
2020年4月　山田中学校図書リスト
分類記号 資料名 著者名 出版社
2 勉強なんてカンタンだ！ 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所
2 できる人の勉強法 安河内　哲也 著 中経出版
2 「１日３０分」を続けなさい！ 古市　幸雄 著 マガジンハウス
2 脳を活かす勉強法　奇跡の「強化学習」 茂木　健一郎 著 ＰＨＰ研究所
2 １３歳からの勉強ノート 小野田　博一 著 ＰＨＰエディターズ・グループ

2 学術研究者になるには　改訂版 小川　秀樹 編著 ぺりかん社
2 中学生の本当に正しい勉強法　新改訂版 児保　章亮　著 エール出版社
2 ドラゴン桜公式副読本　１６歳の教科書 モーニング編集部 講談社
2 ドラゴン桜公式副読本　１６歳の教科書　２ モーニング編集部 講談社
2 福沢諭吉の勉強法 斉藤 規 著 ポプラ社
2 ＮＨＫ「爆問学問」世界が大きく開ける言葉 ＮＨＫ『爆笑問題のニッポンの教養』制作班 / 編 三笠書房
2 生物が生物である理由 爆笑問題　　福岡　伸一 / 著 講談社
2 テストの花道 ＮＨＫ「テストの花道」制作チーム 著 河出書房新社
2 テストの花道　２　弱点攻略篇 ＮＨＫ「テストの花道」制作チーム 著 河出書房新社
2 テストの花道　３　地頭力アップ篇 ＮＨＫ「テストの花道」制作チーム 著 河出書房新社
2 テストの花道　４　総合力アップ篇 ＮＨＫ「テストの花道」制作チーム 著 河出書房新社
2 中学生中間・期末テストの勉強法 高濱　正伸，大塚　剛史 著 実務教育出版
2 中学生高校入試のパーフェクト準備と勉強法 高濱　正伸，大塚　剛史 著 実務教育出版
2 失われたドーナツの穴を求めて 芝垣　亮介 編 奥田　太郎 編 さいはて社//ＪＲＣ
7 パソコンで楽しい総合学習　１　アニメをつくろう 苅宿 俊文 文 偕成社
7 パソコンで楽しい総合学習　２　地図をつくろう 苅宿 俊文 文 偕成社
7 パソコンで楽しい総合学習　４　辞典をつくろう 苅宿 俊文 文 偕成社
7 パソコンで楽しい総合学習　５　絵をかこう 苅宿 俊文 文 偕成社
7 パソコンで楽しい総合学習　６　音楽をつくろう 苅宿 俊文 文 偕成社
7 パソコンで楽しい総合学習　７　コンピュータと子どもの学び 苅宿 俊文 文 偕成社
7 パソコンで楽しい総合学習　３　発表をしよう 苅宿 俊文 文 偕成社
7 中学生のための「総合」アイデアＢＯＯＫ６　図書館とインターネットを使いこなそう 坂本 辰男 監修 ポプラ社
7 インパク公式ガイド 総務省新千年紀記念行事推進室 監修 講談社
7 ウェブ進化論 梅田望夫 著 筑摩書房
7 ＣＧクリエータになるには 越川　彰彦 著 ぺりかん社
7 マルチメディアクリエータになるには 石村　武朗 著 ぺりかん社
7 デジタルを哲学する 黒崎　政男 著 ＰＨＰ研究所
7 子どものためのパソコンはじめてシリーズ　４　らくらくエクセル 山口　旬子 著 自由国民社
7 １０代のためのケータイ心得 こころ部 編 ポプラ社
7 コンピュータ技術者になるには 宍戸　周夫 著 ぺりかん社
7 パソコンらくらく入門 石田 千代子 著 岩波書店
7 かんたん図解インターネット 島 望 著 技術評論社
7 子どものためのパソコン・IT用語事典 渋井　哲也 / 著　　内田かずひろ / マンガ 汐文社
7 気をつけよう！情報モラル １ ゲーム・あそび編 秋山 浩子 汐文社
7 気をつけよう！情報モラル ２ メール・SNS編 秋山 浩子 汐文社
7 気をつけよう！情報モラル ３ 著作権・肖像権編 秋山 浩子 汐文社
7 僕らが毎日やっている最強の読み方 池上　彰，佐藤　優 著 東洋経済新報社
7 その情報、本当ですか？ 塚田　祐之 著 岩波書店//岩波書店
7 人間はだまされる 三浦準司 理論社
7 プログラミングでなにができる？ 杉浦　学 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

7 人工知能と友だちになれる？ 新井　紀子 監修 誠文堂新光社//誠文堂新光社

7 数とコンピューターについて知っておくべき１００のこと アリス・ジェームス フェデリコ・マリアーニ 竹内　薫 訳 小学館//小学館
7 アルゴリズム図鑑 石田　保輝 著 宮崎　修一 著 翔泳社//翔泳社
9 竹取物語・大和物語・宇津保物語 藤井 貞和 〔編集・執筆〕 新潮社
10 図書館ってなんだろう ポプラ社
10 図書館のしくみ ポプラ社
10 図書委員になってみよう ポプラ社
10 楽しい読書のための本 ポプラ社
10 調べ学習のための図書館利用法 ポプラ社
10 百科事典や図鑑の調べ方 ポプラ社
10 学校図書館ＡＢＣ 学校図書館研修資料編集委員会 編 全国学校図書館協議会

10 本と図書館の歴史 モーリーン・サワ∥著//ビル・スレイヴィン∥画//宮木　陽子∥訳 西村書店



13 司書・司書教諭になるには 森　智彦 著 ぺりかん社
14 ＮＤＣ日本十進分類表　新訂８版 日本図書館協会
14 日本十進分類法 もりきよし 日本図書館協会
15 図書館に訊け！ 井上　真琴 著 筑摩書房
17 学校図書館イラストブック 少年写真新聞社
17 夢を追い続けた学校司書の四十年 五十嵐　絹子 国土社
17 学校図書館発　育てます！調べる力・考える力 遊佐　幸枝 / 著 少年写真新聞社
19 先生、本を読んで！ 村上 淳子 著 ポプラ社
19 本を読んで甲子園へいこう！ 村上 淳子 著 ポプラ社
19 読書世論調査　２００２年版 毎日新聞東京本社広告局

19 読書力 齋藤　孝 著 岩波書店
19 何をどう読ませるか　第４群　６訂　中学校 全国学校図書館協議会必読図書委員会 編 全国学校図書館協議会

19 １２歳からの読書案内 金原瑞人 すばる舎
19 １２歳からの読書案内海外作品 金原瑞人 すばる舎
19 この本、おもしろいよ！ 岩波書店編集部 編 岩波書店
19 ことし読む本　いち押しガイド　２０００ メタローグ メタローグ
19 ことし読む本　いち押しガイド　２００２ メタローグ メタローグ
19 １０代をよりよく生きる読書案内 こやま　峰子 編著 東京書籍
19 多読術 松岡　正剛 著 筑摩書房
19 読む力は生きる力 脇　明子 著 岩波書店
19 物語が生きる力を育てる 脇　明子 著 岩波書店
19 「王様のブランチ」のブックガイド２００ 松田哲夫 著 小学館
19 お父さんが教える　読書感想文の書きかた 赤木　かん子 著 自由国民社
19 とれたて！ベストセレクション　１２歳からの読書案内 金原　瑞人 すばる舎
19 勝てる読書 豊崎　由美 著 河出書房新社
19 読書世論調査　1995年度版 毎日新聞東京本社広告局

19 自分なりの読み方をしよう ポプラ社
19 かん子のミニミニマンガ入門 赤木 かん子 著 リブリオ出版
19 ＹＡ（ヤングアダルト）読書案内 赤木 かん子 〔ほか〕編 晶文社
19 考える読書　第４２回　中学・高校・勤労青少年の部 全国学校図書館協議会 編 毎日新聞社
19 名作へのパスポート こやま 峰子 作 金の星社
19 究極の１０冊物語 ダ・ヴィンチ編集部 編 リクルートダ・ヴィンチ編集部

19 読書の技法　誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術「超」入門 佐藤　優 / 著 東洋経済新報社
19 本へのとびら 宮崎　駿 著 岩波書店
19 １０代をよりよく生きる読書案内　海外編 こやま　峰子 編著 東京書籍
19 ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに読んでおくべきだと思う本を紹介します。 雨宮　処凛，他 著 河出書房新社
19 考える読書　第５８回　中学・高校・勤労青少年の部 全国学校図書館協議会 編 毎日新聞社
19 古典力 斎藤 孝 岩波書店
19 みんな本を読んで大きくなった 朝の読書推進協議会 編 メデイア・パル
19 「王様のブランチ」が恋した本 ＴＢＳテレビ「王様のブランチ」 編 ベストセラーズ
19 今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０！ 金原瑞人 ひこ・田中 ポプラ社
19 ＴＨＥ　ＢＯＯＫＳ　ｇｒｅｅｎ ミシマ社 編 ミシマ社
19 読書感想文書き方ドリル　２０１７ 大竹　稽 ディスカヴァー・トゥエンティワン

19 第2図書係補佐 又吉直樹 幻冬舎
19 今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０！　２ ポプラ社//ポプラ社
19 小学校では学べない一生役立つ読書術 齋藤　孝 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

19 あこがれのあの人オススメ！マンガのちから　１ 宮里　夢子 著 教育画劇//教育画劇
19 あこがれのあの人オススメ！マンガのちから　２ 梶原　美帆 著 教育画劇//教育画劇
19 あこがれのあの人オススメ！マンガのちから　３ 岩佐　陸生 著 教育画劇//教育画劇
20 カエサルくんと本のおはなし いけがみ　しゅんいち 著 せきぐち　よしみ 画 福音館書店
21 編集者になるには 山口　雄二 著 ぺりかん社
21 ライターになるには 大前　仁 著 ぺりかん社
21 学校で知っておきたい著作権　１ 小寺　信良 著 汐文社
21 学校で知っておきたい著作権　２ 小寺　信良 著 汐文社
21 学校で知っておきたい著作権　３ 小寺　信良 著 汐文社
21 正しいコピペのすすめ 宮武　久佳 著 岩波書店//岩波書店
28 同級生が選んだ朝の読書のおすすめガイド 青い鳥文庫ファンクラブ 編 講談社
28 学校図書館基本図書目録　１９９６年版 全国学校図書館協議会基本図書目録編集委員会 編 全国学校図書館協議会

28 新・どの本よもうかな？　日本編　中学生版 日本子どもの本研究会 編 金の星社



28 新・どの本よもうかな？　海外編　中学生版 日本子どもの本研究会 編 金の星社
28 今、この本を子どもの手に 東京子ども図書館 編 東京子ども図書館//地方・小出版流通センター

30 新装 ベスト図鑑百科 1 あ～い 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 2 う～かいえ 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 3 かいお～かんせ 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 4 かんそ～く 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 5 け～こつか 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 6 こつき～して 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 7 しと～しんた 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 8 しんち～そうふ 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 9 そうへ～ちゆう 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 10 ちゆか～とこ 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 11 とさ～はき 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 12 はく～ふしよ 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 13 ふしわ～ほ 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 14 ま～や 会田 雄次 学研ネクスト
30 新装 ベスト図鑑百科 15 ゆ～ん 会田 雄次 学研ネクスト
30 大百科事典１　ア～イワ 平凡社
30 大百科事典２　イン～カイ 平凡社
30 大百科事典３　カウ～キス 平凡社
30 大百科事典４　キセ～ケホ 平凡社
30 大百科事典５ 平凡社
30 大百科事典６　サ～シヤ 平凡社
30 大百科事典７　シユ～スキ 平凡社
30 大百科事典８　スク～タイシ 平凡社
30 大百科事典９　タイス～ツル 平凡社
30 大百科事典10　テ～トン 平凡社
30 大百科事典11　ナ～ハホ 平凡社
30 大百科事典12　ハマ～フノ 平凡社
30 大百科事典13　フハ～マキ 平凡社
30 大百科事典14　マク～ユウ 平凡社
30 大百科事典15　ユユ～ワン 平凡社
30 大百科事典16　索引 平凡社
30 大百科事典　世界地図 平凡社
30 大百科事典　日本地図 平凡社
30 百科便覧　統計・資料 平凡社
30 百科年鑑　１９９３ 平凡社
30 国際情報大事典ＰＡＳＰＯ 学研
30 ギネス世界記録　２０１４ クレイグ・グレンディ 編 角川マガジンズ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

30 ＮＥＷマーク・記号の大百科　６ 太田　幸夫 学研プラス
31 総合百科事典ポプラディア１ ポプラ社
31 総合百科事典ポプラディア２ ポプラ社
31 総合百科事典ポプラディア３ ポプラ社
31 総合百科事典ポプラディア４ ポプラ社
31 総合百科事典ポプラディア　５ ポプラ社
31 総合百科事典ポプラディア６ ポプラ社
31 総合百科事典ポプラディア７ ポプラ社
31 総合百科事典ポプラディア８ ポプラ社
31 総合百科事典ポプラディア９ ポプラ社
31 総合百科事典ポプラディア１０ ポプラ社
31 総合百科事典ポプラディア１１ ポプラ社
31 総合百科事典ポプラディア１２ ポプラ社
31 伊藤家の食卓使える！裏ワザ大全集２００５年版 日本テレビ放送網
31 伊東家の食卓Ｎｏ．１裏ワザ大全集　２００６年版 日本テレビ放送網 日本テレビ放送網
31 アレ何？大事典 佐々木　正孝 著 小学館
31 アラマタ大事典 荒俣　宏 講談社
31 総合百科事典ポプラディア　プラス１（２００５）　補遺 秋山　仁 ポプラ社
31 ２１世紀こども百科大図解 青木　孝 小学館
31 ザ・ベストハウス図鑑　１ 扶桑社



31 ザ・ベストハウス図鑑　２ 扶桑社
31 ザ・ベストハウス図鑑　３ 扶桑社
31 くらべる図鑑 加藤由子　ほか　監修 小学館
31 世界と日本の大図解 総合情報アクセス
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 宇宙と天文 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社



31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 植物 旺文社
31 教科書がわかる学習用語事典 学研
31 ２１世紀こども百科 小学館
31 ２１世紀こども百科 小学館
31 ねぇ知ってる？大図鑑 福岡　伸一 / 総監修 主婦と生活社
31 雑学事典　「雑学大全」縮刷愛蔵版 東京雑学研究会 編 東京書籍
31 ピクチャーペディア スミソニアン協会∥監修 河出書房新社
31 モノのはじまりえほん ふわ　こういちろう 画 日本図書センター//日本図書センター

33 インサイダービジュアル博物館 エジプト ジョイス・ティルズリィ 昭文社
33 インサイダービジュアル博物館 海 ビバリー・マクミラン 昭文社
33 インサイダービジュアル博物館 宇宙 アラン・ダイヤー 昭文社
33 インサイダービジュアル博物館 恐竜 ジョン・ロング 昭文社
33 インサイダービジュアル博物館 猛獣と捕食者 ジョン・セイデンスティッカー 昭文社
33 インサイダービジュアル博物館 ヒトのからだ リンダ・カラブレシ 昭文社
33 インサイダービジュアル博物館 騎士と城 フィリップ・ディクソン 昭文社
33 インサイダービジュアル博物館 火山と地震 ケン・ルービン 昭文社
33 インサイダービジュアル博物館 発明 グレン・マーフィー 昭文社
33 インサイダービジュアル博物館 昆虫とクモ ノエル・タイト 昭文社
33 インサイダービジュアル博物館 熱帯雨林 リチャード・C．ヴォクト 昭文社
33 インサイダービジュアル博物館 サメとその生態 ビバリー・マクミラン 昭文社
33 いまがわかる！世界なるほど大百科 ジョー・フルマン　　イアン・グラハム　　サリーリーガン　　イザベル・トマス / 著　　スティーブン・スコッファム / 監修　　武舎　広幸　　武舎　るみ　　野村　麻依子 / 訳 河出書房新社
33 ギネス世界記録　２０１３ クレイグ・グレンディ 編 角川マガジンズ//角川グループパブリッシング

33 ギネス世界記録　２０１５ クレイグ・グレンディ 編 角川アスキー総合研究所//ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

33 ギネス世界記録　２０１６ クレイグ・グレンディ 編 角川アスキー総合研究所//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

33 図解！！やりかた大百科 デレク・ファーガストローム，他 著 パイ・インターナショナル

33 世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え ジェンマ・エルウィン・ハリス 編 西田　美緒子 訳 タイマ　タカシ 画 河出書房新社
36 血液のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
36 血液のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
36 血液のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
36 血液のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
36 血液のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
36 感覚器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
36 感覚器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
36 感覚器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
36 感覚器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
36 感覚器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
36 筋肉のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
36 筋肉のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
36 筋肉のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
36 筋肉のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
38 世界の国ぐに　民話と風土５　フランス・ベルギー・スイス 学研
40 科学の質問箱６　海の魚は塩分のとりすぎってないの？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
41 広辞苑　第六版 新村出 岩波書店
41 広辞苑　一日一語 岩波書店辞典編集部　編 岩波書店
49 伊東家の食卓裏ワザ大全集 日本テレビ放送網
49 わかもとの知恵 筒井 康隆 著 金の星社
49 生協の白石さん 白石　昌則 著 講談社
49 ＨＡＰＰＹ　ＢＩＲＴＨＤＡＹ　贈る言葉 ディスカヴァー ディスカヴァー



49 ふしぎな雑学読本 坪内　忠太 編著 新講社
49 ことわざドリル 板倉　俊之 著 リトル・モア
49 子ども救急事典２　うちみ・ねんざ・骨折したとき ポプラ社
49 子ども救急事典７　山でおきやすい事故と予防 ポプラ社
49 麻薬って何だ？ 剣持 加津夫 著 ポプラ社
49 世界のふしぎ大探検 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
49 爆笑テストの珍解答５００連発！！ 武田　逸人 鉄人社
49 爆笑テストの珍解答５００連発！！　ｖｏｌ．２ 武田　逸人 鉄人社
49 爆笑テストの珍解答５００連発！！　ｖｏｌ．３ 武田　逸人 鉄人社
49 ことわざおじさん 山口　タオ 著 下杉　正子 画 ポプラ社
49 爆笑テストの珍解答５００連発！！　ｖｏｌ．６ 武田　逸人 鉄人社
49 笑って学べる参考書国語　爆笑テストの珍解答編 武田　逸人 鉄人社
49 おかんメール　２ 「おかんメール」制作委員会 編 扶桑社
49 おかんメール 「おかんメール」制作委員会 編 扶桑社
49 おかんメール　３ 「おかんメール」制作委員会 編 扶桑社
49 爆笑テストの珍解答傑作選 和田　海苔子 鉄人社
49 エクストラ死ぬかと思った 林　雄司 編 アスペクト
49 スマッシュ死ぬかと思った 林　雄司 編 アスペクト
49 プレミアム死ぬかと思った 林　雄司 編 アスペクト
49 新しいバカドリルリンゴ タナカ　カツキ，天久　聖一 著 ポプラ社
49 新しいバカドリルゴリラ タナカ　カツキ，天久　聖一 著 ポプラ社
49 新しいバカドリルパイナップル タナカ　カツキ，天久　聖一 著 ポプラ社
49 爆笑テストの珍解答500連発!!vol.10 稲村貴・発行　武田逸人・編集 鉄人社
50 日本国勢図会２００３／０４ 矢野恒太記念会 編集 矢野恒太記念会
59 朝日ジュニア百科年鑑　２００８ 朝日新聞社
59 朝日ジュニア学習年鑑　２００９ 朝日ジュニア年鑑編集部 朝日新聞出版
59 朝日ジュニア学習年鑑　２０１０ 朝日新聞出版
59 ジュニア朝日年鑑・社会〈学習〉１９９５★１９９６ 朝日新聞社
59 ジュニア朝日年鑑・社会〈統計〉１９９５★１９９６ 朝日新聞社
59 ジュニアたのしい手づくりシリーズ３　はじめてのししゅう 学研
59 朝日ジュニア学習年鑑　２０１１ 朝日新聞出版
59 朝日ジュニア学習年鑑２０１２ 朝日新聞出版 / 編 朝日新聞出版
69 ビジュアル博物館 同朋舎
69 ビジュアル博物館　アメリカ・インディアン 同朋舎
69 ビジュアル博物館　戦闘 同朋舎
69 ビジュアル博物館　スパイ 同朋舎
69 ビジュアル博物館　魔女と魔術 同朋舎
69 ビジュアル博物館　宇宙探検 同朋舎
69 ビジュアル博物館　難破船 同朋舎
69 ビジュアル博物館　犯罪と捜査 同朋舎
69 ビジュアル博物館　台風と竜巻 同朋舎
69 ビジュアル博物館　感染症 同朋舎
69 ビジュアル博物館　第一次世界大戦 同朋舎
69 ビジュアル博物館　第二次世界大戦 同朋舎
69 学芸員になるには 深川　雅文 著 ぺりかん社
69 ビジュアル博物館１　鳥類 同朋舎
69 ビジュアル博物館２　岩石と鉱物 同朋舎
69 ビジュアル博物館３　骨格 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館５　樹木 同朋舎
69 ビジュアル博物館６　池と川の動植物 同朋舎
69 ビジュアル博物館７　蝶と蛾 同朋舎
69 ビジュアル博物館８　貝と甲殻 リリーフ・システムズ 訳 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館９　哺乳類 リリーフ・システムズ 訳 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館１０　海辺の動植物 同朋舎
69 ビジュアル博物館１１　植物 同朋舎
69 ビジュアル博物館１２　恐竜 同朋舎
69 ビジュアル博物館１３　スポーツ リリーフ・システムズ 訳 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館１４　古代人 リリーフ・システムズ 訳 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館１５　音楽 同朋舎



69 ビジュアル博物館１６　旗 同朋舎
69 ビジュアル博物館１７　昆虫 同朋舎
69 ビジュアル博物館１９　化石 同朋舎
69 ビジュアル博物館２０　魚類 同朋舎
69 ビジュアル博物館２１　自動車 同朋舎
69 ビジュアル博物館２２　航空機 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館２３ 古代エジプト 同朋舎
69 ビジュアル博物館２４　古代ローマ 同朋舎
69 ビジュアル博物館２５　結晶と宝石 同朋舎
69 ビジュアル博物館２６　爬虫類 同朋舎
69 ビジュアル博物館２７　発明 同朋舎
69 ビジュアル博物館２８　気象 同朋舎
69 ビジュアル博物館２９　ネコ科の動物 同朋舎
69 ビジュアル博物館３０　聖書の世界 リリーフ・システムズ 訳 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館３１　探検 同朋舎
69 ビジュアル博物館３２　イヌ科の動物 同朋舎
69 ビジュアル博物館３３　馬 同朋舎
69 ビジュアル博物館３４　映画 リリーフ・システムズ 訳 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館３５　服飾 同朋舎
69 ビジュアル博物館３６　船 同朋舎
69 ビジュアル博物館３７　古代ギリシャ 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館３８　火山 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館３９　列車 同朋舎
69 ビジュアル博物館４０　鮫 同朋舎
69 ビジュアル博物館４１　両生類 リリーフ・システムズ 訳 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館４２　象 同朋舎
69 ビジュアル博物館４３　騎士 同朋舎
69 ビジュアル博物館４４　ミイラ 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館４５　カウボーイ 同朋舎
69 ビジュアル博物館４６　鯨 同朋舎
69 ビジュアル博物館４７　インディオ 同朋舎
69 ビジュアル博物館４８　文字と書物 同朋舎
69 ビジュアル博物館４９　城 同朋舎
69 ビジュアル博物館５１　砂漠 同朋舎
69 ビジュアル博物館５２　先史時代 同朋舎
69 ビジュアル博物館５３　ピラミッド 同朋舎
69 ビジュアル博物館５４　ジャングル 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館５５　中国 同朋舎
69 ビジュアル博物館５６　考古学 同朋舎
69 ビジュアル博物館５７　北極と南極 同朋舎
69 ビジュアル博物館５８　建築物の世界 同朋舎
69 ビジュアル博物館６０　アメリカ・インディアン 同朋舎
69 ビジュアル博物館６４　霊長類 同朋舎出版
69 ビジュアル博物館　別巻 同朋舎出版
69 四国の美術館・博物館 四国新聞社
69 博物館へ行こう 木下　史青 / 著 岩波書店
70 こども１０大ニュース１９８５ こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
70 こども１０大ニュース１９８６ こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
70 こども１０大ニュース１９８７ こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
70 こども１０大ニュース１９８８ こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
70 こども１０大ニュース１９８９ こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
70 こども１０大ニュース１９９０ こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
70 こども１０大ニュース１９９１ こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
70 こども１０大ニュース１９９２ こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
70 こども１０大ニュース１９９３ こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
70 こども１０大ニュース１９９４ こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
70 こども１０大ニュース１９９５－１ こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
70 こども１０大ニュース１９９５－２ こどもニュース研究会 〔編〕 国土社
70 こども１０大ニュース１９９６ こどもニュース研究会 〔編〕 国土社



70 こども１０大ニュース１９９７ こどもニュース研究会 著 国土社
70 ジャーナリストになるには 河内　孝 著 ぺりかん社
70 メディア・リテラシー 菅谷　明子 著 岩波書店
70 池上彰の新聞活用術 池上　彰 著 ダイヤモンド社
70 マスコミは人を裁けるか 山本 武利 著 ポプラ社
70 新聞の読みかた 岸本 重陳 著 岩波書店
70 エンピツ１本、事件を追え！ 黒田 清 著 ポプラ社
70 フォト・ジャーナリストの眼 長倉　洋海 / 著 岩波書店
70 ？が！に変わるとき 小国　綾子 著 汐文社
70 池上彰に聞くどうなってるの？ニッポン新聞 池上 彰 東京堂出版
70 １１歳からの正しく怖がるインターネット 小木曽 健 晶文社
81 ボディランゲージの世界 ポプラ社
81 教養としての１０年代アニメ 町口　哲生 著 ポプラ社//ポプラ社
81 世界史で読み解く現代ニュース 池上　彰 著 増田　ユリヤ 著 ポプラ社//ポプラ社
81 補欠廃止論 セルジオ　越後 著 ポプラ社//ポプラ社
81 １８歳選挙世代は日本を変えるか 原田　曜平 著 ポプラ社//ポプラ社
81 一点突破 藤原　隆史 著 大川　慎太郎 著 ポプラ社//ポプラ社
90 恐るべきさぬきうどん ゲリラうどん通ごっこ軍団 編集 ホットカプセル
90 恐るべきさぬきうどん２ ホットカプセル
90 恐るべきさぬきうどん３ ホットカプセル
90 恐るべきさぬきうどん４ ホットカプセル
90 さぬきうどん全店制覇攻略本 ＴＪ　Ｋａｇａｗａ 編集 ホットカプセル
90 うまひゃひゃさぬきうどん さとなお 著 光文社
90 読み下し聞くままの記　百７話 木村　黙老 高松市図書館
90 下もむいてあるこう！ おおたきれいこ どんぐりネットワーク
93 パイレーツ・オブ・カリビアン／ワールド・エンド テッド・エリオット 著 竹書房
100 日本人の心のふるさと 吉田 敦彦 著 ポプラ社
100 さようなら、ドラえもん 中島　義道 / 著 講談社
100 哲学のおやつ　第Ⅰ期　いいとわるい ブリジット・ラベ　　ミシェル・ピュエシュ / 著　　西川　葉澄 / 訳 汐文社
100 哲学のおやつ　第Ⅰ期　うつくしいとみにくい ブリジット・ラベ　　ミシェル・ピュエシュ / 著　　西川　葉澄 / 訳 汐文社
100 哲学のおやつ　第Ⅰ期　成功と失敗 ブリジット・ラベ　　ミシェル・ピュエシュ / 著　　西川　葉澄 / 訳 汐文社
100 哲学のおやつ　第Ⅱ期　生きると死ぬ ブリジット・ラベ　　ミシェル・ピュエシュ / 著　　西川　葉澄 / 訳 汐文社
100 哲学のおやつ　第Ⅱ期　仕事とお金 ブリジット・ラベ　　ミシェル・ピュエシュ / 著　　西川　葉澄 / 訳 汐文社
100 哲学のおやつ　第Ⅱ期　じぶんと他人 ブリジット・ラベ　　ミシェル・ピュエシュ / 著　　西川　葉澄 / 訳 汐文社
100 哲学のおやつ　第Ⅲ期　戦争と平和 ブリジット・ラベ　　ミシェル・ピュエシュ / 著　　西川　葉澄 / 訳 汐文社
100 哲学のおやつ　第Ⅲ期　幸福と不幸 ブリジット・ラベ　　ミシェル・ピュエシュ / 著　　西川　葉澄 / 訳 汐文社
100 哲学のおやつ　第Ⅲ期　ヘンとふつう ブリジット・ラベ　　ミシェル・ピュエシュ / 著　　西川　葉澄 / 訳 汐文社
104 問題がモンダイなのだ 山本　貴光 著 筑摩書房
104 １４歳の君へ　どう考えどう生きるか 池田　晶子 著 毎日新聞社
104 １４歳からの哲学 池田　晶子 著 トランスビュー
104 はじめて考えるときのように 野矢　茂樹 / 著　　植田　真 / 絵 ＰＨＰ研究所
112 シンデレラの時計 角山 栄 著 ポプラ社
113 夢ってなんだろう 村瀬 学 文 福音館書店
113 子どものための哲学対話 永井　均 著 講談社
114 死ぬときに後悔すること２５ 大津修一 致知出版社
114 みんなで生きる・２１世紀４　「死ぬ」ということ ポプラ社
114 いのちってなんだろう 中村　桂子，他 著 佼成出版社
116 １３歳からの論理トレーニング 小野田　博一 / 著 ＰＨＰエディターズ・グループ//ＰＨＰ研究所

123 論語物語 下村　湖人 著 講談社
123 みんなの論語塾 安岡　定子 / 著 講談社
123 声に出して読みたい論語 齋藤　孝 著 草思社
123 まんがでわかる論語 齋藤　孝 著 備前　やすのり 画 あさ出版
130 おおきく考えよう ペーテル・エクベリ 著 イェンス・アールボム 画 枇谷　玲子 訳 晶文社//晶文社
131 ソクラテスの弁明 プラトン 〔著〕 角川書店
134 超訳ニーチェの言葉 フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

140 身近な心理学 瀬尾 直久 監修 ナツメ社
140 マンガ「心の授業」ファースト 三森　創 著 北大路書房
140 マンガ「心の授業」　セカンド 三森　創 著 北大路書房
140 マンガ「心の授業」　サード 三森　創 著 北大路書房



140 受験生の心の休ませ方 加藤　諦三 著 ＰＨＰ研究所
140 自分をラクにする心理学 国分 康孝 著 ＰＨＰ研究所
140 辛さに耐える心理学 加藤 諦三 著 ＰＨＰ研究所
140 “青い鳥”をさがしすぎる心理 加藤 諦三 著 ＰＨＰ研究所
140 自分に気づく心理学 加藤 諦三 著 ＰＨＰ研究所
140 妬まずにはいられない症候群（シンドローム） 加藤 諦三 著 ＰＨＰ研究所
140 「ねばり」と「もろさ」の心理学 加藤 諦三 著 ＰＨＰ研究所
140 自分を活かす心理学 加藤 諦三 著 ＰＨＰ研究所
140 ヤバい心理テスト 中川　穣助 著 日本文芸社
140 「感情」の解剖図鑑 苫米地　英人 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

140 イヤな気分をパッと手放す「自分思考」のすすめ 玉川　真里 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

140 １０代のための疲れた心がラクになる本 長沼　睦雄 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

141 七田式「超右脳」スピード記憶術 七田　眞 著 成美堂出版
141 １０代のメンタルヘルス⑤　怒りのコントロール ジュディス・ピーコック 著 大月書店
141 図解雑学　性格心理学 清水弘司　監修 ナツメ社
141 Ｂ型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ 著 文芸社
141 ＡＢ型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ 著 文芸社
141 Ｏ型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ 著 文芸社
141 のうだま 上大岡　トメ 著 幻冬舎
141 Ｉ型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ 著 文芸社
141 １３歳からの暗記ノート 小野田　博一 著 ＰＨＰエディターズ・グループ

141 アイデアはどこからやってくる？ 岩井俊雄 河出書房新社
141 自分の頭で考えるということ 羽生　善治 / 著 大和書房
141 恋愛を科学する ポプラ社
141 スヌーピーたちの性格心理分析 Ａ．Ｊ．ツワルスキー 著 講談社
141 ９つの性格 鈴木 秀子 著 ＰＨＰ研究所
141 三日坊主のやる気術 山﨑　拓巳 / 著 大和書房
141 Ａ型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ 著 文芸社
141 Ａ型自分の説明書　続 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ 著 文芸社
141 大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル 豊島　ミホ 著 岩波書店
141 好きな色嫌いな色の性格判断テスト　新装改訂 フェイバー・ビレン 著 佐藤　邦夫 訳 青娥書房
141 Ｂ型自分の説明書　続 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ 著 文芸社
141 Ｏ型自分の説明書　続 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ 著 文芸社
141 ＡＢ型自分の説明書　続 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ 著 文芸社
141 卒業しよう！めんどくさがり マスリラ 日本図書センター//日本図書センター

141 もうふりまわされない！怒り・イライラ 名越 康文/監修 日本図書センター
141 いつも怒っている人もうまく怒れない人も　図解アンガーマネジメント 戸田 久実 安藤 俊介 かんき出版
141 〈錯視〉だまされる脳 新井　仁之 著 こどもくらぶ 編 ミネルヴァ書房//ミネルヴァ書房

141 人生が豊かになる色彩心理 ナツメ社//ナツメ社
141 YA心の友だちシリーズ 「論理的に考える力」を伸ばす50の方法 小野田 博一 PHP研究所
141 気もちのリテラシー 八巻　香織 著 太郎次郎社エディタス//太郎次郎社エディタス

143 嘘つき男と泣き虫女 アラン・ピーズ 著 主婦の友社
143 話を聞かない男、地図が読めない女 アラン・ピーズ 著 主婦の友社
143 思春期の心理学 岸 良範 著 ポプラ社
145 １０代のメンタルヘルス⑥　自殺 ジュディス・ピーコック 著 大月書店
145 視覚ミステリーえほん ウォルター・ウイック あすなろ書房
145 記憶を消す子供たち レノア・テア 著 草思社
145 「キモさ」の解剖室 春日　武彦 著 イースト・プレス
146 兄姉弟妹（きょうだい）とくらべられても自分は自分 水井 笙子 著 岩崎書店
146 臨床心理士になるには 乾　吉佑 編著 ぺりかん社
146 １０代のメンタルヘルス⑨　喪失感 アイリーン・キューン 著 大月書店
146 子どもの家族画診断 Ｒ．Ｃ．バアンズ 著 黎明書房
146 原色子どもの絵診断事典 日本児童画研究会 編著 黎明書房
146 嫌われる勇気  自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見一郎  著 古賀史健  著 ダイヤモンド社
146 １０代のうちに知っておきたい折れない心の作り方 水島　広子 著 紀伊國屋書店
146 こじれない人間関係のレッスン 八巻 香織 太郎次郎社エディタス
146 ひといちばい敏感な子 エレイン・Ｎ・アーロン 1万年堂出版
147 自分のまわりにいいことがいっぱい起こる本 原田　真裕美 著 青春出版社
147 心霊づきあい 加門　七海 著 メディアファクトリー



147 もしもノンフィクション作家がお化けに出会ったら 工藤　美代子 / 著 メディアファクトリー
147 イメージの博物誌１　占星術 ウォレン・ケントン 平凡社
147 イメージの博物誌２　神聖舞踏 マリア＝ガブリエル・ヴォジーン 平凡社
147 イメージの博物館３　夢 デーヴィッド・コクスヘッド＋スーザン・ヒラー 平凡社
147 イメージの博物誌４　魔術 フランシス・キング 平凡社
147 イメージの博物誌５　霊・魂・体 デーヴィッド・タンズリー 平凡社
147 イメージの博物誌６　錬金術 スタニスラス・クロソウスキ・ド・ローラ 平凡社
147 イメージの博物誌７　螺綻の神秘 ジル・パース 平凡社
147 イメージの博物誌８　タントラ フィリップ・ローソン 平凡社
147 イメージの博物誌９ フィリップ・ローソン＋ラズロ・レゲザ 平凡社
147 イメージの博物誌10　魂の航海術 スタニスラフ・グロフ＋クリスティナ・グロフ 平凡社
147 イメージの博物誌11　ユダヤの秘義 ゼヴ・ベン・シモン・ハレヴィ 平凡社
147 イメージの博物誌12　時間 マリー・ルイゼ・フォン・フランツ 平凡社
147 イメージの博物館13　龍とドラゴン フランシス・ハックスリー 平凡社
147 イメージの博物誌14　地霊 ジョン・ミシェル 平凡社
147 イメージの博物館15　生命の樹 ロジャー・クック 平凡社
147 イメージの博物誌16　スーフィ ラレ・バフティヤル 平凡社
147 イメージの博物誌17　眼の世界劇場 フランシス・ハクスリー 著 平凡社
147 イメージの博物誌18　ミステリアス・ケルト ジョン・シャーキー 著 平凡社
147 イメージの博物誌19 マーシャル・アーツ ピーター・ペイン 著 平凡社
147 イメージの博物誌20 天地創造 デイヴィド・マクラガン 著 平凡社
147 イメージの博物誌21 ネコの宗教 ニコラス・ソーンダズ 著 平凡社
147 イメージの博物誌22　エジプトの神秘 リュシ・ラミ 著 平凡社
147 イメージの博物誌23　アーサー王伝説 ジェフリー・アッシュ 著 平凡社
147 イメージの博物誌24　神聖幾何学 ロバート・ロウラー 著 平凡社
147 イメージの博物誌25　聖なるチベット フィリップ・ローソン 著 平凡社
147 イメージの博物誌26　シャーマン ジョーン・ハリファクス 著 平凡社
147 イメージの博物誌28　アトランティス伝説 ジェフリー・アッシュ 著 平凡社
147 イメージの博物誌29　神殿 ジョン・Ｍ．ルンドクィスト 著 平凡社
147 イメージの博物誌30  女神 アデル・ゲティ 著 平凡社
147 イメージの博物誌33　ブッダ アリステア・シアラー 著 平凡社
147 イメージの博物誌34　双子と分身 ジョン・ラッシュ 著 平凡社
147 ヒトの「超」ひみつを知ろう ジュディス・ハーブスト 著 晶文社
147 にほんのおまじない 広田　千悦子 著 徳間書店
147 マンガで読む心霊体験本当にあった怖い話 雅　るな 池田書店
148 誕生日事典 ゲイリー・ゴールドシュナイダー 著 角川書店
148 マンガおもしろいほどよく当たる！１２星座あるある 水口　めい 画 アスコム
150 ともだち レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 ひとりぼっち レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 うれしい レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 あなたがすき レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 しあわせ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 わたしのせいじゃない レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 たんじょうび レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 たいせつなあなた レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 じぶん レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 ゆうき レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 てがみをください レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 あこがれ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 たいせつなとき レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 おんなのこだから レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 だいすきなあなたへ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 名言に学ぶ生き方　東洋編 稲垣 友美 著 あすなろ書房
150 ことわざに学ぶ生き方　東洋編 稲垣 友美 著 あすなろ書房
150 ことわざに学ぶ生き方　西洋編 荒井 洌 著 あすなろ書房
150 名作に学ぶ生き方　東洋編 稲垣 友美 著 あすなろ書房
150 名作に学ぶ生き方　西洋編 荒井 洌 著 あすなろ書房
150 名詩に学ぶ生き方　東洋編 稲垣 友美 著 あすなろ書房
150 名詩に学ぶ生き方　西洋編 荒井 洌 著 あすなろ書房



150 伝記に学ぶ生き方　東洋編 稲垣 友美 編著 あすなろ書房
150 伝記に学ぶ生き方　西洋編 稲垣 友美 編著 あすなろ書房
150 民話に学ぶ生き方　東洋編 荒井 洌 編著 あすなろ書房
150 民話に学ぶ生き方　西洋編 荒井 洌 編著 あすなろ書房
150 ゆうき レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 ともだち レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 ひとりぼっち レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 うれしい レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 あなたがすき レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 しあわせ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 わたしのせいじゃない レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 たんじょうび レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 たいせつなあなた レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 じぶん レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 ゆうき レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 てがみをください レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 あこがれ レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 たいせつなとき レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 おんなのこだから レイフ・クリスチャンソン 文 岩崎書店
150 考えよう話そう道徳！みんなで道トーク！　１　学校編 田中　六大 画 河出書房新社//河出書房新社

150 考えよう話そう道徳！みんなで道トーク！　２　家庭編 田中　六大 画 河出書房新社//河出書房新社

150 考えよう話そう道徳！みんなで道トーク！　３　まち編 田中　六大 画 河出書房新社//河出書房新社

150 キミたちはどう学ぶか？こどものための道徳　学び方編 齋藤　孝 著 ビジネス社//ビジネス社

150 キミたちはどう生きるか？こどものための道徳　生き方編 齋藤　孝 著 ビジネス社//ビジネス社

156 武士道 新渡戸　稲造 著 ＰＨＰ研究所
157 イメージの博物誌27　フリーメイソン Ｗ．カーク・マクナルティ 著 平凡社
157 イメージの博物誌31　天使 Ｐ．Ｌ．ウィルソン 著 平凡社
157 イメージの博物誌32  死者の書 スタニスラフ・グロフ 著 平凡社
159 プチ哲学 佐藤 雅彦 文と絵 マガジンハウス
159 じょうぶな頭とかしこい体になるために 五味 太郎 著 ブロンズ新社
159 わたしはだれ？ ポプラ社
159 人を愛することって？ ポプラ社
159 なぜねたむ心があるのか？ ポプラ社
159 友だちとは何か？ ポプラ社
159 何のために勉強するのか？ ポプラ社
159 本当の自由とは？ ポプラ社
159 正義って何だろう？ ポプラ社
159 お金があれば幸せか？ ポプラ社
159 わたしにとって親とは？ ポプラ社
159 人はなぜ生きて行くのか？ ポプラ社
159 今日からできるなりたい自分になる１００の方法 中山 庸子 著 幻冬舎
159 ハートブック 廣瀬 裕子 著 ＰＨＰ研究所
159 大切にしたいものは何？ 鶴見俊輔と中学生たち 〔著〕 晶文社
159 大人になるって何？ 鶴見俊輔と中学生たち 〔著〕 晶文社
159 ハッスル！ 南里 秀子 著 エクスナレッジ
159 だっこちゃんの心理学 吉元 由美 著 角川書店
159 あなたならどうする？ ジャック・ニコラシカ 著 ぶんか社
159 あなたは絶対！運がいい 浅見 帆帆子 著 グラフ社
159 あなたは絶対！守られている 浅見 帆帆子 著 グラフ社
159 わかった！運がよくなるコツ 浅見 帆帆子 著 広済堂出版
159 心がだんだん晴れてくる本 中山　庸子 著 新潮社
159 生き方 稲盛　和夫 著 サンマーク出版
159 願いは、ぜったい叶うもの！ リズ山崎 著 青春出版社
159 こころの処方箋 河合 隼雄 著 新潮社
159 オヤジ国憲法でいこう！ しりあがり　寿 著 理論社
159 みんなのなやみ 重松　清 著 理論社
159 みんなのなやみ　２ 重松　清 著 理論社
159 いつも笑顔で 宇佐美　百合子 著 ＰＨＰ研究所
159 カッコよく生きてみないか！ 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所



159 そんな友だちなら、いなくたっていいじゃないか！ 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所
159 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎 著 岩波書店
159 何のために勉強するのか？ ポプラ社
159 人生の贈り物 スペンサー・ジョンソン 著 扶桑社
159 いのちはなぜ大切なのか 小澤　竹俊 著 筑摩書房
159 いいじゃないいいんだよ 水谷　修 著 講談社
159 願いがかなう１００の方法 佳川　奈未 著 三笠書房
159 きっと勇気がわいてくる魔法の言葉　１ 中井　俊已 著 汐文社
159 きっと勇気がわいてくる魔法の言葉　２ 中井　俊已 著 汐文社
159 きっと勇気がわいてくる魔法の言葉　３ 中井　俊已 著 汐文社
159 「ゆっくり」でいいんだよ 辻　信一 著 筑摩書房
159 「ビミョーな未来」をどう生きるか 藤原　和博 著 筑摩書房
159 キッパリ！ 上大岡　トメ 著 幻冬舎
159 大人になる前に身につけてほしいこと 坂東眞理子 著 ＰＨＰ研究所
159 挫折と挑戦　壁をこえて行こう 中竹　竜二 著 ＰＨＰ研究所
159 家を出る日のために 辰巳　渚 著 理論社
159 人に教えたくない幸せの法則 川北　義則 著 青萌堂
159 うれしい奇跡を起こす方法 タツコ・マーティン 著 かんき出版
159 スッキリ！ 上大岡　トメ 著 幻冬舎
159 きらり１０代！ワークメッセージ ＮＨＫ「ＧＯＯＤ　ＪＯＢ！プロジェクト」 編 旬報社
159 「心の翼」の見つけ方 浜口　隆則 著 フォレスト出版
159 みえない未来相談室。 なかがわ　みどり 著 河出書房新社
159 叶恭子の知のジュエリー１２ヵ月 叶　恭子 著 理論社
159 下地先生の教え 下地　敏雄 著 朝日新聞出版
159 １０代からの夢をかなえる感性の磨き方 佳川　奈未 著 ＰＨＰ研究所
159 キミが、たいせつ。 ３２６ 著 ＰＨＰ研究所
159 ひとり遊びのススメ 茂木　健一郎 著 講談社
159 ひとり 吉本　隆明 著 講談社
159 中学時代にしておく５０のこと 中谷　彰宏 著 ＰＨＰ研究所
159 キミが勉強する理由 藤原　和博 著 朝日新聞出版
159 涙の数だけ大きくなれる！ 木下　晴弘 フォレスト出版
159 ティーンズメール 朝日新聞学芸部　編 教育史料出版会
159 遅刻坂にも春が来る　～１０代の人生論 阿部　紘久 / 著 晶文社
159 ブッタとシッタカブッタ 小泉 吉宏 著 メディアファクトリー
159 名言に学ぶ生き方　西洋編 荒井 洌 著 あすなろ書房
159 日日の格言 堀場　正夫 新学社
159 英語名言集 加島 祥造 著 岩波書店
159 トレンディなんてぶっとばせ 平松 茂 著 岩波書店
159 わたしはだれ？ ポプラ社
159 人を愛することって？ ポプラ社
159 なぜねたむ心があるのか？ ポプラ社
159 友だちとは何か？ ポプラ社
159 何のために勉強するのか？ ポプラ社
159 本当の自由とは？ ポプラ社
159 正義ってなんだろう？ ポプラ社
159 お金があれば幸せか？ ポプラ社
159 人はなぜ生きていくのか？ ポプラ社
159 お金があれば幸せか？ ポプラ社
159 わたしにとって親とは？ ポプラ社
159 よい子仮面なんかいらない 久美 沙織 著 ポプラ社
159 だいじょうぶ！可能性は無限大 下川 香苗 著 ポプラ社
159 自分は自分、他人（ひと）じゃない 吉本 由美 著 ポプラ社
159 もっとデッカイ世界があるぞ 秋山 仁 著 ポプラ社
159 もっとデッカイ世界があるぞ 秋山 仁 著 ポプラ社
159 プラス 真織 由季 著 ポプラ社
159 夢をかなえる１２の方法 折原 みと 著 ポプラ社
159 自立と孤独の心理学 加藤 諦三 著 ＰＨＰ研究所
159 くよくよしないで、笑っちゃえ！ 倉橋 燿子 著 ポプラ社
159 ぼくは野生動物の弁護人 小原 秀雄 著 ポプラ社



159 自分をまもる本 ローズマリー・ストーンズ 著 晶文社
159 間違いを活かす発想法 シャーロット・Ｆ・ジョーンズ 文 晶文社
159 八月十五日ぼくはナイフをすてた 井出 孫六 著 ポプラ社
159 借りのある人、貸しのある人 フランチェスコ・アルベローニ 著 草思社
159 他人をほめる人、けなす人 フランチェスコ・アルベローニ 著 草思社
159 ブッタとシッタカブッタ 小泉 吉宏 著 メディアファクトリー
159 そのまんまでいいよ 小泉 吉宏 著 メディアファクトリー
159 なぁんでもないよ 小泉 吉宏 著 メディアファクトリー
159 愛のシッタカブッタ 小泉 吉宏 著 メディアファクトリー
159 母業失格 井上 朝子 著 ポプラ社
159 十七歳 井上 路望 著 ポプラ社
159 わたしはだれ？ ポプラ社
159 人を愛することって？ ポプラ社
159 なぜねたむ心があるのか？ ポプラ社
159 友だちとはなにか？ ポプラ社
159 本当の自由とは？ ポプラ社
159 正義ってなんだろう？ ポプラ社
159 お金があれば幸せか？ ポプラ社
159 わたしにとって親とは？ ポプラ社
159 人はなぜ生きていくのか？ ポプラ社
159 １４歳の人生練習ドリル 菅原　亜樹子 / 著 講談社
159 人生を変える修造思考！ 松岡　修造 / 著 アスコム
159 つぶやくだけで心がスッキリする魔法の言葉（じゅもん） はづき　虹映 / 著 三笠書房
159 ２０代にしておきたい１７のこと 本田　健 / 著 大和書房
159 おなやみジュース 令丈　ヒロ子 / 著 講談社
159 劣等生の東大合格体験記 石黒　達昌 / 著 講談社
159 いじめに負けない心理学　愛蔵版 加藤　諦三 著 ＰＨＰ研究所
159 いつやるか？今でしょ！ 林　修 著 宝島社
159 今やる人になる４０の習慣 林　修 著 宝島社
159 中高生の勉強あるある、解決します。 池末　翔太，野中　祥平 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

159 「気だてのいいひと」宣言！ 香山　リカ 著 東京書籍
159 人生はニャンとかなる！ 水野　敬也，長沼　直樹 著 文響社
159 人生はワンチャンス！ 水野　敬也，長沼　直樹 著 文響社
159 まちがったっていいじゃないか 森 毅 筑摩書房
159 面倒だから、しよう 渡辺　和子 著 幻冬舎
159 中高生の勉強まだまだあるある、解決します。 池末　翔太，野中　祥平 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

159 努力が結果につながらない人に気づいてほしいこと 加藤　三彦 著 新潮社
159 自分はバカかもしれないと思ったときに読む本 竹内　薫 著 河出書房新社
159 さびしさの授業 伏見　憲明 著 イースト・プレス
159 ７つの習慣ティーンズ　リニューアル版 ショーン・コヴィー 著 フランクリン・コヴィー・ジャパン 訳 キングベアー
159 人生はＺＯＯっと楽しい！ 水野　敬也，長沼　直樹 著 文響社
159 にゃんて素敵な愛のコトバ 愛のコトバ研究会 著 宝島社
159 「やる気スイッチ」が入る！３０のヒント 松田正男 ＰＨＰ研究所
159 人生はもっとニャンとかなる！ 水野　敬也，長沼　直樹 著 文響社
159 偉人たちの最高の名言に田辺画伯が絵を描いた。 水野　敬也 著 田辺　誠一 画 朝日新聞出版
159 働く君に贈る２５の言葉 佐々木常夫 ＷＡＶＥ出版
159 ３週間続ければ一生が変わる　ポケット版 ロビン・シャーマ 著 北澤　和彦 訳 海竜社
159 マンガでよくわかる怒らない技術 嶋津　良智 著 星井　博文 原著 アサミネ　鈴 画 フォレスト出版
159 神さまとのおしゃべり さとう　みつろう 著 ワニブックス
159 １３歳までにやっておくべき５０の冒険 ピエルドメニコ・バッカラリオ，トンマーゾ・ペルチヴァーレ 著 アントンジョナータ・フェッラーリ 画 太郎次郎社エディタス
159 中学時代にガンバれる４０の言葉 中谷　彰宏 著 ＰＨＰ研究所
159 プレッシャーに負けない 梅沢　由香里 著 ＰＨＰ研究所
159 マンガでわかる！１０代に伝えたい名言集 定政　敬子 著 北谷　彩夏 画 大和書房//大和書房
159 マンガでわかる！１０代に伝えたい名言集 定政　敬子 著 北谷　彩夏 画 大和書房//大和書房
159 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎 著 マガジンハウス//マガジンハウス

159 ミライの授業 瀧本　哲史 著 講談社//講談社
159 YA心の友だちシリーズ 逆境を乗り越える50のヒント 植西 聰 PHP研究所
159 よのなかルールブック 林　ユミ 画 日本図書センター//日本図書センター

160 カミング・ホーム レックス・ヒクソン 著 コスモス・ライブラリー



160 宗教家になるには 島田　裕巳 著 ぺりかん社
160 からだ・こころ・たましい 岩田 慶治 著 ポプラ社
160 シリーズ世界の宗教①　イスラム教の人びと 河津 千代 訳 リブリオ出版
160 シリーズ世界の宗教②　キリスト教の人びと 河津 千代 訳 リブリオ出版
160 シリーズ世界の宗教③　シーク教の人びと 河津 千代 訳 リブリオ出版
160 シリーズ世界の宗教④　ヒンズー教の人びと 河津 千代 訳 リブリオ出版
160 シリーズ世界の宗教⑤　仏教の人びと 河津 千代 訳 リブリオ出版
160 シリーズ世界の宗教⑥　ユダヤ教の人びと 河津 千代 訳 リブリオ出版
162 ギリシア・ローマ神話　上 ブルフィンチ 作 岩波書店
162 ギリシア・ローマ神話　下 ブルフィンチ 作 岩波書店
162 日本のもと 神さま 中沢新一  監修 講談社
164 ギリシア神話 高津春繁訳 偕成社
164 北欧神話　新版 Ｐ．コラム 著 岩波書店
164 アダムとイヴ 橋本 淳子 絵 ほるぷ出版
164 女神イシス 合田 佐和子 絵 ほるぷ出版
164 アマテラス 東 逸子 絵 ほるぷ出版
164 ケツアルコアトルの道 スズキ コージ 絵 ほるぷ出版
164 アルテミス物語 木村 かほる 絵 ほるぷ出版
164 三体の神の物語 横尾 美美 絵 ほるぷ出版
164 聖書物語 北見 隆 絵 ほるぷ出版
164 フィンの伝説 宇野 亜喜良 絵 ほるぷ出版
164 世界の神々大図鑑 グラフィオ 編 金の星社
165 神社・お寺のふしぎ１００  すぐ近くにある「日本人の心のふるさと」のなぜ 田中ひろみ  文 偕成社
176 京都・社寺参拝入門 コトコト
180 ダライ・ラマ自伝 ダライ・ラマ十四世 著 文藝春秋
182 ブッダ物語 中村 元 著 岩波書店
183 大丈夫、生きていけるよ 明川　哲也 著 ＰＨＰ研究所
183 般ニャ心経 菅原　こころ リベラル社//星雲社
183 こどもブッダのことば すがわらけいこ 日本図書センター//日本図書センター

186 遍路の風景 村上 護 著 四国新聞社
186 娘遍路 田崎 笙子 著 葦書房
193 聖書のなかの女性たち 遠藤　周作 著 講談社
193 新訳聖書 日本聖書刊行会
193 手塚治虫の旧約聖書物語１ 集英社
193 手塚治虫の旧約聖書物語２ 集英社
193 手塚治虫の旧約聖書物語３ 集英社
198 スポットライト世紀のスクープ ボストン・グロ－ブ紙〈スポットライト〉チーム 編 有澤　真庭 訳 竹書房
198 後世への最大遺物，デンマルク国の話　改版 内村　鑑三 著 岩波書店
200 世界史アトラス ジェレミー・ブラック 総監修 集英社
200 社会のためにつくした人類愛 金の星社
200 人びとを感動させた出来事 金の星社
200 真実をときあかした発見 金の星社
200 未知の世界を開いた探検 金の星社
200 古代の歴史のなぞをといた発掘 金の星社
200 大自然にいどんだ冒険 金の星社
200 科学を進歩させた発明 金の星社
204 今も残る世界のふしぎとなぞ 金の星社
209 神々の世界　上 グラハム・ハンコック 著 小学館
209 神々の世界　下 グラハム・ハンコック 著 小学館
209 イギリス 岩崎書店
209 イタリア 岩崎書店
209 北ヨーロッパ 岩崎書店
209 ロシア 岩崎書店
209 エジプト 岩崎書店
209 チュニジア・アルジェリア・モロッコ 岩崎書店
209 インド 岩崎書店
209 朝鮮・韓国 岩崎書店
209 アメリカ 岩崎書店
209 メキシコ 岩崎書店



209 ブラジル 岩崎書店
209 太平洋諸国 岩崎書店
209 インドネシア 岩崎書店
209 中国 岩崎書店
209 イラン 岩崎書店
209 アフリカ 岩崎書店
209 ドイツ 岩崎書店
209 フランス 岩崎書店
209 ポーランド 岩崎書店
209 スペイン 岩崎書店
209 ビジュアル目からウロコの世界史 島崎　晋 著 ＰＨＰエディターズ・グループ

209 ＮＨＫ探検ロマン世界遺産　１　ナスカ地上絵と謎の巨大建築 ＮＨＫ「探検ロマン世界遺産」取材班 編 日本放送出版協会
209 ＮＨＫ探検ロマン世界遺産　２　天空の城マチュピチュと奇跡の都市 ＮＨＫ「探検ロマン世界遺産」取材班 編 日本放送出版協会
209 旅案内日本全国地図　日本の絶景を訪ねる旅 ゼンリン 朝日新聞社
209 まんが新・世界ふしぎ物語　１　永遠のなぞ大ピラミッド 吉川　豊 著 理論社
209 まんが新・世界ふしぎ物語　２　だれがかいたナスカの地上絵 吉川　豊 著 理論社
209 まんが新・世界ふしぎ物語　３　イースター島のなぞ巨人像モアイ 吉川　豊 著 理論社
209 まんが新・世界ふしぎ物語　４　世界にのこるストーンヘンジのなぞ 吉川　豊 著 理論社
209 きょうりゅうのはかば たかし よいち 文 理論社
209 くびながりゅうをさがせ たかし よいち 文 理論社
209 きえたかいじゅうたち たかし よいち 文 理論社
209 こおりづけのマンモス たかし よいち 文 理論社
209 ほらあなのげんしじん たかし よいち 文 理論社
209 ピラミッドのたから たかし よいち 文 理論社
209 さがしあてたなぞの国 たかし よいち 文 理論社
209 ジャングルにのこるみやこ たかし よいち 文 理論社
209 さばくにねむるミイラ たかし よいち 文 理論社
209 日本人はどこからきたか たかし よいち 文 理論社
209 まんが世界なぞのなぞ１ たかし よいち 原作 理論社
209 まんが世界なぞのなぞ２ たかし よいち 原作 理論社
209 まんが世界なぞのなぞ３ たかし よいち 原作 理論社
209 まんが世界なぞのなぞ４ たかし よいち 原作 理論社
209 まんが世界なぞのなぞ５ たかし よいち 原作 理論社
209 まんが世界なぞのなぞ７ たかし よいち 原作 理論社
209 まんが世界なぞのなぞ８ たかし よいち 原作 理論社
209 ２０世紀全記録 講談社 編集 講談社
209 古代文明 同朋舎出版
209 まんが人間の歴史４ 吉川 豊 作・画 理論社
209 まんが人間の歴史５ 吉川 豊 作・画 理論社
209 まんが人間の歴史６ 吉川 豊 作・画 理論社
209 まんが人間の歴史７ 吉川 豊 作・画 理論社
209 世界と日本の歴史１ 大月書店
209 世界と日本の歴史２ 大月書店
209 世界と日本の歴史３ 大月書店
209 世界と日本の歴史４ 大月書店
209 世界と日本の歴史５ 大月書店
209 世界と日本の歴史６ 大月書店
209 世界と日本の歴史７ 大月書店
209 世界と日本の歴史８ 大月書店
209 世界と日本の歴史９ 大月書店
209 世界と日本の歴史１０ 大月書店
209 世界と日本の歴史１１ 大月書店
209 世界と日本の歴史１２ 大月書店
209 世界史迷宮のミステリー１ 桐生 操 〔著〕 ベストセラーズ
209 世界史迷宮のミステリー２ 桐生 操 〔著〕 ベストセラーズ
209 大昔大探検 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
209 世界史図鑑みんなが知らない歴史の秘密 ティム・クーク 著 池内　恵 訳 主婦の友社
209 そうだったのか！現代史 池上 彰 集英社
209 そうだったのか！現代史パート２ 池上 彰 集英社



209 そうだったのか！日本現代史 池上 彰 集英社
209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史１ 近藤二郎 学研プラス
209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史２ 近藤二郎 学研プラス
209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史３ 近藤二郎 学研プラス
209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史４ 近藤二郎 学研プラス
209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史５ 近藤二郎 学研プラス
209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史６ 近藤二郎 学研プラス
209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史７ 近藤二郎 学研プラス
209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史８ 近藤二郎 学研プラス
209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史９ 近藤二郎 学研プラス
209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史１０ 近藤二郎 学研プラス
209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史１１ 近藤二郎 学研プラス
209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史１２ 近藤二郎 学研プラス
209 絶対に見られない世界の秘宝９９ ダニエル・スミス 著 小野　智子 訳 片山　美佳子 訳 日経ナショナルジオグラフィック社//日経ＢＰマーケティング

209 失われたメシアの神殿「ピラミッド」の謎 飛鳥　昭雄 著 三神　たける 著 学研パブリッシング//学研マーケティング

209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史　別巻［１］ 学研プラス//学研プラス

209 学研まんがＮＥＷ世界の歴史　別巻［２］ 学研プラス//学研プラス

210 写真でみる２０世紀の日本①　学校と子どもの生活の１００年 ＰＨＰ研究所
210 写真でみる２０世紀の日本②　科学技術の１００年 ＰＨＰ研究所
210 写真でみる２０世紀の日本③　衣食住の１００年 ＰＨＰ研究所
210 写真でみる２０世紀の日本④　のりものと交通の１００年 ＰＨＰ研究所
210 写真でみる２０世紀の日本⑤　スポーツとレジャーの１００年 ＰＨＰ研究所
210 写真でみる２０世紀の日本⑥　くらしと世相の１００年 ＰＨＰ研究所
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問１　日本人の祖先はどこから？ ポプラ社
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問２　聖武天皇はなぜ大仏をつくった？ ポプラ社
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問３　頼朝はなぜ鎌倉に幕府をひらいた？ ポプラ社
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問４　応仁の乱で京都はどうなった？ ポプラ社
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問５　信長はどんな人物だった？ ポプラ社
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問６　大名行列の費用はどのくらい？ ポプラ社
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問７　文明開化で変わったことは？ ポプラ社
210 調べ学習にやくだつ日本史の大疑問８　太平洋戦争はなぜおこった？ ポプラ社
210 〈図集〉幕末・明治の生活風景 須藤 功 編著 東方総合研究所
210 矢島の歴史 矢島町
210 目でみる戦争とくらし百科１ 早乙女 勝元 監修 日本図書センター
210 目でみる戦争とくらし百科２ 早乙女 勝元 監修 日本図書センター
210 目でみる戦争とくらし百科３ 早乙女 勝元 監修 日本図書センター
210 目でみる戦争とくらし百科４ 早乙女 勝元 監修 日本図書センター
210 目でみる戦争とくらし百科５ 早乙女 勝元 監修 日本図書センター
210 人物日本の歴史・日本を変えた５３人① 高野 尚好 監修・指導 学研
210 人物日本の歴史・日本を変えた５３人② 高野 尚好 監修・指導 学研
210 人物日本の歴史・日本を変えた５３人③ 高野 尚好 監修・指導 学研
210 人物日本の歴史・日本を変えた５３人④ 高野 尚好 監修・指導 学研
210 人物日本の歴史・日本を変えた５３人⑤ 高野 尚好 監修・指導 学研
210 人物日本の歴史・日本を変えた５３人⑥ 高野 尚好 監修・指導 学研
210 人物日本の歴史・日本を変えた５３人⑦ 高野 尚好 監修・指導 学研
210 人物日本の歴史・日本を変えた５３人⑧ 高野 尚好 監修・指導 学研
210 堂々日本史１ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史２ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史３ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史４ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史５ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史６ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史７ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史８ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史９ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史１０ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史１１ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史１２ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史１３ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版



210 堂々日本史１４ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史１５ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史１６ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史１７ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史１８ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史１９ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史２０ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史２１ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史２２ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史２３ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史２４ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々忠臣蔵 ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々戦国史 ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 堂々日本史　総集編 ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた１ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた２ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた３ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた４ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた５ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた６ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた７ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた８ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた９ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた１０ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた１１ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた１２ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた１３ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた１４ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた１６ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた１７ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた１８ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 その時歴史が動いた１９ ＮＨＫ取材班 編 ＫＴＣ中央出版
210 ＮＨＫその時歴史が動いた１ ＮＨＫ「その時歴史が動いた」取材班 編 ホーム社
210 ＮＨＫその時歴史が動いた２ ＮＨＫ「その時歴史が動いた」取材班 編 ホーム社
210 ＮＨＫその時歴史が動いた３ ＮＨＫ「その時歴史が動いた」取材班 編 ホーム社
210 ＮＨＫその時歴史が動いた４ ＮＨＫ「その時歴史が動いた」取材班 編 ホーム社
210 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり１ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり２ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり３ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり４ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり５ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり６ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり７ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり８ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり９ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 日本人の２０世紀・くらしのうつりかわり１０ 宮田 利幸 監修 小峰書店
210 新撰組のことがマンガで３時間でわかる本 津田　太愚 著 明日香出版社
210 プロジェクトＸ挑戦者たち　２４ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 日本放送出版協会
210 プロジェクトＸ挑戦者たち　２３ ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 編 日本放送出版協会
210 日本の歴史をよみなおす 網野　善彦 著 筑摩書房
210 日本の歴史をよみなおす　続 網野　善彦 著 筑摩書房
210 日本史恐怖の館　１　図書館版　古墳・奈良時代編 藤田　晋一 著 金の星社
210 日本史恐怖の館　２　図書館版　平安時代編 藤田　晋一 著 金の星社
210 日本史恐怖の館　３　図書館版　鎌倉時代編 藤田　晋一 著 金の星社
210 日本史恐怖の館　４　図書館版　室町・安土桃山時代編 藤田　晋一 著 金の星社
210 日本史恐怖の館　５　図書館版　江戸時代編 藤田　晋一 著 金の星社
210 その時歴史が動いた　改革者編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　宿命のライバル編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　風雲戦国編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社



210 その時歴史が動いた　激動幕末編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　三国志編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　幕末編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　中国英雄編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　世界英雄編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　乱世英雄編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　明治文化編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　戦国挽歌編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　信長・秀吉・家康編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 岩宿の発見 相沢　忠洋 著 講談社
210 その時歴史が動いた　世界史革命編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　新選組・龍馬編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　日露戦争編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　忠臣蔵編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　古代・中世の謎編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　冒険・挑戦編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　智将・猛将編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　幕末回天編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　戦国編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　策士・軍師編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　戦国立志編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　危機突破編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　感動スポーツ編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　女たちの決断編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　経済立国編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　維新の夜明け編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　逆転の戦国編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　昭和史激動編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　昭和史戦争への道編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　歴史の選択編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　昭和史太平洋戦争編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　昭和史終戦・平和編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　勝負師・達人編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　世界偉人編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　古代黎明編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　決死の外交編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 徹底図解古事記・日本書紀　カラー版 榎本　秋 著 新星出版社
210 脅威への旅　古代日本七不思議 文藝春秋編 文藝春秋
210 その時歴史が動いた　源平争乱・元寇編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　昭和史復興編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　戦国・江戸の危機編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　生命の守護者編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 新撰組顛末記 永倉　新八 著 新人物往来社
210 日本人の歴史教科書 藤岡　信勝 自由社
210 その時歴史が動いた　戦国武将の野望編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　日本史のヒーロー編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　志士たちの幕末編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　もしも・決断の瞬間編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 その時歴史が動いた　直江兼続と戦国興亡編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
210 一九四五年　慟哭の満州 橋本　カツ子 太平出版社
210 戦災孤児の記録 田宮　虎彦 太平出版社
210 ひとすじに星は流れて 太平出版社
210 戦火に生きた父母たち 小林　桂三郎 太平出版社
210 無名兵士の詩集 高崎　隆治 太平出版社
210 海軍特別警察隊 禾　晴道 太平出版社
210 戦争の横顔 寺崎　浩 太平出版社
210 ぼくら墨ぬり少国民 和田　多七郎 太平出版社
210 死の影に生きて 小熊　宗克 太平出版社
210 南京・広島・アウシュヴィッツ 黒田　秀俊 太平出版社



210 ヒロシマ　絶後の記録 小倉　豊文 太平出版社
210 中国人強制連行の記録 石飛　仁 太平出版社
210 東京空襲下の１５０日 茂原　照 太平出版社
210 学童集団疎開 浜　館菊雄 太平出版社
210 ヒロシマの夜の病棟から 田村　慶子 太平出版社
210 神と愛と戦争 太平出版社
210 わかれ 東京草の実会 太平出版社
210 満州　修羅の群れ 後藤　蔵人 太平出版社
210 神仏と日本人 桜井 正信 原案 さ・え・ら書房
210 一揆いろいろ 高野 澄 著 さ・え・ら書房
210 殿さまも楽じゃない 高野 澄 著 さ・え・ら書房
210 海賊の表と裏 高野 澄 著 さ・え・ら書房
210 貴族になってみないか 高野 澄 著 さ・え・ら書房
210 足軽は戦のプロ 高野 澄 著 さ・え・ら書房
210 幕府ってどういうもの 高野 澄 著 さ・え・ら書房
210 税金あの手この手 桜井 正信 原案 さ・え・ら書房
210 お金のねうちは何できまる ムロタニ ツネ象 著 さ・え・ら書房
210 飛鳥とは何か 梅原 猛 著 集英社
210 代官のうつり変わり 高野 澄 著 さ・え・ら書房
210 衣食住に見る日本の歴史１ あすなろ書房
210 衣食住に見る日本の歴史２ あすなろ書房
210 衣食住に見る日本の歴史３ あすなろ書房
210 衣食住に見る日本の歴史４ あすなろ書房
210 衣食住に見る日本の歴史５ あすなろ書房
210 衣食住に見る日本の歴史７ あすなろ書房
210 戦争と子どもたち１ 早乙女 勝元 編集 日本図書センター
210 戦争と子どもたち２ 早乙女 勝元 〔ほか〕編集 日本図書センター
210 戦争と子どもたち３ 早乙女 勝元 〔ほか〕編集 日本図書センター
210 戦争と子どもたち４ 早乙女 勝元 〔ほか〕編集 日本図書センター
210 戦争と子どもたち５ 早乙女 勝元 〔ほか〕編集 日本図書センター
210 戦争と子どもたち６ 早乙女 勝元 〔ほか〕編集 日本図書センター
210 外国人の見た信長・秀吉・家康 谷 真介 著 ポプラ社
210 吉野ヶ里遺跡発掘 七田 忠昭 著 ポプラ社
210 母と子でみる東京大空襲 早乙女 勝元 編 草の根出版会
210 母と子でみる日本の空襲 早乙女 勝元 編 草の根出版会
210 母と子でみる反戦平和に生きた人びと 塩田 庄兵衛 編 草の根出版会
210 母と子でみる南京からの手紙 早乙女 勝元 編 草の根出版会
210 母と子でみる南の島の悲劇 石上 正夫 編 草の根出版会
210 母と子でみる毒ガス島 早乙女 勝元 編 草の根出版会
210 母と子でみる「戦争と青春」と私 早乙女 勝元 編 草の根出版会
210 母と子でみる沖縄戦とアイヌ兵士 橋本 進 編 草の根出版会
210 母と子でみる戦争と北方少数民族 田中 了 編 草の根出版会
210 日中戦争１　１５年戦争への道 鈴木 亮 編 ほるぷ出版
210 日中戦争２　偽造された「満州国」 鈴木 亮 編 ほるぷ出版
210 日中戦争３　拡大する日中戦争 鈴木 亮 編 ほるぷ出版
210 日中戦争４　戦争下を生きる 鈴木 亮 編 ほるぷ出版
210 日中戦争５　アジア・太平洋戦争 鈴木 亮 編 ほるぷ出版
210 日中戦争６　敗戦と解放 鈴木 亮 編 ほるぷ出版
210 新聞で調べよう現代日本の５０年① 現代日本の５０年編集委員会 編 大日本図書
210 新聞で調べよう現代日本の５０年② 現代日本の５０年編集委員会 編 大日本図書
210 新聞で調べよう現代日本の５０年③ 現代日本の５０年編集委員会 編 大日本図書
210 新聞で調べよう現代日本の５０年④ 現代日本の５０年編集委員会 編 大日本図書
210 新聞で調べよう現代日本の５０年⑤ 現代日本の５０年編集委員会 編 大日本図書
210 まんがで見る日本の戦後５０年　第１巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店
210 まんがで見る日本の戦後５０年　第２巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店
210 まんがで見る日本の戦後５０年　第３巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店
210 まんがで見る日本の戦後５０年　第４巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店
210 まんがで見る日本の戦後５０年　第５巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店
210 まんがで見る日本の戦後５０年　第６巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店



210 まんがで見る日本の戦後５０年　第７巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店
210 まんがで見る日本の戦後５０年　第８巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店
210 まんがで見る日本の戦後５０年　第９巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店
210 まんがで見る日本の戦後５０年　第１０巻 岩崎書店編集部 編集 岩崎書店
210 しらべ学習に役立つ日本の歴史１　縄文式土器とたて穴式住居をしらべる 小峰書店
210 しらべ学習に役立つ日本の歴史２　吉野ヶ里遺跡をしらべる 小峰書店
210 しらべ学習に役立つ日本の歴史３　古墳をしらべる 小峰書店
210 しらべ学習に役立つ日本の歴史４　遣唐使船をしらべる 小峰書店
210 しらべ学習に役立つ日本の歴史５　平安京をしらべる 小峰書店
210 しらべ学習に役立つ日本の歴史６　元寇をしらべる 小峰書店
210 しらべ学習に役立つ日本の歴史７　金閣・銀閣をしらべる 小峰書店
210 しらべ学習に役立つ日本の歴史８　南蛮屏風をしらべる 小峰書店
210 しらべ学習に役立つ日本の歴史１０　災害の歴史をしらべる 小峰書店
210 しらべ学習に役立つ日本の歴史１１　日本の近代化をしらべる 小峰書店
210 しらべ学習に役立つ日本の歴史１２　太平洋戦争をしらべる 小峰書店
210 母と子でみる　原爆を撮った男たち 反核・写真運動 編 草の根出版会
210 子どもたちの日々 飯沢 耕太郎 編 福音館書店
210 日本人の起源１ 教育社
210 日本人の起源２　恐竜時代 教育社
210 日本人の起源３　氷河時代 教育社
210 日本人の起源４　日本の哺乳動物 教育社
210 日本人の起源６　縄文時代 教育社
210 日本人の起源７　縄文から弥生へ 教育社
210 日本人の起源８　邪馬台国の誕生 教育社
210 新聞で調べよう現代日本の５０年① 現代日本の５０年編集委員会 編 大日本図書
210 新聞で調べよう現代日本の５０年② 現代日本の５０年編集委員会 編 大日本図書
210 新聞で調べよう現代日本の５０年③ 現代日本の５０年編集委員会 編 大日本図書
210 新聞で調べよう現代日本の５０年④ 現代日本の５０年編集委員会 編 大日本図書
210 新聞で調べよう現代日本の５０年⑤ 現代日本の５０年編集委員会 編 大日本図書
210 日本人の起源５　日本人はどこからきたか 教育社
210 マンガ日本の歴史２ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史３ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史４ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史５ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史６ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史７ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史８ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史９ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史１０ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史１１ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史１２ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史１３ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史１４ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史１５ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史１６ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史１７ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史１８ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史１９ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史２０ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史２１ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史２２ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史２３ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史２４ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史２５ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史２６ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史２７ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史２８ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史２９ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史３０ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社



210 マンガ日本の歴史３１ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史３２ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史３３ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史３４ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史３５ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史３６ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史３７ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史３８ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史３９ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史４０ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史４１ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史４２ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史４３ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史４４ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史４５ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史４６ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史４７ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 マンガ日本の歴史４８ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 歴史の宿７０選 朝日新聞社 編 朝日新聞社
210 マンガ日本の歴史１ 石ノ森 章太郎 著 中央公論社
210 朝日百科日本の歴史１ 朝日新聞社
210 朝日百科日本の歴史２ 朝日新聞社
210 朝日百科日本の歴史３ 朝日新聞社
210 朝日百科日本の歴史４ 朝日新聞社
210 朝日百科日本の歴史５ 朝日新聞社
210 朝日百科日本の歴史６ 朝日新聞社
210 朝日百科日本の歴史７ 朝日新聞社
210 朝日百科日本の歴史８ 朝日新聞社
210 朝日百科日本の歴史９ 朝日新聞社
210 朝日百科日本の歴史１０ 朝日新聞社
210 朝日百科日本の歴史１１ 朝日新聞社
210 朝日百科日本の歴史１２ 朝日新聞社
210 朝日百科日本の歴史　別巻 朝日新聞社
210 しらべ学習に役立つふるさとの歴史と風土１　北海道の歴史と人びとのくらし 谷口 研語 〔編著〕 あすなろ書房
210 しらべ学習に役立つふるさとの歴史と風土２　東北の歴史と人びとのくらし 谷口 研語 〔編著〕 あすなろ書房
210 しらべ学習に役立つふるさとの歴史と風土３　関東の歴史と人びとのくらし 谷口 研語 〔編著〕 あすなろ書房
210 しらべ学習に役立つふるさとの歴史と風土４　中部の人びとの歴史とくらし 谷口 研語 〔著〕 あすなろ書房
210 しらべ学習に役立つふるさとの歴史と風土５　近畿の歴史と人びとのくらし 谷口 研語 〔編著〕 あすなろ書房
210 しらべ学習に役立つふるさとの歴史と風土６　中国・四国の歴史と人びとのくらし 谷口 研語 〔編著〕 あすなろ書房
210 しらべ学習に役立つふるさとの歴史と風土７　九州・沖縄の歴史とくらし 谷口 研語 〔編著〕 あすなろ書房
210 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑１　食物の歴史 ポプラ社
210 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑２　衣服の歴史 ポプラ社
210 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑３　住まいの歴史 ポプラ社
210 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑４　交通・通信の歴史 ポプラ社
210 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑５　農業・漁業の歴史 ポプラ社
210 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑６　商業・工業の歴史 ポプラ社
210 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑７　文化の歴史 ポプラ社
210 調べ学習にやくだつくらしの歴史図鑑８　国際関係の歴史 ポプラ社
210 写真でみる２０世紀の日本１　学校と子どもの生活の１００年 ＰＨＰ研究所
210 写真でみる２０世紀の日本２　科学技術の１００年 ＰＨＰ研究所
210 写真でみる２０世紀の日本３　衣食住の１００年 ＰＨＰ研究所
210 写真でみる２０世紀の日本４　のりものと交通の１００年 ＰＨＰ研究所
210 写真でみる２０世紀の日本５　スポーツとレジャーの１００年 ＰＨＰ研究所
210 写真でみる２０世紀の日本６　くらしと世相の１００年 ＰＨＰ研究所
210 遺跡が語る日本人のくらし 佐原 真 著 岩波書店
210 「岩宿」の発見 相沢　忠洋 講談社
210 日本の歴史 飯倉 晴武 編 小学館
210 日本の歴史３ 樋口　清之 学研
210 日本の歴史４ 樋口　清之 学研



210 日本の歴史６ 樋口　清之 学研
210 日本の歴史７ 樋口　清之 学研
210 日本の歴史８ 樋口　清之 学研
210 日本の歴史９ 樋口　清之 学研
210 日本の歴史１１ 樋口　清之 学研
210 日本の歴史１２ 樋口　清之 学研
210 日本の歴史１３ 樋口　清之 学研
210 日本の歴史１４ 樋口　清之 学研
210 日本の歴史１５ 樋口　清之 学研
210 日本の歴史１６ 樋口　清之 学研
210 日本の歴史１７ 樋口　清之 学研
210 教科書人物辞典 樋口　清之 学研
210 子どもと一緒に楽しむ日本の歴史とっておきの話（上） 石田 泰照 編 黎明書房
210 絵や写真で調べる日本の文化の歴史１ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
210 絵や写真で調べる日本の文化の歴史２ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
210 絵や写真で調べる日本の文化の歴史３ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
210 絵や写真で調べる日本の文化の歴史４ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
210 絵や写真で調べる日本の文化の歴史５ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
210 絵や写真で調べる日本の文化の歴史６ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
210 絵や写真で調べる日本の文化の歴史７ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
210 絵や写真で調べる日本の文化の歴史８ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
210 子どもと一緒に楽しむ日本の歴史とっておきの話（下） 石田 泰照 編 黎明書房
210 幕末流星群 荒井　裕介∥著//宮崎　絵美子∥画 東京書籍
210 こんな時代があったのか！？明治・大正日本人の意外な常識 実業之日本社
210 これは真実か！？日本歴史の謎１００物語　１ 小西　慶太　　桃谷　薫　　島崎　晋 / 著 岩崎書店
210 これは真実か！？日本歴史の謎１００物語　２ 高松　完子  　大賀　豊　　古舘　明廣　　あじの　曜子　　古舘　綾子 / 著 岩崎書店
210 これは真実か！？日本歴史の謎１００物語　３ 桃谷　薫　　あじの　曜子　　小西　慶太 / 著 岩崎書店
210 これは真実か！？日本歴史の謎１００物語　４ 滝瀬　元　　平野　あきら　　伊藤　雅人 / 著 岩崎書店
210 これは真実か！？日本歴史の謎１００物語　５ 島崎　晋　　小西　慶太　　滝瀬　元　　大賀　豊 / 著 岩波書店
210 これは真実か！？日本歴史の謎１００物語　６ 伊藤　雅人　　高松　完子　　中嶋　一郎　　味元　敬子　　遠藤　さほ / 著 岩崎書店
210 これは真実か！？日本歴史の謎１００物語　７ 平野　あきら　　あじの　曜子　　味元　敬子　　遠藤　さほ / 著 岩崎書店
210 これは真実か！？日本歴史の謎１００物語　８ 大賀　豊　　伊藤　雅人　　桃谷　薫 / 著 岩崎書店
210 これは真実か！？日本歴史の謎１００物語　９ あじの　曜子　　滝瀬　元　　平野　あきら / 著 岩崎書店
210 これは真実か！？日本歴史の謎１００物語　１０ 高松　完子　　島崎　晋　　大賀　豊　　古舘　綾子 / 著 岩崎書店
210 日本という国　増補改訂 小熊　英二 / 著 イースト・プレス
210 日本ミステリー遺産 双葉社
210 教科書が教えてくれない日本の領土の歴史 晋遊舎
210 平和博物館・戦跡ガイド　ビジュアル版　１　広島平和記念資料館と戦跡めぐり 佐藤　広基　　本地　桃子 / イラスト・文 汐文社
210 平和博物館・戦跡ガイド　ビジュアル版　２　長崎原爆資料館と戦跡めぐり 佐藤　広基　　本地　桃子 / イラスト・文 汐文社
210 平和博物館・戦跡ガイド　ビジュアル版　３　沖縄県平和祈念資料館と戦跡めぐり 佐藤　広基　　本地　桃子 / イラスト・文 汐文社
210 漫画家たちの戦争別巻資料 宮部　精一，他 著 金の星社
210 綾瀬はるか「戦争」を聞く ＴＢＳテレビ「ＮＥＷＳ２３」取材班 編 岩波書店
210 ユキは十七歳特攻で死んだ 毛利　恒之 著 ポプラ社
210 日本のいちばん長い日　決定版 半藤　一利 著 文藝春秋
210 日本の歴史 1 山本博文 岩本佳浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 2 山本博文 坂元輝弥 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 3 山本博文 天神うめまる ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 4 山本博文 梅屋敷ミタ ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 5 山本博文 岩元健一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 6 山本博文 松尾葉月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 7 山本博文 藤森ゆゆ缶 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 8 山本博文 ひらぶき雅浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 9 山本博文 備前やすのり ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 10 山本博文 かのえゆうし ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 11 山本博文 石川樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 12 山本博文 蔦森えん ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 13 山本博文 水面かえる ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 14 山本博文 久木ゆづる ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 日本の歴史 15 山本博文 亜円堂 ＫＡＤＯＫＡＷＡ



210 日本の歴史 別巻 山本博文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
210 ヒロシマ－壁に残された伝言 井上　恭介 著 集英社
210 沖縄戦５４６日を歩く カベルナリア吉田 著 彩流社
210 桶狭間の合戦 すぎた　とおる 原著 やまざき　まこと 画 ポプラ社
210 長篠・設楽原の合戦 すぎた　とおる 原著 中島　健志 画 ポプラ社
210 関ヶ原の合戦 すぎた　とおる 原著 早川　大介 画 ポプラ社
210 大坂冬の陣・夏の陣 すぎた　とおる 原著 中島　健志 画 ポプラ社
210 明治維新 すぎた　とおる 原著 中島　健志 画 ポプラ社
210 西南戦争 すぎた　とおる 原著 岩村　俊哉 画 ポプラ社
210 蒙古襲来 水谷　俊樹 原著 やまざき　まこと 画 ポプラ社
210 大化の改新 水谷　俊樹 原著 大杉　ゆきひろ 画 ポプラ社
210 つぶやき戦国武将天下統一なう 歴史魂編集部 著 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

210 至急塩を止められて困っています信玄 スエヒロ 著 飛鳥新社
210 あんずの木の下で 小手鞠　るい 著 原書房
210 海なお深く　上巻 全日本海員組合 成山堂書店
210 海なお深く　下巻 全日本海員組合 成山堂書店
210 くらべる時代昭和と平成 おかべ　たかし 著 山出　高士 写真 東京書籍
210 「参勤交代」の不思議と謎 山本　博文 監修 実業之日本社//実業之日本社

210 サムライ サムライ研究会 著 新紀元社//新紀元社
210 歴史クイズ１縄文時代～室町時代 ワン・ステップ 金の星社
210 歴史クイズ２安土桃山時代～現代 ワン・ステップ 金の星社
210 歴史人物クイズ１縄文時代～室町時代 ワン・ステップ 金の星社
210 歴史人物クイズ２安土桃山時代～現代 ワン・ステップ 金の星社
210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　１ 姫川　明 画 学研教育出版//学研マーケティング

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　２ 河伯　りょう 画 学研教育出版//学研マーケティング

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　３ 城爪草 画 学研教育出版//学研マーケティング

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　４ 清瀬　のどか 画 学研教育出版//学研マーケティング

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　５ 小坂　伊吹 画 学研教育出版//学研マーケティング

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　６ 館尾　冽 画 アサミネ　鈴 画 学研教育出版//学研マーケティング

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　７ ｓａｎｏｒｉｎ 画 学研教育出版//学研マーケティング

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　８ 岩崎　美奈子 画 学研教育出版//学研マーケティング

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　９ アサミネ　鈴 画 学研教育出版//学研マーケティング

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　１０ 清瀬　赤目 画 学研教育出版//学研マーケティング

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　１１ 氷栗　優 画 学研教育出版//学研マーケティング

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　１２ 山陸　洋子 画 学研教育出版//学研マーケティング

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　別巻［１］ 大石　学 監修 学研教育出版//学研マーケティング

210 学研まんがＮＥＷ日本の歴史　別巻［２］ 大石　学 監修 学研教育出版//学研マーケティング

210 あらすじとイラストでわかる新選組 知的発見！探検隊 編著 イースト・プレス//イースト・プレス

210 新選組 ひのみち 画 こざき　ゆう 著 学研プラス//学研プラス

210 日本史 かみゆ歴史編集部 編 朝日新聞出版 編著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

215 香川県の百年 山川出版社
216 広島第二県女二年西組 関 千枝子 著 筑摩書房
218 ふるさと香川の歴史 香川県 編集 香川県
218 人づくり風土記３７香川 農山漁村文化協会
218 新版　香川の歴史ものがたり 香川県中学校社会科研究会
218 新版　香川の歴史ものがたり 香川県中学校社会科研究室
218 新版　香川の歴史ものがたり 香川県中学校社会科研究室
218 新版　香川の歴史ものがたり 香川県中学校社会科研究室
218 四国歴史探訪 橋詰　茂
219 いま沖縄をかんがえる 丸木 政臣 著 岩崎書店
219 清ら島　沖縄 財団法人　沖縄協会
219 清ら島　沖縄 財団法人　沖縄協会
219 清ら島　沖縄 財団法人　沖縄協会
219 清ら島　沖縄 財団法人　沖縄協会
219 清ら島　沖縄 財団法人　沖縄協会
220 母と子でみる中国残留日本人孤児 大場 かをり 編 草の根出版会
220 母と子でみる重慶からの手紙 早乙女 勝元 編 草の根出版会
220 母と子でみるハルビンからの手紙 早乙女 勝元 編 草の根出版会
220 母と子でみる延安からの手紙 早乙女 勝元 編 草の根出版会



220 母と子でみるベトナムに春近く 早乙女 勝元 編 草の根出版会
221 まんが朝鮮の歴史１ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史２ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史３ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史４ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史５ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史６ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史７ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史８ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史９ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史１０ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史１１ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史１２ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史１３ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史１４ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史１５ 安 宇植 訳 ポプラ社
221 まんが朝鮮の歴史１６ 安 宇植 訳 ポプラ社
222 中国古代の文化 白川　静 講談社
222 中国古代の民俗 白川　静 講談社
222 万里の長城 加古　里子∥著 福音館書店
227 これならわかるパレスチナとイスラエルの歴史Ｑ＆Ａ 野口宏 大月書店
230 なぜ、おきたのか？ クライヴ・Ａ．ロートン 作 岩崎書店
230 絵で見る十字軍物語 塩野　七生 著 新潮社
230 母と子でみるアウシュビッツ 早乙女 勝元 編 草の根出版会
230 母と子でみるアンネ・フランク 早乙女 勝元 編 草の根出版会
230 母と子でみるターニャの詩 早乙女 勝元 編 草の根出版会
230 母と子でみる壁の消えたベルリン 山本 耕二 編 草の根出版会
230 母と子でみるサンクトペテルブルク探訪 山本 耕二 写真と文 草の根出版会
232 ローマは一日にして成らず（上） 塩野 七生 著 新潮社
232 ローマは一日にして成らず（下） 塩野 七生 著 新潮社
233 とびきり哀しいスコットランド史 フランク・レンウィック 著 筑摩書房
240 ナイル川とエジプト 赤地 経夫 文・写真 福音館書店
242 エジプトのミイラ アリキ 文と絵 あすなろ書房
253 父親たちの星条旗 ジェームズ・ブラッドリー 著 イースト・プレス
253 硫黄島の星条旗 ジェイムズ・ブラッドリー 文藝春秋
280 アインシュタイン伝 矢野　健太郎 新潮社
280 人間っておもしろい 日本図書センター
280 ２１世紀こども人物館 小学館
280 世界を変えた人が、子どもだったころのお話 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
280 ２１世紀こども人物館 小学館
280 ダイアナ妃物語 マーク・セラシニ 作 国土社
280 人物大探検 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
280 世界を変えた５０人の女性科学者たち レイチェル・イグノトフスキー 著 野中　モモ 訳 創元社//創元社
280 天才たちのびっくり 子ども時代 ジャン・ベルナール・ブイ アンヌ・ブランシャール 岩崎書店
280 革命児たちの仰天 情熱人生 アンヌ・ブランシャール フランシス・ミジオ 岩崎書店
280 感染症とたたかった科学者たち 岡田 晴恵 岩崎書店
280 お姫様大図鑑 ブレインナビ 金の星社
280 なでしこ大図鑑 ウェッジホールディングス 金の星社
280 マハトマ・ガンディー／阿波根昌鴻 たから　しげる 著 堀切　リエ 著 大月書店//大月書店
280 チャップリン／パブロ・ピカソ 山口　理 著 大月書店//大月書店
280 田中正造／ワンガリ・マータイ 堀切　リエ 著 押川　節生 著 大月書店//大月書店
280 キング牧師／ネルソン・マンデラ 濱野　京子 著 たから　しげる 著 大月書店//大月書店
280 平塚らいてう／萱野茂 濱野　京子 著 寮　美千子 著 大月書店//大月書店
280 東大名誉教授がおしえるやばい世界史 和田　ラヂヲ 画 亀 画 滝乃　みわこ 著 ダイヤモンド社//ダイヤモンド社

281 「戦国武将」がよくわかる本 レッカ社 編著 ＰＨＰ研究所
281 アラマタ人物伝 荒俣　宏 講談社
281 戦国武将大百科　１　ビジュアル版　東日本編 ポプラ社
281 戦国武将大百科　２　ビジュアル版　西日本編 ポプラ社
281 戦国武将大百科　３　ビジュアル版　合戦編 ポプラ社



281 幕末・維新人物大百科　上　ビジュアル版　薩長土肥編 ポプラ社
281 幕末・維新人物大百科　中　ビジュアル版　幕府・朝廷編 ポプラ社
281 幕末・維新人物大百科　下　ビジュアル版　事件編 ポプラ社
281 ビジュアル　明治・大正・昭和　近代日本の１０００人 近現代史編纂会 世界文化社
281 現代日本人物事典 旺文社 編 旺文社
281 ふるさと歴史新聞１ ポプラ社
281 ふるさと歴史新聞２ ポプラ社
281 ふるさと歴史新聞３ ポプラ社
281 ふるさと歴史新聞４ ポプラ社
281 ふるさと歴史新聞５ ポプラ社
281 ふるさと歴史新聞６ ポプラ社
281 ふるさと歴史新聞７ ポプラ社
281 難読姓氏辞典 東京堂出版
281 名乗辞典 荒木　良造 東京堂出版
281 日本史のあの人物ハテ、そういえば…？ 歴史の謎を探る会 / 編 河出書房新社
281 ＮＨＫ歴史秘話ヒストリア　江戸～幕末ヒーロー伝 ＮＨＫ制作班 / 編 ワニブックス
281 阿川佐和子の世界一受けたい授業 阿川　佐和子 著 文藝春秋
281 清水義範のイッキによめる！日本史人物伝　古代編 清水　義範 講談社
281 さぬき・人・ここにあり 香川県教育会
281 さぬき・人・ここにあり 香川県教育会
281 さぬき・人・ここにあり 香川県教育会
281 戦国武将キャラ図鑑 いとう　みつる 画 主婦と生活社
281 名将の法則 安部　龍太郎 著 新潮社
281 伊能忠敬 西本　鶏介 著 青山　邦彦 画 ミネルヴァ書房//ミネルヴァ書房

281 東大教授がおしえるやばい日本史 和田　ラヂヲ 画 横山　了一 画 滝乃　みわこ 著 ダイヤモンド社//ダイヤモンド社

284 ぼくはマサイ ジョゼフ・レマソライ・レクトン 著 さえら書房
288 名字の謎がわかる本 森岡　浩 著 幻冬舎
288 赤い楯　上 広瀬 隆 著 集英社
288 赤い楯　下 広瀬 隆 著 集英社
288 世界の国旗 学研
288 名前の読み方辞典 東京堂出版編集部 編 東京堂出版
288 残酷な王と悲しみの王妃 ２ 中野京子  著 集英社
288 残酷な王と悲しみの王妃 中野京子  著 集英社
288 名字でわかるあなたのルーツ 森岡　浩 著 小学館//小学館
289 だから、あなたも生きぬいて 大平 光代 著 講談社
289 だから、あなたも生きぬいて 大平 光代 著 講談社
289 心はつながっている グェン・ドク 著 幻冬舎
289 夢への前進 成田 真由美 著 講談社
289 映画少年・淀川長治 荒井 魏 著 岩波書店
289 ザ・ビートルズ 広田 寛治 〔著〕 講談社
289 半分のふるさと イ サンクム 著 福音館書店
289 坂本竜馬 古川 薫 著 小峰書店
289 医師・登山家　今井通子 山本 素子 著 理論社
289 科学者　レイチェル・カーソン 小手鞠 るい 著 理論社
289 マンガ家　里中満智子 杉山 由美子 著 理論社
289 フォトジャーナリスト　吉田ルイ子 小河 修子 著 理論社
289 看護婦　宮崎和加子 加藤 千代 著 理論社
289 国際ボランティア　星野昌子 杉山 由美子 著 理論社
289 弁護士　渥美雅子 板倉 久子 著 理論社
289 ファッションデザイナー　ココ・シャネル 実川 元子 著 理論社
289 シェフ　長尾和子 名取 二三江 著 理論社
289 シンガーソングライター　イルカ 加藤 千代 著 理論社
289 宮本武蔵 岸 祐二 著 ナツメ社
289 みんなのこえが聴こえる アツキヨ 講談社
289 〈義経〉のことがマンガで３時間でわかる本 津田　太愚 著 明日香出版社
289 座右の諭吉 齋藤　孝 著 光文社
289 あなたのルーツ 矢野　憲作
289 あなたのルーツ 矢野　憲作
289 緒方貞子という行き方 黒田龍彦 ベストセラーズ



289 理科室から生まれたノーベル賞 国松　俊英 著 岩崎書店
289 高杉晋作 古川　薫 著 小峰書店
289 勝海舟 古川　薫 著 小峰書店
289 西郷隆盛 古川薫 著 小峰書店
289 吉田松陰 古川　薫 著 小峰書店
289 板垣退助 古川　薫 著 小峰書店
289 アシュリー アシュリー・ヘギ 著 フジテレビ出版
289 １５歳拓の旅立ち　改訂版 ＮＨＫ「こども」プロジェクト 編 汐文社
289 こんなオレでも生きててよかった 伊藤幸弘 扶桑社
289 ムハマド・ユヌス自伝 ムハマド・ユヌス 著 早川書房
289 天使のピアノ 眞杉　章 著 ネット武蔵野
289 月のえくぼ（クレーター）を見た男麻田剛立 鹿毛　敏夫 著 くもん出版
289 月のえくぼ（クレーター）を見た男麻田剛立 鹿毛　敏夫 著 くもん出版
289 月のえくぼ（クレーター）を見た男麻田剛立 鹿毛　敏夫 著 くもん出版
289 外科医　須磨久善 海堂　尊 著 講談社
289 今日を生きる 大平　光代 著 中央公論新社
289 何とかなるさ！　ママは宇宙へ行ってきます 山崎　直子 著 サンマーク出版
289 はじめての坂本龍馬 齋藤　孝 著 筑摩書房
289 ローザ ニッキ・ジョヴァンニ 著 光村教育図書
289 生きてるだけで１００点満点 日野原重明 ダイヤモンド社
289 夢をつなぐ 山崎　直子 / 著 角川書店
289 夢をつなぐ 山崎　直子 / 著 角川書店
289 夢をつなぐ 山崎　直子 / 著 角川書店
289 菊池　寛 新潮社
289 逸話に生きる菊池寛 文芸春秋
289 逸話に生きる菊池寛 文芸春秋
289 ランバレネの太陽 Ｊ＝マントン 学研
289 風あらきトロイア マージョリー＝ブレイマー 学研
289 炎の自画像 アラン＝オナー 学研
289 川っ子サムの冒険 スターリング＝ノース 学研
289 虫の詩人 エレノア＝ドーリー 学研
289 暗黒の海にいどむ ロナルド＝ウェルチ 学研
289 よろこびへの歌 リーバ＝バーイーフ＝ミルスキー 学研
289 それでも地球はまわる シドニー＝ローゼン 学研
289 若き鉄鋼王 クララ＝イングラム＝ジャドソン 学研
289 暗黒とのたたかい ジャネット＝イートン 学研
289 勇気のある人 クエンティン＝レイノルズ 学研
289 いなずま坊や Ｒ＝ヒンデルクスークッチャー 学研
289 微生物のかりゅうど エレノア＝ドーリー 学研
289 クリミアの天使 セシル＝ウッダムースミス 学研
289 光は悲しみをこえて エレノア＝ドーリー 学研
289 大航海の夜あけ トーマス＝カルディコット＝チャブ 学研
289 白鳥になったアヒルの子 ルーマー＝ゴッデン 学研
289 ペニシリンの戦士 フレミング 学研
289 ダイナマイトと平和 イーディス＝バターソン＝メイヤー 学研
289 高志低居 金子正則先生顕彰会
289 豊田喜一郎伝 甲斐　譲二 国際出版研究所
289 世界歴史人物なぜなぜ事典１ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典２ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典３ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典４ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典５ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典６ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典７ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典８ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典９ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典１０ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典１１ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典１２ ぎょうせい



289 世界歴史人物なぜなぜ事典１３ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典１４ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典１５ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典１６ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典１７ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典１８ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典１９ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典２０ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典２１ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典２２ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典２３ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典２４ ぎょうせい
289 世界歴史人物なぜなぜ事典２５ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典１ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典２ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典３ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典４ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典５ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典６ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典７ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典８ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典９ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典１０ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典１１ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典１２ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典１３ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典１４ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典１５ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典１６ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典１７ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典１８ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典１９ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典２０ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典２１ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典２２ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典２３ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典２４ ぎょうせい
289 歴史人物なぜなぜ事典２５ ぎょうせい
289 白旗の少女 比嘉 富子 著 講談社
289 玉虫とんだ 菅原 千夏 作 講談社
289 ジョン・レノン家族生活 西丸 文也 写真 小学館
289 ナイチンゲール 長島 伸一 著 岩波書店
289 田中正造 佐江 衆一 著 岩波書店
289 キング牧師 辻内 鏡人 著 岩波書店
289 ぼくが宇宙（そら）をとんだわけ 日野 多香子 文 講談社
289 母さんの小さかったとき 越智 登代子 文 福音館書店
289 父さんの小さかったとき 塩野 米松 文 福音館書店
289 ブータンの朝日に夢をのせて 木暮 正夫 作 くもん出版
289 キミよ歩いて考えろ 宇井 純 著 ポプラ社
289 ひとりぼっちの思春期 萩原 葉子 著 ポプラ社
289 欲しがりません勝つまでは 田辺 聖子 著 ポプラ社
289 エビータ マティルデ・サンチェス 著 あすなろ書房
289 レーナ・マリア レーナ・マリア 著 小学館
289 大自然を守った巨人ジョン・ミュア ジンジャー・ワズワース 著 ほるぷ出版
289 コルチャック モニカ・ペルツ 著 ほるぷ出版
289 運命の海に出会ってレイチェル・カーソン マーティー・ジェザー 著 ほるぷ出版
289 ピーターラビットの生みの親ビアトリクス・ポター エリザベス・バトリック 著 ほるぷ出版
289 フリーダ・カーロ マルカ・ドラッカー 著 ほるぷ出版
289 〈赤毛のアン〉の素顔Ｌ・Ｍ・モンゴメリー メアリー・ルビオ 著 ほるぷ出版



289 レーナ・マリア レーナ・マリア 著 小学館
289 シゲコ！ 菅　聖子∥著 偕成社
289 マリー・キュリーの挑戦 川島　慶子∥著 トランスビュー
289 戦国残照－お江とその時代 志村　有弘∥編 勉誠出版
289 宇宙少年 野口　聡一 / 著 講談社
289 よくわかる平清盛の真実 中丸　満　　渡邊　大門　　吉田　渉吾  著　　海上　知明  監修 ベストセラーズ
289 お母ちゃんからもろた日本一の言葉 コシノ　ジュンコ / 著　　小篠　綾子 / 言葉 イースト・プレス
289 前進力 三國　清三 / 著 講談社
289 道は必ずどこかに続く 日野原　重明 / 著 講談社
289 「フラフラ」のすすめ 益川　敏英 / 著 講談社
289 新島八重　とある会津女子の生涯 久野　潤 / 監修 晋遊舎
289 どがんね 佐保　圭 日経ＢＰコンサルティング

289 何のために生まれてきたの？ やなせ　たかし 著 ＰＨＰ研究所
289 明日に架ける橋 大久保　直明 ファミマ・ドットコム
289 わたしはマララ マララ・ユスフザイ，クリスティーナ・ラム 著 金原　瑞人 訳 学研パブリッシング//学研マーケティング

289 ネルソン・マンデラ パム・ポラック，メグ・ベルヴィソ 著 伊藤　菜摘子 訳 ポプラ社
289 マララ マララ・ユスフザイ，パトリシア・マコーミック 著 道傳　愛子 訳 岩崎書店
289 吉田松陰 三浦　実 現代書館
289 妻と飛んだ特攻兵 豊田　正義 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
289 世界でいちばん貧しい大統領からきみへ くさば　よしみ 編 田口　実千代 画 汐文社
289 マララさんこんにちは ローズマリー・マカーニー 西田佳子 西村書店東京出版編集部

289 菊池寛の仕事 井上　ひさし 文文芸春秋
289 戦地で生きる支えとなった１１５通の恋文 稲垣　麻由美 著 扶桑社
289 世界一清潔な空港の清掃人 新津　春子 著 朝日新聞出版
289 ＭＡＮＧＡ源内  イノベーター平賀源内の肖像 出川通  作・文 言視舎
289 空海 静霞　薫 原著 早川　大介 画 ポプラ社//ポプラ社
289 アインシュタイン アン　ヒョンモ 著 スタジオチョンビ 画 簗田　順子 訳 岩崎書店//岩崎書店
289 チャップリン パク　ヨナ 著 クレパス 画 猪川　なと 訳 岩崎書店//岩崎書店
289 マザー・テレサ Ｔｅａｍ神話 著 簗田　順子 訳 岩崎書店//岩崎書店
289 ジョン・レノン イ　ヒジョン 著 チームキッズ 画 猪川　なと 訳 岩崎書店//岩崎書店
289 ホーキング イ　スジョン 著 スタジオチョンビ 画 簗田　順子 訳 岩崎書店//岩崎書店
289 ヘレン・ケラー オ　ヨンソク 著 イ　ジョンウォン 画 簗田　順子 訳 岩崎書店//岩崎書店
289 マリー・キュリー イ　スクチャ 著 スタジオチョンビ 画 猪川　なと 訳 岩崎書店//岩崎書店
289 島秀雄 小野田滋 KADOKAWA
289 レントゲン フカキショウコ ポプラ社
289 iPS細胞を発見！山中伸弥物語 上坂 和美 PHP研究所
289 宇宙への夢、力いっぱい！ 若田 光一 PHP研究所
289 二人でなら、世界一になれる！ 光丘 真理 PHP研究所
289 ニュートリノの謎を解いた梶田隆明物語 山本 省三 PHP研究所
289 星野道夫 アラスカのいのちを撮りつづけて 国松 俊英 PHP研究所
289 学研まんが NEW世界の伝記 スティーブ・ジョブズ 林　信行 学研教育出版
289 学研まんが NEW世界の伝記 ワンガリ・マータイ 毎日新聞社MOTTAINAIキャンペーン事務局 学研教育出版
289 学研まんが NEW世界の伝記　アンナ・パブロワ 渡辺 真弓 学研教育出版
289 学研まんが NEW世界の伝記 アンネ・フランク NPO法人ホロコースト教育資料センター 代表 石岡史子 学研教育出版
289 学研まんが NEW世界の伝記 オードリー・ヘプバーン 清藤 秀人 学研プラス
289 学研まんが NEW世界の伝記 ニール・アームストロング 縣 秀彦 学研プラス
289 今川 義元 すぎた とおる ポプラ社
289 武田 信玄 すぎた とおる ポプラ社
289 上杉 謙信 水谷 俊樹 ポプラ社
289 松平 春嶽 後藤 ひろみ ポプラ社
289 大久保 利通 水谷 俊樹 ポプラ社
289 島津 斉彬 水谷 俊樹 ポプラ社
289 Ｍｒ．トルネード 佐々木　健一 著 小学館//小学館
289 津田梅子 みやぞえ　郁雄 画 小学館//小学館
289 北里柴三郎 竹林　月 画 ポプラ社//ポプラ社
289 伊能忠敬 国松　俊英 著 岩崎書店//岩崎書店
289 アンネのバラ 國森康弘 講談社
290 やさしい地図入門①地図読み方入門 渡辺 一夫 文 ポプラ社
290 やさしい地図入門③地図かきかた入門 渡辺 一夫 文 ポプラ社



290 やさしい地図入門⑤地球儀たのしさ入門 渡辺 一夫 文 ポプラ社
290 世界の地理 菅野 峰明 〔ほか〕監修と文 朝日新聞社
290 世界なんでも情報館 田邉 裕 監修 ポプラ社
290 エンデュアランス号大漂流 エリザベス・コーディー・キメル 著 あすなろ書房
290 日本から、お手紙です！ 「めざましテレビ」番組スタッフ 編 フジテレビ出版
290 行ってみたいなあんな国こんな国①アジア 東 菜奈 作 岩崎書店
290 行ってみたいなあんな国こんな国②ヨーロッパ 東 菜奈 作 岩崎書店
290 行ってみたいなあんな国こんな国③中東・東ヨーロッパ 東 菜奈 作 岩崎書店
290 行ってみたいなあんな国こんな国④北アメリカ 東 菜奈 作 岩崎書店
290 行ってみたいなあんな国こんな国⑤南アメリカ・アフリカ 東 菜奈 作 岩崎書店
290 風光る京都 小学館
290 ウォーキングマップ中国・四国 公立学校共済組合
290 グレートジャーニー　１　南米～アラスカ篇 関野　吉晴 著 筑摩書房
290 ２１世紀こども地図館 小学館
290 世界で一番おもしろい地図帳 おもしろ地理学会 編 青春出版社
290 世界で一番気になる地図帳 おもしろ地理学会 編 青春出版社
290 世界で一番ふしぎな地図帳 おもしろ地理学会 編 青春出版社
290 世界ウルルン滞在記　永久保存版 「世界ウルルン滞在記」制作スタッフ 編 ポプラ社
290 Ｇｏｏｇｌｅ　Ｅａｒｔｈで地理学習 塩飽　晴海 著 理論社
290 ニッポンまるかじり！地理ブック 地理教育研究会 編 講談社
290 風雪の四十年 日本中国友好協会全国支部

290 美しき日本の山河 藤原　亥治郎 香川新聞社
290 街道紀行　第１巻　みちのく路 毎日新聞社 編 毎日新聞社
290 街道紀行　第２巻　関東路 毎日新聞社 編 毎日新聞社
290 街道紀行　第３巻　信越・北陸路 毎日新聞社 編 毎日新聞社
290 街道紀行　第４巻　東海道 毎日新聞社 編 毎日新聞社
290 街道紀行　第５巻　山陰・山陽路 毎日新聞社 編 毎日新聞社
290 街道紀行　別巻１　町並み紀行(上） 毎日新聞社 編 毎日新聞社
290 街道紀行　別巻２　町並み紀行（下） 毎日新聞社 編 毎日新聞社
290 日本人漂流物語 室賀　信夫 新学社
290 地図をたのしもう 渡辺 一夫 文・写真 あかね書房
290 知られざる辺境へ ナショナル・ジオグラフィック協会 編 岩波書店
290 アラスカたんけん記 星野 道夫 文・写真 福音館書店
290 ２１世紀こども地図館 小学館
290 データブック世界各国地理 竹内 啓一 著 岩波書店
290 ２１世紀こども地図館 小学館
290 地球を旅する地理の本１ 大月書店
290 地球を旅する地理の本２ 大月書店
290 地球を旅する地理の本３ 大月書店
290 地球を旅する地理の本４ 大月書店
290 地球を旅する地理の本５ 大月書店
290 地球を旅する地理の本６ 大月書店
290 地球を旅する地理の本７ 大月書店
290 地球を旅する地理の本８ 大月書店
290 新吉野紀行 桐井 雅行 文 偕成社
290 地図大探検 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
290 いま生きているという冒険 石川　直樹 / 著 イースト・プレス
290 齋藤孝のイッキによめる！世界の偉人伝 齋藤　孝 著 講談社
290 イモトアヤコの地球７周半 イモト　アヤコ 著 プレジデント社
290 よくわかる地図記号　１ 山岡　光治 編著 汐文社
290 よくわかる地図記号　２ 山岡　光治 編著 汐文社
290 よくわかる地図記号　３ 山岡　光治 編著 汐文社
290 最新基本地図　２０１３ 帝国書院
290 旅に出たくなる地図日本　１７版 帝国書院
290 旅に出たくなる地図世界　１６版 帝国書院
290 死ぬまでに行きたい！世界の絶景 詩歩 著 三才ブックス
290 死ぬまでに行きたい！世界の絶景　日本編 詩歩 著 三才ブックス
290 自分の仕事をつくる旅 成瀬勇輝 ディスカヴァー・トゥエンティワン

290 マップス アレクサンドラ・ミジェリンスカ，ダニエル・ミジェリンスキ 著 徳間書店児童書編集部 訳 徳間書店



290 絶対に行けない世界の非公開区域９９ ダニエル・スミス 著 小野　智子 訳 片山　美佳子 訳 日経ナショナルジオグラフィック社//日経ＢＰマーケティング

290 世界 伝説と不思議の物語 パイインターナショナル
290 基礎からわかる地図の大百科 １地図の基礎を知ろう 田代 博 岩崎書店
290 基礎からわかる地図の大百科 ２世界地図と地球儀 田代 博 岩崎書店
290 基礎からわかる地図の大百科 ３自分で地図をつくってみよう 田代 博 稲葉　茂勝 岩崎書店
290 基礎からわかる地図の大百科 ４社会科見学 地図をつくるしごとば 田代 博 岩崎書店
290 世界の地理 改訂版 １アジアの国々１　東・東南アジア 井田 仁康 学研プラス
290 世界の地理 改訂版 ２アジアの国々２ 中央アジア 井田 仁康 学研プラス
290 世界の地理 改訂版 ３ヨーロッパの国々１ 西ヨーロッパ 井田 仁康 学研プラス
290 世界の地理 改訂版 ４ ヨーロッパの国々２ 東ヨーロッパ 井田 仁康 学研プラス
290 世界の地理 改訂版 ５南北アメリカの国々 井田 仁康 学研プラス
290 世界の地理 改訂版 ６アフリカ・オセアニアの国々 井田 仁康 学研プラス
290 世界の地理 改訂版 ７テーマ別ビジュアル資料集１ 井田 仁康 学研プラス
290 世界の地理 改訂版 ８テーマ別ビジュアル資料集２ 井田 仁康 学研プラス
291 四国まるごと自慢 四国新聞社
291 県学習用都道府県を調べよう　第１期 帝国書院編集部 編集 帝国書院
291 西日本サイクリングＧＵＩＤＥ 山と渓谷社
291 都道府県がわかる地理地名事典１ 渋沢 文隆 監修 小峰書店
291 都道府県がわかる地理地名事典２ 渋沢 文隆 監修 小峰書店
291 都道府県がわかる地理地名事典３ 渋沢 文隆 監修 小峰書店
291 都道府県がわかる地理地名事典４ 渋沢 文隆 監修 小峰書店
291 都道府県がわかる地理地名事典５ 渋沢 文隆 監修 小峰書店
291 都道府県がわかる地理地名事典６ 渋沢 文隆 監修 小峰書店
291 都道府県がわかる地理地名事典７ 渋沢 文隆 監修 小峰書店
291 都道府県がわかる地理地名事典８ 渋沢 文隆 監修 小峰書店
291 都道府県がわかる地理地名事典９ 渋沢 文隆 監修 小峰書店
291 都道府県がわかる地理地名事典１０ 渋沢 文隆 監修 小峰書店
291 都道府県がわかる地理地名事典１１ 渋沢 文隆 監修 小峰書店
291 県学習用都道府県を調べよう 帝国書院編集部 編集 帝国書院
291 県学習用都道府県を調べよう 帝国書院編集部 編集 帝国書院
291 奈良世界遺産散歩 小川　光三 著 新潮社
291 エルカの旅日記　ふしぎな京都を歩く 西村　絵留香 著 実業之日本社
291 エルカの旅日記　ほのぼの京都を歩く 西村　絵留香 著 実業之日本社
291 修学旅行のための沖縄案内 大城　将保 著 高文研
291 恋する京都 コトコト
291 京都的デートマニュアル コトコト
291 嵐電ぶらり各駅めぐり コトコト
291 統計・資料で見る日本地図の本　１ こどもくらぶ 編 岩崎書店
291 統計・資料で見る日本地図の本　２ こどもくらぶ 編 岩崎書店
291 統計・資料で見る日本地図の本　４ こどもくらぶ 編 岩崎書店
291 統計・資料で見る日本地図の本　５ こどもくらぶ 編 岩崎書店
291 統計・資料で見る日本地図の本　６ こどもくらぶ 編 岩崎書店
291 統計・資料で見る日本地図の本　７ こどもくらぶ 編 岩崎書店
291 統計・資料で見る日本地図の本　８ こどもくらぶ 編 岩崎書店
291 修学旅行のための沖縄案内 大城　将保 著 高文研
291 修学旅行のための沖縄案内 大城　将保 著 高文研
291 修学旅行のための沖縄案内 大城　将保 著 高文研
291 修学旅行のための沖縄案内 大城　将保 著 高文研
291 修学旅行のための沖縄案内 大城　将保 著 高文研
291 修学旅行のための沖縄案内 大城　将保 著 高文研
291 修学旅行のための沖縄案内 大城　将保 著 高文研
291 修学旅行のための沖縄案内 大城　将保 著 高文研
291 修学旅行のための沖縄案内 大城　将保 著 高文研
291 修学旅行のための沖縄案内 大城　将保 著 高文研
291 修学旅行のための沖縄案内 大城　将保 著 高文研
291 修学旅行のための沖縄案内 大城　将保 著 高文研
291 沖縄まるごと大百科①　沖縄の自然 渡辺　一夫 著 ポプラ社
291 沖縄まるごと大百科②　沖縄のくらし 吉田　忠正 著 ポプラ社
291 沖縄まるごと大百科③　沖縄の産業 渡辺　一夫 著 ポプラ社



291 沖縄まるごと大百科④　沖縄のことばと文化 吉田　忠正 著 ポプラ社
291 沖縄まるごと大百科⑤　沖縄の歴史 村田　昌三 著 ポプラ社
291 地図の「読み方」術 渡辺　一夫 編 誠文堂新光社
291 空から見る日本ふしぎ絶景５０ 渋川　育由 編 河出書房新社
291 尾瀬をあるく　改訂２版 ジェイティービーパブリッシング

291 ニッポンの嵐 嵐 株式会社　M.Co.
291 ニッポンの嵐 嵐 株式会社　M.Co.
291 歩いて見よう東京 五百沢 智也 著 岩波書店
291 調べ学習にやくだつ日本の地理①　北海道・東北地方 ポプラ社
291 調べ学習にやくだつ日本の地理②　関東地方 ポプラ社
291 調べ学習にやくだつ日本の地理③　中部地方① ポプラ社
291 調べ学習にやくだつ日本の地理④　中部地方② ポプラ社
291 調べ学習にやくだつ日本の地理⑤　近畿地方 ポプラ社
291 調べ学習にやくだつ日本の地理⑥　中国・四国地方 ポプラ社
291 調べ学習にやくだつ日本の地理⑦　九州地方 ポプラ社
291 調べ学習にやくだつ日本の地理⑧　日本の国土とくらし ポプラ社
291 調べ学習にやくだつ日本の地理⑨　日本地理データブック ポプラ社
291 調べ学習にやくだつ日本の地理⑩　日本地理なんでも日本一 ポプラ社
291 日本の地理 小学館
291 難読・異読地名辞典 楠原 佑介 編 東京堂出版
291 鎌倉 上武 和彦 文 偕成社
291 大和古寺めぐり 吉野 正美 文 偕成社
291 日本の川　よしのがわ 村松　昭 / 作 偕成社
291 沖縄 大口　裕美 / 編 ＪＴＢパブリッシング
291 齋藤孝のイッキによめる！日本の偉人伝 齋藤　孝 著 講談社
291 日本のすがた 1 九州地方 帝国書院編集部/編集 帝国書院
291 日本のすがた 2 中国・四国地方 帝国書院編集部/編集 帝国書院
291 日本のすがた 3 近畿地方 帝国書院編集部/編集 帝国書院
291 日本のすがた 4 中部地方 帝国書院編集部/編集 帝国書院
291 日本のすがた 5 関東地方 帝国書院編集部/編集 帝国書院
291 日本のすがた 6 東北地方 帝国書院編集部/編集 帝国書院
291 日本のすがた 7 北海道地方 帝国書院編集部/編集 帝国書院
291 日本のすがた 8 自然・防災・都市・産業 帝国書院編集部/編集 帝国書院
291 日本のすがた 9 資料編・総索引 帝国書院編集部/編集 帝国書院
291 あたらしい沖縄旅行 セソコ　マサユキ 著 ＷＡＶＥ出版
291 沖縄を知る本 琉球新報 ＷＡＶＥ出版
291 ことちゃん＆ことみちゃんの高松新発見の旅 「ことちゃん＆ことみちゃんの高松新発見の旅」編集部 編著 マイナビ
291 香川県の歴史散歩 香川県の歴史散歩編集委員会 編 山川出版社
291 日本の世界遺産 １ 東日本の世界遺産 本田 純 岩崎書店
291 日本の世界遺産 ２ 京都の世界遺産 倉部 きよたか 岩崎書店
291 日本の世界遺産 ３ 奈良の世界遺産 原 靖一 岩崎書店
291 日本の世界遺産 ４ 中部～中国地方の世界遺産 清原 工 岩崎書店
291 日本の世界遺産 ５ 広島と九州・沖縄の世界遺産 本田 純 岩崎書店
291 47都道府県　ご当地キャラと日本一周 １ 北海道・東北・関東編 ご当地キャラ探検隊 汐文社
291 47都道府県　ご当地キャラと日本一周 ２ 中部・近畿編 ご当地キャラ探検隊 汐文社
291 47都道府県　ご当地キャラと日本一周 ３ 中国・四国・九州・沖縄編 ご当地キャラ探検隊 汐文社
291 香川「地理・地名・地図」の謎 実業之日本社
291 香川県謎解き散歩 木原 薄幸 新人物往来社
291 日本の地理　１　最新版 井田　仁康 監修 学研教育出版//学研マーケティング

291 日本の地理　２　最新版 井田　仁康 監修 学研教育出版//学研マーケティング

291 日本の地理　３　最新版 井田　仁康 監修 学研教育出版//学研マーケティング

291 日本の地理　４　最新版 井田　仁康 監修 学研教育出版//学研マーケティング

291 日本の地理　５　最新版 井田　仁康 監修 学研教育出版//学研マーケティング

291 日本の地理　６　最新版 井田　仁康 監修 学研教育出版//学研マーケティング

291 日本の地理　７　最新版 井田　仁康 監修 学研教育出版//学研マーケティング

291 日本の地理　８　最新版 井田　仁康 監修 学研教育出版//学研マーケティング

291 まんが４７都道府県研究レポート　１　改訂版　北海道・東北地方の巻 おおはし　よしひこ 著 偕成社//偕成社
291 まんが４７都道府県研究レポート　２　改訂版　関東地方の巻 おおはし　よしひこ 著 偕成社//偕成社
291 まんが４７都道府県研究レポート　３　改訂版　中部地方の巻 おおはし　よしひこ 著 偕成社//偕成社



291 まんが４７都道府県研究レポート　４　改訂版　近畿地方の巻 おおはし　よしひこ 著 偕成社//偕成社
291 まんが４７都道府県研究レポート　５　改訂版　中国・四国地方の巻 おおはし　よしひこ 著 偕成社//偕成社
291 まんが４７都道府県研究レポート　６　改訂版　九州・沖縄地方の巻 おおはし　よしひこ 著 偕成社//偕成社
291 時間を忘れるほど面白い「日本地理」の謎 博学面白倶楽部 著 三笠書房//三笠書房
291 日本全国 行ってみたいな あんな町こんな町 １沖縄・鹿児島・宮崎・熊本・大分・長崎・佐賀 東　菜奈 岩崎書店
291 日本全国 行ってみたいな あんな町こんな町 ２福岡・山口・広島・愛媛・徳島・香川・高知 東　菜奈 岩崎書店
291 日本全国 行ってみたいな あんな町こんな町 ３岡山・島根・鳥取・兵庫・大阪・和歌山 東　菜奈 岩崎書店
291 日本全国 行ってみたいな あんな町こんな町 ４京都・奈良・志賀・三重・愛知・岐阜・福井 東　菜奈 岩崎書店
291 日本全国 行ってみたいな あんな町こんな町 ５石川・富山・長野・静岡・山梨・群馬・新潟 東　菜奈 岩崎書店
291 日本全国 行ってみたいな あんな町こんな町 ６神奈川・東京・埼玉・千葉・茨城・栃木 東　菜奈 岩崎書店
291 日本全国 行ってみたいな あんな町こんな町 ７福島・宮城・岩手・山形・秋田・青森・北海道 東　菜奈 岩崎書店
292 シュリーマン旅行記清国・日本 ハインリッヒ・シュリーマン 著 講談社
292 ナショナルジオグラフィック　世界の国　中国 ジェン・グリーン 著 ほるぷ出版
292 ナショナルジオグラフィック　世界の国　イラク チャーリー・サミュエルズ 著 ほるぷ出版
292 ナショナルジオグラフィック　世界の国　韓国 トム・ジャクソン 著 ほるぷ出版
292 ナショナルジオグラフィック　世界の国　インド Ａ．カマラ・ダラル 著 ほるぷ出版
292 ナショナルジオグラフィック　世界の国　イスラエル エマ・ヤング 著 ほるぷ出版
292 ナショナルジオグラフィック　世界の国　イラン レオン・グレイ 著 ほるぷ出版
292 ナショナルジオグラフィック　世界の国　アフガニスタン スーザン・ウィットフィールド 著 ほるぷ出版
292 ナショナルジオグラフィック　世界の国　ベトナム ジェン・グリーン 著 ほるぷ出版
292 ナショナルジオグラフィック　世界の国　ラオス Ａ．カマラ・ダラル 著 ほるぷ出版
292 タイ 国土社
292 中国のくらし ポプラ社
292 韓国のくらし ポプラ社
292 タイのくらし ポプラ社
292 インドネシアのくらし ポプラ社
292 マレーシアのくらし ポプラ社
292 フィリピンのくらし ポプラ社
292 シンガポールのくらし ポプラ社
292 インドのくらし ポプラ社
292 オーストラリアのくらし ポプラ社
292 アメリカのくらし ポプラ社
292 イギリスのくらし ポプラ社
292 フランスのくらし ポプラ社
292 ドイツのくらし ポプラ社
292 スウェーデンのくらし ポプラ社
292 ロシアのくらし ポプラ社
292 ポーランドのくらし ポプラ社
292 イランのくらし ポプラ社
292 ケニアのくらし ポプラ社
292 メキシコのくらし ポプラ社
292 ブラジルのくらし ポプラ社
292 カナダのくらし ポプラ社
292 ニュージーランドのくらし ポプラ社
292 ベトナムのくらし ポプラ社
292 アルゼンチンのくらし ポプラ社
292 スペインのくらし ポプラ社
292 オランダのくらし ポプラ社
292 イタリアのくらし ポプラ社
292 トルコのくらし ポプラ社
292 エジプトのくらし ポプラ社
292 雪男は向こうからやって来た 角幡　唯介 / 著 集英社
292 タイ王国 タイ王国大使館 第三企画
293 ｎａｋａｔａ．ｎｅｔ　Ｉｔａｌｙ　ｗａｌｋ サニーサイドアップ 編集 角川書店
293 フランスの「美しい村」を訪ねて　カラー版 辻　啓一 著 角川書店
293 ドイツものしり紀行 紅山　雪夫 著 新潮社
293 ナショナルジオグラフィック　世界の国　イタリア ロバート・アンダーソン 著 ほるぷ出版
293 ナショナルジオグラフィック　世界の国　ドイツ ヘンリー・ラッセル 著 ほるぷ出版
293 ナショナルジオグラフィック　世界の国　イギリス レイチェル・ビーン 著 ほるぷ出版



293 ナショナルジオグラフィック　世界の国　ロシア ヘンリー・ラッセル 著 ほるぷ出版
293 ナショナルジオグラフィック　世界の国　ポーランド ザイラ・デッカー 著 ほるぷ出版
293 ナショナルジオグラフィック　世界の国　ジャマイカ ジェン・グリーン 著 ほるぷ出版
293 ナショナルジオグラフィック　世界の国　スウェーデン チャールズ・フィリップス 著 ほるぷ出版
293 ナショナルジオグラフィック　世界の国　ポルトガル ザイラ・デッカー 著 ほるぷ出版
293 歩いてまわる小さなパリ カイエ・ド・パリ編集部 著 大和書房
293 ふなっしーのパリ日記 ふなっしー 廣済堂出版
293 イタリアで大の字 ／ さおり＆トニーの冒険紀行 小栗左多里  著　トニー・ラズロ  著 ヴィレッジブックス
293 ハワイで大の字 ／ さおり＆トニーの冒険紀行 小栗左多里  著　トニー・ラズロ  著 ヴィレッジブックス
293 ナショナルジオグラフィック世界の国 ギリシャ ジェン・グリーン ほるぷ出版
293 ナショナルジオグラフィック世界の国　スペイン アニタ・クロイ ほるぷ出版
294 ナショナルジオグラフィック　世界の国　エジプト セリーナ・ウッド 著 ほるぷ出版
294 ナショナルジオグラフィック　世界の国　ケニア ブリジット・タングェイ 著 ほるぷ出版
294 ナショナルジオグラフィック　世界の国　ナイジェリア ブリジット・ジャイルズ 著 ほるぷ出版
294 ナショナルジオグラフィック　世界の国　南アフリカ ヴァージニア・メイス 著 ほるぷ出版
294 ライオンはとてつもなく不味い 山形　豪 著 集英社//集英社
295 アラスカ光と風 星野　道夫 著 福音館書店
295 ノーザンライツ 星野　道夫 著 新潮社
295 ナショナルジオグラフィック　世界の国　カナダ ブライアン・ウィリアムズ 著 ほるぷ出版
295 ナショナルジオグラフィック　世界の国　メキシコ ベス・グルーバー 著 ほるぷ出版
295 ナショナルジオグラフィック　世界の国　キューバ ジェン・グリーン 著 ほるぷ出版
295 私の名はナルヴァルック 廣川　まさき 著 集英社
295 アメリカ地名語源辞典 木村 正史 編著 東京堂出版
295 星野道夫のアラスカの詩 めぐる季節の物語 星野 道夫 新日本出版社
295 星野道夫のアラスカの詩 極北に生きる人びと 星野 道夫 新日本出版社
295 星野道夫のアラスカの詩 夢を追う人 星野 道夫 新日本出版社
295 プリンス・エドワード島 篠崎書林
295 ナショナルジオグラフィック世界の国 アメリカ エルデン・クロイ ほるぷ出版
296 手紙の行方 山口 智子 著・写真 ロッキング・オン
296 ナショナルジオグラフィック　世界の国　ペルー アニタ・クロイ 著 ほるぷ出版
296 ナショナルジオグラフィック　世界の国　コロンビア アニタ・クロイ 著 ほるぷ出版
296 ナショナルジオグラフィック世界の国 グアテマラ アニタ・クロイ ほるぷ出版
297 そして、奇跡は起こった！ ジェニファー・アームストロング 著 評論社
297 エンデュアランス号漂流 アルフレッド・ランシング 〔著〕 新潮社
297 ナショナルジオグラフィック　世界の国　オーストラリア ケイト・ターナー 著 ほるぷ出版
299 コンチキ号漂流記 ハイエルダール 偕成社
300 調べて学ぶ世界のすがた①　平和と人権 小林 汎 監修 大日本図書
300 調べて学ぶ世界のすがた②　経済と貿易 小林 汎 監修 大日本図書
300 調べて学ぶ世界のすがた③　民族・国家・社会 小林 汎 監修 大日本図書
300 調べて学ぶ世界のすがた④　人々のくらしと地球環境 小林 汎 監修 大日本図書
300 調べて学ぶ世界のすがた⑤　人々のくらしと文化 小林 汎 監修 大日本図書
300 バカなおとなにならない脳 養老　孟司 著 理論社
300 この世でいちばん大事な「カネ」の話 西原　理恵子 著 理論社
300 「怖い」が、好き！ 加門　七海 著 理論社
300 こんな私が大嫌い！ 中村　うさぎ 著 理論社
300 ボクたちの値段 講談社
300 人間の条件そんなものない 立岩　真也 著 理論社
300 わけがわかる中学社会 学研プラス 編 学研プラス//学研プラス

301 世界一やさしい問題解決の授業 渡辺　健介 著 ダイヤモンド社
302 アジアを考える本１　アジアってなに？ 岩崎書店
302 アジアを考える本２　東南アジアってどこ？ 岩崎書店
302 アジアを考える本３　はたらくアジアの子どもたち 岩崎書店
302 アジアを考える本４　かわりゆく農村のくらし 岩崎書店
302 アジアを考える本５　ゆたかな森と海のくらし 岩崎書店
302 アジアを考える本６　モノ・カネ・ヒトがうごく 岩崎書店
302 アジアを考える本７ 岩崎書店
302 調べて学ぶ日本のしくみ①　政治と世界のつながり 大坪 庄吾 〔ほか〕著 大日本図書
302 調べて学ぶ日本のしくみ②　経済とくらし 大坪 庄吾 〔ほか〕著 大日本図書
302 調べて学ぶ日本のしくみ③　地方自治体と安全・運輸 大坪 庄吾 〔ほか〕著 大日本図書



302 調べて学ぶ日本のしくみ④　教育と福祉・人権 大坪 庄吾 〔ほか〕著 大日本図書
302 調べて学ぶ日本のしくみ⑤　環境と公害 大坪 庄吾 〔ほか〕著 大日本図書
302 アホでマヌケなアメリカ白人 マイケル・ムーア 著 柏書房
302 レイラの終わらない戦争 草薙 厚子 著 光文社
302 北朝鮮のことがマンガで３時間でわかる本 津田　太愚 著 明日香出版社
302 英語で紹介する日本 桑原功次 ナツメ社
302 心がぽかぽかするニュース　ＨＡＰＰＹ　ＮＥＷＳ２００７ 日本新聞協会 編 文藝春秋
302 インド特急便！ ダニエル・ラク 著 光文社
302 「１テーマ５分」でわかる世界のニュースの基礎知識 池上　彰 著 小学館
302 イラストで知るアジアの子ども アジア保健研修財団 編著 明石書店
302 ルーマニアどこからきてどこへいくの 山本　敏晴 著 小学館
302 ＨＩＶ／エイズとともに生きる子どもたちケニア 山本　敏晴 著 小学館
302 あなたのたいせつなものはなんですか？　…カンボジアより 山本　敏晴　写真・文 小学館
302 世界の国　１位と最下位 眞淳平　著 岩波書店
302 いま、アジアの子どもたちは 吉田　ルイ子 ポプラ社
302 外国の小学校 斎藤 次郎 文 福音館書店
302 ニュージーランド 偕成社
302 パレスチナ 偕成社
302 韓国 偕成社
302 フィリピン 偕成社
302 スウェーデン 偕成社
302 ブータン 偕成社
302 インドネシア 偕成社
302 ミャンマー 偕成社
302 フィンランド 偕成社
302 ギリシア 偕成社
302 ヨルダン 偕成社
302 ボリビア 偕成社
302 オーストラリア 偕成社
302 チェコ 偕成社
302 イタリア 偕成社
302 タイ 偕成社
302 タンザニア 偕成社
302 トルコ 偕成社
302 ドイツ 偕成社
302 イギリス 偕成社
302 フランス 偕成社
302 アメリカ合衆国 偕成社
302 ロシア 偕成社
302 エジプト 偕成社
302 日本 偕成社
302 東欧を知る事典 平凡社
302 南アジアを知る事典 平凡社
302 ラテン・アメリカを知る事典 平凡社
302 ロシア・ソ連を知る事典 平凡社
302 アフリカを知る事典 平凡社
302 東南アジアを知る事典 平凡社
302 スペイン・ポルトガルを知る事典 平凡社
302 オセアニアを知る事典 平凡社
302 アメリカを知る事典 平凡社
302 朝鮮を知る事典 平凡社
302 イスラム事典 平凡社
302 世界の子どもたち10　ネパール 偕成社
302 世界の子どもたち１ 偕成社
302 もっと知ろうアジア 陸 培春 著 岩波書店
302 アジアを考える本１　アジアってなに？ 岩崎書店
302 アジアを考える本２　東南アジアってなに？ 岩崎書店
302 アジアを考える本３　はたらくアジアの子どもたち 岩崎書店
302 アジアを考える本４　かわりゆく農村のくらし 岩崎書店



302 アジアを考える本５　ゆたかな森と海のくらし 岩崎書店
302 アジアを考える本６　モノ・カネ・ヒトがうごく 岩崎書店
302 アジアを考える本７　アジアとどうつきあうか？ 岩崎書店
302 活気あふれて長い戦争のあと 大石 芳野 写真・文 草土文化
302 ギリシャのくらし ポプラ社
302 日本人だったアメリカ人が見たおかしな日本 石田　卓也 / 著 エンタイトル出版　星雲社〔発売〕

302 アメリカ人の半分はニューヨークの場所を知らない 町山　智浩 / 著 文藝春秋
302 満員電車は観光地！？ サンドラ・ヘフェリン 原著 流水　りんこ 画 ベストセラーズ
302 住んでみたドイツ８勝２敗で日本の勝ち 川口　マーン惠美 著 講談社
302 香川あるある 三田　優実 著 四谷　きりん 画 ＴＯブックス
302 池上彰の世界の見方１５歳に語る現代世界の最前線 池上　彰 著 小学館
302 心がぽかぽかするニュース　ＨＡＰＰＹ　ＮＥＷＳ　ｖｏｌ．８ 日本新聞協会 編 エフジー武蔵
304 日本村１００人の仲間たち 吉田 浩 著 日本文芸社
304 世界がもし１００人の村だったら 池田 香代子 再話 マガジンハウス
304 百年前の二十世紀 横田順弥 筑摩書房
304 おしえて！ニュースの疑問点 池上　彰 著 筑摩書房
304 世界がもし１００人の村だったら　２ 池田　香代子 編 マガジンハウス
304 世界がもし１００人の村だったら　３　たべもの編 池田　香代子 編 マガジンハウス
304 世界がもし１００人の村だったら　４　子ども編 池田　香代子 編 マガジンハウス
304 １５歳の君に見てほしい２２世紀の未来 中原恒雄 徳間書店
304 世界がもし１００人の村だったら　完結編 池田香代子＋マガジンハウス マガジンハウス
304 ニュース年鑑　２００９ こどもくらぶ ポプラ社
304 池上彰の学べるニュース　１ 池上　彰 著 海竜社
304 豊かさのゆくえ 佐和 隆光 著 岩波書店
304 現代社会１００面相 鎌田 慧 著 岩波書店
304 この国で起きている本当のこと 辛坊　治郎 / 著 朝日新聞出版
304 学ぶこと思うこと 加藤　周一 / 著 岩波書店
307 学術研究者になるには 小川　秀樹 編著 ぺりかん社
310 政治家になるには 細川　珠生 著 ぺりかん社
311 国家の品格 藤原　正彦 著 新潮社
311 正義とはなにか ポプラ社
311 こども君主論 齋藤孝 日本図書センター
311 民主主義という不思議な仕組み 佐々木　毅 著 筑摩書房//筑摩書房
312 １４歳からの政治 長谷部　尚子 著 ゴマブックス
312 １４歳からの政治　２ 浅古　瑞紀 著 ゴマブックス
312 日本のもと 政治 田原総一朗  監修 講談社
312 覚えておきたい総理の顔 本間康司 清水書院
313 池上彰の中学生から考える選挙と未来 池上彰 文溪堂
314 よくわかる選挙と政治 福岡政行 PHP研究所
314 話したくなる世界の選挙 コンデックス情報研究所 清水書院
316 言論の自由 フィリップ・スティール 著 ほるぷ出版
316 労働者の権利 キャサリン・プライアー 著 ほるぷ出版
316 家庭の中の権利 エマ・ホートン 著 ほるぷ出版
316 移動の自由 キャサリン・ブラッドリイ 著 ほるぷ出版
316 思想の自由 マイク・ハースト 著 ほるぷ出版
316 平等の権利 モーリン・オコナー 著 ほるぷ出版
316 あなたがもし奴隷だったら… ジュリアス・レスター 文 あすなろ書房
316 ジェンダー・フリーの絵本①　こんなのへんかな？ 村瀬　幸浩 大月書店
316 ジェンダー・フリーの絵本②　生きるってすてき 橋本　紀子 大月書店
316 ジェンダー・フリーの絵本③　働くってたのしい 朴木　佳緒留 大月書店
316 ジェンダー・フリーの絵本④　女と男これまで、これから 中嶋　みさき 大月書店
316 ジェンダー・フリーの絵本⑤　いろんな国、いろんな生き方 石橋　富士子 大月書店
316 ジェンダー・フリーの絵本⑥　学びのガイド 田代　美江子 大月書店
316 人権の絵本①　じぶんを大切に 大月書店
316 人権の絵本②　ちがいを豊かさに 大月書店
316 人権の絵本③　それって人権？ 大月書店
316 人権の絵本④　わたしたちの人権宣言 大月書店
316 人権の絵本⑤　タイムトラベル人権号 大月書店
316 人権の絵本⑥　学びの手引き 大月書店



316 天に昇った命、地に舞い降りた命 杉山　晴美 著 マガジンハウス
316 テロリズム アダム・ヒバート 著 小峰書店
316 子どもの人権 アダム・ヒバート 著 小峰書店
316 国際社会のルール③　差別のない世界をつくる アグネス・チャン 著 旬報社
316 アパルトヘイトの子どもたち 吉田 ルイ子 著 ポプラ社
316 わたしたちの独立宣言 喜多 明人 著 ポプラ社
316 人権を考える旅 ポプラ社
316 みんなで生きる・２１世紀９　人種差別 ポプラ社
316 アパルトヘイトの子どもたち 吉田 ルイ子 著 ポプラ社
316 あなたがもし奴隷だったら… ジュリアス・レスター 文 あすなろ書房
316 「イスラム国」よ 鎌田　實 著 河出書房新社
317 総合的学習に役立つくらしと国の省庁①　内閣府ってなんだろう？ 菊池 武夫 文 小峰書店
317 総合的学習に役立つくらしと国の省庁②　総務省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文 小峰書店
317 総合的学習に役立つくらしと国の省庁③　法務省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文 小峰書店
317 総合的学習に役立つくらしと国の省庁④　外務省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文 小峰書店
317 総合的学習に役立つくらしと国の省庁⑤　財務省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文 小峰書店
317 総合的学習に役立つくらしと国の省庁⑥　文部科学省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文 小峰書店
317 総合的学習に役立つくらしと国の省庁⑦　厚生労働省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文 小峰書店
317 総合的学習に役立つくらしと国の省庁⑧　農林水産省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文 小峰書店
317 総合的学習に役立つくらしと国の省庁⑨　経済産業省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文 小峰書店
317 総合的学習に役立つくらしと国の省庁⑩　国土交通省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文 小峰書店
317 総合的学習に役立つくらしと国の省庁⑪　環境省ってなんだろう？ 菊池 武夫 文 小峰書店
317 総合的学習に役立つくらしと国の省庁⑫　くらしと政治 菊池 武夫 文 小峰書店
317 国家公務員になるには 井上　繁 著 ぺりかん社
317 警察官になるには 宍倉　正弘 著 ぺりかん社
317 消防官になるには 開　真 著 ぺりかん社
317 海上保安官になるには 小森　陽一 著 ぺりかん社
317 図解雑学　科学捜査 長谷川　聖治 著 ナツメ社
317 外交官になるには 渡辺　光一 著 ぺりかん社
317 警察官になるには 宍倉　正弘 著 ぺりかん社
317 消防署の秘密がズバリ！わかる本 謎解きゼミナール / 編 河出書房新社
317 いちばんわかりやすいマイナンバー  知らないとどうなる！？ 梅屋真一郎  著 日本能率協会マネジメントセンター

318 地方公務員になるには 井上　繁 著 ぺりかん社
318 ローマ法王に米を食べさせた男 高野　誠鮮 著 講談社
319 世界を救う国際組織１　国際連合 偕成社
319 世界を救う国際組織３　国際赤十字 偕成社
319 世界を救う国際組織４　アムネスティ 偕成社
319 世界を救う国際組織５　世界自然保護基金 偕成社
319 日本を見る目・世界を見る目１　国際化を考える 岩崎書店
319 日本を見る目・世界を見る目２　日本で「外国人」として暮らすこと 岩崎書店
319 日本を見る目・世界を見る目３　海外で暮らす 岩崎書店
319 日本を見る目・世界を見る目５　国際機関ではたらくこと 岩崎書店
319 日本を見る目・世界を見る目７　地球市民として生きる 岩崎書店
319 日本を見る目・世界を見る目８　国際理解資料集 岩崎書店
319 中学生のための「総合」アイデアＢＯＯＫ１　世界の人々と心をつなごう 坂本 辰男 監修 ポプラ社
319 イラク戦争従軍記 野嶋 剛 著 朝日新聞社
319 死んだらいけない 石川　文洋 著 日本経済新聞社出版局

319 国際社会のルール①　平和な世界に生きる 浅井　基文 著 旬報社
319 いま平和とは 最上　敏樹 著 岩波書店
319 世界はなぜ仲良くできないの？ 竹中　千春 阪急コミュニケーションズ

319 奇跡のプレイボール 大社　充 著 金の星社
319 奇跡のプレイボール 大社　充 著 金の星社
319 奇跡のプレイボール 大社　充 著 金の星社
319 世界は危険で面白い 渡部　陽一 著 産経新聞出版
319 「国際貢献」と日本 浅井 基文 著 岩波書店
319 みんなで生きる・２１世紀１１　戦争はなぜおこるのか ポプラ社
319 平和へのかけ橋 明石 康 著 講談社
319 新聞資料原爆 日本図書センター
319 新聞資料原爆Ⅱ 日本図書センター



319 池上彰の知らないと恥をかく世界の大問題４２　イラスト図解版 池上　彰 著 角川マガジンズ//角川グループパブリッシング

319 領土ってなに？ かもがわ出版
319 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさば よしみ 汐文社
319 さがしています アーサー・ビナード 著 岡倉　禎志 写真 童心社
319 世界を平和にするためのささやかな提案 池澤　春菜，他 著 河出書房新社
319 きみに聞いてほしい 池上　彰 訳 葉　祥明 画 リンダパブリッシャーズ//徳間書店

320 １０代が「法」とであうとき ポプラ社
320 父と娘の法入門 大村　敦志 / 著 岩波書店
320 空想法律読本　１　新装版 盛田　栄一 著 メディアファクトリー
320 空想法律読本　２　新装版 盛田　栄一 著 メディアファクトリー
320 空想法律読本　天文学的違法金利事件編 盛田　栄一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
320 空想法律読本　１２月２４日住居侵入事件編 盛田　栄一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
320 うさぎのヤスヒコ、憲法と出会う 西原博史 山中正大 太郎次郎社エディタス
320 おさるのトーマス、刑法を知る 仲道祐樹 山中正大 太郎次郎社エディタス
320 僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる 遠藤　研一郎 著 大和書房//大和書房
320 こども六法 山崎　聡一郎 著 弘文堂//弘文堂
323 人権を考える本① 岩崎書店
323 人権を考える本② 岩崎書店
323 人権を考える本③ 岩崎書店
323 人権を考える本④ 岩崎書店
323 人権を考える本⑤ 岩崎書店
323 人権を考える本⑥ 岩崎書店
323 人権を考える本⑦ 岩崎書店
323 憲法九条を世界遺産に 太田　光 著 集英社
323 生徒が議論した日本国憲法 ポプラ社
323 主権者はきみだ 森 英樹 著 岩波書店
323 いかそう日本国憲法 奥平 康弘 著 岩波書店
323 憲法読本 杉原 泰雄 著 岩波書店
323 まんが日本国憲法 講談社
323 １０代の憲法な毎日 伊藤　真 著 岩波書店
323 日本国憲法 谷口　真由美 著 文藝春秋
323 日本のもと 憲法 宮崎哲弥  監修 講談社
326 きみが選んだ死刑のスイッチ 森　達也 著 理論社
326 裁判長！桃太郎は「強盗致傷」です！ 小林　剛 / 監修 永岡書店
326 〈刑務所〉で盲導犬を育てる 大塚　敦子 著 岩波書店
327 弁護士・検察官・裁判官になるには 野村　二郎 著 ぺりかん社
327 司法書士になるには 前田　稔 著 ぺりかん社
327 行政書士になるには 三田　達治 著 ぺりかん社
327 イラストで学べる裁判員制度　第１巻 裁判員制度研究会 著 汐文社
327 イラストで学べる裁判員制度　第２巻 裁判員制度研究会 著 汐文社
327 イラストで学べる裁判員制度　第３巻 裁判員制度研究会 著 汐文社
327 「悪いこと」したら、どうなるの？ 藤井　誠二 著 理論社
327 検察官になるには 三木　賢治 著 ぺりかん社
327 裁判官になるには 三木　賢治 著 ぺりかん社
327 ぼくらの裁判をはじめよう　１４歳の世渡り術 郷田　マモラ / 著 河出書房新社
327 裁判のしくみ絵事典 村　和男 / 監修 ＰＨＰ研究所
327 少年事件　心は裁判でどう扱われるか 高岡　健 / 編著　　相川　裕 他 / 著 明石書店
327 昔話法廷 ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班 編 今井　雅子 原著 金の星社
327 昔話法廷　ｓｅａｓｏｎ　２ オカモト國ヒコ 金の星社
327 昔話法廷　Ｓｅａｓｏｎ３ ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班 編 坂口　理子 原著 伊野　孝行 画 金の星社//金の星社
329 世界を救う国際組織２　国連難民高等弁務官事務所 偕成社
329 国連 サイモン・アダムス 著 小峰書店
329 青年海外協力隊員になるには　改訂 もろ　しのぶ 編著 ぺりかん社
329 国際公務員になるには 横山　和子 著 ぺりかん社
329 世界で一番いのちの短い国 山本　敏晴 著 白水社
329 国際公務員になるには 横山　和子 著 ぺりかん社
329 １００円からできる国際協力　１　平和を守る １００円からできる国際協力編集委員会 編 汐文社
329 １００円からできる国際協力　２　命とくらしを守る １００円からできる国際協力編集委員会 編 汐文社
329 １００円からできる国際協力　３　大地を守る １００円からできる国際協力編集委員会 編 汐文社



329 写真絵本国境なき医師団　１　国境なき医師団とは 早乙女　勝元 編 大月書店
329 写真絵本国境なき医師団　２　戦争で傷ついた人びと 早乙女　勝元 編 大月書店
329 写真絵本国境なき医師団　３　難民となった人びと 早乙女　勝元 編 大月書店
329 写真絵本国境なき医師団　４　病気や飢えとたたかう 早乙女　勝元 編 大月書店
329 写真絵本国境なき医師団　５　すべての人に医療を 早乙女　勝元 編 大月書店
329 写真絵本国境なき医師団　６　手引きと資料 早乙女　勝元 編 大月書店
329 国際機関ってどんなところ 原 康 著 岩波書店
329 これがＰＫＯだ 森 英樹 著 岩波書店
330 世界を変えるお金の使い方 ダイヤモンド社
330 お金持ちになるにはどうするの？ 内田　正信　監修 朝日新聞出版
330 生きるための「お金」のはなし 高取しづか サンマーク出版
330 中学高校受験用　時事問題に強くなる本　２０１０年 学研教育出版 学研教育出版
330 キミのお金はどこに消えるのか 井上純一 KADOKAWA
330 500円玉の旅 お金の動きがわかる本 泉 美智子 少年写真新聞社
330 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝　２５ プロジェクト新・偉人伝 編著 ポプラ社//ポプラ社
331 経済のしくみ１００話 岸本 重陳 著 岩波書店
331 レモンをお金にかえる法　“経済学入門”の巻　新装版 ルイズ・アームストロング 著 ビル・バッソ 画 佐和　隆光 訳 河出書房新社
331 それをお金で買いますか  市場主義の限界 マイケル・サンデル  著 早川書房
331 池上彰のマンガでわかる経済学 1 池上彰 日本経済新聞出版社
331 １３歳からの経済のしくみ・ことば図鑑 花岡　幸子 著 ｍａｔｓｕ 画 ＷＡＶＥ出版//ＷＡＶＥ出版

331 池上彰のマンガでわかる経済学　２ 池上　彰 著 北田　瀧 著 松浦　まどか 画 日本経済新聞出版社//日本経済新聞出版社

331 池上彰のマンガでわかる経済学　２ 池上　彰 著 北田　瀧 著 松浦　まどか 画 日本経済新聞出版社//日本経済新聞出版社

333 グローバリゼーション アイリス・タイクマン 著 小峰書店
333 国際社会のルール②　国際化する経済を学ぶ 伊藤　正直 著 旬報社
333 地球人として生きる 岩崎 駿介 編著 岩波書店
334 移民と亡命 アイリス・タイクマン 著 小峰書店
335 ＮＰＯってなんですか　１　NPOを知ろう ＮＰＯ活動を考える会 編著 汐文社
335 ＮＰＯってなんですか　２　いろんなＮＰＯ ＮＰＯ活動を考える会 編著 汐文社
335 ＮＰＯってなんですか　３　ＮＰＯを作ろう！ ＮＰＯ活動を考える会 編著 汐文社
335 豊かさのかげに 佐高 信 著 岩波書店
335 世界を変えた６人の企業家②　シャネル 岩崎書店
335 世界を変えた６人の企業家③　コダック 岩崎書店
335 世界を変えた６人の企業家④　フォード 岩崎書店
335 世界を変えた６人の企業家⑤　ソニー 岩崎書店
335 世界を変えた６人の企業家⑥　ザ・ボディショップ 岩崎書店
335 世界を変えた６人の企業家①　マイクロソフト 岩崎書店
335 未来をつくる仕事がここにある　総合商社図鑑 三井物産　監修 日経ＢＰコンサルティング

335 香川発未来人 ビジネス香川 ぴあ株式会社関西支社
336 小さな会社の社長の営業 原田　繁男 著 ぱる出版
336 公認会計士になるには 江川　裕子 著 ぺりかん社
336 秘書になるには 石井　はるみ 著 ぺりかん社
336 中小企業診断士になるには 井上　繁 著 ぺりかん社
336 税理士になるには 西山　恭博 著 ぺりかん社
336 公認会計士になるには 江川　裕子 著 ぺりかん社
336 ワープロを使いこなそう 石田 千代子 著 岩波書店
337 戦闘機１機で学校は何校つくれるか？ 関根　一昭 / 著 合同出版
337 くらべる値段 おかべ　たかし 著 山出　高士 写真 東京書籍//東京書籍
337 日本のもと 円 森永卓郎  監修 講談社
338 １４歳からのお金の話 池上　彰 著 マガジンハウス
338 フリーターになるとどうなるの？ 内田　正信　監修 朝日新聞出版
340 イラストで学べる税金のしくみ　１　税金とはなにか？ 大野　一夫 / 著　　福田　行宏 / イラスト 汐文社
340 イラストで学べる税金のしくみ　２　日本の税制度 大野　一夫 / 著　　福田　行宏 / イラスト 汐文社
340 イラストで学べる税金のしくみ　３　くらしと税金 大野　一夫 / 著　　福田　行宏 / イラスト 汐文社
345 税のしくみ 宮島 洋 著 岩波書店
345 ちゃんとわかる消費税 斎藤　貴男 著 河出書房新社
350 世界国勢図会２００２／０３ 矢野恒太記念会 編集 矢野恒太記念会
351 日本国勢図会２００２／０３ 矢野恒太記念会 編集 矢野恒太記念会
351 日本国勢図会’９６／９７ 矢野恒太記念会 編 国勢社
351 日本国勢図会’９６／９７ 矢野恒太記念会 編 国勢社



360 学びたい ケイティー・ダックワース 著 すずき出版
360 元気でいたい ケイティー・ダックワース 著 すずき出版
360 あたたかい「家」がほしい ジーン・ハリソン 著 すずき出版
360 安心してくらしたい ジーン・ハリソン 著 すずき出版
360 意見を聞いてほしい ニコラ・エドワーズ 著 すずき出版
360 学びたい ケイティー・ダックワース 著 すずき出版
360 元気でいたい ケイティー・ダックワース 著 すずき出版
360 あたたかい「家」がほしい ジーン・ハリソン 著 すずき出版
360 安心してくらしたい ジーン・ハリソン 著 すずき出版
360 意見を聞いてほしい ニコラ・エドワーズ 著 すずき出版
360 どんとこい、貧困！ 湯浅　誠 著 理論社
360 みんなで生きる・２１世紀１０　飢える人びと ポプラ社
360 地雷ではなく花をください 葉 祥明 絵 自由国民社
360 続・地雷ではなく花をください 葉 祥明 絵 自由国民社
360 続々・地雷ではなく花をください 葉 祥明 絵 自由国民社
360 ありがとう地雷ではなく花をください 葉 祥明 絵 自由国民社
360 生きものがきえる 真珠　まりこ 著 講談社
361 中学生のための「総合」アイデアＢＯＯＫ５　地域の人々とふれあおう 坂本 辰男 監修 ポプラ社
361 出身県でわかる人の性格 岩中 祥史 著 草思社
361 世界の日本人ジョーク集 早坂　隆 著 中央公論新社
361 社会調査のウソ 谷岡　一郎 著 文藝春秋
361 １００％人に好かれる聞く力 齋藤　孝 著 大和書房
361 データはウソをつく 谷岡　一郎 著 筑摩書房
361 話し方を変えると「いいこと」がいっぱい起こる！ 植西　聰 著 三笠書房
361 「世界征服」は可能か？ 岡田　斗司夫 著 筑摩書房
361 世界を信じるためのメソッド 森　達也 著 理論社
361 ちょい大人力検定 石原　壮一郎 著 河出書房新社
361 地球家族　世界三十か国のふつうの暮らし マテリアルワールド・プロジエクト 著 ＴＯＴＯ出版
361 １３歳からの反社会学 パオロ・マッツァリーノ 著 角川書店
361 いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川 俊太郎 文 福音館書店
361 日本人とユダヤ人 イザヤ・ベンダサン 〔著〕 角川書店
361 みんなで生きる・２１世紀１　自分をまもる ポプラ社
361 人間関係が「しんどい！」と思ったら読む本 心屋　仁之助∥著 中経出版
361 ワンチュク国王から教わったこと ペマ・ギャルポ / 著 ＰＨＰ研究所
361 誰とでも心を通わせることができる７つの法則 ＤａｉＧｏ / 著 ワニブックス
361 聞く力　心をひらく３５のヒント 阿川　佐和子 / 著 文藝春秋
361 わかりやすく〈伝える〉技術 池上　彰 / 著 講談社
361 気をつけよう！SNS １ SNSってなんだろう？ 小寺 信良 汐文社
361 気をつけよう！SNS ２ ソーシャルゲームってどんなもの？ 小寺 信良 汐文社
361 気をつけよう！SNS ３ 依存しないために 小寺 信良 汐文社
361 大富豪破天荒伝説Ｂｅｓｔ１００ 真山　知幸 著 東京書籍
361 ルフィと白ひげ信頼される人の条件 安田　雪 アスコム
361 １４歳からの社会学 宮台　真司 著 筑摩書房
361 池上彰のメディア・リテラシー入門 池上　彰 著 オクムラ書店
361 多文化に出会うブックガイド 世界とつながる子どもの本棚プロジェクト 読書工房
361 香川共和国のオキテ100カ条 ｍｉｍｉｋａ∥監修 メイツ出版
361 くらべる東西 おかべ　たかし 著 山出　高士 写真 東京書籍//東京書籍
361 すっきり解決！人見知り 小野寺　奈緒 日本図書センター//日本図書センター

361 にっぽん全国犬猿バトル地図 謎解きゼミナール 河出書房新社
361 県民性マンガうちのトコでは もぐら 著 飛鳥新社//飛鳥新社
361 まんがでわかるヒトは「いじめ」をやめられない かん　ようこ 画 小学館//小学館
364 社会保険労務士になるには　改訂 佐々木　俊世 編著 ぺりかん社
365 お金とカード 宇都宮 健児 著 岩崎書店
365 もったいないのココロ 石田　豊 ＷＡＶＥ出版
365 人生の確率 宝島社
365 ついていったら、だまされる 多田　文明 著 理論社
365 ボランティアしあおうよ 松兼 功 著 岩崎書店
365 気をつけよう！消費者トラブル　１　ケータイ編 秋山　浩子 / 著　　納田　繁 / 画 汐文社
365 気をつけよう！消費者トラブル　２　買い物編 秋山　浩子 / 著　　納田　繁 / 画 汐文社



365 気をつけよう！消費者トラブル　３　契約編 秋山　浩子 / 著　　納田　繁 / 画 汐文社
366 １３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 １３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 １３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 １３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 １３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 １３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 １３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 １３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 「好き」をシゴトにした人 大岡　まさひ 著 主婦と生活社
366 あゝ野麦峠 山本　茂実 著 角川書店
366 働くを考える 梅澤　正 著 ぺりかん社
366 働くって何だ 森　清 著 岩波書店
366 ５教科が仕事につながる！英語の時間 小林　良子 著 ぺりかん社
366 ５教科が仕事につながる！国語の時間 小林　良子 著 ぺりかん社
366 ５教科が仕事につながる！数学の時間 松井　大助 著 ぺりかん社
366 ５教科が仕事につながる！理科の時間 松井　大助 著 ぺりかん社
366 ５教科が仕事につながる！社会の時間 松井　大助 著 ぺりかん社
366 ５教科が仕事につながる！　別巻　美術の時間 松井　大助 著 ぺりかん社
366 働く人の夢 日本ドリームプロジェクト 編 いろは出版
366 ５教科が仕事につながる！　別巻　技術・家庭の時間 松井　大助 著 ぺりかん社
366 ５教科が仕事につながる！　別巻　音楽の時間 松井　大助 著 ぺりかん社
366 しごとば 鈴木　のりたけ 著 ブロンズ新社
366 続　しごとば 鈴木　のりたけ 著 ブロンズ新社
366 新１３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 新１３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 新１３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 新１３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 新１３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 新１３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 新１３歳のハローワーク 村上　龍 著 幻冬舎
366 働きだして見つけた夢 日本ドリームプロジェクト 編 いろは出版
366 １４歳からの仕事道 玄田　有史 著 理論社
366 「お疲れさまです！」 吉川　景都 著 日本経済新聞出版社
366 １５歳のワークルール 道幸　哲也 旬報社
366 ちいさな労働者 ラッセル・フリードマン 著 あすなろ書房
366 しごとば　東京スカイツリー　 鈴木　のりたけ著 ブロンズ新社
366 すべてバッチリ！！ワクワクお仕事ナビ ピチレモンブックス編集部 編 学研教育出版//学研マーケティング

366 「働く」の教科書 全日本手をつなぐ育成会 編 中央法規出版
366 中学生・高校生の仕事ガイド　２０１６－２０１７年版 進路情報研究会 編 桐書房
366 小説・マンガで見つける！すてきな仕事①ささえる 学研教育出版
366 小説・マンガで見つける！すてきな仕事②まもる 学研教育出版
366 小説・マンガで見つける！すてきな仕事③もてなす 学研教育出版
366 小説・マンガで見つける！すてきな仕事④うみだす 学研教育出版
366 小説・マンガで見つける！すてきな仕事⑤つたえる 学研教育出版
366 新１３歳のハローワーク 村上　龍  著 幻冬舎
366 職人 永　六輔 著 岩波書店
366 日曜日のハローワーク 小田　豊二 著 東京書籍
366 日本の給料&職業図鑑Plus 給料BANK 著 宝島社
366 ５分でわかる１０年後の自分２０３０年のハローワーク 図子　慧 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

366 きみの未来と夢が広がる！わくわく資格ブック　１ オフィス303 編 教育画劇//教育画劇
366 きみの未来と夢が広がる！わくわく資格ブック　２ オフィス303 編 教育画劇//教育画劇
366 きみの未来と夢が広がる！わくわく資格ブック　３ オフィス303 編 教育画劇//教育画劇
366 大人になったらしたい仕事「好き」を仕事にした３５人の先輩たち 朝日中高生新聞編集部 著 朝日学生新聞社//朝日学生新聞社

366 大人になったらしたい仕事「好き」を仕事にした３５人の先輩たち　２ 朝日中高生新聞編集部 著 朝日学生新聞社//朝日学生新聞社

367 お年よりを理解する本①　お年よりってなんだ？ 岩崎書店
367 お年よりを理解する本②　年をとってもいきいきと 岩崎書店
367 お年よりを理解する本③　お年よりと福祉 岩崎書店
367 お年よりを理解する本④　わたしたちにできるボランティア 岩崎書店



367 お年よりを理解する本⑤　調べ学習に役立つお年より資料集 岩崎書店
367 ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本①　「年をとる」って、どんなこと？ 一番ケ瀬 康子 監修 くもん出版
367 ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本②　高齢化社会って、どんな社会？ 一番ケ瀬 康子 監修 くもん出版
367 ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本③　町や住まいにあるバリア 一番ケ瀬 康子 監修 くもん出版
367 ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本④　高齢者をささえる福祉の仕事 一番ケ瀬 康子 監修 くもん出版
367 ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本⑤　日本と世界の高齢者福祉 一番ケ瀬 康子 監修 くもん出版
367 ふれあうことから始めよう高齢社会がわかる本⑥　ノーマライゼーション 一番ケ瀬 康子 監修 くもん出版
367 まんがで読む・ひとびとの生と性１　もっと知りたい女の子のこと・男の子のこと 山本 直英 著 ポプラ社
367 まんがで読む・ひとびとの生と性２　あなたがママやパパになったら 山本 直英 著 ポプラ社
367 まんがで読む・ひとびとの生と性３　家族のカタチはいろいろ 山本 直英 著 ポプラ社
367 まんがで読む・ひとびとの生と性４　恋するこころは昔も今も 山本 直英 著 ポプラ社
367 まんがで読む・ひとびとの生と性５　新しい自分をみつけよう 山本 直英 著 ポプラ社
367 性についてはなそう！①　６人のともだち ポプラ社
367 性についてはなそう！②　性ってな～んだ ポプラ社
367 性についてはなそう！③　生命はどうやってできるか ポプラ社
367 性についてはなそう！④　みんな生きている ポプラ社
367 性についてはなそう！⑤　家族ってなに？ ポプラ社
367 性についてはなそう！⑥　赤ちゃんが生まれる！ ポプラ社
367 性についてはなそう！⑦　エイズって知ってる？ ポプラ社
367 性についてはなそう！⑧　自分のからだとつきあう本 ポプラ社
367 男の子のからだ 北沢 杏子 著 岩崎書店
367 自立ってなんだろう 北沢 杏子 著 岩崎書店
367 愛ってなんだろう　上 北沢 杏子 作 岩崎書店
367 愛ってなんだろう　下 北沢 杏子 作 岩崎書店
367 男の戸籍をください 虎井まさ衛 毎日新聞社
367 ＯＫ？ひきこもりＯＫ！ 斎藤 環 著 マガジンハウス
367 世界の中学生１中国の中学生 学研
367 世界の中学生２エジプトの中学生 学研
367 世界の中学生３フランスの中学生 学研
367 世界の中学生４マレーシアの中学生 学研
367 世界の中学生５オーストラリアの中学生 学研
367 世界の中学生６ペルーの中学生 学研
367 世界の中学生７ロシアの中学生 学研
367 世界の中学生８韓国の中学生 学研
367 おなたが守る　あなたの心・あなたのからだ 森田　ゆり 童話館出版
367 ショーネン記 下田治美 三五館
367 １０代のメンタルヘルス⑦　親の離婚 アイリーン・キューン 著 大月書店
367 チュウガクセイのキモチ あさの　あつこ 著 小学館
367 世界の子どもたちは今　１　子ども兵士 アムネスティ・インターナショナル日本 編著 リブリオ出版
367 世界の子どもたちは今　２　児童労働 アムネスティ・インターナショナル日本 編著 リブリオ出版
367 世界の子どもたちは今　３　子どもの人身売買 アムネスティ・インターナショナル日本 編著 リブリオ出版
367 ザ・ママの研究 信田さよ子 理論社
367 性についてはなそう！① ポプラ社
367 性についてはなそう！② ポプラ社
367 性についてはなそう！③ ポプラ社
367 性についてはなそう！④ ポプラ社
367 性についてはなそう！⑤ ポプラ社
367 性についてはなそう！⑦ ポプラ社
367 性についてはなそう！⑥ ポプラ社
367 性についてはなそう！⑧ ポプラ社
367 ティーンズ・ボディＱ＆Ａ 河野 美代子 著 東山書房
367 ね、おしえて！うまれたときのこと ベルナール・ティス 文 佑学社
367 メキシコ 偕成社
367 ブルキナファソ 偕成社
367 ハンガリー 偕成社
367 みんなで生きる・２１世紀３　家族のつながり ポプラ社
367 みんなで生きる・２１世紀５　「年をとる」ということ ポプラ社
367 みんなで生きる・２１世紀７　離婚 ポプラ社
367 考える練習をしよう マリリン・バーンズ 著 晶文社



367 どこでもできるスポーツ トム・シュナイダー 著 晶文社
367 カラダにいいものを食べよう マリリン・バーンズ 著 晶文社
367 自立する子どもになろう マリリン・バーンズ 著 晶文社
367 自然と友だちになるには？ モリー・ライツ 著 晶文社
367 きみも音楽家（ミュージシャン）になれる トム・ウォルサー 文と絵 晶文社
367 おじさん図鑑 なかむら　るみ 画 小学館
367 パパと怒り鬼 グロー・ダーレ / 著　　スヴァイン・ニーフース / 画　　大島　かおり / 訳 ひさかたチャイルド
367 中二病あるある 円卓会議 編 コアマガジン
367 尾木ママの女の子相談室　１ ポプラ社
367 尾木ママの女の子相談室　２ ポプラ社
367 尾木ママの女の子相談室　３ ポプラ社
367 尾木ママの女の子相談室　４ ポプラ社
367 尾木ママの女の子相談室　５ ポプラ社
367 ふたりのママから、きみたちへ 東　小雪，増原　裕子 著 イースト・プレス
367 わたしは１３歳、学校に行けずに花嫁になる。 プラン・ジャパン 著 合同出版
367 ビアン婚。 一ノ瀬　文香 著 双葉社
367 女どうしで子どもを産むことにしました 東　小雪，増原　裕子 著 すぎやま　えみこ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
367 どうなってるんだろう？子供の法律 山下 敏雅 渡辺 雅之 高文研
367 日本のもと 家族 服藤早苗  監修 講談社
367 個「性」ってなんだろう？ あかね書房//あかね書房

368 みなおなじ地球の子 小林 正典 写真 ポプラ社
368 ドラッグ中毒日記 こどものいのちを守る会 編 リブリオ出版
368 ドラッグはキミをドレイにする こどものいのちを守る会 編 リブリオ出版
368 ドラッグ なぜワルい？ こどものいのちを守る会 編 リブリオ出版
368 ドラッグ中毒から抜けだせ！ こどものいのちを守る会 編 リブリオ出版
368 ドラッグの恐怖Ｑ＆Ａ こどものいのちを守る会 編 リブリオ出版
368 夜回り先生 水谷　修 著 サンクチュアリ・パブリッシング

368 こどものためのドラッグ大全 深見填 理論社
368 こんにちの犯罪 アイリス・タイクマン 著 小峰書店
368 ドラッグ アンドレア・クレア・ハート・スミス 著 小峰書店
368 １３歳から学ぶ日本の貧困 宇都宮　健児 著 青志社
368 夜回り先生 水谷　修 著 小学館
368 命を蝕むドラッグ乱用 少年写真新聞社
368 救え！世界の子どもたち１ 日本図書センター
368 救え！世界の子どもたち２ 日本図書センター
368 救え！世界の子どもたち３ 日本図書センター
368 救え！世界の子どもたち４ 日本図書センター
368 救え！世界の子どもたち５ 日本図書センター
368 気をつけよう！薬物依存　１　乱用と依存 渋井　哲也 汐文社
368 気をつけよう！薬物依存　２　身近にひそむ危機 渋井　哲也 汐文社
368 気をつけよう！薬物依存　３　対処と取り組み 渋井　哲也 汐文社
368 気をつけよう！ネット中毒　１　出会い系サイト 渋井　哲也 汐文社
368 気をつけよう！ネット中毒　２　ネット事件・有害サイト 渋井　哲也 汐文社
368 気をつけよう！ネット中毒　３　ネットコミュニケーション 渋井　哲也 汐文社
368 気をつけよう！ケータイ中毒　１　ケータイ依存 渋井　哲也 汐文社
368 気をつけよう！ケータイ中毒　２　学校裏サイト 渋井　哲也 汐文社
368 気をつけよう！ケータイ中毒　３　安全な使い方 渋井　哲也 汐文社
368 気をつけよう！ゲーム中毒　１　テレビ・携帯ゲーム 渋井　哲也 汐文社
368 気をつけよう！ゲーム中毒　２　オンラインゲーム 渋井　哲也 汐文社
368 気をつけよう！ゲーム中毒　３　ゲームの楽しさと危険 渋井　哲也 汐文社
368 脱ネット・スマホ中毒　Ｖｅｒ．２．０ 遠藤　美季 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

369 からだが不自由ってどんなこと？１　いろいろな人がいる 学研
369 からだが不自由ってどんなこと？２　バリアフリーの町に！ 学研
369 からだが不自由ってどんなこと？３　愛犬ブルースはわたしの手足 学研
369 からだが不自由ってどんなこと？４　ノー・プロブレムの社会に！ 学研
369 からだが不自由ってどんなこと？５　シルバーシートはいらない？！ 学研
369 からだが不自由ってどんなこと？６　ささえあい助けあうなかま 学研
369 ボランティアしあおうよ 松兼 功 著 岩崎書店
369 洪水 ポール・ベネット 著 小峰書店



369 地震 ポール・ベネット 著 小峰書店
369 戦争 ポール・ベネット 著 小峰書店
369 飢饉 ポール・ベネット 著 小峰書店
369 バリアフリーの社会に！ 共用品推進機構 監修 学研
369 道路や交通機関をバリアフリーに！ 共用品推進機構 監修 学研
369 建物をバリアフリーに！ 共用品推進機構 監修 学研
369 日用品をバリアフリーに！ 共用品推進機構 監修 学研
369 心のバリアをとりのぞこう！ 共用品推進機構 監修 学研
369 みんなでつくるバリアフリー！ 共用品推進機構 監修 学研
369 みんなのボランティア大百科 フレーベル館
369 耳の不自由な人たち 小峰書店
369 学習の障害がある人たち 小峰書店
369 車いすの人たち 小峰書店
369 未来に広がる「福祉の仕事」１　広がる変わる「福祉の仕事」 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 未来に広がる「福祉の仕事」２　共に生きる「福祉の仕事」 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 未来に広がる「福祉の仕事」３　共に学ぶ「福祉の仕事」 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 未来に広がる「福祉の仕事」５　心や体を癒す「福祉の仕事」 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 未来に広がる「福祉の仕事」６　役立つモノをつくる「福祉の仕事」 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 未来に広がる「福祉の仕事」７　特技を生かす「福祉の仕事」 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 未来に広がる「福祉の仕事」８　「福祉の仕事１００」ガイドブック 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 さよならエルマおばあさん 大塚 敦子 写真・文 小学館
369 ボランティアわたしたちにできること①　いっしょにたのしもう ポプラ社
369 ボランティアわたしたちにできること②　友だちになろうよ ポプラ社
369 ボランティアわたしたちにできること③　やさしい心をとどけよう ポプラ社
369 ボランティアわたしたちにできること⑥　住みよい地域をつくろう ポプラ社
369 ボランティアわたしたちにできること⑦　世界の人と手をつなごう ポプラ社
369 ボランティアわたしたちにできること⑧　ボランティアガイドブック ポプラ社
369 未来に広がる「福祉の仕事」１ 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 未来に広がる「福祉の仕事」２ 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 未来に広がる「福祉の仕事」３ 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 未来に広がる「福祉の仕事」４ 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 未来に広がる「福祉の仕事」５ 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 未来に広がる「福祉の仕事」６ 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 未来に広がる「福祉の仕事」７ 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 未来に広がる「福祉の仕事」８ 一番ケ瀬 康子 監修・指導 学研
369 中学生のための「総合」アイデアＢＯＯＫ３　はじめようボランティア活動 坂本 辰男 監修 ポプラ社
369 障害のある人のスポーツガイド１ 藤原 進一郎 著 汐文社
369 障害のある人のスポーツガイド２ 藤原 進一郎 著 汐文社
369 ちえちゃんの卒業式 星川 ひろ子 写真・文 小学館
369 さよならエルマおばあさん 大塚 敦子 写真・文 小学館
369 わたしたちを忘れないで 東 ちづる 著 ブックマン社
369 盲導犬クイールの一生 石黒 謙吾 文 文芸春秋
369 ボランティア入門 こどもくらぶ 編著 偕成社
369 ひとりでできるボランティア こどもくらぶ 編著 偕成社
369 友だちとできるボランティア こどもくらぶ 編著 偕成社
369 家庭でできるボランティア こどもくらぶ 編著 偕成社
369 クラスでできるボランティア こどもくらぶ 編著 偕成社
369 学校でできるボランティア こどもくらぶ 編著 偕成社
369 ボランティア情報館 こどもくらぶ 編著 偕成社
369 わたしたちにもできるこれからのボランティア１　ボランティアってなんだろう 新谷 弘子 監修 文研出版
369 わたしたちにもできるこれからのボランティア２　ボランティアをはじめよう 新谷 弘子 監修 文研出版
369 わたしたちにもできるこれからのボランティア３　さまざまなボランティア 新谷 弘子 監修 文研出版
369 わたしたちにもできるこれからのボランティア４　ひろがるボランティアの世界 新谷 弘子 監修 文研出版
369 わたしたちにもできるこれからのボランティア５　手話・点字によるボランティア 新谷 弘子 監修 文研出版
369 福祉・ボランティアの学習テキスト 甲本 卓司 編著 明治図書出版
369 アンコール・ワットの神さまへ 石原 尚子 著 岩崎書店
369 生きてます、１５歳。 井上 美由紀 著 ポプラ社
369 元気です、１７歳。 井上 美由紀 著 ポプラ社
369 ＮＨＫきらっといきるいのち輝く障害者たちの物語１　バリアフリーをめざす人たち ＮＨＫきらっと生きる制作班 編 汐文社



369 ＮＨＫきらっといきるいのち輝く障害者たちの物語２　コミュニケーションをひろげる人たち ＮＨＫきらっと生きる制作班 編 汐文社
369 ＮＨＫきらっといきるいのち輝く障害者たちの物語３　生きる喜びを見つける人たち ＮＨＫきらっと生きる制作班 編 汐文社
369 ＮＨＫきらっといきるいのち輝く障害者たちの物語４　元気の輪をひろげる人たち ＮＨＫきらっと生きる制作班 編 汐文社
369 ＮＨＫきらっといきるいのち輝く障害者たちの物語５　芸術・音楽をめざす人たち ＮＨＫきらっと生きる制作班 編 汐文社
369 車いすのリアル 石川ミカ 大和書房
369 わたしにもできる介護のお手伝い２　お出かけでできること 是枝 祥子 監修 学研
369 わたしにもできる介護のお手伝い４　身のまわりでできること 是枝 祥子 監修 学研
369 いつでもどこでも手話ソング２ジュニア編 同友館
369 盲導犬クイールの一生 石黒 謙吾 文 文芸春秋
369 裸で育て君らしく ＮＨＫ「こども」プロジェクト 編 汐文社
369 社会福祉士になるには 大橋　謙策 編著 ぺりかん社
369 介護福祉士になるには 大橋　謙策 編著 ぺりかん社
369 車いすでカリフォルニア 小濱洋央 日本評論社
369 発達と障害を考える本　１ 諏訪　利明 編 ミネルヴァ書房
369 発達と障害を考える本　２ 安倍　陽子 編 ミネルヴァ書房
369 発達と障害を考える本　３ 神奈川ＬＤ協会 編 ミネルヴァ書房
369 発達と障害を考える本　４ 高山　恵子 編 ミネルヴァ書房
369 あなたの夢はなんですか？私の夢は大人になるまで生きることです。 池間　哲郎 著 致知出版社
369 夢がかなう日 清水　久美子 著 偕成社
369 いのちを守る！災害対策大百科　１　歴史と仕組み編 藤吉　洋一郎 日本図書センター
369 いのちを守る！災害対策大百科　２　予測と備え編 藤吉　洋一郎 日本図書センター
369 いのちを守る！災害対策大百科　３　対処と行動編 藤吉　洋一郎 日本図書センター
369 こんな夜更けにバナナかよ 渡辺　一史 著 北海道新聞社
369 ケアマネジャーになるには 稲葉　敬子 著 ぺりかん社
369 「福祉」で働く 浅野　恵子 著 ぺりかん社
369 花も花なれ、人も人なれ 細川　佳代子 著 角川書店
369 ぼくは１２歳、路上で暮らしはじめたわけ。 国境なき子どもたち　編著 合同出版
369 これはあなたの母 小坂井 澄 著 集英社
369 小児糖尿病とたたかうジョニー トーマス＝ベリイマン 写真 文 偕成社
369 わたしたちとボランティア活動１　ボランティアってなあに 学研
369 わたしたちとボランティア活動２　お年よりといっしょ 学研
369 わたしたちとボランティア活動３　障害のある人と仲良し 学研
369 わたしたちとボランティア活動４　すみよい環境づくり 学研
369 わたしたちとボランティア活動５　みんなで国際協力 学研
369 さっちゃんの　まほうのて たばた せいいち 〔ほか〕共同制作 偕成社
369 ヨルダン難民救援への旅 小山内 美江子 著 岩波書店
369 大震災 高木 慶子 著 春秋社
369 ボクらの阪神・淡路大震災 「進研ゼミ」中学講座 編集 ベネッセコーポレーション

369 黒い虹 あしなが育英会 編 広済堂出版
369 みんなで生きる・２１世紀６　障害のある人びと ポプラ社
369 車イスから見た街 村田 稔 著 岩波書店
369 ふれあいの手話１　身近なものを表現してみよう 丸山 浩路 著・監修 学研
369 ふれあいの手話２　あいさつをしてみよう 丸山 浩路 著・監修 学研
369 ふれあいの手話４　たずねる表現を覚えよう 丸山 浩路 著・監修 学研
369 “音”を見たことありますか？ Ｅ＆Ｃプロジェクト 編 小学館
369 「障害」について考えよう１　指はまほうの探知機 増田 美加 文 ポプラ社
369 「障害」について考えよう２　目でしっかりきく 増田 美加 文 ポプラ社
369 「障害」について考えよう３　ひとりひとりの歩みで 増田 美加 文 ポプラ社
369 「障害」について考えよう４　ゆっくりおとなに 増田 美加 文 ポプラ社
369 「障害」について考えよう５　みんな元気に！ 増田 美加 文 ポプラ社
369 あったかさん かしわ 哲 著 小学館
369 風のうまれるところ すずかけ作業所のアーティストたち 絵 小学館
369 聴導犬シンディ誕生物語 パトリシア・カーチス 文 小学館
369 盲導犬グレフ誕生物語 パトリシア・カーチス 文 小学館
369 おねえちゃんとわたし ミッシェル・エマート 文 小学館
369 幸せを届けるボランティア不幸を招くボランティア 田中　優∥著 河出書房新社
369 災害がほんとうに襲った時 中井　久夫∥著 みすず書房
369 東日本大震災 共同通信社
369 きちんと逃げる。 広瀬　弘忠 / 著 アスペクト



369 ７２時間生きぬくための１０１の方法 夏　緑 / 著   たかおか　ゆみこ / 画 童心社
369 東日本大震災と社会教育 石井山　竜平 / 編著 国土社
369 ３．１１が教えてくれた防災の本　１　地震 高橋　うらら / 文　　山中　桃子 / 絵　　片田　敏孝 / 監修 かもがわ出版
369 ３．１１が教えてくれた防災の本　２　津波 高橋　うらら / 文　　山中　桃子 / 絵　　片田　敏孝 / 監修 かもがわ出版
369 ３．１１が教えてくれた防災の本　３　二次災害 高橋　うらら / 文　　山中　桃子 / 絵　　片田　敏孝 / 監修 かもがわ出版
369 ３．１１が教えてくれた防災の本　４　避難生活 高橋　うらら / 文　　山中　桃子 / 絵　　片田　敏孝 / 監修 かもがわ出版
369 大震災サバイバルＢＯＯＫ　家族を守る２００のテクニック テレンス・リー / 監修　　主婦の友社 / 編 主婦の友社
369 クイールを育てた訓練士 多和田　悟　　矢貫　隆 / 著　　下村　誠 / 写真 文藝春秋
369 緒方貞子－難民支援の現場から 東野　真 / 著 集英社
369 特別授業３．１１君たちはどう生きるか あさの　あつこ，他 著 河出書房新社
369 ２１人の輪 杉浦　大悟 著 ＮＨＫ出版
369 ひとりじゃない ＮＨＫ取材班 編著 ＮＨＫ出版
369 すべらない「バリアフリー」のススメ！！ ＮＨＫバリバラ制作班 編 河崎　芽衣 画 竹書房
369 おばあちゃんが、ぼけた。 村瀬　孝生 著 イースト・プレス
369 だれか、ふつうを教えてくれ！ 倉本　智明 著 イースト・プレス
369 図解！！生き残るためのやりかた大百科 Ｊｏｓｅｐｈ　Ｐｒｅｄ 著 和田　侑子 訳 パイ・インターナショナル

369 思い出をレスキューせよ！ 堀米　薫 著 くもん出版
369 のこされた動物たち 太田康介 飛鳥新社
369 PRAY FOR JAPAN ｐｒａｙｆｏｒｊａｐａｎ．ｊｐ∥編 講談社
369 さがしてみよう！まちのバリアフリー　１ 高橋　儀平 小峰書店
369 さがしてみよう！まちのバリアフリー　２ 高橋　儀平 小峰書店
369 さがしてみよう！まちのバリアフリー　６ 高橋　儀平 小峰書店
369 南三陸町屋上の円陣 山村　武彦 著 ぎょうせい//ぎょうせい
369 ユニバーサルデザイン　１ 成松　一郎 著 あかね書房
369 ユニバーサルデザイン　２ 星野　恭子 著 あかね書房
369 ユニバーサルデザイン　３ 中和　正彦 著 あかね書房
369 被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア４０ アベ　ナオミ 著 学研プラス
369 かんたんおいしい防災レシピびちくでごはん 岡本正子 子どもの未来社
369 津波被災前・後の記録 東北建設協会 河北新報出版センター
370 子どものマナー図鑑１　ふだんの生活のマナー 峯村 良子 作・絵 偕成社
370 子どものマナー図鑑２　食事のマナー 峯村 良子 作・絵 偕成社
370 子どものマナー図鑑３　でかけるときのマナー 峯村 良子 作・絵 偕成社
370 子どものマナー図鑑４　おつきあいのマナー 峯村 良子 作・絵 偕成社
370 子どものマナー図鑑５　１２か月・行事のマナー 峯村 良子 作・絵 偕成社
370 涙と笑いのハッピークラス ＮＨＫ「こども」プロジェクト 編 汐文社
370 オール１の落ちこぼれ、教師になる 宮本　延春 著 角川書店
370 「将来」のヒント 茂木　健一郎 著 東洋館出版社
370 ５教科が仕事につながる！　別巻　保健体育の時間 松井　大助 著 ぺりかん社
370 安全な毎日を送る方法　１　犯罪の被害から身を守る 国崎　信江 学習研究社
370 安全な毎日を送る方法　２　ネットトラブルから身を守る 宮田　仁 学習研究社
370 安全な毎日を送る方法　３　飲酒、喫煙、薬物乱用から身を守る 川畑　徹朗 学習研究社
370 安全な毎日を送る方法　４　身のまわりの事故から身を守る 国崎　信江 学習研究社
370 安全な毎日を送る方法　５　野外遊びの事故から身を守る 国崎　信江 学習研究社
370 安全な毎日を送る方法　６　地震 台風などの災害から身を守る 国崎　信江 学習研究社
370 先生はえらい 内田樹 筑摩書房
370 学校はどちらって聞かないで 青年劇場 編著 高文研
370 八月二日、天まで焼けた 奥田 史郎 著 高校生文化研究会
370 差別と戦争を見る眼 梅田 正己 著 高校生文化研究会
370 高校生おもしろ白書 『考える高校生』編集部 編 高文研
370 高校が「泥棒天国」ってホントですか 高文研編集部 著 高文研
370 高校生活ってなんだ 金子 さとみ 著 高文研
370 若い市民のためのパンセ 梅田 正己 著 高文研
370 新版　考える高校生 梅田　正己 高文研
370 心に制服を着るな 家本 芳郎 著 高文研
370 高校生が答える同世代の悩み 高文研編集部 編 高文研
370 １７歳アメリカ留学 丸山 未来子 著 高文研
370 お天気キャスター 森田 正光 著 実業之日本社
370 学校珍百景 塩崎　義明 編著 学事出版
370 今すぐできる！中学生の勉強法 親野　智可等 著 ＰＨＰ研究所



370 泣きみそ校長と弁当の日 竹下　和男，渡邊　美穂 著 西日本新聞社//地方・小出版流通センター

371 「ひきこもり」たい気持ち 梶原 千遠 著 角川書店
371 いじめっ子 尾木 直樹 著 学陽書房
371 友達ができにくい子どもたち 石崎　朝世 編著 すずき出版
371 わがままといわれる子どもたち 湯汲　英史 著 すずき出版
371 ＷＩＳＣ－３アセスメント事例集 藤田　和弘 編著 日本文化科学社
371 大人はウザい！ 山脇　由貴子 著 筑摩書房
371 教室で自尊感情を高める デニス・ローレンス 著 田研出版
371 みんなのノート　中学生の巻 金子　由美子 著 大月書店
371 みんなで生きる・２１世紀２　いじめ ポプラ社
371 大人になるヒント 中沢　けい / 著 メデイア・パル
371 いじめ心の中がのぞけたら 本山　理咲 著 朝日学生新聞社
371 いじめ心の中がのぞけたら　２ 本山　理咲 著 朝日学生新聞社//朝日学生新聞社

371 いじめ心の中がのぞけたら　３ 本山　理咲 著 朝日学生新聞社//朝日学生新聞社

371 いじめ心の中がのぞけたら　４ 本山　理咲 著 朝日学生新聞社//朝日学生新聞社

371 居場所がほしい 浅見　直輝 著 岩波書店//岩波書店
371 答えのない道徳の問題どう解く? やまざきひろし ポプラ社
371 いじめ心の中がのぞけたら　５ 本山　理咲 著 朝日学生新聞社//朝日学生新聞社

372 こんなに違う！世界の国語教科書 二宮　皓 著 メディアファクトリー
372 サマーヒル少女日記 大塚 千野 著 晶文社
372 日本のもと 学校 齋藤孝  監修 講談社
374 楽しい修学旅行ガイド　長崎／福岡・阿蘇 学研
374 楽しい修学旅行ガイド　長崎／福岡・阿蘇 学研
374 ５分間でできる学級遊びベスト９０ 家本 芳郎 編著 たんぽぽ出版
374 学校における子どものメンタルヘルス対策マニュアル ＪＳＰＰ編集委員会 編 ひとなる書房
374 小学校教師になるには 森川　輝紀 編著 ぺりかん社
374 中学校・高校教師になるには 森川　輝紀 編著 ぺりかん社
374 実践！ソーシャルスキル教育中学校 相川　充 編 図書文化社
374 忙しさから逃れられない覚悟をすると ＴＯＳＳ中学 編 明治図書出版
374 その気にさせる輝く学校行事イベント ＴＯＳＳ中学 編 明治図書出版
374 先生の夢 日本ドリームプロジェクト 編 いろは出版
374 豚のＰちゃんと３２人の小学生 黒田　恭史 著 ミネルヴァ書房
374 小学校教師になるには 森川　輝紀 編著 ぺりかん社
374 弁当づくりで身につく力 竹下 和男 講談社
374 クラスみんながつながる！プロ直伝の「学級レク」ＢＥＳＴ５０ 中谷　光男 編著 明治図書出版//明治図書出版

375 教え育てる仕事 ほるぷ出版
375 視覚表現する仕事 ほるぷ出版
375 生活の安全を守る仕事 ほるぷ出版
375 美容にかかわる仕事 ほるぷ出版
375 食べ物にかかわる仕事 ほるぷ出版
375 コンピュータにかかわる仕事 ほるぷ出版
375 動物にかかわる仕事 ほるぷ出版
375 健康を守る仕事 ほるぷ出版
375 人と制度をつなぐ仕事 ほるぷ出版
375 音楽にかかわる仕事 ほるぷ出版
375 放送にかかわる仕事 ほるぷ出版
375 福祉にかかわる仕事 ほるぷ出版
375 自然とかかわる仕事 ほるぷ出版
375 土と親しむ仕事 ほるぷ出版
375 アニメーションの仕事 ほるぷ出版
375 旅行にかかわる仕事 ほるぷ出版
375 心とからだをいやす仕事 ほるぷ出版
375 世界の文化にかかわる仕事 ほるぷ出版
375 建築にかかわる仕事 ほるぷ出版
375 芸能にかかわる仕事 ほるぷ出版
375 伝統工芸にたずさわる仕事 ほるぷ出版
375 スポーツにかかわる仕事 ほるぷ出版
375 おもちゃにかかわる仕事 ほるぷ出版
375 のりものにかかわる仕事 ほるぷ出版



375 赤ちゃんにかかわる仕事 ほるぷ出版
375 宇宙にかかわる仕事 ほるぷ出版
375 自動車にかかわる仕事 ほるぷ出版
375 環境にかかわる仕事 ほるぷ出版
375 伝統美を表現する仕事 ほるぷ出版
375 コンピュータで創造する仕事 ほるぷ出版
375 世界でいちばん受けたい授業 藤原 和博 著 小学館
375 ＮＩＥワークシート１００例 妹尾 彰 著 晩成書房
375 地域でできるこれからの国際交流１　国際交流入門 岩崎書店
375 地域でできるこれからの国際交流２　国際交流のテーマさがし 岩崎書店
375 地域でできるこれからの国際交流３　食べもので国際交流 岩崎書店
375 地域でできるこれからの国際交流４　あそび・音楽・スポーツで国際交流 岩崎書店
375 地域でできるこれからの国際交流５　人物、動・植物で調べる国際交流 岩崎書店
375 地域でできるこれからの国際交流６　ボランティアで国際交流 岩崎書店
375 地域でできるこれからの国際交流７　インターネットで国際交流 岩崎書店
375 地域でできるこれからの国際交流８　国際交流データブック 岩崎書店
375 難民が生まれるのはなぜ？ 北川 直実 編集 草土文化
375 地雷がうばうのもはなに？ 北川 直実 編集 草土文化
375 できることからはじめよう！ 北川 直実 編集 草土文化
375 あたりまえだけど、とても大切なこと―こどものためのルールブック クラーククラーク ロン 草思社
375 本当の学力をつける本 陰山　英男 著 文藝春秋
375 学力低下を克服する本 陰山　英男 著 文藝春秋
375 シゲマツ先生の学問のすすめ　１ 重松　清 岩崎書店
375 シゲマツ先生の学問のすすめ　２ 重松　清 岩崎書店
375 シゲマツ先生の学問のすすめ　３ 重松　清 岩崎書店
375 シゲマツ先生の学問のすすめ　４ 重松　清 岩崎書店
375 シゲマツ先生の学問のすすめ　５ 重松　清 岩崎書店
375 勉強法が変わる本 市川　伸一 著 岩波書店
375 モラルジレンマ資料と授業展開　中学校編　第２集 荒木　紀幸 編著 明治図書出版
375 トラブルメーカー生徒に有効なアタック法 ＴＯＳＳ中学 編 明治図書出版
375 イバラだからこそ楽しい教師修行の道 ＴＯＳＳ中学 編 明治図書出版
375 生徒のアドバルーンをはね返す眼力 ＴＯＳＳ中学 編 明治図書出版
375 とっておきの道徳授業　中学校編　５ 桃崎　剛寿 編著 日本標準
375 規範意識を高める道徳授業 大江　浩光 著 明治図書出版
375 部活魂！ 岩波書店編集部 編 岩波書店
375 あなたの勉強法はどこがいけないのか？ 西林　克彦 著 筑摩書房
375 ＹＡのための生きナビ１　夢を持ってはいけません 佐々木　宏 著 国土社
375 ＹＡのための生きナビ　２　「自分らしさ」って何だろう 佐々木　宏 著 国土社
375 ＹＡのための生きナビ　３　１日５分で君は変われる 佐々木　宏 著 国土社
375 “生き方”に斬り込む道徳授業 染谷　幸二 編著 明治図書出版
375 中学生の“今”を「道徳」授業の中核にする 染谷　幸二 編著 明治図書出版
375 とっておきの道徳授業　中学校編　８ 桃崎　剛寿 編著 日本標準
375 とっておきの道徳授業　中学校編　７ 桃崎　剛寿 編著 日本標準
375 かぎりなく子どもの心に近づきたくて 山際 鈴子 著 教育出版センター
375 人を動かす話し方＆例話 小沢 あつし 著 学事出版
375 にほんご 安野 光雅 〔ほか〕著 福音館書店
375 中学生のための自由研究　数学・理科・保健体育 Ａ・Ｕ・Ｅアドバイザーズ・フォー・ヤングスカラーズ 編 誠文堂新光社
375 中学生のための自由研究　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 誠文堂新光社
375 中学生のための自由研究　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 誠文堂新光社
375 学校放送 向後 友恵 著 さ・え・ら書房
375 新聞をつくろう 大沢 和子 〔ほか〕著 さ・え・ら書房
375 みんな新聞記者・学校新聞入門１　新聞づくり入門 ポプラ社
375 みんな新聞記者・学校新聞入門２　学級新聞１２か月 ポプラ社
375 みんな新聞記者・学校新聞入門３　学校新聞１２か月 ポプラ社
375 中学数学の科学的勉強法 仲田 紀夫 編著 評論社
375 中学５教科の科学的勉強法 萩生田 忠昭 編著 評論社
375 中学国語の科学的勉強法 宮川 清美 著 評論社
375 中学英語の科学的勉強法 荻野 浩 著 評論社
375 きょうは、どんな日？１学期 ポプラ社



375 きょうは、どんな日？２学期 ポプラ社
375 きょうは、どんな日？３学期 ポプラ社
375 お話やクイズの放送３６５日 ポプラ社
375 みぢかな自然の放送３６５日 ポプラ社
375 アナウンサーになってみよう ポプラ社
375 校内のできごとを放送しよう ポプラ社
375 テレビ放送にチャレンジ ポプラ社
375 カメラワークはここがポイント！ ポプラ社
375 きみたちにもドラマがつくれる ポプラ社
375 みんな新聞記者・学校新聞入門４　おもしろ壁新聞入門 ポプラ社
375 教室の定番ゲーム 「たのしい授業」編集委員会 編 仮説社
375 心の教育とカウンセリング・マインド 中野目 直明 編著 東洋館出版社
375 心の教育とカウンセリング・マインド 中野目 直明 編著 東洋館出版社
375 「自分らしさ」って何だろう 佐々木　宏∥著 国土社
375 夢を持ってはいけません 佐々木　宏 / 著 国土社
375 １日５分で君は変われる 佐々木　宏 / 著 国土社
375 身近なことから世界と私を考える授業 開発教育研究会 / 編著 明石書店
375 受験脳の作り方 池谷　裕二 著 新潮社
375 NHK伝える極意　達人に学ぶコミュニケ-ション　１　書く極意 ＮＨＫ「伝える極意」制作班 / 編 汐文社
375 NHK伝える極意　達人に学ぶコミュニケ-ション　２　話す極意 ＮＨＫ「伝える極意」制作班 / 編 汐文社
375 NHK伝える極意　達人に学ぶコミュニケ-ション　３　発表の極意 ＮＨＫ「伝える極意」制作班 / 編 汐文社
375 NHK伝える極意　達人に学ぶコミュニケ-ション　４　表現の極意 ＮＨＫ「伝える極意」制作班 / 編 汐文社
375 知りたい！なりたい！職業ガイド　劇団にかかわる仕事 ヴィットインターナショナル企画室 ほるぷ出版
375 知りたい！なりたい！職業ガイド　コンサートにかかわる仕事 ヴィットインターナショナル企画室 ほるぷ出版
375 知りたい！なりたい！職業ガイド　化粧品にかかわる仕事 ヴィットインターナショナル企画室 ほるぷ出版
375 知りたい！なりたい！職業ガイド　映画製作にかかわる仕事 ヴィットインターナショナル企画室 ほるぷ出版
375 知りたい！なりたい！職業ガイド　テレビCMにかかわる仕事 ヴィットインターナショナル企画室 ほるぷ出版
375 知りたい！なりたい！職業ガイド　インターネットにかかわる仕事 ヴィットインターナショナル企画室 ほるぷ出版
375 知りたい！なりたい！職業ガイド　音楽制作にかかわる仕事 ヴィットインターナショナル企画室 ほるぷ出版
375 知りたい！なりたい！職業ガイド　結婚式にかかわる仕事 ヴィットインターナショナル企画室 ほるぷ出版
375 知りたい！なりたい！職業ガイド　テレビ番組をつくる仕事 ヴィットインターナショナル企画室 ほるぷ出版
375 知りたい！なりたい！職業ガイド　サッカーにかかわる仕事 ヴィットインターナショナル企画室 ほるぷ出版
375 知りたい！なりたい！職業ガイド　人びとを楽しませる仕事 ヴィットインターナショナル企画室 ほるぷ出版
375 中学校「特別の教科道徳」の授業づくり集中講義 水登伸子 明治図書出版
375 中学一冊目の参考書 船登　惟希 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
375 寝る前５分暗記ブック　中１ 学研教育出版 編 学研教育出版//学研マーケティング

375 寝る前５分暗記ブック　中２ 学研教育出版 編 学研教育出版//学研マーケティング

375 寝る前５分暗記ブック　中３高校入試 学研教育出版 編 学研教育出版//学研マーケティング

375 寝る前５分暗記ブック中学実技 学研教育出版 編 学研教育出版//学研プラス

375 ＬＧＢＴってなんだろう？ 藥師　実芳，他 著 合同出版
375 はじめよう！アクティブラーニング １自分で課題を見つけよう 白石 範孝/監修 ポプラ社
375 はじめよう！アクティブラーニング ２図書館へ行って調べよう 白石 範孝/監修 ポプラ社
375 はじめよう！アクティブラーニング ３現地取材で情報を集めよう 白石 範孝/監修 ポプラ社
375 はじめよう！アクティブラーニング ４メディアを使って調べよう 白石 範孝/監修 ポプラ社
375 はじめよう！アクティブラーニング ５情報をまとめて発表しよう 白石 範孝/監修 ポプラ社
375 高校入試　面接対策　改訂版 旺文社 編 旺文社
375 高校入試　ここで差がつく！　ゴロ合わせで覚える理科８０ 鉄人会NEXT 著 KADOKAWA
375 高校入試　ここで差がつく！　ゴロ合わせで覚える理科８０ 鉄人会NEXT 著 KADOKAWA
375 中学の勉強のトリセツ 梁川　由香 著 しましま 画 学研プラス//学研プラス

375 学習に役立つ！なるほど新聞活用術　１ 市村　均 著 伊東　浩司 画 岩崎書店//岩崎書店
375 学習に役立つ！なるほど新聞活用術　２ 市村　均 著 伊東　浩司 画 岩崎書店//岩崎書店
375 学習に役立つ！なるほど新聞活用術　３ 市村　均 著 伊東　浩司 画 岩崎書店//岩崎書店
376 圧勝！受験なんてヘッチャラだ 齋藤　孝 著 ＰＨＰ研究所
376 幼稚園教師になるには 森上　史朗 著 ぺりかん社
376 中学生の夢 日本ドリームプロジェクト 編 いろは出版
376 中学生からの勉強法 小河　勝 著 文藝春秋
376 東大合格生のノートはかならず美しい 太田　あや 著 文藝春秋
376 女子の国はいつも内戦 辛酸　なめ子 著 河出書房新社
376 保育士になるには 田辺　敦子 編著 ぺりかん社



376 保育士になるには 田辺　敦子 編著 ぺりかん社
376 幼稚園教師になるには 大豆生田　啓友 著 ぺりかん社
376 「教育」で働く 杉山　由美子 著 ぺりかん社
376 竜之介 竹下 真由美 著 岩崎書店
376 世界の言葉で「ありがとう」ってどう言うの？ 池上　彰，稲葉　茂勝 著 今人舎
376 学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶應大学に現役合格した話 坪田　信貴 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
376 保育士は体育会系 河原　ちょっと 著 サンマーク出版
376 ほぉ…、ここがちきゅうのほいくえんか。 てぃ先生 著 ベストセラーズ
376 回想 青井　瑞穂
376 １３歳の進路 村上　龍  著 幻冬舎
376 下剋上受験 桜井　信一 産経新聞出版
376 高校受験すぐにできる４０のこと 中谷　彰宏 著 ＰＨＰ研究所
376 高校入試　ここで差がつく！　ゴロ合わせで覚える歴史８０ 鉄人会NEXT 著 KADOKAWA
376 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディ　みかこ 著 新潮社//新潮社
377 なぜ高専の就職率は「１００％」なの？ 佐々木　章太 著 文芸社
377 なぜ「大学は出ておきなさい」と言われるのか 浦坂　純子 著 筑摩書房
377 コミックエンジニア物語 国立高等専門学校機構マンガで伝える「エンジニアの姿」実施委員会 編 平凡社
377 最後の秘境東京藝大 二宮　敦人 著 新潮社
377 東京大学応援部物語 最相葉月 新潮社
377 成功する留学中・高校生の留学 「成功する留学」編集室 編 ダイヤモンド・ビッグ社//ダイヤモンド社

378 目に障害のある子と一緒に 偕成社
378 はじめての点字 偕成社
378 耳に障害のある子と一緒に 偕成社
378 はじめての手話① 偕成社
378 はじめての手話② 偕成社
378 からだに障害のある子と一緒に 偕成社
378 知的障害のある子と一緒に 偕成社
378 重い障害のある子と一緒に 偕成社
378 障害のある人へのボランティア活動 偕成社
378 「障害」ってなんだろう？ 偕成社
378 手話でボランティア こどもくらぶ 編・著 岩崎書店
378 クイズで手話 こどもくらぶ 編・著 岩崎書店
378 ゲームで手話 こどもくらぶ 編・著 岩崎書店
378 うたって手話 こどもくらぶ 編・著 岩崎書店
378 おどって手話 こどもくらぶ 編・著 岩崎書店
378 ボランティアに役立つはじめてであう点字１　指から広がる世界 黒崎 惠津子 著 岩崎書店
378 ボランティアに役立つはじめてであう点字２　点字のことば百科 黒崎 惠津子 著 岩崎書店
378 ボランティアに役立つはじめてであう点字３　点字で学ぼう 黒崎 惠津子 著 岩崎書店
378 ボランティアに役立つはじめてであう点字４　点字のひみつ 黒崎 惠津子 著 岩崎書店
378 やってみよう！はじめての手話１　手話をはじめよう こどもくらぶ 編・著 岩崎書店
378 やってみよう！はじめての手話２　指文字をおぼえよう こどもくらぶ 編・著 岩崎書店
378 やってみよう！はじめての手話３　手話であそぼう こどもくらぶ 編・著 岩崎書店
378 やってみよう！はじめての手話４　はじめての手話ソング こどもくらぶ 編・著 岩崎書店
378 やってみよう！はじめての手話５　手話で世界とともだち こどもくらぶ 編・著 岩崎書店
378 やってみよう！はじめての手話６　写真・イラストで見る手話じてん こどもくらぶ 編・著 岩崎書店
378 落ち着きのない子どもたち 石崎　朝世 編著 すずき出版
378 多動な子どもたちＱ＆Ａ 石崎　朝世 編著 すずき出版
378 人と関わる力を伸ばす 一松　麻実子 著 すずき出版
378 「自閉的」といわれる子どもたち 石井　葉 編著 すずき出版
378 僕アホやない　人間だ 止揚学園園長　福井達雨 柏樹社
378 １０代のメンタルヘルス⑩　ＡＤＤとＡＤＨＤ ジュディス・ピーコック 著 大月書店
378 特別支援教育基本用語１００ 上野　一彦 編 明治図書出版
378 特別支援教育への招待 宮城教育大学特別支援教育総合研究センター 編 教育出版
378 教室でできる特別支援教育のアイデア１７２　小学校編 月森　久江 編 図書文化社
378 ＡＤＨＤ症状を抑える授業力！ 平山　諭 編著 明治図書出版
378 ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症の子どもの指導ガイド 国立特殊教育総合研究所 著 東洋館出版社
378 知りたい、聞きたい、伝えたいおともだちの障がい　３　トゥレット症候群ってなあに？ ティラ・クルーガー 著 明石書店
378 ソーシャル・ストーリー・ブック キャロル・グレイ 編著 クリエイツかもがわ
378 特別支援教育の基礎知識 橋本　創一 編著 明治図書出版



378 特別支援教育の学習指導案づくり 宮崎　直男 編著 明治図書出版
378 この学校、好き 鈴木　正子 著 ぶどう社
378 発達障害をわかってほしい 島田　博 著 ぶどう社
378 「障害児なんだ、うちの子」って言えた、おやじたち 町田おやじの会 著 ぶどう社
378 障害をもつ子を産むということ 野辺　明子 編 中央法規出版
378 ねえ、ぼくのアスペルガー症候群の話、聞いてくれる？ ジュード・ウェルトン 著 明石書店
378 発達障害のある子の困り感に寄り添う支援 佐藤　曉 著 学習研究社
378 見て分かる困り感に寄り添う支援の実際 佐藤　曉 著 学習研究社
378 輝きＭＡＸ！すべての子どもが伸びる特別支援教育 品川　裕香 著 金子書房
378 知的障害の心理学 小池　敏英 著 北大路書房
378 ＬＤ児の漢字学習とその支援 小池　敏英 編著 北大路書房
378 軽度発達障害の心理アセスメント 上野　一彦 編 日本文化科学社
378 車いすのマティアス トーマス＝ベリイマン 写真 文 偕成社
378 指文字あそびＡ・Ｂ・Ｃ 菊地 清 さく あすなろ書房
378 指で見る トーマス＝ベリイマン 写真・文 偕成社
378 朝子さんの点字ノート 河辺 豊子 文 日本児童教育振興財団

378 みんなの声がきこえる 羽中田 昌 著 四谷ラウンド
378 「どんぐりの家」のデッサン 山本 おさむ 著 岩波書店
378 ぼくのおにいちゃん 星川 ひろ子 写真文 小学館
378 ぼくたちのコンニャク先生 星川 ひろ子 写真 文 小学館
378 朝子さんの一日 永原 達也 文 日本児童教育振興財団

378 わたしたちのトビアス学校へいく ボー・スベドベリ 文・写真 偕成社
378 わたしたちのトビアス セリシア・スベドバリ 偕成社
378 わたしたちのトビアス大きくなる ボー・スベドバリ 偕成社
378 あきらとジョニーの「めざせパラリンピック」 佐々木　大輔・作　　田中　伸介・絵 文芸社
378 ルイ・ブライユと点字をつくった人びと 高橋昌巳 岩崎書店
379 子どもが育つ魔法の言葉ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｈｅａｒｔ ドロシー・ロー・ノルト 著 ＰＨＰ研究所
379 タイ・ミャンマー 偕成社
379 マレーシア・シンガポール・インドネシア 偕成社
379 ベトナム 偕成社
379 トルコ・シリア 偕成社
379 イギリス 偕成社
379 アメリカ 偕成社
379 カナダ 偕成社
379 オーストラリア・ニュージーランド 偕成社
379 フィリピン 偕成社
379 フィジー・トンガ・サモア 偕成社
379 ケニア 偕成社
379 フランス 偕成社
379 ドイツ・オランダ 偕成社
379 スイス・オーストラリア 偕成社
379 イタリア・ギリシャ 偕成社
379 スペイン・ポルトガル 偕成社
379 デンマーク・スウェーデン・ノルウェー 偕成社
379 チェコ・ハンガリー・ポーランド 偕成社
379 ロシア 偕成社
379 エジプト 偕成社
379 ブラジル・ペルー 偕成社
379 中国 偕成社
379 韓国 偕成社
379 インド・パキスタン・バングラデシュ・スリランカ 偕成社
379 みんなのためのルールブック ロン・クラーク 著 草思社
379 １６才のための暮らしワークブック 工藤　啓 主婦の友社
379 ふれあいの手話３　自分の気持ちを伝えよう 丸山 浩路 著・監修 学研
379 本当に怖いスマホの話 金の星社
379 テストの花道流夢がかなう人の勉強術 ＮＨＫ「テストの花道」制作チーム 著 河出書房新社
379 大人になってこまらない マンガで身につくシリーズ  整理整頓 辰巳 渚/監修 大野 直人 金の星社
379 大人になってこまらない マンガで身につくシリーズ マナーと礼儀 辰巳 渚/監修 池田 圭吾 金の星社
379 大人になってこまらないマンガで身につく自分コントロール　図書館版 大野　直人 画 金の星社//金の星社



379 大人になってこまらない　マンガで身につく　友だちとのつきあい方 相川　充 金の星社
379 大人になってこまらないマンガで身につく勉強が楽しくなるコツ　図書館版 みのもまりか 画 金の星社//金の星社
379 大人になってこまらないマンガで身につくネットのルールとマナー　図書館版 大野　直人 画 金の星社//金の星社
380 熊を殺すと雨が降る 遠藤 ケイ 著 山と渓谷社
380 鬼が出た 大西 広 文 福音館書店
380 世界の国ぐに　民話と風土１　ギリシア・トルコ・地中海 学研
380 世界の国ぐに　民話と風土２　イタリア・スペイン・ポルトガル 学研
380 世界の国ぐに　民話と風土３　イギリス・アイルランド 学研
380 世界の国ぐに　民話と風土６　ドイツ・オーストリア・オランダ 学研
380 世界の国ぐに　民話と風土７　東ヨーロッパ 学研
380 世界の国ぐに　民話と風土８　ソビエト 学研
380 世界の国ぐに　民話と風土９　西アジア 学研
380 世界の国ぐに　民話と風土10　インド・スリランカ・パキスタン・ネパール 学研
380 世界の国ぐに　民話と風土11　ミャンマー・タイ・ベトナム・ラオス・カンボジア 学研
380 世界の国ぐに　民話と風土12　中国・モンゴル・韓国 学研
380 世界の国ぐに　民話と風土13　インドネシア・フィリピン・オセアニア 学研
380 世界の国ぐに　民話と風土14　カナダ・アメリカ・メキシコ 学研
380 世界の国ぐに　民話と風土15　中央アメリカ・南アメリカ 学研
380 世界の国ぐに　民話と風土16　アフリカ 学研
380 学校生活の移り変わり 学研
380 くらしの移り変わり 学研
380 ふるさとの「まち」や「むら」 学研
380 遊びと仲間 学研
380 季節の祭りと行事 学研
380 ４７都道府県ビジュアル文化百科地野菜／伝統野菜 こどもくらぶ 編 丸善//丸善
380 和服がわかる本 こどもくらぶ 編 岩崎書店//岩崎書店
382 アイヌ民族写真・絵画集成１　祭礼 横山 孝雄 〔ほか〕編集 日本図書センター
382 アイヌ民族写真・絵画集成２　民具 横山 孝雄 〔ほか〕編集 日本図書センター
382 アイヌ民族写真・絵画集成３　文様 横山 孝雄 〔ほか〕編集 日本図書センター
382 アイヌ民族写真・絵画集成４　伝承 横山 孝雄 〔ほか〕編集 日本図書センター
382 アイヌ民族写真・絵画集成５　芸術 横山 孝雄 〔ほか〕編集 日本図書センター
382 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　１ 今村　幸介 学研教育出版//学研マーケティング

382 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　２ 小沼　朝生 学研教育出版//学研マーケティング

382 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　３ 今村　幸介 学研教育出版//学研マーケティング

382 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　４ 久野　麗 学研教育出版//学研マーケティング

382 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　５ 今村　幸介 学研教育出版//学研マーケティング

382 それ日本と逆！？文化のちがい習慣のちがい　６　アレコレ資料編 須藤　健一 学研教育出版//学研マーケティング

382 ほんとうの「和」の話 広田 千悦子 文藝春秋
382 世界の文化と衣食住アジア 鈴木　佑司 監修 小峰書店//小峰書店
382 世界の文化と衣食住ヨーロッパ 鈴木　佑司 監修 小峰書店//小峰書店
382 世界の文化と衣食住アフリカ 鈴木　佑司 監修 小峰書店//小峰書店
382 世界の文化と衣食住南北アメリカ・オセアニア 鈴木　佑司 監修 小峰書店//小峰書店
383 世界ふくそうの歴史１　服のはじまり 川口 和正 文 リブリオ出版
383 世界ふくそうの歴史２　服で身分がわかる 川口 和正 文 リブリオ出版
383 世界ふくそうの歴史３　ファッションのはじまり 川口 和正 文 リブリオ出版
383 世界ふくそうの歴史４　社会が服を変えた 川口 和正 文 リブリオ出版
383 世界ふくそうの歴史５　科学が服を変えた 川口 和正 文 リブリオ出版
383 昭和のくらし博物館 小泉和子　文 河出書房新社
383 しばわんこ　和のお道具箱 川浦　良枝 著 白泉社
383 折々のグルメの歌 田井 友季子 〔著〕 農山漁村文化協会
383 「腹ごしらえ」の哲学 永山 久夫 〔著〕 農山漁村文化協会
383 これはタダモノではない芋よ！ 大路 和子 〔著〕 農山漁村文化協会
383 自然が体に優しいだから私は野菜党 石飛 仁 〔著〕 農山漁村文化協会
383 大芸術家・大ヒーローの食卓はなぜ劇的か！？ 夏坂 健 〔著〕 農山漁村文化協会
383 着想　江戸時代の大ハヤリ食 田井 友季子 〔著〕 農山漁村文化協会
383 グルメの哲学 北川 博敏 著 丸山学芸図書
383 シリーズ世界の食生活１　中国 横山 美智子 訳 リブリオ出版
383 シリーズ世界の食生活２　東南アジア 横山 美智子 訳 リブリオ出版
383 シリーズ世界の食生活３　インド 横山 美智子 訳 リブリオ出版



383 シリーズ世界の食生活４　中東 横山 美智子 訳 リブリオ出版
383 シリーズ世界の食生活５　ソビエト 横山 美智子 訳 リブリオ出版
383 シリーズ世界の食生活６　イタリア 横山 美智子 訳 リブリオ出版
383 シリーズ世界の食生活７　フランス 横山 美智子 訳 リブリオ出版
383 シリーズ世界の食生活８　イギリス 横山 美智子 訳 リブリオ出版
383 シリーズ世界の食生活９　アフリカ 横山 美智子 訳 リブリオ出版
383 シリーズ世界の食生活10　北アフリカ 横山 美智子 訳 リブリオ出版
383 シリーズ世界の食生活11　メキシコ 横山 美智子 訳 リブリオ出版
383 シリーズ世界の食生活12　オーストラリアとニュージーランド 横山 美智子 訳 リブリオ出版
383 地球生活記 小松 義夫 著 福音館書店
383 たべもの語源辞典 清水　桂一 東京堂出版
383 地球の食卓 ピーター・メンツェル　　フェイス・ダルージオ / 著　　みつじ　まちこ / 訳 ＴＯＴＯ出版
383 日本各地　食べもの地図　東日本編 帝国書院編集部/編集 帝国書院
383 日本各地　食べもの地図　西日本編 帝国書院編集部/編集 帝国書院
383 日本各地　食べもの地図　資料編 帝国書院編集部/編集 帝国書院
383 まるごと日本の道具 松下 清/編集 学研教育出版
383 わくわく発見！日本の郷土料理 竹永　絵里 画 河出書房新社//河出書房新社

383 カレーの教科書 石倉　ヒロユキ 編 岩崎書店//岩崎書店
384 さぬき手仕事の風土記 香川県農林部農業改良課 美功社
384 はじめての草花あそび２　夏の草花あそび ポプラ社
384 春の草花あそび ポプラ社
384 秋の草花あそび ポプラ社
384 冬の草花あそび ポプラ社
384 木の実であそぼう ポプラ社
384 木の葉であそぼう ポプラ社
384 やさいであそぼう ポプラ社
384 日本の生活道具百科①食べる道具 中林 啓治 イラストレーション 河出書房新社
384 日本の生活道具百科②住まう道具 中林 啓治 イラストレーション 河出書房新社
384 日本の生活道具百科③装う道具 中林 啓治 イラストレーション 河出書房新社
384 日本の生活道具百科④働く道具 中林 啓治 イラストレーション 河出書房新社
384 日本の生活道具百科⑤祈る道具・遊ぶ道具 中林 啓治 イラストレーション 河出書房新社
385 ラッピング・レシピ 包むファクトリー 編 日本文芸社
385 風呂敷つつみ 山田悦子　著 トランスビュー
385 日本社会の決まりごと 日本雑学研究会 著 明治書院
385 きほんのラッピング便利帳 本多　奈緒子 学研パブリッシング
385 １３歳から身につけたい「日本人の作法」 「大人のたしなみ」研究会 編著 大和出版
386 日本人のしきたり 飯倉　晴武 編著 青春出版社
386 しばわんこの和のこころ 川浦　良枝 著 白泉社
386 しばわんこの和のこころ　２ 川浦　良枝 著 白泉社
386 しばわんこの和のこころ　３ 川浦　良枝 著 白泉社
386 しばわんこの今日は佳き日 川浦　良枝 著 白泉社
386 ニッポンの二十四節気・七十二候 環境デザイン研究所 編 誠文堂新光社
386 日本の祭りと芸能Ⅰ 小峰書店
386 日本の祭りと芸能Ⅱ 小峰書店
386 イラストで楽しむ日本の七十二候 アフロ 著 森松　輝夫 画 中経出版
386 三省堂年中行事事典　改訂版 田中　宣一，宮田　登 編 三省堂
386 １２月２５日の怪物 謎に満ちた「サンタクロース」の実像を追いかけて 高橋 大輔 草思社
386 わくわく発見！日本のお祭り 竹永　絵里 画 河出書房新社//河出書房新社

386 マイ・ヴィンテージ・ハロウィン マリオン・ポール 著 グラフィック社//グラフィック社

388 オリーブかあさんのフィリピン民話 野村 敬子 編著 星の環会
388 チュ・ママの台湾民話 野村 敬子 編著 星の環会
388 少女が運んだ中国民話 松谷 みよ子 編著 星の環会
388 語りおじさんのベトナム民話 坂入 政生 編・語り 星の環会
388 語りおばさんのインドネシア民話 杉浦 邦子 編・語り 星の環会
388 キムさんの韓国民話 野村 敬子 編 星の環会
388 沖縄島唄読本 沖縄ナンデモ調査隊 編 双葉社
388 妖怪百物語絵巻 湯本豪一 国書刊行会
388 水木しげるの憑物百怪　上 水木　しげる 著 小学館
388 水木しげるの憑物百怪　下 水木　しげる 著 小学館



388 図解雑学　日本の妖怪 小松　和彦 編著 ナツメ社
388 ことわざの論理　新版 外山　滋比古 著 東京書籍
388 故事・俗信　ことわざ大辞典 尚学図書 編集 小学館
388 さぬきの狸 北條　令子 高松市図書館
388 世界の国ぐに　民話と風土４　北ヨーロッパ 学研
388 あたごの浦 脇 和子 再話 福音館書店
388 子どもに語るアジアの昔話１ 松岡 享子 訳 こぐま社
388 妖怪辞典 水木　しげる 東京堂出版
388 世界妖怪辞典 水木　しげる 東京堂出版
388 中国妖怪辞典 水木　しげる 東京堂出版
388 あの夜の辞典 水木　しげる 東京堂出版
388 学校の怪談 常光 徹 著 講談社
388 学校の怪談　２ 常光 徹 著 講談社
388 学校の怪談３ 常光 徹 著 講談社
388 学校の怪談４ 常光 徹 著 講談社
388 学校の怪談５ 常光 徹 著 講談社
388 学校の怪談６ 常光 徹 著 講談社
388 学校の怪談７ 常光 徹 著 講談社
388 学校の怪談８ 常光 徹 著 講談社
388 学校の怪談９ 常光 徹 著 講談社
388 水木しげるの妖怪文庫２ 水木 しげる 著 河出書房新社
388 水木しげるの妖怪文庫１ 水木 しげる 著 河出書房新社
388 日本の妖怪＆都市伝説事典 ながた　みかこ∥著//なかさこ　かずひこ∥画 大泉書店
388 世界のモンスター＆怪人・怪事件事典 ながた　みかこ / 著　　なかさこ　かずひこ！ / 絵 大泉書店
388 空想妖怪読本 武村　政春 / 著 メディアファクトリー
388 猫の伝説１１６話 谷　真介 著 梟社//新泉社
388 アーミンのぶらり妖怪散歩 柴田　亜美 著 竹書房
388 矢島町のむかし話　津雲の池 原田　明美
389 アイヌ民族写真・絵画集成６　歴史 横山 孝雄 〔ほか〕編集 日本図書センター
389 アイヌ 蓑島　栄紀 監修 岩崎書店//岩崎書店
390 こども孫子の兵法 日本図書センター
391 ぼくの見た戦争 高橋　邦典 著 ポプラ社
391 １３歳からの拉致問題 蓮池　透 著 かもがわ出版
391 平和学習に役立つ戦跡ガイド①ヒロシマ 平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会 汐文社
391 平和学習に役立つ戦跡ガイド②ナガサキ 平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会 汐文社
391 平和学習に役立つ戦跡ガイド③オキナワ 平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会 汐文社
392 自衛官になるには 山中　伊知郎 著 ぺりかん社
392 陸海空自衛隊あるある スリーウインズｔｅａｍ　Ｊ 編 アスペクト
392 兵士は起つ 杉山　隆男 著 新潮社
397 海上自衛隊の中の人 弐月　匡 著 「海上自衛隊の中の人」の中の人 編 ＰＨＰ研究所
400 子供の科学・サイエンスブックス　電子顕微鏡でみる超ミクロの世界 矢口　行雄 著 誠文堂新光社
400 やさしくて本質的な理科実験１ 科教協東北地区協議会 編 評論社
400 生命の探求者 平澤　興 新学社
400 科学の質問箱１　シマウマの毛を切ってもシマ模様？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱２　カビは地球のそうじ係ってホント？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱３　かげはどうして黒いか知ってる？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱４　オシッコはなぜ寒い日よく出るの？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱５　コアラはなぜいつも眠っているの？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱７　地球が西洋なしの形だってホント？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱８　土星のわなんでできてるか知ってる？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱９　花はなぜ咲く時期がきまってるの？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱１０　アリが大行進するのはどうしてなの？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱１１　ネコがネコ舌なのはどうしてなの？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱１２　人間は燃えてるっていうけどホント？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱１３　なぜ火はいつも上に向かって燃えるの？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱１４　イカが空を飛ぶっていうけどホント？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱１５　雪が１粒ずつ降ってくるのはなぜ？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱１６　アメンボが水の上を歩けるのはなぜ？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱１７　クモの糸が織物に使えるってホント？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社



400 科学の質問箱１８　人間の体にカビがはえるってホント？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱１９　土星が水に浮くっていうのはホント？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱２０　磁石が物をひきつける力ってなに？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱２１　タンポポは晴れるとなぜ背をのばすの？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱２２　走るとイヌが追ってくるのはどうして？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 生きもののじょうずな飼い方 清水 潔 構成 実業之日本社
400 科学の質問箱２３　人間と違って魚がおぼれないのはなぜ？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱２４　夕焼けの翌日が天気になるのはなぜ？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱２５　ハチの巣の部屋なぜみんな六角形？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱２６　アライグマはどうして食べ物を洗うの？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱２７　おなかいっぱい食べてもなぜまたすくの？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱２８　宇宙でドッジボールしたらどうなるの？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱２９　お湯がわくとなぜやかんは音をだすの？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 科学の質問箱３０　空気もこおることがあるってホント？ 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
400 はじめての旅 福武書店
400 街にチャレンジ 福武書店
400 わが家は大実験室 福武書店
400 川と森の探検 福武書店
400 星と太陽 福武書店
400 たのしい理科の小話事典　中学校編 左巻　健男 / 編著 東京書籍
400 わけがわかる中学理科 学研プラス 編 学研プラス//学研プラス

400 身近にあふれる「科学」が3時間でわかる本 左巻　健男 編 明日香出版社
400 科学について知っておくべき１００のこと アレックス・フリス フェデリコ・マリアーニ 画 ホルヘ・マルティン 画 小学館//小学館
400 ロウソクの科学 ファラデー 原著 平野　累次 著 冒険企画局 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

400 中学理科がちゃっかり学べるゆる４コマ教室 うえたに夫婦 画 学研プラス 編 学研プラス//学研プラス

402 南極 三徳　信彦 画 小学館
402 時代を変えた科学者の名言 藤嶋　昭 東京書籍
404 空想科学読本２ 柳田 理科雄 著 メディアファクトリー
404 空想科学読本３ 柳田 理科雄 著 メディアファクトリー
404 知のミネラルウォーター ネイチャー・ジャパン 編 徳間書店
404 科学は今どうなっているの？ 池内　了 著 晶文社
404 「科学的」って何だ！ 松井　孝典 著 筑摩書房
404 １秒の世界 山本　良一 編 ダイヤモンド社
404 近未来入門！ あさのあつこ メディアファクトリー
404 空想科学読本　６．５ 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー
404 空想科学読本　６ 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー
404 空想科学読本　４　新装版 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー
404 空想科学読本　７ 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー
404 空想科学読本　８ 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー
404 ニセ科学を１０倍楽しむ本 山本　弘 著 楽工社
404 空想科学読本　９ 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー
404 空想科学読本Ｑ 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー
404 ＳＦアニメを科楽する！ 福江　純 著 日本評論社
404 旅人 湯川 秀樹 〔著〕 角川書店
404 自然をつかむ７話 木村　龍治 / 著 岩波書店
404 いっしょに考えてみようや 小林　誠　　益川　敏英 / 著 朝日新聞出版
404 ＮＨＫすイエんサー ＮＨＫ「すイエんサー」プロジェクト / 編 汐文社
404 空想科学「生活」読本 柳田　理科雄 / 著 扶桑社
404 空想科学読本　１０ 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー
404 空想科学読本　１１ 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー
404 空想科学読本　１２　科学で解けない超難問編 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー
404 空想科学読本　１３　そんなコトして死なないの！？編 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー
404 空想科学読本　１４　名キャラ対決！どっちがすごい！？編 柳田　理科雄 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
404 空想科学読本　１５　愛は地球を滅ぼす編 柳田　理科雄 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
404 空想科学読本　５ 柳田　理科雄 著 メディアファクトリー
404 空想科学読本　１６ 柳田　理科雄 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
404 学校では教えてくれない！空想科学「理科」読本 柳田　理科雄 著 大和書房
404 空想科学読本　５ 柳田　理科雄 メディアファクトリー
404 怖くて眠れなくなる科学 竹内　薫 著 ＰＨＰエディターズ・グループ//ＰＨＰ研究所



404 ホワット・イフ？ ランドール・マンロー 著 吉田　三知世 訳 早川書房
404 近未来科学ファイル２０ＸＸ　１　謎めく宇宙の巻 荒舩　良孝 著 田川　秀樹 画 つぼい　ひろき 画 岩崎書店//岩崎書店
404 近未来科学ファイル２０ＸＸ　２　生命の神秘の巻 荒舩　良孝 著 田川　秀樹 画 つぼい　ひろき 画 岩崎書店//岩崎書店
404 近未来科学ファイル２０ＸＸ　３　超人的テクノロジーの巻 荒舩　良孝 著 田川　秀樹 画 つぼい　ひろき 画 岩崎書店//岩崎書店
404 知的好奇心をくすぐる「理系」のおもしろ話 小谷　太郎 著 三笠書房//三笠書房
404 大人もおどろく「夏休み子ども科学電話相談」 ＮＨＫラジオセンター「夏休み子ども科学電話相談」制作班 編著 ＳＢクリエイティブ//ＳＢクリエイティブ

404 なぜなにはかせの理科クイズ 1 多田歩実 国土社
404 なぜなにはかせの理科クイズ 2 多田歩実 国土社
404 なぜなにはかせの理科クイズ 3 多田歩実 国土社
404 なぜなにはかせの理科クイズ 4 多田歩実 国土社
404 なぜなにはかせの理科クイズ 5 多田歩実 国土社
404 なぜなにはかせの理科クイズ 6 多田歩実 国土社
404 なぜなにはかせの理科クイズ 7 多田歩実 国土社
404 なぜなにはかせの理科クイズ 8 多田歩実 国土社
404 なぜなにはかせの理科クイズ 9 多田歩実 国土社
406 自然科学３０のなぜ？どうして？ 国立科学博物館　編著 さ・え・ら書房
407 理科手品ＫＩＤＳ 山田 卓三 監修 小学館
407 理科実験大百科ベストヒット集２ 少年写真新聞社
407 デンジロウ博士がやってくる！ 木暮 正夫 文 学研
407 科学の考え方・学び方 池内　了 著 岩波書店
407 まんがアッとおどろく科学手品 川北　亮司 原著 金の星社
407 ＮＨＫやってみようなんでも実験　ステップ２ ＮＨＫやってみようなんでも実験制作班 著 青春出版社
407 ＮＨＫやってみようなんでも実験　第４集５　変身！磁気が電気に★手づくりロケットを飛ばそう！ 榎田　政隆 著 理論社
407 ＮＨＫやってみようなんでも実験　３　天高く飛べ竹とんぼ・流れの力で浮き上がれ 榎田　政隆 著 理論社
407 子どもと遊べる科学の実験 ニュートンプレス
407 デンジロウ博士がやってくる 木暮　正夫 著 学習研究社
407 めちゃめちゃウケル！！１００円グッズでアイデア実験 学研科学学習編集部 編 学習研究社
407 米村傳治郎のおもしろ科学館 大沢　幸子 著 オーム社
407 おもしろ理科実験集 工学院大学企画部 編 工学院大学企画部
407 おもしろ理科実験集　２ 工学院大学広報部 編 シーエムシー出版
407 ガリレオ工房のおもしろ実験クラブ　１４　つくろう　湯船で竜巻 米村　傳治郎 著 ポプラ社
407 おうちでできるかんたん、おもしろサイエンス・マジック　リビング編 リチャード・ロビンソン 著 化学同人
407 おうちでできるかんたん、おもしろサイエンス・マジック　おふろ編 リチャード・ロビンソン 著 化学同人
407 おうちでできるかんたん、おもしろサイエンス・マジック　キッチン編 リチャード・ロビンソン 著 化学同人
407 子どもと遊べる科学の実験 ニュートンプレス
407 リサイクルでふしぎびっくり理科実験　１　いちごパックに地層を作ろう 山村　紳一郎 著 学習研究社
407 リサイクルでふしぎびっくり理科実験　２　フィルムケースで水を分解しよう 滝沢　美絵 著 学習研究社
407 リサイクルでふしぎびっくり理科実験　３　ペットボトルで大気汚染チェック 滝沢　美絵 著 学習研究社
407 リサイクルでふしぎびっくり理科実験　４　空きかんトラップでオサムシとり 木村　義志 著 学習研究社
407 リサイクルでふしぎびっくり理科実験　５　牛乳パックではがき作り 山村　紳一郎 著 学習研究社
407 リサイクルでふしぎびっくり理科実験　６　弁当箱で作るおもしろ自動車 山村　紳一郎 著 学習研究社
407 リサイクルでふしぎびっくり理科実験　７　ストローで温度計作り 山村　紳一郎 著 学習研究社
407 リサイクルでふしぎびっくり理科実験　８　タマネギで絞り染め 山村　紳一郎 著 学習研究社
407 ＮＨＫサイエンスｚｅｒｏ 日本放送協会編 ナツメ社
407 理系のススメ 生田　哲 著 ぺりかん社
407 サイエンティストになるには 生田　哲 著 ぺりかん社
407 100円ショップで大実験！ 大山光晴　監修 学習研究社
407 中学生の理科自由研究　入門編　改訂版 学習研究社 編 学習研究社
407 中学生の理科自由研究　チャレンジ編 学習研究社 編 学習研究社
407 中学生の理科自由研究　地球環境編　改訂版 学習研究社 編 学習研究社
407 所さんの目がテン！試してわかった超常識オモシロ実験集 日本テレビ放送網
407 もっと知りたい！「科学の芽」の世界 「科学の芽」賞実行委員会 編 筑波大学出版会
407 教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典１ ポプラ社
407 教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典２ ポプラ社
407 教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典３ ポプラ社
407 教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典９ ポプラ社
407 教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典４ ポプラ社
407 教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典５ ポプラ社
407 教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典６ ポプラ社



407 教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典７ ポプラ社
407 教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典８ ポプラ社
407 教科書にでてくる実験・観察器具つかい方事典１０ ポプラ社
407 理科の自由研究のまとめ方　基本編 高梨 賢英 共著 さ・え・ら書房
407 理科の自由研究のまとめ方　応用編 高梨 賢英 共著 さ・え・ら書房
407 水のふしぎを実験しよう 小林 卓二 著 さ・え・ら書房
407 空気の実験をしよう 小林 卓二 著 さ・え・ら書房
407 科学の実験と工作 斎藤 賢之輔 著 誠文堂新光社
407 中学生のための理科の自由研究ガイドⅢ 岩崎 幸敏 著 誠文堂新光社
407 中学生のための理科の自由研究ヒント集　生物・地学 愛知県刈谷市児童生徒理科研究推進グループ 編 誠文堂新光社
407 自由研究 沼田 正 〔ほか〕共編 小学館
407 理科工作 小学館
407 理科の実験 小学館
407 おどろきの瞬間！？大図鑑 　 カメラがとらえた科学のふしぎ 伊知地国夫 / 監修 ＰＨＰ研究所
407 長沼 毅の 世界は理科でできている 植物 長沼 毅 ほるぷ出版
407 長沼 毅の 世界は理科でできている 動物 長沼 毅 ほるぷ出版
407 長沼 毅の 世界は理科でできている 自然 長沼 毅 ほるぷ出版
407 長沼 毅の 世界は理科でできている 人体 長沼 毅 ほるぷ出版
407 長沼 毅の 世界は理科でできている エネルギー 長沼 毅 ほるぷ出版
407 長沼 毅の 世界は理科でできている 宇宙 長沼 毅 ほるぷ出版
407 理系の子 ジュディ・ダットン 著 横山　啓明 訳 文藝春秋
407 ガリレオ工房の科学マジック ガリレオ工房 編著 新星出版社
407 ＮＨＫ考えるカラス ＮＨＫ「考えるカラス」制作班 編 ＮＨＫ出版//ＮＨＫ出版
407 実験でわかる科学のなぜ？ コリン・スチュアート 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

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

408 科学であそぼう　８　きみにもできる手づくり電池 米村　傳治郎 著 岩波書店
408 標準原色図鑑全集　総さくいん 保育社
408 理科がよくわかるクイズの本１　みぢかなこん虫と生きもの ポプラ社
408 理科がよくわかるクイズの本２　植物のつくり ポプラ社
408 理科がよくわかるクイズの本３　からだのしくみ ポプラ社
408 理科がよくわかるクイズの本４　水や空気の不思議 ポプラ社
408 理科がよくわかるクイズの本５　川や海をさぐる ポプラ社
408 理科がよくわかるクイズの本６　磁石と電気のしくみ ポプラ社
408 理科がよくわかるクイズの本７　日なたと日かげ、重さと天びん ポプラ社
408 理科がよくわかるクイズの本８　水や音の実験 ポプラ社
408 昆虫 旺文社
408 植物 旺文社
408 動物 旺文社
408 魚 旺文社
408 鳥 旺文社
408 貝と水の生物 旺文社
408 宇宙と天文 旺文社
408 地球 旺文社
408 生きものの飼い方 旺文社
408 植物の育て方 旺文社
410 数学史のなかの女性たち リン・Ｍ．オーセン 著 法政大学出版局
410 ギャンブル家の数学組曲４ 何森 仁 著 国土社
410 一休さんの寺子屋数学１１ 足立 久美子 著 国土社
410 アリスと悟空の数学旅行 榊 忠男 著 国土社
410 リンドラ姫の恋と数学物語 江藤 邦彦 著 国土社
410 数学の出番です。 日沖　桜皮 著 数研出版
410 数に強くなる 畑村　洋太郎 著 岩波書店
410 ジュニア数学オリンピック　２００３－２００８ 数学オリンピック財団 編 亀書房
410 算数・数学が得意になる本 芳沢　光雄 著 講談社
410 数学とっておきの１２話 片山　孝次 著 岩波書店
410 分類ごっこ 森 毅 文 福音館書店
410 はてなし世界の入口 森 毅 文 福音館書店
410 単位と応用のはなし 芹沢 正三 著 さ・え・ら書房
410 数学物語 矢野　健太郎 角川書店



410 すうがく博物誌 森 毅 著 童話屋
410 数学公式徹底入門 片山 孝次 著 岩波書店
410 秋山仁先生のたのしい算数教室８ 木幡 寛 著 ポプラ社
410 秋山仁先生のたのしい算数教室１０ 木幡 寛 著 ポプラ社
410 ０から１００までの数 山崎 直美 著 さ・え・ら書房
410 秋山仁先生のたのしい算数教室６ 木幡 寛 著 ポプラ社
410 秋山仁先生のたのしい算数教室８ 木幡 寛 著 ポプラ社
410 秋山仁先生のたのしい算数教室９ 木幡 寛 著 ポプラ社
410 秋山仁先生のたのしい算数教室１０ 木幡 寛 著 ポプラ社
410 はてしない数の物語 堀江 千代子 著 国土社
410 本日オープン！数学美術館 井上 正允 著 国土社
410 イコール王子の数学冒険記 土井 一弘 著 国土社
410 地球を救え！数学探偵団６ 小寺 隆幸 著 国土社
410 ピタゴラスがくれたおくり物７ 出光 英則 著 国土社
410 ククロス島の対決！ヒッポス・レイアの大冒険９ 上垣 渉 著 国土社
410 シネマで数学・マジック入門 勝野 元薫 著 国土社
410 数学マジック事典 上野 富美夫 編 東京堂出版
410 数の話題事典 上野 富美夫 編 東京堂出版
410 日常の数学事典 上野 富美夫 編 東京堂出版
410 数の悪魔 エンツェンスベルガー 著 晶文社
410 よくわかる２年の算数 島田 功 〔著〕 小学館
410 よくわかる１ねんのさんすう 島田 功 〔著〕 小学館
410 楽しく学ぶ数学の基礎　上　基礎体力編 星田　直彦 著 ソフトバンククリエイティブ

410 楽しく学ぶ数学の基礎　下　体力増強編 星田　直彦 著 ソフトバンククリエイティブ

410 親子で学ぶ数学図鑑 キャロル・ヴォーダマン 著 渡辺　滋人 訳 創元社
410 中学数学の解き方をひとつひとつわかりやすく 黒田 隆暁 学研教育出版
410 わくわく数（かず）の世界の大冒険入門 桜井進 ふわこういちろう 日本図書センター
410 わくわく数（かず）の世界の大冒険 桜井進 ふわこういちろう 日本図書センター
410 わくわく数（かず）の世界の大冒険　2 桜井進 ふわこういちろう 日本図書センター
410 １００万ドルあったなら デビット・Ｍ．シュワルツ スティーブン・ケロッグ 文研出版
410 直感を裏切る数学 神永　正博 著 講談社
410 面白くて眠れなくなる数学 桜井　進 著 ＰＨＰエディターズ・グループ//ＰＨＰ研究所

410 超面白くて眠れなくなる数学 桜井　進 著 ＰＨＰエディターズ・グループ//ＰＨＰ研究所

410 マンガでおさらい中学数学 春原　弥生 著 佐々木　隆宏 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

410 なぜ分数の割り算はひっくり返すのか？　新版 板橋　悟 著 主婦の友社//主婦の友社

410 スウガクって、なんの役に立ちますか？ 杉原　厚吉 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

410 数学ガールの秘密ノート／式とグラフ 結城　浩 著 ソフトバンククリエイティブ//ソフトバンククリエイティブ

410 ぼくと数学の旅に出よう ミカエル・ロネー 著 山本　知子 訳 川口　明百美 訳 ＮＨＫ出版//ＮＨＫ出版
410 まんがで身につくめざせ！あしたの算数王　１ ゴムドリｃｏ． 著 朴　康鎬 画 猪川　なと 訳 岩崎書店//岩崎書店
410 まんがで身につくめざせ！あしたの算数王　２ ゴムドリｃｏ． 著 朴　康鎬 画 猪川　なと 訳 岩崎書店//岩崎書店
410 まんがで身につくめざせ！あしたの算数王　３ ゴムドリｃｏ． 著 朴　康鎬 画 猪川　なと 訳 岩崎書店//岩崎書店
410 まんがで身につくめざせ！あしたの算数王　４ ゴムドリｃｏ． 著 朴　康鎬 画 猪川　なと 訳 岩崎書店//岩崎書店
410 親子で楽しむ！わくわく数の世界の大冒険　決定版 桜井　進 著 ふわ　こういちろう 画 日本図書センター//日本図書センター

410 数・計算クイズ ワン・ステップ 編 金の星社//金の星社
410 図形クイズ ワン・ステップ 編 金の星社//金の星社
410 小数・分数クイズ ワン・ステップ 編 金の星社//金の星社
410 グラフ・単位クイズ ワン・ステップ 編 金の星社//金の星社
410 生き抜くための中学数学 芳沢　光雄 著 日本図書センター//日本図書センター

410 ドリーム マーゴット・リー・シェタリー 著 山北　めぐみ 訳 ハーパーコリンズ・ジャパン//ハーパーコリンズ・ジャパン

411 脳をきたえるインド数学ドリル　入門編 高橋　清一 著 日東書院
411 分数と小数のはなし 小和田 正 共著 さ・え・ら書房
411 数と計算 馬場 良和 著 さ・え・ら書房
411 １０人のゆかいなひっこし 安野 光雅 作 童話屋
411 壷の中 安野 雅一郎 作 童話屋
411 赤いぼうし 野崎 昭弘 文 童話屋
411 ふしぎなたね 安野 光雅 作 童話屋
411 秋山仁先生のたのしい算数教室１ 木幡 寛 著 ポプラ社
411 秋山仁先生のたのしい算数教室３ 木幡 寛 著 ポプラ社
411 秋山仁先生のたのしい算数教室６ 木幡 寛 著 ポプラ社



411 分数のたべかた 藤沢市算数教育研究会 秋玲二 日本図書センター
412 フェルマーの最終定理 サイモン・シン 著 新潮社
412 数字のモノサシ 寄藤　文平 著 大和書房
414 図形のはなし　上 小和田 正 共著 さ・え・ら書房
414 図形のはなし　下 小和田 正 共著 さ・え・ら書房
414 図形がおもしろくなる 大野 栄一 著 岩波書店
414 秋山仁先生のたのしい算数教室２ 木幡 寛 著 ポプラ社
414 秋山仁先生のたのしい算数教室４ 木幡 寛 著 ポプラ社
414 秋山仁先生のたのしい算数教室９ 木幡 寛 著 ポプラ社
414 秋山仁先生のたのしい算数教室２ 木幡 寛 著 ポプラ社
414 秋山仁先生のたのしい算数教室３ 木幡 寛 著 ポプラ社
414 秋山仁先生のたのしい算数教室４ 木幡 寛 著 ポプラ社
415 ぐにゃぐにゃ世界の冒険 瀬山 士郎 文 福音館書店
417 ライトノベルでわかる確率 野口　哲典，たまごまご / 著 総合科学出版
417 この世で一番おもしろい統計学 アラン・ダブニー 著 グレディ・クライン 画 山形　浩生 訳 ダイヤモンド社//ダイヤモンド社

417 統計ってなんの役に立つの？ 涌井　良幸 著 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社//誠文堂新光社

417 親子で学ぶ！統計学はじめて図鑑 青山　和裕 日本図書センター//日本図書センター

420 なぜまるい？ 木下 是雄 文 福音館書店
420 紙飛行機を飛ばそう 吉田 辰男 著 さ・え・ら書房
420 ボールペンで実験をしよう ベルニー・ズボルフスキー 著 さ・え・ら書房
420 科学でゲーム・できっこないさ！ Ｖ．コブ 著 さ・え・ら書房
420 おもしろ科学実験室 小林 卓二 著 さ・え・ら書房
420 科学でゲーム・ぜったいできる！ Ｖ．コブ 著 さ・え・ら書房
420 秋山仁先生のたのしい算数教室５ 木幡 寛 著 ポプラ社
420 秋山仁先生のたのしい算数教室７ 木幡 寛 著 ポプラ社
420 秋山仁先生のたのしい算数教室５ 木幡 寛 著 ポプラ社
420 秋山仁先生のたのしい算数教室７ 木幡 寛 著 ポプラ社
420 面白くて眠れなくなる物理 左巻　健男 著 ＰＨＰエディターズ・グループ//ＰＨＰ研究所

420 ビーカーくんとそのなかまたち うえたに夫婦 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

420 「物理・化学」の単位・記号がまとめてわかる事典 齋藤　勝裕 著 ベレ出版//ベレ出版
420 図解ヤバすぎるほど面白い物理の話 小谷　太郎 監修 宝島社//宝島社
420 おもいの？かるいの？ 山神　次郎 著 坂木　浩子 画 数研出版//数研出版
420 よじのぼる水 板倉　聖宣 著 福嶋　昭雄 著 小峰書店//小峰書店
420 電気のとおり道 板倉　聖宣 著 井藤　伸比古 著 小峰書店//小峰書店
420 吹き矢で科学 板倉　聖宣 著 湯沢　光男 著 小峰書店//小峰書店
420 小学生でも楽しめる最新物理学入門　タイムマシンのつくり方　”時間の謎”にいどもう！ 佐藤勝彦 講談社
425 輝くなぞ 田中　幸　　結城　千代子 / 著　　野村　まり子 / 画 絵本塾出版
427 静電気のふしぎ 小林 卓二 著 さ・え・ら書房
427 ファラデーのモーターの科学 小林 卓二 著 さ・え・ら書房
429 基本を知る　放射能と放射線 藤高　和信 / 著 誠文堂新光社
429 みんなが知りたい放射線の話 谷川　勝至 / 著 少年写真新聞社
430 化学の不思議がわかる本 満田　深雪 成美堂出版
430 ロウソクの科学 ファラデー 〔著〕 角川書店
430 ガリレオ工房の身近な道具で大実験 滝川 洋二 編著 大月書店
430 面白くて眠れなくなる化学 左巻　健男 / 著 ＰＨＰエディターズ・グループ//ＰＨＰ研究所

430 世界の化学者１２か月 かこ　さとし 著 偕成社//偕成社
430 あかりと油 板倉　聖宣 著 阿部　徳昭 著 小峰書店//小峰書店
431 目で見る元素の世界 齊藤　幸一 編 誠文堂新光社
431 周期表　ゆかいな元素たち！ サイモン・バシャー 画 玉川大学出版部
431 元素生活 寄藤　文平 著 化学同人
431 世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ 著 創元社
431 本当はおもしろい化学反応  漂白剤の白さや混ぜると危険な理由など身近な化学反応の秘密がわかる！ 齋藤勝裕  著 ＳＢクリエイティブ
431 身近に潜む危ない化学反応 齋藤　勝裕 著 Ｃ＆Ｒ研究所//Ｃ＆Ｒ研究所

432 塩のおもしろ実験室 高梨 賢英 共著 さ・え・ら書房
435 ひとしずくの水 ウォルター・ウィック 著 あすなろ書房
435 太陽と光しょくばいものがたり 藤嶋　昭 著 偕成社
435 空気の発見 三宅　泰雄 角川書店
440 宇宙 学研
440 宇宙への挑戦 ニュートンプレス



440 星座物語 ニュートンプレス
440 なるほどナットク“自然現象”　１　日食・月食・オーロラ 渡部潤一 学習研究社
440 なるほどナットク“自然現象”　２　彗星・惑星・星の誕生 渡部潤一 学習研究社
440 なるほどナットク“自然現象”　３　台風・雷・虹 渡部潤一 学習研究社
440 なるほどナットク“自然現象”　４　噴火・地震・津波 渡部潤一 学習研究社
440 なるほどナットク“自然現象”　５　侵食・流氷・水の色 渡部潤一 学習研究社
440 望遠鏡でさがす宇宙人 鳴沢　真也 著 旬報社
440 天体と宇宙 偕成社
440 わたしたちの太陽系 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 星座をさがそう アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 地球：わたしたちの惑星 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 宇宙のはじまり アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 ロケットと人工衛星 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 宇宙の新しい発見 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 月：地球の衛星 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 天の川と銀河系 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 火星：神秘の惑星 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 天王星：かたむいた惑星 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 天文学の歴史 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 土星：輪のある惑星 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 小惑星のふしぎ アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 木星：巨大な惑星 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 星の一生を追え アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 水星：太陽に近い惑星 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 彗星と流星 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 金星：なぞにつつまれた惑星 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 宇宙飛行士になろう アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 海王星：青い惑星 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 ＳＦと科学の世界 アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 天文学のいま アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 天動説の絵本 安野　光雄 福音館書店
440 星空はタイムマシン 松田 卓也 文 福音館書店
440 おもしろ科学史ライブラリー１　宇宙　宇宙の中心はどこにある？ あかね書房
440 おもしろ科学史ライブラリー２　宇宙　それでも地球はうごいている あかね書房
440 おもしろ科学史ライブラリー３　宇宙　惑星はなぜ回っているか？ あかね書房
440 おもしろ科学史ライブラリー４　宇宙　未知の惑星をさがせ！ あかね書房
440 おもしろ科学史ライブラリー５　宇宙　宇宙のはてはどこにある？ あかね書房
440 おもしろ科学史ライブラリー６　宇宙のはじまり・宇宙のおわり あかね書房
440 冬の星座のはなし 前川 光 著 太平出版社
440 春の星座のはなし 前川 光 著 太平出版社
440 夏の星座のはなし 前川 光 著 太平出版社
440 星と宇宙のはなし 前川 光 著 太平出版社
440 星を見つめた人びと 前川 光 著 太平出版社
440 星と星座のひみつ 学研
440 宇宙のひみつ 学研
440 ＵＦＯをさがせ アイザック・アシモフ 著 福武書店
440 宇宙特派９日間 秋山 豊寛 著 小学館
440 天体写真クラブ 沼沢 茂美 著 誠文堂新光社
440 星座クラブ 沼沢 茂美 著 誠文堂新光社
440 天体望遠鏡クラブ 平林 茂人 著 誠文堂新光社
440 宇宙の「超」ひみつを知ろう ジュディス・ハーブスト 著 晶文社
440 あなたも宇宙人 野本 陽代 著 筑摩書房
440 ２１世紀宇宙大冒険 藤子・Ｆ・不二雄 原作 小学館
440 宇宙大探検 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
440 星と宇宙のふしぎ１０９ 永田　美絵 / 著　　八板　康麿 / 写真　　　村山　定男 / 監修 偕成社
440 眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤　勝彦 / 著 宝島社
440 ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢　真也 旬報社
440 ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢　真也 旬報社
440 ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢　真也 旬報社



440 宇宙 ポプラ社
440 藤井旭の天文年鑑　２０１６年版 藤井　旭 著 誠文堂新光社
440 天文キャラクター図鑑 いとう　みつる 画 日本図書センター
440 星と宇宙がわかる本　１ 学研教育出版//学研マーケティング

440 星と宇宙がわかる本　２ 学研教育出版//学研マーケティング

440 星と宇宙がわかる本　３ 学研教育出版//学研マーケティング

440 星と宇宙がわかる本　４ 学研教育出版//学研マーケティング

440 宇宙１３８億年の謎を楽しむ本 ＰＨＰ研究所
440 人類が生まれるための１２の偶然 眞　淳平 著 岩波書店
440 ニュートリノってナンダ？ 荒舩　良孝 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

440 宇宙について知っておくべき１００のこと アレックス・フリス フェデリコ・マリアーニ 画 ショウ・ニールセン 画 小学館//小学館
440 おもしろくて、役に立たない！？へんてこりんな宇宙図鑑 岩谷　圭介 著 柏原昇店 画 キノブックス//キノブックス

440 宇宙の地図 観山　正見 著 小久保　英一郎 著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

440 いろいろな月 板倉　聖宣 著 重弘　忠晴 著 小峰書店//小峰書店
440 宇宙用語図鑑 二間瀬　敏史 著 マガジンハウス//マガジンハウス

442 大望遠鏡すばる誕生物語 小平　桂一 / 著 金の星社
443 教えて！２１世紀星空探検隊１　宇宙探検 藤井 旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊２　星の一生 藤井 旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊３　太陽系百科 藤井 旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊４　太陽の科学 藤井 旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊５　月・大解剖 藤井 旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊６　彗星大接近 藤井 旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊７　流星・隕石 藤井 旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊８　春・夏星座図鑑 藤井 旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊９　秋・冬星座図鑑 藤井 旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊１０　星空ウォッチング 藤井 旭 著 偕成社
443 宙の名前 林　完次 著 角川書店
443 星座と星座神話 沼澤　茂美 著 誠文堂新光社
443 ビッグバン＆ブラックホール 沼澤　茂美 著 誠文堂新光社
443 教えて！２１世紀星空探検隊　１　宇宙探検 藤井　旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊　２　星の一生 藤井　旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊　３　太陽系百科 藤井　旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊　４　太陽の科学 藤井　旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊　５　月・大解剖 藤井　旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊　６　彗星大接近 藤井　旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊　７　流星・隕石 藤井　旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊　８　春・夏星座図鑑 藤井　旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊　９　秋・冬星座図鑑 藤井　旭 著 偕成社
443 教えて！２１世紀星空探検隊　１０　星空ウォッチング 藤井　旭 著 偕成社
443 秋の星座のはなし 前川 光 著 太平出版社
443 やさしい天体かんさつ１　春の星座 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 やさしい天体かんさつ２　夏の星座 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 やさしい天体かんさつ３　秋の星座 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 やさしい天体かんさつ４　冬の星座 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 やさしい天体かんさつ５　星のたんじょう 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 やさしい天体かんさつ６　うちゅうの話 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 やさしい天体かんさつ７　星をさがそう 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 やさしい天体かんさつ８　太陽と星 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 やさしい天体かんさつ９　地球・月・わく星 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 やさしい天体かんさつ１０　すい星・流れ星 藤井 旭 〔著〕 金の星社
443 すぐにさがせる！光る星座図鑑 えびな　みつる / 絵・文　　中西　昭雄 / 写真 旬報社
444 宇宙の旅　太陽系・銀河系をゆく 的川　泰宣 著 誠文堂新光社
444 黒い太陽のおはなし 寮　美千子 / 著　　佐竹　美保 / 画 小学館
446 月と暮らす。 藤井　旭 / 著 誠文堂新光社
447 あっ、流れ星！ 庄司 絵里子 文 福音館書店
447 巨大隕石から地球を守れ 高橋　典嗣 著 少年写真新聞社
448 地球 諏訪 彰 監修 小学館
448 日本の七十二候を楽しむ 白井　明大 著 有賀　一広 画 東邦出版
448 気がつけば動物学者三代 今泉　忠明 著 講談社//講談社



449 カエサルくんとカレンダー いけがみ　しゅんいち 著 せきぐち　よしみ 画 福音館書店
450 地球大解剖 ニュートンプレス
450 せまり来る巨大地震 竹内 均 総編集 ニュートンプレス
450 躍動する地球 丸善
450 地球大進化　１　生命の星大衝突からの始まり ＮＨＫ「地球大進化」プロジェクト 編 日本放送出版協会
450 地球大進化　２　全球凍結 ＮＨＫ「地球大進化」プロジェクト 編 日本放送出版協会
450 地球大進化　３　大陸からの離脱 ＮＨＫ「地球大進化」プロジェクト 編 日本放送出版協会
450 地球大進化　４　大量絶滅 ＮＨＫ「地球大進化」プロジェクト 編 日本放送出版協会
450 地球大進化　５　大陸大分断 ＮＨＫ「地球大進化」プロジェクト 編 日本放送出版協会
450 地球大進化　６　ヒト　果てしなき冒険者 ＮＨＫ「地球大進化」プロジェクト 編 日本放送出版協会
450 時間の森～屋久島 山下　大明 著 草炎社
450 宇宙から探る地球環境　１　地球のすがた 学習研究社
450 宇宙から探る地球環境　２　地球をつつむ大気 学習研究社
450 宇宙から探る地球環境　３　命をはぐくむ水 学習研究社
450 宇宙から探る地球環境　４　人びとが生きる大地 学習研究社
450 子供の科学・サイエンスブックス　集めて調べる川原の石ころ 渡辺　一夫 著 誠文堂新光社
450 どうくつをたんけんする 堀内 誠一 さく 福音館書店
450 地底大魔王の謎 藤子・Ｆ・不二雄 原作 小学館
450 地球大探検 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
450 地球のなぞ大発見 えびはら 武司 著 小学館
450 １３７億年の物語―宇宙が始まってから今日までの全歴史 クリストファー・ロイド / 著　　野中　香方子 / 訳 文藝春秋
450 １３７億年の物語　ビジュアル大年表 クリストファー・ロイド 著 野中　香方子 訳 文藝春秋
450 ジオパークへ行こう！ 林　信太郎 著 川野　郁代 画 小峰書店
451 よくわかる気象のしくみ ナツメ社
451 気候変動＋２℃ 山本　良一 編 ダイヤモンド社
451 気候大異変 ＮＨＫ「気候大異変」取材班 編著 日本放送出版協会
451 天気の不思議 森田　正光 著 誠文堂新光社
451 雲の不思議がわかる本 森田　正光 著 誠文堂新光社
451 空の名前 高橋　健司 著 角川書店
451 荒ぶる地球 ナショナル・ジオグラフィック協会 編 岩波書店
451 雲 倉嶋 厚 著 小学館
451 天気と気象 安井 正 監修・著 小学館
451 これは異常気象なのか？　１ 保坂　直紀 著 こどもくらぶ 編 岩崎書店
451 これは異常気象なのか？　２ 保坂　直紀 著 こどもくらぶ 編 岩崎書店
451 これは異常気象なのか？　３ 保坂　直紀 著 こどもくらぶ 編 岩崎書店
451 空から宝ものが降ってきた！ 伊藤　親臣 著 旬報社
451 雲を愛する技術 荒木　健太郎 著 光文社//光文社
452 はじめての海の科学 海洋研究開発機構 海洋研究開発機構
452 海底大探検 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
452 津波ものがたり　改訂新版 山下　文男∥著//箕田　源二郎 宮下　森∥画 童心社
453 阪神大震災 朝日新聞社 編 朝日新聞社
453 大震災一年 朝日新聞社 編 朝日新聞社
453 世界一おいしい火山の本 林　信太郎 小峰書店
453 世界一おいしい火山の本 林　信太郎 小峰書店
453 地球の声に耳をすませて 大木　聖子 / 著 くもん出版
453 地球の声に耳をすませて 大木　聖子 / 著 くもん出版
453 地球の声に耳をすませて 大木　聖子 / 著 くもん出版
453 知っておきたい日本の火山図鑑 林信太郎 小峰書店
454 世界のおもしろ地形 白尾　元理 著 誠文堂新光社
454 洞窟の不思議とそこに生息する生き物たち 洞窟サイエンス編集委員会 編 誠文堂新光社
455 年代で見る日本の地質と地形 高木　秀雄 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

457 恐竜 学研
457 大昔の動物 学研
457 恐竜の楽園１そこに恐竜が出現した 榎田 政隆 文・構成 理論社
457 恐竜の楽園２地上にひろがる恐竜 榎田 政隆 文・構成 理論社
457 恐竜の楽園３恐竜の絶滅、そして・・・ 榎田 政隆 文・構成 理論社
457 実物大恐竜図鑑 デヴィッド・ベルゲン 著 小峰書店
457 恐竜大戦！ 荒木一成 メディアファクトリー
457 発見！恐竜のミイラ フィリップ・ラーズ・マニング 著 日経ナショナルジオグラフィック社



457 足跡からわかる恐竜の生活 松川　正樹 著 誠文堂新光社
457 ナショナル・ジオグラフィック　恐竜図鑑 マイケル　Ｋ．ブレット・サーマン 著 日経ナショナルジオグラフィック社

457 チリメンモンスターをさがせ！ きしわだ自然友の会 偕成社
457 恐竜の飼いかた教えます　新版 ロバート・マッシュ 著 平凡社
457 化石と古生物 偕成社
457 恐竜・化石のひみつ 学研
457 日本の化石 浜田 隆士 著 小学館
457 恐竜はなぜ滅んだか 小畠 郁生 著 岩波書店
457 大むかしの生物 八杉 竜一 共編 小学館
457 恐竜の図鑑 浜田 隆士 著 小学館
457 恐竜島大決戦 藤子・Ｆ・不二雄 原作 小学館
457 せいめいのれきし　改訂版 バージニア・リー・バートン 著 いしい　ももこ 訳 岩波書店
457 産地別日本の化石７５０選 大八木和久 築地書館
457 産地別日本の化石６５０選 大八木和久 築地書館
457 産地別日本の化石８００選 大八木和久 築地書館
457 原色ワイド図鑑 恐竜 小畠 郁生 監修 学研アソシエ
457 アンモナイトと三葉虫 子供の科学編集部 編 誠文堂新光社
457 チリメンモンスターのひみつ いずもり　よう 画 偕成社
457 すごい古代生物 川崎　悟司 著 キノブックス//キノブックス

457 へんな古代生物 北園　大園 著 彩図社//彩図社
457 リアルサイズ古生物図鑑 古生代編 土屋 健 技術評論社
458 鉱石ＫＩＤＳ 関根 秀樹 著 小学館
458 原色岩石図鑑 益富 寿之助 著 保育社
458 化石と岩石・鉱物 立見 辰雄 共著 小学館
459 続　原色鉱石図鑑 保育社
459 こども鉱物図鑑 八川シズエ 中央アート出版社
459 鉱物・岩石の世界 青木　正博 著 誠文堂新光社
459 原色鉱石図鑑 木下 亀城 共著 保育社
459 鉱物 偕成社
459 鉱物キャラクター図鑑 いとう　みつる 画 日本図書センター//日本図書センター

460 ゲノムが語る生命 中村　桂子 著 集英社
460 香川県レッドデーターブック 香川県
460 香川県レッドデーターブック 香川県
460 ミクログラフィア図版集 ロバート・フック 著 仮説社
460 昆虫たちの擬態 海野　和男 著 誠文堂新光社
460 日本の生きもの図鑑 講談社 編 講談社
460 ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの新伝説　植物・昆虫・小さな生きもの新伝説 ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 編 金の星社
460 生物学　生命ってすごい！ サイモン・バシャー 画 玉川大学出版部
460 極限生物摩訶ふしぎ図鑑 北村雄一 保育社
460 標準原色図鑑全集２０　動物Ⅱ 保育社
460 自然図鑑 さとうち 藍 文 福音館書店
460 学研生物図鑑５　鳥類 学研
460 水辺の環境学 桜井 善雄 著 新日本出版社
460 砂漠で野菜がつくれるか？ 松井 孝 著 ポプラ社
460 空を飛んだ生物 ジョン・ボネット・ウェクソウ 著 草土文化
460 ラッコのいる海 吉川 美代子 著 立風書房
460 生命誕生の瞬間 ジョン・ボネット・ウェクソウ 著 草土文化
460 進化のしくみ ジョン・ボネット・ウェクソウ 著 草土文化
460 植物と動物の発生 ジョン・ボネット・ウェクソウ 著 草土文化
460 陸へあがった生物 ジョン・ボネット・ウェクソウ 著 草土文化
460 爬虫類の出現 ジョン・ボネット・ウェクソウ 著 草土文化
460 恐竜の登場 ジョン・ボネット・ウェクソウ 著 草土文化
460 哺乳類の支配 ジョン・ボネット・ウェクソウ 著 草土文化
460 人間の世界へ ジョン・ボネット・ウェクソウ 著 草土文化
460 水中の生物 ジョン・ボネット・ウェクソウ 著 草土文化
460 自然断面図鑑 モイラ・バターフィールド 作 偕成社
460 いきもの探検大図鑑 小学館
460 都会の生物 藤本 和典 解説 小学館
460 みんなでかんがえよう！生物多様性と地球環境 ①わたしたちのくらしと生物多様性 京極 徹 岩崎書店



460 みんなでかんがえよう！生物多様性と地球環境 ②日本の多様な生きものと環境 京極 徹 岩崎書店
460 みんなでかんがえよう！生物多様性と地球環境 ③世界の多様な生きものと環境 田多 浩美 岩崎書店
460 すべてのいのちが愛おしい 柳澤　桂子 / 著 集英社
460 スズメの謎 三上　修 著 誠文堂新光社
460 面白くて眠れなくなる生物学 長谷川　英祐 著 ＰＨＰエディターズ・グループ//ＰＨＰ研究所

460 池上彰が聞いてわかった生命のしくみ 池上 彰 岩崎 博史 朝日新聞出版
460 インコの謎 細川　博昭 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

460 シーラカンスの謎 安部　義孝 著 岩田　雅光 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

460 図解生物の話 日本文芸社//日本文芸社

461 生命４０億年はるかな旅１　海からの創世 ＮＨＫ取材班 著 日本放送出版協会
461 生命４０億年はるかな旅２　進化の不思議な大爆発・魚たちの上陸作戦 ＮＨＫ取材班 著 日本放送出版協会
461 生命４０億年はるかな旅３　花に追われた恐竜・大空への挑戦者 ＮＨＫ取材班 著 日本放送出版協会
461 生命４０億年はるかな旅４　奇跡のシステム”性”・昆虫たちの情報戦略 ＮＨＫ取材班 著 日本放送出版協会
461 生命４０億年はるかな旅５　ヒトがサルと別れた日・ヒトは何処へいくのか ＮＨＫ取材班 著 日本放送出版協会
461 タマゾン川 山崎　充哲 著 旬報社
461 死なないやつら 長沼　毅 著 講談社
462 わたしたちの天然記念物１　動物たち 学研
462 わたしたちの天然記念物２　島のなかま 学研
462 わたしたちの天然記念物４　美しい草花 学研
462 わたしたちの天然記念物５　大きな木・豊かな森 学研
462 わたしたちの天然記念物６　めずらしい地形や岩石 学研
462 氷河時代の置き手紙 丹治 茂雄 著 あかね書房
462 日本フィールド博物記 菅原 光二 写真・文 小学館
462 ナショナルジオグラフィックの絶滅危惧種写真集 ジョエル・サートレイ 著 嶋田　香 訳 Ｐヴァイン・ブックス//ブルース・インターアクションズ

462 まるごと近所の生きもの 木村　義志 学研教育出版//学研マーケティング

463 自然　生物のくらし 小学館
464 二重らせん ジェームス　Ｄ．ワトソン 著 講談社
465 微生物のふしぎ Ｄａｖｉｄ　Ｂｕｒｎｉｅ 文 丸善
465 微生物の世界を探検しよう 阿達　直樹 著 誠文堂新光社
465 自然の中の人間シリーズ　微生物と人間編４　微生物が食べものをつくる 農山漁村文化協会
465 わくわく微生物ワールド　１ 童夢 編 すずき出版//すずき出版

465 わくわく微生物ワールド　２ 童夢 編 すずき出版//すずき出版

465 わくわく微生物ワールド　３ 童夢 編 すずき出版//すずき出版

467 種の起原　上　改版 ダーウィン 著 岩波書店
467 種の起原　下　改版 ダーウィン 著 岩波書店
467 遺伝子が明かす脳と心のからくり 石浦　章一 著 羊土社
467 シリーズ遺伝子・ＤＮＡのひみつ　１　ＤＮＡ・遺伝子ってなに？ 夏　緑 著 童心社
467 シリーズ遺伝子・ＤＮＡのひみつ　２　ここまでわかった！遺伝子のなぞ 夏　緑 著 童心社
467 原色化石図鑑 保育社
467 地球のできるまで ポプラ社
467 いばるな恐竜ぼくの孫 井尻 正二 作 新日本出版社
467 驚異の未来生物 マルク・ブレー マルク、ブレー 創元社
468 君たちへの遺産白神山地 斎藤 宗勝 著 アリス館
468 君たちへの遺産白神山地 斎藤 宗勝 著 アリス館
468 ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの新伝説　水の生きもの新伝説 ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 編 金の星社
468 いきものがたり 山本　良一　企画監修 ダイヤモンド社
468 ぜいたくに滅ぼされる動物 マイケル・ブライト 著 佑学社
468 みなおされる動物の権利 マイルズ・バートン 著 佑学社
468 すみかを失う動物たち ノエル・シモン 著 佑学社
468 死にゆく海の生物たち マイケル・ブライト 著 佑学社
468 絶滅の危機にたつ動物 ジョン・バートン 著 佑学社
468 動物園と野生生物保護 マイルズ・バートン 著 佑学社
468 クジラの保護と捕鯨 マイケル・ブライト 著 佑学社
468 日本じゅうの４月１日 ４月１日しらべ委員会 編 福音館書店
468 サンゴしょうの海 本川 達雄 文 福音館書店
468 森に生きる 立松 和平 文 講談社
468 流氷のおくりもの 立松 和平 文・写真 講談社
468 ひとりぼっちの子ザル 松岡 史朗 文・写真 講談社
468 花と昆虫がつくる自然 田中 肇 著 保育社



468 ホタルの光は、なぞだらけ 大場　裕一 著 くもん出版
468 ホタルの光は、なぞだらけ 大場　裕一 著 くもん出版
468 外来種は本当に悪者か？ フレッド・ピアス 著 藤井　留美 訳 草思社//草思社
468 絵でわかる生態系のしくみ　新版 鷲谷　いづみ 著 後藤　章 画 講談社//講談社
469 遺伝子が語る君たちの祖先 長谷川 政美 著 あすなろ書房
470 どんぐりノート いわさ ゆうこ 作 文化出版局
470 植物 学研
470 植物の世界 丸善
470 植物知識 牧野　富太郎 著 講談社
470 はな、いのち、光 小川勝久 評伝社
470 世界の不思議な植物 湯浅　浩史 著 誠文堂新光社
470 知識ゼロからの野草図鑑 高橋秀男 幻冬舎
470 検索入門　高原と高山の植物３ 清水 建美 著 保育社
470 検索入門　高原と高山の植物① 清水 建美 著 保育社
470 検索入門　高原と高山の植物② 清水 建美 著 保育社
470 検索入門　高原と高山の植物③ 清水 建美 著 保育社
470 検索入門冬の樹木 平野 弘二 著 保育社
470 検索入門針葉樹 中川 重年 著 保育社
470 検索入門　樹木② 尼川 大録 共著 保育社
470 検索入門　樹木① 尼川 大録 共著 保育社
470 検索入門　野草図鑑⑤ 長田 武正 著 保育社
470 検索入門　野草図鑑④ 長田 武正 著 保育社
470 検索入門　野草図鑑① 長田 武正 著 保育社
470 検索入門　野草図鑑③ 長田 武正 著 保育社
470 検索入門　野草図鑑⑧ 長田 武正 著 保育社
470 検索入門　野草図鑑⑦ 長田 武正 著 保育社
470 検索入門　野草図鑑⑥ 長田 武正 著 保育社
470 検索入門　野草図鑑② 長田 武正 著 保育社
470 標準原色図鑑全集９　植物Ⅰ 保育社
470 標準原色図鑑全集１０　植物Ⅱ 保育社
470 原色日本植物図鑑　草本編Ⅱ 保育社
470 原色日本植物図鑑　草本編Ⅲ 北村　四郎 保育社
470 原色日本植物図鑑　草本編Ⅰ 北村　四郎 保育社
470 原色植物検索図鑑４ 矢野　佐／石戸　忠 北隆館
470 原色植物検索図鑑２ 北隆館
470 原色植物探索図鑑１ 北隆館
470 原色植物探索図鑑６ 北隆館
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 学研生物図鑑　野草Ⅰ 学研
470 学研生物図鑑　野草Ⅱ 学研
470 学研生物図鑑　水生動物 学研
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社



470 人里の植物Ⅰ 長田　武正 保育社
470 山の植物 牧野 晩成 著 小学館
470 野の植物 牧野 晩成 著 小学館
470 山菜 牧野 晩成 著 小学館
470 翼ある生命 ロバート・ブライ 編著 立風書房
470 １０００マイルウォーク緑へ ジョン・ミューア 著 立風書房
470 ２０本の木のノート いわさ ゆうこ 作 文化出版局
470 新校庭の雑草 岩瀬 徹 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 新校庭の雑草 岩瀬 徹 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 新校庭の雑草 岩瀬 徹 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 新校庭の雑草 岩瀬 徹 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 新校庭の雑草 岩瀬 徹 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 新校庭の雑草 岩瀬 徹 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 新校庭の雑草 岩瀬 徹 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 新校庭の雑草 岩瀬 徹 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 校庭の樹木 岩瀬 徹 共著 全国農村教育協会
470 校庭の樹木 岩瀬 徹 共著 全国農村教育協会
470 校庭の樹木 岩瀬 徹 共著 全国農村教育協会
470 校庭の樹木 岩瀬 徹 共著 全国農村教育協会
470 校庭の樹木 岩瀬 徹 共著 全国農村教育協会
470 校庭の花 並河 治 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 校庭の花 並河 治 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 校庭の花 並河 治 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 校庭の花 並河 治 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 校庭の花 並河 治 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 校庭の花 並河 治 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 校庭の花 並河 治 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 校庭の花 並河 治 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 校庭の花 並河 治 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 校庭の花 並河 治 〔ほか〕共著 全国農村教育協会
470 植物の観察と育て方 山田 卓三 共著 小学館
470 植物の図鑑 本田 正次 共編 小学館
470 植物大探検 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
470 コスモスの謎 奥　隆善 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

470 ほんとうはこわい植物図鑑 高橋　のぞむ 画 大泉書店//大泉書店
471 食虫植物の世界 柴田　千晶 著 誠文堂新光社
471 世界の不思議な花と果実 湯浅　浩史 著 誠文堂新光社
471 ヒマワリはなぜ東を向くか 滝本 敦 著 中央公論新社
471 標準原色図鑑全集１３　有用植物 保育社
471 野草 偕成社
471 植物たちの富士登山 清水 清 文・写真 あかね書房
471 雑木林ウォッチング 中山 周平 著 小学館
471 ヒマワリはなぜ東を向くか 滝本 敦 著 中央公論新社
471 おどろきの植物不可思議プランツ図鑑 木谷　美咲 著 横山　拓彦 画 誠文堂新光社
471 植物 和田浩志 小学館
471 植物はすごい 七不思議篇 田中修  著 中央公論新社
472 大和路の野の花 井上 千鶴 著 文化出版局
473 粘菌 松本　淳 著 誠文堂新光社
473 世界は変形菌でいっぱいだ 増井　真那 著 朝日出版社//朝日出版社

474 きのこ博士入門 根田　仁 著 全国農村教育協会
474 検索入門　きのこ図鑑 上田 俊穂 著 保育社
474 標準原色図鑑全集１４　菌類（きのこ・かび） 保育社
474 標準原色図鑑全集１５　海藻・海浜植物 保育社
474 学研生物図鑑　海藻 学研
474 きのこ・こけ・しだ 井上 浩 著 小学館
476 シダ植物 村田　威夫 著 全国農村教育協会
476 検索入門　しだの図鑑 光田 重幸 著 保育社
477 花 学研
480 いろいろなむし 旺文社



480 いろいろなむし 旺文社
480 どうぶつととり 旺文社
480 さかなと水のいきもの 旺文社
480 ののくさばな　春～初夏 旺文社
480 ののくさばな　夏～秋 旺文社
480 にわとおんしつのはな 旺文社
480 動物の不思議 ニュートンプレス
480 動物 学研
480 動物のすみか 丸善
480 新世界絶滅危機動物図鑑　１　哺乳類Ⅰ 学研
480 新世界絶滅危機動物図鑑　２　哺乳類Ⅱ 学研
480 新世界絶滅危機動物図鑑　３　鳥類Ⅰ 学研
480 新世界絶滅危機動物図鑑　４　鳥類Ⅱ 学研
480 新世界絶滅危機動物図鑑　５　爬虫・両生・魚類 学研
480 新世界絶滅危機動物図鑑　６　資料集 学研
480 日本一元気な動物園 多田　ヒロミ 編著 小学館
480 動物飼育係・イルカの調教師になるには 井上こみち 著 ぺりかん社
480 水族館をまるごと楽しむ！ 榊原　茂 著 新風舎
480 旭山動物園の奇跡 週刊ＳＰＡ！編集部 編 扶桑社
480 いのちの王国 乃南　アサ 著 毎日新聞社
480 へんないきもの 早川　いくを 著 バジリコ
480 またまたへんないきもの 早川　いくを 著 バジリコ
480 ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの新伝説　陸の生きもの新伝説　１ ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 編 金の星社
480 ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの新伝説　陸の生きもの新伝説　２ ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 編 金の星社
480 子供の科学・サイエンスブックス　カエルの知られざる生態 松橋　利光 著 誠文堂新光社
480 標準原色図鑑全集１９　動物Ⅰ 保育社
480 世界大博物図鑑４　鳥類 荒俣 宏 著 平凡社
480 学研生物図鑑　動物　ほ乳類・は虫類・両生類 学研
480 動物園で毎日働く 農山漁村文化協会
480 動物園のかん者たち 農山漁村文化協会
480 動物園は雪のなか 農山漁村文化協会
480 水族館の小さな海 農山漁村文化協会
480 ふしぎドーム昆虫園 農山漁村文化協会
480 きらわれものの正体 農山漁村文化協会
480 空に広がる動物園 農山漁村文化協会
480 動物たちのひっこし 農山漁村文化協会
480 ぜんぶ見せたい動物園 農山漁村文化協会
480 動物園は世界を結ぶ 農山漁村文化協会
480 雑木林の１年 菅野 徹 文・写真 福音館書店
480 野生を生きる 羽田 節子 訳 岩波書店
480 世界大博物図鑑１ 荒俣 宏 著 平凡社
480 世界大博物図鑑２ 荒俣 宏 著 平凡社
480 世界大博物図鑑３ 荒俣 宏 著 平凡社
480 世界大博物図鑑４ 荒俣 宏 著 平凡社
480 世界大博物図鑑５ 荒俣 宏 著 平凡社
480 動物飼育図鑑３　ウサギ マーク・エバンズ 著 偕成社
480 動物飼育図鑑４　ハムスター マーク・エバンズ 著 偕成社
480 動物飼育図鑑５　モルモット マーク・エバンズ 著 偕成社
480 動物飼育図鑑６　小鳥 マーク・エバンズ 著 偕成社
480 ペットの飼いかた 小学館
480 川・池の生物 菅野 徹 著 小学館
480 動物園へいこうよ 増井 光子 著 講談社
480 動物飼育図鑑７　金魚・熱帯魚 マーク・エバンズ 著 偕成社
480 野生の一族 チャールズ・Ｇ・Ｄ・ロバーツ 著 立風書房
480 海辺の生物 菅野 徹 著 小学館
480 日本の動物 増井 光子 著 小学館
480 みんなで生きる・２１世紀１２　傷つけられる動物たち ポプラ社
480 動物の「超」ひみつを知ろう ジュディス・ハーブスト 著 晶文社
480 ゾウの本 カー・ウータン博士 著 講談社



480 ムツゴロウとゆかいな仲間たち１　動物王国命あふれ 畑 正憲 著 朝日出版社
480 ムツゴロウとゆかいな仲間たち２　動物王国熱い願い 畑 正憲 著 朝日出版社
480 ムツゴロウとゆかいな仲間たち３　犬を求めて犬と共に 畑 正憲 著 朝日出版社
480 ムツゴロウとゆかいな仲間たち４　アフリカのゆかいな仲間 畑 正憲 著 朝日出版社
480 ムツゴロウとゆかいな仲間たち５　人と動物みんな友だち 畑 正憲 著 朝日出版社
480 ムツゴロウとゆかいな仲間たち６　幻の犬、幻の馬を求めて 畑 正憲 著 朝日出版社
480 ムツゴロウとゆかいな仲間たち７　すべてを抱きしめたくて 畑 正憲 著 朝日出版社
480 ムツゴロウとゆかいな仲間たち８　自然こそ人の宝 畑 正憲 著 朝日出版社
480 ムツゴロウとゆかいな仲間たち１０　素晴らしい猫の世界 畑 正憲 著 朝日出版社
480 朝日百科動物たちの地球１ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球２ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球３ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球４ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球５ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球６ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球７ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球８ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球９ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球１０ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球１１ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球１２ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球１３ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球１４ 朝日新聞社
480 朝日百科動物たちの地球１５ 朝日新聞社
480 水べの生物 小学館
480 生きものの観察と飼育 矢島 稔 監修 小学館
480 どうぶつ奇想天外！ ＴＢＳ番組取材班 編 ＰＨＰ研究所
480 なぞの生き物大探検 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
480 世界を、こんなふうに見てごらん 日高　敏隆 / 著 集英社
480 うちの近所のいきものたち いしもり　よしひこ / 著 ハッピーオウル社
480 ペンギンの教え 小菅　正夫 / 著 講談社
480 へんななまえのへんないきもの アフロ 著 中経出版
480 滅びゆく野生動物 今泉　忠明 成美堂出版
480 動物のおじいさん、動物のおばあさん 高岡　昌江 著 すがわら　けいこ 画 学研教育出版//学研マーケティング

480 ＬＯＶＥ！ レイチェル・バックホルツ 著 佐原　愛子 訳 エクスナレッジ
480 動物翻訳家 片野　ゆか 著 集英社
480 へんな生きものへんな生きざま 早川　いくを 編著 エクスナレッジ
480 その道のプロに聞く生きものの持ちかた 松橋　利光 著 大和書房
480 原色ワイド図鑑 飼育Ⅰ（陸生動物） 岡島 秀治 監修 学研アソシエ
480 原色ワイド図鑑 飼育Ⅱ（水生動物） 堤 俊夫 監修 学研アソシエ
480 その道のプロに聞く生きものの飼いかた 松橋　利光 著 大和書房
480 しくじり動物大集合 新宅　広二 著 永岡書店
480 ざんねんないきもの事典 下間　文恵，他 画 高橋書店
480 へんないきものすいぞくかんナゾの１日 松橋　利光 写真 なかの　ひろみ 著 アリス館
480 おもしろい！進化のふしぎ　続ざんなんないきもの事典 今泉忠明 高橋書店
480 学校のまわりでさがせる生きもの図鑑 水の生きもの 武田正倫 金の星社
480 学校のまわりでさがせる生きもの図鑑 昆虫1 岡島秀治 金の星社
480 学校のまわりでさがせる生きもの図鑑 昆虫2 岡島秀治 金の星社
480 学校のまわりでさがせる生きもの図鑑 動物・鳥 今泉忠明 金の星社
480 身近な危険生物対応マニュアル 今泉　忠明 著 実業之日本社//実業之日本社

480 巨大生物摩訶ふしぎ図鑑 北村　雄一 画 保育社//保育社
480 ミミズの謎 柴田　康平 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

480 わけあって絶滅しました。 丸山　貴史 著 サトウ　マサノリ 画 ウエタケ　ヨーコ 画 ダイヤモンド社//ダイヤモンド社

480 人里に現れるクマ 三浦 慎悟 金の星社
480 植物を食べつくすシカ 三浦 慎悟 金の星社
480 畑をあらすイノシシやサル 三浦 慎悟 金の星社
480 生ごみをあさるカラス 三浦 慎悟 金の星社
480 日本にすみつくアライグマ 三浦 慎悟 金の星社
480 生きもののふしぎなお話　なぜ？どうして？編 子供の科学編集部 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社



480 生きもののふしぎなお話　びっくり編 子供の科学編集部 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

480 生きもののふしぎなお話　へんてこ編 子供の科学編集部 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

481 飼育と観察 学研
481 海の生きもの Ｍｉｒａｎｄａ　ＭａｃＱｕｉｔｔｙ 文 丸善
481 動物の生殖 ディヴィッド・バーニー 文 丸善
481 毒をもつ動物 ティリーザ・グリーナウェイ 文 丸善
481 いろいろたまご図鑑 ポプラ社
481 ソロモンの指環 コンラート・ローレンツ 著 早川書房
481 ゾウの時間ネズミの時間 本川　達雄 著 中央公論新社
481 絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川　達雄 著 福音館書店
481 海の擬態生物 伊藤　勝敏 著 誠文堂新光社
481 海の生物の不思議な生態 伊藤　勝敏 著 誠文堂新光社
481 深海 久保川　勲 著 誠文堂新光社
481 どっこい生きてる、ゴミの中 伊藤　勝敏 写真 保育社
481 深海の不思議な生物 藤倉　克則監修 誠文堂新光社
481 忍者生物摩訶ふしぎ図鑑 北村雄一 保育社
481 言葉はなぜ生まれたのか 岡ノ谷　一夫 / 著 文藝春秋
481 検索入門海岸動物 西村 三郎 著 保育社
481 標準原色図鑑全集１６　海岸動物 保育社
481 海辺の生物 偕成社
481 生殖・誕生・子そだて 海野 和男 〔ほか〕編著 大日本図書
481 環境と適応 海野 和男 〔ほか〕編著 大日本図書
481 食生活 海野 和男 〔ほか〕編著 大日本図書
481 運動と感覚 海野 和男 〔ほか〕編著 大日本図書
481 群れと社会 海野 和男 〔ほか〕編著 大日本図書
481 進化と分布 海野 和男 〔ほか〕編著 大日本図書
481 今森光彦昆虫記 今森 光彦 著 福音館書店
481 ことばをおぼえたチンパンジー 松沢 哲郎 文 福音館書店
481 まじめさが報われるための心理学 加藤 諦三 著 ＰＨＰ研究所
481 ソロモンの指環 コンラート・ローレンツ 著 早川書房
481 えっ！？パンダは肉が大好きだった！！ 吉村　卓三 / 著 ブックマン社
481 サバンナの動物親子に学ぶ 羽仁　進 / 著 　ミロコ　マチコ / 画 講談社
481 生きもののおきて 岩合　光昭 著 筑摩書房
481 猛毒生物図鑑 今泉　忠明 日本文芸社
481 先生、ワラジムシが取っ組みあいのケンカをしています！  鳥取環境大学の森の人間動物行動学 小林朋道  著 築地書館
481 原色ワイド図鑑 水の生物 武田 正倫 監修 学研アソシエ
481 猛毒生物大図鑑 森野　達弥 画 高橋書店//高橋書店
481 先生、犬にサンショウウオの捜索を頼むのですか！ 小林　朋道 著 築地書館//築地書館
481 先生、オサムシが研究室を掃除しています！ 小林　朋道 著 築地書館//築地書館
481 恋するいきもの図鑑 カンゼン//カンゼン
481 その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの見つけかた 松橋　利光 著 大和書房//大和書房
481 動物まるごと大図鑑 １動物のふしぎなくらし 中田 兼介 ミネルバ書房
481 動物まるごと大図鑑 １動物のふしぎなすがた 中田 兼介 ミネルバ書房
481 動物まるごと大図鑑 １動物のふしぎな行動 中田 兼介 ミネルバ書房
482 食べられるシマウマの正義食べるライオンの正義 竹田津 実 写真・文 新潮社
482 熱帯探険図鑑１　マレーシア 松岡 達英 原案・絵 偕成社
482 熱帯探険図鑑２　ニューギニア 松岡 達英 原案・絵 偕成社
482 熱帯探険図鑑４　アマゾン 松岡 達英 原案・絵 偕成社
482 熱帯探険図鑑５　アフリカ 松岡 達英 原案・絵 偕成社
482 わけあって絶滅しました。　続 丸山　貴史 著 サトウ　マサノリ ダイヤモンド社//ダイヤモンド社

483 水の生き物 学研
483 人のからだ 学研
483 サンゴ礁と海の生き物たち 中村　庸夫 著 誠文堂新光社
483 クラゲ大図鑑 ＰＨＰ研究所
484 標準原色図鑑全集３　貝 保育社
484 学研生物図鑑　貝Ⅰ　巻貝 学研
484 学研生物図鑑　貝Ⅱ　二枚貝・陸貝・イカ･タコ 学研
484 日本の貝 奥谷 喬司 著 小学館
484 ドキュメント深海の超巨大イカを追え！ ＮＨＫスペシャル深海プロジェクト取材班，坂元　志歩 著 光文社



484 カタツムリの謎 野島　智司 著 誠文堂新光社
485 おどろきのクモの世界 新海　栄一 著 誠文堂新光社
485 カニ観察事典 小田 英智 構成・文 偕成社
486 虫さがし 海野 和男 文・写真 偕成社
486 虫を採る・虫を飼う・標本をつくる 海野 和男 文・写真 偕成社
486 近所の虫の飼いかた１ 海野 和男 〔ほか〕文・写真 偕成社
486 近所の虫の飼いかた２ 海野 和男 文・写真 偕成社
486 雑木林の虫の飼いかた 海野 和男 〔ほか〕文・写真 偕成社
486 水辺の虫の飼いかた 海野 和男 文・写真 偕成社
486 昆虫採集ＫＩＤＳ 石井 誠 著 小学館
486 原色日本昆虫図鑑（上）甲虫編 保育社
486 原色日本昆虫図鑑（下） 保育社
486 昆虫 学研
486 昆虫のからだ 丸善
486 香川の昆虫 立石　清 高松市図書館
486 香川の昆虫 立石　清 高松市図書館
486 ファーブル昆虫記　１ ファーブル ジャン・アンリ ほるぷ出版
486 ファーブル昆虫記　２ ファーブル ジャン・アンリ ほるぷ出版
486 ファーブルの昆虫記　上 ファーブル 著 岩波書店
486 ファーブルの昆虫記　下 ファーブル 著 岩波書店
486 昆虫と植物の不思議な関係 石井　誠 著 誠文堂新光社
486 水生昆虫大集合 築地　琢郎 著 誠文堂新光社
486 絶滅危惧の昆虫事典　新版 川上　洋一 著 東京堂出版
486 ブーン！オ・ド・ロ・キ虫百科 仲瀬　葉子 訳 フレーベル館
486 水族館！ 中村庸夫・中村武弘 アスペクト
486 検索入門チョウ① 渡辺 康之 著 保育社
486 検索入門セミ・バッタ 宮武 頼夫 編著 保育社
486 検索入門チョウ② 渡辺 康之 著 保育社
486 標準原色図鑑全集２　昆虫 保育者
486 学研生物図鑑　昆虫Ⅰ　チョウ 学研
486 学研生物図鑑　昆虫Ⅲ　バッタ・ハチ・トンボほか 学研
486 スズメバチの逆襲 中村 雅雄 著 新日本出版社
486 森の小さなアーティスト 今森 光彦 文・写真 福音館書店
486 バッタのオリンピック 日浦 勇 案 福音館書店
486 セミのおきみやげ 宮武 頼夫 文 福音館書店
486 チョウが消えた！？ 原 聖樹 著 あかね書房
486 トンボの楽園 杉村 光俊 文・写真 あかね書房
486 世界昆虫記 今森　光彦 福音館書店
486 動物飼育図鑑１　イヌ マーク・エバンズ 著 偕成社
486 野山の昆虫 中山 周平 著 小学館
486 日本のチョウ 海野 和男 著 小学館
486 庭・畑の昆虫 中山 周平 著 小学館
486 トンボ王国へようこそ 杉村 光俊 著 岩波書店
486 アリのお花畑 河野 昭一 著 フレーベル館
486 花と昆虫　環境とくらし 小学館
486 昆虫の図鑑 中山 周平 編 小学館
486 クワガタムシ 山口 進 著 小学館
486 世界のカブトムシ 阪口 浩平 編著 小学館
486 昆虫王国大探検 藤子・Ｆ・不二雄 原作 小学館
486 昆虫大探検 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
486 昆虫のなぞ大発見 三谷 幸広 著 小学館
486 素数ゼミの謎 吉村　仁 / 著　　石森　愛彦 / 絵 文藝春秋
486 世界一うつくしい昆虫図鑑 クリストファー・マーレー 著 熊谷　玲美 訳 宝島社
486 名前といわれ昆虫図鑑 栗林　慧　大谷　剛 偕成社
486 原色ワイド図鑑 昆虫Ⅰ 岡島 秀治 監修 学研アソシエ
486 原色ワイド図鑑 昆虫Ⅱ・クモ 岡島 秀治 監修 学研アソシエ
486 いもむし・けむし 藤丸　篤夫 写真 有沢　重雄 著 偕成社//偕成社
486 オオカミの謎 桑原　康生 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

486 きらいになれない害虫図鑑 有吉　立 著 幻冬舎//幻冬舎



486.6 甲虫のくらし 日高 敏隆 編著 小学館
487 魚 学研
487 どんな生きもの？はちゅう類・両生類１ 松久保 晃作 文・写真 偕成社
487 どんな生きもの？はちゅう類・両生類２ 松久保 晃作 文・写真 偕成社
487 とことん・ワニ ひろかわ さえこ さく あかね書房
487 魚のつぶやき 高田　浩二 著 東海大学出版会
487 ザバ～ン！オ・ド・ロ・キ海百科 なかの　ひろみ 訳 フレーベル館
487 外国から来た魚 松沢陽士 フレーベル館
487 検索入門魚の図鑑② 岩井 保 著 保育社
487 検索入門魚の図鑑① 岩井 保 著 保育社
487 学研生物図鑑　魚類 学研
487 爬虫類クラブ 長坂 拓也 著 誠文堂新光社
487 日本の両生類・爬虫類 松井 孝爾 著 小学館
487 さかなの森 松永 勝彦 著 フレーベル館
487 爬虫類クラブ 長坂 拓也 著 誠文堂新光社
487 日本の魚　海水編 田口 哲 著 小学館
487 海の魚 田口 哲 著 小学館
487 きのこ 菅原 光二 著 小学館
487 日本の野草　秋 菅原 久夫 著 小学館
487 日本の昆虫 三木 卓 著 小学館
487 日本の魚　淡水編 田口 哲 著 小学館
487 日本の樹木　下 中川 重年 著 小学館
487 日本の樹木　上 中川 重年 著 小学館
487 両生・はちゅう類 原 幸治 共著 小学館
487 魚貝の図鑑 末広 恭雄 共編 小学館
487 魚の本 サビーヌ・クラヴィツィック 画 手塚　千史 訳 岳陽舎
487 うなぎ一億年の謎を追う 塚本　勝巳 著 学研教育出版//学研マーケティング//学研マーケティング

487 うなぎ一億年の謎を追う 塚本　勝巳 著 学研教育出版//学研マーケティング//学研マーケティング

487 顔がわかるさかな図鑑 知来　要 著 宝島社
487 原色ワイド図鑑 魚・貝 沖山 宗雄 監修 奥谷 喬司 監修 学研アソシエ
487 ほぼ命がけサメ図鑑 沼口　麻子 著 講談社//講談社
488 鳥 学研
488 世界の渡り鳥アトラス ジョナサン・エルフィック 編 ニュートンプレス
488 やたら・カラス ひろかわ さえこ さく あかね書房
488 甦れ、ブッポウソウ 中村　浩志 著 山と溪谷社
488 ＮＨＫダーウィンが来た！生きもの新伝説　鳥の新伝説 ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ 編 金の星社
488 検索入門　野鳥の図鑑　水の鳥 中村 登流 著 保育社
488 検索入門　野鳥の図鑑　水の鳥① 中村 登流 著 保育社
488 標準原色図鑑全集１　蝶・蛾 保育社
488 標準原色図鑑全集５　鳥 保育社
488 鳥類 偕成社
488 カッコウの子育て作戦 松田 喬 文・写真 あかね書房
488 まち中のバードウォッチング 竹下 信雄 著 小学館
488 日本の野鳥 高野 伸二 著 小学館
488 バードウォッチング 高野 伸二 著 小学館
488 カワセミの四季 中川 雄三 著 平凡社
488 はじめてのバードウォッチング 松田 道生 著 ほるぷ出版
488 校庭の野鳥 唐沢 孝一 著 全国農村教育協会
488 校庭の野鳥 唐沢 孝一 著 全国農村教育協会
488 校庭の野鳥 唐沢 孝一 著 全国農村教育協会
488 校庭の野鳥 唐沢 孝一 著 全国農村教育協会
488 校庭の野鳥 唐沢 孝一 著 全国農村教育協会
488 校庭の野鳥 唐沢 孝一 著 全国農村教育協会
488 校庭の野鳥 唐沢 孝一 著 全国農村教育協会
488 校庭の野鳥 唐沢 孝一 著 全国農村教育協会
488 校庭の野鳥 唐沢 孝一 著 全国農村教育協会
488 校庭の野鳥 唐沢 孝一 著 全国農村教育協会
488 日本の野鳥 竹下 信雄 著 小学館
488 カラスの教科書 松原 始 雷鳥社



488 カラス飼っちゃいました 犬養　ヒロ 著 ぶんか社
488 カラスの補習授業 松原　始 著 雷鳥社
488 原色ワイド図鑑 鳥 小宮 輝之 監修 学研アソシエ
488 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上　和人 著 新潮社//新潮社
488 日本の野鳥 小宮　輝之 著 学研教育出版//学研マーケティング

489 どおんと・クマ ひろかわ さえこ さく あかね書房
489 まるごと・カバ ひろかわ さえこ さく あかね書房
489 ぜんぶ・ゴリラ ひろかわ さえこ さく あかね書房
489 たんと・タヌキ ひろかわ さえこ さく あかね書房
489 がんばれ！しろくまピース 大西　伝一郎 著 文渓堂
489 イルカが知りたい 村山　司 著 講談社
489 もういちど宙へ 岩貞　るみこ 著 講談社
489 コウモリとともに 森井　隆三　著 森井隆三
489 海獣たちの地球 中村　庸夫 著 誠文堂新光社
489 アンタッチャブル柴田英嗣の日本一やかましい動物図鑑 柴田　英嗣 著 講談社
489 恋人はイルカ　ドルフィントレーナーにあこがれて 中村　元 マイクロマガジン社
489 哺乳類 偕成社
489 コククジラの旅 水口 博也 文・写真 福音館書店
489 ２本足と４本足 香原 志勢 文 福音館書店
489 庭にできたウサギの国 河合 雅雄 文 福音館書店
489 山でクマに会う方法 米田 一彦 著 山と渓谷社
489 ありがとう大五郎 大谷 英之 写真 新潮社
489 いぬとねこ 増井 光子 編著 小学館
489 ガラパゴス大百科 水口 博也 著 ＴＢＳブリタニカ
489 なぜ、猫はあなたを見ると仰向けに転がるのか？ デズモンド・モリス / 著　　岩合　光昭 / 写真　　羽田　節子 / 訳 平凡社
489 猫に超能力はあるか？ デズモンド・モリス / 著　　岩合　光昭 / 写真　　羽田　節子 / 訳 平凡社
489 おつかれっ！毎日パンダ 高氏　貴博 著 飛鳥新社
489 鯨ウォッチング＆タッチング 中村　庸夫 講談社
489 原色ワイド図鑑 動物 今泉 忠明 監修 学研アソシエ
489 「サル化」する人間社会 山極　寿一 著 集英社インターナショナル//集英社

490 知っていますか？ハンセン病と人権一問一答 ハンセン病と人権を考える会 編 解放出版社
490 からだのサイエンス ニュートンプレス
490 思春期病棟の少女たち スザンナ・ケイセン 著 草思社
490 日本人のルーツ 竹内 均 〔著〕 ニュートンプレス
490 人体の不思議 ニュートンプレス
490 からだの通信簿 ニュートンプレス
490 子ども救急事典１　けがをして血がでたとき ポプラ社
490 子ども救急事典３　熱がでたとき ポプラ社
490 子ども救急事典４　からだの調子がわるいとき ポプラ社
490 子ども救急事典５　目・鼻・口のけがと病気 ポプラ社
490 子ども救急事典６　学校や家でおきやすい事故と予防 ポプラ社
490 子ども救急事典８　海・プールでおきやすい事故と予防 ポプラ社
490 子ども救急事典９　皮ふを健康にたもつには ポプラ社
490 子ども救急事典10　健康な心とからだをたもつために ポプラ社
490 病気のひみつ 学研
490 人はいくつまで生きられるか 黒岩 卓夫 著 ポプラ社
490 １００まで生きる？ 柳生 弦一郎 さく 福音館書店
490 からだを知る本１　がいこつだぞ 草土文化
490 からだを知る本２　むし歯はいやだよ 草土文化
490 からだを知る本３　あっ、血が出てる 草土文化
490 からだを知る本４　おしっこのふしぎ 草土文化
490 からだを知る本５　むねがドキドキ 草土文化
490 からだを知る本６　食べ物とうんち 草土文化
490 からだを知る本７　見える？見えた 草土文化
490 からだを知る本８　聞いたり、かいだり 草土文化
490 からだを知る本９　おはだはすべすべ 草土文化
490 からだを知る本10　いのちってなんだ 草土文化
490 からだを知る本11　脳みそは考えた 草土文化
490 生命学をひらく 森岡　正博∥著 トランスビュー



490 小児病棟の四季 細谷　亮太 / 著 岩波書店
490 スゴい！睡眠の力 近藤　とも子 著 大森　眞司 画 国土社
490 スゴい！朝ごはんの力 近藤　とも子 著 大森　眞司 画 国土社
490 スゴい！生活習慣の力 近藤　とも子 著 大森　眞司 画 国土社
490 保健室で見る本　１ 鈴木　和弘 著 大森　眞司 画 国土社
490 保健室で見る本　２ 近藤　とも子 著 大森　眞司 画 国土社
490 保健室で見る本　３ 近藤　とも子 著 大森　眞司 画 国土社
490 マンガで学ぶ生命倫理 児玉　聡 著 なつたか 画 化学同人//化学同人
491 子どもとマスターする５８のからだの知識 青木 香保里 編著 合同出版
491 人体絵本 ジュリアーノ・フォルナーリ 作 ポプラ社
491 いのちのはじまり 柳沢 桂子 文 岩波書店
491 いのちの設計図 柳沢 桂子 文 岩波書店
491 進化する生き物たち 柳沢 桂子 文 岩波書店
491 人間ってなんだろう 柳沢 桂子 文 岩波書店
491 ヒトのからだ 丸善
491 脳はなにかと言い訳する 池谷　裕二 著 祥伝社
491 脳のしくみ　第３版 岩田　誠 ナツメ社
491 進化しすぎた脳 池谷　裕二 著 朝日出版社
491 よーするに医学えほんからだアイらんど　おなか編 きむら　ゆういち 著 講談社
491 図解雑学　脳のしくみ 岩田　誠　監修 ナツメ社
491 からだの不思議～ヒトの体を探検しよう 石垣　武男 著 誠文堂新光社
491 寄生虫の奇妙な世界 斉藤　勝司 著 誠文堂新光社
491 単純な脳、複雑な「私」 池谷　裕二 著 朝日出版社
491 すばらしい人間のからだ１　わたしは心臓です アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版
491 すばらしい人間のからだ２　わたしは肺です アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版
491 すばらしい人間のからだ３　私は胃です アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版
491 すばらしい人間のからだ４　私は腸です アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版
491 すばらしい人間のからだ５　私は肝臓です アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版
491 すばらしい人間のからだ６　私は膵臓です アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版
491 すばらしい人間のからだ７　私は脾臓です アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版
491 すばらしい人間のからだ８　私は腎臓です アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版
491 すばらしい人間のからだ９　私は運動器官です アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版
491 すばらしい人間のからだ10　わたしは神経組織です アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版
491 すばらしい人間のからだ11  私たちは感覚器です アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版
491 すばらしい人間のからだ12　私たちは内分泌線です アレッサンドロ・パチーニ 絵 リブリオ出版
491 ドキドキドキ心ぞうの研究 柳生 弦一郎 さく 福音館書店
491 おしっこの研究 柳生 弦一郎 さく 福音館書店
491 驚異の小宇宙・人体２脳と心１ ＮＨＫ取材班 著 日本放送出版協会
491 驚異の小宇宙・人体２脳と心２ ＮＨＫ取材班 著 日本放送出版協会
491 驚異の小宇宙・人体２脳と心３ ＮＨＫ取材班 著 日本放送出版協会
491 驚異の小宇宙・人体２脳と心４ ＮＨＫ取材班 著 日本放送出版協会
491 驚異の小宇宙・人体２脳と心５ ＮＨＫ取材班 著 日本放送出版協会
491 驚異の小宇宙・人体２脳と心６ ＮＨＫ取材班 著 日本放送出版協会
491 驚異の小宇宙・人体２脳と心　別巻 ＮＨＫ取材班 編 日本放送出版協会
491 解剖学教室へようこそ 養老 孟司 著 筑摩書房
491 消化器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 消化器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 消化器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 消化器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 消化器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 呼吸器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 呼吸器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 呼吸器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 呼吸器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 呼吸器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 血液のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 血液のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 血液のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 血液のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版



491 血液のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 感覚器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 感覚器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 感覚器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 感覚器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 感覚器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 筋肉のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 筋肉のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 筋肉のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 筋肉のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 筋肉のはたらき 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 からだ大探検 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
491 からだのなぞ大発見 河合 一慶 著 小学館
491 消化器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 消化器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 消化器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 消化器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 消化器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 呼吸器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 呼吸器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 呼吸器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 呼吸器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 呼吸器のしくみ 小野 直子 訳 ほるぷ出版
491 トリセツ・カラダ 海堂　尊　著　ヨシタケ　シンスケ　画 宝島社
491 山中伸弥先生に、人生とｉＰＳ細胞について聞いてみた 山中　伸弥，緑　慎也 著 講談社
491 人体キャラクター図鑑 いとう　みつる 画 日本図書センター
491 原色ワイド図鑑 人体 阿部 和厚 監修 学研アソシエ
491 からだの免疫キャラクター図鑑 いとう　みつる 画 日本図書センター
491 考えよう！消化と呼吸 教育画劇//教育画劇
491 考えよう！血液と免疫 教育画劇//教育画劇
491 考えよう！骨と筋肉 教育画劇//教育画劇
491 考えよう！性・成長とホルモン 教育画劇//教育画劇
491 考えよう！神経・感覚と心 教育画劇//教育画劇
491 人間の未来ＡＩの未来 山中　伸弥 著 羽生　善治 著 講談社//講談社
491 からだのしくみを学べる！はたらく細胞人体のふしぎ図鑑 講談社 編 講談社//講談社
491 人体について知っておくべき１００のこと アレックス・フリス フェデリコ・マリアーニ 画 ダニー・シュリッツ 画 小学館//小学館
491 カラダのふしぎ　カラダのしくみ　知ってなっとく！　身近な解剖学 樋口桂 東山書房
492 図解雑学　病気のしくみ 稲田　英一　著 ナツメ社
492 覚えておこう応急手当 加藤　啓一 著 少年写真新聞社
492 地球上から天然痘が消えた日 蟻田 功 著 あすなろ書房
492 救急医、世界の災害現場へ 山本　保博 / 著 筑摩書房
492 青森ドクターヘリ劇的救命日記 今　明秀 著 毎日新聞社
492 図解応急手当ハンドブック 日本文芸社
493 ぼくはジョナサン…エイズなの ジョナサン・スウェイン 著 大月書店
493 ある日ぼくは「ＡＩＤＳ」と出会った 木谷 麦子 著 ポプラ社
493 「病は気から」の科学 高田　明和 著 講談社
493 見えたぞ！ミクロの住人たち 柚月ナナ他 大塚製薬
493 細菌・ウィルスには負けないぞ！ 二階堂　正宏　他 大塚製薬
493 知って防ごう新しい感染症 鈴木　太郎　他 大塚製薬
493 １０代のメンタルヘルス①　過食症 ボニー・グレイブス 著 大月書店
493 １０代のメンタルヘルス②　拒食症 ボニー・グレイブス 著 大月書店
493 １０代のメンタルヘルス③　うつ病 ジュディス・ピーコック 著 大月書店
493 １０代のメンタルヘルス④　パニック障害 ナンシー　Ｍ．キャンベル 著 大月書店
493 １０代のメンタルヘルス⑧　ストレスのコントロール スーザン　Ｒ．グレッグソン 著 大月書店
493 自閉症のすべてがわかる本 佐々木　正美 講談社
493 パニック障害 講談社
493 育てにくい子にはわけがある 木村　順 著 大月書店
493 かぜと新型インフルエンザの基礎知識 岡部　信彦 著 少年写真新聞社
493 予防に役立つ　感染症の事典 北里研究所 ＰＨＰ研究所



493 思春期に多いダイエット障害 鈴木　眞理 著 少年写真新聞社
493 感染症　最新改訂１２版・特装版 平山　宗宏 著 少年写真新聞社
493 かぜとインフルエンザ 岡部　信彦 著 少年写真新聞社
493 知って防ごう熱中症 田中　英登 著 少年写真新聞社
493 どうすればストレスを解消できるか 八尋 華那雄 著 ポプラ社
493 みんなで生きる・２１世紀８　エイズ ポプラ社
493 わたしは拒食症だった ファビオラ・ド・クレール 著 草思社
493 危険な細菌とウイルスＯ－１５７・ＨＩＶ 古田 ゆかり 文 金の星社
493 乗り越える力 和田　秀樹 / 著 幻冬舎
493 一生インフルエンザにかからない体質の作り方 村上　一裕 / 著 フォレスト出版
493 イラスト図解発達障害の子どもの心と行動がわかる本 西東社
493 電車に乗れない人たち 松本桂樹 ＷＡＶＥ出版
493 感染症キャラクター図鑑 いとう　みつる 画 日本図書センター
493 熱中症 秋山　浩子 汐文社
493 こわい！あぶない！お酒はキケン！？ 近藤　とも子 著 大森　眞司 画 国土社//国土社
493 こわい！あぶない！シンナー・薬物はキケン！？ 近藤　とも子 著 大森　眞司 画 国土社//国土社
493 食物アレルギーキャラクター図鑑 いとう　みつる 画 日本図書センター//日本図書センター

493 疲労と回復の科学 渡辺　恭良 著 水野　敬 著 日刊工業新聞社//日刊工業新聞社

494 よーするに医学えほんからだアイらんど　けが編 きむら　ゆういち 著 講談社
494 おしゃれ障害 岡村　理栄子 編著 少年写真新聞社
494 性感染症　第３版 松田　静治 著 少年写真新聞社
494 知って防ごう有害紫外線 佐々木　政子 著 少年写真新聞社
494 ゴキブリが愛されるとき？ 木船 紘爾 著 あすなろ書房
495 赤ちゃんの誕生 ニコル・テイラー 文 あすなろ書房
495 赤ちゃんの誕生 ニコル・テイラー 文 あすなろ書房
496 言語聴覚士・視能訓練士・義肢装具士になるには 小松　富美子 著 ぺりかん社
496 ことばの遅れのすべてがわかる本 講談社
498 タバコってなんだろう 北沢 杏子 著 岩崎書店
498 お酒ってなんだろう 今成 知美 著 岩崎書店
498 ドラッグ（薬物）ってなんだろう 水沢 都加佐 著 岩崎書店
498 ダイエットってなんだろう 宮 淑子 著 岩崎書店
498 占いってなんだろう 安斎 育郎 著 岩崎書店
498 ジョナサンのニッポン日記 ジョナサン・スウェイン 著 大月書店
498 ジュニアのための健康ダイエット①　正しいダイエット入門 金子 基子 著 汐文社
498 ジュニアのための健康ダイエット②　しっかり食べてダイエット 金子 基子 著 汐文社
498 ジュニアのための健康ダイエット③　「ホントのきれい」になれるダイエット 金子 基子 著 汐文社
498 中学生のための「総合」アイデアＢＯＯＫ４　わたしたちの生活を見直そう 坂本 辰男 監修 ポプラ社
498 クイズで学ぶ！ＮＨＫためしてガッテン健康事典１ ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社
498 クイズで学ぶ！ＮＨＫためしてガッテン健康事典２ ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社
498 クイズで学ぶ！ＮＨＫためしてガッテン健康事典３ ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社
498 クイズで学ぶ！ＮＨＫためしてガッテン健康事典４ ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社
498 ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ！　１　にが手克服運動会 ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社
498 ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ！　２　知ってびっくり！カゼをひかない健康法 ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社
498 ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ！　３　まちがいだらけのダイエット ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社
498 ＮＨＫためしてガッテンきみもチャレンジ！　４　知ってトクする食べもの楽らく栄養学 ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社
498 疲れすぎて無性にチョコレートが食べたくなるあなたへ カレン・スカルフ・リーナメン 著 中経出版
498 右脳・左脳開発ドリル フィリップ・カーター 著 ネコ・パブリッシング
498 成功を約束する「統合脳」開発トレーニング 七田　眞 著 徳間書店
498 ＮＨＫためしてガッテン健康の知恵袋事典 日本放送協会編 アスコム
498 食べ物の安全と農業 アンドレア・クレア・ハート・スミス 著 小峰書店
498 マジック・ジョンソンのエイズにかからない方法 アーヴィン・マジック・ジョンソン 著 集英社
498 こころの二人三脚 ＮＨＫ「こども」プロジェクト 編 汐文社
498 トコトンやさしいミネラルの本 谷腰　欣司 著 日刊工業新聞社
498 医師になるには 伊藤　正治 編著 ぺりかん社
498 看護師になるには 川島　みどり 編著 ぺりかん社
498 栄養士・管理栄養士になるには 藤原　眞昭 著 ぺりかん社
498 歯科衛生士・歯科技工士になるには 伊藤　五月 著 ぺりかん社
498 理学療法士になるには　改訂 丸山　仁司 編著 ぺりかん社
498 歯科医師になるには 伊藤　正治 著 ぺりかん社



498 作業療法士になるには 杉原　素子 編著 ぺりかん社
498 保健師・助産師・養護教諭になるには 山崎京子 編著 ぺりかん社
498 臨床検査技師・診療放射線技師・臨床工学技士になるには 横田　俊弘 著 ぺりかん社
498 食品の裏側　みんな大好きな食品添加物 安部　司 著 東洋経済新報社
498 たたかわないダイエット 丸元　淑生 著 講談社
498 しごと場見学！　病院で働く人たち 浅野　恵子 著 ぺりかん社
498 鍼灸師・マッサージ師になるには 小野寺素子 著 ぺりかん社
498 看護師になるには 川島　みどり 編著 ぺりかん社
498 タバコは全身病　卒煙編 少年写真新聞社
498 ストップＨＩＶ／ＡＩＤＳ 岡　慎一 著 少年写真新聞社
498 知って防ごう食中毒 甲斐　明美 著 少年写真新聞社
498 身近な食品テスト 増尾 清 著 誠文堂新光社
498 ダイエットってなんだろう 宮 淑子 著 岩崎書店
498 改正食品表示がわかる本 増尾 清 著 農山漁村文化協会
498 麻薬って何だ？ 剣持 加津夫 著 ポプラ社
498 大切な食事とダイエット 川崎 敦子 文 金の星社
498 心のバランスとストレス 鳥飼 新市 文 金の星社
498 身近にひそむ環境ホルモン・ダイオキシン 大島 秀太 文 金の星社
498 誘惑にかつ酒・タバコ・ドラッグ 鳥飼 新市 文 金の星社
498 ももこのおもしろ健康手帖 さくら ももこ 著 幻冬舎
498 食べ物の安全のためにできること ポプラ社
498 フライトナース 長谷川　裕美 / 著 メディアファクトリー
498 医療のこと、もっと知ってほしい 山岡　淳一郎 / 著 岩波書店
498 救命　東日本大震災、医師たちの奮闘 海堂　尊 / 監修　　歌代　幸子　　増田　昌文　　吉井　妙子 新潮社
498 サプリメント事典　第３版 蒲原　聖可 / 著 平凡社
498 新・アルコールの害　最新改訂版 樋口　進 編著 少年写真新聞社
498 栄養素キャラクター図鑑 いとう　みつる 画 日本図書センター
498 あなたは半年前に食べたものでできている 村山　彩 サンマーク出版
498 ちいさなちいさなベビー服 八束　澄子 著 新日本出版社
498 ハンセン病を生きて 伊波　敏男 著 岩波書店
498 これ、食べていいの？ マイケル・ポーラン 著 小梨　直 訳 河出書房新社
498 カラダを大きくする 野沢　秀雄 著 ベースボール・マガジン社

498 食品添加物キャラクター図鑑 いとう　みつる 画 日本図書センター
498 野菜と栄養素キャラクター図鑑 田中明 日本図書センター
498 こわい！あぶない！たばこはキケン！？ 近藤　とも子 著 大森　眞司 画 国土社//国土社
498 知っていますか？ハンセン病と人権一問一答　第３版 神　美知宏 解放出版社//解放出版社

498 からだの元気大作戦！ 野井　真吾 著 芽ばえ社//芽ばえ社
498 好きなものだけ食べてなぜ悪い？ 可野　倫子 著 芽ばえ社//芽ばえ社
498 寝ないとドジるよ、アブナイよ！ 神山　潤 著 芽ばえ社//芽ばえ社
498 カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの？ ＡＮＤＹ　ＢＲＵＮＮＩＮＧ 著 高橋　秀依 訳 夏苅　英昭 訳 化学同人//化学同人
499 薬のしくみ 赤羽 悟美 監修 ナツメ社
499 薬剤師になるには 井手口　直子 編著 ぺりかん社
499 くすりの正しい使い方 加藤　哲太 著 少年写真新聞社
499 武田薬品 恒信社
499 日本の薬草 貝津 好孝 著 小学館
499 王子様のくすり図鑑 木村　美紀 著 松浦　聖 画 じほう//じほう
500 つかめ！最新テクノロジー①　太陽エネルギー 苅宿　俊文 著 偕成社
500 つかめ！最新テクノロジー②　バイオテクノロジー 苅宿　俊文 著 偕成社
500 つかめ！最新テクノロジー③　ユビキタス 苅宿　俊文 著 偕成社
500 つかめ！最新テクノロジー④　ナノテクノロジー 苅宿　俊文 著 偕成社
500 つかめ！最新テクノロジー⑤　ヒューマノイド 苅宿　俊文 著 偕成社
501 エネルギーの未来を考える　１　風力エネルギー イアン・グラハム 著 文渓堂
501 エネルギーの未来を考える　２　水力エネルギー イアン・グラハム 著 文渓堂
501 エネルギーの未来を考える　３　太陽エネルギー イアン・グラハム 著 文渓堂
501 エネルギーの未来を考える　４　地熱・バイオエネルギー イアン・グラハム 著 文渓堂
501 エネルギーの未来を考える　５　化石燃料エネルギー イアン・グラハム 著 文渓堂
501 インダストリアルデザイナーになるには 石川弘 著 ぺりかん社
501 バイオマスは地球環境を救えるか 木谷　収 著 岩波書店
501 日本のエネルギー開発 戸部 健次郎 編 日本科学技術振興協会出版部



502 メタルカラーの時代　２ 山根　一眞 著 小学館
502 未来創造堂　未来を切り拓いたモノ創り 木村　暁朋 日本テレビ放送網
502 日本のもと 技術 山根一眞  監修 講談社
504 空想科学生活読本 柳田　理科雄 著 扶桑社
507 作って遊ぶ！工作ＫＩＤＳ 奥山 英治 共著 小学館
507 中学生の発明工作アイデアとくふう①　発明実例集 小峰書店
507 中学生の発明工作アイデアとくふう②　発明実例集２ 小峰書店
507 中学生の発明工作アイデアとくふう③　発明のアイデアとくふう 小峰書店
507 創るモノは夜空にきらめく星の数ほど無限にある 宮脇 修 著 講談社
507 大人も感激の科学の工作 ニュートンプレス
507 水の力をつかう水の工作 住野　和男 著 勉誠出版
507 でんじろう先生のカッコいい！科学おもちゃ 米村　でんじろう 主婦と生活社
507 弁理士になるには 藤井　久子 著 ぺりかん社
507 発明・発見のひみつ 学研
507 中学生の発明工作アイデアとくふう①　発明実例集 小峰書店
507 発明発見大探検 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
507 世界をつくった６つの革命の物語 スティーブン・ジョンソン 太田 直子 朝日新聞出版
508 技術・家庭科シリーズ技術編４　機械 鈴木 寿雄 〔ほか〕編集 ポプラ社
508 技術・家庭科シリーズ技術編２　電気 鈴木 寿雄 〔ほか〕編集 ポプラ社
509 ものづくりに生きる 小関　智弘 著 岩波書店
510 驚異の建造物 丸善
510 土木女子！ 清文社編集部 編 清文社
514 ドーバー海峡を鉄道が走る 宇賀 克夫 著 あすなろ書房
517 みずものがたり 山本良一　企画・監修 ダイヤモンド社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 川は生きている 富山 和子 著 講談社
517 自然の中の人間シリーズ　川と人間編①　川が大地をつくる 農山漁村文化協会
517 自然の中の人間シリーズ　川と人間編②　文明を生み出す川 農山漁村文化協会
517 自然の中の人間シリーズ　川と人間編③　水をはぐくむ 農山漁村文化協会
517 自然の中の人間シリーズ　川と人間編④　みのりをもたらす川 農山漁村文化協会
517 自然の中の人間シリーズ　川と人間編⑤　くらしに生きる川 農山漁村文化協会
517 自然の中の人間シリーズ　川と人間編⑥　あばれ川とたたかう 農山漁村文化協会
517 自然の中の人間シリーズ　川と人間編⑦　地下を流れる川 農山漁村文化協会
517 自然の中の人間シリーズ　川と人間編⑧　川にすむ生き物たち 農山漁村文化協会
517 自然の中の人間シリーズ　川と人間編⑨　きれいな川よごれた川 農山漁村文化協会
517 自然の中の人間シリーズ　川と人間編⑩　川は友だち 農山漁村文化協会
517 川のなんでも小事典 土木学会関西支部 編 講談社
517 トコトンやさしいダムの本 溝渕　利明 著 日刊工業新聞社//日刊工業新聞社

518 ボランティアわたしたちにできること⑤　使う、すてるを考える ポプラ社



518 「いい環境」をハイテクでつくる１　おいしい水をとりもどせ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
518 「いい環境」をハイテクでつくる３　ゆたかな緑をつくりだせ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
518 「いい環境」をハイテクでつくる４　あたらしいエネルギーを生みだせ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
518 「いい環境」をハイテクでつくる５　ゴミのでない町をめざせ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
518 「いい環境」をハイテクでつくる２　きれいな空気をよびもどせ ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
518 地球の未来とゴミ学習　１　身のまわりのゴミはどこへゆく 服部　美佐子 著 さえら書房
518 地球の未来とゴミ学習　２　リサイクルを調べる 服部　美佐子 著 さえら書房
518 地球の未来とゴミ学習　３　ゴミを減らすために 服部　美佐子 著 さえら書房
518 ごみから地球を考える 八太 昭道 著 岩波書店
518 ゴミをへらすためにできること ポプラ社
518 リサイクルにためにできること ポプラ社
518 ぼくたちのまち　世界のまち 福川　裕一 / 著　　青山　邦彦 / 絵 岩波書店
518 トイレをつくる未来をつくる 会田　法行 著 ポプラ社//ポプラ社
519 環境学習実践集　上級編１　環境はこうして調べる 中川 志郎 監修 岩崎書店
519 環境学習実践集　上級編２　ゴミ・資源を考える 中川 志郎 監修 岩崎書店
519 環境学習実践集　上級編３　生き物をまもる 中川 志郎 監修 岩崎書店
519 環境学習実践集　上級編４　環境学習で交流 中川 志郎 監修 岩崎書店
519 環境学習実践集　上級編５　調べ学習マニュアル 中川 志郎 監修 岩崎書店
519 子ども地球白書１９９９－２０００ レスター・Ｒ・ブラウン 編著 朔北社
519 ゴミ怪獣をやっつけろ 左巻 健男 著 フレーベル館
519 森や原っぱで環境を考えよう 山岡 寛人 著 フレーベル館
519 川遊びから自然を学ぼう 三輪 主彦 著 フレーベル館
519 ぼくらは大気のパトロール隊 川口 啓明 著 フレーベル館
519 水といのちを考えよう 左巻 健男 著 フレーベル館
519 土のふしぎな力を育てよう 山岡 寛人 著 フレーベル館
519 食べ物から環境を考える 川口 啓明 著 フレーベル館
519 ぼくらのミニ地球をつくろう 三輪 主彦 著 フレーベル館
519 ゴミとつきあおう 桐生 広人 著 童心社
519 天気がへんだ 桐生 広人 著 童心社
519 オゾンホールのなぞ 桐生 広人 著 童心社
519 エネルギーをどうする 桐生 広人 著 童心社
519 わたしたちの地球をすくおう 桐生 広人 著 童心社
519 今「地球環境」が危ない 学研
519 新・今「水」が危ない 学研
519 新・今「ゴミ」が危ない 学研
519 新・今「大気」が危ない 学研
519 新・今「環境ホルモン」が危ない 学研
519 身近な危険化学物質を知ろう 大竹 千代子 指導 小峰書店
519 地球環境白書　新・今「食」が危ない 学研
519 ボランティアわたしたちにできること④　ゆたかな自然を守ろう ポプラ社
519 中学生のための「総合」アイデアＢＯＯＫ２ 坂本 辰男 監修 ポプラ社
519 人間と環境 板倉 聖宣 監修 小峰書店
519 自然の循環　食べモノとウンコ 板倉 聖宣 監修 小峰書店
519 もしも空気のつぶが見えたなら 板倉 聖宣 監修 小峰書店
519 水の循環　地球みんなのクルマ 板倉 聖宣 監修 小峰書店
519 食べものとゴミ 板倉 聖宣 監修 小峰書店
519 紙と森林 板倉 聖宣 監修 小峰書店
519 くらしをかえた金属 板倉 聖宣 監修 小峰書店
519 プラスチックってなに？ 板倉 聖宣 監修 小峰書店
519 エネルギーと環境 板倉 聖宣 監修 小峰書店
519 健康と環境 板倉 聖宣 監修 小峰書店
519 沈黙の春 レイチェル・カーソン 〔著〕 新潮社
519 ６０００００００００個の缶飲料 今泉 みね子 著 合同出版
519 新・今「地球環境」が危ない 学研
519 新・今「食」が危ない 学研
519 新・今「水」が危ない 学研
519 新・今「ゴミ」が危ない 学研
519 新・今「大気」が危ない 学研
519 新・今「環境ホルモン」が危ない 学研



519 環境スペシャリストになるには 古田　ゆかり 著 ぺりかん社
519 自然保護レンジャーになるには 自然保護レンジャー研究会 編 ぺりかん社
519 地球のなおし方 ドネラ　Ｈ．メドウズ 著 ダイヤモンド社
519 環境問題のウソ 池田　清彦 著 筑摩書房
519 国際社会のルール④　地球環境はみんなで守る 北山　雅昭 著 旬報社
519 あなたが世界を変える日 セヴァン・カリス・スズキ 著 学陽書房
519 地球では１秒間にサッカー場１面分の緑が消えている 田中　章義 編著 マガジンハウス
519 地球環境が目でみてわかる科学実験 川村　康文 著 築地書館
519 地球温暖化、しずみゆく楽園ツバル 山本　敏晴 著 小学館
519 不都合な真実 アル・ゴア 著 ランダムハウス講談社
519 もったいない プラネット・リンク 編 マガジンハウス
519 自分のためのエコロジー 甲斐　徹郎 著 筑摩書房
519 失われた森 レイチェル・カーソン 著 集英社
519 江戸のくらしから学ぶ『もったいない』第1巻　ゴミを減らす知恵 秋山浩子　文 汐文社
519 江戸のくらしから学ぶ『もったいない』第2巻　快適にすごす工夫 秋山浩子　文 汐文社
519 江戸のくらしから学ぶ『もったいない』第３巻　ムダを出さない社会 秋山浩子　文 汐文社
519 大気汚染から地球をまもれ！ ポプラ社
519 地球から森が消えていく ポプラ社
519 人間のいのちをささえる土 ポプラ社
519 わたしたちの水があぶない！ ポプラ社
519 ゴミが地球をうめつくす ポプラ社
519 フロンガスがオゾン層をこわす ポプラ社
519 ブナが消える 庄司 幸助 著 新日本出版社
519 森林はなぜ必要か 只木 良也 著 小峰書店
519 地球環境のひみつ 学研
519 炭酸ガスはなぜ地球の温度をあげるのか？ トニー・ヘアー 文 偕成社
519 フロンはなぜオゾン層をこわすのか？ トニー・ヘアー 文 偕成社
519 なぜ雨が酸性雨にかわるのか？ トニー・ヘアー 文 偕成社
519 森はどのように地球を守っているか？ トニー・ヘアー 文 偕成社
519 海はなぜよごれてしまうのか？ トニー・ヘアー 文 偕成社
519 ゴミはどのように地球をよごすのか？ トニー・ヘアー 文 偕成社
519 放射線はなぜおそろしいのか？ トニー・ヘアー 文 偕成社
519 地球環境はなぜよごれてしまうのか？ トニー・ヘアー 文 偕成社
519 自然保護は何を保護するのか？ ポプラ社
519 いま、地球があぶない 浅井 富雄 著 ポプラ社
519 きれいな水をとりもどすために 小倉 紀雄 著 あすなろ書房
519 リサイクルのためにできること ポプラ社
519 食べ物の安全のためにできること ポプラ社
519 自然と生きるためにできること ポプラ社
519 地球環境のためにできること ポプラ社
519 わたしにもできるリサイクル①　燃えるごみのリサイクル 学研
519 わたしにもできるリサイクル②　燃えないごみのリサイクル 学研
519 わたしにもできるリサイクル③　話題のごみのリサイクル 学研
519 わたしにもできるリサイクル④　学校でできるリサイクル活動 学研
519 環境とリサイクル１　ペットボトル 本間 正樹 文 小峰書店
519 環境とリサイクル２　かん 本間 正樹 文 小峰書店
519 環境とリサイクル３　びん 本間 正樹 文 小峰書店
519 環境とリサイクル４　電池 本間 正樹 文 小峰書店
519 環境とリサイクル５　自動車と粗大ごみ 本間 正樹 文 小峰書店
519 環境とリサイクル６　紙 本間 正樹 文 小峰書店
519 環境とリサイクル７　衣類 本間 正樹 文 小峰書店
519 環境とリサイクル８　プラスチック 本間 正樹 文 小峰書店
519 環境とリサイクル１０　うめたて処分場 本間 正樹 文 小峰書店
519 地球環境白書１　今「地球」が危ない 学研
519 地球環境白書２　今「食」が危ない 学研
519 地球環境白書３　今「日本」が汚染されている 学研
519 地球環境白書４　今「水」が危ない 学研
519 地球環境白書５　今「緑」が危ない 学研
519 地球環境白書７　今「子供」が危ない 学研



519 地球環境白書８　今「水道水」が危ない 学研
519 地球環境白書10　今「野生動物」が危ない 学研
519 地球環境白書11　「異常気象」最新レポート 学研
519 地球環境白書12　「地球環境」データーブック 学研
519 ゴミは、どこへ行く？ 依田 彦三郎 編著 太郎次郎社
519 地球は、どこへ行く？ 里見 実 編著 太郎次郎社
519 環境とつきあう５０話 森住 明弘 著 岩波書店
519 地球環境白書９　何を食べたらいいのか 学研
519 日本の公害１ 日本図書センター
519 日本の公害２ 日本図書センター
519 日本の公害３ 日本図書センター
519 日本の公害４ 日本図書センター
519 日本の公害５ 日本図書センター
519 日本の公害６ 日本図書センター
519 水をきれいにするためにできること ポプラ社
519 空気をきれいにするためにできること ポプラ社
519 自然と生きるためにできること ポプラ社
519 地球環境のためにできること ポプラ社
519 永遠に捨てない服が着たい 今関　信子 / 著 汐文社
519 未来のために学ぶ四大公害病 岩崎書店編集部 岩崎書店//岩崎書店
519 知ろう！防ごう！自然災害　１ こどものとも 編 岩崎書店//岩崎書店
519 知ろう！防ごう！自然災害　２ こどもくらぶ 編 岩崎書店//岩崎書店
519 知ろう！防ごう！自然災害　３ こどもくらぶ 編 岩崎書店//岩崎書店
519 命を守る水害読本 命を守る水害読本編集委員会 編著 毎日新聞出版//毎日新聞出版

520 世界の建物たんけん図鑑 フィリップ・ウィルキンソン 著 集文社
520 建築技術者になるには　改訂 藤上　輝之 著 ぺりかん社
520 建築家になるには 菊岡　倶也 編著 ぺりかん社
520 奇想遺産 鈴木　博之 著 新潮社
520 建築技術者になるには 田中　良寿 著 ぺりかん社
520 住まい方を考える １住まいのしくみを知る 益子 義弘 あかね書房
520 住まい方を考える ２快適で安全な 住まいのくふう 益子 義弘 あかね書房
520 住まい方を考える ３未来の住まいを デザインする 益子 義弘 あかね書房
521 お城のできるまで 阿久津　和生 著 集文社
521 民家再生の魅力 日本民家再生リサイクル協会 編 相模書房
521 木に学べ 西岡　常一 著 小学館
521 江戸の町（上） 内藤 昌 著 草思社
521 江戸の町（下） 内藤 昌 著 草思社
523 ル・コルビュジエ　建築家の仕事 フランシーヌ・ブッシェ 作 すえもりブックス
523 境界をこえる 安藤　忠雄 / 著 講談社
523 近代建築　2016年8月号 近代建築社
524 法隆寺を支えた木 西岡　常一　　小原　二郎 / 著 日本放送出版協会
526 東京スカイツリー　世界一を創ったプロフェッショナル ＮＨＫ出版 / 編 ＮＨＫ出版
526 図解　東京スカイツリーの秘密 レッカ社 / 編著 ＰＨＰ研究所
527 住まいのひみつ 田中　久志　漫画 学習研究社
527 再発見！くらしのなかの伝統文化　３ 童夢 ポプラ社
528 ウンと楽しいトイレの過ごし方 ヒュー・ジャスバーン 著 文響社編集部 訳 文響社
529 インテリアコーディネーターになるには エイ・アイ・ケイ教育情報部 編著 ぺりかん社
530 分解マニア！ 三推社 編 講談社
532 町工場・スーパーなものづくり 小関　智弘 著 筑摩書房
535 使い切りカメラの実験 相場 博明 著 さ・え・ら書房
537 自動車整備士になるには 広田　民郎 著 ぺりかん社
537 図解雑学　バイクの不思議 バイク技術研究会 著 ナツメ社
537 図解雑学　Ｆ１マシンの秘密 青山　元男 著 ナツメ社
537 はたらく自動車 高島 鎮雄 編著 小学館
537 エコカー技術の最前線 高根　英幸 著 ＳＢクリエイティブ//ＳＢクリエイティブ

538 宇宙飛行士になるには 宇宙開発事業団 編著 ぺりかん社
538 宇宙をみたよ 松田　素子 著 偕成社
538 はやぶさの大冒険 山根　一眞 著 マガジンハウス
538 航空 高橋 慎一 共編 小学館



538 宇宙開発 佐伯 誠一 共著 小学館
538 アポロ１３号奇跡の生還 ヘンリー・クーパーＪｒ． 〔著〕 新潮社
538 はやぶさ、そうまでして君は 川口　淳一郎 / 著 宝島社
538 はやぶさ君の冒険日誌 小野瀬　直美 / 著　　寺薗　淳也 / 監修 毎日新聞社
538 Ｗｅ　ａｒｅ　宇宙兄弟　宇宙飛行士の底力 モーニング編集部　　門倉　紫麻 / 著 講談社
538 Ｗｅ　ａｒｅ　宇宙兄弟　宇宙を舞台に活躍する人たち モーニング編集部　　門倉　紫麻 / 著 講談社
538 国際宇宙ステーションとはなにか 若田　光一 / 著 講談社
538 宇宙開発 山田　陽志郎 著 大日本図書
538 宇宙からの帰還 立花 隆 中央公論社
538 月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人 著 新日本出版社
538 月はぼくらの宇宙港 佐伯　和人 著 新日本出版社
538 超巨大ブラックホールに迫る 平林久 新日本出版社
538 宇宙飛行士の採用基準  例えばリーダーシップは「測れる」のか 山口孝夫  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
538 風船で宇宙を見たい！ 岩谷　圭介 著 くもん出版//くもん出版
539 わたしたちの涙で雪だるまが溶けた チェルノブイリ支援運動・九州 梓書院
539 やっかいな放射線と向き合って暮らしていくための基礎知識 田崎　晴明 著 朝日出版社
540 図解雑学　よくわかる電気のしくみ 電気技術研究会 著 ナツメ社
540 電気のひみつ 学研
543 息子へ。 飯野　賢治∥著 幻冬舎
543 こうすればじょうずに節電できる 池上　彰 / 監修 小学館クリエイティブ　小学館〔発売〕

543 知ろうとすること。 早野　龍五，糸井　重里 著 新潮社
543 ご当地電力はじめました！ 高橋　真樹 著 岩波書店
547 ウェブクリエータになるには 西村　翠 著 ぺりかん社
547 音響技術者になるには 江川　裕子 著 ぺりかん社
547 ソーシャル・ウェブ入門 滑川　海彦 著 技術評論社
547 １２歳からのインターネット 荻上チキ ミシマ社
547 身近な電波の科学 大久保　千代次　編 社団法人　電波産業会
548 ロボット クライブ・ジフォード 文 丸善
548 ロボット技術者になるには 越川　彰彦 著 ぺりかん社
548 あなたはコンピュータを理解していますか？ 梅津　信幸 著 ソフトバンククリエイティブ

548 ナレッジエンタ読本　２０　史上最強のロボット！ 高橋　智隆 著 メディアファクトリー
548 史上最強のロボット 高橋　智隆　柳田　理科雄 / 著 メディアファクトリー
548 ロボットの天才 高橋　智隆 / 著 メディアファクトリー
548 パソコンのしくみ 高作義明 新星出版社
548 コンピューターってどんなしくみ？ 佐藤　雅明 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

548 プログラミングについて調べよう 川崎　純子 著 沼田　光太郎 画 岩崎書店//岩崎書店
550 船 青木 栄一 共編 小学館
556 伝説の戦艦「武蔵」「大和」と連合艦隊 日本文芸社
557 水先案内人 森隆行 晃洋書房
560 図解雑学　金属の科学 徳田　昌則 著 ナツメ社
566 技術・家庭科シリーズ技術編３　金属加工　作り方と工具の使い方 鈴木 寿雄 〔ほか〕編集 ポプラ社
575 花火の図鑑 泉谷　玄作 著 ポプラ社
576 香りの世界をのぞいてみよう ポプラ社
578 先端材料で世界一を目指す　東レ ほしのちあき 国際出版研究所
582 海峡を渡るバイオリン 陳　昌鉉 著 河出書房新社
583 技術・家庭科シリーズ技術編１　木材加工　作り方と工具の使い方 鈴木 寿雄 〔ほか〕編集 ポプラ社
585 京の紙あそび コトコト
585 紙つなげ！彼らが本の紙を造っている 佐々　涼子 著 早川書房
588 砂糖の世界史 川北稔 岩波書店
588 ソムリエ・バーテンダーになるには 大阪あべの辻調理師専門学校 編著 ぺりかん社
588 ケーキ屋さん・パン屋さんになるには 大阪あべの辻製菓専門学校 編著 ぺりかん社
588 パン屋さんになるには エコール辻大阪辻製パンマスターカレッジ 編著 ぺりかん社
588 食べもののかたちの秘密！？ドーナツの穴 真下　弘孝 著 大空出版
588 パティシエになるには 辻製菓専門学校 編著 ぺりかん社
588 会社がわかる仕事がわかる④　世界に広がれ！インスタントラーメン オフィス・イディオム 学研
588 ガリガリ君工場見学　アイスキャンディができるまで ガリガリ君プロダクション / 監修 汐文社
588 香川発希少糖の奇跡 松崎　隆司 著 日経ＢＰ社//日経ＢＰマーケティング

588 捨てないパン屋 田村　陽至 著 清流出版//清流出版
589 タカラの山 竹森　健太郎 著 朝日新聞社出版局



589 ファッションデザイナーになるには 武藤　直路 著 ぺりかん社
589 ゲームクリエータになるには 西村　翠 著 ぺりかん社
589 おもちゃクリエータになるには トイジャーナル編集局 編著 ぺりかん社
589 ファッションのチカラ 今井　啓子 著 筑摩書房
589 文房具図鑑 山本　健太郎 画 いろは出版
589 エンターテインメントという薬 松山　洋 著 Ｇｚブレイン//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

590 ＮＨＫためしてガッテンアウトドアにチャレンジ！①　海・山・キャンプもこれで安心 ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社
590 ＮＨＫためしてガッテンアウトドアにチャレンジ！②　きみもなれるアウトドア名人 ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社
590 ＮＨＫためしてガッテンアウトドアにチャレンジ！③　弱点克服！一歩前へ ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社
590 ＮＨＫためしてガッテンアウトドアにチャレンジ！④　環境を守る３３の方法 ＮＨＫ科学番組部 編 汐文社
590 子どもとマスターする４９の生活技術 子どもの生活科学研究会 編 合同出版
590 子どもとマスターする４９の生活技術２ 子どもの生活科学研究会 編 合同出版
590 子どもとマスターする４９の生活技術３ 子どもの生活科学研究会 編 合同出版
590 子どもとマスターする５４の生活技術 三浦 基弘 編 合同出版
590 わたしにもできる介護のお手伝い１　年をとるってどういうこと？ 是枝 祥子 監修 学研
590 わたしにもできる介護のお手伝い３　お食事でできること 是枝 祥子 監修 学研
590 エコロなココロ 赤星 たみこ 著 大和書房
590 新・たのしいジュニア手芸　１ 関根　祐三子 学習研究社
590 新・たのしいジュニア手芸　２ 河合　真弓 学習研究社
590 新・たのしいジュニア手芸　３ 石倉　麻緩 学習研究社
590 新・たのしいジュニア手芸　４ 岸　和美 学習研究社
590 新・たのしいジュニア手芸　５ 橘　記子 学習研究社
590 新・たのしいジュニア手芸　６ 学研編集部 学習研究社
590 生活図鑑 おち　とよこ 著 福音館書店
590 すてきな小物とフラワー手芸 ポプラ社
590 たのしいししゅうと織りもの ポプラ社
590 べんりなふくろやバッグ ポプラ社
590 はじめて作るエプロンとスモック ポプラ社
590 はじめて作るベストとスカート ポプラ社
590 わたしの宿題べんり帳 文化出版局編集部 文化出版局
590 おてつだいが楽しいエプロン集 文化出版局編集部 編 文化出版局
590 もめんの遊び着と小もの 文化出版局編集部 文化出版局
590 かわいいナイトウェアと小もの５ 文化出版局編集部 編 文化出版局
590 わたしのお人形と縫いぐるみ 文化出版局編集部 文化出版局
590 小さなおくりもの集 文化出版局編集部 編 文化出版局
590 やさしくつくれるふくろもの 文化出版局編集部 文化出版局
590 お部屋を飾るクッション集 文化出版局編集部 編 文化出版局
590 技術・家庭科シリーズ家庭編１ 鈴木 寿雄 〔ほか〕編集 ポプラ社
590 技術・家庭科シリーズ家庭編４　保育 鈴木 寿雄 〔ほか〕編集 ポプラ社
590 技術・家庭科シリーズ家庭編５　住居 鈴木 寿雄 〔ほか〕編集 ポプラ社
590 できるまで図鑑②おかし アリス館
590 できるまで図鑑①食べもの アリス館
590 できるまで図鑑③調味料 アリス館
590 できるまで図鑑④文房具 アリス館
590 できるまで図鑑⑤スポーツ用品 アリス館
590 できるまで図鑑⑥日用品１ アリス館
590 できるまで図鑑⑦日用品２ アリス館
590 玲子さんの自分センスで暮らしたい 西村 玲子 著 立風書房
590 玲子さんのアイデアマーケット 西村 玲子 著 立風書房
590 玲子さんの憧れ、未完成 西村 玲子 著 立風書房
590 玲子さんの快適インテリア空間 西村 玲子 著 立風書房
590 「赤毛のアン」の生活事典 テリー神川 著 講談社
590 ジュニアたのしい手づくりシリーズ１　やさしい棒針あみ 学研
590 ジュニアたのしい手づくりシリーズ２　やさしいかぎ針あみ 学研
590 ジュニアたのしい手づくりシリーズ４　クロスステッチ入門 学研
590 ジュニアたのしい手づくりシリーズ５　たのしいアップリケ 学研
590 ジュニアたのしい手づくりシリーズ６　小さなマスコット 学研
590 ジュニアたのしい手づくりシリーズ７　かわいいぬいぐるみ 学研
590 ジュニアたのしい手づくりシリーズ９ 学研



590 ジュニアたのしい手づくりシリーズ１２ 学研
590 暑さとくらし 鈴木　信恵 著 ほるぷ出版
590 寒さとくらし 鈴木　信恵 著 ほるぷ出版
590 １３歳からの家事のきほん４６ アントラム　栢木利美 著 海竜社//海竜社
590 正しいパンツのたたみ方 南野　忠晴 著 岩波書店//岩波書店
592 楽しいリサイクルアート１ 斎藤 美樹 文・絵 汐文社
592 楽しいリサイクルアート２ 斎藤 美樹 文・絵 汐文社
592 楽しいリサイクルアート３ 斎藤 美樹 文・絵 汐文社
592 楽しいリサイクルアート４ 斎藤 美樹 文・絵 汐文社
593 スタイリストになるには 武藤　直路 著 ぺりかん社
593 ベリー・ベリー・チェリーコーク おおた　うに 著 ソニー・マガジンズ
593 はじめて作るパジャマと部屋着 ポプラ社
593 おしゃれ上手 大橋 歩 著 集英社
593 はじめてつくるわたしの服 文化出版局編集部 編 文化出版局
593 技術・家庭科シリーズ家庭編３ 鈴木 寿雄 〔ほか〕編集 ポプラ社
593 おしゃれ、したい 晶文社
594 天使の家のニットたち 石井 麻子 著 ほるぷ出版
594 手作りスケッチ めぐろ みよ 著 ほるぷ出版
594 和の小物をつかって 政岡 勢津子 著 ほるぷ出版
594 ハートのやさしい伝え方 政岡 勢津子 著 ほるぷ出版
594 リネンで雑貨　手づくりの愉しみ 石川　ゆみ 著 文化出版局
594 クリスマス・ブック 瀬戸　信昭　編集 日本ヴォーグ社
594 フェルトで作るお菓子キャラクター 阿部　浩二 ブティック社
594 １００のフェルト・ストラップ モンジュネモ 著 文化出版局
594 動物たちのちいさなあみぐるみ ささき　いずみ 著 ブティック社
594 ジュニア手芸全集１　ぬいぐるみと人形 学研
594 ジュニア手芸全集２　ファッションアクセサリー 学研
594 ジュニア手芸全集３　キッチン小物とエプロン 学研
594 ジュニア手芸全集４　インテリアグッズ 学研
594 ジュニア手芸全集５　バッグとふくろもの 学研
594 ジュニア手芸全集６　スポーツグッズ 学研
594 ジュニア手芸全集７　シンプルニット 学研
594 ジュニア手芸全集８　パジャマとナイティ 学研
594 ジュニア手芸全集１０　アイディア手芸 学研
594 ジュニア手芸全集９　イージーソーイング 学研
594 赤毛のアンの手作りノート 文化出版局
594 かわいいマスコットとおもちゃ ポプラ社
594 わたしの部屋のアクセサリー 文化出版局編集部 編 文化出版局
594 へんしん糸・ひも・布 石井 正子 著 偕成社
594 素敵な手作りアクセサリー パッチワーク通信社
594 ビーズでつくるアクセサリー 雄鶏社
594 かんたん、かわいい押し花の小もの 雄鶏社
594 切らずに作るハンカチ手芸 雄鶏社
594 カンタン消しゴムスタンプ 雄鶏社
594 たちばなみよこのフェルトで作るかわいいマスコット たちばな みよこ 著 ブティック社
594 世界でたった１枚の押花はがきの作り方 日本ヴォーグ社
594 美色押花の秘密Ⅱ 日本ヴォーグ社
594 美色押花の秘密Ⅰ 日本ヴォーグ社
594 ビーズで作るアクセサリー ブティック社
594 かぎ針あみデビュ－！　初めてでも、ぶきっちょでもあめるよ！ ミカ・ユカ / デザイン・製作・指導 主婦の友社
594 棒針あみデビュ－！　初めてでも、ぶきっちょでもあめるよ！ ミカ・ユカ / デザイン・製作・指導 主婦の友社
594 米山京子のメルヘン人形 米山　京子 グラフ社
594 すみっコぐらしのハンドメイドＢＯＯＫ 主婦と生活社
594 羊毛フェルト基礎テクニックＢＯＯＫ　新装版 佐々木　伸子 著 河出書房新社
594 ディズニーツムツムフェルトマスコット 佐々木　公子 著 ブティック社
594 動物ぽんぽん ｔｒｉｋｏｔｒｉ 編 誠文堂新光社
595 おしゃべりなからだ 山下　柚実 医学通信社
595 美容師・理容師になるには 石田　素弓 著 ぺりかん社
595 美容業界で働く 大岳　美帆 著 ぺりかん社



595 自分の顔が好きですか？ かづき　れいこ 著 ＰＨＰ研究所
595 ネイリストになるには 津留　有希 / 著 ぺりかん社
596 クッキングＫＩＤＳ 関 登 共著 小学館
596 子どもとマスターする３７の調理の知識 坂本 広子 著 合同出版
596 イラスト版食材の本① 赤堀栄養専門学校 編 合同出版
596 イラスト版食材の本② 赤堀栄養専門学校 編 合同出版
596 イラスト版食材の本③ 赤堀栄養専門学校 編 合同出版
596 新ジュニアクッキング全集４　やさしい一品メニュー 学研
596 新ジュニアクッキング全集９　正しいダイエット・クッキング 学研
596 安心して食べる知恵①　くだものと野菜 増尾 清 監修・執筆 学研
596 安心して食べる知恵②　米とめん・パンなど加工食品 増尾 清 監修・執筆 学研
596 安心して食べる知恵③　魚・肉・卵と加工食品 増尾 清 監修・執筆 学研
596 安心して食べる知恵④　安心な食物をつくる 増尾 清 監修・執筆 学研
596 ５つの栄養素　たんぱく質 童夢 編 偕成社
596 ５つの栄養素　炭水化物 童夢 編 偕成社
596 ５つの栄養素　脂質 童夢 編 偕成社
596 ５つの栄養素　ビタミン 童夢 編 偕成社
596 ５つの栄養素　無機質 童夢 編 偕成社
596 ５つの栄養素　Ｑ＆Ａ 童夢 編 偕成社
596 ヌクマムの香りパパイヤの味 日本放送出版協会 編 日本放送出版協会
596 親子でつくろう世界の料理絵本 キャロライン・ヤング 著 集文社
596 ダヤンのおかしな国のお菓子の本 池田あきこ 著 中央公論新社
596 日本の食生活全集　３７　聞き書　香川の食事 日本の食生活全集香川編集委員会 編 農山漁村文化協会
596 日本の食生活全集　３８　聞き書　愛媛の食事 日本の食生活全集愛媛編集委員会 編 農山漁村文化協会
596 日本の食生活全集　３９　聞き書　高知の食事 日本の食生活全集高知編集委員会 編 農山漁村文化協会
596 日本の食生活全集　３６　聞き書　徳島の食事 日本の食生活全集徳島編集委員会 編 農山漁村文化協会
596 日本の食生活全集　４９　日本の食事事典　Ⅰ素材編 農山漁村文化協会編集部 編 農山漁村文化協会
596 日本の食生活全集　５０　日本の食事事典　Ⅱつくり方・食べ方編 農山漁村文化協会編集部 編 農山漁村文化協会
596 料理人になるには 大阪あべの辻調理師専門学校 編著 ぺりかん社
596 フードコーディネーターになるには 藤原　勝子 著 ぺりかん社
596 シリーズ　子どもの時間４　台所に立つ子どもたち 竹下和男 自然食通信社
596 絵本からうまれたおいしいレシピ きむらかよ 宝島社
596 笑ってお料理 平野　レミ 著 筑摩書房
596 もらってハッピーかわいいモテチョコ 祐成　二葉 成美堂出版
596 絵本からうまれたおいしいレシピ　子どもと一緒にごはんづくり きむら　かよ 宝島社
596 絵本からうまれたおいしいレシピ　３ きむら　かよ 宝島社
596 手づくりジュース３５３レシピ 川野　妙子 著 池田書店
596 こうちゃんの簡単料理レシピ 相田　幸二 著 宝島社
596 こうちゃんの簡単料理レシピ　２ 相田　幸二 著 宝島社
596 おうちで京野菜 コトコト
596 体の中からきれいになるレシピ 小林カツ代 マガジンハウス
596 つくりたい！食べたい！料理大百科　１　おいしい料理をつくってみよう 検見崎　聡美 著 あかね書房
596 つくりたい！食べたい！料理大百科　２　みんなでおいしいイベント料理 渡辺　有子 著 あかね書房
596 つくりたい！食べたい！料理大百科　３　いろんな国のおいしい料理 枝元　なほみ 著 あかね書房
596 つくりたい！食べたい！料理大百科　４　あまくておいしいお菓子がいっぱい 脇　雅世 著 あかね書房
596 カレーになりたい！ 水野　仁輔 著 理論社
596 からだにおいしい野菜の便利帳 高橋書店
596 お菓子大成功！ 日本放送出版協会
596 朝ごはんの献立 飯島　奈美 著 池田書店
596 ごはんにしよう。 飯島　奈美 著 文化出版局
596 太一×ケンタロウ男子ごはんの本 国分　太一 著 Ｍ．Ｃｏ．
596 太一×ケンタロウ男子ごはんの本　その２ 国分　太一 著 Ｍ．Ｃｏ．
596 空想お料理読本 ケンタロウ 著 メディアファクトリー
596 もっと弁当力！！ 佐藤　剛史 著 五月書房
596 きれいになる女弁当　元気になる男弁当 やまはた　のりこ 著 講談社
596 野菜たっぷり人気の低カロ弁当 小田　真規子 著 日本放送出版協会
596 Ｉ　ＬＯＶＥ肉弁当 武蔵　裕子 著 主婦と生活社
596 基本のおべんとう オレンジページ
596 ａｋｉｎｏｉｃｈｉｇｏのわくわく！キャラクターのおべんとう　２ 稲熊　由夏 著 宝島社



596 毎日おいしい！中高生のお弁当 食のスタジオ 編 成美堂出版
596 男の子のよろこぶお弁当 藤野　嘉子 著 文化出版局
596 女の子の大好きなお弁当 藤野　嘉子 著 文化出版局
596 男弁当 小林　まさみ 著 日本放送出版協会
596 すごい弁当力！ 佐藤　剛史 著 五月書房
596 私たちのお弁当 クウネルお弁当隊 編 マガジンハウス
596 おべんとうの時間 阿部　了 写真 木楽舎
596 ヘルシー女子もボリューム男子も朝ラク弁当 セブン＆アイ出版
596 女子中高生のかわいいチョコ ブティック社
596 ＬＯＶＥチョコ 遠谷　希与子 著 ブティック社
596 すきやばし次郎　生涯一鮨職人 小津　次郎 プレジデント社
596 ジュニア料理教室４ ポプラ社
596 ジュニア料理教室３ ポプラ社
596 わかったさんのシュークリーム 寺村 輝夫 作 あかね書房
596 わかったさんのマドレーヌ 寺村 輝夫 作 あかね書房
596 わかったさんのプリン 寺村 輝夫 作 あかね書房
596 わかったさんのアイスクリーム 寺村 輝夫 作 あかね書房
596 わかったさんのクレープ 寺村 輝夫 作 あかね書房
596 わかったさんのホットケーキ 寺村 輝夫 作 あかね書房
596 わたしがつくる日曜日のお料理 文化出版局編集部 編 文化出版局
596 お魚のひみつ 小竹 千香子 著 さ・え・ら書房
596 砂糖のひみつ 小竹 千香子 共著 さ・え・ら書房
596 小麦粉のひみつ 小竹 千香子 著 さ・え・ら書房
596 お米のひみつ 小竹 千香子 著 さ・え・ら書房
596 はっこう博士大かつやく 末松 茂孝 著 さ・え・ら書房
596 卵のひみつ 小竹 千香子 著 さ・え・ら書房
596 ポップコーンの科学 相場 博明 著 さ・え・ら書房
596 自然流ハム・ソーセージ・燻製 井草 正 著 農山漁村文化協会
596 国産小麦でパンを焼く 農文協 編 農山漁村文化協会
596 世界の料理絵本 キャロライン・ヤング 文 集文社
596 池上保子のもっと自由にお魚料理 池上 保子 著 農山漁村文化協会
596 辰巳芳子のことことふっくら豆料理 辰巳 芳子 著 農山漁村文化協会
596 池上保子のおかずになるフルーツ料理 池上 保子 著 農山漁村文化協会
596 こんなにたくさん豆料理 浅田 峰子 著 農山漁村文化協会
596 池上保子のもっと自由に野菜料理 池上 保子 著 農山漁村文化協会
596 だしの本 千葉 道子 著 農山漁村文化協会
596 男の家庭料理自由自在 鈴木 雅己 著 農山漁村文化協会
596 色とりどりに四季の花料理 橋本 郁三 著 農山漁村文化協会
596 家族にはひ・み・つリフォーム料理 西野 陽子 著 農山漁村文化協会
596 奥薗寿子のごはん料理ありったけ 奥薗 寿子 著 農山漁村文化協会
596 おしゃれなアクセサリー ポプラ社
596 おしゃれなアクセサリー ポプラ社
596 みんなに贈る手作りプレゼント ポプラ社
596 みんなに贈る手作りプレゼント ポプラ社
596 通学やお出かけ用バッグ ポプラ社
596 通学やお出かけ用バッグ ポプラ社
596 べんりなインテリア小物 ポプラ社
596 べんりなインテリア小物 ポプラ社
596 あなただけの手作りおしゃれ ポプラ社
596 あなただけの手作りおしゃれ ポプラ社
596 手作りパーティクッキング ポプラ社
596 手作りパーティクッキング ポプラ社
596 みんなでアウトドアクッキング ポプラ社
596 みんなでアウトドアクッキング ポプラ社
596 かんたんなごはん作り ポプラ社
596 メルヘンのお菓子 今田 美奈子 著 金の星社
596 クリスマスのお菓子 今田 美奈子 著 金の星社
596 食べ物づくりで遊ぼう 八田 尚子 著 晶文社
596 ロイヤル・レシピ ミシェル・ブラウン 著 筑摩書房



596 子供の科学流手づくり食品 増尾 清 著 誠文堂新光社
596 家族みんなのお弁当 井田 和子 著 ひかりのくに
596 人見知りの野菜たち 和歌山 友子 著 フレーベル館
596 安心して食べる知恵①　くだものと野菜 増尾 清 監修・執筆 学研
596 安心して食べる知恵②　米とめん・パンなど加工食品 増尾 清 監修・執筆 学研
596 安心して食べる知恵③　魚・肉・卵と加工食品 増尾 清 監修・執筆 学研
596 安心して食べる知恵④　安心な食物をつくる 増尾 清 監修・執筆 学研
596 新ジュニアクッキング全集４　やさしい一品メニュー 学研
596 新ジュニアクッキング全集５　おべんとう＆サンドイッチ 学研
596 新ジュニアクッキング全集７　アウトドア・クッキング 学研
596 新ジュニアクッキング全集８　伝統と郷土の料理 学研
596 新ジュニアクッキング全集９　正しいダイエット・クッキング 学研
596 新ジュニアクッキング全集１　はじめてのクッキング 学研
596 新ジュニアクッキング全集６　パーティ・クッキング 学研
596 新ジュニアクッキング全集１０　バランス献立クッキング 学研
596 みんなの朝ごはん 朝時間．ｊｐ∥著 大和書房
596 ばかスイーツ べつやく　れい / 著 アスペクト
596 お客に言えない食べ物のヒソヒソ話 ?情報取材班 / 編 青春出版社
596 太一×ケンタロウ　男子ごはんの本　その４ 国分　太一　　ケンタロウ / 著 Ｍ．Ｃｏ．//角川グループパブリッシング

596 ポリ袋でできる！びっくりおやつ７５ 　 アイスクリ－ム、パンケ－キ、蒸しパン、ドリンク… 荻田尚子 主婦の友社
596 日本一お酢を売っている！ミツカン社員公認お酢レシピ ミツカン ワニブックス
596 できる！を伸ばす弁当の日 竹下　和男 / 編著 共同通信社
596 野菜で食育！おいしいスイーツ　１　春野菜でつくるお菓子 柿沢　安耶 / 監修・著 岩崎書店
596 野菜で食育！おいしいスイーツ　２　夏野菜でつくるお菓子 柿沢　安耶 / 監修・著 岩崎書店
596 野菜で食育！おいしいスイーツ　３　秋野菜でつくるお菓子 柿沢　安耶 / 監修・著 岩崎書店
596 野菜で食育！おいしいスイーツ　４　冬野菜でつくるお菓子 柿沢　安耶 / 監修・著 岩崎書店
596 簡単！１品弁当　 時短でうまい！失敗なしの弁当革命 宝島社
596 ティファニ－のテ－ブルマナ－ ウォルター・ホ－ビング　ジョー・ユ－ラ 鹿島出版会
596 空想お料理読本　２ ケンタロウ　柳田　理科雄 / 著 メディアファクトリー
596 かわいい！おいしい！かんたんハッピースイーツ 大森　いく子 著 金の星社
596 チョコレートのお菓子ＢＯＯＫ オレンジページ
596 ４６１個の弁当は、親父と息子の男の約束。 渡辺　俊美 著 マガジンハウス
596 世界一美しい食べ方のマナー 小倉　朋子 著 高橋書店
596 お料理入門　マンガ版 土井　善晴，小波田　えま 著 講談社
596 はじめてのお菓子作り 主婦の友社 編 主婦の友社
596 スープジャーのお弁当 奥薗　壽子 著 世界文化社
596 作りおきサラダ 主婦の友社 編 主婦の友社
596 料理のきほん練習帳 小田　真規子 著 高橋書店
596 つくって楽しい！世界のスイーツ １ アジアのスイーツ 宮沢 うらら 汐文社
596 つくって楽しい！世界のスイーツ ２ 北・南ヨーロッパのスイーツ 宮沢 うらら 汐文社
596 つくって楽しい！世界のスイーツ ３ 西ヨーロッパ・アフリカのスイーツ 宮沢 うらら 汐文社
596 つくって楽しい！世界のスイーツ ４ 北・南アメリカのスイーツ 宮沢 うらら 汐文社
596 女子力アップ↑　おまじないスイーツ 宮沢 うらら 汐文社
596 基本のお弁当400 食のスタジオ 学研パブリッシング
596 香川県産を食べよう！学ぼう！作ろう！ 香川県
596 香川県産を食べよう！学ぼう！作ろう！ 香川県
596 香川県産を食べよう！学ぼう！作ろう！ 香川県
596 おいしい和食のキホン 村林　新吾，相可高校調理クラブ 著 岩波書店
596 料理図鑑 おち　とよこ 著 平野　恵理子 画 福音館書店
596 ぼくのおやつ ぼく 著 ワニブックス
596 もっと！ぼくのおやつ ぼく 著 ワニブックス
596 食べているのは生きものだ 森枝　卓士 著 福音館書店
596 ニッポン弁当 猪本　典子 著 平凡社
596 クックパッドのおもしろ弁当＆ゆるゆるキャラごはん ＫＡＤＯＫＡＷＡ
596 あ～るママのおにぎりびより あ～るママ 著 主婦と生活社
596 おにぎらずアイデア帳 金丸　絵里加 著 東京書店
596 はじめてでもおいしく作れる和食 おいしい和食の会 編 家の光協会
596 ラクうまごはんのコツ 瀬尾　幸子 著 新星出版社
596 日本の伝統文化和食　①「和食」ってなんだろう？ 江原 絢子 学研教育出版



596 日本の伝統文化和食　②調べよう！和食の食材 江原 絢子 学研教育出版
596 日本の伝統文化和食　③守ろう！ふるさとの味 江原 絢子 学研教育出版
596 日本の伝統文化和食　④楽しもう！和食と伝統行事 江原 絢子 学研教育出版
596 日本の伝統文化和食　⑤見習おう！和食のおもてなし 江原 絢子 学研教育出版
596 日本の伝統文化和食　⑥伝えよう！ＷＡＳＨＯＫＵ文化 江原 絢子 学研教育出版
596 和食をつくろう！　①おいしい基本、入門の巻！ 柳原 尚之 教育画劇
596 和食をつくろう！　②みんなの食卓、定番の巻！ 柳原 尚之 教育画劇
596 和食をつくろう！　③こだわりの味、達人の巻！ 柳原 尚之 教育画劇
596 和の食文化 長く伝えよう！世界に広めよう！①郷土料理に見る日本人の知恵 江原 絢子 岩崎書店
596 和の食文化 長く伝えよう！世界に広めよう！②食べ物を保存するということ 江原 絢子 岩崎書店
596 和の食文化 長く伝えよう！世界に広めよう！③和食づくりの基本とは？ 江原 絢子 岩崎書店
596 和の食文化 長く伝えよう！世界に広めよう！④だしのひみつ「うま味」 江原 絢子 岩崎書店
596 未来へ伝えたい日本の伝統料理－日本の食を考える 後藤　真樹 著 小峰書店
596 フードスタイリストのアイデア満点ほめられ弁当 ダンノ　マリコ 著 主婦と生活社
596 あ～るママの作ってみたいＨａｐｐｙかわいいお弁当 あ～るママ 著 主婦と生活社
596 満腹！お楽しみ弁当 大庭　英子 著 文化出版局
596 はじめてでもかんたん！ＨＡＰＰＹ・友チョコ 中村　陽子 著 成美堂出版
596 ３６５日しっかり朝ごはん 浜内　千波 著 日本文芸社
596 しあわせ焼き菓子レシピ ｍａｍｉａｏｙａｇｉ 著 洋泉社
596 野菜ふしぎ図鑑　２ 稲垣　栄洋 著 健学社
596 おもしろい！料理の科学 平松　サリー 著 講談社
596 くさい食べもの大全 小泉武夫  著 東京堂出版
596 おだんご先生のおいしい！手づくり和菓子 ＜春＞わくわくおにぎりさくらもち 芝崎 本美 童心社
596 おだんご先生のおいしい！手づくり和菓子 ＜夏＞ひんやりくずふるプリン 芝崎 本美 童心社
596 おだんご先生のおいしい！手づくり和菓子 ＜秋＞ほっこり木の実のカステラ 芝崎 本美 童心社
596 おだんご先生のおいしい！手づくり和菓子 ＜冬＞ぽかぽかあったかかぼちゃしるこ 芝崎 本美 童心社
596 下ごしらえと調理テク 朝日新聞出版 編著 朝日新聞出版//朝日新聞出版

596 覚えておきたい！料理の基本１２３ フジテレビジョン 編 扶桑社//扶桑社
596 喰ったらヤバいいきもの 平坂　寛 著 主婦と生活社//主婦と生活社

596 外来魚のレシピ 平坂　寛 著 地人書館//地人書館
596 日本全国味めぐり！ご当地グルメと郷土料理ごはん・麺・粉物 ロケーションリサーチ 著 金の星社//金の星社
596 日本全国味めぐり！ご当地グルメと郷土料理肉・魚・野菜 ロケーションリサーチ 著 金の星社//金の星社
596 日本全国味めぐり！ご当地グルメと郷土料理汁・鍋・お菓子 ロケーションリサーチ 著 金の星社//金の星社
596 日本一の卵レシピ　愛蔵版 プレジデント社//プレジデント社

596 きょうのごはんは“マンガ飯” ｗａｔｏ 著 旭屋出版//旭屋出版
596 誕生会・クリスマス・バレンタインデーのイベントお菓子 大森　いく子 著 ポプラ社//ポプラ社
597 たった１分で人生が変わる片づけの習慣 小松　易 著 中経出版
597 簡単手づくりおなじみ素材でインテリア雑貨１００ 日本放送出版協会
597 中高生のための「かたづけ」の本 杉田　明子，佐藤　剛史 著 岩波書店
598 いのちを支える 小笠原　望 四国新聞社
598 油　このおいしくて不安なもの 奥山 治美 著 農山漁村文化協会
598 台所用品の不安とつきあう法 増尾 清 著 農山漁村文化協会
598 卵　食べ方上手は不安知らず 東畑 朝子 著 農山漁村文化協会
598 肉こうして食べれば心配ない 東畑 朝子 著 農山漁村文化協会
598 塩　あなたまだ不安ですか 藤田 敏郎 〔ほか〕著 農山漁村文化協会
599 楽しいおにごっこ 豊田 君夫 著 黎明書房
599 つどいと仲間づくりの伝承・創作集団ゲーム集 有木 昭久 著 黎明書房
599 わくわくアイディア作ってあそぼ！ 久保 たかし 著 黎明書房
599 子どもの喜ぶ伝承あそび入門 多田 信作 著 黎明書房
600 夢に近づく仕事の図鑑２ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 夢に近づく仕事の図鑑３ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 夢に近づく仕事の図鑑４ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 夢に近づく仕事の図鑑５ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 夢に近づく仕事の図鑑６ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 夢に近づく仕事の図鑑７ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 夢に近づく仕事の図鑑８ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 夢に近づく仕事の図鑑９ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 夢に近づく仕事の図鑑１０ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 夢に近づく仕事の図鑑１１ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房



600 夢に近づく仕事の図鑑１２ 〈仕事の図鑑〉編集委員会 編 あかね書房
600 めざせ！あこがれの仕事１１ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１２ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１３ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１４ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１５ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１６ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１７ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１８ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１９ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事２０ ポプラ社
600 福祉の仕事なり方完全ガイド２００１ 学研 編 学研
600 医療の仕事なり方完全ガイド２００１ 学研 編 学研
600 国際関係の仕事なり方完全ガイド２００１ 学研 編 学研
600 農林水産業はすてきな仕事① 文研出版
600 農林水産業はすてきな仕事② 文研出版
600 農林水産業はすてきな仕事③ 文研出版
600 農林水産業はすてきな仕事④ 文研出版
600 農林水産業はすてきな仕事⑤ 文研出版
600 農林水産業はすてきな仕事⑥ 文研出版
600 農林水産業はすてきな仕事⑦ 文研出版
600 農林水産業はすてきな仕事⑧ 文研出版
600 命と健康を守る人 今井 美沙子 著 理論社
600 生活の場所をつくる人 今井 美沙子 著 理論社
600 生活を楽しく豊かにする人 今井 美沙子 著 理論社
600 日常の生活を支える人 今井 美沙子 著 理論社
600 味を求める人 今井 美沙子 著 理論社
600 活字や映像をつくる人 今井 美沙子 著 理論社
600 生きるエネルギーを売る人 今井 美沙子 著 理論社
600 伝統を守る人 今井 美沙子 著 理論社
600 教える人　学ぶ人 今井 美沙子 著 理論社
600 自然のめぐみや喜びを売る人 今井 美沙子 著 理論社
600 北へ南へ、日本をかけるトラック便 ポプラ社
600 とれたてトマトがスーパーにならぶまで ポプラ社
600 世界のニュースをいますぐ家庭に ポプラ社
600 いま、日本人の食べ物があぶない！ ポプラ社
600 世界をかけめぐる日本の工業製品（日本の工業） ポプラ社
600 みそ・しょうゆ、原料すべて外国産？（日本の貿易） ポプラ社
600 どうして銀行にお金をあずけるの？ ポプラ社
600 日本の技術が世界を変える？ ポプラ社
600 もしも石油がなくなったら？ ポプラ社
600 世界にほこる日本の伝統工芸 ポプラ社
600 パークレンジャー あかね書房
600 花屋さん あかね書房
600 看護婦さん あかね書房
600 ケーキ屋さん あかね書房
600 ハチ屋さん あかね書房
600 人形作り あかね書房
600 マリンガール あかね書房
600 ファッションデザイナー あかね書房
600 保母さん あかね書房
600 昆虫カメラマン あかね書房
600 陶器作り あかね書房
600 動物学者 あかね書房
600 インストラクター あかね書房
600 新聞記者 あかね書房
600 動物園の飼育係 あかね書房
600 ぬいぐるみ作り あかね書房
600 ぼくは本屋のおやじさん 早川 義夫 著 晶文社



600 包丁一本がんばったンねん！ 橋本　慶一 晶文社
600 みんな八百屋になーれ 長本 光男 著 晶文社
600 輸入レコード商売往来 岩永 正敏 著 晶文社
600 ふだん着のブティックができた 津野 いづみ 著 晶文社
600 ぼくのペンションは森のなか 加藤 則芳 著 晶文社
600 花屋になりたくない花屋です 河田 はな絵 著 晶文社
600 がらくた雑貨店は夢宇宙 長谷川 義太郎 著 晶文社
600 子どもの本屋、全力投球！ 増田 喜昭 著 晶文社
600 アウトドアショップ風まかせ 油井 昌由樹 著 晶文社
600 めざせ！あこがれの仕事１ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事２ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事３ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事４ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事５ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事６ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事７ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事８ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事９ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１０ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事３ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１１ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１２ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１３ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１４ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１５ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１６ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１７ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１８ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事１９ ポプラ社
600 めざせ！あこがれの仕事２０ ポプラ社
600 こんなふうに作られる！ ビル・スレイヴィン　　ジム・スレイヴィン / 文　　ビル・スレイヴィン / 絵　　福本　友美子 / 訳 玉川大学出版部
600 あのヒット商品はこうして生まれた！１ルンバ・Suikaほか エスプレ 汐文社
600 あのヒット商品はこうして生まれた！２ガリガリ君・プレミアムロールケーキほか エスプレ 汐文社
600 あのヒット商品はこうして生まれた！３ヒートテック・瞬足ほか エスプレ 汐文社
601 日本の未来はのぞみにおまかせ！ 経済産業省　編著 日経ＢＰ企画
602 エコ農業食と農の再生戦略 蔦谷　栄一 著 家の光協会
607 １３歳の進路 村上　龍 著 幻冬舎
607 １３歳の進路 村上　龍 著 幻冬舎
607 １３歳の進路 村上　龍 著 幻冬舎
607 １３歳の進路 村上　龍 著 幻冬舎
607 １３歳の進路 村上　龍 著 幻冬舎
607 １３歳の進路 村上　龍 著 幻冬舎
607 １３歳の進路 村上　龍 著 幻冬舎
609 単位と記号パーフェクトガイド 単位と記号パーフェクトガイド編集チーム 編 誠文堂新光社//誠文堂新光社

610 トマトの絵本 もり としひと へん 農山漁村文化協会
610 ナスの絵本 やまだ きよし へん 農山漁村文化協会
610 サツマイモの絵本 たけだ ひでゆき へん 農山漁村文化協会
610 ジャガイモの絵本 よしだ みのる へん 農山漁村文化協会
610 トウモロコシの絵本 とざわ ひでお へん 農山漁村文化協会
610 イネの絵本 やまもと たかかず へん 農山漁村文化協会
610 ムギの絵本 よしだ ひさし へん 農山漁村文化協会
610 ソバの絵本 またの としこ へん 農山漁村文化協会
610 ダイズの絵本 こくぶん まきえ へん 農山漁村文化協会
610 ワタの絵本 ひび あきら へん 農山漁村文化協会
610 キュウリの絵本 いなやま みつお へん 農山漁村文化協会
610 カボチャの絵本 いとう きみお へん 農山漁村文化協会
610 メロンの絵本 せこ たつお へん 農山漁村文化協会
610 イチゴの絵本 きむら まさゆき へん 農山漁村文化協会
610 ラッカセイの絵本 すずき かずお へん 農山漁村文化協会



610 ヒマワリの絵本 かねこ こうじ へん 農山漁村文化協会
610 ケナフの絵本 ちば こうぞう へん 農山漁村文化協会
610 アイの絵本 くさかべ のぶゆき へん 農山漁村文化協会
610 カイコの絵本 きうち まこと へん 農山漁村文化協会
610 ニワトリの絵本 やまがみ よしひさ へん 農山漁村文化協会
610 ダイコンの絵本 ささき ひさし へん 農山漁村文化協会
610 ヘチマの絵本 ほり やすお へん 農山漁村文化協会
610 コンニャクの絵本 うちだ しゅうじ へん 農山漁村文化協会
610 サトウキビの絵本 すぎもと あきら へん 農山漁村文化協会
610 ヤギの絵本 まんだ まさはる へん 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編　１　土との対話 都留　信也 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編　２　イネという作物 太田　保夫 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編　３　水をいかす知恵 桜井　喜十郎 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編　４　害虫とのたたかい 梅谷　献二 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編　５　作物がたどった道 古賀　龍史 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編　６　タネとり作戦 秋浜　友也 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編　７　ハウスの中の作物 阿部　勇 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編　８　絹を生むカイコ 堀内　彬明 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編　９　人間を助けた動物 加藤　義一 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　土と人間編　１０　土にとりくむ人 川井　一之 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　農業と人間編　１ 西尾　敏彦 編著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　農業と人間編　２ 陽　捷行 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　農業と人間編　３ 岡　三徳 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　農業と人間編　４ 片山　秀策 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　農業と人間編　５ 守山　弘 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　農業と人間編　６ 大澤　勝次 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　農業と人間編　７ 古川　良平 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　農業と人間編　８ 高木　清繼 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　農業と人間編　９ 齋尾　恭子 著 農山漁村文化協会
610 自然の中の人間シリーズ　農業と人間編　１０ 陽　捷行 著 農山漁村文化協会
610 米・麦・豆・いも 小峰書店
610 野菜とくだもの 小峰書店
610 畜産と水産 小峰書店
610 林業と工芸作物 小峰書店
610 食品工業 小峰書店
610 鉄と金属工業 小峰書店
610 石油と科学工業 小峰書店
610 自動車と機械工業 小峰書店
610 家電とエレクトロニクス 小峰書店
610 日用品の生産と流通 小峰書店
610 日本のもと 米 服部幸應  監修 講談社
611 農業者になるには 佐藤　亮子 編著 ぺりかん社
611 たべものがたり 山本　良一　企画監修 ダイヤモンド社
611 食を考える 佐藤　洋一郎 著 わで　しんいち 画 福音館書店
611 図解でよくわかる農業のきほん チーム「稔」 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

612 日本農業のゆくえ 梶井 功 著 岩波書店
612 福島のおコメは安全ですが、食べてくれなくて結構です。 かたやま　いずみ 著 かもがわ出版
612 いのちをはぐくむ農と食 小泉　武夫 著 岩波書店
616 田んぼの不思議 安室　知 著 小峰書店
616 千年の田んぼ 石井　里津子 著 旬報社//旬報社
617 気ままにハーブ園芸 榊田 千佳子 著 文化出版局
619 京のお豆腐 コトコト
620 ラヴェンダーブック 桐原 春子 著 ほるぷ出版
620 ローズマリーブック 桐原 春子 著 ほるぷ出版
620 ミントブック 桐原 春子 著 ほるぷ出版
620 センティッド・ゼラニウムブック 桐原 春子 著 ほるぷ出版
620 セージブック 桐原 春子 著 ほるぷ出版
620 花づくり入門 ブティック社
620 親子でチャレンジ！花と野菜の育て方 早川 満生 著 ブティック社



620 アフタヌーンガーデン たなか やすこ 著 ほるぷ出版
620 技術・家庭科シリーズ技術編５　栽培 鈴木 寿雄 〔ほか〕編集 ポプラ社
620 スクール園芸①　花だん作りと園芸の基礎 学研
620 スクール園芸②　春・夏から作る学校花だん 学研
620 スクール園芸③　春・夏から作る学校花だん 学研
620 スクール園芸④　秋・冬から作る学校花だん 学研
620 スクール園芸⑤　無農薬の学校菜園とハーブ 学研
620 スクール園芸⑥　植物のからだとやくわり 学研
621 グリーンコーディネーターになるには 吉田　幸夫 著 ぺりかん社
621 花屋さんになるには 須長　千夏 著 ぺりかん社
625 庭先でつくる果樹３３種 赤井 昭雄 著 農山漁村文化協会
625 ベランダでつくるおいしい果物３４種 岩松 清四郎 著 農山漁村文化協会
625 奇跡のリンゴ 石川　拓治 著 幻冬舎
625 くらしのくだもの１２か月 朝日新聞出版
626 日本の伝統野菜 真木　文絵 編 石倉　ヒロユキ 編 岩崎書店//岩崎書店
626 明日ともだちに話したくなる野菜の話 オフィスシバチャン 画 総合法令出版//総合法令出版

626 見てびっくり 野菜の植物学 盛口　満 少年写真新聞社
627 図解洋ランつくりコツのコツ 岡田 弘 著 農山漁村文化協会
627 図解菊つくりコツのコツ 上村 遥 著 農山漁村文化協会
627 身近かな野草を鉢植えに 西山 伊三郎 著 農山漁村文化協会
627 観葉植物入門 米村 浩次 著 農山漁村文化協会
627 コンテナ花壇わたし流 大沼 田鶴子 著 農山漁村文化協会
627 図解庭木のボックスつくりコツのコツ 船越 亮二 著 農山漁村文化協会
627 青いバラ 最相　葉月 著 新潮社
627 花言葉花図鑑 夏梅　陸夫 写真 大泉書店
627 園芸植物 長岡 求 解説 小学館
627 園芸植物 肥土 邦彦 著 小学館
627 桜の教科書 今西　純一 著 山崎　猛 画 京都通信社//京都通信社

629 詳解庭のつくり方 石田 宵三 著 農山漁村文化協会
629 図解庭木の手入れコツのコツ 船越 亮二 著 農山漁村文化協会
629 京の庭ＮＡＶＩ　枯山水庭園編 コトコト
640 うちは精肉店 本橋　成一 写真 農山漁村文化協会
645 この子達を救いたい 浜井 千恵 著 エフエー出版
645 開運！愛犬（うちのこ）の命名事典 秋月 智朱 監修 小学館
645 開運！愛猫（うちのこ）の命名事典 田宮 規雄 監修 小学館
645 うさぎクラブ 長坂 拓也 著 誠文堂新光社
645 メイン・クーン マーク・コールマン 著 誠文堂新光社
645 クマ追い犬タロ 米田 一彦 著 小峰書店
645 クマ追い犬タロ 米田 一彦 著 小峰書店
645 ネコの心理 今泉 忠明 監修 ナツメ社
645 イヌの心理 武内 ゆかり 監修 ナツメ社
645 ダメ犬グー ごとう やすゆき 著 文春ネスコ
645 出会いと別れとヒトとイヌ 関　朝之 著 誠文堂新光社
645 ぼくは盲導犬チャンピイ 河相洌 偕成社
645 山古志村のマリと三匹の子犬 桑原　眞二 著 文藝春秋
645 ベルナのしっぽ 郡司　ななえ 著 角川書店
645 ばっちゃん 井上 夕香 文 小学館
645 動物訓練士になるには 井上　こみち 著 ぺりかん社
645 動物と働く 井上　こみち 著 ぺりかん社
645 ＳＯＮＩＡ　ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＹ　白くなった黒ラブ・ソニア ジュリアン出版 編 ジュリアン
645 犬と話そう 野矢雅彦 中央文庫
645 犬と私の１０の約束 川口　晴 著 文藝春秋
645 捨て犬を救う街 渡辺　眞子 著 角川書店
645 見習い警察犬きな子 ひろはた　えりこ 著 汐文社
645 犬部！ 片野　ゆか 著 ポプラ社
645 トリマーになるには 井上　こみち 著 ぺりかん社
645 ボクたちに殺されるいのち 小林　輝幸 河出書房新社
645 小さな友だちのために レナーテ・ヘロルド 著 どうぶつ出版
645 シー・ズー 和田 幸治 著 誠文堂新光社



645 猫クラブ 加藤 由子 著 誠文堂新光社
645 ヒマラヤン 内池 匡子 著 誠文堂新光社
645 アビシニアン 高野 賢治 著 誠文堂新光社
645 ゴールデン・リトリーバー 福島 正充 著 誠文堂新光社
645 アメリカン・ショートヘアー 高野 八重子 著 誠文堂新光社
645 あなたの猫の偏差値は？ 加藤 由子 著 ワニブックス
645 ダーシェンカ カレル・チャペック 〔著〕 新潮社
645 ニュースになった犬 マーティン・ルイス 著 筑摩書房
645 ニュースになったネコ マーティン・ルイス 著 筑摩書房
645 虹の橋でキミに会えたら 都築　奈央 / 著　　竜山　さゆり / 画 小学館
645 捨て犬・未来と子犬のマーチ 今西　乃子 / 著 　　浜田　一男 / 写真 岩崎書店
645 犬と話そう デイヴィッド・オルダートン / 著 ペットライフ社
645 セイングッバイ 西山　ゆう子 / 著 駒草出版//ダンク
645 ふたつの名前で愛された犬 平野　敦子 著 こば　ようこ 画 学研パブリッシング//学研マーケティング

645 きみと、ずっと、いっしょ。 岡崎　いずみ 著 学研パブリッシング//学研マーケティング

645 犬川柳 〈柴犬あるある〉　五・七・五で詠むイヌゴコロ！ Ｓｈｉ－Ｂａ編集部 辰巳出版
645 猫川柳 〈徒然ニャン〉　五・七・五で詠むネコゴコロ！ 猫川柳編集部 辰巳出版
645 犬が教えてくれたこと 三浦　健太 原著 中野　きゆ美 画 アスコム
645 犬のはなし 出久根　達郎 撰 日本ペンクラブ 編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
645 もし動物と会話ができたら 森永　紗千 著 サンマーク出版
645 世界で一番美しい猫の図鑑 タムシン・ピッケラル 著 五十嵐　友子 訳 アストリッド・ハリソン 写真 エクスナレッジ
645 にゃんこLOVE新装版 マガジンハウス
645 ネコあるある ナガタ　クミコ 編 宝島社
645 命を救われた捨て犬夢之丞 今西　乃子 著 浜田　一男 写真 金の星社
645 ボブという名のストリート・キャット ジェームズ・ボーエン 著 服部　京子 訳 辰巳出版
645 ネコの気持ちがわかる８９の秘訣 壱岐　田鶴子 著 ＳＢクリエイティブ
645 イヌの気持ちがわかる６７の秘訣 佐藤　えり奈 著 ＳＢクリエイティブ
645 うちの犬が教えてくれた大切なこと 大塚　敦子 著 東京書店
645 ゼロ！ 片野　ゆか 著 集英社
645 ズッコケ見習い警察犬きな子日和 丸亀警察犬訓練所　監修 双葉社
645 世界で一番美しい犬の図鑑 タムシン・ピッケラル 著 岩井　木綿子 訳 アストリッド・ハリソン 写真 エクスナレッジ
645 ペットの飼い方入門 入門百科＋編集部 編 小学館//小学館
645 さくら猫と生きる 今西　乃子 著 浜田　一男 写真 ポプラ社//ポプラ社
648 いのちの食べかた 森　達也 著 理論社
648 ボクは、なんにもならない 里見　喜久夫 著 美術出版社
648 いのちをいただく 内田　美智子 著 西日本新聞社
649 獣医師になるには 井上　こみち 著 ぺりかん社
649 動物看護士・トリマーになるには 井上　こみち 著 ぺりかん社
649 動物看護師になるには 井上　こみち 著 ぺりかん社
649 珍獣病院 田向　健一 / 著 講談社
649 “珍獣ドクター”の動物よろず相談記 田向　健一 著 河出書房新社
649 院長…アリクイの次はカンガルーがやって来ました！ 田向　健一 原著 管　徳子 画 アスペクト
650 森と生きもの ディヴィッド・バーニー 文 丸善
650 自然の中の人間シリーズ　森と人間編　１　世界の森とくらし 片桐　一正 著 農山漁村文化協会
650 自然の中の人間シリーズ　森と人間編　２　森のおいたち 谷本　丈夫 著 農山漁村文化協会
650 自然の中の人間シリーズ　森と人間編　３　たたかう森 新田　隆三 著 農山漁村文化協会
650 自然の中の人間シリーズ　森と人間編　４　くらしを守る森 秋谷　孝一 著 農山漁村文化協会
650 自然の中の人間シリーズ　森と人間編　５　森のふしぎな働き 谷田貝　光克 著 農山漁村文化協会
650 自然の中の人間シリーズ　森と人間編　６　森に生きる動物たち 関　勝 著 農山漁村文化協会
650 自然の中の人間シリーズ　森と人間編　７　森にすむ小さな敵 小林　富士雄 著 農山漁村文化協会
650 自然の中の人間シリーズ　森と人間編　８　森に生まれたきのこ 古川　久彦 著 農山漁村文化協会
650 自然の中の人間シリーズ　森と人間編　９　良い木を育てる 勝田　柾 著 農山漁村文化協会
650 自然の中の人間シリーズ　森と人間編　１０　木は万能選手 中野　達夫 著 農山漁村文化協会
651 森林で働く 大成　浩市 著 ぺりかん社
652 森の惑星 稲本　正 著 世界文化社
652 ユーカリ・ビジネス 田坂 敏雄 著 新日本出版社
652 本当はすごい森の話 林業家からのメッセージ 田中 惣次 少年写真新聞社
653 森よ生き返れ 宮脇 昭 著 大日本図書
653 森よ生き返れ 宮脇 昭 著 大日本図書



653 葉っぱで調べる身近な樹木図鑑 林　将之 著 主婦の友社
653 葉っぱで調べる身近な樹木 濱野周泰 誠文堂新光社
653 葉・花・実・樹皮でひける樹木の事典600種 金田初代 西東社
654 どんぐり銀行は森の中 大塚　菜生 著 国土社
654 エメラルドの王国 岩波書店
654 ブナの森は緑のダム 太田 威 文・写真 あかね書房
654 いつか帰りたいぼくのふるさと 大塚　敦子 写真 小学館
657 落ち葉でしらべようどんぐりのいろいろ 松原 巌樹 絵・文 小峰書店
657 まるごとどんぐり 大滝 玲子 著 草土文化
657 森は生きている 富山 和子 著 講談社
660 自然の中の人間シリーズ　海と人間編　１ 松川　康夫 著 農山漁村文化協会
660 自然の中の人間シリーズ　海と人間編　２ 近藤　恵一 著 農山漁村文化協会
660 自然の中の人間シリーズ　海と人間編　３ 石田　力三 著 農山漁村文化協会
660 自然の中の人間シリーズ　海と人間編　４ 梅林　脩 著 農山漁村文化協会
660 自然の中の人間シリーズ　海と人間編　５ 森田　祥 著 農山漁村文化協会
660 自然の中の人間シリーズ　海と人間編　６ 菅野　尚 著 農山漁村文化協会
660 自然の中の人間シリーズ　海と人間編　７ 田中　二良 著 農山漁村文化協会
660 自然の中の人間シリーズ　海と人間編　８ 尾藤　方通 著 農山漁村文化協会
660 自然の中の人間シリーズ　海と人間編　９ 藤井　豊 著 農山漁村文化協会
660 自然の中の人間シリーズ　海と人間編　１０ 露木　英男 著 農山漁村文化協会
660 歩みだそう。 Ｌｉｅ 著 講談社
661 漁師になるには 田中　克哲 著 ぺりかん社
662 漁師さんの森づくり 畠山　重篤 講談社
664 チリモン博物誌 きしわだ自然友の会 著 幻戯書房
664 鯨と日本人のくらし ポプラ社
664 若き日の南氷洋捕鯨 久米　穂積 久米穂積
666 田中小治郎翁を語る 田中 正躬 著 丹精社
666 田中小治郎翁を語る 田中　正躬 丹精社
666 田中小治郎翁を語る 田中　正躬 丹精社
666 ザ・海水魚 林 真次 著 誠文堂新光社
666 海水魚クラブ 安倍 肯治 著 誠文堂新光社
666 ザ・海水魚 林 真次 著 誠文堂新光社
669 世界を動かした塩の物語 マーク・カーランスキー　文 ＢＬ出版
670 １着のスーツに情熱をこめて 橘　悠紀 学研パブリッシング
673 販売員になるには 籏智　優子 著 ぺりかん社
673 不動産鑑定士・宅地建物取引主任者になるには 飯田　武爾 編著 ぺりかん社
673 カフェ・喫茶店オーナーになるには 安田　理 著 ぺりかん社
673 ブライダルコーディネーターになるには 浅野　恵子 著 ぺりかん社
673 おいしいハンバーガーのこわい話 エリック・シュローサー 著 草思社
673 おいしいハンバーガーのこわい話 エリック・シュローサー 草思社
673 １００円ショップ大図鑑 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
673 京の抹茶もん コトコト
673 京都穴ＢＡＲ コトコト
673 てっぺん！の朝礼 大嶋　啓介 著 日本実業出版社
673 高校生レストランの奇跡 岸川　政之 著 伊勢新聞社
673 まんぷく沖縄 てらい　まき，松永　多佳倫 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
673 ひみつのローソンスイーツ開発室 ハトコ KADOKAWA
674 広告マンになるには 片岡　弘 著 ぺりかん社
674 イベントプロデューサーになるには とりはたともこ 著 ぺりかん社
674 マスコットキャラクター図鑑 リンクアップ 著 グラフィック社
674 ゆるキャラグランプリ公式ランキングＢＯＯＫ　２０１２－２０１３ ＩＮＤＩＥ　ＢＯＯＫＳ 扶桑社
674 毎日読みたい365日の広告コピー ＷＲＩＴＥＳ　ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ ライツ社
675 ロングセラー商品の舞台裏 成美堂出版編集部 編 成美堂出版
678 通関士になるには 赤坂　和則 著 ぺりかん社
680 乗り物大探検 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
682 日本の鉄道 西本 裕隆 著 ナツメ社
682 すごい駅 横見浩彦 メディアファクトリー
682 日本のもと 海 松岡正剛  監修 講談社
683 船長になるには 今井　常夫 著 ぺりかん社



683 船長・機関長になるには 穴澤　修平 ぺりかん社
685 物流の未来を担うセールスドライバー 宇都木　聡史 学研
685 「運転」で働く 広田　民郎 著 ぺりかん社
685 幸せを運ぶタクシー 今井　泉 ダイヤモンド社
685 道は生きている 富山 和子 著 講談社
686 鉄道マンになるには ジェー・アール・アール 編著 ぺりかん社
686 図解雑学　よくわかる鉄道のしくみ 鉄道技術研究会 著 ナツメ社
686 駅で働く人たち 浅野　恵子 著 ぺりかん社
686 ことでん長尾線のレトロ電車 大島　一朗 著 ジェイティービーパブリッシング

686 トコトコ登山電車 渡辺 一夫 文・写真 あかね書房
686 ＪＲ特急 真島 満秀 写真 小学館
686 鉄道 久保田 博 共編 小学館
687 スチュワーデス・スチュワードになるには 鑓田浩章 著 ぺりかん社
687 空港で働く 松井　大助 著 ぺりかん社
687 パイロットになるには 阿施　光南 著 ぺりかん社
687 空の上で本当にあった心温まる物語 三枝　理枝子 著 あさ出版
687 空の上で本当にあった心温まる物語　２ 三枝　理枝子 著 あさ出版
689 旅行業務取扱管理者になるには 鈴木　一吉 著 ぺりかん社
689 ホテルマンになるには　改訂 大阪あべの辻ホテル観光スクール 編著 ぺりかん社
689 リゾート開発を問う 大野 隆男 〔ほか〕著 新日本出版社
689 京の四季花ごよみ 水野 克比古 写真・文 講談社
689 ディズニーランドであった心温まる物語 東京ディズニーランド卒業生有志 著 あさ出版
689 東京ディズニーリゾートキャストの仕事 講談社 講談社
689 真夜中のディズニーで考えた働く幸せ 鎌田　洋 著 河出書房新社
693 日本郵便の歴史 橋本 輝夫 編・著 北都
693 会うよりうれしい コミコミ倶楽部 編 晶文社
699 テレビでたどる子どもの文化　１　テレビアニメ 片岡輝 著 岩崎書店
699 テレビでたどる子どもの文化　２　テレビドラマ 是澤優子 著 岩崎書店
699 テレビでたどる子どもの文化　３　テレビＣＭ 尾崎司 著 岩崎書店
699 テレビを審査する 松田　士朗 著 現代人文社
699 テレビ業界で働く 小張　アキコ 著 ぺりかん社
699 映像技術者になるには 木村　由香里 著 ぺりかん社
699 放送局で働く人たち 山中　伊知郎 著 ぺりかん社
700 ＴＨＥアートバトル ＴＨＥ　ＡＲＴ　ＢＡＴＴＬＥ　テレビ東京 編 徳間書店
700 世界のアート図鑑 松浦　直美 訳 ポプラ社
701 色にも性格ってあるの？ 菅原 明美 著 ポプラ社
702 日本美術館 小学館
702 西洋美術館 小学館
702 かがわ今昔 香川県歴史博物館
702 平賀源内展 東京新聞
702 ○△□の美しさって何？ 本江 邦夫 著 ポプラ社
702 まんが西洋美術史１ 高階　修爾　監修 美術出版社
702 まんが西洋美術史２ 高階　修爾 監修 美術出版社
702 まんが西洋美術史３ 高階　修爾　監修 美術出版社
702 楽しい美術図鑑１ 偕成社
702 楽しい美術図鑑２ 偕成社
702 楽しい美術図鑑３ 偕成社
702 楽しい美術図鑑４ 偕成社
702 楽しい美術図鑑５ 偕成社
702 楽しい美術図鑑６ 偕成社
702 ニセモノ図鑑 西谷　大 編著 河出書房新社
706 瀬戸内国際芸術祭  2013 坂井基樹 諸岡なつき 美術出版社
706 直島から瀬戸内国際芸術祭へ 福武　總一郎 著 北川　フラム 著 現代企画室//現代企画室

707 美術家になるには 村田　真 著 ぺりかん社
707 文化系部活動アイデアガイド　美術部 秋山　浩子 著 汐文社
708 黒田清輝・藤島武二 富山 秀男 編集 集英社
708 竹久夢二・青木繁 富山 秀男 編集 集英社
708 村山華岳・入江波光 富山 秀男 編集 集英社
708 加山又造・横山操 富山 秀男 編集 集英社



708 小林古径・安田靫彦 富山 秀男 編集 集英社
708 梅原龍三郎・安井曽太郎 富山 秀男 編集 集英社
708 向井潤吉・小磯良平 富山 秀男 編集 集英社
708 横山大観・竹内栖鳳 富山 秀男 編集 集英社
708 東郷青児・宮本三郎 富山 秀男 編集 集英社
708 坂本繁二郎・須田国太郎 富山 秀男 編集 集英社
708 高山辰雄・山本丘人 富山 秀男 編集 集英社
708 速水御舟・土田麦僊 富山 秀男 編集 集英社
708 平山郁夫・前田青邨 富山 秀男 編集 集英社
708 棟方志功・長谷川潔 富山 秀男 編集 集英社
708 東山魁夷・福田平八郎 富山 秀男 編集 集英社
708 岸田劉生・佐伯祐三 富山 秀男 編集 集英社
708 上村松園・伊東深水 富山 秀男 編集 集英社
708 杉山寧・松岡映丘 富山 秀男 編集 集英社
708 シャガール Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店
708 ピカソ Ｖ・アントワーヌ 文 岩崎書店
708 マチス Ｙ・バイエ 文 岩崎書店
708 ゴーギャン Ｍ・ピエール 文 岩崎書店
708 ファン・ゴッホ Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店
708 ルソー Ｄ・グロスジャン 文 岩崎書店
708 ペーター・ブリューゲル Ｐ・ステルクス 文 岩崎書店
708 レオナルド・ダ・ヴィンチ Ｙ・パンギーリ 文 岩崎書店
708 ラファエロ アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 レミントン アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 ルノアール アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 ベラスケス アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 レンブラント アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 マチス アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 クレー アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 ロートレック アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 シャガール アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 ルソー アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 ゴッホ アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 ゴーギャン アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 デューラー アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 ミケランジェロ アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 ピカソ アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 レオナルド・ダ・ヴィンチ アーネスト・ラボフ 作 あすなろ書房
708 ひらめき美術館　第１館 結城 昌子 著 小学館
708 ルネサンス リロ・カンタ 文 岩崎書店
708 ルネサンス リロ・カンタ 文 岩崎書店
708 印象派 Ｙ・バイエ 文 岩崎書店
708 ドガ Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店
708 ルノワール Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店
708 クレー クレール・エレーヌ・ブランケ 文 岩崎書店
708 ロベールとソニア・ドロネー イヴ・パンギーリ 文 岩崎書店
708 ミロ クレール・エレーヌ・ブランケ 文 岩崎書店
708 ルネサンス リロ・カンタ 文 岩崎書店
708 印象派 Ｙ・バイエ 文 岩崎書店
708 ドガ Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店
708 ルノワール Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店
708 クレー クレール・エレーヌ・ブランケ 文 岩崎書店
708 ロベールとソニア・ドロネー イヴ・パンギーリ 文 岩崎書店
708 ミロ クレール・エレーヌ・ブランケ 文 岩崎書店
708 ファン・ゴッホ Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店
708 ルソー Ｄ・グロスジャン 文 岩崎書店
708 レオナルド・ダ・ヴィンチ Ｙ・パンギーリ 文 岩崎書店
708 シャガール Ｊ・ルメイ 文 岩崎書店
708 マチス Ｙ・バイエ 文 岩崎書店



708 ゴーギャン Ｍ・ピエール 文 岩崎書店
708 ペーター・ブリューゲル Ｐ・ステルクス 文 岩崎書店
708 ピカソ Ｖ・アントワーヌ 文 岩崎書店
709 世界遺産 Ｎａｔａｓｃｈａ　Ａｌｂｕｓ 〔ほか〕執筆 昭文社
709 世界遺産 Ｎａｔａｓｃｈａ　Ａｌｂｕｓ 〔ほか〕執筆 昭文社
709 国宝の旅 講談社
709 ユネスコ世界遺産１　北アメリカ 講談社
709 ユネスコ世界遺産２　中央・南アフリカ 講談社
709 ユネスコ世界遺産３　西アジア 講談社
709 ユネスコ世界遺産４　東アジア・ロシア 講談社
709 ユネスコ世界遺産５　インド亜大陸 講談社
709 ユネスコ世界遺産６　東南アジア・アセアニア 講談社
709 ユネスコ世界遺産７　北・中央ヨーロッパ 講談社
709 ユネスコ世界遺産８　西ヨーロッパ 講談社
709 ユネスコ世界遺産９　東南ヨーロッパ 講談社
709 ユネスコ世界遺産10　南ヨーロッパ 講談社
709 ユネスコ世界遺産11　北・西アフリカ 講談社
709 ユネスコ世界遺産12　中央・南アフリカ 講談社
709 ユネスコ世界遺産13  新指定 講談社
709 沖縄の世界遺産 高良 倉吉 JTBパブリッシング
711 彫刻をつくる 建畠 覚造 〔ほか〕著 美術出版社
712 ヘンリー・ムア デビッド・ミッチンソン 著 美術出版社
718 奈良の大仏 香取 忠彦 著 草思社
718 ほとけさまの図鑑 籔内　佐斗司 著 小学館
720 現代世界の美術１　モネ 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術２　ルノワール 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術３　セザンヌ 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術４　ゴーギャン 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術５　ゴッホ 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術６　ルドン 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術７　クリムト 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術８　ムンク 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術９　ボナール 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術１０　マティス 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術１１　ルオー 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術１２　ピカソ 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術１３　クレー 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術１４　ルソー 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術１５　ローランサン 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術１６　シャガール 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術１７　デ・キリコ 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術１８　ダリ 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術１９　デルヴォー 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術２０　デュビュッフェ 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 現代世界の美術２１　ポロック 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 親子で訪ねる美術館 青柳 正規 著 クレオ
720 いわさきちひろ作品集１ いわさき ちひろ 絵 岩崎書店
720 いわさきちひろ作品集２ いわさき ちひろ 絵 岩崎書店
720 いわさきちひろ作品集３ いわさき ちひろ 絵 岩崎書店
720 いわさきちひろ作品集４ いわさき ちひろ 絵 岩崎書店
720 いわさきちひろ作品集５ いわさき ちひろ 絵 岩崎書店
720 いわさきちひろ作品集６ いわさき ちひろ 絵 岩崎書店
720 いわさきちひろ作品集７ いわさき ちひろ 絵 岩崎書店
720 大野勝彦詩画集　風の丘から 大野　勝彦 熊本日日新聞情報文化センター

720 赤瀬川原平の名画読本 赤瀬川　原平 著 光文社
720 原爆の絵 童心社
720 シャガール 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 モネ 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 ボナール 現代世界の美術中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社



720 ゴーギャン 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 マティス 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 セザンヌ 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 デュビュッフェ 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 ポロック 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 ルオー 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 ダリ 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 クレー 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 デルヴォー 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 ゴッホ 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 ルソー 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 ルノワール 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 ルドン 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 ローランサン 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 クリムト 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 デ・キリコ 中山 公男 〔ほか〕編集委員 集英社
720 岩波美術館　歴史館　第３室 柳 宗玄 〔ほか〕責任編集 岩波書店
720 いわさきちひろ抒情画集 いわさき　ちひろ 童心社
720 世界の子ども美術館１ 瀬木 慎一 責任編集 金の星社
720 世界の子ども美術館２ 瀬木 慎一 責任編集 金の星社
720 世界の子ども美術館３ 瀬木 慎一 責任編集 金の星社
720 世界の子ども美術館４ 瀬木 慎一 責任編集 金の星社
720 世界の子ども美術館５ 瀬木 慎一 責任編集 金の星社
720 風の旅 星野 富弘 著 立風書房
720 ぼくの自然図鑑 長谷川 哲雄 絵と文 岩崎書店
720 本に願いを レナード・Ｓ・マーカス 著 ＢＬ出版
720 池原昭治童画集 池原　昭治
720 はじめての美術鑑賞 ロージー・ディキンズ 著 宮坂　宏美 訳 あかね書房
720 黒板アート甲子園作品集 日東書院//日東書院
721 おもいのまんま ひろはま かずとし 著 河出書房新社
721 金刀比羅宮の美術 伊藤　大輔 小学館
721 Ｓｗｅｅｔ　ｔｉｍｅｓ 黒井 健 絵・文 小学館
721 歌川国芳×伊藤文人あそび絵くらべ 伊藤　文人 / 作・文　　悳　俊彦　　稲垣　進一 / 国芳作品解説 東京美術
721 鳥獣戯画を読みとく 岩崎書店//岩崎書店
723 世界名画の謎　作品編 ロバート・カミング 著 ゆまに書房
723 世界名画の謎　作家編 ロバート・カミング 著 ゆまに書房
723 天使のカレンダー 寺門 孝之 絵 リトル・モア
723 原爆の図 丸木 位里 共同制作 小峰書店
723 ピカソ美術館　第１巻 ピカソ 〔画〕 集英社
723 ピカソ美術館　第２巻 ピカソ 〔画〕 集英社
723 ピカソ美術館　第３巻 ピカソ 〔画〕 集英社
723 ピカソ美術館　第４巻 ピカソ 〔画〕 集英社
723 現代美術10　リキテンスタイン 講談社
723 現代美術11　シーガル 講談社
723 現代美術12　ウォーホル 講談社
723 現代美術13　ジャスパー・ジョーンズ 講談社
723 現代美術14　ラウシェンバーグ 講談社
723 現代美術15　マリソル 講談社
723 現代美術16　ニキ・ド・サン・ファール 講談社
723 現代美術17　ウェッセルマン 講談社
723 現代美術18　ステラ 講談社
723 現代美術８　フィニ 講談社
723 現代美術１　ベン・シャーン 講談社
723 現代美術２　バルテュス 講談社
723 現代美術３　ワイエス 講談社
723 現代美術４　ロスコ 講談社
723 現代美術５　デ・クーニング 講談社
723 現代美術６　ポロック 講談社
723 現代美術７　サム・フランシス 講談社



723 現代美術９　フンデルトワッサー 講談社
723 ミレーと出会う 立入 正之 編著 クレオ
723 エドヴァルト・ムンク アルフ・ビョー 著 美術出版社
723 サルヴァドール・ダリ イグナシオ・ゴメス・デ・ディアーニョ 著 美術出版社
723 ワシリー・カンディンスキー フランソワ・ル・タルガ 著 美術出版社
723 デ・キリコ ペル・ジムフェレール 著 美術出版社
723 マグリット マグリット 〔画〕 美術出版社
723 アンリ・マティス サラ・ウィルソン 著 美術出版社
723 美術館へようこそ ジョイ・リチャードソン 著 ＢＬ出版
723 ゾーヴァの箱舟 ミヒャエル・ゾーヴァ 画 ＢＬ出版
723 ゾーヴァの箱舟 ミヒャエル・ゾーヴァ 画 ＢＬ出版
723 Ｓｌａｓｈ　ｗｉｔｈ　ａ　ｋｎｉｆｅ 奈良 美智 著 リトル・モア
723 美術館へようこそ ジョイ・リチャードソン 著 ＢＬ出版
723 古代エジプトよみがえりのヒミツ 結城　昌子 著 小学館
723 怖い絵 中野　京子 著 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

723 怖い絵　泣く女篇 中野　京子 著 角川書店//角川グループパブリッシング

723 怖い絵　死と乙女篇 中野　京子 著 角川書店//角川グループパブリッシング

723 マンガでわかる「西洋絵画」の見かた まつおか　たかこ 画 誠文堂新光社
723 名画の暗号 西岡文彦  著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
724 図説アイ・トリック 種村　季弘 著 河出書房新社
724 図説アイ・トリック 種村　季弘 著 河出書房新社
724 図説だまし絵 谷川　渥 著 河出書房新社
724 だまされる目錯視のマジック 竹内　龍人 誠文堂新光社
724 西丸式人の作画塾　１　水彩＆スケッチ　人物編 西丸　式人 編著 誠文堂新光社
724 西丸式人の作画塾　２　水彩＆スケッチ　風景編 西丸　式人 編著 誠文堂新光社
724 西丸式人の作画塾　３　水彩＆スケッチ　花と静物編 西丸　式人 編著 誠文堂新光社
724 すぐ上手くなる　水彩画の描き方 村山　ゆかり 著 誠文堂新光社
724 パーフェクトマスター　デッサン静物 国政　一真 著 誠文堂新光社
724 パーフェクトマスター　デッサン風景 ミツル・カメリアーノ 著 誠文堂新光社
724 森の声 村井 宗二 絵 岩崎書店
724 はじめての油絵 金子 亨 著 グラフィック社
724 こだわりの陶芸 岸野 和矢 著 グラフィック社
724 陶芸教室 岸野 和矢 著 グラフィック社
724 透明水彩で描く 松原 竜夫 著 グラフィック社
724 淡彩スケッチ入門 西丸 式人 著 グラフィック社
724 油絵技法質感を表す 北条 章 著 グラフィック社
724 油彩で描く 北条 章 〔ほか〕著 グラフィック社
724 油絵わかりやすい混色教室 鈴木 輝実 著 グラフィック社
724 花のスケッチ描法 西丸 式人 著 グラフィック社
724 陶芸絵付け・装飾技法 岸野 和矢 著 グラフィック社
724 山野草を描く 赤 勘兵衛 著 グラフィック社
724 パステルで描く 蒲生 俊紀 著 グラフィック社
724 花を描く 武田 信吾 著 グラフィック社
724 水彩で日本画を描く 山崎 宏 著 グラフィック社
724 パステルで人物を描く 住田 茂 著 グラフィック社
724 樹木を描く 飯田 四郎 著 グラフィック社
724 ペンとカラーインクで描く トリノ まさる 著 グラフィック社
724 建物を描く 鈴木 延雄 著 グラフィック社
724 おもしろトリックワールド　トリックアートで脳のたいそう！ 竹内　龍人 / 監修 学研教育出版　学研マーケティング

724 このトリックアートがすごい！ 鉄人社
724 トリックアート図鑑だまし絵 グループ・コロンブス 著 あかね書房
724 トリックアート図鑑ふしぎ絵 グループ・コロンブス 著 あかね書房
724 作ってふしぎ！？トリックアート工作 グループ・コロンブス 著 あかね書房
724 トリックアートクイズ グループ・コロンブス 著 あかね書房
725 パース塾 椎名　見早子 著 山海堂
725 パース塾　２　実践編 椎名　見早子 著 山海堂
725 すぐ上手くなる　パステル画の描き方 立花　千栄子 編著 誠文堂新光社
725 色鉛筆の教科書 河合　ひとみ 著 誠文堂新光社
726 ノーマン・ロックウェル画集 ノーマン・ロックウェル 〔画〕 白泉社



726 アンパンマン伝説 やなせ たかし 著 フレーベル館
726 たいせつな気持ち こみや トモカズ 著 二見書房
726 エースをねらえ！１ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 エースをねらえ！２ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 エースをねらえ！３ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 エースをねらえ！４ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 エースをねらえ！５ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 エースをねらえ！６ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 エースをねらえ！７ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 エースをねらえ！８ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 エースをねらえ！９ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 エースをねらえ！１０ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 エースをねらえ！１１ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 エースをねらえ！１２ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 エースをねらえ！１３ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 エースをねらえ！１４ 山本 鈴美香 著 中央公論新社
726 散歩の時間 杉田 比呂美 絵と文 晶文社
726 あの子 ひぐち ともこ さく・え 解放出版社
726 わたしのいもうと 松谷　みよ子 偕成社
726 生んでくれて、ありがとう 葉 祥明 絵・文 サンマーク出版
726 Ｂａｎａｎａ　ｆｉｓｈ１ 吉田 秋生 著 小学館
726 Ｂａｎａｎａ　ｆｉｓｈ２ 吉田 秋生 著 小学館
726 Ｂａｎａｎａ　ｆｉｓｈ３ 吉田 秋生 著 小学館
726 Ｂａｎａｎａ　ｆｉｓｈ４ 吉田 秋生 著 小学館
726 Ｂａｎａｎａ　ｆｉｓｈ５ 吉田 秋生 著 小学館
726 Ｂａｎａｎａ　ｆｉｓｈ６ 吉田 秋生 著 小学館
726 Ｂａｎａｎａ　ｆｉｓｈ７ 吉田 秋生 著 小学館
726 Ｂａｎａｎａ　ｆｉｓｈ８ 吉田 秋生 著 小学館
726 Ｂａｎａｎａ　ｆｉｓｈ９ 吉田 秋生 著 小学館
726 Ｂａｎａｎａ　ｆｉｓｈ１０ 吉田 秋生 著 小学館
726 Ｂａｎａｎａ　ｆｉｓｈ１１ 吉田 秋生 著 小学館
726 ３さいからのおとな。 ムラマツ エリコ 著 大和書房
726 きらきらひかる５ 郷田 マモラ 著 講談社
726 きらきらひかる６ 郷田 マモラ 著 講談社
726 きらきらひかる７ 郷田 マモラ 著 講談社
726 きらきらひかる８ 郷田 マモラ 著 講談社
726 きらきらひかる９ 郷田 マモラ 著 講談社
726 きらきらひかる１０ 郷田 マモラ 著 講談社
726 きらきらひかる１１ 郷田 マモラ 著 講談社
726 きらきらひかる１２ 郷田 マモラ 著 講談社
726 きらきらひかる１３ 郷田 マモラ 著 講談社
726 ひみつブック おーなり 由子 著 大和書房
726 しあわせな葉っぱ おーなり 由子 著 大和書房
726 空からふるもの おーなり 由子 著 白泉社
726 サザエさんうちあけ話　サザエさん旅あるき 長谷川 町子 著 朝日新聞社
726 ガラスの仮面２ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面３ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面４ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面５ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面６ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面７ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面８ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面９ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面１０ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面１１ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面１２ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面１３ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面１４ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面１５ 美内 すずえ 著 白泉社



726 ガラスの仮面１６ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面１７ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面１８ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面２１ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面２２ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ガラスの仮面２３ 美内 すずえ 著 白泉社
726 ましまる 吉野 朔実 著 大和書房
726 藤子・Ｆ・不二雄ＳＦ短編ＰＥＲＦＥＣＴ版１ 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
726 藤子・Ｆ・不二雄ＳＦ短編ＰＥＲＦＥＣＴ版２ 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
726 藤子・Ｆ・不二雄ＳＦ短編ＰＥＲＦＥＣＴ版３ 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
726 藤子・Ｆ・不二雄ＳＦ短編ＰＥＲＦＥＣＴ版４ 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
726 藤子・Ｆ・不二雄ＳＦ短編ＰＥＲＦＥＣＴ版５ 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
726 藤子・Ｆ・不二雄ＳＦ短編ＰＥＲＦＥＣＴ版７ 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
726 藤子・Ｆ・不二雄ＳＦ短編ＰＥＲＦＥＣＴ版６ 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
726 藤子・Ｆ・不二雄ＳＦ短編ＰＥＲＦＥＣＴ版８ 藤子・Ｆ・不二雄 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！１ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！２ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！３ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！４ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！５ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！６ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！７ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！８ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！９ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！１０ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！１１ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！１２ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！１３ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！１４ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！１５ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！１６ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！１７ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！１８ 浦沢 直樹 著 小学館
726 Ｙａｗａｒａ！１９ 浦沢 直樹 著 小学館
726 ディック・ブルーナのすべて 講談社
726 かなしいときはかなしいままがいい 俣野 温子 著 ほるぷ出版
726 ラブレター おーなり 由子 著 大和書房
726 エアー 優香 〔作〕 小学館
726 るきでずらなか さとう たまお 絵と文 小学館
726 もっぷでやんす 中島 みゆき 絵と文 小学館
726 南の島の星の砂 Ｃｏｃｃｏ 文・絵・訳 河出書房新社
726 エミリー・ザ・ストレンジ コズミック・デブリ 作 メディアファクトリー
726 いつでも会える 菊田 まりこ 著 学研
726 君のためにできるコト 菊田 まりこ 著 学研
726 いいきぶん こうの みほこ 〔著〕 学研
726 えがおのむこうで… 田村 みえ 著 学研
726 キミに会いにきたよ 田村 みえ 著 学研
726 三国志１ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志２ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志３ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志４ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志５ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志６ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志７ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志８ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志９ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志１０ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志１１ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志１２ 横山 光輝 著 潮出版社



726 三国志１３ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志１４ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志１５ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志１６ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志１７ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志１８ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志１９ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志２０ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志２１ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志２２ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志２３ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志２４ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志２５ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志２６ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志２７ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志２８ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志２９ 横山 光輝 著 潮出版社
726 三国志３０ 横山 光輝 著 潮出版社
726 上京はしたけれど。 たかぎ　なおこ 著 メディアファクトリー
726 Ｄ・Ｎ・ＡＮＧＥＬ　１ 杉崎　ゆきる 著 角川書店
726 Ｄ・Ｎ・ＡＮＧＥＬ　２ 杉崎　ゆきる 著 角川書店
726 Ｄ・Ｎ・ＡＮＧＥＬ　４ 杉崎　ゆきる 著 角川書店
726 Ｄ・Ｎ・ＡＮＧＥＬ　５ 杉崎　ゆきる 著 角川書店
726 あなたの手のひら 星野　富弘 著 偕成社
726 花よりも小さく 星野　富弘 著 偕成社
726 マンガ人間の條件　１ 石ノ森　章太郎 画 草土文化
726 マンガ人間の條件　２ 石ノ森　章太郎 画 草土文化
726 マンガ人間の條件　３ 石ノ森　章太郎 画 草土文化
726 マンガ人間の條件　４ 石ノ森　章太郎 画 草土文化
726 ちいさな星通信 奈良　美智 著 ロッキングオン
726 ＮＡＲＡ　ＮＯＴＥ 奈良　美智 著 筑摩書房
726 四季抄　風の旅 星野　富弘 立風書房
726 鈴の鳴る道 星野 富弘 著 偕成社
726 いわさきちひろの絵と心 いわさきちひろ 講談社
726 ちひろのことば いわさきちひろ 講談社
726 ちひろ・子どもの情景 いわさきちひろ 講談社
726 ちひろ・紫のメッセージ いわさきちひろ 講談社
726 ちひろの花ことば いわさきちひろ 講談社
726 ちひろのアンデルセン いわさきちひろ 講談社
726 ちひろ・平和への願い いわさきちひろ 講談社
726 夕凪の街；桜の国 こうの史代 双葉社
726 タッチ　完全版　１２ あだち充 小学館
726 ペンギンのペンギン デニス・トラウト 著 中央公論新社
726 タッチ　完全版　１ あだち　充 小学館
726 タッチ　完全版　２ あだち　充 小学館
726 タッチ　完全版　３ あだち　充 小学館
726 タッチ　完全版　４ あだち　充 小学館
726 タッチ　完全版　５ あだち　充 小学館
726 タッチ　完全版　６ あだち　充 小学館
726 タッチ　完全版　７ あだち　充 小学館
726 タッチ　完全版　８ あだち　充 小学館
726 タッチ　完全版　９ あだち　充 小学館
726 タッチ　完全版　１０ あだち　充 小学館
726 タッチ　完全版　１１ あだち　充 小学館
726 鉄腕アトム　別巻１ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　別巻２ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　１ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　２ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　３ 手塚　治虫 著 講談社



726 鉄腕アトム　４ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　５ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　６ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　７ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　８ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　９ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　１０ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　１１ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　１２ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　１３ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　１４ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　１５ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　１６ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　１７ 手塚　治虫 著 講談社
726 鉄腕アトム　１８ 手塚　治虫 著 講談社
726 しずくちゃん ぎぼ　りつこ 著 岩崎書店
726 しずくちゃん　２ ぎぼ　りつこ 著 岩崎書店
726 しずくちゃん　３ ぎぼ　りつこ 著 岩崎書店
726 しずくちゃん　４ ぎぼ　りつこ 著 岩崎書店
726 Ｄｒ．コトー診療所　１ 山田　貴敏 著 小学館
726 Ｄｒ．コトー診療所　２ 山田　貴敏 著 小学館
726 Ｄｒ．コトー診療所　３ 山田　貴敏 著 小学館
726 Ｄｒ．コトー診療所　４ 山田　貴敏 著 小学館
726 Ｄｒ．コトー診療所　５ 山田　貴敏 著 小学館
726 Ｄｒ．コトー診療所　６ 山田　貴敏 著 小学館
726 Ｄｒ．コトー診療所　７ 山田　貴敏 著 小学館
726 Ｄｒ．コトー診療所　８ 山田　貴敏 著 小学館
726 Ｄｒ．コトー診療所　９ 山田　貴敏 著 小学館
726 Ｄｒ．コトー診療所　１０ 山田　貴敏 著 小学館
726 サザエさん９ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
726 地球大進化　１ 小林　たつよし 画／／ＮＨＫ「地球大進化」プロジェクト 編 小学館
726 地球大進化　２ 小林　たつよし 画 小学館
726 地球大進化　３ 小林　たつよし 画 小学館
726 地球大進化　４ 小林　たつよし 画 小学館
726 地球大進化　５ 小林　たつよし 画 小学館
726 地球大進化　６ 小林　たつよし 画 小学館
726 どんぐりの家　１ 山本　おさむ 著 小学館
726 どんぐりの家　２ 山本　おさむ 著 小学館
726 どんぐりの家　３ 山本　おさむ 著 小学館
726 どんぐりの家　４ 山本　おさむ 著 小学館
726 どんぐりの家　５ 山本　おさむ 著 小学館
726 イラストレーターになるには 須長　千夏 著 ぺりかん社
726 全力ウサギ イケダ　ケイ 著 メディアファクトリー
726 長めのいい部屋 フジモト　マサル 著 中央公論新社
726 わたしのフモフモさん 高橋　和枝 著 ポプラ社
726 おそうじ 伊東昌美 ＰＨＰ研究所
726 猫だけが知っている 俣野温子 ほるぷ出版
726 空を越えて　手塚治虫伝 今川清史 創元社
726 その時歴史が動いた　幕末・開化編　コミック版 ＮＨＫ取材班 編 ホーム社
726 アニメ検定公式問題集２００７ アニメ検定実行委員会 小学館プロダクション
726 長新太　ナンセンスの地平線からやってきた 土井　章史 編 河出書房新社
726 カピバラさん　新装版 ＴＲＹＷＯＲＫＳ 著 ゴマブックス
726 最後の空想科学大戦！ 柳田　理科雄 原著 ジャイブ
726 ＮＨＫ中学生日記　１ さい　ふうめい 著 日本放送出版協会
726 ＮＨＫ中学生日記　２ 寺嶋　奈美子 著 日本放送出版協会
726 むずかしいものなんか　いらない 俣野温子 ほるぷ出版
726 ＮＨＫ中学生日記　３ 山本　雄史 著 日本放送出版協会
726 ＢＡＬＬＡＤ　名もなき恋のうた 津寺　里可子 双葉社
726 すぐ上手くなる　イラストの描き方 小山　賢一 編著 誠文堂新光社



726 ガマの油　絵本版 角　一彦 画 光文社
726 ダーリンは外国人ｗｉｔｈ　ＢＡＢＹ 小栗　左多里 著 メディアファクトリー
726 ダーリンは外国人　２ 小栗　左多里 著 メディアファクトリー
726 ダーリンは外国人 小栗　左多里 著 メディアファクトリー
726 センネン画報 今日　マチ子 著 太田出版
726 センネン画報　その２ 今日　マチ子 著 太田出版
726 こびと大百科 なばた　としたか 著 長崎出版
726 きみのかみさま 西原　理恵子 著 角川書店
726 史記　１ 横山　光輝 著 小学館
726 史記　２ 横山　光輝 著 小学館
726 史記　３ 横山　光輝 著 小学館
726 史記　４ 横山　光輝 著 小学館
726 史記　５ 横山　光輝 著 小学館
726 史記　６ 横山　光輝 著 小学館
726 史記　７ 横山　光輝 著 小学館
726 史記　８ 横山　光輝 著 小学館
726 史記　９ 横山　光輝 著 小学館
726 史記　１０ 横山　光輝 著 小学館
726 史記　１１ 横山　光輝 著 小学館
726 ブラック・ジャック　１ 手塚　治虫 著 講談社
726 ブラック・ジャック　２ 手塚　治虫 著 講談社
726 ブラック・ジャック　３ 手塚　治虫 著 講談社
726 ブラック・ジャック　４ 手塚　治虫 著 講談社
726 ブラック・ジャック　５ 手塚　治虫 著 講談社
726 ブラック・ジャック　６ 手塚　治虫 著 講談社
726 ブラック・ジャック　７ 手塚　治虫 著 講談社
726 ブラック・ジャック　８ 手塚　治虫 著 講談社
726 ブラック・ジャック　９ 手塚　治虫 著 講談社
726 ブラック・ジャック　１０ 手塚　治虫 著 講談社
726 ブラック・ジャック　１１ 手塚　治虫 著 講談社
726 ブラック・ジャック　１２ 手塚　治虫 著 講談社
726 空想科学大戦　１ 柳田　理科雄 原著 メディアファクトリー
726 空想科学大戦　２ 柳田　理科雄 原著 メディアファクトリー
726 空想科学大戦　３ 柳田　理科雄 原著 メディアファクトリー
726 空想科学大戦　４ 柳田　理科雄 原著 メディアファクトリー
726 この世界の片隅に　上 こうの　史代 著 双葉社
726 この世界の片隅に　中 こうの　史代 著 双葉社
726 この世界の片隅に　下 こうの　史代 著 双葉社
726 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 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班 原著 宙出版
726 こびと観察入門　１　捕まえ方から飼い方まで なばた　としたか 著 長崎出版
726 「おかね」と「こころ」の教科書 手塚　治虫 イースト・プレス
726 マンガで世界が見えてくる ヨシトミ ヤスオ 編 淡交社
726 ファンタジックイラストミニ選集６ 山口 賢裕 著 誠文堂新光社
726 ファンタジックイラストミニ選集５ 山口 賢裕 著 誠文堂新光社
726 子どものしあわせ１ いわさき ちひろ 絵 草土文化
726 子どものしあわせ２ いわさき ちひろ 絵 草土文化
726 子どものしあわせ３ いわさき ちひろ 絵 草土文化
726 子どものしあわせ４ いわさき ちひろ 絵 草土文化
726 子どものしあわせ５ いわさき ちひろ 絵 草土文化
726 子どものしあわせ６ いわさき ちひろ 絵 草土文化
726 子どものしあわせ７ いわさき ちひろ 絵 草土文化
726 子どものしあわせ８ いわさき ちひろ 絵 草土文化
726 子どものしあわせ９ いわさき ちひろ 絵 草土文化
726 子どものしあわせ１０ いわさき ちひろ 絵 草土文化
726 子どものしあわせ１１ いわさき ちひろ 絵 草土文化
726 子どものしあわせ１２ いわさき ちひろ 絵 草土文化
726 花待月に 永田 萠 作 偕成社
726 マンガ茶の湯入門 さとう たかし 作画 平凡社
726 速さのちがう時計 星野 富弘 著 偕成社



726 手塚治虫とっておきの話 手塚 治虫 著 新日本出版社
726 カルビンとホッブス１ ビル・ワターソン 著 集英社
726 カルビンとホッブス ビル・ワターソン 著 集英社
726 はだしのゲン１ 中沢 啓治 著 ほるぷ出版
726 はだしのゲン２ 中沢 啓治 著 ほるぷ出版
726 はだしのゲン３ 中沢 啓治 著 ほるぷ出版
726 はだしのゲン４ 中沢 啓治 著 ほるぷ出版
726 はだしのゲン５ 中沢 啓治 著 ほるぷ出版
726 はだしのゲン６ 中沢 啓治 著 ほるぷ出版
726 はだしのゲン７ 中沢 啓治 著 ほるぷ出版
726 はだしのゲン８ 中沢 啓治 著 ほるぷ出版
726 はだしのゲン９ 中沢 啓治 著 ほるぷ出版
726 はだしのゲン１０ 中沢 啓治 著 ほるぷ出版
726 ユーカリの木の下で 中沢　啓治 ほるぷ出版
726 いつか見た青い空　上 中沢　啓治 ほるぷ出版
726 いつか見た青い空　下 中沢　啓治 ほるぷ出版
726 黒い雨にうたれて 中沢　啓治 ほるぷ出版
726 ゲキの河　下 中沢　啓治 ほるぷ出版
726 チンチン電車の詩 中沢　啓治 ほるぷ出版
726 あの街この街 中沢　啓治 ほるぷ出版
726 少女マンガ家ぐらし 北原 菜里子 著 岩波書店
726 鈴の鳴る道 星野 富弘 著 偕成社
726 金曜夜６時半のちひろ美術館 いわさき ちひろ 絵 岩崎書店
726 手塚治虫がねがったこと 斎藤 次郎 著 岩波書店
726 徳川家康　１ 山岡 荘八 原作 講談社
726 徳川家康　２ 山岡 荘八 原作 講談社
726 徳川家康　３ 山岡 荘八 原作 講談社
726 徳川家康　４ 山岡 荘八 原作 講談社
726 徳川家康　５ 山岡 荘八 原作 講談社
726 徳川家康　６ 山岡 荘八 原作 講談社
726 徳川家康　７ 山岡 荘八 原作 講談社
726 徳川家康　８ 山岡 荘八 原作 講談社
726 徳川家康　９ 山岡 荘八 原作 講談社
726 徳川家康　１０ 山岡 荘八 原作 講談社
726 徳川家康　１１ 山岡 荘八 原作 講談社
726 徳川家康　１２ 山岡 荘八 原作 講談社
726 徳川家康　１３ 山岡 荘八 原作 講談社
726 カムイ伝　１ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　２ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　３ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　４ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　５ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　６ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　７ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　８ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　９ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　１０ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　１１ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　１２ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　１３ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　１４ 白土 三平 著 小学館
726 カムイ伝　１５ 白土 三平 著 小学館
726 火の鳥１　黎明編 手塚 治虫 著 角川書店
726 火の鳥２　未来編 手塚 治虫 著 角川書店
726 火の鳥４　鳳凰編 手塚 治虫 著 角川書店
726 火の鳥５　復活羽衣編 手塚 治虫 著 角川書店
726 火の鳥６　望郷編 手塚 治虫 著 角川書店
726 火の鳥７　乱世編（上） 手塚 治虫 著 角川書店
726 火の鳥８　乱世編（下） 手塚 治虫 著 角川書店



726 火の鳥10　太陽編（上） 手塚 治虫 著 角川書店
726 火の鳥11　太陽編（下） 手塚 治虫 著 角川書店
726 火の鳥12  ギリシャ・ローマ編 手塚 治虫 著 角川書店
726 火の鳥９　宇宙生命編 手塚 治虫 著 角川書店
726 はだしのゲン１ 中沢 啓治 作 汐文社
726 はだしのゲン２ 中沢 啓治 作 汐文社
726 はだしのゲン３ 中沢 啓治 作 汐文社
726 はだしのゲン４ 中沢 啓治 作 汐文社
726 はだしのゲン５ 中沢 啓治 作 汐文社
726 はだしのゲン６ 中沢 啓治 作 汐文社
726 はだしのゲン７ 中沢 啓治 作 汐文社
726 はだしのゲン８ 中沢 啓治 作 汐文社
726 はだしのゲン９ 中沢 啓治 作 汐文社
726 はだしのゲン１０ 中沢 啓治 作 汐文社
726 手塚治虫初期傑作集①ロストワールド 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫初期傑作集②メトロポリス 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫初期傑作集③ファウスト 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫初期傑作集④罪と罰 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫初期傑作集⑤弁慶 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫初期傑作集⑥ロック冒険記 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫初期傑作集⑦漫画大学 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫初期傑作集⑧地球の悪魔 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫中期傑作集①スリル博士 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫中期傑作集②キャプテンＫＥＮ 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫中期傑作集③白いパイロット 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫中期傑作集④勇者ダン 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫中期傑作集⑤ロマン上 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫中期傑作集⑥ロマン下 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫中期傑作集⑦鉄の道 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫中期傑作集⑧ふしぎな少年 手塚 治虫 著 小学館
726 手塚治虫中期傑作集⑨フィルムは生きている 手塚 治虫 著 小学館
726 チンギスハーン① 横山 光輝 著 秋田書店
726 チンギスハーン② 横山 光輝 著 秋田書店
726 チンギスハーン③ 横山 光輝 著 秋田書店
726 チンギスハーン④ 横山 光輝 著 秋田書店
726 チンギスハーン⑤ 横山 光輝 著 秋田書店
726 風の谷のナウシカ　上 宮崎 駿 著 徳間書店
726 風の谷のナウシカ　上 宮崎 駿 著 徳間書店
726 風の谷のナウシカ　下 宮崎 駿 著 徳間書店
726 風の谷のナウシカ　下 宮崎 駿 著 徳間書店
726 もののけ姫 宮崎 駿 著 スタジオジブリ
726 たのしいはりえ 寺門 保夫 作 ポプラ社
726 うきだし　はりえ 寺門 保夫 作・絵 ポプラ社
726 紙はんがあそび かわはら えみこ 作・絵 ポプラ社
726 えのぐの詩 小学館
726 ベルサイユのばら　第１巻 池田 理代子 著 中央公論社
726 ベルサイユのばら　第２巻 池田 理代子 著 中央公論社
726 動物のお医者さん１ 佐々木 倫子 著 白泉社
726 動物のお医者さん２ 佐々木 倫子 著 白泉社
726 動物のお医者さん３ 佐々木 倫子 著 白泉社
726 動物のお医者さん４ 佐々木 倫子 著 白泉社
726 動物のお医者さん５ 佐々木 倫子 著 白泉社
726 動物のお医者さん６ 佐々木 倫子 著 白泉社
726 動物のお医者さん７ 佐々木 倫子 著 白泉社
726 小さな祈り 男鹿 和雄 画 汐文社
726 ぱんぷくりん 宮部　みゆき / 著　　黒鉄　ヒロシ / 画 ＰＨＰ研究所
726 さよなら、またね 中島　未月 / 文　ＴＯＭＯＹＡＡＲＴＳ / 絵 ＰＨＰ研究所
726 アジアで花咲け！なでしこたち たかぎ　なおこ　　ＮＨＫ取材班 / 著 メディアファクトリー
726 めちゃカワ！！虹色ボールペンイラストワクワクコレクション めちゃカワ！！ボールペンイラスト委員会 / 著 新星出版社



726 ダース・ヴェイダーとルーク（４才） ジェフリー・ブラウン 著 富永　晶子 訳 辰巳出版
726 ２８０日のきせき　いのちの詩 柚月えみ 文芸社
726 ロビンとルーシー パンソンワークス 画 秋葉　舞子 著 リトル・モア
726 うちの犬、知りませんか？ たかぎ　なおこ 著 文藝春秋
726 人生を変える！マンガ名言１０００ 日本博識研究所 著 宝島社
726 羅生門　まんがで読破　５ バラエティ・アートワークス / 企画・漫画　　芥川　龍之介 / 原作 イースト・プレス
726 学問のすすめ　まんがで読破　１３ バラエティ・アートワークス / 企画・漫画　　福沢　諭吉 / 原作 イースト・プレス
726 五輪書　まんがで読破　４８ バラエティ・アートワークス / 企画・漫画　　宮本　武蔵 / 原作 イースト・プレス
726 古事記　まんがで読破　５０ バラエティ・アートワークス / 企画・漫画 イースト・プレス
726 日本書紀　まんがで読破　５１ バラエティ・アートワークス / 企画・漫画 イースト・プレス
726 四谷怪談　まんがで読破　８８ バラエティ・アートワークス / 企画・漫画 イースト・プレス
726 日本国憲法　まんがで読破　１０２ バラエティ・アートワークス / 企画・漫画 イースト・プレス
726 解体新書　まんがで読破　１０４ バラエティ・アートワークス / 企画・漫画　　杉田　玄白 / 翻訳 イースト・プレス
726 平家物語　まんがで読破　１１０ バラエティ・アートワークス / 企画・漫画 イースト・プレス
726 夢十夜　まんがで読破　１１２ バラエティ・アートワークス / 企画・漫画　　夏目　漱石 / 原作 イースト・プレス
726 よこしまくん 大森　裕子 著 偕成社
726 よこしまくんとピンクちゃん 大森　裕子 著 偕成社
726 よこしまくん劇場 大森　裕子 著 偕成社
726 ペコロスの母に会いに行く 岡野　雄一 著 西日本新聞社
726 ダース・ヴェイダーとプリンセス・レイア ジェフリー・ブラウン 著 富永　晶子 訳 辰巳出版
726 種蒔きもせず 星野　富弘 著 偕成社
726 ホッと歳時記 コンドウ　アキ 著 大和書房
726 走れメロス，富嶽百景　コミック版 太宰　治 原著 高芝　昌子，井沢　まさみ 画 ホーム社//集英社
726 こころ　コミック版 夏目　漱石 原著 吉崎　凪 画 ホーム社//集英社
726 地獄変　コミック版 芥川　龍之介 原著 未浩 画 ホーム社//集英社
726 伊豆の踊子　コミック版 川端　康成 原著 井出　智香恵 画 ホーム社//集英社
726 たけくらべ　コミック版 樋口　一葉 原著 山田　せいこ 画 ホーム社//集英社
726 桜の森の満開の下，夜長姫と耳男　コミック版 坂口　安吾 原著 萩原　玲二，タナカ　コージ 画 ホーム社//集英社
726 山月記　他２編　マンガ版 中島　敦 原著 津寺　里可子 画 ホーム社//集英社
726 遠野物語 柳田　國男 著 イースト・プレス
726 吾輩は猫である 夏目　漱石 著 イースト・プレス
726 それから 夏目　漱石 著 イースト・プレス
726 悪霊 ドストエフスキー 著 イースト・プレス
726 舞姫 森　鴎外 著 イースト・プレス
726 変身 カフカ 著 イースト・プレス
726 戦争と平和 トルストイ 著 イースト・プレス
726 罪と罰 ドストエフスキー 著 イースト・プレス
726 レ・ミゼラブル ユゴー 著 イースト・プレス
726 病床六尺 正岡　子規 著 イースト・プレス
726 阿Ｑ正伝 魯迅 著 イースト・プレス
726 リア王 シェイクスピア 著 イースト・プレス
726 ハムレット シェイクスピア 著 イースト・プレス
726 マクベス シェイクスピア 著 イースト・プレス
726 夜間飛行 サン・テグジュペリ 著 イースト・プレス
726 ぐっとくるまんがのセリフ１０１ すずき出版
726 原爆といのち 手塚　治虫，他 著 金の星社
726 子どもたちの戦争 ちば　てつや，他 著 金の星社
726 戦争の傷あと 藤子・Ｆ・不二雄，他 著 金の星社
726 戦場の現実と正体 水木　しげる，他 著 金の星社
726 未来の戦争 石ノ森　章太郎，他 著 金の星社
726 くるねこ くるねこ大和 著 エンターブレイン
726 モンテ・クリスト伯（まんがで読破） デュマ・ペール イースト・プレス
726 夢追い漫画家６０年 藤子 不二雄 PHP研究所
726 それでも僕は夢を見る 水野　敬也 著 鉄拳 画 文響社
726 ボールペンだけで描ける！簡単＆かわいいイラスト 日本放送協会，ＮＨＫ出版 編 ＮＨＫ出版
726 超入門マンガデッサンの教科書 中村　仁聴 著 成美堂出版
726 ボクの学校は山と川 矢口　高雄 著 講談社
726 ジョジョの奇妙な名言集　Ｐａｒｔ１～３ 荒木　飛呂彦 著 集英社
726 ジョジョの奇妙な名言集　Ｐａｒｔ４～８ 荒木　飛呂彦 著 集英社



726 ゆうとくんがいく 太田　和彩 画 溝井　英一デービス 著 ベストセラーズ
726 キャラクターデザインの仕事 たかい　よしかず 著 大日本図書
726 蜘蛛の糸，鼻，芋粥　コミック版 芥川　龍之介 原著 日高　トミ子 画 ホーム社//集英社
726 ビルマの竪琴　コミック版 竹山　道雄 原著 田中　正仁 画 ホーム社//集英社
726 山椒太夫，高瀬舟　コミック版 森　鴎外 原著 虎影　誠，鴨林　源史 画 ホーム社//集英社
726 友情　コミック版 武者小路　実篤 原著 香椎　オルカ 画 ホーム社//集英社
726 二十四の瞳　コミック版 壷井　栄 原著 安部　大代 画 ホーム社//集英社
726 火垂るの墓　コミック版 野坂　昭如 原著 三堂　司 画 ホーム社//集英社
726 野菊の墓　コミック版 伊藤　左千夫 原著 知念　政順 画 ホーム社//集英社
726 生れ出づる悩み，一房の葡萄　コミック版 有島　武郎 原著 小川　おさむ，ながい　のりあき 画 ホーム社//集英社
726 かないくん 谷川俊太郎作 東京糸井重里事務所
726 ダーリンは外国人ベルリンにお引越し 小栗　左多里，トニー・ラズロ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
726 ねこねこ日本史 そにしけんじ 実業之日本社
726 クリスマス物語 ヤン＝ピアンコスキー　小畑　進 講談社
726 みじかくてながいおはなし 俣野　温子 ほるぷ出版
726 やさしいこころにはひびがはいっている 俣野　温子 ほるぷ出版
726 ぶたのツゥィギー①ドキドキ 俣野　温子 ほるぷ出版
726 ぶたのツゥィギー②ハラハラ 俣野　温子 ほるぷ出版
726 ぶたのツゥィギー③ワクワク 俣野　温子 ほるぷ出版
726 いじわるうさぎの日記 俣野　温子 ほるぷ出版
726 むずかしいものなんか　いらない 俣野　温子 ほるぷ出版
726 かなしいときはかなしいままがいい 俣野　温子 ほるぷ出版
726 やきもちやきのねこ 俣野　温子 ほるぷ出版
726 猫だけが知っている 俣野　温子 ほるぷ出版
726 進撃の巨人空想科学読本 柳田　理科雄 著 講談社
726 もしも悩みがなかったら 水野　敬也 著 鉄拳 画 文響社
726 あなたの物語 水野　敬也 著 鉄拳 画 文響社
726 スラムダンクの名言１００ 野中　根太郎 著 アイバス出版//サンクチュアリ・パブリッシング

726 名作マンガの間取り　新版 影山　明仁 著 ＳＢクリエイティブ
726 モルグ街の殺人 エドガー・アラン・ポー Ｔｅａｍバンミカス イースト・プレス
726 シャーロック・ホームズ緋色の研究 コナン・ドイル Ｔｅａｍバンミカス イースト・プレス
726 銀河鉄道９９９ １ 松本零士  著 小学館
726 銀河鉄道９９９ ２ 松本零士  著 小学館
726 銀河鉄道９９９ ３ 松本零士  著 小学館
726 銀河鉄道９９９ ４ 松本零士  著 小学館
726 銀河鉄道９９９ ５ 松本零士  著 小学館
726 銀河鉄道９９９ ６ 松本零士  著 小学館
726 銀河鉄道９９９ ７ 松本零士  著 小学館
726 宇宙海賊キャプテンハーロック １ 松本零士  著 秋田書店
726 宇宙海賊キャプテンハーロック ２ 松本零士  著 秋田書店
726 宇宙海賊キャプテンハーロック ３ 松本零士  著 秋田書店
726 風の谷のナウシカ　１ 宮崎　駿 著 徳間書店
726 風の谷のナウシカ　２ 宮崎　駿 著 徳間書店
726 風の谷のナウシカ　３ 宮崎　駿 著 徳間書店
726 風の谷のナウシカ　４ 宮崎　駿 著 徳間書店
726 風の谷のナウシカ　５ 宮崎　駿 著 徳間書店
726 風の谷のナウシカ　６ 宮崎　駿 著 徳間書店
726 風の谷のナウシカ　７ 宮崎　駿 著 徳間書店
726 万葉集 バラエティ・アートワークス イースト・プレス
726 論語 バラエティ・アートワークス イースト・プレス
726 論語　続 バラエティ・アートワークス イースト・プレス
726 ぼくのマンガ人生 手塚　治虫 著 岩波書店
726 ねこねこ日本史　２ そにし　けんじ 著 実業之日本社
726 宇宙戦争 Ｈ．Ｇ．ウェルズ 著 イースト・プレス
726 ジキル博士とハイド氏 スティーブンソン 著 イースト・プレス
726 菊と刀 ルース・ベネディクト 著 イースト・プレス
726 死者の書 イースト・プレス
726 相対性理論 アインシュタイン 著 イースト・プレス
726 或阿呆の一生 芥川　龍之介 著 イースト・プレス



726 ダ・ヴィンチの手記 レオナルド・ダ・ヴィンチ 著 イースト・プレス
726 ナポレオン言行録 イースト・プレス
726 津軽 太宰　治 著 イースト・プレス
726 のび太くん、もう少しだけがんばって 藤子・Ｆ・不二雄 著 幅　允孝 撰 小学館
726 絵本の絵を読み解く 杉浦範茂  著・ブックデザイン メディアパル
726 ねこねこ日本史　３ そにし　けんじ 著 実業之日本社//実業之日本社

726 ねこねこ日本史　４ そにし　けんじ 著 実業之日本社//実業之日本社

726 ねこねこ日本史　５ そにし　けんじ 著 実業之日本社//実業之日本社

726 ５億年後に意外な結末 菅原　そうた 原著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス

726 有名すぎる文学作品をだいたい10ページくらいの漫画で読む。 ドリヤス工場 リイド社
726 定番すぎる文学作品をだいたい１０ページくらいの漫画で読む。 ドリヤス工場 著 リイド社//リイド社
726 必修すぎる文学作品をだいたい１０ページくらいの漫画で読む。 ドリヤス工場 著 リイド社//リイド社
726 やなせたかし明日をひらく言葉　愛蔵版 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

726 ねことじいちゃん ねこまき 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

726 「のび太」という生きかた　ポケット版 横山　泰行 著 アスコム//アスコム
726 ガラスの仮面　第１９巻 美内　すずえ 著 白泉社//白泉社
726 ガラスの仮面　第２０巻 美内　すずえ 著 白泉社//白泉社
726.1 ガラスの仮面１ 美内 すずえ 著 白泉社
727 ポップカルチャーＡ　ｔｏ　Ｚ キム・ハストレイター 編 グラフィック社
727 日本タイポグラフィ年鑑　2000 日本タイポグラフィ協会 編 グラフィック社
727 スクールカット１２か月 現代デザイン研究所 編 ポプラ社
727 カット歳時記 現代デザイン研究所 編 ポプラ社
727 いきいきスポーツカット集 現代デザイン研究所 編 ポプラ社
727 動物・植物・乗り物カット集 現代デザイン研究所 編 ポプラ社
727 新・すぐに使えるカット事典６ 現代デザイン研究所 編 ポプラ社
727 視力回復によく効くファンタジー３Ｄ 中山 嗣朗 著 日本文芸社
727 ミラクル・アイ３Ｄ ジョージ３Ｄ＋鴨下恵子 ぶんか社
727 トリック・アイズ 北岡　明佳 著 カンゼン
727 トリック・アイズ　２ 北岡　明佳 著 カンゼン
727 グラフィックデザイナーになるには 武正　秀治 著 ぺりかん社
727 THREE DIMENSIONAL ART 佐川　公仁 工学社
727 すぐに使えるカット事典５ 現代デザイン研究所 編 ポプラ社
727 すぐに使えるカット事典６ 現代デザイン研究所 編 ポプラ社
727 ファンタジックイラストミニ選集３ 山口 賢裕 著 誠文堂新光社
727 ファンタジックイラストミニ選集２ 山口 賢裕 著 誠文堂新光社
727 ファンタジックイラストミニ選集１ 山口 賢裕 著 誠文堂新光社
727 ファンタジックイラストミニ選集７ 山口 賢裕 著 誠文堂新光社
727 こどものカット１２か月 現代デザイン研究所 編 ポプラ社
727 ＡＢＣの本 安野　光雄 福音館書店
727 ファンタジックイラストミニ選集８ 山口 賢裕 著 誠文堂新光社
727 ファンタジックイラストミニ選集１０ 山口 賢裕 著 誠文堂新光社
727 ファンタジックイラストミニ選集９ 山口 賢裕 著 誠文堂新光社
727 ピクトさんの本 内海　慶一 著 ビー・エヌ・エヌ新社
727 パソコン、ドライブ、ゲームの目の疲れに　目が良くなるスペシャル３Ｄ 黒瀬　巌 主婦の友社
727 きょうのおやつは わたなべ　ちなつ 著 福音館書店
728 雨の日には 相田　みつを 著 文化出版局
728 いのちいっぱい　軽装版 相田　みつを 著 ダイヤモンド社
728 おかげさん　軽装版 相田　みつを 著 ダイヤモンド社
728 いまからここから 相田　みつを 著 ダイヤモンド社
728 いちずに一本道いちずに一ツ事 相田　みつを 著 佼成出版社
728 相田みつを私が自分に出逢うとき 中根　正義 毎日新聞社
728 生きていてよかった 相田　みつを 著 角川書店
728 なやみはつきねんだなあ 相田　みつを 著 小学館
728 いのちのバトン 相田　みつを 著 角川書店
728 書本漢字 武田　双雲 著 池田書店
728 しょぼんひらがな 武田　双雲 著 池田書店
728 しあわせはいつも 相田 みつを 著 文化出版局
728 にんげんだもの 相田 みつを 著 文化出版局
728 一生感動一生青春 相田 みつを 著 文化出版局



728 雨の日には…… 相田 みつを 著 文化出版局
728 にんげんだもの 相田 みつを 著 文化出版局
728 一生感動一生青春 相田 みつを 著 文化出版局
728 雨の日には…… 相田 みつを 著 文化出版局
728 しあわせはいつも 相田 みつを 著 文化出版局
728 書写なんでも百科１　漢字の点や画 岩崎書店
728 書写なんでも百科２　かなは漢字の子ども 岩崎書店
728 書写なんでも百科３　漢字の書き方　低学年 岩崎書店
728 書写なんでも百科４　漢字の書き方　高学年 岩崎書店
728 書写なんでも百科５　いろいろなことばを書こう 岩崎書店
728 書写なんでも百科６　チョークで書いてみよう 岩崎書店
728 書写なんでも百科７　手紙を書いてみよう 岩崎書店
728 書写なんでも百科８　漢字はどうできたの 岩崎書店
728 書写なんでも百科９　筆はどうできてるの 岩崎書店
728 書写なんでも百科10　漢字の書き方事典 岩崎書店
728 たちまち字がうまくなる本 山下 静雨 著 土屋書店
728 ザ・書き方プリント 赫多 美登里 著 学事出版
730 篆刻と刻字の技法 小木 太法 〔著〕 理工学社
740 フォトグラファーになるには 飯沢　耕太郎 著 ぺりかん社
742 デジタルカメラ 津軽 海渡 著 ナツメ社
748 ワクワクの木 所 幸則 著 アゴスト
748 ブルーデイブック ブラッドリー・トレバー・グリーヴ 著 竹書房
748 空の色 Ｈａｂｕ 著 ピエ・ブックス
748 猫の家族 本多 信男 著 山と渓谷社
748 海ちゃん 岩合 光昭 著 新潮社
748 トットちゃんが出会った子どもたち 田沼 武能 著 岩崎書店
748 トットちゃんとアフガニスタンの子どもたち 田沼 武能 著 岩崎書店
748 京都夏物語 中田　昭 著 光村推古書院
748 京都紅葉物語 中田　昭 著 光村推古書院
748 京都桜物語 中田　昭 著 光村推古書院
748 昭和３０年頃の香川県 和田　仁 アーカイブス出版
748 写真集　甦る幕末 後藤和雄　松本逸也　編 朝日新聞社
748 保存版　高松今昔写真帖 徳山久夫　監修 郷土出版社
748 新世界　透明標本 冨田　伊織 著 小学館
748 男子 梅　佳代 著 リトル・モア
748 うめめ 梅　佳代 著 リトル・モア
748 写真集　沖縄 那覇出版社
748 写真集　沖縄戦後史 那覇出版社
748 写真集　沖縄戦 那覇出版社
748 ヒロシマナガサキ原爆写真・絵画集成１ 家永 三郎 〔ほか〕編集 日本図書センター
748 ヒロシマナガサキ原爆写真・絵画集成２ 家永 三郎 〔ほか〕編集 日本図書センター
748 ヒロシマナガサキ原爆写真・絵画集成３ 家永 三郎 〔ほか〕編集 日本図書センター
748 ヒロシマナガサキ原爆写真・絵画集成４ 家永 三郎 〔ほか〕編集 日本図書センター
748 ヒロシマナガサキ原爆写真・絵画集成５ 家永 三郎 〔ほか〕編集 日本図書センター
748 ヒロシマナガサキ原爆写真・絵画集成６ 家永 三郎 〔ほか〕編集 日本図書センター
748 赤毛のアンに出会う島 嶋田 宏一 文・構成 金の星社
748 讃歌四季 山岳写真同人四季 編 クレオ
748 田舎 前田 真三 著・写真 神無書房
748 美しき日本の自然 天野 主税 〔ほか〕著 クレオ
748 アザラシの赤ちゃん 大塚 敦子 著 ネスコ
748 アザラシの赤ちゃん２ 小原 玲 著 ネスコ
748 マナティ夢の人魚 小原 玲 著 七賢出版
748 赤ちゃんペンギン 中村 庸夫 写真 講談社
748 タテゴトアザラシの赤ちゃん 中村 庸夫 写真 講談社
748 夢みる動物たち 田中 光常 著 講談社
748 猫の手 板東 寛司 写真 ネスコ
748 アンの世界 松藤　貴代美 篠崎書林
748 じいちゃんさま 梅　佳代 著 リトル・モア
748 my little Kagawa ラニグ・ジェレミー



748 ですよねー いくしゅん 著 青幻舎
748 うめ版 新明解国語辞典 著 梅　佳代 写真 三省堂
749 印刷技術者になるには 山本隆太郎 著 ぺりかん社
750 しかけ絵本の作り方　パート１ ジェーン・アービン 著 大日本絵画
750 しかけ絵本の作り方　パート２ ジェーン・アービン 著 大日本絵画
750 ＠ｈome Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｊｅｗｉｔｔ
750 しかけえほんを作ろう！ 青津 優子 著 大日本絵画
750 「和の仕事」で働く 籏智　優子 著 ぺりかん社
750 伝統工芸　技法大辞典　上 東陽出版
750 伝統工芸　技法辞典　下 東陽出版
750 讃岐の秘宝 平凡社
750 木工‐合板の手作り家具 高木 圭一 著 美術出版社
750 はじめての油絵 長谷川 晶 〔著〕 美術出版社
750 はじめての水彩画 松原　龍夫 美術出版社
750 シリーズ日本の伝統工芸１　和紙 リブリオ出版
750 シリーズ日本の伝統工芸２　ぬりもの リブリオ出版
750 シリーズ日本の伝統工芸３　金工品 リブリオ出版
750 シリーズ日本の伝統工芸４　木工品 リブリオ出版
750 シリーズ日本の伝統工芸５　人形 リブリオ出版
750 シリーズ日本の伝統工芸６　墨・筆 リブリオ出版
750 シリーズ日本の伝統工芸７　やきもの リブリオ出版
750 シリーズ日本の伝統工芸８　織物 リブリオ出版
750 シリーズ日本の伝統工芸９　染めもの リブリオ出版
750 シリーズ日本の伝統工芸10　竹工品 リブリオ出版
750 シリーズ日本の伝統工芸11　和楽器 リブリオ出版
750 シリーズ日本の伝統工芸12　その他の工芸品 リブリオ出版
750 ユニット折り紙でつくるおしゃれな小物たち 布施 知子 著 日本放送出版協会
750 さらさら植物染め 望月 通陽 制作・監修 偕成社
750 ちくちく布の絵本 池上 従子 著 偕成社
750 すいすいかんたん小物 イワミ カイ 著・絵 偕成社
750 ふわふわ布のおもちゃ 野口 光世 著 偕成社
750 宿題に役だつ　工作なんでも事典 小学館
750 びっくりアイディア工作 小学館
751 陶芸家になるには 森　孝一 著 ぺりかん社
753 草花染めＫＩＤＳ 箕輪 直子 著 小学館
753 草や木のまじゅつ 山崎 青樹 文・絵 福音館書店
754 ポップアップグリーティングカード 菊地 清 著 大日本絵画
754 ポップアップグリーティングカード 菊地 清 著 大日本絵画
754 ユニット折り紙ワンダーランド 布施　知子 著 日貿出版社
754 へんな立体 杉原　厚吉　著 誠文堂新光社
754 すごくへんな立体 杉原　厚吉　著 誠文堂新光社
754 紙工芸　技法大辞典上 東陽出版
754 紙工芸　技法大辞典下 東陽出版
754 ダンボールクラフト　動物編 内藤 英治 著 誠文堂新光社
754 立体バラエティー 布施 知子 著 誠文堂新光社
754 とびだすカード たしろ こうじ 作 ポプラ社
754 とびだすおりがみ 茶谷 正洋 作 ポプラ社
754 どうぶつのおめん 神戸 憲治 作 ポプラ社
754 おりがみブロック 佐藤 芳夫 作 ポプラ社
754 おりがみえあそび 寺門 保夫 作・絵 ポプラ社
754 はこをつくろう 神戸 憲治 作 ポプラ社
754 色セロハンでつくろう 渡辺 叡 作 ポプラ社
754 紙とおり紙 笠原 邦彦 編著 小学館
754 トイレットペーパーおりがみ 東大折紙サークル「Ｏｒｉｓｔ」/ 著 講談社
754 ふせんで作る１／４０の世界 Ｋｉｌｌｉｇｒａｐｈ / 著 青春出版社
754 花のおりがみ 高井　弘明 誠文堂新光社
754 飾る！楽しむ！１２カ月の切り紙 辻　雅 著 ＰＨＰ研究所
754 本格折り紙 前川／淳∥著 日貿出版社
757 クリエイター・スピリットとは何か？ 杉山　知之 著 筑摩書房



757 色の名前 ネイチャー・プロ編集室 著 角川書店
757 色の名前で読み解く日本史 中江　克己 / 著 青春出版社
759 いんちきおもちゃ大図鑑 いんちき番長 著 社会評論社
759 てのひらのえんぎもの 佐々木　一澄 画 二見書房//二見書房
760 オーケストラはさけぶ 音楽之友社 編 音楽之友社
760 ピアノはかなでる 音楽之友社 編 音楽之友社
760 音楽物語 音楽之友社 編 音楽之友社
760 弦はうたう 音楽之友社 編 音楽之友社
760 タケカワユキヒデのもっと楽しもうよ！音楽① タケカワ ユキヒデ 著 汐文社
760 タケカワユキヒデのもっと楽しもうよ！音楽② タケカワ ユキヒデ 著 汐文社
760 タケカワユキヒデのもっと楽しもうよ！音楽③ タケカワ ユキヒデ 著 汐文社
760 宇多田ヒカル伝説 緒方 邦彦 著 汐文社
760 ＧＬＡＹ伝説 本郷 陽二 著 汐文社
760 ケミストリー伝説 緒方 邦彦 著 汐文社
760 エヴリ・リトル・シング伝説 本郷 陽二 著 汐文社
760 Ｂ’ｚ伝説 緒方 邦彦 著 汐文社
760 標準　音楽事典 音楽之友社
760 新訂　合唱事典 音楽之友社
760 音楽家になるには 中野　雄 著 ぺりかん社
760 音楽の基礎 芥川　也寸志 著 岩波書店
760 音楽を「考える」 茂木　健一郎 著 筑摩書房
760 「クラシック鑑賞」事典 ＰＨＰ研究所 編 ＰＨＰ研究所
760 ミュージシャンになるには 木村　由香里 著 ぺりかん社
760 図解雑学　クラシックの名曲解剖 野本　由紀夫 編著 ナツメ社
760 クラッシックってなんだろう？ ポプラ社
760 ハイドン ひの まどか 著 リブリオ出版
760 クイズ☆音楽のじょうしき１００ 神田小川町クイズプロジェクト / 編 シンコーミュージック・エンタテイメント

760 書を楽しもう 魚住　和晃 / 著 岩波書店
760 学校では教えてくれない人生を変える音楽 雨宮　処凛，他 著 河出書房新社
760 音楽をもっと好きになる本 １歌や演奏を楽しむ 松下 奈緒 学研プラス
760 音楽をもっと好きになる本 ２いろいろな楽器を知る 松下 奈緒 学研プラス
760 音楽をもっと好きになる本 ３音楽家に親しむ 松下 奈緒 学研プラス
760 音楽をもっと好きになる本 ４名曲を感じる 松下 奈緒 学研プラス
761 絶対音感 最相　葉月 著 小学館
761 学習音楽百科 浅香　淳 音楽之友社
761 学習音楽百科 浅香　淳 音楽之友社
761 楽譜を読む本 沼口　隆 著 ヤマハミュージックメディア

761 まんが　音楽事典 水野 良太郎 〔ほか〕絵 音楽之友社
762 戦場のピアニスト ウワディスワフ・シュピルマン 著 春秋社
762 絵本で読む音楽の歴史①　世界の音楽と人々 アンドレーア・ベルガミーニ 著 ヤマハミュージツクメディア

762 絵本で読む音楽の歴史②　バッハとバロック音楽 ステーファノ・カトゥッチ 著 ヤマハミュージツクメディア

762 絵本で読む音楽の歴史③　モーツァルトと古典派音楽 フランチェスコ・サルヴィ 著 ヤマハミュージツクメディア

762 絵本で読む音楽の歴史④　ベートーヴェン アンドレーア・ベルガミーニ 著 ヤマハミュージツクメディア

762 のぶカンタービレ！ 辻井　いつ子 著 アスコム
762 やさしく読める作曲家の物語 栗原　千種 著 ヤマハミュージックメディア

762 シューベルト ヒロ藤本 絵 音楽之友社
762 ショパン マツモト ワタル 絵 音楽之友社
762 ベートーヴェン 柴田 有子 絵 音楽之友社
762 Ｊ．シュトラウス２ チップス・カンパニー 絵 音楽之友社
762 Ｗ．Ｒ．ワーグナー 土屋 進 絵 音楽之友社
762 Ｗ．Ａ．モーツァルト 関口 シュン 絵 音楽之友社
762 まんが　音楽史　１ 音楽之友社
762 まんが　音楽史　２ 音楽之友社
762 まんが　音楽史　３ 音楽之友社
762 世界は音楽でいっぱい！ ポプラ社
762 ジャズ モーガン・モンソー 画と文 ＢＬ出版
762 ジャズ モーガン・モンソー 画と文 ＢＬ出版
763 ビジュアルで楽しむピアノの世界 那須田　務 学習研究社
763 図解雑学　よくわかる楽器のしくみ 西岡　信雄 編著 ナツメ社



763 スタジオジブリ作品集 板垣　敬子板垣　敬子 他ピアノアレンジ ヤマハミュージックメディア

763 ピアノの先生１０００人が選んだ　発表会で弾く名曲３０ ヤマハミュージックメディア編 ヤマハミュージックメディア

763 ディズニー　ベストヒット１０ 秋山　さやか秋山　さやか 他ピアノ編曲 ヤマハミュージックメディア

763 やさしく弾ける　のだめカンタービレ 秋　敦子秋　敦子 他ピアノ編曲 ヤマハミュージックメディア

763 わたしの楽器１　ピアノ 同朋舎
763 わたしの楽器２　ギター 同朋舎
763 わたしの楽器３　ヴァイオリン 同朋舎
763 わたしの楽器４　フルート 同朋舎
763 わたしの楽器５　パーカッション 同朋舎
763 日本の音と楽器 小峰書店
763 超めちゃウケおもしろソング！　ギター・ソロ＆ギター・弾き語り ケイ・エム・ピー
764 ロックバンドの夢伝説氣志團 緒方　邦彦 著 汐文社
764 ロックバンドの夢伝説１７５Ｒ 緒方　邦彦 著 汐文社
764 ロックバンドの夢伝説Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 緒方　邦彦 著 汐文社
764 ロックバンドの夢伝説サザンオールスターズ 本郷　陽二 著 汐文社
764 ロックバンドの夢伝説ＺＯＮＥ 本郷　陽二 著 汐文社
764 ケースケランド 桑田 佳祐 著 集英社
764 絵本で読む音楽の歴史⑥　ロックの世紀 アンドレーア・ベルガミーニ 著 ヤマハミュージツクメディア

764 絵本で読む音楽の歴史⑧　ジャズの歴史 ジュゼッペ・ヴィーニャ 著 ヤマハミュージツクメディア

764 カラー図解　楽器から見る吹奏楽の世界 佐伯　茂樹 著 河出書房新社
764 コンピュータで音楽をつくろう！ ポプラ社
764 吹奏楽ベーシック講座 Ｂａｎｄ　Ｊｏｕｒｎａｌ / 編 音楽之友社
764 吹奏楽部あるある 吹奏楽部あるある研究会 著 菊池　直恵 画 白夜書房
764 吹奏楽部あるある　２ 吹奏楽部あるある勉強会 著 ミキマキ 画 白夜書房
764 ブラバンキッズ・ラブソディー 石川　高子 著 三五館
764 ブラバンキッズ・オデッセイ 石川　高子 著 三五館
764 吹奏楽部あるある　３ 吹奏楽部あるある勉強会 著 田川　ちょこ 画 白夜書房
766 絵本で読む音楽の歴史⑦　オペラのすべて アレッサンドロ・タヴェルナ 著 ヤマハミュージツクメディア

767 アー・ユー・ハッピー？ 矢沢 永吉 著 日経ＢＰ社
767 開放区 木村 拓哉 著 集英社
767 最後のひとかけら 大楽 光太郎 著 サウンド・シャワー・パブリッシャー

767 槙原敬之の本。 松野　ひと実 著 幻冬舎
767 歌のつばさ 音楽之友社 編 音楽之友社
767 しばわんこと童謡を歌おう 川浦　良枝 著 白泉社
767 ドブネズミの詩 ザ・ブルーハーツ 角川書店
767 拝啓十五の君へ ＮＨＫ全国学校音楽コンクール制作班 編 ポプラ社
767 文化系部活動アイデアガイド　合唱部 秋山　浩子 著 汐文社
767 音楽が好きだ！２　歌おう！ ポプラ社
767 必ず役立つ合唱の本 ヤマハミュージックメディア

767 必ず役立つ合唱の本　ボイストレーニングと身体の使い方編 北條　加奈 著 ヤマハミュージックメディア

768 雅楽 小峰書店
769 おどる音楽 音楽之友社 編 音楽之友社
769 ダンサーになるには 山中　伊知郎 著 ぺりかん社
770 宝塚永遠のトップスター 下瀬 直子 著 立風書房
770 朗読劇台本集Ⅰ 岡田 陽 編 玉川大学出版部
770 朗読劇台本集Ⅱ 岡田 陽 編 玉川大学出版部
770 朗読劇台本集Ⅲ 岡田 陽 編 玉川大学出版部
770 演劇は道具だ 宮沢　章夫 著 イースト・プレス
771 俳優になるには 山本　健翔 著 ぺりかん社
772 市川染五郎の歌舞伎 小野 幸恵 著 岩崎書店
772 柳家花緑の落語 小野 幸恵 著 岩崎書店
772 野村万斎の狂言 小野 幸恵 著 岩崎書店
772 東儀秀樹の雅楽 小野 幸恵 著 岩崎書店
772 吉田簑太郎の文楽 小野 幸恵 著 岩崎書店
772 伝統芸能家になるには 佐貫　百合人 著 ぺりかん社
772 障害役者 柳　浩太郎 著 ワニブックス
773 能と狂言 小峰書店
773 野村萬斎と狂言を観よう 小野幸惠 野村萬斎 岩崎書店
773 能・狂言 中村　雅之 著 偕成社



774 歌舞伎へどうぞ 諏訪　春雄 ポプラ社
774 歌舞伎と舞踊 小峰書店
775 新編　中学校学校劇全集　第１集 日本演劇教育連盟 編 国土社
775 新編　中学校学校劇全集　第２集 日本演劇教育連盟 編 国土社
775 新編　中学校学校劇全集　第３集 日本演劇教育連盟 編 国土社
775 新編　中学校学校劇全集　第４集 日本演劇教育連盟 編 国土社
775 新編　中学校学校劇全集　第６集 日本演劇教育連盟 編 国土社
775 響き合うドラマ中学校劇演劇部 木村 たかし 〔ほか〕編集 小峰書店
777 人間芝居と文楽 小峰書店
778 風の帰る場所 宮崎 駿 著 ロッキング・オン
778 北の国から２００２遺言 倉本 聡 作 理論社
778 北の国から’９５秘密 倉本 聡 作 理論社
778 北の国から’９８時代 倉本 聡 作 理論社
778 戦争と平和 富野 由悠季 〔ほか〕著 徳間書店
778 虫眼とアニ眼 養老 孟司 著 徳間書店スタジオジブリ事業本部

778 ガンダムと第２次世界大戦 鈴木ドイツ クリックコード
778 空想科学〈映画〉読本 柳田 理科雄 著 扶桑社
778 ラッキーマン マイケル・Ｊ．フォックス 著 ソフトバンクパブリッシング

778 淀川長治究極の映画ベスト１００ 淀川長治 河出書房新社
778 アカデミー賞 川本　三郎 著 中央公論新社
778 映画監督になるには　改訂 波多野　哲朗 編著 ぺりかん社
778 アニメクリエータになるには 小出　正志 著 ぺりかん社
778 THE X-FILES　隠された真実 ウンゲレイ・ジェンガ イースト・プレス
778 空想科学映画読本　２ 柳田　理科雄 著 扶桑社
778 声優になるには 山本　健翔 著 ぺりかん社
778 映画業界で働く 木全　公彦 著 ぺりかん社
778 チャップリン 江藤 文夫 著 岩波書店
778 星（スター）のとき 山田 和夫 著 新日本出版社
778 淀川長治シネマパラダイス 淀川 長治 著 集英社
778 名画に教わる名画の見かた 早坂 優子 著 視覚デザイン研究所
778 もののけ姫 スタジオジブリ 責任編集 徳間書店／スタジオジブリ・カンパニー

778 東宝見聞録　１９６０年代の映画撮影現場 磯野　理 / 著 アスペクト
778 ウルトラマンと「正義」の話をしよう 神谷　和宏 / 著 朝日新聞出版
778 映画カントクは中学生！ 艸場　よしみ / 著 汐文社
778 悪夢ちゃん夢事典 日本テレビ放送網
778 ぐっとくる映画のセリフ１０１ すずき出版
778 風の谷のナウシカ スタジオジブリ，文春文庫 編 文藝春秋
778 天空の城ラピュタ スタジオジブリ，文春文庫 編 文藝春秋
778 となりのトトロ スタジオジブリ，文春文庫 編 文藝春秋
778 あまちゃん　Ｐａｒｔ１ 宮藤　官九郎 著 ＮＨＫ出版
778 あまちゃん　Ｐａｒｔ２ 宮藤　官九郎 著 ＮＨＫ出版
778 新しい道徳 北野　武 著 幻冬舎
778 精霊の守り人season1 KADOKAWA
778 ジョージ・ルーカス パム・ポラック 著 メグ・ベルヴィソ 著 田中　奈津子 訳 ポプラ社//ポプラ社
779 きみもできるＭｒ．マリックの超魔術２ Ｍｒ．マリック 〔著〕 汐文社
779 きみもできるＭｒ．マリックの超魔術３ Ｍｒ．マリック 〔著〕 汐文社
779 きみもできるＭｒ．マリックの超魔術４ Ｍｒ．マリック 〔著〕 汐文社
779 一竜斎貞水の歴史講談１ 一竜斎 貞水 編 フレーベル館
779 一竜斎貞水の歴史講談２ 一竜斎 貞水 編 フレーベル館
779 一竜斎貞水の歴史講談３ 一竜斎 貞水 編 フレーベル館
779 一竜斎貞水の歴史講談４ 一竜斎 貞水 編 フレーベル館
779 一竜斎貞水の歴史講談５ 一竜斎 貞水 編 フレーベル館
779 一竜斎貞水の歴史講談６ 一竜斎 貞水 編 フレーベル館
779 爆笑問題の今を生きる！ 爆笑問題 著 集英社
779 作って遊べるマジック デイブ・ブラウン 著 集文社
779 落語家になるには 生田　誠 著 ぺりかん社
779 がばいばあちゃんの笑顔で生きんしゃい！ 島田　洋七 著 徳間書店
779 いつもここからの話わたしたちを「何とも言えない」気持ちにさせる５６の現実 ＴＯＫＹＯ　ＦＭポッドキャスティングプログラムいつもここからの芸能株式市場 編 エフエム東京
779 お笑いタレントになるには 山中　伊知郎 著 ぺりかん社



779 オードリーの小声トーク 講談社 編 講談社
779 ゴエモンにはまけないぞ 柳家 弁天 作 太平出版社
779 ちきゅうをいれるおけ 柳家 弁天 作 太平出版社
779 ひょろびりのももひき 柳家 弁天 作 太平出版社
779 あくびおしえます 柳家 弁天 作 太平出版社
779 犬さん、目玉をくださいな 柳家 弁天 作 太平出版社
779 タマゴやきにしっぽがある 柳家 弁天 作 太平出版社
779 さんすうこわいぞ 柳家 弁天 作 太平出版社
779 なったなったジャになった 柳家 弁天 作 太平出版社
779 おっこったんまんきんたん 柳家 弁天 作 太平出版社
779 だくだく血がでたつもり 柳家 弁天 作 太平出版社
779 たべられるおなら 柳家 弁天 作 太平出版社
779 大道芸・寄席芸 小峰書店
779 カードマジック入門事典 高木 重朗 編 東京堂出版
779 即席マジック入門事典 麦谷 真里 編著 東京堂出版
779 メンタルマジック事典 松田 道弘 著 東京堂出版
779 トランプ数理マジック辞典 赤松　誉義 東京堂出版
779 クロースアップ・マジック事典 松田 道弘 著 東京堂出版
779 コインマジック事典 高木 重朗 編 東京堂出版
779 地球を走った男 神山　典士 / 著 ヨシモトブックス//ワニブックス

779 落語が教えてくれること 柳家　花緑 / 著 講談社
779 かんたん！めちゃウケマジック 土門　トキオ / 編著 汐文社
779 あっ！命の授業 ゴルゴ松本 著 廣済堂出版
779 日本のみなさんにお伝えしたい４８のＷｈｙ 厚切りジェイソン 著 ぴあ
780 障害のある人のスポーツガイド３ 藤原 進一郎 著 汐文社
780 最新スポーツルール百科２００５ 大修館書店編 大修館書店
780 スポーツインストラクターになるには エイ・アイ・ケイ教育情報部 編著 ぺりかん社
780 Nunber ベスト・セレクションⅡ スポーツ・グラフィック・ナンバー 文藝春秋
780 キネシオ・スポーツ 加瀬　建造 著 ベースボール・マガジン社

780 ジャンクＳＰＯＲＴＳアスリートたちのナイショ話　４ ジャンクＳＰＯＲＴＳ 著 ベストセラーズ
780 ジャンクＳＰＯＲＴＳアスリートたちのナイショ話　５ ジャンクＳＰＯＲＴＳ 著 ベストセラーズ
780 トップアスリート 小松　成美 著 扶桑社
780 アスリートの夢 日本ドリームプロジェクト いろは出版
780 最新スポーツルール百科　２００９ 大修館書店編集部 編 大修館書店
780 あきらめない！ マガジンハウス 編 マガジンハウス
780 絶対うまくなる！卓球 主婦の友社 編 主婦の友社
780 第２５回オリンピックバルセロナ競技大会 産業経済新聞社
780 マイケル・ジョーダン物語 ボブ・グリーン 著 集英社
780 サッカー 学研
780 バレーボール 学研
780 陸上競技・水泳競技 学研
780 ソフトボール 学研
780 ラグビー ベースボール・マガジン社

780 アイスホッケー ベースボール・マガジン社

780 アメリカンフットボール ベースボール・マガジン社

780 サッカー 学研
780 バレーボール 学研
780 陸上競技・水泳競技 学研
780 ソフトボール 学研
780 バトミントン 学研
780 近代オリンピック１００年の歩み ベースボール・マガジン社

780 マイケル・ジョーダン偉大なる復活 サム・スミス 著 徳間書店
780 マイケル・ジョーダン激闘のシーズン サム・スミス 著 徳間書店
780 タイガー・ウッズ物語 Ｓ．Ａ．クレーマー 作 国土社
780 長野オリンピック公式写真集 桐原書店
780 いつも「本番に強い人」の心と体の習慣 小松　裕 著 日本文芸社
780 ジュニアのためのスポーツ食事学 柴田　麗 著 学研パブリッシング//学研マーケティング

780 スポーツ年鑑　２０１３ ポプラ社
780 義足ランナー　義肢装具士の奇跡の挑戦 佐藤 次郎 東京書籍



780 オリンピック雑学１５０連発 満薗　文博 著 文藝春秋
780 強い体をつくる部活ごはん 文化出版局 編 文化出版局
780 勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー サッカー 松下 義生 金の星社
780 勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー 野球 寺崎 裕紀 金の星社
780 勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー バスケットボール 高瀬俊也 金の星社
780 勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニューバレーボール 清水 直樹 金の星社
780 勝てる！強くなる！強豪校の部活練習メニュー ソフトテニス 高橋 茂 金の星社
780 まるわかり！パラリンピック パラリンピックってなんだろう？ 日本障がい者スポーツ協会 文研出版
780 まるわかり！パラリンピック スピード勝負！夏の競技① 車椅子バスケットボール・水泳 ほか 日本障がい者スポーツ協会 文研出版
780 まるわかり！パラリンピック チームでたたかう！夏の競技② サッカー・ゴールボール ほか 日本障がい者スポーツ協会 文研出版
780 まるわかり！パラリンピック 限界をこえる！夏の競技③陸上競技・ボッチャ ほか 日本障がい者スポーツ協会 文研出版
780 まるわかり！パラリンピック 雪・氷のうえで戦う？冬の競技 アルペンスキー・アイススレッジホッケー ほか 日本障がい者スポーツ協会 文研出版
780 長友佑都体幹トレーニング２０ 長友佑都  著 木場克己  監修 ベストセラーズ
780 スポーツ感動物語アスリートの原点　１ 内田　暁 学研プラス
780 スポーツ感動物語アスリートの原点　２ 吉田　順 学研プラス
780 ほんとうにあったオリンピックストーリーズ 講談社
780 オリンピック大事典 金の星社
780 パラリンピック大事典 金の星社
780 まんがＮＨＫアスリートの魂進化する技と心 学研プラス//学研プラス

780 まんがＮＨＫアスリートの魂自分らしく前へ 学研プラス//学研プラス

780 まんがＮＨＫアスリートの魂試練を乗りこえて 学研プラス//学研プラス

780 まんがＮＨＫアスリートの魂信念をつらぬく 高岩　ヨシヒロ 学研プラス//学研プラス

780 まんがＮＨＫアスリートの魂強い心で 春野　まこと 学研プラス//学研プラス

780 スラムダンク勝利学 辻　秀一 著 集英社インターナショナル//集英社

780 野球・サッカークイズ ワン・ステップ 金の星社
780 陸上・水泳クイズ ワン・ステップ 金の星社
780 スキー・スノボ・スケートクイズ ワン・ステップ 金の星社
780 柔道・剣道クイズ ワン・ステップ 金の星社
780 魔法をかける 原　晋 著 講談社//講談社
780 話したくなるオリンピックの歴史 コンデックス情報研究所 清水書院
780 覚えておきたいオリンピックの顔 本間康司 清水書院
781 もっと伸びる！ストレッチング 伊藤　マモル 著 山海堂
782 日本人の足を速くする 為末　大 著 新潮社
782 ぐんぐん強くなる！陸上競技 尾縣　貢 著 ベースボール・マガジン社

782 夏から夏へ 佐藤　多佳子 著 集英社
782 女子マラソン 宇佐美 彰朗 著 筑摩書房
782 誰でも足が速くなる本 白木　仁 著 宝島社
782 部活で大活躍できる！陸上最強のポイント50 福間 博樹/監修 メイツ出版
782 これで完ぺき！陸上競技 繁多　進 著 ベースボール・マガジン社

782 速くなる体幹トレーニングＢＣＴ　増補版 原　健介 著 ベースボール・マガジン社

782 記録が伸びる！陸上スプリント上達のポイント５０ メイツ出版
782 夢を跳ぶ 佐藤　真海 著 岩波書店
782 できる！スポーツテクニック　９ 山本　尚子 ポプラ社
782 ダッシュ博士のスプリント教室 ベースボール・マガジン社 編 ベースボール・マガジン社//ベースボール・マガジン社

782 四継 宝田　将志 著 文藝春秋//文藝春秋
782 青トレ 原晋 徳間書店
782 青トレ 原晋 徳間書店
783 トレーニング　ア　タイガー アール・ウッズ 著 小学館
783 神様ジーコの「ワールドカップの英雄たち」 ジーコ 著 小学館
783 Ｕ－２２ 元川 悦子 著 小学館
783 呂比須 呂比須 ワグナー 著 小学館
783 不敗人生 落合 博満 著 小学館
783 ボクらが起こしたＦの奇跡 辻野 臣保 著 小学館
783 俺たちのニッポン エバレット・ブラウン 写真・文 小学館
783 中田語録 文芸春秋 編 文芸春秋
783 Ｋａｚｕ 綾野 まさる 著 小学館
783 文体とパスの精度 村上 竜 著 集英社
783 ｎａｋａｔａ．ｎｅｔ 中田 英寿 著 新潮社
783 サッカー食 吉川珠美 ベースボール・マガジン



783 松井秀喜物語 広岡 勲 文 学研
783 対決！ソーサとマグワイア ローラ・ドリスコル 文 学研
783 目標にいどむ青春 永谷 脩 文 学研
783 中田英寿物語 本郷 陽二 編 汐文社
783 小野伸二物語 本郷 陽二 編 汐文社
783 中村俊輔物語 本郷 陽二 編 汐文社
783 稲本潤一物語 本郷 陽二 編 汐文社
783 ジーコイズム ジーコ 著 小学館
783 星野式「悪」の処世術 江本 孟紀 著 飛鳥新社
783 サッカー上達ＢＯＯＫ 上野山 信行 監修 成美堂出版
783 新編イチロー物語 佐藤健 中央公論新社
783 夢をつかむイチロー２６２のメッセージ 「夢をつかむイチロー２６２のメッセージ」編集委員会 著 ぴあ
783 ワールドカップの世界史 千田　善 著 みすず書房
783 オシムの言葉 木村　元彦 著 集英社インターナショナル

783 古田のブログ 古田　敦也 著 アスキー
783 エンデバーのためのバスケットボールドリル 日本バスケットボール協会エンデバー委員会 編 ベースボール・マガジン社

783 エンデバーのためのバスケットボールドリル　２ 日本バスケットボール協会エンデバー委員会 編 ベースボール・マガジン社

783 エンデバーのためのバスケットボールドリル　３ 日本バスケットボール協会エンデバー委員会 編 ベースボール・マガジン社

783 勝つための軟式野球　投手・防御編 佐塚　正巳 著 ベースボール・マガジン社

783 基本がわかるスポーツルールサッカー　イラスト版 藤森　瑞樹 著 汐文社
783 基本がわかるスポーツルールバレーボール　イラスト版 尾沢　とし和 著 汐文社
783 基本がわかるスポーツルールバスケットボール　イラスト版 中村　啓子 著 汐文社
783 基本がわかるスポーツルール野球　イラスト版 藤森　瑞樹 著 汐文社
783 プロゴルファーになるには 早瀬　利之 著 ぺりかん社
783 プロサッカー選手になるには 川端　康生 著 ぺりかん社
783 父が息子に残すもの　息子が父に贈るもの 菊池友則 エクスナレッジ
783 確実に上達するバドミントン 喜多　努 著 実業之日本社
783 伝説の言葉　蹴音 三浦　知良 著 ぴあ
783 卓球上達ＢＯＯＫ 佐藤　真二 成美堂出版
783 確実に上達するソフトテニス 松谷　茂 実業之日本社
783 確実に上達するバレーボール 葛和　伸元 実業之日本社
783 確実に上達する　ハンドボール 酒巻　清治 実業之日本社
783 不動心 松井　秀喜 著 新潮社
783 甲子園ヘの遺言 門田　隆将 著 講談社
783 早実ｖｓ．駒大苫小牧 中村　計 著 朝日新聞社出版局
783 察知力 中村　俊輔 著 幻冬舎
783 いつかきっと 羽中田　昌 著 バークレー出版
783 夢をかなえるサッカーノート 中村　俊輔 著 文藝春秋
783 情熱力。 上野　由岐子 著 創英社
783 ぐんぐんうまくなる！野球守備 久慈　照嘉 著 ベースボール・マガジン社

783 絶対うまくなる！バスケットボール 主婦の友社 編 主婦の友社
783 ぐんぐんうまくなる！野球ピッチング 鹿取　義隆 著 ベースボール・マガジン社

783 絆　冬は必ず春となる 岩隈　久志 著 潮出版社
783 翔べ、錦織圭！ テニスマガジン編集部 編著 ベースボール・マガジン社

783 プロ野球選手になるには 柏　英樹 著 ぺりかん社
783 絶対うまくなる！バレーボール 主婦の友社 編 主婦の友社
783 ぐんぐんうまくなる！バドミントン 名倉　康弘 著 ベースボール・マガジン社

783 ぐんぐんうまくなる！卓球 西村　卓二 著 ベースボール・マガジン社

783 ぐんぐんうまくなる！バッティング 大島　康徳 著 ベースボール・マガジン社

783 ぐんぐんうまくなる！サッカー 上野山　信行 著 ベースボール・マガジン社

783 ぐんぐんうまくなる！バスケットボール 吉田　健司 著 ベースボール・マガジン社

783 ぐんぐんうまくなる！ソフトボール 利根川　勇 著 ベースボール・マガジン社

783 ハンドボールパーフェクトマスター 宮崎　大輔 著 新星出版社
783 松井秀喜　困難を乗り越える言葉 「松井秀喜困難を乗り越える言葉」編集委員会 著 ぴあ
783 絶対うまくなる！バドミントン 主婦の友社 編 主婦の友社
783 ＳＡＭＵＲＡＩ 原　悦生 写真 イースト・プレス
783 野球を学問する 桑田　真澄 著 新潮社
783 スポーツが世界をつなぐ 荻村 伊智朗 著 岩波書店
783 サッカー大好き！ 泉 優二 著 岩波書店



783 ＫＡＺＵとＪリーグ 岡 邦行 著 三一書房
783 サッカーに魅せられた男宮本征勝 加藤 栄二 著 三一書房
783 奇跡の隻腕 ボブ・バーノータス 著 ベースボール・マガジン社

783 湘南ラグビー少年団 馬場 信浩 著 三一書房
783 ラグビーへの道 堀越 慈 著 三一書房
783 ラグビーフィフティーン物語 山口 勝典 著 三一書房
783 ラグビー・スピリッツ物語 山口 勝典 著 三一書房
783 カレッカ 阿久津 賢司 著 三一書房
783 奇跡の隻腕 ボブ・バーノータス 著 ベースボール・マガジン社

783 心を整える。 長谷部　誠∥著 幻冬舎
783 野球食のレシピ 海老　久美子 / 著 ベースボール・マガジン社

783 なでしこ力 佐々木　則夫 / 著 講談社
783 イチローの流儀 小西　慶三 / 著 新潮社
783 上昇思考 長友　佑都 著 角川書店//角川グループパブリッシング

783 なでしこの誓い 上野　直彦 著 学研教育出版//学研マーケティング

783 部活動レベルアップガイド　バスケットボール部 竹田　哲　梅津　毅 / 文　　藤立　育弘 / イラスト 汐文社
783 部活動レベルアップガイド　サッカー部 山田　雅一 / 監修　　小野寺　美恵 / イラスト 汐文社
783 部活動レベルアップガイド　野球部 松田　正 / 文　　藤立　育弘 / イラスト 汐文社
783 部活動レベルアップガイド　吹奏楽部 斉藤　義夫 / 監修　　中野　智美 / 文・イラスト 汐文社
783 部活動レベルアップガイド　バレ-ボ-ル部 渡真利　善 / 監修　　秋山　浩子 / 文　　中野　智美 / イラスト 汐文社
783 明日やろうはバカヤロー 遠藤　保仁 著 日本スポーツ企画出版社

783 野球部あるある 菊地選手 著 クロマツ　テツロウ 画 白夜書房
783 野球部あるある　２ 菊地選手 著 クロマツ　テツロウ 画 白夜書房
783 サッカー部活あるある１００ サダタロー 画 学研パブリッシング//学研マーケティング

783 甲子園だけが高校野球ではない 廣済堂あかつき
783 甲子園だけが高校野球ではない　２ 廣済堂出版
783 野球ノートに書いた甲子園 高校野球ドットコム編集部 著 ベストセラーズ
783 鉄壁のフォーメーションがよくわかる 野球守備事典 全国野球技術研究会 実業之日本社
783 部活で大活躍できる！勝つハンドボール最強のポイント50 阿部 直人/監修 メイツ出版
783 部活で大活躍できる！野球最強のポイント60 野々村 直通/監修 メイツ出版
783 部活で大活躍できる！サッカー最強のポイント50 岩本 輝雄/監修 メイツ出版
783 部活で大活躍できる！勝つバスケットボール最強のポイント50 一之瀬 和之/監修 メイツ出版
783 部活で大活躍できる！勝つ卓球最強のポイント50 長谷部 摂/監修 メイツ出版
783 基本が身につく ハンドボール練習メニュー200 酒巻 清治/監修 池田書店
783 イラスト版基本がわかるスポーツルール卓球・バドミントン 中村　啓子 汐文社
783 きみは怪物を見たか 中村　計 著 講談社
783 打てるもんなら打ってみろ！ 中村　計 著 講談社
783 これで完ぺき！バスケットボール 佐々木　三男 著 ベースボール・マガジン社

783 これで完ぺき！卓球 平　亮太 著 ベースボール・マガジン社

783 片山卓哉のバドミントンボディ革命 片山　卓哉 著 ベースボール・マガジン社

783 僕は自分が見たことしか信じない　文庫改訂版 内田　篤人 著 幻冬舎
783 鈍足バンザイ！ 岡崎　慎司 著 幻冬舎
783 最後のプレイボール 廣済堂出版
783 これで完ぺき！サッカー 宮内　聡 著 ベースボール・マガジン社

783 これで完ぺき！バレーボール ベースボール・マガジン社

783 ダルビッシュ有の変化球バイブル　ハンディ版 週刊ベースボール 編 ベースボール・マガジン社

783 淡々黙々。 内田　篤人，三村　祐輔 著 幻冬舎
783 采配 落合　博満 ダイヤモンド社
783 頂点への道 錦織　圭，秋山　英宏 著 文藝春秋
783 ここで負けてしまってごめんな 岩崎　夏海 廣済堂出版
783 野球あるあるメンタル練習法　新版 マイナビ出版
783 甲子園が割れた日 中村　計 著 新潮社
783 残心 飯尾　篤史 著 講談社
783 プロ野球のスゴイ話 「野球太郎」編集部 著 ポプラ社
783 メジャーリーグのスゴイ話 「野球太郎」編集部 著 ポプラ社
783 心をつなぐボール 中村　憲剛 あかね書房
783 ワールドカップ伝説を生んだヒーローたち 岩崎　龍一 著 ポプラ社
783 Ｎｕｍｂｅｒ甲子園ベストセレクション　１ スポーツグラフィックナンバー 編 文藝春秋//文藝春秋
783 ラグビー日本代表を変えた「心の鍛え方」 荒木　香織 著 講談社//講談社



783 メッシ マイク・ペレス KADOKAWA
783 阪神園芸甲子園の神整備 金沢　健児 著 毎日新聞出版//毎日新聞出版

783 黒田博樹 人を導く言葉 森拓磨 ヨシモトブックス
784 浅田真央物語 青嶋　ひろの 著 角川書店
784 村主章枝のフィギュアスケートここがわかればもっとオモシロイ！ 村主　章枝 著 ＰＨＰ研究所
784 乗り越える力 荒川　静香 / 著 講談社
784 蒼い炎 羽生　結弦 著 扶桑社
784 レジェンド！ 城島　充 著 講談社
785 「北島康介」プロジェクト 長田　渚左 著 文藝春秋
785 北島康介夢、はじまる 折山　淑美 著 学習研究社
785 前略、がんばっているみんなへ 北島　康介 ベースボールマガジン社

785 水泳らくらく入門 川口 智久 著 岩波書店
786 きみとオートバイ 山村 雅康 著 岩崎書店
786 野山への招きⅢ 高松市ハイキング協会
786 野山への招きⅢ 高松市ハイキング協会
786 冒険家になるには 九里　徳泰 著 ぺりかん社
786 新冒険手帳 かざま　りんぺい 著 主婦と生活社
786 冒険図鑑 さとうち　藍 著 福音館書店
786 一歩を越える勇気 栗城　史多 著 サンマーク出版
786 ＮＯ　ＬＩＭＩＴ　ノーリミット 栗城　史多 サンクチュアリ出版
786 絵で見るこれからの体験学習１　計画と準備 学研
786 絵で見るこれからの体験学習２　キャンプ 学研
786 絵で見るこれからの体験学習３　野外料理 学研
786 絵で見るこれからの体験学習４　野外工作 学研
786 絵で見るこれからの体験学習５　レクリエーション 学研
786 絵で見るこれからの体験学習６　野鳥や小動物の観察 学研
786 絵で見るこれからの体験学習７　植物観察と天体観測 学研
786 絵で見るこれからの体験学習８　健康と応急手当 学研
786 楽しいキャンピング　海・川 とよた 時 画と文 誠文堂新光社
786 楽しいキャンピング　山 とよた 時 画と文 誠文堂新光社
786 楽しい山歩き とよた 時 画と文 誠文堂新光社
786 野の本・山の本　冬 とよた 時 画と文 誠文堂新光社
786 野の本・山の本　秋 とよた 時 画と文 誠文堂新光社
786 野の本・山の本　夏 とよた 時 画と文 誠文堂新光社
786 野の本・山の本　春 とよた 時 画と文 誠文堂新光社
786 季節あそび 岩崎書店
786 生きものウォッチング 岩崎書店
786 たんけん地図あそび 岩崎書店
786 野山をあるく 岩崎書店
786 キャンプへいこう 岩崎書店
786 アウトドア・クッキング 岩崎書店
786 たいけん原始人 岩崎書店
786 手づくり生活術 岩崎書店
786 森の展示会 岩崎書店
786 野外であそぶ 岩崎書店
786 自然を編む 関島 寿子 著 創和出版
786 凧をつくる 新坂 和男 著 創和出版
786 ユーモラスなからくり 島添 昭義 著 創和出版
786 紙でつくる楽器 繁下 和雄 著 創和出版
786 豆本をつくる 岡野 暢夫 著 創和出版
786 モビールをつくる 武山 忠道 著 創和出版
786 切り絵を楽しむ 小西 明子 著 創和出版
786 からくりペープサート 望月 新三郎 著 創和出版
786 小石に描く 清 つねお 著 創和出版
786 木の遊具をつくる 中井 秀樹 著 創和出版
786 籐の工作あそび たにかわ えいこ 著 創和出版
786 牛乳パックでつくる　インドア篇 木内 勝 著 創和出版
786 竹でつくる楽器 関根 秀樹 著 創和出版
786 牛乳パックでつくる　アウトドア篇 木内 勝 著 創和出版



786 道具の連想工作 島添 昭義 著 創和出版
786 おもちゃ文庫をつくる 榎 強志 著 創和出版
786 野草で紙をつくる 相沢 征雄 著 創和出版
786 草笛を楽しむ 佐藤 邦昭 著 創和出版
786 青春を山に賭けて　新装版 植村　直己 著 文藝春秋
787 ラクラク！つりしかけガイド 石川 皓章 著 金の星社
787 つった魚を調べる図鑑 前川 利夫 著 金の星社
787 シーバス・フィッシングがわかる本 つりトップ編集部 編 学研
787 釣魚・つり方図鑑 つりトップ編集部 編 学研
787 最新つり入門 宮城　鮭介 成美堂出版
787 子供も楽しい！釣り入門 加藤　康一 著 山と溪谷社
787 はじめての釣り超入門 西野　弘章 著 山海堂
787 釣り人の「マジで死ぬかと思った」体験談 つり人社出版部 編 つり人社
787 釣り人の「マジで死ぬかと思った」体験談　２ つり人社出版部 編 つり人社
787 バスフィッシング ヒロ内藤 著 つり人社
787 基礎から始めるブラックバス釣り入門 堤防磯投げつり情報編集部 編 日東書院
787 シーバスフィッシングがわかる本 地球丸
787 海づり入門 八木　禧昌 著 土屋書店
787 基礎から始める沖釣り入門 つり情報編集部 編 日東書院
787 最新釣り入門 白石 勝彦 著 永岡書店
787 はじめよう魚つり！ 刈田 敏 著 偕成社
787 海づりは最高！ 刈田 敏 著 偕成社
787 渓流づり入門 早川　釣生 著 土屋書店
787 湖で大物をつろう！ 刈田 敏 著 偕成社
787 つれる魚・５０種 刈田 敏 著 偕成社
787 鷹匠は女子高生！ 佐和　みずえ / 著 汐文社
787 ゼロからのつり入門 西野　弘章 監修 小学館//小学館
788 ジョッキー・調教師になるには 赤尾　秀子 著 ぺりかん社
788 競輪選手になるには 中野　浩一 著 ぺりかん社
788 レーシングドライバーになるには 真崎悠 著 ぺりかん社
788 走れ！ソーラーカー 中部 博 著 大日本図書
788 ＫＯされない男たち 吉川　英治 著 東京新聞
788 世界初の相撲の技術の教科書 桑森　真介 著 ベースボール・マガジン社

788 大相撲語辞典 福家　聡子 著 誠文堂新光社//誠文堂新光社

789 五輪書のことがマンガで３時間でマスターできる本 中本　千晶 著 明日香出版社
789 柔道教室 醍醐　敏郎 著 大修館書店
789 試合に勝つ！剣道絶対上達 所　正孝 実業之日本社
789 一本勝ち！柔道絶対上達 古賀　稔彦 著 実業之日本社
789 空手が強くなりたい人の５５のルール 月刊空手道編集部 編 福昌堂
789 これで完ぺき！柔道 金丸　雄介 著 ベースボール・マガジン社

789 これで完ぺき！剣道 冨田　隆幸 著 ベースボール・マガジン社

790 かんたんトランプの手品 トランプマン 作 岩崎書店
790 かんたんコインとお札の手品 トランプマン 作 岩崎書店
790 かんたんひもとハンカチの手品 トランプマン 作 岩崎書店
790 かんたんテーブルマジック トランプマン 作 岩崎書店
790 かんたんステージマジック トランプマン 作 岩崎書店
790 鎌倉の四季花ごよみ 原田 寛 写真・文 講談社
790 見る・知る・育てる洋らんづくし 合田 一之 〔ほか〕著 講談社
790 ハイキングで楽しむ高原の花 夏梅 陸夫 写真 講談社
790 草の絵本 武田 明 写真 講談社
790 宝さがし冒険ブック　日本編 八重野 充弘 著 くもん出版
790 宝さがし冒険ブック　世界編 八重野 充弘 著 くもん出版
790 日本ふしぎ探検隊 岡島 康治 著 くもん出版
790 世界ふしぎ探検隊 桜井 信夫 著 くもん出版
790 アメリカ横断ウルトラクイズ１ 日本テレビ
790 アメリカ横断ウルトラクイズ２ 日本テレビ
790 アメリカ横断ウルトラクイズ３ 日本テレビ
790 アメリカ横断ウルトラクイズ４ 日本テレビ
790 アメリカ横断ウルトラクイズ５ 日本テレビ



790 アメリカ横断ウルトラクイズ６ 日本テレビ
790 アメリカ横断ウルトラクイズ７ 日本テレビ
790 アメリカ横断ウルトラクイズ８ 日本テレビ
790 アメリカ横断ウルトラクイズ９ 日本テレビ
790 アメリカ横断ウルトラクイズ１０ 日本テレビ
790 アメリカ横断ウルトラクイズ１１ 日本テレビ
790 アメリカ横断ウルトラクイズ１２ 日本テレビ
790 アメリカ横断ウルトラクイズ１３ 日本テレビ
790 アメリカ横断ウルトラクイズ１４ 日本テレビ
790 アメリカ横断ウルトラクイズ１６ 日本テレビ
790 全国高等学校クイズ選手権１ 日本テレビ
790 全国高等学校クイズ選手権２ 日本テレビ
790 全国高等学校クイズ選手権３ 日本テレビ
790 全国高等学校クイズ選手権４ 日本テレビ
790 全国高等学校クイズ選手権５ 日本テレビ
790 全国高等学校クイズ選手権６ 日本テレビ
790 全国高等学校クイズ選手権７ 日本テレビ
790 全国高等学校クイズ選手権８ 日本テレビ放送網
790 全国高等学校クイズ選手権９ 日本テレビ放送網
790 全国高等学校クイズ選手権１０ 日本テレビ放送網
790 全国高等学校クイズ選手権１１ 日本テレビ放送網
790 全国高等学校クイズ選手権１２ 日本テレビ放送網
790 全国高等学校クイズ選手権１３ 日本テレビ放送網
790 全国高等学校クイズ選手権１４ 日本テレビ放送網
790 全国高等学校クイズ選手権１５ 日本テレビ放送網
790 全国高等学校クイズ選手権１６ 日本テレビ放送網
790 マジカル頭脳パワー！！② 日本テレビ放送網
790 ダヤンのカントリーダイアリー 池田　あきこ ほるぷ出版
790 ものしりチャンピオン１０００問　春 中村　浩訳 くもん出版//くもん出版
790 ものしりチャンピオン１０００問　夏 中村　浩訳 くもん出版//くもん出版
790 ものしりチャンピオン１０００問　秋 中村　浩訳 くもん出版//くもん出版
790 ものしりチャンピオン１０００問　冬 中村　浩訳 くもん出版//くもん出版
793 お飾り・リース・テーブルの花 村山百合子・原裕子 文化出版局
795 囲碁の達人　入門編１ あかね書房
795 囲碁の達人　入門編２ あかね書房
795 囲碁の達人　入門編３ あかね書房
796 将棋のルール１ 川北 亮司 著 金の星社
796 将棋の基本２ 川北 亮司 著 金の星社
796 将棋の戦法３ 川北 亮司 著 金の星社
796 聖の青春 大崎 善生 〔著〕 講談社
796 棋士になるには 大矢　順正 著 ぺりかん社
796 直感力 羽生　善治 / 著 ＰＨＰ研究所
796 羽生善治のやさしいこども将棋入門 小田切　秀人 著 池田書店
796 天才棋士加藤一二三挑み続ける人生 加藤一二三 日本実業出版社
796 ふみもと子供将棋教室の強くなる詰め将棋 あかね書房//あかね書房

798 手で遊ぶおもしろ影絵ブック 後藤　圭 著 ＰＨＰ研究所
798 マッチパズル・マジック事典 上野 富美夫 編 東京堂出版
798 なぞなぞ・迷路大発見 松下 ちよし 著 小学館
798 ゲーム・映画・マンガがもっと楽しくなるファンタジー世界読本 幻想世界史研究会 編 実業之日本社
798 ウォーリーをさがせ！トラベルコレクション マーティン・ハンドフォード 著 唐沢　則幸 訳 フレーベル館
798 迷路探偵ピエール カミガキ　ヒロフミ，他 著 永岡書店
798 大人のクイズ〈傑作選〉 逢沢　明 著 ＰＨＰ研究所
798 ゲーム・アニメ・ラノベ好きのための「クトゥルフ神話」大事典 レッカ社 編著 カンゼン
798 ゲームシナリオのための戦国事典 森瀬　繚 編著 ＳＢクリエイティブ
798 かんたんマジック 幸池　重季 画 こざき　ゆう 原著 学研プラス
798 けん玉の技123+ 日本けん玉協会 幻冬舎
798 あそぼう、あやとり 野口とも ベースボール・マガジン社

799 めざせダンスマスター　１　表現・創作ダンス 村田 芳子 岩崎書店
799 めざせダンスマスター　２　フォークダンス 社団法人 日本フォークダンス連盟 岩崎書店



799 めざせダンスマスター　３　リズムダンス 日本ストリートダンス協会 岩崎書店
801 世界の文字と言葉入門　１　世界の文字の起源と日本の文字 町田　和彦 著 小峰書店
801 世界の文字と言葉入門　２　中国の漢字と中国語 稲葉　茂勝 著 小峰書店
801 世界の文字と言葉入門　３　朝鮮半島の文字「ハングル」と言葉 こどもくらぶ 著 小峰書店
801 世界の文字と言葉入門　４　アジア各国のABCとインドネシア語 こどもくらぶ 著 小峰書店
801 世界の文字と言葉入門　５　タイの文字と言葉 こどもくらぶ 著 小峰書店
801 世界の文字と言葉入門　６　インドの文字とヒンディー語 こどもくらぶ 著 小峰書店
801 世界の文字と言葉入門　７　イスラム世界の文字とアラビア語 こどもくらぶ 著 小峰書店
801 世界の文字と言葉入門　８　ギリシアの文字と言葉 岩崎　努 著 小峰書店
801 通訳・通訳ガイドになるには エイ・アイ・ケイ教育情報部 編著 ぺりかん社
801 翻訳家になるには 中島　さなえ 著 ぺりかん社
801 図説｜世界の文字とことば 町田　和彦 編 河出書房新社
801 ふしぎなことばことばのふしぎ 池上 嘉彦 著 筑摩書房
807 方言はまほうのことば！ 彦坂 佳宣 著 アリス館
807 日本語は世界一むずかしいことば？ 吉田 智行 著 アリス館
807 日本語のルーツをさぐったら… あべ せいや 著 アリス館
807 ことばのはじめことばのふるさと 飛田 良文 著 アリス館
807 生まれることば死ぬことば 湯浅 茂雄 著 アリス館
807 日本語にはどうして敬語が多いの？ 浅田 秀子 著 アリス館
807 ことわざにうそはない？ 木下 哲生 著 アリス館
807 生まれることば死ぬことば 湯浅 茂雄 著 アリス館
807 日本の文字のふしぎふしぎ 古藤 友子 著 アリス館
807 漢字パズル（上） 馬場　雄二 東京堂出版
807 推理パズル 馬場　雄二 東京堂出版
807 漢字パズル（下） 馬場　雄二 東京堂出版
807 ことば遊び辞典 鈴木 棠三 編 東京堂出版
809 ディベートをたのしもう 伊藤 園子 著 さ・え・ら書房
809 声に出して読みたい日本語 斎藤 孝 著 草思社
809 声に出して読みたい日本語　２ 斎藤 孝 著 草思社
809 朗読の楽しみ 幸田 弘子 著 光文社
809 声に出して読みたい日本語　３ 齋藤　孝 著 草思社
809 頭がいい人、悪い人の話し方 樋口　裕一 著 ＰＨＰ研究所
809 声に出して読みたい日本語　４ 齋藤　孝 著 草思社
809 話し上手聞き上手 齋藤　孝 著 筑摩書房
809 討論や発表を楽しもう ポプラ社
809 討論や発表をたのしもう ポプラ社
809 アナウンサーになろう！ 堤　江実 著 ＰＨＰ研究所
809 YA心の友だちシリーズ 話し方ひとつでキミは変わる 福田 健 PHP研究所
810 挨拶はたいへんだ 丸谷 才一 著 朝日新聞社
810 人前で使える日本語 柴田　武 著 祥伝社
810 いつのまにか大恥をかいている「ああ勘違い」の日本語３４５ 日本語を考える会 編 角川書店
810 コミュニケーション力 齋藤　孝 著 岩波書店
810 日本語教師になるには エイ・アイ・ケイ教育情報部 編著 ぺりかん社
810 使っているけどわからない日本語の雑学 北嶋　廣敏 著 グラフ社
810 問題な日本語 北原　保雄 編 大修館書店
810 続弾！問題な日本語 北原　保雄 編著 大修館書店
810 日本人の知らない日本語 蛇蔵 著 メディアファクトリー
810 問題な日本語　その３ 北原　保雄 編著 大修館書店
810 日本人の知らない日本語　２ 蛇蔵 著 メディアファクトリー
810 みんなで国語辞典！ 「もっと明鏡」委員会 編 大修館書店
810 みんなで国語辞典２　あふれる新語 北原　保雄 編著 大修館書店
810 ちっとたんねるけど讃岐の方言知っとんな 藤本　誠 藤本デザイン研究室
810 日本語のしくみ 吉沢 典男 著 国土社
810 英語と日本語のカルチャー・ギャップ 藤田 栄一 著 創元社
810 外側から見た日本語、内から見た日本語 国語学会 武蔵野書院
810 あなたとわたしの日本語 今井 幹夫 著 社会評論社
810 慣用句なんてこわくない！ 前沢 明 著 実業之日本社
810 ことわざ大事典 相田 克太 〔ほか〕漫画 学研
810 日本語はどこからきたのか 大野 晋 著 ポプラ社



810 もじあそび 安野 光雅 ぶん え 福音館書店
810 言葉図鑑①うごきのことば 五味 太郎 監修・制作 偕成社
810 言葉図鑑②ようすのことば 五味 太郎 監修・制作 偕成社
810 言葉図鑑③かざることばＡ 五味 太郎 監修・制作 偕成社
810 言葉図鑑④かざることばＢ 五味 太郎 監修・制作 偕成社
810 言葉図鑑⑤つなぎのことば 五味 太郎 監修・制作 偕成社
810 言葉図鑑⑥くらしのことば 五味 太郎 監修・制作 偕成社
810 言葉図鑑⑦たとえのことば 五味 太郎 監修・制作 偕成社
810 言葉図鑑⑧かくれたことば 五味 太郎 監修・制作 偕成社
810 言葉図鑑⑨しっぽのことば 五味 太郎 監修・制作 偕成社
810 言葉図鑑⑩なまえのことば 五味 太郎 監修・制作 偕成社
810 ことわざ絵本　Ｐａｒｔ２ 五味 太郎 著 岩崎書店
810 ことばのきまり大研究 ポプラ社
810 ことばづかい大研究 ポプラ社
810 漢字大研究 ポプラ社
810 全国方言たんけん ポプラ社
810 外国語ふるさとたんけん ポプラ社
810 なぜなに大語源 ポプラ社
810 ことわざ大発見 ポプラ社
810 チャレンジ！ことば遊び ポプラ社
810 チャレンジ！漢字遊び ポプラ社
810 ことわざ・慣用句おもしろ辞典 村山 孚 著 さ・え・ら書房
810 日本語相談 大野 晋 〔ほか〕著 朝日新聞社
810 日本語練習帳 大野 晋 著 岩波書店
810 よくわかる１ねんのこくご 国語基礎学力研究会 〔編〕 小学館
810 クイズで楽しむ日本語のふしぎ 高橋　こうじ / 著 新水社
810 日本人の知らない日本語　３　祝！卒業編 蛇蔵　　海野　凪子 / 著 メディアファクトリー
810 日本語を「外」から見る 佐々木　瑞枝 / 著 小学館
810 １５歳の日本語上達法 金田一　秀穂 / 著 講談社
810 知れば知るほど面白い日本語のマル得雑学 ライフ＆ビジネス２１ 著 三笠書房
810 日本人の知らない日本語　４　海外編 蛇蔵，海野　凪子 著 メディアファクトリー
810 探検！ことばの世界 大津 由紀雄 ひつじ書房
810 日本人ですが、ただいま日本語見習い中です！ ふじい　まさこ 著 学研教育出版//学研マーケティング

810 考える力をのばす！読解力アップゲーム　①説明文編 桂 聖 学研教育出版
810 考える力をのばす！読解力アップゲーム　②物語編 白石 範孝 学研教育出版
810 考える力をのばす！読解力アップゲーム　③詩・短歌・俳句編 青山 由紀 学研教育出版
810 考える力をのばす！読解力アップゲーム　④ことば・漢字編 二瓶 弘行 学研教育出版
810 考える力をのばす！読解力アップゲーム　⑤メディア編 青木 信生 学研教育出版
810 笑える日本語辞典 ＫＡＧＡＭＩ＆Ｃｏ． 著 講談社
810 悩ましい国語辞典 神永　曉 著 時事通信出版局//時事通信社

810 日本のもと 日本語 金田一秀穂  監修 講談社
810 知っておきたい教科書に出てくる故事成語　１ 全国漢文教育学会 編 汐文社//汐文社
810 知っておきたい教科書に出てくる故事成語　２ 全国漢文教育学会 編 汐文社//汐文社
810 知っておきたい教科書に出てくる故事成語　３ 全国漢文教育学会 編 汐文社//汐文社
810 写真で読み解く類義語大辞典 あかね書房//あかね書房

811 つい他人に試したくなるもっと読めそうで読めない漢字 現代言語セミナー 編 角川書店
811 教養が試される知らない漢字練習帳 藁谷　久三 著 幻冬舎
811 音読革命 七田　眞 著 全日出版
811 読めそうで読めない間違いやすい漢字 出口　宗和 著 二見書房
811 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 二見書房
811 あいうえおの本 安野 光雅 〔作〕 福音館書店
811 あいうえおの本 安野 光雅 〔作〕 福音館書店
811 漢字は言葉だ 下村 昇 編著 小峰書店
811 絵が字になった 下村 昇 編著 小峰書店
811 漢字のよみかた 下村 昇 編著 小峰書店
811 漢字をくみあわせる 下村 昇 編著 小峰書店
811 へんとつくりってなに？ 下村 昇 編著 小峰書店
811 書き順のたのしいおぼえかた 下村 昇 編著 小峰書店
811 漢字のおこり 下村 昇 編著 小峰書店



811 漢字の話 下村 昇 編著 小峰書店
811 まちがいだらけの言葉づかい５　漢字・熟語 ポプラ社
811 当て字の辞典 東京堂出版編集部 編 東京堂出版
811 同音異字語辞典 中沢　希男 東京堂出版
811 難読語辞典 高橋 秀治 編 東京堂出版
811 頭の良くなる漢字パズル 頭脳強化パズル製作委員会 著 ロングセラーズ
811 知らないと恥をかく漢字 山口　謡司 著 幻冬舎
811 根本式　語呂あわせでおぼえる難読漢字　１巻　魚編 根本　浩 / 著　　森谷　健司 / イラスト 汐文社
811 根本式　語呂あわせでおぼえる難読漢字　２巻　鳥・動物・虫編 根本　浩 / 著　　森谷　健司 / イラスト 汐文社
811 根本式　語呂あわせでおぼえる難読漢字　３巻　植物・食物編 根本　浩 / 著　　森谷　健司 / イラスト 汐文社
811 根本式　語呂あわせでおぼえる難読漢字　４巻　あたま編 根本　浩 / 著　　マスリラ / 絵 汐文社
811 根本式　語呂あわせでおぼえる難読漢字　５巻　からだ編 根本　浩 / 著　　マスリラ / 絵 汐文社
811 根本式　語呂あわせでおぼえる難読漢字　６巻　こころ編 根本　浩 / 著　　マスリラ / 絵 汐文社
811 目でみる漢字 おかべ　たかし 著 山出　高士 写真 東京書籍//東京書籍
811 中学校で習う全漢字の書き方 学研プラス
811 中二病漢字バイブル ライブ カンゼン
812 歴史から生まれた日常語の由来辞典 武光 誠 著 東京堂出版
812 日常語語源辞典 鈴木 棠三 著 東京堂出版
812 衣食住語源辞典 吉田 金彦 編 東京堂出版
812 決まり文句語源辞典 堀井 令以知 編 東京堂出版
812 目でみることば おかべ　たかし 著 山出　高士 写真 東京書籍
812 目でみることば　２ おかべ　たかし 著 山出　高士 写真 東京書籍
812 目でみることば有頂天 おかべ　たかし 著 山出　高士 写真 東京書籍
813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション



813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修漢和辞典 新田　大作 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 ベネッセ新修国語辞典 中道　真木男 編 ベネッセコーポレーション

813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社



813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 漢語林 鎌田 正 著 大修館書店
813 漢語林 鎌田 正 著 大修館書店
813 漢語林 鎌田 正 著 大修館書店
813 大辞林 松村 明 編 三省堂
813 大辞林 松村 明 編 三省堂
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 旺文社標準国語辞典 旺文社 編 旺文社
813 カタカナ語おもしろ辞典 村石 利夫 著 さ・え・ら書房
813 日本語大辞典 講談社
813 ベネッセ全訳古語辞典 中村 幸弘 編 ベネッセコーポレーション

813 日本語　語源辞典 堀井　令以知 東京堂出版
813 外来語語源辞典 堀井 令以知 編 東京堂出版
813 日常語の中の武道ことば語源辞典 加藤 寛 編 東京堂出版
813 漢字の読み方辞典 東京堂出版
813 国字の字典 菅原 義三 編 東京堂出版
813 語源大辞典 堀井 令以知 編 東京堂出版
813 広辞苑の中の掘り出し日本語 永江　朗 著 バジリコ
813 岩波国語辞典　第７版新版 西尾　実，他 編 岩波書店
813 日本語語感の辞典 中村　明 著 岩波書店
813 学校では教えてくれない！国語辞典の遊び方 サンキュータツオ 著 角川学芸出版//角川グループパブリッシング

813 新明解国語辞典　第７版 山田　忠雄，他 編 三省堂
813 三省堂国語辞典 見坊豪紀 市川孝 三省堂
813 見やすいカタカナ新語辞典　第２版 三省堂編修所 編 三省堂//三省堂
813 用例でわかる慣用句辞典　改訂第２版 学研辞典編集部 編 学研教育出版//学研マーケティング

813 用例でわかる類語辞典　改訂第２版 学研辞典編集部 編 学研教育出版//学研マーケティング

813 大和言葉つかいかた図鑑 海野　凪子 著 ニシワキ　タダシ 画 誠文堂新光社//誠文堂新光社

814 常識として知っておきたい日本語 柴田 武 著 幻冬舎
814 漢字で鍛える日本語力　１　動物の漢字 金田一　秀穂 学習研究社
814 漢字で鍛える日本語力　２　植物や自然の漢字 金田一　秀穂 学習研究社



814 漢字で鍛える日本語力　３　食べ物の漢字 金田一　秀穂 学習研究社
814 漢字で鍛える日本語力　４　暮らしと文化の漢字１ 金田一　秀穂 学習研究社
814 漢字で鍛える日本語力　５　暮らしと文化の漢字２ 金田一　秀穂 学習研究社
814 漢字で鍛える日本語力　６　人に関する漢字 金田一　秀穂 学習研究社
814 漢字で鍛える日本語力　７　色や様子を表す漢字 金田一　秀穂 学習研究社
814 漢字で鍛える日本語力　８　地名や人名を表す漢字 金田一　秀穂 学習研究社
814 日本語どっち！？ 北原　保雄 著 金の星社
814 ビミョーな違いがわかるコトバ辞典 森田　良行 著 三省堂
814 楽しむ四字熟語 奥平 卓 著 岩波書店
814 まちがいだらけの言葉づかい３　ことわざ・格言 ポプラ社
814 まちがいだらけの言葉づかい６　外来語 ポプラ社
814 気持ちをあらわす「基礎日本語辞典」 森田　良行 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
814 違いをあらわす「基礎日本語辞典」 森田　良行 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
814 ワーズハウスへようこそ 金の星社
814 似ていることば おかべ　たかし 著 やまで　たかし 写真 東京書籍
814 中学生必須１５才までに語彙をあと１０００増やす本 アーバン出版局 編 アーバン//アーバン
814 何がちがう？どうちがう？似ている日本語 佐々木 瑞枝 東京堂出版
814 ボキャブラリーが増える故事成語辞典 主婦の友社 編 主婦の友社//主婦の友社

814 楽しくおぼえちゃおう！ことわざモンスター図鑑 ＷＩＬＬこども知育研究所 編著 村田　桃香 画 金の星社//金の星社
814 YA心の友だちシリーズ 国語は語彙力！受験に勝つ言葉の増やし方 齊藤 孝 PHP研究所
814 四字熟語キャラクター図鑑 いとう　みつる 画 日本図書センター//日本図書センター

814 ことわざキャラクター図鑑 いとう　みつる 画 日本図書センター//日本図書センター

814 慣用句キャラクター図鑑 いとう　みつる 画 日本図書センター//日本図書センター

815 ちゃんと話すための敬語の本 橋本治 筑摩書房
815 まちがいだらけの言葉づかい１　あいさつ・ていねい語 ポプラ社
815 まちがいだらけの言葉づかい２　ことばのきまり ポプラ社
815 子どものための敬語の本　美しい日本の言葉を話そう　１　きほんのあいさつ　 ながた　みかこ / 文・絵 汐文社
815 子どものための敬語の本　美しい日本の言葉を話そう　２　会話トレ-ニング ながた　みかこ / 文・絵 汐文社
815 子どものための敬語の本　美しい日本の言葉を話そう　３　まちがえやすい敬語　 ながた　みかこ / 文・絵 汐文社
815 数え方でみがく日本語 飯田朝子 筑摩書房
816 ちびまる子ちゃんの音読暗誦教室 齋藤　孝 著 集英社
816 １歳から１００歳の夢 日本ドリームプロジェクト 編 いろは出版
816 未来への手紙 『未来の自分に、手紙を書こう』プロジェクト 編 講談社
816 １３歳からの作文・小論文ノート 小野田　博一 著 ＰＨＰエディターズ・グループ

816 １００ページの文章術 酒井　聡樹 / 著 共立出版
816 詩をつくろう 石毛 拓郎 著 さ・え・ら書房
816 作文わくわく教室 植垣 一彦 著 さ・え・ら書房
816 話してみようよ！ 鶴田 洋子 著 さ・え・ら書房
816 まちがいだらけの言葉づかい４　手紙 ポプラ社
816 まちがいだらけの言葉づかい７　日記・作文 ポプラ社
816 作文に強くなる 馬場 博治 著 岩波書店
816 戦争が終わった 日本作文の会 編 大月書店
816 どうして戦争するの 日本作文の会 編 大月書店
816 友だちだから 日本作文の会 編 大月書店
816 家族ってなんだ 日本作文の会 編 大月書店
816 すきな先生　きらいな先生 日本作文の会 編 大月書店
816 遊ぶのだいすき 日本作文の会 編 大月書店
816 どうして勉強するの 日本作文の会 編 大月書店
816 みんな働いてるんだ 日本作文の会 編 大月書店
816 自然とともに 日本作文の会 編 大月書店
816 わたしたちの生きてる町 日本作文の会 編 大月書店
816 世の中を見つめて 日本作文の会 編 大月書店
816 いのちの輝き 日本作文の会 編 大月書店
816 愛する 日本作文の会 編 大月書店
816 自分をさがす 日本作文の会 編 大月書店
816 これが楽しみなんだ 日本作文の会 編 大月書店
816 こんな人になりたい 日本作文の会 編 大月書店
816 未来に向かって 日本作文の会 編 大月書店
816 クイズでなっとく「頭出し」文章教室 月とうさぎ文学探偵団 著 小学館



816 井上ひさしと１４１人の仲間たちの作文教室 井上　ひさし / 著　文学の蔵 / 編 新潮社
816 レポートの組み立て方 木下 是雄 筑摩書房
816 すっきり書ける文章のコツ８０　決定版 高橋　俊一 著 成美堂出版
816 伝えるための教科書 川井　龍介 著 岩波書店
816 生き延びるための作文教室 石原　千秋 著 河出書房新社
817 朗読をたのしもう 松丸 春生 著 さ・え・ら書房
818 声に出して読みたい方言 齋藤　孝 著 草思社
818 ことば絵ブック　沖縄 高橋　カオリ 画 角川書店
818 方言をしらべよう①　北海道地方 福武書店
818 方言をしらべよう②　東北地方 福武書店
818 方言をしらべよう③　関東地方 福武書店
818 方言をしらべよう④　中部地方 佐藤 亮一 監修 ベネッセコーポレーション

818 方言をしらべよう⑤　近畿・北陸地方 福武書店
818 方言をしらべよう⑥　中国地方 福武書店
818 方言をしらべよう⑦　四国地方 ベネッセコーポレーション

818 方言をしらべよう⑧　九州地方 福武書店
818 方言をしらべよう⑨　沖縄地方 福武書店
818 方言をしらべよう⑩　絵でみる方言地図 福武書店
818 方言小辞典 倉持 保男 編 東京堂出版
818 京ことば辞典 井之口 有一 編 東京堂出版
818 大阪ことば辞典 堀井 令以知 編 東京堂出版
818 全国方言辞典 東條　操 東京堂出版
818 標準語引　分類方言辞典 東條　操 東京堂出版
818 全国アクセント辞典 平山　輝男 東京堂出版
818 さぬきのおもしろ方言集 松林社
818 さぬきのおもしろ国語集 香川県方言研究同好会 松林社
818 とっさの方言 小路　幸也　　大崎　善生　　ほか / 著 ポプラ社
818 えっ？これって方言なの！？マンガで気づく日本人でも知らない日本語 みちのく 画 主婦の友インフォス情報社 編 主婦の友インフォス情報社//主婦の友社

818 方言の日本地図 真田　信治 著 講談社
818 乙女心ねらい撃ち！胸キュン★方言男子コレクション レッカ社 編著 カンゼン
818 乙女心ＭＡＸ胸キュン★方言男子パラダイス レッカ社 編著 カンゼン
818 地方別方言語源辞典 真田　信治，友定　賢治 編 東京堂出版
818 沖縄語辞典 内間　直仁 編著 野原　三義 編著 研究社//研究社
818 沖縄の方言 かりまた　しげひさ 著 ゆまに書房//ゆまに書房

818 ひと目でわかる方言大辞典 あかね書房//あかね書房

821 漢字の成り立ち 下村　昇 著 高文研
821 白川静さんに学ぶ漢字は楽しい 小山　鉄郎 著 共同通信社
821 白川静さんに学ぶ漢字は怖い 小山　鉄郎 著 共同通信社
821 漢字の成立ち辞典 加納 喜光 著 東京堂出版
821 知るほどに深くなる漢字のツボ 円満字　二郎 著 青春出版社
824 故事成語キャラクター図鑑 いとう　みつる 画 日本図書センター//日本図書センター

829 もっと知ろうよ！ハングル①　あいさつと文字 金 順玉 文 汐文社
829 もっと知ろうよ！ハングル②　かぞえ方と発音 金 順玉 文 汐文社
829 もっと知ろうよ！ハングル③　くらしとあそび 金 順玉 文 汐文社
829 「冬のソナタ」で始める韓国語 安岡　明子 訳 キネマ旬報社
830 春の日や庭に雀の砂あひて リチャード・ルイス 編 偕成社
830 英語を「じゅげむ」みたいにおぼえちゃおう！ 齋藤　孝 著 角川書店
830 これが正しい！英語学習法 斎藤　兆史 著 筑摩書房
830 「超」英語法 野口　悠紀雄 著 講談社
830 １３歳からの英語ノート 小野田　博一 著 ＰＨＰエディターズ・グループ

830 英語のひみつ 学研
830 英語トマト 富永 直久 作 偕成社
830 みぶりでえいごがはなせるよ１ 尾崎 真吾 構成 絵 偕成社
830 みぶりでえいごがはなせるよ２ 尾崎 真吾 構成 絵 偕成社
830 ２１世紀こども英語館 小学館
830 英語パズル（上） 馬場　雄二 東京堂出版
830 英語パズル（下） 馬場　雄二 東京堂出版
830 英検３級をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版 編 学研教育出版//学研マーケティング

830 英検準２級総合対策教本ＣＤ付 赤尾文夫 旺文社



830 英検３級二次試験完全予想模試 クリストファ・バーナード 成美堂出版
830 マンガでおさらい中学英語 フクチ　マミ，高橋　基治 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
831 英語発音に強くなる 竹林 滋 著 岩波書店
831 ぺらぺらくんの英語でなあに？ 富永 直久 著 偕成社
831 ベイブ アルク英語企画開発部 編 アルク
831 マララ・ユスフザイ国連演説＆インタビュー集 ＣＮＮ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓ 朝日出版社
832 英単語の語源図鑑 清水　建二 著 すずき　ひろし 著 本間　昭文 画 かんき出版//かんき出版

832 やさしい英語のことわざ　１ ぱぺる舎 編 くもん出版//くもん出版
832 やさしい英語のことわざ　２ ぱぺる舎 編 くもん出版//くもん出版
832 やさしい英語のことわざ　３ ぱぺる舎 編 くもん出版//くもん出版
832 やさしい英語のことわざ　４ ぱぺる舎 編 くもん出版//くもん出版
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 初級クラウン英和辞典 三省堂
833 ジュニア・アンカー和英辞典 羽鳥 博愛 編 学研
833 絵でわかる楽しい英語辞典１　学校 小峰書店
833 絵でわかる楽しい英語辞典２　家庭 小峰書店
833 絵でわかる楽しい英語辞典３　町 小峰書店
833 絵でわかる楽しい英語辞典４　産業と社会 小峰書店
833 絵でわかる楽しい英語辞典５　自然 小峰書店
833 絵でわかる楽しい英語辞典６　スポーツ 小峰書店
833 ワーズ・ワード ジャン＝クロード・コルベイユ 著 同朋舎出版
833 マイスタディ英和・和英辞典 金谷　憲 旺文社
833 マイスタディ英和・和英辞典 金谷　憲 旺文社
833 マイスタディ英和・和英辞典 金谷　憲 旺文社
833 マイスタディ英和・和英辞典 金谷　憲 旺文社
833 マイスタディ英和・和英辞典 金谷　憲 旺文社



834 英単語を増やそう 忍足 欣四郎 著 岩波書店
834 似ている英語 おかべ　たかし 著 やまで　たかし 写真 東京書籍
834 「カゲロウデイズ」で中学英単語が面白いほど覚えられる本 じん（自然の敵Ｐ） 原著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

835 ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な英語の本 向山 淳子 著 幻冬舎
835 英語の発想がよくわかる表現５０ 行方　昭夫 著 岩波書店
835 マーク・ピーターセンの図解！英文法入門 マーク・ピーターセン 著 アスコム
835 中学３年分の英語をマスターできる１０３の法則 長沢　寿夫 著 ベレ出版
837 学研の英語ずかん１　おもしろかいわ① 羽鳥 博愛 監修 学研
837 学研の英語ずかん２　おもしろ会話② 羽鳥 博愛 監修 学研
837 学研の英語ずかん３　たんごあそび 羽鳥 博愛 監修 学研
837 学研の英語ずかん４　あそびことば 羽鳥 博愛 監修 学研
837 学研の英語ずかん５　アメリカンライフ 羽鳥 博愛 監修 学研
837 学研の英語ずかん６　ＡＢＣあそび 羽鳥 博愛 監修 学研
837 絵で見るスキット英会話１　すてきな一日 坂巻 潤子 構成・英文 学研
837 絵で見るスキット英会話２　学校生活・部活 坂巻 潤子 構成・英文 学研
837 絵で見るスキット英会話３　ファッション・趣味 坂巻 潤子 構成・英文 学研
837 絵で見るスキット英会話４　ホームステイ 坂巻 潤子 構成・英文 学研
837 絵で見るスキット英会話５　海外旅行 坂巻 潤子 構成・英文 学研
837 セロ弾きのゴーシュ 宮沢 賢治 原作 ラボ教育センター
837 こんどは何？ チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 どうなってるの？ チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 やっぱり、ね。 チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 そうだよ。 チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 その調子で チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 いいことがある チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 もっともっと チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 ほっとひと息 チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 はじめよう チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 何かあったら チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 こんなもの！？ チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 もしかしたら… チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 ちょっとだけ チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 いいかもしれない チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 いつまでも チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 講談社
837 たのしい英語のうた　第１集 広瀬 量平 音楽監修 ラボ教育センター
837 たのしい英語のうた　第２集 広瀬 量平 音楽監修 ラボ教育センター
837 たのしい英語のうた　第３集 広瀬 量平 音楽監修 ラボ教育センター
837 えいごのあそびうた 広瀬 量平 音楽監修 ラボ教育センター
837 白雪姫 Ｇｒｉｍｍ 再話 ラボ教育センター
837 マザーグースとあそぶ本 百々 佑利子 監修 ラボ教育センター
837 ３びきのコブタ Ｊｏｓｅｐｈ　Ｊａｃｏｂｓ 再話 ラボ教育センター
837 わらじをひろったきつね 斎藤 君子 再話 ラボ教育センター
837 みにくいあひるのこ Ａｎｄｅｒｓｅｎ 作 ラボ教育センター
837 ふしぎの国のアリス Ｌｅｗｉｓ　Ｃａｒｒｏｌｌ 原作 ラボ教育センター
837 不死身の九人きょうだい たなべ まもる 再話 ラボ教育センター
837 きもちをつたえることば アリキ 作・絵 偕成社
837 マナーをしることば アリキ 作・絵 偕成社
837 つたえあうことば アリキ 作・絵 偕成社
837 マナーをしることば アリキ 作・絵 偕成社
837 きもちをつたえることば アリキ 作・絵 偕成社
837 つたえあうことば アリキ 作・絵 偕成社
837 Japan's Best "Short Jetters to Mom"
837 中学英語で話せる日本文化　１　日常生活編 桑原　功次 著 汐文社
837 中学英語で話せる日本文化　２　現代文化編 桑原　功次 著 汐文社
837 中学英語で話せる日本文化　３　伝統文化編 桑原　功次 著 汐文社
837 スヌーピーのスクールデイズ チャールズＭ．シュルツ 著 角川書店
837 英会話なるほどフレーズ１００ スティーブ・ソレイシィ 著 アルク
837 学研の英語ずかん１　おもしろかいわ① 学研
837 学研の英語ずかん２　おもしろかいわ② 学研



837 学研の英語ずかん３　たんごあそび 学研
837 学研の英語ずかん４ 学研
837 学研の英語ずかん５　アメリカンライフ 学研
837 学研の英語ずかん６ 学研
837 Thumbelina Ladybird
837 Hansel and gretel Ladybird
837 Dick Whittington Ladybird
837 Cinderella Ladybird
837 Robinson Crusoe ladybird
837 Billy Goats Gruff Ladybird
837 Puss in Boots Ladybird
837 Red Riding Hood Ladybird
837 Peter and the Wolf ladybird
837 Sleeping Beauty Ladybird
837 英語の詩 河野 一郎 著 岩波書店
837 メイシーちゃんおたのしみきょうしつへゆきます ルーシー・カズンズ 作 偕成社
837 メイシーちゃんベッドにはいります ルーシー・カズンズ 作 偕成社
837 メイシーちゃんおたのしみひろばへゆきます ルーシー・カズンズ 作 偕成社
837 メイシーちゃんおよぎにゆきます ルーシー・カズンズ 作 偕成社
837 なにがみえるのラビットくん ルーシー・カズンズ 作 偕成社
837 なにがきこえるのラビットくん ルーシー・カズンズ 作 偕成社
837 浦島太郎 荒井 良二 絵 あすなろ書房
837 雪女 林 静一 絵 あすなろ書房
837 鶴女房 永田 萠 絵 あすなろ書房
837 たにし長者 伊藤 秀男 絵 あすなろ書房
837 ねずみの嫁入り はた こうしろう 絵 あすなろ書房
837 絵で見るスキット英会話１　すてきな一日 坂巻 潤子 構成・英文 学研
837 絵で見るスキット英会話２　学校生活・部活 坂巻 潤子 構成・英文 学研
837 絵で見るスキット英会話３　ファッション・趣味 坂巻 潤子 構成・英文 学研
837 絵で見るスキット英会話４　ホームステイ 坂巻 潤子 構成・英文 学研
837 絵で見るスキット英会話５　海外旅行 坂巻 潤子 構成・英文 学研
837 Ａ　ｐｅａｎｕｔｓ　ｂｏｏｋ　ｆｅａｔｕｒｉｎｇ　Ｓｎｏｏｐｙ１ チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 角川書店
837 Ａ　ｐｅａｎｕｔｓ　ｂｏｏｋ　ｆｅａｔｕｒｉｎｇ　Ｓｎｏｏｐｙ４ チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 角川書店
837 Ａ　ｐｅａｎｕｔｓ　ｂｏｏｋ　ｆｅａｔｕｒｉｎｇ　Ｓｎｏｏｐｙ５ チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 角川書店
837 Ａ　ｐｅａｎｕｔｓ　ｂｏｏｋ　ｆｅａｔｕｒｉｎｇ　Ｓｎｏｏｐｙ７ チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 角川書店
837 Ａ　ｐｅａｎｕｔｓ　ｂｏｏｋ　ｆｅａｔｕｒｉｎｇ　Ｓｎｏｏｐｙ８ チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 角川書店
837 Ａ　ｐｅａｎｕｔｓ　ｂｏｏｋ　ｆｅａｔｕｒｉｎｇ　Ｓｎｏｏｐｙ９ チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 角川書店
837 Ａ　ｐｅａｎｕｔｓ　ｂｏｏｋ　ｆｅａｔｕｒｉｎｇ　Ｓｎｏｏｐｙ１０ チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 角川書店
837 The Sorcerer's　Apprentice Ladybird
837 Winnie the Pooh and blustery day Ladybird
837 Sleeping Beauty Ladybird
837 Pinocchio Ladybird
837 Peter Pan Ladybird
837 Lady and the Tramp Ladybird
837 The Jungle Book Ladybird
837 Winnie the Pooh and the honey tree Ladybird
837 Cinderella Ladybird
837 Snow White and the Seven Dwarfs Ladybird
837 Alice in Wonderland Ladybird
837 The Aristocats Ladybird
837 Beauty and the Beast Ladybird
837 The Little Mermaid Ladybird
837 Aladdin Ladybird
837 Pocahontas Ladybird
837 日本人のちょっとヘンな英語 中野　きゆ美 / 画　　デイビッド・セイン / 原案 アスコム
837 英会話の９割は中学英語で通用する　ｍｉｎｉ版 セイン，デイビッド / 著 アスコム
837 日本人のちょっとヘンな英語　２　日本人のあるある英語編 中野　きゆ美 画 アスコム
837 日本人の英会話あるある 山田　暢彦 著 木内　麗子 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
837 英語では「ホニャララ」と言います。 朝日新聞社Ａｓａｈｉ　Ｗｅｅｋｌｙ 編 川村　コウイチ 画 朝日新聞出版



837 英語ＤＥ落語・動物園 桂　かい枝 著 おべとも 画 すずき出版
837 英語で日本を紹介しよう　１ データワールド ポプラ社
837 英語で日本を紹介しよう　２ データワールド ポプラ社
837 英語で日本を紹介しよう　３ データワールド ポプラ社
837 英語で日本を紹介しよう　４ データワールド ポプラ社
837 英語で日本を紹介しよう　５ データワールド ポプラ社
837 中学英語で日本を紹介する本 デイビッド・セイン 著 河出書房新社//河出書房新社

894 ヒエログリフを書こう！ フィリップ・アーダ 著 翔泳社
901 作家になるには 永江　朗 著 ぺりかん社
901 シナリオライター・放送作家になるには 山中伊知郎 著 ぺりかん社
901 物語の役割 小川　洋子 著 筑摩書房
902 あらすじで読む世界の名著　Ｎｏ．１ 小川　義男 編著 樂書舘
902 あらすじで読む世界の名著　Ｎｏ．２ 小川　義男 編著 樂書舘
902 詩に誘われて 柴田　翔 著 筑摩書房
903 名探偵シャーロック・ホームズ事典 日本シャーロック・ホームズ・クラブ 著 くもん出版
908 ユーモアの香り 川崎 洋 編 岩崎書店
908 戦争 ミハイル・ショーロホフ 〔ほか〕著 ポプラ社
908 安楽椅子の探偵たち ベン・ヘクト 〔ほか〕著 ポプラ社
908 ロマンティック・ストーリーズ 今 市子 〔ほか〕著 ポプラ社
908 暗号と名探偵 コナン・ドイル 〔ほか〕著 ポプラ社
908 マザー 赤川 次郎 〔ほか〕著 ポプラ社
908 おいしい話 池波 正太郎 〔ほか〕著 ポプラ社
908 花のお江戸のミステリー 野村 胡堂 〔ほか〕著 ポプラ社
908 解放 川原 泉 〔ほか〕著 ポプラ社
908 理想の国語教科書 斎藤 孝 著 文芸春秋
908 いま、きみを励ますことば 中村　邦生 著 岩波書店
908 緑色の目の白いネコ レ・ファニュ 原作 金の星社
908 黄金のつぼ ホフマン 原作 金の星社
908 ギリシャ神話 講談社
908 ロビン＝フッドの冒険 講談社
908 ロミオとジュリエット 講談社
908 ガリバー旅行記 講談社
908 ロビンソン漂流記 講談社
908 宝島 講談社
908 クリスマスキャロル 講談社
908 シャーロック＝ホームズの冒険 講談社
908 若草物語 講談社
908 小公子 講談社
908 トム＝ソーヤの冒険 講談社
908 あしながおじさん 講談社
908 黒猫・黄金虫 講談社
908 赤毛のアン 講談社
908 アルプスの少女 講談社
908 ああ無情 講談社
908 飛ぶ教室 講談社
908 三銃士 講談社
908 イワンの馬鹿 講談社
908 ドン＝キホーテ 講談社
908 クオレ 講談社
908 西遊記 講談社
908 三国志 講談社
908 イギリスの怪奇民話 評論社
908 ドイツの怪奇民話 評論社
908 ロシアの怪奇民話 評論社
908 イタリアの怪奇民話 評論社
908 スウェーデンの怪奇民話 評論社
908 フランスの怪奇民話 評論社
908 アメリカの怪奇民話 評論社
908 韓国の怪奇民話 評論社



908 アイルランドの怪奇民話 評論社
908 書き出し「世界文学全集」 柴田　元幸 編訳 河出書房新社
908 人は、ひとりでは生きていけない。 ハンス・クリスチャン・アンデルセン，他 著 吉田　絃二郎，他 訳 くもん出版
908 恋の終わりは、いつも同じだけれど…。 オー・ヘンリー，他 著 妹尾　韶夫，他 訳 くもん出版
908 もう、夢みたいなことばかり言って！！ ハンス・クリスチャン・アンデルセン，他 著 鈴木　三重吉，他 訳 くもん出版
908 笑ってばかりで、ゴメンナサイ！！ ヤーコプ・ルードヴィヒ・グリム，他 著 楠山　正雄，他 訳 くもん出版
908 ほんとうに、怖がらなくてもいいの？ シャルル・ペロー，他 著 豊島　与志雄，他 訳 くもん出版
908 親友のつくり方、教えましょう。 アルカージー・アウェルチェンコ，他 著 上脇　進，他 訳 くもん出版
908 家族だからって、わからないこともある。 レフ・トルストイ，他 著 米川　正夫，他 訳 くもん出版
908 めそめそしてても、いいじゃない！？ オスカー・ワイルド，他 著 楠山　正雄，他 訳 くもん出版
908 不思議の世界へ、はい、ジャンプ！ アントン・チェーホフ，他 著 山野　虎市，他 訳 くもん出版
908 ちょっとそこまで、冒険に。 ハンス・クリスチャン・アンデルセン，他 著 鈴木　三重吉，他 訳 くもん出版
908 どうしてかわかる？ ジョージ・シャノン 著 ピーター・シス 画 福本　友美子 訳 晶文社//晶文社
908 あたまをひねろう！ ジョージ・シャノン 著 ピーター・シス 画 福本　友美子 訳 晶文社//晶文社
908 やっとわかったぞ！ ジョージ・シャノン 著 ピーター・シス 画 福本　友美子 訳 晶文社//晶文社
908 ものの見方が変わる　座右の寓話 戸田智弘 ディスカヴァー・トゥエンティワン

909 イギリス７つのファンタジーをめぐる旅 さくま ゆみこ 著 メディアファクトリー
909 子どもの本の書き手たち 全国学校図書館協議会　編 社団法人全国学校図書館協議会

909 老いと死を伝える子どもの本　改訂 谷出　千代子 / 著 大空社
909 世界・日本児童文学登場人物辞典 定松 正 編 玉川大学出版部
909 子どもが息をのむこわい話・ふしぎな話２ 石田 泰照 編著 黎明書房
909 子どもが息をのむこわい話・ふしぎな話１ 石田 泰照 編著 黎明書房
910 現代日本児童文学詩人名鑑 日本児童文学者協会 編 教育出版センター
910 新讃岐の文学散歩 佐々木　正夫 四国新聞社
910 あのころの未来 最相　葉月 著 新潮社
910 あらすじで読む日本の名著 小川　義男 編 樂書舘
910 あらすじで読む日本の名著　Ｎｏ．２ 小川　義男 編著 樂書舘
910 あらすじで読む日本の名著　Ｎｏ．３ 小川　義男 編著 樂書舘
910 文車日記 田辺聖子 新潮社
910 しゃばけ読本 畠中　恵 著 新潮社
910 鬼平犯科帳の世界 池波正太郎　編 文藝春秋
910 教科書の文学を読みなおす 島内　景二 著 筑摩書房
910 バルサの食卓 上橋　菜穂子 著 新潮社
910 ジェネラル・ルージュの伝説 海堂　尊 著 宝島社
910 古事記 赤塚 不二夫 著 学研
910 枕草子 赤塚 不二夫 著 学研
910 源氏物語 赤塚 不二夫 著 学研
910 今昔物語 赤塚 不二夫 著 学研
910 平家物語 赤塚 不二夫 著 学研
910 徒然草 赤塚 不二夫 著 学研
910 星の金貨　上 竜居 由佳里 脚本 日本テレビ放送網
910 １８０ｃｃのいのち 大竹 あや 著 日本テレビ放送網
910 星の金貨　下 竜居 由佳里 脚本 日本テレビ放送網
910 日本古典入門 池田　亀鑑 講談社
910 日本文学史 小西 甚一 〔著〕 講談社
910 近代作家名文句辞典 村松 定孝 編 東京堂出版
910 近代作家エピソード辞典 村松 定孝 編 東京堂出版
910 現代女性文学辞典 村松 定孝 編 東京堂出版
910 近代作家書簡文鑑賞辞典 村松 定孝 編 東京堂出版
910 作家の臨終・墓碑事典 岩井 寛 編 東京堂出版
910 東京文学地名辞典 槌田 満文 編 東京堂出版
910 時代別日本文学史事典　近世編 時代別日本文学史事典編集委員会 編 東京堂出版
910 時代別日本文学史事典　現代編 時代別日本文学史事典編集委員会 編 東京堂出版
910 枕草子・紫式部日記 鈴木 日出男 〔編集・執筆〕 新潮社
910 方丈記・徒然草 稲田 利徳 〔編集・執筆〕 新潮社
910 古典から現代まで１２６の文学１ ＰＨＰ研究所
910 古典から現代まで１２６の文学２ ＰＨＰ研究所
910 古典から現代まで１２６の文学３ ＰＨＰ研究所
910 古典から現代まで１２６の文学４ ＰＨＰ研究所



910 古典から現代まで１２６の文学５ ＰＨＰ研究所
910 古典から現代まで１２６の文学６ ＰＨＰ研究所
910 平家物語 牧野 和夫 〔編集・執筆〕 新潮社
910 伊豆と川端文学事典 川端文学研究会 編 勉誠出版
910 日本人なら知っておきたい日本文学 蛇蔵，海野　凪子 / 著 幻冬舎
910 死ぬまでに読んでおきたい国民的作家１０人の名作１００選 井上　裕務 / 編 洋泉社
910 日本の文豪こころに響く言葉　１ 長尾　剛 / 著 汐文社
910 日本の文豪こころに響く言葉　２ 長尾　剛 著 汐文社
910 日本の文豪こころに響く言葉　３ 長尾　剛 著 汐文社
910 よちよち文藝部 久世　番子 / 著 文藝春秋
910 学校では教えない古典 吉野　敬介 著 東京書籍
910 グリフィンとお茶を 荻原　規子 著 徳間書店
910 千年の百冊 鈴木　健一 編 小学館
910 どくとるマンボウ青春記 北 杜夫 新潮社
910 半自叙伝。無名作家の日記 菊池 寛 岩波書店
910 病床六尺 正岡 子規 岩波書店
910 文豪ナビ　夏目漱石 新潮文庫 新潮社
910 花子とアンへの道 村岡　恵理 編 新潮社
910 現代語で読むたけくらべ 樋口　一葉 著 山口　照美 訳 理論社
910 現代語で読む舞姫 森　鴎外 著 高木　敏光 訳 理論社
910 現代語で読む坊っちゃん 夏目　漱石 著 深澤　晴彦 訳 理論社
910 天才・菊池寛 文藝春秋 編 文藝春秋
910 平安女子の楽しい！生活 川村　裕子 著 岩波書店
910 菊池寛急逝の夜 菊池　夏樹 著 中央公論新社
910 あまねく神竜住まう国 荻原　規子 著 徳間書店
910 文豪男子コレクション レッカ社 編著 カンゼン
910 夏目漱石、読んじゃえば？ 奥泉　光 著 香日　ゆら 画 河出書房新社
910 夜を乗り越える 又吉　直樹 著 小学館
910 文豪ストレイドッグス公式国語便覧 佐柄／みずき∥著 KADOKAWA
910 古文に親しもう ワン・ステップ 編 金の星社//金の星社
910 文豪ナンバーワン決定戦 宝島社//宝島社
911 花のうた おーなり 由子 著 角川書店
911 青空の指きり 恩田 皓充 著 河出書房新社
911 新美南吉詩集　花をうかべて 新美 南吉 著 岩崎書店
911 茶木滋童謡詩集　めだかの学校 茶木 滋 著 岩崎書店
911 室生犀星詩集　生きものはかなしかるらん 室生 犀星 著 岩崎書店
911 山村暮鳥詩集　おうい雲よ 山村 暮鳥 著 岩崎書店
911 まど・みちお詩集　ぞうさん・くまさん まど みちお 著 岩崎書店
911 谷川俊太郎詩集　いしっころ 谷川 俊太郎 著 岩崎書店
911 阪田寛夫童謡詩集　夕日がせなかをおしてくる 阪田 寛夫 著 岩崎書店
911 川崎洋詩集　どうぶつぶつぶつ 川崎 洋 著 岩崎書店
911 工藤直子詩集　うたにあわせてあいうえお 工藤 直子 著 岩崎書店
911 啄木・中也・道造詞華集　夢 石川 啄木 〔ほか〕著 岩崎書店
911 永訣の朝 宮沢 賢治 著 岩崎書店
911 島崎藤村詩集　小諸なる古城のほとり 島崎 藤村 著 岩崎書店
911 北原白秋童謡詩歌集　赤い鳥小鳥 北原 白秋 著 岩崎書店
911 萩原朔太郎詩集　悲しい月夜 萩原 朔太郎 著 岩崎書店
911 草野心平詩集　蛙のうた 草野 心平 著・画と書 岩崎書店
911 詞華集　少年 丸山 薫 〔ほか〕著 岩崎書店
911 詞華集　君死にたまうことなかれ 大塚 楠緒子 〔ほか〕著 岩崎書店
911 三越左千夫少年詩集　どこかへ行きたい 三越 左千夫 著 岩崎書店
911 新川和江詩集　地球よ 新川 和江 著 岩崎書店
911 詞華集　いのち 大倉 雅恵 〔ほか〕著 岩崎書店
911 愛・家族 川崎 洋 編 岩崎書店
911 四季のうた 川崎 洋 編 岩崎書店
911 自然のうた 川崎 洋 編 岩崎書店
911 動物たちのうた 川崎 洋 編 岩崎書店
911 花と木のうた 川崎 洋 編 岩崎書店
911 いのちのうた 川崎 洋 編 岩崎書店



911 戦争と人間 川崎 洋 編 岩崎書店
911 夢 川崎 洋 編 岩崎書店
911 星の家族 宮田 滋子 著 教育出版センター
911 新しい空がある 国沢 たまき 著 教育出版センター
911 かえるの国 池田 あきつ 著 教育出版センター
911 ボクのすきなおばあちゃん 黒田 恵子 詩 教育出版センター
911 よなかのしまうまバス 垣内 磯子 著 教育出版センター
911 太陽へ 小泉 周二 詩 教育出版センター
911 青い地球としゃぼんだま 中島 和子 詩 銀の鈴社
911 天のたて琴 のろ さかん 詩 銀の鈴社
911 ただ今　受信中 加藤　丈夫 銀の鈴社
911 あなたがいるから 北原 悠子 詩 銀の鈴社
911 おんぷになって 池田 もと子 詩 銀の鈴社
911 はねだしの百合 鈴木 初江 著 銀の鈴社
911 かなしいときには 垣内 磯子 著 銀の鈴社
911 おかしのすきな魔法使い 秋葉 てる代 詩 銀の鈴社
911 小さな　さようなら 青戸　かいち 銀の鈴社
911 雨のシロホン 柏木 恵美子 著 銀の鈴社
911 たいようのおなら 灰谷 健次郎 〔ほか〕編 のら書店
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版



911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 実用俳句歳時記 辻 桃子 編 成美堂出版
911 かぎりなく子どもの心に近づきたくて 山際 鈴子 著 教育出版センター
911 かぎりなく子どもの心に近づきたくてⅡ 山際 鈴子 著 教育出版センター
911 あなたの手のひら 星野 富弘 著 偕成社
911 かたちがわたしのおかあさん 【ハシ】立 悦子 編著 絵 教育出版センター
911 とことんじまんで自己紹介 橋立 悦子 編著 絵 教育出版センター
911 まゆげのびようたいそう 【ハシ】立 悦子 編著 絵 教育出版センター
911 おともだちみつけた 【ハシ】立 悦子 編著 絵 教育出版センター
911 あなたにおくる世界の名詩１　恋愛 川崎 洋 編 岩崎書店
911 子どもたちに贈りたい詩 矢口 栄 著 教育出版センター
911 心に響くはがき歌　第４集 はがき歌コンテスト実行委員会 編 河出書房新社
911 あふれる愛のはがき歌　第３集 はがき歌コンテスト実行委員会 編 河出書房新社
911 こころのめ 橋立 悦子 編著 教育出版センター
911 僕は馬鹿になった。 ビートたけし 著 祥伝社
911 空のうた おーなり 由子 著 角川書店
911 チチンプイプイ 橋立 悦子 編著 教育出版センター
911 万葉集の植物 吉野 正美 解説 偕成社
911 みんなやわらかい 谷川 俊太郎 著 大日本図書
911 いつもどこかで 新川 和江 詩 大日本図書
911 空への質問 高階 杞一 詩 大日本図書



911 今日からはじまる 高丸 もと子 詩 大日本図書
911 ほんとこうた・へんてこうた 阪田 寛夫 詩 大日本図書
911 かさなりあって 島田 陽子 著 大日本図書
911 おなかの大きい小母さん まど みちお 詩 大日本図書
911 またすぐに会えるから はたち よしこ 詩 大日本図書
911 もうだいじょうぶだから 木村 信子 詩 大日本図書
911 風にきいてごらん 葉 祥明 著 大和書房
911 すみれの花の砂糖づけ 江国 香織 詩 理論社
911 五つのエラーをさがせ！ 木坂 涼 詩 大日本図書
911 詩なんか知らないけど 糸井 重里 詩 大日本図書
911 十秒間の友だち 大橋 政人 詩 大日本図書
911 みだれ髪 与謝野 晶子 著 新潮社
911 石垣りん詩集　表札など 石垣 りん 詩 童話屋
911 石垣りん詩集　私の前にある鍋とお釜と燃える火と 石垣 りん 詩 童話屋
911 倚りかからず 茨木 のり子 著 筑摩書房
911 詩ってなんだろう 谷川 俊太郎 〔編〕著 筑摩書房
911 空への手紙 佐藤 律子 編 ポプラ社
911 石垣りん詩集 石垣 りん 著 角川春樹事務所
911 金子みすゞてのひら詩集　１ 金子 みすゞ 童謡 ＪＵＬＡ出版局
911 金子みすゞてのひら詩集　２ 金子 みすゞ 童謡 ＪＵＬＡ出版局
911 猪木詩集 アントニオ猪木 〔著〕 角川書店
911 千の風になって 新井　満 著 講談社
911 あさ／朝 谷川　俊太郎 著 アリス館
911 スキ 廣瀬　裕子 著 ＰＨＰ研究所
911 サヨナラ 廣瀬　裕子 著 ＰＨＰ研究所
911 ずっとずっと 廣瀬　裕子 著 ＰＨＰ研究所
911 バースデイ 廣瀬　裕子 著 大和書房
911 雨は見ている川は知ってる 銀色　夏生 著 角川書店
911 ぼくがここに まど　みちお 著 童話屋
911 高村光太郎詩集 高村　光太郎 著 角川春樹事務所
911 愛を想う 東　直子 著 ポプラ社
911 みすゞコスモス 矢崎 節夫 著 ＪＵＬＡ出版局
911 三十一文字のパレット 俵万智 中央公論社
911 記憶の色 俵万智 中央公論社
911 サラダ記念日 俵万智 河出書房新社
911 ゆう／夕 谷川　俊太郎 著 アリス館
911 三好達治詩集 三好　達治 著 新潮社
911 イラスト中学生川柳　第１巻 小林　桂三郎 編 汐文社
911 イラスト中学生川柳　第２巻 小林　桂三郎 編 汐文社
911 イラスト中学生川柳　第３巻 小林　桂三郎 編 汐文社
911 イラスト中学生川柳　第４巻 小林　桂三郎 編 汐文社
911 みだれ髪 與謝野　晶子 著 角川書店
911 北原白秋詩集 北原　白秋 著 新潮社
911 どきん 谷川　俊太郎 著 理論社
911 一握の砂 石川　啄木 著 ほるぷ出版
911 愛をはぐくむはがき歌　第７集 はがき歌コンテスト実行委員会 編 河出書房新社
911 姉ちゃんの詩集 サマー 著 講談社
911 あゆとサザンで学ぶ詩の世界　元気をくれる歌 根本　浩 著 金の星社
911 あゆとサザンで学ぶ詩の世界　自分探しの歌 根本　浩 著 金の星社
911 すこやかにおだやかにしなやかに 谷川　俊太郎 著 佼成出版社
911 あなたとの時間を愛と呼べるように きむ 著 いろは出版
911 茨木のり子詩集　落ちこぼれ 茨木　のり子 著 理論社
911 求めない 加島　祥造 著 小学館
911 星野富弘　ことばの雫 星野　富弘 著 フォレスト・ブックス
911 お母さんのきもち 詩　新川　和江 小学館
911 定員オーバー 谷　郁雄 著 理論社
911 子どもたちの遺言 谷川　俊太郎 著 佼成出版社
911 生きる 谷川　俊太郎 著 角川・エス・エス・コミュニケーションズ

911 宮澤賢治詩集　永訣の朝 宮澤賢治 岩崎書店



911 わたしが一番きれいだったとき 茨木　のり子 著 毎日コミュニケーションズ

911 だから優しく、と空が言う 中島　未月 著 ＰＨＰ研究所
911 一秒の言葉 小泉　吉宏 著 メディアファクトリー
911 くじけないで 柴田　トヨ 著 飛鳥新社
911 ゴミの日 アーサー・ビナード 著 理論社
911 小さな夢の詩集　１　小さな夢の展覧会 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　２　愛と放浪への旅立ち 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　３　あなた人生頑張ってね 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　４　人間の原点 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　５　愛の詩集 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　６　絶望より立つ 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　７　絶対負けない 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　８　大切なあなたへ 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　９　逆境克服 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　１０　愛は生命 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　１１　この道一筋 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　１２　心の決断 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　１３　絶望からの挑戦 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　１４　生命あるかぎり 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　１５　春夏秋冬 須永　博士 著 七賢出版
911 小さな夢の詩集　１６　夢一路 須永　博士 著 七賢出版
911 詩集　本気をだせばなんでもやれる 須永　博士 著 七賢出版
911 詩集　自分さがし 須永　博士 著 七賢出版
911 パンツはきかえのうた やなせ　たかし 著 国土社
911 信じる明日に向かって きむ 著 いろは出版
911 あなたが生きる今日が素晴らしい きむ 著 いろは出版
911 幸せに咲く人生を きむ 著 いろは出版
911 季節の詩の絵本　１　たまごのなかで こわせ　たまみ 編 あすなろ書房
911 季節の詩の絵本　２　あめふりくまのこ こわせ　たまみ 編 あすなろ書房
911 季節の詩の絵本　３　ぼうしをかぶろう こわせ　たまみ 編 あすなろ書房
911 季節の詩の絵本　４　やまのこもりうた こわせ　たまみ 編 あすなろ書房
911 季節の詩の絵本　５　ちらちらゆき こわせ　たまみ 編 あすなろ書房
911 少年少女のための日本名詩選集１３ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 少年少女のための日本名詩選集１４ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 少年少女のための日本名詩選集１５ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 少年少女のための日本名詩選集１２ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 百人一首をおぼえよう 佐佐木 幸綱 編著 さ・え・ら書房
911 まごころを伝えるはがき歌　第５集 はがき歌コンテスト実行委員会 編 河出書房新社
911 せんせいけらいになれ 灰谷 健次郎 作 理論社
911 海を越えた蝶 小島 禄琅 著 教育出版センター
911 現代少年詩論　上巻 菊永 謙 著 教育出版センター
911 現代少年詩論　下巻 菊永 謙 著 教育出版センター
911 少年詩の世界 現代少年詩集編集委員会 編 教育出版センター
911 少年少女のための日本名詩選集１１ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 少年少女のための日本名詩選集１０ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 少年少女のための日本名詩選集９ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 少年少女のための日本名詩選集８ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 少年少女のための日本名詩選集７ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 少年少女のための日本名詩選集６ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 少年少女のための日本名詩選集５ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 少年少女のための日本名詩選集４ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 少年少女のための日本名詩選集３ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 少年少女のための日本名詩選集２ 萩原 昌好 編 あすなろ書房
911 日本原爆詩集 太平出版社
911 地球の病気 藤田 圭雄 詩 国土社
911 小島に生かされて 荻原とほる・林みち子 関西アララギ研究所
911 歌集　花挽歌 原　けい子 新星書房
911 まんがで学習おぼえておきたい短歌１００ 萩原 昌好 編・著 あかね書房
911 おくのほそ道 宮嶋 康彦 写真 偕成社



911 わらべうた 谷川 俊太郎 著 集英社
911 絢爛たる暗号 織田 正吉 著 集英社
911 レモン哀歌 高村 光太郎 著 集英社
911 教科書にでてくる俳句 くもん出版
911 教科書にでてくる短歌 くもん出版
911 百人一首 くもん出版
911 マンガ百人一種 平凡社
911 和歌鑑賞辞典 窪田 章一郎 〔ほか〕編 東京堂出版
911 春と名句と季語 藤森 徳秋 編 国土社
911 夏の名句と季語 藤森 徳秋 編 国土社
911 秋の名句と季語 藤森 徳秋 編 国土社
911 冬の名句と季語 藤森 徳秋 編 国土社
911 俳句の鑑賞とつくり方 藤森 徳秋 編 国土社
911 春の名歌百選 藤森 徳秋 編 国土社
911 夏の名歌百選 藤森 徳秋 編 国土社
911 秋の名歌百選 藤森 徳秋 編 国土社
911 冬の名歌百選 藤森 徳秋 編 国土社
911 雑歌百選 藤森 徳秋 編 国土社
911 まっかな秋 薩摩 忠 著 教育出版センター
911 夕方のにおい 阪田 寛夫 詩 教育出版センター
911 五月の風 佐藤 雅子 著 教育出版センター
911 はじめのいーっぽ こやま 峰子 詩 銀の鈴社
911 茂作じいさん 小林 純一 詩 教育出版センター
911 野のまつり 新川 和江 著 教育出版センター
911 ピカソの絵 三枝 ますみ 著 銀の鈴社
911 野原のなかで かわて せいぞう 著 教育出版センター
911 でていった 木村 信子 詩 教育出版センター
911 あかちんらくがき 北村 蔦子 詩 教育出版センター
911 こもりうた 小泉 周二 著 教育出版センター
911 砂かけ狐 黒柳 啓子 詩 銀の鈴社
911 のはらで　さきたい 久保田 昭三 詩 教育出版センター
911 だれもいそがない村 岸田 衿子 詩 教育出版センター
911 朝の頌歌（ほめうた） 大岡 信 著 銀の鈴社
911 ありがとうそよ風 葉 祥明 詩・絵 銀の鈴社
911 ゆめみることば 与田 凖一 詩 教育出版センター
911 春行き一番列車 山本 竜生 著 教育出版センター
911 絵をかく夕日 宮田 滋子 詩 教育出版センター新社
911 風車 久富 純江 詩 教育出版センター
911 猫曜日だから 日友 靖子 詩 銀の鈴社
911 レモンの車輪 はたち よしこ 著 銀の鈴社
911 おとのかだん のろ さかん 詩 教育出版センター
911 大きくなったら 津坂 治男 詩 教育出版センター
911 枯れ葉と星 高田 敏子 詩 教育出版センター
911 おかあさんのにおい たかはし けいこ 著 教育出版センター
911 星の美しい村 鈴木　敏史 教育出版センター
911 あくたれぼうずのかぞえうた 後藤 れい子 詩 教育出版センター
911 風栞 小関 秀夫 著 銀の鈴社
911 かげろうのなか 海沼 松世 著 教育出版センター
911 ゆきふるるん 小野 ルミ 詩 銀の鈴社
911 はたけの詩 大久保 テイ子 著 教育出版センター新社
911 たったひとりの読者 なぐも はるき 詩・絵 銀の鈴社
911 げんげと蛙 草野 心平 詩 教育出版センター
911 地球へのピクニック 谷川 俊太郎 詩 教育出版センター新社
911 ミスター人類 江上 波夫 詩 教育出版センター
911 ハープムーンの夜に 秋葉 てる代 詩 銀の鈴社
911 水と風 江間 章子 詩 教育出版センター
911 ぞうのかばん えぐち まき 著 教育出版センター
911 そらいろのビー玉 尾上 尚子 著 教育出版センター
911 子どもたちと詩を楽しむ５分間 日本教育センター



911 カワウソの帽子 楠木 しげお 詩 教育出版センター
911 とんぼの中にぼくがいる 夢 虹二 詩 銀の鈴社
911 まざあ・ぐうす 北原 白秋 訳 角川書店
911 ことばあそびうた 谷川 俊太郎 詩 福音館書店
911 ことばあそびうた　また 谷川 俊太郎 詩 福音館書店
911 みみをすます 谷川 俊太郎 著 福音館書店
911 かぼちゃごよみ 川原田 徹 絵 福音館書店
911 ぴかぴかコンパス こやま 峰子 著 大日本図書
911 雲の窓 武鹿 悦子 著 大日本図書
911 詩を贈ろうとすることは 谷川 俊太郎 著 集英社
911 あいたくて 工藤 直子 著 大日本図書
911 絵のような村で 江間 章子 著 大日本図書
911 星のおしごと 新川 和江 著 大日本図書
911 俳句はいかが 五味 太郎 作・絵 岩崎書店
911 四季のことば１００話 米川 千嘉子 著 岩波書店
911 二十億光年の孤独 谷川 俊太郎 著 サンリオ
911 奥の細道を読もう 藤井 圀彦 編著 さ・え・ら書房
911 短歌をつくろう 佐佐木 幸綱 著 さ・え・ら書房
911 詩が大すきになる教室 西口 敏治 著 さ・え・ら書房
911 俳句をつくろう 藤井 圀彦 著 さ・え・ら書房
911 こども俳句歳時記 ポプラ社
911 旅の詩集 寺山 修司 編著 立風書房
911 日本童謡詩集 寺山 修司 編著 立風書房
911 人生処方詩集 寺山 修司 編著 立風書房
911 中原中也詩集 中原 中也 〔著〕 角川書店
911 真っ白でいるよりも 谷川 俊太郎 著 集英社
911 ああ光太郎・智恵子 伊藤　栄洪 明治図書
911 沖縄　風と少年 佐藤 照雄 著 教育出版センター
911 笑いの神さま 古村　徹三 銀の鈴社
911 古自転車のバットマン 小松 静江 著 教育出版センター
911 春のトランペット 宮入 黎子 著 教育出版センター
911 花のなかの先生 柏木 恵美子 著 教育出版センター
911 地球のうた 秋原 秀夫 著 教育出版センター
911 トマトのきぶん 杉本 深由起 著 教育出版センター
911 真珠のように 相馬 梅子 著 教育出版センター
911 双葉と風 青戸かいち 教育出版センター
911 風の記憶 秋原 秀夫 詩 教育出版センター
911 おじいちゃんの友だち 石井 英行 著 教育出版センター
911 はるおのかきの木 吉田 瑞穂 著 教育出版センター
911 手紙のおうち 宮田 滋子 詩 教育出版センター
911 レモンの木 山下 竹二 著 教育出版センター
911 いつか君の花咲くとき まき たかし 詩 教育出版センター
911 花かんむり 星乃 ミミナ 著 教育出版センター
911 星の輝く海 福田 正夫 著 教育出版センター
911 こころインデックス 藤川 こうのすけ 著 教育出版センター
911 友へ 藤井 則行 著 教育出版センター
911 秋いっぱい 藤 哲生 著 教育出版センター
911 ルビーの空気をすいました 下田 喜久美 著 教育出版センター
911 海は青いとはかぎらない 宍倉 さとし 著 教育出版センター
911 花天使を見ましたか 日友 靖子 著 教育出版センター
911 しっぽいっぽん 桧 きみこ 著 教育出版センター
911 みずたまりのへんじ はなわ たえこ 著 教育出版センター
911 銀の矢ふれふれ 野呂 昶 著 教育出版センター
911 あひるの子 にしお まさこ 著 教育出版センター
911 風のうた 中野 栄子 著 教育出版センター新社
911 鳩への手紙 中原 千津子 著 教育出版センター
911 もうひとつの部屋 中島 あやこ 著 教育出版センター
911 とうさんのラブレター なかの ひろ 著 教育出版センター
911 白い虹 鶴岡 千代子 作 教育出版センター



911 パリパリサラダ ちよはら まちこ 著 教育出版センター
911 仲なおり 高瀬 美代子 著 教育出版センター
911 おかあさんの庭 高崎 乃理子 著 教育出版センター
911 龍のとぶ村 鈴木　美智子 教育出版センター
911 地球がすきだ 小島 禄琅 著 教育出版センター
911 海を越えた蝶 小島 禄琅 著 教育出版センター
911 おにわいっぱいぼくのなまえ 小池　知子 教育出版センター
911 モンキーパズル 小黒 恵子 詩 教育出版センター
911 天気雨 池田 あきつ 著 教育出版センター
911 小さなてのひら いがらし れいこ 著 教育出版センター
911 おばあちゃんの手紙 新井 和 著 教育出版センター
911 版画のはらうたⅡ くどうなおことのはらみんな 詩 童話屋
911 こころのうた 『こころの詩』大賞コンクール制定委員会 編 佼成出版社
911 家族と友だち まど みちお 著 理論社
911 深呼吸の必要 長田 弘 著 晶文社
911 万葉集 赤塚 不二夫 著 学研
911 奥の細道 赤塚 不二夫 著 学研
911 とれたての短歌です。 俵 万智 〔著〕 角川書店
911 これもすべて同じ一日 銀色 夏生 〔著〕 角川書店
911 在りし日の歌 中原 中也 〔著〕 角川書店
911 タンポポの本 坂村 真民 詩 春陽堂書店
911 まごころの本 坂村 真民 詩 春陽堂書店
911 しんみん山の本 坂村 真民 詩 春陽堂書店
911 無辺世界 銀色 夏生 著 河出書房新社
911 まるむし帳 さくら ももこ 著 集英社
911 月夜にひろった氷 銀色 夏生 著 河出書房新社
911 サリサリくん 銀色 夏生 著 河出書房新社
911 黄昏国 銀色 夏生 著 河出書房新社
911 はだか 谷川 俊太郎 著 筑摩書房
911 詩のこころを読む 茨木 のり子 著 岩波書店
911 芭蕉入門 井本　農一 講談社
911 古今和歌集（二） 全訳注 久曽神 昇 講談社
911 百人一首　全訳注 有吉 保 講談社
911 芭蕉の世界 尾形 仂 〔著〕 講談社
911 俳句の世界 小西 甚一 〔著〕 講談社
911 万葉ロマン紀行 吉野 正美 文 偕成社
911 万葉風土記（１）大和編 猪股 静弥 文 偕成社
911 万葉風土記（２）東日本編 猪股 静弥 文 偕成社
911 万葉風土記（３）西日本編 猪股 静弥 文 偕成社
911 万葉集歳時記 吉野 正美 文 偕成社
911 万葉の百人一首 吉野 正美 文 偕成社
911 小倉百人一首 猪股 静弥 文 偕成社
911 われ恋ひめやも 吉野 正美 文 偕成社
911 わたしと小鳥とすずと 金子 みすゞ 著 ＪＵＬＡ出版局
911 明るいほうへ 金子 みすゞ 著 ＪＵＬＡ出版局
911 このみちをゆこうよ 金子 みすゞ 著 ＪＵＬＡ出版局
911 みだれ髪 俵 万智 著 河出書房新社
911 みだれ髪Ⅱ 俵 万智 著 河出書房新社
911 サラダ記念日 俵 万智 著 河出書房新社
911 古今和歌集 小町谷 照彦 〔編集・執筆〕 新潮社
911 詩の世界 高田 敏子 著 ポプラ社
911 青猫 萩原 朔太郎 著 集英社
911 汚れつちまつた悲しみに…… 中原 中也 著 集英社
911 智恵子抄 高村 光太郎 著 新潮社
911 子規歌集 〔正岡 子規 著〕 岩波書店
911 絵解き百人一首 講談社
911 おならぷうっのうた 桜井 信夫 著 文渓堂
911 ぼくと時計の時差について 寺山 富三 著 文渓堂
911 初恋 島崎 藤村 著 集英社



911 カニの子どもが本を読んでます かなもり みちお 文 文渓堂
911 海底列車にのって かなもり みちお 文 文渓堂
911 そのこ 谷川　俊太郎∥著//塚本　やすし∥画 晶文社
911 小さな勇気 江口　正子 / 著　　高見　八重子 / 画 銀の鈴社
911 しあわせへのまわりみち 蒼木　かな / 著 幻冬舎ルネッサンス
911 幸せに咲く人生を　愛蔵版 きむ / 著 いろは出版
911 ＮＨＫ俳句　子どもを詠う 西村　和子 / 著 ＮＨＫ出版
911 百人一首人物大事典　百人の歌人を漫画で解説 吉海　直人 ブティック社
911 言葉の力を贈りたい ねじめ　正一 / 著 日本放送出版協会
911 シルバー川柳　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 ポプラ社
911 恋いのうた。 渡部　泰明 著 杉田　圭 画 メディアファクトリー
911 ランドセル俳人の五・七・五 小林　凛 著 ブックマン社
911 声に出そうはじめての漢詩　１ 全国漢文教育学会 編著 鴨下　潤 画 汐文社
911 声に出そうはじめての漢詩　２ 全国漢文教育学会 編著 鴨下　潤 画 汐文社
911 声に出そうはじめての漢詩　３ 全国漢文教育学会 編著 鴨下　潤 画 汐文社
911 うた恋い。　４ 杉田　圭 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
911 うた恋い。 杉田　圭 著 メディアファクトリー
911 うた恋い。　２ 杉田　圭 著 メディアファクトリー
911 うた恋い。　３ 杉田　圭 著 メディアファクトリー
911 にじ まど　みちお 著 美智子 撰 文藝春秋
911 けしゴム まど　みちお 著 美智子 撰 文藝春秋
911 詞華断章 竹西 寛子 岩波書店
911 自分の感受性くらい 茨木 のり子 花神社
911 こころをゆさぶる言葉たちよ。 島崎　藤村，他 著 くもん出版
911 へいわってすてきだね 安里　有生 著 長谷川　義史 画 ブロンズ新社
911 ぼくの短歌ノート 穂村　弘 著 講談社
911 和歌のルール 渡部　泰明 編 笠間書院
911 版画のはらうた　１ くどう　なおこ 著 ほてはま　たかし 画 童話屋
911 おーいぽぽんた 茨木　のり子，他 編 福音館書店
911 ラスト・ゲーム かな 著 スターツ出版
911 子どもと楽しむ俳句教室 金子兜太 誠文堂新光社
911 大人になるまでに読みたい１５歳の短歌・俳句・川柳　1 黒瀬珂瀾 ゆまに書房
911 大人になるまでに読みたい１５歳の短歌・俳句・川柳　2 佐藤文香 ゆまに書房
911 大人になるまでに読みたい１５歳の短歌・俳句・川柳　3 なかはられいこ ゆまに書房
911 百人一首 名木田恵子 二星天 岩崎書店
911 キリンの子  鳥居歌集 鳥居  著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
911 宇宙の片隅で  石垣りん詩集 石垣りん  著 理論社
911 百人一首物語　全首収録版 目黒　哲也 編 学研プラス//学研プラス

911 漢文に親しもう ワン・ステップ 編 金の星社//金の星社
911 俳句に親しもう ワン・ステップ 編 金の星社//金の星社
911 短歌に親しもう ワン・ステップ 編 金の星社//金の星社
911 俳句・短歌をつくろう ワン・ステップ 編 金の星社//金の星社
911 暗誦百人一首 吉海　直人 監修 永岡書店//永岡書店
911 ポケット詩集 田中　和雄 編 童話屋//童話屋
912 私は貝になりたい　脚本 橋本　忍 朝日新聞出版
912 水の手紙 井上　ひさし 著 萩尾　望都 画 平凡社
913 黒い家 貴志 祐介 著 角川書店
913 天使の囀り 貴志 祐介 著 角川書店
913 これは王国のかぎ 荻原 規子 作 理論社
913 透きとおった糸をのばして 草野 たき 著 講談社
913 くまって、いいにおい ゆもと かずみ 文 徳間書店
913 海をかっとばせ 山下 明生 作 偕成社
913 永遠の仔　上 天童 荒太 著 幻冬舎
913 永遠の仔　下 天童 荒太 著 幻冬舎
913 のほほん絵日記 さくら ももこ 絵と文 集英社
913 俺はその夜多くのことを学んだ 三谷 幸喜 文 幻冬舎
913 風を待つ少年 東 菜奈 著 集英社
913 コバンザメのぼうけん 灰谷 健次郎 文 童心社
913 ゴールド・フィッシュ 森 絵都 著 講談社



913 アーモンド入りチョコレートのワルツ 森 絵都 作 講談社
913 わたしの船長さん 和田 英昭 作 講談社
913 ぼくはここにいる さな ともこ 作 講談社
913 宇宙のみなしご 森 絵都 著 講談社
913 でりばりぃＡｇｅ 梨屋 アリエ 著 講談社
913 超・ハーモニー 魚住 直子 著 講談社
913 ビート・キッズ 風野 潮 作 講談社
913 ミラクル・ファミリー 柏葉 幸子 作 講談社
913 非・バランス 魚住 直子 著 講談社
913 ジーク 斉藤 洋 作 偕成社
913 黒ばらさんの七つの魔法 末吉 暁子 作 偕成社
913 花豆の煮えるまで 安房 直子 作 偕成社
913 ひとりでいらっしゃい 斉藤 洋 作 偕成社
913 精霊の守り人 上橋 菜穂子 作 偕成社
913 選ばなかった冒険 岡田 淳 作 偕成社
913 ドードー鳥の小間使い 柏葉 幸子 作 偕成社
913 闇の守り人 上橋 菜穂子 作 偕成社
913 金のくるみ銀の星 白阪 実世子 作 偕成社
913 またたび浴びたタマ 村上 春樹 文 文芸春秋
913 死の国からのバトン 松谷 みよ子 著 偕成社
913 あの世からの火 松谷 みよ子 著 偕成社
913 きいちゃん 山元 加津子 著 アリス館
913 きいちゃん 山元 加津子 著 アリス館
913 ぼっけえ、きょうてえ 岩井 志麻子 著 角川書店
913 いつでも会える 菊田 まりこ 著 学研
913 リズム 森 絵都 著 講談社
913 ビート・キッズⅡ 風野 潮 作 講談社
913 みちくさ劇場 荒井 良二 作 あかね書房
913 おくりもの みやざき ひろかず 〔作〕 クレヨンハウス
913 霧の流れる川 岡田 依世子 著 講談社
913 ぼっこ 富安 陽子 作 偕成社
913 香川の童話 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 リブリオ出版
913 つきのふね 森 絵都 著 講談社
913 桜物語 大西 伝一郎 作 文渓堂
913 君のためにできるコト 菊田 まりこ 著 学研
913 きいちゃん 山元 加津子 著 アリス館
913 きいちゃん 山元 加津子 著 アリス館
913 きいちゃん 山元 加津子 著 アリス館
913 月の森に、カミよ眠れ 上橋 菜穂子 著 偕成社
913 グリックの冒険 斎藤 惇夫 作 岩波書店
913 ガンバとカワウソの冒険 斎藤 惇夫 作 岩波書店
913 りんご畑の特別列車 柏葉 幸子 作 講談社
913 虚空の旅人 上橋 菜穂子 作 偕成社
913 中陰の花 玄侑宗久 著 文芸春秋
913 巷説百物語 京極 夏彦 著 角川書店
913 夏の滴 桐生 祐狩 著 角川書店
913 古川 吉永 達彦 著 角川書店
913 パラダイス 中上 紀 著 恒文社２１
913 冷静と情熱のあいだ 辻 仁成 著 角川書店
913 冷静と情熱のあいだ 江国 香織 著 角川書店
913 超・殺人事件 東野 圭吾 著 新潮社
913 十歳の戦慄 宇佐美 游 著 講談社
913 ダイブ３ 森 絵都 著 講談社
913 同級生 東野 圭吾 著 祥伝社
913 片想い 東野 圭吾 著 文芸春秋
913 森のなかの海　上 宮本 輝 著 光文社
913 森のなかの海　下 宮本 輝 著 光文社
913 精霊流し さだ まさし 著 幻冬舎
913 姫君 山田 詠美 著 文芸春秋



913 シーズザデイ 鈴木 光司 著 新潮社
913 陰陽師 夢枕 獏 著 文芸春秋
913 陰陽師　付喪神ノ巻 夢枕 獏 著 文芸春秋
913 あふれた愛 天童 荒太 著 集英社
913 暗い宿 有栖川 有栖 著 角川書店
913 珍妃の井戸 浅田 次郎 著 講談社
913 日本語の乱れ 清水 義範 著 集英社
913 ものいふ髑髏 夢枕 獏 著 集英社
913 ユメミザクラの木の下で 岡田 淳 著 理論社
913 ミュージカルスパイス 岡田 淳 作 理論社
913 はじまりの樹の神話 岡田 淳 著 理論社
913 赤ひげ診療譚 山本 周五郎 著 新潮社
913 つぐみ 吉本 ばなな 著 中央公論新社
913 模倣犯　上 宮部 みゆき 著 小学館
913 模倣犯　下 宮部 みゆき 著 小学館
913 エヌ氏の遊園地 星 新一 著 新潮社
913 少年Ｈ　上 妹尾 河童 著 講談社
913 少年Ｈ　下 妹尾 河童 著 講談社
913 夕鶴・彦市ばなし 木下 順二 著 新潮社
913 バッテリーⅡ あさの あつこ 作 教育画劇
913 バッテリーⅢ あさの あつこ 作 教育画劇
913 はなはなみんみ物語 わたり むつこ 作 リブリオ出版
913 ゆらぎの詩の物語 わたり むつこ 作 リブリオ出版
913 よみがえる魔法の物語 わたり むつこ 作 リブリオ出版
913 ココの詩 高楼 方子 作 リブリオ出版
913 時計坂の家 高楼 方子 著 リブリオ出版
913 十一月の扉 高楼 方子 著 リブリオ出版
913 ぶう いせ ひでこ 作 理論社
913 日高見戦記 小野 裕康 作 理論社
913 空色勾玉 荻原 規子 作 徳間書店
913 白鳥異伝 荻原 規子 作 徳間書店
913 薄紅天女 荻原 規子 作 徳間書店
913 月神の統べる森で たつみや 章 作 講談社
913 地の掟月のまなざし たつみや 章 作 講談社
913 天地のはざま たつみや 章 作 講談社
913 竜と舞姫 吉橋 通夫 作 講談社
913 ダイブ１ 森 絵都 著 講談社
913 ダイブ２ 森 絵都 著 講談社
913 えんの松原 伊藤 遊 作 福音館書店
913 白狐魔記　蒙古の波 斉藤 洋 作 偕成社
913 白狐魔記　洛中の火 斉藤 洋 作 偕成社
913 ジークⅡ 斉藤 洋 作 偕成社
913 りかさん 梨木 香歩 作 偕成社
913 リターンマッチ 八束 澄子 著 文渓堂
913 おかあさんとあたし。 ムラマツ エリコ 著 大和書房
913 わたしのためにできること 堀川 波 著 大和書房
913 ぼくの手のなかには 太田 朋 著 大和書房
913 サンタさんすきですといえなくて… ふくだ すぐる 著 大和書房
913 どうぶつニュースの時間 あべ 弘士 作 理論社
913 野ウサギのラララ 舟崎 克彦 作 理論社
913 夢色の大通りで 今江 祥智 著 理論社
913 はるかニライ・カナイ 灰谷 健次郎 作 理論社
913 タートル・ストーリー 樋口 千重子 著 理論社
913 たったひとりの伝説 斉藤 洋 作 理論社
913 ブリガドーンの朝 小野 裕康 作 理論社
913 だんだら山のバク博士 富安 陽子 作 理論社
913 ネネコさんの動物写真館 角野 栄子 作 理論社
913 日曜の朝ぼくは 斉藤 洋 作 理論社
913 グフグフグフフ 上野 瞭 作 あかね書房



913 ドローセルマイアーの人形劇場 斉藤 洋 作 あかね書房
913 ぼくの小鳥ちゃん 江国 香織 著 あかね書房
913 くものきれまに 木村 裕一 作 講談社
913 みじかくてながいおはなし 俣野 温子 著 ほるぷ出版
913 やさしいこころにはひびがはいっている 俣野 温子 著 ほるぷ出版
913 ぶたのツゥィギー①ドキドキ 俣野 温子 著 ほるぷ出版
913 ぶたのツゥィギー②ハラハラ 俣野 温子 著 ほるぷ出版
913 ぶたのツゥィギー③ワクワク 俣野 温子 著 ほるぷ出版
913 むずかしいものなんかいらない 俣野 温子 著 ほるぷ出版
913 いじわるうさぎの日記 俣野 温子 著 ほるぷ出版
913 いじわるうさぎの正体 俣野 温子 著 ほるぷ出版
913 やきもちやきのねこ 俣野 温子 著 ほるぷ出版
913 猫だけが知っている 俣野 温子 著 ほるぷ出版
913 白狐魔記　源平の風 斉藤 洋 作 偕成社
913 恐怖 筒井 康隆 著 文芸春秋
913 姫椿 浅田 次郎 著 文芸春秋
913 仁淀川 宮尾 登美子 著 新潮社
913 希望の国のエクソダス 村上 竜 著 文芸春秋
913 ホワイトアウト 真保 裕一 著 新潮社
913 みちくさ劇場 荒井 良二 作 あかね書房
913 新魔女図鑑 角野 栄子 著 ブロンズ新社
913 夢の守り人 上橋 菜穂子 作 偕成社
913 天井うらのふしぎな友だち 柏葉 幸子 著 講談社
913 メメント・モーリ おの りえん 作 理論社
913 殺人区域 那須 正幹 作 ポプラ社
913 青春航路ふぇにっくす丸 八束 澄子 著 文渓堂
913 ジュリエット 伊島 りすと 著 角川書店
913 ドミノ 恩田 陸 著 角川書店
913 きみに会いたい 芝田 勝茂 作 あかね書房
913 ご家庭でできる手軽な殺人 那須 正幹 作 偕成社
913 プラナリア 山本 文緒 著 文芸春秋
913 平安妖異伝 平岩 弓枝 著 新潮社
913 ３年Ｂ組金八先生　星の落ちた夜 小山内 美江子 著 高文研
913 ３年Ｂ組金八先生　砕け散る秘密 小山内 美江子 著 高文研
913 ねらわれた星 星 新一 作 理論社
913 宇宙のネロ 星 新一 作 理論社
913 ねむりウサギ 星 新一 作 理論社
913 奇妙な旅行 星 新一 作 理論社
913 番号をどうぞ 星 新一 作 理論社
913 火の玉レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 呪いのレストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 あの世レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 がい骨レストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 魔界レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 うらめしやレストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 七不思議レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 ケイタイ電話レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 闇のレストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 地獄レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 金しばりレストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 魔女のレストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 鏡のうらがわレストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 サラシナ 芝田 勝茂 作 あかね書房
913 どすこい（安） 京極 夏彦 著 集英社
913 発火点 真保 裕一 著 講談社
913 パレード 川上 弘美 著 平凡社
913 ダヤン、わちふぃーるどへ 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
913 ダヤンとジタン 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
913 ダヤンと時の魔法 池田 あきこ 著 ほるぷ出版



913 夜明けのブギーポップ 上遠野 浩平 〔著〕 メディアワークス
913 ブギーポップ・オーバードライブ歪曲王 上遠野 浩平 〔著〕 メディアワークス
913 ホーリィ＆ゴースト 上遠野 浩平 〔著〕 メディアワークス
913 砂の女 安部 公房 著 新潮社
913 ふたり 赤川 次郎 著 新潮社
913 海峡 伊集院 静 著 新潮社
913 沈黙 遠藤 周作 著 新潮社
913 きらきらひかる 江国 香織 著 新潮社
913 神様のボート 江国 香織 著 新潮社
913 小川未明童話集 小川 未明 著 新潮社
913 伊豆の踊子 川端 康成 著 新潮社
913 スキップ 北村 薫 著 新潮社
913 ターン 北村 薫 著 新潮社
913 月の砂漠をさばさばと 北村 薫 著 新潮社
913 椰子・椰子 川上 弘美 著 新潮社
913 ミタカくんと私 銀色 夏生 著 新潮社
913 ひょうたんから空 銀色 夏生 著 新潮社
913 堕落論 坂口 安吾 著 新潮社
913 燃えよ剣　上 司馬 遼太郎 著 新潮社
913 燃えよ剣　下 司馬 遼太郎 著 新潮社
913 奇跡の人 真保 裕一 著 新潮社
913 少年Ｈ　下 妹尾 河童 著 新潮社
913 痴人の愛 谷崎 潤一郎 著 新潮社
913 そこに君がいた 辻 仁成 著 新潮社
913 李陵・山月記 中島 敦 著 新潮社
913 裏庭 梨木 香歩 著 新潮社
913 ボクの町 乃南 アサ 著 新潮社
913 たけしくん、ハイ！ ビートたけし 著 新潮社
913 ボッコちゃん 星 新一 著 新潮社
913 新編銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 著 新潮社
913 仮面の告白 三島 由紀夫 著 新潮社
913 金閣寺 三島 由紀夫 著 新潮社
913 塩狩峠 三浦 綾子 著 新潮社
913 流転の海 宮本 輝 著 新潮社
913 凍える牙 乃南 アサ 著 新潮社
913 レベル７ 宮部 みゆき 著 新潮社
913 龍は眠る 宮部みゆき 新潮社
913 友情 武者小路 実篤 著 新潮社
913 火車 宮部 みゆき 著 新潮社
913 ねじまき鳥クロニクル 村上 春樹 著 新潮社
913 山椒大夫・高瀬舟 森 鴎外 著 新潮社
913 とかげ 吉本 ばなな 著 新潮社
913 我らが隣人の犯罪 宮部 みゆき 著 文芸春秋
913 陰陽師　飛天ノ巻 夢枕 獏 著 文芸春秋
913 陰陽師　付喪神ノ巻 夢枕 獏 著 文芸春秋
913 答案用紙の秘密 宗田 理 〔著〕 角川書店
913 理由 宮部 みゆき 著 朝日新聞社
913 秘密 東野 圭吾 著 文芸春秋
913 体は全部知っている 吉本 ばなな 著 文芸春秋
913 ドリームバスター 宮部 みゆき 著 徳間書店
913 バッテリーⅣ あさの あつこ 作 教育画劇
913 魔神の遊戯 島田 荘司 著 文芸春秋
913 青空へシュート！ すずき じゅんいち 監督 脚本 汐文社
913 樹上のゆりかご 荻原 規子 作 理論社
913 ダイブ４ 森 絵都 著 講談社
913 夏と花火と私の死体 乙一 著 集英社
913 イソップ 青木 和雄 作 金の星社
913 あかんべえ 宮部 みゆき 著 ＰＨＰ研究所
913 後催眠 松岡 圭祐 著 小学館



913 ねじまき鳥クロニクル 村上 春樹 著 新潮社
913 ねじまき鳥クロニクル 村上 春樹 著 新潮社
913 世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド上巻 村上 春樹 著 新潮社
913 世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド下巻 村上 春樹 著 新潮社
913 太陽の牙 浜 たかや 著 偕成社
913 火の王誕生 浜 たかや 著 偕成社
913 遠い水の伝説 浜 たかや 著 偕成社
913 風、草原をはしる 浜 たかや 著 偕成社
913 月の巫女 浜 たかや 著 偕成社
913 月冠の巫王 たつみや 章 作 講談社
913 西の善き魔女１ 荻原 規子 著 中央公論新社
913 西の善き魔女２ 荻原 規子 著 中央公論新社
913 西の善き魔女３ 荻原 規子 著 中央公論新社
913 キッドナップ・ツアー 角田 光代 作 理論社
913 ほうきにのれない魔女 茂市 久美子 作 ポプラ社
913 冬のおはなし 松居 スーザン 作 ポプラ社
913 海辺のおはなし 松居 スーザン 作 ポプラ社
913 ちっちゃな家族 石井 睦美 作 ポプラ社
913 ブンダバー くぼしま りお 作 ポプラ社
913 ささやかな魔法の物語 村山 早紀 作 ポプラ社
913 ベビーシッターはアヒル！？ 岡田 貴久子 作 ポプラ社
913 麦の海に沈む果実 恩田 陸 著 講談社
913 三毛猫ホームズの四季 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの歌劇場（オペラハウス） 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 陰陽師 夢枕 獏 著 文芸春秋
913 注文の多い料理店 宮沢 賢治 著 新潮社
913 ホリー・ガーデン 江国 香織 著 新潮社
913 江戸川乱歩傑作選 江戸川 乱歩 著 新潮社
913 あすなろ物語 井上 靖 著 新潮社
913 黒い雨 井伏 鱒二 著 新潮社
913 孤独の歌声 天童 荒太 著 新潮社
913 恋人たちの誤算 唯川 恵 著 新潮社
913 神の子どもたちはみな踊る 村上 春樹 著 新潮社
913 上と外　１ 恩田 陸 〔著〕 幻冬舎
913 上と外　２ 恩田 陸 〔著〕 幻冬舎
913 上と外　３ 恩田 陸 〔著〕 幻冬舎
913 上と外　４ 恩田 陸 〔著〕 幻冬舎
913 上と外　５ 恩田 陸 〔著〕 幻冬舎
913 上と外　６ 恩田 陸 〔著〕 幻冬舎
913 パーク・ライフ 吉田 修一 著 文芸春秋
913 王国 よしもと ばなな 著 新潮社
913 三毛猫ホームズの騒霊騒動（ポルターガイスト） 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 海峡の光 辻 仁成 著 新潮社
913 三毛猫ホームズの黄昏ホテル 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 そこに僕はいた 辻 仁成 著 新潮社
913 母なる凪と父なる時化 辻 仁成 著 新潮社
913 三毛猫ホームズの心中海岸 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの傾向と対策 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの幽霊クラブ 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの推理 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 ランドセル探偵団 宗田 理 〔著〕 角川書店
913 仮面学園殺人事件 宗田 理 〔著〕 角川書店
913 新・ぼくらの円卓の戦士 宗田 理 〔著〕 角川書店
913 凶夢など３０ 星 新一 著 新潮社
913 つねならぬ話 星 新一 著 新潮社
913 どこかの事件 星 新一 著 新潮社
913 とべないホタル 小沢 昭巳 作 ハート出版
913 センセイの鞄 川上 弘美 著 平凡社
913 母と娘が親友になれた日 加藤 純子 作 ポプラ社



913 ガラスのうさぎ 高木 敏子 作 金の星社
913 ホウ博士とロボットのいる町 松村 美樹子 作 ポプラ社
913 悪魔のパス天使のゴール 村上 竜 著 幻冬舎
913 魔術はささやく 宮部 みゆき 著 新潮社
913 東京サハラ さとう まきこ 著 理論社
913 蜘蛛の糸・杜子春 芥川 竜之介 著 新潮社
913 ぼくんちの戦争ごっこ 宗田 理 〔著〕 角川書店
913 明治の人物誌 星 新一 著 新潮社
913 あなたが欲しい 唯川 恵 著 新潮社
913 六番目の小夜子 恩田 陸 著 新潮社
913 キッチン 吉本 ばなな 著 新潮社
913 「さよなら」が知ってるたくさんのこと 唯川 恵 著 新潮社
913 無印親子物語 群 ようこ 〔著〕 角川書店
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 いちご同盟 三田 誠広 著 集英社
913 ４ＴＥＥＮ 石田 衣良 著 新潮社
913 解夏 さだ まさし 著 幻冬舎
913 精霊流し さだ まさし 著 幻冬舎
913 海辺のカフカ　上 村上 春樹 〔著〕 新潮社
913 海辺のカフカ　下 村上 春樹 〔著〕 新潮社
913 ９９才まで生きたあかんぼう 辻 仁成 著 ホーム社
913 恋愛写真 市川 拓司 著 小学館
913 ブーアの森 せがわ　きり ＴＯＫＹＯ　ＦＭ出版
913 一人の哀しみは世界の終わりに匹敵する 鹿島田 真希 著 河出書房新社



913 ブルーもしくはブルー 山本 文緒 〔著〕 角川書店
913 こころ上巻 青柳 祐美子 作 日本放送出版協会
913 こころ下巻 青柳 祐美子 作 日本放送出版協会
913 ヒカルの碁 ほった ゆみ 〔原作〕 集英社
913 ＮＡＲＵＴＯ 岸本 斉史 〔原〕著 集英社
913 頭の大きなロボット 星 新一 作 理論社
913 未来人の家 星 新一 作 理論社
913 夜の山道で 星 新一 作 理論社
913 さもないと 星 新一 作 理論社
913 重要な任務 星 新一 作 理論社
913 せまりまくる死の世界 学研
913 小さなものの大きな冒険 学研
913 迷犬マリーは名犬か 学研
913 初恋ウオッチング 学研
913 コロッケ天使 上条 さなえ 作 学研
913 金魚のタマと玉三郎 秋川 ゆみ 作 学研
913 大逆転！出前自転車スペシャル 荒尾 和彦 作 学研
913 いじわる退治ひみつ組 牧野 節子 作 学研
913 あきかんカンカラカンコン 渋谷 愛子 作 学研
913 ぶっとびマウンテンバイク 肥田 美代子 作 学研
913 尺アマゴを釣りあげろ 守屋 一利 作 学研
913 ぼくのそり犬ブエノ 畑 正憲 作 学研
913 コケッコにいたん 渋谷 愛子 作 学研
913 さんにん４００キロ冒険の旅 笠原 靖 作 学研
913 まんざいでばんざい 沢田 俊子 作 学研
913 スーパー・ガールいちごちゃん 上条 さなえ 作 学研
913 ブレイブ・ストーリー　上 宮部 みゆき 著 角川書店
913 ルート２２５ 藤野 千夜 作 理論社
913 たたりじゃレストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 悪夢のレストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 もののけレストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 占いレストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 百物語レストラン たかい よしかず 絵 童心社
913 神の守り人　帰還編 上橋 菜穂子 作 偕成社
913 神の守り人　来訪編 上橋 菜穂子 作 偕成社
913 世界の中心で、愛をさけぶ 片山 恭一 著 小学館
913 学校の事件 倉阪鬼一郎 幻冬舎
913 ダヤン、わちふぃーるどへ 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
913 ダヤンとジタン 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
913 ダヤンと時の魔法 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
913 初恋ストリート 藤村 かおり 作 金の星社
913 卵の緒 瀬尾 まいこ 著 マガジンハウス
913 永遠の出口 森 絵都 著 集英社
913 チュイホアねえさん 日中児童文学美術交流センター 編 フレーベル館
913 ハードル 青木 和雄 作 金の星社
913 ミカ！ 伊藤 たかみ 作 理論社
913 つきのふね 森 絵都 著 講談社
913 ショート・トリップ 森 絵都 作 理論社
913 あいうえおちゃん 森 絵都 文 理論社
913 ぶらんこ乗り いしい しんじ 作 理論社
913 バイトでウィザード２ 椎野 美由貴 〔著〕 角川書店
913 キノの旅 時雨沢 恵一 〔著〕 メディアワークス
913 キノの旅　２ 時雨沢 恵一 〔著〕 メディアワークス
913 Ｄ・Ｎ・ＡＮＧＥＬ　人魚の涙 杉崎 ゆきる 原作 角川書店
913 ドリームバスター　２ 宮部 みゆき 著 徳間書店
913 小説スパイラル～推理の絆～ 城平 京 著 エニックス
913 小説スパイラル～推理の絆～３ 城平 京 著 エニックス
913 いつでも会える 菊田 まりこ 著 学研
913 君のためにできるコト 菊田 まりこ 著 学研



913 バッテリーⅤ あさの あつこ 作 教育画劇
913 はれときどきぶた 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店
913 ヒッコスでひっこす 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店
913 あしたぶたの日 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店
913 ぼくときどきぶた 矢玉 四郎 作　絵 岩崎書店
913 ぼくへそまでまんが 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店
913 ゆめからゆめんぼ 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店
913 はれときどきたこ 矢玉 四郎 作・絵 岩崎書店
913 読書の時間に読む本　中学３年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学３年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学３年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学３年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学３年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 気・まぐれシュート 学研
913 水底の棺 中川 なをみ 作 くもん出版
913 水底の棺 中川 なをみ 作 くもん出版
913 読書の時間に読む本　中学１年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学１年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学１年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学１年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学１年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学２年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学２年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学２年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学２年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学２年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学２年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 読書の時間に読む本　中学１年生 西本 鶏介 編 ポプラ社
913 ハッピーバースデー 青木 和雄 作 金の星社
913 Ｄｅｅｐ　ｌｏｖｅ　パオの物語 Ｙｏｓｈｉ 著 スターツ出版
913 デッドエンドの思い出 よしもとばなな 文藝春秋
913 ＩＣＯ 宮部　みゆき 著 講談社
913 号泣する準備はできていた 江國　香織 著 新潮社
913 幻夜 東野　圭吾 著 集英社
913 卒業 重松　清 著 新潮社
913 さすらい 赤川　次郎 著 新潮社
913 ぼくのボールが君に届けば 伊集院　静 著 講談社
913 かなしみの場所 大島　真寿美 著 角川書店
913 禁じられた楽園 恩田　陸 著 徳間書店
913 ダーク・バイオレッツ 三上　延 著 メディアワークス
913 Ｄ・Ｎ・ＡＮＧＥＬ雪の女王 岡崎純子 著 角川書店
913 ムシウタ　３ 岩井　恭平 著 角川書店
913 ペーターという名のオオカミ 那須田　淳 著 小峰書店
913 冥王と獣のダンス 上遠野　浩平 著 メディアワークス
913 ゴムの手の転校生 上仲　まさみ 著 ハート出版
913 セイジ 辻内　智貴 著 筑摩書房
913 天国で君に逢えたら 飯島　夏樹 著 新潮社
913 いま、会いにゆきます 市川　拓司 著 小学館
913 サジュエと魔法の本　上　赤の章 伊藤　英彦 著 文芸社
913 サジュエと魔法の本　下　青の章 伊藤　英彦 著 文芸社
913 痛快！寂聴源氏塾 瀬戸内　寂聴 著 集英社インターナショナル

913 駅までの道をおしえて 伊集院　静 著 講談社
913 指先の花 益子　昌一 著 小学館
913 天の瞳　あすなろ編　１ 灰谷　健次郎 著 角川書店
913 パイロットフィッシュ 大崎　善生 著 角川書店
913 機関車先生 伊集院　静 著 講談社
913 天国の本屋～恋火 松久　淳 著 小学館
913 千の風になって 新井　満 著 理論社
913 博士の愛した数式 小川　洋子 著 新潮社



913 博士の愛した数式 小川　洋子 著 新潮社
913 もしも私が、そこにいるならば 片山　恭一 著 小学館
913 雨の日のイルカたちは 片山　恭一 著 文藝春秋
913 満月の夜、モビイ・ディックが 片山　恭一 著 小学館
913 きみの知らないところで世界は動く 片山　恭一 著 ポプラ社
913 蹴りたい背中 綿矢　りさ 著 河出書房新社
913 インストール 綿矢　りさ 著 河出書房新社
913 王国　その１ よしもと　ばなな 著 新潮社
913 王国　その２ よしもと　ばなな 著 新潮社
913 上海迷宮 内田　康夫 著 徳間書店
913 カステラへらずぐち まど　みちお 著 小峰書店
913 どんどんきいて！ アンティエ・ダム 著 小学館
913 おばけむら 田島　征三 画 教育画劇
913 トリック 蒔田光治 著 角川書店
913 すいかの匂い 江國　香織 著 新潮社
913 西の魔女が死んだ 梨木　香歩 著 新潮社
913 エンジェルエンジェルエンジェル 梨木　香歩 著 新潮社
913 ぼくは勉強ができない 山田　詠美 著 新潮社
913 エイジ 重松　清 著 新潮社
913 ナイフ 重松　清 著 新潮社
913 天使のいる教室 宮川　ひろ 著 童心社
913 天使たちのカレンダー 宮川　ひろ 著 童心社
913 天使たちのたんじょう会 宮川　ひろ 著 童心社
913 ムジナ探偵局 富安　陽子 著 童心社
913 ムジナ探偵局なぞの挑戦状 富安　陽子 著 童心社
913 ムジナ探偵局闇に消えた男 富安　陽子 著 童心社
913 ムジナ探偵局満月池の秘密 富安　陽子 著 童心社
913 漫才の星になるんや しんや　ひろゆき 著 童心社
913 ぼくたちＪ２スペシャル 岡田　なおこ 著 童心社
913 ひなこちゃんと歩く道 岡田　なおこ 著 童心社
913 月夜の子うさぎ いわむら　かずお 著 クレヨンハウス
913 スキャーリーの絵であそぼう リチャード・スキャーリー 著 集文社
913 東京タワー 江國　香織 著 マガジンハウス
913 間宮兄弟 江國　香織 著 小学館
913 なんくるない よしもと　ばなな 著 新潮社
913 沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノ１ 夢枕　獏 著 徳間書店
913 沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノ２ 夢枕　獏 著 徳間書店
913 沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノ３ 夢枕　獏 著 徳間書店
913 沙門空海唐の国にて鬼と宴す　巻ノ４ 夢枕　獏 著 徳間書店
913 卵洗い 立松　和平 著 講談社
913 青のフェルマータ 村山　由佳 著 集英社
913 コイン・トス 幸田　真音 著 講談社
913 出口のない海 横山　秀夫 著 講談社
913 わたしのおじさん 湯本　香樹実 著 偕成社
913 おむつ犬チエ物語 吉村雅敏 オフィス・ティ
913 おむつ犬チエの出勤簿 吉村雅敏 オフィス・ティ
913 侠骨記 宮城谷 昌光 〔著〕 講談社
913 プレゼント おとたけ ひろただ ぶん 中央法規出版
913 顔 横山 秀夫 著 徳間書店
913 柿の木のある家 壺井栄 偕成社
913 聖書物語 山室静 偕成社
913 多毛留；おとなになれなかった弟たちに… 米倉斉加年 偕成社
913 ジョン万次郎漂流記 井伏鱒二 偕成社
913 天保の人びと かつおきんや 偕成社
913 月の森に、カミよ眠れ 上橋菜穂子 偕成社
913 ごめん ひこ・田中 偕成社
913 流れる星は生きている 藤原てい 偕成社
913 青春デンデケデケデケ 芦原すなお 河出書房新社
913 四万十川 笹山久三 河出書房新社



913 少年たちの終わらない夜 鷺沢萠 河出書房新社
913 ラジオデイズ 鈴木清剛 河出書房新社
913 少年アリス 長野まゆみ 河出書房新社
913 竜馬がゆく　１ 司馬遼太郎 文藝春秋
913 竜馬がゆく　２ 司馬遼太郎 文藝春秋
913 竜馬がゆく　３ 司馬遼太郎 文藝春秋
913 竜馬がゆく　４ 司馬遼太郎 文藝春秋
913 竜馬がゆく　５ 司馬遼太郎 文藝春秋
913 竜馬がゆく　６ 司馬遼太郎 文藝春秋
913 竜馬がゆく　７ 司馬遼太郎 文藝春秋
913 竜馬がゆく　８ 司馬遼太郎 文藝春秋
913 フライ、ダディ、フライ 金城一紀 講談社
913 Ｇｏ（ゴウ） 金城一紀 講談社
913 太陽の子 灰谷健次郎 理論社
913 バッテリー　Ⅳ あさの　あつこ 著 教育画劇
913 風をつかまえて 那須田　淳 著 ひくまの出版
913 大黒屋光太夫　上巻 吉村　昭 著 新潮社
913 大黒屋光太夫　下巻 吉村　昭 著 新潮社
913 荒野に立つ虹 小山内　美江子 著 高文研
913 源義経　１ 二階堂　玲太 著 国土社
913 源義経　２ 二階堂　玲太 著 国土社
913 源義経　３ 二階堂　玲太 著 国土社
913 バッテリー あさの　あつこ 著 角川書店
913 バッテリー　２ あさの　あつこ 著 角川書店
913 バッテリー　３ あさの　あつこ 著 角川書店
913 終戦のローレライ　１ 福井　晴敏 著 講談社
913 終戦のローレライ　２ 福井　晴敏 著 講談社
913 終戦のローレライ　３ 福井　晴敏 著 講談社
913 終戦のローレライ　４ 福井　晴敏 著 講談社
913 トリック 蒔田光治 著 角川書店
913 トリック　２ 蒔田　光治 著 角川書店
913 ＴＲＩＣＫ　劇場版 蒔田　光治 著 角川書店
913 ＴＲＩＣＫ－Ｔｒｏｉｓｉｅｍｅ　ｐａｒｔｉｅ 蒔田　光治 著 角川書店
913 わちふぃーるど１２の月の物語 池田　あきこ 著 中央公論新社
913 ティガーの家族の木 内藤　里永子 著 竹書房
913 ピグレットの思い出絵日記 内藤　里永子 著 竹書房
913 ルーのイースターの色たまご 内藤　里永子 著 竹書房
913 魔の海に炎たつ 岡崎　ひでたか 著 くもん出版
913 時の旅人 長野　まゆみ 著 河出書房新社
913 ゴリラに会いに行こう 阿部　ちさと 著 国土社
913 にごりえ たけくらべ　　改版 樋口　一葉 著 岩波書店
913 戦争童話集　改版 野坂　昭如 著 中央公論新社
913 夜のピクニック 恩田　陸 著 新潮社
913 地下室からのふしぎな旅 柏葉　幸子 著 講談社
913 だれも知らない小さな国 佐藤　さとる 著 講談社
913 キャプテンはつらいぜ 後藤　竜二 著 講談社
913 クレヨン王国の十二か月 福永　令三 著 講談社
913 クレヨン王国新十二か月の旅 福永令三 著 講談社
913 宇宙人のしゅくだい 小松　左京 著 講談社
913 そして五人がいなくなる はやみね　かおる 著 講談社
913 亡霊は夜歩く はやみね　かおる 著 講談社
913 消える総生島 はやみね　かおる 著 講談社
913 怪盗クイーンはサーカスがお好き はやみね　かおる 著 講談社
913 いちご　１ 倉橋　燿子 著 講談社
913 青い天使　１ 倉橋　燿子 著 講談社
913 青い天使　２ 倉橋　燿子 著 講談社
913 ドリームファーム物語ペガサスの翼　上 倉橋　燿子 著 講談社
913 ホーリースクール　第１の扉 倉橋　燿子 著 講談社
913 パスワードは、ひ・み・つ 松原　秀行 著 講談社



913 パスワードのおくりもの 松原　秀行 著 講談社
913 パスワードに気をつけて 松原　秀行 著 講談社
913 ねらわれた街 あさの　あつこ 著 講談社
913 ゲーム・ジャック危機一髪 ひろたみを 著 講談社
913 星のかけら　ＰＡＲＴ１ 名木田　恵子 著 講談社
913 天使のはしご　１ 名木田　恵子 著 講談社
913 ひとつの装置 星　新一 著 講談社
913 カードゲームの罠 石崎　洋司 著 講談社
913 消えた赤ちゃん救出大作戦 那須　正幹 著 講談社
913 坊っちゃんは名探偵 楠木　誠一郎 著 講談社
913 少年Ｈ　上 妹尾　河童 著 講談社
913 少年Ｈ　下 妹尾　河童 著 講談社
913 死者の学園祭 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 三毛猫ホームズの四捨五入 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 セーラー服と機関銃 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 三姉妹探偵団　珠美・初恋篇 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 吸血鬼はお年ごろ 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 子子家庭は危機一髪 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 赤いこうもり傘 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 灰の中の悪魔 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 若草色のポシェット 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 アンバランスな放課後 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 幽霊から愛をこめて 赤川次郎 著 岩崎書店
913 幻の四重奏 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 愛情物語 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 三姉妹探偵団　怪奇篇 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 天使と悪魔 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 群青色のカンバス 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 三毛猫ホームズの黄昏ホテル 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 寝台車の悪魔 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 黒鍵は恋してる 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 恋占い 赤川　次郎 著 岩崎書店
913 優しい音楽 瀬尾　まいこ 著 双葉社
913 となり町戦争 三崎　亜記 著 集英社
913 宮尾本平家物語　１　青龍之巻 宮尾　登美子 著 朝日新聞社出版局
913 宮尾本平家物語　２　白虎之巻 宮尾　登美子 著 朝日新聞社出版局
913 宮尾本平家物語　３　朱雀之巻 宮尾　登美子 著 朝日新聞社出版局
913 宮尾本平家物語　４　玄武之巻 宮尾　登美子 著 朝日新聞社出版局
913 ハードル　２ 青木　和雄 著 金の星社
913 さくら 西　加奈子 著 小学館
913 仮面ライダー響鬼 稲元　おさむ 著 朝日ソノラマ
913 都会のトム＆ソーヤ　１ はやみね　かおる 著 講談社
913 都会のトム＆ソーヤ　２ はやみね　かおる 著 講談社
913 あさぎ色の風－きざはし 藤堂　夏央 著 集英社
913 あさぎ色の風－くれない 藤堂　夏央 著 集英社
913 あさぎ色の風－たまゆら 藤堂　夏央 著 集英社
913 あさぎ色の風－とこしえ 藤堂　夏央 著 集英社
913 ざ・ちえんじ　前編 氷室　冴子 著 集英社
913 ざ・ちえんじ　後編 氷室　冴子 著 集英社
913 なんて素敵にジャパネスク 氷室　冴子 著 集英社
913 なんて素敵にジャパネスク　２ 氷室　冴子 著 集英社
913 なんて素敵にジャパネスク　３　人妻編 氷室冴子 著 集英社
913 なんて素敵にジャパネスク　４　不倫編 氷室冴子 著 集英社
913 なんて素敵にジャパネスク　５　陰謀編 氷室冴子 著 集英社
913 なんて素敵にジャパネスク　６　後宮編 氷室冴子 著 集英社
913 なんて素敵にジャパネスク　７　逆襲編 氷室冴子 著 集英社
913 なんて素敵にジャパネスク　８　炎上編 氷室冴子 著 集英社
913 ジャパネスク・アンコール 氷室　冴子 著 集英社
913 ジャパネスク・アンコール　続 氷室　冴子 著 集英社



913 ちび象ランディと星になった少年 ごとう　やすゆき 著 大和出版
913 スラムダンク 井上　雄彦 著 集英社
913 機動戦士Ｚガンダム　第１部 富野　由悠季 著 角川書店
913 機動戦士Ｚガンダム　第２部 富野　由悠季 著 角川書店
913 機動戦士Ｚガンダム　第３部 富野　由悠季 著 角川書店
913 機動戦士Ｚガンダム　第４部 富野　由悠季 著 角川書店
913 機動戦士Ｚガンダム　第５部 富野　由悠季 著 角川書店
913 機動戦士ガンダムＳＥＥＤ　１ 後藤リウ 著 角川書店
913 機動戦士ガンダムＳＥＥＤ　２ 後藤リウ 著 角川書店
913 機動戦士ガンダムＳＥＥＤ　３ 後藤リウ 著 角川書店
913 ワンピース 尾田　栄一郎 著 集英社
913 ワンピース千年竜伝説 尾田　栄一郎 著 集英社
913 ワンピースねじまき島の冒険 尾田栄一郎 著 集英社
913 ワンピース呪われた聖剣 尾田　栄一郎 著 集英社
913 ワンピースＴＨＥ　ＭＯＶＩＥデッドエンドの冒険 尾田　栄一郎 著 集英社
913 ワンピースＴＨＥ　ＭＯＶＩＥオマツリ男爵とマル秘密の島 尾田　栄一郎 著 集英社
913 みけねこミケジローのなぞなぞアパート 中尾　明 著 ＰＨＰ研究所
913 みけねこミケジローのなぞなぞ・めいろランド 中尾明 著 ＰＨＰ研究所
913 みけねこミケジローのなぞなぞカード 中尾　明 著 ＰＨＰ研究所
913 みけねこミケジローのなぞなぞラーメン 中尾　明 著 ＰＨＰ研究所
913 みけねこミケジローのなぞなぞ前世占い 中尾　明 著 ＰＨＰ研究所
913 みけねこミケジローのなぞなぞガイコツ 中尾　明 著 ＰＨＰ研究所
913 みけねこミケジローのなぞなぞめいわく手紙 中尾　明 著 ＰＨＰ研究所
913 みけねこミケジローのなぞなぞ王ＴＶ選手権 中尾　明 著 ＰＨＰ研究所
913 クレヨン王国シルバー王妃花の旅 福永　令三 著 講談社
913 クレヨン王国新十二か月の旅 福永　令三 著 講談社
913 クレヨン王国月のたまご 福永　令三 著 講談社
913 クレヨン王国森のクリスマス物語 福永　令三 著 講談社
913 クレヨン王国黒の銀行 福永　令三 著 講談社
913 プリンプリン物語　１ 石山　透 原著 汐文社
913 プリンプリン物語　２ 石山　透 原著 汐文社
913 プリンプリン物語　３ 石山　透 原著 汐文社
913 プリンプリン物語　４ 石山　透 原著 汐文社
913 プリンプリン物語　５ 石山　透 原著 汐文社
913 ざわざわ森のがんこちゃん　いじわるバンバン 末吉　暁子 著 講談社
913 県庁の星 桂　望実 著 小学館
913 亡国のイージス　上 福井　晴敏 著 講談社
913 亡国のイージス　下 福井　晴敏 著 講談社
913 ずっと、ずっと、あなたのそばに 若月　かおり 著 小学館
913 僕の生きる道 橋部　敦子 著 角川書店
913 天の瞳　幼年編　１ 灰谷　健次郎 著 角川書店
913 天の瞳　幼年編　２ 灰谷　健次郎 著 角川書店
913 天の瞳　少年編　１ 灰谷　健次郎 著 角川書店
913 天の瞳　少年編　２ 灰谷　健次郎 著 角川書店
913 天の瞳　成長編　１ 灰谷　健次郎 著 角川書店
913 天の瞳　成長編　２ 灰谷　健次郎 著 角川書店
913 天の瞳　あすなろ編　１ 灰谷　健次郎 著 角川書店
913 アーモンド入りチョコレートのワルツ 森　絵都 著 角川書店
913 忘れ雪 新堂　冬樹 著 角川書店
913 ぼくらの卒業旅行 宗田　理 著 角川書店
913 ぼくらの修学旅行 宗田　理 著 角川書店
913 ランドセル探偵団 宗田　理 著 角川書店
913 ろくべえまってろよ 灰谷　健次郎 著 角川書店
913 島物語　１ 灰谷　健次郎 著 角川書店
913 島物語　２ 灰谷　健次郎 著 角川書店
913 なまくら 吉橋　通夫 著 講談社
913 ウラナリ 板橋　雅弘 著 講談社
913 フルーツドロップ あかね　るつ 著 新日本出版社
913 八月のすきまに 辛島　萌 著 新日本出版社



913 ニライカナイの空で 上野　哲也 著 講談社
913 ひめゆりの塔 石野　径一郎 著 講談社
913 龍の子太郎 松谷　みよ子 著 講談社
913 山椒太夫 森　鴎外 著 ほるぷ出版
913 李陵 中島　敦 著 ほるぷ出版
913 今昔物語 桜田　吾作 画 ほるぷ出版
913 南総里見八犬伝 滝沢馬琴 著 ほるぷ出版
913 坊っちゃん 夏目　漱石 著 ほるぷ出版
913 河童 芥川　龍之介 著 ほるぷ出版
913 野菊の墓 伊藤　左千夫 著 ほるぷ出版
913 東海道中膝栗毛 十返舎　一九 著 ほるぷ出版
913 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 著 ほるぷ出版
913 吾輩は猫である 夏目漱石 著 ほるぷ出版
913 山椒魚 しびれ池のカモ 井伏　鱒二 著 岩波書店
913 四十一番の少年 井上　ひさし 著 文藝春秋
913 楽隊のうさぎ 中沢　けい 著 新潮社
913 古畑任三郎１ 三谷 幸喜 著 扶桑社
913 坊っちゃん 夏目 漱石 著 新潮社
913 風林火山 井上　靖 著 新潮社
913 華麗なる一族　上 山崎　豊子 著 新潮社
913 華麗なる一族　中 山崎　豊子 著 新潮社
913 華麗なる一族　下 山崎　豊子 著 新潮社
913 図書館戦争 有川　浩 著 メディアワークス
913 削除ボーイズ０３２６ 方波見　大志 著 ポプラ社
913 時生 東野　圭吾 著 講談社
913 ゲームの名は誘拐 東野　圭吾 著 光文社
913 夢を与える 綿矢　りさ 著 河出書房新社
913 銀魂３年Ｚ組銀八先生 空知　英秋 著 集英社
913 ＢＬＥＡＣＨ 久保　帯人 著 集英社
913 ＢＬＥＡＣＨ　ＴＨＥ　ＨＯＮＥＹ　ＤＩＳＨ　ＲＨＡＰＳＯＤＹ 久保　帯人 著 集英社
913 劇場版ＢＬＥＡＣＨ　ＭＥＭＯＲＩＥＳ　ＯＦ　ＮＯＢＯＤＹ 久保　帯人 著 集英社
913 ひとり日和 青山　七恵 著 河出書房新社
913 着信アリ 秋元　康 著 角川書店
913 着信アリ　２ 秋元　康 著 角川書店
913 仄暗い水の底から 鈴木　光司 著 角川書店
913 風の聖痕 山門　敬弘 著 富士見書房
913 風の聖痕　２ 山門　敬弘 著 富士見書房
913 風の聖痕　５ 山門　敬弘 著 富士見書房
913 風の聖痕　６ 山門　敬弘 著 富士見書房
913 覚醒少年　エクスプローラー 北山　大詩 著 富士見書房
913 憂感少女　エクスプローラー２ 北山　大詩 著 富士見書房
913 白黒乱舞　エクスプローラー３ 北山　大詩 著 富士見書房
913 陽気なギャングの日常と襲撃 伊坂　幸太郎 著 祥伝社
913 温室デイズ 瀬尾　まいこ 著 角川書店
913 ウラナリと春休みのしっぽ 板橋　雅弘 著 講談社
913 ウラナリは泣かない 板橋　雅弘 著 講談社
913 ウラナリ、北へ 板橋　雅弘 著 講談社
913 失われた町 三崎　亜記 著 集英社
913 空色の地図 梨屋　アリエ　著 金の星社
913 空色の地図 梨屋　アリエ　著 金の星社
913 空色の地図 梨屋　アリエ　著 金の星社
913 きみの友だち 重松　清 著 新潮社
913 ドリームバスター　３ 宮部　みゆき 著 徳間書店
913 都会のトム＆ソーヤ　３ はやみね　かおる 著 講談社
913 都会のトム＆ソーヤ　４ はやみね　かおる 著 講談社
913 小説スパイラル～推理の絆～４ 城平　京 著 スクウエア・エニックス
913 Ｄ・Ｎ・ＡＮＧＥＬ硝子の靴 岡崎　純子 著 角川書店
913 キノの旅　３ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 功名が辻　１　新装版 司馬　遼太郎 著 文藝春秋



913 功名が辻　２　新装版 司馬　遼太郎 著 文藝春秋
913 功名が辻　３　新装版 司馬　遼太郎 著 文藝春秋
913 功名が辻　４　新装版 司馬　遼太郎 著 文藝春秋
913 包帯クラブ 天童　荒太 著 筑摩書房
913 キノの旅　５ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 キノの旅　７ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 ダーク・バイオレッツ　５　針の小箱 三上　延 著 メディアワークス
913 ダーク・バイオレッツ　７　神の書物 三上　延 著 メディアワークス
913 ダーク・バイオレッツ　６　常世長鳴鳥 三上　延 著 メディアワークス
913 ダーク・バイオレッツ　４　死者の果実 三上　延 著 メディアワークス
913 ダーク・バイオレッツ　２　闇の絵本 三上　延 著 メディアワークス
913 ブレイブ・ストーリー　上 宮部　みゆき 著 角川書店
913 ブレイブ・ストーリー　中 宮部　みゆき 著 角川書店
913 ブレイブ・ストーリー　下 宮部　みゆき 著 角川書店
913 時をかける少女　新装版 筒井　康隆 著 角川書店
913 夏休み。 あさの　あつこ 著 ジャイブ
913 黄昏の岸暁の天　上 小野　不由美 著 講談社
913 黄昏の岸暁の天　下 小野　不由美 著 講談社
913 風の海迷宮の岸　上 小野　不由美 著 講談社
913 風の海迷宮の岸　下 小野　不由美 著 講談社
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　１ あさの　あつこ 著 ジャイブ
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　２ あさの　あつこ 著 ジャイブ
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　３ あさの　あつこ 著 ジャイブ
913 天使がくれたもの Ｃｈａｃｏ 著 スターツ出版
913 Ｌｉｎｅ　ライン Ｃｈａｃｏ 著 スターツ出版
913 日本沈没　上 小松　左京 著 小学館
913 日本沈没　下 小松　左京 著 小学館
913 日本沈没　第２部 小松　左京 著 小学館
913 まほろ駅前多田便利軒 三浦　しをん 著 文藝春秋
913 風に舞いあがるビニールシート 森　絵都 著 文藝春秋
913 ぎぶそん 伊藤　たかみ 著 ポプラ社
913 八月の路上に捨てる 伊藤　たかみ 著 文藝春秋
913 小説ＵＤＯＮ 東野　ひろあき 著 メディアファクトリー
913 タイヨウのうた 天川　彩 著 Ｓ・Ｄ・Ｐ出版
913 アキハバラ＠ＤＥＥＰ 石田　衣良 著 文藝春秋
913 盾　シールド 村上　龍 著 幻冬舎
913 天使の卵 村山　由佳 著 集英社
913 月の影影の海　上 小野　不由美 著 講談社
913 月の影影の海　下 小野　不由美 著 講談社
913 東の海神西の滄海 小野　不由美 著 講談社
913 風の万里黎明の空　上 小野不由美 著 講談社
913 風の万里黎明の空　下 小野　不由美 著 講談社
913 図南の翼 小野不由美 著 講談社
913 華胥の幽夢 小野　不由美 著 講談社
913 キノの旅　１０ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 キノの旅　９ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 キノの旅　８ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 手紙 東野　圭吾 著 文藝春秋
913 風が強く吹いている 三浦　しをん 著 新潮社
913 地下鉄に乗って 浅田　次郎 著 講談社
913 椿山課長の七日間 浅田　次郎 著 朝日新聞社出版局
913 兎の眼 灰谷　健次郎 著 角川書店
913 小さき者へ 重松　清 著 新潮社
913 ありふれた風景画 あさの　あつこ 著 文藝春秋
913 荒野のマーくん　その受難 花形　みつる 著 偕成社
913 荒野のマーくん　その試練 花形　みつる 著 偕成社
913 嘘つきアーニャの真っ赤な真実 米原　万里 著 角川書店
913 ＮＯ．６　＃５ あさの　あつこ 著 講談社
913 続　氷点　上 三浦　綾子 著 角川書店



913 続　氷点　下 三浦　綾子 著 角川書店
913 対談集　日本人への遺言 司馬　遼太郎 著 朝日新聞社出版局
913 チョコレートコスモス 恩田　陸 著 毎日新聞社
913 明日の記憶 荻原　浩 著 光文社
913 父のようにはなりたくない 阿部　夏丸 著 ブロンズ新社
913 さんちき 吉橋　通夫 著 岩崎書店
913 日曜日の夕刊 重松　清 著 新潮社
913 あなたをずっとずっとあいしてる 宮西　達也 著 ポプラ社
913 ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルム 著 評論社
913 おまえうまそうだな 宮西　達也 著 ポプラ社
913 不信のとき　上巻 有吉　佐和子 著 新潮社
913 不信のとき　下巻 有吉　佐和子 著 新潮社
913 図書室の海 恩田　陸 著 新潮社
913 ライオンハート 恩田　陸 著 新潮社
913 ロミオとロミオは永遠に　上 恩田　陸 著 早川書房
913 ロミオとロミオは永遠に　下 恩田　陸 著 早川書房
913 シェーラひめのぼうけん　⑩　最後の戦い 村山　早紀 著 童心社
913 シェーラひめのぼうけん　⑥　海の王冠 村山　早紀 著 童心社
913 新シェーラひめのぼうけん　天のオルゴール 村山　早紀 著 童心社
913 新シェーラひめのぼうけん　④　炎の少女 村山　早紀 著 童心社
913 新シェーラひめのぼうけん　妖精の庭 村山　早紀 著 童心社
913 シェーラひめのぼうけん　④　海賊船シンドバッド 村山早紀 著 童心社
913 シェーラひめのぼうけん　③　ダイヤモンドの都 村山早紀 著 童心社
913 シェーラひめのぼうけん　⑦　ガラスの子馬 村山　早紀 著 童心社
913 シェーラひめのぼうけん　闇色の竜 村山　早紀 著 童心社
913 シェーラひめのぼうけん　⑨　魔法の杖 村山　早紀 著 童心社
913 新シェーラひめのぼうけん　⑥　風の恋うた 村山　早紀 著 童心社
913 新シェーラひめのぼうけん　③　ペガサスの騎士 村山早紀 著 童心社
913 シェーラひめのぼうけん　②　うしなわれた秘宝 村山早紀 著 童心社
913 シェーラひめのぼうけん　⑤　空とぶ城 村山　早紀 著 童心社
913 シェーラひめのぼうけん①　魔神の指輪 村山　早紀 著 童心社
913 新シェーラひめのぼうけん　①　ふたりの王女 村山　早紀 著 童心社
913 新シェーラひめのぼうけん　②　旅だちの歌 村山　早紀 著 童心社
913 ＴＲＩＣＫ新作スペシャル 林　誠人 著 角川書店
913 ハチミツとクローバーｆｉｌｍ　ｓｔｏｒｙ 落合　ゆかり 著 集英社
913 きみを守るためにぼくは夢をみる 白倉　由美 著 講談社
913 あらしのよるに きむら　ゆういち 著 小学館
913 きみはほんとうにステキだね 宮西　達也 著 ポプラ社
913 おれはティラノサウルスだ 宮西　達也 著 ポプラ社
913 ＮＯ．６　＃１ あさの　あつこ 著 講談社
913 ＮＯ．６　＃２ あさの　あつこ 著 講談社
913 ＮＯ．６　＃３ あさの　あつこ 著 講談社
913 妖怪アパートの幽雅な日常　２ 香月日輪 著 講談社
913 妖怪アパートの幽雅な日常　３ 香月日輪 著 講談社
913 妖怪アパートの幽雅な日常　４ 香月日輪 著 講談社
913 妖怪アパートの幽雅な日常　５ 香月日輪 著 講談社
913 バッテリー　Ⅵ あさの　あつこ作 教育画劇
913 Ｎ・Ｐ よしもとばなな 角川書店
913 呪いの花園　幻影稼業 赤川　次郎 集英社
913 ホーム・スイート・ホーム 赤川　次郎 小学館
913 小説　春日局 北原　亞以子 実業之日本社
913 勝利投手 梅田香子 河出書房
913 レネット　金色の林檎 名木田　恵子 金の星社
913 レネット　金色の林檎 名木田　恵子 金の星社
913 一億百万光年先に住むウサギ 那須田　淳 理論社
913 一億百万光年先に住むウサギ 那須田　淳 理論社
913 一億百万光年先に住むウサギ 那須田　淳 理論社
913 蒼路の旅人 上橋　菜穂子 著 偕成社
913 天と地の守り人　第１部 上橋　菜穂子 著 偕成社



913 天と地の守り人　第２部 上橋　菜穂子 著 偕成社
913 天と地の守り人　第３部 上橋　菜穂子 著 偕成社
913 ドリームバスター　４ 宮部　みゆき 著 徳間書店
913 墨攻 酒見　賢一 著 新潮社
913 しゃべれどもしゃべれども 佐藤　多佳子 著 新潮社
913 憑神 浅田　次郎 著 新潮社
913 眉山 さだ　まさし 著 幻冬舎
913 狼と香辛料 支倉　凍砂 著 メディアワークス
913 狼と香辛料　２ 支倉　凍砂 著 メディアワークス
913 狼と香辛料　３ 支倉　凍砂 著 メディアワークス
913 狼と香辛料　４ 支倉　凍砂 著 メディアワークス
913 １０００の小説とバックベアード 佐藤　友哉 著 新潮社
913 カシオペアの丘で　上 重松　清 著 講談社
913 カシオペアの丘で　下 重松　清 著 講談社
913 機動戦士ガンダム００８０ポケットの中の戦争 結城　恭介 著 角川書店
913 機動戦士ガンダムＦ９１クロスボーン・バンガード　上 富野　由悠季 著 角川書店
913 機動戦士ガンダムＦ９１クロスボーン・バンガード　下 富野　由悠季 著 角川書店
913 機動武闘伝Ｇガンダム　発動の章 鈴木　良武 著 角川書店
913 機動武闘伝Ｇガンダム　流動の章 鈴木　良武 著 角川書店
913 機動武闘伝Ｇガンダム　綺羅の章 鈴木　良武 著 角川書店
913 機動戦士ガンダム第０８ＭＳ小隊　上 大河内　一楼 著 角川書店
913 機動戦士ガンダム第０８ＭＳ小隊　中 大河内　一楼 著 角川書店
913 機動戦士ガンダム第０８ＭＳ小隊　下 大河内　一楼 著 角川書店
913 ターンＡガンダム　１ 佐藤　茂 著 角川書店
913 ターンＡガンダム　２ 佐藤　茂 著 角川書店
913 ターンＡガンダム　３ 佐藤　茂 著 角川書店
913 ターンＡガンダム　４ 佐藤　茂 著 角川書店
913 ターンＡガンダム　５ 佐藤　茂 著 角川書店
913 ターンＡガンダムＥｐｉｓｏｄｅｓ 佐藤　茂 著 角川書店
913 おいしいコーヒーのいれ方　Second Season１　蜂蜜色の瞳 村山　由佳 著 集英社
913 時効警察 三木　聡 著 角川書店
913 小説侵略！ケロロ軍曹姿なき挑戦者！？ 吉崎　観音 原著 角川書店
913 赤い夢の迷宮 勇嶺　薫 著 講談社
913 まんまこと 畠中　恵 著 文藝春秋
913 ぼくと未来屋の夏 はやみね　かおる 著 講談社
913 プロポーズ大作戦 金子　茂樹 著 マガジンハウス
913 １４歳 千原ジュニア 著 講談社
913 小説侵略！ケロロ軍曹深海のプリンセスであります！ 吉崎　観音 原著 角川書店
913 小説侵略！ケロロ軍曹たぶん伝説へ 吉崎　観音 原著 角川書店
913 晩夏のプレイボール あさの　あつこ 著 毎日新聞社
913 ランナー あさの　あつこ 著 幻冬舎
913 鹿男あをによし 万城目　学 著 幻冬舎
913 楽園　上 宮部　みゆき 著 文藝春秋
913 楽園　下 宮部　みゆき 著 文藝春秋
913 ワイルドハーフ 浅美　裕子 著 集英社
913 マジカル・ドロップス 風野　潮 著 光文社
913 モデラートで行こう 風野　潮 著 ジャイブ
913 ホームレス中学生 田村　裕 著 ワニブックス
913 探偵ガリレオ 東野　圭吾 著 文藝春秋
913 小説こちら葛飾区亀有公園前派出所 大沢　在昌 著 集英社
913 使命と魂のリミット 東野　圭吾 著 新潮社
913 銀魂３年Ｚ組銀八先生　２ 空知　英秋 著 集英社
913 学園キノ　２ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 狼と香辛料　５ 支倉　凍砂 著 メディアワークス
913 学園三昧　エクスプローラー５ 北山　大詩 著 富士見書房
913 小学五年生 重松　清 著 文藝春秋
913 たったひとつの恋 北川　悦吏子 著 角川書店
913 ウラナリ、さよなら 板橋　雅弘 著 講談社
913 おいしいコーヒーのいれ方１　キスまでの距離 村山　由佳 著 集英社



913 おいしいコーヒーのいれ方２　僕らの夏 村山　由佳 著 集英社
913 おいしいコーヒーのいれ方３　彼女の朝 村山　由佳 著 集英社
913 おいしいコーヒーのいれ方４　雪の降る音 村山　由佳 著 集英社
913 おいしいコーヒーのいれ方５　緑の午後 村山　由佳 著 集英社
913 おいしいコーヒーのいれ方６　遠い背中 村山　由佳 著 集英社
913 おいしいコーヒーのいれ方７　坂の途中 村山　由佳 著 集英社
913 おいしいコーヒーの入れ方８　優しい秘密 村山　由佳 著 集英社
913 おいしいコーヒーのいれ方９　聞きたい言葉 村山　由佳 著 集英社
913 おいしいコーヒーのいれ方１０　夢のあとさき 村山　由佳 著 集英社
913 キノの旅　１１ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 銃とチョコレート 乙一 著 講談社
913 ＮＯ．６　＃６ あさの　あつこ 著 講談社
913 犯人に告ぐ　下 雫井　脩介 著 双葉社
913 犯人に告ぐ　上 雫井　脩介 著 双葉社
913 スリースターズ 梨屋　アリエ 著 講談社
913 予知夢 東野　圭吾 著 文藝春秋
913 容疑者Ｘの献身 東野　圭吾 著 文藝春秋
913 群青の空に薄荷の匂い 石井　睦美 著 ジャイブ
913 １００回泣くこと 中村　航 著 小学館
913 十二の嘘と十二の真実 あさの　あつこ 著 徳間書店
913 サンタのおばさん 東野　圭吾 著 文藝春秋
913 バッカーノ！２００２　Ｂ　ｓｉｄｅ 成田良悟 著 メディアワークス
913 らき☆すた 美水　かがみ 原著 角川書店
913 宮本武蔵　１ 吉川　英治 著 講談社
913 宮本武蔵　２ 吉川　英治 著 講談社
913 宮本武蔵　３ 吉川　英治 著 講談社
913 宮本武蔵　４ 吉川　英治 著 講談社
913 宮本武蔵　５ 吉川　英治 著 講談社
913 宮本武蔵　６ 吉川　英治 著 講談社
913 宮本武蔵　７ 吉川　英治 著 講談社
913 宮本武蔵　８ 吉川　英治 著 講談社
913 図書館革命 有川　浩 著 メディアワークス
913 エブリリトルシングクワガタと少年 大村　あつし 著 ゴマブックス
913 有頂天家族 森見　登美彦 著 幻冬舎
913 ＦＲＥＥＤＯＭフットマークデイズ　２ 古川　耕 著 小学館
913 紅～醜悪祭　上 片山　憲太郎 著 集英社
913 Ｄ．Ｇｒａｙ－ｍａｎ　ｒｅｖｅｒｓｅ　１ 星野　桂 著 集英社
913 Ｄ．Ｇｒａｙ－ｍａｎ　ｒｅｖｅｒｓｅ　２ 星野　桂 著 集英社
913 キーリ 壁井　ユカコ 著 メディアワークス
913 キーリ　２ 壁井　ユカコ 著 メディアワークス
913 キーリ　３ 壁井　ユカコ 著 メディアワークス
913 キーリ　４ 壁井　ユカコ 著 メディアワークス
913 キーリ　５ 壁井　ユカコ 著 メディアワークス
913 キーリ　８ 壁井　ユカコ 著 メディアワークス
913 キーリ　７ 壁井　ユカコ 著 メディアワークス
913 妖怪アパートの幽雅な日常　８ 香月　日輪 著 講談社
913 ＦＲＥＥＤＯＭフットマークデイズ　１ 古川　耕 著 小学館
913 天璋院篤姫　上　新装版 宮尾　登美子 著 講談社
913 天璋院篤姫　下　新装版 宮尾　登美子 著 講談社
913 ＫＩＤＳ 乙一 原著 角川書店
913 ふしぎな図書館 村上　春樹 著 講談社
913 風の聖痕　３ 山門　敬弘 著 富士見書房
913 風の聖痕　４ 山門　敬弘 著 富士見書房
913 バイトでウィザード　蘇れ骸、と巫女は叫んだ 椎野　美由貴 著 角川書店
913 バイトでウィザード　魔法使いで一攫千金！ 椎野　美由貴 著 角川書店
913 バイトでウィザード　滅せよこの想い、と彼女は哭いた 椎野　美由貴 著 角川書店
913 バイトでウィザード　彷徨えわが現身、と亡者はうめいた 椎野　美由貴 著 角川書店
913 バイトでウィザード　術者の目覚めはうさぎのダンス！？ 椎野　美由貴 著 角川書店
913 バイトでウィザード　とどけよこの憎しみ、と少年は涙した 椎野　美由貴 著 角川書店



913 バイトでウィザード　したがえわが宿命に、と少女は呟いた 椎野　美由貴 著 角川書店
913 バイトでウィザード　黄泉路へつらなる万国旗！ 椎野　美由貴 著 角川書店
913 バイトでウィザード　響けよわが祈り、と少女は笑った 椎野　美由貴 著 角川書店
913 バイトでウィザード　沈めよ恋心、と雨は舞い降りた 椎野　美由貴 著 角川書店
913 バイトでウィザード　唱えよ安らぎの歌、と星は輝いた 椎野　美由貴 著 角川書店
913 バイトでウィザード　双子の飼育も銀玉次第！ 椎野　美由貴 著 角川書店
913 ムシウタ　４ 岩井　恭平 著 角川書店
913 ムシウタ　５ 岩井　恭平 著 角川書店
913 ムシウタ　６ 岩井　恭平 著 角川書店
913 ムシウタ　７ 岩井　恭平 著 角川書店
913 ムシウタ　８ 岩井　恭平 著 角川書店
913 夜は短し歩けよ乙女 森見　登美彦 著 角川書店
913 鴨川ホルモー 万城目　学 著 産業編集センター
913 その日のまえに 重松　清 著 文藝春秋
913 ＶＯＩＣＥ 市川　拓司 著 アルファポリス
913 ミーナの行進 小川　洋子 著 中央公論新社
913 終末のフール 伊坂　幸太郎 著 集英社
913 名もなき毒 宮部　みゆき 著 幻冬舎
913 そのときは彼によろしく 市川　拓司 著 小学館
913 神童 萩生田　宏治 著 双葉社
913 イン・ザ・プール 奥田　英朗 著 文藝春秋
913 きみにしか聞こえない 乙一 著 角川書店
913 ねこのばば 畠中　恵 著 新潮社
913 ぬしさまへ 畠中　恵 著 新潮社
913 風の聖痕　ignition 1　綾乃ちゃんの災難 山門　敬弘 著 富士見書房
913 風の聖痕　Ignition ２　僕だけのマドンナ 山門　敬弘 著 富士見書房
913 妖怪アパートの幽雅な日常　１ 香月日輪 講談社
913 妖怪アパートの幽雅な日常　６ 香月日輪 著 講談社
913 ＮＯ．６　＃４ あさの　あつこ 講談社
913 陰日向に咲く 劇団ひとり 幻冬舎
913 東京タワー リリー・フランキー 扶桑社
913 バッテリー　４ あさの　あつこ 著 角川書店
913 バッテリー　５ あさの　あつこ 著 角川書店
913 バッテリー　６ あさの　あつこ 著 角川書店
913 学園キノ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 ラブ★コン ココロ　直 著 集英社
913 ラブ★コン　恋の歯車、回したろかー編 ココロ　直 著 集英社
913 ラブ★コン　恋する乙女は止まらへんでー！編 ココロ　直 著 集英社
913 獣の奏者　１　闘蛇編 上橋　菜穂子 著 講談社
913 獣の奏者　２　王獣編 上橋　菜穂子 著 講談社
913 勉強ができなくても恥ずかしくない　１　どうしよう…の巻 橋本　治 著 筑摩書房
913 勉強ができなくても恥ずかしくない　２　やっちまえ！の巻 橋本　治 著 筑摩書房
913 勉強ができなくても恥ずかしくない　３　それからの巻 橋本　治 著 筑摩書房
913 エブリリトルシング 大村　あつし 著 ゴマブックス
913 ゆれる 西川　美和 著 ポプラ社
913 図書館危機 有川　浩 著 メディアワークス
913 君と会えたから・・・・・・ 喜多川　泰 ディスカヴァージャパン
913 ラスト・イニング あさの　あつこ 著 角川書店
913 ＲＥＶＥＲＳＥ 石田　衣良 著 中央公論新社
913 一分間だけ 原田　マハ 著 宝島社
913 下町不思議町物語 香月　日輪 著 岩崎書店
913 小説ドラゴンクエスト６　１ 久美沙織 著 エニックス
913 小説ドラゴンクエスト６　２ 久美沙織 著 エニックス
913 小説ドラゴンクエスト６　３ 久美沙織 著 エニックス
913 紅　kure-nai 片山　憲太郎 著 集英社
913 紅～ギロチン 片山　憲太郎 著 集英社
913 きよしこ 重松　清 著 新潮社
913 バッカーノ！ 成田　良悟 著 メディアワークス
913 バッカーノ！１９３１　鈍行編 成田　良悟 著 メディアワークス



913 バッカーノ！１９３１　特急編 成田　良悟 著 メディアワークス
913 バッカーノ！１９３２ 成田　良悟 著 メディアワークス
913 バッカーノ！１９３３　上 成田　良悟 著 メディアワークス
913 バッカーノ！１９３３　下 成田　良悟 著 メディアワークス
913 バッカーノ！１９３４　獄中編 成田　良悟 著 メディアワークス
913 バッカーノ！１９３４　娑婆編 成田　良悟 著 メディアワークス
913 バッカーノ！１７０５ 成田　良悟 著 メディアワークス
913 機動戦士ガンダム逆襲のシャア 富野　由悠季 著 角川書店
913 山田太郎ものがたり　たのしいびんぼう 森永　あい 原著 角川書店
913 山田太郎ものがたり　たたかう青少年 森永　あい 原著 角川書店
913 都会のトム＆ソーヤ　５上 はやみね　かおる 著 講談社
913 都会のトム＆ソーヤ　５下 はやみね　かおる 著 講談社
913 ムシウタ　００ 岩井　恭平 著 角川書店
913 千里眼Ｔｈｅ　Ｓｔａｒｔ 松岡　圭祐 著 角川書店
913 千里眼ファントム・クォーター 松岡　圭祐 著 角川書店
913 千里眼の水晶体 松岡　圭祐 著 角川書店
913 千里眼ミッドタウンタワーの迷宮 松岡　圭祐 著 角川書店
913 千里眼の教室 松岡　圭祐 著 角川書店
913 千里眼堕天使のメモリー 松岡　圭祐 著 角川書店
913 千里眼美由紀の正体　上 松岡　圭祐 著 角川書店
913 千里眼美由紀の正体　下 松岡　圭祐 著 角川書店
913 チーム・バチスタの栄光　上 海堂　尊 著 宝島社
913 チーム・バチスタの栄光　下 海堂　尊 著 宝島社
913 みなさん、さようなら 久保寺　健彦 著 幻冬舎
913 虚貌　上 雫井　脩介 著 幻冬舎
913 虚貌　下 雫井　脩介 著 幻冬舎
913 Ｌｉｔｔｌｅ　ＤＪ 鬼塚　忠 著 ポプラ社
913 小さな花が咲いた日 石川　結貴 著 ポプラ社
913 時砂の王 小川　一水 著 早川書房
913 誰か　Ｓｏｍｅｂｏｄｙ 宮部みゆき 文芸春秋
913 永遠を旅する者 重松　清 著 講談社
913 キーリ　９ 壁井　ユカコ 著 メディアワークス
913 ミッドナイトイーグル 高嶋　哲夫 著 文藝春秋
913 僕と先輩のマジカル・ライフ はやみね　かおる 著 角川書店
913 フルメタル・ビューティー！　１ 花形　みつる 著 講談社
913 フルメタル・ビューティー！　２ 花形みつる 講談社
913 失はれる物語 乙一 著 角川書店
913 さみしさの周波数 乙一 著 角川書店
913 おまけのこ 畠中　恵 著 新潮社
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　４ あさの　あつこ 著 ジャイブ
913 落日燃ゆ 城山　三郎 著 新潮社
913 駆けこみ交番 乃南　アサ 著 新潮社
913 妖怪アパートの幽雅な日常７ 香月　日輪 講談社
913 天使の梯子 村山　由佳 著 集英社
913 ラブ★コン　恋の嵐が吹き荒れる！編 ココロ　直 著 集英社
913 ふみ子の海 市川　信夫 著 理論社
913 アフターダーク 村上　春樹 著 講談社
913 狐笛のかなた 上橋　菜穂子 著 新潮社
913 約束 村山　由佳 著 集英社
913 死神の精度 伊坂　幸太郎 著 文藝春秋
913 僕僕先生 仁木　英之 著 新潮社
913 桃源郷ものがたり 松居　直 著 福音館書店
913 狼と香辛料　Ⅵ 支倉凍砂 メディアワークス
913 直筆で読む「坊っちやん」 夏目　漱石 著 集英社
913 サイコバスターズ　１ 青樹　佑夜 著 講談社
913 サイコバスターズ　２ 青樹　佑夜 著 講談社
913 サイコバスターズ　３ 青樹　佑夜 著 講談社
913 ぼくのプリンときみのチョコ 後藤　みわこ 著 講談社
913 満月を忘れるな！ 風野　潮 著 講談社



913 満月を忘れるな！　続 風野　潮 著 講談社
913 大江戸妖怪かわら版　１　異界から落ち来る者あり　上 香月　日輪 著 理論社
913 大江戸妖怪かわら版　２　異界から落ち来る者あり　下 香月　日輪 著 理論社
913 凛九郎　１ 吉橋　通夫 著 講談社
913 ホルモー六景 万城目　学 著 角川書店
913 倒立する塔の殺人 皆川博子 理論社
913 狼と香辛料　７ 支倉　凍砂 著 メディアワークス
913 空中ブランコ 奥田　英朗 著 文藝春秋
913 敦煌（とんこう） 井上　靖 新潮社
913 おろしや国酔夢譚 井上　靖 徳間書店
913 楼蘭（ろうらん） 井上　靖 新潮社
913 青い壺 有吉佐和子 文藝春秋
913 人情裏長屋 山本周五郎 新潮社
913 起動戦士ガンダム００８３　（中） 山口　宏 角川書店
913 となりのウチナーンチュ 早見　裕司 著 理論社
913 となりのウチナーンチュ 早見　裕司 著 理論社
913 となりのウチナーンチュ 早見　裕司 著 理論社
913 ５年３組リョウタ組 石田　衣良 著 角川書店
913 走れ！Ｔ校バスケット部　２ 松崎　洋 著 彩雲出版
913 ９９のなみだ リンダブックス編集部 編 泰文堂
913 あの空をおぼえてる　ノベライズ版 白崎　博史 著 ポプラ社
913 戸村飯店青春１００連発 瀬尾　まいこ 著 理論社
913 エブリリトルシング２．０ 大村　あつし 著 ゴマブックス
913 守り人短編集　流れ行く者 上橋　菜穂子 著 偕成社
913 夢をかなえるゾウ 水野　敬也 著 飛鳥新社
913 ラン 森　絵都 著 理論社
913 サクリファイス 近藤　史恵 著 新潮社
913 流星の絆 東野　圭吾 著 講談社
913 食堂かたつむり 小川　糸 著 ポプラ社
913 青が散る　上　新装版 宮本　輝 著 文藝春秋
913 青が散る　下　新装版 宮本　輝 著 文藝春秋
913 翼はいつまでも 川上　健一 著 集英社
913 八甲田山死の彷徨 新田　次郎 著 新潮社
913 檸檬のころ 豊島　ミホ 著 幻冬舎
913 復讐プランナー あさの　あつこ 著 河出書房新社
913 紅～醜悪祭　下 片山　憲太郎 著 集英社
913 蟹工船 党生活者 小林　多喜二 著 新潮社
913 つくもがみ貸します 畠中　恵 著 角川書店
913 カフーを待ちわびて 原田　マハ 著 宝島社
913 守護天使 上村　佑 著 宝島社
913 マジョモリ 梨木　香歩 著 理論社
913 蒼い千鳥花霞に泳ぐ　薬屋探偵妖綺談 高里　椎奈 著 講談社
913 レイン　１　雨の日に生まれた戦士 吉野　匠 著 アルファポリス
913 レイン　３　シャンドリス、侵攻す 吉野　匠 著 アルファポリス
913 レイン　４　世界を君に 吉野　匠 著 アルファポリス
913 レイン　５　武闘会、開幕 吉野　匠 著 アルファポリス
913 レイン　６　対戦勃発！ 吉野　匠 著 アルファポリス
913 レイン　外伝　仄暗き廃坑の底で 吉野　匠 著 アルファポリス
913 あやかし修学旅行 はやみね　かおる 著 講談社
913 機巧館のかぞえ唄 はやみね　かおる 著 講談社
913 笛吹き男とサクセス塾の秘密 はやみね　かおる 著 講談社
913 ハワイ幽霊城の謎 はやみね　かおる 著 講談社
913 ぼくは落ち着きがない 長嶋　有 著 光文社
913 よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし 及川　賢治 著 岩崎書店
913 別冊図書館戦争　１ 有川　浩 著 アスキー・メディアワークス

913 双樹に赤鴉の暗 高里　椎奈 著 講談社
913 ガールズ・ブルー あさの　あつこ 著 ポプラ社
913 ガールズ・ブルー　２ あさの　あつこ 著 ポプラ社
913 イレギュラー 三羽　省吾 著 角川書店



913 ナツコイ 武田　有起 原著 ゴマブックス
913 おそろし　三島屋変調百物語事始 宮部　みゆき 著 角川書店
913 ＲＤＧ　レッドデータガール　はじめてのお使い 荻原　規子 著 角川書店
913 体育座りで、空を見上げて 椰月　美智子 著 幻冬舎
913 ＣＨＡＮＧＥ　チェンジ 福田　靖 著 マガジンハウス
913 サッカーボーイズ はらだ　みずき 著 角川書店
913 サッカーボーイズ１３歳 はらだ　みずき 著 カンゼン
913 ナオキをみんなと一緒に卒業させたい。 村上　淳子 著 ポプラ社
913 七瀬ふたたび 筒井　康隆 著 新潮社
913 家族八景 筒井　康隆 著 新潮社
913 エディプスの恋人 筒井　康隆 著 新潮社
913 大江戸妖怪かわら版　４　天空の竜宮城 香月　日輪 著 理論社
913 大江戸妖怪かわら版　３　封印の娘 香月　日輪 著 理論社
913 アート少女　根岸節子とゆかいな仲間たち 花形　みつる 著 ポプラ社
913 魔夜妖一先生の学校百物語　恐怖仮面のウワサ 魔夜　妖一 著 学習研究社
913 ホームランを打ったことのない君に 長谷川　集平 著 理論社
913 きみが見つける物語　恋愛編 有川　浩 著 角川書店
913 ヴィヴァーチェ　紅色のエイ あさの　あつこ 著 角川書店
913 心霊探偵八雲　２　魂をつなぐもの 神永　学 著 角川書店
913 さよなら渓谷 吉田　修一 著 新潮社
913 東京少年 渡邉　睦月 著 泰文堂
913 東京少女 林　誠人 著 泰文堂
913 平面いぬ。 乙一 著 集英社
913 夏のとびら 泉　啓子 著 あかね書房
913 都会のトム＆ソーヤ　６ はやみね　かおる 著 講談社
913 ＮＯ．６　＃７ あさの　あつこ 著 講談社
913 ノルウェイの森　上 村上　春樹 著 講談社
913 ノルウェイの森　下 村上　春樹 著 講談社
913 ひかりの剣 海堂　尊 著 文藝春秋
913 薬屋探偵妖綺談　蝉の羽 高里　椎奈 著 講談社
913 武士道シックスティーン 誉田　哲也 著 文藝春秋
913 メジルシ 草野　たき 著 講談社
913 凛九郎　２ 吉橋　通夫 著 講談社
913 凛九郎　３ 吉橋　通夫 著 講談社
913 夏の階段 梨屋　アリエ 著 ポプラ社
913 チェスト！ 登坂　恵里香 著 ポプラ社
913 ＦＲＥＥＤＯＭフットマークデイズ　３ 古川　耕 著 小学館
913 アコギなのかリッパなのか 畠中　恵 著 実業之日本社
913 ひかりのメリーゴーラウンド 田口　ランディ 著 理論社
913 ぼくはうみがみたくなりました 山下　久仁明 著 ぶどう社
913 医学のたまご 海堂　尊 著 理論社
913 薬屋探偵妖綺談　銀の檻を溶かして 高里　椎奈 著 講談社
913 薬屋探偵妖綺談　黄色い目をした猫の幸せ 高里　椎奈 著 講談社
913 薬屋探偵妖綺談　悪魔と詐欺師 高里　椎奈 著 講談社
913 薬屋探偵妖綺談　金糸雀が啼く夜 高里　椎奈 著 講談社
913 薬屋探偵妖綺談　緑陰の雨灼けた月 高里　椎奈 著 講談社
913 薬屋探偵妖綺談　本当は知らない 高里　椎奈 著 講談社
913 薬屋探偵妖綺談　白兎が歌った蜃気楼 高里椎奈 著 講談社
913 きみが見つける物語　スクール編 あさの　あつこ 著 角川書店
913 きみが見つける物語　放課後編 浅田　次郎 著 角川書店
913 フュージョン 濱野　京子 著 講談社
913 名探偵夢水清志郎事件ノート④　魔女の隠れ里 はやみね　かおる 著 講談社
913 名探偵夢水清志郎事件ノート⑤　踊る夜光怪人 はやみね　かおる 著 講談社
913 名探偵夢水清志郎事件ノート⑥　機巧館のかぞえ唄 はやみね　かおる 著 講談社
913 名探偵夢水清志郎事件ノート外伝①　ギヤマン壷の謎 はやみね　かおる 著 講談社
913 名探偵夢水清志郎事件ノート　外伝　徳利長屋の怪 はやみね　かおる 著 講談社
913 名探偵夢水清志郎事件ノート⑦　人形は笑わない はやみね　かおる 著 講談社
913 名探偵夢水清志郎事件ノート⑧　ミステリーの館へ、ようこそ はやみね　かおる 著 講談社
913 ブルーベリー 重松　清 著 光文社



913 あさぎ色の風 藤堂　夏央 著 集英社
913 塩の街 有川　浩 著 メディアワークス
913 海の底 有川　浩 著 メディアワークス
913 ベルカ、吠えないのか？ 古川　日出男 著 文藝春秋
913 魔夜妖一先生の学校百物語 魔夜　妖一 著 学習研究社
913 魔夜妖一先生の学校百物語　理科室の黒猫 魔夜　妖一 著 学習研究社
913 狼と香辛料　８ 支倉　凍砂 著 アスキー・メディアワークス

913 蝉しぐれ 藤沢　周平 著 文藝春秋
913 まんがで読破　蟹工船 小林　多喜二 著 イースト・プレス
913 まんがで読破　破戒 島崎　藤村 著 イースト・プレス
913 まんがで読破　明暗 夏目　漱石 著 イースト・プレス
913 まんがで読破　武士道 新渡戸　稲造 著 イースト・プレス
913 まんがで読破　人間失格 太宰　治 著 イースト・プレス
913 小説・秒速５センチメートル 新海　誠 著 メディアファクトリー
913 のぼうの城 和田　竜 著 小学館
913 ゴールデンスランバー 伊坂　幸太郎 著 新潮社
913 ぼくらの七日間戦争 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらの天使ゲーム 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらの大冒険 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらのデスマッチ 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらのＣ計画 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらのマル秘学園祭 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらと七人の盗賊たち 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらの秘島探険隊 宗田　理 著 ポプラ社
913 ギフト 日明　恩 著 双葉社
913 カゼヲキル　1　助走 増田　明美 著 講談社
913 カゼヲキル　２　激走 増田　明美 著 講談社
913 カゼヲキル　３　疾走 増田　明美 講談社
913 がたたんたん やすい　すえこ 著 ひさかたチャイルド
913 ぼくがぼくであること 山中　恒 著 岩波書店
913 ミヤマ物語　第１部 あさの　あつこ 著 毎日新聞社
913 空の中 有川　浩 著 角川書店
913 野球の国のアリス 北村　薫 著 講談社
913 ９９のなみだ・雨 リンダブックス編集部 編著 泰文堂
913 時が滲む朝 楊　逸 著 文藝春秋
913 ひゃくはち 早見　和真 著 集英社
913 ほたる館物語　１ あさの　あつこ 著 ジャイブ
913 ほたる館物語　２ あさの　あつこ 著 ジャイブ
913 ほたる館物語　３ あさの　あつこ 著 ジャイブ
913 新ほたる館物語 あさの　あつこ 著 ジャイブ
913 おまじないつかい なかがわ　ちひろ 著 理論社
913 象の背中　絵本版 秋元　康 原著 光文社
913 １２人の悩める中学生 木堂　椎 著 角川書店
913 白狐魔記　戦国の雲 斉藤　洋 著 偕成社
913 ナイチンゲールの沈黙　上 海堂　尊 著 宝島社
913 ナイチンゲールの沈黙　下 海堂　尊 著 宝島社
913 気をつけ、礼。 重松　清 著 新潮社
913 名前探しの放課後　上 辻村　深月 著 講談社
913 名前探しの放課後　下 辻村　深月 著 講談社
913 少女ノイズ 三雲　岳斗 著 光文社
913 この風にトライ 上岡　伸雄 著 集英社
913 スローモーション 佐藤　多佳子 著 ジャイブ
913 阪急電車 有川　浩 著 幻冬舎
913 メグとセロン　１ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 メグとセロン　２ 時雨沢　恵一 著 アスキー・メディアワークス

913 かもめ食堂 群　ようこ 著 幻冬舎
913 妖怪アパートの幽雅な日常９ 香月　日輪 講談社
913 ガリレオの苦悩 東野　圭吾 文芸春秋
913 聖女の救済 東野　圭吾 文芸春秋



913 キノの旅　１２ 時雨沢　恵一 著 アスキー・メディアワークス

913 ぼくらの先生！ はやみね　かおる 講談社
913 心霊探偵八雲　３　闇の先にある光 神永　学 著 角川書店
913 別冊図書館戦争　２ 有川　浩 著 アスキー・メディアワークス

913 武士道セブンティーン 誉田　哲也 著 文藝春秋
913 狼と香辛料　９　対立の町　（下） 支倉　凍砂 著 アスキー・メディアワークス

913 きのうの世界 恩田　陸 著 講談社
913 ユージニア 恩田　陸 著 角川書店
913 メグとセロン　３ 時雨沢　恵一 著 アスキー・メディアワークス

913 悼む人 天童　荒田 文芸春秋
913 うそうそ 畠中　恵 新潮社
913 ハッピーフライト 矢口　史靖 メディアファクトリー
913 冷たい校舎の時は止まる　上 辻村　深月 著 講談社
913 冷たい校舎の時は止まる　下 辻村　深月 著 講談社
913 異邦人　Ｌｏｓｔ　ｉｎ　Ｌａｂｙｒｉｎｔｈ 吉野　匠 幻冬舎
913 リリアとトレイズ　１ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 リリアとトレイズ　２ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 リリアとトレイズ　３ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 リリアとトレイズ　４ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 リリアとトレイズ　５ 時雨沢　恵一 著 メディアワークス
913 リリアとトレイズ　６ 時雨沢恵一 著 メディアワークス
913 創竜伝　１ 田中　芳樹 講談社
913 創竜伝　２ 田中　芳樹 講談社
913 ムシウタ　１　夢みる蛍 岩井　恭平 著 角川書店
913 ムシウタ　２ 岩井　恭平 角川書店
913 ムシウタ　９　夢贖う魔法使い 岩井　恭平 著 角川書店
913 天地人　上 火坂　雅志 日本放送出版協会
913 天地人　中 火坂　雅志 日本放送出版協会
913 天地人　下 火坂　雅志 日本放送出版協会
913 三国志　１ 吉川　英治 著 講談社
913 三国志　２ 吉川　英治 著 講談社
913 三国志　３ 吉川　英治 著 講談社
913 三国志　４ 吉川　英治 著 講談社
913 三国志　５ 吉川　英治 著 講談社
913 三国志　６ 吉川　英治 著 講談社
913 三国志　７ 吉川　英治 著 講談社
913 三国志　８ 吉川　英治 著 講談社
913 告白 湊　かなえ 著 双葉社
913 ぼくらの奇跡の七日間 宗田　理 著 ポプラ社
913 アンティークＦＵＧＡ　１ あんびる　やすこ 著 岩崎書店
913 アンティークＦＵＧＡ　２ あんびる　やすこ 著 岩崎書店
913 アンティークＦＵＧＡ　３ あんびる　やすこ 著 岩崎書店
913 ロードムービー 辻村　深月 講談社
913 鹿の消えた海 円乗　淳一 ブイツーソリューション
913 コードギアス　反逆のルルーシュ 岩佐　まもる　著 角川書店
913 心霊探偵八雲①　赤い瞳は知っている 神永　学 角川書店
913 世界中が雨だったら 市川　拓司 新潮社
913 受け月 伊集院　静 文藝春秋
913 恍惚の人 有吉　佐和子 新潮社
913 ８分音符のプレリュード 松本　祐子 著 小峰書店
913 ８分音符のプレリュード 松本　祐子 著 小峰書店
913 ８分音符のプレリュード 松本　祐子 著 小峰書店
913 希望ヶ丘の人びと 重松　清 著 小学館
913 レイン　７　星祭りの夜 吉野　匠 著 アルファポリス
913 プリンセス・トヨトミ 万城目　学 著 文藝春秋
913 狼と香辛料　１０ 支倉　凍砂 著 アスキー・メディアワークス

913 狼と香辛料　１１ 支倉　凍砂 著 アスキー・メディアワークス

913 メグとセロン　４ 時雨沢　恵一 著 アスキー・メディアワークス

913 心霊探偵八雲　４　守るべき想い 神永　学 著 角川書店



913 オニロック 中村　航 著 ジャイブ
913 銀魂３年Ｚ組銀八先生　４ 空知　英秋 著 集英社
913 続・象の背中　絵本版 秋元　康 著 光文社
913 屋上ミサイル 山下　貴光 著 宝島社
913 京大芸人 菅　広文 著 講談社
913 少年少女飛行倶楽部 加納　朋子 著 文藝春秋
913 コズミック・ゼロ日本絶滅計画 清涼院　流水 著 文藝春秋
913 贖罪 湊　かなえ 著 東京創元社
913 少女 湊　かなえ 著 早川書房
913 都会のトム＆ソーヤ完全ガイド はやみね　かおる 原著 講談社
913 伊達政宗 海音寺　潮五郎 著 学陽書房
913 武将列伝　戦国終末篇　新装版 海音寺　潮五郎 著 文藝春秋
913 町長選挙 奥田　英朗 著 文藝春秋
913 へんないきもの三千里 早川　いくを 著 バジリコ
913 バウワウ！ 成田　良悟 著 メディアワークス
913 訪問者 恩田　陸 著 祥伝社
913 あいしてくれてありがとう 宮西　達也 著 ポプラ社
913 わたしはあなたをあいしています 宮西　達也 著 ポプラ社
913 ぼくにもそのあいをください 宮西　達也 著 ポプラ社
913 薬屋探偵妖綺談　１１　ユルユルカ 高里　椎奈 著 講談社
913 薬屋探偵妖綺談　１２　雪下に咲いた日輪と 高里椎奈 著 講談社
913 パラドックス１３ 東野　圭吾 著 毎日新聞社
913 真夏のオリオン 飯田　健三郎 著 小学館
913 三匹のおっさん 有川　浩 著 文藝春秋
913 世界がぼくを笑っても 笹生　陽子 著 講談社
913 小説侵略！ケロロ軍曹愛爆発！地球消滅５秒前！！ 吉崎　観音 原著 角川書店
913 ぼくらのモンスターハント 宗田　理 著 ポプラ社
913 ＲＤＧレッドデータガール　２　はじめてのお化粧 荻原　規子 著 角川書店
913 鬼の哭く森 木下　祥 著 中央公論新社
913 アナザーヴィーナス 吉富　多美 著 金の星社
913 風のシャトル 山崎　玲子 著 国土社
913 サッカーボーイズ１４歳 はらだ　みずき 著 角川書店
913 ダッシュ！ 五十嵐　貴久 著 ポプラ社
913 デュラララ！！　×６ 成田　良悟 著 アスキー・メディアワークス

913 ＮＯ．６　＃８ あさの　あつこ 著 講談社
913 宵山万華鏡 森見　登美彦 著 集英社
913 狼と香辛料　１２ 支倉　凍砂 著 アスキー・メディアワークス

913 ガチャピンとムックのものがたり　２ 谷川　俊太郎 著 扶桑社
913 獣の奏者　３　探求編 上橋　菜穂子 著 講談社
913 獣の奏者　４　完結編 上橋　菜穂子 著 講談社
913 あるキング 伊坂　幸太郎 著 徳間書店
913 終の住処 磯崎　憲一郎 著 新潮社
913 赤い指 東野　圭吾 著 講談社
913 きみが見つける物語　こわ～い話編 赤川　次郎 著 角川書店
913 フリーター、家を買う。 有川　浩 著 幻冬舎
913 新参者 東野　圭吾 著 講談社
913 デパートへ行こう！ 真保　裕一 著 講談社
913 酸素は鏡に映らない 上遠野　浩平 著 講談社
913 ナイン 川上　健一 著 ＰＨＰ研究所
913 ヘヴン 川上　未映子 著 講談社
913 ９９のなみだ・花 リンダブックス編集部 編著 泰文堂
913 龍神の雨 道尾　秀介 著 新潮社
913 雨ふる本屋 日向　理恵子 著 童心社
913 ジョーカー・ゲーム 柳　広司 著 角川書店
913 ダブル・ジョーカー 柳　広司 著 角川書店
913 利休にたずねよ 山本　兼一 著 ＰＨＰ研究所
913 重力ピエロ 伊坂　幸太郎 著 新潮社
913 バッカーノ！１９３１　臨時急行編 成田　良悟 著 アスキー・メディアワークス

913 名探偵の掟 東野　圭吾 著 講談社



913 名探偵の呪縛 東野　圭吾 著 講談社
913 学園キノ　３ 時雨沢　恵一 著 アスキー・メディアワークス

913 ガチャピンとムックのものがたり 谷川　俊太郎 著 扶桑社
913 熱血鑑識官米沢守のドッキリ事件簿ＺＥＲＯ 米沢　守 著 メディアファクトリー
913 ヘクセ　上 九条　菜月 著 中央公論新社
913 ヘクセ　下 九条　菜月 著 中央公論新社
913 創竜伝　３ 田中　芳樹 著 講談社
913 創竜伝　４ 田中　芳樹 著 講談社
913 ジェネラル・ルージュの凱旋　上 海堂尊 著 宝島社
913 ジェネラル・ルージュの凱旋　下 海堂尊 著 宝島社
913 ｆ植物園の巣穴 梨木　香歩 著 朝日新聞出版
913 たまごを持つように まはら　三桃 著 講談社
913 晴れた朝それとも雨の夜 泉　啓子 著 童心社
913 虎と月 柳　広司 著 理論社
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　５ あさの　あつこ 著 ジャイブ
913 感染列島　パンデミック・イブ 吉村　達也 著 小学館
913 パパママムスメの１０日間 五十嵐　貴久 著 朝日新聞出版
913 妖怪アパートの幽雅な日常　１０ 香月　日輪 著 講談社
913 卒業～開かずの教室を開けるとき はやみね　かおる 著 講談社
913 極北クレイマー 海堂　尊 著 朝日新聞出版
913 アンティークＦＵＧＡ　４　宝探しは眠りの森で あんびる　やすこ 著 岩崎書店
913 風の中のマリア 百田　尚樹 著 講談社
913 ボックス！ 百田　尚樹 著 太田出版
913 コケッコーさんとおたすけひよこ かろくこうぼう 著 フレーベル館
913 オオカミグーのはずかしいひみつ きむら　ゆういち 著 童心社
913 ルリユールおじさん いせ　ひでこ 著 理論社
913 マウンドの死 西村　京太郎 著 光文社
913 発信人は死者 西村　京太郎 著 光文社
913 外房線６０秒の罠 西村　京太郎 著 徳間書店
913 韓国新幹線を追え 西村　京太郎 著 光文社
913 心霊探偵八雲　５　つながる想い 神永　学 著 角川書店
913 デュラララ！！ 成田　良悟 著 メディアワークス
913 デュラララ！！　×２ 成田　良悟 著 メディアワークス
913 デュラララ！！　×３ 成田　良悟 著 メディアワークス
913 デュラララ！！　×４ 成田　良悟 著 メディアワークス
913 デュラララ！！　×５ 成田　良悟 著 メディアワークス
913 つみきのいえ 平田　研也　文 白泉社
913 おこだでませんように くすのき　しげのり 著 小学館
913 レイトン教授とさまよえる城 柳原　慧 著 小学館
913 おくりびと 百瀬　しのぶ 著 小学館
913 レッドクリフ　上 高里　椎奈 著 講談社
913 レッドクリフ　下 高里　椎奈 著 講談社
913 ゆうれい学園心霊クラブ 魔夜　妖一 著 学習研究社
913 死神少女 吉野　匠 著 幻冬舎
913 少年鉄人 山下　貴光 著 宝島社
913 小説リトル・チャロ わかぎ　ゑふ 著 日本放送出版協会
913 空に唄う 白岩　玄 著 河出書房新社
913 中学んとき 久保寺　健彦 著 角川書店
913 １Ｑ８４　ＢＯＯＫ１　４月－６月 村上　春樹 著 新潮社
913 １Ｑ８４　ＢＯＯＫ２　７月－９月 村上　春樹 著 新潮社
913 かあちゃん 重松　清 著 講談社
913 鷺と雪 北村　薫 著 文藝春秋
913 ギャングスタ 新藤冬樹 徳間書店
913 流星ワゴン 重松　清 著 講談社
913 学問 山田　詠美 著 新潮社
913 病気の魔女と薬の魔女 岡田　晴恵 著 学習研究社
913 800 川島　誠 著 角川書店
913 今夜も宇宙の片隅で 笹生　陽子 著 講談社
913 新版　劔岳　点の記 新田　次郎 原著 文藝春秋



913 走れ！Ｔ校バスケット部 松崎　洋 著 彩雲出版
913 フェンネル大陸　真勇伝　雪の追憶 高里　椎奈 著 講談社
913 武士道エイティーン 誉田　哲也 著 文藝春秋
913 ホッタラケの島　遥と魔法の鏡 行川　渉 著 角川学芸出版
913 ハードル　３ 吉富　多美 著 金の星社
913 まほろ駅前番外地 三浦　しをん 著 文藝春秋
913 薬屋探偵妖綺談⑬　海紡ぐ螺旋空の回廊 高里　椎奈 著 講談社
913 大江戸妖怪かわら版　５　雀、大浪花に行く 香月　日輪 著 理論社
913 キノの旅　１３ 時雨沢　恵一 著 アスキー・メディアワークス

913 ６ＴＥＥＮ 石田　衣良 著 新潮社
913 狼と香辛料　１３ 支倉　凍砂 著 アスキー・メディアワークス

913 ＷＩＬＬ 本多　孝好 著 集英社
913 ローズと魔法の薬 岡田　晴恵 著 学研教育出版
913 ＳＯＳの猿 伊坂　幸太郎 著 中央公論新社
913 都会のトム＆ソーヤ　７ はやみね　かおる 著 講談社
913 アンティークＦＵＧＡ　５　バビロニアの紅き瞳 あんびる　やすこ 著 岩崎書店
913 Ａｎｏｔｈｅｒ　アナザー 綾辻　行人 著 角川書店
913 船に乗れ！　１　合奏と協奏 藤谷　治 著 ジャイブ
913 船に乗れ！　２　独奏 藤谷　治 著 ジャイブ
913 船に乗れ！　３　合奏協奏曲 藤谷　治 著 ジャイブ
913 千里伝　五嶽真形図 仁木　英之 著 講談社
913 一瞬の風になれ　第１部　イチニツイテ 佐藤　多佳子 著 講談社
913 一瞬の風になれ　第２部　ヨウイ 佐藤　多佳子 著 講談社
913 一瞬の風になれ　第３部　ドン 佐藤　多佳子 著 講談社
913 さまよう刃 東野　圭吾 著 角川書店
913 小太郎の左腕 和田　竜 著 小学館
913 哄う合戦屋 北沢　秋 著 双葉社
913 ゼロの焦点 松本　清張 著 光文社
913 心霊探偵八雲　ＳＥＣＲＥＴ　ＦＩＬＥＳ　絆 神永　学 著 角川書店
913 神々の午睡 あさの　あつこ 著 学研パブリッシング
913 ちんぷんかん 畠中　恵 著 新潮社
913 京大少年 菅　広文 著 講談社
913 馬上少年過ぐ 司馬　遼太郎 著 新潮社
913 家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！　隠し弾　１ 天野　明 著 集英社
913 走れ！Ｔ校バスケット部　３ 松崎　洋 著 彩雲出版
913 シュガーダーク 新井　円侍 著 角川書店
913 小説　僕の初恋をキミに捧ぐ 橋口　いくよ 著 小学館
913 初恋リアル 香坂　直 著 講談社
913 友情リアル はやみね　かおる 著 講談社
913 妖怪アパートの幽雅な食卓 香月　日輪 原著 講談社
913 明日につづくリズム 八束　澄子 著 ポプラ社
913 明日につづくリズム 八束　澄子 著 ポプラ社
913 明日につづくリズム 八束　澄子 著 ポプラ社
913 狼と香辛料　１４ 支倉　凍砂 著 アスキー・メディアワークス

913 神様のカルテ 夏川　草介 著 小学館
913 月の恋人～Ｍｏｏｎ　Ｌｏｖｅｒｓ 道尾　秀介 著 新潮社
913 死ねばいいのに 京極　夏彦 著 講談社
913 キング＆クイーン 柳　広司 著 講談社
913 青森ドロップキッカーズ 森沢　明夫 著 小学館
913 神去なあなあ日常 三浦　しをん 著 徳間書店
913 孤狼と月　フェンネル大陸偽王伝Ⅰ 高里　椎奈 著 講談社
913 王様ゲーム 金沢　伸明 著 双葉社
913 王様ゲーム　終極 金沢　伸明 著 双葉社
913 横道世之介 吉田　修一 著 毎日新聞社
913 レイン　８　孤高の戦士 吉野　匠 著 アルファポリス
913 走れ！Ｔ校バスケット部　４ 松崎　洋 著 彩雲出版
913 四十九日のレシピ 伊吹　有喜 著 ポプラ社
913 アンティークＦＵＧＡ　６　永遠なる者たち あんびる　やすこ 著 岩崎書店
913 べべべんべんとう さいとう　しのぶ 著 教育画劇



913 かのこちゃんとマドレーヌ夫人 万城目　学 著 筑摩書房
913 星新一ＹＡセレクション①　死体ばんざい 星　新一 著 理論社
913 星新一ＹＡセレクション②　殺し屋ですのよ 星　新一 著 理論社
913 星新一ＹＡセレクション③　ゆきとどいた生活 星　新一 著 理論社
913 星新一ＹＡセレクション④　夜の侵入者 星　新一 著 理論社
913 星新一ＹＡセレクション⑤　あいつが来る 星　新一 著 理論社
913 星新一ＹＡセレクション⑩　うらめしや 星　新一 著 理論社
913 星新一ＹＡセレクション⑨　きつね小僧 星　新一 著 理論社
913 星新一ＹＡセレクション⑧　不吉な地点 星　新一 著 理論社
913 星新一ＹＡセレクション⑥　あるスパイの物語 星　新一 著 理論社
913 星新一ＹＡセレクション⑦　妄想銀行 星　新一 著 理論社
913 猫を抱いて象と泳ぐ 小川　洋子 著 文藝春秋
913 半分の月がのぼる空　上 橋本　紡 著 アスキー・メディアワークス

913 夜行観覧車 湊　かなえ 著 双葉社
913 コンダクター 神永　学 著 角川書店
913 機動戦士ガンダム００　３　フォーリンエンジェルス 矢立　肇 原著 角川書店
913 機動戦士ガンダム００　１　ソレスタルビーイング 矢立　肇 原著 角川書店
913 機動戦士ガンダム００　２　ガンダム鹵獲作戦 矢立　肇 原著 角川書店
913 トーキョー・クロスロード 濱野　京子 著 ポプラ社
913 メタルギアソリッド　ガンズオブザパトリオット 伊藤　計劃 著 角川書店
913 デュラララ！！　×７ 成田　良悟 著 アスキー・メディアワークス

913 デュラララ！！　×８ 成田　良悟 著 アスキー・メディアワークス

913 ９９のなみだ　第一夜 リンダブックス編集部 編 泰文堂
913 ９９のなみだ・月 リンダブックス編集部 編著 泰文堂
913 ９９のなみだ・光 リンダブックス編集部 編 泰文堂
913 ペンギン・ハイウェイ 森見　登美彦 著 角川書店
913 千葉県立海中高校 青柳　碧人 著 講談社
913 佐藤さん 片川　優子 著 講談社
913 ぜつぼうの濁点 原田　宗典 著 教育画劇
913 ねんどの神さま 那須　正幹 著 ポプラ社
913 おおかみペコペコ 宮西　達也 著 学習研究社
913 永遠の０ 百田　尚樹 著 太田出版
913 半分の月がのぼる空　下 橋本　紡 著 アスキー・メディアワークス

913 龍馬伝　３ 福田　靖 著 日本放送出版協会
913 お化けの真夏日 川端　誠 著 ビーエル出版
913 あんじゅう 宮部　みゆき 著 中央公論新社
913 学園キノ　４ 時雨沢　恵一 著 アスキー・メディアワークス

913 ぼくらの「最強」イレブン 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらの「第九」殺人事件 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらのミステリー列車 宗田　理 著 ポプラ社
913 どまんなか　３ 須藤　靖貴 著 講談社
913 １００の恋 リンダブックス編集部 編 泰文堂
913 火群のごとく あさの　あつこ 著 文藝春秋
913 八日目の蝉 角田　光代 著 中央公論新社
913 つばさものがたり 雫井　脩介 著 小学館
913 ヤマダさんの庭 岡田　淳 著 ビーエル出版
913 こびとづかん なばた　としたか 著 長崎出版
913 ＮＥＣＫ 舞城　王太郎 著 講談社
913 プラチナデータ 東野　圭吾 著 幻冬舎
913 私の優しくない先輩 日日日 著 講談社
913 お母さんの最後の一日 北川　悦吏子 著 角川書店
913 だいじょうぶ３組 乙武　洋匡 著 講談社
913 追想五断章 米澤　穂信 著 集英社
913 吸涙鬼 市川　拓司 著 講談社
913 ザ・ラストメッセージ海猿 百瀬　しのぶ 著 小学館
913 君が踊る、夏 香月　秀之 著 角川書店
913 レイン　２　招かれざる帰還 吉野　匠 著 アルファポリス
913 甲子園でもう一度きみに逢えたら 片瀬　真唯子 文芸社
913 ガールズ・ストーリー あさの　あつこ 著 ＰＨＰ研究所



913 ソルハ 帚木　蓬生 著 あかね書房
913 ねこタクシー　上 永森　裕二 著 竹書房
913 ねこタクシー　下 永森　裕二 著 竹書房
913 真夜中の学校レストラン 松谷　みよ子 編 童心社
913 恐怖のトンネルレストラン 松谷　みよ子 編 童心社
913 ゾンビのレストラン 松谷　みよ子 編 童心社
913 お化けパソコンレストラン 松谷　みよ子 編 童心社
913 座敷わらしレストラン 松谷　みよ子 編 童心社
913 生まれ変わりレストラン 松谷　みよ子 編 童心社
913 鬼のレストラン 松谷　みよ子 編 童心社
913 神かくしレストラン 松谷　みよ子 編 童心社
913 心霊写真レストラン 松谷　みよ子 編 童心社
913 学校の怪談大事典　軽装版 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社
913 心霊探偵八雲　６上 神永　学 著 角川書店
913 心霊探偵八雲　６下 神永　学 著 角川書店
913 キノの旅　１４ 時雨沢　恵一 著 アスキー・メディアワークス

913 背の眼　上 道尾　秀介 著 幻冬舎
913 背の眼　下 道尾　秀介 著 幻冬舎
913 ぼくらの最終戦争 宗田　理 著 ポプラ社
913 「バイバイ、ブラックバード」をより楽しむために ポスタル・ノベル 編 双葉社
913 亡霊レストラン 松谷　みよ子 編 童心社
913 雷桜 宇江佐　真理 著 角川書店
913 さよならドビュッシー 中山　七里 著 宝島社
913 天地明察 冲方　丁 著 角川書店
913 龍馬伝　１ 福田　靖 著 日本放送出版協会
913 龍馬伝　２ 福田　靖 著 日本放送出版協会
913 白狐魔記⑤　天草の霧 斉藤　洋 著 偕成社
913 桐島、部活やめるってよ 朝井　リョウ 著 集英社
913 レイトン教授と怪人ゴッド 日野　晃博 原著 小学館
913 カッコウの卵は誰のもの 東野　圭吾 著 光文社
913 十字架 重松　清 著 講談社
913 Ｎのために 湊　かなえ 著 東京創元社
913 ヴィヴァーチェ　２　漆黒の狙撃主 あさの　あつこ 著 角川書店
913 キケン 有川　浩 著 新潮社
913 １Ｑ８４　ＢＯＯＫ３　１０月－１２月 村上　春樹 著 新潮社
913 劇場版　ＴＲＩＣＫ　霊能力者バトルロイヤル 蒔田　光治 著 角川書店
913 ＴＲＩＣＫ新作スペシャル　２　死を呼ぶ子守唄 蒔田　光治 著 角川書店
913 天国への郵便配達人 北川　悦吏子 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

913 スパイクを買いに はらだ　みずき 著 角川書店
913 小説　東のエデン　劇場版 神山　健治 著 メディアファクトリー
913 バッカーノ！１７１０ 成田　良悟 著 アスキー・メディアワークス

913 ムシウタ　１０　夢偽る聖者 岩井　恭平 著 角川書店
913 きみが見つける物語　不思議な話編 いしい　しんじ 著 角川書店
913 きみが見つける物語　切ない話編 小川　洋子 著 角川書店
913 きみが見つける物語　休日編 角田　光代 著 角川書店
913 きみが見つける物語　友情編 坂木　司 著 角川書店
913 オー！ファーザー 伊坂　幸太郎 著 新潮社
913 小説侵略！ケロロ軍曹誕生！究極ケロロ奇跡の時空島であります！！ 吉崎　観音 原著 角川書店
913 きみ去りしのち 重松　清 著 文藝春秋
913 はじめての日々　泣いちゃいそうだよ高校生編 小林　深雪 著 講談社
913 江　姫たちの戦国　上 田渕　久美子 著 日本放送出版協会
913 江　姫たちの戦国　下 田渕　久美子 著 日本放送出版協会
913 あすなろ三三七拍子 重松　清 著 毎日新聞社
913 絶望ノート 歌野　晶午 著 幻冬舎
913 ぼくの歌が君に届きますように 天野　純希 著 ポプラ社
913 六百六十円の事情 入間　人間 著 アスキー・メディアワークス

913 パスワード悪魔の石 松原　秀行 著 講談社
913 パスワードダイヤモンド作戦！　悪魔の石２ 松原　秀行 著 講談社
913 パスワード悪の華 松原　秀行 著 講談社



913 ぼくらの心霊スポット　１　うわさの幽霊屋敷 あさの　あつこ 著 角川書店
913 百瀬、こっちを向いて。 中田　永一 著 祥伝社
913 よーするに医学えほんからだアイらんど　インフルエンザ編 きむら　ゆういち 著 講談社
913 サンタ・エクスプレス　季節風＊冬 重松　清 著 文藝春秋
913 雪だるまの雪子ちゃん 江國　香織 著 偕成社
913 リリース 草野　たき 著 ポプラ社
913 妖き庵夜話 榎田　ユウリ 著 角川書店
913 僕の明日を照らして 瀬尾　まいこ 著 筑摩書房
913 機動戦士ガンダムＳＥＥＤ　４　舞い降りる剣 後藤　リウ 著 角川書店
913 機動戦士ガンダムＳＥＥＤ　５　終わらない明日へ 後藤　リウ 著 角川書店
913 インシテミル 米澤　穂信 著 文藝春秋
913 儚い羊たちの祝宴 米澤　穂信 著 新潮社
913 小暮写眞館 宮部　みゆき 著 講談社
913 コンビニたそがれ堂 村山　早紀 著 ポプラ社
913 コンビニたそがれ堂　奇跡の招待状 村山早紀 著 ポプラ社
913 コンビニたそがれ堂　星に願いを 村山　早紀 著 ポプラ社
913 地獄堂霊界通信　１　完全版 香月　日輪 著 講談社
913 地獄堂霊界通信　２　完全版 香月　日輪 著 講談社
913 地獄堂霊界通信　３　完全版 香月　日輪 著 講談社
913 どまんなか　１ 須藤　靖貴 著 講談社
913 どまんなか　２ 須藤　靖貴 著 講談社
913 帰天城の謎　ＴＲＩＣＫ青春版 はやみね　かおる 著 講談社
913 大人への階段　Ｓｔｅｐ１　泣いちゃいそうだよ高校生編 小林　深雪 著 講談社
913 兄妹パズル 石井　睦美 著 ポプラ社
913 獣の奏者　外伝 上橋　菜穂子 著 講談社
913 バイバイ、ブラックバード 伊坂　幸太郎 著 双葉社
913 ストーリー・セラー 有川　浩 著 新潮社
913 狼と香辛料　１５　太陽の金貨　上 支倉　凍砂 著 アスキー・メディアワークス

913 阪急電車 有川　浩 著 幻冬舎
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－ド根性忍伝 岸本　斉史 著 集英社
913 ちょんまげぷりん 荒木　源 著 小学館
913 ちょんまげぷりん　２ 荒木　源 著 小学館
913 ゲゲゲの女房 武良　布枝 著 実業之日本社
913 ＲＤＧレッドデータガール　３ 荻原　規子 著 角川書店
913 踊る大捜査線　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ３　ヤツらを解放せよ！ 君塚　良一 著 扶桑社
913 Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ　６ あさの　あつこ 著 ポプラ社
913 世界でいちばん長い写真 誉田　哲也 著 光文社
913 無頼無頼ッ！ 矢野　隆 著 集英社
913 つくも神 伊藤　遊 著 ポプラ社
913 市立第二中学校２年Ｃ組　１０月１９日月曜日 椰月　美智子 著 講談社
913 都会のトム＆ソーヤ　８ はやみね　かおる 著 講談社
913 影法師 百田　尚樹 著 講談社
913 青天の霹靂 劇団ひとり 著 幻冬舎
913 神様のカルテ　２ 夏川　草介 著 小学館
913 白銀ジャック 東野　圭吾 著 実業之日本社
913 ムーン・ショット 関口　尚 著 メディアファクトリー
913 サマーウォーズ　クライシス・オブ・ＯＺ 土屋　つかさ 著 角川書店
913 ａｔ　Ｈｏｍｅ 本多　孝好 著 角川書店
913 いちばんあいされてるのはぼく 宮西　達也 著 ポプラ社
913 ＫＡＧＥＲＯＵ 齊藤智裕著 ポプラ社
913 走れ！Ｔ校バスケット部　５ 松崎　洋 著 彩雲出版
913 王様ゲーム　臨場 金沢　伸明 著 双葉社
913 マボロシの鳥 太田　光 著 新潮社
913 だから、僕は学校へ行く！ 乙武　洋匡 著 講談社
913 龍馬伝　４ 福田　靖 著 日本放送出版協会
913 小説ＭＡＪＯＲ　１　横浜編 土屋　理敬 著 小学館
913 小説ＭＡＪＯＲ　２　福岡編 土屋　理敬 著 小学館
913 小説ＭＡＪＯＲ　３　中学生編 丹沢　まなぶ 著 小学館
913 小説ＭＡＪＯＲ　４　海堂高校編 丹沢　まなぶ 著 小学館



913 チア男子！！ 朝井　リョウ 著 集英社
913 マリアビートル 伊坂　幸太郎 著 角川書店
913 アリアドネの弾丸 海堂　尊 著 宝島社
913 緑金書房午睡譚 篠田　真由美 著 講談社
913 ツナグ 辻村　深月 著 新潮社
913 「また、必ず会おう」と誰もが言った。 喜多川　泰 著 サンマーク出版
913 石霊と氷姫　上 西魚　リツコ 著 幻冬舎コミックス
913 石霊と氷姫　下 西魚　リツコ 著 幻冬舎コミックス
913 ゴーストハント　１ 小野　不由美 著 メディアファクトリー
913 やさしい夏の物語 花井　愛子 メディアファクトリー
913 魔王 伊坂　幸太郎 講談社
913 アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂　幸太郎 東京創元社
913 モダンタイムス 伊坂幸太郎 講談社
913 青い鳥 重松　清 新潮社
913 ネバーランド 恩田　陸 集英社
913 自転車少年記 竹内　真 新潮社
913 ブラバン 津原　泰水 バジリコ
913 グラスホッパー 伊坂　幸太郎 角川書店
913 グラウンドの空 あさのあつこ 角川書店
913 シティ・マラソンズ 三浦しをん　ほか 文藝春秋
913 食物連鎖の一番上はなんだろう トーマス　絵と文 バックステージカンパニー

913 夏の記者 福田隆浩 講談社
913 木暮荘物語 三浦しをん 祥伝社
913 哲夫の春休み 斎藤惇夫　作 岩波書店
913 忍びの国 和田竜 新潮社
913 仏果を得ず 三浦しをん 双葉社
913 トイレの神様 植村花菜 宝島社
913 母　オモニ 姜尚中 集英社
913 第二音楽室 佐藤多佳子 文藝春秋
913 病気の魔女と薬の魔女　ローズと魔法の地図 岡田晴恵 学研教育出版
913 聖夜 佐藤　多佳子 / 著 文藝春秋
913 聖夜 佐藤　多佳子 / 著 文藝春秋
913 聖夜 佐藤　多佳子 / 著 文藝春秋
913 県庁おもてなし課 有川　浩 / 著 福音館書店
913 ひぐれのお客 安房　直子 / 著 角川書店
913 青い珊瑚の伝説 石神　誠 / 著 鳥影社
913 もし高校野球の女子マネージャーがドラッガーの『マネジメント』を読んだら 岩崎　夏海 / 著 ダイヤモンド社
913 シューマンの指 奥泉　光 / 著 講談社
913 箱庭図書館 乙一 / 著 集英社
913 ゴースト・ハント　２　人形の檻 小野　不由美 / 著 メディアファクトリー
913 医学のたまご 海堂　尊 / 著 新潮社
913 ナニワ・モンスター 海堂　尊 / 作 理論社
913 かめ探偵Ｋ 北野　勇作 / 著 アスキーメディアワークス

913 豆腐小僧　その他 京極　夏彦 角川書店
913 おコン草子 齊藤　飛鳥 / 著 童心社
913 叫びと祈り 梓崎　優 / 著 東京創元社
913 鬼神伝 高田　崇史 / 著 講談社
913 鬼神伝　龍の巻 高田　崇史 / 著 講談社
913 奇跡 中松　まるは / 著 童心社
913 僕は、そして僕たちはどう生きるか 梨木　香歩 / 作 理論社
913 こころ　不思議な転校生 七瀬　晶 / 著 角川書店
913 ピアチェーレ　風の歌声 にしがき　ようこ / 作 小峰書店
913 いっちばん 畠中　恵 / 著 新潮社
913 ちょちょら 畠中　恵 / 著 新潮社
913 放課後はミステリーとともに 東川　篤哉 / 著 実業之日本社
913 謎解きはディナーのあとで 東川　篤哉 / 著 小学館
913 あの頃の　誰か 東野　圭吾 / 著 光文社
913 真夏の方程式 東野　圭吾 / 著 文藝春秋
913 偉大なる、しゅららぼん 万城目　学 / 著 集英社



913 僕と妻の１７７８話 眉村　卓 / 著 集英社
913 カササギたちの四季 道尾　秀介 / 著 光文社
913 ばんば憑き 宮部　みゆき / 著 角川書店
913 ＤＩＶＥ！！　上 森　絵都 角川書店
913 チームあかり 吉野　万理子 / 作 学研教育出版
913 栗良平作品集２ 栗 良平 著 栗っ子の会
913 冒険者たち 斎藤 惇夫 作 岩波書店
913 一休さんの門　上 川口 松太郎 著 読売新聞社
913 一休さんの道　下 川口 松太郎 著 読売新聞社
913 一休さんの門　下 川口 松太郎 著 読売新聞社
913 一休さんの道　上 川口 松太郎 著 読売新聞社
913 不忠臣蔵 井上 ひさし 著 集英社
913 海の群星 谷川 健一 著 集英社
913 2月26日 笠原 和夫 著 集英社
913 走れメロス・思ひ出　他六編 太宰　治 新学社
913 ああ玉杯に花うけて 佐藤 紅緑 〔著〕 新学社
913 恩讐の彼方に 菊池　寛 新学社
913 生れ出づる悩み 有島　武郎 新学社
913 カウント・プラン 黒川 博行 著 文芸春秋
913 友情 武者小路實篤 新学社
913 菊池寛全集　第一巻　戯曲集 高松市
913 菊池寛全集　第二巻　短篇集一 高松市
913 菊池寛全集　第三巻　短篇集二 高松市
913 菊池寛全集　第四巻　短篇集三 高松市
913 菊池寛全集　第五巻　長篇集一 高松市
913 菊池寛全集　第六巻二 高松市
913 菊池寛全集　第七巻　長篇三 高松市
913 菊池寛全集　第八巻　長篇集四 高松市
913 菊池寛全集　第九巻　長篇集五 高松市
913 菊池寛全集　第十巻　長篇集六 高松市
913 菊池寛全集　第十一巻　長篇集七 高松市
913 菊池寛全集　第十二巻　長篇集八 高松市
913 菊池寛全集　第十三巻　長篇集九 高松市
913 菊池寛全集　第十四巻　長篇集十 高松市
913 菊池寛全集　第十五巻　長篇集　十一 高松市
913 きつね三吉 佐藤 さとる 作 偕成社
913 そこなし森の話 佐藤 さとる 作 偕成社
913 トロッコ 芥川 竜之介 作 偕成社
913 虔十公園林 宮沢 賢治 作 偕成社
913 雪渡り 宮沢 賢治 作 偕成社
913 注文の多い料理店 宮沢 賢治 作 偕成社
913 どんぐりと山猫 宮沢 賢治 作 偕成社
913 なめとこ山の熊 宮沢 賢治 作 偕成社
913 おきなぐさ／いちょうの実 宮沢 賢治 作 偕成社
913 鹿踊りのはじまり 宮沢 賢治 作 偕成社
913 セロ弾きのゴーシュ 宮沢 賢治 作 偕成社
913 よだかの星 宮沢 賢治 作 偕成社
913 泣いた赤おに 浜田 広介 作 偕成社
913 手ぶくろを買いに 新美 南吉 作 偕成社
913 ごんぎつね 新美 南吉 作 偕成社
913 やまなし 宮沢 賢治 作 偕成社
913 月夜のでんしんばしら 宮沢 賢治 作 偕成社
913 双子の星 宮沢 賢治 作 偕成社
913 カイロ団長 宮沢 賢治 作 偕成社
913 一寸法師 江戸川　乱歩 ポプラ社
913 白い羽根の謎 江戸川　乱歩 ポプラ社
913 地獄の道化師 江戸川 乱歩 〔著〕 ポプラ社
913 緑衣の鬼 江戸川　乱歩 ポプラ社
913 黄金の怪獣 江戸川 乱歩 作 ポプラ社



913 恐怖の魔人王 江戸川　乱歩 ポプラ社
913 赤い妖虫 江戸川　乱歩 ポプラ社
913 黒い魔女 江戸川　乱歩 ポプラ社
913 幽鬼の塔 江戸川　乱歩 ポプラ社
913 黄金仮面 江戸川　乱歩 ポプラ社
913 蜘蛛男 江戸川　乱歩 ポプラ社
913 影男 江戸川　乱歩 ポプラ社
913 人間豹 江戸川　乱歩 ポプラ社
913 おしりをつねってくれ 柳家 弁天 作 太平出版社
913 ぼくは日記が書けない 宇田川 優子 作 ポプラ社
913 おくれてきたぼくの夏休み 亀之園 智子 作 文研出版
913 がんばれ！ソントル先生 滋野 透子 作 文研出版
913 星からきた子どもたち 沢田 徳子 作 文研出版
913 たんぽぽの家 佐藤 州男 作 文研出版
913 野菊　川原で会った少年のなぞ 佐藤　州男 文献出版
913 とんび島が火をふいた 小山 勇 作 文研出版
913 ２００年前にぼくがいた！ 沢田 徳子 作 文研出版
913 あくむ 井上 夢人 著 集英社
913 孤独で優しい夜 唯川 恵 著 集英社
913 星空のシグナル 横山 充男 作 文研出版
913 少年の海 横山 充男 作 文研出版
913 盲導犬フロックスのてがみ 福沢 美和 著 偕成社
913 分身 東野 圭吾 著 集英社
913 フー子とママのふたり 福沢 美和 著 偕成社
913 いとしい人へのおくりもの 立原 えりか 文 大日本図書
913 天使になる夜 立原 えりか 文 大日本図書
913 かぞえうたのほん 岸田 衿子 作 福音館書店
913 ぼくはぼくだよ 内田 麟太郎 ぶん あすなろ書房
913 おさびし山のさくらの木 宮内 婦貴子 文 あすなろ書房
913 星のふる森 渡 洋子 文 あすなろ書房
913 三角館の恐怖 江戸川 乱歩 著 ポプラ社
913 大暗室 江戸川　乱歩 ポプラ社
913 地獄の仮面 江戸川 乱歩 著 ポプラ社
913 月うさぎ 奥田 瑛二 絵 あすなろ書房
913 ぞうのおなら 宮本 忠夫 作 あすなろ書房
913 全訳源氏物語　上巻 〔紫式部 著〕 角川書店
913 全訳源氏物語　中巻 〔紫式部 著〕 角川書店
913 全訳源氏物語　下巻 〔紫式部 著〕 角川書店
913 ちぐはぐな部品 星　新一 角川書店
913 ３びきのこぶた 森 毅 文 童話屋
913 遠足に幽霊がついてきた 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社
913 放送室に消えた先生 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社
913 校庭にうかんだ墓地 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社
913 魔界からのお知らせ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社
913 真夜中のミステリー・ツアー 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社
913 体育館であそぶ霊 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社
913 幽霊によばれた校長先生 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社
913 学校の怪談スペシャル２ 日本民話の会学校の怪談編集委員会 編 ポプラ社
913 ゆみ子とつばめのおはか 今西　祐行 偕成社
913 象のいない動物園 斎藤 憐 作 偕成社
913 サロマ湖のほとりから 新開 ゆり子 作 金の星社
913 友情は海をこえて 竹野 栄 作 金の星社
913 風が、とまるとき 島田 紳助 著 小学館
913 イルカと泳いだ夏 吉元 由美 著 立風書房
913 私のアンネ＝フランク 松谷　みよ子 偕成社
913 屋根裏部屋の秘密 松谷 みよこ 著 偕成社
913 アヒルよ空を飛べ！ はま みつを 作 金の星社
913 クレヨン王国七つの森 福永 令三 著 講談社
913 クレヨン王国なみだ物語 福永 令三 著 講談社



913 パワー全開！がんがんガンバ 田中舘 哲彦 作 汐文社
913 ビッグウェーブ！マリノス 田中舘 哲彦 作 汐文社
913 チャレンジスピリッツ！ヴェルディ 田中舘 哲彦 作 汐文社
913 非色 有吉 佐和子 〔著〕 角川書店
913 羅生門・鼻・芋粥 芥川 竜之介 〔著〕 角川書店
913 一房の葡萄 有島 武郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの運動会 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの恐怖館 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの騎士道 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの駈落ち 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 蜘蛛の糸・地獄変 芥川 竜之介 〔著〕 角川書店
913 山椒大夫・高瀬舟・阿部一族 森 鴎外 〔著〕 角川書店
913 城の崎にて・小僧の神様 志賀 直哉 〔著〕 角川書店
913 小説智恵子抄 佐藤 春夫 〔著〕 角川書店
913 雪国 川端 康成 〔著〕 角川書店
913 檸檬・城のある町にて 梶井 基次郎 〔著〕 角川書店
913 氷川清話 勝 海舟 〔著〕 角川書店
913 野火 大岡 昇平 〔著〕 角川書店
913 走れメロス 太宰 治 〔著〕 角川書店
913 田辺聖子の今昔物語 田辺 聖子 〔著〕 角川書店
913 九月の空 高橋 三千綱 著 角川書店
913 斜陽 太宰 治 〔著〕 角川書店
913 李陵・山月記 中島 敦 〔著〕 角川書店
913 こゝろ 夏目 漱石 〔著〕 角川書店
913 それから 夏目 漱石 〔著〕 角川書店
913 三四郎 夏目 漱石 〔著〕 角川書店
913 友情・愛と死 武者小路 実篤 〔著〕 角川書店
913 氷点　上 三浦 綾子 〔著〕 角川書店
913 氷点　下 三浦 綾子 〔著〕 角川書店
913 風立ちぬ・美しい村 堀 辰雄 〔著〕 角川書店
913 銀の匙 中 勘助 〔著〕 角川書店
913 スローカーブを、もう一球 山際 淳司 〔著〕 角川書店
913 ハ長調のポートレート 赤川 次郎 著 小学館
913 ぼうさまになったからす 松谷 みよ子 文 偕成社
913 菊池寛全集　第十六巻　史伝一 高松市
913 菊池寛全集　第十七巻　史伝二 高松市
913 菊池寛全集　第十八巻　史伝三 高松市
913 菊池寛全集　第十九巻　史伝四 高松市
913 菊池寛全集　第二十巻　史伝五 高松市
913 菊池寛全集　第二十一巻　女性論集 高松市
913 菊池寛全集　第二十二巻　評論集 高松市
913 菊池寛全集　第二十三巻　随想集 高松市
913 菊池寛全集　第二十四巻　感想集 高松市
913 大江健三郎全作品　第１期４ 大江 健三郎 著 新潮社
913 花豆の煮えるまで 安房 直子 作 偕成社
913 木かげの家の小人たち いぬい とみこ 作 福音館書店
913 闇の国のラビリンス 浅川 じゅん 作 偕成社
913 がんばれや巴くん いずみだ まきこ 作 汐文社
913 ふしぎな木の実の料理法 岡田 淳 作 理論社
913 まよなかの魔女の秘密 岡田 淳 作 理論社
913 森のなかの海賊船 岡田 淳 作 理論社
913 赤い円ばんあんパン号 沖井 千代子 作 偕成社
913 ロングバケーション 北川 悦吏子 〔脚本〕 角川書店
913 黒の女王との戦い 北村 想 作 あかね書房
913 とび丸竜の案内人 柏葉 幸子 作 偕成社
913 そよかぜ野菜村 とき ありえ 作 偕成社
913 ひさしの村 筒井 頼子 作 福音館書店
913 ジーク 斉藤 洋 作 偕成社
913 西の魔女が死んだ 梨木 香歩 著 小学館



913 仮面の国のユリコ 浜 たかや 作 偕成社
913 大地の子　上 山崎 豊子 著 文芸春秋
913 大地の子　中 山崎 豊子 著 文芸春秋
913 大地の子　下 山崎 豊子 著 文芸春秋
913 ベンガルトラの森へ 門田 修 作 理論社
913 少女たちの帆を張って 堀 直子 作 あかね書房
913 マージと恐怖の黒魔界 早川 真知子 作 あかね書房
913 マージと驚異の超能力 早川 真知子 作 あかね書房
913 マージと妖魔の国トランタン 早川 真知子 作 あかね書房
913 マージと恐竜王国の危機 早川 真知子 作 あかね書房
913 マージと黒魔界の逆襲 早川 真知子 作 あかね書房
913 ツェねずみ 宮沢 賢治 作 岩崎書店
913 ふた子の星 宮沢 賢治 作 岩崎書店
913 どんぐりと山ねこ 宮沢 賢治 作 岩崎書店
913 注文の多い料理店 宮沢 賢治 作 岩崎書店
913 よだかの星 宮沢 賢治 作 岩崎書店
913 なめとこ山のくま 宮沢 賢治 作 岩崎書店
913 オツベルと象 宮沢 賢治 作 岩崎書店
913 セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治 作 岩崎書店
913 風の又三郎 宮沢 賢治 作 岩崎書店
913 ポラーノの広場 宮沢 賢治 作 岩崎書店
913 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治 作 岩波書店
913 あな 谷川 俊太郎 作 福音館書店
913 ぼくがとぶ ささき まき さく 福音館書店
913 ぼくびょうきじゃないよ 角野 栄子 さく 福音館書店
913 だるまちゃんととらのこちゃん 加古 里子 さく　え 福音館書店
913 どろんこおそうじ さとう わきこ さく・え 福音館書店
913 きょだいなきょだいな 長谷川 摂子 作 福音館書店
913 さんまいのおふだ 水沢 謙一 再話 福音館書店
913 かさじぞう 瀬田 貞二 再話 福音館書店
913 くろうまブランキー 伊東 三郎 再話 福音館書店
913 きつねとねずみ ビアンキ さく 福音館書店
913 やっぱりおおかみ ささき　まき 福音館書店
913 いもうとのにゅういん 筒井 頼子 さく 福音館書店
913 ぶたぶたくんのおかいもの 土方 久功 さく　え 福音館書店
913 おふろやさん 西村 繁男 作 福音館書店
913 おとうさんといっしょに 白石 清春 さく 福音館書店
913 ジオジオのかんむり 岸田 衿子 作 福音館書店
913 ごろはちだいみょうじん 中川 正文 さく 福音館書店
913 きつねのよめいり 松谷　みよこ 福音館書店
913 あらいぐまとねずみたち 大友　康夫 福音館書店
913 やこうれっしゃ 西村 繁男 さく 福音館書店
913 おじぞうさん 田島 征三 〔作〕 福音館書店
913 おかえし 村山 桂子 さく 福音館書店
913 あめふり さとう わきこ さく・え 福音館書店
913 おばあさんのすぷーん 神沢　利子 福音館書店
913 ぐりとぐらのかいすいよく なかがわ　りえこ 福音館書店
913 たいへんなひるね さとう わきこ さく・え 福音館書店
913 へそもち 渡辺　茂男 福音館書店
913 たからさがし なかがわ りえこ 〔作〕 福音館書店
913 にぎりめしごろごろ 小林 輝子 再話 福音館書店
913 おっとせいおんど 神沢 利子 文 福音館書店
913 ぐりとぐらとくるりくら なかがわ りえこ 〔さく〕 福音館書店
913 だいふくもち 田島 征三 作 福音館書店
913 あさえとちいさいいもうと 筒井 頼子 さく 福音館書店
913 とこちゃんはどこ 松岡 享子 さく 福音館書店
913 とん　ことり 筒井 頼子 さく 福音館書店
913 たろうのひっこし 村山 桂子 さく 福音館書店
913 はじめてのおつかい 筒井 頼子 さく 福音館書店



913 だいちゃんとうみ 太田 大八 さく・え 福音館書店
913 エンソくんきしゃにのる スズキ コージ さく 福音館書店
913 ごろごろ　にゃーん 長 新太 作・画 福音館書店
913 まあちゃんのながいかみ たかどの ほうこ さく 福音館書店
913 めっきらもっきらどおんどん 長谷川 摂子 作 福音館書店
913 やまのぼり さとう わきこ さく・え 福音館書店
913 そりあそび さとう わきこ さく・え 福音館書店
913 いちごばたけのちいさなおばあさん わたり むつこ さく 福音館書店
913 おっとおとしもの 五味 太郎 〔作〕 福音館書店
913 ぽとんぽとんはなんのおと 神沢 利子 さく 福音館書店
913 二ほんのかきのき 熊谷　元一 福音館書店
913 ねずみじょうど 瀬田　貞二 福音館書店
913 おなかのすくさんぽ かたやま けん 〔作〕 福音館書店
913 くわずにょうぼう 稲田 和子 再話 福音館書店
913 ぴかくん　めをまわす 松居 直 さく 福音館書店
913 せんたくかあちゃん さとう わきこ さく・え 福音館書店
913 幽霊列車レストラン かとう くみこ 絵 童心社
913 ちょろりんのすてきなセーター 降矢 なな さく・え 福音館書店
913 のでのでので 五味 太郎 〔作〕 福音館書店
913 ぞうくんのさんぽ なかの ひろたか さく・え 福音館書店
913 瓦礫の下の小説 重松 克洋 著 集英社
913 大槻教授の「怪奇現象」シリーズ２ 鴻上 聡 著 汐文社
913 大槻教授の「怪奇現象」シリーズ３ 鴻上 聡 著 汐文社
913 大槻教授の「怪奇現象」シリーズ４ 鴻上 聡 著 汐文社
913 ハッピー・バースデイ！幽霊くん さとう まきこ 作 ポプラ社
913 おばけが銀座にあつまって 木暮 正夫 作 ポプラ社
913 悲しいくらい好きだった 薫 くみこ 作 ポプラ社
913 ネコマタのおばばと異次元の森 香月 日輪 作 ポプラ社
913 鬼丸くんの怪奇ファイル 石崎 洋司 作 ポプラ社
913 忘れたらゆるさない 沢井 いづみ 作 ポプラ社
913 カレンダー ひこ・田中 作 福武書店
913 ママの敷いたレール 蓬莱 泰三 著 ポプラ社
913 白河夜船 吉本 ばなな 著 福武書店
913 ああ、三者面談 蓬莱 泰三 著 ポプラ社
913 ふれあいを求めて 山田 正弘 著 ポプラ社
913 ミスター・クエスチョン 竹内 日出男 著 ポプラ社
913 遅刻ゲーム 蓬莱 泰三 著 ポプラ社
913 占いラッキーデー 関 功 著 ポプラ社
913 うるさいんだよ、母さんは 竹内 日出男 著 ポプラ社
913 ザ・校則 関 功 著 ポプラ社
913 かね・カネ・金 蓬莱 泰三 著 ポプラ社
913 涙のバレンタイン 松林 経明 著 ポプラ社
913 カンニング 竹内 日出男 著 ポプラ社
913 セカンド・ボタン 東 多江子 著 ポプラ社
913 明日がある 山田 正弘 著 ポプラ社
913 おじいちゃんの栄光 竹内 日出男 著 ポプラ社
913 いやと言えないわたし 蓬莱 泰三 著 ポプラ社
913 一日私服登校 下川 博 著 ポプラ社
913 英語がなんだ 関 功 著 ポプラ社
913 親父のジーパン 高谷 信之 著 ポプラ社
913 男がマワシを締めるとき 関澄 一輝 著 ポプラ社
913 姉妹ゲーム 蓬莱 泰三 著 ポプラ社
913 点数がほしい 長瀬 正枝 著 ポプラ社
913 恋のピエロ 下川 博 著 ポプラ社
913 過去からのメッセージ 蓬莱 泰三 著 ポプラ社
913 長すぎたトンネル 関 功 著 ポプラ社
913 母たちの戦い 山田 正弘 著 ポプラ社
913 見えない暴力 蓬莱 泰三 著 ポプラ社
913 ぼくらの危（ヤ）バイト作戦 宗田 理 〔著〕 角川書店



913 ６月６日のゴースト 千世 まゆ子 作 ポプラ社
913 キッチン 吉本 ばなな 著 福武書店
913 うたかた／サンクチュアリ 吉本 ばなな 著 福武書店
913 アムリタ　上 吉本 ばなな 著 福武書店
913 アムリタ　下 吉本 ばなな 著 福武書店
913 とべないホタル 小沢 昭巳 作 ハート出版
913 とべないホタル２ 小沢 昭巳 作 ハート出版
913 とべないホタル３ 小沢 昭巳 作 ハート出版
913 とべないホタル４ 小沢 昭巳 作 ハート出版
913 とべないホタル５ 小沢 昭巳 作 ハート出版
913 とべないホタル６ 小沢 昭巳 作 ハート出版
913 とべないホタル７ 小沢 昭巳 作 ハート出版
913 とべないホタル８ 小沢 昭巳 作 ハート出版
913 とべないホタル９ 小沢 昭巳 作 ハート出版
913 ハートボイス 青木 和雄 作 金の星社
913 精霊の守り人 上橋 菜穂子 作 偕成社
913 蘭丸、夢の途中 角田 茉瑳子 作 岩崎書店
913 愛について 落合 恵子 編 童心社
913 魔法使いが落ちてきた夏 タカシ トシコ 著 理論社
913 ドローセルマイアーの人形劇場 斉藤 洋 作 あかね書房
913 ぼくらのサイテーの夏 笹生 陽子 作 講談社
913 豚飼いの話 野中 恵子 著 審美社
913 豚飼いの話２ 野中 恵子 著 審美社
913 豚飼いの話３ 野中 恵子 著 審美社
913 豚飼いの話４ 野中 恵子 著 審美社
913 豚飼いの話５ 野中 恵子 著 審美社
913 豚飼いの話６ 野中 恵子 著 審美社
913 豚飼いの話７ 野中 恵子 著 審美社
913 汽車にのって 三輪 裕子 作 講談社
913 淋しいおさかな 別役 実 〔著〕 三一書房
913 風の研究 別役 実 著 三一書房
913 おさかなの手紙 別役 実 著 三一書房
913 星の街のものがたり 別役　実 三一書房
913 はるかニライ・カナイ 灰谷 健次郎 作 理論社
913 ほら男爵現代の冒険 星 新一 著 新潮社
913 にぎやかな部屋 星 新一 著 新潮社
913 ブランコのむこうで 星　新一 新潮文庫
913 さまざまな迷路 星 新一 著 新潮社
913 午後の恐竜 星 新一 著 新潮社
913 だれかさんの悪夢 星 新一 著 新潮社
913 白い服の男 星　新一 新潮社
913 おせっかいな神々 星 新一 著 新潮社
913 妖精配給会社 星 新一 著 新潮社
913 マイ国家 星 新一 著 新潮社
913 妄想銀行 星 新一 著 新潮社
913 きまぐれ指数 星 新一 著 新潮社
913 ボンボンと悪夢 星 新一 著 新潮社
913 ねじのかいてん 椎名 誠 〔著〕 講談社
913 古事記物語 福永 武彦 作 岩波書店
913 コブタの気持ちもわかってよ 小泉 吉宏 作 ベネッセコーポレーション

913 てのりゾウのパズー 小泉 吉宏 作 ベネッセコーポレーション

913 戦争で死んだ兵士のこと 小泉 吉宏 作 ベネッセコーポレーション

913 てのりゾウのパズーお手をしてごらんよ 小泉 吉宏 作 ベネッセコーポレーション

913 ハローによろしく 那須田 淳 著 ポプラ社
913 モーツァルトの伝言 加藤 純子 作 ポプラ社
913 マイ・ネイム・イズ…… 長崎 夏海 作 ポプラ社
913 小さな蘭に 森 忠明 作 ポプラ社
913 夜明けの海へ 伊東 信 作 ポプラ社
913 ストーブ戦争！ ゆうき えみ 作 ポプラ社



913 サイレントビート 泉 啓子 作 ポプラ社
913 記念写真 長原 啓子 作 ポプラ社
913 カッパの三平　魔法だぬき 水木 しげる 著 ポプラ社
913 野菊の墓・隣の嫁 伊藤 左千夫 〔著〕 角川書店
913 山のむこうは青い海だった 今江 祥智 作 理論社
913 ループ 鈴木 光司 著 角川書店
913 秋桜（コスモス） すずき じゅんいち 著 汐文社
913 愛の黙示録 田内 基 著 汐文社
913 砂で作った家族たち 立原 えりか 作 近代文芸社
913 月光の夏 毛利 恒之 著 汐文社
913 失業白書 富川 元文 作 汐文社
913 うめ子先生 佐々木 征夫 著 日本テレビ放送網
913 にいちゃん、ぼく反省しきれません。 柚木 真理 著 ポプラ社
913 小説どんぐりの家 山本 おさむ 原案 汐文社
913 あのころ さくら ももこ 絵と文 集英社
913 蜘蛛の糸・杜子春・トロッコ 芥川 竜之介 作 岩波書店
913 深夜特急１ 沢木 耕太郎 著 新潮社
913 深夜特急２ 沢木 耕太郎 著 新潮社
913 深夜特急３ 沢木 耕太郎 著 新潮社
913 深夜特急４ 沢木 耕太郎 著 新潮社
913 深夜特急５ 沢木 耕太郎 著 新潮社
913 深夜特急６ 沢木 耕太郎 著 新潮社
913 エヌ氏の遊園地 星 新一 著 新潮社
913 海の短篇集 原田 宗典 〔著〕 角川書店
913 李陵・山月記 中島 敦 著 新潮社
913 中吊り小説 吉本 ばなな 〔ほか〕著 新潮社
913 亜細亜ふむふむ紀行 群 ようこ 著 新潮社
913 交差点で石蹴り 群 ようこ 著 新潮社
913 村上朝日堂 村上 春樹 著 新潮社
913 さらば国分寺書店のオババ 椎名 誠 著 新潮社
913 あやしい探検隊海で笑う 椎名 誠 〔著〕 角川書店
913 光射す海 鈴木 光司 著 新潮社
913 菜の花郵便局 つか こうへい 〔著〕 角川書店
913 宮沢賢治全集８ 宮沢 賢治 著 筑摩書房
913 天平の甍 井上 靖 著 新潮社
913 三毛猫ホームズの追跡 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの犯罪学講座 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの四季 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの怪談 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの登山列車 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの感傷旅行 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズと愛の花束 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 三毛猫ホームズの推理 赤川 次郎 〔著〕 角川書店
913 ぼくの小鳥ちゃん 江国 香織 著 あかね書房
913 清兵衛と瓢箪・小僧の神様 志賀 直哉 著 集英社
913 父の詫び状 向田 邦子 著 文芸春秋
913 伊豆の踊り子・温泉宿　他四編 川端　康成 岩波書店
913 つぐみ 吉本 ばなな 著 中央公論新社
913 高瀬舟 森 鴎外 著 集英社
913 少年動物誌 河合 雅雄 作 福音館書店
913 窓ぎわのトットちゃん 黒柳 徹子 〔著〕 講談社
913 坊っちゃん 夏目 漱石 作 岩波書店
913 こうばしい日々 江国 香織 著 新潮社
913 つめたいよるに 江国 香織 著 新潮社
913 ちゅ ふくだ すぐる 著 岩崎書店
913 ただのおじさん ふくだ すぐる 著 岩崎書店
913 とってもタヌキさん ふくだ すぐる さく・え 岩崎書店
913 ゴリラさんのハンコ ふくだ すぐる さく・え 岩崎書店
913 Ｄｅａｒサンタさん ふくだ すぐる さく・え 岩崎書店



913 ただのおじさん２ ふくだ すぐる 著 岩崎書店
913 平家物語（一） 杉本 圭三郎 全訳注 講談社
913 平家物語（二） 杉本 圭三郎 全訳注 講談社
913 平家物語（三） 杉本 圭三郎 全訳注 講談社
913 平家物語（四） 杉本 圭三郎 全訳注 講談社
913 平家物語（五） 杉本 圭三郎 全訳注 講談社
913 平家物語（六） 杉本 圭三郎 全訳注 講談社
913 平家物語（七） 杉本 圭三郎 全訳注 講談社
913 平家物語（八） 杉本 圭三郎 全訳注 講談社
913 平家物語（九） 杉本 圭三郎 全訳注 講談社
913 平家物語（十） 杉本 圭三郎 全訳注 講談社
913 平家物語（十一） 杉本 圭三郎 全訳注 講談社
913 平家物語（十二） 杉本 圭三郎 全訳注 講談社
913 更級日記（上） 関根　慶子 講談社
913 更級日記（下） 関根　慶子 講談社
913 讃岐典侍日記 森本　元子 講談社
913 古事記（上） 次田 真幸 全訳注 講談社
913 古事記（中） 次田 真幸 全訳注 講談社
913 古事記（下） 次田 真幸 全訳注 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（一） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（二） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（三） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（四） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（五） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（六） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（七） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（八） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（九） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（十） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（十一） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（十二） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（十三） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（十四） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（十五） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（十六） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（十七） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（十八） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（十九） 今泉　忠義 講談社
913 源氏物語　全現代語訳（二十） 今泉　忠義 講談社
913 蜻蛉日記（上）　全訳注 上村　悦子 講談社
913 蜻蛉日記（中）　全訳注 上村　悦子 講談社
913 蜻蛉日記（下）　全訳注 上村　悦子 講談社
913 とりかへばや物語（一）全訳注 桑原　博史 講談社
913 とりかへばや物語（二）全訳注 桑原　博史 講談社
913 とりかへばや物語（三）全訳注 桑原　博史 講談社
913 とりかへばや物語（四）全訳注 桑原　博史 講談社
913 今昔物語集（一）全訳注 国東 文麿 講談社
913 今昔物語集（二）全訳注 国東 文麿 講談社
913 今昔物語集（三）全訳注 国東 文麿 講談社
913 今昔物語集（四）全訳注 国東 文麿 講談社
913 今昔物語集（五）全訳注 国東 文麿 講談社
913 今昔物語集（六）全訳注 国東 文麿 全訳注 講談社
913 今昔物語集（七）全訳注 国東 文麿 講談社
913 今昔物語集（八） 国東 文麿 全訳注 講談社
913 今昔物語集（九）全訳注 国東 文麿 講談社
913 十六夜日記・夜の鶴 森本　元子 講談社
913 伊勢物語（上）全訳注 阿部　俊子 講談社
913 伊勢物語（下）全訳注 阿部　俊子 講談社
913 古今和歌集（一）全訳注 久曽神 昇 講談社



913 古今和歌集（三）全訳注 久曽神 昇 講談社
913 古今和歌集（四）全訳注 久曽神 昇 講談社
913 雨月物語（上）全訳注 青木 正次 講談社
913 雨月物語（下）全訳注 青木 正次 講談社
913 堤中納言物語　全訳注 三角 洋一 講談社
913 おとぎ草子　全訳注 桑原 博史 講談社
913 源氏物語を知る事典 西沢 正史 編 東京堂出版
913 サザエさん① 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん② 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん③ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん④ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑤ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑥ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑦ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑧ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑩ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑪ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑫ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑬ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑭ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑮ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑯ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑰ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑱ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑲ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん⑳ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん２１ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん２２ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 サザエさん２３ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 いじわるばあさん① 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 いじわるばあさん② 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 エプロンおばさん① 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 エプロンおばさん② 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 エプロンおばさん③ 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 エプロンおばさん④似たもの一家 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 仲よし手帖　新やじきた道中記 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 よりぬきサザエさん 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 思い出記念館 長谷川 町子 著 朝日新聞社
913 あさきゆめみし１　星の章 大和 和紀 著 講談社
913 あさきゆめみし２　花の章 大和 和紀 著 講談社
913 あさきゆめみし３　炎の章 大和 和紀 著 講談社
913 あさきゆめみし４　月の章 大和 和紀 著 講談社
913 あさきゆめみし５　風の章 大和 和紀 著 講談社
913 あさきゆめみし６　水の章 大和 和紀 著 講談社
913 あさきゆめみし７　霧の章 大和 和紀 著 講談社
913 冒険者たち 斎藤 惇夫 作 岩波書店
913 宙返り　上 大江 健三郎 著 講談社
913 宙返り　下 大江 健三郎 著 講談社
913 賢治先生 長野 まゆみ 〔著〕 河出書房新社
913 学校ともだち 長野 まゆみ 著 光文社
913 少年アリス 長野 まゆみ 著 河出書房新社
913 月の船でゆく 長野 まゆみ 著 光文社
913 夏至南風（カーチィベイ） 長野 まゆみ 〔著〕 河出書房新社
913 ラブの贈りもの 登坂 恵里香 作 汐文社
913 日蝕 平野 啓一郎 著 新潮社
913 ブエノスアイレス午前零時 藤沢 周 著 河出書房新社
913 千里眼 松岡 圭祐 著 小学館
913 一月物語 平野 啓一郎 著 新潮社
913 海と毒薬 遠藤 周作 著 新潮社



913 沈黙 遠藤 周作 著 新潮社
913 しろばんば 井上 靖 著 新潮社
913 高野聖 泉 鏡花 著 集英社
913 吾輩は猫である 夏目 漱石 著 新潮社
913 或る女 有島 武郎 著 新潮社
913 ボッコちゃん 星 新一 著 新潮社
913 蜘蛛の糸・杜子春 芥川 竜之介 著 新潮社
913 羅生門・鼻 芥川 竜之介 著 新潮社
913 河童・或阿呆の一生 芥川 竜之介 著 新潮社
913 地獄変・偸盗 芥川 竜之介 著 新潮社
913 檸檬 梶井 基次郎 著 新潮社
913 子供の領分 吉行 淳之介 著 集英社
913 放課後の音符（キイノート） 山田 詠美 著 新潮社
913 雁 森 鴎外 作 岩波書店
913 蝶々の纏足・風葬の教室 山田 詠美 著 新潮社
913 風の又三郎 宮沢 賢治 作 岩波書店
913 燃ゆる頬・聖家族 堀　辰雄 新潮社
913 風立ちぬ・美しい村 堀 辰雄 著 新潮社
913 大和路・信濃路 堀　辰雄 新潮社
913 五重塔 幸田 露伴 作 岩波書店
913 武蔵野 国木田 独歩 作 岩波書店
913 梟の城 司馬 遼太郎 著 新潮社
913 ヴィヨンの妻 太宰 治 著 新潮社
913 斜陽 太宰 治 著 新潮社
913 パンドラの匣 太宰 治 著 新潮社
913 不如帰 徳富 蘆花 著 岩波書店
913 すみだ川・新橋夜話 永井 荷風 作 岩波書店
913 花のワルツ 川端　康成 新潮社
913 雪国 川端 康成 著 新潮社
913 愛する人達 川端 康成 著 新潮社
913 古都 川端 康成 著 新潮社
913 虹いくたび 川端 康成 著 新潮社
913 川のある下町の話 川端 康成 著 新潮社
913 現代語訳竹取物語 川端 康成 〔訳〕著 新潮社
913 彼岸過迄 夏目 漱石 著 新潮社
913 門 夏目 漱石 著 新潮社
913 こころ 夏目 漱石 著 新潮社
913 三四郎 夏目 漱石 著 新潮社
913 それから 夏目 漱石 著 新潮社
913 明暗 夏目 漱石 著 新潮社
913 人間失格 太宰 治 著 新潮社
913 平家物語 学研
913 鉄道員（ぽっぽや） 浅田 次郎 著 集英社
913 おじゃる丸のまったり人生のススメ 犬丸 りん 著 幻冬舎
913 なおこになる日 岡田 なおこ 著 小学館
913 十の恐怖 常盤 朱美 〔ほか〕著 角川書店
913 催眠 松岡 圭祐 著 小学館
913 ロックンロールミシン 鈴木 清剛 著 河出書房新社
913 ペンギンゴコロ さかざき ちはる 作・絵 文渓堂
913 ペンギンスタイル さかざき ちはる 作・絵 文渓堂
913 エイジ 重松 清 著 朝日新聞社
913 伊豆の踊子 川端 康成 著 新潮社
913 坊っちゃん 夏目 漱石 著 新潮社
913 子子家庭は大当り！ 赤川 次郎 著 新潮社
913 楽園 鈴木 光司 著 新潮社
913 蒲団・一兵卒 田山 花袋 作 岩波書店
913 アメリカひじき・火垂るの墓 野坂 昭如 著 新潮社
913 １４歳とタウタウさん 梅田 俊作 作・絵 ポプラ社
913 ハッピーバースデー 青木 和雄 作 金の星社



913 鬼の橋 伊藤 遊 作 福音館書店
913 平家物語紀行 小林 美和 文 偕成社
913 夏の庭 湯本 香樹実 著 新潮社
913 山月記・李陵 中島 敦 作 岩波書店
913 チョコレートをたべたさかな みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版
913 ぼくらの天使ゲーム 宗田　理∥著//はしもと　しん∥画 角川書店//角川グループパブリッシング

913 ぼくらの最終戦争 宗田　理∥著 ポプラ社
913 真夜中の図書館　１ ニック・シャドウ∥著//堂田　和美∥訳//一橋　真∥画 集英社
913 ぼくらの大脱走 宗田　理 / 著 ポプラ社
913 チームみらい 吉野　万理子 / 著　　宮尾　和孝 / 画 学研教育出版//学研マーケティング

913 どうにかしたい！ 黒野　伸一 / 著 理論社
913 竜の座卓 朝比奈　蓉子 / 著　　金沢　まりこ / 画 偕成社
913 ドクター・サンタの住宅研究所 稲葉　なおと / 著　　大野　八生 / 画 偕成社
913 幸せの器 おぎ　ぜんた / 著　　坂田　泉 / 画 偕成社
913 アギーの祈り 濱野　京子 / 著　　平澤　朋子 / 画 偕成社
913 赤い実たちのラブソング 名木田　恵子 / 著 ＰＨＰ研究所
913 かがみのもり 大崎　梢 / 著 光文社
913 闇の穴 藤沢　周平 / 著 新潮社
913 小説星守る犬 原田　マハ / 著　　村上　たかし/  原著 双葉社
913 望月青果店 小手鞠　るい / 著 中央公論新社
913 日輪の遺産 浅田　次郎 / 著 徳間書店
913 下町ロケット 池井戸　潤 / 著 小学館
913 ロックわんこの島 水稀　しま，他 / 著 小学館
913 岳－ガク 世良　ふゆみ / 著　　石塚　真一 / 原著　　吉田　智子 / 著 小学館
913 １２の贈り物 道又　力 荒蝦夷
913 闇より深い闇 立原　透耶 / 著 メディアファクトリー
913 モコはかんがえます。 まつした　さゆり / 著 学研教育出版//学研マーケティング

913 斉藤さんがゆく 祐天寺　与太郎 / 著 小学館
913 彩雲国物語　２ 雪乃　紗衣 / 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 彩雲国物語　１ 雪乃　紗衣 / 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 イノセント・ゲリラの祝祭　上 海堂　尊 / 著 宝島社
913 イノセント・ゲリラの祝祭　下 海堂　尊 / 著 宝島社
913 ゴーグル男の怪 島田　荘司 / 著 新潮社
913 きみがいてよかった 小林　深雪 / 著　　牧村　久実 / 画 講談社
913 空想探偵と密室メイカー 天祢　涼 / 著 講談社
913 憧れの少年探偵団 秋梨　惟喬 / 著 東京創元社
913 小説　アンフェア　ｔｈｅ　ｍｏｖｉｅ 秦　建日子 / 原著　　佐藤　嗣麻子，多田　洋一 / 著 ワニブックス
913 僕たちの旅の話をしよう 小路　幸也 / 著　　ｐｕｎ２ / 画 集英社
913 螢の城 秋月　達郎 / 著 ＰＨＰエディターズ・グループ

913 七人の探偵のための事件 芦辺　拓 / 著 早川書房
913 クジラの彼 有川　浩 / 著 角川書店
913 ヒア・カムズ・ザ・サン 有川　浩 / 著 新潮社
913 大盛りワックス虫ボトル 魚住　直子 / 著 講談社
913 真夜中のパン屋さん 大沼　紀子 / 著 ポプラ社
913 ゴーストハント　４　 小野　不由美 / 著 メディアファクトリー
913 ゴーストハント　５ 小野　不由美 / 著 メディアファクトリー
913 ゴーストハント　６ 小野　不由美 / 著 メディアファクトリー
913 夢見る黄金地球儀 海堂　尊 / 著 東京創元社
913 天命探偵真田省吾 神永　学 / 著 新潮社
913 天命探偵真田省吾　２ 神永　学 / 著 新潮社
913 天命探偵真田省吾　３ 神永　学 / 著 新潮社
913 天命探偵真田省吾　４ 神永　学 / 著 新潮社
913 聖なる怪物たち 河原　れん / 著 幻冬舎
913 きみが見つける物語　　ティーンエイジ・レボリューション あさの　あつこ　　魚住　直子　　角田　光代　　笹生　陽子　　森　絵都　　ほか / 著 角川書店　角川グループパブリッシング〔発売〕

913 タイムスリップ戦国時代 鯨　統一郎 / 著 講談社
913 タイムスリップ忠臣蔵 鯨　統一郎 / 著 講談社
913 タイムスリップ紫式部 鯨　統一郎 / 著 講談社
913 地獄堂霊界通信　３　　 香月　日輪 / 著 講談社
913 地獄堂霊界通信　４ 香月　日輪 / 著 講談社



913 地獄堂霊界通信　５ 香月　日輪 / 著 講談社
913 大人への階段　Ｓｔｅｐ１　泣いちゃいそうだよ高校生編 小林　深雪 / 著　牧村　久実 / 画 講談社
913 大人への階段　Ｓｔｅｐ２ 小林　深雪 / 著 講談社
913 家元探偵マスノくん 笹生　陽子 / 著 ポプラ社
913 魂　マブイ 佐藤　佳代 / 著 金の星社
913 ごきげんな裏階段　　 佐藤　多佳子 / 作　　小平　彩見 / 絵 日本標準
913 ギンギラ★落語ボーイ 三遊亭　白鳥 / 著 論創社
913 ボクは猫よ 曽野　綾子 / 著 ワック
913 古い腕時計　きのう逢えたら… 蘇部　健一 / 著 徳間書店
913 ジェノサイド 高野　和明 / 著 角川書店　角川グループパブリッシング〔発売〕

913 古事記外伝　イズモ・クロニクル 多羅尾　整治 / 著 幻冬舎ルネッサンス
913 神々の遺言α＆ω 中條　貞夫 / 著 幻冬舎ルネッサンス
913 子どもたちは夜と遊ぶ　上 辻村　深月 / 著 講談社
913 子どもたちは夜と遊ぶ　下 辻村　深月 / 著 講談社
913 凍りのくじら 辻村　深月 / 著 講談社
913 ぼくのメジャースプーン 辻村　深月 / 著 講談社
913 ロードムービー 辻村　深月 / 著 講談社
913 ツナグ 辻村　深月 / 著 新潮社
913 オーダーメイド殺人クラブ 辻村　深月 / 著 集英社
913 水底フェスタ 辻村　深月 / 著 文藝春秋
913 くちびるに歌を 中田　永一 / 著 小学館
913 ちがうもん 姫野　カオルコ / 著 文芸春秋
913 謎解きはディナーのあとで ２ 東川　篤哉 / 著 小学館
913 麒麟の翼 東野　圭吾 / 著 講談社
913 マスカレード・ホテル 東野　圭吾 / 著 集英社
913 ガリレオの苦悩 東野　圭吾 / 著 文藝春秋
913 白銀ジャック 東野　圭吾 / 著 実業之日本社
913 約束の地　上 樋口　明雄 / 著 光文社
913 約束の地　下 樋口　明雄 / 著 光文社
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１　宣戦布告編 ママチャリ / 著 高陵社書店
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　２　激闘編 ママチャリ / 著 高陵社書店
913 花と流れ星 道尾　秀介 / 著 幻冬舎
913 ステップファザー・ステップ 宮部みゆき / 著 講談社
913 忘却の覇王ロラン 吉野　匠 / 著・イラスト スクウェア・エニックス
913 忘却の覇王ロラン　２ 吉野　匠 / 著・イラスト スクウェア・エニックス
913 忘却の覇王ロラン　３ 吉野　匠 / 著・イラスト スクウェア・エニックス
913 忘却の覇王ロラン　４ 吉野　匠 / 著・イラスト スクウェア・エニックス
913 レイン　９　過去からの亡霊 吉野　匠 / 著 アルファポリス　星雲社〔発売〕

913 スウィング！ 横沢 彰 / 作　 五十嵐 大介 / 絵 童心社
913 怪盗探偵　山猫 神永　学 / 著 角川書店
913 ダーティ・ママ！ 秦　建日子 / 著 河出書房新社
913 小説ロボジー 矢口　史靖 / 著 メディアファクトリー
913 ストロベリーナイト 誉田　哲也 / 著 光文社
913 桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活 奥泉　光 / 著 文藝春秋
913 地をはう風のように 高橋　秀雄 / 作　　森　英二郎 / 画 福音館書店
913 地をはう風のように 高橋　秀雄 / 作　　森　英二郎 / 画 福音館書店
913 地をはう風のように 高橋　秀雄 / 作　　森　英二郎 / 画 福音館書店
913 妖怪アパートの幽雅な日常　１０ 香月　日輪 / 著 講談社
913 妖怪アパートの幽雅な人々　妖アパミニガイド 香月　日輪 / 著 講談社
913 小説　毎日かあさん　おかえりなさいの待つ家に 西原　理恵子 / 原作　　市川　丈夫 / 文　　丸岡　巧 / 絵 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〔発売〕

913 小説　毎日かあさん　２　山のむこうで、空のむこうで 西原　理恵子 / 原作　　市川　丈夫 / 文　　丸岡　巧 / 絵 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〔発売〕

913 夏のジオラマ 小路　幸也 / 作　　桑原　草太 / 絵 集英社
913 あの日、君と　Ｂｏｙｓ ナツイチ製作委員会 / 編　　伊坂　幸太郎　　井上　荒野　　奥田　英朗　　佐川　光晴　　中村　航　　西　加奈子　　柳　広司　　山本　幸久 集英社
913 小説ＪＩＮ‐仁‐　龍馬、最期の日 村上　もとか / 原作・絵　　日下部　匠俊 / 小説 集英社
913 ぼくがぼくであること 山中　恒 / 作　　庭 / 絵 角川書店　角川グループパブリッシング〔発売〕

913 最後の恋　ＭＥＮ’Ｓ　つまり、自分史上最高の恋。 朝井　リョウ　　伊坂　幸太郎　　石田　衣良　　荻原　浩　　越谷　オサム　　白石　一文　　橋本　紡 / 著 新潮社
913 わが母の記 井上　靖 / 著 講談社
913 宇宙小説 ｗｅ　ａｒｅ　宇宙兄弟！ / 編 講談社
913 アクエルタルハ　１　森の少年と火の髪を持つ少女 風野　潮 / 著　　竹岡　美穂 / イラスト ジャイブ



913 心霊探偵八雲　７　魂の行方 神永　学 / 著 角川書店
913 心霊探偵八雲　赤い事件ファイル 神永　学 / 著 宝島社
913 ＡＴＡＲＵ　１ 櫻井　武晴 / 脚本　　百瀬　しのぶ / ノベライズ 角川書店
913 ＡＴＡＲＵ　２ 櫻井　武晴 / 脚本　　百瀬　しのぶ / ノベライズ 角川書店
913 東京バンドワゴン 小路　幸也 / 著 集英社
913 シー・ラブズ・ユー　東京バンドワゴン 小路　幸也 / 著 集英社
913 中途半端な密室 東川　篤哉 / 著 光文社
913 怪笑小説 東野　圭吾 / 著 集英社
913 毒笑小説 東野　圭吾 / 著 集英社
913 黒笑小説 東野　圭吾 / 著 集英社
913 歪笑小説 東野　圭吾 / 著 集英社
913 ビブリア古書堂の事件手帖　１　栞子さんと奇妙な客人たち 三上　延 / 著 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〔発売〕

913 ビブリア古書堂の事件手帖　２　栞子さんと謎めく日常 三上　延 / 著 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〔発売〕

913 氷菓 米澤　穂信 / 著 角川書店
913 愚者のエンドロール 米澤　穂信 / 著 角川書店
913 クドリャフカの順番 米澤　穂信 / 著 角川書店　角川グループパブリッシング〔発売〕

913 遠まわりする雛 米澤　穂信 / 著 角川書店　角川グループパブリッシング〔発売〕

913 もういちど生まれる 朝井　リョウ 著 幻冬舎
913 あるキング 伊坂　幸太郎 著 徳間書店
913 屍者の帝国 伊藤　計劃，円城　塔 著 河出書房新社
913 ひまわり事件 荻原　浩 著 文藝春秋
913 花のさくら通り 荻原　浩 著 集英社
913 つるかめ助産院 小川　糸 著 集英社
913 最果てアーケード 小川　洋子 著 講談社
913 鬼談百景 小野　不由美 著 メディアファクトリー
913 残穢 小野　不由美 著 新潮社
913 河のほとりで 尾崎　美子 著 クニモト　ミチコ 画 てらいんく
913 二匹 鹿島田　真希 著 河出書房新社
913 冥土めぐり 鹿島田　真希 著 河出書房新社
913 スタートライン 喜多川　泰 ディスカヴァー・トゥエンティワン

913 カンナ道のむこうへ くぼ　ひでき 著 志村　貴子 画 小峰書店
913 田中慎弥の掌劇場 田中　慎弥 著 毎日新聞社
913 ぼくら！花中探偵クラブ 田島　みるく 著 ＰＨＰ研究所
913 ぼくら！花中探偵クラブ　２ 田島　みるく 著 ＰＨＰ研究所
913 ぼくら！花中探偵クラブ　３ 田島　みるく 著 ＰＨＰ研究所
913 ぼくら！花中探偵クラブ　４ 田島　みるく 著 ＰＨＰ研究所
913 ぼくら！花中探偵クラブ　５ 田島　みるく 著 ＰＨＰ研究所
913 鍵のない夢を見る 辻村　深月 著 文藝春秋
913 わたしの猫の物語 なりゆき　わかこ 著 翼 画 エンターブレイン//角川グループパブリッシング

913 神様のカルテ　３ 夏川　草介 著 小学館
913 きみはいい子 中脇　初枝 著 ポプラ社
913 ｆ植物園の巣穴 梨木　香歩 著 朝日新聞出版
913 微笑む人 貫井　徳郎 著 実業之日本社
913 楽園のカンヴァス 原田　マハ 著 新潮社
913 アイスクリン強し 畠中　恵 著 講談社
913 若様組まいる 畠中　恵 著 講談社
913 ひなこまち 畠中　恵 著 新潮社
913 虚像の道化師 東野　圭吾 著 文藝春秋
913 二十五の瞳 樋口　毅宏 著 文藝春秋
913 海賊とよばれた男　上 百田　尚樹 著 講談社
913 海賊とよばれた男　下 百田　尚樹 著 講談社
913 リーガル・ハイ 古沢　良太，百瀬　しのぶ 著 扶桑社
913 窓の向こうのガーシュウィン 宮下　奈都 著 集英社
913 盤上の夜 宮内　悠介 著 東京創元社
913 光 道尾　秀介 著 光文社
913 宵山万華鏡 森見　登美彦 著 集英社
913 トワイライト 重松　清 著 文藝春秋
913 空飛ぶ広報室 有川　浩 著 幻冬舎
913 パブロフの人 ダンカン 著 廣済堂出版



913 往復書簡 湊　かなえ 著 幻冬舎
913 トッカン 高殿　円 著 早川書房
913 トッカンｖｓ勤労商工会 高殿　円 著 早川書房
913 トッカンｔｈｅ　３ｒｄおばけなんてないさ 高殿　円 著 早川書房
913 三毛猫ホームズの探偵日記 赤川　次郎 / 作　　椋本　夏夜 / 絵 角川書店　角川グループパブリッシング

913 三毛猫ホームズの推理日記 赤川　次郎 / 作　　椋本　夏夜 / 絵 角川書店　角川グループパブリッシング

913 ２５の小さなおはなし 後路　好章 / 編　　山脇　百合子　　瀬島　健太郎 / 絵 角川書店　角川グループパブリッシング

913 おおかみこどもの雨と雪 細田　守 / 作　　貞本　義行 / カバー絵　　喜久屋　めがね / 絵 角川書店　角川グループパブリッシング

913 プレイボール　ぼくらの野球チームをつくれ！ 山本　純士 / 作　　宮尾　和孝 / 絵 角川書店　角川グループパブリッシング

913 ＮＡＲＵＴＯ　鬼燈の城（ブラッド・プリズン） 岸本斉史　　東山彰良 / 著 集英社
913 おかし工場のひみつ！！笑って自由研究 令丈　ヒロ子 / 作　　ＭＯＮ / 作 集英社
913 おもちゃ工場のなぞ！！笑って自由研究 令丈　ヒロ子 / 作　　ＭＯＮ / 作 集英社
913 おかね工場でびっくり！！笑って自由研究 令丈　ヒロ子 / 作　　ＭＯＮ / 作 集英社
913 英雄の書 宮部　みゆき / 著 光文社
913 ドラキュラ記念吸血鬼フェスティバル 赤川　次郎 / 著 集英社
913 テルマエ・ロマエ　小説版 伊豆　平成 / 著 角川コンテンツゲート
913 放課後ミッドナイターズ 樹　みゆき / 小説　　竹清　仁　　小森　陽一 / 原案 泰文堂
913 カラット探偵事務所の事件簿〈１〉 乾　くるみ / 著 ＰＨＰ研究所
913 カラット探偵事務所の事件簿〈２〉 乾　くるみ / 著 ＰＨＰ研究所
913 ムシウタ　１２　夢醒める迷宮　上 岩井　恭平 / 著 角川書店　角川グループパブリッシング

913 ＯＵＴ　ＯＦ　ＣＯＮＴＲＯＬ 冲方　丁 / 著 早川書房
913 つり球　 ＳＦ－Ｓｈｏｒｔ　Ｆｉｌｍｓ－ 櫂末高彰（かいまたかあき） / 著 エンタ－ブレイン
913 心霊探偵八雲　８　失われた魂 神永　学 / 著 角川書店　角川グループパブリッシング

913 掌の小説 （改版） 川端康成 / 著 新潮社
913 ＡＴＡＲＵ　３ 櫻井　武晴 / 脚本　　百瀬　しのぶ / ノベライズ 角川書店
913 ロング・ロング・アゴー 重松　清 / 著 新潮社
913 ゴースト　もういちど抱きしめたい 中園　ミホ　古林　実夏 / 著 集英社
913 あの日、君と　Ｇｉｒｌｓ ナツイチ製作委員会 / 編 集英社
913 ふわふわの泉 野尻　抱介 / 著 早川書房
913 サマーレスキュー　天空の診療所 秦　建日子 / 著 河出書房新社
913 インビジブルレイン 誉田　哲也 / 著 光文社
913 ヒトリシズカ 誉田　哲也 / 著 双葉社
913 ビブリア古書堂の事件手帖　３　栞子さんと消えない絆 三上　延 / 著 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

913 オレたちの明日に向かって 八束　澄子 著 ポプラ社
913 百年法　上 山田　宗樹 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 百年法　下 山田　宗樹 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 十二の真珠 やなせ　たかし 著 復刊ドツトコム
913 ６４（ロクヨン） 横山　秀夫 著 文藝春秋
913 ひまわりのおか ひまわりをうえた八人のお母さん，葉方　丹 著 松成　真理子 画 岩崎書店
913 黒い本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 赤い本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 白い本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 青い本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 緑の本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 紫の本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 銀の本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 金の本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 光媒の花 道尾　秀介 著 集英社
913 ノエル 道尾　秀介 著 新潮社
913 ソロモンの偽証　第１部 宮部　みゆき 著 新潮社
913 ソロモンの偽証　第２部 宮部　みゆき 著 新潮社
913 ソロモンの偽証　第３部 宮部　みゆき 著 新潮社
913 清須会議 三谷　幸喜 著 幻冬舎
913 夏の庭 湯本　香樹実 著 徳間書店
913 ａｂさんご 黒田　夏子 著 文藝春秋
913 何者 朝井　リョウ 著 新潮社
913 遅咲きのヒマワリ　下巻 橋部　敦子，木俣　冬 著 扶桑社
913 泣けない魚たち 阿部　夏丸 / 著 講談社
913 川の光 松浦　寿輝 / 著 中央公論新社



913 ボクの音楽武者修行 小澤　征爾 / 著 新潮社
913 今ここにいるぼくらは 川端　裕人 / 著 集英社
913 鳩の栖 長野　まゆみ / 著 集英社
913 おとうと 幸田　文 / 著 新潮社
913 小さき者へ，生れ出ずる悩み　改版 有島　武郎 / 著 岩波書店
913 くまとやまねこ 湯本　香樹実 / 著　　酒井　駒子 / 絵 河出書房新社
913 沈黙 村上　春樹 / 著 全国学校図書館協議会

913 砂漠の国からフォフォー 中川　なをみ / 著　　舟橋　全二 / 画 くもん出版
913 日暮らし　上　新装版 宮部　みゆき / 著 講談社
913 日暮らし　下　新装版 宮部　みゆき / 著 講談社
913 潮騒 三島　由紀夫 / 著 新潮社
913 Ｈａｐｐｙ　Ｂｏｘ 伊坂　幸太郎　　山本　幸久　　中山　智幸　　真梨　幸子　　小路　幸也 / 著 ＰＨＰ研究所
913 愛しの座敷わらし 荻原　浩 / 著 朝日新聞出版
913 極北ラプソディ 海堂　尊 / 著 朝日新聞出版
913 七夜物語　上 川上　弘美 / 著 朝日新聞出版
913 七夜物語　下 川上　弘美 / 著 朝日新聞出版
913 パラダイス・ロスト 柳　広司 / 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾 / 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 ピンクとグレー 加藤　シゲアキ 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 ＲＤＧレッドデータガール　４ 荻原　規子 / 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 ＲＤＧレッドデータガール　５ 荻原　規子 / 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 鍵のかかった部屋 貴志　祐介 / 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 テンペスト　上　若夏の巻 池上　永一 / 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 テンペスト　下　花風の巻 池上　永一 / 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 恐竜がくれた夏休み はやみね　かおる / 著　　武本　糸会 / 画 講談社
913 トマト・ケチャップ・ス 東　直子 / 著 講談社
913 月の少年 沢木　耕太郎 / 著　　浅野　隆広 / 絵 講談社
913 わたしのしゅうぜん横町 西川　紀子 / 作　　平澤　朋子 / 絵 ゴブリン書房
913 晴天の迷いクジラ 窪　美澄 / 著 新潮社
913 グラツィオーソ 山口　なお美 / 著 アルファポリス//星雲社

913 玉村警部補の災難 海堂　尊 / 著 宝島社
913 夢うつつ あさの　あつこ / 著 東京書籍
913 夜の国のクーパー 伊坂　幸太郎 / 著 東京創元社
913 鳩笛草，燔祭，朽ちてゆくまで 宮部　みゆき / 著 光文社
913 はやく名探偵になりたい 東川　篤哉 / 著 光文社
913 舟を編む 三浦　しをん / 著 光文社
913 王様ゲーム　滅亡６．１１ 金沢　伸明 / 著 双葉社
913 四つ話のクローバー 水野　敬也 / 著 文響社
913 三匹のおっさんふたたび 有川　浩 / 著 文藝春秋
913 マルモのおきて 木俣　冬 / 著　　櫻井　剛　　阿相　クミコ / 脚本 武田ランダムハウスジャパン

913 マルモのおきてスペシャル 木俣　冬 / 著　　櫻井　剛　　阿相　クミコ / 脚本 武田ランダムハウスジャパン

913 文明の子 太田　光 / 著 楓書店//ダイヤモンド社

913 春ものがたり 野上　暁 / 編 偕成社
913 夏ものがたり 野上　暁 / 編 偕成社
913 秋ものがたり 野上　暁 / 編 偕成社
913 冬ものがたり 野上　暁 / 編 偕成社
913 源氏物語 紫式部 / 原著　　鳥羽　笙子 / 著 金の星社
913 蜻蛉日記 藤原道綱母 / 原著　　羽崎　やすみ / 著 金の星社
913 枕草子　上 清少納言 / 原著　　面堂　かずき / 著 金の星社
913 枕草子　下 清少納言 / 原著　　面堂　かずき / 著 金の星社
913 伊勢物語 細村　誠 / 著 金の星社
913 恋って、どんな味がするの？ 芥川　龍之介　　伊藤　左千夫　　鈴木　三重吉　　太宰　治　　新美　南吉　　宮沢　賢治　　森　?外 / 著 くもん出版
913 ほんものの友情、現在進行中！ 菊池　寛　　国木田　独歩　　太宰　治　　新美　南吉　　堀　辰雄　　宮沢　賢治 / 著 くもん出版
913 不思議がいっぱいあふれだす！ 芥川　龍之介　　小山内　薫　　久米　正雄　　小泉　八雲　　太宰　治　　豊島　与志雄　　夏目　漱石　　夢野　久作 / 著 くもん出版
913 とっておきの笑いあります！ 芥川　龍之介　　巌谷　小波　　岡本　一平　　菊池　寛　　太宰　治　　豊島　与志雄　　宮沢　賢治 / 著 くもん出版
913 生きるって、カッコワルイこと？ 芥川　龍之介　　有島　武郎　　梶井　基次郎　　菊池　寛　　新美　南吉　　宮沢　賢治　　森　?外　　横光　利一 / 著 くもん出版
913 １５歳の志願兵　ジュニア版 大森　寿美男 / 著　ひろはた　えりこ / 文・構成 汐文社
913 マゾ森の夏休み 川渕　圭一 / 著　　おかべ　りか / 絵 汐文社
913 あしたは晴れた空の下で　改装版 中澤　晶子 / 作　　小林　ゆき子 / 絵 汐文社



913 しあわせなミステリー 伊坂　幸太郎　　中山　七里　　柚月　裕子　　吉川　英梨 / 著 宝島社
913 みぃつけた 畠中　恵 著 柴田　ゆう 画 新潮社
913 リトルブッダ 葉　祥明 著 佼成出版社
913 朝のこどもの玩具箱 あさの　あつこ 著 文藝春秋
913 海辺の博覧会 芦原　すなお 著 ポプラ社
913 旅猫リポート 有川　浩 著 文藝春秋
913 ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸　潤 著 講談社
913 七つの会議 池井戸　潤 著 日本経済新聞出版社
913 もらい泣き 冲方　丁 著 集英社
913 光圀伝 冲方　丁 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 犬とハモニカ 江國　香織 著 新潮社
913 夜の小学校で 岡田　淳 著 偕成社
913 ことり 小川　洋子 著 朝日新聞出版
913 ありがとう３組 乙武　洋匡 著 講談社
913 スリジエセンター１９９１ 海堂　尊 著 講談社
913 フライ、ダディ、フライ 金城　一紀 著 角川書店
913 世界から猫が消えたなら 川村　元気 著 マガジンハウス
913 アルフレートの時計台 斉藤　洋 著 森田　みちよ 画 偕成社
913 Ｋ町の奇妙なおとなたち 斉藤　洋 著 森田　みちよ 画 偕成社
913 コリドラス・テイルズ 斉藤洋 偕成社
913 白狐魔記元禄の雪 斉藤　洋 著 保健同人社
913 和菓子のアン 坂木　司 著 光文社
913 伏 桜庭　一樹 著 文藝春秋
913 つむじダブル 宮下　奈都，小路　幸也 著 ポプラ社
913 キシャツー 小路　幸也 著 河出書房新社
913 話虫干 小路　幸也 著 筑摩書房
913 ヘンダワネのタネの物語 新藤　悦子 著 丹地　陽子 画 ポプラ社
913 はじめての古事記 竹中　淑子，根岸　貴子 著 スズキ　コージ 画 徳間書店
913 ガウディの青い海 田島　伸二 著 星の環会
913 遅咲きのヒマワリ　上巻 橋部　敦子，木俣　冬 著 扶桑社
913 小説６０歳のラブレター 田渕　高志 著 日本放送出版協会
913 ふたつの月の物語 富安　陽子 著 講談社
913 杉下右京の事件簿 碇　卯人 著 朝日新聞出版
913 杉下右京の冒険 碇　卯人 著 朝日新聞出版
913 惑いの森 中村　文則 著 イースト・プレス
913 魔法使いは完全犯罪の夢を見るか？ 東川　篤哉 著 文藝春秋
913 禁断の魔術 東野　圭吾 著 文藝春秋
913 走れ！Ｔ校バスケット部　６ 松崎　洋 著 彩雲出版//星雲社
913 走れ！Ｔ校バスケット部　７ 松崎　洋 著 彩雲出版//星雲社
913 走れ！Ｔ校バスケット部　８ 松崎　洋 著 彩雲出版//星雲社
913 あやかしの店のお客さま 水沢　いおり 著 石橋　富士子 画 偕成社
913 津波！！命を救った稲むらの火 高村　忠範 / 文・絵　　小泉　八雲 / 原作 汐文社
913 津波！！稲むらの火　その後 高村　忠範 / 文・絵 汐文社
913 大洪水！！あばれ川とたたかった男 高村　忠範 / 文・絵 汐文社
913 奇跡の一本松　大津波をのりこえて なかだ　えり / 絵・文 汐文社
913 三毛猫ホームズの推理日記 赤川　次郎 / 作　　椋本　夏夜 / 絵 角川書店　角川グループパブリッシング〔発売〕

913 Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　５０　カッパ・ノベルス創刊５０周年記念作品 綾辻　行人　　有栖川　有栖　　大沢　在昌　　島田　荘司　　田中　芳樹　　道尾　秀介　　宮部　みゆき　　森村　誠一　　横山　秀夫 / 著 光文社
913 ＲＯＡＤ　ＴＯ　ＮＩＮＪＡ　　ＮＡＲＵＴＯ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ 岸本斉史　　宮田由佳 / 著 集英社
913 “浪漫探偵社”事件ファイル　怪人あらわる！ 楠木　誠一郎 / 作　　和泉　みお / 絵 ポプラ社
913 ロラックスおじさんの秘密の種 澁谷　正子 / 著 小学館
913 くるみ割り人形　白鳥の湖　バレエ名作物語 ひかわ　玲子 / 著　　碧　風羽 / 絵 集英社
913 小説ＪＩＮ―仁 村上　もとか / 原作　　日下部　匡俊 / 著 集英社
913 月夜の晩に火事がいて 芦原　すなお / 著 東京創元社
913 オカメインコに雨坊主 芦原　すなお / 著 ポプラ社
913 ナイン 井上　ひさし / 著 講談社
913 ムシウタ　１３　夢醒める迷宮　下 岩井　恭平 / 著 角川書店　角川グループパブリッシング〔発売〕

913 エール！　１ 大崎　梢　　平山　瑞穂　　青井　夏海　　小路　幸也　　碧野　圭　　近藤　史恵 / 著 実業之日本社
913 桜大の不思議の森 香月日輪 / 著 徳間書店
913 キノの旅　１５ 時雨沢　恵一 / 著 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〔発売〕



913 キノの旅　１６ 時雨沢　恵一 / 著 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〔発売〕

913 スタンド・バイ・ミー　東京バンドワゴン 小路　幸也 / 著 集英社
913 マイ・ブルー・ヘブン　東京バンドワゴン 小路　幸也 / 著 集英社
913 オール・マイ・ラビング　東京バンドワゴン 小路　幸也 / 著 集英社
913 リライブ 小路　幸也 / 著 新潮社
913 わたしとトムおじさん 小路　幸也 / 著 朝日新聞出版）
913 ピュアフル・アンソロジー　もうひとつの夏休み。 芦原　すなお　草野　たき　香坂　直　沢村　鐵　藤堂　絆　前川　麻子 / 著 ジャイブ
913 ポリリズム　音楽小説コレクション 芦原　すなお　伊藤　たかみ　小路　幸也　楡井　亜木子　花村　萬月　　藤谷　治 / 著 ポプラ社
913 プライド 真山　仁 / 著 新潮社
913 司政官　全短編 眉村　卓 / 著 東京創元社
913 再会 横関　大 / 著 講談社
913 カーくんと森のなかまたち 吉沢誠 ワイズ・アウル
913 チャーシューの月 村中　李衣 小峰書店
913 チャーシューの月 村中　李衣 小峰書店
913 チャーシューの月 村中　李衣 小峰書店
913 中学生までに読んでおきたい日本文学　１ 松田　哲夫 編 山村　暮鳥，他 著 あすなろ書房
913 中学生までに読んでおきたい日本文学　２ 松田　哲夫 編 石垣　りん，他 著 あすなろ書房
913 中学生までに読んでおきたい日本文学　３ 松田　哲夫 編 室生　犀星，他 著 あすなろ書房
913 中学生までに読んでおきたい日本文学　４ 松田　哲夫 編 山之口　貘，他 著 あすなろ書房
913 中学生までに読んでおきたい日本文学　５ 松田　哲夫 編 金子　光晴，他 著 あすなろ書房
913 中学生までに読んでおきたい日本文学　６ 松田　哲夫 編 阪田　寛夫，他 著 あすなろ書房
913 中学生までに読んでおきたい日本文学　７ 松田　哲夫 編 茨木　のり子，他 著 あすなろ書房
913 中学生までに読んでおきたい日本文学　８ 松田　哲夫 編 萩原　朔太郎，他 著 あすなろ書房
913 中学生までに読んでおきたい日本文学　９ 松田　哲夫 編 石垣　りん，他 著 あすなろ書房
913 中学生までに読んでおきたい日本文学　１０ 松田　哲夫 編 萩原　朔太郎，他 著 あすなろ書房
913 家族って、どんなカタチ？ 芥川　龍之介，他 著 くもん出版
913 ようこそ、冒険の国へ！ 芥川　龍之介，他 著 くもん出版
913 ひとしずくの涙、ほろり。 芥川　龍之介，他 著 くもん出版
913 まごころ、お届けいたします。 岡本　かの子，他 著 くもん出版
913 いま、戦争と平和を考えてみる。 太宰　治，他 著 くもん出版
913 はじめてであう日本文学　１ 宮沢　賢治，他 著 成美堂出版
913 はじめてであう日本文学　２ 巖谷　小波，他 著 成美堂出版
913 はじめてであう日本文学　３ 壺井　栄，他 著 成美堂出版
913 あと少し、もう少し 瀬尾　まいこ 著 新潮社
913 ＲＤＧレッドデータガール　６ 荻原　規子 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 王様ゲーム起源 金沢　伸明 著 双葉社
913 君に届け　２ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社
913 ビブリア古書堂の事件手帖　４ 三上　延 著 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

913 デュラララ！！　×９ 成田　良悟 著 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

913 デュラララ！！　×１０ 成田　良悟 著 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

913 デュラララ！！　×１１ 成田　良悟 著 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

913 君に届け　３ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社
913 君に届け　４ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社
913 君に届け　５ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社
913 君に届け　６ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社
913 君に届け　７ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社
913 君に届け　８ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社
913 君に届け　９ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社
913 走れ！Ｔ校バスケット部　９ 松崎　洋 著 彩雲出版//星雲社
913 空飛ぶ船と天翔ける白銀の蛇 風野　潮 著 ジャイブ
913 僕らのごはんは明日で待ってる 瀬尾　まいこ 著 幻冬舎
913 サッカーボーイズ卒業 はらだ　みずき 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 珈琲店タレーランの事件簿 岡崎　琢磨 著 宝島社
913 神々と目覚めの物語 あさの　あつこ 著 ＣＬＡＭＰ 画 学研パブリッシング//学研マーケティング

913 １００％ガールズ　１ｓｔ　Ｓｅａｓｏｎ 吉野　万理子 著 講談社
913 １００％ガールズ　２ｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ 吉野　万理子 著 講談社
913 海底大陸 海野　十三 著 真珠書院
913 かあちゃん取扱説明書 いとう　みく 著 佐藤　真紀子 画 童心社
913 ためらいがちのシーズン 唯川　恵 著 光文社



913 富士山うたごよみ 俵　万智 著 Ｕ．Ｇ．サトー 画 福音館書店
913 夢幻花 東野　圭吾 著 ＰＨＰ研究所
913 珈琲店タレーランの事件簿２ 岡崎　琢磨 著 宝島社
913 もう誘拐なんてしない 東川　篤哉 著 文藝春秋
913 ぼくらの悪校長退治 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらの秘密結社 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらのメリークリスマス 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらの恐怖ゾーン 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらの最後の聖戦 宗田　理 著 ポプラ社
913 わたしをみつけて 中脇　初枝 著 ポプラ社
913 祈祷師の娘 中脇　初枝 著 ポプラ社
913 死神の浮力 伊坂　幸太郎 著 文藝春秋
913 ガソリン生活 伊坂　幸太郎 著 朝日新聞出版
913 アナザーエピソードＳ 綾辻　行人 著 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 妖怪アパートの幽雅な日常ラスベガス外伝 香月　日輪 著 講談社
913 劇場版銀魂　完結篇 空知　英秋，大崎　知仁 著 集英社
913 カゲロウデイズ　３ じん（自然の敵Ｐ） 著 エンターブレイン//角川グループホールディングス

913 カゲロウデイズ　４ じん（自然の敵Ｐ） 著 エンターブレイン//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 新釈走れメロス　他四篇 森見　登美彦 著 祥伝社
913 僕等がいた　東京篇－運命 宮沢　みゆき 著 小畑　友紀 原著 吉田　智子 著 小学館
913 僕等がいた　釧路篇－出会い 宮沢　みゆき 著 小畑　友紀 原著 吉田　智子 著 小学館
913 劇場版ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ緋色の幻影 冨樫　義博，田中　創 著 集英社
913 ヒート 堂場　瞬一 著 実業之日本社
913 学園キノ　５ 時雨沢　恵一 著 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

913 ボトルネック 米澤　穂信 著 新潮社
913 モンスターハンター ゆうきりん 著 エンターブレイン
913 モンスターハンター英雄の条件 ゆうきりん 著 エンターブレイン
913 モンスターハンター長の資格 ゆうきりん 著 エンターブレイン
913 今昔物語　新版 守谷　茂泰 著 小学館
913 増山超能力師事務所 誉田　哲也 著 文藝春秋
913 オレたち花のバブル組 池井戸　潤 著 文藝春秋
913 オレたちバブル入行組 池井戸　潤 著 文藝春秋
913 銀魂３年Ｚ組銀八先生　３ 空知　英秋，大崎　知仁 著 集英社
913 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 空知　英秋，大崎　知仁 著 集英社
913 世界地図の下書き 朝井　リョウ 著 集英社
913 ２．４３清陰高校男子バレー部 壁井　ユカコ 著 集英社
913 祈りの幕が下りる時 東野　圭吾 著 講談社
913 神去なあなあ夜話 三浦　しをん 著 徳間書店
913 政と源 三浦　しをん 著 集英社
913 猫物語　黒 西尾　維新 著 講談社
913 猫物語　白 西尾　維新 著 講談社
913 恋物語 西尾　維新 著 講談社
913 鬼物語 西尾　維新 著 講談社
913 憑物語 西尾　維新 著 講談社
913 傾物語 西尾　維新 著 講談社
913 囮物語 西尾　維新 著 講談社
913 花物語 西尾　維新 著 講談社
913 傷物語 西尾　維新 著 講談社
913 暦物語 西尾　維新 著 講談社
913 終物語　上 西尾　維新 著 講談社
913 君に届け　１０ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社
913 明治・妖モダン 畠中　恵 著 朝日新聞出版
913 ようこそ授賞式の夕べに 大崎　梢 著 東京創元社
913 疾風ロンド 東野　圭吾 著 実業之日本社
913 殺人ピエロの孤島同窓会 水田　美意子 著 宝島社
913 リーガル・ハイＳＰ 古沢　良太，百瀬　しのぶ 著 扶桑社
913 安堂ロイド　１ 西荻　弓絵，百瀬　しのぶ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 安堂ロイド　２ 西荻　弓絵，百瀬　しのぶ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 検事の死命 柚月　裕子 著 宝島社



913 検事の本懐 柚月　裕子 著 宝島社
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　３ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　４ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　５ ママチャリ 著 小学館
913 秘密の花占い 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社
913 小説カノジョは嘘を愛しすぎてる 豊田　美加，他 著 青木　琴美 原著 小学館
913 映画ノベライズ潔く柔く 下川　香苗 著 いくえみ　綾 原著 集英社
913 一つの大陸の物語　上 時雨沢　恵一 著 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

913 一つの大陸の物語　下 時雨沢　恵一 著 アスキー・メディアワークス//角川グループホールディングス

913 キノの旅　１７ 時雨沢　恵一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 家族ゲーム 本間　洋平 著 集英社
913 桜ノ雨 ｈａｌｙｏｓｙ 原著 藤田　遼，スタジオ・ハードデラックス 著 ＰＨＰ研究所
913 桜ノ雨僕らが巡り逢えた奇跡 ｈａｌｙｏｓｙ 原著 雨宮　ひとみ 著 ＰＨＰ研究所
913 ときぐすり 畠中　恵 著 文藝春秋
913 ９３番目のキミ 山田　悠介 著 文芸社
913 オール 山田　悠介 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 オール　ミッション２ 山田　悠介 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 夢をかなえるゾウ　２ 水野　敬也 著 飛鳥新社
913 今日、恋をはじめます 宮沢　みゆき 著 水波　風南 原著 浅野　妙子 著 小学館
913 レインツリーの国 有川　浩 著 新潮社
913 機動戦士ガンダムＳＥＥＤ　ＡＳＴＲＡＹ　１ 千葉　智宏 著 矢立　肇，富野　由悠季 原著 角川書店
913 機動戦士ガンダムＳＥＥＤ　ＡＳＴＲＡＹ　２ 千葉　智宏 著 矢立　肇，富野　由悠季 原著 角川書店
913 機動戦士ガンダムＳＥＥＤ　ＤＥＳＴＩＮＹ　ＡＳＴＲＡＹ　２ 矢立　肇，富野　由悠季 原著 千葉　智宏 著 角川書店
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ローグタウン編 尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画 集英社
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ珍獣島のチョッパー王国 尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画 集英社
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥカラクリ城のメカ巨兵 尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画 集英社
913 パスワードまぼろしの水 松原　秀行 著 梶山　直美 画 講談社
913 ホームレス大学生 田村　研一 著 幻冬舎
913 Ｆコース 山田　悠介 著 幻冬舎
913 ＤＯＣＴＯＲＳ最強の名医 福田　靖，町井　登志夫 著 朝日新聞出版
913 機動戦士ガンダムＳＥＥＤ　ＤＥＳＴＩＮＹ　ＡＳＴＲＡＹ　１ 矢立　肇，富野　由悠季 原著 千葉　智宏 著 角川書店
913 初音ミクの消失　小説版 ｃｏｓＭｏ＠暴走Ｐ，阿賀　三夢也 著 一迅社
913 吹部！ 赤澤　竜也 著 飛鳥新社
913 天翔る 村山　由佳 著 講談社
913 いつも彼らはどこかに 小川　洋子 著 新潮社
913 星に願いを、月に祈りを 中村　航 著 小学館
913 沙高樓綺譚 浅田　次郎 著 文藝春秋
913 終わらざる夏　上 浅田　次郎 著 集英社
913 終わらざる夏　中 浅田　次郎 著 集英社
913 終わらざる夏　下 浅田　次郎 著 集英社
913 サファイア 湊　かなえ 著 角川春樹事務所
913 明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたち 山田　詠美 著 幻冬舎
913 沈黙の町で 奥田　英朗 著 朝日新聞出版
913 正義のセ 阿川　佐和子 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 正義のセ　２ 阿川　佐和子 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 正義のセ　３ 阿川　佐和子 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 オフカウント 筑井　千枝子 著 浅妻　健司 画 新日本出版社
913 怖い本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 化物語　上 西尾　維新 著 講談社
913 化物語　下 西尾　維新 著 講談社
913 偽物語　上 西尾　維新 著 講談社
913 偽物語　下 西尾　維新 著 講談社
913 妖怪変化 あさの　あつこ，他 著 講談社
913 花言葉でさよなら 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社
913 僕のつくった怪物 乙一 著 集英社
913 望郷 湊　かなえ 著 文藝春秋
913 こんなにも優しい、世界の終わりかた 市川　拓司 著 小学館
913 映画謎解きはディナーのあとで 涌井　学，黒岩　勉 著 東川　篤哉 原著 小学館
913 神隠し三人娘 赤川　次郎 著 集英社



913 その女の名は魔女 赤川　次郎 著 集英社
913 哀しみの終着駅 赤川　次郎 著 集英社
913 厄病神も神のうち 赤川　次郎 著 集英社
913 秘密への跳躍 赤川　次郎 著 集英社
913 島はぼくらと 辻村　深月 著 講談社
913 たぶんねこ 畠中　恵 著 新潮社
913 めだかボックスジュブナイル　小説版 西尾　維新 著 集英社
913 王様ゲーム再生９．１９ 金沢　伸明 著 双葉社
913 はなとゆめ 冲方　丁 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 去年の冬、きみと別れ 中村　文則 著 幻冬舎
913 ゼツメツ少年 重松　清 著 新潮社
913 ロスジェネの逆襲 池井戸　潤 著 ダイヤモンド社
913 村上海賊の娘　上巻 和田　竜 著 新潮社
913 村上海賊の娘　下巻 和田　竜 著 新潮社
913 犬から聞いた素敵な話 山口　花 著 東邦出版
913 刑事の子 宮部　みゆき 著 光文社
913 とっぴんぱらりの風太郎 万城目　学 著 文藝春秋
913 その青の、その先の、 椰月　美智子 著 幻冬舎
913 源氏物語紫の結び　１ 荻原　規子 訳 理論社
913 ペテロの葬列 宮部　みゆき 著 集英社
913 クロユリ団地 加藤　淳也，他 著 角川書店//角川グループホールディングス

913 ころころろ 畠中　恵 著 新潮社
913 ゆんでめて 畠中　恵 著 新潮社
913 やなりいなり 畠中　恵 著 新潮社
913 告白 小林　深雪，他 著 講談社
913 劇場版ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ　Ｔｈｅ　ＬＡＳＴ　ＭＩＳＳＩＯＮ 冨樫　義博，田中　創 著 集英社
913 安堂ロイド　３ 西荻　弓絵，百瀬　しのぶ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 坂の上の雲 一 司馬 遼太郎 文藝春秋
913 坂の上の雲 二 司馬 遼太郎 文藝春秋
913 坂の上の雲 三 司馬 遼太郎 文藝春秋
913 坂の上の雲 四 司馬 遼太郎 文藝春秋
913 坂の上の雲 五 司馬 遼太郎 文藝春秋
913 坂の上の雲 六 司馬 遼太郎 文藝春秋
913 坂の上の雲 七 司馬 遼太郎 文藝春秋
913 坂の上の雲 八 司馬 遼太郎 文藝春秋
913 聖書物語 山形 孝夫 岩波書店
913 藤十郎の恋・恩讐の彼方に 菊池 寛 新潮社
913 平家物語を読む 古典文学の世界 永積 安明 岩波書店
913 プライスレス～あるわけねえだろ、んなもん～上 人生転落編 古屋 和尚 扶桑社
913 プライスレス～あるわけねえだろ、んなもん～下 奇跡の大逆転編 古屋 和尚 扶桑社
913 白ゆき姫殺人事件 湊 かなえ 集英社
913 魔女の宅急便 角野 栄子 角川書店
913 魔女の宅急便 ２ 角野 栄子 角川書店
913 屋上ミサイル 上 山下　貴光 宝島社
913 屋上ミサイル 下 山下　貴光 宝島社
913 命の後で咲いた花 綾崎 隼 アスキーメディアワークス

913 ケルベロスの肖像 海堂 尊 宝島社
913 陽だまりの彼女 越谷 オサム 新潮社
913 カゲロウデイズ ２ じん エンターブレイン
913 蜩ノ記 葉室　麟 祥伝社
913 星空ロック 那須田　淳 著 あすなろ書房
913 星空ロック 那須田　淳 著 あすなろ書房
913 ＮＯ．６　＃９ あさの　あつこ 著 講談社
913 Ｎｏ．６ｂｅｙｏｎｄ あさの　あつこ 著 講談社
913 ＮＯ．６完全ガイド あさの　あつこ 著 講談社
913 終物語　中 西尾　維新 著 講談社
913 終物語　下 西尾　維新 著 講談社
913 君に届け　１１ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社
913 ビブリア古書堂の事件手帖　５ 三上　延 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ



913 雪月花黙示録 恩田　陸 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 キノの旅　４ 時雨沢　恵一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 キノの旅　６ 時雨沢　恵一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 デュラララ！！　×１２ 成田　良悟 著 アスキー・メディアワークス//角川グループホールディングス

913 デュラララ！！　×１３ 成田　良悟 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 狼と香辛料　１６ 支倉　凍砂 著 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

913 狼と香辛料　１７ 支倉　凍砂 著 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

913 珈琲店タレーランの事件簿３ 岡崎　琢磨 著 宝島社
913 櫻子さんの足下には死体が埋まっている骨と石榴と夏休み 太田　紫織 著 角川書店//角川グループホールディングス

913 櫻子さんの足下には死体が埋まっている雨と九月と君の嘘 太田　紫織 著 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 櫻子さんの足下には死体が埋まっている蝶は十一月に消えた 太田　紫織 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ミッキーマウスの憂鬱 松岡　圭祐 著 新潮社
913 首折り男のための協奏曲 伊坂　幸太郎 著 新潮社
913 銀の匙Ｓｉｌｖｅｒ　Ｓｐｏｏｎ 時海　結以，他 著 荒川　弘 原著 小学館
913 都会のトム＆ソーヤ　９ はやみね　かおる 著 講談社
913 都会のトム＆ソーヤ　１０ はやみね　かおる 著 講談社
913 都会のトム＆ソーヤ　１１上 はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社
913 都会のトム＆ソーヤ　１１下 はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社
913 風に立つライオン さだ　まさし 著 幻冬舎
913 虚ろな十字架 東野　圭吾 著 光文社
913 カゲロウデイズ　５ じん（自然の敵Ｐ） 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 豆の上で眠る 湊　かなえ 著 新潮社
913 ドラマ失恋ショコラティエ　前篇 白戸　ふみか，他 著 水城　せとな 原著 小学館
913 ドラマ失恋ショコラティエ　後篇 白戸　ふみか，他 著 水城　せとな 原著 小学館
913 デビクロくんの恋と魔法 中村　航 著 小学館
913 闇の本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 劇場版ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ麦わらチェイス 尾田　栄一郎 著 集英社
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＦＩＬＭ　Ｚ 尾田　栄一郎，浜崎　達也 著 集英社
913 テルマエ・ロマエ　２　小説版 伊豆　平成 著 ヤマザキ　マリ 原著 橋本　裕志 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 本屋さんのダイアナ 柚木　麻子 著 新潮社
913 円卓 西　加奈子 著 文藝春秋
913 百瀬、こっちを向いて。 中田　永一 著 祥伝社
913 超高速！参勤交代 土橋　章宏 著 講談社
913 万能鑑定士Ｑの事件簿　１ 松岡　圭祐 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 万能鑑定士Ｑの事件簿　２ 松岡　圭祐 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 万能鑑定士Ｑの短編集　１ 松岡　圭祐 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 万能鑑定士Ｑの短編集　２ 松岡　圭祐 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 ルパン三世ｖｓ名探偵コナンＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ 水稀　しま 著 モンキー・パンチ，青山　剛昌 原著 小学館
913 デュラララ！！ＳＨ 成田　良悟 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥオマツリ男爵と秘密の島 尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画 集英社
913 リーガル・ハイ２ｎｄシーズン 古沢　良太，百瀬　しのぶ 著 扶桑社
913 悪夢ちゃん－Ｔｈｅ　夢ｏｖｉｅ 大森　寿美男，百瀬　しのぶ 著 ひと和 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 魔女の宅急便　３ 角野　栄子 著 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 魔女の宅急便　４ 角野　栄子 著 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 魔女の宅急便　５ 角野　栄子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 魔女の宅急便　６ 角野　栄子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 しゃばけ　新装版 畠中　恵 著 新潮社
913 植物図鑑 有川　浩 著 幻冬舎
913 まほろ駅前狂騒曲 三浦　しをん 著 文藝春秋
913 レヴォリューションＮｏ．３ 金城　一紀 著 角川書店
913 レヴォリューションＮｏ．０ 金城　一紀 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 ＳＰＥＥＤ 金城　一紀 著 角川書店
913 対話篇 金城　一紀 著 新潮社
913 名探偵コナン異次元の狙撃手 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館
913 名探偵コナン戦慄の楽譜 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館
913 名探偵コナン紺碧の棺 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 柏原　寛司 著 小学館
913 名探偵コナン探偵たちの鎮魂歌 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 柏原　寛司 著 小学館
913 モナミは世界を終わらせる？ はやみね　かおる 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 モナミは宇宙を終わらせる？Ｗｅ　ａｒｅ　ｎｏｔ　ａｌｏｎｅ！ はやみね　かおる 著 角川書店//角川グループパブリッシング



913 瀬戸内海賊物語 黒田　晶 著 静山社
913 ジョバンニの島 杉田　成道 著 集英社
913 青の祓魔師 加藤　和恵，矢島　綾 著 集英社
913 青の祓魔師ホーム・スイート・ホーム 加藤　和恵，矢島　綾 著 集英社
913 青の祓魔師ブラッディ・フェアリーテイル 加藤　和恵，矢島　綾 著 集英社
913 るろうに剣心　京都大火編 和月　伸宏 原著 ＳＯＷ，他 著 集英社
913 るろうに剣心 和月　伸宏 原著 ＳＯＷ，他 著 集英社
913 新世界より　上 貴志　祐介 著 講談社
913 新世界より　中 貴志　祐介 著 講談社
913 新世界より　下 貴志　祐介 著 講談社
913 ハイキュー！！ショーセツバン！！　１ 古舘　春一，星　希代子 著 集英社
913 ハイキュー！！ショーセツバン！！　２ 古舘　春一，星　希代子 著 集英社
913 ハイキュー！！ショーセツバン！！　３ 古舘　春一，星　希代子 著 集英社
913 クラスメイツ　前期 森　絵都 著 偕成社
913 クラスメイツ　後期 森　絵都 著 偕成社
913 レイン　１０ 吉野　匠 著 アルファポリス//星雲社

913 雨の降る日は学校に行かない 相沢　沙呼 著 集英社
913 ぼくの守る星 神田　茜 著 集英社
913 ハチミツドロップス 草野　たき 著 講談社
913 メグとセロン　５ 時雨沢　恵一 著 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

913 メグとセロン　６ 時雨沢　恵一 著 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

913 メグとセロン　７ 時雨沢　恵一 著 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

913 ビター・ブラッド 雫井　脩介 著 幻冬舎
913 １２歳。～てんこうせい 辻　みゆき 著 まいた　菜穂 原著 小学館
913 １２歳。～だけど、すきだから 辻　みゆき 著 まいた　菜穂 原著 小学館
913 １２歳。～きみのとなり 辻　みゆき 著 まいた　菜穂 原著 小学館
913 神々の午睡 あさの　あつこ 著 ＣＬＡＭＰ 画 学研パブリッシング//学研マーケティング

913 僕とおじいちゃんと魔法の塔　１ 香月　日輪 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 僕とおじいちゃんと魔法の塔　２ 香月　日輪 著 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 僕とおじいちゃんと魔法の塔　３ 香月　日輪 著 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 僕とおじいちゃんと魔法の塔　４ 香月　日輪 著 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 僕とおじいちゃんと魔法の塔　５ 香月　日輪 著 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 僕とおじいちゃんと魔法の塔　６ 香月　日輪 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 銀翼のイカロス 池井戸　潤 著 ダイヤモンド社
913 吉野北高校図書委員会 山本　渚 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 死亡フラグが立ちました！ 七尾　与史 著 宝島社
913 20 堂場　瞬一 著 実業之日本社
913 終焉ノ栞 スズム 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 終焉ノ栞　２ スズム 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 終焉ノ栞　３ スズム 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 疾走　上 重松　清 著 角川書店
913 疾走　下 重松　清 著 角川書店
913 その時までサヨナラ 山田　悠介 著 文芸社
913 名のないシシャ 山田　悠介 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 小説仮面ライダーフォーゼ 塚田　英明 著 石ノ森　章太郎 原著 講談社
913 さいとう市立さいとう高校野球部 あさの　あつこ 著 講談社
913 さいとう市立さいとう高校野球部 あさの　あつこ 著 講談社
913 劇場版イナズマイレブンＧＯ　ｖｓダンボール戦機Ｗ　上 村松　哲次，冨岡　淳広 著 レベルファイブ 原著 小学館
913 劇場版イナズマイレブンＧＯ　ｖｓダンボール戦機Ｗ　下 冨岡　淳広 著 レベルファイブ 原著 小学館
913 おしまいのデート 瀬尾　まいこ 著 集英社
913 Ｂｕｒｎ． 加藤　シゲアキ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 心霊探偵八雲ＡＮＯＴＨＥＲ　ＦＩＬＥＳいつわりの樹 神永　学 著 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 心霊探偵八雲ＡＮＯＴＨＥＲ　ＦＩＬＥＳ祈りの柩 神永　学 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ねじまき片想い 柚木　麻子 著 東京創元社
913 山女日記 湊　かなえ 著 幻冬舎
913 るろうに剣心　伝説の最期編 和月　伸宏 原著 ＳＯＷ，他 著 集英社
913 僕は小説が書けない 中村　航，中田　永一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ハイキュー！！ショーセツバン！！　４ 古舘　春一，星　希代子 著 集英社
913 物語のおわり 湊　かなえ 著 朝日新聞出版



913 フォルトゥナの瞳 百田　尚樹 著 新潮社
913 呪う本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 ハケンアニメ！ 辻村　深月 著 マガジンハウス
913 給食のおにいさん 遠藤　彩見 著 幻冬舎
913 給食のおにいさん進級 遠藤　彩見 著 幻冬舎
913 給食のおにいさん卒業 遠藤　彩見 著 幻冬舎
913 うどんの時間 山下　貴光 著 文芸社
913 億男 川村　元気 著 マガジンハウス
913 こころ　上 夏目　漱石 著 ゴマブックス
913 こころ　下 夏目　漱石 著 ゴマブックス
913 キノの旅　１８ 時雨沢　恵一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 キャロリング 有川　浩 著 幻冬舎
913 櫻子さんの足下には死体が埋まっている冬の記憶と時の地図 太田　紫織 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 櫻子さんの足下には死体が埋まっている白から始まる秘密 太田　紫織 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 １／１１じゅういちぶんのいち行く春　小説版 中村　尚儁 著 集英社
913 レイン　１１ 吉野　匠 著 アルファポリス//星雲社

913 荒神絵巻 こうの　史代 画 宮部　みゆき 原著 朝日新聞出版
913 みんなの少年探偵団 万城目　学，他 著 ポプラ社
913 お任せ！数学屋さん　２ 向井　湘吾 著 ポプラ社
913 かまえ！ぼくたち剣士会 向井　湘吾 著 ポプラ社
913 家族シアター 辻村　深月 著 講談社
913 花天新選組 越水　利江子 著 大日本図書
913 月下花伝 越水　利江子 著 大日本図書
913 永遠をさがしに 原田　マハ 著 河出書房新社
913 ダッシュ！ 村上　しいこ 著 講談社
913 悟浄出立 万城目　学 著 新潮社
913 パスワードドードー鳥の罠 松原　秀行 著 梶山　直美 画 講談社
913 パスワードレイの帰還 松原　秀行 著 梶山　直美 画 講談社
913 パスワード終末大予言 松原　秀行 著 梶山　直美 画 講談社
913 パスワード暗号バトル 松原　秀行 著 梶山　直美 画 講談社
913 パスワード渦巻き少女 松原　秀行 著 梶山　直美 画 講談社
913 パスワード東京パズルデート 松原　秀行 著 梶山　直美 画 講談社
913 青と無色のサクリファイス 綾崎　隼 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 陽炎太陽 綾崎　隼 著 アスキー・メディアワークス//角川グループホールディングス

913 吐息雪色 綾崎　隼 著 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

913 未来線上のアリア 綾崎　隼 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 赤と灰色のサクリファイス 綾崎　隼 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 鳥たち よしもと　ばなな 著 集英社
913 薄妃の恋 仁木　英之 著 新潮社
913 胡蝶の失くし物 仁木　英之 著 新潮社
913 さびしい女神 仁木　英之 著 新潮社
913 先生の隠しごと 仁木　英之 著 新潮社
913 黄泉坂案内人 仁木　英之 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 イン・ザ・ヒーロー 大石　直紀，他 著 小学館
913 ２年Ａ組探偵局 宗田　理 著 はしもと　しん 画 角川書店//角川グループホールディングス

913 ２年Ａ組探偵局ぼくらの魔女狩り事件 宗田　理 著 はしもと　しん 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 Ｄ．Ｇｒａｙ－ｍａｎ　ｒｅｖｅｒｓｅ　３ 星野　桂，城崎　火也 著 集英社
913 ＨＥＲＯ２０１４ 福田　靖，蒔田　陽平 著 扶桑社
913 君に届け　１２ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社
913 ささらさや 加納　朋子 著 幻冬舎
913 ふたつのしるし 宮下　奈都 著 幻冬舎
913 死神うどんカフェ１号店　１杯目 石川　宏千花 著 講談社
913 死神うどんカフェ１号店　２杯目 石川　宏千花 著 講談社
913 君に届け　１ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社
913 小説　近キョリ恋愛 時海　結以 講談社
913 名探偵コナン水平線上の陰謀 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館
913 アオハライド 咲坂　伊緒 原著 白井　かなこ，吉田　智子 著 集英社
913 心霊探偵八雲　９ 神永　学 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 源氏物語紫の結び　２ 荻原　規子 訳 理論社



913 源氏物語紫の結び　３ 荻原　規子 訳 理論社
913 遠野ものがたり 宗任　雅子 著 森田　幸子 画 ＰＨＰ研究所
913 ワンス・アホな・タイム 安東　みきえ 著 理論社
913 官兵衛、駆ける。 吉橋　通夫 著 講談社
913 「童石」をめぐる奇妙な物語 深津　十一 著 宝島社
913 ランチのアッコちゃん 柚木　麻子 著 双葉社
913 ぼくらの危バイト作戦 宗田　理 著 ポプラ社
913 甘いもんでもおひとつ 田牧　大和 著 文藝春秋
913 陰陽屋へようこそ 天野　頌子 著 ポプラ社
913 陰陽屋あやうし 天野　頌子 著 ポプラ社
913 陰陽屋の恋のろい 天野　頌子 著 ポプラ社
913 陰陽屋アルバイト募集 天野　頌子 著 ポプラ社
913 陰陽屋あらしの予感 天野　頌子 著 ポプラ社
913 ムシウタ　１１ 岩井　恭平 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ムシウタ　１４ 岩井　恭平 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ムシウタ　１５ 岩井　恭平 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 サクラ咲く 辻村　深月 著 光文社
913 お任せ！数学屋さん 向井　湘吾 著 ポプラ社
913 晴れた日は図書館へいこう 緑川　聖司 著 ポプラ社
913 晴れた日は図書館へいこうここから始まる物語 緑川　聖司 著 ポプラ社
913 きいろいゾウ 西　加奈子 著 小学館
913 漁港の肉子ちゃん 西　加奈子 著 幻冬舎
913 満願 米澤　穂信 著 新潮社
913 復活！！虹北学園文芸部 はやみね　かおる 著 佐藤　友生 画 講談社
913 謎の放課後 恒川　光太郎，他 著 大森　望 編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 高校入試 湊　かなえ 著 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 万能鑑定士Ｑの事件簿　９ 松岡　圭祐 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 ＢＯＲＤＥＲ 古川　春秋 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 トリガール！ 中村　航 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 さいごの毛布 近藤　史恵 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 とっておきの笑いあります！もう一丁！！ 小川　未明，他 著 くもん出版
913 テイクファイブ　１ 山本　俊輔 著 泰文堂
913 テイクファイブ　２ 山本　俊輔 著 泰文堂
913 菊池寛 菊池　寛 著 筑摩書房
913 恩讐の彼方に 菊池　寛 原著 ぎょうせい
913 三日間の幸福 三秋　縋 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 マスカレード・イブ 東野　圭吾 著 集英社
913 かぐや姫の物語 高畑　勲，坂口　理子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 夏休み 中村　航 著 集英社
913 幸せの条件 誉田　哲也 著 中央公論新社
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　６ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　７ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　８ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　９ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１０ ママチャリ 著 小学館
913 あん ドリアン助川 著 ポプラ社
913 花や咲く咲く あさの　あつこ 著 実業之日本社
913 王様ゲーム煉獄１０．２９ 金沢　伸明 著 双葉社
913 黄色い本 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 春の庭 柴崎　友香 著 文藝春秋
913 時の罠 辻村　深月，他 著 文藝春秋
913 心の王冠 菊池　寛 著 真珠書院
913 そっと、抱きよせて 辻村　深月，他 著 「幽」編集部 編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥエピソードオブアラバスタ砂漠の王女と海賊たち 尾田　栄一郎 原著 浜崎　達也 著 東映アニメーション 画 集英社
913 魔女は甦る 中山　七里 著 幻冬舎
913 幕末高校生 浜崎　達也，橋部　敦子 著 小学館
913 大江戸散歩 香月　日輪 著 理論社
913 魔狼、月に吠える 香月　日輪 著 理論社
913 春風伝 葉室　麟 著 新潮社



913 麒麟の舌を持つ男 田中　経一 著 幻冬舎
913 続・終物語 西尾　維新 著 講談社
913 鹿の王　上 上橋　菜穂子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 鹿の王　下 上橋　菜穂子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 生きるぼくら 原田　マハ 著 徳間書店
913 きっときみに届くと信じて 吉富　多美 著 金の星社
913 願いながら、祈りながら 乾　ルカ 著 徳間書店
913 なないろレインボウ 宮下　恵茉 著 ポプラ社
913 伝説のエンドーくん まはら　三桃 著 小学館
913 しんでくれた 谷川　俊太郎 著 塚本　やすし 画 佼成出版社
913 ＰＫ 伊坂　幸太郎 著 講談社
913 ワーキング・ホリデー 坂木　司 著 文藝春秋
913 ウィンター・ホリデー 坂木　司 著 文藝春秋
913 名探偵コナン江戸川コナン失踪事件 百瀬　しのぶ 著 青山　剛昌 原著 内田　けんじ 著 小学館
913 アイネクライネナハトムジーク 伊坂　幸太郎 著 幻冬舎
913 ジェームズ・ボンドは来ない 松岡　圭祐 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 丕緒の鳥 小野　不由美 著 新潮社
913 明日の子供たち 有川　浩 著 幻冬舎
913 生存者ゼロ 安生　正 著 宝島社
913 ふたりの距離の概算 米澤　穂信 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 魔法使いと刑事たちの夏 東川　篤哉 著 文藝春秋
913 アクアマリンの神殿 海堂　尊 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 初恋料理教室 藤野　恵美 著 ポプラ社
913 荒神 宮部　みゆき 著 朝日新聞出版
913 グリーン・グリーン あさの　あつこ 著 徳間書店
913 ぼくらのコブラ記念日 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらの修学旅行 宗田　理 著 はしもと　しん 画 角川書店//角川グループパブリッシング

913 ぼくらの太平洋戦争 宗田　理 著 はしもと　しん 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ぼくらの学校戦争 宗田　理 著 はしもと　しん 画 角川書店//角川グループパブリッシング

913 ぼくらの黒会社戦争 宗田　理 著 はしもと　しん 画 角川書店//角川グループパブリッシング

913 ぼくらのテーマパーク決戦 宗田　理 著 はしもと　しん 画 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 ぼくらの体育祭 宗田　理 著 はしもと　しん 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 コロボックル絵物語 有川　浩 著 村上　勉 画 講談社
913 エール はやみね　かおる，他 著 講談社
913 １００％ガールズ　３ｒｄ　Ｓｅａｓｏｎ 吉野　万理子 著 講談社
913 しあわせは子猫のかたち 乙一 著 ＳＨＥＬ 画 角川書店//角川グループパブリッシング

913 ＧＯＳＩＣＫ 桜庭　一樹 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 アヴェ・マリアのヴァイオリン 香川　宜子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 赤いペン 澤井　美穂 フレーベル館
913 夢を売る男 百田　尚樹 太田出版
913 破門 黒川　博行 角川書店
913 プリズム 百田　尚樹 幻冬舎
913 モンスター 百田　尚樹 幻冬舎
913 輝く夜 百田　尚樹 講談社
913 「黄金のバンタム」を破った男 百田　尚樹 PHP研究所
913 池袋ウエストゲートパーク 石田　衣良 文藝春秋
913 野ブタ。をプロデュース 白岩　玄 河出書房新社
913 幸福な食卓 瀬尾　まいこ 講談社
913 永遠の0 百田　尚樹 講談社
913 ボックス!（上） 百田　尚樹 講談社
913 ボックス!（下） 百田　尚樹 講談社
913 影法師 百田　尚樹 講談社
913 風の中のマリア 百田　尚樹 講談社
913 父の詫び状 向田　邦子 文藝春秋
913 赤い指 東野　圭吾 講談社
913 枕草子 荻野　文子 太洋社
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会



913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 風神秘抄 荻原　規子 徳間書店
913 いじわるうさぎの正体 俣野　温子 ほるぷ出版
913 死にぞこないの青 乙一 幻冬舎
913 カラフル 森　絵都 文藝春秋
913 暗黒童話 乙一 集英社
913 ウルルの森の物語 百瀬　しのぶ 小学館
913 光の帝国 恩田　陸 集英社
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会



913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（中学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（小学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（小学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（小学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（小学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（小学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 菊池寛文学作品集（小学校版） 菊池　寛 高松市教育委員会
913 夏の朝 本田　昌子 著 木村　彩子 画 福音館書店
913 夏の朝 本田　昌子 著 木村　彩子 画 福音館書店
913 営繕かるかや怪異譚 小野　不由美 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 モナミは時間を終わらせる？Ｔｉｍｅ　ｗａｉｔｓ　ｆｏｒ　ｎｏ　ｏｎｅ！なのだよ はやみね　かおる 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ビブリア古書堂の事件手帖　６ 三上　延 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ぼくらの一日校長 宗田　理 著 はしもと　しん 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 櫻子さんの足下には死体が埋まっている謡う指先 太田　紫織 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ラプラスの魔女 東野　圭吾 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 過ぎ去りし王国の城 宮部　みゆき 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 花束緑山女学院文芸部 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社
913 わからん薬学事始　１ まはら　三桃 著 講談社
913 わからん薬学事始　２ まはら　三桃 著 講談社
913 わからん薬学事始　３ まはら　三桃 著 講談社
913 都会のトム＆ソーヤ　１２ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社
913 死神うどんカフェ１号店　３杯目 石川　宏千花 著 講談社
913 死神うどんカフェ１号店　４杯目 石川　宏千花 著 講談社
913 進撃の巨人Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ 諫山　創 原著 涼風　涼 著 講談社
913 進撃の巨人Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ　２ 諫山　創 原著 涼風　涼 著 講談社
913 進撃の巨人Ｂｅｆｏｒｅ　ｔｈｅ　ｆａｌｌ　３ 諫山　創 原著 涼風　涼 著 講談社
913 絶唱 湊　かなえ 著 新潮社
913 王様ゲーム煉獄１１．０４ 金沢　伸明 著 双葉社
913 １２歳。～そして、みらい 辻　みゆき 著 まいた　菜穂 原著 小学館
913 名探偵コナン業火の向日葵 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 櫻井　武晴 著 小学館
913 海街ｄｉａｒｙ 百瀬　しのぶ 著 吉田　秋生 原著 是枝　裕和 著 小学館
913 サラバ！　上 西　加奈子 著 小学館
913 サラバ！　下 西　加奈子 著 小学館
913 ストロボ・エッジ　みらい文庫版 咲坂　伊緒 原著 松田　朱夏，桑村　さや香 著 集英社
913 銀魂帰ってきた３年Ｚ組銀八先生フェニックス 空知　英秋，大崎　知仁 著 集英社



913 ハイキュー！！ショーセツバン！！　５ 古舘　春一，星　希代子 著 集英社
913 ５分で泣ける！胸がいっぱいになる物語 「このミステリーがすごい！」編集部 編 柚月　裕子，他 著 宝島社
913 ゼロの迎撃 安生　正 著 宝島社
913 火花 又吉　直樹 著 文藝春秋
913 武道館 朝井　リョウ 著 文藝春秋
913 有頂天家族二代目の帰朝 森見　登美彦 著 幻冬舎
913 夢をかなえるゾウ　３ 水野　敬也 著 飛鳥新社
913 シロガラス　１ 佐藤　多佳子 著 偕成社
913 シロガラス　２ 佐藤　多佳子 著 偕成社
913 シロガラス　３ 佐藤　多佳子 著 偕成社
913 王都炎上 田中　芳樹 著 光文社
913 王子二人 田中　芳樹 著 光文社
913 落日悲歌 田中　芳樹 著 光文社
913 汗血公路 田中　芳樹 著 光文社
913 征馬孤影 田中　芳樹 著 光文社
913 風塵乱舞 田中　芳樹 著 光文社
913 王都奪還 田中　芳樹 著 光文社
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１１ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１２ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１３ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１４ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１５ ママチャリ 著 小学館
913 西遊後記　１　還の巻 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社
913 西遊後記　２　芳の巻 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社
913 西遊後記　３　河の巻 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 理論社
913 エヴリシング・フロウズ 津村　記久子 著 文藝春秋
913 名探偵コナン迷宮の十字路 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 古内　一成 著 小学館
913 ｔｈｅ　ＳＩＸ 井上　夢人 著 集英社
913 リバース 湊　かなえ 著 講談社
913 珈琲店タレーランの事件簿４ 岡崎　琢磨 著 宝島社
913 ガールズ・ステップ 宇山　佳佑 原著 影山　由美，江頭　美智留 著 集英社
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－ド純情忍伝 岸本　斉史，東山　彰良 著 集英社
913 思い出のとき修理します 谷　瑞恵 著 集英社
913 思い出のとき修理します　２ 谷　瑞恵 著 集英社
913 思い出のとき修理します　３ 谷　瑞恵 著 集英社
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－シカマル秘伝 岸本　斉史，矢野　隆 著 集英社
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－カカシ秘伝 岸本　斉史，東山　彰良 著 集英社
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－木ノ葉秘伝 岸本　斉史，ひなた　しょう 著 集英社
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－サクラ秘伝 岸本　斉史，大崎　知仁 著 集英社
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－我愛羅秘伝 岸本　斉史，小太刀　右京 著 集英社
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－暁秘伝 岸本　斉史，十和田　シン 著 集英社
913 女王はかえらない 降田　天 著 宝島社
913 朝が来る 辻村　深月 著 文藝春秋
913 幽霊塔 江戸川　乱歩 著 宮崎　駿 画 岩波書店
913 二十の悪夢 岩井　志麻子，他 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 プレイボール　２ 山本　純士 著 宮尾　和孝 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 プレイボール　３ 山本　純士 著 宮尾　和孝 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 吉野北高校図書委員会　２ 山本　渚 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 吉野北高校図書委員会　３ 山本　渚 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 はなちゃんのはやあるきはやあるき 宇部　京子 著 菅野　博子 画 岩崎書店
913 いのちをいただく 内田　美智子 著 魚戸　おさむ，他 画 講談社
913 天国マイレージ 樋口　卓治 著 講談社
913 ボクの妻と結婚してください。 樋口　卓治 著 講談社
913 黒野葉月は鳥籠で眠らない 織守　きょうや 著 講談社
913 猫弁 大山　淳子 著 講談社
913 せんそうしない 谷川　俊太郎 著 江頭　路子 画 講談社
913 七つの大罪 岩佐　まもる 著 鈴木　央 原著 講談社
913 小説　七つの大罪　外伝 松田　朱夏 講談社
913 １００万分の１回のねこ 江國　香織，他 著 講談社



913 世界の果てのこどもたち 中脇　初枝 著 講談社
913 小説映画進撃の巨人ＡＴＴＡＣＫ　ＯＮ　ＴＩＴＡＮ 浅倉　冬至 著 諫山　創 原著 渡辺　雄介 著 講談社
913 丸亀ナイト 山下　貴光 著 文芸社
913 武士道ジェネレーション 誉田　哲也 著 文藝春秋
913 十二支のお節料理 川端　誠 著 ビーエル出版
913 ホケツ！ 小野寺　史宜 著 祥伝社
913 花咲小路四丁目の聖人 小路　幸也 著 ポプラ社
913 春期限定いちごタルト事件 米澤　穂信 著 東京創元社
913 夏期限定トロピカルパフェ事件 米澤　穂信 著 東京創元社
913 秋期限定栗きんとん事件　上 米澤　穂信 著 東京創元社
913 秋期限定栗きんとん事件　下 米澤　穂信 著 東京創元社
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－イタチ真伝　光明篇 岸本　斉史，矢野　隆 著 集英社
913 バクマン。 大場　つぐみ，小畑　健 原著 久麻　當郎 著 集英社
913 ハイキュー！！　劇場版総集編　前編 古舘　春一，吉成　郁子 著 集英社
913 ハイキュー！！　劇場版総集編　後編 古舘　春一 原著 吉成　郁子 著 集英社
913 群青のカノン 福田　和代 著 光文社
913 君の膵臓をたべたい 住野　よる 著 双葉社
913 ドラゴンファイア 乙一 著 集英社
913 チームＦについて あさの　あつこ 著 角川春樹事務所
913 下町ロケット　２ 池井戸　潤 著 小学館
913 天空の救命室 福田　和代 著 徳間書店
913 超高速！参勤交代老中の逆襲 土橋　章宏 著 講談社
913 人魚の眠る家 東野　圭吾 著 幻冬舎
913 愚物語 西尾　維新 著 講談社
913 時速４７メートルの疾走 吉野　万理子 著 講談社
913 都会のトム＆ソーヤ　１３ はやみね　かおる 著 にし　けいこ 画 講談社
913 王様ゲーム再生９．２４ 金沢　伸明 著 双葉社
913 王様ゲーム滅亡６．０８ 金沢　伸明 著 双葉社
913 王様ゲーム深淵８．０２ 金沢　伸明 著 双葉社
913 キノの旅　１９ 時雨沢　恵一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 櫻子さんの足下には死体が埋まっているはじまりの音 太田　紫織 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 レイン　１３ 吉野　匠 著 アルファポリス//星雲社

913 お任せ！数学屋さん　３ 向井　湘吾 著 ポプラ社
913 死神うどんカフェ１号店　６杯目 石川　宏千花 著 講談社
913 ハイキュー！！ショーセツバン！！　６ 古舘　春一，星　希代子 著 集英社
913 陽気なギャングは三つ数えろ 伊坂　幸太郎 著 祥伝社
913 藤井兄妹の絶体絶命な毎日 小林　深雪 著 牧村　久実 画 講談社
913 掟上今日子の挑戦状 西尾　維新 著 講談社
913 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。　上 岡田　麿里 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 岡田　麿里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 カゲロウデイズ　６ じん（自然の敵Ｐ） 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 弱虫ペダル　小説版 渡辺　航，時海　結以 著 秋田書店
913 ブラック・ベルベット 恩田陸 双葉社
913 風神の門　上巻 司馬　遼太郎 著 新潮社
913 風神の門　下巻 司馬　遼太郎 著 新潮社
913 花神　上 司馬　遼太郎 著 新潮社
913 花神　中 司馬　遼太郎 著 新潮社
913 花神　下 司馬　遼太郎 著 新潮社
913 新史太閤記　上 司馬　遼太郎 著 新潮社
913 新史太閤記　下 司馬　遼太郎 著 新潮社
913 翼を持つ少女 山本　弘 著 東京創元社
913 有言実行くらぶ 山下　貴光 著 文芸社
913 向かい風で飛べ！ 乾　ルカ 著 中央公論新社
913 波に乗る はらだ　みずき 著 小学館
913 悲嘆の門　上 宮部　みゆき 著 毎日新聞社
913 悲嘆の門　下 宮部　みゆき 著 毎日新聞社
913 パズル 山田　悠介 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 ぼくらのきせき 藤谷　燈子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 少女は卒業しない 朝井　リョウ 著 集英社



913 風味さんじゅうまる まはら　三桃 著 講談社
913 陰陽屋猫たたり 天野　頌子 著 ポプラ社
913 陰陽屋は混線中 天野　頌子 著 ポプラ社
913 僕とあいつの関ヶ原 吉田　恵里香 著 東京書籍
913 ファイト！木津西高校生徒会 本田　有明 著 河出書房新社
913 神風ニート特攻隊 荒川　祐二 著 地湧社
913 ようこそ、わが家へ 池井戸　潤 著 小学館
913 神様のカルテ　０ 夏川　草介 著 小学館
913 猫のマルモ 大宮　エリー 著 小学館
913 トイレのピエタ 松永大司 文芸春秋
913 ナイルパーチの女子会 柚木　麻子 著 文藝春秋
913 つよく結べ、ポニーテール 朝倉　宏景 著 講談社
913 幽霊なんて怖くない 山本　弘 著 東京創元社
913 ことづて屋 濱野　京子 著 ポプラ社
913 ＴＨＥ　ＬＡＳＴ－ＮＡＲＵＴＯ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ 岸本　斉史，経塚　丸雄 著 集英社
913 いつか、君へＢｏｙｓ ナツイチ製作委員会 編 石田　衣良，他 著 集英社
913 いつか、君へＧｉｒｌｓ ナツイチ製作委員会 編 三浦　しをん，他 著 集英社
913 悲しみの底で猫が教えてくれた大切なこと 瀧森　古都 著 ＳＢクリエイティブ
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１６ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１７ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１８ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　１９ ママチャリ 著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争　２０ ママチャリ 著 小学館
913 戦艦武蔵 吉村　昭 著 新潮社
913 桜田門外ノ変　上巻 吉村　昭 著 新潮社
913 桜田門外ノ変　下巻 吉村　昭 著 新潮社
913 漂流 吉村　昭 著 新潮社
913 屋上のウインドノーツ 額賀　澪 著 文藝春秋
913 愛を積むひと 豊田　美加，他 著 小学館
913 ヒトリコ 額賀　澪 著 小学館
913 怪獣の夏はるかな星へ 小路　幸也 著 筑摩書房
913 なりたい 畠中　恵 著 新潮社
913 探偵部への挑戦状 東川　篤哉 著 実業之日本社
913 Ｆｉｒｅ◎Ｆｌｏｗｅｒ ｈａｌｙｏｓｙ 原著 雨宮　ひとみ 著 ＰＨＰ研究所
913 Ｆｉｒｅ◎Ｆｌｏｗｅｒ君を好きでいられて良かった ｈａｌｙｏｓｙ 原著 雨宮　ひとみ 著 ＰＨＰ研究所
913 桜ノ雨僕らはここで逢おう ｈａｌｙｏｓｙ 原著 雨宮　ひとみ 著 ＰＨＰ研究所
913 まったなし 畠中　恵 著 文藝春秋
913 民王 池井戸　潤 著 文藝春秋
913 ５分後に意外な結末　１ タイム・ストーリー 学研教育出版//学研マーケティング

913 ５分後に意外な結末　２ タイム・ストーリー 学研教育出版//学研マーケティング

913 ５分後に意外な結末　３ タイム・ストーリー 学研教育出版//学研マーケティング

913 ５分後に意外な結末　５ タイム・ストーリー 学研教育出版//学研マーケティング

913 「悩み部」の結成と、その結末。 麻希　一樹 著 ｕｓｉ 画 学研教育出版//学研マーケティング

913 「悩み部」の栄光と、その慢心。 麻希　一樹 著 ｕｓｉ 画 学研教育出版//学研マーケティング

913 君に届け　１３ 椎名　軽穂 原著 白井　かなこ 著 集英社
913 予告犯ＴＨＥ　ＣＨＡＳＥＲ 筒井　哲也，久麻　當郎 著 集英社
913 ２．４３清陰高校男子バレー部ｓｅｃｏｎｄ　ｓｅａｓｏｎ 壁井　ユカコ 著 集英社
913 ヒロイン失格　みらい文庫版 幸田　もも子 原著 松田　朱夏，吉田　恵里香 著 集英社
913 バケモノの子 細田　守 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 天空の蜂 東野　圭吾 著 講談社
913 赤の他人だったら、どんなによかったか。 吉野　万理子 著 講談社
913 死神うどんカフェ１号店　５杯目 石川　宏千花 著 講談社
913 掟上今日子の推薦文 西尾　維新 著 講談社
913 ７分間でゾッとする７つの話 山口　タオ 著 講談社
913 １２歳。～おとなでも、こどもでも 辻　みゆき 著 まいた　菜穂 原著 小学館
913 シンドバッド空とぶ姫と秘密の島 百瀬　しのぶ，早船　歌江子 著 小学館
913 呪怨－ザ・ファイナル 山本　清史，他 著 小学館
913 小説Ｓエス－最後の警官　１ 涌井　学 著 小森　陽一，藤堂　裕 原著 小学館
913 小説Ｓエス－最後の警官　２ 涌井　学 著 小森　陽一，藤堂　裕 原著 小学館



913 翔ぶ少女 原田　マハ 著 ポプラ社
913 花咲小路一丁目の刑事 小路　幸也 著 ポプラ社
913 この国の空 高井　有一 著 新潮社
913 掟上今日子の備忘録 西尾　維新 著 講談社
913 レイン　１２ 吉野　匠 著 アルファポリス//星雲社

913 きのうの影踏み 辻村　深月 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－イタチ真伝　光明篇 岸本　斉史，矢野　隆 著 集英社
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－イタチ真伝　暗夜篇 岸本　斉史，矢野　隆 著 集英社
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－サスケ真伝　来光篇 岸本　斉史，十和田　シン 著 集英社
913 小説母と暮せば 山田　洋次，井上　麻矢 著 集英社
913 真田幸村 小沢　章友 著 流石　景 画 講談社
913 ＢＯＲＵＴＯ－ＮＡＲＵＴＯ　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ 岸本　斉史，小太刀　右京 著 集英社
913 あかねさす 加藤　千恵 著 河出書房新社
913 流れ星が消えないうちに 橋本　紡 著 新潮社
913 放課後の厨房男子 秋川　滝美 著 幻冬舎
913 邪宗門 芥川　龍之介 原著 駒井　和緒 著 遠田　志帆 画 講談社
913 万次郎 岡崎　ひでたか 著 篠崎　三朗 画 新日本出版社
913 「いじめ」をめぐる物語 荻原　浩，他 著 朝日新聞出版
913 先生と迷い猫 小林　弘利，村上　桃子 著 宝島社
913 キップをなくして 池澤　夏樹 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 うたうとは小さないのちひろいあげ 村上しいこ 講談社
913 幻想探偵社 堀川アサコ 講談社
913 ＡＢＣ！曙第二中学校放送部 市川朔久子 講談社
913 向かい風に髪なびかせて 河合二湖 講談社
913 いのちのパレード 八束澄子 講談社
913 坊っちゃん  リライトノベル 夏目漱石 駒井和緒 講談社
913 九年前の祈り 小野正嗣 講談社
913 鉄のしぶきがはねる まはら三桃 講談社
913 鷹のように帆をあげて まはら三桃 講談社
913 起返の記 嶋津義忠 ＰＨＰ研究所
913 碧空のカノン 福田和代 光文社
913 未来の手紙 椰月美智子 光文社
913 僕たちの関ケ原戦記 小前亮 光文社
913 僕たちの本能寺戦記 小前亮 光文社
913 真田幸村 上 海音寺潮五郎 学陽書房
913 真田幸村 下 海音寺潮五郎 学陽書房
913 ぼくたちのアリウープ 五十嵐貴久 ＰＨＰ研究所
913 ガレキノシタ 山下貴光 実業之日本社
913 キーリ 6 壁井ユカコ メディアワークス
913 アオハライド 1 阿部暁子 咲坂伊緒 集英社
913 アオハライド 2 阿部暁子 咲坂伊緒 集英社
913 アオハライド 3 阿部暁子 咲坂伊緒 集英社
913 アオハライド 4 阿部暁子 咲坂伊緒 集英社
913 アオハライド 5 阿部暁子 咲坂伊緒 集英社
913 アオハライド 6 阿部暁子 咲坂伊緒 集英社
913 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月隆文 宝島社
913 冥福 牧野修 光文社
913 きまぐれロボット 星新一 ロバート・マシュー 講談社インターナショナル

913 走れメロス 太宰治 ラルフ・マッカーシー 講談社インターナショナル

913 約束 石田　衣良 角川書店
913 真夜中のパン屋さん2 大沼　紀子 ポプラ社
913 真夜中のパン屋さん3 大沼　紀子 ポプラ社
913 てらさふ 朝倉　かすみ 文藝春秋
913 浪花少年探偵団 東野　圭吾 講談社
913 High and dry:はつ恋 よしもと　ばなな 文藝春秋
913 カエルの歌姫 如月　かずさ 講談社
913 チルドレン 伊坂幸太郎  著 講談社
913 ここに死体を捨てないでください！ 東川篤哉  著 光文社
913 忘却の覇王ロラン ５ 吉野匠  著 スクウェア・エニックス



913 忘却の覇王ロラン　７ 吉野匠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 陽気なギャングの日常と襲撃 ／ 長編サスペンス 伊坂　幸太郎  著 祥伝社
913 閃光スクランブル 加藤　シゲアキ  角川グループホールディングス

913 陽気なギャングが地球を回す ／ 長編サスペンス 伊坂幸太郎  著 祥伝社
913 桜風堂ものがたり 村山　早紀 PHP研究所
913 暗幕のゲルニカ 原田　マハ 新潮社
913 i 西　加奈子 ポプラ社
913 暗黒女子 秋吉　理香子
913 彼らが本気で編むときは、 百瀬　しのぶ パルコエンタテインメント事業部

913 ひるなかの流星 ひずき　優 集英社
913 ABC！曙第二中学校放送部 市川　朔久子 講談社
913 生きる 森越　智子　谷口広樹 童心社
913 生きる 森越　智子　谷口広樹 童心社
913 さよならクリームソーダ 額賀　澪 著 文藝春秋
913 シロガラス　４ 佐藤　多佳子 著 偕成社
913 潮の音、空の青、海の詩 熊谷　達也 著 ＮＨＫ出版
913 江ノ島西浦写真館 三上　延 著 光文社
913 晴れたらいいね 藤岡　陽子 著 光文社
913 リョウ＆ナオ 川端　裕人 著 光村図書出版
913 雪とパイナップル 鎌田　實 著 唐仁原　教久 画 集英社
913 ユートピア 湊　かなえ 著 集英社
913 オオカミ少女と黒王子 きりしま　志帆 著 八田　鮎子 原著 まなべ　ゆきこ 著 集英社
913 陰陽屋恋のサンセットビーチ 天野　頌子 著 ポプラ社
913 ぼくらの魔女戦記　１ 宗田　理 著 ポプラ社
913 ぼくらの魔女戦記　２ 宗田　理 著 ポプラ社
913 おとめの流儀。 小嶋　陽太郎 著 ポプラ社
913 怪談収集家山岸良介の帰還 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 白をつなぐ まはら　三桃 著 小学館
913 タスキメシ 額賀　澪 著 小学館
913 名探偵コナンコナンと海老蔵歌舞伎十八番ミステリー 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 柏原　寛司 著 小学館
913 名探偵コナン純黒の悪夢 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 櫻井　武晴 著 小学館
913 だがしかし 逢空　万太 著 小学館
913 空色バウムクーヘン 吉野　万理子 著 徳間書店
913 給食のおにいさん受験 遠藤　彩見 著 幻冬舎
913 王様ゲーム深淵８．０８ 金沢　伸明 著 双葉社
913 また、同じ夢を見ていた 住野　よる 著 双葉社
913 境遇 湊　かなえ 著 双葉社
913 ぱらっぱフーガ 竹内　真 著 双葉社
913 私は存在が空気 中田　永一 著 祥伝社
913 雲をつかむ少女 藤野　恵美 著 講談社
913 孤独の果てで犬が教えてくれた大切なこと 瀧森　古都 著 ＳＢクリエイティブ
913 ずっと前から好きでした。 香坂　茉里 著 モゲラッタ，ろこる 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 世界からボクが消えたなら 涌井　学 著 川村　元気 原著 小学館
913 小説映画ちはやふる　上の句 時海　結以 著 末次　由紀 原著 小泉　徳宏 著 講談社
913 小説映画ちはやふる　　下の句 時海　結以 著 末次　由紀 原著 小泉　徳宏 著 講談社
913 希望荘 宮部　みゆき 著 小学館
913 東京喰種日々 石田　スイ 原著 十和田　シン 著 集英社
913 東京喰種空白 石田　スイ 原著 十和田　シン 著 集英社
913 東京喰種昔日 石田　スイ 原著 十和田　シン 著 集英社
913 ポイズンドーター，ホーリーマザー 湊　かなえ 著 光文社
913 水族館ガール 木宮　条太郎 著 実業之日本社
913 水族館ガール　２ 木宮　条太郎 著 実業之日本社
913 水族館ガール　３ 木宮　条太郎 著 実業之日本社
913 ぼくらの魔女戦記　３ 宗田　理 著 ポプラ社
913 真夜中のパン屋さん午前４時の共犯者 大沼　紀子 著 ポプラ社
913 コンビニたそがれ堂空の童話 村山　早紀 著 ポプラ社
913 コンビニたそがれ堂神無月のころ 村山　早紀 著 ポプラ社
913 ピンポン空へ 工藤　純子 著 勝田　文 画 ポプラ社
913 霧雨が降る森　上 朽葉　つむぎ 著 真田　まこと 原著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ



913 霧雨が降る森　下 朽葉　つむぎ 著 真田　まこと 原著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 包丁さんのうわさ 城崎　火也 著 神波　裕太 原著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 包丁さんへるぷみぃ 神波　裕太 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 魔女の家 ふみー 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 文豪ストレイドッグス外伝綾辻行人ＶＳ．京極夏彦 朝霧　カフカ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 傘をもたない蟻たちは 加藤　シゲアキ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 坂の途中の家 角田　光代 著 朝日新聞出版
913 天と地の方程式　１ 富安　陽子 著 五十嵐　大介 画 講談社
913 天と地の方程式　２ 富安　陽子 著 五十嵐　大介 画 講談社
913 天と地の方程式　３ 富安　陽子 著 五十嵐　大介 画 講談社
913 アンマーとぼくら 有川　浩 著 講談社
913 Ａではない君と 薬丸　岳 著 講談社
913 ひみつ 福田　隆浩 著 講談社
913 怪人二十面相 江戸川　乱歩 ゴマブックス
913 レンタル・チルドレン 山田　悠介 著 幻冬舎
913 Ａコース 山田　悠介 著 幻冬舎
913 超高速！参勤交代リターンズ 土橋　章宏 著 講談社
913 コンビニ人間 村田　沙耶香 著 文藝春秋
913 海の見える理髪店 荻原　浩 著 集英社
913 響け！ユーフォニアム 武田　綾乃 著 宝島社
913 響け！ユーフォニアム　２ 武田　綾乃 著 宝島社
913 響け！ユーフォニアム　３ 武田　綾乃 著 宝島社
913 響け！ユーフォニアム北宇治高校吹奏楽部のヒミツの話 武田　綾乃 著 宝島社
913 表参道高校合唱部！１００００回だめでへとへとになっても 櫻井　剛，他 著 学研プラス
913 金メダル男 内村　光良 著 中央公論新社
913 レイン　１４ 吉野　匠 著 アルファポリス//星雲社

913 ここはボツコニアン　１ 宮部　みゆき 著 集英社
913 ここはボツコニアン　２ 宮部　みゆき 著 集英社
913 ここはボツコニアン　３ 宮部　みゆき 著 集英社
913 ここはボツコニアン　４ 宮部　みゆき 著 集英社
913 ここはボツコニアン　５ＦＩＮＡＬ 宮部　みゆき 著 集英社
913 ブラッククローバー暴牛の書 田畠　裕基，ジョニー音田 著 集英社
913 陸王 池井戸　潤 著 集英社
913 空への助走 壁井　ユカコ 著 集英社
913 雲は湧き、光あふれて 須賀　しのぶ 著 集英社
913 エースナンバー 須賀　しのぶ 著 集英社
913 ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－木ノ葉新伝 岸本　斉史，ひなた　しょう 著 集英社
913 怪談収集家山岸良介の冒険 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 怪談収集家山岸良介と学校の怪談 緑川　聖司 著 竹岡　美穂 画 ポプラ社
913 南総里見八犬伝　１ 曲亭　馬琴 原著 時海　結以 著 亜沙美 画 講談社
913 南総里見八犬伝　２ 曲亭　馬琴 原著 時海　結以 著 亜沙美 画 講談社
913 南総里見八犬伝　３ 曲亭　馬琴 原著 時海　結以 著 亜沙美 画 講談社
913 眠りの森 東野　圭吾 著 講談社
913 いなくなれ、群青 河野　裕 著 新潮社
913 その白さえ嘘だとしても 河野　裕 著 新潮社
913 汚れた赤を恋と呼ぶんだ 河野　裕 著 新潮社
913 凶器は壊れた黒の叫び 河野　裕 著 新潮社
913 Ｘ ｍａｓ　Ｓｔｏｒｉｅｓ 朝井　リョウ，他 著 新潮社
913 何様 朝井　リョウ 著 新潮社
913 ケーキ王子の名推理 七月　隆文 著 新潮社
913 デュラララ！！ＳＨ　×４ 成田　良悟 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 君と１００回目の恋 ワダ　ヒトミ 著 Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ　Ｒｅｃｏｒｄｓ 原著 集英社
913 キセキ 小林　雄次 著 朝日新聞出版
913 羊と鋼の森 宮下　奈都 文藝春秋
913 信長燃ゆ　上巻 安部　龍太郎 著 新潮社
913 信長燃ゆ　下巻 安部　龍太郎 著 新潮社
913 今昔ものがたり　新版 杉浦　明平 著 岩波書店
913 黒田如水 吉川　英治 著 新潮社
913 破船 吉村　昭 著 新潮社



913 強力伝，孤島 新田　次郎 著 新潮社
913 思い出のとき修理します　４ 谷　瑞恵 著 集英社
913 「悩み部」の焦燥と、その暗躍。 麻希　一樹 著 ｕｓｉ 画 学研プラス
913 表参道高校合唱部！涙の数だけ強くなれるよ 櫻井　剛，桑畑　絹子 著 学研プラス
913 表参道高校合唱部！あなたが生きている今日はどんなに素晴らしいだろう 櫻井　剛，桑畑　絹子 著 学研プラス
913 僕は何度でも、きみに初めての恋をする。 沖田　円 著 スターツ出版
913 ５分間の物語 日本児童文学者協会 編 小林　系 画 瀧羽　麻子，他 著 偕成社
913 １時間の物語 日本児童文学者協会 編 黒須　高嶺 画 まはら　三桃，他 著 偕成社
913 １日の物語 日本児童文学者協会 編 岩清水　さやか 画 令丈　ヒロ子，他 著 偕成社
913 ３日間の物語 日本児童文学者協会 編 スカイエマ 画 末吉　暁子，他 著 偕成社
913 １週間の物語 日本児童文学者協会 編 磯　良一 画 椰月　美智子，他 著 偕成社
913 ５分間だけの彼氏 日本児童文学者協会 編 タムラ　フキコ 画 乙一，他 著 偕成社
913 おいしい１時間 日本児童文学者協会 編 中島　梨絵 画 水生　大海，他 著 偕成社
913 消えた１日をさがして 日本児童文学者協会 編 浅賀　行雄 画 南葵　農園，他 著 偕成社
913 ３日で咲く花 日本児童文学者協会 編 田中　寛崇 画 白矢　三恵，他 著 偕成社
913 １週間後にオレをふってください 日本児童文学者協会 編 泉　雅史 画 おおぎやなぎ　ちか，他 著 偕成社
913 さんぽみち 藤谷　燈子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 心霊探偵八雲ＡＮＯＴＨＥＲ　ＦＩＬＥＳ裁きの塔 神永　学 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 櫻子さんの足下には死体が埋まっている狼の時間 太田　紫織 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 デュラララ！！ＳＨ　×２ 成田　良悟 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 デュラララ！！ＳＨ　×３ 成田　良悟 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 デュラララ！！外伝！？ 成田　良悟 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 スマッシュエース！ 朽葉屋　周太郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ふたりの文化祭 藤野　恵美 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 かもめ高校バドミントン部の混乱 朽葉屋　周太郎 著 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

913 ガンルージュ 月村　了衛 著 文藝春秋
913 スイム！スイム！スイム！ 五十嵐　貴久 著 双葉社
913 ぼくたちと駐在さんの700日戦争　ベスト版 ママチャリ 小学館
913 壺井栄 小林　裕子 著 新典社
913 二十四の瞳 壷井　栄 原著 ぎょうせい
913 二十四の瞳　新装版 壷井　栄 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 母のない子と子のない母と 壺井　栄 著 偕成社
913 小やぎのかんむり 市川　朔久子 著 講談社
913 さとうきび畑の唄　改装版 遊川　和彦 著 汐文社
913 小説おそ松さん前松 赤塚　不二夫 原著 三津留　ゆう 著 集英社
913 小説君の名は。 新海　誠 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 アイアムアヒーローＴＨＥ　ＮＯＶＥＬ 朝井　リョウ，他 著 小学館
913 ピーターパンの島 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 盗賊会社 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 クリスマスイブの出来事 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 ボタン星からの贈り物 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 宇宙の男たち 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 宇宙のあいさつ 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 恋がいっぱい 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 悪魔のささやき 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 とんとん拍子 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 おのぞみの結末 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 ねずみ小僧六世 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 そして、だれも… 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 長生き競争 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 親友のたのみ 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 七人の犯罪者 星　新一 著 和田　誠 画 理論社
913 ショートショートの缶詰 田丸　雅智 編 江坂　遊，他 著 キノブックス
913 ショートショート千夜一夜 田丸　雅智 著 小学館
913 危険なビーナス 東野圭吾 講談社
913 サブマリン 伊坂　幸太郎 著 講談社
913 蒼氷，神々の岩壁 新田　次郎 著 新潮社
913 小説四月は君の嘘６人のエチュード 時海　結以 著 新川　直司 原著 講談社
913 戦国の姫城主井伊直虎 越水　利江子 著 椎名　優 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ



913 ぼくらの無人島戦争 宗田　理 著 はしもと　しん 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 バースデーカード 吉田　康弘 著 烏羽　雨 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 恋のゴンドラ 東野　圭吾 著 実業之日本社
913 雪煙チェイス 東野圭吾 実業之日本社
913 王妃の帰還 柚木　麻子 著 実業之日本社
913 仰げば尊し いずみ　吉紘，舟崎　泉美 著 学研プラス
913 「悩み部」の成長と、その緊張。 麻希　一樹 著 ｕｓｉ 画 学研プラス
913 君はレフティ 額賀　澪 著 小学館
913 氷の轍 桜木　紫乃 著 小学館
913 大鏡 那須田　淳 著 十々夜 画 岩崎書店
913 今昔物語集 令丈　ヒロ子 著 つだ　なおこ 画 岩崎書店
913 太平記 石崎　洋司 著 二星　天 画 岩崎書店
913 東海道中膝栗毛 越水　利江子 著 十々夜 画 岩崎書店
913 怪談牡丹灯籠 金原　瑞人 著 佐竹　美保 画 岩崎書店
913 いい人ランキング 吉野　万理子 著 あすなろ書房
913 明るい夜に出かけて 佐藤　多佳子 著 新潮社
913 先導者，赤い雪崩 新田　次郎 著 新潮社
913 ユタとふしぎな仲間たち 三浦　哲郎 著 新潮社
913 とりつくしま 東　直子 著 筑摩書房
913 東京會舘とわたし　上　旧館 辻村深月 毎日新聞出版
913 東京會舘とわたし　下　新館 辻村深月 毎日新聞出版
913 蜜蜂と遠雷 恩田　陸 著 幻冬舎
913 ツバキ文具店 小川　糸 著 幻冬舎
913 帰宅部ボーイズ はらだ　みずき 著 幻冬舎
913 天使は奇跡を希う 七月　隆文 著 文藝春秋
913 四月になれば彼女は 川村　元気 著 文藝春秋
913 ＴＶピープル 村上　春樹 著 文藝春秋
913 なりたて中学生　初級編 ひこ・田中 著 講談社
913 なりたて中学生　中級編 ひこ・田中 著 講談社
913 なりたて中学生　上級編 ひこ・田中 著 講談社
913 空はいまぼくらふたりを中心に 村上　しいこ 著 講談社
913 百年後、ぼくらはここにいないけど 長江　優子 著 講談社
913 Ｘ－０１エックスゼロワン　１ あさの　あつこ 著 田中　達之 画 講談社
913 死神うどんカフェ１号店　別腹編☆ 石川　宏千花 著 講談社
913 小説映画溺れるナイフ ジョージ朝倉 原著 井土　紀州，他 著 講談社
913 空の走者たち 増山　実 著 角川春樹事務所
913 ＭＯＭＥＮＴ 本多　孝好 著 集英社
913 十五歳の課外授業 白河　三兎 著 集英社
913 ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＦＩＬＭ　ＧＯＬＤ 尾田　栄一郎，他 著 集英社
913 アンと青春 坂木　司 著 光文社
913 走ル 羽田　圭介 著 河出書房新社
913 よるのばけもの 住野よる 双葉社
913 花が咲くとき 乾ルカ 祥伝社
913 ８月６日のこと 中川ひろたか 長谷川義史 ハモニカブックス
913 もえろっ！卓球部 横沢彰 小松良佳 新日本出版社
913 ゴーストハント　3 小野不由美 メディアファクトリー
913 古事記 那須田淳 十々夜 岩崎書店
913 落窪物語 越水利江子 沙月ゆう 岩崎書店
913 平家物語 石崎洋司 岡本正樹 岩崎書店
913 雨月物語 金原瑞人 佐竹美保 岩崎書店
913 文豪ストレイドッグス１ 朝霧／カフカ∥〔著〕 長谷川義史 KADOKAWA
913 文豪ストレイドッグス２ 朝霧／カフカ∥〔著〕 KADOKAWA
913 文豪ストレイドッグス３ 朝霧／カフカ∥〔著〕 KADOKAWA
913 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　八月のまぼろし 太田／紫織∥〔著〕 KADOKAWA
913 小説ほしのこえ 新海／誠∥原作 KADOKAWA
913 カゲロウデイズ７ じん（自然の敵Ｐ）∥著 KADOKAWA
913 夜行 森見／登美彦∥著 小学館
913 コーヒーが冷めないうちに 川口／俊和∥著 サンマーク出版
913 君にさよならを言わない 七月／隆文∥著 宝島社



913 君にさよならを言わない 七月／隆文∥著 宝島社
913 珈琲店タレーランの事件簿５ 岡崎／琢磨∥著 宝島社
913 ハイキュー!!ショーセツバン!! 古舘／春一∥著 集英社
913 DEATH NOTE Light up the NEW world 大場／つぐみ∥原作 集英社
913 紫式部の娘。賢子がまいる! 篠／綾子∥作 静山社
913 墓守りのレオ 石川宏千花  著 小学館
913 ヒーロー！ 白岩玄  著 河出書房新社
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 ２１ ママチャリ  著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 ２２ ママチャリ  著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 ２３ ママチャリ  著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 ２４ ママチャリ  著 小学館
913 ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 ２５ ママチャリ  著 小学館
913 ｏｒａｎｇｅ  映画ノベライズ 高野苺  原作 蒔田陽平  ノベライズ 双葉社
913 初恋芸人 中沢健  〔著〕 小学館
913 カエルの楽園 百田尚樹  著 新潮社
913 シアター！ 有川浩  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 シアター！ ２ 有川浩  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 初恋ソムリエ 初野晴  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 空想オルガン 初野晴  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 千年ジュリエット 初野晴  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 退出ゲーム 初野晴  〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 青空エール  映画ノベライズ 下川香苗  著 河原和音  原作 集英社
913 天才 石原慎太郎  著 幻冬舎
913 円周率の謎を追う 鳴海　風 著 伊野　孝行 画 くもん出版
913 円周率の謎を追う 鳴海　風 著 伊野　孝行 画 くもん出版
913 みかづき 森　絵都 著 集英社
913 君の名は。 新海　誠 著 ちーこ 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 ホームメイキング同好会 藤野　千夜 著 理論社
913 その本の物語　上 村山　早紀 著 ポプラ社
913 その本の物語　下 村山　早紀 著 ポプラ社
913 包丁さんのうわさカワタレドキの儀式 神波　裕太 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 探偵・日暮旅人の探し物 山口　幸三郎 著 太平　洋海 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 好きになるその瞬間を。 香坂　茉里 著 モゲラッタ，ろこる 画 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 小説おそ松さん後松 赤塚　不二夫 原著 石原　宙 著 集英社
913 ＳＩＮＧシング 澁谷　正子 著 小学館
913 ただいまの神様 鈴森　丹子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 少年 ビートたけし 著 金の星社
913 ひっぱたけ！ 川添　枯美 著 集英社
913 おれがあいつであいつがおれで 山中　恒 著 角川書店//角川グループパブリッシング

913 祭り囃子がきこえる 川上　健一 著 集英社
913 図書館ホスピタル 三萩　せんや 著 河出書房新社
913 てんからどどん 魚住　直子 著 けーしん 画 ポプラ社
913 ハリネズミ乙女、はじめての恋 令丈　ヒロ子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 告白予行練習金曜日のおはよう 藤谷　燈子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 「守り人」のすべて　増補改訂版 上橋　菜穂子 著 偕成社編集部 編 二木　真希子 画 偕成社//偕成社
913 雨ふる本屋の雨ふらし 日向　理恵子 著 吉田　尚令 画 童心社//童心社
913 「悩み部」の平和と、その限界。 麻希　一樹 著 ｕｓｉ 画 学研プラス
913 あずかりやさん桐島くんの青春 大山　淳子 著 ポプラ社
913 わたしたちの家は、ちょっとへんです 岡田　依世子 著 ウラモト　ユウコ 画 偕成社
913 バンドガール！ 濱野　京子 著 志村　貴子 画 偕成社
913 二ノ丸くんが調査中 石川　宏千花 著 うぐいす　祥子 画 偕成社
913 まっしょうめん！ あさだ　りん 著 新井　陽次郎 画 偕成社
913 ビブリア古書堂の事件手帖　７ 三上　延 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 てのひら怪談己丑 加門　七海，他 編 クジラマク，他 著 ポプラ社
913 てのひら怪談庚寅 加門　七海，他 編 飛雄，他 著 ポプラ社
913 てのひら怪談壬辰 加門　七海，他 編 小瀬　朧，他 著 ポプラ社
913 てのひら怪談癸巳 加門　七海，他 編 圓　眞美，他 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 岸辺のヤービ 梨木　香歩 著 小沢　さかえ 画 福音館書店
913 ｏｒａｎｇｅ　１ 高野　苺 原著 時海　結以 著 双葉社



913 ｏｒａｎｇｅ　２ 高野　苺 原著 時海　結以 著 双葉社
913 ｏｒａｎｇｅ　３ 高野　苺 原著 時海　結以 著 双葉社
913 ルリユール 村山　早紀 著 ポプラ社
913 惑星カロン 初野　晴 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 コンビニたそがれ堂祝福の庭 村山　早紀 著 ポプラ社
913 ＳＮＳ炎上 ＮＨＫ「オトナへノベル」制作班 編 長江　優子，他 著 金の星社
913 ネトゲ中毒 ＮＨＫ「オトナへノベル」制作班 編 鎌倉　ましろ 著 金の星社
913 家族コンプレックス ＮＨＫ「オトナへノベル」制作班 編 長江　優子，みうら　かれん 著 金の星社
913 リア友トラブル ＮＨＫ「オトナへノベル」制作班 編 長江　優子，鎌倉　ましろ 著 金の星社
913 恋愛トラブル・ストーカー ＮＨＫ「オトナへノベル」制作班 編 みうら　かれん，他 著 金の星社
913 か「」く「」し「」ご「」と「 住野　よる 著 新潮社
913 小説ひるね姫 神山　健治 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 図書室のピーナッツ 竹内　真 著 双葉社
913 小説ちはやふる　中学生編　１ 末次　由紀 原著 時海　結以 著 講談社
913 小説ちはやふる　中学生編　２ 末次　由紀 原著 時海　結以 著 講談社
913 小説ちはやふる　中学生編　３ 末次　由紀 原著 時海　結以 著 講談社
913 小説ちはやふる　中学生編　４ 末次　由紀 原著 時海　結以 著 講談社
913 ５分後に涙のラスト エブリスタ 編 ｐｌａｍｏ，他 著 河出書房新社
913 ５分後に驚愕のどんでん返し エブリスタ 編 たろまろ，他 著 河出書房新社
913 ５分後に戦慄のラスト エブリスタ 編 快紗瑠，他 著 河出書房新社
913 文豪ストレイドッグス５５Ｍｉｎｕｔｅｓ 朝霧　カフカ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 言葉屋 久米　絵美里 著 もとやま　まさこ 画 朝日学生新聞社
913 言葉屋　２ 久米　絵美里 著 もとやま　まさこ 画 朝日学生新聞社
913 サマー・ランサー 天沢　夏月 著 アスキー・メディアワークス//角川グループホールディングス

913 セカイの空がみえるまち 工藤　純子 著 講談社
913 また、いる… 中村　まさみ 著 金の星社
913 集合写真 中村　まさみ 著 金の星社
913 人形の家 中村　まさみ 著 金の星社
913 病院裏の葬り塚 中村　まさみ 著 金の星社
913 見てはいけない本 中村　まさみ 著 金の星社
913 十一月のマーブル 戸森　しるこ 著 講談社
913 夕焼けカプセル 泉　啓子 著 童心社
913 車夫 いとう　みく 著 小峰書店
913 車夫　２ いとう　みく 著 小峰書店
913 横浜駅ＳＦ 柞刈　湯葉 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 あずかりやさん桐島くんの青春 大山　淳子 著 ポプラ社
913 業物語 西尾　維新 著 講談社
913 ５分後に意外な結末　４ 学研教育出版//学研マーケティング

913 カゲロウデイズ じん（自然の敵Ｐ） 著 エンターブレイン//角川グループパブリッシング

913 モンスターハンター狩りの追憶 ゆうきりん 著 エンターブレイン
913 ５秒後に意外な結末　パンドラの赤い箱 桃戸　ハル 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス
913 ５秒後に意外な結末　ミノタウロスの青い迷宮 桃戸　ハル 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス
913 ５分後に思わず涙。青い星の小さな出来事 桃戸　ハル 編著 田中　寛崇 画 学研プラス
913 ５分後に思わず涙。世界が赤らむ、その瞬間に 桃戸　ハル 編著 田中　寛崇 画 学研プラス
913 君が夏を走らせる 瀬尾　まいこ 著 新潮社
913 名探偵コナンから紅の恋歌 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 大倉　崇裕 著 小学館
913 ラスト・ワルツ 柳　広司 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 人間失格 太宰　治 著 新潮社
913 てんからどどん 魚住直子 ポプラ社
913 モツ焼きウォーズ ささきかつお ポプラ社
913 いとの森の家 東直子 ポプラ社
913 ぼくが消えないうちに Ａ．Ｆ．ハロルド ポプラ社
913 私のスポットライト 林真理子 ポプラ社
913 あたしの、ボケのお姫様。 令丈ヒロ子 ポプラ社
913 きみのためにはだれも泣かない 梨屋アリエ ポプラ社
913 僕は上手にしゃべれない 椎野直弥 ポプラ社
913 この嘘がばれないうちに 川口俊和 サンマーク出版
913 王とサーカス 米澤穂信 東京創元社
913 あなたの一日が世界を変える くすのきしげのり PHP研究所



913 花咲小路二丁目の花乃子さん 小路幸也  著 ポプラ社
913 花咲小路三丁目のナイト 小路幸也  著 ポプラ社
913 狐笛のかなた 上橋菜穂子  作 理論社
913 クマのあたりまえ 魚住直子  〔著〕 ポプラ社
913 幸せの条件 誉田哲也  著 中央公論新社
913 今日のハチミツ、あしたの私（わたし） 寺地はるな  〔著〕 角川春樹事務所
913 きょうの日はさようなら 一穂ミチ  著 集英社
913 バスケの神様  揉めない部活のはじめ方 木崎菜菜恵  著 集英社
913 ゆきうさぎのお品書き　１　６時２０分の肉じゃが 小湊悠貴 集英社
913 ゆきうさぎのお品書き　２　８月花火と氷いちご 小湊悠貴 集英社
913 ゆきうさぎのお品書き　３　熱々おでんと雪見酒 小湊悠貴 集英社
913 神隠しの森  とある男子高校生、夏の記憶 梨沙  著 集英社
913 校閲ガール 宮木あや子  著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
913 横浜駅SF 全国版 柞刈 湯葉 KADOKAWA
913 心晴日和 喜多川泰  著 幻冬舎
913 体育館の殺人 青崎　有吾 著 東京創元社//東京創元社

913 水族館の殺人 青崎　有吾 著 東京創元社//東京創元社

913 告白予行練習 藤谷　燈子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 ラノベ古事記 小野寺　優 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 ３分後にゾッとする話 並木　伸一郎 著 マニアニ 画 理論社//理論社
913 ペット 澁谷　正子 著 小学館//小学館
913 今好きになる。 藤谷　燈子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 掟上今日子の婚姻届 西尾　維新 著 講談社//講談社
913 掟上今日子の家計簿 西尾　維新 著 講談社//講談社
913 ５分後に意外な結末ｅｘエメラルドに輝く風景 桃戸　ハル 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス

913 ５分後に意外な結末ｅｘオレンジ色に燃える呪文 桃戸　ハル 著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス

913 ひとり増えてる… 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社
913 立入禁止 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社
913 マネキン人形 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社
913 たたられる本 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社
913 霊を呼ぶ本 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社
913 １４歳、明日の時間割 鈴木　るりか 著 小学館//小学館
913 思い出が消えないうちに 川口　俊和 著 サンマーク出版//サンマーク出版

913 一〇五度 佐藤　まどか 著 あすなろ書房//あすなろ書房

913 こんぴら狗 今井　恭子 著 いぬんこ 画 くもん出版//くもん出版
913 少年探偵団 江戸川　乱歩 著 庭 画 講談社//講談社
913 名探偵コナンゼロの執行人 水稀　しま 著 青山　剛昌 原著 櫻井　武晴 著 小学館//小学館
913 百貨の魔法 村山　早紀 著 ポプラ社//ポプラ社
913 偏差値７０の野球部　レベル１　難関合格編 松尾　清貴 著 小学館//小学館
913 偏差値７０の野球部　レベル２　打撃理論編 松尾　清貴 著 小学館//小学館
913 偏差値７０の野球部　レベル３　守備理論編 松尾　清貴 著 小学館//小学館
913 かがみの孤城 辻村　深月 著 ポプラ社//ポプラ社
913 キラキラ共和国 小川　糸 著 幻冬舎//幻冬舎
913 たゆたえども沈まず 原田　マハ 著 幻冬舎//幻冬舎
913 ＡＸ 伊坂　幸太郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 小説映画ちはやふる　結び 末次　由紀 原著 小泉　徳宏 著 時海　結以 著 講談社//講談社
913 図書館内乱 有川　浩 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 世にも奇妙なストーリー百壁町の呪い 黒　史郎 編 西東社//西東社
913 世にも奇妙なストーリー鏡凪町の祟り 黒　史郎 西東社//西東社
913 ５分後に恋の結末　友情と恋愛を両立させる３つのルール 橘　つばさ 著 桃戸　ハル 著 かとう　れい 画 学研プラス//学研プラス

913 さよなら、田中さん 鈴木　るりか 著 小学館//小学館
913 ケーキ王子の名推理　２ 七月　隆文 著 新潮社//新潮社
913 夜廻 日本一ソフトウェア 原著 保坂　歩 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

913 深夜廻 日本一ソフトウェア 原著 黒　史郎 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

913 忍物語 西尾　維新 著 講談社//講談社
913 宵物語 西尾　維新 著 講談社//講談社
913 撫物語 西尾　維新 著 講談社//講談社
913 青鬼 ｎｏｐｒｏｐｓ 原著 黒田　研二 著 鈴羅木　かりん 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

913 ケーキ王子の名推理　３ 七月　隆文 著 新潮社//新潮社



913 黒子のバスケ－Ｒｅｐｌａｃｅ 藤巻　忠俊 著 平林　佐和子 著 集英社//集英社
913 黒子のバスケ－Ｒｅｐｌａｃｅ　２ 藤巻　忠俊 著 平林　佐和子 著 集英社//集英社
913 世界が終わる前に 山本　弘 著 東京創元社//東京創元社

913 下町ロケットゴースト 池井戸　潤 著 小学館//小学館
913 水族館ガール　４ 木宮　条太郎 著 実業之日本社//実業之日本社

913 水族館ガール　５ 木宮　条太郎 著 実業之日本社//実業之日本社

913 かちがらす 植松　三十里 著 小学館//小学館
913 探偵チームＫＺ事件ノート　アニメ全４作１６話完全ノベライズ版 藤本　ひとみ 原著 住滝　良 原著 山田　由香 講談社//講談社
913 ゆきうさぎのお品書き　４　親子のための鯛茶漬け 小湊　悠貴 著 集英社//集英社
913 ゆきうさぎのお品書き　５　祝い膳には天ぷらを 小湊　悠貴 著 集英社//集英社
913 となりの火星人 工藤　純子 著 講談社//講談社
913 二ノ丸くんが調査中黒目だけの子ども 石川　宏千花 著 うぐいす　祥子 画 偕成社//偕成社
913 墓守りのレオビューティフル・ワールド 石川　宏千花 著 小学館//小学館
913 ラブオールプレー 小瀬木　麻美 著 ポプラ社//ポプラ社
913 風の生まれる場所 小瀬木　麻美 著 ポプラ社//ポプラ社
913 夢をつなぐ風になれ 小瀬木　麻美 著 ポプラ社//ポプラ社
913 君は輝く！ 小瀬木　麻美 著 ポプラ社//ポプラ社
913 意味が分かると怖い話 藤白　圭 著 河出書房新社//河出書房新社

913 ５分後に恋の結末　解けない謎と放課後の密談 橘　つばさ 著 桃戸　ハル 著 かとう　れい 画 学研プラス//学研プラス

913 ５分後に恋するラスト エブリスタ 編 あやちょこ 河出書房新社//河出書房新社

913 ５分後に笑えるどんでん返し エブリスタ 編 Ｚｅｎｓ 河出書房新社//河出書房新社

913 掟上今日子の遺言書 西尾　維新 著 講談社//講談社
913 掟上今日子の退職願 西尾　維新 著 講談社//講談社
913 自分コンプレックス ＮＨＫ「オトナへノベル」制作班 編 みうら　かれん 著 長江　優子 著 金の星社//金の星社
913 ＳＮＳトラブル連鎖 ＮＨＫ「オトナへノベル」制作班 編 高橋　幹子 著 みうら　かれん 著 金の星社//金の星社
913 仮面シンドローム ＮＨＫ「オトナへノベル」制作班 編 長江　優子 著 陣崎　草子 著 金の星社//金の星社
913 トリコ 島袋　光年 原著 村山　功 著 東映アニメーション 画 集英社//集英社
913 ルパン三世　地獄志願編 モンキー・パンチ 原著 松田　朱夏 著 双葉社//双葉社
913 いつか、眠りにつく日 いぬじゅん 著 スターツ出版//スターツ出版

913 おしゃべりな五線譜 香谷　美季 著 ポプラ社//ポプラ社
913 パドルの子 虻川　枕 著 ポプラ社//ポプラ社
913 江の島ねこもり食堂 名取　佐和子 著 ポプラ社//ポプラ社
913 夏空に、かんたーた 和泉　智 著 高田　桂 画 ポプラ社//ポプラ社
913 小惑星２１６２ＤＳの謎 林　譲治 著 ＹＯＵＣＨＡＮ 画 岩崎書店//岩崎書店
913 夏葉と宇宙へ三週間 山本　弘 著 すまき　俊悟 画 岩崎書店//岩崎書店
913 かめくんのこと 北野　勇作 著 森川　弘子 画 岩崎書店//岩崎書店
913 青鬼廃校の亡霊 ｎｏｐｒｏｐｓ 原著 黒田　研二 著 鈴羅木　かりん 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

913 おかえりの神様 鈴森　丹子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 さよならの神様 鈴森　丹子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 吹き溜まりのノイジーボーイズ 天沢　夏月 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 ビブリア古書堂の事件手帖～扉子と不思議な客人たち 三上　延 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 トリコＢＢコーンを手にいれろ！ 島袋　光年 原著 村山　功 著 東映アニメーション 画 集英社//集英社
913 給食のおにいさん浪人 遠藤　彩見 著 幻冬舎//幻冬舎
913 ブロードキャスト 湊かなえ KADOKAWA
913 クローバー 島本理生 角川書店
913 小説はたらく細胞 時海　結以 著 清水　茜 原著 講談社//講談社
913 ほんとはずっと好きだった たちまちクライマックス委員会 編 櫻　いいよ ポプラ社//ポプラ社
913 星の旅人 小前　亮 著 小峰書店//小峰書店
913 ある晴れた夏の朝 小手鞠　るい 著 偕成社//偕成社
913 マスカレード・ナイト 東野　圭吾 著 集英社//集英社
913 アイスプラネット 椎名　誠 著 講談社//講談社
913 トリコげきとつ！王者ガララワニ！！ 島袋　光年 原著 村山　功 著 東映アニメーション 画 集英社//集英社
913 山月記 中島　敦 著 小前　亮 訳 理論社//理論社
913 羅生門 芥川　龍之介 著 松尾　清貴 訳 理論社//理論社
913 その先には何が！？じわじわ気になる（ほぼ）１００字の小説 北野　勇作 著 キノブックス//キノブックス

913 ブギーポップは笑わない 上遠野　浩平 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 薬屋のひとりごと 日向　夏 著 主婦の友社//主婦の友社

913 本好きの下剋上　第１部１ 香月　美夜 著 ＴＯブックス//ＴＯブックス

913 ジョジョの奇妙な冒険 荒木　飛呂彦 著 集英社//集英社



913 ジョジョの奇妙な冒険　２ 荒木　飛呂彦 集英社//集英社
913 家庭教室 伊東　歌詞太郎 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 宝石商リチャード氏の謎鑑定 辻村　七子 著 集英社//集英社
913 少女地獄 夢野　久作 著 東京創元社//東京創元社

913 後宮の烏 白川　紺子 著 集英社//集英社
913 お迎えに上がりました。 竹林　七草 著 集英社//集英社
913 空飛ぶ馬 北村　薫 著 東京創元社//東京創元社

913 ５分後に禁断のラスト エブリスタ 編 関井　薫 河出書房新社//河出書房新社

913 ５分後に感動のラスト エブリスタ 編 川崎　かなれ 河出書房新社//河出書房新社

913 いいたいことがあります！ 魚住　直子 著 西村　ツチカ 画 偕成社//偕成社
913 大嫌いなはずだった。 香坂　茉里 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 天久鷹央の推理カルテ 知念　実希人 著 新潮社//新潮社
913 転生したらスライムだった件　１ 伏瀬 著 マイクロマガジン社//マイクロマガジン社

913 そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ 著 文藝春秋//文藝春秋
913 あずかりやさん 大山　淳子 著 ポプラ社//ポプラ社
913 あずかりやさん彼女の青い鳥 大山　淳子 著 ポプラ社//ポプラ社
913 ５４字の物語 氏田　雄介 著 佐藤　おどり 画 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

913 ５４字の物語怪 氏田　雄介 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

913 いつか、眠りにつく日　２ いぬじゅん 著 スターツ出版//スターツ出版

913 小説天気の子 新海　誠 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 みえるとかみえないとか ヨシタケ　シンスケ 著 アリス館//アリス館
913 ヤキモチの答え 藤谷　燈子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 初恋の絵本 藤谷　燈子 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 約束のネバーランド 白井　カイウ 原著 七緒 著 集英社//集英社
913 小説イナズマイレブンオリオンの刻印　１ 江橋　よしのり 著 レベルファイブ 原著 小学館//小学館
913 あんさんぶるスターズ！青春の狂想曲 日日日 著 Ｈａｐｐｙ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ 原著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 水族館ガール　６ 木宮　条太郎 著 実業之日本社//実業之日本社

913 サブキャラたちの日本昔話 斉藤　洋 著 広瀬　弦 画 偕成社//偕成社
913 文豪ストレイドッグスＤＥＡＤ　ＡＰＰＬＥ 文豪ストレイドッグスＤＡ製作委員会 著 岩畑　ヒロ 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 銀魂帰ってきた３年Ｚ組銀八先生フォーエバー 空知　英秋 著 大崎　知仁 著 集英社//集英社
913 夜空の呪いに色はない 河野　裕 著 新潮社//新潮社
913 きみの世界に、青が鳴る 河野　裕 著 新潮社//新潮社
913 世界は「　」で満ちている 櫻　いいよ 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

913 ５秒後に意外な結末アポロンの黄色い太陽 桃戸　ハル 編著 ｕｓｉ 画 学研プラス//学研プラス

913 5分後に意外な結末ｅｘ　アクアマリンからあふれる涙 桃戸ハル 学研
913 「悩み部」の復活と、その証明。 麻希一樹 学研プラス
913 掟上今日子の旅行記 西尾　維新 著 講談社//講談社
913 キノの旅　２０ 時雨沢　恵一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 キノの旅　２１ 時雨沢　恵一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 つきまとう本 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社
913 うしろを歩く者 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社
913 12時05分15秒 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社
913 乃木坂の怪談 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社
913 封印された本 中村　まさみ 著 金の星社//金の星社
913 小説仮面ライダー電王 白倉　伸一郎 著 石ノ森　章太郎 原著 講談社//講談社
913 キノの旅　２２ 時雨沢　恵一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 アリクイのいんぼう 鳩見　すた 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 本好きの下剋上　第１部２ 香月　美夜 著 ＴＯブックス//ＴＯブックス

913 本好きの下剋上　第１部３ 香月　美夜 著 ＴＯブックス//ＴＯブックス

913 学園キノ　６ 時雨沢　恵一 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 意味が分かると震える話 藤白　圭 著 河出書房新社//河出書房新社

913 薬屋のひとりごと　２ 日向　夏 著 主婦の友社//主婦の友社

913 あんさんぶるスターズ！革命児の凱歌 日日日 著 Ｈａｐｐｙ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ 原著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 トロイメライ 村山　早紀 著 げみ 画 リットーミュージック//リットーミュージック

913 奇譚ルーム はやみね　かおる 著 しきみ 画 朝日新聞出版//朝日新聞出版

913 僕が名前を呼ぶ日 香坂　茉里 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 いまさら翼といわれても 米澤　穂信 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 ねことじいちゃん　映画版 ねこまき 原著 坪田　文 著 伊豆　平成 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913 ゴーストハント　７ 小野　不由美 / 著 メディアファクトリー



913.6 かたづの！ 中島　京子 著 集英社
913.6 走れ！Ｔ校バスケット部　１０ 松崎　洋，松崎　準 著 彩雲出版//星雲社
914 トップランナー１ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 トップランナー２ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 トップランナー３ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 トップランナー４ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 トップランナー５ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 トップランナー６ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 トップランナー７ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 トップランナー８ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 トップランナー９ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 トップランナー１０ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 トップランナー１１ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 トップランナー１２ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 トップランナー１３ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 トップランナー１４ ＮＨＫ「トップランナー」制作班 編 ＫＴＣ中央出版
914 おやじオロオロ子はスクスク 梅田 俊作 著 文渓堂
914 気まずい二人 三谷 幸喜 著 角川書店
914 嘘つきアーニャの真っ赤な真実 米原 万里 著 角川書店
914 恋のあっちょんぶりけ 北川 悦吏子 著 マガジンハウス
914 この子を残して 永井 隆 著 サンパウロ
914 天使のみつけかた おーなり 由子 著 大和書房
914 きれいな色とことば おーなり 由子 著 大和書房
914 ここまできてそれなりにわかったこと 五味 太郎 著 講談社
914 帰ってから、お腹がすいてもいいようにと思ったのだ。 高山 なおみ 著 ロッキング・オン
914 村上ラヂオ 村上 春樹 文 マガジンハウス
914 阿刀田高の楽しい古事記 阿刀田 高 〔著〕 角川書店
914 深夜の少年 藤田 宜永 著 河出書房新社
914 泣く大人 江国 香織 著 世界文化社
914 さくらえび さくら ももこ 絵と文 新潮社
914 ももこのトンデモ大冒険 さくら ももこ 著 徳間書店
914 そういうふうにできている さくら ももこ 著 新潮社
914 憧れのまほうつかい さくら ももこ 著 新潮社
914 きれいな色とことば おーなり 由子 著 新潮社
914 天使のみつけかた おーなり 由子 著 新潮社
914 無印良女（リヨウヒン） 群 ようこ 〔著〕 角川書店
914 もものかんづめ さくら ももこ 著 集英社
914 きみとあるけば 伊集院 静 文 朝日新聞社
914 ももこのおもしろ宝石手帖 さくら ももこ 著 幻冬舎
914 バカの壁 養老 孟司 著 新潮社
914 旅人の心得 田口 ランディ 著 角川書店
914 ハーフラバーズ 藤沢 さとみ 著 近代出版社
914 南極のペンギン 高倉 健 著 集英社
914 妄想中学ただいま放課後 宮藤官九郎 太田出版
914 ONとOFF 出井伸之 新潮社
914 虹とひまわりの娘 本郷 由美子 著 講談社
914 またたび さくら ももこ 絵と文 新潮社
914 ニューヨークは笑わない 山際 淳司 著 小学館
914 こんなふうに生きてみたら 猪苗代町猪苗代町絆づくり実行委員会 編 幻冬舎
914 ももこの７０年代手帖 さくら　ももこ 著 幻冬舎
914 運のつき 養老　孟司 著 マガジンハウス
914 考える元気 片山　恭一 著 光文社
914 負け犬の遠吠え 酒井　順子 著 講談社
914 心に残るとっておきの話　第４集 潮文社編集部 編 潮文社
914 ありがとうございません 檀 ふみ 〔著〕 幻冬舎
914 東西不思議物語 渋沢竜彦 河出書房新社
914 桃尻語訳枕草子　上 橋本治 河出書房新社
914 桃尻語訳枕草子　中 橋本治 河出書房新社
914 桃尻語訳枕草子　下 橋本治 河出書房新社



914 妖怪になりたい 水木しげる 河出書房新社
914 アブサン物語 村松友視 河出書房新社
914 いのち 永六輔 著 理論社
914 ＡＳＩＡＮ　ＪＡＰＡＮＥＳＥ　３ 小林紀晴 著 新潮社
914 雪は天からの手紙 中谷　宇吉郎 著 岩波書店
914 旅をする木 星野　道夫 著 文藝春秋
914 ももこの２１世紀日記　Ｎ’０３ さくら　ももこ 著 幻冬舎
914 ひとりずもう さくら　ももこ 著 小学館
914 あなたの涙そうそう ＴＢＳ「あなたの涙そうそう」プロジェクト 編 幻冬舎
914 希望 内田　玲子 玄同社
914 二十一世紀に生きる君たちへ 司馬　遼太郎 著 世界文化社
914 本を読むわたし 華恵 著 筑摩書房
914 泉に聴く 東山　魁夷 著 講談社
914 ものを作るということ 銀色　夏生 著 角川書店
914 人は幸せになるために生まれてきたのです つかこうへい 光文社
914 神はテーブルクロス 須藤　元気 著 幻冬舎
914 プチ哲学 佐藤　雅彦 著 中央公論新社
914 さくら横丁 さくら　ももこ 著 集英社
914 人生は、だましだまし 田辺　聖子 著 角川書店
914 ガラスの地球を救え 手塚　治虫 著 光文社
914 ありがとう、さようなら 瀬尾　まいこ 著 メディアファクトリー
914 オンリー・ミー 三谷　幸喜 著 幻冬舎
914 １００万回のコンチクショー 野口　健 著 集英社
914 落ちこぼれてエベレスト 野口　健 著 集英社
914 祖国とは国語 藤原　正彦 著 新潮社
914 走ることについて語るときに僕の語ること 村上　春樹 著 文藝春秋
914 ももこの２１世紀日記　Ｎ’０５ さくら　ももこ 著 幻冬舎
914 ももこの２１世紀日記　Ｎ’０６ さくら　ももこ 著 幻冬舎
914 ももこの２１世紀日記　Ｎ’０７ さくら　ももこ 著 幻冬舎
914 またたび回覧板 群　ようこ 著 新潮社
914 鈍感力 渡辺　淳一 著 集英社
914 なによりも大切なこと あさの　あつこ 著 ＰＨＰ研究所
914 たいのおかしら さくら　ももこ 著 集英社
914 ももこの話 さくら　ももこ　絵と文 集英社
914 納棺夫日記　増補改訂版 青木　新門 著 文藝春秋
914 おんぶにだっこ さくら　ももこ 著 小学館
914 大丈夫だよ 大丈夫だよ応援団 編著 ゴマブックス
914 わたしのすきなもの 杉浦　さやか 著 祥伝社
914 海は生きている 富山　和子 著 講談社
914 ザ・万遊記 万城目　学 著 集英社
914 ないもの、あります クラフト・エヴィング商會 著 筑摩書房
914 チョッちゃんが行くわよ 黒柳 朝 著 主婦と生活社
914 堕落論 坂口 安吾 著 集英社
914 愛情セミナー 遠藤 周作 著 集英社
914 枕草子・徒然草 池田　龜鑑　他訳 新学社
914 仰天・平成元年の空手チョップ 夢枕 獏 著 集英社
914 ワン・オブ・ゼム 徳永 英明 著 集英社
914 蒼い時 山口 百恵 著 集英社
914 大サービス 原田 宗典 著 集英社
914 ひとを素敵と思う朝 マリ・クリスティーヌ 著 立風書房
914 ネコの手も借りたい 斉藤 由貴 〔著〕 小学館
914 母のくれたお守り袋 滝平 二郎 著 岩崎書店
914 女性のやさしさ１２０章 堀 寿子 著 立風書房
914 ボン　チビありがとう 中野 かずよ 著 立風書房
914 幸せのビブリオン 斉藤 由貴 著 小学館
914 書を捨てよ、町へ出よう 寺山　修司 角川書店
914 ことばへの旅 森本 哲郎 〔著〕 角川書店
914 片恋がステキ！ みつはし ちかこ 著 立風書房
914 あのころ さくら ももこ 絵と文 集英社



914 おっ父ったんが行く 荻内 勝之 著 福音館書店
914 何てったって、虫が好き！ 沢口 たまみ 著 大日本図書
914 森の王国 竹田津 実 著 偕成社
914 家族の絆 作品社編集部 編集 作品社
914 父の教え　母の教え 作品社編集部 編集 作品社
914 男たちよ　女たちよ 作品社編集部 編集 作品社
914 恋に恋して 作品社編集部 編集 作品社
914 心の不思議 作品社編集部 編集 作品社
914 読書の楽しみ 作品社編集部 編集 作品社
914 生きている言葉 作品社編集部 編集 作品社
914 語ること　演ずること 作品社編集部 編集 作品社
914 大いなる自然 作品社編集部 編集 作品社
914 四季おりおり 作品社編集部 編集 作品社
914 花に魅せられて 作品社編集部 編集 作品社
914 犬が好き　猫が好き 作品社編集部 編集 作品社
914 お酒菜談義 作品社編集部 編集 作品社
914 美味礼讃 作品社編集部 編集 作品社
914 趣味のある風景 作品社編集部 編集 作品社
914 旅への誘い 作品社編集部 編集 作品社
914 芸の心　技の心 作品社編集部 編集 作品社
914 さまざまな人生 作品社編集部 編集 作品社
914 出会い、そして別れ 作品社編集部 編集 作品社
914 老いについて 作品社編集部 編集 作品社
914 小さな文学の旅 漆原 智良 作 金の星社
914 岳物語 椎名 誠 著 集英社
914 マイ・ドリーム 大林 素子 著 アリス館
914 ももこの世界あっちこっちめぐり さくら ももこ 著 集英社
914 まる子だった さくら ももこ 絵と文 集英社
914 がんばりません 佐野 洋子 著 新潮社
914 こんないき方もある 佐藤 愛子 〔著〕 角川書店
914 行きそで行かないとこへ行こう 大槻 ケンヂ 著 新潮社
914 東京困惑日記 原田 宗典 〔著〕 角川書店
914 パイナツプリン 吉本 ばなな 〔著〕 角川書店
914 そこに僕はいた 辻 仁成 著 新潮社
914 ムイミダス 清水 義範 著 文芸春秋
914 霊長類ヒト科動物図鑑 向田 邦子 著 文芸春秋
914 徒然草（一）全訳注 三木 紀人 講談社
914 徒然草（二）全訳注 三木 紀人 講談社
914 徒然草（三）全訳注 三木 紀人 講談社
914 徒然草（四）全訳注 三木 紀人 講談社
914 寺田寅彦随筆集１ 寺田 寅彦 著 岩波書店
914 寺田寅彦随筆集２ 寺田 寅彦 著 岩波書店
914 寺田寅彦随筆集３ 寺田 寅彦 著 岩波書店
914 寺田寅彦随筆集４ 寺田 寅彦 著 岩波書店
914 寺田寅彦随筆集５ 寺田 寅彦 著 岩波書店
914 静かな生活 大江 健三郎 著 講談社
914 ゴミを宝に！ チチ松村 著 光文社
914 五体不満足 乙武 洋匡 著 講談社
914 五体不満足 乙武 洋匡 著 講談社
914 ビーの話 群 ようこ 著 筑摩書房
914 ももこのいきもの図鑑 さくら ももこ 著 マガジンハウス
914 憧れのまほうつかい さくら ももこ 著 新潮社
914 そういうことなんだ。 五味 太郎 著 青春出版社
914 五体不満足 乙武 洋匡 著 講談社
914 五体不満足 乙武 洋匡 著 講談社
914 嫌いなことから、人は学ぶ 養老　孟司∥著 新潮社
914 大切なことは言葉にならない 養老　孟司∥著 新潮社
914 ＥＣＨＯＥＳ　木霊 辻　仁成 / 著 幻冬舎
914 私だったらこう考える 銀色　夏生 / 著 幻冬舎



914 なんらかの事情 岸本　佐知子 著 筑摩書房
914 孤独と不安のレッスン 鴻上　尚史 / 著 大和書房
914 そっと耳を澄ませば 三宮　麻由子 / 著 集英社
914 Ｐｒｅｓｅｎｔｓ 角田　光代 / 著　　松尾　たいこ / 絵 双葉社
914 十五歳の残像 江國　香織 / 著 新潮社
914 「新しい人」の方へ 大江　健三郎 / 著　　大江　ゆかり / 画 朝日新聞社
914 バイ貝 町田　康 / 著 双葉社
914 おおきなかぶ、むずかしいアボカド 村上　春樹 著 大橋　歩 画 マガジンハウス
914 サラダ好きのライオン 村上　春樹 著 大橋　歩 画 マガジンハウス
914 間抜けの構造 ビートたけし / 著 新潮社
914 世界を、こんなふうに見てごらん 日高　敏隆 著 集英社
914 動物たちはぼくの先生 日高　敏隆 著 青土社
914 置かれた場所で咲きなさい 渡辺　和子 著 幻冬舎
914 オレって老人？ 南　伸坊 著 みやび出版//星雲社
914 猫のはなし 浅田　次郎 撰 日本ペンクラブ 編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
914 枕草子 小迎　裕美子，清少納言 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
914 みんな、くよくよ悩んでいたって…！？ 太宰　治，他 著 くもん出版
914 だから、科学っておもしろい！！ 杉田　玄白，他 著 くもん出版
914 芸術するのは、たいへんだ！？ 倉田　百三，他 著 くもん出版
914 「赤毛のアン」の人生ノート 熊井　明子 大和出版
914 備讃瀬戸からの発信 林　巍
914 漂流郵便局 久保田　沙耶 著 小学館
914 赤崎水曜日郵便局 楠本　智郎 編著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
914 おーいぽぽんた俳句・短歌鑑賞 大岡　信 著 福音館書店
914 村上さんのところ 村上　春樹 著 新潮社
914 跳びはねる思考 東田　直樹 著 イースト・プレス
914 あるかしら書店 ヨシタケ　シンスケ 著 ポプラ社
914 英雄の書 黒川　伊保子 著 ポプラ社//ポプラ社
914 左利きあるある右利きないない 左　来人 著 小山　健 画 ポプラ社//ポプラ社
914 思わず考えちゃう ヨシタケ　シンスケ 著 新潮社//新潮社
915 辺境・近境 村上 春樹 著 新潮社
915 ベーリング海峡をわたる 関野 吉晴 著 小峰書店
915 四万十川に生きる 立松　和平 著 樹立社
915 風のかなたのひみつ島 椎名　誠 著 新潮社
915 奥の細道 松尾　芭蕉 著 ほるぷ出版
915 残花亭日暦 田辺　聖子 著 角川書店
915 嵐の大地パタゴニア 関野 吉晴 著 小峰書店
915 嵐の大地パタゴニア 関野 吉晴 著 小峰書店
915 インドでわしも考えた 椎名 誠 著 集英社
915 荒俣宏文明移動説 荒俣 宏 著 集英社
915 妹へ、弟へ、最後の詩 辺見 じゅん 編 角川書店
915 妻よ、子どもたちよ、最後の祈り 辺見 じゅん 編 角川書店
915 父へ、母へ、最後の手紙 辺見 じゅん 編 角川書店
915 日本細末端真実紀行 椎名 誠 〔著〕 角川書店
915 チチカカ湖めざして 関野 吉晴 著 小峰書店
915 はるかインカを訪ねて 関野 吉晴 著 小峰書店
915 地球どこでも不思議旅 椎名 誠 著 集英社
915 日本一短い「愛」の手紙 福井県丸岡町 〔編〕 角川書店
915 日本一短い「父」への手紙 福井県丸岡町 〔編〕 角川書店
915 日本一短い「家族」への手紙 福井県丸岡町 〔編〕 角川書店
915 日本一短い「母」への手紙 福井県丸岡町 〔編〕 角川書店
915 わしらは怪しい探検隊 椎名　誠 角川文庫
915 土佐日記　全訳注 品川 和子 講談社
915 ガイドブックおくのほそ道 和順 高雄 文 偕成社
915 第一阿房列車 内田 百間 新潮社
915 紫式部日記 小迎　裕美子，紫式部 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
915 ガンジス河でバタフライ たかの　てるこ 著 幻冬舎
915 更級日記 清水　康代 著 菅原孝標女 原著 双葉社
916 夢をつなぐ 沢井 希代治 著 ひくまの出版



916 乙武レポート 乙武 洋匡 著 講談社
916 長崎の鐘 永井 隆 著 サンパウロ
916 私たちは長崎にいた 永井 隆 編著 サンパウロ
916 車いすでアジア 山之内 俊夫 著 小学館
916 手にことばをのせて 七尾 純 著 あかね書房
916 命をくれたキス 鈴木 ひとみ 著 小学館
916 広島第二県女二年西組 関 千枝子 著 筑摩書房
916 平和の世紀を願って 高松市平和を願う市民団体協議会

916 戦災と高松市 長川　幸夫
916 まだ１７歳だけど、人生って面白いと思う 岩淵 大起 著 ポプラ社
916 わかったか、白血病。相手みてからけんか売れ 池田 泰佑 著 メディアファクトリー
916 より子。天使の歌声 小笠原 路子 著 フジテレビ出版
916 ひとが否定されないルール 日木 流奈 著 講談社
916 ありがとう大五郎 大谷 英之 写真 新潮社
916 ぼくらの心は国境を越えた 和田 登 著 岩崎書店
916 モンゴルに米ができた日 鈴木 喜代春 作 金の星社
916 友情の二つの花 手島 悠介 著 岩崎書店
916 ナターシャ 手島 悠介 著 岩崎書店
916 夢追いかけて 河合 純一 著 ひくまの出版
916 電池が切れるまで すずらんの会 編 角川書店
916 夢がかなう日 清水 久美子 著 偕成社
916 きっと明日は 江崎 雪子 著 ポプラ社
916 約束の国への長い旅 篠 輝久 著 リブリオ出版
916 ドッグ・シェルター 今西 乃子 著 金の星社
916 忘れても、しあわせ 小菅 もと子 著 日本評論社
916 島に生きて～ハンセン病療養所入所者が語る～上 香川県
916 島に生きて～ハンセン病療養所入所者が語る～下 香川県
916 会いたかった 向井　亜紀 著 幻冬舎
916 もの食う人びと 辺見　庸 著 角川書店
916 「電池が切れるまで」の仲間たち 宮本　雅史 著 角川書店
916 いのちのハードル 木藤　潮香 著 エフエー出版
916 神様のくれたもうひとつの命 赤塚　祝子 著 集英社
916 たったひとつのたからもの 加藤　浩美 著 文藝春秋
916 ヤンキー母校に生きる 義家　弘介 著 文藝春秋
916 種まく子供たち 佐藤 律子 編 ポプラ社
916 かぎりなくやさしい花々 星野富弘 偕成社
916 いのちのリレー 川久保美紀 ポプラ社
916 男たちの大和　上　決定版 辺見　じゅん 著 角川春樹事務所
916 男たちの大和　下　決定版 辺見　じゅん 著 角川春樹事務所
916 １５歳の「お遍路」 岡田　光永 著 廣済堂出版
916 ちび象ランディと星になった少年 坂本　小百合 著 文春ネスコ
916 １リットルの涙 木藤　亜也 著 幻冬舎
916 いのちのハードル 木藤　潮香 著 幻冬舎
916 ガーランドのなみだ 郡司　ななえ 著 角川書店
916 がばいばあちゃんの幸せのトランク 島田　洋七 著 徳間書店
916 子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津　実 著 偕成社
916 未来のきみが待つ場所へ 宮本　延春 著 講談社
916 小さな勇士たち ＮＨＫ「こども」プロジェクト 編 汐文社
916 ユウキ 岸川　悦子 著 ポプラ社
916 佐賀のがばいばあちゃん 島田　洋七 著 徳間書店
916 自閉症の息子ダダくん１１の不思議 奥平　綾子 著 小学館
916 健太がゆく！　ぼくは車イスの中学生 小松　健太 著 旺文社
916 がばいばあちゃんスペシャル　かあちゃんに会いたい 島田　洋七 著 徳間書店
916 がばいばあちゃん佐賀から広島へめざせ甲子園 島田　洋七 著 集英社
916 なんくるないさぁ。 吉野　やよい 著 主婦と生活社
916 いつまでも、いつまでもお元気で 知覧特攻平和会館 編 草思社
916 発達障害の子を育てる母の気持ち 松下　薫 著 ぶどう社
916 死にゆく者からの言葉 鈴木　秀子 著 文藝春秋
916 少しは、恩返しができたかな 北原　美貴子 著 講談社



916 あほやけど、ノリオ 露の団六 著 中央法規出版
916 天馬のように走れ 那須田　稔 著 ひくまの出版
916 天馬のように走れ 那須田　稔 著 ひくまの出版
916 天馬のように走れ 那須田　稔 著 ひくまの出版
916 そうか、もう君はいないのか 城山　三郎 著 新潮社
916 明日もまた生きていこう 横山　友美佳 著 マガジンハウス
916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 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 高松市平和を願う市民団体協議会編 高松市平和を願う市民団体協議会

916 愛、深き淵より。 星野　富弘 立風書房
916 余命１ヶ月の花嫁 ＴＢＳ「イブニング・ファイブ」 編 マガジンハウス
916 あの戦争から遠く離れて 城戸　久枝 著 情報センター出版局
916 クラウディアの祈り 村尾　靖子 著 ポプラ社
916 生きたい！！　僕の履歴書 池田　真一 リーブル出版
916 レンタルチャイルド 石井　光太 著 新潮社
916 いしぶみ　改訂新版 広島テレビ放送 編 ポプラ社
916 いち、にの、さん。 実谷　蒼依 著 ポプラ社
916 みぽりんのえくぼ 岡田　典子 著 文芸社
916 生きる。　がんと向きあう７人のストーリー 井上玲奈　ほか 幻冬舎
916 ナガサキに翔ぶ 山脇 あさ子 著 新日本出版社
916 ナガサキに翔ぶ 山脇 あさ子 著 新日本出版社
916 あの瞬間阪神大震災 奥田 富子 編 国土社
916 足物語 木村 斉 著 花伝社
916 しのび寄るあらし 秋山 正美 編 日本図書センター
916 町の子村の子 秋山 正美 編 日本図書センター
916 つよくたくましく 秋山 正美 編 日本図書センター
916 戦時下に生きる 秋山 正美 編 日本図書センター
916 果てしない戦い 秋山 正美 編 日本図書センター
916 いのちあるかぎり 秋山 正美 編 日本図書センター
916 初めて知った戦争 秋山 正美 編 日本図書センター
916 一人ぼっちの焼けあと 秋山 正美 編 日本図書センター
916 不安にみちた出発 秋山 正美 編 日本図書センター
916 よみがえるふるさと 秋山 正美 編 日本図書センター
916 出会いのカリフォルニア 児玉 聖子 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 ケンの戦場日記 久手堅 憲俊 作 偕成社
916 飛べ！千羽づる 手島 悠介 著 講談社
916 がんばれ！　盲導犬サーブ 手島 悠介 文 講談社
916 天国へいったサーブ 手島 悠介 著 講談社
916 萌えろ！ガジュマル 久手堅 憲俊 作 偕成社
916 麻意ね、死ぬのがこわいの 石黒 美佐子 著 立風書房



916 鶴になったおじさんの動物記 高橋 良治 文 偕成社
916 まもれ！物見山のオオタカ 鈴木 伸 文 偕成社
916 ぼくが見たメサグランデ難民キャンプ 大淵 喜隆 文 写真 偕成社
916 みつばち家族の大冒険 小原 嘉明 作 偕成社
916 愛、深き淵より。 星野 富弘 著 立風書房
916 ボクの満州 中国引揚げ漫画家の会 編 亜紀書房
916 愛華、光の中へ。 坪田 愛華 著 朝日出版社
916 こちらナースステーション 井部 俊子 著 ポプラ社
916 まぼろしの木曽っ子 藤崎 康夫 作 くもん出版
916 薬師寺に陽がのぼる きりぶち 輝 作 くもん出版
916 愛のかけ橋はきえず 藤崎 康夫 作 くもん出版
916 ムササビと７７人のなかまたち 矢崎 節夫 作 くもん出版
916 はばたけオオタカ 国松 俊英 作 くもん出版
916 はるかなりモヨロの里 吉樹 朔生 作 くもん出版
916 望郷 和田 登 作 くもん出版
916 まぼろしの花がさいた 神戸 淳吉 作 くもん出版
916 緑のドクター 藤崎 康夫 作 くもん出版
916 トキよ舞いあがれ 国松 俊英 作 くもん出版
916 夢の地下鉄冒険列車 佐藤 一美 作 くもん出版
916 ゲンジボタルと生きる 国松 俊英 作 くもん出版
916 魔術師のくだものづくり 岡本 文良 作 くもん出版
916 沖縄の心を染める 藤崎 康夫 作 くもん出版
916 あの日、ベトナムに枯葉剤がふった 大石 芳野 作 写真 くもん出版
916 ステファニー 遠藤 町子 作 くもん出版
916 ブータンの朝日に夢をのせて 木暮 正夫 作 くもん出版
916 しあわせまで三万キロ 岡本 文良 作 くもん出版
916 シャッターチャンスはいちどだけ 石川 文洋 著 ポプラ社
916 わすれられた命の詩 谺 雄二 著 ポプラ社
916 どこでも行くぞ、車イス！ 廉田 俊二 著 ポプラ社
916 娘よ、ここが長崎です 筒井 茅乃 作 くもん出版
916 ヒロシマ心の旅路 児玉 辰春 著 岩崎書店
916 ナガサキに翔ぶ 山脇 あさ子 著 新日本出版社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 手にことばをのせて 七尾 純 著 あかね書房
916 大震災ボランティア 戸高 真弓美 編著 朝日新聞社
916 気分は愛のスピードランナー 鈴木 ひとみ 著 日本テレビ
916 一年遅れのウェディング・ベル 鈴木 ひとみ 著 日本テレビ放送網
916 辛酸 城山 三郎 著 角川文庫
916 愛の点字図書館長 池田 澄子 文 偕成社
916 夢をつなぐ 沢井 希代治 著 ひくまの出版
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社



916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 著 偕成社
916 最後のトキ　ニッポニア・ニッポン 国松 俊英 著 金の星社
916 大地に地雷はにあわない 今関 信子 作 ＰＨＰ研究所
916 朝子生命のかけ橋となって 間沢 洋一 著 ポプラ社
916 たった一人の生還 佐野 三治 著 新潮社
916 きけわだつみのこえ　第２集 日本戦没学生記念会 編 岩波書店
916 地震イツモノート 地震イツモプロジェクト∥編//寄藤　文平∥画 ポプラ社
916 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 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班∥原著//木村　直巳∥画//生田　正∥著 宙出版
916 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 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班∥原著//六田　登∥著 宙出版
916 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 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班∥原著//木村　直巳∥著 宙出版
916 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 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班∥原著//六田　登∥著 宙出版
916 プロジェクトＸ挑戦者たち８２億食の奇跡　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班∥原著//加藤　唯史∥著 宙出版
916 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 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班∥原著//篠原　とおる∥著 宙出版
916 プロジェクトＸ挑戦者たち液晶執念の対決　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班∥原著//池原　しげと∥著 宙出版
916 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 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班∥原著//横山　アキラ∥画 宙出版
916 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 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班∥原著//影丸　穣也∥画 宙出版
916 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 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班∥原著//笠原　倫∥画 宙出版
916 プロジェクトＸ挑戦者たち友の死を越えて　コミック版 ＮＨＫプロジェクトＸ制作班∥原著//高岩　ヨシヒロ∥画 宙出版
916 困ってるひと 大野　更紗 / 著 ポプラ社
916 ツレがうつになりまして。 細川　貂々 / 著 幻冬舎
916 その後のツレがうつになりまして。 細川　貂々 / 著 幻冬舎
916 ひめゆり ひめゆり平和祈念資料館 / 文　　三田　圭介 / 絵 ひめゆり平和祈念資料館

916 なでしこ物語　「一生懸命」はかっこいい！ 波野　りさ / 作　　早草　紀子 / 写真 角川書店　角川グループパブリッシング

916 ロックとマック　東日本大震災で迷子になった犬 なりゆき　わかこ / 作　　ドックウッド　　東海林　綾 / 原案　　つがね　ちかこ / 絵 角川書店　角川グループパブリッシング

916 ぼくは戦場カメラマン 渡部　陽一 / 作 角川書店　角川グループパブリッシング

916 自分をえらんで生まれてきたよ いんやく　りお 著 サンマーク出版
916 １３７億光年のヒトミ 鳴沢　真也 / 著 草炎社
916 トットちゃんとトットちゃんたち 黒柳　徹子 / 著 講談社
916 天国からのラブレター 本村　洋　　本村　弥生 / 著 新潮社
916 おもかげ復元師 笹原　留似子 著 ポプラ社
916 一生一途に 竹浪　正造 著 廣済堂出版
916 はげましてはげまされて 竹浪　正造 著 廣済堂あかつき
916 おもかげ復元師の震災絵日記 笹原　留似子 著 ポプラ社
916 神様からの宿題 山本 育海 山本 智子 ポプラ社
916 現代日本文学アルバム １ 森　?外 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム ２ 夏目 漱石 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム ３ 島崎 藤村 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム ４ 石川 啄木 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム ５ 谷崎 潤一郎 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム ６ 志賀 直哉 川端 康成 井上 靖 学習研究社



916 現代日本文学アルバム ７ 芥川 龍之介 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム ８ 川端 康成 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム ９ 石坂 洋次郎 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム １０ 宮澤 賢治 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム １１ 山本 周五郎 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム １２ 堀 辰雄 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム １３ 林 芙美子 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム １４ 太宰 治 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム １５ 井上 靖 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 現代日本文学アルバム １６ 三島 由紀夫 川端 康成 井上 靖 学習研究社
916 弱くても勝てます 高橋　秀実 著 新潮社
916 櫻子さんの足下には死体が埋まっている 太田　紫織 著 角川書店//角川グループパブリッシング

916 レイテ戦記　上 大岡　昇平 著 中央公論新社
916 レイテ戦記　下 大岡　昇平 著 中央公論新社
916 レイテ戦記　中 大岡　昇平 著 中央公論新社
916 対談 色のあしあと 三浦　綾子・星野　富弘 いのちのことば社
916 路上探検隊讃岐路をゆく 路上観察学会　編 宝島社
916 ネイマール ネイマール，他 著 竹澤　哲 訳 徳間書店
916 渋谷ギャル店員ひとりではじめたアフリカボランティア 栗山　さやか 著 金の星社
916 トットちゃんとトットちゃんたち１９９７－２０１４ 黒柳　徹子 著 講談社
916 きみ江さん 片野田　斉 著 偕成社
916 不動の魂 五郎丸　歩 著 大友　信彦 編 実業之日本社
916 キミの目が覚めたなら 中原　尚志，中原　麻衣 著 主婦の友社
916 六千人の命を救え！外交官・杉原千畝 白石　仁章 著 ＰＨＰ研究所
916 はなちゃんのみそ汁 安武　信吾，他 著 文藝春秋
916 みんなのチャンス 石井　光太 著 少年写真新聞社
916 ダイヤモンドより平和がほしい 後藤 健二 汐文社
916 エイズの村に生まれて 後藤 健二 汐文社
916 ルワンダの祈り 後藤 健二 汐文社
916 もしも学校に行けたら 後藤 健二 汐文社
916 恋したひとは車いす 酒井　朋子 著 徳間書店
916 ゆりちかへ テレニン　晃子 著 幻冬舎
916 サッカーデイズ 杉江　由次 著 小学館
916 奇跡はつばさに乗って 源　和子 著 講談社
916 少年たちの戦争 徳永　徹 著 岩波書店
916 墜落の夏 吉岡　忍 著 新潮社
916 禎子の千羽鶴 佐々木　雅弘 著 学研パブリッシング//学研マーケティング

916 命のバトンタッチ 今西　乃子 著 浜田　一男 写真 岩崎書店
916 しあわせのバトンタッチ 今西　乃子 著 浜田　一男 写真 岩崎書店
916 焼き肉を食べる前に。 中川　洋典 著 解放出版社
916 とぶ！夢に向かって 佐藤　真海 著 学研教育出版//学研マーケティング

916 千羽鶴 豊田清史 日本ブックエース
916 洞窟ばか 吉田　勝次 著 扶桑社
916 外道クライマー 宮城　公博 著 集英社インターナショナル//集英社

916 すごいぞ！「しんかい６５００」 山本　省三 著 友永　たろ 画 くもん出版
916 金賞よりも大切なこと 山崎　正彦 著 スタイルノート
916 「エルマーのぼうけん」をかいた女性ルース・Ｓ・ガネット 前沢　明枝 著 福音館書店
916 バッタを倒しにアフリカへ 前野　ウルド浩太郎 著 光文社//光文社
916 クニマスは生きていた！ 池田　まき子 著 汐文社//汐文社
916 エルトゥールル号の遭難 寮　美千子 著 磯　良一 画 小学館クリエイティブ//小学館

916 怪魚ハンター、世界をゆく こうやま　のりお 著 佼成出版社//佼成出版社

916 時は待ってくれない 小田　和正 著 ＰＨＰ研究所//ＰＨＰ研究所

916 ほんとうにあった食べものと命のお話 講談社//講談社
916 カレーライスを一から作る 前田　亜紀 著 ポプラ社//ポプラ社
916 しあわせの牛乳 佐藤慧 ポプラ社
916 ライオンのおじいさん、イルカのおばあさん 高岡　昌江 著 篠崎　三朗 画 学研プラス//学研プラス

916 星空を届けたい 高橋　真理子 著 早川　世詩男 画 ほるぷ出版//ほるぷ出版

916 世界を救うパンの缶詰 菅　聖子 著 やました　こうへい 画 ほるぷ出版//ほるぷ出版

916 ラグビーが教えてくれること 村上　晃一 著 あかね書房//あかね書房



916 ぼくの仕事場は富士山です 近藤　光一 著 講談社//講談社
916 ゲッチョ先生のトンデモ昆虫記 盛口　満 著 ポプラ社//ポプラ社
916 夜やってくる動物のお医者さん 高橋　うらら 著 フレーベル館//フレーベル館

916 ほんとうにあった戦争と平和の話 講談社//講談社
917 スター・ワーズ 江坂遊　編 樹立社
917 ぐっとくる文学のセリフ１０１ すずき出版
917 きみを変える５０の名言イチロー、樹木希林ほか 佐久間　博 著 ｐｏｎ－ｍａｒｓｈ 画 汐文社//汐文社
917 きみを変える５０の名言谷川俊太郎、フジコ・ヘミングほか 佐久間　博 著 ｐｏｎ－ｍａｒｓｈ 画 汐文社//汐文社
917 きみを変える５０の名言山中伸弥、さかなクンほか 佐久間　博 著 ｐｏｎ－ｍａｒｓｈ 画 汐文社//汐文社
918 絵で見るたのしい古典①　古事記・風土記 学研
918 絵で見るたのしい古典②　竹取物語 学研
918 絵で見るたのしい古典③　源氏物語 学研
918 絵で見るたのしい古典④　枕草子・徒然草 学研
918 絵で見るたのしい古典⑤　今昔物語 学研
918 絵で見るたのしい古典⑥　平家物語 学研
918 絵で見るたのしい古典⑦　奥の細道 学研
918 絵で見るたのしい古典⑧　東海道中膝栗毛 学研
918 古事記 神野志隆光 ポプラ社
918 万葉集 古橋信孝 ポプラ社
918 竹取物語・伊勢物語 倉本由布 ポプラ社
918 土佐日記・更級日記 森山　京 ポプラ社
918 枕草子 黒沢弘光 ポプラ社
918 源氏物語 中井和子 ポプラ社
918 日本霊異記・宇治拾遺物語 三田村信行 ポプラ社
918 方丈記・徒然草 浜野卓也 ポプラ社
918 小倉百人一首 田辺聖子 ポプラ社
918 平家物語 山下明生 ポプラ社
918 太平記 森　詠 ポプラ社
918 御伽草子 西本鶏介 ポプラ社
918 井原西鶴集 三木　卓 ポプラ社
918 奥の細道 上野洋三 ポプラ社
918 近松門左衛門集 諏訪春男 ポプラ社
918 雨月物語 立原えりか ポプラ社
918 東海道中膝栗毛 谷　真介 ポプラ社
918 南総里見八犬伝 砂田　弘 ポプラ社
918 東海道四谷怪談 田口章子 ポプラ社
918 義経記 梶原　正昭 小学館
918 今昔物語 ポプラ社
918 宮沢賢治全集　８ 宮沢　賢治 著 筑摩書房
918 絵で見るたのしい古典１　古事記・風土記 学研
918 絵で見るたのしい古典３　源氏物語 学研
918 絵で見るたのしい古典４　枕草子・徒然草 学研
918 絵で見るたのしい古典５　今昔物語 学研
918 絵で見るたのしい古典６　平家物語 学研
918 絵で見るたのしい古典７　奥の細道 学研
918 絵で見るたのしい古典８　東海道中膝栗毛 学研
918 バビロン再訪 フィッツジェラルド 〔著〕 集英社
918 ベロ出しチョンマ 斎藤 隆介 作 角川書店
918 ねこに未来はない 長田 弘 〔著〕 角川書店
918 牛をつないだ椿の木 新美 南吉 〔著〕 角川書店
918 ぼくがぼくであること 山中 恒 著 角川書店
918 今江祥智の本　第１巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第２巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第３巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第４巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第５巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第６巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第７巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第８巻 今江 祥智 著 理論社



918 今江祥智の本　第９巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第１０巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第１１巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第１２巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第１３巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第１４巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第１５巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第１６巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第１７巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第１８巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第１９巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第２０巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第２１巻 今江 祥智 著 理論社
918 今江祥智の本　第２２巻 今江 祥智 著 理論社
918 ヤン一族の最後 三浦 精子 作 汐文社
918 浜ひるがおの花が咲く おおえ ひで 作 汐文社
918 ガラスびんの夏 竹田 まゆみ 作 汐文社
918 見てるよ！ヒトミ 槻野 けい 作 汐文社
918 打出のこづち 飯沢 匡 作 汐文社
918 広島のアリ 赤座 憲久 作 汐文社
918 白い物語 中島 信子 作 汐文社
918 虹 早船 ちよ 作 汐文社
918 海のむこうに 大西 伝一郎 作 汐文社
918 新発見　平和センタクキ 北川 幸比古 作 汐文社
918 星からきたカード 大川 悦生 作 汐文社
918 魔法のぶた 司 修 作・絵 汐文社
918 いつか緑の木かげで 江口 宣 作 汐文社
918 紀元５５年のユートピア 梅原 賢二 作 汐文社
918 さようならかげぼうし 木村 英代 作 汐文社
918 ヒロシマの子守唄 菊地 正 作 汐文社
918 マレーシアの語り人 かつお きんや 作 汐文社
918 ロスアラモスの小さな石 長谷川 潮 作 汐文社
918 １９８３年　熱い秋のノート 中沢 晶子 作 汐文社
918 おもいで箱 松永 伍一 ほか著 汐文社
918 赤い風よふけ 沢井 充子 作 汐文社
918 おばあちゃんのももの木 山本 玲子 作 汐文社
918 ちちんぷいぷいとんでいけ 小野 和子 作 汐文社
918 テニアンの少女 石上 正夫 作 汐文社
918 因（チナミ）の木と少女たちの４０年 菊地 澄子 作 汐文社
918 もえる吹雪 菊池 鮮 作 汐文社
918 地下別荘（シエルター）の十日間 桜井 信夫 作 汐文社
918 麦畑のカマキリ 和田 勝恵 作 汐文社
918 バオバブのゲンバク 木村 功 ほか作 汐文社
918 １４歳の生涯 中本 昭 ほか作 汐文社
918 大江健三郎全作品　第１期 大江 健三郎 著 新潮社
918 大江健三郎全作品　第１期２ 大江 健三郎 著 新潮社
918 大江健三郎全作品　第１期３ 大江 健三郎 著 新潮社
918 大江健三郎全作品　第１期５ 大江 健三郎 著 新潮社
918 大江健三郎全作品　第１期６ 大江 健三郎 著 新潮社
918 大江健三郎全作品　第２期１ 大江 健三郎 著 新潮社
918 大江健三郎全作品　第２期２ 大江 健三郎 著 新潮社
918 大江健三郎全作品　第２期３ 大江 健三郎 著 新潮社
918 大江健三郎全作品　第２期４ 大江 健三郎 著 新潮社
918 大江健三郎全作品　第２期５ 大江 健三郎 著 新潮社
918 大江健三郎全作品　第２期６ 大江 健三郎 著 新潮社
918 雨ニモマケズ 宮沢 賢治 作 岩崎書店
918 古事記物語 ポプラ社
918 万葉集 ポプラ社
918 竹取物語 ポプラ社



918 源氏物語 ポプラ社
918 枕草子・徒然草 ポプラ社
918 土佐・更級日記 森・三千代 ポプラ社
918 堤中納言物語 ポプラ社
918 保元・平治物語 ポプラ社
918 平家物語 ポプラ社
918 宇治拾遺物語 ポプラ社
918 太平記 ポプラ社
918 御伽草子 ポプラ社
918 能・狂言物語 ポプラ社
918 曽我物語 ポプラ社
918 義経記 ポプラ社
918 信長記 ポプラ社
918 太閤紀 ポプラ社
918 近松名作物語 ポプラ社
918 雨月・春雨物語 ポプラ社
918 歌舞伎名作物語 ポプラ社
918 東海道中膝栗毛 ポプラ社
918 里見八犬伝 ポプラ社
918 和歌・歌人物語 ポプラ社
918 俳句・俳人物語 ポプラ社
918 日本の古典文学史 ポプラ社
918 古事記　上代歌謡 小学館
918 萬葉集　（一） 小学館
918 萬葉集　（二） 小学館
918 萬葉集　（三） 小学館
918 萬葉集　(四） 小学館
918 日本霊異記 小学館
918 古典和歌集 小学館
918 竹取物語・伊勢物語・大和物語・平中物語 小学館
918 土佐日記　蜻蛉日記 小学館
918 落窪物語・堤中納言物語 小学館
918 枕草子 小学館
918 源氏物語　（一） 小学館
918 源氏物語　（二） 小学館
918 源氏物語　（三） 小学館
918 源氏物語　（四） 小学館
918 源氏物語　（五） 小学館
918 源氏物語　（六） 小学館
918 和泉式部日記・紫式部日記・更級日記・讃岐典侍日記 小学館
918 夜の寝覚 小学館
918 大鏡 小学館
918 今昔物語集（一） 小学館
918 今昔物語集（二） 小学館
918 今昔物語集（三） 小学館
918 今昔物語集（四） 小学館
918 神楽歌・催馬楽・梁塵秘抄・閑吟集 小学館
918 新古今和歌集 小学館
918 方丈記・徒然草・正法眼蔵随聞記・歎異抄 小学館
918 宇治拾遺物語 小学館
918 平家物語　（一） 小学館
918 平家物語　（二） 小学館
918 連歌俳諧集 小学館
918 謡曲集　（一） 小学館
918 謡曲集　（二） 小学館
918 狂言集 小学館
918 御伽草子集 小学館
918 仮名草子集・浮世草子集 小学館
918 井原西鶴集　（一） 小学館



918 井原西鶴集　（二） 小学館
918 井原西鶴集　（三） 小学館
918 松尾芭蕉集 小学館
918 近世俳句俳文集 小学館
918 近松門左衛門集（一） 小学館
918 近松門左衛門集（二） 小学館
918 浄瑠璃集 小学館
918 黄表紙・川柳・狂歌 小学館
918 洒落本・滑稽本・人情本 小学館
918 英草紙・西山物語・雨月物語・春雨物語 小学館
918 東海道中膝栗毛 小学館
918 歌論集 小学館
918 連歌論集・能楽論集・俳論集 小学館
918 今昔物語 ポプラ社
918 宮沢賢治の生涯 宮沢 賢治 〔著〕 日本図書センター
918 宮沢賢治の童話 宮沢 賢治 〔著〕 日本図書センター
918 宮沢賢治の詞 宮沢 賢治 〔著〕 日本図書センター
918 古事記 石ﾉ森 章太郎 中央公論社
918 落窪物語 花村　えい子 中央公論社
918 源氏物語　上 長谷川　法世 中央公論社
918 源氏物語　中 長谷川　法世 中央公論社
918 源氏物語　下 長谷川　法世 中央公論社
918 和泉式部日記 いがらしゆみこ 中央公論社
918 堤中納言物語 坂田　靖子 中央公論社
918 今昔物語　上 水木　しげる 中央公論社
918 今昔物語　下 水木しげる 中央公論社
918 平家物語　上 横山　光輝 中央公論社
918 平家物語　中 横山　光輝 中央公論社
918 平家物語　下 横山　光輝 中央公論社
918 とばすがたり いがらし　ゆみこ 中央公論社
918 吾妻鏡　上 竹宮　恵子 中央公論社
918 吾妻鏡　中 竹宮　恵子 中央公論社
918 吾妻鏡　下 竹宮　恵子 中央公論社
918 徒然草 バロン吉元 中央公論社
918 太平記　上 さいとう・たかお 中央公論社
918 太平記　中 さいとう・たかお 中央公論社
918 太平記　下 さいとう・たかお 中央公論社
918 御伽草子 やまだ　紫 中央公論社
918 信長公記 小島　剛夕 中央公論社
918 三河物語 安彦　良和 中央公論社
918 牧　美也子 中央公論社
918 葉隠 黒鉄　ヒロシ 中央公論社
918 雨月物語 木原　敏江 中央公論社
918 東海道中膝栗毛 土田　よしこ 中央公論社
918 浮世床 古谷　三敏 中央公論社
918 池田みち子の東海道中膝栗毛 〔十返舎 一九 著〕 集英社
918 円地文子の源氏物語１ 円地 文子 著 集英社
918 円地文子の源氏物語２ 円地 文子 著 集英社
918 円地文子の源氏物語３ 円地 文子 著 集英社
918 清川妙の万葉集 清川 妙 著 集英社
918 竹西寛子の松尾芭蕉集・与謝蕪村集 竹西 寛子 著 集英社
918 杉本苑子の枕草子 〔清少納言 著〕 集英社
918 尾崎左永子の古今和歌集・新古今和歌集 尾崎 左永子 著 集英社
918 田中澄江の心中天の網島 〔近松 門左衛門 著〕 集英社
918 富岡多惠子の好色五人女 〔井原 西鶴 著〕 集英社
918 阿部光子の更級日記・堤中納言物語 〔菅原孝標女 著〕 集英社
918 大原富枝の平家物語 大原 富枝 〔訳〕著 集英社
918 大庭みな子の竹取物語・伊勢物語 大庭 みな子 〔訳〕著 集英社
918 安西篤子の南総里見八犬伝 〔滝沢 馬琴 著〕 集英社



918 大庭みな子の雨月物語 〔上田 秋成 著〕 集英社
918 生方たつゑの蜻蛉日記・和泉式部日記 〔藤原道綱母 著〕 集英社
918 もろさわようこの今昔物語集 もろさわ ようこ 〔訳〕著 集英社
918 田辺聖子の古事記 田辺 聖子 〔訳〕著 集英社
918 永井路子の方丈記・徒然草 〔鴨 長明 著〕 集英社
918 山本藤枝の太平記 山本 藤枝 〔訳〕著 集英社
918 中学生までに読んでおきたい日本文学　６ 松田　哲夫 編 阪田　寛夫，他 著 あすなろ書房
918 中学生までに読んでおきたい日本文学　７ 松田　哲夫 編 茨木　のり子，他 著 あすなろ書房
918 中学生までに読んでおきたい日本文学　８ 松田　哲夫 編 萩原　朔太郎，他 著 あすなろ書房
918 中学生までに読んでおきたい日本文学　９ 松田　哲夫 編 石垣　りん，他 著 あすなろ書房
918 中学生までに読んでおきたい日本文学　１０ 松田　哲夫 編 萩原　朔太郎，他 著 あすなろ書房
921 漢詩名句辞典 鎌田 正 著 大修館書店
923 西遊記　上 〔呉 承恩 作〕 偕成社
923 西遊記　中 〔呉 承恩 作〕 偕成社
923 西遊記　下 〔呉 承恩 作〕 偕成社
923 三国志１ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社
923 三国志２ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社
923 三国志３ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社
923 三国志４ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社
923 三国志５ 〔羅 貫中 原作〕 ポプラ社
923 三国志のことがマンガで３時間でわかる本 小林　晶子 著 明日香出版社
923 三国志 羅貫中 ほるぷ出版
923 水滸伝　１　ジュニア版　「地の下から英雄が飛び出した」の巻 平川　陽一 編著 汐文社
923 水滸伝　５　ジュニア版　「悪人を成敗」の巻 平川　陽一 編著 汐文社
923 水滸伝　４　ジュニア版　「梁山泊はわれらの城」の巻 平川　陽一 編著 汐文社
923 水滸伝　３　ジュニア版　「財宝をいただく」の巻 平川　陽一 編著 汐文社
923 水滸伝　２　ジュニア版　「豪傑が大活躍」の巻 平川　陽一 編著 汐文社
923 三国志　上　新版 羅　貫中 著 岩波書店
923 ビジュアル版　三国志武将大百科　１　魏の巻 ポプラ社
923 ビジュアル版　三国志武将大百科　２　呉の巻 ポプラ社
923 ビジュアル版　三国志武将大百科　３　蜀の巻 ポプラ社
923 水滸伝　６　ジュニア版　「梁山泊に英雄集まる」の巻 平川　陽一 編著 汐文社
923 水滸伝　７　ジュニア版　「人食い虎を退治」の巻 平川　陽一 編著 汐文社
923 水滸伝　８　ジュニア版　「女将軍を捕まえろ」の巻 平川　陽一 編著 汐文社
923 水滸伝　９　ジュニア版　「魔法と魔法の対決」の巻 平川　陽一 編著 汐文社
923 水滸伝　１０　ジュニア版　「ついに最後の決戦」の巻 平川　陽一 編著 汐文社
923 三国志　中 羅 貫中 作 岩波書店
923 三国志　下 羅 貫中 作 岩波書店
923 西遊記　上 呉 承恩 作 岩波書店
923 西遊記　中 呉 承恩 作 岩波書店
923 西遊記　下 呉 承恩 作 岩波書店
923 封神演義　上 許 仲琳 著 偕成社
923 封神演義　上 許 仲琳 著 偕成社
923 封神演義　中 許 仲琳 著 偕成社
923 封神演義　中 許 仲琳 著 偕成社
923 封神演義　下 許 仲琳 著 偕成社
923 封神演義　下 許 仲琳 著 偕成社
923 阿Ｑ正伝・狂人日記 魯　迅昨　竹内　好訳 岩波書店
923 水滸伝（一） 吉川 幸次郎 訳 岩波書店
923 水滸伝（二） 吉川 幸次郎 訳 岩波書店
923 水滸伝（三） 吉川 幸次郎 訳 岩波書店
923 水滸伝（四） 吉川 幸次郎 訳 岩波書店
923 水滸伝（五） 吉川 幸次郎 訳 岩波書店
923 水滸伝（六） 吉川 幸次郎 訳 岩波書店
923 水滸伝（七） 清水 茂 訳 岩波書店
923 水滸伝（八） 清水 茂 訳 岩波書店
923 水滸伝（九） 清水 茂 訳 岩波書店
923 水滸伝（十） 清水 茂 訳 岩波書店
929 ＪＳＡ 朴 商延 著 文芸春秋



929 羽がはえたら ウーリー・オルレブ 著 小峰書店
929 運動靴と赤い金魚 マジッド・マジディ 脚本 汐文社
929 あの子を探して チャン イーモウ 監督 汐文社
929 あんにょんキムチ 松江 哲明 著 汐文社
929 太陽は、ぼくの瞳 マジッド・マジディ 脚本 汐文社
929 砂のゲーム ウーリー・オルレブ 作 岩崎書店
929 冬のソナタ　上 キム　ウニ 著 日本放送出版協会
929 冬のソナタ　下 キム　ウニ 著 日本放送出版協会
929 美しき日々　上 ユン　ソンヒ 著 日本放送出版協会
929 美しき日々　下 ユン　ソンヒ 著 日本放送出版協会
929 コルドバをあとにして ドリット・オルガッド 著 さえら書房
929 チャングム　１　宮廷篇 キム　サンホン 著 早川書房
929 チャングム　２　追放篇 キム　サンホン 著 早川書房
929 チャングム　３　医女篇 キム　サンホン 著 早川書房
929 ドラゴンラージャ　１ イ　ヨンド 著 岩崎書店
929 ドラゴンラージャ　２ イ　ヨンド 著 岩崎書店
929 ドラゴンラージャ　３ イ　ヨンド 著 岩崎書店
929 ドラゴンラージャ　４ イ　ヨンド 著 岩崎書店
929 ドラゴンラージャ　５ イ　ヨンド 著 岩崎書店
929 ドラゴンラージャ　６ イ　ヨンド 著 岩崎書店
929 ドラゴンラージャ　７ イ　ヨンド 著 岩崎書店
929 ドラゴンラージャ　８ イ　ヨンド 著 岩崎書店
929 ドラゴンラージャ　９ イ　ヨンド 著 岩崎書店
929 ドラゴンラージャ　１０ イ　ヨンド 著 岩崎書店
929 ドラゴンラージャ　１１ イ　ヨンド 著 岩崎書店
929 ドラゴンラージャ　１２ イ　ヨンド 著 岩崎書店
929 ルーンの子供たち　１　冬の剣 ジョン　ミンヒ 著 宙出版
929 ルーンの子供たち　２　冬の剣　消えることのない血 ジョン　ミンヒ 著 宙出版
929 ルーンの子供たち　３　冬の剣　夜明けを選べ ジョン　ミンヒ 著 宙出版
929 フューチャーウォーカー　１ イ　ヨンド 著 岩崎書店
929 プンクマインチャ 大塚 勇三 再話 福音館書店
929 石のししのものがたり 大塚 勇三 再話 福音館書店
929 アラビアン・ナイト ケイト・Ｄ・ウィギン 編 福音館書店
929 フューチャーウォーカー　２ イ　ヨンド∥著//ホン　カズミ∥訳//金田　榮路∥画 岩崎書店
929 フューチャーウォーカー　３　影はひとりで歩かない イ　ヨンド / 著　　ホン　カズミ / 訳　　金田　榮路 / 画 岩崎書店
929 月の街山の街 イ　チョルファン / 著　　草彅　剛 / 訳 ワニブックス
929 フューチャーウォーカー　４ イ　ヨンド / 著　　ホン　カズミ / 訳　　金田　榮路 / 画 岩崎書店
929 フューチャーウォーカー　５ イ　ヨンド / 著　　ホン　カズミ / 訳　　金田　榮路 / 画 岩崎書店
929 フューチャーウォーカー　６　時の匠人 イ　ヨンド / 作　　ホン　カズミ / 訳　　金田　榮路 / 絵 岩崎書店
929 フューチャーウォーカー　７　愛しい人を待つ海辺 イ　ヨンド / 作　　ホン　カズミ / 訳　　金田　榮路 / 絵 岩崎書店
929 カムイ・ユーカラ 山本　多助 / 著 平凡社
929 父さんの手紙はぜんぶおぼえた タミ・シェム・トヴ　著　母袋　夏生　訳 岩波書店
930 平和へ キャサリン・スコールズ 作 岩崎書店
930 マグルのためのハリー・ポッター魔法百科 デイヴィッド　Ｂ．マウサー 著 早川書房
930 ひとりっ子 ジェイムズ・カーカップ 匠出版
930 オバマ ロバータ・エドワーズ 著 岩崎書店
930 バスカーヴィル家の犬　シャーロック・ホームズ コナン・ドィル 新学社
930 海からの贈りもの アン・モロウ・リンドバーグ 著 立風書房
930 とびきり愉快なイギリス史 ジョン・ファーマン 著 筑摩書房
930 とびきりお茶目なイギリス文学史 テランス・ディックス 著 筑摩書房
930 鏡よ、鏡よ 小池 滋 著 筑摩書房
930 本に願いを レナード・Ｓ・マーカス 著 ＢＬ出版
930 ハムレット シェイクスピア 〔著〕 新潮社
930 アガサ・クリスティー ディック・ライリー 編 原書房
930 ロンド国物語　９ エミリー・ロッダ 著 神戸　万知 訳 岩崎書店
931 自由訳　イマジン ジョン・レノン 著 朝日新聞社出版局
931 もしも世界が明日終わるとしたら ランス・ワベルズ 編 ＰＨＰ研究所
931 １年に１度のアイスクリーム ロビン・ロイド詩 コンテンツ・ファクトリー
931 マザー・グースをたずねて 鷲津 名都江 著 筑摩書房



931 またまた・マザー・グース 和田 誠 訳 筑摩書房
932 ロミオとジュリエット シェイクスピア 〔著〕 新潮社
932 シェイクスピア物語 チャールズ・ラム 著 岩波書店
932 やさしいシェイクスピア演劇 ポプラ社
932 リア王 シェイクスピア 作 岩波書店
932 ヴェニスの商人 シェイクスピア 作 岩波書店
932 ジュリアス・シーザー シェイクスピア 作 岩波書店
932 お気に召すまま シェイクスピア 作 岩波書店
932 オセロウ シェイクスピア作 岩波書店
932 十二夜 シェイクスピア作 岩波書店
932 マクベス シェイクスピア 作 岩波書店
932 ロミオとジューリエット シェイクスピア 作 岩波書店
933 顔　（上巻） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 顔　（下巻） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 ゲームの達人（上） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 ゲームの達人（下） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 女医　（上） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 女医　（下） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 時間の砂　（上） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 時間の砂　（下） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 真夜中は別の顔（上） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 真夜中は別の顔（下） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 血族　（上） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 血族　（下） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 明け方の夢（上） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 明け方の夢（下） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 私は別人（上） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 私は別人（下） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 天使の自立（上） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 天使の自立（下） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 星の輝き（上） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 星の輝き（下） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 陰謀の日（上） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 陰謀の日（下） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 明日があるなら（上） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版サービス

933 明日があるなら（下） シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版サービス

933 穴 ルイス・サッカー 作 講談社
933 算数の呪い ジョン・シェスカ 文 小峰書店
933 不思議を売る男 ジェラルディン・マコーリアン 作 偕成社
933 スウィート・メモリーズ ナタリー・キンシー＝ワーノック 作 金の星社
933 ミルデンホールの宝物 ロアルド・ダール 作 評論社
933 神の吹かす風　上 シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 神の吹かす風　下 シドニィ・シェルダン 作 アカデミー出版
933 タイムライン　上 マイクル・クライトン 著 早川書房
933 タイムライン　下 マイクル・クライトン 著 早川書房
933 クマのプーさんスクラップ・ブック アン・スウェイト 著 筑摩書房
933 若草物語　上 オルコット 〔著〕 角川書店
933 続若草物語　上 オルコット 〔著〕 角川書店
933 若草物語　下 オルコット 〔著〕 角川書店
933 続若草物語　下 オルコット 〔著〕 角川書店
933 第三若草物語 オルコット 〔著〕 角川書店
933 第四若草物語 オルコット 〔著〕 角川書店
933 はじめてのマザーグース Ｒａｙｍｏｎｄ　Ｂｒｉｇｇｓ 原作・絵 ラボ教育センター
933 スウィート・メモリーズ ナタリー・キンシー＝ワーノック 作 金の星社
933 それでもへっちゃら トッド・パール さく フレーベル館
933 こんなかみのけ トッド・パール さく フレーベル館
933 ティーパーティーの謎 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 作 岩波書店
933 エリコの丘から Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 作 岩波書店
933 ゆかいなホーマーくん ロバート・マックロスキー 作 岩波書店



933 リトル・トリー フォレスト・カーター めるくまーる
933 ボーン・コレクター ジェフリー・ディーヴァー 著 文芸春秋
933 猿の惑星 ウィリアム・トーマス・クイック 著 角川書店
933 ハンニバル　上 トマス・ハリス 〔著〕 新潮社
933 妖精王の月 Ｏ．Ｒ．メリング 作 講談社
933 歌う石 Ｏ．Ｒ．メリング 作 講談社
933 ドルイドの歌 Ｏ．Ｒ．メリング 作 講談社
933 金鉱町のルーシー カレン・クシュマン 著 あすなろ書房
933 ツバメ号とアマゾン号 アーサー・ランサム 作 岩波書店
933 ある子馬裁判の記 ジェイムズ・オールドリッジ 評論社
933 蝿の王 ゴールディング 〔著〕 新潮社
933 指輪物語１　旅の仲間　上 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 指輪物語２　旅の仲間　下 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 指輪物語３　二つの塔　上 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 指輪物語４　二つの塔　下 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 指輪物語６　王の帰還　下 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 指輪物語　追補編 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 リトル・リー フォレスト・カーター めるくまーる
933 アウトサイダーズ Ｓ．Ｅ．ヒントン 著 あすなろ書房
933 ぼちぼち　いこか マイク＝セイラー さく 偕成社
933 影との戦い　ゲド戦記　１ ル＝グウィン 作 岩波書店
933 夏の終わりに サラ・デッセン 作 徳間書店
933 レモネードを作ろう ヴァージニア・ユウワー・ウルフ 作 徳間書店
933 銀のキス アネット・カーティス・クラウス 作 徳間書店
933 丘の家、夢の家族 キット・ピアソン 作 徳間書店
933 ドラゴンの眼　下 スティーヴン・キング 著 アーティストハウス
933 スターガール ジェリー・スピネッリ 作 理論社
933 ハンニバル　下 トマス・ハリス 〔著〕 新潮社
933 ローワンと黄金の谷の謎 エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房
933 あたしの一生 ディー・レディー 著 飛鳥新社
933 ビューティフル・ボーイ トニー・パーソンズ 著 河出書房新社
933 ブリジット・ジョーンズの日記 ヘレン・フィールディング 著 ソニー・マガジンズ
933 ブリジット・ジョーンズの日記　春夏篇 ヘレン・フィールディング 著 ソニー・マガジンズ
933 ブリジット・ジョーンズの日記　秋冬篇 ヘレン・フィールディング 著 ソニー・マガジンズ
933 勇者の剣 ブライアン・ジェイクス 作 徳間書店
933 指輪物語５　王の帰還　上 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 オーディンとのろわれた語り部 スーザン・プライス 作 徳間書店
933 “少女神”第９号 フランチェスカ・リア・ブロック 作 理論社
933 風、つめたい風 レズリー・ノリス 著 小峰書店
933 旅路の果て メアリー・フランシス・コーディ 作 講談社
933 ドラゴンの眼　上 スティーヴン・キング 著 アーティストハウス
933 夏の王 Ｏ．Ｒ．メリング 作 講談社
933 イングリッシュローズの庭で ミシェル・マゴリアン 作 徳間書店
933 心は高原に ウィリアム・サローヤン 著 小峰書店
933 さいはての島へ ル＝グウィン 作 岩波書店
933 こわれた腕環 ル＝グウィン 作 岩波書店
933 帰還 ル＝グウィン 作 岩波書店
933 鏡 スーザン・クーパー ほか作 偕成社
933 エディー・リーのおくりもの バージニア・フレミング 作 小学館
933 エミリー マイケル・ビダード ぶん ほるぷ出版
933 ジェニー・エンジェル マーガレット・ワイルド 作 岩崎書店
933 十二番目の天使 オグ・マンディーノ 著 求竜堂
933 この世で一番の奇跡 オグ・マンディーノ 著 ＰＨＰ研究所
933 ダレン・シャンⅥ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 リトルターン ブルック・ニューマン 作 集英社
933 カナリーズ・ソング ジェニファー・アームストロング 作 金の星社
933 カナリーズ・ソング ジェニファー・アームストロング 作 金の星社
933 フクロウはだれの名を呼ぶ ジーン・クレイグヘッド・ジョージ 著 あすなろ書房
933 光の子がおりてきた ポーラ・フォックス 作 金の星社



933 テディベアの夜に ヴィヴィアン・アルコック 作 金の星社
933 ローワンと魔法の地図 エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房
933 どろぼうの神さま コルネーリア・フンケ 著 ＷＡＶＥ出版
933 指輪物語１　旅の仲間　上１ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 指輪物語２　旅の仲間　上２ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 指輪物語３　旅の仲間　下１ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 指輪物語４　旅の仲間　下２ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 指輪物語５　二つの塔　上１ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 指輪物語６　二つの塔　上２ Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 指輪物語７　二つの塔　下 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 指輪物語８　王の帰還　上 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 指輪物語９　王の帰還　下 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 〔著〕 評論社
933 ハリー・ポッターと炎のゴブレット　上 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社
933 ハリー・ポッターと炎のゴブレット　下 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社
933 崖の国物語１ ポール・スチュワート 作 ポプラ社
933 崖の国物語２ ポール・スチュワート 作 ポプラ社
933 崖の国物語３ ポール・スチュワート 作 ポプラ社
933 魔法使いはだれだ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 作 徳間書店
933 クリストファーの魔法の旅 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 作 徳間書店
933 魔女と暮らせば ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 作 徳間書店
933 ローワンと伝説の水晶 エミリー・ロッダ 作 あすなろ書房
933 アースヘイヴン物語 キャサリン・ロバーツ 著 角川書店
933 世にも不幸なできごと１ レモニー・スニケット 著 草思社
933 世にも不幸なできごと２ レモニー・スニケット 著 草思社
933 世にも不幸なできごと３ レモニー・スニケット 著 草思社
933 その時ぼくはパールハーバーにいた グレアム・ソールズベリー 作 徳間書店
933 ジェニィ ポール・ギャリコ 〔著〕 新潮社
933 ナイン・ストーリーズ サリンジャー 〔著〕 新潮社
933 ジーキル博士とハイド氏 スティーヴンソン 〔著〕 新潮社
933 かもめのジョナサン リチャード・バック 著 新潮社
933 グレート・ギャツビー フィツジェラルド 〔著〕 新潮社
933 二人がここにいる不思議 レイ・ブラッドベリ 〔著〕 新潮社
933 老人と海 ヘミングウェイ 〔著〕 新潮社
933 ２５時 デイヴィッド・ベニオフ 〔著〕 新潮社
933 赤毛のアン モンゴメリ 〔著〕 新潮社
933 青空のむこう アレックス・シアラー 著 求竜堂
933 トラベリング・パンツ アン・ブラッシェアーズ 作 理論社
933 タイムマシン Ｈ．Ｇ．ウェルズ 著 偕成社
933 ライ麦畑でつかまえて Ｊ．Ｄ．サリンジャー 〔著〕 白水社
933 ルーム・ルーム コルビー・ロドースキー 作 金の星社
933 残酷な材木工場 レモニー・スニケット 著 草思社
933 影の王 スーザン・クーパー 作 偕成社
933 不思議の国のアリス ルイス・キャロル 〔著〕 新潮社
933 白い犬とワルツを テリー・ケイ 〔著〕 新潮社
933 ジェイミーが消えた庭 キース・グレイ 作 徳間書店
933 ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 魔術師のおい Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 カスピアン王子のつのぶえ Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 朝びらき丸東の海へ Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 銀のいす Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 馬と少年 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 さいごの戦い Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング 作 静山社
933 ダレン・シャンⅠ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャンⅡ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャンⅢ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャンⅣ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 リトルターン ブルック・ニューマン 作 集英社
933 ドルフィン海は、夢をかなえるところ セルジオ・バンバーレン 著 ＰＨＰ研究所



933 総理大臣の頭脳 ジリアン・クロス 作 偕成社
933 フクロウはだれの名を呼ぶ ジーン・クレイグヘッド・ジョージ 著 あすなろ書房
933 よく見る夢　上 シドニィ・シェルダン 著 アカデミー出版
933 よく見る夢　下 シドニィ・シェルダン 著 アカデミー出版
933 エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット さく 福音館書店
933 光の子がおりてきた ポーラ・フォックス 作 金の星社
933 テディベアの夜に ヴィヴィアン・アルコック 作 金の星社
933 カナリーズ・ソング ジェニファー・アームストロング 作 金の星社
933 スウィート・メモリーズ ナタリー・キンシー＝ワーノック 作 金の星社
933 １３カ月と１３週と１３日と満月の夜 アレックス・シアラー 著 求竜堂
933 サークル・オブ・マジック デブラ・ドイル 著 小学館
933 崖の国物語４ ポール・スチュワート 作 ポプラ社
933 ドラゴンランス３ マーガレット・ワイス 著 アスキー
933 ドラゴンランス４ マーガレット・ワイス 著 アスキー
933 ドラゴンランス５ マーガレット・ワイス 著 アスキー
933 ドラゴンランス６ マーガレット・ワイス 著 アスキー
933 魔法があるなら アレックス・シアラー 著 ＰＨＰ研究所
933 おしおきの寄宿学校 レモニー・スニケット 著 草思社
933 あの空をおぼえてる ジャネット・リー・ケアリー 著 ポプラ社
933 ガールズインラブ ジャクリーン・ウィルソン 作 理論社
933 ガールズアンダープレッシャー ジャクリーン・ウィルソン 作 理論社
933 ガールズアウトレイト 理論社
933 赤毛軍団のひみつ コナン・ドイル 作 岩崎書店
933 レイチェルと滅びの呪文 クリフ・マクニッシュ 作 理論社
933 レイチェルと魔法の匂い クリフ・マクニッシュ 作 理論社
933 レイチェルと魔導師の誓い クリフ・マクニッシュ 作 理論社
933 デルトラ・クエスト１　沈黙の森 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 デルトラ・クエスト２　嘆きの湖 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 デルトラ・クエスト３　ネズミの街 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 デルトラ・クエスト４　うごめく砂 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 デルトラ・クエスト５　恐怖の山 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 デルトラ・クエスト６　魔物の洞窟 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 デルトラ・クエスト７　いましめの谷 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 デルトラ・クエスト８　帰還 エミリー・ロッダ 作 岩崎書店
933 魔法の贈りもの Ｃ・アドラー 作 金の星社
933 ルーム・ルーム コルビー・ロドースキー 作 金の星社
933 ルーシーおばさんの台所 シンシア・ライラント 作 偕成社
933 すもも通りの花屋さん シンシア・ライラント 作 偕成社
933 青い日記帳 シンシア・ライラント 作 偕成社
933 小石通りタイムズ シンシア・ライラント 作 偕成社
933 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス 著 早川書房
933 ホー カール・ハイアセン 著 理論社
933 チーズはどこへ消えた？ スペンサー・ジョンソン 著 扶桑社
933 スターガール ジェリー・スピネッリ 作 理論社
933 セカンドサマー アン・ブラッシェアーズ 作 理論社
933 スクランブル・マインド キャロル・マタス 作 あかね書房
933 ミッシング・マインド キャロル・マタス 作 あかね書房
933 マーヴェラス・マインド キャロル・マタス 作 あかね書房
933 エターナル・マインド キャロル・マタス 作 あかね書房
933 ダレン・シャンⅦ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャンⅧ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 魔法使いハウルと火の悪魔 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 作 徳間書店
933 黄金の羅針盤 フィリップ・プルマン 著 新潮社
933 アブダラと空飛ぶ絨毯 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 作 徳間書店
933 １０１匹わんちゃん 橘高 弓枝 文 偕成社
933 アラジン 橘高 弓枝 文 偕成社
933 盗賊王の伝説 橘高 弓枝 文 偕成社
933 ポカホンタス インゴリア 作 偕成社
933 眠れる森の美女 〔シャルル・ペロー 原作〕 偕成社



933 ヘラクレス デュボウスキー 作 偕成社
933 リトル・マーメイド 〔ハンス・クリスチャン・アンデルセン 原作〕 偕成社
933 Ａｌａｄｄｉｎジャファーの逆襲 橘高 弓枝 文 偕成社
933 美女と野獣 〔ルプランス・ド・ボーモン夫人 原作〕 偕成社
933 白雪姫 〔グリム 原作〕 偕成社
933 ダンボ 橘高 弓枝 文 偕成社
933 ふしぎの国のアリス 〔ルイス・キャロル 原作〕 偕成社
933 ピーター・パン 〔ジェームズ・マシュー・バリー 原作〕 偕成社
933 ムーラン デュボウスキー 作 偕成社
933 王様の剣 〔Ｔ・Ｈ・ホワイト 原作〕 偕成社
933 わんわん物語 ストラッサー 作 偕成社
933 ピノキオ 〔カルロ・コッローディ 原作〕 偕成社
933 シンデレラ 〔シャルル・ペロー 原作〕 偕成社
933 ジャングル・ブック 〔ラドヤード・キプリング 原作〕 偕成社
933 バンビ 〔フェリックス・ザルテン 原作〕 偕成社
933 バグズ・ライフ Ｊ・コーマン 作 偕成社
933 ロビン・フッド Ａ．Ｌ．シンガー 作 偕成社
933 リトル・マーメイド 橘高 弓枝 文 偕成社
933 くまのプーさん 〔Ａ・Ａ・ミルン 原作〕 偕成社
933 ビアンカの大冒険 橘高 弓枝 文 偕成社
933 おしゃれキャット 橘高 弓枝 文 偕成社
933 ダイナソー スコット・ソレンティーノ 作 偕成社
933 ナイトメアー・ビフォア・クリスマス 橘高 弓枝 文 偕成社
933 １０２　ワン・オー・ツー アリス・ダウンズ 作 偕成社
933 ラマになった王様 ゾエフェルド 作 偕成社
933 わんわん物語２ 橘高 弓枝 文 偕成社
933 スペース・レンジャーバズ・ライトイヤー 橘高 弓枝 文 偕成社
933 アトランティス ラーラー・バーゲン 作 偕成社
933 ビアンカの大冒険 〔マージェリー・シャープ 原作〕 偕成社
933 ダレン・シャンⅤ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 雲のオオカミ ポール・スチュワート 作 ポプラ社
933 ホワイト・ピーク・ファーム バーリー・ドハーティ 著 あすなろ書房
933 ホワイト・ピーク・ファーム バーリー・ドハーティ 著 あすなろ書房
933 ダ・ヴィンチ・コード　上 ダン・ブラウン 著 角川書店
933 ダ・ヴィンチ・コード　下 ダン・ブラウン 著 角川書店
933 ティーン・パワーをよろしく　１ エミリー・ロッダ 著 講談社
933 グリーン・マイル　１ スティーヴン・キング 著 新潮社
933 グリーン・マイル　２ スティーヴン・キング 著 新潮社
933 グリーン・マイル　３ スティーヴン・キング 著 新潮社
933 グリーン・マイル　４ スティーヴン・キング 著 新潮社
933 グリーン・マイル　５ スティーヴン・キング 著 新潮社
933 グリーン・マイル　６ スティーヴン・キング 著 新潮社
933 ねずみの騎士デスペローの物語 ケイト・ディカミロ 著／／ティモシー・バジル・エリング 画／／子安　亜弥 訳 ポプラ社
933 フェイマス・ファイブ島にいるのはだれだ！ エニード・ブライトン 著／／眞方　陽子 著／／眞方　陽子 眞方　忠道 訳 実業之日本社
933 龍のすむ家１ クリス・ダレーシー 著／／三辺　律子 訳 竹書房
933 龍のすむ家２　氷の伝説 クリス・ダレーシー 著／／三辺　律子 訳 竹書房
933 海のはてまで連れてって アレックス・シアラー 著 ダイヤモンド社
933 ドラゴンランス伝説　１ マーガレット・ワイス 著 アスキー
933 ドラゴンランス伝説　２ マーガレット・ワイス 著 アスキー
933 ドラゴンランス伝説　３ マーガレット・ワイス 著 アスキー
933 ドラゴンランス伝説　４ マーガレット・ワイス 著 アスキー
933 闇にひそむ影 ジョン・ベレアーズ 著 アーティストハウスパブリッシャーズ

933 ライオンボーイ消えた両親の謎 ジズー・コーダー 著 ＰＨＰ研究所
933 魔法の指輪 ジョン・ベレアーズ 著 アーティストハウスパブリッシャーズ

933 パイの物語 ヤン・マーテル 著 竹書房
933 チョコレート・アンダーグラウンド アレックス・シアラー 著 求龍堂
933 ドラゴンランス伝説　５ マーガレット・ワイス 著 アスキー
933 魔法使いハウルと火の悪魔 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著 徳間書店
933 アブダラと空飛ぶ絨毯 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著 徳間書店



933 ケーブ・ベアの一族　上 ジーン　Ｍ．アウル 著 ホーム社
933 ホビットの冒険　オリジナル版 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 岩波書店
933 運命の騎士 ローズマリ・サトクリフ 著 岩波書店
933 グッドラック アレックス・ロビラ 著 ポプラ社
933 ダレン・シャンⅨ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャンⅩ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ダレン・シャン外伝 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 バーティミアス ジョナサン・ストラウド 著 理論社
933 ローワンとゼバックの黒い影 エミリー・ロッダ 著 あすなろ書房
933 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　上 Ｊ．Ｋ．ローリング 著／／松岡　佑子 訳 静山社
933 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　下 Ｊ．Ｋ．ローリング 著／／松岡　佑子 訳 静山社
933 ダーク・ブルー ズディニェク・スヴィエラーク 〔著〕 角川書店
933 最後のひと葉 ヘンリ オー 偕成社
933 シャーロック＝ホームズの思い出　上 ドイル コナン 偕成社
933 シャーロック＝ホームズの思い出　下 ドイル コナン 偕成社
933 なぜエヴァンズにいわない？ クリスティ アガサ 偕成社
933 ジェニーの肖像 ネイサン ロバート 偕成社
933 白雁物語（スノー・グース） ギャリコ ポール 偕成社
933 オー・ヘンリー短編集 ヘンリ オー ほるぷ出版
933 シートン動物記 シートン アーネスト・トムソン ほるぷ出版
933 小公子 バーネット フランシス・エリザ ほるぷ出版
933 ロビンソン・クルーソー デフォー ダニエル ほるぷ出版
933 不思議の国のアリス カロル ルーイス 河出書房新社
933 ライオンボーイ　２ ジズー・コーダー 著 ＰＨＰ研究所
933 花の魔法、白のドラゴン ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著 徳間書店
933 時の町の伝説 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著 徳間書店
933 ヒットラーのむすめ ジャッキー・フレンチ 著 すずき出版
933 イヤーオブノーレイン アリス・ミード 著 すずき出版
933 ワンホットペンギン Ｊ．リックス 著 文研出版
933 フェアリー・レルム　１ エミリー・ロッダ 著 童心社
933 デルトラ・クエスト２　１ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 デルトラ・クエスト２　２ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 デルトラ・クエスト２　３ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 トロール・フェル　上 キャサリン・ラングリッシュ 著 あかね書房
933 トロール・フェル　下 キャサリン・ラングリッシュ 著 あかね書房
933 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 著 評論社
933 ぼくのつくった魔法のくすり ロアルド・ダール 著 評論社
933 デモナータ　１幕　ロード・ロス Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ロボッツ ナンシー・クルリック 著 竹書房
933 秘密の道をぬけて ロニー・ショッター 著 あすなろ書房
933 闇の城、風の魔法 メアリアン・カーリー 著 徳間書店
933 ライオンボーイ　３ ジズー・コーダー 著 ＰＨＰ研究所
933 フェアリー・レルム　１ エミリー・ロッダ 著 童心社
933 フェアリー・レルム　２ エミリー・ロッダ 著 童心社
933 フェアリー・レルム　３ エミリー・ロッダ 著 童心社
933 川べのちいさなモグラ紳士 フィリパ・ピアス 著 岩波書店
933 大草原の小さな町 ローラ・インガルス・ワイルダー 著 講談社
933 プラム川の土手で ローラ・インガルス・ワイルダー 著 講談社
933 シルバー湖のほとりで ローラ・インガルス・ワイルダー 著 講談社
933 農場の少年 ローラ・インガルス・ワイルダー 著 講談社
933 大草原の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 著 講談社
933 この輝かしい日々 ローラ・インガルス・ワイルダー 著 講談社
933 こちらマガーク探偵団 Ｅ．Ｗ．ヒルディック 著 あかね書房
933 消えた新聞少年 Ｅ．Ｗ．ヒルディック 著 あかね書房
933 あやうしマガーク探偵団 Ｅ．Ｗ．ヒルディック 著 あかね書房
933 あのネコは犯人か？ Ｅ．Ｗ．ヒルディック 著 あかね書房
933 サバイバー地図にない島　１　漂流 ゴードン・コーマン 著 旺文社
933 サバイバー地図にない島　２　銃弾 ゴードン・コーマン 著 旺文社
933 サバイバー地図にない島　３　脱出 ゴードン・コーマン 著 旺文社



933 スター・ウォーズエピソード３シスの復讐 ジョージ・ルーカス 原著 ソニー・マガジンズ
933 生きのびるために デボラ・エリス 著 さえら書房
933 さすらいの旅 デボラ・エリス 著 さえら書房
933 泥かべの町 デボラ・エリス 著 さえら書房
933 ハートレスガール マーサ・ブルックス 著 さえら書房
933 オットーと空飛ぶふたご シャルロット・ハプティー 著 小峰書店
933 雪女 夏の日の夢 ラフカディオ・ハーン 著 岩波書店
933 怪談 小泉　八雲 著 ほるぷ出版
933 われはロボット　決定版 アイザック・アシモフ 著 早川書房
933 魔法がいっぱい ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 作 徳間書店
933 デモナータ　４幕　ベック Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ティーン・パワーをよろしく　８ エミリー・ロッダ 著 講談社
933 少年は戦場へ旅立った ゲイリー・ポールセン 著 あすなろ書房
933 少年は戦場へ旅立った ゲイリー・ポールセン 著 あすなろ書房
933 バーティミアス　ゴーレムの眼 ジョナサン・ストラウド 著 理論社
933 ティーン・パワーをよろしく　２ エミリー・ロッダ 著 講談社
933 ティーン・パワーをよろしく　３ エミリー・ロッダ 著 講談社
933 ティーン・パワーをよろしく　４ エミリー・ロッダ 著 講談社
933 ティーン・パワーをよろしく　５ エミリー・ロッダ 著 講談社
933 デモナータ　２幕　悪魔の盗人 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ティーン・パワーをよろしく　６ エミリー・ロッダ 著 講談社
933 パイレーツ・オブ・カリビアンデッドマンズ・チェスト アイリーン・トリンブル 著 偕成社
933 デルトラ・クエスト３　１ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 デルトラ・クエスト３　２ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 デルトラ・クエスト３　３ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 ブラザー・ベア 橘高　弓枝 著 偕成社
933 ファインディングニモ ゲイル・ハーマン 著 偕成社
933 トレジャー・プラネット キキ・ソープ 著 偕成社
933 ミッキー・ドナルド・グーフィーの三銃士 橘高　弓枝 著 偕成社
933 Ｍｒ．インクレディブル アイリーン・トリンブル 著 偕成社
933 ホーンテッド・マンション ジェイムズ・トーマス 著 偕成社
933 リロアンドスティッチ キキ・ソープ 著 偕成社
933 ピーター・パン　２ 橘高　弓枝 著 偕成社
933 シンデレラ　２ 橘高　弓枝 著 偕成社
933 モンスターズ・インク キキ・ソープ 著 偕成社
933 バーティミアス　プトレマイオスの門 ジョナサン・ストラウド 著 理論社
933 デモナータ　３幕　スローター Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ティーン・パワーをよろしく　７ エミリー・ロッダ 著 講談社
933 ゲド戦記Ⅰ　影との戦い ル・グウィン 著 岩波書店
933 ゲド戦記Ⅱ　こわれた腕環 ル・グウィン 著 岩波書店
933 ゲド戦記Ⅲ　さいはての島へ ル・グウィン 著 岩波書店
933 ゲド戦記Ⅳ　帰還 ル・グウィン 著 岩波書店
933 ゲド戦記Ⅴ　アースシーの風 ル・グウィン 著 岩波書店
933 ゲド戦記別巻　ゲド戦記外伝 ル・グウィン 著 岩波書店
933 ミッシング アレックス・シアラー 著 竹書房
933 ハリー・ポッターと謎のプリンス　下 Ｊ．Ｋ．ローリングス 静山社
933 ハリー・ポッターと謎のプリンス　上 Ｊ．Ｋ．ローリングス 静山社
933 ドラゴンライダー１　エラゴン クリストファー・パオリーニ 著 ソニー・マガジンズ
933 ドラゴンライダー２　エルデスト　宿命の赤き翼　上 クリストファー・パオリーニ 著 ソニー・マガジンズ
933 ドラゴンライダー２　エルデスト　宿命の赤き翼　下 クリストファー・パオリーニ 著 ソニー・マガジンズ
933 天国からはじまる物語 ガブリエル・ゼヴィン 著 理論社
933 二つの約束　上 ダニエル・スティール アカデミー出版
933 アメリア サーラ・ダーキー 文渓堂
933 わるガキ日記　ボクはあぶない０歳児 サイモン・ブレット 光文社
933 フェアリー・レルム　４ エミリー・ロッダ 著 童心社
933 フェアリー・レルム　５ エミリー・ロッダ 著 童心社
933 フェアリー・レルム　６ エミリー・ロッダ 著 童心社
933 フェアリー・レルム　７ エミリー・ロッダ 著 童心社
933 フェアリー・レルム　８ エミリー・ロッダ 著 童心社



933 ローワンと白い魔物 エミリー・ロッダ 著 あすなろ書房
933 崖の国物語　５ ポール・スチュワート 著 ポプラ社
933 崖の国物語　６ ポール・スチュワート 著 ポプラ社
933 崖の国物語　７ ポール・スチュワート 著 ポプラ社
933 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　８ ロブ・キッド 著 講談社
933 フェアリー・レルム　９ エミリー・ロッダ 著 童心社
933 フェアリー・レルム　１０ エミリー・ロッダ 著 童心社
933 神秘の短剣　上巻 フィリップ・プルマン 著 新潮社
933 神秘の短剣　下巻 フィリップ・プルマン 著 新潮社
933 琥珀の望遠鏡　上巻 フィリップ・プルマン 著 新潮社
933 琥珀の望遠鏡　下巻 フィリップ・プルマン 著 新潮社
933 だれも知らないサンタの秘密 アラン・スノウ 著 あすなろ書房
933 龍の棲む家３　炎の星 クリス・ダレーシー 著 竹書房
933 セブンスタワー　３ ガース・ニクス 著 小学館
933 ファイヤーガール トニー・アボット 著 白水社
933 ドラゴンランス魂の戦争　第１部上 マーガレット・ワイス 著 アスキー
933 ドラゴンランス魂の戦争　第２部 マーガレット・ワイス 著 アスキー
933 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　５ ロブ・キッド 著 講談社
933 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　６ ロブ・キッド 著 講談社
933 パイレーツ・オブ・カリビアンジャック・スパロウの冒険　７ ロブ・キッド 著 講談社
933 ティーン・パワーをよろしく　９ エミリー・ロッダ 著 講談社
933 パイレーツ・オブ・カリビアン テッド・エリオット 著 竹書房
933 パイレーツ・オブ・カリビアン／デッドマンズ・チェスト テッド・エリオット 著 竹書房
933 デモナータ　５幕　血の呪い Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ストーンハート チャーリー・フレッチャー 著 理論社
933 崖の国物語　８ ポール・スチュワート 著 ポプラ社
933 セブンスタワー　１ ガース・ニクス 著 小学館
933 セブンスタワー　２ ガース・ニクス 著 小学館
933 ケルトの白馬 ローズマリー・サトクリフ 著 ほるぷ出版
933 ３４丁目の奇跡 ヴァレンタイン・デイヴィス 著 あすなろ書房
933 宇宙への秘密の鍵 ルーシー・ホーキング 著 岩崎書店
933 アルケミスト：錬金術師ニコラ・フラメル マイケル・スコット 著 理論社
933 デモナータ　６幕　悪魔の黙示録 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 クロニクル千古の闇　１　オオカミ族の少年 ミシェル・ペイヴァー 著 評論社
933 クロニクル千古の闇　２　生霊わたり ミシェル・ペイヴァー 著 評論社
933 クロニクル千古の闇　３　魂食らい ミシェル・ペイヴァー 著 評論社
933 クロニクル千古の闇　４　追放されしもの ミシェル・ペイヴァー 著 評論社
933 デモナータ　７幕　死の影 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ストームブレイカー　ミッション１ アンソニー・ホロヴィッツ 著 集英社
933 ポイントブランク　ミッション２ アンソニー・ホロヴィッツ 著 集英社
933 スケルトンキー　ミッション３ アンソニー・ホロヴィッツ 著 集英社
933 イーグルストライク　ミッション４ アンソニー・ホロヴィッツ 著 集英社
933 スコルピア　ミッション５ アンソニー・ホロヴィッツ 著 集英社
933 アークエンジェル　ミッッション６ アンソニー・ホロヴィッツ 著 集英社
933 崖の国物語　９　大飛行船団の壊滅 ポール・スチュワート 著 ポプラ社
933 ティーン・パワーをよろしく　１０ エミリー・ロッダ 著 講談社
933 セブンスタワー　４ ガース・ニクス 著 小学館
933 セブンスタワー　５ ガース・ニクス 著 小学館
933 セブンスタワー　６ ガース・ニクス 著 小学館
933 ドゥームズデイ・ブック　上 コニー・ウィリス 著 早川書房
933 ドゥームズデイ・ブック　下 コニー・ウィリス 著 早川書房
933 夜明けの風 ローズマリー・サトクリフ 著 ほるぷ出版
933 ハリー・ポッターと死の秘宝　上 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 静山社
933 ハリー・ポッターと死の秘宝　下 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 静山社
933 デルトラ・クエスト３　４ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 ロンド国物語　１ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 吟遊詩人ビードルの物語 Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社
933 ウォーリー アンドリュー・スタントン 著 竹書房
933 時間をまきもどせ！ ナンシー・エチメンディ 著 徳間書店



933 時間をまきもどせ！ ナンシー・エチメンディ 著 徳間書店
933 時間をまきもどせ！ ナンシー・エチメンディ 著 徳間書店
933 デモナータ　８幕　狼島 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 トワイライト　１　愛した人はヴァンパイア ステファニー・メイヤー 著 ヴィレッジブックス
933 トワイライト　２　血は哀しみの味 ステファニー・メイヤー 著 ヴィレッジブックス
933 トワイライト　３　闇の吸血鬼一族 ステファニー・メイヤー 著 ヴィレッジブックス
933 トワイライト　４　牙は甘くささやく ステファニー・メイヤー 著 ヴィレッジブックス
933 トワイライト　５　狼の月 ステファニー・メイヤー 著 ヴィレッジブックス
933 トワイライト　６　嘆きの堕天使 ステファニー・メイヤー 著 ヴィレッジブックス
933 トワイライト　７　赤い刻印 ステファニー・メイヤー 著 ヴィレッジブックス
933 トワイライト　８　冷たいキスをあたしに ステファニー・メイヤー 著 ヴィレッジブックス
933 トワイライト　９　黄昏は魔物の時間 ステファニー・メイヤー 著 ヴィレッジブックス
933 トワイライト　１０　ヴァンパイアの花嫁 ステファニー・メイヤー 著 ヴィレッジブックス
933 トワイライト　１１　夜明けの守護神 ステファニー・メイヤー 著 ヴィレッジブックス
933 トワイライト　１２　不滅の子 ステファニー・メイヤー 著 ヴィレッジブックス
933 トワイライト　１３　永遠に抱かれて ステファニー・メイヤー 著 ヴィレッジブックス
933 デルトラ王国探検記 エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 デモナータ第９幕　暗黒のよび声 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 トレマリスの歌術師　１　万歌の歌い手 ケイト・コンスタブル 著 ポプラ社
933 トレマリスの歌術師　２　水のない海 ケイト・コンスタブル 著 ポプラ社
933 トレマリスの歌術師　３　第十の力 ケイト・コンスタブル 著 ポプラ社
933 天使と悪魔　上 ダン・ブラウン 著 角川書店
933 天使と悪魔　中 ダン・ブラウン 著 角川書店
933 天使と悪魔　下 ダン・ブラウン 著 角川書店
933 クロニクル千古の闇　５　復讐の誓い ミシェル・ペイヴァー 著 評論社
933 こんにちはアン　上巻 バッジ・ウィルソン 著 新潮社
933 こんにちはアン　下巻 バッジ・ウィルソン 著 新潮社
933 ターミネーター４ アラン・ディーン・フォスター 著 角川書店
933 ドラゴンライダー３　ブリジンガー炎に誓う絆　上 クリストファー・パオリーニ 著 ヴィレッジブックス
933 ドラゴンライダー３　ブリジンガー炎に誓う絆　下 クリストファー・パオリーニ 著 ヴィレッジブックス
933 ロンド国物語　２　おとぎの森 エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 ロンド国物語　３　ロンドの鍵 エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 アルケミスト　２　マジシャン：魔術師ニコロ・マキャベリ マイケル・スコット 著 理論社
933 犬は勘定に入れません　上 コニー・ウィリス 著 早川書房
933 犬は勘定に入れません　下 コニー・ウィリス 著 早川書房
933 トラベリング・パンツ　ラストサマー アン・ブラッシェアーズ 著 理論社
933 トラベリング・パンツ　ジーンズ・フォーエバー アン・ブラッシェアーズ 著 理論社
933 ゴーストアビー ロバート・ウェストール 著 あかね書房
933 ドリーム・ギバー　夢紡ぐ精霊たち ロイス・ローリー 著 金の星社
933 ベルおばさんが消えた朝 ルース・ホワイト 著 徳間書店
933 宇宙に秘められた謎 ルーシー・ホーキング 著 岩崎書店
933 龍のすむ家４　永遠の炎 クリス・ダレーシー 著 竹書房
933 ロンド国物語　４　消えた魔法使い エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 崖の国物語　１０　滅びざる者たち ポール・スチュワート 著 ポプラ社
933 ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア 著 あすなろ書房
933 ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア 著 あすなろ書房
933 ビーバー族のしるし エリザベス・ジョージ・スピア 著 あすなろ書房
933 デモナータ　１０幕　地獄の英雄たち Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 小学館
933 ロンド国物語　５　危険な遊び エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 ロンド国物語　６　天空の城 エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 アルケミスト３　ソーサレス：呪術師ペレネル マイケル・スコット 著 理論社
933 床下の小人たち　新版 メアリー・ノートン 著 岩波書店
933 たいせつなこと マーガレット・ワイズ・ブラウン 著 フレーベル館
933 ロンド国物語　７　崖の怪物 エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー 著 光村教育図書
933 アルバートのアルファベット レスリー・トライオン 著 フォックス出版
933 ガフールの勇者たち　１ キャスリン・ラスキー 著 メディアファクトリー
933 ガフールの勇者たち　２ キャスリン・ラスキー 著 メディアファクトリー
933 ガフールの勇者たち　３ キャスリン・ラスキー 著 メディアファクトリー



933 ガフールの勇者たち　４ キャスリン・ラスキー 著 メディアファクトリー
933 ガフールの勇者たち　５ キャスリン・ラスキー 著 メディアファクトリー
933 ガフールの勇者たち　６ キャスリン・ラスキー 著 メディアファクトリー
933 ガフールの勇者たち　７ キャスリン・ラスキー 著 メディアファクトリー
933 ガフールの勇者たち　８ キャスリン・ラスキー 著 メディアファクトリー
933 ガフールの勇者たち　９ キャスリン・ラスキー 著 メディアファクトリー
933 グレッグのダメ日記なんとか、やっていくよ ジェフ・キニー 著 ポプラ社
933 終わらない夜 セーラ　Ｌ．トムソン 著 ほるぷ出版
933 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　１　盗まれた雷撃 リック・リオーダン 著 ほるぷ出版
933 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　２　魔海の冒険 リック・リオーダン 著 ほるぷ出版
933 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　３　タイタンの呪い リック・リオーダン 著 ほるぷ出版
933 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　４　迷宮の戦い リック・リオーダン 著 ほるぷ出版
933 パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々　５　最後の神 リック・リオーダン 著 ほるぷ出版
933 アリス・イン・ワンダーランド Ｔ．Ｔ．サザーランド 著 偕成社
933 トイ・ストーリー３ ジャスミン・ジョーンズ 著 偕成社
933 スパイアニマルＧフォース ジェームズ・ポンティ 著 偕成社
933 ティンカー・ベル キンバリー・モリス 著 偕成社
933 ビロードのうさぎ マージェリィ　Ｗ．ビアンコ 原著 ブロンズ新社
933 だいじょうぶだよ、ゾウさん ローレンス・ブルギニョン 著 文渓堂
933 クロニクル千古の闇　６　決戦のとき ミシェル・ペイヴァー 著 評論社
933 小さい“つ”が消えた日 ステファノ・フォン・ロー 著 三修社
933 ロスト・シンボル　上 ダン・ブラウン 著 角川書店
933 ロスト・シンボル　下　Ｌｉｍｉｔｅｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ ダン・ブラウン 著 角川書店
933 夜のスイッチ レイ・ブラッドベリ 著 晶文社
933 ドラゴンキーパー キャロル・ウィルキンソン 著 金の星社
933 ドラゴンキーパー　月下の翡翠龍 キャロル・ウィルキンソン 著 金の星社
933 ドラゴンキーパー　紫の幼龍 キャロル・ウィルキンソン 著 金の星社
933 ガフールの勇者たち　１０ キャスリン・ラスキー 著 メディアファクトリー
933 ロンド国物語　８ エミリー・ロッダ 著 岩崎書店
933 バスラの図書館員 ジャネット・ウインター 晶文社
933 おおきな木 シェル・シルヴァスタイン あすなろ書房
933 スピリットベアにふれた島 ベン・マイケルセン / 作 鈴木出版
933 スピリットベアにふれた島 ベン・マイケルセン / 作 鈴木出版
933 スピリットベアにふれた島 ベン・マイケルセン / 作 鈴木出版
933 大草原の小さな家 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 福音館書店
933 時を超えた記憶 Ｊ・フェリス 作 金の星社
933 ２４人のビリー・ミリガン　下 ダニエル・キイス 著 早川書房
933 長距離走者の孤独 アラン・シリトー 著 集英社
933 冒険の島 イーニッド＝ブライトン 著 新学社
933 赤毛のアン ルーシィ・モンゴメリ 新学者
933 嵐が丘　下 エミリ・ブロンテ 著 新学社
933 冒険のサーカス イーニッド＝ブライトン 著 新学社
933 あたしだって友だちがほしい リン・ホール 作 文研出版
933 わたしさがしのかくれんぼ Ｐ・マクラクラン 作 文研出版
933 魔法にかかった世界じゅうのお金 ビル・ブリトゥン 作 文研出版
933 ぼくはスーパーマン新入生 Ｂ・ブリトゥン 作 文研出版
933 夏には　きっと Ｔ・ハウゲン 文研出版
933 ありがとうぼくの家族 Ｂ・バイアーズ 作 文研出版
933 夜中　出あるくものたち ジョン・メイスフィールド 評論社
933 マクリーンの川 ノーマン・マクリーン 著 集英社
933 ぼくの中のぼく メアリー・ホワイト 作 評論社
933 もし冬が来たら リン・ホール 作 評論社
933 バスカビル家の犬 コナン＝ドイル 著 偕成社
933 恐怖の谷 コナン＝ドイル 著 偕成社
933 シャーロック＝ホームズの思い出　上 コナン＝ドイル 著 偕成社
933 シャーロック＝ホームズの思い出　下 コナン＝ドイル 著 偕成社
933 シャーロック＝ホームズの帰還　上 コナン＝ドイル 著 偕成社
933 シャーロック＝ホームズの事件簿　下 コナン＝ドイル 著 偕成社
933 ためらい ジャン＝フィリップ・トゥーサン 著 集英社



933 ためらい ジャン＝フィリップ・トゥーサン 著 集英社
933 とどろく雷よ、私の叫びをきけ ミルドレッド・Ｄ・テーラー 〔著〕 評論社
933 ぼくの命を救ってくれなかった友へ エルヴェ・ギベール 著 集英社
933 鳥と話したふしぎな夜 Ｋ・スコウルズ 作 文研出版
933 “機関銃要塞”の少年たち ロバート・ウェストール 作 評論社
933 台所のマリアさま ルーマー・コッデン 評論社
933 光の六つのしるし スーザン・クーパー 〔著〕 評論社
933 灰色の王 スーザン・クーパー 〔著〕 評論社
933 樹上の銀 スーザン・クーパー 〔著〕 評論社
933 ママにグッバイ ハイラ・コールマン 〔著〕 評論社
933 ディダコイ ルーマー・ゴッデン 評論社
933 パワー・オブ・ワン ブライス・コートニー 著 集英社
933 ヒルズ・エンド アイバン・サウスオール 評論社
933 風船をとばせ！ アイバン・サウスオール 作 評論社
933 ニューヨーク発初恋通信 バーバラ・ワースバ 〔著〕 評論社
933 トパーズへの旅 ヨシコ・ウチダ 作 評論社
933 背信の日々 フィリップ・ロス 著 集英社
933 背信の日々 フィリップ・ロス 著 集英社
933 飛べ、光のなかを　飛べ、永遠のときを リチャード・バック 〔著〕 評論社
933 メイおばちゃんの庭 Ｃ．ライラント 著 あかね書房
933 サルたちのおくりもの ウィルソン・ラウルズ 作 評論社
933 星に叫ぶ岩ナルガン パトリシア・ライトソン 作 評論社
933 カタログ注文できた弟 Ｊ・マクドナルド 作 文研出版
933 スター・ウォーズ２ ポール・デイヴィッズ 作 偕成社
933 スター・ウォーズ３ ポール・デイヴィッズ 作 偕成社
933 スター・ウォーズ４ ポール・デイヴィッズ 作 偕成社
933 スター・ウォーズ５ ポール・デイヴィッズ 作 偕成社
933 スター・ウォーズ６ ポール・デイヴィッズ 作 偕成社
933 アニーとおばあちゃん ミスカ・マイルズ 作 あすなろ書房
933 時の旅人 アリスン・アトリー 〔著〕 評論社
933 シャーロック＝ホームズの冒険（上） コナン＝ドイル 著 偕成社
933 シャーロック＝ホームズの冒険（下） コナン＝ドイル 著 偕成社
933 赤毛のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社
933 アンの夢の家 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社
933 虹の谷のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社
933 アンの友だち Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 作 講談社
933 父さんギツネバンザイ ロアルド・ダール 作 評論社
933 こちらゆかいな窓ふき会社 ロアルド・ダール 作 評論社
933 いじわる夫婦が消えちゃった！ ロアルド・ダール 作 評論社
933 魔女がいっぱい ロアルド・ダール 作 評論社
933 ぼくらは世界一の名コンビ！ ロアルド・ダール 作 評論社
933 マチルダはちいさな大天才 ロアルド・ダール 作 評論社
933 おばけ桃の冒険 ロアルド・ダール 評論社
933 魔法のゆび ロアルド・ダール 作 評論社
933 夏・みじかくて長い旅 Ｊ・マーク 作 金の星社
933 王様の心を持った少年 Ｓ・テーグ 作 金の星社
933 愛と悲しみの１２歳 Ｅ・ダイヤーク 作 文研出版
933 アンナの小さな神さま フィン 作 立風書房
933 永遠のアンナ フィン 編 立風書房
933 ガラスのエレベーター宇宙にとびだす ロアルド・ダール 評論社
933 ヘンリーシュガーのわくわくする話 ロアルド・ダール 評論社
933 わたしたちの学校をなくさないで Ｊ・リンガード 作 金の星社
933 美女と野獣 ボーモン夫人 〔著〕 角川書店
933 車輪の下に ヘルマン・ヘッセ 〔著〕 角川書店
933 城 フランツ・カフカ 角川書店
933 怖るべき子供たち コクトー 〔著〕 角川書店
933 ジーキル博士とハイド氏 スティーヴンソン 〔著〕 角川書店
933 赤毛のアン モンゴメリ 〔著〕 角川書店
933 華麗なるギャツビ－ フィツジェラルド 〔著〕 角川書店



933 キリマンジャロの雪 ヘミングウェイ 角川書店
933 少女パレアナ エレナ・ポーター 〔著〕 角川書店
933 白夜 ドストエフスキー 〔著〕 角川書店
933 真夜中の森で Ｒ・カーヴェン 作 金の星社
933 プーのはちみつとり Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店
933 ライオンと歩いた少年 エリック・キャンベル 作 徳間書店
933 赤毛のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社
933 アンの青春 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社
933 アンの愛情 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社
933 アンの幸福 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社
933 アンの夢の家 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社
933 アンの愛の家庭 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 作 講談社
933 虹の谷のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社
933 アンの娘リラ Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 著 講談社
933 アンの友だち Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 作 講談社
933 アンをめぐる人々 Ｌ・Ｍ・モンゴメリー 作 講談社
933 幽霊の恋人たち アン・ローレンス 作 偕成社
933 わたしを置いていかないで Ｉ・スコーテ 作 金の星社
933 赤毛のアン モンゴメリ 原作 金の星社
933 赤毛のアンの宝石箱 キャロリン・ストーム・コリンズ 著 金の星社
933 メンハーラ王の呪い アガサ・クリスティー 作 岩崎書店
933 ロビン・フッドのゆかいな冒険１ ハワード・パイル 作 岩波書店
933 ロビン・フッドのゆかいな冒険２ ハワード・パイル 作 岩波書店
933 ドリトル先生と秘密の湖　上 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
933 ドリトル先生と秘密の湖　下 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
933 ドリトル先生と緑のカナリア ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
933 ドリトル先生月から帰る ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
933 ドリトル先生月へゆく ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
933 ドリトル先生と月からの使い ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
933 ドリトル先生のキャラバン ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
933 ドリトル先生の動物園 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
933 ドリトル先生のサーカス ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
933 ドリトル先生の郵便局 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
933 ドリトル先生の楽しい家 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
933 ドリトル先生アフリカゆき ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
933 ドリトル先生航海記 ヒュー・ロフティング 作 岩波書店
933 バスカビル家の犬 コナン・ドイル 原作 偕成社
933 赤いひる コナン・ドイル 原作 偕成社
933 アルミニウムの杖 コナン・ドイル 原作 偕成社
933 切り裂きジャック コナン・ドイル 原作 偕成社
933 三びきのこぶた 瀬田 貞二 訳 福音館書店
933 クジラの歌がきこえる ビクター・ケラハー 作 金の星社
933 フィオナの海 ロザリー・Ｋ・フライ 著 集英社
933 名馬銀星号のなぞ コナン・ドイル 作 フレーベル館
933 ぶな屋敷の怪事件 コナン・ドイル 作 フレーベル館
933 青いゼラニウム アガサ・クリスティー 作 フレーベル館
933 女料理人をさがせ アガサ・クリスティー 作 フレーベル館
933 エジプト王ののろい アガサ・クリスティー 作 フレーベル館
933 アリスの見習い物語 カレン・クシュマン 著 あすなろ書房
933 アドヴェント・カレンダー ヨースタイン・ゴルデル 著 日本放送出版協会
933 ２４人のビリー・ミリガン　上 ダニエル・キイス 著 早川書房
933 星条旗よ永遠なれ アヴィ 作 くもん出版
933 ひとりぼっち ジョン・ロウ・タウンゼント 著 晶文社
933 ヒッピー・ハッピー・ハット ジャン・マーク 作 福武書店
933 ナルニア国の住人たち Ｃ．Ｓ．ルイス 原作 岩波書店
933 屋根裏部屋のエンジェルさん ダイアナ・ヘンドリー 作 徳間書店
933 森に消える道 ブロック・コール 作 ベネッセコーポレーション

933 アルバートおじさんのミクロの国の冒険 ラッセル・スタナード 作 くもん出版
933 母なる大地父なる空　上 スー・ハリソン 著 晶文社



933 母なる大地父なる空　下 スー・ハリソン 著 晶文社
933 姉なる月　上 スー・ハリソン 著 晶文社
933 姉なる月　下 スー・ハリソン 著 晶文社
933 兄なる風　上 スー・ハリソン 著 晶文社
933 兄なる風　下 スー・ハリソン 著 晶文社
933 ダルメシアン ドディー・スミス 著 文渓堂
933 ハロウィーンの魔法 ルーマ・ゴッデン 作 偕成社
933 ライオンと魔女 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 カスピアン王子のつのぶえ Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 朝びらき丸東の海へ Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 銀のいす Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 馬と少年 Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 魔術師のおい Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 さいごの戦い Ｃ．Ｓ．ルイス 作 岩波書店
933 クローディアの秘密 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 作 岩波書店
933 キルト スーザン・テリス 著 晶文社
933 チーターの草原 偕成社
933 ポピー アヴィ 作 あかね書房
933 老人と海 ヘミングウェイ 〔著〕 新潮社
933 続　あしながおじさん ウェブスター 〔著〕 新潮社
933 わたしはロボット アイザック・アシモフ 著 東京創元社
933 ２００１年宇宙の旅 アーサー・Ｃ・クラーク 著 早川書房
933 ハックルベリイ・フィンの冒険 マーク・トウェイン 〔著〕 新潮社
933 トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 作 岩波書店
933 長い冬　上 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 岩波書店
933 長い冬　下 ローラ・インガルス・ワイルダー 作 岩波書店
933 黒猫 ポー 〔著〕 集英社
933 オー・ヘンリー傑作選 大津　栄一郎　訳 岩波書店
933 嵐が丘 Ｅ・ブロンテ 〔著〕 集英社
933 いまを生きる Ｎ・Ｈ・クラインバウム 〔著〕 新潮社
933 ぼくの美しい人だから グレン・サヴァン 〔著〕 新潮社
933 ガリヴァー旅行記 スウィフト 作 岩波書店
933 トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン 〔著〕 新潮社
933 クリスマス・カロル ディケンズ 〔著〕 新潮社
933 月と六ペンス サマセット・モーム 著 岩波書店
933 怪談 ラフカディオ・ハーン 作 岩波書店
933 カラーパープル Ａ・ウォーカー 〔著〕 集英社
933 種をまく人 ポール・フライシュマン 著 あすなろ書房
933 種をまく人 ポール・フライシュマン 著 あすなろ書房
933 種をまく人 ポール・フライシュマン 著 あすなろ書房
933 ベイブ都会へ行く ジャスティン・コーマン 著 小学館
933 スター・ウォーズエピソード１ファントム・メナス ジョージ・ルーカス 原作 ソニー・マガジンズ
933 シャーロック・ホームズの冒険 コナン・ドイル 〔著〕 新潮社
933 バーバパパのしまづくり アネット＝チゾン さく 講談社
933 バーバパパのなつやすみ アネット＝チゾン さく 講談社
933 ピーティ ベン・マイケルセン∥著//千葉　茂樹∥訳 すずき出版
933 わたしは、わたし ジャクリーン・ウッドソン∥著//さくま　ゆみこ∥訳 すずき出版
933 千年の森をこえて キャシー・アッペルト∥著//片岡　しのぶ∥訳//デイビッド・スモール∥画 あすなろ書房
933 永遠の夢 レイ・ブラッドベリ∥著//北山　克彦∥訳 晶文社
933 本だらけの家でくらしたら Ｎ．Ｅ．ボード∥著//柳井　薫∥訳//ひらい　たかこ∥画 徳間書店
933 ミスター・ピップ ロイド・ジョーンズ∥著//大友　りお∥訳 白水社
933 パイレーツ・オブ・カリビアン外伝シャドウ・ゴールドの秘密　１ ロブ・キッド∥著//川村　玲∥訳 講談社
933 クレプスリー伝説１殺人者の誕生 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ∥著//橋本　恵∥訳//田口　智子∥画 小学館
933 パイレーツ・オブ・カリビアン－生命の泉 ジェームズ・ポンティ 著 橘高　弓枝 訳 偕成社
933 パイレーツ・オブ・カリビアン外伝　シャドウ・ゴールドの秘密　２ ロブ・キッド / 著　　川村　玲 / 訳 講談社
933 ゴーストライター ロバート・ハリス / 著　　熊谷　千寿 / 訳 講談社
933 真夜中の図書館　２ ニック・シャドウ / 著　　鮎川　晶 / 訳　　一橋　真 / 画 集英社
933 エリザベス女王のお針子 ケイト・ペニントン / 著　　柳井　薫 / 訳 徳間書店
933 クレプスリー伝説２死への航海 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ / 著　　橋本　恵  / 訳　　田口　智子 / 画 小学館



933 あたまをなくしたおとこ クレール　Ｈ．ビショップ / 著　　ロバート・マックロスキー / 画　　もりうち　すみこ / 訳 瑞雲舎//地方・小出版流通センター

933 宇宙の誕生 ルーシー・ホーキング，スティーヴン・ホーキング / 著　 さくま　ゆみこ / 訳 岩崎書店
933 少年弁護士セオの事件簿　１ ジョン・グリシャム / 著　　石崎　洋司  / 訳 岩崎書店
933 少年弁護士セオの事件簿　２ ジョン・グリシャム / 著　　石崎　洋司 / 訳 岩崎書店
933 シャドウ・ゴールドの秘密　３　パイレーツ・オブ・カリビアン外伝　 ロブ・キッド / 著　川村　玲 / 訳 講談社
933 シャドウ・ゴールドの秘密　４　パイレーツ・オブ・カリビアン外伝 ロブ・キッド / 著　川村　玲 / 訳 講談社
933 シャドウ・ゴールドの秘密　５　パイレーツ・オブ・カリビアン外伝 ロブ・キッド / 著　川村　玲 / 訳 講談社
933 クレプスリー伝説３呪われた宮殿 ダレン・シャン / 作　橋本　恵 / 訳　田口　智子 / 絵 小学館
933 怪物はささやく シヴォーン・ダウド / 原案　　パトリック・ネス / 著　　池田　真紀子 / 訳　　ジム・ケイイラストレーション あすなろ書房
933 怪物はささやく シヴォーン・ダウド / 原案　　パトリック・ネス / 著　　池田　真紀子 / 訳　　ジム・ケイイラストレーション あすなろ書房
933 怪物はささやく シヴォーン・ダウド / 原案　　パトリック・ネス / 著　　池田　真紀子 / 訳　　ジム・ケイイラストレーション あすなろ書房
933 クレプスリー伝説４運命の兄弟 ダレン　シャン / 作　　橋本　恵 / 訳　　田口　智子 / 絵 小学館
933 ダーク・シャドウ　血の唇 マリリン　ロス / 著　　尾之上　浩司 / 訳 扶桑社
933 ガフールの勇者たち　１１ キャスリン・ラスキー 著 食野　雅子 訳 メディアファクトリー
933 ガフールの勇者たち　１２ キャスリン・ラスキー 著 食野　雅子 訳 メディアファクトリー
933 ガフールの勇者たち　１３ キャスリン・ラスキー 著 食野　雅子 訳 メディアファクトリー
933 ガフールの勇者たち　１４ キャスリン・ラスキー 著 食野　雅子 訳 メディアファクトリー
933 ガフールの勇者たち　１５ キャスリン・ラスキー 著 食野　雅子 訳 メディアファクトリー
933 メリダとおそろしの森 トリンブル，アイリーン / 作　　しぶや　まさこ / 訳 偕成社
933 ゴールデン・バスケットホテル ルドウィッヒ・ベーメルマンス 著 江國　香織 訳 ビーエル出版
933 バティストさんとハンガーブルグ＝ハンガーブルグ伯爵のおはなし ルドウィッヒ・ベーメルマンス 著 江國　香織 訳 ビーエル出版
933 オリンポスの神々と７人の英雄　１ リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版
933 オリンポスの神々と７人の英雄　２ リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版
933 少年弁護士セオの事件簿　３ ジョン・グリシャム 著 石崎　洋司 訳 岩崎書店
933 ヤング・シャーロック・ホームズ　ｖｏｌ．１ アンドリュー・レーン 著 田村　義進 訳 静山社
933 あの雲を追いかけて アレックス・シアラー 著 金原　瑞人，秋川　久美子 訳 竹書房
933 リックとさまよえる幽霊たち エヴァ・イボットソン 著 三辺　律子 訳 偕成社
933 ツバメ号の伝書バト　上 アーサー・ランサム 著 神宮　輝夫 訳 岩波書店
933 ツバメ号の伝書バト　下 アーサー・ランサム 著 神宮　輝夫 訳 岩波書店
933 アベンジャーズ アリソン・ローウェンスタイン 著 講談社
933 モギ：ちいさな焼きもの師 リンダ・スー・パーク / 著  片岡　しのぶ  / 訳 あすなろ書房
933 華氏４５１度 レイ・ブラッドベリ / 著　　宇野　利泰 / 訳 早川書房
933 盗まれたコカ・コーラ伝説 ブライアン・フォークナー / 著　　三辺　律子 / 訳 小学館
933 縞模様のパジャマの少年 ジョン・ボイン / 著　　千葉　茂樹 / 訳 岩波書店
933 ザ・ウェーブ　新版 モートン・ルー / 著　　小柴　一 / 訳 新樹社
933 世界の海　１００１のさがしもの ケイティ・デインズ / 著　　テリ・ガウアー / 絵　　荒木　文枝 / 訳 ＰＨＰ研究所
933 ちいさなあなたへ アリスン・マギー / 著　　ピーター・レイノルズ / 絵　　なかがわ　ちひろ / 訳 主婦の友社
933 さよならの贈りもの ローレイン　マクダニエル / 作　　日当　陽子 / 訳 岩崎書店
933 ふたつのバースデイ ローレイン　マクダニエル / 作　　日当　陽子 / 訳 岩崎書店
933 いつまでも忘れない ローレイン　マクダニエル / 作　　日当　陽子 / 訳 岩崎書店
933 いのちの光あふれて ローレイン　マクダニエル / 作　　日当　陽子 / 訳 岩崎書店
933 リックとさまよえる幽霊たち エヴァ・イボットソン 偕成社
933 アーヤと魔女 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著 田中　薫子 訳 佐竹　美保 画 徳間書店
933 魔女の物語 ジョセフ・ディレイコー 東京創元社
933 キャットと王立劇場のダイヤモンド ジュリア・ゴールディング 著 雨海　弘美 訳 静山社
933 キャットと奴隷船の少年 ジュリア・ゴールディング 著 雨海　弘美 訳 静山社
933 キャットとパレロワイヤルの盗賊王 ジュリア・ゴールディング 著 雨海　弘美 訳 静山社
933 キャットとカレージャス号の陰謀 ジュリア・ゴールディング 著 雨海　弘美 訳 静山社
933 アンナとプロフェッショナルズ　２ ＭＡＣ 著 なかがわ　いずみ 訳 岸田　メル 画 メディアファクトリー
933 アンナとプロフェッショナルズ　１ ＭＡＣ 著 なかがわ　いずみ 訳 岸田　メル 画 メディアファクトリー
933 もういちど家族になる日まで スザンヌ・ラフルーア 著 永瀬　比奈 訳 徳間書店
933 ドラゴンランス秘史 マーガレット・ワイス，トレイシー・ヒックマン 著 安田　均 訳 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

933 ドラゴンランス秘史　青きドラゴン女卿の竜 マーガレット・ワイス，トレイシー・ヒックマン 著 安田　均 訳 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

933 ドラゴンランス秘史　時の瞳もつ魔術師の竜 マーガレット・ワイス，トレイシー・ヒックマン 著 安田　均 訳 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

933 ドラゴンランス　魂の戦争　第３部 マーガレット・ワイス，トレイシー・ヒックマン 著 安田　均 訳 アスキー
933 フェリックスとゼルダ モーリス・グライツマン あすなろ書房
933 フェリックスとゼルダ モーリス・グライツマン あすなろ書房
933 フェリックスとゼルダ モーリス・グライツマン あすなろ書房
933 ザ・ワースト中学生ここから出してくれ～！！ ジェームズ・パターソン，クリス・テベッツ 著 たから　しげる 訳 ポプラ社



933 ザ・ワースト中学生 ジェームズ・パターソン，クリス・テベッツ 著 たから　しげる 訳 ポプラ社
933 クマのプーさん　新版 Ａ．Ａ．ミルン 著 石井　桃子 訳 岩波書店
933 ホビットの冒険　上　新版 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 瀬田　貞二 訳 岩波書店
933 ホビットの冒険　下　新版 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 著 瀬田　貞二 訳 岩波書店
933 クローディアの秘密　新版 Ｅ．Ｌ．カニグズバーグ 著 松永　ふみ子 訳 岩波書店
933 シャーロック・ホウムズまだらのひも　新版 コナン・ドイル 著 林　克己 訳 岩波書店
933 宝島 スティーヴンスン 著 海保　眞夫 訳 岩波書店
933 ツバメ号とアマゾン号　上 アーサー・ランサム 著 神宮　輝夫 訳 岩波書店
933 ツバメ号とアマゾン号　下 アーサー・ランサム 著 神宮　輝夫 訳 岩波書店
933 風にのってきたメアリー・ポピンズ　新版 Ｐ．Ｌ．トラヴァース 著 林　容吉 訳 岩波書店
933 バレエものがたり アデル・ジェラス 著 神戸　万知 訳 岩波書店
933 小公子 フランシス・ホジソン・バーネット 著 脇　明子 訳 岩波書店
933 小公女 フランシス・ホジソン・バーネット 著 脇　明子 訳 岩波書店
933 八月の暑さのなかで 金原　瑞人 編訳 エドガー・アラン・ポー，他 著 岩波書店
933 モルグ街の殺人事件 Ｅ．Ａ．ポー 著 金原　瑞人 訳 岩波書店
933 グレート・ギャツビー スコット・フィッツジェラルド 著 村上　春樹 訳 中央公論新社
933 トンネルに消えた女の怖い話 クリス・プリーストリー 著 三辺　律子 訳 デイヴィッド・ロバーツ 画 理論社
933 アーサー・スパイダーウィックの妖精図鑑 トニー・ディテルリッジ 画 ホリー・ブラック 著 飯野　眞由美 訳 文渓堂
933 夏への扉　新訳版 ロバート　Ａ．ハインライン 著 小尾　芙佐 訳 早川書房
933 うしはどこでも「モ～！」 エレン・スラスキー・ワインスティーン 著 ケネス・アンダーソン 画 桂　かい枝 訳 すずき出版
933 ドラキュラ ブラム・ストーカー 原著 リュック・ルフォール 著 ブリュチ 画 小峰書店
933 やせっぽちの死刑執行人　上 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 西本　かおる 訳 田口　智子 画 小学館
933 やせっぽちの死刑執行人　下 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ 著 西本　かおる 訳 田口　智子 画 小学館
933 戦火の馬 マイケル・モーパーゴ 著 佐藤　見果夢 訳 評論社
933 アリス・イン・ワンダーランド Ｔ．Ｔ．サザーランド 著 しぶや　まさこ 訳 偕成社
933 たんぽぽ娘 ロバート　Ｆ．ヤング 著 伊藤　典夫 編 河出書房新社
933 オズはじまりの戦い エリザベス・ルドニック 著 しぶや　まさこ 訳 偕成社
933 ある日とつぜん、霊媒師 エリザベス・コーディー・キメル 著 もりうち　すみこ 訳 朔北社
933 ある日とつぜん、霊媒師　２ エリザベス・コーディー・キメル 著 もりうち　すみこ 訳 朔北社
933 ある日とつぜん、霊媒師　３ エリザベス・コーディー・キメル 著 もりうち　すみこ 訳 朔北社
933 もっとも危険なファンタジー Ｊ．Ｄ．ロブ 著 小林　浩子 訳 ヴィレッジブックス
933 ABC殺人事件 アガサ・クリスティー 早川書房
933 語りつぐ者 パトリシア・ライリー・ギフ 著 もりうち　すみこ 訳 さえら書房
933 語りつぐ者 パトリシア・ライリー・ギフ 著 もりうち　すみこ 訳 さえら書房
933 アナと雪の女王 サラ・ネイサン，セラ・ローマン 著 しぶや　まさこ 訳 偕成社
933 赤毛のアン　新装版 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ 著 村岡　花子 訳 ＨＡＣＣＡＮ 画 講談社
933 アンの青春 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ 著 村岡　花子 訳 ＨＡＣＣＡＮ 画 講談社
933 アンの愛情 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ 著 村岡　花子 訳 ＨＡＣＣＡＮ 画 講談社
933 アンの幸福 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ 著 村岡　花子 訳 ＨＡＣＣＡＮ 画 講談社
933 アンの夢の家 Ｌ．Ｍ．モンゴメリ 著 村岡　花子 訳 ＨＡＣＣＡＮ 画 講談社
933 チャレンジミッケ！　９ ウォルター・ウィック 著 糸井　重里 訳 小学館
933 路上のストライカー マイケル・ウィリアムズ 著 さくま　ゆみこ 訳 岩波書店
933 アンナとプロフェッショナルズ　３ ＭＡＣ 著 なかがわ　いずみ 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933 そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー 著 青木　久惠 訳 早川書房
933 オリエント急行の殺人 アガサ・クリスティー 著 山本　やよい 訳 早川書房
933 オリンポスの神々と７人の英雄　３ リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版
933 アナと雪の女王 サラ・ネイサン，他 著 ハンス・クリスティアン・アンデルセン 原著 竹書房
933 インヘリタンス　上 クリストファー・パオリーニ 著 大嶌　双恵 訳 静山社
933 インヘリタンス　下 クリストファー・パオリーニ 著 大嶌　双恵 訳 静山社
933 チャーメインと魔法の家 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著 市田　泉 訳 徳間書店
933 失くした記憶の物語 ガブリエル・ゼヴィン 著 堀川　志野舞 訳 理論社
933 フェリックスとゼルダその後 モーリス・グライツマン 著 原田　勝 訳 あすなろ書房
933 思い出のマーニー ジョーン　Ｇ．ロビンソン 著 越前　敏弥，ないとう　ふみこ 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933 スヌーピーのラブリーデイズ チャールズ　Ｍ．シュルツ 著 谷川　俊太郎 訳 角川書店//角川グループパブリッシング

933 ザ・ワースト中学生ブロッコリーとヘビといじめからのサバイバル大作戦 ジェームズ・パターソン，クリス・テベッツ 著 たから　しげる 訳 ポプラ社
933 オリンポスの神々と７人の英雄　４ リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版
933 ルーシー変奏曲 サラ・ザール 著 西本　かおる 訳 小学館
933 ブロード街の１２日間 デボラ・ホプキンソン 著 千葉　茂樹 訳 あすなろ書房
933 ブロード街の１２日間 デボラ・ホプキンソン 著 千葉　茂樹 訳 あすなろ書房



933 ベイマックス アイリーン・トリンブル 著 しぶや　まさこ 訳 偕成社
933 スター・ウォーズ反乱者たち　１ ミッシェル・コーギー 著 菊池　由美 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933 オリンポスの神々と７人の英雄　５ リック・リオーダン 著 金原　瑞人，小林　みき 訳 ほるぷ出版
933 インディゴ・ドラゴン号の冒険 ジェームズ　Ａ．オーウェン 著 三辺　律子 訳 評論社
933 レッド・ドラゴン号を探せ！ ジェームズ　Ａ．オーウェン 著 三辺　律子 訳 評論社
933 幻のドラゴン号 ジェームズ　Ａ．オーウェン 著 三辺　律子 訳 評論社
933 ナイトミュージアムエジプト王の秘密 マイケル　Ａ．スティール 著 高橋　結花 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933 タイムライダーズ　１ アレックス・スカロウ 著 金原　瑞人，樋渡　正人 訳 小学館
933 タイムライダーズ　２ アレックス・スカロウ 著 金原　瑞人，樋渡　正人 訳 小学館
933 タイムライダーズ紀元前６５００万年からの逆襲　１ アレックス・スカロウ 著 金原　瑞人，樋渡　正人 訳 小学館
933 タイムライダーズ紀元前６５００万年からの逆襲　２ アレックス・スカロウ 著 金原　瑞人，樋渡　正人 訳 小学館
933 スター・ウォーズ反乱者たち　２ ミッシェル・コーギー 著 菊池　由美 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933 Ｏ・ヘンリー短編集 Ｏ．ヘンリー 講談社インターナショナル

933 白いイルカの浜辺 ジル・ルイス 評論社
933 白いイルカの浜辺 ジル・ルイス 評論社
933 ジョン万次郎 マーギー・プロイス 著 金原　瑞人 訳 集英社
933 弟の戦争 ロバート・ウェストール 著 原田　勝 訳 徳間書店
933 ジャングル・ブック ラドヤード・キプリング 著 井上　里 訳 文藝春秋
933 ロックウッド除霊探偵局人骨鏡の謎　上 ジョナサン・ストラウド 著 金原　瑞人，松山　美保 訳 小学館
933 ロックウッド除霊探偵局人骨鏡の謎　下 ジョナサン・ストラウド 著 金原　瑞人，松山　美保 訳 小学館
933 ロックウッド除霊探偵局霊を呼ぶペンダント　上 ジョナサン・ストラウド 著 金原　瑞人，松山　美保 訳 小学館
933 ロックウッド除霊探偵局霊を呼ぶペンダント　下 ジョナサン・ストラウド 著 金原　瑞人，松山　美保 訳 小学館
933 インフェルノ　上 ダン・ブラウン 著 越前　敏弥 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933 インフェルノ　中 ダン・ブラウン 著 越前　敏弥 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933 インフェルノ　下 ダン・ブラウン 著 越前　敏弥 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933 Ｙの悲劇 エラリー・クイーン 著 越前　敏弥 訳 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 Ｚの悲劇 エラリー・クイーン 著 越前　敏弥 訳 角川書店//角川グループパブリッシング

933 Ｘの悲劇 エラリー・クイーン 著 越前　敏弥 訳 角川書店//ＫＡＤＯＫＡＷＡ

933 リバウンド エリック・ウォルターズ 著 小梨　直 訳 深川　直美 画 福音館書店
933 火星の人　上　新版 アンディ・ウィアー 著 小野田　和子 訳 早川書房
933 火星の人　下　新版 アンディ・ウィアー 著 小野田　和子 訳 早川書房
933 ズートピア スーザン・フランシス 著 橘高　弓枝 訳 偕成社
933 アリス・イン・ワンダーランド～時間の旅 カリ・サザーランド 著 しぶや　まさこ 訳 偕成社
933 ファインディング・ドリー スーザン・フランシス 著 橘高　弓枝 訳 偕成社
933 アーチー・グリーンと魔法図書館の謎 Ｄ．Ｄ．エヴェレスト 著 こだま　ともこ 訳 石津　昌嗣 画 あすなろ書房
933 ポー黒猫 ポー 著 千葉　茂樹 訳 佐竹　美保 画 理論社
933 みて、ほんだよ！ リビー・グリーソン 著 フレヤ・ブラックウッド 画 谷川　俊太郎 訳 光村教育図書
933 ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ 著 中井　はるの 訳 ほるぷ出版
933 野性の呼び声 ロンドン 著 深町　眞理子 訳 光文社
933 フランケンシュタイン シェリー 著 小林　章夫 訳 光文社
933 アニー トーマス・ミーハン 三辺律子 あすなろ書房
933 ハリー・ポッターと呪いの子 Ｊ．Ｋ．ローリング∥著 静山社
933 ドラゴンランス １ マーガレット・ワイス  作 トレイシー・ヒックマン  作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933 ドラゴンランス ２ マーガレット・ワイス  作 トレイシー・ヒックマン  作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933 ドラゴンランス ３ マーガレット・ワイス  作 トレイシー・ヒックマン  作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933 ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト，アリスン・マギー 著 吉井　知代子 訳 あすなろ書房
933 ホイッパーウィル川の伝説 キャシー・アッペルト，アリスン・マギー 著 吉井　知代子 訳 あすなろ書房
933 ヤング・シャーロック・ホームズ　ｖｏｌ．２ アンドリュー・レーン 著 田村　義進 訳 静山社
933 ヤング・シャーロック・ホームズ　ｖｏｌ．３ アンドリュー・レーン 著 田村　義進 訳 静山社
933 ガフールの勇者たちエピソード０ キャスリン・ラスキー 著 中村　佐千江 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933 ガフールの勇者たち　特別編 キャスリン・ラスキー 著 中村　佐千江 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
933 宇宙の生命 ルーシー・ホーキング 著 スティーヴン・ホーキング 著 さくま　ゆみこ 訳 岩崎書店//岩崎書店
933 アーロと少年 スーザン・フランシス 著 しぶや　まさこ 訳 偕成社
933 塔の上のラプンツェル アイリーン・トリンブル 著 しぶや　まさこ 訳 偕成社
933 夏の魔法 ジーン・バーズオール 著 代田　亜香子 訳 小峰書店
933 宇宙の法則 ルーシー・ホーキング，スティーヴン・ホーキング 著 さくま　ゆみこ 訳 岩崎書店
933 スパイスクール スチュアート・ギブス 著 橋本　恵 訳 小学館
933 ウィニー「プーさん」になったクマ サリー　Ｍ．ウォーカー 原著 ジョナサン　Ｄ．ヴォス 画 さくま　ゆみこ 訳 汐文社
933 シャイローがきた夏 フィリス・レイノルズ・ネイラー 著 さくま　ゆみこ 訳 あすなろ書房



933 メアリと魔女の花 メアリー・スチュアート 角川つばさ文庫
933 ぼくが本を読まない理由 ジャネット・タージン 著 ジェイク・タージン 画 小寺　敦子 訳 ＰＨＰ研究所
933 ウソつきとスパイ レベッカ・ステッド 著 樋渡　正人 訳 小峰書店
933 ボトルクリーク絶体絶命 ワット・キー 著 橋本　恵 訳 あすなろ書房
933 ハリー・ポッターと賢者の石 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社
933 ハリー・ポッターと秘密の部屋 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社
933 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社
933 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団　上 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社
933 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団下巻 Ｊ・Ｋ・ローリング 静山社
933 ハリー・ポッターと死の秘宝　上 Ｊ．Ｋ．ローリング 著 松岡　佑子 訳 静山社
933 ハリー・ポッターと死の秘宝　下巻 Ｊ・Ｋ・ローリング 静山社
933 サバイバーズ　１ エリン・ハンター 著 井上　里 訳 小峰書店
933 サバイバーズ　２ エリン・ハンター 著 井上　里 訳 小峰書店
933 サバイバーズ　３ エリン・ハンター 著 井上　里 訳 小峰書店
933 サバイバーズ　４ エリン・ハンター 著 井上　里 訳 小峰書店
933 サバイバーズ　５ エリン・ハンター 小峰書店
933 たったひとつの冴えたやりかた ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア 早川書房
933 ゴールドフィンチ 1 ドナ・タート 河出書房新社
933 ゴールドフィンチ 2 ドナ・タート 河出書房新社
933 ゴールドフィンチ 3 ドナ・タート 河出書房新社
933 ゴールドフィンチ 4 ドナ・タート 河出書房新社
933 ダーウィンと出会った夏 ジャクリーン・ケリー 斎藤 倫子 ほるぷ出版
933 ダレン・シャン１１ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ  作　橋本恵  訳 小学館
933 ダレン・シャン１２ Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ  作　橋本恵  訳 小学館
933 きつねと猟犬 橘高弓枝  文 偕成社
933 ノートルダムの鐘 ジーナ・インゴリア  作　橘高弓枝  訳 偕成社
933 三人のキューピッド シンシア・ライラント 作 ウェンディ・アンダスン・ハルパリン 絵 市河紀子 訳 偕成社
933 二番がいちばん Ｄ．Ｈ．ロレンス 著 代田　亜香子 訳 ヨシタケ　シンスケ 画 理論社//理論社
933 世界が若かったころ ジャック・ロンドン 著 千葉　茂樹 訳 ヨシタケ　シンスケ 画 理論社//理論社
933 百万ポンド紙幣 マーク・トウェイン 著 堀川　志野舞 訳 ヨシタケ　シンスケ 画 理論社//理論社
933 サバイバーズ　６ エリン・ハンター 著 井上　里 訳 小峰書店//小峰書店
933 わたしを離さないで カズオ・イシグロ 著 土屋　政雄 訳 早川書房//早川書房
933 骨董通りの幽霊省 アレックス・シアラー 著 金原　瑞人 訳 西本　かおる 訳 竹書房//竹書房
933 サイド・トラック ダイアナ・ハーモン・アシャー 著 武富　博子 訳 評論社//評論社
933 炉辺荘のアン Ｌ．Ｍ．モンゴメリ 著 村岡　花子 訳 ＨＡＣＣＡＮ 画 講談社//講談社
933 マジックウッズ戦記　１上 クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子 訳 陶浪　亜希 訳 小峰書店//小峰書店
933 マジックウッズ戦記　１下 クレシッダ・コーウェル 著 相良　倫子 訳 陶浪　亜希 訳 小峰書店//小峰書店
933 きみは宇宙飛行士！ ロウイー・ストーウェル 著 竹内　さなみ 訳 偕成社//偕成社
933 ハイラム・ホリデーの大冒険　上　普及版 ポール・ギャリコ 著 東江　一紀 訳 復刊ドツトコム//復刊ドツトコム

933 ハイラム・ホリデーの大冒険　下　普及版 ポール・ギャリコ 著 東江　一紀 訳 復刊ドツトコム//復刊ドツトコム

934 世界を旅した猫ヘンリエッタの華麗な生涯 クリストファー・Ｓ．レン 著 講談社
934 ウォールデン森の生活 ヘンリー　Ｄ．ソロー 著 小学館
934 海からの贈物 アン・モロー・リンドバーグ 著 新潮社
934 マーリー　世界一おバカな犬が教えてくれたこと ジョン・グローガン 著 早川書房
934 オッオー！ ロバート・フルガム 著 集英社
934 平和への手紙 マイケル＝ジャコビー 文 偕成社
934 神々の指紋㊤ グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 神々の指紋㊤ グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 神々の指紋㊤ グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 神々の指紋㊤ グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 神々の指紋㊦ グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 神々の指紋㊦ グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 神々の指紋㊦ グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 神々の指紋㊦ グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 創世の守護神㊤ グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 創世の守護神㊤ グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 創世の守護神㊤ グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 創世の守護神㊦ グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 創世の守護神㊦ グラハム・ハンコック 著 翔泳社



934 創世の守護神㊦ グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 創世の守護神　上 グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 創世の守護神　下 グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 神々の指紋　上 グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 神々の指紋　下 グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 創世の守護神　上 グラハム・ハンコック 著 翔泳社
934 創世の守護神　下 グラハム・ハンコック 著 翔泳社
936 私たちはいま、イラクにいます シャーロット・アルデブロン 文 講談社
936 輝ける日々 ダニエル・スティール 著 朝日出版社
936 妹とバスに乗って レイチェル・サイモン 早川書房
936 自閉症だったわたしへ ドナ・ウィリアムズ 著 新潮社
936 Ｉｔと呼ばれた子 デイヴ・ペルザー 著 ソニー・マガジンズ
936 “Ｉｔ”と呼ばれた子　指南編 デイヴ・ペルザー 著 ソニー・マガジンズ
936 “Ｉｔ”と呼ばれた子　青春編 デイヴ・ペルザー 著 ソニー・マガジンズ
936 “Ｉｔ”と呼ばれた子これから大人になる君たちへ デイヴ・ペルザー 著 ソニー・マガジンズ
936 “Ｉｔ”と呼ばれた子　完結編 デイヴ・ペルザー 著 ソニー・マガジンズ
936 生かされて。 イマキュレー・イリバギザ 著 ＰＨＰ研究所
936 最後のシュート ダーシー・フレイ 著 福音館書店
936 幸せのちから クリス・ガードナー 著 アスペクト
936 モリー先生との火曜日　普及版 ミッチ・アルボム 著 日本放送出版協会
936 最後の授業 ランディ・パウシュ 著 ランダムハウス講談社
936 砂漠の反乱 Ｔ．Ｅ．ロレンス 〔著〕 角川書店
936 ドクター・ヘリオットの生きものたちよ ジェイムズ・ヘリオット 著 集英社
936 機長、究極の決断 Ｃ．サレンバーガー 著 十亀　洋 訳 静山社
938 シデムシの歌 岩崎書店
938 真夜中の太陽 岩崎書店
938 今日もいい天気 岩崎書店
938 猿の手 岩崎書店
938 猫の影 岩崎書店
938 墓場から帰る 岩崎書店
938 吸血鬼 岩崎書店
938 死のなかばに 岩崎書店
938 けむりのお化け 岩崎書店
938 監視者 岩崎書店
938 ノーウッドの建築家 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 なぞのブナやしき コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 技師のおやゆび事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 背中のまがった男 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 ボスコム谷のなぞ コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 怪船グロリア・スコット号 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 なぞの入院患者 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 プライオリ学院事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 くちびるのねじねた男 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 まだらのひも事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 六つのナポレオン像 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 名馬シルバーブレイズ号 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 いなくなったラクビー選手 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 ホームズ最後の事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 ギリシャ語通訳のひみつ コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 さびしい自転車のり コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 第二のしみ事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 消えたカーファクス姫 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 ボールばこのひみつ コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 死にかかった探偵 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 ホームズ最後のあいさつ コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 はう男のひみつ コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 ライオンのたてがみ事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 引退した絵具屋のなぞ コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 マザリンの宝石事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店



938 三人のガリデブ事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 なぞのソア橋事件 コナン・ドイル 作 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集１ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集２ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集３ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集４ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集５ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集６ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集７ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集８ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集９ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集１０ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集１１ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集１２ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集１３ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集１４ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集１５ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集１６ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集１７ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集１８ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集１９ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
938 アガサ・クリスティー探偵名作集２０ アガサ・クリスティー 著 岩崎書店
940 あ・べ・こ・べ エルンスト・ヤンドゥル 文 講談社
940 ちいさなちいさな王様 アクセル・ハッケ 作 講談社
940 思いがけない贈り物 エヴァ・ヘラー 作 講談社
940 ちいさなちいさな王様 アクセル・ハッケ 作 講談社
943 夕ごはんまでの五分間 プロハースコヴァー 作 偕成社
943 自分にあてた手紙 フローランス・セイヴォス 作 偕成社
943 朗読者 ベルンハルト・シュリンク 著 新潮社
943 魔法の学校 ミヒャエル・エンデ 作 岩波書店
943 ネシャン・サーガⅠ ラルフ・イーザウ 作 あすなろ書房
943 グリムの昔話（３）森の道編 グリム 〔著〕 童話館出版
943 初版グリム童話集① グリム 〔著〕 白水社
943 初版グリム童話集② グリム 〔著〕 白水社
943 初版グリム童話集③ グリム 〔著〕 白水社
943 初版グリム童話集④ グリム 〔著〕 白水社
943 小さな男の子の旅 エーリヒ・ケストナー 著 小峰書店
943 ネシャン・サーガⅢ ラルフ・イーザウ 作 あすなろ書房
943 クラバート　上 プロイスラー 作 偕成社
943 クラバート　下 プロイスラー 作 偕成社
943 絵のない絵本 アンデルセン 〔著〕 新潮社
943 変身 カフカ 〔著〕 新潮社
943 ネシャン・サーガⅡ ラルフ・イーザウ 作 あすなろ書房
943 大どろぼうホッツェンプロッツ オトフリート＝プロイスラー 作 偕成社
943 盗まれた記憶の博物館　上 ラルフ・イーザウ 著 あすなろ書房
943 盗まれた記憶の博物館　下 ラルフ・イーザウ 著 あすなろ書房
943 ルイーゼの星 カーレン・スーザン・フェッセル 著 求龍堂
943 飛ぶ教室 ケストナー エーリヒ 講談社
943 ほら男爵の冒険 ビュルガー ゴットフリート・アウグスト ほるぷ出版
943 マレクとマリア ヴァルトラウト・レーヴィン 著 さえら書房
943 ぼくとオーケストラ アンドレア・ホイヤー 著 河合楽器製作所出版事業部

943 魔法の声　新装版 コルネーリア・フンケ 著 ＷＡＶＥ出版
943 ノーチラス号の冒険①　忘れられた島 ヴォルフガンク・ホールバイン 著 創元社
943 ノーチラス号の冒険②　アトランティスの少女 ヴォルフガンク・ホールバイン 著 創元社
943 ノーチラス号の冒険③　深海の人びと ヴォルフガンク・ホールバイン 著 創元社
943 ノーチラス号の冒険④　恐竜の谷 ヴォルフガンク・ホールバイン 著 創元社
943 ノーチラス号の冒険⑤　海の火 ヴォルフガンク・ホールバイン 著 創元社
943 ノーチラス号の冒険⑥　黒い同胞団 ヴォルフガンク・ホールバイン 著 創元社
943 ノーチラス号の冒険⑦　石と化す疫病 ヴォルフガンク・ホールバイン 著 創元社



943 ノーチラス号の冒険⑧　灰色の監視者 ヴォルフガンク・ホールバイン 著 創元社
943 ノーチラス号の冒険⑨　失われた人々の街 ヴォルフガンク・ホールバイン 著 創元社
943 ノーチラス号の冒険⑩　火山の島 ヴォルフガンク・ホールバイン 創元社
943 ノーチラス号の冒険⑪　氷の下の街 ヴォルフガンク・ホールバイン 著 創元社
943 ノーチラス号の冒険⑫　ノーチラス号の帰還 ヴォルフガンク・ホールバイン 著 創元社
943 ジム・ボタンと１３人の海賊 ミヒャエル・エンデ 作 岩波書店
943 飛ぶ教室 エーリッヒ＝ケストナー 作 ポプラ社
943 ひとりだけのコンサート ペーター＝ヘルトリング 作 偕成社
943 モモ ミヒャエル・エンデ 作 岩波書店
943 ジム・ボタンの機関車大旅行 ミヒャエル・エンデ 作 岩波書店
943 テオの家出 Ｐ・ヘルトリング 作 文研出版
943 １５ひきのウサギ物語 Ｆ・ザルテン 作 金の星社
943 水の精ＳＯＳを発する Ｊ・ペストゥム 作 文研出版
943 はてしない物語 ミヒャエル・エンデ 作 岩波書店
943 空のない星 レオニー・オソウスキー 作 福武書店
943 屋根にのるレーナ ペーター・ヘルトリング 作 偕成社
943 さよならわたしの本屋さん ペーター・ヘルトリング 作 さ・え・ら書房
943 あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒター 作 岩波書店
943 はてしない物語 ミヒャエル・エンデ 作 岩波書店
943 飛ぶ教室 ケストナー 作 岩波書店
943 絵のない絵本 アンデルセン 〔著〕 新潮社
943 ファウスト２ ゲーテ 著 岩波書店
943 デミアン ヘルマン・ヘッセ 著 岩波書店
943 デミアン ヘルマン・ヘッセ 著 岩波書店
943 ミッフィーのＡＢＣ ディック＝ブルーナ え 講談社
943 三銃士　王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 アレクサンドル・デュマ / 原著　　アレックス・リトヴァク，他 / 著　　梅崎　麻衣 / 訳 竹書房
943 モモ ミヒャエル・エンデ 著 大島　かおり 訳 岩波書店
943 エーミールと探偵たち エーリヒ・ケストナー 著 池田　香代子 訳 岩波書店
943 飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー 著 池田　香代子 訳 岩波書店
943 はてしない物語　上 ミヒャエル・エンデ 著 上田　真而子，佐藤　真理子 訳 岩波書店
943 はてしない物語　下 ミヒャエル・エンデ 著 上田　真而子，佐藤　真理子 訳 岩波書店
943 ふたりのロッテ エーリヒ・ケストナー 著 池田　香代子 訳 岩波書店
943 バンビ フェーリックス・ザルテン 著 上田　真而子 訳 岩波書店
943 ハイジ　上 ヨハンナ・シュピリ 著 上田　真而子 訳 岩波書店
943 ハイジ　下 ヨハンナ・シュピリ 著 上田　真而子 訳 岩波書店
943 少年の日の思い出 ヘルマン・ヘッセ 著 岡田　朝雄 訳 草思社
943 西部戦線異状なし レマルク 著 秦　豊吉 訳 新潮社
945 アンネの日記　完全版 アンネ・フランク 著 文芸春秋
945 アンティークＦＵＧＡ番外編　澳門骨董譚 あんびる　やすこ / 作　　十々夜 / 絵 岩崎書店
946 レジーン・ミラー物語 ウォルター・ブッキグナーニ 著 金の星社
946 あきらめないで マルティナ・アマン∥著//本田　雅也∥訳 徳間書店
946 夜と霧　新版 ヴィクトール　Ｅ．フランクル 著 池田　香代子 訳 みすず書房
947 ゲーテ格言集 高橋　健二 編訳 新潮社
949 カードミステリー ヨースタイン・ゴルデル 作 徳間書店
949 うそつきの天才 ウルフ・スタルク 著 小峰書店
949 恋のダンスステップ ウルフ・スタルク 著 小峰書店
949 アンネの日記　完全版 アンネ・フランク 著 文芸春秋
949 たのしいムーミン一家 ヤンソン トーベ 講談社
949 ムーミン谷の彗星 ヤンソン トーベ 講談社
949 ムーミン谷の仲間たち ヤンソン トーベ 講談社
949 ムーミン谷の夏まつり ヤンソン トーベ 講談社
949 ムーミンパパの思い出 ヤンソン トーベ 講談社
949 ムーミンパパ海へいく ヤンソン トーベ 講談社
949 ムーミン谷の十一月 ヤンソン トーベ 講談社
949 はばたけ！ザーラ コリーネ・ナラニィ 著 すずき出版
949 ウッラの小さな抵抗 インゲ・クロー 著 文研出版
949 宮廷のバルトロメ ラヘル・ファン・コーイ 著 さえら書房
949 ハッピーデイズ レーナ・マリア 著 小学館
949 曲芸師ハリドン ヤコブ・ヴェゲリウス 著 あすなろ書房



949 曲芸師ハリドン ヤコブ・ヴェゲリウス 著 あすなろ書房
949 曲芸師ハリドン ヤコブ・ヴェゲリウス 著 あすなろ書房
949 すてねこタイガーと家出犬スポット リブ・フローデ　作 文研出版
949 うそつきの天才 ウルフ・スタルク 著 小峰書店
949 ユーリアの日記 クリスティーネ・ネストリンガー 作 ほるぷ出版
949 うそつきの天才 ウルフ・スタルク 著 小峰書店
949 ソフィーの世界 ヨースタイン・ゴルデル 著 日本放送出版協会
949 スクルッル谷のニッセ オーヴェ・ロスバック 作 金の星社
949 ばらの名前を持つ子犬 バルブロ・リンドグレン 著 筑摩書房
949 湿地 アーナルデュル・インドリダソン 著 柳沢　由実子 訳 東京創元社
949 長くつ下のピッピ　新版 アストリッド・リンドグレーン 著 大塚　勇三 訳 岩波書店
949 このＴシャツは児童労働で作られました。 シモン・ストランゲル 著 枇谷　玲子 訳 汐文社
949 窓から逃げた１００歳老人 ヨナス・ヨナソン 著 柳瀬　尚紀 訳 西村書店
949 国を救った数学少女 ヨナス・ヨナソン  著 西村書店
953 星の王子さま サン＝テグジュペリ 作 岩波書店
953 星の王子さま サン＝テグジュペリ 作 岩波書店
953 異邦人 カミュ 〔著〕 新潮社
953 人間の土地 サン＝テグジュペリ 〔著〕 新潮社
953 十五少年漂流記 ジュール・ヴェルヌ 〔著〕 新潮社
953 アーサーとミニモイたち リュック・ベッソン 著 角川書店
953 ペギー・スー　２ セルジュ・ブリュソロ 著 角川書店
953 ペギー・スー　３ セルジュ・ブリュソロ 著 角川書店
953 エリアドルの王国 フラヴィア・ビュジョール 著 光文社
953 星の王子さま　オリジナル版 サン・テグジュペリ 著 岩波書店
953 トゥー・ブラザーズ ジャン・ジャック・アノー 原著 評論社
953 木を植えた人 ジャン・ジオノ 著 こぐま社
953 レ・ミゼラブル　上 ユゴー ヴィクトル・マリー 偕成社
953 レ・ミゼラブル　中 ユゴー ヴィクトル・マリー 偕成社
953 レ・ミゼラブル　下 ユゴー ヴィクトル・マリー 偕成社
953 海底二万里　上 ヴェルヌ ジュール 偕成社
953 海底二万里　中 ヴェルヌ ジュール 偕成社
953 海底二万里　下 ヴェルヌ ジュール 偕成社
953 家なき娘　上 マロ エクトール・アンリ 偕成社
953 家なき娘　下 マロ エクトール・アンリ 偕成社
953 にんじん ルナール ジュール ほるぷ出版
953 長靴をはいた猫 ペロー シャルル 河出書房新社
953 消えたオアシス ピエール・マリー・ボード 著 すずき出版
953 ペギー・スー セルジュ・ブリュソロ 著 角川書店
953 小さな王子さま アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリ 著 みすず書房
953 星の王子さま アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリ 著 集英社
953 タラ・ダンカン　１上　若き魔術師たち ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　１下　若き魔術師たち ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　２上　呪われた禁書 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　２下　呪われた禁書 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　３上　魔法の王杖 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　３下　魔法の王杖 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　４上　ドラゴンの裏切り ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　４下　ドラゴンの裏切り ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　５上　禁じられた大陸 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　５下　禁じられた大陸 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　６上　マジスターの罠 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　６下　マジスターの罠 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　７上　幽霊たちの野望 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　７下　幽霊たちの野望 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 メディアファクトリー
953 ヤクーバとライオン　１　勇気 ティエリー・デデュー 著 講談社
953 ヤクーバとライオン　２　信頼 ティエリー・デデュー 著 講談社
953 まっくろヒヨコ ラスカル 著 偕成社
953 スガンさんのヤギ アルフォンス・ドーデ 原著 西村書店
953 ルパン対ホームズ モーリス＝ルブラン 著 偕成社



953 奇岩城 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 813 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 水晶の栓 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 オルヌカン城の謎 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 金三角 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 三十棺桶島 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 虎の牙　上 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 虎の牙　下 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 八点鐘 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 カリオストロ伯爵夫人 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 緑の目の令嬢 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 バーネット探偵社 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 謎の家 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 ジェリコ公爵 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 バール・イ・ヴァ荘 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 二つの微笑をもつ女 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 特捜班ビクトール モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 赤い数珠 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 ルパン最後の事件 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 バルタザールのとっぴな生活 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 三つの眼 モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 真夜中から七時まで モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 アルセーヌ＝ルパン全集　別巻　５ モーリス＝ルブラン 著 偕成社
953 にんじん ジュール・ルナール 〔著〕 角川書店
953 水晶の栓 Ｍ・ルブラン 原作 偕成社
953 ８１３・ルパンの二重生活 Ｍ・ルブラン 原作 偕成社
953 続８１３・ルパンの三つの犯罪 Ｍ・ルブラン 原作 偕成社
953 緑の目の令嬢 Ｍ・ルブラン 原作 偕成社
953 奇岩城 Ｍ・ルブラン 原作 偕成社
953 ハートの７事件 モーリス・ルブラン 作 フレーベル館
953 赤い絹の肩かけ モーリス・ルブラン 作 フレーベル館
953 王妃の首かざり モーリス・ルブラン 作 フレーベル館
953 ザンジバルの贈り物 マイケル・モーパーゴ 文 ＢＬ出版
953 たまご ガブリエル・バンサン 作 ブックローン出版
953 にんじん ルナアル 作 岩波書店
953 二年間の休暇 Ｊ．ベルヌ 福音館書店
953 帰ってきた星の王子さま ジャン＝ピエール・ダヴィッド 作 メディアファクトリー
953 三銃士（上） Ａ．デューマ 作 岩波書店
953 青い麦 コレット 〔著〕 集英社
953 悲しみよこんにちは サガン 〔著〕 新潮社
953 三銃士（下） デュマ 作 岩波書店
953 夜間飛行 サン＝テグジュペリ 〔著〕 新潮社
953 カルメン メリメ 作 岩波書店
953 カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ 〔著〕 白水社
953 海底二万里 ジュール・ヴェルヌ 〔著〕 集英社
953 タラ・ダンカン　８上 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン / 著　　山本　知子，加藤　かおり / 訳 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　８下 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン / 著　　山本　知子，加藤　かおり / 訳 メディアファクトリー
953 オペラ座の怪人―地下にひびく、恐怖のメロディー ガストン　ルルー / 作　　村松　定史 / 訳　　ひだか　なみ / 絵 集英社
953 ルパン、最後の恋 モーリス・ルブラン 著 平岡　敦 訳 早川書房
953 時の書　１ ギヨーム　プレヴォー / 著　　伊藤　直子 /  訳 くもん出版
953 時の書　２ ギヨーム　プレヴォー / 著　　伊藤　直子 /  訳 くもん出版
953 時の書　３ ギヨーム　プレヴォー / 著　　伊藤　直子 /  訳 くもん出版
953 タラ・ダンカン　９上 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 山本　知子，加藤　かおり 訳 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　９下 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 山本　知子，加藤　かおり 訳 メディアファクトリー
953 ペギー・スー　ドラゴンの涙と永遠の魔法 セルジュ・ブリュソロ 著 金子　ゆき子 訳 角川書店//角川グループパブリッシング

953 ペギー・スー　赤いジャングルと秘密の学校 セルジュ・ブリュソロ 著 金子　ゆき子 訳 角川書店//角川グループパブリッシング

953 ペギー・スー　光の罠と明かされた秘密 セルジュ・ブリュソロ 著 金子　ゆき子 訳 角川書店//角川グループパブリッシング

953 ペギー・スー　魔法の星の嫌われ王女 セルジュ・ブリュソロ 著 金子　ゆき子 訳 角川書店//角川グループパブリッシング

953 ペギー・スー　呪われたサーカス団の神様 セルジュ・ブリュソロ 著 金子　ゆき子 訳 角川書店//角川グループパブリッシング



953 ペギー・スー　魔法にかけられた動物園 セルジュ・ブリュソロ 著 金子　ゆき子 訳 角川書店
953 ペギー・スー　宇宙の果ての惑星怪物 セルジュ・ブリュソロ 著 金子　ゆき子 訳 角川書店
953 ペギー・スー　黒い城の恐ろしい謎 セルジュ・ブリュソロ 著 金子　ゆき子 訳 角川書店
953 みどりのゆび　新版 モーリス・ドリュオン 著 安東　次男 訳 岩波書店
953 三銃士　上 アレクサンドル・デュマ 著 生島　遼一 訳 岩波書店
953 三銃士　下 アレクサンドル・デュマ 著 生島　遼一 訳 岩波書店
953 タラ・ダンカン　１０上 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 山本　知子，加藤　かおり 訳 メディアファクトリー
953 タラ・ダンカン　１０下 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 山本　知子，加藤　かおり 訳 メディアファクトリー
953 モンテ・クリスト伯（ワイド版岩波文庫） アレクサンドル・デュマ 岩波書店
953 タラ・ダンカン　１１上 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 山本　知子，加藤　かおり 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
953 タラ・ダンカン　１１下 ソフィー・オドゥワン・マミコニアン 著 山本　知子，加藤　かおり 訳 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
953 星の王子さま アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリ 著 池澤　夏樹 訳 集英社
953 とても温かでとてもせつないきみの絵本 ジュヌヴィエーヴ・カスターマン さだまさし 千倉書房
953 何度でも、おかえりを言おう バルバラ・コンスタンティーヌ ポプラ社
953 星の王子さま（岩波少年文庫） サン＝テグジュペリ  作　内藤濯  訳 岩波書店
953 怪盗ルパン謎の旅行者 モーリス・ルブラン 著 平岡　敦 訳 ヨシタケ　シンスケ 画 理論社//理論社
953 モンテ・クリスト伯　２ アレクサンドル・デュマ 著 山内　義雄 訳 岩波書店//岩波書店
953 モンテ・クリスト伯　３ アレクサンドル・デュマ 著 山内　義雄 訳 岩波書店//岩波書店
953 モンテ・クリスト伯　４ アレクサンドル・デュマ 著 山内　義雄 訳 岩波書店//岩波書店
956 すばらしい人間部品産業 Ａ．キンブレル∥著//福岡　伸一∥訳 講談社
963 イスカンダルと伝説の庭園 ジョアン・マヌエル・ジズベルト 作 徳間書店
963 アドリア海の奇跡 ジョアン・マヌエル・ジズベルト 作 徳間書店
963 アミ小さな宇宙人 エンリケ・バリオス 著 徳間書店
963 もどってきたアミ エンリケ・バリオス 著 徳間書店
963 アミ３度めの約束 エンリケ・バリオス 著 徳間書店
963 冬のソナタ　上 キム ウニ 著 日本放送出版協会
963 冬のソナタ　下 キム ウニ 著 日本放送出版協会
963 ドン・キホーテ セルバンテス・サアベドラ ミゲル・デ ほるぷ出版
963 まだ名前のない小さな本 ホセ・アントニオ・ミリャン 著 晶文社
963 太陽と月の大地 コンチャ・ロペス・ナルバエス 著 宇野　和美 訳 松本　里美 画 福音館書店//福音館書店

963 アウシュヴィッツの図書係 アントニオ・Ｇ・イトゥルベ 集英社
969 アルケミスト パウロ・コエーリョ 著 角川書店
973 トビアと天使 スザンナ・タマーロ 著 あすなろ書房
973 明日、生まれ変わる ジュゼッペ・ポンティッジャ 著 ベストセラーズ
973 トビアと天使 スザンナ・タマーロ 著 あすなろ書房
973 イクバルの闘い フランチェスコ・ダダモ 著 すずき出版
973 ラウラの日記 ロベルト・ピウミーニ 著 さえら書房
973 少年トトイとアザラシ Ｇ・パドアン 作 金の星社
983 罪と罰　下 ドストエフスキー 〔著〕 新潮社
983 罪と罰　上巻 ドストエフスキー 〔著〕 新潮社
983 アンナ・カレーニナ トルストイ レフ・ニコラエヴィチ ほるぷ出版
983 イワンの馬鹿 トルストイ レフ・ニコラエヴィチ ほるぷ出版
983 マトリョーシカちゃん 加古 里子 ぶん・え 福音館書店
983 パンのかけらとちいさなあくま 内田 莉莎子 再話 福音館書店
983 桜の園 チェーホフ 作 岩波書店
983 はつ恋 ツルゲーネフ 〔著〕 新潮社
983 大きなかぶ チェーホフ 著 小宮山　俊平 訳 ヨシタケ　シンスケ 画 理論社//理論社
989 くった　のんだ　わらった 内田　りさこ　再話 福音館書店
989 こいぬとこねこは愉快な仲間 ヨゼフ・チャペック 著 河出書房新社
989 カレル・チャペック短編集　２ カレル・チャペック 著 田才　益夫 訳 青土社
989 カレル・チャペック短編集　３ カレル・チャペック 著 田才　益夫 訳 青土社
989 カレル・チャペック短編集 カレル・チャペック / 著　　田才　益夫 / 訳 青土社
990 心の小鳥 ミハル・スヌニット 著 河出書房新社
990 パパラギ ツイアビ 〔著〕 立風書房
991 英語対訳で読むイソップ寓話 牧野　高吉 著 実業之日本社
993 ムーミンのぼうけん① トーベ・ヤンソン 原作 偕成社
993 ムーミンのぼうけん② トーベ・ヤンソン 原作 偕成社
993 ムーミンのぼうけん③ トーベ・ヤンソン 原作 偕成社
993 ムーミンのぼうけん④ トーベ・ヤンソン 原作 偕成社



993 魔法のことばツェッペリン トールモー・ハウゲン 作 文研出版
993 存在の耐えられない軽さ ミラン・クンデラ 著 集英社
993 存在の耐えられない軽さ ミラン・クンデラ 著 集英社
993 小さなトロールと大きな洪水 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社
993 ムーミン谷の冬 トーベ・ヤンソン 作・絵 講談社
993 子どものための美しい国 ヤヌシュ・コルチャック 著 晶文社
993 カンヴァスの向こう側 フィン・セッテホルム 著 枇谷　玲子 訳 評論社
993 ムーミンキャラクター図鑑 シルケ・ハッポネン 高橋絵里香 講談社
993 ルミッキ　１ サラ・シムッカ 著 古市　真由美 訳 西村書店
993 ルミッキ　２ サラ・シムッカ 著 古市　真由美 訳 西村書店
993 ルミッキ　３ サラ・シムッカ 著 古市　真由美 訳 西村書店
絵本 おとうさんはウルトラマン みやにし たつや 作絵 学研
絵本 帰ってきたおとうさんはウルトラマン みやにし たつや 作絵 学研
絵本 パパはウルトラセブン みやにし たつや 作・絵 学研
絵本 おとうさんはウルトラマン／おとうさんの休日 みやにし たつや 作・絵 学研
絵本 ミッケ！２ ウォルター・ウィック 写真 小学館
絵本 スイミー レオ＝レオニ 好学社
絵本 フレデリック レオ・レオニ 作 好学社
絵本 さかなはさかな レオ＝レオニ 好学社
絵本 せかいいち　おおきなうち レオ＝レオニ 好学社
絵本 アレクサンダとぜんまいねずみ レオ＝レオニ 好学社
絵本 ひとあし　ひとあし レオ＝レオニ 好学社
絵本 じぶんだけのいろ レオ＝レオニ 好学社
絵本 ペツェッティーノ レオ＝レオニ 好学社
絵本 ここにいたい！あっちへいきたい！ レオ＝レオニ 好学社
絵本 うさぎたちのにわ レオ＝レオニ 好学社
絵本 みどりのしっぽのねずみ レオ＝レオニ 好学社
絵本 あいうえおの木 レオ＝レオニ 好学社
絵本 おんがくねずみ　ジェラルディン レオ＝レオニ 好学社
絵本 うさぎをつくろう レオ＝レオニ 好学社
絵本 コーネリアス レオ＝レオニ 好学社
絵本 ぼくのだ！わたしのよ！ レオ＝レオニ 好学社
絵本 マシューのゆめ レオ＝レオニ 好学社
絵本 びっくりたまご レオ＝レオニ 好学社
絵本 ちいさなマドレーヌ ルドウィッヒ・ベーメルマンス さく 大日本絵画
絵本 ふしぎのくにのアリス ルイス・キャロル 原作 大日本絵画
絵本 さんびきのこぶたとおおかみ ジョナサン・ラングレー さく・え 大日本絵画
絵本 くまのプーさん Ａ・Ａミルン 原作 大日本絵画
絵本 鼻のこびと ヴィルヘルム・ハウフ 作 太平社
絵本 なぞなぞのたび 石津 ちひろ なぞなぞ フレーベル館
絵本 リリ はらだ ゆうこ さく・え ＢＬ出版
絵本 そっくりのくりのき やなせ たかし 作・絵 フレーベル館
絵本 あと１０ぷんでねるじかん ペギー・ラスマン 作・絵 徳間書店
絵本 Ｚちゃん 井口 真吾 作 ビリケン出版
絵本 かぜひいた もとした いづみ 作 偕成社
絵本 あくび 中川 ひろたか 文 文渓堂
絵本 ひとつぶのえんどうまめ こうみょう なおみ さく・え ＢＬ出版
絵本 アリストピア 天沼 春樹 文 パロル舎
絵本 アラジンと魔法のランプ アンドルー・ラング 再話 ほるぷ出版
絵本 マヤマックスのどこでもキャンバス Ｍａｙａ　Ｍａｘｘ 〔作〕 角川書店
絵本 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか 作 絵 文渓堂
絵本 道に降りた散歩家 望月 通陽 著 偕成社
絵本 魔女図鑑 マルカム・バード 作・絵 金の星社
絵本 葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア 作 童話屋
絵本 月夜の子うさぎ いわむら かずお 〔作〕 クレヨンハウス
絵本 こんなことってあるかしら？ 長 新太 さく クレヨンハウス
絵本 トンカチぼうや いとう ひろし 〔作〕 クレヨンハウス
絵本 とりどりのとり 佐々木 マキ 〔作〕 クレヨンハウス
絵本 ネコとクラリネットふき 岡田 淳 〔作〕 クレヨンハウス



絵本 うみのカラオケ スズキ コージ 〔作〕 クレヨンハウス
絵本 さとりくん 五味 太郎 〔作〕 クレヨンハウス
絵本 ばけものつかい 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス
絵本 まんじゅうこわい 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス
絵本 はつてんじん 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス
絵本 じゅげむ 川端 誠 〔作〕 クレヨンハウス
絵本 二十六夜まいり 武田 鉄矢 作 小学館
絵本 雪渡り 宮沢 賢治 原作 ラボ教育センター
絵本 注文の多い料理店 宮沢 賢治 原作 ラボ教育センター
絵本 ざしき童子のはなし 宮沢 賢治 日本語 ラボ教育センター
絵本 白雪姫　ヘンゼルとグレーテル Ｊａｃｏｂ　Ｇｒｉｍｍ 原作 ラボ教育センター
絵本 みにくいあひるのこ　ナイチンゲール Ｈａｎｓ　Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　Ａｎｄｅｒｓｅｎ 〔原作〕 ラボ教育センター
絵本 ワニくんのおおきなあし みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版
絵本 ワニくんのめざましどけい みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版
絵本 ワニくんのレインコート みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版
絵本 ワニくんのなが～いよる みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版
絵本 ワニくんのえにっき みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版
絵本 ワニくんのひるねの木 みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版
絵本 ワニくんのむかしばなし みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版
絵本 ワニくんのイス みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版
絵本 ぼく、どこにでもいるカバです みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版
絵本 にちようびのほし みやざき ひろかず さく・え ブックローン出版
絵本 ワニくんのＴシャツ みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版
絵本 ワニくんとかわいい木 みやざき ひろかず さく・え ＢＬ出版
絵本 ラヴ・ユー・フォーエバー ロバート・マンチ 作 岩崎書店
絵本 なにかしら ヨゼフ・ウィルコン 絵 セーラー出版
絵本 ウエズレーの国 ポール・フライシュマン 作 あすなろ書房
絵本 たまご ガブリエル・バンサン 作 ＢＬ出版
絵本 天国はおおさわぎ ガブリエル・バンサン 作 ＢＬ出版
絵本 マリオネット ガブリエル・バンサン 作 ＢＬ出版
絵本 セレスティーヌ ガブリエル・バンサン 作 ＢＬ出版
絵本 アンジュール ガブリエル・バンサン 作 ＢＬ出版
絵本 おやゆびひめ リンダ・グリフィス え 大日本絵画
絵本 ダヤンのたんじょうび 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
絵本 マーシィとおとうさん 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
絵本 マージョリーノエルがやってきた 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
絵本 魔女がひろった赤ん坊 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
絵本 ダヤンのおいしいゆめ 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
絵本 チビクロ・パーティ 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
絵本 なまずの駄菓子屋 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
絵本 ヨールカの白いお客さん 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
絵本 ダヤン、ふたたび赤ちゃんになる 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
絵本 猫の島のなまけものの木 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
絵本 イワン、はじめてのたび 池田 あきこ 著 ほるぷ出版
絵本 オレゴンの旅 ラスカル 文 セーラー出版
絵本 ルピナスさん バーバラ・クーニー さく ほるぷ出版
絵本 おちびのネル バーバラ・クーニー 作 ほるぷ出版
絵本 おかあさん 佐々木 卓也 粘土作品 小学館
絵本 こうえんで…４つのお話 アンソニー・ブラウン さく 評論社
絵本 ダヤンの小さなおはなし 池田 あきこ 著 白泉社
絵本 ふぶきのあした 木村 裕一 作 講談社
絵本 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ さくえ 評論社
絵本 おっかなびっくりしまうまくん マリオ・ラモ 作 セーラー出版
絵本 チビまるはどーこだ？ ポール・ロジャース ぶん 評論社
絵本 ポモさんといたずらネコ すぎた ひろみ 絵・文 理論社
絵本 新瀬戸内紀行 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会

絵本 あ・うんの数奇講座 中條文化振興財団
絵本 おおきな木 シエル・シルヴァスタイン 篠崎書林
絵本 バッドキャット トレーシー＝リー・マクギナス＝ケリー さく ブロンズ新社



絵本 いつかどんぐりの木が イヴ・バンティング 作 岩崎書店
絵本 戦火のなかの子どもたち 岩崎ちひろ 岩崎書店
絵本 ぞうれっしゃがやってきた 小出隆司 岩崎書店
絵本 てではなそうきらきら さとう けいこ さく 小学館
絵本 ひろしまのピカ 丸木 俊 え・文 小峰書店
絵本 みなまた　海のこえ 石牟礼 道子 ぶん 小峰書店
絵本 おきなわ　島のこえ 丸木 俊 文・絵 小峰書店
絵本 あらしのよるに 木村 裕一 作 講談社
絵本 あるはれたひに 木村 裕一 作 講談社
絵本 くものきれまに 木村 裕一 作 講談社
絵本 きりのなかで 木村 裕一 作 講談社
絵本 どしゃぶりのひに 木村 裕一 作 講談社
絵本 ふぶきのあした 木村 裕一 作 講談社
絵本 １４ひきのひっこし いわむら かずお 作 童心社
絵本 １４ひきのあさごはん いわむら かずお 作 童心社
絵本 １４ひきのやまいも いわむら かずお さく 童心社
絵本 １４ひきのさむいふゆ いわむら かずお さく 童心社
絵本 １４ひきのぴくにっく いわむら かずお さく 童心社
絵本 １４ひきのおつきみ いわむら かずお さく 童心社
絵本 １４ひきのせんたく いわむら かずお さく 童心社
絵本 １４ひきのあきまつり いわむら かずお さく 童心社
絵本 １４ひきのこもりうた いわむら かずお さく 童心社
絵本 １４ひきのかぼちゃ いわむら かずお さく 童心社
絵本 １４ひきのとんぼいけ いわむら かずお さく 童心社
絵本 バンロッホのはちみつ 井口 真吾 作・絵 学研
絵本 おしえてウルトラマン 宮西 達也 作・絵 学研
絵本 いとしのウルトラマン 宮西 達也 作・絵 学研
絵本 はっけよいごりまる 国松 エリカ 作・絵 学研
絵本 エリカ奇跡のいのち ルース・バンダー・ジー 著／／ロベルト・インノチェンティ 画／／柳田　邦男 訳 講談社
絵本 シェイプ・ゲーム アンソニー・ブラウン 著／／藤本　朝巳 訳 評論社
絵本 おぼえていてね 市川　拓司 著 小学館
絵本 ことりとあかちゃんのおはなし アンドレ・ダーハン 著／／きたやま　ようこ 訳 講談社
絵本 ぼくのおじいさんのふね アンドレ・ダーハン 著／／きたやま　ようこ 訳 講談社
絵本 イチローへの手紙 ジーン　Ｄ．オキモト 著 河出書房新社
絵本 やさいばたけははなばたけ 広野　多珂子 著 佼成出版社
絵本 そらをとんだたまごやき 落合　恵子 著 クレヨンハウス
絵本 パパのはらっぱママのしま 落合　恵子 著 クレヨンハウス
絵本 クジラちゃんみて、みて、ぼく、とぶよ 灰谷　健次郎 著 クレヨンハウス
絵本 幽霊の舘 スティーヴン・ウィリー 著 集文社
絵本 幽霊海賊船 ジュリアンナ・ベスレン 著 集文社
絵本 海の水族館 鈴木　啓太 著 集文社
絵本 急行「北極号」 クリス・ヴァン・オールズバーグ 著 あすなろ書房
絵本 ぼくのともだちおつきさま アンドレ・ダーハン 著 講談社
絵本 おやすみなさいをいうまえに アンドレ・ダーハン 著 講談社
絵本 きみをみつけた アンドレ・ダーハン 著 講談社
絵本 もうひとりのともだち アンドレ・ダーハン 著 講談社
絵本 ぼくを探しに　新装版 シェル・シルヴァスタイン 著 講談社
絵本 お遍路文化　路傍で支える道標・丁石　辿る 四国遍路道学術調査研究会

絵本 きみのかわりはどこにもいない カールソン メロディ いのちのことば社
絵本 やさいのおしゃべり 泉なほ 金の星社
絵本 でんでんむしのかなしみ 新美南吉 大日本図書
絵本 もったいないばあさん 真珠まりこ 講談社
絵本 からすたろう 八島　太郎 著 偕成社
絵本 わたしのいもうと 松谷　みよ子 著 偕成社
絵本 わたしのいもうと 松谷　みよ子 著 偕成社
絵本 わたしのいもうと 松谷　みよ子 著 偕成社
絵本 わたしのいもうと 松谷　みよ子 著 偕成社
絵本 わたしのいもうと 松谷　みよ子 著 偕成社
絵本 くまごろう フィリップ・ド・ケメテー 著 金の星社



絵本 からすたろう 八島　太郎 著 偕成社
絵本 かさをささないシランさん 谷川 俊太郎 作 理論社
絵本 うたが　みえる　きこえるよ エリック＝カール さく 偕成社
絵本 どうぶつなんでも世界一 アネット・ティゾン 〔著〕 評論社
絵本 サンスウランドの大冒険１ 篠木 昭弘 原案 リブリオ出版
絵本 サンスウランドの大冒険３ 篠木 昭弘 原案 リブリオ出版
絵本 サンスウランドの大冒険４ 篠木 昭弘 原案 リブリオ出版
絵本 サンスウランドの大冒険５ 篠木 昭弘 原案 リブリオ出版
絵本 サンスウランドの大冒険７ 篠木 昭弘 原案 リブリオ出版
絵本 サンスウランドの大冒険８ 篠木 昭弘 原案 リブリオ出版
絵本 黒い島のひみつ エルジェ 作 福音館書店
絵本 ふしぎな流れ星 エルジェ 作 福音館書店
絵本 なぞのユニコーン号 エルジェ 作 福音館書店
絵本 レッド・ラッカムの宝 エルジェ 作 福音館書店
絵本 タンタン　チベットをゆく エルジェ 作 福音館書店
絵本 ななつの水晶球 エルジェ 作 福音館書店
絵本 太陽の神殿 エルジェ 作 福音館書店
絵本 ファラオの葉巻 エルジェ 作 福音館書店
絵本 カスタフィオーレ夫人の宝石 エルジェ 作 福音館書店
絵本 燃える水の国 エルジェ 作 福音館書店
絵本 紅海のサメ エルジェ 作 福音館書店
絵本 めざすは月 エルジェ 作 福音館書店
絵本 月世界探険 エルジェ 作 福音館書店
絵本 青い蓮 エルジェ 作 福音館書店
絵本 旅の絵本 安野 光雅 〔著〕 福音館書店
絵本 旅の絵本　Ⅱ 安野 光雅 〔著〕 福音館書店
絵本 旅の絵本　Ⅲ 安野 光雅 〔著〕 福音館書店
絵本 旅の絵本　Ⅳ 安野 光雅 〔著〕 福音館書店
絵本 さかさま 安野 光雅 さく・え 福音館書店
絵本 ふしぎなさーかす 安野 光雅 さく・え 福音館書店
絵本 ふしぎなえ 安野 光雅 さく 福音館書店
絵本 子どもの笑顔を消さないで 止揚学園 作詩・作曲 偕成社
絵本 みなみの島へいったんや 止揚学園の子ども 作 偕成社
絵本 ボスがきた たけうち まさき え 偕成社
絵本 こわいことなんか　あらへん 福井 達雨 編 偕成社
絵本 およげなかったかも 止揚学園の子どもたち 絵 偕成社
絵本 はしれムンシー！ 福井 達雨 編 偕成社
絵本 にわとりさんはネ… 福井 達雨 編 偕成社
絵本 おばあちゃんをすてちゃいやだ！！ 福井 達雨 文 偕成社
絵本 さとる 椎名 桜子 ぶん あすなろ書房
絵本 さかさまさかさ 野崎 昭弘 文 福音館書店
絵本 メルヒェン ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 〔著〕 あすなろ書房
絵本 こぶたがずんずん 渡辺 一枝 ぶん あすなろ書房
絵本 チルチルの青春 メーテルリンク 原作 あすなろ書房
絵本 リリパット・ランド ひらい たかこ 〔著〕 金の星社
絵本 もけらもけら 山下 洋輔 ぶん 福音館書店
絵本 こまった鳥の木 スーザン・メドー さく あすなろ書房
絵本 おれは歌だおれはここを歩く 金関 寿夫 訳 福音館書店
絵本 ちえの実の木 緒方 直青 〔作〕 あすなろ書房
絵本 木を植えた男 ジャン・ジオノ 原作 あすなろ書房
絵本 風を かみや しん 〔著〕 あすなろ書房
絵本 お月さまたべちゃった？ 檀 晴子 ぶん あすなろ書房
絵本 すみれ島 今西 祐行 文 偕成社
絵本 とうろうながし 松谷 みよ子 文 偕成社
絵本 まちんと 松谷 みよ子 文 偕成社
絵本 ひげのサムエルのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 こわいわるいうさぎのはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 ティギーおばさんのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 モペットちゃんのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店



絵本 「ジンジャーとピクルズや」のおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 グロースターの仕たて屋 ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 パイがふたつあったおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 のねずみチュウチュウおくさんのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 こぶたのピグリン・ブランドのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 りすのナトキンのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 あひるのジマイマのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 セシリ・パセリのわらべうた ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 キツネどんのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 アプリイ・ダプリイのわらべうた ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 まちねずみジョニーのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 こねこのトムのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 ジェレミー・フィッシャーどんのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 フロプシーのこどもたち ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 ずるいねこのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 ２ひきのわるいねずみのおはなし ビアトリクス・ポター さく・え 福音館書店
絵本 おとなになれなかった　弟たちに… 米倉 斉加年 作 偕成社
絵本 六人の男たち デイビッド＝マッキー 作 偕成社
絵本 やさしい木曽馬 庄野 英二 文 偕成社
絵本 チャーリー・ブラウンなぜなんだい？ チャールズ・Ｍ・シュルツ 作 岩崎書店
絵本 迷路の達人 みぞろぎ 孝 作・絵 偕成社
絵本 プーあなにつまる・ふしぎなあしあと Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店
絵本 カンガとルー　森にくる Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店
絵本 イーヨーのたんじょうび Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店
絵本 プーのゾゾがり Ａ．Ａ．ミルン ぶん 岩波書店
絵本 絵で読む広島の原爆 那須 正幹 文 福音館書店
絵本 ぐりとぐらのえんそく なかがわ りえこ 〔著〕 福音館書店
絵本 こすずめのぼうけん ルース・エインズワース 作 福音館書店
絵本 とびだせサイゾウくん！！ さこやん きかく・え 偕成社
絵本 ピラミッドの秘宝 さこやん きかく・え 偕成社
絵本 ジャングル帝国 さこやん きかく・え 偕成社
絵本 深海のワナ さこやん きかく・え 偕成社
絵本 伊賀からくり屋敷 さこやん きかく・え 偕成社
絵本 シートン動物記　灰色熊の伝記 シートン 〔原作〕 小学館
絵本 シートン動物記　フェニボンクの山猫 シートン 〔原作〕 小学館
絵本 シートン動物記　スプリングフィールドの狐 シートン 〔原作〕 小学館
絵本 世界をささえる一本の木 ヴァルデ＝マール 再話・絵 福音館書店
絵本 ミイラ男 ケイティー・ローデン 編 ほるぷ出版
絵本 オオカミ男 ジム・パイプ 編 ほるぷ出版
絵本 ドラキュラ ジム・パイプ 編 ほるぷ出版
絵本 エイリアン ジム・パイプ 編 ほるぷ出版
絵本 フランケンシュタイン スティーブ・パーカー 編 ほるぷ出版
絵本 １００万回生きたねこ 佐野 洋子 作・絵 講談社
絵本 病原体 ケイティー・ローデン 編 ほるぷ出版
絵本 １００万回生きたねこ 佐野 洋子 作・絵 講談社
絵本 ウォーリーのふしぎなたび マーティン　ハンドフォード 作・絵 フレーベル館
絵本 星空のシロ 井上 夕香 文 国土社
絵本 ぼくを探しに シルヴァスタイン 講談社
絵本 ビッグ・オーとの出会い シルヴァスタイン 講談社
絵本 森が海をつくる 葉 祥明 絵・文 自由国民社
絵本 ジェイクのむぎわらぼうし 葉 祥明 絵・文 自由国民社
絵本 わるい本 アランジ　アロンゾ 著 ベネッセコーポレーション
絵本 どこへいくカッパくん アランジ　アロンゾ 著 ベネッセコーポレーション
絵本 ともだちのしゃしん アランジ　アロンゾ 著 ベネッセコーポレーション
絵本 パンダまんが アランジ　アロンゾ 著 ベネッセコーポレーション
絵本 バーバパパたびにでる アネット・チゾン さく 講談社
絵本 バーバパパのいえさがし アネット＝チゾン さく 講談社
絵本 バーバパパのはこぶね アネット・チゾン さく 講談社
絵本 バーバパパのがっこう アネット・チゾン さく 講談社



絵本 バーバパパのプレゼント アネット＝チゾン さく 講談社
絵本 レベルフォー みやざき ひろかず 作・絵 ブックローン出版
絵本 挨拶絵本 五味 太郎 著 ブロンズ新社
絵本 買物絵本 五味 太郎 著 ブロンズ新社
絵本 質問絵本 五味 太郎 著 ブロンズ新社
絵本 おおきな木 シルヴァスタイン 篠崎書林
絵本 たれぱんだ 末政 ひかる 文・絵 小学館
絵本 ポーラー デイジー　Ｃ．Ｓ．スペドゥン 作 リブリオ出版
絵本 ｍｉｆｆｙ ディックブルーナ 紀伊国屋書店
絵本 miffy goes tos tey ディックブル－ナ 紀伊國屋書店
絵本 miffy is crying ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 miffi's birthday ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 miffy at school ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 miffy's bicycle ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 miffy's dream ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 miffy at the zoo ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 miffy in hospital ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 miffy in the tent ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 miffy at the seaside ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 miffy in the snow ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 miffy goes flying ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 miffy at the play-ground ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 poppy pig ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 poppy pig is sick ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 boris on the mountain ディックブルーナ 紀伊國屋書店
絵本 boris in the snow デイックブルーナ 紀伊國屋書店
郷土 さぬきのまち　ふるさと遊覧 香川県市町村協会
郷土 古からのメッセージ 香川県埋蔵文化財センター

郷土 古からのメッセージ 香川県埋蔵文化財センター

郷土 高松市統計年報（第４２号）平成１５年度版 高松市
郷土 四国遍路道学術調査研究会　調査研究報告　第１巻 四国遍路道学術調査研究会

郷土 ふるさと香川　（小学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会



郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 ふるさと香川　（中学校） 香川県教育委員会
郷土 戦災と高松市 長川　幸夫
郷土 高松の空襲　手記編 高松空襲を記録する会
郷土 香川のみどり百選 香川県環境森林部みどり保全課

郷土 香川のみどり百選 香川県環境森林部みどり保全課

郷土 香川のみどり百選 香川県環境森林部みどり保全課

郷土 香川のみどり百選 香川県環境森林部みどり保全課

郷土 香川の近代化遺産を訪ねて 香川県教育委員会
郷土 高松空襲写真集 高松市市民文化センター平和記念室

郷土 災害体験集　未曾有の災害と戦った、四国各地の声。 四国建設弘済会他
郷土 災害体験集　未曾有の災害と戦った、四国各地の声。 四国建設弘済会他
郷土 災害体験集　未曾有の災害と戦った、四国各地の声。 四国建設弘済会他
郷土 ふるさとの山と三角点 多田　弘美 高松市図書館
郷土 アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト ぶん 評論社
郷土 一歩・そしてまた一歩　マンガ柴野栗山 てつきのこ 牟礼町教育委員会
郷土 一歩・そしてまた一歩　マンガ柴野栗山 てつきのこ 牟礼町教育委員会
郷土 一歩・そしてまた一歩　マンガ柴野栗山 てつきのこ 牟礼町教育委員会
郷土 一歩・そしてまた一歩　マンガ柴野栗山 てつきのこ 牟礼町教育委員会
郷土 一歩・そしてまた一歩　マンガ柴野栗山 てつきのこ 牟礼町教育委員会
郷土 柴野栗山 小川太一郎 財団法人　栗山顕彰会
郷土 柴野栗山 小川太一郎 財団法人　栗山顕彰会
郷土 柴野栗山 小川太一郎 財団法人　栗山顕彰会
郷土 柴野栗山 小川太一郎 財団法人　栗山顕彰会
郷土 柴野栗山 小川太一郎 財団法人　栗山顕彰会
郷土 小豆島と五人の作家 武田　寅雄 明治書院



郷土 ドキュメント瀬戸大橋 山陽新聞社編 山陽新聞社
郷土 創立１００周年記念　木田高新聞　東高新聞 香川県立高松東高校 香川県立高松東高校
郷土 高松松平家所蔵　衆鱗図　第一帖 香川県歴史博物館　編 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会

郷土 高松松平家所蔵　衆鱗図　第二帖 香川県歴史博物館　編集 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会

郷土 高松松平家所蔵　衆鱗図　第三帖 香川県歴史博物館　編集 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会

郷土 高松松平家所蔵　衆鱗図　第四帖 香川県歴史博物館　編集 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会

郷土 高松松平家所蔵　衆鱗図　研究編 香川県歴史博物館　編集 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会

郷土 高松松平家所蔵　衆禽画譜　水禽・野鳥 香川県歴史博物館　編集 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会

郷土 高松松平家所蔵　衆芳画譜　薬草　第二 香川県歴史博物館　編集 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会

郷土 高松松平家所蔵　衆芳画譜　薬木　第三 香川県歴史博物館　編集 香川県歴史博物館友の会博物図譜刊行会

郷土 香川の野鳥記 山本　正幸　写真・文 美巧社
郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松まちある記 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会　編集 高松松平藩歴史・文化探訪推進協議会

郷土 高松の民族 高松市図書館
郷土 香川県史８　古代・中世史料 香川県
郷土 香川県史５　近代Ⅰ 香川県
郷土 香川県史７　現代 香川県
郷土 香川県史９　近世史料Ⅰ 香川県
郷土 香川県史１０　近世史料Ⅱ 香川県
郷土 香川県史１１　近代・現代史料Ⅰ 香川県
郷土 香川県史１３　考古 香川県
郷土 香川県史　１４　民俗 香川県
郷土 香川県史１５　芸文 香川県
郷土 十川郷土史
郷土 川島郷土誌
郷土 川島郷土誌
郷土 川島郷土誌
郷土 川島郷土誌
郷土 高松百年史　上巻 高松市
郷土 高松百年史　下巻 高松市
郷土 高松百年史　資料編 高松市



郷土 香川県農業史 香川県農業改良普及会
郷土 香川民謡の旅
郷土 香川県の歴史と風土
郷土 香川県議会史　第一巻 香川県議会事務局
郷土 香川県議会史　第二巻 香川県議会事務局
郷土 香川県議会史　第三巻 香川県議会事務局
郷土 香川県体育協会史 香川県体育協会
郷土 四国の植物分布とその生態 高知営林局
郷土 香川県大百科事典 四国新聞社
郷土 香川県風土記 旺文社
郷土 郷土に輝く人々　第１集
郷土 郷土に輝く人々　第２集
郷土 郷土に輝く人々　第３集
郷土 昭和５０年史（上巻）　香川・激動の２０年
郷土 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 高松市
郷土 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 高松市
郷土 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 高松市
郷土 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 高松市
郷土 高松市の１１１年 高松市歴史民俗資料館
郷土 グラフ高松　1890～1990 高松市
郷土 瀬戸大橋架橋史　通史・資料編
郷土 瀬戸大橋架橋史　写真編
郷土 高松百年の歴史 高松百年史編集室 高松市
郷土 さぬきの民謡 島田　雅行 四国民謡研究会
郷土 香川県議会史　第五巻 香川県議会事務局
郷土 香川の自然ガイドブック１ 香川県
郷土 香川の自然ガイドブック２ 香川県
郷土 香川の自然ガイドブック３ 香川県
郷土 さぬきの民話 北條　令子 香川県長寿社会センター
郷土 源平合戦図絵の世界 高松市歴史資料館
郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会

郷土 えほん高松空襲 杉村　智子　絵 高松市平和を願う市民団体協議会


