞﾝ 法の壁，心の溝 岩波新書　新赤版 田中 宏 著 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 329 ﾀ 岩波書店 1995 252p 18cm
海を渡る自衛隊 ｳﾐｵﾜﾀﾙｼﾞｴｲﾀｲ ＰＫＯ立法と政治権力 岩波新書　新赤版 佐々木 芳隆 著 ｻｻｷ ﾖｼﾀｶ 329 ｻ 岩波書店 1992 244p 18cm
英語上達コース ｴｲｺﾞｼﾞｮｳﾀﾂｺｰｽ 会話・手紙・日記 岩波ジュニア新書 長谷川 潔 著 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾖｼ 830 ﾊ 岩波書店 1986 196p 18cm
高齢化社会ときみたち ｺｳﾚｲｶｼｬｶｲﾄｷﾐﾀﾁ ２１世紀にはどうなる 岩波ジュニア新書 三浦 文夫 著 ﾐｳﾗ ﾌﾐｵ 367 ﾐ 岩波書店 1988 179p 18cm
漢文の読みかた ｶﾝﾌﾞﾝﾉﾖﾐｶﾀ 岩波ジュニア新書 奥平 卓 著 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾀｶｼ 820 ｵ 岩波書店 1988 204 6p 18cm
私は黒人奴隷だった ﾜﾀｸｼﾜｺｸｼﾞﾝﾄﾞﾚｲﾀﾞｯﾀ フレデリック・ダグラスの物語 岩波ジュニア新書 本田 創造 著 ﾎﾝﾀﾞ ｿｳｿﾞｳ 289 ﾎ 岩波書店 1987 211p 18cm
ナガサキ－１９４５年８月９日 ﾅｶﾞｻｷｾﾝｷｭｳﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞﾈﾝﾊﾁｶﾞﾂｺｺﾉｶ 岩波ジュニア新書 長崎総合科学大学平和文化研究所 編ﾅｶﾞｻｷ ｿｳｺﾞｳ ｶｶﾞｸ ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾍｲﾜ ﾌﾞﾝｶ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ319 ﾅ 岩波書店 1984 201p 18cm
脳のメカニズム ﾉｳﾉﾒｶﾆｽﾞﾑ 頭はどうはたらくか 岩波ジュニア新書 伊藤 正男 著 ｲﾄｳ ﾏｻｵ 491 ｲ 岩波書店 1986 164p 18cm
青春とはなにか ｾｲｼｭﾝﾄﾜﾅﾆｶ 友だち・スポーツ・読書 岩波ジュニア新書 真継 伸彦 著 ﾏﾂｷﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 19 ﾏ 岩波書店 1985 197p 18cm
生きるということ ｲｷﾙﾄｲｳｺﾄ 読書による道案内 岩波ジュニア新書 宮田 光雄 著 ﾐﾔﾀ ﾐﾂｵ 19 ﾐ 岩波書店 1987 205p 18cm
みんな地球に生きるひと ﾐﾝﾅﾁｷｭｳﾆｲｷﾙﾋﾄ 出会い・わかれ・再見 岩波ジュニア新書 アグネス・チャン 著 ｱｸﾞﾈｽ ﾁｬﾝ 914 ｱ 岩波書店 1987 193p 18cm
詩のこころを読む ｼﾉｺｺﾛｵﾖﾑ 岩波ジュニア新書 茨木 のり子 著 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾉﾘｺ 911 ｲ 岩波書店 1980 220p 18cm
京都史跡見学 ｷｮｳﾄｼｾｷｹﾝｶﾞｸ 岩波ジュニア新書 村井 康彦 著 ﾑﾗｲ ﾔｽﾋｺ 216 ﾑ 岩波書店 1982 258 7p 18cm
ことばの力 ｺﾄﾊﾞﾉﾁｶﾗ しゃべる・聞く・伝える 岩波ジュニア新書 川崎 洋 著 ｶﾜｻｷ ﾋﾛｼ 800 ｶ 岩波書店 1981 224p 18cm
日本の宗教 ﾆﾎﾝﾉｼｭｳｷｮｳ 日本史・倫理社会の理解に 岩波ジュニア新書 村上 重良 著 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾖｼ 162 ﾑ 岩波書店 1981 211p 18cm
定理・法則をのこした人びと ﾃｲﾘﾎｳｿｸｵﾉｺｼﾀﾋﾄﾋﾞﾄ 小さな科学史辞典 岩波ジュニア新書 平田 寛 編著 ﾋﾗﾀ ﾕﾀｶ 402 ﾋ 岩波書店 1981 213 3p 18cm
きみたちと現代 ｷﾐﾀﾁﾄｹﾞﾝﾀﾞｲ 生きる意味をもとめて 岩波ジュニア新書 宮田 光雄 著 ﾐﾔﾀ ﾐﾂｵ 159 ﾐ 岩波書店 1980 210p 18cm
鎌倉史跡見学 ｶﾏｸﾗｼｾｷｹﾝｶﾞｸ 岩波ジュニア新書 沢 寿郎 著 ｻﾜ ｼﾞｭﾛｳ 213 ｻ 岩波書店 1980 205 7p 18cm
平家物語を読む ﾍｲｹﾓﾉｶﾞﾀﾘｵﾖﾑ 古典文学の世界 岩波ジュニア新書 永積 安明 著 ﾅｶﾞｽﾞﾐ ﾔｽｱｷ 913 ﾅ 岩波書店 1980 212p 18cm
戦争のなかの青年 ｾﾝｿｳﾉﾅｶﾉｾｲﾈﾝ 岩波ジュニア新書 大島 孝一 著 ｵｵｼﾏ ｺｳｲﾁ 209 ｵ 岩波書店 1985 198p 18cm
古文の読みかた ｺﾌﾞﾝﾉﾖﾐｶﾀ 岩波ジュニア新書 藤井 貞和 著 ﾌｼﾞｲ ｻﾀﾞｶｽﾞ 913 ﾌ 岩波書店 1984 225 5p 18cm
論理的に考えること ﾛﾝﾘﾃｷﾆｶﾝｶﾞｴﾙｺﾄ 岩波ジュニア新書 山下 正男 著 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｵ 116 ﾔ 岩波書店 1985 194 2p 18cm
東京が燃えた日 ﾄｳｷｮｳｶﾞﾓｴﾀﾋ 戦争と中学生 岩波ジュニア新書 早乙女 勝元 著 ｻｵﾄﾒ ｶﾂﾓﾄ 213 ｻ 岩波書店 1979 213p 18cm
東北歴史紀行 ﾄｳﾎｸﾚｷｼｷｺｳ 岩波ジュニア新書 高橋 富雄 著 ﾀｶﾊｼ ﾄﾐｵ 291 ﾀ 岩波書店 1985 224 6p 18cm
祖母・母・娘の時代 ｿﾎﾞﾊﾊﾑｽﾒﾉｼﾞﾀﾞｲ 岩波ジュニア新書 鹿野 政直 著 ｶﾉ ﾏｻﾅｵ 367 ｶ 岩波書店 1985 254 6p 18cm
奈良・京都の古寺めぐり ﾅﾗｷｮｳﾄﾉｺｼﾞﾒｸﾞﾘ 仏像の見かた 岩波ジュニア新書 水野 敬三郎 著 ﾐｽﾞﾉ ｹｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 718 ﾐ 岩波書店 1985 219 5p 18cm
英語ことわざ集 ｴｲｺﾞｺﾄﾜｻﾞｼｭｳ 岩波ジュニア新書 外山 滋比古 著 ﾄﾔﾏ ｼｹﾞﾋｺ 388 ﾄ 岩波書店 1984 219 5p 18cm
歴史を動かした発明 ﾚｷｼｵｳｺﾞｶｼﾀﾊﾂﾒｲ 小さな技術史事典 岩波ジュニア新書 平田 寛 編著 ﾋﾗﾀ ﾕﾀｶ 507 ﾋ 岩波書店 1983 212 4p 18cm
２１世紀を生きる君たちへ ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷｵｲｷﾙｷﾐﾀﾁｴ 日本の明日を考える 岩波ジュニア新書 小山内 美江子 著 ｵｻﾅｲ ﾐｴｺ 210 ｵ 岩波書店 1984 192p 18cm
数学がおもしろくなる１２話 ｽｳｶﾞｸｶﾞｵﾓｼﾛｸﾅﾙｼﾞｭｳﾆﾜ 岩波ジュニア新書 片山 孝次 著 ｶﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞ 410 ｶ 岩波書店 1986 222p 18cm
わたしたちと世界 ﾜﾀｼﾀﾁﾄｾｶｲ 人を知り国を知る 岩波ジュニア新書 武田 清子 著 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｺ 302 ﾀ 岩波書店 1983 205p 18cm
書く力をつけよう ｶｸﾁｶﾗｵﾂｹﾖｳ 手紙・作文・小論文 岩波ジュニア新書 工藤 信彦 著 ｸﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋｺ 816 ｸ 岩波書店 1983 189p 18cm
食糧問題ときみたち ｼｮｸﾘｮｳﾓﾝﾀﾞｲﾄｷﾐﾀﾁ 岩波ジュニア新書 吉田 武彦 著 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 611 ﾖ 岩波書店 1982 212p 18cm
けんかの仕方教えます ｹﾝｶﾉｼｶﾀｵｼｴﾏｽ 岩波ジュニア新書 佐江 衆一 著 ｻｴ ｼｭｳｲﾁ 159 ｻ 岩波書店 1984 197p 18cm
恐竜はなぜ滅んだか ｷｮｳﾘｭｳﾜﾅｾﾞﾎﾛﾝﾀﾞｶ 中生代のなぞ 岩波ジュニア新書 小畠 郁生 著 ｵﾊﾞﾀ ｲｸｵ 457 ｵ 岩波書店 1984 210p 18cm
地球の未来はショッキング！ ﾁｷｭｳﾉﾐﾗｲﾜｼｮｯｷﾝｸﾞ 岩波ジュニア新書 高榎 尭 著 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ 304 ﾀ 岩波書店 1987 214p 18cm
草の海　モンゴル奥地への旅
続岳物語
果て遠き丘
行動することが生きることである
たのしくわかる日本国憲法１ ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝｺｸｹﾝﾎﾟｳ 憲法ってなに？ 宮原哲朗 323 ﾀ 岩崎書店 1996 60p 27cm
たのしくわかる日本国憲法２ ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝｺｸｹﾝﾎﾟｳ 国民主権と民主主義 沢藤統一郎 323 ﾀ 岩崎書店 1996 52p 27cm
たのしくわかる日本国憲法３ ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝｺｸｹﾝﾎﾟｳ 戦争と平和主義 小野寺利孝 323 ﾀ 岩崎書店 1996 55p 27cm
たのしくわかる日本国憲法４ ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝｺｸｹﾝﾎﾟｳ 人権―自由権 斎藤豊 323 ﾀ 岩崎書店 1996 55p 27cm



たのしくわかる日本国憲法５ ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝｺｸｹﾝﾎﾟｳ 人権―社会権 菅沼友子 323 ﾀ 岩崎書店 1996 49p 27cm
たのしくわかる日本国憲法６ ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝｺｸｹﾝﾎﾟｳ 身近な地方自治 斎藤浩 323 ﾀ 岩崎書店 1996 57p 27cm
たのしくわかる日本国憲法７ ﾀﾉｼｸﾜｶﾙﾆﾎﾝｺｸｹﾝﾎﾟｳ 司法と裁判 安江祐 323 ﾀ 岩崎書店 1996 53p 27cm
教科書にでてくる法律と政治１ ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙﾎｳﾘﾂﾄｾｲｼﾞ みんなの学校ってなんだろう？ 義務教育と学校生活 阪上 順夫 監修 ｻｶｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 300 ｷ ポプラ社 1999 47p 27cm
教科書にでてくる法律と政治２ ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙﾎｳﾘﾂﾄｾｲｼﾞ 憲法ってなんだろう？ 日本国憲法 阪上 順夫 監修 ｻｶｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 300 ｷ ポプラ社 1999 47p 27cm
教科書にでてくる法律と政治３ ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙﾎｳﾘﾂﾄｾｲｼﾞ 地方公共団体ってなんだろう？ 地方公共団体の仕事 阪上 順夫 監修 ｻｶｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 300 ｷ ポプラ社 1999 47p 27cm
教科書にでてくる法律と政治４ ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙﾎｳﾘﾂﾄｾｲｼﾞ 政治改革ってなんだろう？ 国会のやくわり 阪上 順夫 監修 ｻｶｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 300 ｷ ポプラ社 1999 47p 27cm
教科書にでてくる法律と政治５ ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙﾎｳﾘﾂﾄｾｲｼﾞ 行政改革ってなんだろう？ 日本の政治のしくみ 阪上 順夫 監修 ｻｶｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 300 ｷ ポプラ社 1999 47p 27cm
教科書にでてくる法律と政治６ ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙﾎｳﾘﾂﾄｾｲｼﾞ 裁判ではどのように刑を決めるの？ 裁判と法律 阪上 順夫 監修 ｻｶｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 300 ｷ ポプラ社 1999 46p 27cm
教科書にでてくる法律と政治７ ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙﾎｳﾘﾂﾄｾｲｼﾞ 兄弟や親せきとは結婚できないの？ 家族の法律 阪上 順夫 監修 ｻｶｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 300 ｷ ポプラ社 1999 47p 27cm
教科書にでてくる法律と政治８ ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙﾎｳﾘﾂﾄｾｲｼﾞ 少年法ってなんだろう？ 身近なくらしの法律 阪上 順夫 監修 ｻｶｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 300 ｷ ポプラ社 1999 47p 27cm
教科書にでてくる法律と政治９ ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙﾎｳﾘﾂﾄｾｲｼﾞ 金融ビッグバンってなんなの？ 経済と法律 阪上 順夫 監修 ｻｶｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 300 ｷ ポプラ社 1999 47p 27cm
教科書にでてくる法律と政治１０ ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙﾎｳﾘﾂﾄｾｲｼﾞ 介護保険ってなんなの？ 健康なくらしの法律 阪上 順夫 監修 ｻｶｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 300 ｷ ポプラ社 1999 47p 27cm
教科書にでてくる法律と政治１１ ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙﾎｳﾘﾂﾄｾｲｼﾞ 自然を守ることは、人間の生活を守ること 自然を守る法律 阪上 順夫 監修 ｻｶｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 300 ｷ ポプラ社 1999 47p 27cm
教科書にでてくる法律と政治１２ ｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙﾎｳﾘﾂﾄｾｲｼﾞ 世界の平和と国際社会 平和な国際関係 阪上 順夫 監修 ｻｶｶﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 300 ｷ ポプラ社 1999 47p 27cm
「日本国憲法」なのだ！ ﾆﾎﾝｺｸｹﾝﾎﾟｳﾅﾉﾀﾞ 赤塚 不二夫 編著 ｱｶﾂｶ ﾌｼﾞｵ 323 ｱ 草土文化 1983 67p 22cm
新憲法と戦後復興 ｼﾝﾌﾞﾝﾃﾞｼﾗﾍﾞﾖｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾉｺﾞｼﾞｭｳﾈﾝ 新聞で調べよう現代日本の５０年１ 昭和２０年～２９年 現代日本の５０年編集委員会 編 210 ｹ 大日本図書 1995 119p 31cm
国際復帰と東京オリンピック ｼﾝﾌﾞﾝﾃﾞｼﾗﾍﾞﾖｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾉｺﾞｼﾞｭｳﾈﾝ 新聞で調べよう現代日本の５０年２ 昭和３０年～３９年 現代日本の５０年編集委員会 編 210 ｹ 大日本図書 1995 119p 31cm
高度成長と公害 ｼﾝﾌﾞﾝﾃﾞｼﾗﾍﾞﾖｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾉｺﾞｼﾞｭｳﾈﾝ 新聞で調べよう現代日本の５０年 昭和４０年～４９年 現代日本の５０年編集委員会 編 210 ｹ 大日本図書 1995 119p 31cm
豊かさと国際関係 ｼﾝﾌﾞﾝﾃﾞｼﾗﾍﾞﾖｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾉｺﾞｼﾞｭｳﾈﾝ 新聞で調べよう現代日本の５０年４ 昭和５０年～５９年 現代日本の５０年編集委員会 編 210 ｹ 大日本図書 1995 119p 31cm
昭和から平成 ｼﾝﾌﾞﾝﾃﾞｼﾗﾍﾞﾖｳｹﾞﾝﾀﾞｲﾆﾎﾝﾉｺﾞｼﾞｭｳﾈﾝ 新聞で調べよう現代日本の５０年５ 昭和６０年～平成６年 現代日本の５０年編集委員会 編 210 ｹ 大日本図書 1995 119p 31cm
社会科事典３ ｼｬｶｲｶｼﾞﾃﾝ 調べ学習に役立つ 農林水産業 菊地 家達 著 ｷｸﾁ ｲｴｻﾄ 600 ｷ 国土社 1994 79p 27cm
社会科事典４ ｼｬｶｲｶｼﾞﾃﾝ 調べ学習に役立つ 工業と資源 菊地 家達 著 ｷｸﾁ ｲｴｻﾄ 509 ｷ 国土社 1994 83p 27cm
社会科事典５ ｼｬｶｲｶｼﾞﾃﾝ 調べ学習に役立つ 交通・運輸・貿易 菊地 家達 著 ｷｸﾁ ｲｴｻﾄ 680 ｷ 国土社 1994 83p 27cm
社会科事典６ ｼｬｶｲｶｼﾞﾃﾝ 調べ学習に役立つ 通信・マスコミ・社会 菊地 家達 著 ｷｸﾁ ｲｴｻﾄ 690 ｷ 国土社 1994 75p 27cm
政治と国際社会 ｼｬｶｲｶｼﾞﾃﾝ 調べ学習に役立つ 社会科事典７ 菊地 家達 著 ｷｸﾁ ｲｴｻﾄ 308 ｷ 国土社 1994 75p 27cm
野菜と果物をつくる ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾜﾀｼﾀﾁﾉｾｲｶﾂﾄｻﾝｷﾞｮｳ 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業１ 岩井のレタスと宇和島みかん 飯島 博 著 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 608 ｲ ポプラ社 1995 47p 27cm
水産業ではたらく ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾜﾀｼﾀﾁﾉｾｲｶﾂﾄｻﾝｷﾞｮｳ 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業３ 長崎漁港の漁業 飯島 博 著 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 608 ｲ ポプラ社 1995 47p 27cm
伝統的な技術をいかす ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾜﾀｼﾀﾁﾉｾｲｶﾂﾄｻﾝｷﾞｮｳ 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業４ 備前焼をつくる 飯島 博 著 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 608 ｲ ポプラ社 1995 47p 27cm
自動車をつくる ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾜﾀｼﾀﾁﾉｾｲｶﾂﾄｻﾝｷﾞｮｳ 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業５ 豊田市の自動車工業 飯島 博 著 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 608 ｲ ポプラ社 1995 47p 27cm
トラックではこぶ ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾜﾀｼﾀﾁﾉｾｲｶﾂﾄｻﾝｷﾞｮｳ 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業６ 宅配便とピーマンの旅 飯島 博 著 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 608 ｲ ポプラ社 1995 47p 27cm
テレビ番組をつくる ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾜﾀｼﾀﾁﾉｾｲｶﾂﾄｻﾝｷﾞｮｳ 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業８ ＮＨＫ・朝のニュース番組 飯島 博 著 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 608 ｲ ポプラ社 1995 47p 27cm
飲み物をつくる ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾜﾀｼﾀﾁﾉｾｲｶﾂﾄｻﾝｷﾞｮｳ 調べ学習にやくだつわたしたちの生活と産業９ ジュースとビール 飯島 博 著 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 608 ｲ ポプラ社 1995 47p 27cm
ＴＶゲームをつくる ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾜﾀｼﾀﾁﾉｾｲｶﾂﾄｻﾝｷﾞｮｳ 調べ学習にやくだつ　わたしたちの生活と産業１０ ドラクエⅥができるまで 飯島 博 著 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 608 ｲ ポプラ社 1995 47p 27cm
大ピラミッドの謎 ﾀﾞｲﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞﾉﾅｿﾞ ５０００年のタイムカプセルを開く Ｇａｋｋｅｎ　ｍｏｏｋ 242 ﾀ 学研 1996 144p 26cm
クロニック世界全史 ｸﾛﾆｯｸｾｶｲｾﾞﾝｼ ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＷＯＲＬＤ 木村靖ニ窪添慶文　湯川武 樺山 紘一 〔ほか〕編集 ｶﾊﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ 209 ｸ 講談社 1994 1303p 29cm
クロニック戦国全史 ｸﾛﾆｯｸｾﾝｺﾞｸｾﾞﾝｼ 池上 裕子編集 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｺ 210 ｸ 講談社 1995 799p 29cm
日本全史 ﾆﾎﾝｾﾞﾝｼ ジャパン・クロニック 宇野 俊一 〔ほか〕編集 ｳﾉ ｼｭﾝｲﾁ 210 ｼ 講談社 1991 1279p 29cm
２０世紀全記録 ﾆｼﾞｯｾｲｷｾﾞﾝｷﾛｸ Ｃｈｒｏｎｉｋ　１９００‐１９９０ 講談社 編集 ｺｳﾀﾞﾝｼｬ 209 ﾆ 講談社 1991 1375p 29cm
日本の歴史Ⅰ ｼｬｶｲｶｼﾞﾃﾝ 調べ学習に役立つ社会科事典 日本の歴史Ⅰ（原始～平安時代） 菊地 家達 著 ｷｸﾁ ｲｴｻﾄ 210 ｷ 国土社 1994 75p 27cm
日本の歴史Ⅱ ｼｬｶｲｶｼﾞﾃﾝ 調べ学習に役立つ社会科事典 日本の歴史Ⅱ（鎌倉～平成時代） 菊地 家達 著 ｷｸﾁ ｲｴｻﾄ 210 ｷ 国土社 1994 91p 27cm
縄文人の住まい ｼﾞｮｳﾓﾝｼﾞﾝﾉｸﾗｼ 歴史が好きになる縄文人のくらし 歴史体験 楠本　政助　監修 210 ｸ 学研 1994 48p 27cm
縄文人の衣しょうと祭り ｼﾞｮｳﾓﾝｼﾞﾝﾉｸﾗｼ 歴史が好きになる縄文人のくらし２ 歴史体験 楠本　政助 210 ｸ 学研 1994 48p 27cm
縄文人の道具１ ｼﾞｮｳﾓﾝｼﾞﾝﾉｸﾗｼ 歴史が好きになる縄文人のくらし３ 歴史体験 楠本　政助　監修 210 ｸ 学研 1994 48p 27cm
縄文人の道具２ ｼﾞｮｳﾓﾝｼﾞﾝﾉｸﾗｼ 歴史が好きになる縄文人のくらし４ 歴史体験 楠本　政助　監修 210 ｸ 学研 1994 48p 27cm
縄文人の食事 ｼﾞｮｳﾓﾝｼﾞﾝﾉｸﾗｼ 歴史が好きになる縄文人のくらし５ 歴史体験 楠本　政助　監修 210 ｸ 学研 1994 48p 27cm
弥生人のくらしと体験学習ガイド ｼﾞｮｳﾓﾝｼﾞﾝﾉｸﾗｼ 歴史が好きになる縄文人のくらし６ 歴史体験 楠本　政助　監修 210 ｸ 学研 1994 48p 27cm
修学旅行の本 ｼｭｳｶﾞｸﾘｮｺｳﾉﾎﾝ 東北 修学旅行研究会 編 ｼｭｳｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 374 ｼ 国土社 1988 39p 26cm
修学旅行の本３ ｼｭｳｶﾞｸﾘｮｺｳﾉﾎﾝ 日光 修学旅行研究会 編 ｼｭｳｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 374 ｼ 国土社 1988 39p 26cm
修学旅行の本 ｼｭｳｶﾞｸﾘｮｺｳﾉﾎﾝ 東京・横浜 修学旅行研究会 編 ｼｭｳｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 291 ｼ 国土社 1988 39p 26cm
修学旅行の本５ ｼｭｳｶﾞｸﾘｮｺｳﾉﾎﾝ 箱根・鎌倉 修学旅行研究会 編 ｼｭｳｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 374 ｼ 国土社 1988 39p 26cm
修学旅行の本 ｼｭｳｶﾞｸﾘｮｺｳﾉﾎﾝ 京都 修学旅行研究会 編 ｼｭｳｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 374 ｼ 国土社 1988 39p 26cm
修学旅行の本７ ｼｭｳｶﾞｸﾘｮｺｳﾉﾎﾝ 奈良 修学旅行研究会 編 ｼｭｳｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 374 ｼ 国土社 1988 39p 26cm
修学旅行の本 ｼｭｳｶﾞｸﾘｮｺｳﾉﾎﾝ 山陽・四国 修学旅行研究会 編 ｼｭｳｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 374 ｼ 国土社 1988 39p 26cm
修学旅行の本 ｼｭｳｶﾞｸﾘｮｺｳﾉﾎﾝ 広島・山口 修学旅行研究会 編 ｼｭｳｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 374 ｼ 国土社 1988 39p 26cm
修学旅行の本 ｼｭｳｶﾞｸﾘｮｺｳﾉﾎﾝ 長野・山梨 修学旅行研究会 編 ｼｭｳｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 291 ｼ 国土社 1990 39p 26cm
修学旅行の本 ｼｭｳｶﾞｸﾘｮｺｳﾉﾎﾝ 伊豆・東海 修学旅行研究会 編 ｼｭｳｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 374 ｼ 国土社 1990 39p 26cm
修学旅行の本 ｼｭｳｶﾞｸﾘｮｺｳﾉﾎﾝ 金沢・北陸 修学旅行研究会 編 ｼｭｳｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 371 ｼ 国土社 1990 39p 26cm
修学旅行の本 ｼｭｳｶﾞｸﾘｮｺｳﾉﾎﾝ 伊勢・和歌山 修学旅行研究会 編 ｼｭｳｶﾞｸ ﾘｮｺｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 374 ｼ 国土社 1990 39p 26cm
社会科事典 ｼｬｶｲｶｼﾞﾃﾝ 調べ学習に役立つ 世界の自然と暮らし 菊地 家達 著 ｷｸﾁ ｲｴｻﾄ 300 ｷ 国土社 1994 83p 27cm
社会科事典 ｼｬｶｲｶｼﾞﾃﾝ 調べ学習に役立つ 日本の自然と暮らし 菊地 家達 著 ｷｸﾁ ｲｴｻﾄ 300 ｷ 国土社 1994 75p 27cm
世界の国ぐに大百科１ ｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆﾀﾞｲﾋｬｯｶ アジア・オセアニア 290 ｳ ぎょうせい 1992 315p 27cm
世界の国ぐに大百科２ ｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆﾀﾞｲﾋｬｯｶ ヨーロッパ・旧ソ連諸国・北米 290 ｳ ぎょうせい 1992 315p 27cm
世界の国ぐに大百科３ ｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆﾀﾞｲﾋｬｯｶ 中南米・アフリカ 290 ｳ ぎょうせい 1992 315p 27cm
魚貝の図鑑 ｷﾞｮｶｲﾉｽﾞｶﾝ Ｗｉｄｅ　ｃｏｌｏｒ 小学館の学習百科図鑑 末広 恭雄 共編 ｽｴﾋﾛ ﾔｽｵ 487 ｽ 小学館 1997 190p 28cm
やさしい天体観測 ﾔｻｼｲﾃﾝﾀｲｶﾝｿｸ 子ども天文教室 子ども天文教室 前川 光 著 ﾏｴｶﾜ ｱｷﾗ 440 ﾏ 大日本図書 1985 137p 24cm
ＵＦＯと宇宙人の科学 ﾕｰﾌｫｰﾄｳﾁｭｳｼﾞﾝﾉｶｶﾞｸ 子ども天文教室 子ども天文教室 前川 光 著 ﾏｴｶﾜ ｱｷﾗ 440 ﾏ 大日本図書 1985 108p 24cm
宇宙船と太陽系 ｳﾁｭｳｾﾝﾄﾀｲﾖｳｹｲ 子ども天文教室 子ども天文教室 前川 光 著 ﾏｴｶﾜ ｱｷﾗ 440 ﾏ 大日本図書 1984 113p 24cm
ビジュアル博物館 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ なんでもＱ＆ＡＢＯＯＫ 自然、科学、歴史のすべてがわかる２５０問 69 ﾋ 同朋舎出版 1994 63p 29cm
星と宇宙 ﾎｼﾄｳﾁｭｳ 子ども天文教室 子ども天文教室 前川 光 著 ﾏｴｶﾜ ｱｷﾗ 440 ﾏ 大日本図書 1984 101p 24cm
星座１２か月 ｾｲｻﾞｼﾞｭｳﾆｶｹﾞﾂ 子ども天文教室 子ども天文教室 前川 光 著 ﾏｴｶﾜ ｱｷﾗ 440 ﾏ 大日本図書 1985 147p 24cm
理科の自由研究のまとめ方 ﾘｶﾉｼﾞﾕｳｹﾝｷｭｳﾉﾏﾄﾒｶﾀ 基本編 やさしい科学 高梨 賢英 共著 ﾀｶﾅｼ ﾏｻﾋﾃﾞ 375 ﾀ さ・え・ら書房 1992 79p 23cm
理科の自由研究のまとめ方 ﾘｶﾉｼﾞﾕｳｹﾝｷｭｳﾉﾏﾄﾒｶﾀ 応用編 やさしい科学 高梨 賢英 共著 ﾀｶﾅｼ ﾏｻﾋﾃﾞ 375 ﾀ さ・え・ら書房 1993 79p 23cm
スポーツ ｼﾗﾍﾞﾃﾏﾅﾌﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳ 調べて学ぶ日本の伝統５ 監修：大川修一 708 ｼ 大日本図書 1996 39p 25cm
手づくりスライムの実験 ﾃｽﾞｸﾘｽﾗｲﾑﾉｼﾞｯｹﾝ やさしい科学 山本 進一 著 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1996 63p 23cm
科学でゲーム・やっぱりできる！ ｶｶﾞｸﾃﾞｹﾞｰﾑﾔｯﾊﾟﾘﾃﾞｷﾙ やさしい科学 やさしい科学 ヴィッキイ・コブ 共著 ｺｯﾌﾞ ｳﾞｨｷ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1996 78p 23cm
発明実例集１ ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾉﾊﾂﾒｲｺｳｻｸｱｲﾃﾞｱﾄｸﾌｳ 中学生の発明工作アイデアとくふう１ 監修：坂元昂 507 ﾁ 小峰書店 1997 33p 29cm
発明実例集２ ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾉﾊﾂﾒｲｺｳｻｸｱｲﾃﾞｱﾄｸﾌｳ 中学生の発明工作アイデアとくふう２ 監修：坂元昂 507 ﾁ 小峰書店 1997 33p 29cm



発明のアイデアとくふう ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾉﾊﾂﾒｲｺｳｻｸｱｲﾃﾞｱﾄｸﾌｳ 中学生の発明工作アイデアとくふう３ 坂元昂：監修 507 ﾁ 小峰書店 1997 33p 29cm
“化粧法”常識のウソ ｹｼｮｳﾎｳｼﾞｮｳｼｷﾉｳｿ 最新医学が明かす８８の美容情報 プレイブックス 戸田 浄 著 ﾄﾀﾞ ｷﾖｼ 595 ﾄ 青春出版社 2002 226p 18cm
農薬・添加物を落とすコツ ﾉｳﾔｸﾃﾝｶﾌﾞﾂｵｵﾄｽｺﾂ これなら安心して食べられる！ 増尾 清 著 ﾏｽｵ ｷﾖｼ 596 ﾏ 健学社 1994 234p 19cm
お米のひみつ　―たのしい料理と実験―
色の技法 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ ビジュアル美術館８ 700 ｺ 同朋舎出版 1994 63p 29cm
水彩画の技法 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ ビジュアル美術館７ 700 ｸ 同朋舎出版 1994 64p 29cm
工芸２ ｼﾗﾍﾞﾃﾏﾅﾌﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳ 調べて学ぶ日本の伝統１ 監修：大橋晧也 708 ｼ 大日本図書 1996 39p 25cm
工芸２ ｼﾗﾍﾞﾃﾏﾅﾌﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳ 調べて学ぶ日本の伝統２ 監修：大橋晧也 708 ｼ 大日本図書 1996 39p 25cm
文化遺産 ｼﾗﾍﾞﾃﾏﾅﾌﾞﾆﾎﾝﾉﾃﾞﾝﾄｳ 調べて学ぶ日本の伝統３ 708 ｼ 大日本図書 1996 39p 25cm
心をつなぐインターネット 大森しげる　作 7 ｵ 財団法人　日本原子力文化振興財団
きょうから始めよう！燃えるごみのリサイクルﾜﾀｼﾆﾓﾃﾞｷﾙﾘｻｲｸﾙ わたしにもできるリサイクル１ 紙・生ごみ・衣類 518 ﾎ 学研 1995 47p 28cm
きょうから始めよう！燃えないごみのリサイクルﾜﾀｼﾆﾓﾃﾞｷﾙﾘｻｲｸﾙ わたしにもできるリサイクル２ かん・びん・粗大ごみ 518 ﾎ 学研 1995 47p 28cm
みんなで取り組もう！学校でできるリサイクル活動ﾜﾀｼﾆﾓﾃﾞｷﾙﾘｻｲｸﾙ わたしにもできるリサイクル 518 ﾎ 学研 1995 47p 28cm
中学で習う英語〈動詞〉が７時間でマスターできる本ﾁｭｳｶﾞｸﾃﾞﾅﾗｳｴｲｺﾞﾄﾞｳｼｶﾞﾅﾅｼﾞｶﾝﾃﾞﾏｽﾀｰﾃﾞｷﾙﾎﾝおとなのやりなおし教科書 久保 清子 著 ｸﾎﾞ ｽｶﾞｺ 835 ｸ 明日香出版社 1993 187p 19cm
カタカナ語・欧文略語辞典 インターネット社会に対応 ｉｍｉｄａｓ１９９７別冊付録 813 ｶ 集英社 1997
お金とカード ｵｶﾈﾄｶｰﾄﾞ おとなになること おとなになること 宇都宮 健児 著 ｳﾂﾉﾐﾔ ｹﾝｼﾞ 365 ｳ 岩崎書店 1992 78p 22cm
タバコってなんだろう ﾀﾊﾞｺｯﾃﾅﾝﾀﾞﾛｳ おとなになること おとなになること 北沢 杏子 著 ｷﾀｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 498 ｷ 岩崎書店 1992 77p 22cm
お酒ってなんだろう ｵｻｹｯﾃﾅﾝﾀﾞﾛｳ おとなになること おとなになること 今成 知美 著 ｲﾏﾅﾘ ﾄﾓﾐ 493 ｲ 岩崎書店 1992 78p 22cm
ドラッグ（薬物）ってなんだろう ﾄﾞﾗｯｸﾞﾔｸﾌﾞﾂｯﾃﾅﾝﾀﾞﾛｳ おとなになること おとなになること 水沢 都加佐 著 ﾐｽﾞｻﾜ ﾂｶｻ 498 ﾐ 岩崎書店 1992 78p 22cm
占いってなんだろう ｳﾗﾅｲｯﾃﾅﾝﾀﾞﾛｳ おとなになること おとなになること 安斎 育郎 著 ｱﾝｻﾞｲ ｲｸﾛｳ 148 ｱ 岩崎書店 1992 78p 22cm
ダイエットってなんだろう ﾀﾞｲｴｯﾄｯﾃﾅﾝﾀﾞﾛｳ おとなになること おとなになること 宮 淑子 著 ﾐﾔ ﾖｼｺ 498 ﾐ 岩崎書店 1992 77p 22cm
ナガサキに翔ぶ ﾅｶﾞｻｷﾆﾄﾌﾞ ふりそでの少女像をつくった中学生たち 山脇 あさ子 著 ﾔﾏﾜｷ ｱｻｺ 916 ﾔ 新日本出版社 1996 188p 19cm
ナガサキに翔ぶ ﾅｶﾞｻｷﾆﾄﾌﾞ ふりそでの少女像をつくった中学生たち 山脇 あさ子 著 ﾔﾏﾜｷ ｱｻｺ 916 ﾔ 新日本出版社 1996 188p 19cm
ナガサキに翔ぶ ﾅｶﾞｻｷﾆﾄﾌﾞ ふりそでの少女像をつくった中学生たち 山脇 あさ子 著 ﾔﾏﾜｷ ｱｻｺ 916 ﾔ 新日本出版社 1996 188p 19cm
ナガサキに翔ぶ ﾅｶﾞｻｷﾆﾄﾌﾞ ふりそでの少女像をつくった中学生たち 山脇 あさ子 著 ﾔﾏﾜｷ ｱｻｺ 916 ﾔ 新日本出版社 1996 188p 19cm
ナガサキに翔ぶ ﾅｶﾞｻｷﾆﾄﾌﾞ ふりそでの少女像をつくった中学生たち 山脇 あさ子 著 ﾔﾏﾜｷ ｱｻｺ 916 ﾔ 新日本出版社 1996 188p 19cm
魔術はささやく
ロードス島攻防記
コンスタンティノープルの陥落
十八歳、海へ ｼﾞｭｳﾊｯｻｲｳﾐｴ 集英社文庫 中上 健次 著 ﾅｶｶﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 913 ﾅ 集英社 1980 205p 16cm
オーパ！ ｵｰﾊﾟ 集英社文庫 開高 健 著 ｶｲｺｳ ﾀｹｼ 916 ｶ 集英社 1981 350p 16cm
くますけと一緒に
怪談 ｶｲﾀﾞﾝ 集英社文庫 ラフカディオ・ハーン 〔著〕 ﾊｰﾝ ﾗﾌｶﾃﾞｨｵ 933 ﾊ 集英社 1992 201p 16cm
飛鳥とは何か ｱｽｶﾄﾜﾅﾆｶ 集英社文庫 梅原 猛 著 ｳﾒﾊﾗ ﾀｹｼ 210 ｳ 集英社 1986 334p 16cm
シャーロック・ホームズ コナン・ドイル 933 ﾄ 明治図書
シャーロック・ホームズ コナン・ドイル 933 ﾄ 明治図書
七瀬ふたたび
風立ちぬ ｶｾﾞﾀﾁﾇ 集英社文庫 堀 辰雄 著 ﾎﾘ ﾀﾂｵ 913 ﾎ 集英社 1991 241p 16cm
死者の奢り・飼育
額田女王
女学生
４６番目の密室 ﾖﾝｼﾞｭｳﾛｸﾊﾞﾝﾒﾉﾐｯｼﾂ 講談社文庫 有栖川 有栖 〔著〕 ｱﾘｽｶﾞﾜ ｱﾘｽ 913 ｱ 講談社 1995 357p 15cm
父帰る・屋上の狂人
わたしを置いていかないで ﾜﾀｼｵｵｲﾃｲｶﾅｲﾃﾞ ときめき文学館 Ｉ・スコーテ 作 ｽｺｰﾃ ｲﾝｹﾞﾙ 949 ｽ 金の星社 1995 349p 20cm
わたしを置いていかないで ﾜﾀｼｵｵｲﾃｲｶﾅｲﾃﾞ ときめき文学館 Ｉ・スコーテ 作 ｽｺｰﾃ ｲﾝｹﾞﾙ 949 ｽ 金の星社 1995 349p 20cm
嵐の大地パタゴニア ｱﾗｼﾉﾀﾞｲﾁﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ グレートジャーニー人類５万キロの旅１ グレートジャーニー人類５万キロの旅関野 吉晴 著 ｾｷﾉ ﾖｼﾊﾙ 915 ｾ 小峰書店 1995 119p 22cm
嵐の大地パタゴニア ｱﾗｼﾉﾀﾞｲﾁﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ グレートジャーニー人類５万キロの旅１ グレートジャーニー人類５万キロの旅関野 吉晴 著 ｾｷﾉ ﾖｼﾊﾙ 915 ｾ 小峰書店 1995 119p 22cm
嵐の大地パタゴニア ｱﾗｼﾉﾀﾞｲﾁﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ グレートジャーニー人類５万キロの旅関野 吉晴 著 ｾｷﾉ ﾖｼﾊﾙ 915 ｾ 小峰書店 1995 119p 22cm
嵐の大地パタゴニア ｱﾗｼﾉﾀﾞｲﾁﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ グレートジャーニー人類５万キロの旅関野 吉晴 著 ｾｷﾉ ﾖｼﾊﾙ 915 ｾ 小峰書店 1995 119p 22cm
はだしのゲン３ ﾊﾀﾞｼﾉｹﾞﾝ 麦よ　出よの巻 中沢 啓治 著 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 913 ﾅ 汐文社 1983 257p 19cm
みなぎわの反逆者
わだつみの楊貴妃　前編
わだつみの楊貴妃　中編
わだつみの楊貴妃　後編
黄泉への風穴　前編
黄泉への風穴　後編
はだしのゲン第１０巻 ﾊﾀﾞｼﾉｹﾞﾝ 中沢 啓治 著 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 726 ﾅ 汐文社 1987 254p 19cm
はだしのゲン８ ﾊﾀﾞｼﾉｹﾞﾝ 中沢 啓治 著 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 726 ﾅ 汐文社 1983 256p 19cm
はだしのゲン第９巻 ﾊﾀﾞｼﾉｹﾞﾝ 中沢 啓治 著 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 726 ﾅ 汐文社 1985 256p 19cm
はだしのゲン５ ﾊﾀﾞｼﾉｹﾞﾝ 中沢 啓治 著 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 913 ﾅ 汐文社 1983 265p 19cm
学研まんが世界の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾚｷｼ ペルシア帝国の興亡 ギリシア文明と 監修：長澤和俊 ﾑﾛﾀﾆ ﾂﾈｿﾞｳ 209 ｶ 学研 1992 176p 23cm
学研まんが世界の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾚｷｼ 秦の始皇帝 古代中国文明と 監修：長澤和俊 ﾑﾛﾀﾆ ﾂﾈｿﾞｳ 209 ｶ 学研 1992 176p 23cm
学研まんが世界の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾚｷｼ 大将軍カエサル ローマの拡大と 監修：長澤和俊 ﾑﾛﾀﾆ ﾂﾈｿﾞｳ 209 ｶ 学研 1993 176p 23cm
学研まんが世界の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾚｷｼ 唐の皇帝玄宗 激動の東アジアと 監修：長澤和俊 ﾑﾛﾀﾆ ﾂﾈｿﾞｳ 209 ｶ 学研 1992 176p 23cm
学研まんが世界の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾚｷｼ カール大帝 西ヨーロッパの成立と 監修：長澤和俊 ﾑﾛﾀﾆ ﾂﾈｿﾞｳ 209 ｶ 学研 1995 176p 23cm
学研まんが世界の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾚｷｼ 十字軍とモンゴル帝国 アジアとヨーロッパの興亡と 監修：長澤和俊 ﾑﾛﾀﾆ ﾂﾈｿﾞｳ 209 ｶ 学研 1993 176p 23cm
学研まんが世界の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾚｷｼ 大航海士コロンブス ルネサンス・新航路発見と 監修：長澤和俊 ﾑﾛﾀﾆ ﾂﾈｿﾞｳ 209 ｶ 学研 1992 176p 23cm
学研まんが世界の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾚｷｼ 軍事の天才ナポレオン フランス革命・産業革命と 監修：長澤和俊 ﾑﾛﾀﾆ ﾂﾈｿﾞｳ 209 ｶ 学研 1993 176p 23cm
学研まんが世界の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾚｷｼ リンカーン大統領 アメリカ独立・南北戦争と 監修：長澤和俊 ﾑﾛﾀﾆ ﾂﾈｿﾞｳ 209 ｶ 学研 1993 173p 23cm
学研まんが世界の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾚｷｼ 無抵抗主義者ガンジー アジアの植民地化と 監修：長澤和俊 ﾑﾛﾀﾆ ﾂﾈｿﾞｳ 209 ｶ 学研 1993 176p 23cm
学研まんが世界の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾚｷｼ 国際連盟の誕生 第一次世界大戦・ロシア革命と 監修：長澤和俊 ﾑﾛﾀﾆ ﾂﾈｿﾞｳ 209 ｶ 学研 1993 176p 23cm
学研まんが世界の歴史 ｶﾞｯｹﾝﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾚｷｼ 輝く国際世界へ 国際連合・冷戦の雪どけと 監修：永沢和俊 ﾑﾛﾀﾆ ﾂﾈｿﾞｳ 209 ｶ 学研 1994 176p 23cm
ヤマトタケルノミコト ﾔﾏﾄﾀｹﾙﾉﾐｺﾄ 神話の中の英雄 学研まんが人物日本史　大和時代 289 ｶ 学研 1983 148p 23cm
楠木正成 ｸｽﾉｷﾏｻｼｹﾞ 南北朝の武将 学研まんが人物日本史　室町時代 学研まんが人物日本史　室町時代 289 ｶ 学研 1990 148p 23cm
天智天皇 ﾃﾝｼﾞﾃﾝﾉｳ 大化の改新 学研まんが人物日本史　大和時代 学研まんが人物日本史　大和時代 289 ｶ 学研 1984 148p 23cm
淀君 ﾖﾄﾞｷﾞﾐ 戦国時代の悲劇の姫君 学研まんが人物日本史　桃山時代 学研まんが人物日本史　桃山時代 289 ｶ 学研 1983 148p 23cm
西郷隆盛 官軍の総大将 学研まんが人物日本史　江戸時代・後期 監修：樋口清之 289 ｶ 学研
豊臣秀吉 ﾄﾖﾄﾐﾋﾃﾞﾖｼ 天下の統一 学研まんが人物日本史　桃山時代 学研まんが人物日本史　桃山時代 289 ｶ 学研 1982 148p 23cm



藤原道長 ﾌｼﾞﾜﾗﾉﾐﾁﾅｶﾞ 藤原氏の全盛 学研まんが人物日本史　平安時代 学研まんが人物日本史　平安時代 289 ｶ 学研 1983 147p 23cm
紫式部 ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ はなやかな源氏絵巻 学研まんが人物日本史　平安時代 289 ｶ 学研 1982 148p 23cm
源義経 ﾐﾅﾓﾄﾉﾖｼﾂﾈ 平氏追討の戦い 学研まんが人物日本史　鎌倉時代・前期 学研まんが人物日本史　鎌倉時代前期 289 ｶ 学研 1982 148p 23cm
足利義満 ｱｼｶｶﾞﾖｼﾐﾂ 花の御所と金閣寺 学研まんが人物日本史　室町時代 学研まんが人物日本史　室町時代 289 ｶ 学研 1985 148p 23cm
武田信玄と上杉謙信 ﾀｹﾀﾞｼﾝｹﾞﾝﾄｳｴｽｷﾞｹﾝｼﾝ 川中島の戦い 学研まんが人物日本史　室町時代 学研まんが人物日本史　室町時代 289 ｶ 学研 1982 148p 23cm
真田幸村 ｻﾅﾀﾞﾕｷﾑﾗ 大阪冬の陣夏の陣 学研まんが人物日本史　江戸時代・前期 学研まんが人物日本史　江戸時代前期 289 ｶ 学研 1982 148p 23cm
徳川家光 ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾐﾂ キリシタン追放と鎖国 学研まんが人物日本史　江戸時代（前期） 学研まんが人物日本史　江戸時代（前期） 289 ｶ 学研 1984 148p 23cm
源頼朝 ﾐﾅﾓﾄﾉﾖﾘﾄﾓ 源平の戦い 学研まんが人物日本史　鎌倉時代前期 289 ｶ 学研 1982 148p 23cm
徳川家康 ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾔｽ 関ケ原の合戦 学研まんが人物日本史　江戸時代前期 289 ｶ 学研 1982 148p 23cm
徳川吉宗 ﾄｸｶﾞﾜﾖｼﾑﾈ 世直し将軍 学研まんが人物日本史　江戸時代中期 289 ｶ 学研 1982 148p 23cm
聖武天皇 ｼｮｳﾑﾃﾝﾉｳ 大仏にこめたいのり 学研まんが人物日本史　奈良時代 289 ｶ 学研 1982 148p 23cm
卑弥呼 ﾋﾐｺ まぼろしの女王 学研まんが人物日本史　原始時代 289 ｶ 学研 1982 148p 23cm
平賀源内 ﾋﾗｶﾞｹﾞﾝﾅｲ 江戸の天才発明家 学研まんが人物日本史　江戸時代（後期） 289 ｶ 学研 1989 148p 23cm
福沢諭吉 ﾌｸｻﾞﾜﾕｷﾁ 新しい文化と学問 学研まんが人物日本史　明治時代 289 ｶ 学研 1982 148p 23cm
伊藤博文 ｲﾄｳﾋﾛﾌﾞﾐ 維新と文明開化 学研まんが人物日本史　明治時代 289 ｶ 学研 1982 148p 23cm
大久保利通 ｵｵｸﾎﾞﾄｼﾐﾁ 明治政府の指導者 学研まんが人物日本史　明治時代 学研まんが人物日本史　明治時代 289 ｶ 学研 1989 148p 23cm
みんなの木かげ ﾐﾝﾅﾉｺｶｹﾞ ＰＨＰ創作シリーズ 内海 隆一郎 作 ｳﾂﾐ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 913 ｳ ＰＨＰ研究所 1995 239p 22cm
みんなの木かげ ﾐﾝﾅﾉｺｶｹﾞ ＰＨＰ創作シリーズ 内海 隆一郎 作 ｳﾂﾐ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 913 ｳ ＰＨＰ研究所 1995 239p 22cm
みんなの木かげ ﾐﾝﾅﾉｺｶｹﾞ ＰＨＰ創作シリーズ 内海 隆一郎 作 ｳﾂﾐ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 913 ｳ ＰＨＰ研究所 1995 239p 22cm
日本の深層 ﾆﾎﾝﾉｼﾝｿｳ 縄文・蝦夷文化を探る 集英社文庫 梅原 猛 著 ｳﾒﾊﾗ ﾀｹｼ 210 ｳ 集英社 1994 295p 16cm
堕落論 ﾀﾞﾗｸﾛﾝ 集英社文庫 坂口 安吾 著 ｻｶｸﾞﾁ ｱﾝｺﾞ 914 ｻ 集英社 1990 257p 16cm
しあわせの泣きぼくろ ｼｱﾜｾﾉﾅｷﾎﾞｸﾛ 集英社文庫 谷村 有美 著 ﾀﾆﾑﾗ ﾕﾐ 914 ﾀ 集英社 1994 309p 16cm
日本人と中国人 ﾆﾎﾝｼﾞﾝﾄﾁｭｳｺﾞｸｼﾞﾝ 集英社文庫 陳 舜臣 著 ﾁﾝ ｼｭﾝｼﾝ 360 ﾁ 集英社 1984 228p 16cm
影絵 ｶｹﾞｴ 集英社文庫 宮尾 登美子 著 ﾐﾔｵ ﾄﾐｺ 913 ﾐ 集英社 1996 268p 16cm
銀ギツネの伝記 ｷﾞﾝｷﾞﾂﾈﾉﾃﾞﾝｷ 集英社文庫 シートン 〔著〕 ｼｰﾄﾝ ｱｰﾈｽﾄ･ﾄﾑｿﾝ 480 ｼ 集英社 1978 222p 16cm
図鑑の博物誌 ｽﾞｶﾝﾉﾊｸﾌﾞﾂｼ 集英社文庫 荒俣 宏 著 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 400 ｱ 集英社 1994 375p 16cm
山のパンセ ﾔﾏﾉﾊﾟﾝｾ 集英社文庫 串田 孫一 著 ｸｼﾀﾞ ﾏｺﾞｲﾁ 914 ｸ 集英社 1990 461p 16cm
幻想と死の信越本線 ｹﾞﾝｿｳﾄｼﾉｼﾝｴﾂﾎﾝｾﾝ 集英社文庫 西村 京太郎 著 ﾆｼﾑﾗ ｷｮｳﾀﾛｳ 913 ﾆ 集英社 1994 299p 16cm
砲撃のあとで ﾎｳｹﾞｷﾉｱﾄﾃﾞ 集英社文庫 三木 卓 著 ﾐｷ ﾀｸ 913 ﾐ 集英社 1977 260p 16cm
レパントの海戦
鉄道旅行のたのしみ ﾃﾂﾄﾞｳﾘｮｺｳﾉﾀﾉｼﾐ 集英社文庫 宮脇 俊三 著 ﾐﾔﾜｷ ｼｭﾝｿﾞｳ 916 ﾐ 集英社 1986 246p 16cm
おしまいの日
クローゼットの中の修道女（シスター） ｸﾛｰｾﾞｯﾄﾉﾅｶﾉｼｽﾀｰ 集英社文庫 ドロシー・ギルマン 〔著〕 ｷﾞﾙﾏﾝ ﾄﾞﾛｼｰ 933 ｷ 集英社 1993 320p 16cm
北洋船団女ドクター航海記 ﾎｸﾖｳｾﾝﾀﾞﾝｵﾝﾅﾄﾞｸﾀｰｺｳｶｲｷ 集英社文庫 田村 京子 著 ﾀﾑﾗ ｷｮｳｺ 916 ﾀ 集英社 1989 303p 16cm
辞令 ｼﾞﾚｲ 集英社文庫 高杉 良 著 ﾀｶｽｷﾞ ﾘｮｳ 913 ﾀ 集英社 1991 364p 16cm
一夢庵風流記 ｲﾁﾑｱﾝﾌｳﾘｭｳｷ 集英社文庫 隆 慶一郎 著 ﾘｭｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 913 ﾘ 集英社 1992 542p 16cm
四つの恋の物語 ﾖｯﾂﾉｺｲﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集英社文庫 森 瑶子 著 ﾓﾘ ﾖｳｺ 913 ﾓ 集英社 1995 269p 16cm
生きること学ぶこと ｲｷﾙｺﾄﾏﾅﾌﾞｺﾄ 集英社文庫 広中 平祐 著 ﾋﾛﾅｶ ﾍｲｽｹ 159 ﾋ 集英社 1984 227p 16cm
ふたり
真実の瞬間
あ・うん
大地の子　１
大地の子　２
大地の子　３
大地の子　４
北海道探検記 ﾎｯｶｲﾄﾞｳﾀﾝｹﾝｷ 集英社文庫 本多 勝一 著 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾂｲﾁ 916 ﾎ 集英社 1990 353p 16cm
アメリカよ！あめりかよ！ ｱﾒﾘｶﾖｱﾒﾘｶﾖ 集英社文庫 落合 信彦 著 ｵﾁｱｲ ﾉﾌﾞﾋｺ 916 ｵ 集英社 1991 283p 16cm
ほんとうの私を求めて ﾎﾝﾄｳﾉﾜﾀｸｼｵﾓﾄﾒﾃ 集英社文庫 遠藤 周作 著 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｻｸ 159 ｴ 集英社 1990 235p 16cm
虫の宇宙誌 ﾑｼﾉｳﾁｭｳｼ 集英社文庫 奥本 大三郎 著 ｵｸﾓﾄ ﾀﾞｲｻﾌﾞﾛｳ 486 ｵ 集英社 1984 392p 16cm
葉桜の日
行動することが生きることである ｺｳﾄﾞｳｽﾙｺﾄｶﾞｲｷﾙｺﾄﾃﾞｱﾙ 生き方についての３４３の知恵 集英社文庫 宇野 千代 著 ｳﾉ ﾁﾖ 159 ｳ 集英社 1993 223p 16cm
草の海 ｸｻﾉｳﾐ モンゴル奥地への旅 集英社文庫 椎名 誠 著 ｼｲﾅ ﾏｺﾄ 916 ｼ 集英社 1995 247p 16cm
続　岳物語 ｶﾞｸﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集英社文庫 椎名 誠 著 ｼｲﾅ ﾏｺﾄ 913 ｼ 集英社 1989 299p 16cm
果て遠き丘 ﾊﾃﾄｵｷｵｶ 集英社文庫 三浦 綾子 著 ﾐｳﾗ ｱﾔｺ 913 ﾐ 集英社 1978 592p 16cm
ショートショートの広場① ｼｮｰﾄｼｮｰﾄﾉﾋﾛﾊﾞ 講談社文庫 星 新一 編 ﾎｼ ｼﾝｲﾁ 913 ﾎ 講談社 1989 323p 15cm
炎の蜃気楼（ミラージュ）
硝子の子守唄
琥珀の流星群
まほろばの龍神
覇者の魔境　前編
覇者の魔境　中編
覇者の魔境　後編
漆黒の魔性
白焔（はくえん）の罠
柘榴の影
紫紺の糸　前 ｼｺﾝﾉｲﾄ 破妖の剣　４ コバルト文庫 前田 珠子 著 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾏｺ 913 ﾏ 集英社 1992 216p 15cm
紫紺の糸　後 ｼｺﾝﾉｲﾄ 破妖の剣　４ コバルト文庫 前田 珠子 著 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾏｺ 913 ﾏ 集英社 1993 316p 15cm
銀の海金の大地
銀の海金の大地２
銀の海金の大地３
銀の海金の大地４
銀の海金の大地５
銀の海金の大地６
銀の海金の大地７
銀の海金の大地８
銀の海金の大地９
銀の海金の大地１０
邪眼



碧眼の少年（後編）
暗夜鬼譚
遊行天女
夜叉姫恋変化（前編）
夜叉姫恋変化（後編）
辺境国の罠
赤い瞳のシェスタ
時のはざまで
イズミ幻戦記２
イズミ幻戦記３
砂上の旋律
なんて素敵にジャパネスク
なんて素敵にジャパネスク２
なんて素敵にジャパネスク３
耳をすませば
セイレーンの聖母
迷える羊に愛の手を
十字架の少女
ヴィシュバ・ノール変異譚
星の下でつかまえて
瞳を閉じてつかまえて
ガールフレンドになりたい！！
クリスマスＢＯＸ ｸﾘｽﾏｽﾎﾞｯｸｽ 折原サンタのプレゼント 講談社Ｘ文庫 折原 みと 〔著〕 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ 386 ｵ 講談社 1996 127p 15cm
だって好きなんだもん
悪霊とよばないで
忘れられない
彼の背中を抱きしめたい
ジュリエットの約束
バリ島幽霊事件
長崎異人館幽霊事件
絆
野郎！〈壱〉
野郎！〈弐〉
堕ちる月
時の竜と水の指輪〈前編〉
龍と魔法使い　２
龍と魔法使い　３
龍と魔法使い　４
龍は微睡む（まどろむ）
田辺聖子の古事記 ﾀﾅﾍﾞｾｲｺﾉｺｼﾞｷ 集英社文庫 田辺 聖子 著 ﾀﾅﾍﾞ ｾｲｺ 913 ﾀ 集英社 1991 300p 16cm
夢の宮　竜のみた夢
レティアの涙
京都ムーンライトチェイス ｷｮｳﾄﾑｰﾝﾗｲﾄﾁｪｲｽ コバルト文庫 カトリーヌあやこ 著 ｶﾄﾘｰﾇ ｱﾔｺ 913 ｶ 集英社 1995 202p 15cm
放課後のウィリアム・テル
三次元の殺人
銀斧の聖戦士 ｷﾞﾝﾌﾉｾｲｾﾝｼ プラパ・ゼータ外伝　精竜王　２ 講談社Ｘ文庫 流 星香 〔著〕 ﾅｶﾞﾚ ｾｲｶ 913 ﾅ 講談社 1994 254p 15cm
熱砂の城壁 ﾈｯｻﾉｼﾞｮｳﾍｷ プラパ・ゼータ外伝　精竜王　３ 講談社Ｘ文庫 流 星香 〔著〕 ﾅｶﾞﾚ ｾｲｶ 913 ﾅ 講談社 1995 255p 15cm
華麗なる覇王 ｶﾚｲﾅﾙﾊｵｳ プラパ・ゼータ外伝　精竜王　６ 講談社Ｘ文庫 流 星香 〔著〕 ﾅｶﾞﾚ ｾｲｶ 913 ﾅ 講談社 1995 257p 15cm
冥き妖霧の砦 ｸﾗｷﾖｳﾑﾉﾄﾘﾃﾞ プラパ・ゼータ外伝　精竜王　４ 講談社Ｘ文庫 流 星香 〔著〕 ﾅｶﾞﾚ ｾｲｶ 913 ﾅ 講談社 1995 254p 15cm
風の海迷宮の岸　上 ｶｾﾞﾉｳﾐﾒｲｷｭｳﾉｷｼ 十二国記 講談社Ｘ文庫 小野 不由美 〔著〕 ｵﾉ ﾌﾕﾐ 913 ｵ 講談社 1995 193p 15cm
風の海迷宮の岸　下 ｶｾﾞﾉｳﾐﾒｲｷｭｳﾉｷｼ 十二国記 講談社Ｘ文庫 小野 不由美 〔著〕 ｵﾉ ﾌﾕﾐ 913 ｵ 講談社 1999 199p 15cm
ファイナル・カット ﾌｧｲﾅﾙｶｯﾄ 講談社Ｘ文庫 深沢 梨絵 〔著〕 ﾌｶｻﾞﾜ ﾘｴ 913 ﾌ 講談社 1995 296p 15cm
雪酔い心中 ﾕｷﾖｲｼﾝｼﾞｭｳ 講談社Ｘ文庫 柳田 有里 〔著〕 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕﾘ 913 ﾔ 講談社 1995 182p 15cm
血を啜る魂 ﾁｵｽｽﾙﾀﾏｼｲ 霊感探偵倶楽部 講談社Ｘ文庫 新田 一実 〔著〕 ﾆｯﾀ ｶｽﾞﾐ 913 ﾆ 講談社 1995 250p 15cm
紅月（あかつき）の夢 ｱｶﾂｷﾉﾕﾒ 霊感探偵倶楽部 講談社Ｘ文庫 新田 一実 〔著〕 ﾆｯﾀ ｶｽﾞﾐ 913 ﾆ 講談社 1995 255p 15cm
シャーロック・ホームズ傑作選 ｼｬｰﾛｯｸﾎｰﾑｽﾞｹｯｻｸｾﾝ 集英社文庫 ドイル 〔著〕 ﾄﾞｲﾙ ｱｰｻｰ･ｺﾅﾝ 933 ﾄ 集英社 1992 279p 16cm
シャルルに捧げる夜想曲①
シャルルに捧げる夜想曲②
シャルルに捧げる夜想曲③
キル・ゾーン
星座の国のアリス
あのころ ｱﾉｺﾛ 集英社文庫 さくら ももこ 著 ｻｸﾗ ﾓﾓｺ 914 ｻ 集英社 2004 213p 16cm
青い麦 ｱｵｲﾑｷﾞ 集英社文庫 コレット 〔著〕 ｺﾚｯﾄ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 953 ｺ 集英社 1991 249p 16cm
看護婦物語 ｶﾝｺﾞﾌﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集英社文庫 江川 晴 著 ｴｶﾞﾜ ﾊﾙ 913 ｴ 集英社 1995 238p 16cm
祭りの灯
太陽のエセラ
誘（いざな）いの刻
キャスリング　後編
キャスリング　前編
星から来た船　（下）
星から来た船　（中）
影の中の都
これが私の優しさです ｺﾚｶﾞﾜﾀｼﾉﾔｻｼｻﾃﾞｽ 谷川俊太郎詩集 集英社文庫 谷川 俊太郎 著 ﾀﾆｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 911 ﾀ 集英社 1993 254p 16cm
何とも知れない未来に ﾅﾝﾄﾓｼﾚﾅｲﾐﾗｲﾆ 集英社文庫 大江 健三郎 選 ｵｵｴ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 913 ｵ 集英社 1983 397p 16cm
ことばの国 ｺﾄﾊﾞﾉｸﾆ 集英社文庫 清水 義範 著 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾉﾘ 810 ｼ 集英社 1993 281p 16cm
汚れつちまつた悲しみに…… ﾖｺﾞﾚｯﾁﾏｯﾀｶﾅｼﾐﾆ 中原中也詩集 集英社文庫 中原 中也 著 ﾅｶﾊﾗ ﾁｭｳﾔ 911 ﾅ 集英社 1991 253p 16cm
絵のない絵本 ｴﾉﾅｲｴﾎﾝ 集英社文庫 アンデルセン 〔著〕 ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ ﾊﾝｽ･ｸﾘｽﾁｬﾝ 949 ｱ 集英社 1991 140p 16cm
Ｄｒ．ヘリオットのおかしな体験 ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘｵｯﾄﾉｵｶｼﾅﾀｲｹﾝ 集英社文庫 ジェイムズ・ヘリオット 〔著〕 ﾍﾘｵｯﾄ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 933 ﾍ 集英社 1981 489p 16cm



優しくって少しばか ﾔｻｼｸｯﾃｽｺｼﾊﾞｶ 集英社文庫 原田 宗典 著 ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾉﾘ 913 ﾊ 集英社 1990 294p 16cm
朝のガスパール
アクロイド殺し
諸葛孔明 ｼｮｶﾂｺｳﾒｲ 泣いて馬謖を斬る 集英社文庫 林田 慎之助 著 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 289 ﾊ 集英社 1991 283p 16cm
花物語 吉屋信子 913 ﾖ 新学社
鼻・芋粥・杜子春 父・猿・手巾・蜜柑・トロッコ・白・幻燈・虎の話 芥川龍之介 913 ｱ 新学社
さよならをするために ｻﾖﾅﾗｵｽﾙﾀﾒﾆ 集英社文庫 唯川 恵 著 ﾕｲｶﾜ ｹｲ 913 ﾕ 集英社 1995 278p 16cm
個人的な体験
恋は底ぢから
淑女失格 ｼｭｸｼﾞｮｼｯｶｸ 私の履歴書 集英社文庫 佐藤 愛子 著 ｻﾄｳ ｱｲｺ 910 ｻ 集英社 1993 181p 16cm
私をささえた母の一言 ﾜﾀｼｵｻｻｴﾀﾊﾊﾉﾋﾄｺﾄ ３９人の母たち 集英社文庫 高橋 光子 著 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｺ 914 ﾀ 集英社 1995 285p 16cm
遠野物語 ﾄｵﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集英社文庫 柳田 国男 著 ﾔﾅｷﾞﾀ ｸﾆｵ 382 ﾔ 集英社 1991 253p 16cm
坊っちゃん ﾎﾞｯﾁｬﾝ 新潮文庫 夏目 漱石 著 ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ 913 ﾅ 新潮社 2003 216p 16cm
冴子の東京物語 ｻｴｺﾉﾄｳｷｮｳﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集英社文庫 氷室 冴子 著 ﾋﾑﾛ ｻｴｺ 914 ﾋ 集英社 1990 259p 16cm
吾輩は猫である　下 ﾜｶﾞﾊｲﾜﾈｺﾃﾞｱﾙ 集英社文庫 夏目 漱石 著 ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ 913 ﾅ 集英社 1995 323p 16cm
奇妙な味の物語 ｷﾐｮｳﾅｱｼﾞﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集英社文庫 五木 寛之 著 ｲﾂｷ ﾋﾛﾕｷ 913 ｲ 集英社 1991 235p 16cm
家族八景 ｶｿﾞｸﾊｯｹｲ 新潮文庫 筒井 康隆 著 ﾂﾂｲ ﾔｽﾀｶ 913 ﾂ 新潮社 2002 282p 16cm
人びとの中の私 ﾋﾄﾋﾞﾄﾉﾅｶﾉﾜﾀｸｼ 集英社文庫 曽野 綾子 著 ｿﾉ ｱﾔｺ 914 ｿ 集英社 1980 234p 16cm
たけくらべ ﾀｹｸﾗﾍﾞ 集英社文庫 樋口 一葉 著 ﾋｸﾞﾁ ｲﾁﾖｳ 913 ﾋ 集英社 1993 250p 16cm
君に読んで欲しかった
日本武将譚 ﾆﾎﾝﾌﾞｼｮｳﾀﾝ 文春文庫 菊池 寛 著 ｷｸﾁ ｶﾝ 913 ｷ 文芸春秋 1986 265p 16cm
坊っちゃん ﾎﾞｯﾁｬﾝ 集英社文庫 夏目 漱石 著 ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ 913 ﾅ 集英社 1991 221p 16cm
日本仰天起源 ﾆﾎﾝｷﾞｮｳﾃﾝｷｹﾞﾝ 集英社文庫 荒俣 宏 著 ｱﾗﾏﾀ ﾋﾛｼ 382 ｱ 集英社 1994 332p 16cm
１９７３年のピンボール ｾﾝｷｭｳﾋｬｸﾅﾅｼﾞｭｳｻﾝﾈﾝﾉﾋﾟﾝﾎﾞｰﾙ 講談社文庫 村上 春樹 〔著〕 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ 913 ﾑ 講談社 1983 176p 15cm
夢判断 ﾕﾒﾊﾝﾀﾞﾝ 新潮文庫 阿刀田 高 著 ｱﾄｳﾀﾞ ﾀｶｼ 913 ｱ 新潮社 1983 346p 16cm
子供の領分 ｺﾄﾞﾓﾉﾘｮｳﾌﾞﾝ 集英社文庫 吉行 淳之介 著 ﾖｼﾕｷ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 913 ﾖ 集英社 1993 254p 16cm
ゼロと呼ばれた男 ｾﾞﾛﾄﾖﾊﾞﾚﾀｵﾄｺ 集英社文庫 鳴海 章 著 ﾅﾙﾐ ｼｮｳ 913 ﾅ 集英社 1995 252p 16cm
森を愛さぬ日本人 ﾓﾘｵｱｲｻﾇﾆﾎﾝｼﾞﾝ 集団読書テキスト Ｃ．Ｗ．ニコル 著 ﾆｺﾙ C.W. 914 ﾆ 全国学校図書館協議会1992 25p 19cm
森を愛さぬ日本人 ﾓﾘｵｱｲｻﾇﾆﾎﾝｼﾞﾝ 集団読書テキスト Ｃ．Ｗ．ニコル 著 ﾆｺﾙ C.W. 914 ﾆ 全国学校図書館協議会1992 25p 19cm
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森を愛さぬ日本人 ﾓﾘｵｱｲｻﾇﾆﾎﾝｼﾞﾝ 集団読書テキスト Ｃ．Ｗ．ニコル 著 ﾆｺﾙ C.W. 914 ﾆ 全国学校図書館協議会1992 25p 19cm
森を愛さぬ日本人 ﾓﾘｵｱｲｻﾇﾆﾎﾝｼﾞﾝ 集団読書テキスト Ｃ．Ｗ．ニコル 著 ﾆｺﾙ C.W. 914 ﾆ 全国学校図書館協議会1992 25p 19cm
森を愛さぬ日本人 ﾓﾘｵｱｲｻﾇﾆﾎﾝｼﾞﾝ 集団読書テキスト Ｃ．Ｗ．ニコル 著 ﾆｺﾙ C.W. 914 ﾆ 全国学校図書館協議会1992 25p 19cm
森を愛さぬ日本人 ﾓﾘｵｱｲｻﾇﾆﾎﾝｼﾞﾝ 集団読書テキスト Ｃ．Ｗ．ニコル 著 ﾆｺﾙ C.W. 914 ﾆ 全国学校図書館協議会1992 25p 19cm
森を愛さぬ日本人 ﾓﾘｵｱｲｻﾇﾆﾎﾝｼﾞﾝ 集団読書テキスト Ｃ．Ｗ．ニコル 著 ﾆｺﾙ C.W. 914 ﾆ 全国学校図書館協議会1992 25p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm



黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
黄色い目の魚 ｷｲﾛｲﾒﾉｻｶﾅ 集団読書テキスト 佐藤 多佳子 著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 全国学校図書館協議会1993 37p 19cm
天智天皇 ﾃﾝｼﾞﾃﾝﾉｳ 大化の改新 学研まんが人物日本史　大和時代 288 ﾃ 学研 1984 148p 23cm
坂本竜馬 ｻｶﾓﾄﾘｮｳﾏ 幕末の志士 学研まんが人物日本史　江戸時代後期 289 ｻ 学研 1982 148p 23cm
藤原道長 ﾌｼﾞﾜﾗﾉﾐﾁﾅｶﾞ 藤原氏の全盛 学研まんが人物日本史　平安時代 289 ﾌ 学研 1983 147p 23cm
平清盛 ﾀｲﾗｷﾖﾓﾘ 平氏一門の栄え 学研まんが人物日本史　平安時代 289 ﾀ 学研 1982 148p 23cm
源頼朝 ﾐﾅﾓﾄﾉﾖﾘﾄﾓ 源平の戦い 学研まんが人物日本史　鎌倉時代前期 289 ﾐ 学研 1982 148p 23cm
北条時宗 ﾎｳｼﾞｮｳﾄｷﾑﾈ 元寇のあらし 学研まんが人物日本史　鎌倉時代後期 289 ﾎ 学研 1982 148p 23cm
源義経 ﾐﾅﾓﾄﾉﾖｼﾂﾈ 平氏追討の戦い 学研まんが人物日本史　鎌倉時代前期 289 ﾐ 学研 1982 148p 23cm
足利尊氏 ｱｼｶｶﾞﾀｶｳｼﾞ 南北朝の争い 学研まんが人物日本史　室町時代 289 ｱ 学研 1982 148p 23cm
徳川家康 ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾔｽ 関ケ原の合戦 学研まんが人物日本史　江戸時代前期 289 ﾄ 学研 1982 148p 23cm
伊達政宗 ﾀﾞﾃﾏｻﾑﾈ 東北の勇将 学研まんが人物日本史　江戸時代（前期） 289 ﾀ 学研 1986 143p 23cm
徳川家光 ﾄｸｶﾞﾜｲｴﾐﾂ キリシタン追放と鎖国 学研まんが人物日本史　江戸時代（前期） 289 ﾄ 学研 1984 148p 23cm
真田幸村 ｻﾅﾀﾞﾕｷﾑﾗ 大阪冬の陣夏の陣 学研まんが人物日本史　江戸時代前期 289 ｻ 学研 1982 148p 23cm
足利義満 ｱｼｶｶﾞﾖｼﾐﾂ 花の御所と金閣寺 学研まんが人物日本史　室町時代 289 ｱ 学研 1985 148p 23cm
織田信長 ｵﾀﾞﾉﾌﾞﾅｶﾞ 乱世の戦い 学研まんが人物日本史　安土時代 289 ｵ 学研 1982 148p 23cm
徳川吉宗 ﾄｸｶﾞﾜﾖｼﾑﾈ 世直し将軍 学研まんが人物日本史　江戸時代中期 289 ﾄ 学研 1982 148p 23cm
豊臣秀吉 ﾄﾖﾄﾐﾋﾃﾞﾖｼ 天下の統一 学研まんが人物日本史　桃山時代 289 ﾄ 学研 1982 148p 23cm
西郷隆盛 ｻｲｺﾞｳﾀｶﾓﾘ 官軍の総大将 学研まんが人物日本史　江戸時代後期 289 ｻ 学研 1982 148p 23cm
聖武天皇 ｼｮｳﾑﾃﾝﾉｳ 大仏にこめたいのり 学研まんが人物日本史　奈良時代 288 ｼ 学研 1982 148p 23cm
聖徳太子 ｼｮｳﾄｸﾀｲｼ 仏教伝来と法隆寺 学研まんが人物日本史　大和時代 288 ｼ 学研 1982 148p 23cm
ヤマトタケルノミコト ﾔﾏﾄﾀｹﾙﾉﾐｺﾄ 神話の中の英雄 学研まんが人物日本史　大和時代 288 ﾔ 学研 1983 148p 23cm
卑弥呼 ﾋﾐｺ まぼろしの女王 学研まんが人物日本史　原始時代 289 ﾋ 学研 1982 148p 23cm
楠木正成 ｸｽﾉｷﾏｻｼｹﾞ 南北朝の武将 学研まんが人物日本史　室町時代 289 ｸ 学研 1990 148p 23cm
紫式部 ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ はなやかな源氏絵巻 学研まんが人物日本史　平安時代 910 ﾑ 学研 1982 148p 23cm
淀君 ﾖﾄﾞｷﾞﾐ 戦国時代の悲劇の姫君 学研まんが人物日本史　桃山時代 289 ﾖ 学研 1983 148p 23cm
伊藤博文 ｲﾄｳﾋﾛﾌﾞﾐ 維新と文明開化 学研まんが人物日本史　明治時代 289 ｲ 学研 1982 148p 23cm
福沢諭吉 ﾌｸｻﾞﾜﾕｷﾁ 新しい文化と学問 学研まんが人物日本史　明治時代 289 ﾌ 学研 1982 148p 23cm
大久保利通 ｵｵｸﾎﾞﾄｼﾐﾁ 明治政府の指導者 学研まんが人物日本史　明治時代 289 ｵ 学研 1989 148p 23cm
勝海舟 ｶﾂｶｲｼｭｳ 江戸城明けわたし 学研まんが人物日本史　江戸時代（後期） 289 ｶ 学研 1984 148p 23cm
ぼくらはズッコケ探偵団 ﾎﾞｸﾗﾜｽﾞｯｺｹﾀﾝﾃｲﾀﾞﾝ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1978 182p 22cm
ズッコケ時間漂流記 ｽﾞｯｺｹｼﾞｶﾝﾋｮｳﾘｭｳｷ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1982 182p 22cm
驚異のズッコケ大時震 ｷｮｳｲﾉｽﾞｯｺｹﾀﾞｲｼﾞｼﾝ 新・こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1988 220p 22cm
ズッコケ結婚相談所 ｽﾞｯｺｹｹｯｺﾝｿｳﾀﾞﾝｼｮ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1987 204p 22cm
ズッコケ恐怖体験 ｽﾞｯｺｹｷｮｳﾌﾀｲｹﾝ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1986 198p 22cm
武田信玄と上杉謙信 ﾀｹﾀﾞｼﾝｹﾞﾝﾄｳｴｽｷﾞｹﾝｼﾝ 川中島の戦い 学研まんが人物日本史　室町時代 289 ﾀ 学研 1982 148p 23cm
花のズッコケ児童会長 ﾊﾅﾉｽﾞｯｺｹｼﾞﾄﾞｳｶｲﾁｮｳ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1985 222p 22cm
謎のズッコケ海賊島 ﾅｿﾞﾉｽﾞｯｺｹｶｲｿﾞｸﾄｳ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1987 220p 22cm
平賀源内 ﾋﾗｶﾞｹﾞﾝﾅｲ 江戸の天才発明家 学研まんが人物日本史　江戸時代（後期） 289 ﾋ 学研 1989 148p 23cm
ズッコケ三人組の推理教室 ｽﾞｯｺｹｻﾝﾆﾝｸﾞﾐﾉｽｲﾘｷｮｳｼﾂ 新・こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1989 220p 22cm
ズッコケ山賊修業中 ｽﾞｯｺｹｻﾝｿﾞｸｼｭｷﾞｮｳﾁｭｳ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1984 198p 22cm
ズッコケ財宝調査隊 ｽﾞｯｺｹｻﾞｲﾎｳﾁｮｳｻﾀｲ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1984 190p 22cm
こちらズッコケ探偵事務所 ｺﾁﾗｽﾞｯｺｹﾀﾝﾃｲｼﾞﾑｼｮ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1983 182p 22cm
とびだせズッコケ事件記者 ﾄﾋﾞﾀﾞｾｽﾞｯｺｹｼﾞｹﾝｷｼｬ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1983 198p 22cm
ズッコケ心霊学入門 ｽﾞｯｺｹｼﾝﾚｲｶﾞｸﾆｭｳﾓﾝ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1981 174p 22cm
それいけズッコケ三人組 ｿﾚｲｹｽﾞｯｺｹｻﾝﾆﾝｸﾞﾐ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1978 182p 22cm
ズッコケ文化祭事件 ｽﾞｯｺｹﾌﾞﾝｶｻｲｼﾞｹﾝ 新・こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1988 220p 22cm
うわさのズッコケ株式会社 ｳﾜｻﾉｽﾞｯｺｹｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1986 206p 22cm
ズッコケ宇宙大旅行 ｽﾞｯｺｹｳﾁｭｳﾀﾞｲﾘｮｺｳ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1985 198p 22cm
ズッコケ○秘大作戦 ｽﾞｯｺｹﾏﾙﾋﾀﾞｲｻｸｾﾝ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1980 182p 22cm
大当たりズッコケ占い百科 ｵｵｱﾀﾘｽﾞｯｺｹｳﾗﾅｲﾋｬｯｶ 新・こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1989 204p 22cm
あやうしズッコケ探険隊 ｱﾔｳｼｽﾞｯｺｹﾀﾝｹﾝﾀｲ こども文学館 那須 正幹 作 ﾅｽ ﾏｻﾓﾄ 913 ﾅ ポプラ社 1980 198p 22cm



冴子の東京物語 ｻｴｺﾉﾄｳｷｮｳﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集英社文庫 氷室 冴子 著 ﾋﾑﾛ ｻｴｺ 914 ﾋ 集英社 1990 259p 16cm
こころの名作図書館　２９ ｺｺﾛﾉﾒｲｻｸﾄｼｮｶﾝ 新学社文庫 908 ｺ 新学社 1982 230p 18cm
こころの名作図書館　３８ ｺｺﾛﾉﾒｲｻｸﾄｼｮｶﾝ 新学社文庫 908 ｺ 新学社 1982 190p 18cm
葉桜の日
米 ｽﾞｶｲｲｷｲｷﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 教科書がよくわかる図解いきいき日本の産業 608 ﾔ 学研 1996 55p 31cm
野菜・くだもの ｽﾞｶｲｲｷｲｷﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 教科書がよくわかる図解いきいき日本の産業２ 608 ﾔ 学研 1996 55p 31cm
水産物・畜産物・林産物 ｽﾞｶｲｲｷｲｷﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 教科書がよくわかる図解いきいき日本の産業３ 608 ﾔ 学研 1996 55p 31cm
自動車・石油化学製品 ｽﾞｶｲｲｷｲｷﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 教科書がよくわかる図解いきいき日本の産業４ 608 ﾔ 学研 1996 55p 31cm
伝統工芸品 ｽﾞｶｲｲｷｲｷﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 教科書がよくわかる図解いきいき日本の産業５ 608 ﾔ 学研 1996 55p 31cm
新技術とハイテク製品 ｽﾞｶｲｲｷｲｷﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 教科書がよくわかる図解いきいき日本の産業６ 608 ﾔ 学研 1996 55p 31cm
資源・エネルギーと産業 ｽﾞｶｲｲｷｲｷﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 教科書がよくわかる図解いきいき日本の産業９ 608 ﾔ 学研 1996 55p 31cm
交通運輸・貿易 ｽﾞｶｲｲｷｲｷﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 教科書がよくわかる図解いきいき日本の産業７ 608 ﾔ 学研 1996 55p 31cm
情報通信 ｽﾞｶｲｲｷｲｷﾆﾎﾝﾉｻﾝｷﾞｮｳ 教科書がよくわかる図解いきいき日本の産業８ 608 ﾔ 学研 1996 55p 31cm
イスラエル ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々１ 290 ﾒ 国土社 1991 67p 26cm
韓国 ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々２ 290 ﾒ 国土社 1991 64p 26cm
フィリピン ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々３ 290 ﾒ 国土社 1991 67p 26cm
カナダ ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々４ 290 ﾒ 国土社 1991 67p 26cm
ブラジル ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々５ 290 ﾒ 国土社 1991 67p 26cm
メキシコ ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々 290 ﾒ 国土社 1991 67p 26cm
マダガスカル ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々７ 290 ﾒ 国土社 1991 67p 26cm
ヨルダン ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々８ 290 ﾒ 国土社 1991 67p 26cm
オーストラリア ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々９ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
ペルー ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々１０ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
トルコ ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々１１ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
インド ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々１２ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
エジプト ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々１３ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
スウェーデン ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々１４ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
レバノン ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々１５ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
キューバ ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々１６ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
オーストリア ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々１７ 290 ﾒ 国土社 1993 67p 26cm
ポルトガル ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々１８ 290 ﾒ 国土社 1993 67p 26cm
フランス ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々１９ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
スリランカ ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々２０ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
ギリシア ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々２１ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
オランダ ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々２２ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
アルジェリア ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々２３ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
マレーシア ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々２４ 290 ﾒ 国土社 1994 67p 26cm
ニュージーランド ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々２５ 290 ﾒ 国土社 1995 67p 26cm
ドイツ ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々２６ 290 ﾒ 国土社 1995 67p 26cm
ベトナム ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々２７ 290 ﾒ 国土社 1995 67p 26cm
ベルギー ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々２８ 290 ﾒ 国土社 1995 67p 26cm
ポーランド ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々２９ 290 ﾒ 国土社 1995 67p 26cm
ザイール ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々３０ 290 ﾒ 国土社 1995 67p 26cm
インドネシア ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々３１ 290 ﾒ 国土社 1995 67p 26cm
パナマ ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々３２ 290 ﾒ 国土社 1995 67p 26cm
スペイン ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々３３ 290 ﾒ 国土社 1996 67p 26cm
フィンランド ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々３４ 290 ﾒ 国土社 1996 67p 26cm
ルーマニア ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々３５ 290 ﾒ 国土社 1996 67p 26cm
カメルーン ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々３６ 290 ﾒ 国土社 1996 67p 26cm
ボツワナ ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々３７ 290 ﾒ 国土社 1996 67p 26cm
イエメン ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々３８ 290 ﾒ 国土社 1996 67p 26cm
ノルウェー ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々３９ 290 ﾒ 国土社 1996 67p 26cm
デンマーク ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々４０ 290 ﾒ 国土社 1996 67p 26cm
チェコ ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々４２ 290 ﾒ 国土社 1996 67p 26cm
アイスランド ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々４３ 290 ﾒ 国土社 1996 67p 26cm
タイ ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々４４ 290 ﾒ 国土社 1996 67p 26cm
イングランド ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々４５ 290 ﾒ 国土社 1997 67p 26cm
スコットランド ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々４６ 290 ﾒ 国土社 1997 67p 26cm
ウェールズ ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々４７ 290 ﾒ 国土社 1997 67p 26cm
北アイルランド ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々４８ 290 ﾒ 国土社 1997 67p 26cm
ブルガリア ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々４９ 290 ﾒ 国土社 1998 67p 26cm
スロヴェキア ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々５０ 290 ﾒ 国土社 1999 67p 26cm
イタリア ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々５１ 290 ﾒ 国土社 1999 67p 26cm
アイルランド ﾒﾃﾞﾐﾙｾｶｲﾉｸﾆｸﾞﾆ 目で見る世界の国々５２ 290 ﾒ 国土社 1999 67p 26cm
カナダのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし２１ 日本の子どもたちがみた、雄大な大自然と移民の国 290 ｾ ポプラ社 1997 47p 27cm
ニュージーランドのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし２２ 日本の子どもたちがみた、火山と氷河と羊の国 290 ｾ ポプラ社 1997 47p 27cm
ベトナムのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし２３ 日本の子どもたちがみた、未来へはばたく国ベトナム 290 ｾ ポプラ社 1997 47p 27cm
アルゼンチンのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし２４ 日本の子どもたちがみた、広大なパンパと牧畜の国 290 ｾ ポプラ社 1997 47p 27cm
スペインのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし２５ 日本の子どもたちがみた輝く太陽の国 290 ｾ ポプラ社 1997 47p 27cm
ギリシアのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし２８ 日本の子どもたちがみた、青い海と遺跡の国 290 ｾ ポプラ社 1997 47p 27cm
オランダのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし２６ 日本の子どもたちがみた、干拓で国土を開いた国 290 ｾ ポプラ社 1997 47p 27cm
トルコのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし２９ 日本の子どもたちがみた、東西両文明の交差する国 290 ｾ ポプラ社 1997 47p 27cm
エジプトのくらし ｾｶｲｶｸﾁﾉｸﾗｼ 世界各地のくらし３０ 日本の子どもたちがみた、コーランとピラミッドの国 290 ｾ ポプラ社 1997 47p 27cm
秋のお天気 ﾀﾉｼｲｵﾃﾝｷｶﾞｸ 新版たのしいお天気学３ 渡辺和夫 451 ｼ 小峰書店 1996 65p 27cm
冬のお天気 ﾀﾉｼｲｵﾃﾝｷｶﾞｸ 新版たのしいお天気学４ 根本順吉 451 ｼ 小峰書店 1996 67p 27cm
日本と世界のお天気 ﾀﾉｼｲｵﾃﾝｷｶﾞｸ 新版たのしいお天気学５ 渡辺和夫 451 ｼ 小峰書店 1996 59p 27cm
春のお天気 ﾀﾉｼｲｵﾃﾝｷｶﾞｸ 新版たのしいお天気学１ 451 ｼ 小峰書店 1996 67p 27cm
はっこう博士大かつやく ﾊｯｺｳﾊｶｾﾀﾞｲｶﾂﾔｸ やさしい科学 末松 茂孝 著 ｽｴﾏﾂ ｼｹﾞﾀｶ 590 ｽ さ・え・ら書房 1988 63p 23cm



ストローで調べる強いかたち ｽﾄﾛｰﾃﾞｼﾗﾍﾞﾙﾂﾖｲｶﾀﾁ やさしい科学 やさしい科学 ベルニー・ズボルフスキー 著 ｽﾞﾎﾞﾙﾌｽｷｰ ﾍﾞﾙﾆｰ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1985 47p 23cm
ファラデーのモーターの科学 ﾌｧﾗﾃﾞｰﾉﾓｰﾀｰﾉｶｶﾞｸ やさしい科学 やさしい科学 小林 卓二 著 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸｼﾞ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1986 55p 23cm
水のふしぎを実験しよう ﾐｽﾞﾉﾌｼｷﾞｵｼﾞｯｹﾝｼﾖｳ やさしい科学 やさしい科学 小林 卓二 著 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸｼﾞ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1985 79p 23cm
ダイズ・大豆 ﾀﾞｲｽﾞﾀﾞｲｽﾞ やさしい科学 末松 茂孝 著 ｽｴﾏﾂ ｼｹﾞﾀｶ 590 ｽ さ・え・ら書房 1987 63p 23cm
しゃぼん玉の実験 ｼｬﾎﾞﾝﾀﾞﾏﾉｼﾞｯｹﾝ やさしい科学 やさしい科学 ベルニー・ズボルフスキー 著 ｽﾞﾎﾞﾙﾌｽｷｰ ﾍﾞﾙﾆｰ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1987 47p 23cm
おもしろ科学実験室 ｵﾓｼﾛｶｶﾞｸｼﾞｯｹﾝｼﾂ やさしい科学 やさしい科学 小林 卓二 著 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸｼﾞ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1988 55p 23cm
ボールペンで実験をしよう ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝﾃﾞｼﾞｯｹﾝｵｼﾖｳ やさしい科学 やさしい科学 ベルニー・ズボルフスキー 著 ｽﾞﾎﾞﾙﾌｽｷｰ ﾍﾞﾙﾆｰ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1984 55p 23cm
塩のおもしろ実験室 ｼｵﾉｵﾓｼﾛｼﾞｯｹﾝｼﾂ やさしい科学 やさしい科学 高梨 賢英 共著 ﾀｶﾅｼ ﾏｻﾋﾃﾞ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1988 63p 23cm
空気の実験をしよう ｸｳｷﾉｼﾞｯｹﾝｵｼﾖｳ やさしい科学 小林 卓二 著 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸｼﾞ 432 ｺ さ・え・ら書房 1983 79p 23cm
光と見え方実験 ﾋｶﾘﾄﾐｴｶﾀｼﾞｯｹﾝ やさしい科学 やさしい科学 立花 愛子 著 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｲｺ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1996 63p 23cm
土の観察と実験 ﾂﾁﾉｶﾝｻﾂﾄｼﾞｯｹﾝ やさしい科学 やさしい科学 山崎 良雄 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｵ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1997 63p 23cm
接着のひみつ ｾｯﾁｬｸﾉﾋﾐﾂ やさしい科学 やさしい科学 本山 卓彦 著 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾋｺ 579 ﾓ さ・え・ら書房 1987 62p 23cm
ティッシュの実験 ﾃｨｯｼｭﾉｼﾞｯｹﾝ たのしい科学あそび たのしい科学あそび 立花 愛子 著 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｲｺ 404 ﾀ さ・え・ら書房 1997 63p 22cm
海の貝 ｳﾐﾉｶｲ 学研の観察図鑑１３ 学研の観察図鑑 400 ｶ 学研 1985 187p 19cm
海の生き物 ｳﾐﾉｲｷﾓﾉ 学研の観察図鑑１２ 学研の観察図鑑 400 ｶ 学研 1985 184p 19cm
動物 ﾄﾞｳﾌﾞﾂ 学研の観察図鑑６ 学研の観察図鑑 400 ｶ 学研 1984 188p 19cm
コインの実験 ｺｲﾝﾉｼﾞｯｹﾝ たのしい科学あそび たのしい科学あそび 高梨 賢英 著 ﾀｶﾅｼ ﾏｻﾋﾃﾞ 404 ﾀ さ・え・ら書房 1995 63p 22cm
ストローの実験 ｽﾄﾛｰﾉｼﾞｯｹﾝ たのしい科学あそび たのしい科学あそび 馬場 勝良 著 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾖｼ 404 ﾀ さ・え・ら書房 1994 63p 22cm
“のり”の実験 ﾉﾘﾉｼﾞｯｹﾝ たのしい科学あそび たのしい科学あそび 馬場 勝良 著 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾖｼ 404 ﾀ さ・え・ら書房 1996 63p 22cm
使い切りカメラの実験 ﾂｶｲｷﾘｶﾒﾗﾉｼﾞｯｹﾝ たのしい科学あそび たのしい科学あそび 相場 博明 著 ｱｲﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 404 ﾀ さ・え・ら書房 1997 63p 22cm
砂糖と塩の実験 ｻﾄｳﾄｼｵﾉｼﾞｯｹﾝ たのしい科学あそび たのしい科学あそび 高梨 賢英 著 ﾀｶﾅｼ ﾏｻﾋﾃﾞ 404 ﾀ さ・え・ら書房 1997 63p 22cm
コップの実験 ｺｯﾌﾟﾉｼﾞｯｹﾝ たのしい科学あそび たのしい科学あそび 相場 博明 著 ｱｲﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 404 ﾀ さ・え・ら書房 1995 63p 22cm
ポリぶくろの実験 ﾎﾟﾘﾌﾞｸﾛﾉｼﾞｯｹﾝ たのしい科学あそび たのしい科学あそび 立花 愛子 著 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｲｺ 404 ﾀ さ・え・ら書房 1997 63p 22cm
牛乳パックの実験 ｷﾞｭｳﾆｭｳﾊﾟｯｸﾉｼﾞｯｹﾝ たのしい科学あそび たのしい科学あそび 科学読物研究会 編 ｶｶﾞｸ ﾖﾐﾓﾉ ｹﾝｷｭｳｶｲ 404 ﾀ さ・え・ら書房 1996 63p 22cm
庭の草花 ﾆﾜﾉｸｻﾊﾞﾅ 学研の観察図鑑１４ 学研の観察図鑑 400 ｶ 学研 1985 180p 19cm
どきどき教室ゲーム１０１ ﾎﾟﾌﾟﾗｼｬｹﾞｰﾑﾀﾞｲﾋｬｯｶ ポプラ社・ゲーム大百科１ クラス全員が教室内であそべるゲーム ２１世紀・子どもの遊び研究会 編ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ ｺﾄﾞﾓ ﾉ ｱｿﾋﾞ ｹﾝｷｭｳｶｲ781 ﾎ ポプラ社 1990 127p 27cm
わいわい運動場ゲーム１０１ ﾎﾟﾌﾟﾗｼｬｹﾞｰﾑﾀﾞｲﾋｬｯｶ ポプラ社・ゲーム大百科２ 外へ出て力いっぱいみんなであそぼう ２１世紀・子どもの遊び研究会 編ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ ｺﾄﾞﾓ ﾉ ｱｿﾋﾞ ｹﾝｷｭｳｶｲ781 ﾎ ポプラ社 1990 127p 27cm
おもしろ体育館ゲーム１０１ ﾎﾟﾌﾟﾗｼｬｹﾞｰﾑﾀﾞｲﾋｬｯｶ ポプラ社・ゲーム大百科３ 体をいっぱい使ってあそぶゲーム ２１世紀・子どもの遊び研究会 編ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ ｺﾄﾞﾓ ﾉ ｱｿﾋﾞ ｹﾝｷｭｳｶｲ781 ﾎ ポプラ社 1990 127p 27cm
わくわく遠足ゲーム１０１ ﾎﾟﾌﾟﾗｼｬｹﾞｰﾑﾀﾞｲﾋｬｯｶ ポプラ社・ゲーム大百科４ 遠足のバスの中であそべるゲーム ２１世紀・子どもの遊び研究会 編ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ ｺﾄﾞﾓ ﾉ ｱｿﾋﾞ ｹﾝｷｭｳｶｲ781 ﾎ ポプラ社 1990 127p 27cm
うきうき友だちゲーム１０１ ﾎﾟﾌﾟﾗｼｬｹﾞｰﾑﾀﾞｲﾋｬｯｶ ポプラ社・ゲーム大百科５ 少人数のグループで遊べるゲーム ２１世紀・子どもの遊び研究会 編ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ ｺﾄﾞﾓ ﾉ ｱｿﾋﾞ ｹﾝｷｭｳｶｲ781 ﾎ ポプラ社 1990 127p 27cm
ニコニコ伝承ゲーム１０１ ﾎﾟﾌﾟﾗｼｬｹﾞｰﾑﾀﾞｲﾋｬｯｶ ポプラ社・ゲーム大百科６ 昔から伝わるあそびのいろいろ ２１世紀・子どもの遊び研究会 編ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ ｺﾄﾞﾓ ﾉ ｱｿﾋﾞ ｹﾝｷｭｳｶｲ781 ﾎ ポプラ社 1990 127p 27cm
心臓と血液 ﾜﾀｼﾀﾁﾉｶﾗﾀﾞ わたしたちのからだ１ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 ﾜｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲｱﾝ R. 491 ﾜ 偕成社 1983 47p 26cm
肺と呼吸 ﾜﾀｼﾀﾁﾉｶﾗﾀﾞ わたしたちのからだ２ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 ﾜｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲｱﾝ R. 491 ﾜ 偕成社 1983 47p 26cm
骨格と運動 ﾜﾀｼﾀﾁﾉｶﾗﾀﾞ わたしたちのからだ３ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 ﾜｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲｱﾝ R. 491 ﾜ 偕成社 1983 47p 26cm
食物と消化 ﾜﾀｼﾀﾁﾉｶﾗﾀﾞ わたしたちのからだ４ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 ﾜｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲｱﾝ R. 491 ﾜ 偕成社 1983 47p 26cm
脳と神経 ﾜﾀｼﾀﾁﾉｶﾗﾀﾞ わたしたちのからだ５ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 ﾜｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲｱﾝ R. 491 ﾜ 偕成社 1983 47p 26cm
目と視覚 ﾜﾀｼﾀﾁﾉｶﾗﾀﾞ わたしたちのからだ６ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 ﾜｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲｱﾝ R. 491 ﾜ 偕成社 1983 47p 26cm
触覚・嗅覚・味覚 ﾜﾀｼﾀﾁﾉｶﾗﾀﾞ わたしたちのからだ７ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 ﾜｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲｱﾝ R. 491 ﾜ 偕成社 1983 39p 26cm
触覚・嗅覚・味覚 ﾜﾀｼﾀﾁﾉｶﾗﾀﾞ わたしたちのからだ８ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 ﾜｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲｱﾝ R. 491 ﾜ 偕成社 1983 39p 26cm
誕生と成長 ﾜﾀｼﾀﾁﾉｶﾗﾀﾞ わたしたちのからだ９ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 ﾜｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲｱﾝ R. 491 ﾜ 偕成社 1983 47p 26cm
ホルモンと代謝 ﾜﾀｼﾀﾁﾉｶﾗﾀﾞ わたしたちのからだ１０ ブライアン＝Ｒ＝ワード 作編 ﾜｰﾄﾞ ﾌﾞﾗｲｱﾝ R. 491 ﾜ 偕成社 1983 47p 26cm
キャンプ＆野外生活ワンダーランド ｷｬﾝﾌﾟｱﾝﾄﾞﾔｶﾞｲｾｲｶﾂﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ 準備からテクニックまでだいじなことがよくわかる 遊ブックス 神谷 明宏 編著 ｶﾐﾔ ｱｷﾋﾛ 786 ｶ いかだ社 1998 188p 21cm
楽しいなわとび遊び ﾀﾉｼｲﾅﾜﾄﾋﾞｱｿﾋﾞ 遊ぶスポーツ 太田 昌秀 著 ｵｵﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ 781 ｵ ベースボール・マガジン社1992 209p 19cm
たのしい気象の実験室 ﾀﾉｼｲｵﾃﾝｷｶﾞｸ 新版たのしいお天気学６ 木村龍治 451 ｼ 小峰書店 1996 63p 27cm
夏のお天気 ﾀﾉｼｲｵﾃﾝｷｶﾞｸ 新版たのしいお天気学２ 矢花槇雄 451 ｼ 小峰書店 1996 67p 27cm
お米のひみつ ｵｺﾒﾉﾋﾐﾂ たのしい料理と実験 やさしい科学 小竹 千香子 著 ｵﾀﾞｹ ﾁｶｺ 590 ｵ さ・え・ら書房 1992 63p 23cm
小麦粉のひみつ ｺﾑｷﾞｺﾉﾋﾐﾂ たのしい料理と実験 やさしい科学 小竹 千香子 著 ｵﾀﾞｹ ﾁｶｺ 590 ｵ さ・え・ら書房 1991 63p 23cm
お魚のひみつ ｵｻｶﾅﾉﾋﾐﾂ たのしい料理と実験 やさしい科学 小竹 千香子 著 ｵﾀﾞｹ ﾁｶｺ 590 ｵ さ・え・ら書房 1994 63p 23cm
卵のひみつ ﾀﾏｺﾞﾉﾋﾐﾂ たのしい料理と実験 やさしい科学 小竹 千香子 著 ｵﾀﾞｹ ﾁｶｺ 590 ｵ さ・え・ら書房 1987 63p 23cm
砂糖のひみつ ｻﾄｳﾉﾋﾐﾂ たのしい料理と実験 やさしい科学 小竹 千香子 共著 ｵﾀﾞｹ ﾁｶｺ 590 ｵ さ・え・ら書房 1989 63p 23cm
野菜のひみつ ﾔｻｲﾉﾋﾐﾂ たのしい料理と実験 やさしい科学 小竹 千香子 著 ｵﾀﾞｹ ﾁｶｺ 590 ｵ さ・え・ら書房 1997 63p 23cm
牛乳のひみつ ｷﾞｭｳﾆｭｳﾉﾋﾐﾂ たのしい料理と実験 やさしい科学 小竹 千香子 共著 ｵﾀﾞｹ ﾁｶｺ 590 ｵ さ・え・ら書房 1988 63p 23cm
ポップコーンの科学 ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝﾉｶｶﾞｸ ふくらむなぞに挑戦 やさしい科学 相場 博明 著 ｱｲﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 590 ｱ さ・え・ら書房 1992 63p 23cm
米でつくる ﾀﾍﾞﾓﾉｷｮｳｼﾂ 小学生からおとなまで たべもの教室１ 家庭科教育研究者連盟 編 ｶﾃｲｶ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｼｬ ﾚﾝﾒｲ596 ﾀ 大月書店 1987 61p 23cm
小麦粉でつくる ﾀﾍﾞﾓﾉｷｮｳｼﾂ 小学生からおとなまで たべもの教室２ 家庭科教育研究者連盟 編 ｶﾃｲｶ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｼｬ ﾚﾝﾒｲ596 ﾀ 大月書店 1987 61p 23cm
いもでつくる ﾀﾍﾞﾓﾉｷｮｳｼﾂ 小学生からおとなまで たべもの教室３ 家庭科教育研究者連盟 編 ｶﾃｲｶ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｼｬ ﾚﾝﾒｲ596 ﾀ 大月書店 1988 61p 23cm
豆でつくる ﾀﾍﾞﾓﾉｷｮｳｼﾂ 小学生からおとなまで たべもの教室４ 家庭科教育研究者連盟 編 ｶﾃｲｶ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｼｬ ﾚﾝﾒｲ596 ﾀ 大月書店 1988 61p 23cm
たまごでつくる ﾀﾍﾞﾓﾉｷｮｳｼﾂ 小学生からおとなまで たべもの教室５ 家庭科教育研究者連盟 編 ｶﾃｲｶ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｼｬ ﾚﾝﾒｲ596 ﾀ 大月書店 1988 61p 23cm
牛乳でつくる ﾀﾍﾞﾓﾉｷｮｳｼﾂ 小学生からおとなまで たべもの教室６ 家庭科教育研究者連盟 編 ｶﾃｲｶ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｼｬ ﾚﾝﾒｲ596 ﾀ 大月書店 1988 61p 23cm
野菜でつくる① ﾀﾍﾞﾓﾉｷｮｳｼﾂ 小学生からおとなまで たべもの教室７ 家庭科教育研究者連盟 編 ｶﾃｲｶ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｼｬ ﾚﾝﾒｲ596 ﾀ 大月書店 1988 61p 23cm
野菜でつくる② ﾀﾍﾞﾓﾉｷｮｳｼﾂ 小学生からおとなまで たべもの教室８ 家庭科教育研究者連盟 編 ｶﾃｲｶ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｼｬ ﾚﾝﾒｲ596 ﾀ 大月書店 1988 61p 23cm
魚でつくる ﾀﾍﾞﾓﾉｷｮｳｼﾂ 小学生からおとなまで たべもの教室９ 家庭科教育研究者連盟 編 ｶﾃｲｶ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｼｬ ﾚﾝﾒｲ596 ﾀ 大月書店 1989 61p 23cm
肉でつくる ﾀﾍﾞﾓﾉｷｮｳｼﾂ 小学生からおとなまで たべもの教室１０ 家庭科教育研究者連盟 編 ｶﾃｲｶ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｼｬ ﾚﾝﾒｲ596 ﾀ 大月書店 1989 61p 23cm
おいしくつくる料理のひみつ ﾀﾍﾞﾓﾉｷｮｳｼﾂ 小学生からおとなまで たべもの教室　別巻１ 家庭科教育研究者連盟 編 ｶﾃｲｶ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｼｬ ﾚﾝﾒｲ596 ﾀ 大月書店 1991 78p 23cm
味つけと料理道具のひみつ ﾀﾍﾞﾓﾉｷｮｳｼﾂ 小学生からおとなまで たべもの教室別巻２ 家庭科教育研究者連盟 編 ｶﾃｲｶ ｷｮｳｲｸ ｹﾝｷｭｳｼｬ ﾚﾝﾒｲ596 ﾀ 大月書店 1991 93p 23cm
ぬいぐるみと人形 ｼﾞｭﾆｱｼｭｹﾞｲｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア手芸全集１ 594 ｼ 学研 1986 64p 27cm
ファッションアクセサリー ｼﾞｭﾆｱｼｭｹﾞｲｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア手芸全集２ 594 ｼ 学研 1986 64p 27cm
キッチン小物とエプロン ｼﾞｭﾆｱｼｭｹﾞｲｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア手芸全集３ 594 ｼ 学研 1986 64p 27cm
インテリアグッズ ｼﾞｭﾆｱｼｭｹﾞｲｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア手芸全集４ 594 ｼ 学研 1986 64p 27cm
バッグとふくろもの ｼﾞｭﾆｱｼｭｹﾞｲｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア手芸全集５ 594 ｼ 学研 1986 64p 27cm
スポーツグッズ ｼﾞｭﾆｱｼｭｹﾞｲｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア手芸全集６ 594 ｼ 学研 1986 64p 27cm
シンプルニット ｼﾞｭﾆｱｼｭｹﾞｲｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア手芸全集７ 594 ｼ 学研 1986 64p 27cm
パジャマとナイティ ｼﾞｭﾆｱｼｭｹﾞｲｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア手芸全集８ 594 ｼ 学研 1986 64p 27cm
イージーソーイング ｼﾞｭﾆｱｼｭｹﾞｲｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア手芸全集９ 594 ｼ 学研 1986 64p 27cm
アイディア手芸 ｼﾞｭﾆｱｼｭｹﾞｲｾﾞﾝｼｭｳ ジュニア手芸全集１０ 594 ｼ 学研 1986 64p 27cm
調べて学ぶ日本の衣食住 ｼﾗﾍﾞﾃﾏﾅﾌﾞﾆﾎﾝﾉｲｼｮｸｼﾞｭｳ 日本人はどうすんできたか 住 210 ｼ 大日本図書 1997 79p 31cm
調べて学ぶ日本の衣食住 ｼﾗﾍﾞﾃﾏﾅﾌﾞﾆﾎﾝﾉｲｼｮｸｼﾞｭｳ 日本人は何を食べてきたか 食 210 ｼ 大日本図書 1997 95p 31cm
調べて学ぶ日本の衣食住 ｼﾗﾍﾞﾃﾏﾅﾌﾞﾆﾎﾝﾉｲｼｮｸｼﾞｭｳ 日本人は何を着てきたか 衣 210 ｼ 大日本図書 1997 79p 31cm



ＯＹＳＹそば そば打ちを究める 全国２００店ガイド 596 ｵ 柴田書店
総合学習の思想と技術 ｿｳｺﾞｳｶﾞｸｼｭｳﾉｼｿｳﾄｷﾞｼﾞｭﾂ オピニオン叢書 加藤 幸次 著 ｶﾄｳ ﾕｷﾂｸﾞ 375 ｶ 明治図書出版 1997 112p 19cm
ドラマで楽しむ中学校劇１年 ﾄﾞﾗﾏﾃﾞﾀﾉｼﾑﾁｭｳｶﾞｯｺｳｹﾞｷｲﾁﾈﾝ 学年別・中学校劇脚本集 木村 たかし 〔ほか〕編集 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 775 ｷ 小峰書店 1997 221p 27cm
ドラマで生きる中学校劇３年 ﾄﾞﾗﾏﾃﾞｲｷﾙﾁｭｳｶﾞｯｺｳｹﾞｷｻﾝﾈﾝ 学年別・中学校劇脚本集 木村 たかし 〔ほか〕編集 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 775 ｷ 小峰書店 1997 231p 27cm
外国の教科書に、日本はどう書かれているかｶﾞｲｺｸﾉｷｮｳｶｼｮﾆﾆﾎﾝﾜﾄﾞｳｶｶﾚﾃｲﾙｶ 韓国、中国、アメリカの歴史教科書を読み比べてみたら…… 小中 陽太郎 著 ｺﾅｶ ﾖｳﾀﾛｳ 210 ｺ ごま書房 1997 259p 20cm
自分をまもる ﾐﾝﾅﾃﾞｲｷﾙﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ みんなで生きる・２１世紀１ ＬＥＴ’Ｓ　ＴＡＬＫ　ＡＢＯＵＴ ピート・サンダース 360 ﾐ ポプラ社 1997 31p 23×23cm
いじめ ﾐﾝﾅﾃﾞｲｷﾙﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ みんなで生きる・２１世紀２ ＬＥＴ’Ｓ　ＴＡＬＫ　ＡＢＯＵＴ アンジェラ・グランゼル 360 ﾐ ポプラ社 1997 31p 23×23cm
家族のつながり ﾐﾝﾅﾃﾞｲｷﾙﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ みんなで生きる・２１世紀３ ＬＥＴ’Ｓ　ＴＡＬＫ　ＡＢＯＵＴ アンジェラ・グランゼル 360 ﾐ ポプラ社 1997 31p 23×23cm
「死ぬ」ということ ﾐﾝﾅﾃﾞｲｷﾙﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ みんなで生きる・２１世紀４ ＬＥＴ’Ｓ　ＴＡＬＫ　ＡＢＯＵＴ ピート・サンダース 360 ﾐ ポプラ社 1997 31p 23×23cm
「年をとる」ということ ﾐﾝﾅﾃﾞｲｷﾙﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ みんなで生きる・２１世紀５ ＬＥＴ’Ｓ　ＴＡＬＫ　ＡＢＯＵＴ ピート・サンダース 360 ﾐ ポプラ社 1997 31p 23×23cm
障害のある人びと ﾐﾝﾅﾃﾞｲｷﾙﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ みんなで生きる・２１世紀６ ＬＥＴ’Ｓ　ＴＡＬＫ　ＡＢＯＵＴ ピート・サンダース 360 ﾐ ポプラ社 1997 30p 23×23cm
離婚 ﾐﾝﾅﾃﾞｲｷﾙﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ みんなで生きる・２１世紀７ ＬＥＴ’Ｔ　ＴＡＬＫ　ＡＢＯＵＴ 360 ﾐ ポプラ社 1997 31p 23×23cm
エイズ ﾐﾝﾅﾃﾞｲｷﾙﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ みんなで生きる・２１世紀８ ＬＥＴ’Ｓ　ＴＡＬＫ　ＡＢＯＵＴ ピート・サンダース／クレア・ファーカー 360 ﾐ ポプラ社 1997 31p 23×23cm
人種差別 ﾐﾝﾅﾃﾞｲｷﾙﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ みんなで生きる・２１世紀９ ＬＥＴ’Ｓ　ＴＡＬＫ　ＡＢＯＵＴ アンジェラ・グランゼル 360 ﾐ ポプラ社 1997 31p 23×23cm
飢える人びと ﾐﾝﾅﾃﾞｲｷﾙﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ みんなで生きる・２１世紀１０ ＬＥＴ’Ｓ　ＴＡＬＫ　ＡＢＯＵＴ ルース・バースフェルト 360 ﾐ ポプラ社 1997 31p 23×23cm
戦争はなぜおこるのか ﾐﾝﾅﾃﾞｲｷﾙﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ みんなで生きる・２１世紀１１ ＬＥＴ’Ｓ　ＴＡＬＫ　ＡＢＯＵＴ 山本直英 360 ﾐ ポプラ社 1997 31p 23×23cm
傷つけられる動物たち ﾐﾝﾅﾃﾞｲｷﾙﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷ みんなで生きる・２１世紀１２ ＬＥＴ’Ｓ　ＴＡＬＫ　ＡＢＯＵＴ マイルス・バートン 360 ﾐ ポプラ社 1997 31p 23×23cm
環境保護と福祉のしくみ ｽﾞｶｲﾃﾞｼﾗﾍﾞﾙｼｬｶｲﾉｼｸﾐ 図解で調べる社会のしくみ６ ＰＨＰ研究所 編 ﾋﾟｰｴｲﾁﾋﾟｰ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 300 ﾋ ＰＨＰ研究所 1997 39p 31cm
喜びと力をとりもどす１５の物語　上 ｾｲｼﾞｭｸﾉﾀﾒﾉｼﾝﾘﾄﾞｳﾜ 成熟のための心理童話 アラン・Ｂ・チネン 著 ﾁﾈﾝ ｱﾗﾝ B. 146 ﾁ 早川書房 1996 148p 18cm
喜びと力をとりもどす１５の物語　下 ｾｲｼﾞｭｸﾉﾀﾒﾉｼﾝﾘﾄﾞｳﾜ 成熟のための心理童話 アラン・Ｂ・チネン 著 ﾁﾈﾝ ｱﾗﾝ B. 146 ﾁ 早川書房 1996 138p 18cm
学校・友達・先生のなやみ ｵﾔﾆﾜｲｴﾅｲﾜﾀｼﾉﾅﾔﾐ 親にはいえないわたしのなやみ１ 上出　弘之　監修 159 ｵ ポプラ社 1995 111p 24cm
勉強・成績・進学のなやみ ｵﾔﾆﾜｲｴﾅｲﾜﾀｼﾉﾅﾔﾐ おやにはいえないわたしのなやみ２ 上出　弘之　監修 159 ｵ ポプラ社 1995 111p 24cm
性格・恋愛のなやみ ｵﾔﾆﾜｲｴﾅｲﾜﾀｼﾉﾅﾔﾐ 親にはいえないわたしのなやみ３ 上出　弘之　監修 159 ｵ ポプラ社 1995 111p 24cm
クセや体調のなやみ 親にはいえないわたしのなやみ４ 上出　弘之 159 ｵ ポプラ社
性やからだのなやみ ｵﾔﾆﾜｲｴﾅｲﾜﾀｼﾉﾅﾔﾐ 親にはいえないわたしのなやみ５ 上出　弘之 159 ｵ ポプラ社 1995 111p 24cm
親や家族のなやみ ｵﾔﾆﾜｲｴﾅｲﾜﾀｼﾉﾅﾔﾐ 親にはいえないわたしのなやみ 上出　弘之　監修 159 ｵ ポプラ社 1995 111p 24cm
わるいさそいのなやみ ｵﾔﾆﾜｲｴﾅｲﾜﾀｼﾉﾅﾔﾐ 親にはいえないわたしのなやみ 上出　弘之　監修 159 ｵ ポプラ社 1995 111p 24cm
漢詩で詠む中国歴史物語 ｶﾝｼﾃﾞﾖﾑﾁｭｳｺﾞｸﾚｷｼﾓﾉｶﾞﾀﾘ 春秋戦国時代～漢時代 壮士一たび去って復還らず 222 ｶ 世界文化社 1996 111p 31cm
漢詩で詠む中国歴史物語 ｶﾝｼﾃﾞﾖﾑﾁｭｳｺﾞｸﾚｷｼﾓﾉｶﾞﾀﾘ 漢末～南北朝時代 ニ龍争戦し雌雄を決す 222 ｶ 世界文化社 1996 111p 31cm
漢詩で詠む中国歴史物語 ｶﾝｼﾃﾞﾖﾑﾁｭｳｺﾞｸﾚｷｼﾓﾉｶﾞﾀﾘ 隋～唐時代前期 国破れて山河在り 222 ｶ 世界文化社 1996 111p 31cm
漢詩で詠む中国歴史物語 ｶﾝｼﾃﾞﾖﾑﾁｭｳｺﾞｸﾚｷｼﾓﾉｶﾞﾀﾘ 唐時代後期～五代十国 一将功成りて万骨枯る 222 ｶ 世界文化社 1996 111p 31cm
漢詩で詠む中国歴史物語 ｶﾝｼﾃﾞﾖﾑﾁｭｳｺﾞｸﾚｷｼﾓﾉｶﾞﾀﾘ 宋～近代 春宵一刻値千金 222 ｶ 世界文化社 1996 111p 31cm
麻薬って何だ？ ﾏﾔｸｯﾃﾅﾝﾀﾞ 毒にも薬にもなる麻薬 ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 剣持 加津夫 著 ｹﾝﾓﾁ ｶｽﾞｵ 361 ﾎ ポプラ社 1997 198p 19cm
水滸伝　上 ｽｲｺﾃﾞﾝ 岩波少年文庫 施 耐庵 作 ｼ ﾀｲｱﾝ 923 ｼ 岩波書店 1980 319p 18cm
水滸伝　中 ｽｲｺﾃﾞﾝ 岩波少年文庫 施 耐庵 作 ｼ ﾀｲｱﾝ 923 ｼ 岩波書店 1979 294p 18cm
心に秘めていた戦争の話 ｺｺﾛﾆﾋﾒﾃｲﾀｾﾝｿｳﾉﾊﾅｼ 戦後５０年あのころ子どもたちは… 調布市戦時記録保存会 編 ﾁｮｳﾌｼ ｾﾝｼﾞ ｷﾛｸ ﾎｿﾞﾝｶｲ 916 ﾁ 偕成社 1995 165p 21cm
萌えろ！ガジュマル ﾓｴﾛｶﾞｼﾞｭﾏﾙ 沖縄戦から五十年、一家全滅の村で 久手堅 憲俊 作 ｸﾃﾞｹﾝ ｹﾝｼｭﾝ 916 ｸ 偕成社 1994 182p 21cm
そのとき、ぼくは戦場にいた ｿﾉﾄｷﾎﾞｸﾜｾﾝｼﾞｮｳﾆｲﾀ 勇たちの沖縄戦 坂井 ひろ子 文 ｻｶｲ ﾋﾛｺ 913 ｻ 偕成社 1995 206p 21cm
０点をとった日に読む本 ﾚｲﾃﾝｵﾄｯﾀﾋﾆﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1990 198p 22cm
けんかをした日に読む本 ｹﾝｶｵｼﾀﾋﾆﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1990 194p 22cm
おやつを食べながら読む本 ｵﾔﾂｵﾀﾍﾞﾅｶﾞﾗﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1990 198p 22cm
学校に行きたくない日に読む本 ｶﾞｯｺｳﾆｲｷﾀｸﾅｲﾋﾆﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1990 198p 22cm
遠くへ行きたい日に読む本 ﾄｵｸｴｲｷﾀｲﾋﾆﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1990 230p 22cm
ねる前に読む本 ﾈﾙﾏｴﾆﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1990 194p 22cm
音楽をききながら読む本 ｵﾝｶﾞｸｵｷｷﾅｶﾞﾗﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1990 204p 22cm
おかあさんがいない日に読む本 ｵｶｱｻﾝｶﾞｲﾅｲﾋﾆﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1992 191p 22cm
かぜをひいた日に読む本 ｶｾﾞｵﾋｲﾀﾋﾆﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1992 206p 22cm
わすれものをした日に読む本 ﾜｽﾚﾓﾉｵｼﾀﾋﾆﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1992 188p 22cm
テストの前の日に読む本 ﾃｽﾄﾉﾏｴﾉﾋﾆﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1992 206p 22cm
動物といっしょに読む本 ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾄｲｯｼｮﾆﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1992 210p 22cm
三振をした日に読む本 ｻﾝｼﾝｵｼﾀﾋﾆﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1992 219p 22cm
雨ふりの日に読む本 ｱﾒﾌﾘﾉﾋﾆﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1992 187p 22cm
うそをついた日に読む本 ｳｿｵﾂｲﾀﾋﾆﾖﾑﾎﾝ きょうはこの本読みたいな 現代児童文学研究会 編 ｹﾞﾝﾀﾞｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｶｲ913 ｹ 偕成社 1992 208p 22cm
象のいない動物園 ｿﾞｳﾉｲﾅｲﾄﾞｳﾌﾞﾂｴﾝ 斎藤 憐 作 ｻｲﾄｳ ﾚﾝ 913 ｻ 偕成社 1982 158p 22cm
おはよう寄生虫さん ｵﾊﾖｳｷｾｲﾁｭｳｻﾝ 世にも不思議な生きものの話 講談社＋α 文庫 亀谷 了 〔著〕 ｶﾒｶﾞｲ ｻﾄﾙ 491 ｶ 講談社 1996 293p 16cm
イタリアからの手紙 ｲﾀﾘｱｶﾗﾉﾃｶﾞﾐ 新潮文庫 塩野 七生 著 ｼｵﾉ ﾅﾅﾐ 914 ｼ 新潮社 1997 230p 16cm
少年Ｈ　上巻 ｼｮｳﾈﾝｴｯﾁ 妹尾 河童 著 ｾﾉｵ ｶｯﾊﾟ 913 ｾ 講談社 1997 355p 20cm
少年Ｈ　下巻 ｼｮｳﾈﾝｴｯﾁ 妹尾 河童 著 ｾﾉｵ ｶｯﾊﾟ 913 ｾ 講談社 1997 355p 20cm
萌えろ！ガジュマル
ゆみ子とつばめのおはか ﾕﾐｺﾄﾂﾊﾞﾒﾉｵﾊｶ 偕成社の創作どうわ傑作選 今西 祐行 さく ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ｲ 偕成社 1978 77p 23cm
時を超えた記憶 ﾄｷｵｺｴﾀｷｵｸ ラスコーの夢 ときめき文学館 Ｊ・フェリス 作 ﾌｪﾘｽ ｼﾞｰﾝ 933 ﾌ 金の星社 1996 269p 20cm
時を超えた記憶 ﾄｷｵｺｴﾀｷｵｸ ラスコーの夢 ときめき文学館 Ｊ・フェリス 作 ﾌｪﾘｽ ｼﾞｰﾝ 933 ﾌ 金の星社 1996 269p 20cm
時を超えた記憶 ﾄｷｵｺｴﾀｷｵｸ ラスコーの夢 ときめき文学館 Ｊ・フェリス 作 ﾌｪﾘｽ ｼﾞｰﾝ 933 ﾌ 金の星社 1996 269p 20cm
時を超えた記憶 ﾄｷｵｺｴﾀｷｵｸ ラスコーの夢 ときめき文学館 Ｊ・フェリス 作 ﾌｪﾘｽ ｼﾞｰﾝ 933 ﾌ 金の星社 1996 269p 20cm
時を超えた記憶 ﾄｷｵｺｴﾀｷｵｸ ラスコーの夢 ときめき文学館 Ｊ・フェリス 作 ﾌｪﾘｽ ｼﾞｰﾝ 933 ﾌ 金の星社 1996 269p 20cm
ちいさなちいさな王様 ﾁｲｻﾅﾁｲｻﾅｵｳｻﾏ アクセル・ハッケ 作 ﾊｯｹ ｱｸｾﾙ 943 ﾊ 講談社 1996 108p 20cm
ちいさなちいさな王様 ﾁｲｻﾅﾁｲｻﾅｵｳｻﾏ アクセル・ハッケ 作 ﾊｯｹ ｱｸｾﾙ 943 ﾊ 講談社 1996 108p 20cm
ちいさなちいさな王様 ﾁｲｻﾅﾁｲｻﾅｵｳｻﾏ アクセル・ハッケ 作 ﾊｯｹ ｱｸｾﾙ 943 ﾊ 講談社 1996 108p 20cm
ＡＢＣ殺人事件 ｴｰﾋﾞｰｼｰｻﾂｼﾞﾝｼﾞｹﾝ 偕成社文庫 クリスティ 作 ｸﾘｽﾃｨｰ ｱｶﾞｻ 933 ｸ 偕成社 1990 436p 19cm
大空の殺人 ｵｵｿﾞﾗﾉｻﾂｼﾞﾝ 偕成社文庫 アガサ・クリスティ 作 ｸﾘｽﾃｨｰ ｱｶﾞｻ 933 ｸ 偕成社 1993 408p 19cm
オリエント急行殺人事件 ｵﾘｴﾝﾄｷｭｳｺｳｻﾂｼﾞﾝｼﾞｹﾝ 偕成社文庫 アガサ・クリスティ 作 ｸﾘｽﾃｨｰ ｱｶﾞｻ 933 ｸ 偕成社 1995 422p 19cm
エジプト墳墓の謎ほか ｱｶﾞｻｸﾘｽﾃｨｽｲﾘｺﾚｸｼｮﾝ アガサ・クリスティ推理コレクション１ 偕成社文庫 アガサ・クリスティ 作 ｸﾘｽﾃｨｰ ｱｶﾞｻ 933 ｸ 偕成社 1997 209p 19cm
プリマス行き急行列車ほか ｱｶﾞｻｸﾘｽﾃｨｽｲﾘｺﾚｸｼｮﾝ アガサ・クリスティ推理コレクション２ 偕成社文庫 アガサ・クリスティ 作 ｸﾘｽﾃｨｰ ｱｶﾞｻ 933 ｸ 偕成社 1997 219p 19cm
アガサ＝クリスティ推理・探偵小説集１ ｱｶﾞｻｸﾘｽﾃｨｽｲﾘﾀﾝﾃｲｼｮｳｾﾂｼｭｳ 偕成社文庫 アガサ＝クリスティ 作 ｸﾘｽﾃｨｰ ｱｶﾞｻ 933 ｸ 偕成社 1986 247p 19cm
アガサ＝クリスティ推理・探偵小説集２ ｱｶﾞｻｸﾘｽﾃｨｽｲﾘﾀﾝﾃｲｼｮｳｾﾂｼｭｳ 偕成社文庫 アガサ＝クリスティ 作 ｸﾘｽﾃｨｰ ｱｶﾞｻ 933 ｸ 偕成社 1986 241p 19cm
潜水艦の設計図ほか ｱｶﾞｻｸﾘｽﾃｨｽｲﾘｺﾚｸｼｮﾝ アガサ・クリスティ推理コレクション３ 偕成社文庫 アガサ・クリスティ 作 ｸﾘｽﾃｨｰ ｱｶﾞｻ 933 ｸ 偕成社 1997 207p 19cm
検察側の証人ほか ｱｶﾞｻｸﾘｽﾃｨｽｲﾘｺﾚｸｼｮﾝ アガサ・クリスティ推理コレクション５ 偕成社文庫 アガサ・クリスティ 作 ｸﾘｽﾃｨｰ ｱｶﾞｻ 933 ｸ 偕成社 1997 201p 19cm
私のアンネ＝フランク ﾜﾀｸｼﾉｱﾝﾈﾌﾗﾝｸ 偕成社の創作文学 松谷 みよ子 著 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾖｺ 913 ﾏ 偕成社 1979 253p 21cm



リプレイ
がんばりません ｶﾞﾝﾊﾞﾘﾏｾﾝ 新潮文庫 佐野 洋子 著 ｻﾉ ﾖｳｺ 914 ｻ 新潮社 1996 310p 16cm
人の短篇集 ﾋﾄﾉﾀﾝﾍﾟﾝｼｭｳ 角川文庫 原田 宗典 〔著〕 ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾉﾘ 913 ﾊ 角川書店 1999 181p 15cm
魔性の子
つめたいよるに ﾂﾒﾀｲﾖﾙﾆ 新潮文庫 江国 香織 著 ｴｸﾆ ｶｵﾘ 913 ｴ 新潮社 1996 209p 16cm
ギリシア神話を知っていますか ｷﾞﾘｼｱｼﾝﾜｵｼｯﾃｲﾏｽｶ 新潮文庫 阿刀田 高 著 ｱﾄｳﾀﾞ ﾀｶｼ 164 ｱ 新潮社 1984 241p 16cm
栄光なき天才たち　４ ｴｲｺｳﾅｷﾃﾝｻｲﾀﾁ 集英社文庫 伊藤 智義 作 ｲﾄｳ ﾄﾓﾖｼ 726 ｴ 集英社 1997 333p 16cm
声優になりたいあなたへ ｾｲﾕｳﾆﾅﾘﾀｲｱﾅﾀｴ アニメージュ・オリジナルレポート 渡辺 由美子 著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐｺ 778 ﾜ 徳間書店 1994 121p 19cm
おばあちゃんに学ぶ健康の知恵 ｵﾊﾞｱﾁｬﾝﾆﾏﾅﾌﾞｹﾝｺｳﾉﾁｴ 台所にあるものでスグ作れる予算０の健康法 小学館実用シリーズ 古谷 三敏 著 ﾌﾙﾔ ﾐﾂﾄｼ 498 ﾌ 小学館 1995 256p 19cm
まんが方言なんでも事典 ﾏﾝｶﾞﾎｳｹﾞﾝﾅﾝﾃﾞﾓｼﾞﾃﾝ 三井 はるみ 監修・文 ﾐﾂｲ ﾊﾙﾐ 810 ﾏ 金の星社 1998 143p 20cm
まんが難読漢字なんでも事典 ﾏﾝｶﾞﾅﾝﾄﾞｸｶﾝｼﾞﾅﾝﾃﾞﾓｼﾞﾃﾝ 高橋 秀治 監修・文 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｼﾞ 810 ﾏ 金の星社 1998 143p 20cm
まんが語源なんでも事典 ﾏﾝｶﾞｺﾞｹﾞﾝﾅﾝﾃﾞﾓｼﾞﾃﾝ 内田 玉男 絵 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾏｵ 810 ﾏ 金の星社 1998 143p 20cm
まんが俳句なんでも事典 ﾏﾝｶﾞﾊｲｸﾅﾝﾃﾞﾓｼﾞﾃﾝ 石塚 修 文 ｲｼｽﾞｶ ｵｻﾑ 911 ｲ 金の星社 1996 159p 20cm
まんが四字熟語なんでも事典 ﾏﾝｶﾞﾖｼﾞｼﾞｭｸｺﾞﾅﾝﾃﾞﾓｼﾞﾃﾝ 関口 たか広 絵 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 810 ﾏ 金の星社 1996 159p 20cm
まんが短歌なんでも事典 ﾏﾝｶﾞﾀﾝｶﾅﾝﾃﾞﾓｼﾞﾃﾝ 須藤 敬 文 ｽﾄﾞｳ ﾀｶｼ 911 ｽ 金の星社 1996 159p 20cm
まんが外来語なんでも事典 ﾏﾝｶﾞｶﾞｲﾗｲｺﾞﾅﾝﾃﾞﾓｼﾞﾃﾝ 江川 清 監修・文 ｴｶﾞﾜ ｷﾖｼ 810 ﾏ 金の星社 1998 143p 20cm
まんが慣用句なんでも事典 ﾏﾝｶﾞｶﾝﾖｳｸﾅﾝﾃﾞﾓｼﾞﾃﾝ 北山 竜 絵 ｷﾀﾔﾏ ﾘｭｳ 810 ﾏ 金の星社 1998 143p 20cm
絵で見るたのしい古典１ ｴﾃﾞﾐﾙﾀﾉｼｲｺﾃﾝ 古事記・風土記 918 ｴ 学研 1990 64p 27cm
絵で見るたのしい古典２ ｴﾃﾞﾐﾙﾀﾉｼｲｺﾃﾝ 竹取物語 918 ｴ 学研 1990 64p 27cm
絵で見るたのしい古典３ ｴﾃﾞﾐﾙﾀﾉｼｲｺﾃﾝ 源氏物語 918 ｴ 学研 1990 64p 27cm
絵で見るたのしい古典４ ｴﾃﾞﾐﾙﾀﾉｼｲｺﾃﾝ 枕草子・徒然草 918 ｴ 学研 1990 64p 27cm
絵で見るたのしい古典５ ｴﾃﾞﾐﾙﾀﾉｼｲｺﾃﾝ 今昔物語 918 ｴ 学研 1990 64p 27cm
絵で見るたのしい古典６ ｴﾃﾞﾐﾙﾀﾉｼｲｺﾃﾝ 平家物語 918 ｴ 学研 1990 64p 27cm
絵で見るたのしい古典７ ｴﾃﾞﾐﾙﾀﾉｼｲｺﾃﾝ 奥の細道 918 ｴ 学研 1990 64p 27cm
絵で見るたのしい古典８ ｴﾃﾞﾐﾙﾀﾉｼｲｺﾃﾝ 東海道中膝栗毛 918 ｴ 学研 1990 64p 27cm
きみのこころのあじがする ｷﾐﾉｺｺﾛﾉｱｼﾞｶﾞｽﾙ 村田 清司 え ﾑﾗﾀ ｾｲｼﾞ 913 ﾑ 偕成社 1991 1冊 22cm
光射す海 ﾋｶﾘｻｽｳﾐ 新潮文庫 鈴木 光司 著 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 913 ｽ 新潮社 1996 309p 16cm
哀愁の町に霧が降るのだ　（下） ｱｲｼｭｳﾉﾏﾁﾆｷﾘｶﾞﾌﾙﾉﾀﾞ 新潮文庫 椎名 誠 著 ｼｲﾅ ﾏｺﾄ 914 ｼ 新潮社 1991 362p 16cm
ナイン・ストーリーズ
十九、二十 ｼﾞｭｳｸﾊﾀﾁ 新潮文庫 原田 宗典 著 ﾊﾗﾀﾞ ﾑﾈﾉﾘ 913 ﾊ 新潮社 1992 254p 16cm
理科の自由研究 ﾘｶﾉｼﾞﾕｳｹﾝｷｭｳ 学研の観察図鑑１５ 学研の観察図鑑 400 ｶ 学研 1985 180p 19cm
野山の草花 ﾉﾔﾏﾉｸｻﾊﾞﾅ 学研の観察図鑑５ 学研の観察図鑑 400 ｶ 学研 1984 176p 19cm
昆虫２・クモ ｺﾝﾁｭｳ 学研の観察図鑑２ 甲虫・ハチ他 学研の観察図鑑 400 ｶ 学研 1984 192p 19cm
人の体 ﾋﾄﾉｶﾗﾀﾞ 学研の観察図鑑８ 学研の観察図鑑 400 ｶ 学研 1985 176p 19cm
生命　２ ｾｲﾒｲ ４０億年はるかな旅 ＮＨＫスペシャル 本庄 敬 まんが ﾎﾝｼﾞｮｳ ｹｲ 461 ﾎ 小学館 1995 263p 19cm
生命　３ ｾｲﾒｲ ４０億年はるかな旅 ＮＨＫスペシャル 本庄 敬 まんが ﾎﾝｼﾞｮｳ ｹｲ 461 ﾎ 小学館 1995 263p 19cm
生命　４ ｾｲﾒｲ ４０億年はるかな旅 ＮＨＫスペシャル 本庄 敬 まんが ﾎﾝｼﾞｮｳ ｹｲ 461 ﾎ 小学館 1995 263p 19cm
生命　５ ｾｲﾒｲ ４０億年はるかな旅 ＮＨＫスペシャル 本庄 敬 まんが ﾎﾝｼﾞｮｳ ｹｲ 461 ﾎ 小学館 1995 263p 19cm
とかげ
智恵子抄 ﾁｴｺｼｮｳ 新潮文庫 高村 光太郎 著 ﾀｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 911 ﾀ 新潮社 2003 179p 16cm
テレジンの小さな画家たち ﾃﾚｼﾞﾝﾉﾁｲｻﾅｶﾞｶﾀﾁ ナチスの収容所で子どもたちは４０００枚の絵をのこした 野村 路子 著 ﾉﾑﾗ ﾐﾁｺ 916 ﾉ 偕成社 1993 157p 22cm
屋根裏部屋の秘密 ﾔﾈｳﾗﾍﾞﾔﾉﾋﾐﾂ 直樹とゆう子の物語 偕成社の創作 松谷 みよこ 著 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾖｺ 913 ﾏ 偕成社 1988 208p 22cm
子どもの笑顔を消さないで ｺﾄﾞﾓﾉｴｶﾞｵｵｹｻﾅｲﾃﾞ うたの絵本 止揚学園 作詩・作曲 ｼﾖｳ ｶﾞｸｴﾝ 767 ﾌ 偕成社 1987 31p 26cm
さっちゃんの　まほうのて ｻｯﾁｬﾝﾉﾏﾎｳﾉﾃ たばた せいいち 〔ほか〕共同制作ﾀﾊﾞﾀ ｾｲｲﾁ 913 ﾀ 偕成社 1985 1冊 27cm
みんなみんなぼくのともだち ﾐﾝﾅﾐﾝﾅﾎﾞｸﾉﾄﾓﾀﾞﾁ 福井 義人 文 ﾌｸｲ ﾖｼﾄ 913 ﾌ 偕成社 1980 1冊 26cm
およげなかったかも ｵﾖｹﾞﾅｶｯﾀｶﾓ 止揚学園の子どもたち 絵 ｼﾖｳ ｶﾞｸｴﾝ ﾉ ｺﾄﾞﾓﾀﾁ 913 ﾌ 偕成社 1985 1冊 26cm
みなみの島へいったんや ﾐﾅﾐﾉｼﾏｴｲｯﾀﾝﾔ 止揚学園の子ども 作 ｼﾖｳ ｶﾞｸｴﾝ ﾉ ｺﾄﾞﾓ 913 ﾌ 偕成社 1982 31p 26cm
こわいことなんか　あらへん ｺﾜｲｺﾄﾅﾝｶｱﾗﾍﾝ 福井 達雨 編 ﾌｸｲ ﾀﾂｳ 913 ﾌ 偕成社 1981 1冊 26cm
おばあちゃんをすてちゃいやだ！！ ｵﾊﾞｱﾁｬﾝｵｽﾃﾁｬｲﾔﾀﾞ パキスタンのむかしばなしより 福井 達雨 文 ﾌｸｲ ﾀﾂｳ 913 ﾌ 偕成社 1983 1冊 26cm
にわとりさんはネ… ﾆﾜﾄﾘｻﾝﾜﾈ 福井 達雨 編 ﾌｸｲ ﾀﾂｳ 913 ﾌ 偕成社 1989 1冊 26cm
ボスがきた ﾎﾞｽｶﾞｷﾀ ふくい　たつう　たけうち まさき えﾀｹｳﾁ ﾏｻｷ 913 ﾌ 偕成社 1980 1冊 26cm
しろいくに ｼﾛｲｸﾆ 村田 清司 え ﾑﾗﾀ ｾｲｼﾞ 913 ﾑ 偕成社 1991 1冊 23cm
すみれ島 ｽﾐﾚｼﾞﾏ 新編・絵本平和のために 今西 祐行 文 ｲﾏﾆｼ ｽｹﾕｷ 913 ﾏ 偕成社 1991 32p 25cm
ぼうさまになったからす ﾎﾞｳｻﾏﾆﾅｯﾀｶﾗｽ 新編・絵本平和のために 松谷 みよ子 文 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾖｺ 913 ﾏ 偕成社 1989 1冊 25cm
とうろうながし ﾄｳﾛｳﾅｶﾞｼ 新編・絵本平和のために 松谷 みよ子 文 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾖｺ 913 ﾏ 偕成社 1985 1冊 25cm
やさしい木曽馬 ﾔｻｼｲｷｿｳﾏ 新編・絵本平和のために 庄野 英二 文 ｼｮｳﾉ ｴｲｼﾞ 913 ｼ 偕成社 1983 1冊 25cm
新百人一首をおぼえよう ｼﾝﾋｬｸﾆﾝｲｯｼｭｵｵﾎﾞｴﾖｳ 口訳詩で味わう和歌の世界 佐佐木 幸綱 編著 ｻｻｷ ﾕｷﾂﾅ 911 ｻ さ・え・ら書房 1996 158p 21cm
わたしいややねん ﾜﾀｼｲﾔﾔﾈﾝ 吉村 敬子 文 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｺ 913 ﾖ 偕成社 1980 1冊 22cm
大むかしの生物 ｵｵﾑｶｼﾉｾｲﾌﾞﾂ 学研の観察図鑑７ 学研の観察図鑑 400 ｶ 学研 1985 176p 19cm
発明発見大探検 ﾊﾂﾒｲﾊｯｹﾝﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 507 ﾌ 小学館 1994 127p 23cm
なぞの生き物大探検 ﾅｿﾞﾉｲｷﾓﾉﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 480 ﾌ 小学館 1993 127p 23cm
からだ大探検 ｶﾗﾀﾞﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 491 ﾌ 小学館 1993 128p 23cm
海底大探検 ｶｲﾃｲﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 452 ﾌ 小学館 1994 127p 23cm
植物大探検 ｼｮｸﾌﾞﾂﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 470 ﾌ 小学館 1994 127p 23cm
昆虫大探検 ｺﾝﾁｭｳﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 486 ﾌ 小学館 1992 128p 23cm
世界のふしぎ大探検 ｾｶｲﾉﾌｼｷﾞﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 49 ﾌ 小学館 1993 125p 23cm
地図大探検 ﾁｽﾞﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 290 ﾌ 小学館 1994 127p 23cm
地球大探検 ﾁｷｭｳﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 450 ﾌ 小学館 1992 127p 23cm
恐竜大探検 ｷｮｳﾘｭｳﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 457 ﾌ 小学館 1992 127p 23cm
宇宙大探検 ｳﾁｭｳﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 440 ﾌ 小学館 1993 128p 23cm
人物大探検 ｼﾞﾝﾌﾞﾂﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 280 ﾌ 小学館 1994 127p 23cm
生き物大探検 ｲｷﾓﾉﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 480 ﾌ 小学館 1992 127p 23cm
乗り物大探検 ﾉﾘﾓﾉﾀﾞｲﾀﾝｹﾝ ドラえもんふしぎ探検シリーズ 藤子・Ｆ・不二雄 著 ﾌｼﾞｺ ｴﾌ ﾌｼﾞｵ 680 ﾌ 小学館 1993 127p 23cm
百人一首をおぼえよう ﾋｬｸﾆﾝｲｯｼｭｵｵﾎﾞｴﾖｳ 口訳詩で味わう和歌の世界 さ・え・ら図書館／国語 佐佐木 幸綱 編著 ｻｻｷ ﾕｷﾂﾅ 911 ｻ さ・え・ら書房 1985 142p 22cm
消防官・警察官・社会福祉士 ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事１０ 福祉・社会サービスの仕事 600 ﾒ ポプラ社 1997 63p 27cm
パークレンジャー・動物飼育係 ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事９ 自然にかかわる仕事 600 ﾒ ポプラ社 1997 63p 27cm
花屋さん・すし屋さん・シェフ ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事８ 物やサービスを売る仕事 600 ﾒ ポプラ社 1997 63p 27cm
美容師・エステティシャン ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事１５ おしゃれをたすける仕事 600 ﾒ ポプラ社 1998 63p 27cm



保母（保育士）・教師 ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事１４ 保育・教育の仕事 600 ﾒ ポプラ社 1998 63p 27cm
タレント・歌手・声優・スポーツ ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ 選手めざせ！あこがれの仕事４ 娯楽を提供する仕事 600 ﾒ ポプラ社 1997 63p 27cm
漁師・海洋牧場の技術者・魚仲買人 ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事１２ 漁業とそれにかかわる仕事 600 ﾒ ポプラ社 1998 63p 27cm
和菓子職人・酒造技能者・漆器職人 ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事１３ 伝統産業にかかわる仕事 600 ﾒ ポプラ社 1998 63p 27cm
設計士・大工・インテリアコーディネーターﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事７ 家やビルを作る仕事 600 ﾒ ポプラ社 1997 63p 27cm
カーデザイナー・パソコン開発者 ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事６ 物を生産する仕事 600 ﾒ ポプラ社 1997 63p 27cm
スチュワーデス・パイロット ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事５ 旅行にかかわる仕事 600 ﾒ ポプラ社 1997 63p 27cm
政治家・公務員・弁護士 ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事２０ 立法・行政・司法・の仕事 600 ﾒ ポプラ社 1998 63p 27cm
ファッションデザイナー・パタンナー ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事１６ ファッションにかかわる仕事 600 ﾒ ポプラ社 1998 63p 27cm
医師・看護婦・介護士 ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事１ 医療や保健の仕事 600 ﾒ ポプラ社 1997 63p 27cm
漫画家・イラストレーター・作家 ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事３ 書籍や雑誌で表現する仕事 600 ﾒ ポプラ社 1997 63p 27cm
デパートやスーパーで働く人たち ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事１７ 販売にかかわる仕事 600 ﾒ ポプラ社 1998 63p 27cm
ホテルや旅館で働く人たち ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事１８ 接客する仕事 600 ﾒ ポプラ社 1998 63p 27cm
外交官・翻訳家・通訳 ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事１９ 外国語を使う仕事 600 ﾒ ポプラ社 1998 63p 27cm
そこに僕はいた ｿｺﾆﾎﾞｸﾜｲﾀ 新潮文庫 辻 仁成 著 ﾂｼﾞ ﾋﾄﾅﾘ 914 ﾂ 新潮社 1995 203p 16cm
大むかしの生物　学研の観察図鑑７
哀愁の町に霧が降るのだ（下）
「外国人」として暮らすこと ﾆﾎﾝｵﾐﾙﾒｾｶｲｵﾐﾙﾒ 国際理解の本 日本を見る目・世界を見る目 319 ﾆ 岩崎書店 1998 63p 27cm
日本と世界の学校 ﾆﾎﾝｵﾐﾙﾒｾｶｲｵﾐﾙﾒ 国際理解の本 日本を見る目・世界を見る目 319 ﾆ 岩崎書店 1998 63p 27cm
国際機関ではたらくこと ﾆﾎﾝｵﾐﾙﾒｾｶｲｵﾐﾙﾒ 国際理解の本 日本を見る目・世界を見る目⑤ 319 ﾆ 岩崎書店 1998 63p 27cm
国際ボランティア ﾆﾎﾝｵﾐﾙﾒｾｶｲｵﾐﾙﾒ 国際理解の本 日本を見る目・世界を見る目⑥ 319 ﾆ 岩崎書店 1998 71p 27cm
地球市民として生きる ﾆﾎﾝｵﾐﾙﾒｾｶｲｵﾐﾙﾒ 国際理解の本 日本を見る目・世界を見る目⑦ 319 ﾆ 岩崎書店 1998 63p 27cm
調べ学習に役立つ国際理解資料集 ﾆﾎﾝｵﾐﾙﾒｾｶｲｵﾐﾙﾒ 国際理解の本 日本を見る目・世界を見る目⑧ 319 ﾆ 岩崎書店 1998 63p 27cm
世界を救う国際組織１ ｾｶｲｵｽｸｳｺｸｻｲｿｼｷ 国際連合 319 ｾ 偕成社 1996 106p 25cm
世界を救う国際組織２ ｾｶｲｵｽｸｳｺｸｻｲｿｼｷ 国連難民高等弁務官事務所 319 ｾ 偕成社 1996 94p 25cm
世界を救う国際組織３ ｾｶｲｵｽｸｳｺｸｻｲｿｼｷ 国際赤十字 319 ｾ 偕成社 1996 101p 25cm
世界を救う国際組織４ ｾｶｲｵｽｸｳｺｸｻｲｿｼｷ アムネスティ 319 ｾ 偕成社 1996 102p 25cm
世界を救う国際組織５ ｾｶｲｵｽｸｳｺｸｻｲｿｼｷ 世界自然保護基金 319 ｾ 偕成社 1996 106p 25cm
政治と国のしくみ ｽﾞｶｲﾃﾞｼﾗﾍﾞﾙｼｬｶｲﾉｼｸﾐ 図解で調べる社会のしくみ１ ＰＨＰ研究所 編 ﾋﾟｰｴｲﾁﾋﾟｰ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 300 ﾋ ＰＨＰ研究所 1997 39p 31cm
経済とお金のしくみ ｽﾞｶｲﾃﾞｼﾗﾍﾞﾙｼｬｶｲﾉｼｸﾐ 図解で調べる社会のしくみ２ ＰＨＰ研究所 編 ﾋﾟｰｴｲﾁﾋﾟｰ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 300 ﾋ ＰＨＰ研究所 1997 39p 31cm
生産と流通のしくみ ｽﾞｶｲﾃﾞｼﾗﾍﾞﾙｼｬｶｲﾉｼｸﾐ 図解で調べる社会のしくみ３ ＰＨＰ研究所 編 ﾋﾟｰｴｲﾁﾋﾟｰ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 300 ﾋ ＰＨＰ研究所 1997 39p 31cm
交通と通信のしくみ ｽﾞｶｲﾃﾞｼﾗﾍﾞﾙｼｬｶｲﾉｼｸﾐ 図解で調べる社会のしくみ４ ＰＨＰ研究所 編 ﾋﾟｰｴｲﾁﾋﾟｰ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 300 ﾋ ＰＨＰ研究所 1997 39p 31cm
健康と安全のしくみ ｽﾞｶｲﾃﾞｼﾗﾍﾞﾙｼｬｶｲﾉｼｸﾐ 図解で調べる社会のしくみ５ ＰＨＰ研究所 編 ﾋﾟｰｴｲﾁﾋﾟｰ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 300 ﾋ ＰＨＰ研究所 1997 39p 31cm
日本の職人さん１ ﾆﾎﾝﾉｼｮｸﾆﾝｻﾝ 焼き物をつくる職人さん 益子焼 600 ﾆ ポプラ社 1998 47p 29cm
日本の職人さん２ ﾆﾎﾝﾉｼｮｸﾆﾝｻﾝ 漆器をつくる職人さん 輪島塗 600 ﾆ ポプラ社 1998 47p 29cm
日本の職人さん３ ﾆﾎﾝﾉｼｮｸﾆﾝｻﾝ 染物をつくる職人さん 京友禅 600 ﾆ ポプラ社 1998 47p 29cm
日本の職人さん４ ﾆﾎﾝﾉｼｮｸﾆﾝｻﾝ 木工品をつくる職人さん 江戸指物 600 ﾆ ポプラ社 1998 47p 29cm
日本の職人さん５ ﾆﾎﾝﾉｼｮｸﾆﾝｻﾝ 和紙をつくる職人さん 小川和紙 600 ﾆ ポプラ社 1998 47p 29cm
日本の職人さん６ ﾆﾎﾝﾉｼｮｸﾆﾝｻﾝ 人形を作る職人さん 岩槻の人形 600 ﾆ ポプラ社 1998 47p 29cm
日本の職人さん１０ ﾆﾎﾝﾉｼｮｸﾆﾝｻﾝ ロボットをつくる職人さん マンモスのロボット 600 ﾆ ポプラ社 1998 47p 29cm
日本の職人さん７ ﾆﾎﾝﾉｼｮｸﾆﾝｻﾝ 楽器を作る職人さん ギター 600 ﾆ ポプラ社 1998 47p 29cm
日本の職人さん８ ﾆﾎﾝﾉｼｮｸﾆﾝｻﾝ お菓子を作る職人さん 和菓子・洋菓子 600 ﾆ ポプラ社 1998 47p 29cm
日本の職人さん９ ﾆﾎﾝﾉｼｮｸﾆﾝｻﾝ 家を作る職人さん 大工・庭師 600 ﾆ ポプラ社 1998 47p 29cm
朝日新聞報道写真集’９８ ｱｻﾋｼﾝﾌﾞﾝﾎｳﾄﾞｳｼｬｼﾝｼｭｳ 朝日新聞社 編 ｱｻﾋ ｼﾝﾌﾞﾝｼｬ 748 ｱ 朝日新聞社 1998 176p 26cm
教科書が教えない日本史 ｷｮｳｶｼｮｶﾞｵｼｴﾅｲﾆﾎﾝｼ 国弘 三恵 著 ｸﾆﾋﾛ ﾐｴ 210 ｸ 明石書店 1998 251p 20cm
石器の盛衰 ﾚｷｼﾊｯｸﾂ 歴史発掘１ 岡村道雄 210 ﾚ 講談社 1998 174p 27cm
縄文土器出現 ﾚｷｼﾊｯｸﾂ 歴史発掘２ 泉拓良　編 210 ﾚ 講談社 1996 174p 27cm
縄文の土偶 ﾚｷｼﾊｯｸﾂ 歴史発掘３ 藤沼邦彦 210 ﾚ 講談社 1997 174p 27cm
古代の装い ﾚｷｼﾊｯｸﾂ 歴史発掘４ 春成秀爾 210 ﾚ 講談社 1997 174p 27cm
原始絵画 ﾚｷｼﾊｯｸﾂ 歴史発掘５ 佐原真 210 ﾚ 講談社 1997 174p 27cm
弥生の世界 ﾚｷｼﾊｯｸﾂ 歴史発掘６ 酒井龍一 210 ﾚ 講談社 1997 173p 27cm
金属器登場 ﾚｷｼﾊｯｸﾂ 歴史発掘７ 岩永省三 210 ﾚ 講談社 1997 174p 27cm
祭りのカネ銅鐸 ﾚｷｼﾊｯｸﾂ 歴史発掘８ 佐原真 210 ﾚ 講談社 1996 174p 27cm
埴輪の世紀 ﾚｷｼﾊｯｸﾂ 歴史発掘９ 高橋克壽 210 ﾚ 講談社 1996 178p 27cm
須恵器の系譜 ﾚｷｼﾊｯｸﾂ 歴史発掘１０ 菱田哲郎 210 ﾚ 講談社 1996 174p 27cm
瓦を読む ﾚｷｼﾊｯｸﾂ 歴史発掘１１ 上原真人 210 ﾚ 講談社 1997 174p 27cm
木簡は語る ﾚｷｼﾊｯｸﾂ 歴史発掘１２ 金子裕之 210 ﾚ 講談社 1996 174p 27cm
〈図集〉幕末・明治の生活風景 ｽﾞｼｭｳﾊﾞｸﾏﾂﾒｲｼﾞﾉｾｲｶﾂﾌｳｹｲ 外国人のみたニッポン 須藤 功 編著 ｽﾄｳ ｲｻｵ 210 ｽ 東方総合研究所 1995 351p 27cm
はじめてであうアジアの歴史 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｱｼﾞｱﾉﾚｷｼ ベトナム・ラオス・カンボジアの歴史 国際理解シリーズ 220 ﾊ あすなろ書房 1997 47p 31cm
はじめてであうアジアの歴史 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｱｼﾞｱﾉﾚｷｼ 韓国・朝鮮の歴史 国際理解シリーズ 220 ﾊ あすなろ書房 1997 47p 31cm
はじめてであうアジアの歴史 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｱｼﾞｱﾉﾚｷｼ 中国の歴史 国際理解シリーズ 220 ﾊ あすなろ書房 1998 47p 31cm
はじめてであうアジアの歴史 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｱｼﾞｱﾉﾚｷｼ タイ・ミャンマー（ビルマ）の歴史 国際理解シリーズ 220 ﾊ あすなろ書房 1998 47p 31cm
はじめてであうアジアの歴史 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｱｼﾞｱﾉﾚｷｼ インドネシア・マレーシア・シンガポール・ブルネイの歴史 国際理解シリーズ 220 ﾊ あすなろ書房 1998 47p 31cm
はじめてであうアジアの歴史 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｱｼﾞｱﾉﾚｷｼ モンゴル・シベリア・中国西北部の歴史 国際理解シリーズ 220 ﾊ あすなろ書房 1998 47p 31cm
はじめてであうアジアの歴史 ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｱｼﾞｱﾉﾚｷｼ フィリピン・西太平洋の歴史 国際理解シリーズ 220 ﾊ あすなろ書房 1998 51p 31cm
【見る】【読む】大江戸万華鏡 ﾋﾄｽﾞｸﾘﾌﾄﾞｷ 江戸時代人づくり風土記１３　４８ 東京 加藤 秀俊 〔ほか〕編纂 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 210 ｴ 農山漁村文化協会 1991 769p 27cm
堂々日本史 ﾄﾞｳﾄﾞｳﾆﾎﾝｼ ＮＨＫ取材班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 210 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1996 254p 20cm
堂々日本史 ﾄﾞｳﾄﾞｳﾆﾎﾝｼ ＮＨＫ取材班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 210 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1996 254p 20cm
堂々日本史 ﾄﾞｳﾄﾞｳﾆﾎﾝｼ ＮＨＫ取材班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 210 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1997 255p 20cm
堂々日本史 ﾄﾞｳﾄﾞｳﾆﾎﾝｼ ＮＨＫ取材班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 210 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1997 251p 20cm
堂々日本史 ﾄﾞｳﾄﾞｳﾆﾎﾝｼ ＮＨＫ取材班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 210 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1997 251p 20cm
堂々日本史 ﾄﾞｳﾄﾞｳﾆﾎﾝｼ ＮＨＫ取材班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 210 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1997 251p 20cm
堂々日本史 ﾄﾞｳﾄﾞｳﾆﾎﾝｼ ＮＨＫ取材班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 210 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1997 251p 20cm
堂々日本史 ﾄﾞｳﾄﾞｳﾆﾎﾝｼ ＮＨＫ取材班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 210 ﾆ ＫＴＣ中央出版 1997 251p 20cm
日本人の祖先はどこから？ ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾆﾎﾝｼﾉﾀﾞｲｷﾞﾓﾝ 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問１ 旧石器・縄文・弥生・古墳時代 佐藤和彦　監修 210 ｼ ポプラ社 1998 47p 29cm
聖武天皇はなぜ大仏をつくった？ ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾆﾎﾝｼﾉﾀﾞｲｷﾞﾓﾝ 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問２ 飛鳥・奈良時代 佐藤和彦　監修 210 ｼ ポプラ社 1998 47p 29cm
頼朝はなぜ鎌倉に幕府をひらいた？ ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾆﾎﾝｼﾉﾀﾞｲｷﾞﾓﾝ 調べ学習にやくだつ日本史のい大疑問３ 平安・鎌倉時代 佐藤和彦　監修 210 ｼ ポプラ社 1998 47p 29cm
応仁の乱で京都はどうなった？ ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾆﾎﾝｼﾉﾀﾞｲｷﾞﾓﾝ 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問４ 南北朝・室町時代 佐藤和彦　監修 210 ｼ ポプラ社 1998 47p 29cm



信長はどんな人物だった？ ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾆﾎﾝｼﾉﾀﾞｲｷﾞﾓﾝ 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問５ 戦国・安土桃山時代 佐藤和彦　監修 210 ｼ ポプラ社 1998 47p 29cm
大名行列の費用はどのくらい？ ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾆﾎﾝｼﾉﾀﾞｲｷﾞﾓﾝ 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問６ 江戸時代 佐藤和彦　監修 210 ｼ ポプラ社 1998 47p 29cm
太平洋戦争はなぜ起こった？ ｼﾗﾍﾞｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂﾆﾎﾝｼﾉﾀﾞｲｷﾞﾓﾝ 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問８ 大正・昭和・平成時代 佐藤和彦　監修 210 ｼ ポプラ社 1998 47p 29cm
大昔の人々の暮らしと知恵 ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史１ 人類誕生から弥生時代まで 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 119p 27cm
大和の国の誕生 ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史２ 古墳時代・飛鳥時代 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 119p 27cm
平城京と天平文化 ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史３ 奈良時代 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 119p 27cm
平安京の貴族と文化 ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史４ 平安時代初期・中期 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 111p 27cm
地方の動きと武士の誕生 ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史５ 平安時代中期・後期 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 111p 27cm
源平の戦いと鎌倉幕府 ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史６ 鎌倉時代 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 119p 27cm
室町幕府と民衆の成長 ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史７ 室町時代 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 119p 27cm
天下統一への道 ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史８ 戦国・阿須地桃山時代 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 119p 27cm
江戸幕府と武士の暮らし ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史９ 江戸時代１ 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 127p 27cm
農民・町人とその文化 ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史１０ 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 127p 27cm
近代国家としての発展 ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史 明治時代後期 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 119p 27cm
列強中の日本と民衆の動き ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史１ 大正・昭和時代初期 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 119p 27cm
第二次世界大戦と現代の日本 ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史１５ 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 127p 27cm
テーマ別年表と基礎知識 ｼﾞﾝﾌﾞﾂｲｻﾝﾃﾞｻｸﾞﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ 調べ学習に役立つ人物・遺産でさぐる日本の歴史１６ 古川 清行 著 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖﾕｷ 210 ﾌ 小峰書店 1998 119p 27cm
大むかしのくらし（旧石器・縄文・弥生・古墳時代）ﾋﾄﾘｼﾗﾍﾞｶﾞﾃﾞｷﾙｼﾞﾀﾞｲﾍﾞﾂﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ ひとり調べができる時代別日本の歴史１ 210 ﾋ 学研 1997 48p 27cm
飛鳥・奈良時代 ﾋﾄﾘｼﾗﾍﾞｶﾞﾃﾞｷﾙｼﾞﾀﾞｲﾍﾞﾂﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ ひとり調べができる時代別日本の歴史２ 210 ﾋ 学研 1997 48p 27cm
平安時代 ﾋﾄﾘｼﾗﾍﾞｶﾞﾃﾞｷﾙｼﾞﾀﾞｲﾍﾞﾂﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ ひとり調べができる時代別日本の歴史３ 210 ﾋ 学研 1997 48p 27cm
鎌倉時代 ﾋﾄﾘｼﾗﾍﾞｶﾞﾃﾞｷﾙｼﾞﾀﾞｲﾍﾞﾂﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ ひとり調べができる時代別日本の歴史４ 210 ﾋ 学研 1997 48p 27cm
室町時代 ﾋﾄﾘｼﾗﾍﾞｶﾞﾃﾞｷﾙｼﾞﾀﾞｲﾍﾞﾂﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ ひとり調べができる時代別日本の歴史５ 210 ﾋ 学研 1997 48p 27cm
安土桃山時代 ﾋﾄﾘｼﾗﾍﾞｶﾞﾃﾞｷﾙｼﾞﾀﾞｲﾍﾞﾂﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ ひとり調べができる時代別日本の歴史６ 210 ﾋ 学研 1997 47p 27cm
江戸時代（前期） ﾋﾄﾘｼﾗﾍﾞｶﾞﾃﾞｷﾙｼﾞﾀﾞｲﾍﾞﾂﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ ひとり調べができる時代別日本の歴史７ 210 ﾋ 学研 1997 48p 27cm
江戸時代（後期） ﾋﾄﾘｼﾗﾍﾞｶﾞﾃﾞｷﾙｼﾞﾀﾞｲﾍﾞﾂﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ ひとり調べができる時代別日本の歴史８ 210 ﾋ 学研 1997 48p 27cm
明治時代（前期） ﾋﾄﾘｼﾗﾍﾞｶﾞﾃﾞｷﾙｼﾞﾀﾞｲﾍﾞﾂﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ ひとり調べができる時代別日本の歴史９ 210 ﾋ 学研 1997 48p 27cm
明治時代（後期） ﾋﾄﾘｼﾗﾍﾞｶﾞﾃﾞｷﾙｼﾞﾀﾞｲﾍﾞﾂﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ ひとり調べができる時代別日本の歴史１０ 210 ﾋ 学研 1997 48p 27cm
大正・昭和（前期）時代 ﾋﾄﾘｼﾗﾍﾞｶﾞﾃﾞｷﾙｼﾞﾀﾞｲﾍﾞﾂﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ ひとり調べができる時代別日本の歴史１１ 210 ﾋ 学研 1997 48p 27cm
昭和（後期）・平成時代 ﾋﾄﾘｼﾗﾍﾞｶﾞﾃﾞｷﾙｼﾞﾀﾞｲﾍﾞﾂﾆﾎﾝﾉﾚｷｼ ひとり調べができる時代別日本の歴史１２ 210 ﾋ 学研 1997 48p 27cm
やさしい地図入門 ﾔｻｼｲﾁｽﾞﾆｭｳﾓﾝ 地図読みかた入門 渡辺 一夫 文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 290 ﾜ ポプラ社 1998 47p 27cm
やさしい地図入門 ﾔｻｼｲﾁｽﾞﾆｭｳﾓﾝ 地図調べかた入門 渡辺 一夫 文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 290 ﾜ ポプラ社 1998 47p 27cm
やさしい地図入門 ﾔｻｼｲﾁｽﾞﾆｭｳﾓﾝ 地図かきかた入門 渡辺 一夫 文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 290 ﾜ ポプラ社 1998 47p 27cm
やさしい地図入門 ﾔｻｼｲﾁｽﾞﾆｭｳﾓﾝ 地図遊びかた入門 渡辺 一夫 文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 290 ﾜ ポプラ社 1998 47p 27cm
やさしい地図入門 ﾔｻｼｲﾁｽﾞﾆｭｳﾓﾝ 地球儀たのしさ入門 渡辺 一夫 文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 290 ﾜ ポプラ社 1998 47p 27cm
国際化を考える ﾆﾎﾝｵﾐﾙﾒｾｶｲｵﾐﾙﾒ 国際理解の本 日本を見る目・世界を見る目① 319 ﾆ 岩崎書店 1998 59p 27cm
海外で暮らす ﾆﾎﾝｵﾐﾙﾒｾｶｲｵﾐﾙﾒ 国際理解の本 日本を見る目・世界を見る目③ 319 ﾆ 岩崎書店 1998 63p 27cm
アジアを考える本１ ｱｼﾞｱｵｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ 近くて遠い国 アジアってなに？ 村井吉敬 302 ｱ 岩崎書店 1995 69p 27cm
アジアを考える本２ ｱｼﾞｱｵｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ 近くて遠い国 東南アジアってどこ？ 福家洋介 302 ｱ 岩崎書店 1995 70p 27cm
アジアを考える本３ ｱｼﾞｱｵｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ 近くて遠い国 はたらくアジアの子どもたち 佐竹庸子 302 ｱ 岩崎書店 1995 66p 27cm
アジアを考える本４ ｱｼﾞｱｵｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ 近くて遠い国 かわりゆく農村のくらし 福家洋介 302 ｱ 岩崎書店 1995 70p 27cm
アジアを考える本５ ｱｼﾞｱｵｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ 近くて遠い国 ゆたかな森と海のくらし 藤林泰 302 ｱ 岩崎書店 1995 70p 27cm
アジアを考える本６ ｱｼﾞｱｵｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ 近くて遠い国 モノ・カネ・ヒトがうごく 藤林泰 302 ｱ 岩崎書店 1995 69p 27cm
アジアを考える本７ ｱｼﾞｱｵｶﾝｶﾞｴﾙﾎﾝ 近くて遠い国 アジアとどうつきあうか？ 村井吉敬 302 ｱ 岩崎書店 1995 66p 27cm
最後のトキ　ニッポニア・ニッポン ｻｲｺﾞﾉﾄｷﾆｯﾎﾟﾆｱﾆｯﾎﾟﾝ トキ保護にかけた人びとの記録 ノンフィクション知られざる世界 国松 俊英 著 ｸﾆﾏﾂ ﾄｼﾋﾃﾞ 488 ｸ 金の星社 1998 139p 22cm
人間にとっての海 ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞｳﾐﾄﾆﾝｹﾞﾝﾍﾝ 自然の中の人間シリーズ 海と人間編 660 ｼ 農山漁村文化協会 1989 39p 31cm
魚からみた海 ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞｳﾐﾄﾆﾝｹﾞﾝﾍﾝ 自然の中の人間シリーズ２ 海と人間編 660 ｼ 農山漁村文化協会 1989 39p 31cm
淡水にすむ魚たち ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞｳﾐﾄﾆﾝｹﾞﾝﾍﾝ 自然の中の人間シリーズ３ 海と人間編 660 ｼ 農山漁村文化協会 1989 39p 31cm
海で育つ植物 ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞｳﾐﾄﾆﾝｹﾞﾝﾍﾝ 自然の中の人間シリーズ４ 海と人間編 660 ｼ 農山漁村文化協会 1989 39p 31cm
魚をとるくふう ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞｳﾐﾄﾆﾝｹﾞﾝﾍﾝ 自然の中の人間シリーズ５ 海と人間編 660 ｼ 農山漁村文化協会 1989 39p 31cm
豊かな海をつくる ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞｳﾐﾄﾆﾝｹﾞﾝﾍﾝ 自然の中の人間シリーズ６ 海と人間編 660 ｼ 農山漁村文化協会 1989 39p 31cm
海の幸を育てる ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞｳﾐﾄﾆﾝｹﾞﾝﾍﾝ 自然の中の人間シリーズ７ 海と人間編 660 ｼ 農山漁村文化協会 1989 39p 31cm
魚という生物 ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞｳﾐﾄﾆﾝｹﾞﾝﾍﾝ 自然の中の人間シリーズ８ 海と人間編 660 ｼ 農山漁村文化協会 1989 39p 31cm
海の幸をいかす ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞｳﾐﾄﾆﾝｹﾞﾝﾍﾝ 自然の中の人間シリーズ９ 海と人間編 660 ｼ 農山漁村文化協会 1989 39p 31cm
海の幸と日本人 ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞｳﾐﾄﾆﾝｹﾞﾝﾍﾝ 自然の中の人間シリーズ１０ 海と人間編 660 ｼ 農山漁村文化協会 1989 39p 31cm
からだのなかの微生物 ｼｾﾞﾝﾉﾅｶﾉﾆﾝｹﾞﾝｼﾘｰｽﾞﾋﾞｾｲﾌﾞﾂﾄﾆﾝｹﾞﾝﾍﾝ 自然の中の人間シリーズ　微生物と人間編③ 465 ｼ 農山漁村文化協会 1997 31p 31cm
寄生から共生へ ｷｾｲｶﾗｷｮｳｾｲｴ 昨日の敵は今日の友 シリーズ〈共生の生態学〉６ シリーズ〈共生の生態学〉 山村 則男 〔ほか〕著 ﾔﾏﾑﾗ ﾉﾘｵ 468 ｷ 平凡社 1995 229p 20cm
棲み場所の生態学 ｽﾐﾊﾞｼｮﾉｾｲﾀｲｶﾞｸ シリーズ〈共生の生態学〉７ シリーズ〈共生の生態学〉 竹門 康弘 〔ほか〕著 ﾀｹﾓﾝ ﾔｽﾋﾛ 468 ｷ 平凡社 1995 279p 20cm
足場の生態学 ｱｼﾊﾞﾉｾｲﾀｲｶﾞｸ シリーズ〈共生の生態学〉８ シリーズ〈共生の生態学〉 西平 守孝 著 ﾆｼﾋﾗ ﾓﾘﾀｶ 468 ｷ 平凡社 1996 267p 20cm
昆虫を操るバクテリア ｺﾝﾁｭｳｵｱﾔﾂﾙﾊﾞｸﾃﾘｱ シリーズ〈共生の生態学〉１ シリーズ〈共生の生態学〉 石川 統 著 ｲｼｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 468 ｷ 平凡社 1994 230p 20cm
シャーレを覗けば地球が見える ｼｬｰﾚｵﾉｿﾞｹﾊﾞﾁｷｭｳｶﾞﾐｴﾙ シリーズ〈共生の生態学〉２ シリーズ〈共生の生態学〉 藤井 宏一 〔ほか〕著 ﾌｼﾞｲ ｺｳｲﾁ 468 ｷ 平凡社 1994 277p 20cm
地球はアリの惑星 ﾁｷｭｳﾜｱﾘﾉﾜｸｾｲ シリーズ〈共生の生態学〉３ シリーズ〈共生の生態学〉 東 正剛 編著 ﾋｶﾞｼ ｾｲｺﾞｳ 468 ｷ 平凡社 1995 237p 20cm
共進化の謎に迫る ｷｮｳｼﾝｶﾉﾅｿﾞﾆｾﾏﾙ 化学の目で見る生態系 シリーズ〈共生の生態学〉４ シリーズ〈共生の生態学〉 高林 純示 〔ほか〕著 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 468 ｷ 平凡社 1995 300p 20cm
動物の「超」ひみつを知ろう ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾉﾁｮｳﾋﾐﾂｵｼﾛｳ シリーズ楽しい科学 シリーズ楽しい科学 ジュディス・ハーブスト 著 ﾊｰﾌﾞｽﾄ ｼﾞｭﾃﾞｨｽ 480 ﾊ 晶文社 1994 203p 22cm
宇宙の「超」ひみつを知ろう ｳﾁｭｳﾉﾁｮｳﾋﾐﾂｵｼﾛｳ シリーズ楽しい科学 ジュディス・ハーブスト 著 ﾊｰﾌﾞｽﾄ ｼﾞｭﾃﾞｨｽ 440 ﾊ 晶文社 1994 311p 22cm
ヒトの「超」ひみつを知ろう ﾋﾄﾉﾁｮｳﾋﾐﾂｵｼﾛｳ シリーズ楽しい科学 ジュディス・ハーブスト 著 ﾊｰﾌﾞｽﾄ ｼﾞｭﾃﾞｨｽ 147 ﾊ 晶文社 1994 176p 22cm
イギリスの都会のキツネ ｲｷﾞﾘｽﾉﾄｶｲﾉｷﾂﾈ ワイルドライフ・ブックス ワイルドライフ・ブックス スティーヴン・ハリス 著 ﾊﾘｽ ｽﾃｨｰｳﾞﾝ 489 ﾏ 晶文社 1998 226 8p 22cm
ウサギの不思議な生活 ｳｻｷﾞﾉﾌｼｷﾞﾅｾｲｶﾂ ワイルドライフ・ブックス ワイルドライフ・ブックス アン・マクブライド 著 ﾏｸﾌﾞﾗｲﾄﾞ ｱﾝ 489 ﾜ 晶文社 1998 209 3p 22cm
化学のドレミファ１ ｶｶﾞｸﾉﾄﾞﾚﾐﾌｧ 反応式がわかるまで 米山 正信 著 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 430 ﾖ 黎明書房 1997 206p 21cm
化学のドレミファ２ ｶｶﾞｸﾉﾄﾞﾚﾐﾌｧ イオンのことがわかるまで 米山 正信 著 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 430 ﾖ 黎明書房 1997 201p 21cm
化学のドレミファ３ ｶｶﾞｸﾉﾄﾞﾚﾐﾌｧ 熱の正体がわかるまで 米山 正信 著 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 430 ﾖ 黎明書房 1997 209p 21cm
化学のドレミファ４ ｶｶﾞｸﾉﾄﾞﾚﾐﾌｧ 化学反応はどうしておこるか 米山 正信 著 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 430 ﾖ 黎明書房 1998 207p 21cm
化学のドレミファ５ ｶｶﾞｸﾉﾄﾞﾚﾐﾌｧ 有機化学がわかるまで 米山 正信 著 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 430 ﾖ 黎明書房 1998 218p 21cm
サンゴ礁 ｻﾝｺﾞｼｮｳ 生物がつくった〈生物の楽園〉 シリーズ〈共生の生態学〉５ シリーズ〈共生の生態学〉 西平 守孝 〔ほか〕著 ﾆｼﾋﾗ ﾓﾘﾀｶ 468 ｷ 平凡社 1995 232p 20cm
中学理科の科学的勉強法 ﾁｭｳｶﾞｸﾘｶﾉｶｶﾞｸﾃｷﾍﾞﾝｷｮｳﾎｳ 効果を約束する３つの学習方法！ 石井 由和 著 407 ｲ 評論社 1998 150p 22cm
からだが動くメカニズム ｽﾎﾟｰﾂｵｶｶﾞｸｽﾙ スポーツを科学する１ 田村 孝 画 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 780 ﾀ 大月書店 1996 31p 27cm
からだはまだまだ未完成 ｽﾎﾟｰﾂｵｶｶﾞｸｽﾙ スポーツを科学する２ 田村 孝 画 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 780 ﾀ 大月書店 1996 31p 27cm
トレーニングに科学を！ ｽﾎﾟｰﾂｵｶｶﾞｸｽﾙ スポーツを科学する３ 田村 孝 画 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 780 ﾀ 大月書店 1996 31p 27cm
スポーツ障害を知る４ ｽﾎﾟｰﾂｵｶｶﾞｸｽﾙ スポーツを科学する４ 田村 孝 画 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 780 ﾀ 大月書店 1996 31p 27cm



スポーツは科学だ！ ｽﾎﾟｰﾂｵｶｶﾞｸｽﾙ スポーツを科学する５ 田村 孝 画 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 780 ﾀ 大月書店 1996 31p 27cm
知っておきたいひざのケガ ｼｯﾃｵｷﾀｲﾋｻﾞﾉｹｶﾞ ジェームス・Ｍ・フォックス 共著ﾌｫｯｸｽ ｼﾞｪｰﾑｽ 494 ﾌ ベースボール・マガジン社1995 308p 21cm
子どもの健康ウォッチング ｺﾄﾞﾓﾉｹﾝｺｳｳｫｯﾁﾝｸﾞ 健康双書 藤森 弘 著 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛｼ 498 ﾌ 農山漁村文化協会 1992 204p 19cm
続　健康のしつけ ｹﾝｺｳﾉｼﾂｹ 決めつけない・押しつけない・気づかせてあげる 健康双書 藤森 弘 著 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛｼ 498 ﾌ 農山漁村文化協会 1990 233p 19cm
生活科で健康を教える ｾｲｶﾂｶﾃﾞｹﾝｺｳｵｵｼｴﾙ 健康双書 坂入 博子 著 ｻｶｲﾘ ﾋﾛｺ 498 ｻ 農山漁村文化協会 1991 240p 19cm
学校で健康文化を創る ｶﾞｯｺｳﾃﾞｹﾝｺｳﾌﾞﾝｶｵﾂｸﾙ 小中高保健委員会奮戦記 健康双書 松尾 裕子 〔ほか〕共著 ﾏﾂｵ ﾕｳｺ 498 ﾏ 農山漁村文化協会 1995 234p 19cm
歯のふしぎ骨のだいじ ﾊﾉﾌｼｷﾞﾎﾈﾉﾀﾞｲｼﾞ からだ学習の原点を求めて 健康双書 千葉 保夫 著 ﾁﾊﾞ ﾔｽｵ 491 ﾁ 農山漁村文化協会 1996 209p 19cm
知っておきたいスポーツ救急医学 ｼｯﾃｵｷﾀｲｽﾎﾟｰﾂｷｭｳｷｭｳｲｶﾞｸ 安達 正夫 著 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｵ 780 ｱ ベースボール・マガジン社1992 299p 21cm
知っておきたいスポーツ・マッサージ ｼｯﾃｵｷﾀｲｽﾎﾟｰﾂﾏｯｻｰｼﾞ 関節可動域調整・写真マニュアル付き 及川 雅登 共著 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾄ 780 ｵ ベースボール・マガジン社1997 236p 21cm
あるある健康チェック！ ｱﾙｱﾙｹﾝｺｳﾁｪｯｸ 発掘！あるある大事典 番組スタッフ 編 ｶﾝｻｲ ﾃﾚﾋﾞ ﾎｳｿｳ 498 ｶ 関西テレビ放送 1999 161p 26cm
ペアーワーク ﾍﾟｱｰﾜｰｸ 遊ぶスポーツ 松浪 健四郎 編著 ﾏﾂﾅﾐ ｹﾝｼﾛｳ 780 ﾏ ベースボール・マガジン社1992 217p 19cm
運動会種目ベスト１００ ｳﾝﾄﾞｳｶｲｼｭﾓｸﾍﾞｽﾄﾋｬｸ 遊ぶスポーツ 太田 昌秀 編著 ｵｵﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ 780 ｵ ベースボール・マガジン社1992 171p 19cm
スポーツ選手の栄養と食事 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝｼｭﾉｴｲﾖｳﾄｼｮｸｼﾞ スポーツ相談Ｑ＆Ａ スポーツ医・科学研究所 編著ｽﾎﾟｰﾂ ｲｶｶﾞｸ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 780 ｽ ベースボール・マガジン社1992 157p 19cm
キャンプファイアーとキャンドルの演出 ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲｱｰﾄｷｬﾝﾄﾞﾙﾉｴﾝｼｭﾂ アウトドア・ライフシリーズ３ アウトドア・ライフシリーズ 巡 静一 編著 ﾒｸﾞﾘ ｾｲｲﾁ 786 ﾒ 黎明書房 1991 172p 19cm
ろくぼく体操 ﾛｸﾎﾞｸﾀｲｿｳ 遊ぶスポーツ 浜田 靖一 著 ﾊﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁ 781 ﾊ ベースボール・マガジン社1992 180p 19cm
知っておきたいスポーツ傷害の医学 ｼｯﾃｵｷﾀｲｽﾎﾟｰﾂｼｮｳｶﾞｲﾉｲｶﾞｸ シルヴィア・ラックマン 著 ﾗｯｸﾏﾝ ｼﾙｳﾞｨｱ 780 ﾗ ベースボール・マガジン社1996 236p 21cm
力試し運動 ﾁｶﾗﾀﾞﾒｼｳﾝﾄﾞｳ 遊ぶスポーツ 遊ぶスポーツ 浜田 靖一 著 ﾊﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁ 780 ﾊ ベースボール・マガジン社1992 152p 19cm
夢をつなぐ ﾕﾒｵﾂﾅｸﾞ 全盲の金メダリスト河合純一物語 沢井 希代治 著 ｻﾜｲ ｷﾖｼﾞ 785 ｻ ひくまの出版 1997 158p 20cm
夢をつなぐ ﾕﾒｵﾂﾅｸﾞ 全盲の金メダリスト河合純一物語 沢井 希代治 著 ｻﾜｲ ｷﾖｼﾞ 785 ｻ ひくまの出版 1997 158p 20cm
夢をつなぐ ﾕﾒｵﾂﾅｸﾞ 全盲の金メダリスト河合純一物語 沢井 希代治 著 ｻﾜｲ ｷﾖｼﾞ 785 ｻ ひくまの出版 1997 158p 20cm
ぼくはジョナサン・・・・エイズなの
ジョナサンのニッポン日記
アリスと悟空の数学旅行 ｱﾘｽﾄｺﾞｸｳﾉｽｳｶﾞｸﾘｮｺｳ 正の数・負の数 数学ワンダーランド 榊 忠男 著 ｻｶｷ ﾀﾀﾞｵ 410 ｽ 国土社 1995 142p 21cm
はてしない数の物語 ﾊﾃｼﾅｲｶｽﾞﾉﾓﾉｶﾞﾀﾘ 平方根・無理数 数学ワンダーランド 堀江 千代子 著 ﾎﾘｴ ﾁﾖｺ 410 ｽ 国土社 1995 151p 21cm
本日オープン！数学美術館 ﾎﾝｼﾞﾂｵｰﾌﾟﾝｽｳｶﾞｸﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾝ 平面図形 数学ワンダーランド 井上 正允 著 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾖｼ 410 ｽ 国土社 1995 126p 21cm
ギャンブル家の数学組曲 ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙｹﾉｽｳｶﾞｸｸﾐｷｮｸ 確率 数学ワンダーランド 何森 仁 著 ｲｽﾞﾓﾘ ﾋﾄｼ 410 ｽ 国土社 1996 134p 21cm
イコール王子の数学冒険記 ｲｺｰﾙｵｳｼﾞﾉｽｳｶﾞｸﾎﾞｳｹﾝｷ 方程式 数学ワンダーランド 土井 一弘 著 ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾋﾛ 411 ｽ 国土社 1996 142p 21cm
地球を救え！数学探偵団 ﾁｷｭｳｵｽｸｴｽｳｶﾞｸﾀﾝﾃｲﾀﾞﾝ 一次関数 数学ワンダーランド 小寺 隆幸 著 ｺﾃﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 410 ｽ 国土社 1996 143p 21cm
ピタゴラスがくれたおくり物 ﾋﾟﾀｺﾞﾗｽｶﾞｸﾚﾀｵｸﾘﾓﾉ ピタゴラスの定理 数学ワンダーランド 出光 英則 著 ｲﾃﾞﾐﾂ ﾋﾃﾞﾉﾘ 410 ｽ 国土社 1997 143p 21cm
リンドラ姫の恋と数学物語 ﾘﾝﾄﾞﾗﾋﾒﾉｺｲﾄｽｳｶﾞｸﾓﾉｶﾞﾀﾘ ２次方程式 数学ワンダーランド 江藤 邦彦 著 ｴﾄｳ ｸﾆﾋｺ 410 ｽ 国土社 1997 151p 21cm
ククロス島の対決！ヒッポス・レイアの大冒険ｸｸﾛｽﾄｳﾉﾀｲｹﾂﾋｯﾎﾟｽﾚｲｱﾉﾀﾞｲﾎﾞｳｹﾝ 円の性質 数学ワンダーランド 上垣 渉 著 ｳｴｶﾞｷ ﾜﾀﾙ 410 ｽ 国土社 1998 127p 21cm
シネマで数学・マジック入門 ｼﾈﾏﾃﾞｽｳｶﾞｸﾏｼﾞｯｸﾆｭｳﾓﾝ 数の計算 数学ワンダーランド 勝野 元薫 著 ｶﾂﾉ ﾓﾄｼｹﾞ 410 ｽ 国土社 1998 135p 21cm
鏡の国のアリスの算数パズル ｶｶﾞﾐﾉｸﾆﾉｱﾘｽﾉｻﾝｽｳﾊﾟｽﾞﾙ ルイス・キャロル作『鏡の国のアリス』をもとにして やさしい科学 山崎 直美 著・訳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 410 ﾔ さ・え・ら書房 1985 79p 23cm
ふしぎの国の　アリスの算数パズル ﾌｼｷﾞﾉｸﾆﾉｱﾘｽﾉｻﾝｽｳﾊﾟｽﾞﾙ ルイス・キャロル作『ふしぎの国のアリス』をもとにして やさしい科学 山崎 直美 著・訳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 410 ﾔ さ・え・ら書房 1983 78p 23cm
シャーロック・ホームズの算数パズル ｼｬｰﾛｯｸﾎｰﾑｽﾞﾉｻﾝｽｳﾊﾟｽﾞﾙ やさしい科学 山崎 直美 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 410 ﾔ さ・え・ら書房 1995 79p 23cm
０から１００までの数 ｾﾞﾛｶﾗﾋｬｸﾏﾃﾞﾉｶｽﾞ 山崎 直美 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 410 ﾔ さ・え・ら書房 1997 95p 23cm
ねん土板の国の算数パズル ﾈﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾉｸﾆﾉｻﾝｽｳﾊﾟｽﾞﾙ 『ギルガメシュ叙事詩』をもとに やさしい科学 山崎 直美 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 410 ﾔ さ・え・ら書房 1990 78p 23cm
小町算と布ぬすっと算 ｺﾏﾁｻﾞﾝﾄﾇﾉﾇｽｯﾄｻﾞﾝ わらべうたと物語でつづるたのしい算数 やさしい科学 山崎 直美 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 410 ﾔ さ・え・ら書房 1988 79p 23cm
グリムの森の算数パズル ｸﾞﾘﾑﾉﾓﾘﾉｻﾝｽｳﾊﾟｽﾞﾙ やさしい科学 山崎 直美 著 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 410 ﾔ さ・え・ら書房 1993 78p 23cm
ぼくはジョナサン・・・・エイズなの
算数・数学おもちゃ箱 ｻﾝｽｳｽｳｶﾞｸｵﾓﾁｬﾊﾞｺ 作って・さわって・遊ぶ 「数学教室」別冊 数学教育協議会 編 ｽｳｶﾞｸ ｷｮｳｲｸ ｷｮｳｷﾞｶｲ 410 ｽ 国土社 1998 118p 26cm
ウィンドウズのプロになっちゃおう　① 続きみにもできるウィンドウズ 横地　清　監修 7 ｷ 岩崎書店 1998
炭と墨の実験 ｽﾐﾄｽﾐﾉｼﾞｯｹﾝ たのしい科学あそび たのしい科学あそび 馬場 勝良 著 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾖｼ 404 ﾀ さ・え・ら書房 1997 63p 22cm
からだってすごいね ｶﾗﾀﾞｯﾃｽｺﾞｲﾈ 生きるちからを育てるからだの学習 健康双書 伊藤 由美子 〔ほか〕著 ｲﾄｳ ﾕﾐｺ 490 ｶ 農山漁村文化協会 1996 209p 19cm
マンガｄｅソーイング事典 ﾏﾝｶﾞﾃﾞｿｰｲﾝｸﾞｼﾞﾃﾝ あれも縫いたい、これも縫いたい！ 林 ことみ デザインと解説 ﾊﾔｼ ｺﾄﾐ 593 ﾊ 文化出版局 1997 71p 26cm
インド家庭料理入門 ｲﾝﾄﾞｶﾃｲﾘｮｳﾘﾆｭｳﾓﾝ アーユルヴェーダで食べる朝昼夕晩 ロイチョウドゥーリ・ジョイ 著 ﾛｲﾁｮｳﾄﾞｩｰﾘ ｼﾞｮｲ 596 ﾛ 農山漁村文化協会 1996 148p 図版16p21cm
タイ家庭料理入門 ﾀｲｶﾃｲﾘｮｳﾘﾆｭｳﾓﾝ ヘルシー＆エスニック うめ子ヌアラナント 著 ﾇｱﾗﾅﾝﾄ ｳﾒｺ 596 ﾇ 農山漁村文化協会 1991 189p 21cm
ネパール家庭料理入門 ﾈﾊﾟｰﾙｶﾃｲﾘｮｳﾘﾆｭｳﾓﾝ 日常食ダル・バートから祭礼食マスゥ・マッツァまで 山田 英美 著 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 596 ﾔ 農山漁村文化協会 1995 137p 図版16p21cm
ベトナム家庭料理入門 ﾍﾞﾄﾅﾑｶﾃｲﾘｮｳﾘﾆｭｳﾓﾝ 台所にあがりこんで教えてもらった味 三浦 行義 著 ﾐｳﾗ ﾕｷﾖｼ 596 ﾐ 農山漁村文化協会 1996 141p 図版16p21cm
ゆびで編む ﾕﾋﾞﾃﾞｱﾑ マフラー・ぼうし 篠原 くにこ 著 ｼﾉﾊﾗ ｸﾆｺ 594 ｼ 星の環会 1997 44p 17×18cm
ゆびで編むパート２ ﾕﾋﾞﾃﾞｱﾑ 篠原 くにこ 著 ｼﾉﾊﾗ ｸﾆｺ 594 ｼ 星の環会 1998 51p 17×18cm
かんたんなものから作ってみよう ｶﾝﾀﾝﾅﾓﾉｶﾗﾂｸｯﾃﾐﾖｳ はなはなみんみの料理とおやつ はなはなみんみの料理とおやつ Ｚｅｒｏ株式会社ユズ編集工房 編ｾﾞﾛ ｶﾌﾞｼｷ ｶﾞｲｼｬ ﾕｽﾞ ﾍﾝｼｭｳ ｺｳﾎﾞｳ596 ｾ リブリオ出版 1998 47p 25cm
これなら毎日食べたいな ｺﾚﾅﾗﾏｲﾆﾁﾀﾍﾞﾀｲﾅ はなはなみんみの料理とおやつ はなはなみんみの料理とおやつ Ｚｅｒｏ株式会社ユズ編集工房 編ｾﾞﾛ ｶﾌﾞｼｷ ｶﾞｲｼｬ ﾕｽﾞ ﾍﾝｼｭｳ ｺｳﾎﾞｳ596 ｾ リブリオ出版 1998 47p 25cm
ひるごはんは、外でね ﾋﾙｺﾞﾊﾝﾜｿﾄﾃﾞﾈ はなはなみんみの料理とおやつ はなはなみんみの料理とおやつ Ｚｅｒｏ株式会社ユズ編集工房 編ｾﾞﾛ ｶﾌﾞｼｷ ｶﾞｲｼｬ ﾕｽﾞ ﾍﾝｼｭｳ ｺｳﾎﾞｳ596 ｾ リブリオ出版 1998 47p 25cm
ごちそうをならべよう ｺﾞﾁｿｳｵﾅﾗﾍﾞﾖｳ はなはなみんみの料理とおやつ はなはなみんみの料理とおやつ Ｚｅｒｏ株式会社ユズ編集工房 編ｾﾞﾛ ｶﾌﾞｼｷ ｶﾞｲｼｬ ﾕｽﾞ ﾍﾝｼｭｳ ｺｳﾎﾞｳ596 ｾ リブリオ出版 1998 47p 25cm
プレゼントはおかし ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄﾜｵｶｼ はなはなみんみの料理とおやつ はなはなみんみの料理とおやつ Ｚｅｒｏ株式会社ユズ編集工房 編ｾﾞﾛ ｶﾌﾞｼｷ ｶﾞｲｼｬ ﾕｽﾞ ﾍﾝｼｭｳ ｺｳﾎﾞｳ596 ｾ リブリオ出版 1998 47p 25cm
おかしなお菓子１ ｵｶｼﾅｵｶｼ 今田 美奈子 著 ｲﾏﾀﾞ ﾐﾅｺ 596 ｲ 文渓堂 1996 63p 31cm
おかしなお菓子２ ｵｶｼﾅｵｶｼ 今田 美奈子 著 ｲﾏﾀﾞ ﾐﾅｺ 596 ｲ 文渓堂 1996 63p 31cm
おかしなお菓子３ ｵｶｼﾅｵｶｼ 今田 美奈子 著 ｲﾏﾀﾞ ﾐﾅｺ 596 ｲ 文渓堂 1996 63p 31cm
おいしく食べて中性脂肪を減らす本 ｵｲｼｸﾀﾍﾞﾃﾁｭｳｾｲｼﾎﾞｳｵﾍﾗｽﾎﾝ 外食中心の食生活で無理なくカロリーコントロール 498 ｵ 永岡書店 1998 191p 21cm
食材図鑑魚 ｼｮｸｻﾞｲｽﾞｶﾝｳｵ 旬・目利きから、下ごしらえ・調理法まで 596 ｼ 永岡書店 1997 191p 22cm
フェルトで作ろうマスコットといろいろ ﾌｪﾙﾄﾃﾞﾂｸﾛｳﾏｽｺｯﾄﾄｲﾛｲﾛ はじめましてシリーズ② はじめましてシリーズ 594 ﾊ 雄鶏社 1996 32p 25cm
切らずに作るハンカチ手芸 ｷﾗｽﾞﾆﾂｸﾙﾊﾝｶﾁｼｭｹﾞｲ はじめましてシリーズ１ はじめましてシリーズ 594 ﾊ 雄鶏社 1996 32p 25cm
縫い方の基礎の基礎 ﾇｲｶﾀﾉｷｿﾉｷｿ わかりやすい写真でマスターする 八角 節子 著 ﾎｽﾐ ｾﾂｺ 593 ﾎ 文化出版局 1994 111p 26cm
絵で答える洋裁の基礎教室 ｴﾃﾞｺﾀｴﾙﾖｳｻｲﾉｷｿｷｮｳｼﾂ 文化出版局 編 ﾌﾞﾝｶ ｼｭｯﾊﾟﾝｷｮｸ 593 ﾌ 文化出版局 1990 71p 26cm
母と子の民族楽器づくり ﾊﾊﾄｺﾉﾐﾝｿﾞｸｶﾞｯｷｽﾞｸﾘ 藤原 義勝 著 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｶﾂ 763 ﾌ 美術出版社 1995 101p 21cm
おとなのポップス・ピアノ１００曲集 ｵﾄﾅﾉﾎﾟｯﾌﾟｽﾋﾟｱﾉﾋｬｯｷｮｸｼｭｳ バイエル程度で楽しめる 悠木 昭宏 編 763 ﾕ ドレミ楽譜出版社 1998 183p 31cm
わたしの仕事 ﾜﾀｼﾉｼｺﾞﾄ ２６０人が語る２２２の仕事 今井 美沙子 著 ｲﾏｲ ﾐｻｺ 600 ｲ 理論社 1993 699p 27cm
世界のマーク・シンボル＋ＣＩ ｾｶｲﾉﾏｰｸｼﾝﾎﾞﾙﾌﾟﾗｽｼｰｱｲ カラー版 Ｇｒａｐｈｉｃ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ桑山 弥三郎 編 ｸﾜﾔﾏ ﾔｻﾌﾞﾛｳ 727 ｸ 柏書房 1999 342p 31cm
世界のロゴタイプ＋ＣＩ／絵文字 桑山弥三郎　編 727 ｸ 柏書房
はじめて楽しい鉛筆画 ﾊｼﾞﾒﾃﾀﾉｼｲｴﾝﾋﾟﾂｶﾞ みみずく・ビギナーシリーズ みみずく・ビギナーシリーズ 視覚デザイン研究所・編集室 編ｼｶｸ ﾃﾞｻﾞｲﾝ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 725 ｼ 視覚デザイン研究所1997 142p 26cm
アルウィンの楽しい水彩教室 ｱﾙｳｨﾝﾉﾀﾉｼｲｽｲｻｲｷｮｳｼﾂ 一歩一歩上達への道 アルウィン・クローショー 著 ｸﾛｰｼｮｰ ｱﾙｳｨﾝ 724 ｸ 岩崎美術社 2000 135p 29cm
はじめて楽しい陶芸 ﾊｼﾞﾒﾃﾀﾉｼｲﾄｳｹﾞｲ みみずく・くらふとシリーズ みみずく・くらふとシリーズ 視覚デザイン研究所・編集室 編ｼｶｸ ﾃﾞｻﾞｲﾝ ｹﾝｷｭｳｼﾞｮ 751 ｼ 視覚デザイン研究所1997 142p 26cm
日本で見られる世界の芸術品（アート） ﾆﾎﾝﾃﾞﾐﾗﾚﾙｾｶｲﾉｱｰﾄ アイテム別美術館ガイド 一度はみたい絵画・彫刻・陶磁器・写真などＪＴＢキャンブックス 706 ﾆ 日本交通公社出版事業局1994 159p 21cm
個性をのばす自己表現アイデア集 ﾐﾝﾅｶﾞｶﾜﾙﾊﾅｼｶﾀﾂﾀｴｶﾀｴﾝｼﾞｶﾀ 学校行事や遊びのなかで身につく自己表現 みんなが変わる話し方・伝え方・演じ方 子どもの表現研究会 編著 ｺﾄﾞﾓ ﾉ ﾋｮｳｹﾞﾝ ｹﾝｷｭｳｶｲ 374 ｺ 汐文社 1997 52p 27cm
“話ベタ”克服言葉・あそびアイデア集 ﾐﾝﾅｶﾞｶﾜﾙﾊﾅｼｶﾀﾂﾀｴｶﾀｴﾝｼﾞｶﾀ 学校行事や遊びのなかで身につく自己表現 みんなが変わる話し方・伝え方・演じ方 子どもの表現研究会 編著 ｺﾄﾞﾓ ﾉ ﾋｮｳｹﾞﾝ ｹﾝｷｭｳｶｲ 374 ﾐ 汐文社 1997 51p 27cm
クラスが変わる劇・表現アイデア集 ﾐﾝﾅｶﾞｶﾜﾙﾊﾅｼｶﾀﾂﾀｴｶﾀｴﾝｼﾞｶﾀ 学校行事や遊びのなかで身につく自己表現 みんなが変わる話し方・伝え方・演じ方 子どもの表現研究会 編著 ｺﾄﾞﾓ ﾉ ﾋｮｳｹﾞﾝ ｹﾝｷｭｳｶｲ 374 ｺ 汐文社 1997 60p 27cm
総合学習の理論 ｿｳｺﾞｳｶﾞｸｼｭｳﾉﾘﾛﾝ 高浦 勝義 編著 ﾀｶｳﾗ ｶﾂﾖｼ 375 ﾀ 黎明書房 1997 277p 21cm



総合的学習の理論と展開 ｿｳｺﾞｳﾃｷｶﾞｸｼｭｳﾉﾘﾛﾝﾄﾃﾝｶｲ 総合学習の研究１ 総合的学習の研究 水越 敏行 著 ﾐｽﾞｺｼ ﾄｼﾕｷ 375 ﾐ 明治図書出版 1998 109p 21cm
反駁ゲームが楽しいディベート授業 ﾊﾝﾊﾞｸｹﾞｰﾑｶﾞﾀﾉｼｲﾃﾞｨﾍﾞｰﾄｼﾞｭｷﾞｮｳ ネットワーク双書 近藤 聡 著 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 375 ｺ 学事出版 1997 142p 21cm
中学・高校教師のための教室ディベート入門ﾁｭｳｶﾞｸｺｳｺｳｷｮｳｼﾉﾀﾒﾉｷｮｳｼﾂﾃﾞｨﾍﾞｰﾄﾆｭｳﾓﾝ 佐藤 喜久雄 〔ほか〕共著 ｻﾄｳ ｷｸｵ 375 ｻ 創拓社 1994 206p 21cm
ＣＧを描こう！ ｼｰｼﾞｰｵｴｶﾞｺｳ ゲーム感覚で楽しく学ぶ、１６色ＣＧ描き方教本 Ｐｏｐｃｏｍ　ｂｏｏｋｓ 柳 草一郎 著 ﾔﾅｷﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 727 ｼ 小学館 1994 94p 26cm
新・文化祭企画読本 ｼﾝﾌﾞﾝｶｻｲｷｶｸﾄﾞｸﾎﾝ 高文研 編 ｺｳﾌﾞﾝｹﾝ 374 ｺ 高文研 1997 189p 21cm
２１世紀こども英語館 ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷｺﾄﾞﾓｴｲｺﾞｶﾝ 830 ﾆ 小学館 1996 256p 29cm
Ｐｅｔｅｒ　Ｐａｎ ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ 837 ｽ 南雲堂フェニックス 95P 26cm
Ｓｌｅｅｐｉｎｇ　ｂｅａｕｔｙ ﾈﾑﾘﾋﾒ レディバード英語絵本 Ａｌｉｓｏｎ　Ａｉｎｓｗｏｒｔｈ 〔再話〕 ｴｲﾝｽﾜｰｽ A. 837 ｼ 南雲堂フェニックス 1996 1冊 18cm
ＢＡＭＢＩ ﾊﾞﾝﾋﾞ 837 ﾘ 南雲堂フェニックス
ＴＨＥ　ＬＩＴＴＬＥ　ＭＥＲＭＡＩＤ ﾆﾝｷﾞｮﾋﾒ 837 ｼ 南雲堂フェニックス
ＨＵＮＣＨＢＡＣＫ　ＯＦ　ＮＯＴＲＥＤＡＭＥ ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑﾉｶﾈ 837 ｲ 南雲堂フェニックス 91P 26cm
Ｌａｄｙ　ＴＲＡＭＰ ﾜﾝﾜﾝﾓﾉｶﾞﾀﾘ 837 ｽ 南雲堂フェニックス 92P 26cm
Ｗｉｎｎｉｎｅ　ｔｈｅ　Ｐｏｏｈ 英語絵本シリーズ 837 ﾐ 南雲堂フェニックス 192P 26cm
ＰＯＣＡＨＯＮＴＡＳ ﾎﾟｶﾎﾝﾀｽ 837 ｲ 南雲堂フェニックス 95P 26cm
Ａｌａｄｄｉｎ ｱﾗｼﾞﾝ 837 ｼ 南雲堂フェニックス 88P 26cm
英語らくらく学習王国 ｴｲｺﾞﾗｸﾗｸｶﾞｸｼｭｳｵｳｺｸ 入門編 吉井 淳一 著 830 ﾖ あゆみ出版 1997 135p 26cm
英語らくらく学習王国 ｴｲｺﾞﾗｸﾗｸｶﾞｸｼｭｳｵｳｺｸ 中学１年 吉井 淳一 著 830 ﾖ あゆみ出版 1997 135p 26cm
英語らくらく学習王国 ｴｲｺﾞﾗｸﾗｸｶﾞｸｼｭｳｵｳｺｸ 中学２年 吉井 淳一 著 830 ﾖ あゆみ出版 1997 144p 26cm
英語らくらく学習王国 ｴｲｺﾞﾗｸﾗｸｶﾞｸｼｭｳｵｳｺｸ 中学３年 吉井 淳一 著 830 ﾖ あゆみ出版 1997 136p 26cm
日本語は世界一むずかしいことば？ ﾆﾎﾝｺﾞﾜｾｶｲｲﾁﾑｽﾞｶｼｲｺﾄﾊﾞ 日本語と世界の言語 ことばの探検Ⅰ ことばの探検 吉田 智行 著 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 810 ｺ アリス館 1997 142p 22cm
日本語のルーツをさぐったら… ﾆﾎﾝｺﾞﾉﾙｰﾂｵｻｸﾞｯﾀﾗ 日本語の起源 ことばの探検Ⅱ ことばの探検 あべ せいや 著 ｱﾍﾞ ｾｲﾔ 810 ｺ アリス館 1997 142p 22cm
ことばのはじめことばのふるさと ｺﾄﾊﾞﾉﾊｼﾞﾒｺﾄﾊﾞﾉﾌﾙｻﾄ 日本語の単語 ことばの探検Ⅲ ことばの探検 飛田 良文 著 ﾋﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 810 ｺ アリス館 1997 142p 22cm
方言はまほうのことば！ ﾎｳｹﾞﾝﾜﾏﾎｳﾉｺﾄﾊﾞ 方言と標準語 ことばの探検Ⅳ ことばの探検 彦坂 佳宣 著 ﾋｺｻｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 810 ｺ アリス館 1997 142p 22cm
生まれることば死ぬことば ｳﾏﾚﾙｺﾄﾊﾞｼﾇｺﾄﾊﾞ 新語・流行語・隠語 ことばの探検Ⅴ ことばの探検 湯浅 茂雄 著 ﾕｱｻ ｼｹﾞｵ 810 ｺ アリス館 1997 142p 22cm
日本語にはどうして敬語が多いの？ ﾆﾎﾝｺﾞﾆﾜﾄﾞｳｼﾃｹｲｺﾞｶﾞｵｵｲﾉ 敬語 ことばの探検Ⅵ ことばの探検 浅田 秀子 著 ｱｻﾀﾞ ﾋﾃﾞｺ 810 ｺ アリス館 1997 150p 22cm
ことわざにうそはない？ ｺﾄﾜｻﾞﾆｳｿﾜﾅｲ ことわざと慣用句 ことばの探検 木下 哲生 著 ｷﾉｼﾀ ﾃﾂｵ 810 ｺ アリス館 1997 142p 22cm
日本の文字のふしぎふしぎ ﾆﾎﾝﾉﾓｼﾞﾉﾌｼｷﾞﾌｼｷﾞ 漢字・ひらがな・カタカナ ことばの探検Ⅷ ことばの探検 古藤 友子 著 ｺﾄｳ ﾄﾓｺ 810 ｺ アリス館 1997 134p 22cm
詩のわかる本中学１年 ｼﾉﾜｶﾙﾎﾝ 中学校教科書にでてくる詩の本 畑島 喜久生 編 ﾊﾀｼﾞﾏ ｷｸｵ 911 ﾊ 国土社 1997 165p 22cm
詩のわかる本中学２年 ｼﾉﾜｶﾙﾎﾝ 中学校教科書にでてくる詩の本 中学校教科書にでてくる詩の本 畑島 喜久生 編 ﾊﾀｼﾞﾏ ｷｸｵ 911 ﾊ 国土社 1997 149p 22cm
詩のわかる本中学３年 ｼﾉﾜｶﾙﾎﾝ 中学校教科書にでてくる詩の本 中学校教科書にでてくる詩の本 畑島 喜久生 編 ﾊﾀｼﾞﾏ ｷｸｵ 911 ﾊ 国土社 1997 157p 22cm
中学生のための詩の創作 ﾁｭｳｶﾞｸｾｲﾉﾀﾒﾉｼﾉｿｳｻｸ 中学校教科書にでてくる詩の本 中学校教科書にでてくる詩の本 畑島 喜久生 編 ﾊﾀｼﾞﾏ ｷｸｵ 911 ﾊ 国土社 1997 147p 22cm
話してみようよ！ ﾊﾅｼﾃﾐﾖｳﾖ さ・え・ら図書館／国語 鶴田 洋子 著 ﾂﾙﾀ ﾋﾛｺ 809 ﾂ さ・え・ら書房 1992 159p 22cm
話してみようよもっと！ ﾊﾅｼﾃﾐﾖｳﾖﾓｯﾄ さ・え・ら図書館／国語 鶴田 洋子 著 ﾂﾙﾀ ﾋﾛｺ 816 ﾂ さ・え・ら書房 1997 175p 22cm
詩が大すきになる教室 ｼｶﾞﾀﾞｲｽｷﾆﾅﾙｷｮｳｼﾂ さ・え・ら図書館／国語 西口 敏治 著 ﾆｼｸﾞﾁ ﾄｼﾊﾙ 911 ﾆ さ・え・ら書房 1995 159p 22cm
朗読をたのしもう ﾛｳﾄﾞｸｵﾀﾉｼﾓｳ さ・え・ら図書館／国語 松丸 春生 著 ﾏﾂﾏﾙ ﾊﾙｵ 817 ﾏ さ・え・ら書房 1994 175p 22cm
作文わくわく教室 ｻｸﾌﾞﾝﾜｸﾜｸｷｮｳｼﾂ さ・え・ら図書館／国語 植垣 一彦 著 ｳｴｶﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ 816 ｳ さ・え・ら書房 1992 151p 22cm
紳助のサルでもわかるニュース４ ｼﾝｽｹﾉｻﾙﾃﾞﾓﾜｶﾙﾆｭｰｽ 読売テレビ放送株式会社 編 ﾖﾐｳﾘ ﾃﾚﾋﾞ ﾎｳｿｳ 302 ﾖ 実業之日本社 1996 199p 19cm
紳助のサルでもわかるニュース６ ｼﾝｽｹﾉｻﾙﾃﾞﾓﾜｶﾙﾆｭｰｽ 読売テレビ放送株式会社 編 ﾖﾐｳﾘ ﾃﾚﾋﾞ ﾎｳｿｳ 302 ﾖ 実業之日本社 1996 207p 19cm
紳助のサルでもわかるニュース７ ｼﾝｽｹﾉｻﾙﾃﾞﾓﾜｶﾙﾆｭｰｽ 読売テレビ放送株式会社 編 ﾖﾐｳﾘ ﾃﾚﾋﾞ ﾎｳｿｳ 302 ﾖ 実業之日本社 1997 189p 19cm
紳助のサルでもわかるニュースクイズスペシャルｼﾝｽｹﾉｻﾙﾃﾞﾓﾜｶﾙﾆｭｰｽｸｲｽﾞｽﾍﾟｼｬﾙ 読売テレビ放送株式会社 編 ﾖﾐｳﾘ ﾃﾚﾋﾞ ﾎｳｿｳ 302 ﾖ 実業之日本社 1996 183p 19cm
紳助のサルでもわかるニュース ｼﾝｽｹﾉｻﾙﾃﾞﾓﾜｶﾙﾆｭｰｽ 読売テレビ放送株式会社 編 ﾖﾐｳﾘ ﾃﾚﾋﾞ ﾎｳｿｳ 302 ﾖ 実業之日本社 1994 176p 19cm
紳助のサルでもわかるニュース２ ｼﾝｽｹﾉｻﾙﾃﾞﾓﾜｶﾙﾆｭｰｽ 読売テレビ放送株式会社 編 ﾖﾐｳﾘ ﾃﾚﾋﾞ ﾎｳｿｳ 302 ﾖ 実業之日本社 1995 191p 19cm
紳助のサルでもわかるニュース５ ｼﾝｽｹﾉｻﾙﾃﾞﾓﾜｶﾙﾆｭｰｽ 読売テレビ放送株式会社 編 ﾖﾐｳﾘ ﾃﾚﾋﾞ ﾎｳｿｳ 302 ﾖ 実業之日本社 1996 191p 19cm
点字であそぼう ﾃﾝｼﾞﾃﾞｱｿﾎﾞｳ はじめてのボランティア① はじめてのボランティア 田中 ひろし 企画・著 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 378 ﾀ 同友館 1996 66p 21cm
これだけ点字 ｺﾚﾀﾞｹﾃﾝｼﾞ さわってわかるてんじのふしぎ はじめてのボランティア③ はじめてのボランティア 田中 ひろし 著・編集 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 378 ﾀ 同友館 1997 64p 21cm
続・これだけ手話 ｺﾚﾀﾞｹｼｭﾜ はじめてのボランティア④ はじめてのボランティア 田中 ひろし 著・編 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 378 ﾀ 同友館 1997 56p 21cm
痴ほう性老人の介護 ｽｺﾔｶｼﾙﾊﾞｰｶｲｺﾞ すこやかシルバー介護２ ＮＨＫ福祉番組取材班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 269 ﾆ 旬報社 1998 120p 26cm
寝たきりの人の介護 ｽｺﾔｶｼﾙﾊﾞｰｶｲｺﾞ すこやかシルバー介護１ ＮＨＫ福祉番組取材班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 369 ﾆ 労働旬報社 1997 128p 26cm
食事・住まいの工夫と福祉用具 ｽｺﾔｶｼﾙﾊﾞｰｶｲｺﾞ すこやかシルバー介護３ ＮＨＫ福祉番組取材班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 369 ﾆ 労働旬報社 1997 116p 26cm
知っておきたい福祉サービス ｽｺﾔｶｼﾙﾊﾞｰｶｲｺﾞ すこやかシルバー介護４ ＮＨＫ福祉番組取材班 編 ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 369 ﾆ 労働旬報社 1997 170p 26cm
１４歳・心の風景 ｼﾞｭｳﾖﾝｻｲｺｺﾛﾉﾌｳｹｲ ＮＨＫスペシャルセレクション ＮＨＫ「１４歳・心の風景」プロジェクト 編ﾆｯﾎﾟﾝ ﾎｳｿｳ ｷｮｳｶｲ 371 ﾆ 日本放送出版協会 1998 221p 20cm
魔女からの手紙 ﾏｼﾞｮｶﾗﾉﾃｶﾞﾐ 角野 栄子 著 ｶﾄﾞﾉ ｴｲｺ 913 ｶ ポプラ社 1997 47p 19×27cm
ハッピーバースデー ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｰ 命かがやく瞬間 ときめき文学館 青木 和雄 作 ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 913 ｱ 金の星社 1997 253p 20cm
水晶の栓 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集７ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 407p 20cm
ハロウィーンの魔法 ﾊﾛｳｨｰﾝﾉﾏﾎｳ チア・ブックス ルーマ・ゴッデン 作 ｺﾞｯﾃﾞﾝ ﾙｰﾏｰ 933 ｺ 偕成社 1997 237p 22cm
ハロウィーンの魔法 ﾊﾛｳｨｰﾝﾉﾏﾎｳ チア・ブックス ルーマ・ゴッデン 作 ｺﾞｯﾃﾞﾝ ﾙｰﾏｰ 933 ｺ 偕成社 1997 237p 22cm
ハロウィーンの魔法 ﾊﾛｳｨｰﾝﾉﾏﾎｳ チア・ブックス ルーマ・ゴッデン 作 ｺﾞｯﾃﾞﾝ ﾙｰﾏｰ 933 ｺ 偕成社 1997 237p 22cm
性を教える ｾｲｵｵｼｴﾙ 大人は人生の先輩になり得ているか 健康双書 坂本 玄子 著 ｻｶﾓﾄ ﾐﾁｺ 495 ｻ 農山漁村文化協会 1986 229p 19cm
中学＆高校生エイズと性を学ぶ ﾁｭｳｶﾞｸｱﾝﾄﾞｺｳｺｳｾｲｴｲｽﾞﾄｾｲｵﾏﾅﾌﾞ 「性」と「生」をつなげて 健康双書 武田 聖 〔ほか〕共著 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ 495 ﾀ 農山漁村文化協会 1995 218p 19cm
ミッケ！５
ミッケ！ ﾐｯｹ いつまでもあそべるかくれんぼ絵本 ウォルター・ウィック 写真 ｳｨｯｸ ｳｫﾙﾀｰ 933 ｳ 小学館 1992 29p 31cm
ミッケ！２ ﾐｯｹ びっくりハウス ウォルター・ウィック 写真 ｳｨｯｸ ｳｫﾙﾀｰ 933 ｳ 小学館 1993 29p 31cm
ミッケ！４ ﾐｯｹ ウォルター・ウィック 写真 ｳｨｯｸ ｳｫﾙﾀｰ 933 ｳ 小学館 1994 32p 31cm
ミッケ！３
みんなで取り組む性教育 ﾐﾝﾅﾃﾞﾄﾘｸﾑｾｲｷｮｳｲｸ 親，子，教師 健康双書 岡 多枝子 著 ｵｶ ﾀｴｺ 495 ｵ 農山漁村文化協会 1990 226p 19cm
朝の少女 ｱｻﾉｼｮｳｼﾞｮ 新潮文庫 マイケル・ドリス 〔著〕 ﾄﾞﾘｽ ﾏｲｹﾙ 933 ﾄ 新潮社 1997 141p 16cm
Ｄｅｅｐ　ｓｐａｃｅ ﾃﾞｨｰﾌﾟｽﾍﾟｰｽ ハッブル宇宙望遠鏡が見た宇宙の神秘 寺門 和夫 編・写真解説 ﾃﾗｶﾄﾞ ｶｽﾞｵ 440 ﾃ 小学館 1997 143p 29cm
火の鳥　ＨＩＮＯＴＯＲＩ　Ｎｏ．７ ﾋﾉﾄﾘ 乱世編　上 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 角川書店 1986 316p 20cm
火の鳥　ＨＩＮＯＴＯＲＩ　Ｎｏ．９ ﾋﾉﾄﾘ 宇宙生命編 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 角川書店 1986 292p 20cm
火の鳥　ＨＩＮＯＴＯＲＩ　Ｎｏ．１０ ﾋﾉﾄﾘ 太陽編　上 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 角川書店 1987 337p 20cm
火の鳥　ＨＩＮＯＴＯＲＩ　Ｎｏ．８ ﾋﾉﾄﾘ 乱世編　下 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 角川書店 1986 271p 20cm
火の鳥　ＨＩＮＯＴＯＲＩ　Ｎｏ．１１ ﾋﾉﾄﾘ 太陽編　下 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 角川書店 1988 398p 20cm
マンガ世界の文学 ﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 赤と黒 908 ﾏ 世界文化社 1995 270p 20cm
マンガ世界の文学 ﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ ロミオとジュリエット 908 ﾏ 世界文化社 1995 270p 20cm
マンガ世界の文学 ﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ チャタレイ夫人の恋人 908 ﾏ 世界文化社 1996 270p 20cm
マンガ世界の文学 ﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ 嵐が丘 908 ﾏ 世界文化社 1996 270p 20cm
マンガ世界の文学 ﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾌﾞﾝｶﾞｸ カルメン 908 ﾏ 世界文化社 1996 270p 20cm
舞姫 ﾏｲﾋﾒ アニメ日本の名作 アニメ日本の名作 森 鴎外 原作 ﾓﾘ ｵｳｶﾞｲ 913 ﾓ 金の星社 1997 93p 22cm



おばけ煙突のうた ｵﾊﾞｹｴﾝﾄﾂﾉｳﾀ 戦争がうばった夢と友情 早乙女 勝元 原作 ｻｵﾄﾒ ｶﾂﾓﾄ 913 ｻ 理論社 1993 126p 22cm
アンネの日記 ｱﾝﾈﾉﾆｯｷ アニメ絵本 アンネ・フランク 原作 ﾌﾗﾝｸ ｱﾝﾈ 949 ﾌ 理論社 1996 130p 22cm
野菊の墓 ﾉｷﾞｸﾉﾊｶ アニメ日本の名作 アニメ日本の名作 伊藤 左千夫 原作 ｲﾄｳ ｻﾁｵ 913 ｲ 金の星社 1996 93p 22cm
たけくらべ ﾀｹｸﾗﾍﾞ アニメ日本の名作 アニメ日本の名作 樋口 一葉 原作 ﾋｸﾞﾁ ｲﾁﾖｳ 913 ﾋ 金の星社 1997 93p 22cm
ビルマの竪琴 ﾋﾞﾙﾏﾉﾀﾃｺﾞﾄ アニメ日本の名作 竹山 道雄 原作 ﾀｹﾔﾏ ﾐﾁｵ 913 ﾀ 金の星社 1997 93p 22cm
路傍の石 ﾛﾎﾞｳﾉｲｼ アニメ日本の名作 アニメ日本の名作 山本 有三 原作 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｿﾞｳ 913 ﾔ 金の星社 1997 93p 22cm
姿三四郎 ｽｶﾞﾀｻﾝｼﾛｳ アニメ日本の名作 アニメ日本の名作 富田 常雄 原作 ﾄﾐﾀ ﾂﾈｵ 913 ﾄ 金の星社 1997 93p 22cm
風立ちぬ ｶｾﾞﾀﾁﾇ アニメ日本の名作 アニメ日本の名作 堀 辰雄 原作 ﾎﾘ ﾀﾂｵ 913 ﾎ 金の星社 1997 93p 22cm
むくはとじゅうの名犬物語 ﾑｸﾊﾄｼﾞｭｳﾉﾒｲｹﾝﾓﾉｶﾞﾀﾘ アニメ絵本 椋 鳩十 原作 ﾑｸ ﾊﾄｼﾞｭｳ 913 ﾑ 理論社 1997 105p 22cm
三省堂世界歴史地図 ｻﾝｾｲﾄﾞｳｾｶｲﾚｷｼﾁｽﾞ ピエール・ヴィダル＝ナケ 編 ｳﾞｨﾀﾞﾙ･ﾅｹ ﾋﾟｴｰﾙ 203 ｻ 三省堂 1995 375p 31cm
源氏物語ハンドブック ｹﾞﾝｼﾞﾓﾉｶﾞﾀﾘﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 鈴木 日出男 編 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 913 ｽ 三省堂 1998 244p 21cm
見分けて選ぶ輸入食品Ｑ＆Ａ１００ ﾐﾜｹﾃｴﾗﾌﾞﾕﾆｭｳｼｮｸﾋﾝｷｭｰｱﾝﾄﾞｴｰﾋｬｸ 健康双書 食生活研究会 編 ｼｮｸｾｲｶﾂ ｹﾝｷｭｳｶｲ 596 ｼ 農山漁村文化協会 1997 301p 19cm
算学奇人伝
六人の男たち ﾛｸﾆﾝﾉｵﾄｺﾀﾁ なぜ戦争をするのか？ デイビッド＝マッキー 作 ﾏｯｷｰ ﾃﾞｰｳﾞｨﾄﾞ 943 ﾏ 偕成社 1990 1冊 18×25cm
おとなになれなかった　弟たちに… ｵﾄﾅﾆﾅﾚﾅｶｯﾀｵﾄｳﾄﾀﾁﾆ 米倉 斉加年 作 ﾖﾈｸﾗ ﾏｻｶﾈ 913 ﾖ 偕成社 1983 1冊 27cm
まちんと ﾏﾁﾝﾄ 新編・絵本平和のために 松谷 みよ子 文 ﾏﾂﾀﾆ ﾐﾖｺ 913 ﾏ 偕成社 1989 1冊 25cm
もりへさがしに ﾓﾘｴｻｶﾞｼﾆ 村田 清司 え ﾑﾗﾀ ｾｲｼﾞ 913 ﾑ 偕成社 1991 1冊 25×30cm
はしれムンシー！ ﾊｼﾚﾑﾝｼｰ 福井 達雨 編 ﾌｸｲ ﾀﾂｳ 913 ﾌ 偕成社 1989 1冊 26cm
火の鳥　ＨＩＮＯＴＯＲＩ　Ｎｏ．５ ﾋﾉﾄﾘ 復活羽衣編 手塚 治虫 著 ﾃｽﾞｶ ｵｻﾑ 726 ﾃ 角川書店 1986 361p 20cm
神奈川 ﾋﾄｽﾞｸﾘﾌﾄﾞｷ 全国の伝承江戸時代人づくり風土記 聞き書きによる知恵シリーズ 加藤 秀俊 〔ほか〕編纂 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 210 ｴ 農山漁村文化協会 1987 361p 27cm
千葉 ﾋﾄｽﾞｸﾘﾌﾄﾞｷ 江戸時代人づくり風土記１２ ふるさとの人と知恵 加藤 秀俊 〔ほか〕編纂 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 210 ｴ 農山漁村文化協会 1990 396p 27cm
埼玉 ﾋﾄｽﾞｸﾘﾌﾄﾞｷ 江戸時代人づくり風土記１１ ふるさとの人と知恵 210 ｴ 農山漁村文化協会 1995 380p 27cm
群馬 ﾋﾄｽﾞｸﾘﾌﾄﾞｷ 江戸時代人づくり風土記１０ ふるさとの人と知恵 210 ｴ 農山漁村文化協会 1997 356p 27cm
栃木 ﾋﾄｽﾞｸﾘﾌﾄﾞｷ 江戸時代人づくり風土記９ ふるさとの人と知恵 加藤 秀俊 〔ほか〕編纂 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 210 ｴ 農山漁村文化協会 1989 372p 27cm
茨城 ﾋﾄｽﾞｸﾘﾌﾄﾞｷ 江戸時代人づくり風土記８ ふるさとの人と知恵 加藤 秀俊 〔ほか〕編纂 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 210 ｴ 農山漁村文化協会 1989 397p 27cm
聞き書香川の食事 ﾆﾎﾝﾉｼｮｸｾｲｶﾂｾﾞﾝｼｭｳ 日本の食生活全集３７ 383 ﾆ 農山漁村文化協会 1990 357 9p 図版16p22cm
世界のパズル百科 ｾｶｲﾉﾊﾟｽﾞﾙﾋｬｯｶ イラストパズルワンダーランド 井上 うさぎ 著 ｲﾉｳｴ ｳｻｷﾞ 798 ｲ 東京堂出版 1997 222p 19cm
性の絵本２ ｾｲﾉｴﾎﾝ 子どもからおとなへ生きる 木原 千春 画 ｷﾊﾗ ﾁﾊﾙ 495 ｾ 大月書店 1992 34p 21×22cm
空の色と光の図鑑 ｿﾗﾉｲﾛﾄﾋｶﾘﾉｽﾞｶﾝ 斎藤 文一 文 ｻｲﾄｳ ﾌﾞﾝｲﾁ 451 ｻ 草思社 1995 182p 22cm
算学奇人伝 ｻﾝｶﾞｸｷｼﾞﾝﾃﾞﾝ 永井 義男 著 ﾅｶﾞｲ ﾖｼｵ 913 ﾅ ＴＢＳブリタニカ 1997 199p 20cm
歯の健康図鑑１ 歯のしくみとはたらき 落合靖一　作 497 ﾊ 大日本図書 1997
歯の健康図鑑２ 歯ならびと健康 落合靖一　作 497 ﾊ 大日本図書 1997
歯の健康図鑑３ むし歯をなおず武器 落合靖一　作 497 ﾊ 大日本図書 1997
歯の健康図鑑４ 動物の歯といのち 落合靖一　作 497 ﾊ 大日本図書 1997
からだとこころのなんでも百科 愛し合うまえに読む本 ヨルク　ミュラー　文 495 ﾐ アニー出版 1995
ブッタとシッタカブッタ３ ﾌﾞｯﾀﾄｼｯﾀｶﾌﾞｯﾀ なぁんでもないよ 小泉 吉宏 著 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 726 ｺ メディアファクトリー 1999 201p 19cm
五体不満足 ｺﾞﾀｲﾌﾏﾝｿﾞｸ 乙武 洋匡 著 ｵﾄﾀｹ ﾋﾛﾀﾀﾞ 916 ｵ 講談社 1998 270p 20cm
学習に役だつ教科書用語事典１ ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂｷｮｳｶｼｮﾖｳｺﾞｼﾞﾃﾝ 社会科あい―かん 307 ｷ 学研 1994 328p 27cm
学習に役だつ教科書用語事典２ ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂｷｮｳｶｼｮﾖｳｺﾞｼﾞﾃﾝ 社会科き―しや 307 ｷ 学研 1994 312p 27cm
学習に役だつ教科書用語事典４ ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂｷｮｳｶｼｮﾖｳｺﾞｼﾞﾃﾝ 社会科てに―ふて 307 ｷ 学研 1994 320p 27cm
学習に役だつ教科書用語事典５ ｶﾞｸｼｭｳﾆﾔｸﾀﾞﾂｷｮｳｶｼｮﾖｳｺﾞｼﾞﾃﾝ 社会科ふと―わん 307 ｷ 学研 1994 319p 27cm
旧石器時代～平安 ｺﾚﾅﾗﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼｷｭｰｱﾝﾄﾞｴｰ これならわかる日本の歴史Ｑ＆Ａ１ 加藤 文三 〔ほか〕著 ｶﾄｳ ﾌﾞﾝｿﾞｳ 210 ｺ 大月書店 1992 127p 21cm
鎌倉～江戸 ｺﾚﾅﾗﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼｷｭｰｱﾝﾄﾞｴｰ これならわかる日本の歴史Ｑ＆Ａ２ 加藤 文三 〔ほか〕著 ｶﾄｳ ﾌﾞﾝｿﾞｳ 210 ｺ 大月書店 1992 132p 21cm
幕末～現代 ｺﾚﾅﾗﾜｶﾙﾆﾎﾝﾉﾚｷｼｷｭｰｱﾝﾄﾞｴｰ これならわかる日本の歴史Ｑ＆Ａ３ 加藤 文三 〔ほか〕著 ｶﾄｳ ﾌﾞﾝｿﾞｳ 210 ｺ 大月書店 1992 135p 21cm
スズメ ハト カラス… ｽｽﾞﾒﾊﾄｶﾗｽ どこでもできるバードウォッチング やさしい科学 谷口 高司 絵と文 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ 488 ﾀ さ・え・ら書房 1986 47p 23cm
台所昆虫記 ﾀﾞｲﾄﾞｺﾛｺﾝﾁｭｳｷ やさしい科学 佐藤 有恒 著 ｻﾄｳ ﾕｳｺｳ 486 ｻ さ・え・ら書房 1987 71p 23cm
自然がみえてくる理科の本 ｼｾﾞﾝｶﾞﾐｴﾃｸﾙﾘｶﾉﾎﾝ 中学生ゼミナール５ 中学生ゼミナール 鷹取 健 著 ﾀｶﾄﾘ ﾀｹｼ 407 ﾀ 大月書店 1991 234p 19cm
野山でたのしむ　夏の草花 ﾉﾔﾏﾃﾞﾀﾉｼﾑﾅﾂﾉｸｻﾊﾞﾅ 母と子の植物ガイド やさしい科学 やさしい科学 河野 玉樹 著 ｺｳﾉ ﾀﾏｷ 470 ﾔ さ・え・ら書房 1984 47p 23cm
静電気のふしぎ ｾｲﾃﾞﾝｷﾉﾌｼｷﾞ やさしい科学 やさしい科学 小林 卓二 著 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸｼﾞ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1987 63p 23cm
科学でゲーム・できっこないさ！ ｶｶﾞｸﾃﾞｹﾞｰﾑﾃﾞｷｯｺﾅｲｻ やさしい科学 やさしい科学 Ｖ．コブ 著 ｺｯﾌﾞ ｳﾞｨｷ 40 ﾔ さ・え・ら書房 1987 71p 23cm
オタマジャクシを調べる ｵﾀﾏｼﾞｬｸｼｵｼﾗﾍﾞﾙ 古出 俊子 著 ｺｲﾃﾞ ﾄｼｺ 487 ｺ さ・え・ら書房 1980 78p 23cm
土の中の動物を調べよう ﾂﾁﾉﾅｶﾉﾄﾞｳﾌﾞﾂｵｼﾗﾍﾞﾖｳ やさしい科学 渡辺 弘之 著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 481 ﾜ さ・え・ら書房 1985 63p 23cm
科学でゲーム・ぜったいできる！ ｶｶﾞｸﾃﾞｹﾞｰﾑｾﾞｯﾀｲﾃﾞｷﾙ やさしい科学 やさしい科学 Ｖ．コブ 著 ｺｯﾌﾞ ｳﾞｨｷ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1987 71p 23cm
紙飛行機を飛ばそう ｶﾐﾋｺｳｷｵﾄﾊﾞｿｳ やさしい科学 やさしい科学 吉田 辰男 著 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｵ 538 ﾖ さ・え・ら書房 1986 47p 23cm
野山でたのしむ　秋の草花 ﾉﾔﾏﾃﾞﾀﾉｼﾑｱｷﾉｸｻﾊﾞﾅ 母と子の植物ガイド やさしい科学 やさしい科学 河野 玉樹 文 ｺｳﾉ ﾀﾏｷ 470 ﾔ さ・え・ら書房 1984 47p 23cm
蚊も時計を持っている ｶﾓﾄｹｲｵﾓｯﾃｲﾙ やさしい科学 千葉 喜彦 著 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾋｺ 486 ﾁ さ・え・ら書房 1987 63p 23cm
虫たちの冬ごし ﾑｼﾀﾁﾉﾌﾕｺﾞｼ やさしい科学 矢島 稔 著 ﾔｼﾞﾏ ﾐﾉﾙ 486 ﾔ さ・え・ら書房 1985 71p 23cm
身近な植物となかよくなろう ﾐｼﾞｶﾅｼｮｸﾌﾞﾂﾄﾅｶﾖｸﾅﾛｳ 標本づくりと図鑑の見かた やさしい科学 やさしい科学 田中 肇 著 ﾀﾅｶ ﾊｼﾞﾒ 470 ﾔ さ・え・ら書房 1988 63p 23cm
いそあそびの科学 ｲｿｱｿﾋﾞﾉｶｶﾞｸ やさしい科学 やさしい科学 武田 正倫 著 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾂﾈ 408 ﾔ さ・え・ら書房 1985 71p 23cm
コマツナの栽培と１８の実験 ｺﾏﾂﾅﾉｻｲﾊﾞｲﾄｼﾞｭｳﾊﾁﾉｼﾞｯｹﾝ やさしい科学 やさしい科学 柴田 一 著 ｼﾊﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ 470 ﾔ さ・え・ら書房 1990 47p 23cm
ゴキブリを調べる ｺﾞｷﾌﾞﾘｵｼﾗﾍﾞﾙ 古出 俊子 著 ｺｲﾃﾞ ﾄｼｺ 486 ｺ さ・え・ら書房 1982 76p 23cm
貝がらのずかん ｶｲｶﾞﾗﾉｽﾞｶﾝ やさしい科学 奥谷 喬司 文 ｵｸﾀﾆ ﾀｶｼ 484 ｵ さ・え・ら書房 1986 63p 23cm
アサガオのすいみん時間 ｱｻｶﾞｵﾉｽｲﾐﾝｼﾞｶﾝ やさしい科学 やさしい科学 貝原 純子 著 ｶｲﾊﾗ ｽﾐｺ 470 ﾔ さ・え・ら書房 1987 63p 23cm
ミミズの生活を調べよう ﾐﾐｽﾞﾉｾｲｶﾂｵｼﾗﾍﾞﾖｳ やさしい科学 渡辺 弘之 著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 483 ﾜ さ・え・ら書房 1983 63p 23cm
みどり色のまゆ ﾐﾄﾞﾘｲﾛﾉﾏﾕ ぼくたちが調べたヤマコの一生 やさしい科学 穂高北小学校郷土研究会 編著ﾎﾀｶｷﾀ ｼｮｳｶﾞｯｺｳ ｷｮｳﾄﾞ ｹﾝｷｭｳｶｲ486 ﾎ さ・え・ら書房 1986 63p 23cm
ぼくは　なぜヒマワリなのかな ﾎﾞｸﾜﾅｾﾞﾋﾏﾜﾘﾅﾉｶﾅ やさしい科学 小松 恒夫 著 ｺﾏﾂ ﾂﾈｵ 470 ﾔ さ・え・ら書房 1982 80p 23cm
カメを飼ってみよう ｶﾒｵｶｯﾃﾐﾖｳ やさしい科学 内田 至 著 ｳﾁﾀﾞ ｲﾀﾙ 487 ｳ さ・え・ら書房 1985 63p 23cm
ミヤマカワトンボのふしぎ ﾐﾔﾏｶﾜﾄﾝﾎﾞﾉﾌｼｷﾞ やさしい科学 佐藤 有恒 文と写真 ｻﾄｳ ﾕｳｺｳ 486 ｻ さ・え・ら書房 1983 63p 23cm
砂はまのカニたち ｽﾅﾊﾏﾉｶﾆﾀﾁ やさしい科学 武田 正倫 著 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾂﾈ 485 ﾀ さ・え・ら書房 1987 71p 23cm
ヤドカリの殻交換 ﾔﾄﾞｶﾘﾉｶﾗｺｳｶﾝ やさしい科学 今福 道夫 著 ｲﾏﾌｸ ﾐﾁｵ 485 ｲ さ・え・ら書房 1988 63p 23cm
セミの生活を調べよう ｾﾐﾉｾｲｶﾂｵｼﾗﾍﾞﾖｳ やさしい科学 林 正美 著 ﾊﾔｼ ﾏｻﾐ 486 ﾊ さ・え・ら書房 1984 63p 23cm
トンボの引っこし ﾄﾝﾎﾞﾉﾋｯｺｼ やさしい科学 広瀬 誠 著 ﾋﾛｾ ﾏｺﾄ 486 ﾋ さ・え・ら書房 1985 71p 23cm
アナバチの生活 ｱﾅﾊﾞﾁﾉｾｲｶﾂ やさしい科学 石上 幸子 著 ｲｼｶﾞﾐ ｻﾁｺ 486 ｲ さ・え・ら書房 1988 71p 23cm
カブトエビの飼育と観察 ｶﾌﾞﾄｴﾋﾞﾉｼｲｸﾄｶﾝｻﾂ ふしぎな生き物“トリオプス” やさしい科学 谷本 雄治 著 ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 485 ﾀ さ・え・ら書房 1998 63p 23cm
いきもの探検大図鑑 ｲｷﾓﾉﾀﾝｹﾝﾀﾞｲｽﾞｶﾝ Ｎａｔｕｒｅ‐ｐａｌ 460 ｲ 小学館 1997 303p 29cm
日本列島ダニさがし ﾆﾎﾝﾚｯﾄｳﾀﾞﾆｻｶﾞｼ きみのそばにダニがいる ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 青木 淳一 著 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 485 ｱ ポプラ社 1996 160p 19cm
雪はじゃまものか？ ﾕｷﾜｼﾞｬﾏﾓﾉｶ 新・雪国ものがたり ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 鈴木 哲 著 ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 451 ｽ ポプラ社 1996 193p 19cm
クモの不思議な生活 ｸﾓﾉﾌｼｷﾞﾅｾｲｶﾂ ワイルドライフ・ブックス マイケル・チナリー 著 ﾁﾅﾘｰ ﾏｲｹﾙ 485 ﾁ 晶文社 1997 223 8p 22cm



キャプテン・クックの動物たち ｷｬﾌﾟﾃﾝｸｯｸﾉﾄﾞｳﾌﾞﾂﾀﾁ すばらしいオセアニアの生きもの ノンフィクション・ワールド 羽田 節子 著 ﾊﾈﾀﾞ ｾﾂｺ 482 ﾊ 大日本図書 1994 166p 20cm
タバコの害とたたかって ﾀﾊﾞｺﾉｶﾞｲﾄﾀﾀｶｯﾃ スモークバスター奮戦記 ノンフィクション・ワールド 渡辺 文学 著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾞﾝｶﾞｸ 498 ﾜ 大日本図書 1996 174p 20cm
サッカー ｴﾃﾞﾜｶﾙｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ 絵でわかるジュニアスポーツ１ ルールと技術 780 ｴ 学研 1994 63p 27cm
バスケットボール ｴﾃﾞﾜｶﾙｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ 絵でわかるジュニアスポーツ２ ルールと技術 780 ｴ 学研 1994 63p 27cm
陸上競技・水泳競技 ｴﾃﾞﾜｶﾙｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ 絵でわかるジュニアスポーツ４ ルールと技術 780 ｴ 学研 1994 63p 27cm
ソフトボール ｴﾃﾞﾜｶﾙｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ 絵でわかるジュニアスポーツ５ ルールと技術 780 ｴ 学研 1994 63p 27cm
バドミントン ｴﾃﾞﾜｶﾙｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂ 絵でわかるジュニアスポーツ６ ルールと技術 780 ｴ 学研 1994 63p 27cm
ドリブル ﾄﾞﾘﾌﾞﾙ 前園 真聖 著 ﾏｴｿﾞﾉ ﾏｻｷﾖ 783 ﾏ ベースボール・マガジン社1996 180p 図版16p20cm
ディエゴ・マラドーナの真実 ﾃﾞｨｴｺﾞﾏﾗﾄﾞｰﾅﾉｼﾝｼﾞﾂ 地に落ちた「神の手」 ジミー・バーンズ 著 ﾊﾞｰﾝｽﾞ ｼﾞﾐｰ 783 ﾊ ベースボール・マガジン社1997 351p 20cm
カル・リプケン物語 ｶﾙﾘﾌﾟｹﾝﾓﾉｶﾞﾀﾘ 新たなる鉄人 ハービー・ローゼンフェルド 著ﾛｰｾﾞﾝﾌｪﾙﾄﾞ ﾊｰﾋﾞｰ 783 ﾛ ベースボール・マガジン社1997 427p 19cm
夢をつなぐ ﾕﾒｵﾂﾅｸﾞ 全盲の金メダリスト河合純一物語 沢井 希代治 著 ｻﾜｲ ｷﾖｼﾞ 785 ｻ ひくまの出版 1997 158p 20cm
Ｎｏｍｏ ﾉﾓ 星条旗とトルネード ハーブ・フェーゲン 著 ﾌｪｰｹﾞﾝ ﾊｰﾌﾞ 783 ﾌ ベースボール・マガジン社1996 334p 19cm
いのちと愛をはぐくむ性教育 ｲﾉﾁﾄｱｲｵﾊｸﾞｸﾑｾｲｷｮｳｲｸ 養護教諭と担任教諭の共同実践　１ 健康双書 田中 紀久美 著 ﾀﾅｶ ｷｸﾐ 495 ﾀ 農山漁村文化協会 1993 212p 19cm
光輝の拳 ｺｳｷﾉｹﾝ 八巻建志自伝 八巻 建志 著 ﾔﾏｷ ｹﾝｼﾞ 789 ﾔ ベースボール・マガジン社1997 269p 19cm
ぐんぐんわかる数学の本 ｸﾞﾝｸﾞﾝﾜｶﾙｽｳｶﾞｸﾉﾎﾝ 中学生ゼミナール１ 中学生ゼミナール 榊 忠男 著 ｻｶｷ ﾀﾀﾞｵ 410 ｻ 大月書店 1990 219p 19cm
リンゴはどうして赤くなる？ ﾀﾞｲﾄﾞｺﾛﾉｶｶﾞｸ 台所のかがく１ 江川 多喜雄 編著 ｴｶﾞﾜ ﾀｷｵ 404 ｴ 大月書店 1991 39p 22cm
見えない料理人・発酵 ﾀﾞｲﾄﾞｺﾛﾉｶｶﾞｸ 台所のかがく２ 江川 多喜雄 編著 ｴｶﾞﾜ ﾀｷｵ 404 ｴ 大月書店 1991 43p 22cm
台所から地球をきれいに ﾀﾞｲﾄﾞｺﾛﾉｶｶﾞｸ 台所のかがく３ 江川 多喜雄 編著 ｴｶﾞﾜ ﾀｷｵ 404 ｴ 大月書店 1991 39p 22cm
ヘチマとアリのなぞ ﾍﾁﾏﾄｱﾘﾉﾅｿﾞ やさしい科学 佐藤 有恒 著 ｻﾄｳ ﾕｳｺｳ 486 ｻ さ・え・ら書房 1988 47p 23cm
まだ科学が解けない疑問 ﾏﾀﾞｶｶﾞｸｶﾞﾄｹﾅｲｷﾞﾓﾝ ジュリア・ライ 編 ﾗｲ ｼﾞｭﾘｱ 404 ﾗ 晶文社 1991 211p 22cm
上野動物園サル山物語 ｳｴﾉﾄﾞｳﾌﾞﾂｴﾝｻﾙﾔﾏﾓﾉｶﾞﾀﾘ ノンフィクション・ワールド 川口 幸男 著 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｷｵ 489 ｶ 大日本図書 1996 181p 20cm
安心して食べる知恵１ ｱﾝｼﾝｼﾃﾀﾍﾞﾙﾁｴ 農薬・添加物からわたしたちの体を守る本 くだものと野菜 増尾 清 監修・執筆 ﾏｽｵ ｷﾖｼ 596 ｱ 学研 1995 55p 27cm
安心して食べる知恵２ ｱﾝｼﾝｼﾃﾀﾍﾞﾙﾁｴ 農薬・添加物からわたしたちの体を守る本 米とめん・パンなど加工食品 増尾 清 監修・執筆 ﾏｽｵ ｷﾖｼ 596 ｱ 学研 1995 56p 27cm
安心して食べる知恵③ ｱﾝｼﾝｼﾃﾀﾍﾞﾙﾁｴ 農薬・添加物からわたしたちの体を守る本 魚・肉・卵と加工食品 増尾 清 監修・執筆 ﾏｽｵ ｷﾖｼ 596 ｱ 学研 1995 55p 27cm
安心して食べる知恵４ ｱﾝｼﾝｼﾃﾀﾍﾞﾙﾁｴ 農薬・添加物からわたしたちの体を守る本 安心な食物をつくる 増尾 清 監修・執筆 ﾏｽｵ ｷﾖｼ 596 ｱ 学研 1995 56p 27cm
ジュニアたのしい手づくりシリーズ ｼﾞｭﾆｱﾀﾉｼｲﾃｽﾞｸﾘｼﾘｰｽﾞ やさしい棒針あみ 594 ｼ 学研 1992 64p 27cm
やさしいかぎ針あみ ｼﾞｭﾆｱﾀﾉｼｲﾃｽﾞｸﾘｼﾘｰｽﾞ ジュニアたのしい手づくりシリーズ２ 図書館版 594 ｼ 学研 1992 64p 27cm
はじめてのししゅう ｼﾞｭﾆｱﾀﾉｼｲﾃｽﾞｸﾘｼﾘｰｽﾞ ジュニアたのしい手づくりシリーズ３ 594 ｼ 学研 1992 64p 27cm
クロスステッチ入門 ｼﾞｭﾆｱﾀﾉｼｲﾃｽﾞｸﾘｼﾘｰｽﾞ ジュニアたのしい手づくりシリーズ４ 594 ｼ 学研 1992 64p 27cm
たのしいアップリケ ｼﾞｭﾆｱﾀﾉｼｲﾃｽﾞｸﾘｼﾘｰｽﾞ ジュニアたのしい手づくりシリーズ５ 594 ｼ 学研 1992 64p 27cm
小さなマスコット ｼﾞｭﾆｱﾀﾉｼｲﾃｽﾞｸﾘｼﾘｰｽﾞ ジュニアたのしい手づくりシリーズ６ 594 ｼ 学研 1992 64p 27cm
かわいいぬいぐるみ ｼﾞｭﾆｱﾀﾉｼｲﾃｽﾞｸﾘｼﾘｰｽﾞ ジュニアたのしい手づくりシリーズ７ 594 ｼ 学研 1992 64p 27cm
手づくりのおかし ｼﾞｭﾆｱﾀﾉｼｲﾃｽﾞｸﾘｼﾘｰｽﾞ ジュニアたのしい手づくりシリーズ８ 図書館版 596 ｼ 学研 1992 64p 27cm
パーティのごちそう ｼﾞｭﾆｱﾀﾉｼｲﾃｽﾞｸﾘｼﾘｰｽﾞ ジュニアたのしい手づくりシリーズ９ 596 ｼ 学研 1992 64p 27cm
すてきなおやつ ｼﾞｭﾆｱﾀﾉｼｲﾃｽﾞｸﾘｼﾘｰｽﾞ ジュニアたのしい手づくりシリーズ１０ 596 ｼ 学研 1992 64p 27cm
パンとケーキ ｼﾞｭﾆｱﾀﾉｼｲﾃｽﾞｸﾘｼﾘｰｽﾞ ジュニアたのしい手づくりシリーズ１１ 図書館版 596 ｼ 学研 1992 64p 27cm
たのしいおべんとう ｼﾞｭﾆｱﾀﾉｼｲﾃｽﾞｸﾘｼﾘｰｽﾞ ジュニアたのしい手づくりシリーズ１２ 図書館版 596 ｼ 学研 1992 64p 27cm
鍵盤楽器 ｽﾞｶｲｵﾝｶﾞｸﾉｾｶｲ 図解音楽の世界１ アラン・シップトン 著 ｼｯﾌﾟﾄﾝ ｱﾗﾝ 760 ｼ 偕成社 1994 31p 29cm
弦楽器 ｽﾞｶｲｵﾝｶﾞｸﾉｾｶｲ 図解音楽の世界２ アラン・シップトン 著 ｼｯﾌﾟﾄﾝ ｱﾗﾝ 760 ｼ 偕成社 1994 31p 29cm
金管楽器 ｽﾞｶｲｵﾝｶﾞｸﾉｾｶｲ 図解音楽の世界３ アラン・シップトン 著 ｼｯﾌﾟﾄﾝ ｱﾗﾝ 760 ｼ 偕成社 1994 31p 29cm
木管楽器 ｽﾞｶｲｵﾝｶﾞｸﾉｾｶｲ 図解音楽の世界４ アラン・シップトン 著 ｼｯﾌﾟﾄﾝ ｱﾗﾝ 760 ｼ 偕成社 1994 31p 29cm
打楽器 ｽﾞｶｲｵﾝｶﾞｸﾉｾｶｲ 図解音楽の世界５ アラン・シップトン 著 ｼｯﾌﾟﾄﾝ ｱﾗﾝ 760 ｼ 偕成社 1994 31p 29cm
たのしい音楽 ｽﾞｶｲｵﾝｶﾞｸﾉｾｶｲ 図解音楽の世界６ アラン・シップトン 著 ｼｯﾌﾟﾄﾝ ｱﾗﾝ 760 ｼ 偕成社 1994 31p 29cm
クラスが変わる合唱創りのコツ ﾐﾝﾅﾃﾞﾂｸﾙｺｳﾅｲｶﾞｯｼｮｳ みんなで創る校内合唱 イラスト 楽しい合唱研究会 編 ﾀﾉｼｲ ｶﾞｯｼｮｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 767 ﾀ 汐文社 1997 1冊 27cm
合唱コンクールで輝くベスト＋新譜 ﾐﾝﾅﾃﾞﾂｸﾙｺｳﾅｲｶﾞｯｼｮｳ みんなで創る校内合唱 ベスト５０曲・新譜合唱譜付 楽しい合唱研究会 編 ﾀﾉｼｲ ｶﾞｯｼｮｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 767 ﾀ 汐文社 1997 51p 27cm
入学・卒業式で輝くベスト＋新譜 ﾐﾝﾅﾃﾞﾂｸﾙｺｳﾅｲｶﾞｯｼｮｳ みんなで創る校内合唱 ベスト５０曲・新譜合唱譜付 楽しい合唱研究会 編 ﾀﾉｼｲ ｶﾞｯｼｮｳ ｹﾝｷｭｳｶｲ 767 ﾀ 汐文社 1997 98p 27cm
オペラでたのしむ名作文学
色鉛筆で描く ｺﾄﾞﾓﾉﾀﾒﾉﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾞﾎｳ 子どものための美術画法１ アトリエ・ワン 編 ｱﾄﾘｴ ﾜﾝ 724 ｱ 大月書店 1995 31p 27cm
水彩絵の具で描く ｺﾄﾞﾓﾉﾀﾒﾉﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾞﾎｳ 子どものための美術画法２ アトリエ・ワン 編 ｱﾄﾘｴ ﾜﾝ 724 ｱ 大月書店 1995 31p 27cm
デッサンをたのしむ ｺﾄﾞﾓﾉﾀﾒﾉﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾞﾎｳ 子どものための美術画法３ アトリエ・ワン 編 ｱﾄﾘｴ ﾜﾝ 724 ｱ 大月書店 1995 31p 27cm
漫画のかきかた ｺﾄﾞﾓﾉﾀﾒﾉﾋﾞｼﾞｭﾂｶﾞﾎｳ 子どものための美術画法４ アトリエ・ワン 編 ｱﾄﾘｴ ﾜﾝ 724 ｱ 大月書店 1995 47p 27cm
デューラー ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本２ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ミケランジェロ ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本３ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ラファエロ ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本４ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ベラスケス ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本５ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
レンブラント ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本６ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ルノワール ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本７ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ルソー ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本 アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ゴーギャン ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本９ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ゴッホ ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１０ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
レミントン ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１１ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
ロートレック ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１２ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
マチス ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１３ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
クレー ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１４ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 32p 29cm
ピカソ ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１５ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
シャガール ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１６ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
日本の近代美術１ ﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭﾂ 油彩画の開拓者 702 ﾆ 大月書店 1993 159p 22cm
日本の近代美術２ ﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭﾂ 日本画の誕生 702 ﾆ 大月書店 1993 159p 22cm
日本の近代美術３ ﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭﾂ 明治の洋画家たち 702 ﾆ 大月書店 1993 159p 22cm
日本の近代美術４ ﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭﾂ 新思潮の開花　明治から大正へ 702 ﾆ 大月書店 1993 159p 22cm
日本の近代美術５ ﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭﾂ 京都の日本画 702 ﾆ 大月書店 1993 157p 22cm
日本の近代美術６ ﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭﾂ 大正・昭和の日本画　東京を中心に 702 ﾆ 大月書店 1994 159p 22cm
日本の近代美術７ ﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭﾂ 前衛芸術の実験 702 ﾆ 大月書店 1993 157p 22cm
日本の近代美術８ ﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭﾂ 日本からパリ・ニューヨークヘ 702 ﾆ 大月書店 1993 159p 22cm
日本の近代美術９ ﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭﾂ １９３０年代の画家たち 702 ﾆ 大月書店 1992 159p 22cm
日本の近代美術１０ ﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭﾂ 不安と戦争の時代 702 ﾆ 大月書店 1992 159p 22cm
日本の近代美術１１ ﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭﾂ 近代の彫刻 702 ﾆ 大月書店 1994 151p 22cm
日本の近代美術１２ ﾆﾎﾝﾉｷﾝﾀﾞｲﾋﾞｼﾞｭﾂ 近代の版画 702 ﾆ 大月書店 1994 157p 22cm



新聞をつくろう ｼﾝﾌﾞﾝｵﾂｸﾛｳ さ・え・ら図書館／国語 大沢 和子 〔ほか〕著 ｵｵｻﾜ ｶｽﾞｺ 375 ｵ さ・え・ら書房 1987 143p 22cm
あそびの大図鑑 ｱｿﾋﾞﾉﾀﾞｲｽﾞｶﾝ オールイラストガイドブック この一冊で君も遊びとキャンプの達人！ 菅原 道彦 著 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾁﾋｺ 781 ｽ 大月書店 1990 223p 20×21cm
続あそびの大図鑑 ｱｿﾋﾞﾉﾀﾞｲｽﾞｶﾝ この一冊で君も遊びとゲームの達人！ 菅原 道彦 著 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾁﾋｺ 781 ｽ 大月書店 1994 175p 20×21cm
続手づくりおもちゃ大図鑑
学校放送 ｶﾞｯｺｳﾎｳｿｳ 作り方・伝え方 さ・え・ら図書館／国語 向後 友恵 著 ｺｳｺﾞ ﾄﾓｴ 375 ｺ さ・え・ら書房 1991 111p 22cm
世界がひらけてくる英語の本 ｾｶｲｶﾞﾋﾗｹﾃｸﾙｴｲｺﾞﾉﾎﾝ 中学生ゼミナール３ 中学生ゼミナール 正慶 岩雄 著 ｼｮｳｹｲ ｲﾜｵ 830 ｼ 大月書店 1990 217p 19cm
Ｒｅａｄ　ｉｔ　ｙｏｕｒｓｓｅｌｆ ﾈﾑﾘﾋﾒ Ｓｌｅｅｐｉｎｇ　Ｂｅａｕｔｙ レディバード英語絵本 Ａｌｉｓｏｎ　Ａｉｎｓｗｏｒｔｈ 〔再話〕 ｴｲﾝｽﾜｰｽ A. 837 ｴ 南雲堂フェニックス 1996 1冊 18cm
Ｕｒａｓｈｉｍａ　Ｔａｒｏ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｐａｌａｃｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｄｒａｇｏ1
ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ/ﾌｫｰｸ/ﾃｰﾙｽﾞ 英語で読む日本むかし話絵本 ｱﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ 837 ｴ あすなろ書房 1994 28cm 1942 書名は奥付による．標題紙等の書名：Ｕｒａｓｈｉｍａ　Ｔａｒｏ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｐａｌａｃｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｄｒａｇｏ1
Ｔｈｅ　ｓｎｏｗ　ｗｏｍａｎ ﾕｷｵﾝﾅ Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｆｏｌｋ　ｔａｌｅｓ 英語で読む日本むかし話絵本 林 静一 絵 ﾊﾔｼ ｾｲｲﾁ 837 ｴ あすなろ書房 1994 26p 28cm
Ｔｈｅ　ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｗｈｉｔｅ　Ｃｒａｎｅ ﾂﾙﾆｮｳﾎﾞｳ Ｊａｐａｎｅｓｅｆｏｌｋ　ｔａｌｅｓ 英語で読む日本むかし話絵本 永田 萠 絵 ﾅｶﾞﾀ ﾓｴ 837 ｴ あすなろ書房 1994 27p 28cm
Ｔｈｅ　ｍａｒｒｉａｇｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｙｏｕｎｇ　ｍｏｕｓｅ　ｇｉｒｌﾈｽﾞﾐﾉﾖﾒｲﾘ Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｆｏｌｋ　ｔａｌｅｓ 英語で読む日本むかし話絵本 はた こうしろう 絵 ﾊﾀ ｺｳｼﾛｳ 837 ｴ あすなろ書房 1994 1冊 28cm
Ｍｙ　ｓｎａｉｌ ｍｙ　ｓｎａｉｌ ｍｙ　ｈｕｓｂａｎｄ ﾀﾆｼﾁｮｳｼﾞｬ Ｊａｐａｎｅｓｅｆｏｌｋ　ｔａｌｅｓ 英語で読む日本むかし話絵本 伊藤 秀男 絵 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 837 ｴ あすなろ書房 1994 27p 28cm
ことわざ・慣用句おもしろ辞典 ｺﾄﾜｻﾞｶﾝﾖｳｸｵﾓｼﾛｼﾞﾃﾝ さ・え・ら図書館／国語 村山 孚 著 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｺﾄ 813 ﾑ さ・え・ら書房 1986 247p 22cm
カタカナ語おもしろ辞典 ｶﾀｶﾅｺﾞｵﾓｼﾛｼﾞﾃﾝ さ・え・ら図書館／国語 村石 利夫 著 ﾑﾗｲｼ ﾄｼｵ 814 ﾑ さ・え・ら書房 1990 183p 22cm
詩をつくろう ｼｵﾂｸﾛｳ さ・え・ら図書館／国語 石毛 拓郎 著 ｲｼｹﾞ ﾀｸﾛｳ 911 ｲ さ・え・ら書房 1993 159p 22cm
俳句をつくろう ﾊｲｸｵﾂｸﾛｳ さ・え・ら図書館／国語 藤井 圀彦 著 ﾌｼﾞｲ ｸﾆﾋｺ 911 ﾌ さ・え・ら書房 1989 127p 22cm
短歌をつくろう ﾀﾝｶｵﾂｸﾛｳ さ・え・ら図書館／国語 佐佐木 幸綱 著 ｻｻｷ ﾕｷﾂﾅ 911 ｻ さ・え・ら書房 1989 151p 22cm
マスコミは人を裁けるか ﾏｽｺﾐﾜﾋﾄｵｻﾊﾞｹﾙｶ 報道される側の人権 ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 山本 武利 著 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾄｼ 361 ﾎ ポプラ社 1996 188p 19cm
シンデレラの時計 ｼﾝﾃﾞﾚﾗﾉﾄｹｲ 人びとの暮らしと時間 ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 角山 栄 著 ﾂﾉﾔﾏ ｻｶｴ 361 ﾎ ポプラ社 1996 194p 19cm
からだ・こころ・たましい ｶﾗﾀﾞｺｺﾛﾀﾏｼｲ 宗教の世界を旅する ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 岩田 慶治 著 ｲﾜﾀ ｹｲｼﾞ 361 ﾎ ポプラ社 1996 204p 19cm
おとなになる旅 ｵﾄﾅﾆﾅﾙﾀﾋﾞ わたしたちはどんな時代に生きているのか？そして、どんな未来をつくっていくのか？ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 沢地 久枝 著 ｻﾜﾁ ﾋｻｴ 361 ﾎ ポプラ社 1996 220p 19cm
人は昭和をどう生きてきたか ﾋﾄﾜｼｮｳﾜｵﾄﾞｳｲｷﾃｷﾀｶ 「ぜいたくは敵」から「浪費時代」へ ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 原田 勝正 著 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾏｻ 361 ﾎ ポプラ社 1996 183p 19cm
私の少年時代 ﾜﾀｸｼﾉｼｮｳﾈﾝｼﾞﾀﾞｲ 差別の中に生きる ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 金 達寿 著 ｷﾑ ﾀﾙｽ 361 ﾎ ポプラ社 1996 266p 19cm
わたしたちの独立宣言 ﾜﾀｼﾀﾁﾉﾄﾞｸﾘﾂｾﾝｹﾞﾝ 子どもの権利条約 ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 喜多 明人 著 ｷﾀ ｱｷﾄ 361 ﾎ ポプラ社 1996 183p 19cm
あなたは買わされている ｱﾅﾀﾜｶﾜｻﾚﾃｲﾙ つくられる消費社会 ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 児玉 裕 著 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｼ 361 ﾎ ポプラ社 1996 204p 19cm
トイレが読書室になった ﾄｲﾚｶﾞﾄﾞｸｼｮｼﾂﾆﾅｯﾀ トイレの文化を考える ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 藤田 千枝 著 ﾌｼﾞﾀ ﾁｴ 361 ﾎ ポプラ社 1996 172p 19cm
○△□の美しさって何？ ﾏﾙｻﾝｶｸｼｶｸﾉｳﾂｸｼｻｯﾃﾅﾆ ２０世紀美術の発見 ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 本江 邦夫 著 ﾓﾄｴ ｸﾆｵ 702 ﾓ ポプラ社 1996 188p 19cm
どこでも行くぞ、車イス！ ﾄﾞｺﾃﾞﾓｲｸｿﾞｸﾙﾏｲｽ 寝袋ひとつでヨーロッパの旅 ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 廉田 俊二 著 ｶﾄﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ 916 ｶ ポプラ社 1997 185p 19cm
わすれられた命の詩 ﾜｽﾚﾗﾚﾀｲﾉﾁﾉｳﾀ ハンセン病を生きて ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 谺 雄二 著 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 369 ｺ ポプラ社 1997 246p 19cm
欲しがりません勝つまでは ﾎｼｶﾞﾘﾏｾﾝｶﾂﾏﾃﾞﾜ 私の終戦まで ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 田辺 聖子 著 ﾀﾅﾍﾞ ｾｲｺ 361 ﾎ ポプラ社 1997 302p 19cm
キミよ歩いて考えろ ｷﾐﾖｱﾙｲﾃｶﾝｶﾞｴﾛ ぼくの学問ができるまで ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 宇井 純 著 ｳｲ ｼﾞｭﾝ 361 ﾎ ポプラ社 1997 237p 19cm
ひとりぼっちの思春期 ﾋﾄﾘﾎﾞｯﾁﾉｼｼｭﾝｷ 親のない子と、いじめられた日々 ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 萩原 葉子 著 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｳｺ 361 ﾎ ポプラ社 1997 181p 19cm
アパルトヘイトの子どもたち ｱﾊﾟﾙﾄﾍｲﾄﾉｺﾄﾞﾓﾀﾁ ぼくたちは怒っている ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 吉田 ルイ子 著 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲｺ 361 ﾎ ポプラ社 1997 174p 19cm
世の中がみえてくる社会科の本 ﾖﾉﾅｶｶﾞﾐｴﾃｸﾙｼｬｶｲｶﾉﾎﾝ 中学生ゼミナール４ 中学生ゼミナール 槐 一男 著 ｴﾝｼﾞｭ ｶｽﾞｵ 307 ｴ 大月書店 1991 221p 19cm
障害と私たちの社会 ｼｮｳｶﾞｲｵｼﾙﾎﾝ 子どものためのバリアフリーブック 障害を知る本１ 稲沢 潤子 文 ｲﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 369 ｲ 大月書店 1998 34p 21×22cm
ダウン症の子どもたち ｼｮｳｶﾞｲｵｼﾙﾎﾝ 子どものためのバリアフリーブック 障害を知る本２ 稲沢 潤子 文 ｲﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 369 ｲ 大月書店 1998 35p 21×22cm
てんかんのある子どもたち ｼｮｳｶﾞｲｵｼﾙﾎﾝ 子どものためのバリアフリーブック 障害を知る本３ 稲沢 潤子 文 ｲﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 369 ｲ 大月書店 1998 35p 21×22cm
ことばの不自由な子どもたち ｼｮｳｶﾞｲｵｼﾙﾎﾝ 子どものためのバリアフリーブック 障害を知る本４ 稲沢 潤子 文 ｲﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 369 ｲ 大月書店 1998 35p 21×22cm
耳が不自由な子どもたち ｼｮｳｶﾞｲｵｼﾙﾎﾝ 子どものためのバリアフリーブック 障害を知る本５ 稲沢 潤子 文 ｲﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 369 ｲ 大月書店 1998 35p 21×22cm
目の不自由な子どもたち ｼｮｳｶﾞｲｵｼﾙﾎﾝ 子どものためのバリアフリーブック 障害を知る本６ 稲沢 潤子 文 ｲﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 369 ｲ 大月書店 1998 35p 21×22cm
自閉症の子どもたち ｼｮｳｶﾞｲｵｼﾙﾎﾝ 子どものためのバリアフリーブック 障害を知る本７ 稲沢 潤子 文 ｲﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 369 ｲ 大月書店 1998 35p 21×22cm
ＬＤ（学習障害）の子どもたち ｼｮｳｶﾞｲｵｼﾙﾎﾝ 子どものためのバリアフリーブック 障害を知る本８ 稲沢 潤子 文 ｲﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 369 ｲ 大月書店 1998 35p 21×22cm
知的なおくれのある子どもたち ｼｮｳｶﾞｲｵｼﾙﾎﾝ 子どものためのバリアフリーブック 障害を知る本９ 稲沢 潤子 文 ｲﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 369 ｲ 大月書店 1998 35p 21×22cm
からだの不自由な子どもたち ｼｮｳｶﾞｲｵｼﾙﾎﾝ 子どものためのバリアフリーブック 障害を知る本１０ 稲沢 潤子 文 ｲﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 369 ｲ 大月書店 1999 35p 21×22cm
障害児を支える人びと ｼｮｳｶﾞｲｵｼﾙﾎﾝ 子どものためのバリアフリーブック 障害を知る本１１ 稲沢 潤子 文 ｲﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 369 ｲ 大月書店 1999 35p 21×22cm
いろいろな人がいる ｶﾗﾀﾞｶﾞﾌｼﾞﾕｳｯﾃﾄﾞﾝﾅｺﾄ からだが不自由ってどんなこと？１ しょうがいってなんだろう？ 369 ｶ 学研 1998 52p 27cm
バリアフリーの町に ｶﾗﾀﾞｶﾞﾌｼﾞﾕｳｯﾃﾄﾞﾝﾅｺﾄ からだが不自由ってどんなこと？２ だれもがすみやすい町をつくろう 369 ｶ 学研 1998 52p 27cm
愛犬ブルースはわたしの手足 ｶﾗﾀﾞｶﾞﾌｼﾞﾕｳｯﾃﾄﾞﾝﾅｺﾄ からだが不自由ってどんなこと？３ 体の不自由な人をサポートする 369 ｶ 学研 1998 52p 27cm
ノー・プロブレムの社会に！ ｶﾗﾀﾞｶﾞﾌｼﾞﾕｳｯﾃﾄﾞﾝﾅｺﾄ からだが不自由ってどんなこと？４ 学習やつきあいが苦手な人をサポートする 369 ｶ 学研 1998 52p 27cm
シルバーシートはいらない？！ ｶﾗﾀﾞｶﾞﾌｼﾞﾕｳｯﾃﾄﾞﾝﾅｺﾄ からだが不自由ってどんなこと？５ 高令者をサポートする 369 ｶ 学研 1998 52p 27cm
ささえあい助けあうなかま ｶﾗﾀﾞｶﾞﾌｼﾞﾕｳｯﾃﾄﾞﾝﾅｺﾄ からだが不自由ってどんなこと？６ わたしたちにできるボランティア 369 ｶ 学研 1998 52p 27cm
パパ、やったよ ﾊﾟﾊﾟﾔｯﾀﾖ 原田雅彦・恵子夫妻ふたりの自叙伝 根岸 康雄 著 ﾈｷﾞｼ ﾔｽｵ 784 ﾈ 講談社 1998 270p 20cm
空とぶオートバイ ｿﾗﾄﾌﾞｵｰﾄﾊﾞｲ 本田宗一郎物語 ひくまのノンフィクションシリーズ 那須田 稔 作 ﾅｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ 289 ﾅ ひくまの出版 1985 219p 22cm
勉強っていやいやするもの？ ﾍﾞﾝｷｮｳｯﾃｲﾔｲﾔｽﾙﾓﾉ ほんとうに学ぶとはどういうこと ノンフィクション・ワールド 行宗 蒼一 著 ﾕｷﾑﾈ ｿｳｲﾁ 141 ﾕ 大日本図書 1997 143p 20cm
よい子仮面なんかいらない ﾖｲｺｶﾒﾝﾅﾝｶｲﾗﾅｲ 自分探しの旅シリーズ１ 自分探しの旅シリーズ 久美 沙織 著 ｸﾐ ｻｵﾘ 159 ｼ ポプラ社 1996 158p 20cm
くよくよしないで、笑っちゃえ！ ｸﾖｸﾖｼﾅｲﾃﾞﾜﾗｯﾁｬｴ 自分探しの旅シリーズ 倉橋 燿子 著 ｸﾗﾊｼ ﾖｳｺ 159 ｼ ポプラ社 1996 158p 20cm
めざせ！マンガ大王 ﾒｻﾞｾﾏﾝｶﾞﾀﾞｲｵｳ 自分探しの旅シリーズ３ 自分探しの旅シリーズ 秋元 奈美 著 ｱｷﾓﾄ ﾅﾐ 159 ｼ ポプラ社 1996 158p 20cm
だいじょうぶ！可能性は無限大 ﾀﾞｲｼﾞｮｳﾌﾞｶﾉｳｾｲﾜﾑｹﾞﾝﾀﾞｲ 自分探しの旅シリーズ４ 自分探しの旅シリーズ 下川 香苗 著 ｼﾓｶﾜ ｶﾅｴ 159 ｼ ポプラ社 1996 158p 20cm
自分は自分、他人（ひと）じゃない ｼﾞﾌﾞﾝﾜｼﾞﾌﾞﾝﾋﾄｼﾞｬﾅｲ 自分探しの旅シリーズ５ 自分探しの旅シリーズ 吉本 由美 著 ﾖｼﾓﾄ ﾕﾐ 159 ｼ ポプラ社 1997 158p 20cm
もっとデッカイ世界があるぞ ﾓｯﾄﾃﾞｯｶｲｾｶｲｶﾞｱﾙｿﾞ 自分探しの旅シリーズ６ 自分探しの旅シリーズ 秋山 仁 著 ｱｷﾔﾏ ｼﾞﾝ 159 ｼ ポプラ社 1997 158p 20cm
夢をかなえる１２の方法 ﾕﾒｵｶﾅｴﾙｼﾞｭｳﾆﾉﾎｳﾎｳ 折原みとがききました！ 自分探しの旅シリーズ８ 自分探しの旅シリーズ 折原 みと 著 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾄ 159 ｼ ポプラ社 1997 189p 20cm
香山リカ・正本ノンのおしゃべりな放課後ｶﾔﾏﾘｶﾏｻﾓﾄﾉﾝﾉｵｼｬﾍﾞﾘﾅﾎｳｶｺﾞ 自分探しの旅シリーズ９ いい子でなくてもダイジョーブ！ 自分探しの旅シリーズ 香山 リカ 著 ｶﾔﾏ ﾘｶ 159 ｼ ポプラ社 1997 157p 20cm
２１世紀をつくるきみたちへ ﾆｼﾞｭｳｲｯｾｲｷｵﾂｸﾙｷﾐﾀﾁｴ 自分探しの旅シリーズ１０ 自分の頭で考えよう 自分探しの旅シリーズ 日向 章一郎 著 ﾋｭｳｶﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 159 ｼ ポプラ社 1998 158p 20cm
私も悩んでおとなになった 自分探しの旅シリーズ１１ 声優っておもしろい 川村　万梨阿 159 ｼ ポプラ社
心が輝く１２の手紙 ｺｺﾛｶﾞｶｶﾞﾔｸｼﾞｭｳﾆﾉﾃｶﾞﾐ 自分探しの旅シリーズ１２ 想像力は生きる力 自分探しの旅シリーズ 永田 萠 著 ﾅｶﾞﾀ ﾓｴ 159 ｼ ポプラ社 1998 158p 20cm
ひとりじゃないよ一緒だよ ﾋﾄﾘｼﾞｬﾅｲﾖｲｯｼｮﾀﾞﾖ 自分探しの旅シリーズ１３ 誰だって誰かのためになっている 自分探しの旅シリーズ 倉本 由布 著 ｸﾗﾓﾄ ﾕｳ 159 ｼ ポプラ社 1999 158p 20cm
わたしはだれ？ ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉﾃﾂｶﾞｸ １０代の哲学１ 有森裕子 159 ｼ ポプラ社 1997 167p 19cm
人を愛することって？ ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉﾃﾂｶﾞｸ １０代の哲学２ 秋元康 159 ｼ ポプラ社 1997 167p 19cm
友だちとは何か？ ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉﾃﾂｶﾞｸ １０代の哲学４ 赤塚不二夫 159 ｼ ポプラ社 1997 158p 19cm
本当の自由とは？ ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉﾃﾂｶﾞｸ １０代の哲学６ 青島美幸 159 ｼ ポプラ社 1997 167p 19cm
正義ってなんだろう？ ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉﾃﾂｶﾞｸ １０代の哲学７ 久美沙織 159 ｼ ポプラ社 1997 166p 19cm
お金があれば幸せか？ ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉﾃﾂｶﾞｸ １０代の哲学８ 小中陽太郎 159 ｼ ポプラ社 1997 167p 19cm
わたしにとって親とは？ ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉﾃﾂｶﾞｸ １０代の哲学９ 新井満 159 ｼ ポプラ社 1997 159p 19cm
人はなぜ生きていくのか？ ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾉﾃﾂｶﾞｸ １０代の哲学１０ 大林宣彦 159 ｼ ポプラ社 1997 166p 19cm
真実の男イベンダー・ホリフィールド ｼﾝｼﾞﾂﾉｵﾄｺｲﾍﾞﾝﾀﾞｰﾎﾘﾌｨｰﾙﾄﾞ イベンダー・ホリフィールド 共著ﾎﾘﾌｨｰﾙﾄﾞ ｲﾍﾞﾝﾀﾞｰ 788 ﾎ ベースボール・マガジン社1997 429p 20cm
鬼の橋 ｵﾆﾉﾊｼ 福音館創作童話シリーズ 伊藤 遊 作 ｲﾄｳ ﾕｳ 913 ｲ 福音館書店 1998 340p 21cm
さと子の日記 ｻﾄｺﾉﾆｯｷ 鈴木 聡子 文 ｽｽﾞｷ ｻﾄｺ 916 ｽ ひくまの出版 1982 210p 22cm



四月猫ヒノキの冒険 ｼｶﾞﾂﾈｺﾋﾉｷﾉﾎﾞｳｹﾝ ジュニア・ライブラリー ゆうき えみ 作 ﾕｳｷ ｴﾐ 913 ﾕ 大日本図書 1995 235p 22cm
補聴犬ノンコ物語 ﾎﾁｮｳｹﾝﾉﾝｺﾓﾉｶﾞﾀﾘ ノンフィクション・ワールド 鎌奥 哲男 著 ｶﾏｵｸ ﾃﾂｵ 916 ｶ 大日本図書 1997 182p 20cm
北京わんぱく物語 ﾍﾟｷﾝﾜﾝﾊﾟｸﾓﾉｶﾞﾀﾘ 渡辺 仙州 著 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾝｼｭｳ 916 ﾜ ひくまの出版 1996 179p 21cm
尾瀬をまもる人びと ｵｾﾞｵﾏﾓﾙﾋﾄﾋﾞﾄ 長蔵小屋の三代 ノンフィクション・ワールド 後藤 允 著 ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ 519 ｺ 大日本図書 1995 141p 20cm
難民少女ランちゃん ﾅﾝﾐﾝｼｮｳｼﾞｮﾗﾝﾁｬﾝ お医者さんになったベトナムの少女 ノンフィクション・ワールド 吹浦 忠正 著 ﾌｷｳﾗ ﾀﾀﾞﾏｻ 916 ﾌ 大日本図書 1993 134p 20cm
松浪（ちょんまげ）先生アフガンの秘境を行くﾁｮﾝﾏｹﾞｾﾝｾｲｱﾌｶﾞﾝﾉﾋｷｮｳｵｲｸ ノンフィクション・ワールド 松浪 健四郎 著 ﾏﾂﾅﾐ ｹﾝｼﾛｳ 916 ﾏ 大日本図書 1995 198p 20cm
地球をつつむ「愛のポシェット」 ﾁｷｭｳｵﾂﾂﾑｱｲﾉﾎﾟｼｪｯﾄ ノンフィクション・ワールド 柳瀬 房子 著 ﾔﾅｾ ﾌｻｺ 916 ﾔ 大日本図書 1995 133p 20cm
ハイテクで解く縄文の謎 ﾊｲﾃｸﾃﾞﾄｸｼﾞｮｳﾓﾝﾉﾅｿﾞ ノンフィクション・ワールド 岩田 一平 著 ｲﾜﾀ ｲｯﾍﾟｲ 210 ｲ 大日本図書 1997 165p 20cm
月の輪熊は山へ帰った！ ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏﾜﾔﾏｴｶｴｯﾀ 人とクマ、共生への道 ノンフィクション・ワールド 米田 一彦 著 ﾏｲﾀ ｶｽﾞﾋｺ 489 ﾏ 大日本図書 1998 173p 20cm
ＹＡ（ヤングアダルト）読書案内 ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄﾄﾞｸｼｮｱﾝﾅｲ ヤングアダルト（１３歳～１９歳）にすすめる６００冊の本 赤木 かん子 〔ほか〕編 ｱｶｷﾞ ｶﾝｺ 19 ﾔ 晶文社 1993 349 17p 22cm
走れ！ソーラーカー ﾊｼﾚｿｰﾗｰｶｰ 光と夢の３０００キロレース ノンフィクション・ワールド 中部 博 著 ﾅｶﾍﾞ ﾋﾛｼ 536 ﾅ 大日本図書 1996 158p 20cm
いのちの詩雅子の青春 ｲﾉﾁﾉｳﾀﾏｻｺﾉｾｲｼｭﾝ 岡本 雅子 〔著〕 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｺ 916 ｵ ひくまの出版 2000 207p 20cm
おばけ野球チーム ｵﾊﾞｹﾔｷｭｳﾁｰﾑ 水木しげるのおばけ学校１ 水木しげるのおばけ学校 水木 しげる 著 ﾐｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 913 ﾐ ポプラ社 1980 111p 22cm
ゆうれい電車 ﾕｳﾚｲﾃﾞﾝｼｬ 水木しげるのおばけ学校２ 水木しげるのおばけ学校 水木 しげる 著 ﾐｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 913 ﾐ ポプラ社 1980 111p 22cm
ブルートレインおばけ号 ﾌﾞﾙｰﾄﾚｲﾝｵﾊﾞｹｺﾞｳ 水木しげるのおばけ学校３ 水木しげるのおばけ学校 水木 しげる 著 ﾐｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 913 ﾐ ポプラ社 1980 111p 22cm
３年Ａ組おばけ教室 ｻﾝﾈﾝｴｰｸﾞﾐｵﾊﾞｹｷｮｳｼﾂ 水木しげるのおばけ学校６ 水木しげるのおばけ学校 水木 しげる 著 ﾐｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 913 ﾐ ポプラ社 1981 110p 22cm
カッパの三平　水泳大会 ｶｯﾊﾟﾉｻﾝﾍﾟｲｽｲｴｲﾀｲｶｲ 水木しげるのおばけ学校７ 水木しげるのおばけ学校 水木 しげる 著 ﾐｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 913 ﾐ ポプラ社 1982 111p 22cm
カッパの三平　魔法だぬき ｶｯﾊﾟﾉｻﾝﾍﾟｲﾏﾎｳﾀﾞﾇｷ 水木しげるのおばけ学校８ 水木しげるのおばけ学校 水木 しげる 著 ﾐｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 913 ﾐ ポプラ社 1982 111p 22cm
おばけレストラン ｵﾊﾞｹﾚｽﾄﾗﾝ 水木しげるのおばけ学校１０ 水木しげるのおばけ学校 水木 しげる 著 ﾐｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 913 ﾐ ポプラ社 1983 111p 22cm
ラジコン大海獣 ﾗｼﾞｺﾝﾀﾞｲｶｲｼﾞｭｳ 水木しげるのおばけ学校１２ 水木しげるのおばけ学校 水木 しげる 著 ﾐｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 913 ﾐ ポプラ社 1983 108p 22cm
少年探偵妖怪博士 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集２ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 230p 19cm
少年探偵少年探偵団 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集３ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 214p 19cm
少年探偵青銅の魔人 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集４ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 190p 19cm
少年探偵大金塊 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集５ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 219p 19cm
少年探偵透明怪人 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集６ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1989 222p 19cm
少年探偵怪奇四十面相 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集７ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 206p 19cm
少年探偵地底の魔術王 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集８ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 214p 19cm
少年探偵 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集 電人Ｍ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 209p 19cm
少年探偵奇面城の秘密 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集１１ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 204p 19cm
少年探偵黄金豹 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集１２ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1973 202p 19cm
少年探偵サーカスの怪人 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集１３ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1976 205p 19cm
少年探偵夜光人間 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集１４ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 209p 19cm
少年探偵塔上の奇術師 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集１５ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 210p 19cm
少年探偵仮面の恐怖王 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集１６ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 198p 19cm
少年探偵鉄人Ｑ ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集１７ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 204p 19cm
少年探偵魔法博士 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集１８ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 204p 19cm
少年探偵灰色の巨人 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集１９ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 206p 19cm
少年探偵魔人ゴング ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集２０ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1976 206p 19cm
少年探偵海底の魔術師 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集２１ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 204p 19cm
少年探偵空飛ぶ二十面相 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集２２ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 236p 19cm
少年探偵悪魔人形 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集２３ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1976 198p 19cm
少年探偵鉄塔王国の恐怖 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集２４ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 214p 19cm
少年探偵黄金の怪獣 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集２５ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 222p 19cm
少年探偵二十面相の呪い ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集２６ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 230p 19cm
少年探偵黄金仮面 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集２７ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 251p 19cm
少年探偵呪いの指紋 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集２８ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1976 272p 19cm
少年探偵魔術師 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集２９ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 270p 19cm
少年探偵大暗室 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集３０ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 274p 19cm
少年探偵赤い妖虫 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集３１ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 267p 19cm
少年探偵地獄の仮面 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集３２ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1992 254p 19cm
少年探偵黒い魔女 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集３３ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 262p 19cm
少年探偵緑衣の鬼 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集３４ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1976 270p 19cm
少年探偵地獄の道化師 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集３５ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1976 257p 19cm
少年探偵影男 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集３６ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1976 274p 19cm
少年探偵白い羽の謎 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集３８ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 213p 19cm
少年探偵死の十字架 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集３９ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1975 220p 19cm
少年探偵一寸法師 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集４１ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 252p 19cm
少年探偵蜘蛛男 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集４２ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1978 288p 19cm
少年探偵幽鬼の塔 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集４３ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1976 249p 19cm
少年探偵人間豹 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集４４ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 238p 19cm
少年探偵時計塔の秘密 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集４５ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 270p 19cm
少年探偵三角館の恐怖 ｼｮｳﾈﾝﾀﾝﾃｲ 江戸川乱歩全集４６ 江戸川 乱歩 著 ｴﾄﾞｶﾞﾜ ﾗﾝﾎﾟ 913 ｴ ポプラ社 1977 267p 19cm
フジヤマのトビウオ ﾌｼﾞﾔﾏﾉﾄﾋﾞｳｵ 水泳の勇者　古橋広之進物語 ひくまのノンフィクションシリーズ 那須田 稔 作 ﾅｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ 916 ﾅ ひくまの出版 1985 182p 22cm
海辺の砂をにぎりしめて ｳﾐﾍﾞﾉｽﾅｵﾆｷﾞﾘｼﾒﾃ ジュニア・ライブラリー 藤田 博保 作 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾔｽ 913 ﾌ 大日本図書 1988 182p 22cm
あんパン少年記 ｱﾝﾊﾟﾝｼｮｳﾈﾝｷ おやじたちの中学生時代 ジュニア・ライブラリー 田中 信彦 作 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾋｺ 913 ﾀ 大日本図書 1992 250p 22cm
うそつきエミリー ｳｿﾂｷｴﾐﾘｰ ジュニア・ライブラリー 柴村 紀代 作 ｼﾊﾞﾑﾗ ｷﾖ 913 ｼ 大日本図書 1996 198p 22cm
ぼくたちの９月マリーの１０月 ﾎﾞｸﾀﾁﾉｸｶﾞﾂﾏﾘｰﾉｼﾞｭｳｶﾞﾂ ジュニア・ライブラリー 新井 教夫 作 ｱﾗｲ ﾉﾘｵ 913 ｱ 大日本図書 1990 260p 22cm
緑の島はるかに ﾐﾄﾞﾘﾉｼﾏﾊﾙｶﾆ 台湾少年工物語 ジュニア・ライブラリー かつお きんや 作 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 大日本図書 1989 294p 22cm
負けて胴上げ落ちて胴上げ ﾏｹﾃﾄﾞｳｱｹﾞｵﾁﾃﾄﾞｳｱｹﾞ ジュニア・ライブラリー 鈴木 喜代春 作 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾊﾙ 913 ｽ 大日本図書 1990 293p 22cm
山の上のひとつ星 ﾔﾏﾉｳｴﾉﾋﾄﾂﾎﾞｼ ジュニア・ライブラリー 溝井 英雄 作 ﾐｿﾞｲ ﾋﾃﾞｵ 913 ﾐ 大日本図書 1991 272p 22cm
雪の花前線 ﾕｷﾉﾊﾅｾﾞﾝｾﾝ ジュニア・ライブラリー 角田 光男 作 ｶｸﾀ ﾐﾂｵ 913 ｶ 大日本図書 1989 185p 22cm
おれたちの明日 ｵﾚﾀﾁﾉｱｼﾀ ジュニア・ライブラリー 生田 きよみ 作 ｲｸﾀ ｷﾖﾐ 913 ｲ 大日本図書 1991 239p 22cm
時をこえるロバの旅 ﾄｷｵｺｴﾙﾛﾊﾞﾉﾀﾋﾞ ジュニア・ライブラリー かつお きんや 作 ｶﾂｵ ｷﾝﾔ 913 ｶ 大日本図書 1992 214p 22cm
水辺の祈り ﾐｽﾞﾍﾞﾉｲﾉﾘ 構成詩－－ヒロシマから ジュニア・ライブラリー えの ゆずる 作 ｴﾉ ﾕｽﾞﾙ 911 ｴ 大日本図書 1989 107p 22cm
最終ラウンドのヒーロー ｻｲｼｭｳﾗｳﾝﾄﾞﾉﾋｰﾛｰ ジュニア・ライブラリー 中島 信子 作 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｺ 913 ﾅ 大日本図書 1987 192p 22cm
女子高生・汗と涙の初登頂 ｼﾞｮｼｺｳｾｲｱｾﾄﾅﾐﾀﾞﾉﾊﾂﾄｳﾁｮｳ 立川女子高校山岳部未踏峰コングール４峰への挑戦 ノンフィクション・ワールド 高橋 清輝 著 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾃﾙ 916 ﾀ 大日本図書 1997 214p 20cm
奥の細道を読もう ｵｸﾉﾎｿﾐﾁｵﾖﾓｳ さ・え・ら図書館／国語 藤井 圀彦 編著 ﾌｼﾞｲ ｸﾆﾋｺ 911 ﾌ さ・え・ら書房 1995 215p 22cm
ぼくは野鳥のレンジャーだ ﾎﾞｸﾜﾔﾁｮｳﾉﾚﾝｼﾞｬｰﾀﾞ ひくまのノンフィクションシリーズ 大畑 孝二 作 ｵｵﾊﾀ ｺｳｼﾞ 916 ｵ ひくまの出版 1987 255p 22cm



日本列島徒歩縦断！がん克服落語会 ﾆｯﾎﾟﾝﾚｯﾄｳﾄﾎｼﾞｭｳﾀﾞﾝｶﾞﾝｺｸﾌｸﾗｸｺﾞｶｲ 笑福亭 小松 著 ｼｮｳﾌｸﾃｲ ｺﾏﾂ 916 ｼ 講談社 1998 273p 20cm
いまを生きる
となりのトトロ ﾄﾅﾘﾉﾄﾄﾛ ジス・イズ・アニメーション 宮崎駿監督作品 778 ﾐ 小学館 1988 43p 26cm
魔女の宅急便 ﾏｼﾞｮﾉﾀｯｷｭｳﾋﾞﾝ ジス・イズ・アニメーション 宮崎駿監督作品 778 ﾐ 小学館 1989 43p 26cm
もののけ姫 ﾓﾉﾉｹﾋﾒ Ｔｈｉｓ　ｉｓ　ａｎｉｍａｔｉｏｎ 宮崎駿監督作品 778 ﾐ 小学館 1997 49p 26cm
平成狸合戦ぽんぽこ ﾍｲｾｲﾀﾇｷｶﾞｯｾﾝﾎﾟﾝﾎﾟｺ 総天然色漫画映画 ジス・イズ・アニメーション 高畑勲監督作品 778 ﾀ 小学館 1994 42p 26cm
耳をすませば ﾐﾐｵｽﾏｾﾊﾞ Ｔｈｉｓ　ｉｓ　ａｎｉｍａｔｉｏｎ 原作：柊あおい 778 ﾐ 小学館 1995 49p 26cm
ライオンのしっぽ ﾗｲｵﾝﾉｼｯﾎﾟ きみだけの生きかた４ きみだけの生きかた 工藤 直子 著 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｺ 914 ｸ 大日本図書 1994 209p 19cm
おなかがすく話 ｵﾅｶｶﾞｽｸﾊﾅｼ きみだけの生きかた７ きみだけの生きかた 小林 カツ代 著 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾖ 914 ｺ 大日本図書 1996 221p 19cm
サーキットへいらっしゃい ｻｰｷｯﾄｴｲﾗｯｼｬｲ きみだけの生きかた６ きみだけの生きかた 今宮 雅子 著 ｲﾏﾐﾔ ﾏｻｺ 914 ｲ 大日本図書 1995 153p 19cm
何てったって、虫が好き！ ﾅﾝﾃｯﾀｯﾃﾑｼｶﾞｽｷ きみだけの生きかた５ きみだけの生きかた 沢口 たまみ 著 ｻﾜｸﾞﾁ ﾀﾏﾐ 914 ｻ 大日本図書 1995 213p 19cm
どんとこい！ひとり旅 ﾄﾞﾝﾄｺｲﾋﾄﾘﾀﾋﾞ きみだけの生きかた３ きみだけの生きかた 古登 正子 著 ｺﾄ ｼｮｳｺ 914 ｺ 大日本図書 1994 180p 19cm
ノクターンの旅人たち ﾉｸﾀｰﾝﾉﾀﾋﾞﾋﾞﾄﾀﾁ きみだけの生きかた２ きみだけの生きかた こやま 峰子 著 ｺﾔﾏ ﾐﾈｺ 914 ｺ 大日本図書 1994 202p 19cm
ダリの国が見たい！ ﾀﾞﾘﾉｸﾆｶﾞﾐﾀｲ きみだけの生きかた１ きみだけの生きかた 森枝 雄司 著 ﾓﾘｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 914 ﾓ 大日本図書 1994 183p 19cm
ボルピィ物語 ﾎﾞﾙﾋﾟｨﾓﾉｶﾞﾀﾘ 那須田 淳 作 ﾅｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 913 ﾅ ひくまの出版 1989 290p 22cm
この生命を凛と生きる ｺﾉｲﾉﾁｵﾘﾝﾄｲｷﾙ 大石 邦子 著 ｵｵｲｼ ｸﾆｺ 916 ｵ 講談社 1998 282p 20cm
女房が宇宙を飛んだ ﾆｮｳﾎﾞｳｶﾞｳﾁｭｳｵﾄﾝﾀﾞ 向井 万起男 著 ﾑｶｲ ﾏｷｵ 916 ﾑ 講談社 1998 291p 20cm
女房が宇宙を飛んだ ﾆｮｳﾎﾞｳｶﾞｳﾁｭｳｵﾄﾝﾀﾞ 向井 万起男 著 ﾑｶｲ ﾏｷｵ 914 ﾑ 講談社 1998 291p 20cm
末っ子 ｽｴｯｺ ジュニア・ライブラリー 高橋 美代子 作 ﾀｶﾊｼ ﾐﾖｺ 913 ﾀ 大日本図書 1987 256p 22cm
こんどは何？ ｺﾝﾄﾞﾜﾅﾆ ピーナッツ・エッセンス１ ピーナッツ・エッセンス チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 ｼｭﾙﾂ ﾁｬｰﾙｽﾞ M. 726 ｼ 講談社 1996 139p 18cm
どうなってるの？ ﾄﾞｳﾅｯﾃﾙﾉ ピーナッツ・エッセンス２ ピーナッツ・エッセンス チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 ｼｭﾙﾂ ﾁｬｰﾙｽﾞ M. 726 ｼ 講談社 1996 141p 18cm
やっぱり、ね。 ﾔｯﾊﾟﾘﾈ ピーナッツ・エッセンス３ ピーナッツ・エッセンス チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 ｼｭﾙﾂ ﾁｬｰﾙｽﾞ M. 726 ｼ 講談社 1996 141p 18cm
その調子で ｿﾉﾁｮｳｼﾃﾞ ピーナッツ・エッセンス５ ピーナッツ・エッセンス チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 ｼｭﾙﾂ ﾁｬｰﾙｽﾞ M. 726 ｼ 講談社 1996 141p 18cm
もっともっと ﾓｯﾄﾓｯﾄ ピーナッツ・エッセンス７ ピーナッツ・エッセンス チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 ｼｭﾙﾂ ﾁｬｰﾙｽﾞ M. 726 ｼ 講談社 1996 141p 18cm
はじめよう ﾊｼﾞﾒﾖｳ ピーナッツ・エッセンス９ ピーナッツ・エッセンス チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 ｼｭﾙﾂ ﾁｬｰﾙｽﾞ M. 726 ｼ 講談社 1996 141p 18cm
何かあったら ﾅﾆｶｱｯﾀﾗ ピーナッツ・エッセンス１０ ピーナッツ・エッセンス チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 ｼｭﾙﾂ ﾁｬｰﾙｽﾞ M. 726 ｼ 講談社 1996 141p 18cm
こんなもの！？ ｺﾝﾅﾓﾉ ピーナッツ・エッセンス１１ ピーナッツ・エッセンス チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 ｼｭﾙﾂ ﾁｬｰﾙｽﾞ M. 726 ｼ 講談社 1996 141p 18cm
もしかしたら… ﾓｼｶｼﾀﾗ ピーナッツ・エッセンス１２ ピーナッツ・エッセンス チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 ｼｭﾙﾂ ﾁｬｰﾙｽﾞ M. 726 ｼ 講談社 1996 141p 18cm
ちょっとだけ ﾁｮｯﾄﾀﾞｹ ピーナッツ・エッセンス１３ ピーナッツ・エッセンス チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 ｼｭﾙﾂ ﾁｬｰﾙｽﾞ M. 726 ｼ 講談社 1996 141p 18cm
いいかもしれない ｲｲｶﾓｼﾚﾅｲ ピーナッツ・エッセンス１４ ピーナッツ・エッセンス チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 ｼｭﾙﾂ ﾁｬｰﾙｽﾞ M. 726 ｼ 講談社 1996 139p 18cm
いいことがある ｲｲｺﾄｶﾞｱﾙ ピーナッツ・エッセンス６ ピーナッツ・エッセンス チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 ｼｭﾙﾂ ﾁｬｰﾙｽﾞ M. 726 ｼ 講談社 1996 141p 18cm
いつまでも ｲﾂﾏﾃﾞﾓ ピーナッツ・エッセンス１５ ピーナッツ・エッセンス チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 ｼｭﾙﾂ ﾁｬｰﾙｽﾞ M. 726 ｼ 講談社 1996 141p 18cm
キャロラインの星 ｷｬﾛﾗｲﾝﾉﾎｼ ものがたりうむ 三田 誠広 著 ﾐﾀ ﾏｻﾋﾛ 913 ﾐ 河出書房新社 1996 85p 20cm
うちの庭に舟がきた ｳﾁﾉﾆﾜﾆﾌﾈｶﾞｷﾀ ものがたりうむ 増田 みず子 著 ﾏｽﾀﾞ ﾐｽﾞｺ 913 ﾏ 河出書房新社 1996 113p 20cm
兄弟天気図 ｷｮｳﾀﾞｲﾃﾝｷｽﾞ ものがたりうむ 長野 まゆみ 著 ﾅｶﾞﾉ ﾏﾕﾐ 913 ﾅ 河出書房新社 1996 91p 20cm
父のふるさと ﾁﾁﾉﾌﾙｻﾄ ものがたりうむ 立松 和平 著 ﾀﾃﾏﾂ ﾜﾍｲ 913 ﾀ 河出書房新社 1996 110p 20cm
遠い夕焼け ﾄｵｲﾕｳﾔｹ ものがたりうむ 佐藤 洋二郎 著 ｻﾄｳ ﾖｳｼﾞﾛｳ 913 ｻ 河出書房新社 1996 106p 20cm
ぼくはきみのおにいさん ﾎﾞｸﾜｷﾐﾉｵﾆｲｻﾝ ものがたりうむ 角田 光代 著 ｶｸﾀ ﾐﾂﾖ 913 ｶ 河出書房新社 1996 99p 20cm
カネゴンの日だまり ｶﾈｺﾞﾝﾉﾋﾀﾞﾏﾘ ものがたりうむ 江宮 隆之 著 ｴﾐﾔ ﾀｶﾕｷ 913 ｴ 河出書房新社 1996 82p 20cm
とおい夏の日 ﾄｵｲﾅﾂﾉﾋ 四万十川ものがたり ものがたりうむ 笹山 久三 著 ｻｻﾔﾏ ｷｭｳｿﾞｳ 913 ｻ 河出書房新社 1996 129p 20cm
オーロラ交響曲の冬 ｵｰﾛﾗｺｳｷｮｳｷｮｸﾉﾌﾕ ものがたりうむ 山口 泉 著 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｽﾞﾐ 913 ﾔ 河出書房新社 1997 142p 20cm
クレージー・バニラ ｸﾚｰｼﾞｰﾊﾞﾆﾗ バーバラ・ワースバ 作 ﾜｰｽﾊﾞ ﾊﾞｰﾊﾞﾗ 933 ﾜ 徳間書店 1994 238p 19cm
エヴァが目ざめるとき ｴｳﾞｧｶﾞﾒｻﾞﾒﾙﾄｷ ピーター・ディッキンソン 作 ﾃﾞｨｷﾝｿﾝ ﾋﾟｰﾀｰ 933 ﾃ 徳間書店 1994 294p 19cm
海辺の王国 ｳﾐﾍﾞﾉｵｳｺｸ ロバート・ウェストール 作 ｳｪｽﾄｰﾙ ﾛﾊﾞｰﾄ 933 ｳ 徳間書店 1994 262p 19cm
ネコのグリシーをさがしたら… ﾈｺﾉｸﾞﾘｼｰｵｻｶﾞｼﾀﾗ メアリー・フランシス・シューラ 作ｼｭｰﾗ ﾒｱﾘ･ﾌﾗﾝｼｽ 933 ｼ 徳間書店 1994 190p 19cm
アドリア海の奇跡 ｱﾄﾞﾘｱｶｲﾉｷｾｷ ジョアン・マヌエル・ジズベルト 作ｼﾞｽﾞﾍﾞﾙﾄ ｼﾞｮｱﾝ･ﾏﾇｴﾙ 963 ｼ 徳間書店 1995 206p 19cm
マリアからの手紙 ﾏﾘｱｶﾗﾉﾃｶﾞﾐ グレーテリース・ホルム 作 ﾎﾙﾑ ｸﾞﾚｰﾃﾘｰｽ 949 ﾎ 徳間書店 1995 214p 19cm
草原のサラ ｿｳｹﾞﾝﾉｻﾗ パトリシア・マクラクラン 作 ﾏｸﾗｸﾗﾝ ﾊﾟﾄﾘｼｱ 933 ﾏ 徳間書店 1996 147p 19cm
夏の丘、石のことば ﾅﾂﾉｵｶｲｼﾉｺﾄﾊﾞ ケヴィン・ヘンクス 作 ﾍﾝｸｽ ｹﾋﾞﾝ 933 ﾍ 徳間書店 1996 222p 19cm
弟の戦争 ｵﾄｳﾄﾉｾﾝｿｳ ロバート・ウェストール 作 ｳｪｽﾄｰﾙ ﾛﾊﾞｰﾄ 933 ｳ 徳間書店 1995 172p 19cm
夏のダイヤモンド ﾅﾂﾉﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ “片足のエース”の力投物語 ＰＨＰこころのノンフィクション 川村 たかし 作 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 916 ｶ ＰＨＰ研究所 1981 174p 22cm
友情の『二人五脚』 ﾕｳｼﾞｮｳﾉﾆﾆﾝｺﾞｷｬｸ 盲導犬の育成にとりくんだ塩屋賢一の情熱 ＰＨＰこころのノンフィクション 日野 多香子 作 ﾋﾉ ﾀｶｺ 916 ﾋ ＰＨＰ研究所 1982 186p 22cm
涙のタッチダウン ﾅﾐﾀﾞﾉﾀｯﾁﾀﾞｳﾝ 車イスにのったアメフトの名選手・猿木唯資 ＰＨＰ愛と感動のノンフィクション 藤崎 康夫 作 ﾌｼﾞｻｷ ﾔｽｵ 916 ﾌ ＰＨＰ研究所 1985 82p 22cm
幸せをありがとう ｼｱﾜｾｵｱﾘｶﾞﾄｳ 手足をなくしても明るく生きる田原米子 ＰＨＰ愛と感動のノンフィクション 日野 多香子 作 ﾋﾉ ﾀｶｺ 916 ﾋ ＰＨＰ研究所 1985 78p 22cm
ペダルに希望をのせて ﾍﾟﾀﾞﾙﾆｷﾎﾞｳｵﾉｾﾃ 障害をもつ子どもたちのためにはしる競輪選手 ＰＨＰ愛と感動のノンフィクション 砂田 弘 作 ｽﾅﾀﾞ ﾋﾛｼ 916 ｽ ＰＨＰ研究所 1986 70p 22cm
日曜日の手品師 ﾆﾁﾖｳﾋﾞﾉﾃｼﾞﾅｼ スピカの創作文学 岩瀬 成子 作 ｲﾜｾ ｼﾞｮｳｺ 913 ｲ 教育画劇 1989 125p 22cm
時のむすめ ﾄｷﾉﾑｽﾒ スピカの創作文学 芝田 勝茂 作 ｼﾊﾞﾀ ｶﾂﾓ 913 ｼ 教育画劇 1993 118p 22cm
青い石の伝説 ｱｵｲｲｼﾉﾃﾞﾝｾﾂ 魔法少女マリリン 教育画劇の創作文学 村山 早紀 作 ﾑﾗﾔﾏ ｻｷ 913 ﾑ 教育画劇 2002 210p 22cm
時計塔の魔女 ﾄｹｲﾄｳﾉﾏｼﾞｮ 魔法少女マリリン 教育画劇の創作文学 村山 早紀 作 ﾑﾗﾔﾏ ｻｷ 913 ﾑ 教育画劇 2002 222p 22cm
草薙列伝・八岐の大蛇 ｸｻﾅｷﾞﾚﾂﾃﾞﾝﾔﾏﾀﾉｵﾛﾁ 教育画劇の創作文学 和木 浩子 作 ﾜｷﾞ ﾋﾛｺ 913 ﾜ 教育画劇 1997 255p 22cm
バッテリー ﾊﾞｯﾃﾘｰ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ 教育画劇 1996 243p 22cm
バッテリーⅡ ﾊﾞｯﾃﾘｰ 教育画劇の創作文学 あさの あつこ 作 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ 教育画劇 1998 356p 22cm
カードミステリー ｶｰﾄﾞﾐｽﾃﾘｰ 失われた魔法の島 ヨースタイン・ゴルデル 作 ｺﾞﾙﾃﾞﾙ ﾖｰｽﾀｲﾝ 949 ｺ 徳間書店 1996 387p 20cm
空色勾玉 ｿﾗｲﾛﾏｶﾞﾀﾏ 荻原 規子 作 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 913 ｵ 徳間書店 1996 366p 19cm
白鳥異伝 ﾊｸﾁｮｳｲﾃﾞﾝ 荻原 規子 作 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 913 ｵ 徳間書店 1996 598p 19cm
薄紅天女 ｳｽﾍﾞﾆﾃﾝﾆｮ 荻原 規子 作 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 913 ｵ 徳間書店 1996 484p 19cm
法務教官・夏川凛子 ﾎｳﾑｷｮｳｶﾝﾅﾂｶﾜﾘﾝｺ 医療少年院ナース物語 江川 晴 著 ｴｶﾞﾜ ﾊﾙ 913 ｴ 筑摩書房 1996 286p 20cm
いつもの空を飛びまわり ｲﾂﾓﾉｿﾗｵﾄﾋﾞﾏﾜﾘ スーザン・パルウィック 著 ﾊﾟﾙｳｨｯｸ ｽｰｻﾞﾝ 933 ﾊ 筑摩書房 1996 251p 20cm
ママがプールを洗う日 ﾏﾏｶﾞﾌﾟｰﾙｵｱﾗｳﾋ ピーター・キャメロン 著 ｷｬﾒﾛﾝ ﾋﾟｰﾀｰ 933 ｷ 筑摩書房 1988 237p 20cm
ユニコーンを探して ﾕﾆｺｰﾝｵｻｶﾞｼﾃ サタジット・レイ小説集 サタジット・レイ 〔著〕 ﾚｲ ｻﾀｼﾞｯﾄ 929 ﾚ 筑摩書房 1993 360p 20cm
メアリと巨人 ﾒｱﾘﾄｷｮｼﾞﾝ フィリップ・Ｋ・ディック 著 ﾃﾞｨｯｸ ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｷﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ 933 ﾃ 筑摩書房 1992 322p 20cm
善人はなかなかいない ｾﾞﾝﾆﾝﾜﾅｶﾅｶｲﾅｲ フラナリー・オコナー作品集 フラナリー・オコナー 著 ｵｺﾅｰ ﾌﾗﾅﾘｰ 933 ｵ 筑摩書房 1998 221p 20cm
湖のそばで暮らす ﾐｽﾞｳﾐﾉｿﾊﾞﾃﾞｸﾗｽ インディアンの友だちから教わったこと Ｍ・ウィルキンス 著 ｳｨﾙｷﾝｽ M. 936 ｳ 筑摩書房 1994 166p 21cm
ふたりだけの秘密 ﾌﾀﾘﾀﾞｹﾉﾋﾐﾂ あるいは、自転車・写真機・警報器 佐野 史郎 著 ｻﾉ ｼﾛｳ 913 ｻ 筑摩書房 1996 221p 20cm
ＷＡ・Ｏ・Ｎ ﾜｵﾝ 夏の日のトランペット 山本 悦子 作 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾂｺ 913 ﾔ ひくまの出版 1997 181p 22cm
コンスタンスの日記 ｺﾝｽﾀﾝｽﾉﾆｯｷ パトリシア・クラップ 作 ｸﾗｯﾌﾟ ﾊﾟﾄﾘｼｱ 933 ｸ ひくまの出版 1995 251p 21cm
ロッキーリッジの小さな家 ﾛｯｷｰﾘｯｼﾞﾉﾁｲｻﾅｲｴ 新大草原の小さな家１ 新大草原の小さな家 ロジャー・リー・マクブライド 作ﾏｯｸﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾛｼﾞｬｰ･ﾘｰ 933 ﾏ 講談社 1994 349p 20cm
オウザークの小さな農場 ｵｳｻﾞｰｸﾉﾁｲｻﾅﾉｳｼﾞｮｳ 新大草原の小さな家２ 新大草原の小さな家 ロジャー・リー・マクブライド 作ﾏｯｸﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾛｼﾞｬｰ･ﾘｰ 933 ﾏ 講談社 1995 277p 20cm



大きな赤いリンゴの地 ｵｵｷﾅｱｶｲﾘﾝｺﾞﾉﾁ 新大草原の小さな家３ 新大草原の小さな家 ロジャー・リー・マクブライド 作ﾏｯｸﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾛｼﾞｬｰ･ﾘｰ 933 ﾏ 講談社 1995 325p 20cm
丘のむこうの小さな町へ ｵｶﾉﾑｺｳﾉﾁｲｻﾅﾏﾁｴ 新大草原の小さな家４ 新大草原の小さな家 ロジャー・リー・マクブライド 作ﾏｯｸﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾛｼﾞｬｰ･ﾘｰ 933 ﾏ 講談社 1996 333p 20cm
オウザークの小さな町 ｵｳｻﾞｰｸﾉﾁｲｻﾅﾏﾁ 新大草原の小さな家５ 新大草原の小さな家 ロジャー・リー・マクブライド 作ﾏｯｸﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾛｼﾞｬｰ･ﾘｰ 933 ﾏ 講談社 1997 333p 20cm
ロッキーリッジの新しい夜明け ﾛｯｷｰﾘｯｼﾞﾉｱﾀﾗｼｲﾖｱｹ 新大草原の小さな家６ 新大草原の小さな家 ロジャー・リー・マクブライド 作ﾏｯｸﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾛｼﾞｬｰ･ﾘｰ 933 ﾏ 講談社 1998 365p 20cm
ひとつのポケットから出た話 ﾋﾄﾂﾉﾎﾟｹｯﾄｶﾗﾃﾞﾀﾊﾅｼ カレル・チャペック 著 ﾁｬﾍﾟｯｸ ｶﾚﾙ 989 ﾁ 晶文社 1997 333p 20cm
ジャズ・カントリー ｼﾞｬｽﾞｶﾝﾄﾘｰ ナット・ヘントフ 著 ﾍﾝﾄﾌ ﾅｯﾄ 933 ﾍ 晶文社 1997 229p 20cm
人間喜劇 ﾆﾝｹﾞﾝｷｹﾞｷ ウィリアム・サロイヤン 著 ｻﾛｰﾔﾝ ｳｨﾘｱﾑ 933 ｻ 晶文社 1997 350p 20cm
ハロウィーンがやってきた ﾊﾛｳｨｰﾝｶﾞﾔｯﾃｷﾀ レイ・ブラッドベリ 著 ﾌﾞﾗｯﾄﾞﾍﾞﾘ ﾚｲ 933 ﾌ 晶文社 1997 198p 20cm
わが名はアラム ﾜｶﾞﾅﾜｱﾗﾑ ウィリアム・サロイヤン 著 ｻﾛｰﾔﾝ ｳｨﾘｱﾑ 933 ｻ 晶文社 1997 213p 20cm
まっぷたつの子爵 ﾏｯﾌﾟﾀﾂﾉｼｼｬｸ イタロ・カルヴィーノ 著 ｶﾙｳﾞｨｰﾉ ｲﾀﾛ 973 ｶ 晶文社 1997 189p 20cm
ワイルド・スワン上 ﾜｲﾙﾄﾞｽﾜﾝ ユン・チアン 著 ﾁｱﾝ ﾕﾝ 936 ﾕ 講談社 1993 378p 20cm
ワイルド・スワン下 ﾜｲﾙﾄﾞｽﾜﾝ ユン・チアン 著 ﾁｱﾝ ﾕﾝ 936 ﾕ 講談社 1993 389p 20cm
星間旅行への誘い ｾｲｶﾝﾘｮｺｳｴﾉｻｿｲ ジュディス・ハーブスト 著 ﾊｰﾌﾞｽﾄ ｼﾞｭﾃﾞｨｽ 538 ﾊ 晶文社 1996 190p 22cm
潜水服は蝶の夢を見る ｾﾝｽｲﾌｸﾜﾁｮｳﾉﾕﾒｵﾐﾙ ジャン＝ドミニック・ボービー 著ﾎﾞｰﾋﾞｰ ｼﾞｬﾝ･ﾄﾞﾐﾆｯｸ 956 ﾎ 講談社 1998 166p 20cm
怪盗紳士ルパン ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1981 345p 20cm
ルパン対ホームズ ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集２ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 367p 20cm
ルパンの冒険 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集３ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 383p 20cm
奇岩城 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集４ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 351p 20cm
続８１３ ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集６ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1981 375p 20cm
オルヌカン城の謎 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集９ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 449p 20cm
金三角 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１０ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1981 459p 20cm
三十棺桶島 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１１ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1983 531p 20cm
虎の牙（上） ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１２ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 361p 20cm
虎の牙（下） ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１３ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 303p 20cm
八点鐘 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１４ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1981 383p 20cm
カリオストロ伯爵夫人 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１５ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 445p 20cm
緑の目の令嬢 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１６ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1983 377p 20cm
バーネット探偵社 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１７ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1983 275p 20cm
謎の家 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１８ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1983 337p 20cm
ジェリコ公爵 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集１９ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1983 345p 20cm
バール・イ・ヴァ荘 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集２０ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 307p 20cm
二つの微笑をもつ女 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集２１ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 401p 20cm
特捜班ビクトール ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集２２ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1983 305p 20cm
赤い数珠 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集２３ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1983 279p 20cm
カリオストロの復讐 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集２４ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1983 319p 20cm
ルパン最後の事件 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集２５ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1982 333p 20cm
女探偵ドロテ ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集　別巻１ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1986 381p 20cm
バルタザールのとっぴな生活 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集　別巻２ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1987 241p 20cm
三つの眼 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集　別巻３ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1987 297p 20cm
真夜中から七時まで ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集　別巻４ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1987 317p 20cm
赤い輪 ｱﾙｾｰﾇﾙﾊﾟﾝｾﾞﾝｼｭｳ アルセーヌ＝ルパン全集　別巻５ モーリス＝ルブラン 著 ﾙﾌﾞﾗﾝ ﾓｰﾘｽ 953 ﾙ 偕成社 1988 381p 20cm
砦の町の秘密の反乱 ﾄﾘﾃﾞﾉﾏﾁﾉﾋﾐﾂﾉﾊﾝﾗﾝ 児童図書館・文学の部屋 ニーナ・ボーデン 〔著〕 ﾎﾞｰﾃﾞﾝ ﾆｰﾅ 933 ﾎ 評論社 1983 205p 20cm
クリスティーナの誘拐 ｸﾘｽﾃｨｰﾅﾉﾕｳｶｲ 児童図書館・文学の部屋 ジョーン・ラウリー・ニクソン 〔著〕ﾆｸｿﾝ ｼﾞｮｰﾝ･ﾛｰﾘｰ 933 ﾆ 評論社 1984 332p 20cm
誕生日の殺人者 ﾀﾝｼﾞｮｳﾋﾞﾉｻﾂｼﾞﾝｼｬ 児童図書館・文学の部屋 ジェイ・ベネット 〔著〕 ﾍﾞﾈｯﾄ ｼﾞｪｲ 933 ﾍ 評論社 1984 254p 20cm
死のかげの谷間 ｼﾉｶｹﾞﾉﾀﾆﾏ 児童図書館・ＳＯＳシリーズ ロバート・オブライエン 〔著〕 ｵﾌﾞﾗｲｴﾝ ﾛﾊﾞｰﾄ C. 933 ｵ 評論社 1994 318p 20cm
三面レコードの秘密 ｻﾝﾒﾝﾚｺｰﾄﾞﾉﾋﾐﾂ 児童図書館・文学の部屋 アルチュール・ヴォデカル 〔著〕ｳﾞｫﾃﾞｶﾙ ｱﾙﾁｭｰﾙ 953 ｳ 評論社 1989 216p 20cm
３９番目の世界 ｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳﾊﾞﾝﾒﾉｾｶｲ 児童図書館・文学の部屋 ミシェル・フィリパール 〔著〕 ﾌｨﾘﾊﾟｰﾙ ﾐｼｪﾙ 953 ﾌ 評論社 1990 225p 20cm
闇の中のデービッド ﾔﾐﾉﾅｶﾉﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ 児童図書館・文学の部屋 ニーナ・ボーデン 〔著〕 ﾎﾞｰﾃﾞﾝ ﾆｰﾅ 933 ﾎ 評論社 1986 245p 20cm
とざされた時間のかなた ﾄｻﾞｻﾚﾀｼﾞｶﾝﾉｶﾅﾀ 児童図書館・文学の部屋 ロイス・ダンカン 作 ﾀﾞﾝｶﾝ ﾛｲｽ 933 ﾀ 評論社 1990 319p 20cm
ウルフ谷の兄弟 ｳﾙﾌﾀﾞﾆﾉｷｮｳﾀﾞｲ 児童図書館・文学の部屋 デーナ・ブルッキンズ 〔著〕 ﾌﾞﾙｯｷﾝｽﾞ ﾃﾞｰﾅ 933 ﾌ 評論社 1984 253p 20cm
マデックの罠 ﾏﾃﾞｯｸﾉﾜﾅ 児童図書館・文学の部屋 ロブ・ホワイト 〔著〕 ﾎﾜｲﾄ ﾛﾌﾞ 933 ﾎ 評論社 1989 285p 20cm
愛しのセルゲイ ｲﾄｼﾉｾﾙｹﾞｲ エカテリーナ・ゴルデーワ 著 ｺﾞﾙﾃﾞｰﾜ ｴｶﾃﾘｰﾅ 784 ｺ ベースボール・マガジン社1997 309p 20cm
小さな村の大きな郵便事件 ﾁｲｻﾅﾑﾗﾉｵｵｷﾅﾕｳﾋﾞﾝｼﾞｹﾝ ジュニア・ライブラリー クラウス・コルドン 作 ｺﾙﾄﾞﾝ ｸﾗｳｽ 943 ｺ 大日本図書 1996 178p 22cm
海賊の心臓 ｶｲｿﾞｸﾉｼﾝｿﾞｳ ジュニア・ライブラリー ベノ・プルードラ 作 ﾌﾟﾙｰﾄﾞﾗ ﾍﾞﾝﾉｰ 943 ﾌ 大日本図書 1995 223p 22cm
ぼくの象をかえして！ ﾎﾞｸﾉｿﾞｳｵｶｴｼﾃ ジュニア・ライブラリー キャロル・キャリック 作 ｷｬﾘｯｸ ｷｬﾛﾙ 933 ｷ 大日本図書 1994 186p 22cm
春一番が吹いて ﾊﾙｲﾁﾊﾞﾝｶﾞﾌｲﾃ ジュニア・ライブラリー Ｖ・テンドリャコーフ 作 ﾃﾝﾄﾞﾘｬｺｰﾌ ｳﾗｼﾞｰﾐﾙ･ﾌｮｰﾄﾞﾛｳﾞｨﾁ983 ﾃ 大日本図書 1987 226p 22cm
夏の日はまたくる ﾅﾂﾉﾋﾜﾏﾀｸﾙ ジュニア・ライブラリー マリリン・サックス 作 ｻｯｸｽ ﾏﾘﾘﾝ 933 ｻ 大日本図書 1988 218p 22cm
ピラミッド帽子のひみつ ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞﾎﾞｳｼﾉﾋﾐﾂ ジュニア・ライブラリー Ｖ・Ｐ・クラピーヴィン 作 ｸﾗﾋﾟｰｳﾞｨﾝ ｳﾞﾗｼﾞｽﾗﾌ P. 983 ｸ 大日本図書 1989 175p 22cm
性の絵本３ ｾｲﾉｴﾎﾝ 男と女　ともに生きる 木原 千春 画 ｷﾊﾗ ﾁﾊﾙ 495 ｾ 大月書店 1992 34p 21×22cm
性の絵本４ ｾｲﾉｴﾎﾝ なぜ、こんなことして生きてるの？ 木原 千春 画 ｷﾊﾗ ﾁﾊﾙ 495 ｾ 大月書店 1992 34p 21×22cm
性の絵本５ ｾｲﾉｴﾎﾝ 生きていくから聞きたいこと 木原 千春 画 ｷﾊﾗ ﾁﾊﾙ 495 ｾ 大月書店 1992 56p 21×22cm
君に生きていてほしい ｷﾐﾆｲｷﾃｲﾃﾎｼｲ ノンフィクション・ワールド 桝田 武宗 著 ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾑﾈ 371 ﾏ 大日本図書 1997 157p 20cm
君について行こう ｷﾐﾆﾂｲﾃｲｺｳ 女房は宇宙をめざした 向井 万起男 著 ﾑｶｲ ﾏｷｵ 538 ﾑ 講談社 1995 382p 20cm
日本語はどこからきたのか ﾆﾎﾝｺﾞﾜﾄﾞｺｶﾗｷﾀﾉｶ ことばと文明のつながりを考える ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ１４ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 大野 晋 著 ｵｵﾉ ｽｽﾑ 810 ｵ ポプラ社 1996 194p 19cm
ジョナサンのニッポン日記 ｼﾞｮﾅｻﾝﾉﾆｯﾎﾟﾝﾆｯｷ 写真絵本 ジョナサン・スウェイン 著 ｽｳｪｲﾝ ｼﾞｮﾅｻﾝ 493 ｽ 大月書店 1994 47p 23cm
ぼくはジョナサン…エイズなの ﾎﾞｸﾜｼﾞｮﾅｻﾝｴｲｽﾞﾅﾉ 写真絵本 ジョナサン・スウェイン 著 ｽｳｪｲﾝ ｼﾞｮﾅｻﾝ 493 ｽ 大月書店 1992 52p 23cm
栄光なき天才たち２ ｴｲｺｳﾅｷﾃﾝｻｲﾀﾁ 集英社文庫 森田 信吾 著 ﾓﾘﾀ ｼﾝｺﾞ 726 ｴ 集英社 1997 357p 16cm
緋色の研究 ｼｬｰﾛｯｸﾎｰﾑｽﾞｾﾞﾝｼｭｳ まんがシャーロック・ホームズ全集１ アーサー・コナン・ドイル 原作 ﾄﾞｲﾙ ｱｰｻｰ･ｺﾅﾝ 726 ﾄ 小学館 1996 220p 20cm
まだらの紐 ｼｬｰﾛｯｸﾎｰﾑｽﾞｾﾞﾝｼｭｳ まんがシャーロック・ホームズ全集１ アーサー・コナン・ドイル 原作 ﾄﾞｲﾙ ｱｰｻｰ･ｺﾅﾝ 726 ﾄ 小学館 1996 220p 20cm
恐怖の谷 ｼｬｰﾛｯｸﾎｰﾑｽﾞｾﾞﾝｼｭｳ まんがシャーロック・ホームズ全集３ アーサー・コナン・ドイル 原作 ﾄﾞｲﾙ ｱｰｻｰ･ｺﾅﾝ 726 ﾄ 小学館 1997 220p 20cm
四つの署名 ｼｬｰﾛｯｸﾎｰﾑｽﾞｾﾞﾝｼｭｳ まんがシャーロック・ホームズ全集４ アーサー・コナン・ドイル 原作 ﾄﾞｲﾙ ｱｰｻｰ･ｺﾅﾝ 726 ﾄ 小学館 1997 220p 20cm
バスカヴィル家の犬 ｼｬｰﾛｯｸﾎｰﾑｽﾞｾﾞﾝｼｭｳ まんがシャーロック・ホームズ全集５ アーサー・コナン・ドイル 原作 ﾄﾞｲﾙ ｱｰｻｰ･ｺﾅﾝ 726 ﾄ 小学館 1997 220p 20cm
ホームズ最後の事件 ｼｬｰﾛｯｸﾎｰﾑｽﾞｾﾞﾝｼｭｳ まんがシャーロック・ホームズ全集６ アーサー・コナン・ドイル 原作 ﾄﾞｲﾙ ｱｰｻｰ･ｺﾅﾝ 726 ﾄ 小学館 1997 220p 20cm
まんが日本の歴史２０００年 ﾏﾝｶﾞﾆﾎﾝﾉﾚｷｼﾆｾﾝﾈﾝ 学研のまるごとシリーズ 人見 倫平 まんが ﾋﾄﾐ ﾘﾝﾍﾟｲ 210 ﾋ 学研 1991 288p 26cm
まんが世界の歴史５０００年 ﾏﾝｶﾞｾｶｲﾉﾚｷｼｺﾞｾﾝﾈﾝ 学研のまるごとシリーズ 七瀬 カイ 〔ほか〕まんが ﾅﾅｾ ｶｲ 209 ﾅ 学研 1992 287p 26cm
まんが・写真教科書にでてくる最重要人物１８５人ﾏﾝｶﾞｼｬｼﾝｷｮｳｶｼｮﾆﾃﾞﾃｸﾙｻｲｼﾞｭｳﾖｳｼﾞﾝﾌﾞﾂﾋｬｸﾊﾁｼﾞｭｳｺﾞﾆﾝ分野別・ビジュアル版 学研のまるごとシリーズ 280 ﾏ 学研 1994 268p 26cm
日本史まんが年表 ﾆﾎﾝｼﾏﾝｶﾞﾈﾝﾋﾟｮｳ 年代早覚え 学研のまるごとシリーズ うめだ ふじお 〔ほか〕まんが ｳﾒﾀﾞ ﾌｼﾞｵ 210 ｳ 学研 1992 351p 26cm
あいたくて ｱｲﾀｸﾃ 小さい詩集 工藤 直子 著 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｺ 911 ｸ 大日本図書 1991 119p 19cm



絵のような村で ｴﾉﾖｳﾅﾑﾗﾃﾞ 小さい詩集 江間 章子 著 ｴﾏ ｼｮｳｺ 911 ｴ 大日本図書 1991 99p 19cm
雲の窓 ｸﾓﾉﾏﾄﾞ 小さい詩集 武鹿 悦子 著 ﾌﾞｼｶ ｴﾂｺ 911 ﾌ 大日本図書 1991 115p 19cm
詩なんか知らないけど ｼﾅﾝｶｼﾗﾅｲｹﾄﾞ 糸井重里詩集 詩を読もう！ 糸井 重里 詩 ｲﾄｲ ｼｹﾞｻﾄ 911 ｲ 大日本図書 2000 113p 19cm
ぴかぴかコンパス ﾋﾟｶﾋﾟｶｺﾝﾊﾟｽ 小さい詩集 こやま 峰子 著 ｺﾔﾏ ﾐﾈｺ 911 ｺ 大日本図書 1991 94p 19cm
星のおしごと ﾎｼﾉｵｼｺﾞﾄ 小さい詩集 新川 和江 著 ｼﾝｶﾜ ｶｽﾞｴ 911 ｼ 大日本図書 1991 96p 19cm
詩の世界 ｼﾉｾｶｲ ポプラ・ノンフィクションＢＯＯＫＳ 高田 敏子 著 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｺ 901 ﾀ ポプラ社 1996 286p 19cm
春のオルガン ﾊﾙﾉｵﾙｶﾞﾝ 湯本 香樹実 作 ﾕﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 913 ﾕ 徳間書店 1995 238p 19cm
百人一首をおぼえよう ﾋｬｸﾆﾝｲｯｼｭｵｵﾎﾞｴﾖｳ 口訳詩で味わう和歌の世界 さ・え・ら図書館／国語 佐佐木 幸綱 編著 ｻｻｷ ﾕｷﾂﾅ 911 ｻ さ・え・ら書房 1985 142p 22cm
レオナルド・ダ・ヴィンチ ﾊｼﾞﾒﾃﾃﾞｱｳｶｲｶﾞﾉﾎﾝ はじめてであう絵画の本１ アーネスト・ラボフ 作 ﾗﾎﾞﾌ ｱｰﾈｽﾄ 708 ﾗ あすなろ書房 1995 31p 29cm
性の絵本１ ｾｲﾉｴﾎﾝ 生きるってどういうこと？ 山本直英　文 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾋﾃﾞ 495 ｾ 大月書店 1992 34p 21×22cm
人間が地雷をすてる日 ﾆﾝｹﾞﾝｶﾞｼﾞﾗｲｵｽﾃﾙﾋ ノンフィクション・ワールド 柳瀬 房子 著 ﾔﾅｾ ﾌｻｺ 319 ﾔ 大日本図書 1998 175p 20cm
野山でたのしむ　春の草花 ﾉﾔﾏﾃﾞﾀﾉｼﾑﾊﾙﾉｸｻﾊﾞﾅ 母と子の植物ガイド やさしい科学 河野 玉樹 文 ｺｳﾉ ﾀﾏｷ 470 ﾔ さ・え・ら書房 1984 47p 23cm
米やくだものの生産者、青果市場で働く人ﾒｻﾞｾｱｺｶﾞﾚﾉｼｺﾞﾄ めざせ！あこがれの仕事１１ 農業とそれにかかわる仕事 600 ﾒ ポプラ社 1998 63p 27cm
新世紀ビジュアル大辞典 ｼﾝｾｲｷﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾀﾞｲｼﾞﾃﾝ 金田一 春彦 監修 ｷﾝﾀﾞｲﾁ ﾊﾙﾋｺ 31 ｼ 学研 2004 3104p 22cm
放送にかかわる仕事 ﾎｳｿｳﾆｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ アナウンサー　放送技術者　ＣＭ制作者 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1999 146p 22cm
土と親しむ仕事 ﾂﾁﾄｼﾀｼﾑｼｺﾞﾄ 農業従事者　酪農従事者　園芸技術者 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1999 146p 22cm
人と制度をつなぐ仕事 ﾋﾄﾄｾｲﾄﾞｵﾂﾅｸﾞｼｺﾞﾄ 税理士　通関士　弁理士 知りたい！なりたい！職業ガイド 知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1999 146p 22cm
コンピュータにかかわる仕事 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾆｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ ゲームクリエーター　ＣＧクリエーター　プログラマー＆ＳＥ 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1997 145p 22cm
健康を守る仕事 ｹﾝｺｳｵﾏﾓﾙｼｺﾞﾄ 看護婦　臨床検査技師　診療放射線技師 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1997 145p 22cm
食べ物にかかわる仕事 ﾀﾍﾞﾓﾉﾆｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ 栄養士　調理師　パティシエ 知りたい！なりたい！職業ガイド 知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1998 145p 22cm
生活の安全を守る仕事 ｾｲｶﾂﾉｱﾝｾﾞﾝｵﾏﾓﾙｼｺﾞﾄ 警察官　消防官　海上保安官 知りたい！なりたい！職業ガイド 知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1998 145p 22cm
自然とかかわる仕事 ｼｾﾞﾝﾄｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ 気象技術者　森林技術者　水産従事者 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1999 146p 22cm
視覚表現する仕事 ｼｶｸﾋｮｳｹﾞﾝｽﾙｼｺﾞﾄ 漫画家　カメラマン　グラフィックデザイナー 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1998 145p 22cm
福祉にかかわる仕事 ﾌｸｼﾆｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ 理学療法士　社会福祉士　介護福祉士 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1999 146p 22cm
音楽にかかわる仕事 ｵﾝｶﾞｸﾆｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ 楽器奏者　作詞・作曲家　音響・レコーディングエンジニア 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1999 146p 22cm
アニメーションの仕事 ｱﾆﾒｰｼｮﾝﾉｼｺﾞﾄ アニメーター　シナリオライター　声優 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1999 146p 22cm
美容にかかわる仕事 ﾋﾞﾖｳﾆｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ 美容師　エステティシャン　ファッションデザイナー 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1998 145p 22cm
旅行にかかわる仕事 ﾘｮｺｳﾆｶｶﾜﾙｼｺﾞﾄ スチュワーデス　ツアーコンダクター　通訳ガイド 知りたい！なりたい！職業ガイド知りたい！なりたい！職業ガイド 600 ｼ ほるぷ出版 1999 146p 22cm
どんどん好きになる国語の本 ﾄﾞﾝﾄﾞﾝｽｷﾆﾅﾙｺｸｺﾞﾉﾎﾝ 中学生ゼミナール 坂本 光男 著 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂｵ 810 ｻ 大月書店 1990 213p 19cm
レモン・ドロップス ﾚﾓﾝ ﾄﾞﾛﾂﾌﾟｽ 講談社文庫　い　１１８－１ 石井　睦美 著 ｲｼｲ ﾑﾂﾐ 913 ｲ 講談社 2008 180p 15cm
灼眼のシャナ ｼﾔｸｶﾞﾝ ﾉ ｼﾔﾅ 電撃文庫　た　１４－３ 高橋　弥七郎 著 ﾀｶﾊｼ ﾔｼﾁﾛｳ 913 ﾀ メディアワークス//角川（メディアワークス）2002 293p 15cm
神様のカルテ ｶﾐｻﾏ ﾉ ｶﾙﾃ 小学館文庫　な　１３－１ 夏川　草介 著 ﾅﾂｶﾜ ｿｳｽｹ 913 ﾅ 小学館 2011 252p 15cm
１０代にしておきたい１７のこと ｼﾞﾕｳﾀﾞｲ ﾆ ｼﾃｵｷﾀｲ ｼﾞﾕｳﾅﾅ ﾉ ｺﾄ だいわ文庫　Ｇ　８－９ 本田　健 著 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝ 159 ﾎ 大和書房 2010 206p 16cm
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。　上ｱﾉ ﾋ ﾐﾀ ﾊﾅ ﾉ ﾅﾏｴ ｵ ﾎﾞｸﾀﾁ ﾜ ﾏﾀﾞ ｼﾗﾅｲ ＭＦ文庫　ダ・ヴィンチ　お　８－１ 岡田　麿里 著 ｵｶﾀﾞ ﾏﾘ 913 ｵ メディアファクトリー 2011 201p 15cm
葡萄が目にしみる ﾌﾞﾄﾞｳ ｶﾞ ﾒ ﾆ ｼﾐﾙ 角川文庫　緑　５７９－８ 林　真理子 著 ﾊﾔｼ ﾏﾘｺ 913 ﾊ 角川書店 1986 234p 15cm
神さまのいない日曜日 ｶﾐｻﾏ ﾉ ｲﾅｲ ﾆﾁﾖｳﾋﾞ 富士見ファンタジア文庫　い　５－１－１入江　君人 著 ｲﾘｴ ｷﾐﾋﾄ 913 ｲ 富士見書房 2010 253p 15cm
青の炎 ｱｵ ﾉ ﾎﾉｵ 角川文庫　き　２８－１ 貴志　祐介 著 ｷｼ ﾕｳｽｹ 913 ｷ 角川書店 2002 495p 15cm
氷菓 ﾋﾖｳｶ 角川スニーカー文庫　９０４－１//スニーカー・ミステリ倶楽部//４米澤　穂信 著 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾎﾉﾌﾞ 913 ﾖ 角川書店 2001 217p 15cm
ポケットに名言を　改版 ﾎﾟｹﾂﾄ ﾆ ﾒｲｹﾞﾝ ｵ 角川文庫　て　１－３ 寺山　修司 著 ﾃﾗﾔﾏ ｼﾕｳｼﾞ 159 ﾃ 角川書店 2005 184p 15cm
砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない ｻﾄｳ ｶﾞｼ ﾉ ﾀﾞﾝｶﾞﾝ ﾜ ｳﾁﾇｹﾅｲ Ａ　Ｌｏｌｌｙｐｏｐ　ｏｒ　Ａ　Ｂｕｌｌｅｔ　Ｓａｋｕｒａｂａ　Ｋａｚｕｋｉ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 角川文庫　さ　４８－３ 桜庭　一樹 著 ｻｸﾗﾊﾞ ｶｽﾞｷ 913 ｻ 角川書店//角川グループパブリッシング2009 201p 15cm
虹色ほたる　上 ﾆｼﾞｲﾛﾎﾀﾙ 永遠の夏休み アルファポリス文庫 川口　雅幸 著 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 913 ｶ アルファポリス//星雲社2010 287p 15cm
虹色ほたる　下 ﾆｼﾞｲﾛﾎﾀﾙ 永遠の夏休み アルファポリス文庫 川口　雅幸 著 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 913 ｶ アルファポリス//星雲社2010 218p 15cm
六番目の小夜子 ﾛｸﾊﾞﾝﾒ ﾉ ｻﾖｺ 新潮文庫　お　４８－２ 恩田　陸 著 ｵﾝﾀﾞ ﾘｸ 913 ｵ 新潮社 2001 339p 16cm
夜は短し歩けよ乙女 ﾖﾙ ﾜ ﾐｼﾞｶｼ ｱﾙｹﾖ ｵﾄﾒ 角川文庫　も　１９－２ 森見　登美彦 著 ﾓﾘﾐ ﾄﾐﾋｺ 913 ﾓ 角川書店//角川グループパブリッシング2008 320p 15cm
失はれる物語 ｳｼﾅﾜﾚﾙ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 角川文庫　お　５２－３ 乙一 著 ｵﾂｲﾁ 913 ｵ 角川書店 2006 381p 15cm
女子中学生の小さな大発見 ｼﾞﾖｼ ﾁﾕｳｶﾞｸｾｲ ﾉ ﾁｲｻﾅ ﾀﾞｲﾊﾂｹﾝ 新潮文庫　せ　８－１ 清　邦彦 編著 ｾｲ ｸﾆﾋｺ 375 ｾ 新潮社 2002 184p 16cm
永遠の０ ｴｲｴﾝ ﾉ ｾﾞﾛ 講談社文庫　ひ　４３－１ 百田　尚樹 著 ﾋﾔｸﾀ ﾅｵｷ 913 ﾋ 講談社 2009 589p 15cm
夜市 ﾖｲﾁ 角川ホラー文庫　つ　１－１ 恒川　光太郎 著 ﾂﾈｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 913 ﾂ 角川書店//角川グループパブリッシング2008 218p 15cm
ぼくのメジャースプーン ﾎﾞｸ ﾉ ﾒｼﾞﾔｰ ｽﾌﾟｰﾝ 講談社文庫　つ　２８－６ 辻村　深月 著 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 913 ﾂ 講談社 2009 514p 15cm
心を整える。 ｺｺﾛ ｵ ﾄﾄﾉｴﾙ 勝利をたぐり寄せるための５６の習慣 長谷部誠　著 ﾊｾﾍﾞ ﾏｺﾄ(1963-) 783 ﾊ 幻冬舎 2011 233p 19cm
真夏の方程式 ﾏﾅﾂ ﾉ ﾎｳﾃｲｼｷ 東野圭吾　著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ(1958-) 913 ﾋ 文藝春秋 2011 413p 20cm
下町ロケット ｼﾀﾏﾁ ﾛｹｯﾄ 池井戸潤　著 ｲｹｲﾄﾞ ｼﾞｭﾝ(1963-) 913 ｲ 小学館 2010 407p 20cm
昼寝の神様 ﾋﾙﾈ ﾉ ｶﾐｻﾏ 松尾佑一　著 ﾏﾂｵ ﾕｳｲﾁ 913 ﾏ 角川書店 2011 275p 19cm
ドラことば ﾄﾞﾗｺﾄﾊﾞ 心に響くドラえもん名言集 小学館ドラえもんルーム　編 藤子プロ　監修ｼｮｳｶﾞｸｶﾝ ﾌｼﾞｺ ﾌﾟﾛ 726 ｼ 小学館 2006 159p 21cm
ぬらりひょんの孫 ﾇﾗﾘﾋｮﾝ ﾉ ﾏｺﾞ 浮世絵町綺譚 椎橋寛，大崎知仁　著 ｼｲﾊﾞｼ ﾋﾛｼ 913 ｼ 集英社 2009 208p 18cm
サーティーナイン・クルーズ ｻｰﾃｨｰﾅｲﾝ ｸﾙｰｽﾞ 毒蛇の巣窟 ピーター・ルランジス　著 小浜杳　訳Lerangis Peter. ｵﾊﾞﾏ ﾊﾙｶ(1973-)933 ﾙ メディアファクトリー 2010 287p 19cm
地をはう風のように ﾁ ｵ ﾊｳ ｶｾﾞ ﾉ ﾖｳﾆ 福音館創作童話シリーズ 高橋　秀雄 著 森　英二郎 画 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ ﾓﾘ ｴｲｼﾞﾛｳ 913 ﾀ 福音館書店 2011 203p 20cm
怪物はささやく ｶｲﾌﾞﾂ ﾜ ｻｻﾔｸ パトリック・ネス 著 池田　真紀子 訳ﾈｽ ﾊﾟﾄﾘﾂｸ ｲｹﾀﾞ ﾏｷｺ 933 ﾈ あすなろ書房 2011 221p 20cm
地球の声に耳をすませて ﾁｷﾕｳ ﾉ ｺｴ ﾆ ﾐﾐ ｵ ｽﾏｾﾃ 地震の正体を知り、命を守る くもんジュニアサイエンス 大木　聖子 著 ｵｵｷ ｻﾄｺ 453 ｵ くもん出版 2011 143p 22cm
フライ、ダディ、フライ ﾌﾗｲ ﾀﾞﾃﾞｲ ﾌﾗｲ 角川文庫　か　５０－３ 金城　一紀 著 ｶﾈｼﾛ ｶｽﾞｷ 913 ｶ 角川書店//角川グループパブリッシング2009 246p 15cm
博士の愛した数式 ﾊｸｼ ﾉ ｱｲｼﾀ ｽｳｼｷ 小川　洋子 著 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｺ 913 ｵ 新潮社 2003 253p 20cm
もの食う人びと ﾓﾉ ｸｳ ﾋﾄﾋﾞﾄ 角川文庫　へ　３－１ 辺見　庸 著 ﾍﾝﾐ ﾖｳ 916 ﾍ 角川書店 1997 365p 15cm
４ＴＥＥＮ ﾌｵｰﾃｲｰﾝ 石田　衣良 著 ｲｼﾀﾞ ｲﾗ 913 ｲ 新潮社 2003 251p 20cm
ナイン ﾅｲﾝ ９つの奇跡 川上　健一 著 ｶﾜｶﾐ ｹﾝｲﾁ 913 ｶ ＰＨＰ研究所 2009 390p 20cm
幸福な食卓 ｺｳﾌｸﾅ ｼﾖｸﾀｸ 瀬尾　まいこ 著 ｾｵ ﾏｲｺ 913 ｾ 講談社 2004 231p 20cm
ドリームバスター ﾄﾞﾘｰﾑ ﾊﾞｽﾀｰ 宮部　みゆき 著 ﾐﾔﾍﾞ ﾐﾕｷ 913 ﾐ 徳間書店 2001 364p 20cm
砂糖の世界史 ｻﾄｳ ﾉ ｾｶｲｼ 岩波ジュニア新書　２７６ 川北　稔 著 ｶﾜｷﾀ ﾐﾉﾙ 588 ｶ 岩波書店 1996 208p 18cm
夕凪の街桜の国 ﾕｳﾅｷﾞ ﾉ ﾏﾁ ｻｸﾗ ﾉ ｸﾆ こうの　史代 著 ｺｳﾉ ﾌﾐﾖ 726 ｺ 双葉社 2004 103p 21cm
岳物語 ｶﾞｸ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 集英社文庫　し　１１－５ 椎名　誠 著 ｼｲﾅ ﾏｺﾄ 913 ｼ 集英社 1989 269p 16cm
謎解きはディナーのあとで　２ ﾅｿﾞﾄｷ ﾜ ﾃﾞｲﾅｰ ﾉ ｱﾄ ﾃﾞ 謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉 著 ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ﾄｸﾔ 913 ﾋ 小学館 2011 271p 19cm
サーティーナイン・クルーズ　７ ｻｰﾃｲｰﾅｲﾝ ｸﾙｰｽﾞ 毒蛇の巣窟 サーティーナイン・クルーズ ピーター・ルランジス 著 小浜　杳 訳ﾙﾗﾝｷﾞｽ ﾋﾟｰﾀｰ ｺﾊﾏ ﾊﾙｶ 933 ﾙ メディアファクトリー 2010 287p 19cm
都会のトム＆ソーヤ　９ ﾏﾁ ﾉ ﾄﾑ ｱﾝﾄﾞ ｿｰﾔ 前夜祭〈内人ｓｉｄｅ〉 ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ はやみね　かおる 著 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ 913 ﾊ 講談社 2011 251p 19cm
小説ＭＡＪＯＲ　４　海堂高校編 ｼﾖｳｾﾂ ﾒｼﾞﾔｰ 小学館文庫　つ　４－４ 丹沢　まなぶ 著 満田　拓也 原著ﾀﾝｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ ﾐﾂﾀﾞ ﾀｸﾔ 913 ﾀ 小学館 2010 349p 15cm
真夜中のパン屋さん ﾏﾖﾅｶ ﾉ ﾊﾟﾝﾔｻﾝ 午前０時のレシピ ポプラ文庫　お　７－１ 大沼　紀子 著 ｵｵﾇﾏ ﾉﾘｺ 913 ｵ ポプラ社 2011 315p 16cm
ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　８ ﾎﾞｸﾀﾁ ﾄ ﾁﾕｳｻﾞｲｻﾝ ﾉ ﾅﾅﾋﾔｸﾆﾁ ｾﾝｿｳ 小学館文庫　ま　５－８ ママチャリ 著 ﾏﾏﾁﾔﾘ 913 ﾏ 小学館 2010 358p 15cm
劇場版ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－疾風伝火の意志を継ぐ者ｹﾞｷｼﾞﾖｳﾊﾞﾝ ﾅﾙﾄ ｼﾂﾌﾟｳﾃﾞﾝ ﾋ ﾉ ｲｼ ｵ ﾂｸﾞ ﾓﾉ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 岸本　斉史，他 著 ｷｼﾓﾄ ﾏｻｼ ﾎｶ 913 ｷ 集英社 2009 208p 18cm
けんぷファー　８ ｹﾝﾌﾟﾌｱｰ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－８ 築地　俊彦 著 ﾂｷｼﾞ ﾄｼﾋｺ 913 ﾂ メディアファクトリー 2008 254p 15cm
生徒会の四散 ｾｲﾄｶｲ ﾉ ｼｻﾝ 富士見ファンタジア文庫　あ　３－１－４//碧陽学園生徒会議事録//４葵　せきな 著 ｱｵｲ ｾｷﾅ 913 ｱ 富士見書房 2009 318p 15cm



ふり返るなドクター ﾌﾘｶｴﾙﾅ ﾄﾞｸﾀｰ 研修医純情物語 幻冬舎文庫　か　３５－２ 川渕　圭一 著 ｶﾜﾌﾁ ｹｲｲﾁ 913 ｶ 幻冬舎 2011 342p 16cm
研修医純情物語 ｹﾝｼﾕｳｲ ｼﾞﾕﾝｼﾞﾖｳ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 先生と呼ばないで 幻冬舎文庫　か　３５－１ 川渕　圭一 著 ｶﾜﾌﾁ ｹｲｲﾁ 913 ｶ 幻冬舎 2011 319p 16cm
ボクが医者になるなんて ﾎﾞｸ ｶﾞ ｲｼﾔ ﾆ ﾅﾙ ﾅﾝﾃ 幻冬舎文庫　か　３５－４ 川渕　圭一 著 ｶﾜﾌﾁ ｹｲｲﾁ 913 ｶ 幻冬舎 2012 299p 15cm
テルマエ・ロマエ　小説版 ﾃﾙﾏｴ ﾛﾏｴ ＫＣＧ文庫　い　１－１－１ 伊豆　平成 著 ヤマザキ　マリ 原著 武藤　将吾 著ｲｽﾞﾉ ﾋﾗﾅﾘ ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾘ ﾑﾄｳ ｼﾖｳｺﾞ913 ｲ エンターブレイン//角川グループパブリッシング2012 247p 15cm
ＡＴＡＲＵ　１ ｱﾀﾙ 角川文庫　ん　４２－１ 櫻井　武晴，百瀬　しのぶ 著 ｻｸﾗｲ ﾀｹﾊﾙ ﾓﾓｾ ｼﾉﾌﾞ 913 ｻ 角川書店//角川グループパブリッシング2012 195p 15cm
ＡＴＡＲＵ　２ ｱﾀﾙ 角川文庫　ん　４２－２ 櫻井　武晴，百瀬　しのぶ 著 ｻｸﾗｲ ﾀｹﾊﾙ ﾓﾓｾ ｼﾉﾌﾞ 913 ｻ 角川書店//角川グループパブリッシング2012 199p 15cm
ＡＴＡＲＵ　３ ｱﾀﾙ 角川文庫　ん　４２－３ 櫻井　武晴，百瀬　しのぶ 著 ｻｸﾗｲ ﾀｹﾊﾙ ﾓﾓｾ ｼﾉﾌﾞ 913 ｻ 角川書店//角川グループパブリッシング2012 274p 15cm
ビブリア古書堂の事件手帖 ﾋﾞﾌﾞﾘｱ ｺｼﾖﾄﾞｳ ﾉ ｼﾞｹﾝ ﾃﾁﾖｳ 栞子さんと奇妙な客人たち メディアワークス文庫　み　４－１ 三上　延 著 ﾐｶﾐ ｴﾝ 913 ﾐ アスキー・メディアワークス//角川グループパブリッシング2011 307p 15cm
ビブリア古書堂の事件手帖　２ ﾋﾞﾌﾞﾘｱ ｺｼﾖﾄﾞｳ ﾉ ｼﾞｹﾝ ﾃﾁﾖｳ 栞子さんと謎めく日常 メディアワークス文庫　み　４－２ 三上　延 著 ﾐｶﾐ ｴﾝ 913 ﾐ アスキー・メディアワークス//角川グループパブリッシング2011 261p 15cm
ビブリア古書堂の事件手帖　３ ﾋﾞﾌﾞﾘｱ ｺｼﾖﾄﾞｳ ﾉ ｼﾞｹﾝ ﾃﾁﾖｳ 栞子さんと消えない絆 メディアワークス文庫　み　４－３ 三上　延 著 ﾐｶﾐ ｴﾝ 913 ﾐ アスキー・メディアワークス//角川グループパブリッシング2012 302p 15cm
僕とおじいちゃんと魔法の塔　３ ﾎﾞｸ ﾄ ｵｼﾞｲﾁﾔﾝ ﾄ ﾏﾎｳ ﾉ ﾄｳ 角川文庫　こ　３４－３ 香月　日輪 著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ 913 ｺ 角川書店//角川グループパブリッシング2010 187p 15cm
僕とおじいちゃんと魔法の塔　４ ﾎﾞｸ ﾄ ｵｼﾞｲﾁﾔﾝ ﾄ ﾏﾎｳ ﾉ ﾄｳ 角川文庫　こ　３４－４ 香月　日輪 著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ 913 ｺ 角川書店//角川グループパブリッシング2011 179p 15cm
ナミヤ雑貨店の奇蹟 ﾅﾐﾔ ｻﾞｯｶﾃﾝ ﾉ ｷｾｷ 東野圭吾　著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ(1958-) 913 ﾋ 角川書店 2012 385p 19cm
舟を編む ﾌﾈ ｵ ｱﾑ 三浦しをん　著 ﾐｳﾗ ｼｵﾝ(1976-) 913 ﾐ 光文社 2011 259p 20cm
ディズニーそうじの神様が教えてくれたことﾃﾞｨｽﾞﾆｰ ｿｳｼﾞ ﾉ ｶﾐｻﾏ ｶﾞ ｵｼｴﾃｸﾚﾀ ｺﾄ 鎌田洋　著 ｶﾏﾀ ﾋﾛｼ(1950-) 689 ｶ ソフトバンククリエイティブ2011 158p 19cm
夜の国のクーパー ﾖﾙ ﾉ ｸﾆ ﾉ ｸｰﾊﾟｰ 伊坂幸太郎　著 ｲｻｶ ｺｳﾀﾛｳ(1971-) 913 ｲ 東京創元社 2012 404p 20cm
みつばの郵便やさん ﾐﾂﾊﾞ ﾉ ﾕｳﾋﾞﾝﾔｻﾝ 小野寺史宜　著 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾌﾐﾉﾘ 913 ｵ ポプラ社 2012 245p 19cm
オン・ザ・ライン ｵﾝ ｻﾞ ﾗｲﾝ 朽木祥　著 ｸﾂｷ ｼｮｳ 913 ｸ 小学館 2011 317p 19cm
パスタでたどるイタリア史 ﾊﾟｽﾀ ﾃﾞ ﾀﾄﾞﾙ ｲﾀﾘｱｼ 岩波ジュニア新書 池上俊一　著 ｲｹｶﾞﾐ ｼｭﾝｲﾁ(1956-) 383 ｲ 岩波書店 2011 228p 18cm
ケイン・クロニクル ｹｲﾝ ｸﾛﾆｸﾙ 灼熱のピラミッド リック・リオーダン　著 小浜杳　訳Riordan Rick(1964-) ｵﾊﾞﾏ ﾊﾙｶ(1973-)933 ﾘ メディアファクトリー 2012 271p 19cm
サクラ咲く ｻｸﾗ ｻｸ BOOK WITH YOU 辻村深月　著 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐｽﾞｷ(1980-) 913 ﾂ 光文社 2012 266p 19cm
一年四組の窓から 1ﾈﾝ 4ｸﾐ ﾉ ﾏﾄﾞ ｶﾗ あさのあつこ　著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ(1954-) 913 ｱ 光文社 2012 196p 19cm
１３歳のシーズン ｼﾞｭｳｻﾝｻｲ ﾉ ｼｰｽﾞﾝ あさのあつこ　著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ(1954-) 913 ｱ 光文社 2010 208p 19cm
空色の凧 ｿﾗｲﾛ ﾉ ﾀｺ シヴォーン・パーキンソン　作 渋谷弘子　訳Parkinson Siobhan ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛｺ933 ﾊ さ・え・ら書房 2011 237p 20cm
ジェンナ奇跡を生きる少女 ｼﾞｪﾝﾅ ｷｾｷ ｵ ｲｷﾙ ｼｮｳｼﾞｮ メアリ・Ｅ．　ピアソン　著 三辺律子　訳Pearson Mary E.(1955-) ｻﾝﾍﾞ ﾘﾂｺ(1968-)933 ﾋ 小学館 2012 375p 19cm
麒麟の翼 ｷﾘﾝ ﾉ ﾂﾊﾞｻ 東野圭吾　著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ(1958-) 913 ﾋ 講談社 2011 325p 20cm
困ってるひと ｺﾏｯﾃﾙ ﾋﾄ 大野更紗　著 ｵｵﾉ ｻﾗｻ 916 ｵ ポプラ社 2011 313p 19cm
くちびるに歌を ｸﾁﾋﾞﾙ ﾆ ｳﾀ ｵ 中田　永一 著 ﾅｶﾀ ｴｲｲﾁ 913 ﾅ 小学館 2011 285p 20cm
吉野北高校図書委員会 ﾖｼﾉｷﾀ ｺｳｺｳ ﾄｼﾖ ｲｲﾝｶｲ ＭＦ文庫　ダ・ヴィンチ　や　１－１山本　渚 著 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 913 ﾔ メディアファクトリー 2008 185p 15cm
イチローの流儀 ｲﾁﾛｰ ﾉ ﾘﾕｳｷﾞ 新潮文庫　こ　４６－１ 小西　慶三 著 ｺﾆｼ ｹｲｿﾞｳ 783 ｺ 新潮社 2009 235p 16cm
浜村渚の計算ノート ﾊﾏﾑﾗ ﾅｷﾞｻ ﾉ ｹｲｻﾝ ﾉｰﾄ 講談社文庫　あ　１１８－１ 青柳　碧人 著 ｱｵﾔｷﾞ ｱｲﾄ 913 ｱ 講談社 2011 292p 15cm
はじめての手作りお菓子 ﾊｼﾞﾒﾃ ﾉ ﾃｽﾞｸﾘ ｵｶｼ 成美堂出版編集部 編 ｾｲﾋﾞﾄﾞｳｼﾕﾂﾊﾟﾝﾍﾝｼﾕｳﾌﾞ 596 ｾ 成美堂出版 2006 239p 24cm
おおかみこどもの雨と雪 ｵｵｶﾐｺﾄﾞﾓ ﾉ ｱﾒ ﾄ ﾕｷ 角川文庫　ほ　１７－１ 細田　守 著 ﾎｿﾀﾞ ﾏﾓﾙ 913 ﾎ 角川書店//角川グループパブリッシング2012 244p 15cm
空飛ぶ広報室 ｿﾗﾄﾌﾞ ｺｳﾎｳｼﾂ 有川　浩 著 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ 913 ｱ 幻冬舎 2012 462p 20cm
チャレンジミッケ！　６ ﾁﾔﾚﾝｼﾞ ﾐﾂｹ おとなもこどももいっしょにあそべるかくれんぼ絵本 チャレンジミッケ！ ウォルター・ウィック 著 糸井　重里 訳ｳｲﾂｸ ｳｵﾙﾀｰ ｲﾄｲ ｼｹﾞｻﾄ 933 ｳ 小学館 2009 27p 26X26cm
家元探偵マスノくん ｲｴﾓﾄ ﾀﾝﾃｲ ﾏｽﾉｸﾝ 県立桜花高校★ぼっち部 ＴＥＥＮＳ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　１２笹生　陽子 著 ｻｿｳ ﾖｳｺ 913 ｻ ポプラ社 2010 213p 20cm
エリザベス女王のお針子 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ｼﾞﾖｵｳ ﾉ ｵﾊﾘｺ 裏切りの麗しきマント ケイト・ペニントン 著 柳井　薫 訳ﾍﾟﾆﾝﾄﾝ ｹｲﾄ ﾔﾅｲ ｶｵﾙ 933 ﾍ 徳間書店 2011 270p 19cm
歌え！多摩川高校合唱部 ｳﾀｴ ﾀﾏｶﾞﾜ ｺｳｺｳ ｶﾞﾂｼﾖｳﾌﾞ 本田　有明 著 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾘｱｹ 913 ﾎ 河出書房新社 2012 237p 19cm
トッカン ﾄﾂｶﾝ 特別国税徴収官 ハヤカワ文庫　ＪＡ　タ　１１－１ 高殿　円 著 ﾀｶﾄﾞﾉ ﾏﾄﾞｶ 913 ﾀ 早川書房 2012 434p 16cm
鍵のない夢を見る ｶｷﾞ ﾉ ﾅｲ ﾕﾒ ｵ ﾐﾙ 辻村　深月 著 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 913 ﾂ 文藝春秋 2012 231p 20cm
こころ ｺｺﾛ 不思議な転校生 カドカワ銀のさじシリーズ 七瀬晶　著 ﾅﾅｾ ﾋｶﾙ 913 ﾅ 角川書店 2011 323p 20cm
映画カントクは中学生！ ｴｲｶﾞ ｶﾝﾄｸ ﾜ ﾁｭｳｶﾞｸｾｲ 映画「やぎの冒険」 艸場よしみ　著 ｸｻﾊﾞ ﾖｼﾐ(1958-) 778 ｸ 汐文社 2012 150p 20cm
鷹のように帆をあげて ﾀｶ ﾉ ﾖｳﾆ ﾎ ｵ ｱｹﾞﾃ まはら三桃　著 ﾏﾊﾗ ﾐﾄ 913 ﾏ 講談社 2012 237p 20cm
最果てアーケード ｻｲﾊﾃ ｱｰｹｰﾄﾞ 小川洋子　著 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｺ(1962-) 913 ｵ 講談社 2012 221p 20cm
刑事の子 ｹｲｼﾞ ﾉ ｺ 宮部みゆき　著 ﾐﾔﾍﾞ ﾐﾕｷ(1960-) 913 ﾐ 光文社 2011 297p 19cm
サーティーナイン・クルーズ ｻｰﾃｨｰﾅｲﾝ ｸﾙｰｽﾞ 皇帝の暗号 ゴードン・コーマン　著 小浜杳　訳Korman Gordon(1963-) ｵﾊﾞﾏ ﾊﾙｶ933 ｺ メディアファクトリー 2011 287p 19cm
サーティーナイン・クルーズ ｻｰﾃｨｰﾅｲﾝ ｸﾙｰｽﾞ 海賊の秘宝 リンダ・スー・パーク　著 小浜杳　訳Park Linda Sue(1960-) ｵﾊﾞﾏ ﾊﾙｶ933 ﾊ メディアファクトリー 2011 287p 19cm
甲子園だけが高校野球ではない ｺｳｼｴﾝ ﾀﾞｹ ｶﾞ ｺｳｺｳ ﾔｷｭｳ ﾃﾞﾜ ﾅｲ 岩崎夏海　監修 ｲﾜｻｷ ﾅﾂﾐ 783 ｲ 廣済堂あかつき出版事業部2010 197p 19cm
なでしこのおしえ ﾅﾃﾞｼｺ ﾉ ｵｼｴ 早草紀子　写真と文 ﾊﾔｸｻ ﾉﾘｺ 783 ﾊ 武田ランダムハウスジャパン2012 95p 16cm
戦国武将群雄ビジュアル百科 ｾﾝｺﾞｸ ﾌﾞｼｮｳ ｸﾞﾝﾕｳ ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ ﾋｬｯｶ 榎本秋　［ほか］執筆 ｴﾉﾓﾄ ｱｷ(1977-) 210 ｴ ポプラ社 2009 319p 21cm
香川県謎解き散歩 ｶｶﾞﾜｹﾝ ﾅｿﾞﾄｷ ｻﾝﾎﾟ 新人物文庫 木原溥幸　著 ｷﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ(1939-) 291 ｷ 新人物往来社 2012 255p 15cm
ネクロポリス　上 ﾈｸﾛﾎﾟﾘｽ ｼﾞｮｳ 恩田陸　著 ｵﾝﾀﾞ ﾘｸ 913 ｵ 朝日新聞出版 2009 478 15
ネクロポリス　下 ﾈｸﾛﾎﾟﾘｽ ｹﾞ 恩田陸　著 ｵﾝﾀﾞ ﾘｸ 913 ｵ 朝日新聞出版 2009 462 15
宇宙のみなしご ｳﾁｭｳﾉﾐﾅｼｺﾞ 森絵都　著 ﾓﾘｴﾄ 913 ﾓ 角川書店 2010 176 15
ドミノ ﾄﾞﾐﾉ 角川文庫 恩田陸　〔著〕 ｵﾝﾀﾞ ﾘｸ 913 ｵ 角川書店 2004 383 15cm
ガールズ・ブルー ｶﾞｰﾙｽﾞ･ﾌﾞﾙｰ あさのあつこ ｱｻﾉｱﾂｺ 913 ｱ 文藝春秋 2007 231 15
心霊探偵八雲〈１〉 ｼﾝﾚｲﾀﾝﾃｲﾔｸﾓ1 神永学　著 ｶﾐﾅｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ 913 ｶ 角川書店 2003 332 15
心霊探偵八雲　②　 ｼﾝﾚｲﾀﾝﾃｲ ﾔｸﾓ 2 魂をつなぐもの 神永学　著 ｶﾐﾅｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ 913 ｶ 角川書店 2009 359 15
心霊探偵八雲　③　 ｼﾝﾚｲﾀﾝﾃｲ ﾔｸﾓ 3 闇の先にある光 神永学　著 ｶﾐﾅｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ 913 ｶ 角川書店 2009 378 15
心霊探偵八雲　④　 ｼﾝﾚｲﾀﾝﾃｲ ﾔｸﾓ 4 守るべき想い 神永学　著 ｶﾐﾅｶﾞ ﾏﾅﾌﾞ 913 ｶ 角川書店 2009 394 15
心霊探偵八雲5　 ｼﾝﾚｲﾀﾝﾃｲﾔｸﾓ5 つながる想い　 角川文庫　 神永学  〔著〕 ｶﾐﾅｶﾞﾏﾅﾌﾞ 913 ｶ 角川書店 2009 423 15
ちょんまげぷりん ﾁｮﾝﾏｹﾞﾌﾟﾘﾝ 荒木源　著 ｱﾗｷ ｹﾞﾝ 913 ｱ 小学館 2010 281 15
ちょんまげぷりん２ ﾁｮﾝﾏｹﾞﾌﾟﾘﾝ2 荒木源　著 ｱﾗｷ ｹﾞﾝ 913 ｱ 小学館 2010 252 15
一瞬の風になれ① ｲｯｼｭﾝﾉｶｾﾞﾆﾅﾚ1 佐藤多佳子　著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 講談社 2009 254 15
一瞬の風になれ② ｲｯｼｭﾝﾉｶｾﾞﾆﾅﾚ2 佐藤多佳子　著 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 913 ｻ 講談社 2009 301 15
となり町戦争 ﾄﾅﾘﾏﾁ ｾﾝｿｳ 集英社文庫 三崎亜記  著 ﾐｻｷ ｱｷ 913 ﾐ 集英社 2006 272 16
そして五人がいなくなる ｿｼﾃｺﾞﾆﾝｶﾞｲﾅｸﾅﾙ はやみねかおる　箸 ﾊﾔﾐﾈ ｶｵﾙ 913 ﾊ 講談社 2007 299 15
あやし ｱﾔｼ 宮部みゆき　著 ﾐﾔﾍﾞ ﾐﾕｷ 913 ﾐ 角川書店 2003 303 15
うた魂 ｳﾀﾀﾏ 小路幸也　著 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷﾔ 913 ｼ 朝日新聞社 2008 235 15
ＩＣＯ　イコ－霧の城－ ｲｺ ｷﾘﾉｼﾛ 宮部みゆき　著 ﾐﾔﾍﾞ ﾐﾕｷ 913 ﾐ 講談社 2008 474 18
齋藤孝のイッキによめる!名作選　中学生ｻｲﾄｳﾀｶｼﾉｲｯｷﾆﾖﾒﾙ!ﾒｲｻｸｾﾝ ﾁｭｳｶﾞｸｾｲ 齋藤孝 ｻｲﾄｳﾀｶｼ 913 ｻ 講談社 2006 279 21
どろろ　上 ﾄﾞﾛﾛ ｼﾞｮｳ NAKA雅MURA ﾅｶﾑﾗﾏｻﾙ 913 ﾅ 朝日新聞社 2006 263
どろろ　下 ﾄﾞﾛﾛ ｹﾞ NAKA雅MURA ﾅｶﾑﾗﾏｻﾙ 913 ﾅ 朝日新聞社 2006 263
生徒会の五彩 ｾｲﾄｶｲ ﾉ ｺﾞｻｲ 富士見ファンタジア文庫　あ　３－１－５//碧陽学園生徒会議事録//５葵　せきな 著 ｱｵｲ ｾｷﾅ 913 ｱ 富士見書房 2009 334p 15cm
妖怪アパートの幽雅な日常　６ ﾖｳｶｲ ｱﾊﾟｰﾄ ﾉ ﾕｳｶﾞﾅ ﾆﾁｼﾞﾖｳ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ 913 ｺ 講談社 2007 211p 19cm
妖怪アパートの幽雅な日常　７ ﾖｳｶｲ ｱﾊﾟｰﾄ ﾉ ﾕｳｶﾞﾅ ﾆﾁｼﾞﾖｳ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ 913 ｺ 講談社 2007 187p 19cm
神の一球 ｶﾐ ﾉ ｲﾂｷﾕｳ 講談社Ｂｉｒｔｈ 七原　七典 著 ﾅﾅﾊﾗ ﾅﾅｽｹ 913 ﾅ 講談社 2011 251p 19cm
平清盛 ﾀｲﾗﾉ ｷﾖﾓﾘ 源平武将伝 日本の歴史　コミック版　１６ 水谷　俊樹 原著 中島　健志 画ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄｼｷ ﾅｶｼﾏ ﾀｹｼ 289 ﾐ ポプラ社 2009 126p 22cm



スロウハイツの神様　上 ｽﾛｳ ﾊｲﾂ ﾉ ｶﾐｻﾏ 講談社文庫　つ　２８－７ 辻村　深月 著 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 913 ﾂ 講談社 2010 362p 15cm
スロウハイツの神様　下 ｽﾛｳ ﾊｲﾂ ﾉ ｶﾐｻﾏ 講談社文庫　つ　２８－８ 辻村　深月 著 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 913 ﾂ 講談社 2010 483p 15cm
けんぷファー　８　１／２ ｹﾝﾌﾟﾌｱｰ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－９ 築地　俊彦 著 ﾂｷｼﾞ ﾄｼﾋｺ 913 ﾂ メディアファクトリー 2008 255p 15cm
僕たちの関ヶ原戦記 ﾎﾞｸﾀﾁ ﾉ ｾｷｶﾞﾊﾗ ｾﾝｷ ＢＯＯＫ　ＷＩＴＨ　ＹＯＵ 小前　亮 著 ｺﾏｴ ﾘﾖｳ 913 ｺ 光文社 2011 247p 19cm
浜村渚の計算ノート　２さつめ ﾊﾏﾑﾗ ﾅｷﾞｻ ﾉ ｹｲｻﾝ ﾉｰﾄ ふしぎの国の期末テスト 講談社文庫　あ　１１８－２ 青柳　碧人 著 ｱｵﾔｷﾞ ｱｲﾄ 913 ｱ 講談社 2012 317p 15cm
空想科学読本　４　新装版 ｸｳｿｳ ｶｶﾞｸ ﾄﾞｸﾎﾝ 空想科学読本 柳田　理科雄 著 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾘｶｵ 404 ﾔ メディアファクトリー 2006 255p 19cm
幕が上がる ﾏｸ ｶﾞ ｱｶﾞﾙ 平田　オリザ 著 ﾋﾗﾀ ｵﾘｻﾞ 913 ﾋ 講談社 2012 305p 19cm
不思議の扉時をかける恋 ﾌｼｷﾞ ﾉ ﾄﾋﾞﾗ ﾄｷ ｵ ｶｹﾙ ｺｲ 角川文庫　あ　１０１－１ 乙一，他 著 大森　望 編 ｵﾂｲﾁ ﾎｶ ｵｵﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ 913 ｵ 角川書店//角川グループパブリッシング2010 286p 15cm
不思議の扉時間がいっぱい ﾌｼｷﾞ ﾉ ﾄﾋﾞﾗ ｼﾞｶﾝ ｶﾞ ｲﾂﾊﾟｲ 角川文庫　あ　１０１－２ 大井　三重子，他 著 大森　望 編ｵｵｲ ﾐｴｺ ﾎｶ ｵｵﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ 913 ｵ 角川書店//角川グループパブリッシング2010 283p 15cm
不思議の扉午後の教室 ﾌｼｷﾞ ﾉ ﾄﾋﾞﾗ ｺﾞｺﾞ ﾉ ｷﾖｳｼﾂ 角川文庫　あ　１０１－４ 芥川　龍之介，他 著 大森　望 編ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾘﾕｳﾉｽｹ ﾎｶ ｵｵﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ913 ｵ 角川書店//角川グループパブリッシング2011 265p 15cm
不思議の扉ありえない恋 ﾌｼｷﾞ ﾉ ﾄﾋﾞﾗ ｱﾘｴﾅｲ ｺｲ 角川文庫　あ　１０１－３ 川上　弘美，他 著 大森　望 編ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾐ ﾎｶ ｵｵﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ 913 ｶ 角川書店//角川グループパブリッシング2011 283p 15cm
透明な旅路と ﾄｳﾒｲ ﾅ ﾀﾋﾞｼﾞ ﾄ 白兎1 あさのあつこ　著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ(1954-) 913 ｱ 講談社 2012 236p 18cm
新世界より（中） ｼﾝｾｶｲ ﾖﾘ ﾁｭｳ 講談社文庫 貴志祐介　著 ｷｼ ﾕｳｽｹ(1959-) 913 ｷ 講談社 2011 442p 15cm
新世界より（下） ｼﾝｾｶｲ ﾖﾘ ｹﾞ 講談社文庫 貴志祐介　著 ｷｼ ﾕｳｽｹ(1959-) 913 ｷ 講談社 2011 551p 15cm
新世界より（上） ｼﾝｾｶｲ ﾖﾘ ｼﾞｮｳ 講談社文庫 貴志祐介　著 ｷｼ ﾕｳｽｹ(1959-) 913 ｷ 講談社 2011 482p 15cm
地に埋もれて ﾁ ﾆ ｳﾓﾚﾃ 白兎2 あさのあつこ　著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ(1954-) 913 ｱ 講談社 2012 234p 18cm
あの雲を追いかけて ｱﾉ ｸﾓ ｵ ｵｲｶｹﾃ アレックス・シアラー　著 金原瑞人，秋川久美子　訳Shearer Alex(1949-) ｶﾈﾊﾗ ﾐｽﾞﾋﾄ(1954-)933 ｼ 竹書房 2012 374p 20cm
新版ホビット（上） ｼﾝﾊﾟﾝ ﾎﾋﾞｯﾄ ｼﾞｮｳ ゆきてかえりし物語 Ｊ．Ｒ．Ｒ．ト－ルキン　著 山本史郎　訳Tolkien John Ronald Reuel(1892-1973) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾛｳ933 ﾄ 原書房 2012 362p 15cm
新版ホビット（下） ｼﾝﾊﾟﾝ ﾎﾋﾞｯﾄ ｹﾞ ゆきてかえりし物語 Ｊ．Ｒ．Ｒ．ト－ルキン　著 山本史郎　訳Tolkien John Ronald Reuel. ﾔﾏﾓﾄ ｼﾛｳ933 ﾄ 原書房 2012 422p 15cm
ユダヤ人大富豪の教え ﾕﾀﾞﾔｼﾞﾝ ﾀﾞｲﾌｺﾞｳ ﾉ ｵｼｴ 幸せな金持ちになる１７の秘訣 本田健　著 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝ 159 ﾎ 大和書房 2006 272p 16cm
ディズニーサービスの神様が教えてくれたことﾃﾞｨｽﾞﾆｰ ｻｰﾋﾞｽ ﾉ ｶﾐｻﾏ ｶﾞ ｵｼｴﾃ ｸﾚﾀ ｺﾄ 鎌田洋　著 ｶﾏﾀ ﾋﾛｼ(1950-) 689 ｶ ソフトバンククリエイティブ2012 214p 19cm
Ｏ型自分の説明書 ｵｰｶﾞﾀ ｼﾞﾌﾞﾝ ﾉ ｾﾂﾒｲｼｮ 文芸社文庫 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ　著 ｼﾞｬﾒ ｼﾞｬﾒ 49 ｼ 文芸社 2011 123p 15cm
Ａ型自分の説明書 ｴｲｶﾞﾀ ｼﾞﾌﾞﾝ ﾉ ｾﾂﾒｲｼｮ 文芸社文庫 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ　著 ｼﾞｬﾒ ｼﾞｬﾒ 49 ｼ 文芸社 2011 113p 15cm
ＡＢ型自分の説明書 ｴｲﾋﾞｰｶﾞﾀ ｼﾞﾌﾞﾝ ﾉ ｾﾂﾒｲｼｮ 文芸社文庫 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ　著 ｼﾞｬﾒ ｼﾞｬﾒ 49 ｼ 文芸社 2011 123p 15cm
Ｂ型自分の説明書 ﾋﾞｰｶﾞﾀ ｼﾞﾌﾞﾝ ﾉ ｾﾂﾒｲｼｮ 文芸社文庫 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ　著 ｼﾞｬﾒ ｼﾞｬﾒ 49 ｼ 文芸社 2011 118p 15cm
天山の巫女ソニン１ ﾃﾝｻﾞﾝ ﾉ ﾐｺ ｿﾆﾝ1 黄金の燕 菅野雪虫　作 ｽｶﾞﾉ ﾕｷﾑｼ 913 ｽ 講談社 2006 255p 20cm
凍りのくじら ｺｵﾘﾉｸｼﾞﾗ 辻村　深月 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 913 ﾂ 講談社 2008 568
ミッキーマウスの憂鬱 ﾐｯｷｰﾏｳｽﾉﾕｳｳﾂ 松岡圭祐　著 ﾏﾂｵｶ ｹｲｽｹ 913 ﾏ 新潮社 2009 276 15
神童チェリー ｼﾝﾄﾞｳﾁｪﾘｰ 山田　隆道 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾐﾁ 913 ﾔ アスキー・メディアワークス2011 310
家族ゲーム ｶｿﾞｸｹﾞｰﾑ 本間洋平 ﾎﾝﾏﾖｳﾍｲ 913 ﾎ 集英社 1984 195
陽気なギャングの日常と襲撃 ﾖｳｷﾅｷﾞｬﾝｸﾞﾉﾆﾁｼﾞｮｳﾄｼｭｳｹﾞｷ 伊坂幸太郎　著 ｲｻｶ ｺｳﾀﾛｳ 913 ｲ 祥伝社 2009 436
三匹のおっさん ｻﾝﾋﾞｷﾉｵｯｻﾝ 有川浩　著 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ 913 ｱ 文芸春秋 2012 443
鴨川ホルモー ｶﾓｶﾞﾜﾎﾙﾓｰ 万城目学　著 ﾏｷﾒ ﾏﾅﾌﾞ 913 ﾏ 角川文庫 2009 299 15
阪急電車 ﾊﾝｷｭｳﾃﾞﾝｼｬ 有川　浩 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ 913 ｱ 幻冬舎 2010 269 15
あらしのよるに ｱﾗｼﾉﾖﾙﾆ きむらゆういち　作 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 913 ｷ 小学館 2008 301
のぼうの城　上 ﾉﾎﾞｳﾉｼﾛ ｼﾞｮｳ 和田竜　著 ﾜﾀﾞﾘｮｳ 913 ﾜ 小学館 2010 219 15
のぼうの城　下 ﾉﾎﾞｳﾉｼﾛ ｹﾞ 和田竜　著 ﾜﾀﾞﾘｮｳ 913 ﾜ 小学館 2010 218 15
天地明察　上 ﾃﾝﾁﾒｲｻﾂ ｼﾞｮｳ 沖方丁　著 ｳﾌﾞｶﾀ ﾄｳ 913 ｳ 角川書店 2012 282
天地明察　下 ﾃﾝﾁﾒｲｻﾂ ｹﾞ 沖方丁　著 ｳﾌﾞｶﾀ ﾄｳ 913 ｳ 角川書店 2012 290
陽だまりの彼女 ﾋﾀﾞﾏﾘﾉｶﾉｼﾞｮ 越谷　オサム ｺｼｶﾞﾔ ｵｻﾑ 913 ｺ 新潮社 2011 342
勉強なんてカンタンだ！ ﾍﾞﾝｷｮｳﾅﾝﾃｶﾝﾀﾝﾀﾞ! 齋藤孝のガツンと一発シリーズ 齋藤孝　著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 159 ｻ ＰＨＰ研究所 2004 94 21
カッコよく生きてみないか！ ｶｯｺﾖｸｲｷﾃﾐﾅｲｶ! 齋藤孝のガツンと一発シリーズ 齋藤孝　著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 159 ｻ ＰＨＰ研究所 2004 94 21
そんな友だちなら、いなくたっていいじゃないか！ｿﾝﾅﾄﾓﾀﾞﾁﾅﾗ､ｲﾅｸﾀｯﾃｲｲｼﾞｬﾅｲｶ! 齋藤孝のガツンと一発シリーズ 齋藤孝　著　 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 159 ｻ ＰＨＰ研究所 2004 94 21
頭がよくなる必殺！読書術 ｱﾀﾏｶﾞﾖｸﾅﾙﾋｯｻﾂ!ﾄﾞｸｼｮｼﾞｭﾂ 齋藤孝のガツンと一発シリーズ 斎藤孝　著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 159 ｻ ＰＨＰ研究所 2004 110 22
家族はチームだもっと会話しろ！ ｶｿﾞｸﾊﾁｰﾑﾀﾞﾓｯﾄｶｲﾜｼﾛ! 齋藤孝のガツンと一発シリーズ 齋藤孝　著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 159 ｻ ＰＨＰ研究所 2004 94 22
圧勝！受験なんてヘッチャラだ ｱｯｼｮｳ!ｼﾞｭｹﾝﾅﾝﾃﾍｯﾁｬﾗﾀﾞ 齋藤孝のガツンと一発シリーズ 齋藤孝　著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 159 ｻ ＰＨＰ研究所 2004 94 22
キミは日本のことをちゃんと知っているか！ｷﾐﾊﾆﾎﾝﾉｺﾄｦﾁｬﾝﾄｼｯﾃｲﾙｶ! 齋藤孝のガツンと一発シリーズ 齋藤孝　著 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 159 ｻ ＰＨＰ研究所 2005 110 22
絶対うまくいく魔法のじゅもん「心・技・体」！ｾﾞｯﾀｲｳﾏｸｲｸﾏﾎｳﾉｼﾞｭﾓﾝ｢ｼﾝ･ｷﾞ･ﾀｲ｣! 齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ　齋藤孝 ｻｲﾄｳﾀｶｼ 159 ｻ ＰＨＰ研究所 2005 0
ぼくが宇宙人をさがす理由 ﾎﾞｸｶﾞｳﾁｭｳｼﾞﾝｦｻｶﾞｽﾘﾕｳ 鳴沢真也 ﾅﾙｻﾜｼﾝﾔ 440 ﾅ 旬報社 2012 141
フェリックスとゼルダ ﾌｪﾘｯｸｽﾄｾﾞﾙﾀﾞ モーリス・グライツマン　原田勝ﾓｰﾘｽ･ｸﾞﾗｲﾂﾏﾝ ﾊﾗﾀﾞﾏｻﾙ 933 ｸ あすなろ書房 2012 215
チャーシューの月 ﾁｬｰｼｭｰﾉﾂｷ 村中李衣 ﾑﾗﾅｶﾘｴ 913 ﾑ 小峰書店 2012 222
愚者のエンドロール ｸﾞｼﾔ ﾉ ｴﾝﾄﾞﾛｰﾙ 角川スニーカー文庫　９０４－２//スニーカー・ミステリ倶楽部米澤　穂信 著 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾎﾉﾌﾞ 913 ﾖ 角川書店 2002 254p 15cm
クドリャフカの順番 ｸﾄﾞﾘﾔﾌｶ ﾉ ｼﾞﾕﾝﾊﾞﾝ 角川文庫　よ　２３－３ 米澤　穂信 著 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾎﾉﾌﾞ 913 ﾖ 角川書店//角川グループパブリッシング2008 393p 15cm
遠まわりする雛 ﾄｵﾏﾜﾘｽﾙ ﾋﾅ 角川文庫　よ　２３－４ 米澤　穂信 著 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾎﾉﾌﾞ 913 ﾖ 角川書店//角川グループパブリッシング2010 410p 15cm
ふたりの距離の概算 ﾌﾀﾘ ﾉ ｷﾖﾘ ﾉ ｶﾞｲｻﾝ 角川文庫　よ　２３－５ 米澤　穂信 著 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾎﾉﾌﾞ 913 ﾖ 角川書店//角川グループパブリッシング2012 287p 15cm
冷たい校舎の時は止まる　上 ﾂﾒﾀｲ ｺｳｼﾔ ﾉ ﾄｷ ﾜ ﾄﾏﾙ 講談社文庫　つ　２８－１ 辻村　深月 著 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 913 ﾂ 講談社 2007 591p 15cm
冷たい校舎の時は止まる　下 ﾂﾒﾀｲ ｺｳｼﾔ ﾉ ﾄｷ ﾜ ﾄﾏﾙ 講談社文庫　つ　２８－２ 辻村　深月 著 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 913 ﾂ 講談社 2007 581p 15cm
けんぷファー　９ ｹﾝﾌﾟﾌｱｰ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－１０ 築地　俊彦 著 ﾂｷｼﾞ ﾄｼﾋｺ 913 ﾂ メディアファクトリー 2009 246p 15cm
けんぷファー　９　１／２ ｹﾝﾌﾟﾌｱｰ ＭＦ文庫　Ｊ　つ　２－１１ 築地　俊彦 著 ﾂｷｼﾞ ﾄｼﾋｺ 913 ﾂ メディアファクトリー 2009 251p 15cm
生徒会の六花 ｾｲﾄｶｲ ﾉ ﾘﾂｶ 富士見ファンタジア文庫　あ　３－１－６//碧陽学園生徒会議事録//６葵　せきな 著 ｱｵｲ ｾｷﾅ 913 ｱ 富士見書房 2009 286p 15cm
生徒会の七光 ｾｲﾄｶｲ ﾉ ﾅﾅﾋｶﾘ 富士見ファンタジア文庫　あ　３－１－７//碧陽学園生徒会議事録//７葵　せきな 著 ｱｵｲ ｾｷﾅ 913 ｱ 富士見書房 2009 302p 15cm
ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　９ ﾎﾞｸﾀﾁ ﾄ ﾁﾕｳｻﾞｲｻﾝ ﾉ ﾅﾅﾋﾔｸﾆﾁ ｾﾝｿｳ 小学館文庫　ま　５－９ ママチャリ 著 ﾏﾏﾁﾔﾘ 913 ﾏ 小学館 2011 365p 15cm
ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１０ ﾎﾞｸﾀﾁ ﾄ ﾁﾕｳｻﾞｲｻﾝ ﾉ ﾅﾅﾋﾔｸﾆﾁ ｾﾝｿｳ 小学館文庫　ま　５－１０ ママチャリ 著 ﾏﾏﾁﾔﾘ 913 ﾏ 小学館 2011 360p 15cm
流星の絆 ﾘﾕｳｾｲ ﾉ ｷｽﾞﾅ 講談社文庫　ひ　１７－２７ 東野　圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 講談社 2011 617p 15cm
Ａコース ｴｲｺｰｽ 幻冬舎文庫　や　１３－２ 山田　悠介 著 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 幻冬舎 2004 178p 16cm
Ｆコース ｴﾌｺｰｽ 幻冬舎文庫　や　１３－３ 山田　悠介 著 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 幻冬舎 2005 168p 16cm
日常の小説 ﾆﾁｼﾞﾖｳ ﾉ ｼﾖｳｾﾂ 角川スニーカー文庫　２３６－１ 椎出　啓 著 あらゐ　けいいち 原著ｼｲﾃﾞ ｹｲ ｱﾗｲ ｹｲｲﾁ 913 ｼ 角川書店//角川グループパブリッシング2011 223p 15cm
ミラクル心理テスト　決定版 ﾐﾗｸﾙ ｼﾝﾘ ﾃｽﾄ 廣済堂文庫　ナ　１２－１ 中嶋　真澄 著 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｽﾐ 140 ﾅ 廣済堂出版 2005 223p 16cm
浜村渚の計算ノート　３さつめ ﾊﾏﾑﾗ ﾅｷﾞｻ ﾉ ｹｲｻﾝ ﾉｰﾄ 水色のコンパスと恋する幾何学 講談社文庫　あ　１１８－３ 青柳　碧人 著 ｱｵﾔｷﾞ ｱｲﾄ 913 ｱ 講談社 2012 349p 15cm
浜村渚の計算ノート　３と１／２さつめ ﾊﾏﾑﾗ ﾅｷﾞｻ ﾉ ｹｲｻﾝ ﾉｰﾄ ふえるま島の最終定理 講談社文庫　あ　１１８－４ 青柳　碧人 著 ｱｵﾔｷﾞ ｱｲﾄ 913 ｱ 講談社 2012 379p 15cm
ビブリア古書堂の事件手帖　４ ﾋﾞﾌﾞﾘｱ ｺｼﾖﾄﾞｳ ﾉ ｼﾞｹﾝ ﾃﾁﾖｳ 栞子さんと二つの顔 メディアワークス文庫　み　４－４ 三上　延 著 ﾐｶﾐ ｴﾝ 913 ﾐ アスキー・メディアワークス//角川グループパブリッシング2013 333p 15cm
バカとテストと召喚獣　５ ﾊﾞｶ ﾄ ﾃｽﾄ ﾄ ｼﾖｳｶﾝｼﾞﾕｳ ファミ通文庫　い　３－１－６ 井上　堅二 著 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ 913 ｲ エンターブレイン 2008 317p 15cm
バカとテストと召喚獣　６ ﾊﾞｶ ﾄ ﾃｽﾄ ﾄ ｼﾖｳｶﾝｼﾞﾕｳ ファミ通文庫　い　３－１－７ 井上　堅二 著 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ 913 ｲ エンターブレイン 2009 286p 15cm
バカとテストと召喚獣　６．５ ﾊﾞｶ ﾄ ﾃｽﾄ ﾄ ｼﾖｳｶﾝｼﾞﾕｳ ファミ通文庫　い　３－１－８ 井上　堅二 著 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ 913 ｲ エンターブレイン 2009 254p 15cm
完全なる首長竜の日 ｶﾝｾﾞﾝﾅﾙ ｸﾋﾞﾅｶﾞﾘﾕｳ ﾉ ﾋ 宝島社文庫　Ｃ　い　８－１ 乾　緑郎 著 ｲﾇｲ ﾛｸﾛｳ 913 ｲ 宝島社 2012 313p 16cm
Ａｎｏｔｈｅｒ　上 ｱﾅｻﾞｰ 角川スニーカー文庫　２４１－１ 綾辻　行人 著 ｱﾔﾂｼﾞ ﾕｷﾄ 913 ｱ 角川書店//角川グループパブリッシング2012 402p 15cm
Ａｎｏｔｈｅｒ　下 ｱﾅｻﾞｰ 角川スニーカー文庫　２４１－２ 綾辻　行人 著 ｱﾔﾂｼﾞ ﾕｷﾄ 913 ｱ 角川書店//角川グループパブリッシング2012 360p 15cm
さよならドビュッシー ｻﾖﾅﾗ ﾄﾞﾋﾞﾕﾂｼｰ 宝島社文庫　Ｃ　な　６－１ 中山　七里 著 ﾅｶﾔﾏ ｼﾁﾘ 913 ﾅ 宝島社 2011 415p 16cm



１００回泣くこと ﾋﾔﾂｶｲ ﾅｸ ｺﾄ 小学館文庫　な　６－１ 中村　航 著 ﾅｶﾑﾗ ｺｳ 913 ﾅ 小学館 2007 202p 15cm
ギフト ｷﾞﾌﾄ 双葉文庫　た　３５－５ 日明　恩 著 ﾀﾁﾓﾘ ﾒｸﾞﾐ 913 ﾀ 双葉社 2011 437p 15cm
引き出しの中の家 ﾋｷﾀﾞｼ ﾉ ﾅｶ ﾉ ｲｴ ポプラ文庫　く　３－１ 朽木　祥 著 ｸﾂｷ ｼﾖｳ 913 ｸ ポプラ社 2013 313p 16cm
吾輩は猫である ﾜｶﾞﾊｲ ﾜ ﾈｺ ﾃﾞ ｱﾙ 新潮文庫　な　１－１ 夏目　漱石 著 ﾅﾂﾒ ｿｳｾｷ 913 ﾅ 新潮社 1986 492p 16cm
サーティーナイン・クルーズ　１０前編 ｻｰﾃｲｰﾅｲﾝ ｸﾙｰｽﾞ 最後の試練 サーティーナイン・クルーズ マーガレット・ピーターソン・ハディックス 著 小浜　杳 訳ﾊﾃﾞｲﾂｸｽ ﾏｰｶﾞﾚﾂﾄ ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ ｺﾊﾏ ﾊﾙｶ933 ﾊ メディアファクトリー 2011 239p 19cm
サーティーナイン・クルーズ　１０後編 ｻｰﾃｲｰﾅｲﾝ ｸﾙｰｽﾞ 最後の試練 サーティーナイン・クルーズ マーガレット・ピーターソン・ハディックス 著 小浜　杳 訳ﾊﾃﾞｲﾂｸｽ ﾏｰｶﾞﾚﾂﾄ ﾋﾟｰﾀｰｿﾝ ｺﾊﾏ ﾊﾙｶ933 ﾊ メディアファクトリー 2012 239p 19cm
サーティーナイン・クルーズ　１１ ｻｰﾃｲｰﾅｲﾝ ｸﾙｰｽﾞ 新たなる脅威 サーティーナイン・クルーズ リック・リオーダン，他 著 小浜　杳 訳ﾘｵｰﾀﾞﾝ ﾘﾂｸ ﾎｶ ｺﾊﾏ ﾊﾙｶ 933 ﾘ メディアファクトリー 2012 343p 19cm
明日になったら ｱｽ ﾆ ﾅﾂﾀﾗ 一年四組の窓から ＢＯＯＫ　ＷＩＴＨ　ＹＯＵ あさの　あつこ 著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ 光文社 2013 168p 19cm
虚像の道化師　ガリレオ７ ｷﾖｿﾞｳ ﾉ ﾄﾞｳｹｼ ｶﾞﾘﾚｵ7 東野　圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 文藝春秋 2012 276p 19cm
禁断の魔術　ガリレオ８ ｷﾝﾀﾞﾝ ﾉ ﾏｼﾞﾕﾂ ｶﾞﾘﾚｵ8 東野　圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 文藝春秋 2012 327p 19cm
謎解きはディナーのあとで　３ ﾅｿﾞﾄｷ ﾜ ﾃﾞｲﾅｰ ﾉ ｱﾄ ﾃﾞ 謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉 著 ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ﾄｸﾔ 913 ﾋ 小学館 2012 269p 19cm
ディズニーありがとうの神様が教えてくれたことﾃﾞｲｽﾞﾆｰ ｱﾘｶﾞﾄｳ ﾉ ｶﾐｻﾏ ｶﾞ ｵｼｴﾃ ｸﾚﾀ ｺﾄ 鎌田　洋 著 ｶﾏﾀ ﾋﾛｼ 689 ｶ ソフトバンククリエイティブ2013 230p 19cm
走れＵＭＩ ﾊｼﾚ ｳﾐ 講談社文庫　し　１０２－１ 篠原　勝之 著 ｼﾉﾊﾗ ｶﾂﾕｷ 913 ｼ 講談社 2013 204p 15cm
ＲＤＧレッドデータガール　はじめてのお使いｱｰﾙﾃﾞｲｰｼﾞｰ ﾚﾂﾄﾞ ﾃﾞｰﾀ ｶﾞｰﾙ ﾊｼﾞﾒﾃ ﾉ ｵﾂｶｲ 角川文庫　お　６５－１ 荻原　規子 著 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 913 ｵ 角川書店//角川グループパブリッシング2011 298p 15cm
サーティーナイン・クルーズ　１２ ｻｰﾃｲｰﾅｲﾝ ｸﾙｰｽﾞ メドゥーサの罠 サーティーナイン・クルーズ ゴードン・コーマン 著 小浜　杳 訳ｺｰﾏﾝ ｺﾞｰﾄﾞﾝ ｺﾊﾏ ﾊﾙｶ 933 ｺ メディアファクトリー 2012 303p 19cm
サーティーナイン・クルーズ　１３ ｻｰﾃｲｰﾅｲﾝ ｸﾙｰｽﾞ いにしえの地図 サーティーナイン・クルーズ ジュード・ワトソン 著 小浜　杳 訳ﾜﾄｿﾝ ｼﾞﾕｰﾄﾞ ｺﾊﾏ ﾊﾙｶ 933 ﾜ メディアファクトリー 2013 287p 19cm
ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１１ ﾎﾞｸﾀﾁ ﾄ ﾁﾕｳｻﾞｲｻﾝ ﾉ ﾅﾅﾋﾔｸﾆﾁ ｾﾝｿｳ 小学館文庫　ま　５－１１ ママチャリ 著 ﾏﾏﾁﾔﾘ 913 ﾏ 小学館 2011 316p 15cm
銀魂　帰ってきた３年Ｚ組銀八先生フェニックスｷﾞﾝﾀﾏｶｴｯﾃｷﾀ3ﾈﾝZｸﾐｷﾞﾝﾊﾁｾﾝｾｲﾌｪﾆｯｸｽ ファンキーモンキーティーチャーズ 空知　英秋 ｿﾗﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 913 ｿ 集英社 2012 241 17cm
空想科学読本　７ ｸｳｿｳ ｶｶﾞｸ ﾄﾞｸﾎﾝ 空想科学読本 柳田　理科雄 著 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾘｶｵ 404 ﾔ メディアファクトリー 2009 255p 19cm
涼宮ハルヒの暴走 ｽｽﾞﾐﾔ ﾊﾙﾋ ﾉ ﾎﾞｳｿｳ 角川スニーカー文庫　１６８－５ 谷川　流 著 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾅｶﾞﾙ 913 ﾀ 角川書店 2004 327p 15cm
妖怪アパートの幽雅な日常　１０ ﾖｳｶｲ ｱﾊﾟｰﾄ ﾉ ﾕｳｶﾞﾅ ﾆﾁｼﾞﾖｳ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 香月　日輪 著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ 913 ｺ 講談社 2009 215p 19cm
ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＦＩＬＭ　Ｚ ﾜﾝﾋﾟｰｽ ﾌｲﾙﾑ ｾﾞﾂﾄ ＪＵＭＰ　Ｊ　ＢＯＯＫＳ 尾田　栄一郎，浜崎　達也 著ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ ﾊﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 913 ｵ 集英社 2012 256p 18cm
お面屋たまよし ｵﾒﾝﾔ ﾀﾏﾖｼ ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 石川　宏千花 著 平沢　下戸 画ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾁｶ ﾋﾗｻﾜ ｹﾞｺ 913 ｲ 講談社 2012 252p 19cm
林業少年 ﾘﾝｷﾞﾖｳ ｼﾖｳﾈﾝ 堀米　薫 著 スカイエマ 画 ﾎﾘｺﾞﾒ ｶｵﾙ ｽｶｲｴﾏ 913 ﾎ 新日本出版社 2013 189p 20cm
サンブンノイチ ｻﾝﾌﾞﾝﾉｲﾁ 木下　半太 著 ｷﾉｼﾀ ﾊﾝﾀ 913 ｷ 角川書店//角川グループパブリッシング2012 331p 19cm
ＲＤＧ２レッドデータガール ｱｰﾙﾃﾞｲｰｼﾞｰ ﾂｰ ﾚﾂﾄﾞ ﾃﾞｰﾀ ｶﾞｰﾙ はじめてのお化粧 角川文庫　お　６５－２ 荻原　規子 著 ｵｷﾞﾜﾗ ﾉﾘｺ 913 ｵ 角川書店//角川グループパブリッシング2011 288p 15cm
部活で大活躍できる！野球最強のポイント６０ﾌﾞｶﾂ ﾃﾞ ﾀﾞｲｶﾂﾔｸ ﾃﾞｷﾙ ﾔｷｭｳ ｻｲｷｮｳ ﾉ ﾎﾟｲﾝﾄ60 コツがわかる本 野々村直通　監修 ﾉﾉﾑﾗ ﾅｵﾐﾁ 783 ﾉ メイツ出版 2013 128p 21cm
部活で大活躍できる！ソフトテニス最強のポイント５５ﾌﾞｶﾂ ﾃﾞ ﾀﾞｲｶﾂﾔｸ ﾃﾞｷﾙ ｿﾌﾄﾃﾆｽ ｻｲｷｮｳ ﾉ ﾎﾟｲﾝﾄ55 コツがわかる本 中村謙　監修 ﾅｶﾑﾗ ﾕｽﾞﾙ 783 ﾅ メイツ出版 2011 128p 21cm
部活で大活躍できる！陸上最強のポイント５０ﾌﾞｶﾂ ﾃﾞ ﾀﾞｲｶﾂﾔｸ ﾃﾞｷﾙ ﾘｸｼﾞｮｳ ｻｲｷｮｳ ﾉ ﾎﾟｲﾝﾄ50 コツがわかる本 福間博樹　監修 ﾌｸﾏ ﾋﾛｷ 782 ﾌ メイツ出版 2012 128p 21cm
部活で大活躍できる！！勝つ！バレーボール最強のポイント５０ﾌﾞｶﾂ ﾃﾞ ﾀﾞｲｶﾂﾔｸ ﾃﾞｷﾙ ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ｻｲｷｮｳ ﾉ ﾎﾟｲﾝﾄ50 コツがわかる本 羽田野義博　監修 ﾊﾀﾉ ﾖｼﾋﾛ 783 ﾊ メイツ出版 2011 128p 21cm
部活で大活躍できる！！勝つ！卓球最強のポイント５０ﾌﾞｶﾂ ﾃﾞ ﾀﾞｲｶﾂﾔｸ ﾃﾞｷﾙ ｶﾂ ﾀｯｷｭｳ ｻｲｷｮｳ ﾉ ﾎﾟｲﾝﾄ50 コツがわかる本 長谷部攝　監修 ﾊｾﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 783 ﾀ メイツ出版 2011 128p 21cm
部活で大活躍できる！！勝つ！剣道最強のポイント６０ﾌﾞｶﾂ ﾃﾞ ﾀﾞｲｶﾂﾔｸ ﾃﾞｷﾙ ｶﾂ ｹﾝﾄﾞｳ ｻｲｷｮｳ ﾉ ﾎﾟｲﾝﾄ60 コツがわかる本 所正孝　監修 ﾄｺﾛ ﾏｻﾀｶ 789 ﾄ メイツ出版 2011 128p 21cm
テストの花道 ﾃｽﾄ ﾉ ﾊﾅﾐﾁ ＮＨＫ『テストの花道』制作チーム　著ｴﾇｴｯﾁｹｲﾃｽﾄﾉﾊﾅﾐﾁｾｲｻｸﾁｰﾑ2 ｴ 河出書房新社 2011 139p 21cm
島はぼくらと ｼﾏ ﾜ ﾎﾞｸﾗ ﾄ 辻村深月　著 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐｽﾞｷ(1980-) 913 ﾂ 講談社 2013 329p 20cm
空想科学読本５ ｸｳｿｳ ｶｶﾞｸ ﾄﾞｸﾎﾝ5 空想科学読本シリーズ 柳田理科雄　著 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾘｶｵ 404 ﾔ メディアファクトリー 2006 255p 19cm
空想科学読本６ ｸｳｿｳ ｶｶﾞｸ ﾄﾞｸﾎﾝ6 柳田理科雄　著 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾘｶｵ(1961-) 404 ﾔ メディアファクトリー 2008 255p 19cm
銀魂　帰ってきた３年Ｚ組銀八先生リターンズ　冷血硬派高杉くんｷﾞﾝﾀﾏ ｶｴｯﾃｷﾀ 3ﾈﾝｾﾞｯﾄｸﾞﾐ ｷﾞﾝﾊﾟﾁｾﾝｾｲ  ﾘﾀｰﾝｽﾞ ﾚｲｹﾂｺｳﾊ ﾀｶｽｷﾞｸﾝ 空知秀秋　［ほか］著 ｿﾗﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 913 ｿ 集英社 2011 240p 19cm
妖怪アパートの幽雅な日常８ ﾖｳｶｲ ｱﾊﾟｰﾄ ﾉ ﾕｳｶﾞﾅ ﾆﾁｼﾞｮｳ8 YA!entertainment 香月日輪　著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ(1963-) 913 ｺ 講談社 2008 205p 19cm
妖怪アパートの幽雅な日常９ ﾖｳｶｲ ｱﾊﾟｰﾄ ﾉ ﾕｳｶﾞﾅ ﾆﾁｼﾞｮｳ9 YA!entertainment 香月日輪　著 ｺｳｽﾞｷ ﾋﾉﾜ(1963-) 913 ｺ 講談社 2008 172p 19cm
劇場版ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ麦わらチェイス ｹﾞｷｼﾞｮｳﾊﾞﾝ ﾜﾝ ﾋﾟｰｽ ﾑｷﾞﾜﾗ ﾁｪｲｽ 尾田栄一郎，浜崎達也　著 ｵﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ(1975-) 913 ｵ 集英社 2011 194p 18cm
真田幸村 ｻﾅﾀﾞ ﾕｷﾑﾗ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史 中島健志　作画 ﾅｶｼﾏ ﾀｹｼﾞ 289 ｻ ポプラ社 2010 127p 22cm
伊達政宗 ﾀﾞﾃ ﾏｻﾑﾈ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史 瀧玲子　作画 ﾀｷ ﾚｲｺ 289 ﾀ ポプラ社 2010 126p 22cm
石田三成 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾅﾘ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史 やまざきまこと　作画 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ 289 ｲ ポプラ社 2010 126p 22cm
毛利元就 ﾓｳﾘ ﾓﾄﾅﾘ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史 中島健志　作画 ｽｷﾞﾀ ﾄｵﾙ 289 ﾓ ポプラ社 2010 126p 22cm
明智光秀 ｱｹﾁ ﾐﾂﾋﾃﾞ 戦国人物伝 コミック版日本の歴史 早川大介　作画 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 289 ｱ ポプラ社 2011 127p 22cm
９３番目のキミ 93ﾊﾞﾝﾒ ﾉ ｷﾐ 山田悠介　著 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ(1981-) 913 ﾔ 文芸社 2013 332p 19cm
気分上々 ｷﾌﾞﾝ ｼﾞｮｳｼﾞｮｳ 森絵都　著 ﾓﾘ ｴﾄ 913 ﾓ 角川書店 2012 287p 20cm
三匹のおっさんふたたび 3ﾋﾞｷ ﾉ ｵｯｻﾝ ﾌﾀﾀﾋﾞ 有川浩　著 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ(1972-) 913 ｱ 文藝春秋 2012 443p 20cm
あずかりやさん ｱｽﾞｶﾘﾔｻﾝ 大山淳子　著 ｵｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 913 ｵ ポプラ社 2013 222p 20cm
きみはいい子 ｷﾐ ﾊ ｲｲ ｺ 中脇初枝　著 ﾅｶﾜ ｷﾊﾂｴ 913 ﾅ ポプラ社 2012 318p 20cm
今だから読んでほしい　物語に出てくる楽しいお菓子の作り方ｲﾏ ﾀﾞｶﾗ ﾖﾝﾃﾞ ﾎｼｲ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ ﾆ ﾃﾞﾃ ｸﾙ ﾀﾉｼｲ ｵｶｼ ﾉ ﾂｸﾘｶﾀ 吉田菊次郎スイーツレシピシリーズ吉田菊次郎　編・著 ﾖｼﾀﾞ ｷｸｼﾞﾛｳ 596 ﾖ 朝文社 2012 107p 30cm
夢幻花 ﾑｹﾞﾝﾊﾞﾅ 東野圭吾　著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ(1958-) 913 ﾋ ＰＨＰ研究所 2013 371p 19cm
ランチのアッコちゃん ﾗﾝﾁ ﾉ ｱｯｺﾁｬﾝ 柚木麻子　著 ﾕｽﾞｷ ｱｻｺ 913 ﾕ メイツ出版 2013 166p 20cm
宝探しトラジェディー ﾀｶﾗｻｶﾞｼﾄﾗｼﾞｪﾃﾞｨｰ 木下半太　著 ｷﾉｼﾀ ﾊﾝﾀ 913 ｷ 幻冬舎 2013 293p 19cm
きみの町で ｷﾐ ﾉ ﾏﾁ ﾃﾞ 重松清　著 ｼｹﾞﾏﾂ ｷﾖｼ 913 ｼ 朝日出版社 2013 164p 19cm
海底大陸 ｶｲﾃｲ ﾀｲﾘｸ 海野十三　著 ｳﾝﾉ ｼﾞｭｳｻﾞ 913 ｳ 真珠書院 2013 227p 19cm
お任せ！数学屋さん ｵﾏｶｾ ｽｳｶﾞｸﾔ ｻﾝ 向井湘吾　著 ﾑｶｲ ｼｮｳｺﾞ 913 ﾑ ポプラ社 2013 326p 19cm
旅猫リポート ﾀﾋﾞﾈｺ ﾘﾎﾟｰﾄ 有川浩　著 ｱﾘｶﾜ ﾋﾛ(1972-) 913 ｱ 文藝春秋 2012 271p 20cm
ためらいがちのシーズン ﾀﾒﾗｲｶﾞﾁ ﾉ ｼｰｽﾞﾝ 唯川恵　著 ﾕｲｶﾜ ｹｲ 913 ﾕ 光文社 2013 239p 19cm
犬から聞いた素敵な話 ｲﾇ ｶﾗ ｷｲﾀ ｽﾃｷ ﾅ ﾊﾅｼ 涙あふれる⑭の物語 山口花　著 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅ 913 ﾔ 東邦出版 2013 207p 19cm
レーン ﾚｰﾝ ランナー３ あさのあつこ　著 ｱｻﾉ ｱﾂｺ 913 ｱ 幻冬舎 2013 232p 20cm
ぼくを探しに ﾎﾞｸ ｵ ｻｶﾞｼﾆ シルヴァスタイン　作 倉橋由美子　訳Silverstein Shel. ｸﾗﾊｼ ﾕﾐｺ913 ｼ 講談社 1979 106p 22cm
あと少し、もう少し ｱﾄ ｽｺｼ ﾓｳ ｽｺｼ 瀬尾まいこ　著 ｾｵ ﾏｲｺ(1974-) 913 ｾ 新潮社 2012 278p 20cm
オフカウント ｵﾌｶｳﾝﾄ 筑井千枝子　著 浅妻健司　絵ﾂｸｲ ﾁｴｺ ｱｻｽﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 913 ﾂ 新日本出版社 2013 221p 20cm
海賊とよばれた男（上） ｶｲｿﾞｸ ﾄ ﾖﾊﾞﾚﾀ ｵﾄｺ ｼﾞｮｳ 百田尚樹　著 ﾋｬｸﾀ ﾅｵｷ 913 ﾋ 講談社 2012 380p 20cm
海賊とよばれた男（下） ｶｲｿﾞｸ ﾄ ﾖﾊﾞﾚﾀ ｵﾄｺ ｹﾞ 百田尚樹　著 ﾋｬｸﾀ ﾅｵｷ 913 ﾋ 講談社 2012 362p 20cm
配達あかずきん  成風堂書店事件メモ ﾊｲﾀﾂ ｱｶｽﾞｷﾝ  ｾｲﾌｳﾄﾞｳ ｼｮﾃﾝ ｼﾞｹﾝ ﾒﾓ 大崎梢  著 ｵｵｻｷｺｽﾞｴ 913 ｵ 東京創元社 2009 269 15
探偵ガリレオ ﾀﾝﾃｲ ｶﾞﾘﾚｵ 文春文庫 東野圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 文藝春秋 2002 330 16cm
その時までサヨナラ ｿﾉﾄｷﾏﾃﾞｻﾖﾅﾗ 山田悠介　著 ﾔﾏﾀﾞﾕｳｽｹ 913 ﾔ 文芸社 2012 332 15
ななつのこ ﾅﾅﾂﾉｺ 加納朋子　著 913 ｶ 東京創元社 1999 310
×ゲーム ﾊﾞﾂｹﾞｰﾑ 幻冬舎文庫 山田悠介 ﾔﾏﾀﾞﾕｳｽｹ 913 ﾔ 幻冬舎 2007 246 15
親指さがし ｵﾔﾕﾋﾞ ｻｶﾞｼ 幻冬舎文庫 山田悠介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 幻冬舎 2005 248 16
パズル ﾊﾟｽﾞﾙ 角川文庫 山田悠介 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 913 ﾔ 角川書店 2007 299 15
チーム ﾁｰﾑ 堂場瞬一　著 ﾄﾞｳﾊﾞｼｭﾝｲﾁ 913 ﾄ 実業之日本社 2011 442 15
天使の卵 ﾃﾝｼﾉﾀﾏｺﾞ 村山由佳　著 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｶ 913 ﾑ 集英社 1999 214
予知夢 ﾖﾁﾑ 文春文庫 東野圭吾 著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 文藝春秋 2003 270 16cm
Ｒ．Ｐ．Ｇ． r.p.g. 宮部みゆき ﾐﾔﾍﾞﾐﾕｷ 913 ﾐ 集英社 2002
ａｔ　Ｈｏｍｅ at Home 本多孝好　著 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 913 ﾎ 角川書店 2010 289



薄妃の恋 ﾊｸﾋﾉｺｲ 僕僕先生 仁木英之　著 ﾆｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 913 ﾆ 新潮社 2009 334
映画　ひみつのアッコちゃん ｴｲｶﾞ ﾋﾐﾂﾉｱｯｺﾁｬﾝ 百瀬しのぶ ﾓﾓｾｼﾉﾌﾞ 913 ﾓ 小学館 2012 173
アシンメトリー ｱｼﾝﾒﾄﾘｰ 飛鳥井千砂 ｱｽｶｲﾁｻ 913 ｱ 角川書店 2011 341
おれは非情勤 ｵﾚﾊﾋｼﾞｮｳｷﾝ 東野圭吾　著 ﾋｶﾞｼﾉ ｹｲｺﾞ 913 ﾋ 集英社 2003 267 15
美女と竹林 ﾋﾞｼﾞｮﾄﾁｸﾘﾝ 森見登美彦 ﾓﾘﾐﾄﾐﾋｺ 913 ﾓ 光文社 2010 328
犬と私の10の約束 ｲﾇﾄﾜﾀｼﾉ10ﾉﾔｸｿｸ 川口晴 ｶﾜｸﾞﾁﾊﾚ 913 ｶ 文藝春秋 2007 209
近藤史恵リクエスト！ペットのアンソロジーｺﾝﾄﾞｳﾌﾐｴﾘｸｴｽﾄ!ﾍﾟｯﾄﾉｱﾝｿﾛｼﾞｰ 我孫子武丸　ほか ｱﾋﾞｺﾀｹﾏﾙ ﾎｶ 913 ｱ 光文社 2013 325
猫弁と透明人間 ﾈｺﾍﾞﾝﾄﾄｳﾒｲﾆﾝｹﾞﾝ 大山淳子　著 ｵｵﾔﾏｼﾞｭﾝｺ 913 ｵ 講談社 2012 263 20
ツナグ ﾂﾅｸﾞ 新潮文庫　つ　２９－１ 辻村　深月 著 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 913 ﾂ 新潮社 2012 441p 16cm
桐島、部活やめるってよ ｷﾘｼﾏ ﾌﾞｶﾂ ﾔﾒﾙﾂﾃﾖ 集英社文庫　あ　６９－１ 朝井　リョウ 著 ｱｻｲ ﾘﾖｳ 913 ｱ 集英社 2012 245p 16cm
ｓｙｕｎｋｏｎカフェごはん　３ ｼﾕﾝｺﾝ ｶﾌｴ ｺﾞﾊﾝ ｅ－ＭＯＯＫ 山本　ゆり 著 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘ 596 ﾔ 宝島社 2013 95p 26cm
海の見える街 ｳﾐ ﾉ ﾐｴﾙ ﾏﾁ 畑野　智美 著 ﾊﾀﾉ ﾄﾓﾐ 913 ﾊ 講談社 2012 289p 20cm
オーダーメイド殺人クラブ ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ ｻﾂｼﾞﾝ ｸﾗﾌﾞ 辻村　深月 著 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 913 ﾂ 集英社 2011 371p 20cm
探偵・日暮旅人の探し物 ﾀﾝﾃｲ ﾋｸﾞﾗｼ ﾀﾋﾞﾄ ﾉ ｻｶﾞｼﾓﾉ メディアワークス文庫　や　２－１ 山口　幸三郎 著 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 913 ﾔ アスキー・メディアワークス//角川グループパブリッシング2010 287p 15cm
探偵・日暮旅人の失くし物 ﾀﾝﾃｲ ﾋｸﾞﾗｼ ﾀﾋﾞﾄ ﾉ ﾅｸｼﾓﾉ メディアワークス文庫　や　２－２ 山口　幸三郎 著 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 913 ﾔ アスキー・メディアワークス//角川グループパブリッシング2011 302p 15cm
探偵・日暮旅人の忘れ物 ﾀﾝﾃｲ ﾋｸﾞﾗｼ ﾀﾋﾞﾄ ﾉ ﾜｽﾚﾓﾉ メディアワークス文庫　や　２－３ 山口　幸三郎 著 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 913 ﾔ アスキー・メディアワークス//角川グループパブリッシング2011 287p 15cm
文豪てのひら怪談 ﾌﾞﾝｺﾞｳ ﾃﾉﾋﾗ ｶｲﾀﾞﾝ ポプラ文庫　ひ　１－１ 東　雅夫 編 久保　竣公，他 著ﾋｶﾞｼ ﾏｻｵ ｸﾎﾞ ｼﾕﾝｺｳ ﾎｶ 913 ﾋ ポプラ社 2009 231p 16cm
てのひら怪談己丑 ﾃﾉﾋﾗ ｶｲﾀﾞﾝ ｷﾁﾕｳ ビーケーワン怪談大賞傑作選 ポプラ文庫　か　２－２ 加門　七海，他 編 クジラマク，他 著ｶﾓﾝ ﾅﾅﾐ ﾎｶ ｸｼﾞﾗﾏｸ ﾎｶ 913 ｶ ポプラ社 2009 281p 16cm
てのひら怪談庚寅 ﾃﾉﾋﾗ ｶｲﾀﾞﾝ ｺｳｲﾝ ビーケーワン怪談大賞傑作選 ポプラ文庫　か　２－３ 加門　七海，他 編 飛雄，他 著ｶﾓﾝ ﾅﾅﾐ ﾎｶ ﾄﾋﾞｵ ﾎｶ 913 ｶ ポプラ社 2010 275p 16cm
てのひら怪談辛卯 ﾃﾉﾋﾗ ｶｲﾀﾞﾝ ｼﾝﾎﾞｳ ビーケーワン怪談大賞傑作選 ポプラ文庫　か　２－４ 加門　七海，他 編 平　金魚，他 著ｶﾓﾝ ﾅﾅﾐ ﾎｶ ﾀｲﾗ ｷﾝｷﾞﾖ ﾎｶ913 ｶ ポプラ社 2011 265p 16cm
風の谷のナウシカ ｶｾﾞ ﾉ ﾀﾆ ﾉ ﾅｳｼｶ 文春ジブリ文庫　１－１//ジブリの教科書//１スタジオジブリ，文春文庫 編 ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ ﾌﾞﾝｼﾕﾝﾌﾞﾝｺ 778 ｽ 文藝春秋 2013 319p 16cm
天空の城ラピュタ ﾃﾝｸｳ ﾉ ｼﾛ ﾗﾋﾟﾕﾀ 文春ジブリ文庫　１－２//ジブリの教科書//２スタジオジブリ，文春文庫 編 ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ ﾌﾞﾝｼﾕﾝﾌﾞﾝｺ 778 ｽ 文藝春秋 2013 303p 16cm
となりのトトロ ﾄﾅﾘ ﾉ ﾄﾄﾛ 文春ジブリ文庫　１－３//ジブリの教科書//３スタジオジブリ，文春文庫 編 ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘ ﾌﾞﾝｼﾕﾝﾌﾞﾝｺ 778 ｽ 文藝春秋 2013 335p 16cm
天翔る ｱﾏｶｹﾙ 村山　由佳 著 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｶ 913 ﾑ 講談社 2013 405p 20cm
コンビニたそがれ堂 ｺﾝﾋﾞﾆ ﾀｿｶﾞﾚﾄﾞｳ ポプラ文庫ピュアフル　む　１－１ 村山　早紀 著 ﾑﾗﾔﾏ ｻｷ 913 ﾑ ポプラ社 2010 180p 15cm
一鬼夜行 ｲﾂｷ ﾔｺｳ ポプラ文庫ピュアフル　こ　３－１ 小松　エメル 著 ｺﾏﾂ ｴﾒﾙ 913 ｺ ポプラ社 2010 317p 15cm
はかりいらずのふんわりパンケーキ ﾊｶﾘｲﾗｽﾞ ﾉ ﾌﾝﾜﾘ ﾊﾟﾝｹｰｷ ランチ＆デザートに、毎日おいしい４４レシピ 若山　曜子 著 ﾜｶﾔﾏ ﾖｳｺ 596 ﾜ 主婦の友社 2011 79p 26cm
オレたちバブル入行組 ｵﾚﾀﾁ ﾊﾞﾌﾞﾙ ﾆﾕｳｺｳｸﾞﾐ 文春文庫　い　６４－２ 池井戸　潤 著 ｲｹｲﾄﾞ ｼﾞﾕﾝ 913 ｲ 文藝春秋 2007 362p 16cm
オレたち花のバブル組 ｵﾚﾀﾁ ﾊﾅ ﾉ ﾊﾞﾌﾞﾙｸﾞﾐ 文春文庫　い　６４－４ 池井戸　潤 著 ｲｹｲﾄﾞ ｼﾞﾕﾝ 913 ｲ 文藝春秋 2010 367p 16cm
春へつづく ﾊﾙ ｴ ﾂｽﾞｸ ｔｅｅｎｓ 　ｂｅｓｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ　３３ 加藤　千恵 著 ｶﾄｳ ﾁｴ 913 ｶ ポプラ社 2013 203p 20cm
カフェ・デ・キリコ ｶﾌｴ ﾃﾞ ｷﾘｺ 佐藤　まどか 著 ｻﾄｳ ﾏﾄﾞｶ 913 ｻ 講談社 2013 215p 20cm
天音。 ｱﾏｵﾄ ＥＸＩＬＥ　ＡＴＳＵＳＨＩ 著 ｴｸﾞｻﾞｲﾙｱﾂｼ 767 ｴ 幻冬舎 2013 220p 20cm
２．４３清陰高校男子バレー部 ﾆﾃﾝﾖﾝｻﾝ ｾｲｲﾝ ｺｳｺｳ ﾀﾞﾝｼ ﾊﾞﾚｰﾌﾞ 壁井　ユカコ 著 ｶﾍﾞｲ ﾕｶｺ 913 ｶ 集英社 2013 394p 19cm
かさねちゃんにきいてみな ｶｻﾈﾁｬﾝ ﾆ ｷｲﾃﾐﾅ 有沢佳映　著 ｱﾘｻﾜ ｶｴ 913 ｱ 講談社 2013 294p 20cm
ＤＩＶＥ！！４ ﾀﾞｲﾌﾞ!!4 コンクリート・ドラゴン 森絵都　著 ﾓﾘ ｴﾄ(1968-) 913 ﾓ 講談社 2002 236p 19cm
あん ｱﾝ ドリアン助川　著 ﾄﾞﾘｱﾝ ｽｹｶﾞﾜ 913 ﾄ ポプラ社 2013 238p 20cm
王妃の帰還 ｵｳﾋ ﾉ ｷｶﾝ 柚木麻子　著 ﾕｽﾞｷ ｱｻｺ 913 ﾕ 実業之日本社 2013 212p 20cm
いじめ心の中がのぞけたら ｲｼﾞﾒ ｺｺﾛ ﾉ ﾅｶ ｶﾞ ﾉｿﾞｹﾀﾗ 漫画明日がくる 本山理咲　著 ﾓﾄﾔﾏ ﾘｻ(1968-) 371 ﾓ 朝日学生新聞社 2012 319p 19cm
さんてつ ｻﾝﾃﾂ 日本鉄道旅行地図帳三陸鉄道大震災の記録 吉本浩ニ　著 ﾖｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 726 ﾖ 新潮社 2012 128p 19cm
ぐっとくるまんがのセリフ１０１ ｸﾞｯﾄｸﾙ ﾏﾝｶﾞ ﾉ ｾﾘﾌ 101 ことばの力 あさのあつこ　監修 ｱｻﾉ ｱﾂｺ(1954-) 814 ｱ すずき出版 2012 48p 23cn
ぐっとくる文学のセリフ１０１ ｸﾞｯﾄｸﾙ ﾌﾞﾝｶﾞｸ ﾉ ｾﾘﾌ 101 ことばの力 あさのあつこ　監修 ｱｻﾉ ｱﾂｺ(1954-) 814 ｱ すずき出版 2012 48p 23cn
ぐっとくる映画のセリフ１０１ ｸﾞｯ ﾄ ｸﾙ ｴｲｶﾞ ﾉ ｾﾘﾌ101 ことばの力 あさのあつこ　監修 ｱｻﾉ ｱﾂｺ(1954-) 814 ｱ すずき出版 2013 48p 23cm
ＵＦＯがくれた夏 ﾕｰﾌｫｰ ｶﾞ ｸﾚﾀ ﾅﾂ 川口雅幸　著 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 913 ｶ アルファポリス 2013 390p 22cm
ブルー・ダイブ ﾌﾞﾙｰ ﾀﾞｲﾌﾞ ゆうきりん　著 ﾕｳｷ ﾘﾝ 913 ﾕ 双葉社 2013 303p 19cm
僕のつくった怪物 ﾎﾞｸ ﾉ ﾂｸｯﾀ ｶｲﾌﾞﾂ Arknoah1 乙一　著 ｵﾂｲﾁ 913 ｵ 集英社 2013 439p 20cm
私の嫌いな探偵 ﾜﾀｼ ﾉ ｷﾗｲﾅ ﾀﾝﾃｲ 東川篤哉　著 ﾋｶﾞｼｶﾞﾜ ﾄｸﾔ(1968-) 913 ﾋ 光文社 2013 249p 19cm
空へのぼる ｿﾗ ｴ ﾉﾎﾞﾙ 八束澄子　著 ﾔﾂｶ ｽﾐｺ(1950-) 913 ﾔ 講談社 2012 197p 20cm
大空では毎日、奇蹟が起きている。 ｵｵｿﾞﾗ ﾃﾞﾜ ﾏｲﾆﾁ ｷｾｷ ｶﾞ ｵｷﾃｲﾙ ＪＡＬのスタッフだけが知っている心温まるストーリー オープンブックス編集部　編 ｵｰﾌﾟﾝﾌﾞｯｸｽﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 913 ｵ 泰文堂 2013 235p 19cm
シルバー川柳 ﾀﾝｼﾞｮｳﾋﾞ ﾛｰｿｸ ﾌｲﾃ ﾀﾁｸﾗﾐ 誕生日ローソク吹いて立ちくらみ 全国有料老人ホーム協会，ポプラ社編集部　編ｾﾞﾝｺｸﾕｳﾘｮｳ ﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑｷｮｳｶｲ911 ｾ ポプラ社 2012 124p 19cm
死神の浮力 ｼﾆｶﾞﾐ ﾉ ﾌﾘｮｸ 伊坂幸太郎　著 ｲｻｶ ｺｳﾀﾛｳ(1971-) 913 ｲ 文藝春秋 2013 436p 20cm
日本国憲法 ﾆﾎﾝｺｸ ｹﾝﾎﾟｳ 「写楽」編集部　編集 ｼｬﾗｸﾍﾝｼｭｳﾌﾞ 323 ｼ 小学館 1982 127p 21cm
昨夜のカレー、明日のパン ﾕｳﾍﾞ ﾉ ｶﾚｰ ｱｼﾀ ﾉ ﾊﾟﾝ 木皿泉　著 ｷｻﾞﾗｲ ｲｽﾞﾐ 913 ｷ 河出書房新社 2013 237p 20cm
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